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民生委員・児童委員に
お気軽にご相談ください

令和４年12月１日付けで、民生委員・児童委員の一斉
改選が行われ、47人の方が厚生労働大臣から委嘱を受け
ました。任期は、令和７年11月30日までの３年間です。

民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談相手と

して、その内容に応じて関係機関への「つなぎ役」にな
ります。相談内容の秘密は固く守られますので、お住ま
いの地域を担当する委員へお気軽にご相談ください。

問 町健康福祉課（☎852・5128）

⃝民生委員・児童委員一覧（敬称略）
担当区域名 氏　　名 町　内

広ケ野・希望ケ丘 伊　藤　由美子 希望ケ丘
新里町 小　玉　哲　男 新里町
上田町 渡　部　吉　勝 上田町
田　町 小　林　トミ子 田　町
今町･御蔵町 近　江　ちどり 今　町
古川町 川　村　清　志 古川町
紀久栄町・長町 渡　邉　真理子 紀久栄町
新畑町・ななくら 工　藤　清　光 新畑町
西磯ﾉ目 佐　藤　律　子 西磯ﾉ目
矢場崎 伊　藤　恵美子 矢場崎
築地町・米沢町 浅　野　れい子 築地町
雀　舘 永　井　正　則 雀　舘
中川原・舘町・樋口 猿　田　美枝子 樋　口
岩野・岩城町 猿　田　　　強 岩　野
高崎（上・中・下） 川　邉　澄　子 高　崎
久保・舘越 齊　藤　　　優 舘　越
岡本一区 宮　田　孝　次 岡本一区
岡本二区 小　玉　好　子 岡本二区
野　田 工　藤　進　一 野　田
浦横町 大　宮　勝　之 浦横町
帝釈寺 草　皆　奈保子 帝釈寺
町村・門前 伊　藤　典　幸 町　村
蓬内台 宮　城　優　子 蓬内台
中村・寺庭 小　玉　洋　子 中　村

担当区域名 氏　　名 町　内
恋地・坊井地 金　澤　幸　則 坊井地
杉沢・合地 石　川　雅　子 杉　沢
下山内 伊　藤　武　志 下山内
上山内 金　子　成　敏 上山内
富　田 伊　藤　和　雄 富　田
八田・台御蔵下 伊　藤　和　喜 八　田
脇村・乙市 伊　藤　　　均 脇　乙
落　合 伊　藤　眞美子 落　合
高田・千日 小　玉　明　子 高　千
北村・高樋 小　玉　俊　雄 北北口
湯ノ又１区・２区・小川口 澤田石　美恵子 湯ノ又２区
湯ノ又３区・４区 澤田石　德　美 湯ノ又３区
浅見内４区・５区・６区 渡　邊　真紀子 浅見内６区
黒土・小倉 石　井　鉄　作 黒土１区
大川１組・２組・３組 木　村　康　男 大　川
大川４組・５組 八　栁　一　義 大　川
大川６組・７組 小　熊　　　功 大　川
下樋口・曙町 目　黒　　　清 曙　町
西　野 千　田　房　子 西　野
谷地中・石崎 渡　邊　康　子 谷地中
全町（主任児童委員） 荒　川　美　紀 築地町
全町（主任児童委員） 加　藤　光　子 岡本二区
全町（主任児童委員） 島　﨑　妙　子 下樋口

※「川原町・新町・一番町」「東磯ノ目」「畑町」「小池町・仲町・昭辰町」「平ノ下・水沢・小野台」「浅見内１区・２区・３区」は、現在欠員となって
います。ご相談のある方は、町健康福祉課へご連絡ください。

乾燥する冬期間を迎え、新型コロナウイルス感染者
が増加傾向にあることから、感染防止対策や密を避け
るなど適切な行動に努めるようお願いします。
⃝�従来と同様に手指の消毒、状況に応じた正しいマス
クの着用、こまめな手洗い、うがい、三密の回避、
十分な換気といった基本的な対策を徹底する。
⃝�年末年始期間中における帰省および帰省先から戻っ
た際には積極的にPCR検査等を受けるとともに、オ
ミクロン株対応ワクチンを未接種の方は、オミクロン
株対応ワクチンを接種して感染拡大防止対策を図る。
⃝�飲食を伴う集まりは、「長時間を避け」、「マスク会

