
児童扶養手当のお知らせ

　児童扶養手当はひとり親家庭などの生活の安定・

自立促進のために支給される手当で、婚姻の解消や

配偶者が死亡したことでひとり親となり、子どもを

監護する母や父などに支給されます。

〇支給要件

・父母が婚姻を解消した子

・父又は母が死亡した子

・父又は母が重度の障がいにある子

・父又は母が生死不明の子

・父又は母が１年以上遺棄している子

・父又は母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた子

・婚姻によらないで生まれた子

・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子

・父又は母が１年以上刑務所などで拘禁されている子

〇児童扶養手当の月額（4月 1日改定）

･１人目　全部支給 42,910 円

          一部支給 42,900 円～ 10,120 円

・２人目　10,140 円～ 5,070 円

・３人目以降１人につき　6,080 円～ 3,040 円

※所得に応じて変動します。

特別児童扶養手当のお知らせ

　特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有す

る児童について手当を支給することにより、児童の福

祉の増進を図るために支給される手当で支給要件は、　

20歳未満で、精神又は身体に障がいを有する児童を

家庭で監護、養育している父母などとなります。

　その他にも所得要件などもありますので、詳しく

は担当までお問い合わせください。

〇特別児童扶養手当の月額（4月 1日改定）

　１級：　52,200 円　／　２級：　34,770 円

※障がいの状況に応じ１級または２級に区分されます。

献血にご協力をお願いします。
　移動献血車「ひまわり号」の来町日程をお知らせします。

期　日：５月 28日（火）

　　　　※次回は９月 25日（水）を予定しています。

場　所：①新冠町農協前　10：00～ 11：30

　　　　②新冠町役場前　13：00～ 16：00

主　催：新冠町献血推進協議会

後　援：新冠町、日本赤十字社北海道支部日高地区新冠分区

協　賛：新冠ライオンズクラブ

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ　☎ 0146・47・2112

～集団健診のお知らせ～
　下記の日程で集団健診を実施します。健診の詳細

や申し込みなどについては、別途、町政事務委託文

書にてお知らせいたします。

≪特定健診（健康診査）

　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

　肝炎ウイルス検査、エキノコックス症検査≫	

・第１回：６月 30 日 ( 日 ) ・７月 １日 (月 )

・第２回：10 月 26 日 ( 土 ) ～ 10 月 28 日 ( 月 )

・第３回：２月 ７日 (金 ) ・２月 ８日 (土 )

≪婦人科検診（乳・子宮頸がん）≫

・第１回：７月 27 日 ( 土 )

・第２回：２月 23 日 ( 日 )

≪脳の MRI 検査≫

　９月 12 日 ( 木 ) ～９月 14 日 ( 土 )

◆場　所　保健センター

◆料　金　無　料

～健康な体づくりを目指しませんか？～

　お腹まわりや運動不足が気になるけれど、忙しく

て健康管理は後回し…という方、１人ではなかなか

続かないことも、皆で集まる事で健康への意識を高

められます。過去に参加経験のある方や全ての回に

参加できない方も大歓迎です。『からだリセット講

座』のお申込みお待ちしています！

◆期　日　月１回開催の全 10 回

・夜の部（18：00 ～ 20：00）

　５月 16日（木）、６月13 日（木）、７月 11 日（木）

　８月８日（木）、９月 ５日（木）

・昼の部（10：00 ～ 12：00）

　10 月 10 日（木）、11 月 14 日（木）、12 月 12 日（木）

　１月 16 日（木）、２月 20 日（木）

◆場　所　保健センター

　　　　　※ 7月 11 日、12 月 12 日は町民センター

◆対　象　町内に在住する 30 ～ 64 歳の方

◆内　容　①血液観察や脳年齢などの各種測定

　　　　　②専門家による運動指導や栄養・歯科講座

　　　　　③目標を決めて生活習慣の改善に挑戦！

◆定　員　12 名程度

～「ヘルプマーク・ヘルプカード」について～

　「ヘルプマーク・ヘルプカード」とは、外見から

は障がいがあることが分からない方などに対し、携

行することで周囲の方に配慮を必要としていること

を知らせたり、援助を得やすくするものです。

　町では、町民全体で「助け合い・支え合い」がで

きる環境づくりのため、北海道が平成 29 年度から

導入した「ヘルプマーク」「ヘルプカード」を無料

配布し、普及啓発事業を実施しています。

　これにより援助や配慮を必要としている方々への

町民理解が深められ、支援の輪がさらに広がるよう

取り進めます。

〇配布場所　

　役場　１階３番窓口　保健福祉課

○対象となる方（あくまで一例です）

　・義足や人工関節を使用している方

　・内部障がいや難病の方

　・妊娠初期の方

　・その他援助や配慮を必要とする方

〇ヘルプカード

　縦 19 ｃｍ　横 5.3 ｃｍ　ｽﾄﾗｯﾌﾟ部分含む

●問い合わせ先

　　　　　保健福祉課保健福祉グループ　

　　　　　☎ 0146・47・2113

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

５
月

13日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）

保健センター

14：00～15：30 節婦生活館

14日（火） 受付13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

15日（水） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座① 保健センター

17日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）

緑丘生活センタ―

14：00～15：30 おうるの郷

20日（月）

10：00～11：30 脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

大富生活館

14：00～15：30 新和生活館

13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

28日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

６
月

４日（火） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

７日（金） 10：00～14：30 お喜楽☆おたっしゃ塾① 保健センター

12日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾② 保健センター

13日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座② 保健センター

17日（月）
13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

19日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③ 保健センター

町民生活課からのお知らせ

保健福祉課からのお知らせ

　子育て支援センター

　　　　　　からのお知らせ

★おしゃべりルーム★
・期日　①５月23日（木）　10時～11時 30分

　　　　 ②５月30日（木）　10時～11時 30分

・内容　①『モビール作り』

　　　　 ②『はらぺこあおむし作り』

・申し込み期間

　　　 ①５月 21 日（火）まで

　　　 ②５月 28 日（火）まで

・定員　① 10 組 ( ０歳～１歳６カ月）

　　　 ② 10組 (１歳７カ月～就学前）

★チャイルドランド★
・期日　６月６日（木）　10時～11時 30分

・内容　『ちびっこ運動会』

・申し込み期間

　　　 ６月４日（火）まで

・定員　20 組（０歳～就学前）

※今年度に限り支援センターはドレミ

玄関を入った左側のみかん組に移動し

ています。

●問い合わせ先

　子育て支援センター ☎ 0146・47・4525
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