
５月連休中のごみ・し尿の受入日
（○受入・×休み）

４月 ５月

29日（水・祝） 30日㈭ １日㈮ ２日㈯ ３日（日・祝） ４日（月・祝） ５日（火・祝） ６日㈬ ７日㈭

ごみ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

し尿 ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○

＜受入先・時間＞　※今年度は連休中も通常通りごみ収集を行います。

問合せ…まち整備環境課生活環境係【☎35－1226】

狂犬病予防集合注射
　狂犬病予防注射は毎年１回、犬の登録は生涯１
回行うことが義務づけられています。
日程・会場

日程 午前10時～11時30分 午後１時10分～２時30分
４月13日㈪ 七本木公民館 長幡公民館
４月14日㈫ 神保原公民館 賀美公民館
４月15日㈬ 三田公会堂 中央公民館
４月16日㈭ 中央公民館 ―
費用

登録済の犬 3,300円（注射諸費用）

未登録の犬
6,300円

（登録手数料3,000円、注射諸費用3,300円）

※登録済みの犬…はがきが届きますので、裏面に必要
事項を必ずご記入の上、会場へ持参してください。は
がきを紛失された方・不着の方は会場受付でお申し
出ください。
※未登録の犬…直接会場にお越しいただき、受付でお
申し出ください。
問合せ…まち整備環境課生活環境係【☎35－1226】

公共下水道供用開始区域拡大！
　平成27年４月１日から新たに、神保原町の一部区域で
公共下水道が使用できるようになりました。
　また、対象区域にお住まいの方には、宅内排水設備を
下水道に接続するために行う最初の改造工事の一部費
用を補助しています。対象となった場合は、３万円～15万
円の補助金が交付されますので、下水道への接続をご検
討ください。（補助金の交付期間は、供用開始告示後３年
以内となります。）
供用開始日 補助金交付期限 対象区域

平成24年9月1日 平成27年8月31日
神保原町の一部

（7.5ha）

平成25年4月1日 平成28年3月31日
神保原町・八町河原
の各一部（6.5ha）

平成26年4月1日 平成29年3月31日
神保原町の一部

（0.5ha）

平成27年4月1日 平成30年3月31日
神保原町の一部

（2.2ha）

※詳細な供用区域や補助金については、お問い合わせく
ださい。
問合せ…上下水道課下水道係【☎35－1228】

上里町浄化槽設置整備事業補助金申請を受け付けます

対象者
　専用住宅等に汲み取り便槽および既存単独浄化槽か
ら10人槽以下の合併処理浄化槽へ転換する方で、交付
決定通知後に工事着工し、工事完了後１か月以内または
平成28年３月18日㈮までに実績報告書を提出できる方

対象区域
　上里町生活排水処理基本計画（平成22年３月策定）
で設定されている浄化槽整備区域

対象浄化槽
①合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針
（平成４年厚生省生活衛生局水道環境部環境整備
課浄化槽対策室長通知）に適合した浄化槽
②全国浄化槽協会に登録した浄化槽（設置業者による
機能保証登録が必要です。）

受付期間　５月11日㈪～27日㈬
申請書（様式第１号）に関係書類を添えて提出してください。
※補助基数を超える場合は、抽選となります。（抽選日は6
　月３日㈬の予定です。）
※内示が遅れた場合、交付決定通知が遅れる場合があ
りますのでご注意ください。

補助予定基数　10基
※内示によって補助基数が減少する場合があります。

補助金限度額	 ①転換補助…最大30万円
	 ②処分費補助
	 　単独処理浄化槽…最大９万円
	 　汲み取り便槽…最大６万円

申込先・問合せ…上下水道課下水道係【☎35－1228】

【ごみ】小山川クリーンセンター
　　　（午前８時40分～正午・午後１時～４時30分）

【し尿】利根グリーンセンター
　　	（午前８時30分～午後４時30分）

平成
27年度

平成27年度

広報かみさと  2015.4 6
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 国民年金コーナー さかのぼって保険料の免除等の申請ができます№356

