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開庁時間　月曜から金曜　8：30から17：15まで（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

玉村町役場
〒370-1192　群馬県佐波郡玉村町大字下新田201　☎65-2511（代表）  ℻65-2592

各課の主な業務内容・電話番号一覧表
課名 主な業務内容 電話番号

会計課 出納、税金等の収納、群馬県収入証紙・収入印紙の販売など 64-7700
役場1階

住民課

住民登録、印鑑登録、戸籍届出、各種証明書発行（住民票、印鑑登録証明書等）、パスポー
ト、マイナンバーカードなど

64-7701
役場1階

国民健康保険、高額医療費、福祉医療、国民年金（老齢・遺族・障害年金）、後期高齢者医療
など

64-7702
役場1階

健康福祉課

高齢者福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉、児童手当、特別児童扶養手当、精神障害者
福祉、生活保護、民生委員・児童委員、人権擁護委員、援護事務（戦没者遺族）、日赤、献血、
介護保険、地域包括支援センターなど

64-7705
役場1階

予防接種、結核予防、感染症予防、各種健康診査・健康相談、母子保健、母子手帳交付、妊産
婦・乳幼児保健指導、栄養指導など

64-7706
保健センター

税務課

町県民税、法人町民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、各種証明書発
行（所得証明書・所得課税証明書・非課税証明書・評価証明書・公課証明書・公図等）、臨時
運行許可など

64-7703
役場1階

町税の収納、各種証明書発行（納税証明書、完納証明書等）、納税相談など 64-7704
役場1階

都市建設課
道路・水路維持改良、道路水路占用許可、町営住宅管理、官民境界立会、公園管理、都市計
画法第32条協議、都市計画図、土地区画整理、地価公示、土地取引届出、土地開発公社、企
業誘致、空き家対策など

64-7707
役場2階

経済産業課
農業振興、畜産、林業、農業委員会、農業公社など 64-7709

役場2階

商工業、中小企業金融、観光行政、消費者行政、勤労者福祉など 65-7144
勤労者センター

各課の業務案内・庁舎案内

22

各
課
の
業
務
案
内
・
庁
舎
案
内

２００３玉村町(SG18)行政最終.indd   22 2020/02/04   16:11:39



課名 主な業務内容 電話番号

環境安全課

環境対策、環境保全、自然環境、環境衛生、狂犬病予防、交通安全、公共交通、防犯、消防・防
災など

64-7708
役場2階

廃棄物対策 65-4343
クリーンセンター

企画課
総合計画、政策推進、広域行政、人権男女共同参画、友好交流都市、行政改革、行政評価、地
方分権、地方創生、協働のまちづくり、ボランティア、国際交流、情報化推進、情報セキュ
リティ、統計、広報・公聴など

64-7711
役場2階

総務課

庶務、秘書、人事、区長会、自衛官募集、選挙管理委員会、行政相談、情報公開、個人情報保
護、行政不服審査など

64-7712
役場2階

財政、公有財産管理、入札・契約、工事検査など 64-7751
役場3階

子ども育成課 子育て支援、ひとり親支援、児童扶養手当、保育所、認定こども園、児童館、放課後児童ク
ラブ、地域子育て支援センター、児童虐待防止など

64-7719
役場3階

議会事務局 議会に関すること、監査に関すること、公平委員会、固定資産評価審査委員会など 64-7716
役場4階

学校教育課 教育委員会、幼稚園、小学校、中学校、就学援助費申請、各種奨学金、転入学手続、区域外就
学、施設管理、中学校海外派遣、教育指導・相談、教育研究所、学校給食センターなど

64-7713
役場3階

上下水道課 水道施設建設改良・維持管理、水道開栓・閉栓、水道使用計量、水道料金、水質検査、公共下
水道施設建設改良・維持管理、排水設備、下水道使用料、受益者負担金など

