日まで

小︑中学生の通院医療費の助成

月

子ども外来医療費助成の申請は

として実施してきた﹁子ども外来

東川町が給付金を給付するため

込め詐欺
に︑手数料の銀行振り込みを求め
医療費助成﹂制度は︑８月診療分
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
︵ご自身を扶養している方が課

ることなどは絶対にありません︒
から﹁子ども医療費助成﹂制度の

税されている方︑生活保護を受

東川町の職員がＡＴＭ︵銀行︑コ
開始に伴って終了します︒昨年４

給付対象者１人につき１
ンビニなどの現金自動支払い機︶
月から今年７月までにお子さんの

けている方は対象外︶
万円︒次に該当する方には５千
の操作をお願いすることは絶対に

給付額
円を加算給付＝老齢基礎年金︑
ありません︒ＡＴＭを自分で操作

無料

障害基礎年金︑遺族基礎年金等

尿、血液、身体測定、問診、医師診察、血圧測定、心電図、胸部Ⅹ線
金

の受給者︑児童扶養手当︑特別

容
料

日︵金︶までが申請

内

治療にかかった通院医療費助成の

﹁給付金受け取りのために手数
申請に必要なものは︑○子ども

75歳以上の町民（65歳以上で後期高齢者医療保険の加入者含む）

申請は 月

料が必要です﹂などと町の職員と
外来医療費助成申請書○領収書○

象

して︑他人からお金を振り込んで

日︵月︶に申請

給付対象となる可能性のある方
称して自宅などに電話がかかって
お子さんの保険証○印鑑︱です︒

対

もらうことは絶対にできません︒

に対して︑７ 月
きたり︑郵便物が届いたら︑東川
４点をそろえてご持参ください︒

町立診療所

障害者手当等の受給者

の案内を送付しました︒審査によ
町︑最寄りの警察署または警察相

児童扶養手当︑特別児童扶養手

月

場

▼子育て世帯臨時特例給付金

って給付要件を満たしていること
談専用電話︵☎＃９１１０︶にご

期限です︒忘れずに手続きをお願

が判明しましたら︑給付金を指定
申請書の様式は︑町ホームページ

してください︒

証をご持参の上︑医療機関で受診

郵送でお手元に届く新たな受給者

８月診療分からは︑７月下旬に

からダウンロードできます︒

いします︒

の金融機関口座へ振り込みます︒
連絡ください︒

公務員の方は所属庁から児童手

子ども医療費助成制度の受給者

当が給付されているため︑子育て

証を発送しました
今までの乳幼児医療費助成制度

世帯臨時特例給付金の申請書等も

の対象を拡大し︑名称を﹁子ども

所属庁から配布予定です︒公務員
の方の申請受付期間などは同じで

該当する方を対象に︑７ 月下旬に

児 童 扶 養 手 当 ︑特 別 児 童 扶 養 手

日から

医療費助成﹂制度に改正しました︒

す︒不明な点は所属庁にお問い合
わせください︒

当を受給している方は︑毎年前年

が必要です

水色の受給者証をお送りしました︒ 当 は 現 況 届 ︑所 得 状 況 届の提 出
なります︒８月受診分から医療機

新制度は８月の受診分から適用に

日︵水︶

関及び薬局窓口へ新たな受給者証

今年1月分の児童手当を

月

受け付け ７月
申請期限
受給し︑かつ昨年の所得が児童

対象者
手当の所得制限額に満たない方
の所得︑養育状況等を確認できる
﹁現況届﹂﹁所得状況届﹂の提出

をご提示願います︒
新制度は︑医療費助成対象年齢

︵特例給付含む︑ただし臨時福
が必要です︒受給者の方には︑８

歳に達する日以後の最初の

日付け郵便物でご案内を送付

を﹁０歳から中学校３ 年生まで﹂
︵満

内

祉給付金の対象者︑生活保護を
児童手当の対象児童１人

員８人が選出されました︒
公選委員定数８人に対して候補

者数が同数だったため選挙は行わ

５年に１度受診の対象。希望者は保健福祉センターに直接お越しください（申し込み不要）

象

受けている方は対象外︶
いたします︵予定︶︒集中受付期

会委員選挙が７月 日行われ︑委

任期満了に伴う東川町農業委員

間に提出をお願います︒

日までの方︶に拡大しまし

た︒

３月

日

れず︑無投票で新委員が決定しま

した︒
また同月 日︑同選挙後初の東

川町農業委員会総会が役場で開か

れ︑同委員会会長に小林喜一さん
︵ ︶︑職務代理に窪田敏博さん

会

︵ ︶がそれぞれ互選されました︒

他
の
そ

給付額