食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」
や「十分な換気」を徹底する。
⃝�咳、発熱、喉の痛み、体のだるさ、味覚、嗅覚の異
常を感じたときは、無理に外出せず速やかに「かか
りつけ医」に電話で相談する。
⃝�発熱などの症状があり、受診を希望する場合は、「か
かりつけ医」に必ず電話でご相談ください。
　�かかりつけ医がいないなど、医療機関に迷う場合は、
「総合案内窓口」へご相談ください。紹介された医
療機関を受診する場合は、必ず事前に受診先へ電話
してください。
▶�総合案内窓口（24時間受付）
☎895・9176（午前８時～午後５時）
☎866・7050（午後５時～翌日午前８時）

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため
町民の皆さまへのお願い
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（敬称略）

第15回税に関する絵はがきコンクール

　 ▼優秀賞　笹嶋　聖菜（五城目小６年）

第90回全国書画展覧会　書の部
　 ▼金　賞　児玉　結香（五城目小５年・白峰書院）

令和４年度ジュニア育成選手秋田水泳記録会
❖小学生男子100m自由形

　 ▼優　勝　筒井　理史（五城目小６年）

❖小学生男子 50m背泳ぎ

　 ▼優　勝　筒井　理史（五城目小６年）

❖小学生男子100m個人メドレー

　 ▼第２位　筒井　理史（五城目小６年）

第28回岩手県少年少女レスリング秋季大会
❖小学１・２年の部　

　 ▼階級別第１位　伊藤　　葵（五城目小１年）

　 ▼階級別第２位　笹嶋　大聖（五城目小１年）

　 ▼階級別第３位　久米　陽翔（五城目小１年）

❖小学５・６年の部　

　 ▼階級別第１位　伊藤　一颯（五城目小６年）

　 ▼階級別第２位　小林　悠真（五城目小５年）

第20回きみまち杯　柔道大会

　 ▼優秀選手賞　工藤　菜緒（五城目小１年）

　　　　　　　　阿部　渉真（五城目小５年）

　　　　　　　　原田　陽菜（五城目小５年）

第10回東北ジュニアピアノコンクール
❖初級Ｄ課程　 ▼優秀賞　伊藤　胡桃（五城目小６年）

国民健康保険・後期高齢者医療保険
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対し
傷病手当金を支給します

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の
方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑
われる症状のため、労務に服することができず、給与等
の全部または一部を受けることができない場合、傷病手
当金を支給します。
▶対象者　以下の❶～❸をすべて満たす方
❶�五城目町国民健康保険または後期高齢者医療保険に

加入していて、勤務先から給与の支払いを受けている。
※ 自営業の方や個人で事業を行う方は、給与の支払い

を受けていない限り対象とはなりません。
❷�新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑わ

れる症状がある。
❸ ❷の療養のため、労務に服することができない期間

があり、給与等の全部または一部が支給されない。
▶支給対象となる日数
　労務に服することができなくなった日から起算し３日
を経過した日から、労務に服することができない期間の

うち、就労を予定していた日数
▶支給額
　直近３か月間の給与収入額÷直近３か月間の就労日数
×２／３×支給対象となる日数
▶適用期間
　令和２年１月１日～令和５年３月31日の間で、療養
のため労務に服することができない期間（ただし、入院
が継続する場合等は最長１年６か月まで）

（注） 保険給付を受ける権利は、２年を経過すると時効に
より消滅しますので、２年以内に申請してくださ
い。

▶申請方法
⃝ 町健康福祉課国保・後期高齢者医療担当まで、事前

にお電話等でご相談ください。
⃝ 申請には、勤務先の事業主からの証明等が必要にな

ります。
問　町健康福祉課（☎852・5108）

住民税非課税世帯等へ５万円を給付
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の
申請期限は１月31日㈫です

▶対 象 等
⃝住民税非課税世帯

　令和４年度の住民税（均等割）が非課税の世帯に対
して確認書を送付しました。送付された書類の内容を
確認し、必要事項の記入や関係書類を添付のうえ、町
総務課へ返送してください。
⃝家計急変世帯

　住民税非課税世帯に該当する方以外の世帯のうち、
令和４年１月以降の家計が予期せず急変し、世帯員全
員のそれぞれ１年間の（給与収入、事業収入、不動産

収入、年金収入の経常的な）収入見込額が住民税の非
課税となる水準に相当する額以下である世帯が該当し
ますので、町総務課または町ホームページから申請書
を取得し、必要事項の記入や関係書類を添付のうえ、
町総務課へ提出してください。

※ 上記に関わらず、住民税が課税されている方の扶養親
族のみで構成される世帯は対象外となります。

▶給 付 額　１世帯当たり５万円
▶申請期限　１月31日㈫

問 町総務課（☎852・5332）

新型コロナ関連

新型コロナ関連


