
臨時福祉給付金
障害・遺族基礎年金受給者向け
給付金のお知らせ

（詳細は広報かみさと８月号をご覧ください）

●支給対象者
①臨時福祉給付金（１人：3,000円）
　�平成28年１月１日時点で住民票が上里町にある
平成28年度住民税非課税者

②障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
　（１人：30,000円）
　�①の臨時福祉給付金支給対象者で平成28年
５月分の障害基礎年金または遺族基礎年金を受
給されている方（ただし、高齢者向け給付金受給
者を除く）

●申請期間
　�平成29年３月１日㈬の午後５時15分まで（郵送可）
※�土・日・祝祭日および平成28年12月29日㈭～平
成29年１月３日㈫は除きます。

●申請先・問合せ
　町民福祉課社会福祉係（役場１階⑤番窓口）
　【☎35－1224】

平
成
28
年
度

◆年末ごみの直接搬入について◆
　小山川クリーンセンターでは、年末に直接ごみを
持ち込まれる方が多く、ごみの搬入車両により大変
混雑し、受付および荷下ろしに時間がかかることが
予想されます。
　このため、指定ごみ袋に入れることが可能なごみ
については、通常のごみ取集により排出されますよ
うご協力をお願いします。また、粗大ごみなど、通常
のごみ収集が利用できず、小山川クリーンセンターへ
直接搬入する場合は、可能な限り年末を避けてご利
用されますようお願いします。
問合せ…小山川クリーンセンター【☎22－8200】

年末年始のごみ収集停止等のお知らせ
◆ごみ収集日程

26日 27日 28日 29日 30日 31日 1月1日 2日 3日 4日 5日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

小山川
クリーンセンター 

自己搬入受入
○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○

可燃ごみ
賀美
長幡

七本木
上里東
神保原

賀美
長幡

七本木
上里東
神保原

ごみ収集停止

賀美
長幡

不燃ごみ 賀美 長幡 七本木

資源ごみ
七本木
上里東
神保原

賀美
長幡

◆小山川クリーンセンターへの直接搬入
　12月30日㈮まで
　（受入時間）午前８時40分～正午
　　　　　　午後１時～４時30分
◆リクエスト収集
　12月12日㈪・19日㈪・26日㈪
※役場受付は12月21日㈬まで
◆生し尿・浄化槽汚泥の汲み取り
　年末は混みますので、早めの汲み取りの予約
をお願いします。
（予約先）㈲上里総業【☎33－6776】
問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

　障害者優先調達推進法による町の方針により、障害
者就労施設へ作業を委託し、コミュニティセンターお
よび福祉町民センター前、保健センターの障害者用駐
車場の青色塗装を行いました。
　障害者用駐車場を青く目立たせることで不適正利
用の抑止効果があり、埼玉県でも毎年11月1日～12
月9日までは障害者用駐車場利用のマナーアップキャ
ンペーンの強調月間としています。町でも今後、各町有
施設の障害者用
駐車場の青色塗
装を進めてまいり
ますので、皆さま
のご理解とご協力
をお願いします。
問合せ…町民福
祉課　社会福祉係

【☎35－1224】

障害者の手で障害者用駐車場を
「青く」塗装

5555555555

5555555555
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健康・子育てインフォメーション

連載で
町の子育

て施設を紹介⑪『子育て情報サポート！』

ク ラ ブ か ら の 言 葉

上里町こむぎっち子育てサポート

放課後「ただいま！」と帰って来るところから始まる学童保

育の生活。遊びを中心とした子どもたちが主役の時間で

すが、どの子にとっても安心して過ごせる居場所になる

よう見守り、支援しています。

37年前（1979年）に、子どもが小学生に
なっても安心して働き続けたいと願う親た
ちが中心になって、設立した民間学童保育
所です。

○場所…
　上里町大字神保原町1306－１
○定員…40名
○電話…☎33－2646

何がいるのかな？宿題が終わって砂場に直行、
好きな遊びをしています。

今月は、神保原小区域で昭和54年から開設している放課後児童
クラブ『風の子クラブ』です。

風の子クラブ

夏休み、みんなでスライム作りを楽しみました。
ベロ～ンと伸びるスライムに興味津々。

スライム作り！

砂場遊び！

◆対象　
　昼間保護者が就労等で家庭にいない児童（小学生）
※�保護者が育児休業取得中の場合は、①～⑤の利用は
できません。

◆保育時間
　放課後～午後５時30分（必要に応じて午後６時30分まで）
※長期学校休業日等は、午前９時～午後５時30分
　（必要に応じて午前８時～午後６時30分まで）
◆申込期間
　①～⑤
　�平成29年１月23日㈪～27日㈮、午前９時～午後５時30分
（予備日１月28日㈯、午前９時～正午）まで

