
13　　広報 YOSHINO

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

(注)０～２歳児：H２9.４.２生～ 吉野町公式ホームページはこちら（子育て・母子保健情報）
http://www.town.yoshino.nara.jp/chomin/

　　　 lifeseen/kosodate/

親子で気軽に集まり、自由に過ごします。
※都合のよい時間にお越しください。

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育て相談 1月  ９日（土）10:00～ 17:00

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてい
ます。※申込は不要です。

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

就学前のお子さんを対象に心理士によ
る相談を行います。
※事前にお申し込みください。

すこやか相談 就学前幼児と
保護者２月  ５日（金）1３:00～ 1６:00

町中央公民館
ホワイエ

（2階ホール前）

よしのこども園

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園

就園前の児と
保護者

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

1月2９日（金）
保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

10:00～
 11:00

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

1月１４日（木）
1月２１日（木）
1月2８日（木）
1月1２日（火）
1月1９日（火）
１月２６日（火）

「リズム遊び」※申込は不要です。子育て講座 1月1４日（木）10:30～ 11:30
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場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。

各事業の詳細は、広報４月号と同時に配布の「令和２年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和２年度健康づくりカレンダー」は令和３年３月末まで保存してくださいますようお願いします。

いきいき健康いきいき健康　吉野町保健センターです！　吉野町保健センターです！いきいき健康　吉野町保健センターです！
お問い合わせ・申込…吉野町保健センター（長寿福祉課）　℡（３２）０５２１【NTT】、（３９）９０７９【IP】

管理栄養士・保健師が分かりやすく日常生活の振り返
りと個々の健診結果に基づいた健康へのアドバイスを
させていただきます。是非お越しください。

健康相談

母子保健事業（保健センターにて）　　　　　　　　　　　　　　　問℡（32）0521【NTT】・（39）9079【IP】

1月1４日（木）

1月２２日（金）

  R2. ７.３１～R2. ９.14生
  R2. ５. 1～R2. ６.1４生

  H31年４月～R1年６月生
  H29年５月～H２９年７月生

４ か 月 児 健 診
7か月児健診・BCG予防接種
1 0・1 2か月児健診
１歳 6 か 月 児 健 診
３歳６か 月 児 健 診

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：30～１4：00
１３：15～１3：30
１4：00～１４：30
１３：30～１4：00
１３：00～１3：30

R２.1.３1～R２.３.1４生　　　　 　　R１.１２. 1～R２. 1.1４生　

講演会のお知らせ

成年後見制度って・・・？

はたちの献血キャンペーン（1月１日～２月２８日）実施中！

いつかしようを、今にしよう
はたちの献血

冬の季節は体調を崩す方が多く、献血者が減少する傾
向にあります。新たに成人式を迎える「はたち」の若者を
中心に、広く国民各層に献血に関する理解と協力を求
めるため、毎年1月～2月に実施しています。

◆近鉄奈良駅ビル献血ルーム
〈所在地〉　奈良市東向中町２８  
　　　　　奈良近鉄ビル６階
〈予　約〉　℡0120(397)7２２
〈受　付〉　毎日 １０時～１８時  （成分献血は１７時まで）

◆奈良県赤十字献血センター
〈所在地〉　大和郡山市筒井町６００－１
〈予　約〉　℡0120（５6６）245
〈受　付〉　毎週火・木・金・日曜日　９時～１７時
　　　　　（成分献血は１６時まで）

接種を希望される方は、期限までに接種してください。

◆接種期限　1月31日（日）まで
※今年度に限り、生後6か月以上の住民の方にインフル
エンザ予防接種費用の助成があります。予防接種費
用の申請期限は3月31日（水）までです。詳しくは、広
報よしの12月号（16ページ）をご覧いただくか、町保
健センター（℡39-9079）までお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種は
もう接種しましたか？

消毒液の作り方                                      
◆準備物　500mlペットボトル、塩素系漂白剤（家庭用）、

水、漏斗（金属製でないもの）
◆作り方

①ペットボトルに少し水を入れ、塩素系漂白剤（※）を入れる。

②水をペットボトルいっぱいになるよう足し、フタをして振る。

※塩素系漂白剤の量について

１）吐物に直接使用する場合：ペットボトルのフタ2杯（約

10ml）

２）トイレの便座や患者が触れた物、洗濯物に使用する場合：

ペットボトルのフタ1／2杯程度（約2ml）

●塩素系漂白剤は脱色や金属を腐食させるため、
消毒後は拭き取りや水洗いをしてください。

●トイレ用洗剤など酸性系洗剤と混ざらないようご
注意ください。

実施しています。

 
こちらで献血受付中

密を避けるため電話予約を
お願いします

注
意
！

子育てに関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。臨床心理士がお待ちし
ています。※事前にお申し込みください。

