
　子育て相談、リフレッシュ企画、誕生
会、絵本の読み聞かせなど、今年度も様々
な行事を用意し、皆さんをお待ちしていま
す。お気軽にご参加ください。
▶利用時間　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前９時～午後３時30分
「わんパーク」４月の日程
▶４月11日㈭　はじめましての会
　　　　　　　今年も仲良くしましょうね。
▶４月18日㈭　こいのぼりを作ろう！
▶４月25日㈭　 ０歳からの音楽会
　　　　　　　講師　今村和佳奈さん

08KOHO GOJOME No.1017 2019.4.109 広報「ごじょうめ」1017号　平成31年4月1日

平成31年度　乳幼児健診年間カレンダー お問い合わせ
町健康福祉課

（☎852・5180）※対象者には個別に通知します。持ち物などをご確認のうえお越しください。

●乳児健康診査　【受付12：45～13：15】
健　　診　　日 ４か月 ７か月 10か月

平成31年 4月22日㈪ 平成30年12月生 平成30年 9月生 平成30年 6月生
5月27日㈪ 平成31年 1月生 平成30年10月生 平成30年 7月生
6月27日㈭ 平成31年 2月生 平成30年11月生 平成30年 8月生
7月29日㈪ 平成31年 3月生 平成30年12月生 平成30年 9月生
8月29日㈭ 平成31年 4月生 平成31年 1月生 平成30年10月生
9月30日㈪ 平成31年 5月生 平成31年 2月生 平成30年11月生
10月28日㈪ 平成31年 6月生 平成31年 3月生 平成30年12月生
11月28日㈭ 平成31年 7月生 平成31年 4月生 平成31年 1月生
12月23日㈪ 平成31年 8月生 平成31年 5月生 平成31年 2月生

平成32年 1月27日㈪ 平成31年 9月生 平成31年 6月生 平成31年 3月生
2月27日㈭ 平成31年10月生 平成31年 7月生 平成31年 4月生
3月30日㈪ 平成31年11月生 平成31年 8月生 平成31年 5月生

●２歳児歯科健康診査【受付12：40～13：10】
健　　診　　日 生まれた年月

平成31年 4月25日㈭ 平成28年 9月・10月
7月25日㈭ 平成28年11月・12月・H29年 1月
10月24日㈭ 平成29年 2月・ 3月・ 4月・ 5月

平成32年 3月 5日㈭ 平成29年 6月・ 7月・ 8月

●３歳児健康診査【受付12：45～13：15】
健　　診　　日 生まれた年月

平成31年 6月10日㈪ 平成27年 9月・10月・11月・12月
9月 2日㈪ 平成28年 1月・ 2月
11月11日㈪ 平成28年 3月・ 4月
12月 9日㈪ 平成28年 5月・ 6月 1日～ 7日

平成32年 2月 3日㈪ 平成28年6月8日～30日・7月・8月

●１歳児健康相談【受付10：00～10：30】
実　施　月　日 生まれた年月

平成31年 4月26日㈮ 平成30年 2月・ 3月・ 4月
6月28日㈮ 平成30年 5月・ 6月
8月30日㈮ 平成30年 7月・ 8月
10月25日㈮ 平成30年 9月・10月
12月20日㈮ 平成30年11月・12月

平成32年 2月28日㈮ 平成31年 1月・ 2月
●１歳６か月児健康診査【受付12：45～13：15】

健　　診　　日 生まれた年月
平成31年 6月24日㈪ 平成29年 9月・10月・11月・12月

8月26日㈪ 平成30年 1月・ 2月
11月25日㈪ 平成30年 3月・ 4月・ 5月

平成32年 3月 2日㈪ 平成30年 6月・ 7月・ 8月

町健康福祉課（☎８５２・５１８０）

■ 健 診 ■
22日㈪
乳児健康診査（４・７・10か月）
　対象　　平成30年６月、９月、12月

生まれ
　受付　　12時45分～13時15分
　場所　　役場１階保健室

25日㈭
２歳児歯科健康診査
　対象　　平成28年９月、10月

生まれ
　受付　　12時40分～13時10分
　場所　　役場１階保健室

26日㈮　１歳児健康相談
　対象　　平成30年２月～４月

生まれ
　受付　　10時～10時30分
　場所　　役場１階保健室

■ そ の 他 ■
９日・23日（第２・第４火曜日）
母子健康手帳の交付
　受付　　９時～15時
　場所　　健康福祉課
※ 指定日以外で交付を希望される
方は、事前にご連絡ください。