65-6691
水道庁舎

生涯学習課

社会教育、生涯学習、家庭教育、人権教育、社会教育団体指導・育成、視聴覚教育、文化セン
ター管理など

65-1110
文化センター1階

各種講座・教室、子ども会・育成会、青少年教育、芸術・文化振興など 65-2354
文化センター1階

図書館 65-1122
図書館

文化財保護・活用、埋蔵文化財、町誌の販売、歴史資料等の展示など 30-6180
歴史資料館

スポーツ振興、スポーツ施設管理、体育協会、スポーツ推進委員会など 65-6537
社会体育館

玉村町役場 ☎0270玉村町の　 市外局番は です 23

各
課
の
業
務
案
内
・
庁
舎
案
内

２００３玉村町(SG18)行政最終.indd   23 2020/02/13   9:44:13



戸籍の届出 住民課　戸籍係　☎64-7701

戸籍に関する主な届出
種類 届出人 届出期間 届出場所 届出に必要なもの

出生届 生まれた子の父または母 生まれた日を含め
て14日以内

子どもの父か母の本籍
地、住所地か生まれた場
所の市区町村

□出生届書（出生証明書）
□母子健康手帳
□届出人の印鑑

死亡届 親族ほか 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

死亡した人の本籍地、届
出人の住所地、死亡地の
市区町村

□死亡届書（死亡診断書）
□届出人の印鑑

婚姻届 夫になる人
妻になる人

届出をした日から
効力が生じます。

夫になる人か妻になる人
の本籍地、住所地の市区
町村

□婚姻届書
□ 届出する市区町村に本籍がないとき

は、戸籍謄本（全部事項証明書）
□夫になる人と妻になる人の印鑑
□顔写真付きの公的身分証明書

離婚届

夫・妻
裁判による離婚のときは、
申立人（確定日から10日
を経過したときは、相手方
も届出できます。）

届出をした日から
効力が生じます。
裁判による離婚の
ときは、確定の日
から10日以内

夫婦の本籍地か住所地の
市区町村

□離婚届書
□ 届出する市区町村に本籍がないとき

は、戸籍謄本（全部事項証明書）
□夫と妻の印鑑
□ 裁判による離婚のときは、調停調書

の謄本、審判または判決のときは、そ
の謄本と確定証明書（申立人の印鑑）

□顔写真付きの公的身分証明書

戸籍届出の取扱時間
受付時間 受付場所 気をつけていただくこと

平日（月曜日～金曜日）
8：30～17：15 住民課窓口 日直に届出をされる方は、業務時間中の窓口での事前

審査をお勧めします。
※ 訂正箇所があった場合、再度お越しいただくことが

あります。
土・日曜日及び祝日
9：00～17：00 住民課窓口（日直扱い）

⃝上記以外の時間の届出は、事前に住民課戸籍係までお問い合わせください。

住民登録 住民課　住民係　☎64-7701

住民異動に関する主な届出
届出の種類 届出の期間 届出人 届出に必要なもの

転入届 町内に引っ越してきた
とき

転入した日から
14日以内

本人又は世帯主、
代理人（委任状が必要）

□転出証明書（前住所地の市区町村で発行）
□マイナンバーカード　□印鑑
□在留カードまたは特別永住者証明書（外国人）

転出届 町外へ引っ越すとき 転 出 予 定 日 の
1ヶ月前から

本人又は世帯主、
代理人（委任状が必要）

□印鑑
□印鑑登録証（登録者）

転居届 町内で住所が変わった
とき

転居した日から
14日以内

本人又は世帯主、
代理人（委任状が必要）

□マイナンバーカード　□印鑑
□在留カードまたは特別永住者証明書（外国人）

世帯変更届 世帯の分離・合併、世帯
主の変更

変更があった日
から14日以内

本人又は世帯主、
代理人（委任状が必要） □印鑑

⃝ 上記届出には、本人確認（代理人の場合は、代理人の本人確認）ができる写真付きの公的証明書（運転免許証な
ど）が必要です。写真付きの証明書がない場合は、2点の証明書が必要です。（健康保険証・年金手帳など）

