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子宮がん施設検診費用助成
　受診を希望する場合は健康係へ
お申し込みください。なお、町で
実施しているその他の子宮がん検
診と重複して受診することはでき
ませんのでご注意ください。
実施期間／令和4年1月31日まで
対象／今年度4月以降に子宮がん
検診を受診していない20歳以上
の人※年齢基準日は令和4年3月
31日
施設／芳賀赤十字病院、柳田産婦
人科小児科医院、西真岡アクセプ
トインターナショナルクリニック、
小菅クリニック、岡田・小松崎ク
リニック、ゆめクリニック
自己負担額／子宮頸部700円、子
宮頸部＋体部1,100円（体部は医
師が必要と認めた場合のみ）
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

10月の栄養相談・心の相談
（予約制）
【栄養相談】14日（木）
【こころの相談】1日（金）、6日（水）、
27日（水）
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

健康福祉掲示板
町国民健康保険・後期高齢者医療

人間ドック・脳ドック費用助成
対象／①町国民健康保険の被保険
者で35歳以上の人②後期高齢者
医療保険の被保険者※町内在住
で、世帯員に町税の滞納および所
得未申告がなく、令和3年度内に
町が実施する他の検診等において
同種類の検診項目を受診していな
いことが条件です。
受診までの流れ／①個人で検診機
関に受診予約②予約後、町健康福
祉課で補助金交付申請※印鑑、保
険証持参③交付決定通知書と受診
票が自宅に届く④受診日当日、受
診票・特定健診受診券を検診機関
に提出して受診
助成金額／20,000円（人間ドック・
脳ドックのいずれか、年度内1回限り）
申請受付／令和4年1月31日（月）まで
受診期間／令和4年2月28日（月）まで
備考／申請から交付決定まで2週
間程度かかりますので、余裕を
持って受診の1カ月程度前までに
申請してください。検診費用には
オプション検査の費用は含まれま
せん。個人負担額は、検診費用に
消費税を加え、助成金20,000円
を差引いた額です。
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

お知らせ
狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬には、狂犬病
予防注射が義務付けられています。
日程／10月9日（土）

時間 場所
  9:00〜  9:15 旧 高 橋 小 学 校
  9:25〜  9:40 西水沼農業構造改善センター
  9:55 〜 10:10 町工業団地管理センター
10:20〜 10:35 旧芳志戸小学校
10:45〜 11:00 旧稲毛田小学校
11:10〜 11:30 役場東側駐車場
対象／飼い犬に春の狂犬病予防注
射を受けさせられなかった人、4
月以降に犬を飼い始めた人
費用／注射代3,300円※新規登録
の場合6,300円（登録料3,000円、
注射代3,300円）
備考／通知はがきを持参してください。
問環境対策課環境対策係

☎︎028（677）6041

10月は正しい犬の
飼い方強調月間

〇放し飼いはやめましょう
〇ふんの後始末を必ずしましょう
〇犬の登録をしましょう
〇狂犬病予防注射を受けましょう
〇避妊・去勢手術をしましょう
※避妊・去勢手術には、補助があ
ります（犬・猫）
問環境対策課環境対策係

　☎︎028（677）6041

〇結婚相談員が決まりました
　結婚を願う独身男女を支援する
町結婚相談員に、次の8人が委嘱
されました。結婚の相談や助言、
情報提供など地域における結婚推
進活動を行います。お気軽にご相
談ください。
結婚相談員 住所 電話番号
田口　敏郎 稲毛田 090（2634）7376
阿久津英之 西水沼 090（9364）6795
鈴木　誠一 上稲毛田 028（677）3298
見目　守生 芳志戸 090（3206）8598
江羅　和夫 下高根沢 090（3146）7818
山城　哲郎 西高橋 090（2639）2953
齋藤　恭子 東水沼 090（3068）2840
宮島　悦子 東高橋 028（678）0255

〇とちぎ結婚支援センター登録料を助成します
　町民の結婚支援を図るため、とちぎ結婚支援センター
登録料10,000円（2年間有効）の2分の1を助成します。
対象／次のいずれにも該当する人①芳賀町民であること
②結婚後も継続して町内に居住することを希望すること
持ち物／領収書の写し、本人確認できるもの、印鑑、振
込先がわかるもの

あなたの婚活応援します

　県の結婚支援総合窓口として平成29年にオープンし
ました。結婚を希望する人に幅広い出会いの機会を提
供しています。
　会員登録制のマッチングシステムを利用してパート
ナー探しを行います。マッチングシステムに登録する
と、お相手のプロフィール情報を検索したり、気にな
る人との引き合わせ（お見合い）に申し込んだりするこ
とができます。