お問い合わせ　もりやまこども園内
こどもの木（☎852・3805）

国民健康保険の届け出を忘れずに
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、全員国民健康保険（国
保）に加入しなければなりません。就職、退職などで国保から他の医療保険へ、または、他の医療保険から国保へ変
わる場合には、保険証を確認し、忘れずに14日以内に手続きをしてください。

【国保に加入するとき】
▶必要なもの
　・ 社会保険資格喪失証明書（会社・事業
所により名称や様式は異なります）

　・ 印鑑
【国保をやめるとき】
▶必要なもの
・   国保と職場の健康保険の両方の保険
証（お持ちの方は、高齢受給者証、
限度額適用認定証）

・印鑑

修学のため転出する方へ
国保に加入中の方が、修学のために住所を五城目町外に移す場
合は、手続きをすることにより、引き続き五城目町から保険証を
発行することができます。
新規に交付を希望するとき、または更新（毎年）の手続きには
以下のものをお持ちください。
・修学する方の国保の保険証
・在学証明書（更新の方は新年度の在学証明書が必要です）
・  印鑑
なお、卒業や中退などで、学生でなくなったときや、就職など
で他の医療保険へ変わったときも届け出をお願いします。

五城目町国民健康保険にご加入の方に
人間ドック・脳ドック費用の一部を助成します
町では国保保健事業の一環として、疾病の早期発見や予防など、健康管理に努めていただくことを目的に、人間ドッ
クと脳ドックの費用の一部を助成します。人間ドックおよび脳ドック費用の助成対象者は、平成30年度までの国民健
康保険税を完納している世帯で、それぞれ以下の項目に該当する方です。

人間ドック（１日および１泊２日の総合健康診断）
　・40歳以上70歳未満の五城目町国保加入者
　・女性33歳の五城目町国保加入者
　▶助成額　費用の１／２（限度額25,000円）
　※女性33歳、男性42歳の方は全額（１日コースのみ）
脳ドック（１日で行う脳の検診）
　・40歳以上70歳未満の五城目町国保加入者
　▶助成額　費用の１／２（限度額15,000円）

▶申込方法等　 医療機関へ人間ドック等の予約をした
後に、受診されるご本人が、保険証と
印鑑をお持ちになり、役場健康福祉課
へ申し込んでください。

▶申 込 期 間　 平成31年４月１日㈪～12月30日㈪
　　　　　　　 ドック受診後、領収書、保険証、印鑑、通

帳をお持ちになり、役場健康福祉課で補
助金交付申請手続きを行ってください。

　町では、平成31年度から、以下の方へ30,000円
分のクーポン券を２回に分けて支給します。
１回目　子育て支援クーポン券ベビー
▶対 象 者　 五城目町に住所があり、４月１日㈪以

降に妊娠の届け出をする方
※ 母子健康手帳・妊婦健診受診券の交付と同時に申
請できます。
▶利用期間　支給日～出産予定日の1年後まで
２回目　子育て支援クーポン券キッズ
▶対 象 者　 五城目町に住所があり、１回目の子育て

支援クーポン券ベビーの支給を受けた方
※ 誕生するお子様の1歳の誕生日以降に申請できます。
▶利用期間　 誕生するお子様の1歳の誕生日～2歳の

誕生日の前日まで

▶支 給 額　 子ども1人1回につき15,000円分の
クーポン券

▶利用用途　 タクシーの乗車料金の支払い、育児用
のおむつ、おしりふき、ミルクの購入

▶申請時の持ち物　印鑑

お問い合わせ　町健康福祉課（☎852・5108）

「子育て支援クーポン券」の支給が始まります お問い合わせ
町健康福祉課（☎852・5180）