　 ⑥～⑧　随時募集（定員に到達した場合は、募集を終了
させていただきます）

◆申込…各クラブ窓口に申込用紙を提出してください。　　
※申込用紙は、各クラブに用意してあります。
①～⑤は12月５日㈪から配布予定です。

（午前９時～午後５時30分まで）
※�保育料等詳細については各クラブへお問い合わせくだ
さい。

クラブ名 所在地 募集 
人員（対象地域） 電話番号

①
七本木児童館放課後児童クラブ 七本木３９３

40
（七本木小） ☎３５－１３５６

②
上里町東児童館放課後児童クラブ 七本木１８００－３

65
（上里東小） ☎３５－３４５１

③
神保原児童館放課後児童クラブ 神保原町１３９３

40
（神保原小） ☎３３－３６２１

④
長幡児童館放課後児童クラブ 長浜９７７－１

40
（長幡小） ☎３５－３５４１

⑤
賀美児童館放課後児童クラブ 金久保８８９

60
（賀美小） ☎３４－１１００

⑥
風の子クラブ 神保原町１３０６－１

40
（神保原小） ☎３３－２６４６

⑦
ちびっこクラブ 七本木４３８－４

40
（長幡小・七本木小） ☎３３－６７９２

⑧
げんきクラブ 七本木１５３４－１

40
（上里東小） ☎３４－０２９７

年末年始の児童館休館日
12月29日㈭～１月４日㈬

　　　　　平成29年度
「放課後児童クラブ生」募集！
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児童手当・

児童扶養手当等の

ご案内

　児童手当
　児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとと
もに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援
するための制度です。
《支給について》
支給対象…�中学校卒業まで（15歳到達後最初の３月

31日まで）の児童を養育している方
支 給 月…６月・10月・２月
所得制限限度額

扶養親族等の数 所得限度額
０人 622万円
１人 660万円
２人 698万円
３人 736万円

※所得額に対して控除等があります。

支給額
児童の年齢 月額

３歳未満（一律） 15,000円
３歳～小学校修了前（第１子・２子） 10,000円
３歳～小学校修了前（第３子以降） 15,000円
中学生（一律） 10,000円
所得制限限度額以上（一律）   5,000円

　児童扶養手当
　父または母のない18歳になる年の年度末までの
児童（一定の障害がある場合は20歳までの児童）の
家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進
を図るために、父または母や父母に代わってその児
童を養育している人に支給されます。（父または母が
極めて重度の障害がある場合にも支給されること
があります。）
　手当額は、申請者の所得に応じて全部支給または
一部支給（減額）となります。
　ただし、申請者やその配偶者および同居等生計を
同じくする扶養義務者の所得が所得制限額以上ある
と支給されません。

児童数
月額

全部支給 一部支給
１人 42,330円 42,320円～9,990円

２人目加算額 10,000円 9,990円～5,000円

３人目以降加算額
6,000円

（１人につき）
5,990円～3,000円

（１人につき）

　手当は、認定の場合、申請を受付した翌月分から
支給対象となり、１年に３回、４月・８月・12月にそれ
ぞれの前月分までが支給されます。

　特別児童扶養手当
　児童の福祉の増進を図るため、精神または身体に
一定の障害（政令で定める程度以上）のある20歳未
満の児童を育てている人に支給されます。
※�対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受
給できるときや、児童福祉施設等に入所している
ときは支給できません。

　手当額は、障害の状態により支給されます。
　ただし、申請者やその配偶者および同居等生計を
同じくする扶養義務者の所得が所得制限額以上ある
と支給されません。

障害の状態 月額（児童１人につき）
１級（重度） 51,500円
２級（中度） 34,300円

　手当は、認定の場合、申請を受付した翌月分から
支給対象となり、１年に３回、４月・８月・11月にそれ
ぞれの前月分（11月の支払いについては、11月分も
含む）までが支給されます。

　ひとり親家庭等医療費支給事業
　母子家庭、父子家庭、父母に代わってその児童（18
歳になる年の年度末まで）を育てている養育者家
庭、または父（母）に一定の障害がある家庭の皆さま
が、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払っ
た医療費の一部が申請に基づき支給される制度で
す。（児童扶養手当に準じた所得制限等があります。）
　申請を受付した日から支給の対象になります。