給付金支払い装う振り

につき１万円
要注意！

期日までに提出がない場合︑８

利用者説明会を開きます

Ｂ＆Ｇ海洋センター下半期施設
本年度下半期の施設利用者説明

月分から手当が差し止めになりま
す︒既に受給資格がなくなってい
会を開きます︒利用予定の方︵団
用計画の提出締め切りは８月

体関係者︶はご出席ください︒利

る場合は︑資格喪失の届け出が必
要です︒
聞き取り調査を行います︒時間
︵月︶です︒
日︵木︶午後６時

海洋センターミーティング

日時 ８月
場所
ルーム

幼児センターから
￨５１００

お問い合わせは子育て支援セン
ター☎

選任委員として東和土地改良区
推薦の青木哲也さん︵ ︶︑上川
中央農業共済組合同︑篠原嘉男さ
ん︵ ︶︑町議会同︑正満正義さ

︶▼職務

採血による血清反応検査（結果は約１カ月後に判明します）
、精密検査の必要の有無をお知らせし
ます

浅沼 浩一

８月１日㈮〜来年２月25日㈬（土、日、祝日除く）

ん︵ ︶︑東川町農業協同組合同︑
樽井功さん︵ ︶がそれぞれ加わ
り︑合計 人構成です︒
新たな農業委員は次の通り︵敬

小林喜一︵

称略︑会長︑職務代理のほかは議
席順︶︒
▼会長

代理 窪田敏博︵ ︶▼篠原嘉男
︵ ︶▼青木哲也︵ ︶▼梶畑直
敏︵ ︶▼松倉龍秀︵ ︶▼浅沼
浩一︵ ︶▼津谷俊弘︵ ︶▼村

容

津谷 俊弘

に余裕を持ってお越しください︒
対象児童が東川町外に住んでい
る場合は︑別居監護申し立て書︑
在学︵在寮︶証明書︑別居してい
る児童の住民票が必要です︒

年分︶

子育て講演会を開きます
楽しく子育てをするために︑み
なさんでこの機会に考えてみませ
んか︒

時〜

家庭の親子

﹁絵本はたのしい♪﹂

中秋夫︵ ︶▼樽井功︵ ︶▼正

対象行政区で小学３年生以上の町民、対象行政区以外で５年以上１度も検査を受けていない町
民（対象者への個別通知はありません）

村中 秋夫

今年１月１日現在で東川町に住
年度所得証明書︵平成

所のない方は︑同日現在の住所地
で
の交付を受けてください︵同居人
等生計を一にしている者が東川町
以外に住民票を置いている場合も
日︵月︶〜同月

今回は︑豊かな心を育ててくれ

日︵金︶午前

る絵本を通しての講演会を開催し
ます︒

子育て支援センタープレー

時半

日時 ８ 月
同
場所
対象

こども冨貴堂店長︑福田洋

ルーム
講師
内容

なし︵要予約︶

子さん
定員

満正義︵ ︶▼山田貞治︵ ︶

者

功

必要︶︒
受付期間 ８ 月
日︵月︶〜

日︵水︶は窓口時間を午

日︵金︶＝８月
同月
保健福祉課社会福祉室

後７時まで延長
提出場所
保健福祉課から送付する

︵保健福祉センター︶
持ち物
書類︑印鑑︑手当証書︵証書は
受給中の方のみ︶

教育課から
│４６００

お問い合わせはＢ＆Ｇ海洋セン
ター☎︵直︶

リュックにお弁当と水筒を持っ

親子バス遠足のお誘い

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

対

樽井

場

10
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対象行政区

正満 正義

会

保健福祉センター

時

８月28日㈭＝午後３時〜同５時、同月29日㈮＝午後５時〜同７時
日

町立診療所（希望日の３日前まで）☎82−２１０１
申し 込 み

保健福祉課

エキノコックス症検診
小林 喜一
窪田 敏博

１、２東、２西、３、４南、新栄（４北）５南、５北、６東、６西、７南、７北、８、９、10、11、12、13南、
13北、14、15、16東、16西

山田 貞治

55

篠原 嘉男
青木 哲也
梶畑 直敏
松倉 龍秀

日

31

東川町農業委員会委員の選挙結果のお知らせ

施
実

10

11

農業委員会

保健福祉課
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31 15
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後期高齢者健診
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66 59
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