就園前の児と
保護者

１３：３０～
　１５：００

保健
センター

特定健診結果 
筆記用具 
メガネ等

２月10日
　　（水）

実 施 日 持  ち  物実施時間 実施場所

五條・吉野地域自立支援協議会では例年、障がい福祉に

関わるテーマで講演会を開催しています。今年度は「成

年後見制度」について講演会を開催します。障がいのあ

る方、そのご家族、ご親戚が将来に対しての不安を軽減

するためにぜひとも知っていただきたい制度です。ぜひ

お誘いあわせのうえお申し込みください。

◆日時　２月２６日（金）　受付：１２時３０分～
講演会：１３時３０分～１５時３０分

◆講師　奈良県社会福祉協議会　三谷　忠弘氏

◆場所　下市観光文化センター（下市町下市3071）

◆参加費　無料

◆申込・お問い合わせ先
　●五條・吉野地域自立支援協議会　事務局
　　ＮＰＯ法人吉野コスモス会　生活相談センターのどか
　　ＴＥＬ/ＦＡＸ0747（53）2153

　●長寿福祉課　℡（32）8856

※間隔をあけての着席（人数制限あり）、受付での検温

等、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策をとりま

す。参加される際にはマスクの着用、手指消毒のご協

力をお願いします。感染状況によっては講演会を延期、
中止とさせていただく場合があります。

ノロウイルスは冬期に流行の多い感染症です。吐き気、
嘔吐、腹痛、下痢、37～38℃程度の発熱という症状がみ
られます。また全国的に新型コロナウイルスの感染も広
がっています。どちらのウイルスも感染力は極めて強
く、接触や菌の飛沫でも感染します。

 新型コロナウイルスやノロウイルス感染を防ぐために
　・手洗い・うがいはしっかりとする。

　・マスクを着用する。

　・便・吐物に触れる時は使い捨ての手袋・マスク・エプロ
ンを着用する。

　・便・吐物の処理後はすぐに手洗い・うがいを十分にする。

　・汚染物の消毒および患者が触れた箇所は次亜塩素
酸ナトリウム（塩素系漂白剤など）で消毒する。

新型コロナウイルス・ノロウイルスに
ご注意！
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このページのお問い合わせ先電話番号　長寿福祉課　ＮＴＴ…℡（３２）８８５６　Ｉ Ｐ直通…℡（３９）９０７８

介護保険料とサービス利用料の一部などが、所得税の確定
申告、町・県民税申告の際に所得控除の対象となります。
◆社会保険料控除(介護保険料)
前年中に納付した介護保険料の全額が、社会保険料控除
の対象となりますので、申告の際には次の書類で確認して
ください。

①特別徴収者（年金天引きの方）
　・・・年金保険者発行の「源泉徴収票」
②普通徴収者(納付書、口座振替で納付の方)
　・・・吉野町発行の「納付済証明書」
（②については１月中旬頃、長寿福祉課から送付します）

　 　 　 　
※生活援助中心の訪問介護や福祉用具の貸与・購入、住
　宅改修費等は対象となりません。
※領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記入され
　ていることが必要です。
◆お問い合わせ先　長寿福祉課  介護保険担当　

介護保険料とサービス利用料の
　一部などが税金の対象から
　　　　　　　　　控除されます

要介護高齢者の介護をされているご家族等の方々に
対し、慰労金として年額１０万円を支給します。

■対　象
次のいずれの条件も満たす方を介護されている家
族等（身辺介護を主として行っている方又は世帯主
に限る）

　○要介護認定を受けており、要介護４又は要介護５
　　と認定された住民税非課税世帯の在宅高齢者

　○令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの間
に介護保険サービス（年間1週間程度のショート
ステイの利用を除く）を受けなかった方、または
病院及び診療所に入院（３か月未満の入院を除
く）されなかった方