問合せ…子育て共生課子育て支援係【☎35－1236】

広報かみさと No.5719



上里町国民健康保険および埼玉県後期高齢者医療制度ご加入の方へ

特定健康診査・健康診査（個別健診）のお知らせ
　昨年度から始まった個別健診が今年度も実施されます。
　対象となる国保加入中の方には12月中に受診券をお送り
します。集団健診による特定健康診査・健康診査を受診で
きなかった方は、せびこの機会をご利用ください。
対象者…
�①�平成29年3月31日現在で満40歳以上の上里町国民健康
保険の加入者
②埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者
対象とならない方…
①�平成28年度特定健康診査・健康診査を受診済の方
②健診を希望しない旨のご連絡をいただいた方
③予防健診（人間ドック）の助成申請をされている方
④�受診時に上里町国保・後期高齢者医療制度に未加入の
方（受診券が届いた場合でも、さかのぼって資格喪失し
た場合は対象となりません）
⑤その他除外理由に該当する方
※�個別健診受診ご希望の国保加入中の方で12月下旬まで
にお手元に受診券が届かない方、および埼玉県後期高

齢者医療制度の被保険者の方は、お電話でお問合せ・
お申込みください。

実施期間…平成29年１月10日㈫～２月28日㈫
実施医療機関…本庄市児玉郡内の指定医療機関
　　　　　　　（受診券と同封の一覧表記載の医療機関）
健診費用…�1,000円（町民税非課税世帯の方は左記料金

が無料になります。該当の方は健診前日までに
上里町役場健康保険課⑧番窓口でお手続き
をお願いします）

持ち物…受診券（個別用）・健康保険証・健診費用

個別健診受診の流れ
①�受診券が届いたら実施期間内で健診希望日を決め、
ご本人が指定医療機関へ直接ご予約をしてください。
��②�健診当日必ず受診券、保険証と健診費用を持参し、予
約した医療機関で受診してください。

③後日役場から健診結果が送付されます。

問合せ・申込み…健康保険課医療年金係�【☎35－1222】

•	 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f

認知症フォーラム

みんなで防ごう、虐 待
　核家族化や近所付き合いが希薄になっている今、家庭内で起こる虐待や暴力が社会問題になっています。
家庭内のことは、周囲に発見されづらく、また、家庭内の問題だから…と通報しにくい現状があります。
　しかし、虐待をうけている本人からＳＯＳはなかなか出ません。地域でいち早く気づき通報することが被害
を深刻化させず、早期解決に導きます。虐待のサインに気づいたら、相談窓口へご相談ください。

相談窓口 � 高齢者虐待　上里町地域包括支援センター（高齢者いきいき課内）【☎35－1243】
� 障害者虐待　町民福祉課　社会福祉係　�【☎35－1224】
� 児 童 虐 待　児童相談所全国共通ダイヤル【☎189】・子育て共生課　子育て支援係【☎35－1236】

◆ＳＯＳサインの例
本人の様子

・体や服がいつも汚れている
・不自然なけがが多い
・ 急におびえたり、わめく等、情緒不安定
・ 家から怒鳴り声や悲鳴、ものが投げら

れる音が頻繁に聞こえる

◆私たちにできること
見守り   「 こんにちは」「お出かけですか」など日ごろから地域

で声をかけあうことで、孤立を防ぐことができます。
気づき   「 様子が変だな」「暴力を振るわれているのかな」「家

族が疲れているみたい」などあなたの小さな気づき
が解決の第一歩です。

つなぐ  　 地域の民生委員･児童委員や町役場の担当窓口へ
相談してください。秘密は守られます。

「認知症の人と介護者が安心して生活できる街づくり」
日　時…12月17日㈯、午後１時～４時30分
　　　　（午後１時から地域ふれあいアイリッシュコンサート・午後２時から講演会）
会　場…熊谷市立文化センター文化会館ホール　※入場無料
内　容…講演「みんなで、そしてあなたの手で支え合おう認知症」
講　師…内海久美子氏
　　　　（砂川市立病院認知症疾患医療センターセンター長）
問合せ…認知症疾患医療センター西熊谷病院
　　　　【☎048－599－0930（月～金　午前９時～午後５時）】

認知症の相談は
地域包括支援センターへ
　毎週木曜日、認知症に関する相談を受け
ています（要予約）。ご本人や家族が認知症
かなと思ったとき、また認知症の方を介護し
ていて困ったときなどは、早めに相談しましょ
う。守秘義務は順守します。安心してご相談
ください。
問合せ…�上里町地域包括支援センター（高