とちぎ結婚支援センターとは

問町民会館　☎︎028（677）0009
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10月の総合検診日程
　受診希望で予約していない人
は、お早めにお申し込みください。
以下の日程は、まだ空きがあります。

実施日 会場
18日（月）

町工業団地管理センター20日（水）
23日（土）
24日（日）町農業者トレーニングセンター
26日（火）町工業団地管理センター

※24日（日）は、キャンセルにより
空きが出ました。
申込／健康係窓口、電話または専
用予約サイト（専用予約サイトは
実施日の2週間前まで利用可能）
検診当日受付時間／8:00〜11:00
備考／総合検診は1月にも実施予定です。

専用予約サイト▶
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

ひきこもり相談会
　栃木県子ども若者・ひきこもり総
合相談センター「ポラリス☆とちぎ
出張相談会」を開催します。専門の
スタッフが、関係機関と連携しなが
ら共に進む方向を考えます。どんな
ことでも構いません。相談内容の秘
密は守ります。本人、家族からの
相談をお待ちしています。
開催日／10月22日（金）、11月26日
（金）、12月24日（金）、令和4年1月28
日（金）、2月25日（金）、3月25日（金）
時間／①10:00〜11:30②13:00
〜14:30※予約制、1日2組、1時
間30分ずつ
場所／町農業者トレーニングセン
ターボランティアルーム
申込／町社会福祉協議会に電話
問町社会福祉協議会

☎︎028（677）4711

ねたきり高齢者等紙おむつ
給付（下半期分）
　町内協定店舗で利用できる月額
5,000円分の紙おむつ給付券（申
請した月から令和4年3月分まで）
を交付します。
対象／次のすべてに該当する人①
町内に住所がある②要介護3以上の
認定を受けている③町民税非課税
世帯の人④在宅で紙おむつを利用
している⑤介護保険料を滞納してい
ない※入院・入所中の人は対象外
申込／健康福祉課介護保険係で申請
持ち物／印鑑
問健康福祉課介護保険係

☎︎028（677）6015

在宅ねたきり老人および
認知症老人介護手当
　月額10,000円の介護手当を支
給します。申請した日の翌月分か
ら給付対象となります。
対象／町内在住で、要介護3以上
の認定を受けた65歳以上の高齢
者を在宅で介護している同居の介
護者※入院・入所の場合は対象外
申込／健康福祉課介護保険係で申請
持ち物／印鑑、介護者名義の口座
がわかるもの
問健康福祉課介護保険係

☎︎028（677）6015

脳と体の健康チェック
　体力面、知力面を総合して
チェックし、物忘れの防止などに
役立てます。室内運動靴持参の上、
動きやすい服装でお越しください。
日時／10月5日（火）、19日（火）、
9:30〜11:00、13:30〜15:00
（前日までに予約、30分ごと）
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者（要
介護認定を受けていない人）
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎︎028（677）6080
　

栃木県受診・ワクチン相談センター
新型コロナウイルス

24時間（土日祝日を含む）
☎︎0570（052）092

・新型コロナウイルスワクチン
接種に関する専門的な相談（ワ
クチン接種後の副反応など）
・発熱などの症状があり、かか
りつけ医や最寄りの医療機関に
連絡できないときに受診できる
医療機関を知りたいとき

10月は骨髄バンク推進月間
　1人でも多くの患者さんに移植
の機会が確保されるよう、骨髄提
供・登録にご協力お願いします。
　町では、骨髄移植推進のためド
ナー本人とドナーが勤務する町内
事業所に奨励金を交付していま
す。詳細はお問い合わせください。
【骨髄提供・登録に関すること】
問栃木県県東健康福祉センター（県東保健所）

☎0285（82）3323
【骨髄移植ドナー支援事業奨励金に関すること】
問町健康福祉課健康係

☎028（677）6042

10月はとちぎ食育推進月間
　生涯にわたり楽しく健全な食
生活を実践することにより、食に
対する感謝の気持ちを深め、心身
の健康と豊かな人間性を育む「食
育」を推進します。
　10月の第3日曜日は「家族で食
育の日」です。
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

10月の介護カフェ
日時／15日（金）10:00〜12:00
場所／総合情報館多目的室
申込／地域包括支援センター係に電話
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎︎028（677）6080

迷わずにご連絡ください
・子育てにしんどさを感じたら
・おうちでつらいことがあったら
・手助けしたい家庭に気付いたら
問町子ども家庭総合支援拠点
　（子育て支援課児童福祉係）

☎028（677）1333
平日8：30〜17：15

17広報はが 令和3年10月号

お
知
ら
せ

知
恵
の
環
館
だ
よ
り

相

談

子

育

て

健

康

タ
ウ
ン
リ
ポ
ー
ト

税

文
芸
・
お
便
り