　申請時点から２年１か月前までの期間について、
免除・納付猶予・学生納付特例が申請できます。

【平成27年４月に申請したときの申請可能期間と
前年所得の関係】

免除・納付猶予の場合
申請が可能な納付期間 審査の対象となる前年所得

平成24年度分 平成25年３月～平成25年６月 平成23年中所得

平成25年度分 平成25年７月～平成26年６月 平成24年中所得

平成26年度分 平成26年７月～平成27年６月 平成25年中所得

※平成27年７月～28年６月分の納付期間は平成27年７月に
なってから申請ができるようになります。

学生納付特例の場合
申請が可能な納付期間 審査の対象となる前年所得

平成24年度分 平成25年３月 平成23年中所得

平成25年度分 平成25年４月～平成26年３月 平成24年中所得

平成26年度分 平成26年４月～平成27年３月 平成25年中所得

平成27年度分 平成27年４月～平成28年３月 平成26年中所得

【申請に必要なもの】免許証など身分の証明できるも
の、印鑑、年金手帳（学生納付特例申請をされる方は学
生証または、在学期間がわかる在学証明書の原本）
【申請時の注意点】
１．申請は町役場健康保険課窓口でできます。
※申告や所得証明書等の添付が必要な場合があります。
２．申請する年度ごとに申請書が必要です。申請したい期
間を窓口でお伝えください。

３．失業により申請する場合は、離職票または雇用保険受
給資格証（公務員の方は退職辞令）の写しの添付が
必要です。

４．［免除の申請をされる方へ］前年所得に基づき日本年
金機構で審査を行います。

※世帯主や配偶者の所得により免除が承認されない場
合があります。

問合せ…熊谷年金事務所【☎048－522－5012】
　　　　健康保険課医療年金係【☎35－1222】

　２月24日㈫、上里町高齢者福祉計画・介護保険
事業計画策定委員会により「第６期上里町高齢者
福祉計画・介護保険事業計画（原案）」がまと
まり、町長に答申されました。この事業計画書は、
平成27年度から29年度における介護保険事業内容
および介護保険サービス
の見込量等を推計し、３
か年ごとに介護保険料を
改定する際の指針となり
ます。
※策定にあたり皆さまからいただいたご意見に対
する回答は、町ホームページで掲載しています。
問合せ…高齢者いきいき課高齢介護係【☎35－1243】

町内巡回バス
運行日が
変わります

　町では、町内公共交通の利用促進等、総合的な公
共交通について検討し、運行形態の変更を予定してい
ます。平成27年度を準備期間および運行開始として取
り組むにあたり、町内巡回バスの運行日が次のように変
更となります。ご利用の際はご注意ください。
運行期間…平成27年４月１日～平成28年２月29日
運 行 日…月・水・金曜日
　　　　（祝休日、12月29日～１月３日を除く）
※費用（無料）、コース、時刻表に変更はありま
せん。時刻表は各停留所、町役場または町ホー
ムページでご確認ください。

問合せ…高齢者いきいき課高齢介護係【☎35－1243】

第６期上里町高齢者福祉計画・
介護保険事業計画が答申されました

重度心身障害者医療費支給制度が改正されました
　この制度は身体障害の１～３級、知的障害Ⓐ・A・B、精
神障害者１級、後期高齢者医療制度の障害認定を受け
た方が、手続きをすることで医療保険の一部負担が支給
される制度です。
【改正点】
○病院等での窓口払いがなくなります
　今までは医療保険の一部負担金をお返しする方法で
したが、窓口払いをなくし手続きを簡略化した「現物給
付」を児玉郡市内の医療機関等で実施します。

　ただし、後期高齢者医療制度に該当される方を除き、
高額療養費の合算対象となる（自己負担額が21,000円を
超える）場合などは、今までと同じ窓口払いになります。
○子ども以外の入院時食費の支給がなくなります
　入院時の食事療養標準負担額等の自己負担分（入
院時食費）の支給がなくなります。ただし、中学卒
業（15歳になった後の３月31日）までは、支給を受
けることができます。
問合せ…町民福祉課社会福祉係【☎35－1224】

平成27年４月１日から



５月から歯周疾患検診が始まります！
　歯周病は、初期の自覚症状がほとんどないので、
自分では気づかないうちに症状が悪化してしまいま
す。放っておくと歯ぐきの縁が炎症を起こしている
「歯肉炎」の状態から、血や膿が出て歯を支える組
織が傷んでいく「歯周炎」へと進行してしまいます。

　生涯自分の歯で食べる楽しみと健康を保
つために、ぜひ歯と口の健康チェックを受
けてみましょう。

対象年齢で受診希望の方は、歯周疾患検診実施歯科医院に予約をしてから受診してください。

対　　象…40・45・50・55・60・65・70・75・80歳の方
期　　間…５月１日㈮～平成28年３月31日㈭
検診場所…歯周疾患検診実施歯科医院

準　　備…健康保険証（年齢・住所の確認のため）
費　　用…無料
問 合 せ…保健センター【☎33－2550】

歯 科 医 院 名 所　在　地 電話番号

上
里
町

このみ歯科クリニック 七本木３６１０－２ ３５－３８７７
斎藤歯科医院 三町５２６－１ ３３－２３１０
坂本歯科医院 七本木２６４７－５ ３３－８９８９
嶋崎歯科医院 神保原町４３７－５ ３４－１３８３
関根歯科医院 神保原町５２１－１０ ３３－３００９
竹上歯科医院 七本木２１０４－２ ３３－９００２
たなか歯科クリニック 神保原町３１１－１ ３３－３７７１
戸矢歯科医院 七本木１７８８－１ ３５－２０００
ひきま歯科クリニック 七本木５４１８ ３５－３９３９

