
令和 3年度　乳幼児健診年間予定表

子
育
て

子育て

お問合せ●子育て世代包括支援センター
　　　　　（保健福祉センター内）　☎ 76-3322

みんなで楽しく赤ちゃんを迎える準備をしませんか

ママパパ教室
　①	～③で 1コースですが、都合の良い日だけの部分
参加も可能です

日時●① 4月 26日（月） 午後 1時 15分～ 4時
　　　② 5月 28日（金） 午前 10時～午後1時
　　　③ 6月 25日（金） 午後 1時 15分～ 4時
対象●妊娠中の方とそのご家族
内容●①妊娠中の生活について・マタニティヨガ
　　　②	妊娠中の栄養について（調理実習）・胎児への
　　　　読み聞かせ
　　　③	新生児を迎える準備（沐浴実習、予防接種に
　　　　ついて、制度について）
申込み方法●事前に電話にて予約

※新型コロナウイルスの影響により、
事業の日程が変更となる場合があり
ますので、ご了承ください。詳細は
下記担当までお問い合わせください。

会場●保健福祉センター
受付時間●個別に通知します

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状
況により、変更する場合があります。

■健診

乳児健診 	
4 月 14日（水）
対象●	令和 2年 3月～ 6月生まれの
　　　乳児と未実施者

2 歳児歯科健診 	
4 月 20日（火）
対象●平成30年 11月～ 30年 1月
　　　生まれの幼児と未実施者

3 歳児歯科健診 	
4 月 16日（金）
対象●平成29年 9月～ 10月生まれの
　　　幼児と未実施者

子どもの健診

申込・お問合せ●
保健福祉課健康づくり係　☎ 76-3185

期　日 該　当　者
令和₃年　₅月₇日 令和₂年12月・令和₃年₁月生

₇月₂日 令和₃年₂月・₃月生
₉月10日 　　　　₄月・₅月生
11月₅日 　　　　₆月・₇月生

令和₄年　₁月14日 　　　　₈月・₉月生
₃月₄日 　　　　10月・11月生

期　日 該　当　者
令和₃年　₄月1６日 平成2９年₉月・10月生

₆月1８日 　　　　11月・12月生
₈月20日 平成３0年₁月・₂月生
 10月1５日 　　　　₃月～₅月生
　12月1７日 　　　　₆月～₈月生

令和₄年　₂月1８日 　　　　₉月・10月生

期　日 該　当　者
令和₃年　₅月14日 令和元年₆月～₈月生

₈月₆日 　　　　₉月～12月生
　　　　　11月12日 令和₂年₁月～₄月生
令和₄年　₂月₄日 　　　　₅月～₈月生

期　日 該　当　者
令和₃年　₄月14日 令和₂年₃月～₆月生
　　　　　₆月₉日 　　　　₇月・₈月生
　　　　　₈月₂日 　　　　₉月・10月生
      10月1３日 　　　　11月・12月生

　　　　　12月₈日 令和₃年₁月・₂月生
令和₄年　₂月₉日 　　　　₃月・₄月生

期　日 該　当　者
令和₃年　₄月20日 平成３0年11月～平成３1年₁月生
　　　　　₇月20日 平成３1年₂月～₄月生
　　　　　10月1９日 令和元年₅月～₇月生
令和₄年　₁月1８日 　　　　₈月～10月生

乳児（3 ～ 4 カ月）健診

3 歳児健診

1 歳 6 カ月児健診

乳児（9 ～ 10 カ月）健診

2 歳児歯科健診

健診の期日と該当者は変更になることがあります。
健診期日等に関してのお問い合わせは保健福祉課

健康づくり係　☎ 76-3185にお願いします。

お問合せ●生活環境課環境係　☎ 76-5406

●工事着工後の申請では補助金が受けられませんので、ご注意ください。

人槽区分

補助金限度額

新規設置

くみ取り便槽からの転換
単独処理浄

化槽
からの転換

既設便槽の
転換

建物の
建て替え

を伴う転換

5人槽 221,000円 532,000円 332,000円 612,000円

6～ 7人槽 276,000円 614,000円 414,000円 694,000円

8～ 10人槽 365,000円 748,000円 548,000円 828,000円

合併処理浄化槽の補助制度

※予算に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
申請に必要な書類は、町ホームページをご覧になるか生活環境課までお問い合わせください。

種類 補助率
補助金限度額

（1 基あたり）
台数制限

生ごみ処理機

1／ 2

25,000円
7年度につき
1基

生ごみ処理容
器（コンポス
トおよび密閉
処理容器）

3,000円
1年度につき
2基まで

家庭用生ごみ処理機
等設置事業補助金

犬
期　日 場　所 時　間

4月5日（月）
五辻共同利用施設 午前9時30分～11時30分

旧飯笹農協倉庫 午後1時～3時

4月6日（火）

牛尾共同利用施設 午前9時30分～10時20分

船越共同利用施設 午前10時40分～11時30分

旧中農協倉庫 午後1時～3時

4月7日（水）
旧常磐農協倉庫 午前9時30分～11時30分

南玉造農村協同館 午後1時～2時30分

期　日 場　所 時　間

4月8日（木）

旧久賀小学校跡地 午前9時30分～10時20分

※西古内グラウンド駐車場 午前10時40分～11時30分

旧十余三小学校跡地 午後1時～1時50分

旧北保育所前 午後2時10分～3時

4月9日（金）
役場附属棟 午前9時～11時30分

　　〃 午後1時～3時

5月9日（日） 　　〃 午前9時～11時30分

お問合せ●生活環境課環境係　☎ 76-5406

₁犬の新規登録手数料…3,000円　₂狂犬病予防注射手数料…2,950円
₃狂犬病予防注射済票……550円

　犬の新規登録と狂犬病予防注射を行います。日程内であればどの場所でも受けられますの
で、都合の良い場所や日時を選んで、愛犬と一緒にお越しください。

※	飼い主の皆さんに送付したはがきには「旧久賀農協倉庫」と表記されていますが、「西古内グラウンド駐車場」に
変更となりました。

の登録と狂犬病予防注射

　家庭における地球温暖化対策促進のため、以下の住宅用省エネルギー設備を設置する方に費用の一部を補助
しています。

※	既築住宅に太陽光発電システムを設置して補助を受ける場合は、エネルギー管理システム（HEMS）	
または、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置済みであるか新たに設置することが必要です。
●工事着工後の申請では補助金が受けられませんので、ご注意ください。

補助対象設備 既築 新築 補助金限度額

太陽光発電システム 		○※ ○ 180,000円

太陽熱利用システム ○ ○ 100,000円

地中熱利用システム ○ ○ 200,000円

家庭用燃料電池システム（エネファーム） ○ ○ 200,000円

定置用リチウムイオン蓄電システム ○ ○ 200,000円

住宅用省エネルギー設備設置補助金
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