届出・証明・パスポート
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印鑑登録 住民課　住民係　☎64-7701

区分 必要なもの 備考

本人が申請する場合
□登録する印鑑
□ 本人確認書類（運転免許証やパス

ポートなど顔写真が添付された官公
署発行の公的身分証明書を1点）

⃝ 本人確認書類が顔写真付きの公的身分証明書でない場
合、即日登録はできません。郵送で書類を本人宛に送付す
るなどの手続きがあるため、登録までに数日かかります。

代理人が申請する場合 □登録する印鑑（申請者本人のもの） ⃝代理人申請の場合、即日登録はできません。
⃝ 書類をお渡ししますので、まずは窓口にお越しください。

⃝登録する印は一人一個に限り、同じ世帯で同一の印影は登録できません。
⃝ 意思能力（自己の行為の結果を判断し得る心理上の能力）を欠く人は印鑑登録を行うことはできません。（15

歳未満の人、印鑑登録の意思表示の出来ない人がそれに該当します。）
⃝縁のない印鑑、破損している印鑑、ゴム印、氏名以外の事項をあらわす印鑑などは登録できません。

各種証明 住民課　戸籍係・住民係　☎64-7701

区分及び種類 金額 申請できる人 必要なもの

戸籍

戸籍謄抄本
（全部・個人事項証明書） 450円

原則として本人、配偶者または直系
の親族に限ります。
※ 戸籍に関する証明は、本籍地のあ

る市町村でのみ発行できます。

□窓口に来る人の本人確認書類
□代理人の場合は委任状
□印鑑

除籍謄抄本
（全部・個人事項証明書） 750円

改製原戸籍（昭和・平成） 750円

戸籍記載事項証明 350円

戸籍の附票 300円

戸籍届出受理証明書 350円 原則として本人。本人以外の場合承
諾書もしくは委任状が必要です。身分証明書 350円

住民基本台帳

住民票の写し 300円 本人、または同じ世帯の人。代理人
の場合は委任状が必要になります。
※ 住所が同じでも別世帯の場合は

委任状が必要です。

住民票記載事項証明 300円

公的年金現況証明 無料

広域交付住民票 300円 本人、または同じ世帯の人。 □顔写真付きの公的身分証明書
□印鑑

通知カード（再発行） 500円
原則として本人
※詳しくはお問い合わせください。

□本人確認書類等
□印鑑個人番号カード（再発行） 800円

電子証明書 200円

印鑑登録
印鑑登録証明書 300円 本人、代理人（委任状不要） □印鑑登録証

印鑑登録証の交付・再交
付・印鑑の変更 200円 上記の「印鑑登録」参照 □登録する印鑑

□顔写真付きの公的身分証明書

⃝転入届、転居届については、新しい住所に住み始めた日からの手続きとなります。
⃝各種制度（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療など）に該当している人は別に手続きが必要です。
⃝小学校・中学校に在学する児童・生徒がいる人、児童手当、児童扶養手当などは別に手続きが必要です。
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旅券（パスポート）の申請 住民課　住民係　☎64-7701

申請に必要な書類

　玉村町に住民登録している人は、玉村町役場での申請・受け取りとなります。

必要なもの 備考

□一般旅券発給申請書　1通 ⃝ 申請書は有効期間が10年用と5年用があります。ただし、20歳未満の人は5年用旅
券の申請のみとなります。（年齢は申請日現在）

□戸籍抄本または戸籍謄本　1通

⃝申請日前6ヶ月以内に発行されたもの
⃝ 有効期間内に旅券を切り替える場合で、氏名・本籍地の都道府県名に変更がない

場合は不要です。
⃝同一戸籍内の家族が同時に旅券の申請をする場合は、戸籍謄本1通で申請できます。

□写真　1枚

①申請者本人のみで、6ヶ月以内に撮影されたもの
②縦45㎜×横35㎜（ふちなし。頭は頭頂から顎までが34㎜±2㎜）
③正面向き、無帽、無背景、影のないもの
⃝ 規格外の写真や不適当な写真は受付できません。撮り直しをお願いすることにな