◆申請・お問い合わせ先
長寿福祉課　地域包括支援センター

要介護高齢者の介護を
　　　　　　  されている方々へ

介護保険料
　　　    納め忘れていませんか？
介護保険はみなさんに納めていただく保険料と公費

を財源に運営されています。

６５歳以上の方の介護保険料の徴収方法としては、支

給される年金からすぐに特別徴収（年金天引き）され

ることなく、半年間程度は普通徴収（納付書による納

付）をお願いすることになっています。この間、年金天

引きされているものと思われて、未納になっている方

がおられます。また、特別徴収に移行後も年金から天

引きできない方、年金天引きでも差額分や調整分を

個別にお支払いいただく方には納付書を送付してい

ます。納め忘れにご注意ください。

介護保険料を納めないままでいると、地方税法に定め

られる滞納処分（督促、財産調査、差押え等）の他に、

介護サービスを受ける際、給付制限がとられます。こ

のようなことになる前に、納め忘れにご注意ください。

滞納のある方は下記までご相談ください。

◆お問い合わせ先

　長寿福祉課  介護保険担当

あなたの気づきが、子どもや高齢者、障がい者、その家

族を守ることにつながります。「おかしいな。虐待ではな

いかな。」と感じることがあれば、すぐに相談してください。

相談者の秘密は厳守します。

「おかしい」と感じたら
まずは相談を！

みんなで防ごう！早期発見しよう！

児童虐待・高齢者虐待・障がい者虐待

虐待（疑い）を発見した場合、役場や地域包括支援センター、警察へ通報・相談する義務があります！

相談の結果、虐待ではなかったとしても、相談者が罪に
問われることはありません。まずは相談してください。

　相談・通報先　長寿福祉課
　　　NTT…℡（３２）８８５６、IP直通…℡（３９）９０７８

つねる・殴る・無理矢理食事を口に入れる・火傷や打撲をさせる等身体的虐待

怒鳴る・悪口を言う・無視する・人前で恥をかかせる等心理的虐待

必要な金銭を渡さない・必要なサービスを利用させない
年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する

懲罰的に身体を裸にして放置する・性器への接触等性的虐待

食事や水分を与えない・おむつの交換をしない
暖房等の適切な環境をつくらない等

放置・放任
（ネグレクト）

経済的虐待

◆お持ちの方・・・

医療情報（病院や病名など）や緊急連絡先に変更があれ

ば、既にお手元にある用紙に修正し、冷蔵庫の扉など、わ

かる場所に貼り付けてください。変更箇所が多い場合は

新しい用紙を長寿福祉課でお渡しします。　　

※内容を変更した旨の役場への連絡は必要ありません。

◆お持ちでない方・・・

長寿福祉課で配布している用紙（右図）に、ご自身の医療

情報や緊急連絡先をご記入い

ただき、冷蔵庫の扉などに貼り

付けてください。

※救急活動によっては、この記
録用紙を活用しない場合があ
ります。また、記録用紙に記載
された救急隊員への伝言が、
必ずしも実行されるとは限ら
ないことをご了承ください。

◆お問い合わせ

　長寿福祉課　地域包括支援センター

　℡(32)8856 　IP(39)9078

救急医療情報キット  お持ちですか？

冷
蔵
庫

◆医療費控除(サービス利用料)
居宅サービス・・・自己負担額（１割又は2割負担分）が対象
【医療系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用も
　　　　　　　　　 対象です。
・（介護予防） 訪問看護  ・（介護予防） 居宅療養管理指導
   ・（介護予防） 訪問リハビリテーション
・（介護予防） 通所リハビリテーション  
・（介護予防） 短期入所療養介護

【福祉系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用は
対象外です。

　※居宅サービス計画に医療系の居宅サービスが含まれ
　　ていることが必要です。
・訪問介護（生活援助中心型を除く）
・（介護予防） 訪問入浴介護  ・通所介護
・（介護予防） 短期入所生活介護  ・夜間対応型訪問介護 
・（介護予防） 認知症対応型通所介護
・（介護予防） 小規模多機能型居宅介護 
・地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心型を除く）
・地域支援事業の通所型サービス
施設サービス
【医療系サービス】⇒自己負担額（１割、２割又は３割負担分
　　　　　　　　　および食費・居住費）が対象です。
・介護老人保健施設  ・介護医療院  ・介護療養型医療施設

【福祉系サービス】⇒自己負担額（１割又は２割負担分およ
び食費・居住費）の½が対象です。

　・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・地域密着型介護老人福祉施設
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このページのお問い合わせ先電話番号　長寿福祉課　ＮＴＴ…℡（３２）８８５６　Ｉ Ｐ直通…℡（３９）９０７８

介護保険料とサービス利用料の一部などが、所得税の確定
申告、町・県民税申告の際に所得控除の対象となります。
◆社会保険料控除(介護保険料)
前年中に納付した介護保険料の全額が、社会保険料控除
の対象となりますので、申告の際には次の書類で確認して
ください。

①特別徴収者（年金天引きの方）
　・・・年金保険者発行の「源泉徴収票」
②普通徴収者(納付書、口座振替で納付の方)
　・・・吉野町発行の「納付済証明書」
（②については１月中旬頃、長寿福祉課から送付します）

　 　 　 　
※生活援助中心の訪問介護や福祉用具の貸与・購入、住
　宅改修費等は対象となりません。
※領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記入され
　ていることが必要です。
◆お問い合わせ先　長寿福祉課  介護保険担当　

介護保険料とサービス利用料の
　一部などが税金の対象から
　　　　　　　　　控除されます

要介護高齢者の介護をされているご家族等の方々に
対し、慰労金として年額１０万円を支給します。

■対　象
次のいずれの条件も満たす方を介護されている家
族等（身辺介護を主として行っている方又は世帯主
に限る）

　○要介護認定を受けており、要介護４又は要介護５
　　と認定された住民税非課税世帯の在宅高齢者

　○令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの間
に介護保険サービス（年間1週間程度のショート
ステイの利用を除く）を受けなかった方、または
病院及び診療所に入院（３か月未満の入院を除
く）されなかった方