齢者いきいき課内）【☎35－1243】
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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

12　
　

月

7日 ㈬
赤ちゃん相談
２歳６か月児歯科検診（平成26年５月生まれ）

8日 ㈭ １歳６か月児健診（平成27年５月生まれ）
9日 ㈮ ３歳６か月児健診（平成25年５月生まれ）

12日 ㈪ ３・４か月児健診（平成28年８月生まれ）
13日 ㈫ ７・８か月児健診（平成28年４月生まれ）
21日 ㈬ ５歳児健康相談（平成23年12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

12月 4日㈰ 高橋外科整形外科 ☎２２－６２１１
12月11日㈰ 昭和産婦人科 ☎２２－２０２５
12月18日㈰ 高山整形外科 ☎２２－３２４５
12月23日㈮ 田所医院 ☎２２－３４４５
12月25日㈰ 辻クリニック ☎３５－１１１６
1月 8日㈰ 寺坂医院 ☎２２－３３４３

　診療時間…午前10時～正午
※健康保険証を持参してください。

12月30日㈮
高柳歯科医院 ☎２２－６４８０
石井歯科医院 ☎２４－２３０５

12月31日㈯
竹内歯科医院 ☎２１－８８１７
戸矢歯科医院 ☎３５－２０００

1月 1日㈰
日の出木村歯科 ☎２２－６４８８
ひかる歯科クリニック ☎７７－１４１８

1月 2日㈪
もろおか歯科 ☎２１－０２２２
藤林歯科医院 ☎２２－２１９５

1月 3日㈫
江川歯科医院 ☎２２－２７５７
たなか歯科クリニック ☎３３－３７７１

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。

③年末年始休日歯科診療

　ロコモティブシンドローム（通称：ロコモ）をご存知ですか？『運動器
症候群』のことで筋肉、骨、関節などの運動器の障害により歩行や日常
の生活に何らかの障害をきたしている状態をいい、今では寝たきりや
要介護状態の要因にもあげられています。この機会にロコモについて
楽しく学び、早めの対策をみつけてみませんか？
日程・内容…簡単で効果的な体操とロコモに関する講話など

日　程 時　間 運動（60分程度） ミニ講話等（30分程度）
1 １月12日㈭

午前10時
～正午

自分の『ロコモ度』を知ろう ロコモって何？？
2 １月19日㈭

ロコモ予防エクササイズ
ロコモ対策も毎日の食事から…

3 １月25日㈬ あなたのロコモ対策みつけよう

対象…40歳以上の町民の方で運動制限のない方
　　　（年齢基準：平成29年３月31日）
定員…40名（先着順）　　　会場…上里町多目的スポーツホール
講師…入 美由紀氏（スポーツインストラクター）
準備…運動しやすい服装、室内用運動靴
　　　ヨガマットまたはバスタオル
　　　水分補給用飲料、筆記用具
申込… 12月26日㈪までに電話等で保健セン

ターへお申し込みください。
申込先・問合せ…保健センター【☎33－2550】

　11月６日㈰、２０１６かみさとふれあいまつりで、
「８０２０運動よい歯のコンクール」の表彰式が行わ
れました。
　「８０２０運動」とは“80歳になっても20本以上自
分の歯を保とう”という運動です。
　本庄市児玉郡歯科医師会の推薦で受賞された４名のうち３名が出
席され、町長と歯科医師会長からそれぞれ表彰状と記念品が贈呈さ
れました。健康長寿を目指すには歯の健康が大切です。80歳以上で
20本以上歯をお持ちの方は、歯科医師会会員のかかりつけの歯科医
院にお問い合わせください。

８０２０表彰式 ～元気な歯は、
日々の手入れから～

『早めに知っ得！ロコモ予防塾』
◦参◦加◦者◦募◦集◦！◦

小児救急電話相談♯8000
　休日や夜間の子どもの急病（発熱、下痢、
嘔吐など）時の家庭内での対処方法など、
小児科経験のある看護師が相談に応じます。
◆相談方法（電話による相談）
　埼玉県内のどこからでも電話で『♯
8000』をプッシュすることで、相談窓口につ
ながります（携帯電話可）。ダイヤル回線・
IP電話・ひかり電話の方は【☎048－833－
7911】となります。
◆受付時間
　（月～土）午後７時～翌朝７時
　（日・祝）午前７時～翌朝７時

受賞者氏名
落合浩一さん

（写真中央）

黒澤里子さん
（写真左から２人目）

齊藤貫一さん
（写真左端）

相川孝二郎さん
（当日欠席）
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