ります。
⃝写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。

□本人確認書類
※ 該当する証明書がないなど、本人確認

書類についてご不明な点は事前に窓
口にお問い合わせください。

⃝ 顔写真が添付された官公署発行の公的身分証明書（運転免許証、個人番号カード、
写真付き障害者手帳など）

⃝原本で有効なものに限ります。（コピー不可）
⃝ 代理人が提出する場合は、申請者の「本人確認書類」と代理人の「本人確認書類」そ

れぞれの原本が必要です。

□前回取得した旅券 ⃝有効中の旅券をお持ちの方は、残りの有効期間は切り捨てになります。

※ 旅券の申請書は申請者が指定した人が代理で提出することができます。ただし、旅券の受け取りは申請者ご
本人のみです。

※ 旅券の紛失、盗難による発給、記載事項の変更（本籍・氏名変更時）、居所申請、代理申請などについては、窓口
にお問い合わせください。

旅券（パスポート）の受け取り 住民課　住民係　☎64-7701

⃝旅券は、必ず申請者ご本人が窓口でお受け取りください。
⃝旅券は、受け取り予定日以降、早めにお受け取りください。
⃝受け取りの際は、申請時にお渡しする「旅券引換書」及び手数料（収入印紙、群馬県証紙）が必要です。

種別 10年旅券 5年旅券
取り扱い所（玉村町内）

年齢 20歳以上 12歳以上 0～11歳

収入印紙 14,000円 9000円 4000円 玉村町役場会計課、各郵便局

群馬県証紙 2000円 2000円 2000円
玉村町役場会計課、佐波伊勢崎農業協同組合各支店

合計 16,000円 11,000円 6000円

旅券（パスポート）窓口のご案内 住民課　住民係　☎64-7701

受付時間
受け取りまでの日数

申請 交付（受け取り）
月曜日～金曜日
9：00～16：30

月曜日　　　　　9：00～19：00
火曜日～金曜日　9：00～16：30

申請日から起算して6日目
（土・日曜日、祝日、年末年始を除いて計算する）

※土・日曜日、祝日・年末年始（12月29日～翌年1月3日）は、お休みです。
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その他届出（農地転用・土地取引など）
経済産業課　☎64-7709／農業委員会事務局　☎64-7710／農業公社　☎64-3122／都市建設課　☎64-7707

このようなとき ここへ 必要なもの 備考

農地の耕作目的での権利移動

農業委員会
事務局

□農地法3条許可申請書一式
□農地法3条の3届出書一式（相続したとき）

農地を農地以外の用途に使うとき
（権利移動を伴わないもの）

□農地法4条許可申請書一式
□農地法4条届出書一式（市街化区域内）

農地を農地以外の用途に使うとき
（権利移動を伴うもの）

□農地法5条許可申請書一式
□農地法5条届出書一式（市街化区域内）

農業者年金 加入申し込み・相談は農業委員会事務局又はJAへ

農地の貸し借り 玉村町農業公社へ

大規模な土地取引をしたとき
（市街化区域2,000㎡以上、市街化
調整区域5,000㎡以上）

都市建設課
都市計画係

□土地売買等届出書3部
□ 土地の位置を明らかにした図面（1/50,000以上）
□ 土地及びその付近の状況を明らかにした図面
（1/5,000以上）

□土地の形状を明らかにした図面（公図等）
□土地売買等の契約書の写し等
※上記書類（届出署以外）を2部提出

国土利用計画法
に基づく土地売
買等の届出

都市計画施設（計画道路等）などの
区域内に建築するとき

都市建設課
都市計画係

□申請書
□位置図（都市計画図等）
□配置図（1/500以上）
□建築物の平面図
□2面以上の建築物の断面図（1/200以上）
※上記書類を2部提出

都市計画法第53
条許可申請

都市計画施設（計画道路等）にかか
る200㎡以上の土地取引、又は市街
化区域内の5,000㎡以上の土地取
引をするとき

都市建設課
都市計画係

□ 土地有償譲渡届出書
□位置図（1/10,000程度）
□案内図（1/2,500程度）
□登記事項証明書の写し（登記簿謄本）
□公図の写し
□ 求積図（実測面積が登記簿面積と異なる場合のみ）