本
庄
市

飯塚歯科医院 中央１－５－２９ ２４－６１６６
石井歯科医院 早稲田の杜３－６－７ ２４－２３０５
石原歯科医院 銀座１－３－１２ ２２－３２４４
牛久保歯科医院 銀座３－５－９ ２４－８２４１
内野歯科医院 傍示堂５１８ ２２－２８１７
江川歯科医院 東台１－４－１９ ２２－２７５７
大畑歯科医院 児玉町児玉３２３－４ ７２－１１８２
木田歯科医院 児玉町八幡山１８５－１ ７３－１２００
黒崎歯科医院 本庄１－５－７ ２２－４４１５
倉林医院歯科 児玉町児玉３８１－１ ７２－０３３２
見福歯科医院 見福１－７－７７ ２４－６２０１
さかぐち歯科医院 朝日町３－７－２８ ２３－０３９９
佐藤歯科医院 中央１－２－７ ２２－４６６９
スエヒロ歯科医院 緑１－１－６ ２４－００４０
鈴木歯科クリニック 小島南３－８－６ ２２－４１８８
高柳歯科医院 南２－６－１５ ２２－６４８０

歯 科 医 院 名 所　在　地 電話番号

本
庄
市

竹内歯科医院 小島１－４－１９ ２１－８８１７
田島歯科医院 駅南２－９－１０ ２２－３３４２
田端歯科医院 児玉町児玉１３１ ７２－０４５３
中央歯科医院 駅南２－１５－３ ２１－１８０７
中林歯科 児玉町吉田林３９８－１ ７２－７８８４
なかむら矯正歯科医院 見福２－８－１ ２５－５８８８
濱坂歯科医院 児玉町蛭川１７５－２ ７２－８８４１
春山歯科医院 児玉町児玉２２４ ７２－０４７２
日の出木村歯科 日の出３－３－１３ ２２－６４８８
福島歯科 小島１－４－５ ２２－００５５
藤林歯科医院 駅南２－１－１８　ユニオンビル５階 ２２－２１９５
本庄デンタルクリニック けや木３－２０－１０ ２３－１２５９
宮本歯科医院 中央１－５－１６ ２４－１１８２
茂木歯科医院 児玉町八幡山３９２ ７２－４１２５
もとまち江川歯科医院 本庄１－３－１１ ２３－３８１７
もろおか歯科 五十子２－１０－１ ２１－０２２２
やしろ歯科医院 本庄１－３－２ ２１－８８４６
やない歯科医院 見福５－８－１７ ２２－７７２７
保間歯科クリニック 見福２－２３－１３ ２１－６４８０

美
里
町

杉田歯科医院 甘粕６８５ ７６－３８５５
深町歯科医院 小茂田３１３－７ ７６－５５４４
宮澤歯科クリニック 猪俣２３ ７６－１４５５

神
川
町

西村歯科医院 熊野堂７３－４ ７７－０６４８
ひかる歯科クリニック 植竹６５２－１ ７７－１４１８
前川歯科医院 ニノ宮２４１－５ ７７－４９７８

（歯周病になりやすくなる４つの要因）
①ライフスタイル
　→　食生活のかたよりや、飲酒、喫煙など
②精神的なもの
　→　ストレスによる体力、抵抗力の低下
③口の中の環境
　→　むし歯や、噛み合わせの悪さなど
④からだの健康・体質
　→　糖尿病などの疾患、ホルモンバランスの
　　　乱れ、遺伝など

　「第６期上里町高齢者福祉計画・介護保険事業
計画（平成27年度～29年度）」に基づき、次のと
おり地域密着型サービスの事業所（法人）の公募
を行います。

問合せ…高齢者いきいき課高齢介護係【☎35－1243】

①公募するサービスと募集数
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護　１事業所
　小規模多機能型居宅介護　　　　　　１事業所
②事前相談期間…４月６日㈪～24日㈮まで
　　　　　　　　（土・日を除く）
※詳細は、町ホームページをご覧ください。