◆申請・お問い合わせ先
長寿福祉課　地域包括支援センター

要介護高齢者の介護を
　　　　　　  されている方々へ

介護保険料
　　　    納め忘れていませんか？
介護保険はみなさんに納めていただく保険料と公費

を財源に運営されています。

６５歳以上の方の介護保険料の徴収方法としては、支

給される年金からすぐに特別徴収（年金天引き）され

ることなく、半年間程度は普通徴収（納付書による納

付）をお願いすることになっています。この間、年金天

引きされているものと思われて、未納になっている方

がおられます。また、特別徴収に移行後も年金から天

引きできない方、年金天引きでも差額分や調整分を

個別にお支払いいただく方には納付書を送付してい

ます。納め忘れにご注意ください。

介護保険料を納めないままでいると、地方税法に定め

られる滞納処分（督促、財産調査、差押え等）の他に、

介護サービスを受ける際、給付制限がとられます。こ

のようなことになる前に、納め忘れにご注意ください。

滞納のある方は下記までご相談ください。

◆お問い合わせ先

　長寿福祉課  介護保険担当

あなたの気づきが、子どもや高齢者、障がい者、その家

族を守ることにつながります。「おかしいな。虐待ではな

いかな。」と感じることがあれば、すぐに相談してください。

相談者の秘密は厳守します。

「おかしい」と感じたら
まずは相談を！

みんなで防ごう！早期発見しよう！

児童虐待・高齢者虐待・障がい者虐待

虐待（疑い）を発見した場合、役場や地域包括支援センター、警察へ通報・相談する義務があります！

相談の結果、虐待ではなかったとしても、相談者が罪に
問われることはありません。まずは相談してください。

　相談・通報先　長寿福祉課
　　　NTT…℡（３２）８８５６、IP直通…℡（３９）９０７８

つねる・殴る・無理矢理食事を口に入れる・火傷や打撲をさせる等身体的虐待

怒鳴る・悪口を言う・無視する・人前で恥をかかせる等心理的虐待

必要な金銭を渡さない・必要なサービスを利用させない
年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する

懲罰的に身体を裸にして放置する・性器への接触等性的虐待

食事や水分を与えない・おむつの交換をしない
暖房等の適切な環境をつくらない等

放置・放任
（ネグレクト）

経済的虐待

◆お持ちの方・・・

医療情報（病院や病名など）や緊急連絡先に変更があれ

ば、既にお手元にある用紙に修正し、冷蔵庫の扉など、わ

かる場所に貼り付けてください。変更箇所が多い場合は

新しい用紙を長寿福祉課でお渡しします。　　

※内容を変更した旨の役場への連絡は必要ありません。

◆お持ちでない方・・・

長寿福祉課で配布している用紙（右図）に、ご自身の医療

情報や緊急連絡先をご記入い

ただき、冷蔵庫の扉などに貼り

付けてください。

※救急活動によっては、この記
録用紙を活用しない場合があ
ります。また、記録用紙に記載
された救急隊員への伝言が、
必ずしも実行されるとは限ら
ないことをご了承ください。

◆お問い合わせ

　長寿福祉課　地域包括支援センター

　℡(32)8856 　IP(39)9078

救急医療情報キット  お持ちですか？

冷
蔵
庫

◆医療費控除(サービス利用料)
居宅サービス・・・自己負担額（１割又は2割負担分）が対象
【医療系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用も
　　　　　　　　　 対象です。
・（介護予防） 訪問看護  ・（介護予防） 居宅療養管理指導
   ・（介護予防） 訪問リハビリテーション
・（介護予防） 通所リハビリテーション  
・（介護予防） 短期入所療養介護

【福祉系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用は
対象外です。

　※居宅サービス計画に医療系の居宅サービスが含まれ
　　ていることが必要です。
・訪問介護（生活援助中心型を除く）
・（介護予防） 訪問入浴介護  ・通所介護
・（介護予防） 短期入所生活介護  ・夜間対応型訪問介護 
・（介護予防） 認知症対応型通所介護
・（介護予防） 小規模多機能型居宅介護 
・地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心型を除く）
・地域支援事業の通所型サービス
施設サービス
【医療系サービス】⇒自己負担額（１割、２割又は３割負担分
　　　　　　　　　および食費・居住費）が対象です。
・介護老人保健施設  ・介護医療院  ・介護療養型医療施設

【福祉系サービス】⇒自己負担額（１割又は２割負担分およ
び食費・居住費）の½が対象です。

　・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・地域密着型介護老人福祉施設