公有地の拡大の
推進に関する法
律の届出

景観形成ゾーンごとに設定されて
いる規模を超える建築物や工作物
の建築や外観を変更する行為、その
他対象となる行為をするとき

都市建設課
都市計画係

□玉村町景観条例第16条に基づく事前協議書一式
□景観法第16条に基づく行為の届出書一式

玉村町景観条例
および景観法に
基づく届出

会計窓口案内 会計課　☎64-7700

項目 内容

窓口受付時間 月曜日～金曜日　8：30～17：15　※土日祝祭日・年末年始は除きます。

取り扱いできるもの

【町発行の納付書の納税】
⃝町税（町県民税、軽自動車税（種別割）、固定資産税、法人町民税、国民健康保険税）
⃝ 介護保険料、保育料、給食費、水道料、公営住宅使用料、後期高齢者医療保険料、下水道受益者負担金等

【県発行の納付書の納税】
⃝個人の事業税、不動産取得税、自動車税
※ 国民年金や県の法人事業税、他市町村の納付書、国税還付金等の取り扱いはできません。 

また、通帳の発行、名義変更等も取り扱いできません。

販売しているもの ⃝群馬県収入証紙（県証紙）
⃝ 収入印紙（一部取り扱いしていない金種もあります。詳しい内容については、お問い合わせください。）
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町民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税
税務課　☎64-7703／収税室　☎64-7704　

町税等の主なもの
町税の種類 納税義務者 備考

個人町民税

1月1日現在、町内に住所があり、前年に
一定以上の所得があった方

⃝前年の所得に応じて均等割と所得割が課税されます。
⃝申告書の提出期限は毎年3月15日です。
※ 前年の所得が1か所からの給与又は公的年金のみで医療費

控除などの追加控除のない方や所得税の確定申告をされる
方は申告する必要はありません。

1月1日現在、町内に事務所、事業所又は
家屋敷があり、住所がない方 均等割が課税されます。

法人町民税 町内に事務所・事業所・寮などがある法
人や人格のない社団 均等割、法人税割が課税されます。

固定資産税 1月1日現在、町内に土地・家屋及び償却
資産を所有している方

⃝ 4月1日から5月31日（土日・祝日を除く）まで固定資産税台
帳の縦覧期間が設けられています。

⃝ 町内に事業用資産を所有している方は、1月31日までに償
却資産の申告が必要です。都市計画税 1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋

を所有している方

軽自動車税
（種別割) 

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動
車、小型特殊自動車、農耕作業用自動車、
二輪の小型自動車を所有している方

税額は、総排気量、種類、用途によって決められています。

たばこ税 製造たばこの製造者 たばこの本数に応じて課税されます。

国民健康保険税 世帯主 所得割・資産割・均等割・平等割の計算によって算出されます。

町税

納税窓口
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町税等に関する主な証明書
証明の種類 主な使用目的 内容 手数料

