町からのお知らせ

年 ～ 月の間に新規
※令和

で認定請求をした方は、現況
届に代えて所得状況届の提出
が必要になります。

提出書類

各種行事の
中止について

新型コロナウイルス感染症の
収束が見えないことおよび徹底
した感染防止対策を講じること
が困難なため、次の行事を中止
とします。
開催を楽しみにされていた
方々には大変申し訳ございませ
んが、ご理解くださいますよう
お願いします。

令和 年度敬老会
（ 月開催予定）

12

広報しばやま

児童扶養手当

現況届・所得状況届を忘れずに
福祉保健課 子育て支援係 ☎ ‐３９１４

現在、児童扶養手当の認定を受けている方は 月 日までに
現況届または所得状況届を必ず提出してください。

77

31

9

7

児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、児童の福
祉の増進を図ることを目的とし
て、 歳に達する年度の 月
日までの間にある児童（児童の
心身に一定の障害がある場合は
歳未満）を監護、養育するひ
とり親世帯の父母または養育者
に対して支給される手当です。
31

8

7

対象の方には、 月下旬に提
出書類を送付しました。各家庭
の状況により添付書類が異なり
ますので、現況届の案内をご確
認ください。

になったときや公的年金給付
などを受けることができると
きは、手当の一部または全部
の支給が停止となることがあ
りますので、速やかに届け出
をお願いします。
※届け出が遅れた場合、手当を
返還していただくことがあり
ます。
・受給 者 が 婚 姻 し た（ 事 実 婚
を 含 む ）、児 童 を 養 育 し な く
なったなど、受給資格がなく
なっているにも関わらず届け
出をしなかった場合、手当の
不正受給となり、手当を返還
していただきます。
■受付期間
月 日㈪～ 日㈬
■提出窓口
福祉保健課子育て支援係

問 福祉保健課福祉係
☎ ３-９１４
※高齢者の皆さんの長寿と、金
婚夫婦をお祝いするための記
念品贈呈は実施予定です。

第 回町民体育祭
（ 月 日開催予定）

問 教育課社会教育係
☎ １-８６１

9

注意事項

4

9

77

53

10

77

問

3

児童扶養手当現況届・
所得状況届とは

2

4

・受給
 者および同居している親
族（扶養義務者）の令和 年
分の所得税確定申告や市町村
民税申告がお済みでない方
は、所得の審査ができません
ので、速やかに申告をお願い
します。
・住所
 や氏名、振込先口座の変
更があった場合は、別途届け
出が必要です。
・受給
 者が所得の高い扶養義務
者と同居または別居するよう

3

18

児童扶養手当受給者の所得状
況や世帯員の状況などを確認す
るための届け出で、所得超過に
より手当が支給停止になってい
る方も提出が必要です。
現況届が提出されない場合、
月分以降、引き続き手当を受
けることができなくなります。
また、 年以上現況届の提出
がない場合、時効により支払い
を受ける権利がなくなりますの
で、ご注意ください。

▲水遊びの様子（第二保育所）

届
出
20

11

8

1

31
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国民健康保険

「二十歳の式典」に
名称を変更します

令和5年
芝山町二十歳の式典

15

18

20

正しい受診で医療費の適正化を

77

町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１３

教育課 社会教育係
☎ ‐１８６１

問

芝山町では、成人式の名称を
令和5年から「二十歳の式典」
に変更します。式典対象者へは
月上旬までに開催通知を発送
します。

11

令和4年4月1日の民法改正
により、成人年齢が 歳に引き
下げられましたが、芝山町では
従来どおり当該年度 歳になる
方を対象に式典を開催します。
■開催日 令和5年1月8日㈰
■時間 午後2時（式典開始）
■会場 芝山文化センター
■対象者
・平成 年4月2日～平成 年
4月1日生まれで、芝山町に
居住する方
・平成 年度に芝
山中学校を卒業
した方

2022. 8月号

13

14

29

令和2年度

平成30年度

平成31年度

平成29年度

0

平成28年度

99,497
111,030

102,219
111,241
50,000

105,303
100,000

276,516

77

病気やけがをしたときに使う国民健康保険の正しい受診方法
について、正しい知識を身に付け、適正に受診しましょう。

150,000

ジェネリック医薬品に切り替
えることで医療費の抑制につな
がり、医療機関での窓口負担も
少なくなる場合がありますの
で、医師や薬剤師に相談してみ
ましょう。
③身体を大切にする
病気になる前に予防すること
が最高の治療法かつ医療費の節
約法です。生活習慣を見直し、
栄養･運動･休養をバランスよ
くとりましょう。
また、年に一度は健診を受診
し、自分の健康状態を把握する
とともに、病気にならない生活
習慣を心掛けましょう。

200,000

281,919
256,723
250,000

320,821
302,294
300,000

単位（円）

一人当たりの保険税
一人当たりの医療費
350,000

問

■医療費とは
身体に負担が掛かります。
医療機関を受診するときにか
また、医師の負担増加とな
かるお金を「医療費」といいま
り、本当に必要な人に医療の手
す。国民健康保険の医療費の主
が届かなくなる可能性がありま
な財源は、国民健康保険税です。 す。
医療費が増えると、国民健康
【 かかりつけ医やかかりつけ薬
保険税も増額せざるを得なくな
局を持っていますか】
り家計への負担も大きくなって
体のことを理解している医師
しまいます。（下記「表」参照）
がいると安心です。信頼できる
■医療費の増加の原因
身近な医師を見つけ、気になる
高齢化や医療技術の進歩、生
ことがあったら、最初にかかり
活習慣病の増加･重複･頻回受
つけ医に相談する習慣を付けま
診、安易な受診などが増加の原
しょう。
因として挙げられています。
また、かかりつけ薬局を決
■医療費を減らすには
め、お薬手帳を利用することに
次のような心掛けが医療費の
より処方歴が分かるので、重複
削減につながります。
処方の防止や飲み合わせなどの
①医者のかかり方
服薬の相談もできるようになり
軽い症状や同じ病気などで
ます。
「複数の医療機関を受診する」
②ジェネリック医薬品の利用
「休日や夜間に受診する」
「最
ジェネリック医薬品（後発医
初から大病院を受診する」
「医
薬品）とは、特許期間の過ぎた
師の指示を守らない」などを行
新薬（先発医薬品）と同じ効能
うと、医療費が増えるだけでな
のある処方薬で、新薬よりも低
く、重複する検査や投薬により
価格です。

一人当たりの医療費と保険税額

国
保