平成27年度歯周疾患検診実施歯科医院一覧
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健康・子育てインフォメーション

保健センター予定表 ☎33－2550

4
月

15 ㈬
赤ちゃん相談

２歳６か月児歯科検診（平成24年９月生まれ）

16 ㈭ ５歳児健康相談　※対象児あて通知

17 ㈮ ７・８か月児健診（平成26年８月生まれ）

20 ㈪ ３・４か月児健診（平成26年12月生まれ）

21 ㈫ ３歳６か月児健診（平成23年９月生まれ）

22 ㈬ １歳６か月児健診（平成25年９月生まれ）

※赤ちゃん相談の「個別相談」は予約制です。

休日の医療機関はこちらへ

【本庄市保健センター内 ☎23-3322】
　診察科目…内科系疾患
　診察時間…午前９時～   正午
　　　　　   午後１時～   ４時
　　　　　　午後７時～１０時
※健康保険証を持参してください。

①休日急患診療所

4月 5 日 ㈰ 辻クリニック ☎３５－１１１６

4月 12 日 ㈰ 田所医院 ☎２２－３４４５

4月 19 日 ㈰ 高山整形外科 ☎２２－３２４５

4月 26 日 ㈰ 寺坂医院 ☎２２－３３４３

5月 10 日 ㈰ 中沢皮膚科 ☎２２－１１１２

②在宅当番医療機関
◆診察は午前中のみとなります。また当番医は変更にな
			る場合もありますので、確認してからお出かけください。

　本年度から、国が進める地方創生先行型の交付金を活用した少子
化対策として、多子世帯における経済的負担の軽減を図る制度を埼
玉県と連携して実施します。

問合せ
子育て共生課【☎35－1236（保育園について）】
学校教育課　【☎35－1246（幼稚園について）】

対象の方には、紫色の予診票が届きます

高齢者の「肺炎球菌ワクチン予防接種」が始まります

　今年度実施さ
れるがん検診の
申し込みが３月
から始まりまし
た。３月の広報
と一緒に配布された「かみさとまち
健康ガイドブック」に詳細が記載さ
れています。受診希望の方は「かみ
さとまち健康ガイドブック」最終
ページの申込はがきか電話（保健セ
ンター【☎33－2550】）でお申し込
みください。
※はがきでの申込期限は５月29日㈮
までです。

対象者（平成28年３月31日基準）※既に接種された方は対象外です。
①65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の方
②60歳以上65歳未満の方（昭和26年４月２日～昭和31年４月１日に

生まれた方）で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能の障害を認定された身体障害者手帳１級の方
会　場…指定実施機関（通知に一覧表を同封）
費　用…2,000円（生活保護世帯・東日本大震災被災者の方は無料）
申　込…指定実施機関へ申込
問合せ…保健センター【☎33－2550】

平成
27年度から

２歳児歯科検診は
２歳６か月児歯科検診に変更となります

　町内では、１歳６か月児健診で虫歯のある児は１割にも満たない
一方、３歳６か月児健診では４人に１人と急激に増えます。２歳６
か月児では乳歯も生えそろう時期です。この時期に歯科検診を受診
し、３歳での虫歯を予防していきましょう。
※対象児には、通知を送付します。
問合せ…保健センター【☎33－2550】

特定健康診査等の自己負担額が無料になります
　40歳以上の上里町国民健康保険加入者および埼玉県後期高齢者
医療制度加入者を対象に毎年行っている特定健康診査等の集団健診
について、自己負担額1,000円が平成27年度から無料となります。
　対象の方へ今月下旬から申込ハガキを郵送しますので、ぜひお申
し込みください。
問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】

平成
27年度

がん検診の申し込みは
お済みですか？

《お詫びと訂正》
　広報3月号と同時配布した「平成27年度かみさとまち健康ガイドブック」に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
　3ページ「赤ちゃん相談・離乳食の話」（誤）受付時間／午後９時30分～10時00分（正）受付時間／午前９時30分～10時00分

現行制度

➡
補助制度適用

保育園
同一世帯で同時に保育所、
幼稚園などを利用してい
る第３子以降は全額免除

同一世帯で兄弟姉妹の年齢は問
わず、第３子以降は全額補助　

幼稚園
同一世帯で小学校３年生以
下の第３子以降は世帯の所
得状況に応じて全額補助

※一度負担していただき、後にお返しすると
いう形をとる予定ですが、申請方法などにつ
いては、詳細が決まり次第お知らせします。

保育所、幼稚園に通う第３子以降の
保育料を全額補助します

広報かみさと No.5519