町
民
税

所得証明（収入、所得のみ記載） 融資、扶養申請、年金申請 前年1年間の所得額（ただし、6月中旬発行分まで
は前々年1年間の所得額）

1枚300円

児童（扶養）手当用所得証明 児童（扶養）手当申請 前年1年間の所得額（ただし、6月中旬発行分まで
は前々年1年間の所得額）、所得控除額、扶養人数

所得課税証明（収入、所得、所得
控除、扶養控除の記載） 融資、公営住宅申し込み 前年1年間の所得額と町県民税額（ただし、6月中旬

発行分までは前々年1年間の所得額と町県民税額）
非課税証明 公営住宅申し込み 該当年度に関して、町県民税が非課税である証明

法
人

所在証明 車両の購入 法人の名称、所在地

事業証明 町内の営業所等の登録所
在地と名称の確認 法人の名称、所在地、事業種目

納
税
証
明

納税証明（各税目） 融資、保証人 課税額、収納額、未納額

完納証明（滞納がない証明） 制度融資、指名参加、公営
住宅申し込み 町税について滞納がない証明

軽自動車税（種別割）納税証明
（継続検査用） 車検 軽自動車の車検を受けるための納税証明 無料

固
定
資
産
税

固定資産課税台帳記載事項証明
書（評価証明書） 融資、保証人 所有する土地・家屋の地番、地目または用途・構

造・建築年、面積、評価額、課税標準額、相当税額 1枚300円

登記用評価通知 登記 所有する土地・家屋の地番、地目または用途・構
造・建築年、面積、評価額 無料

公課証明 競売申立 所有する土地・家屋の地番、地目または用途・構
造・建築年、面積、評価額、課税標準額、相当税額

1枚300円
既存証明（土地・家屋） 開発許可申請、建築確認

申請

土地： 平成3年1月1日から現在まで宅地として評
価されていることの証明

家屋： 平成3年度の課税台帳に登録されているこ
との証明

物件（土地・家屋）証明 所有者の確認 土地・家屋の所有者
課税台帳（名寄帳）写し 課税状況の確認 所有する土地・家屋の一覧表
資産・無資産証明 住宅購入、開発許可申請 土地・家屋の資産の有無及び数量

税額通知（確定申告用） 確定申告 所有する土地・家屋の地番、地目または用途・構
造・面積、課税標準額、税額相当額 無料

住宅用家屋証明
登録免許税軽減、確定申
告の認定、長期優良住宅
新築等特別税額控除

個人の住宅用家屋の所有権等の登記に係る登録
免許税の軽減

1件
1,300円

公図（地籍図の写し） 土地の形状と地番の確認 土地の形状と地番を示した図面 1枚300円

町税等の納付期限
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

町県民税
普通徴収 1期 2期 3期 4期
年金特徴 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
特別徴収 翌月10日　※6月から翌年5月までの12ヶ月徴収

法人町民税
中間 事業年度の開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定 事業年度終了の翌日の日から2ヶ月以内

固定資産税
都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税（種別割） 全期

国民健康
保険税

普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
年金特徴 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

※随時課税が発生することがあります。
※ 納付期限は各納付月の末日です。ただし、12月は25日を納付期限としています。また、納付期限が土・日曜

日、祝日と重なる場合は、翌営業日となります。
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証明申請に必要なもの
証明の種類 来庁者 申請に必要なもの

個人の証明

本人 □本人確認ができるもの

本人と同一
世帯の親族

□ 来庁者の本人確認ができる
もの

相続人

□ 被相続人が死亡したことの
わかる種類および相続人で
あることがわかる書類

□ 相続人の本人確認ができる
もの

代理人
□ 該当者が自署・押印した委任

状および来庁者の本人確認
ができるもの

法人の証明

法人の
代表者

□ 法人の代表者であることが
わかる書類および来庁者の
本人確認ができるもの

代理人

□ 法人印（代表者印）またはこ
れに準ずる印が押印された
委任状および来庁者の本人
確認ができるもの

軽自動車税
（種別割）
納税証明

（継続検査用）

本人 □本人確認ができるもの

本人と同一
世帯の親族

□ 来庁者の本人確認ができる
もの

代理人

□ 該当者が自署・押印した委任
状または車検証（コピー可）
および来庁者の本人確認が
できるもの

※ 本人確認ができるものとは、運転免許証、保険証、
パスポート、在留カード等

※ 被相続人が死亡したことのわかる書類および相続
人であることがわかる書類とは戸籍謄本・抄本、戸
籍の記載事項証明等

※ 法人の代表者であることがわかる書類とは、商業・
法人登記簿謄本等

軽自動車に関する登録・廃車等手続きのご案内
車種 手続き場所

原動機付
自転車

総排気量が125cc以
下のもの 玉村町役場税務課

☎64-7703小型特殊
自動車 農耕作業用・その他

軽二輪 総排気量が125cc超
250cc以下のもの 群馬運輸支局

前橋市上泉町399-1
☎050-5540-2021二輪の

小型自動車
総排気量が250ccを
超えるもの

軽自動車 三輪、四輪（総排気量
が660cc以下のもの）

軽自動車検査協会群馬
事務所
前橋市五代町1047-2
☎050-3816-3109

口座振替および納付場所のご案内

取り扱い金融機関など 口座振替
の可否

納税通知書お
よび督促状で
の納付の可否

銀行 群馬・東和 ○ ○

信用金庫 桐生・高崎・アイオー・
しののめ ○ ○

信用組合 ぐんまみらい ○ ○

農業協同
組合 佐波伊勢崎・高崎市 ○ ○

その他

中央労働金庫 ○ ○

ゆうちょ銀行（郵便局） ○ ×

玉村町役場会計課群馬
銀行派出所・コンビニ
エンスストア

× ○

※ 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は、役
場税務課（1階4番窓口）で19：00まで納付できま
す。

※ 口座振替を申し込まれる方は、口座振替依頼書と
預金通帳、通帳の届出印、納税通知書等をお持ちの
上、役場税務課（1階4番窓口）または各金融機関等
の窓口にて直接お申し込みください。（口座振替依
頼書は、役場税務課または玉村町内の金融機関の
窓口にあります。）

※ 納付書を紛失された方は、納付書の再発行をしま
すので、役場税務課（1階4番窓口）へご来庁または
お電話にてご連絡ください。
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住民課　国民健康保険係　☎64-7702

保険証
　勤務先の健康保険や後期高齢者医療に加入してい
る人、生活保護を受けている人以外は必ず国民健康
保険に加入しなくてはなりません。加入ややめると
きは14日以内に届出が必要です。
※届出の際は本人確認書類をお持ちください。

こんなとき 必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入し
たとき □印鑑

職場の健康保険などを
やめたときや、被扶養
者からはずれたとき

□ 職場の健康保険をやめた証
明書

□印鑑
子どもが生まれたとき □印鑑
生活保護を受けなく
なったとき

□保護廃止決定通知書
□印鑑

外国籍の人が加入する
とき（在留期間が3ヶ
月を超える人）

□在留カード

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市町村へ転出する
とき □保険証　□印鑑

職場の健康保険に加入、 
又は被扶養者になった
とき

□国民健康保険証
□加入した職場の保険証
□印鑑

死亡したとき
□保険証　□印鑑
□ 喪主の口座番号がわかるもの
□葬儀の領収書

生活保護を受けるよう
になったとき

□保険証
□保護開始決定通知書
□印鑑

町外に住所登録をして
いる学生が卒業等で学
生でなくなったとき

□ 国民健康保険証（ 学 表示の
もの）

□印鑑
※ 職場の健康保険に加入した

場合は、加入した職場の保
険証

そ
の
他

世帯主、住所、氏名、続
柄等を変更したとき □保険証

修学のために他の市町
村へ転出しても親元の
国保に加入するとき

□保険証　□在学証明書
□転出先の住民票　□印鑑

保険証を紛失、汚損し
たとき

□破損した保険証
□本人確認書類　□印かん

主な給付　※いずれも申請が必要です

療養費
医師が必要と認めた補装具や、やむをえず
保険証を提示できずに支払った医療費な
どは、申請により認められた場合、自己負
担分を除いた額を世帯主に支給します。

高額療養費

同じ人が、同じ月に、同じ医療機関で支
払った一部負担金が自己負担限度額を超
えたとき、申請によりその超えた額を世
帯主に支給します。※

出産育児一時金
（妊娠12週以上
の死産・流産を

含む）

国民健康保険の加入者が出産をしたとき
支給しますが、申請により世帯主に支給
する方法と、出産育児一時金直接支払制
度の利用により、支給額を限度として、町
から直接病院等へ分娩費用に充てて支払
う方法があります。（病院等の窓口で申請
してください。）

葬祭費 国民健康保険に加入している人が死亡し
た場合、葬儀を行った人に支給します。

※ 医療機関窓口に提示することにより、同月内の、同
医療機関での入院、外来の窓口支払額が自己負担
限度額までになる、「限度額認定証」又は「限度額・
標準負担額減額認定証」を申請により交付いたし
ます。（国保税に未納がない世帯）

保健事業
　特定健診、人間ドックの助成を行っています。

交通事故にあったとき
　交通事故でけがをした場合でも、国保で診療を受
けることができます。その際は必ず国保に連絡し、

「第三者行為による傷病届」及び警察が発行する「事
故証明書」を提出してください。医療費は加害者が全
額負担するのが原則なので、国保が一時的に立て替
え、あとで加害者に請求します。

国保の給付が認められないものまたは制限されるもの
⃝ 病気とみなされないもの（人間ドック、予防注射、

正常な妊娠・分娩、歯列矯正等）
⃝業務上のけがや病気（労災保険の対象となります）
⃝ 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔によ

る傷病等

国民健康保険
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　後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一つと
して、平成20年4月に発足した制度です。県内全ての
市町村で構成される広域連合により運営され、町の国
民健康保険や健康保険組合などと同じ、独立した医療
保険制度です。

制度の対象者
⃝75歳以上の人（保険証は町から送られます）
⃝ 一定の障害のある65歳から74歳の人で広域連合の

認定を受けた人（申請が必要）

後期高齢者医療制度で受けられる給付
高額療養費

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が、限度額を
超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が

「高額療養費」として支給されます。
　自己負担限度額は世帯ごとに異なります。自己負担
限度額によっては医療機関窓口に提示することによ
り、同月内の同医療機関での入院、外来の窓口支払額
が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」ま
たは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請によ
り交付いたします。詳しくはお問い合わせください

後期高齢者医療制度

保険料の軽減
　所得が低い人や職場の健康保険の被扶養者であっ
た人は、保険料が軽減される場合があります。詳しく
はお問い合わせください。

保険料の納付方法
①年金から差し引き（一定の基準あり）
②口座振替（申込みが必要）　③納付書払い（現金）
※ 年金からの差し引きによる納付を希望しない場合

は、口座振替に変更することができます。

保険料
　「均等割額」と「所得割額」の合計となり、個人ごとに
計算されます。算定方法は2年ごとに見直されます。

年間保険料＝
均等割額（等しく負担する分）

＋
所得割額（所得に応じて決まる分）

保健事業
　健康の保持増進のため、しなやか健診、人間ドック
の助成を行っています。

その他主な給付
⃝療育費（補装具等）　⃝高額介護合算療養費
⃝葬祭費

住民課　高齢者医療年金係
☎64-7702
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　福祉医療は、医療機関で診療を受けたときに支払
う一部負担金（保険診療分のみ※）、入院時食事療養
費標準負担額を、町や県が助成する制度です。制度の
利用には、福祉医療費受給資格者証（ピンク色）が必
要となりますので、下記該当者は交付申請の手続き
をしてください。
※ 差額ベッド代・診断書等、保険診療とならない部分

は対象外です。

こども
　中学3年生までの子ども

必要なもの
□子どもの保険証　□印鑑
□（県内転入の場合は）福祉医療交付状況証明書

ひとり親家庭等
　18歳未満（18歳到達後最初の年度末まで）の児童
を扶養しているひとり親家庭等（母子家庭の母及び
児童、父子家庭の父及び児童等）

必要なもの
□該当者全員の保険証　□印鑑
□親の離婚の記載のある戸籍謄本等
□親の所得課税証明書
□（県内転入の場合は）福祉医療交付状況証明書 等
※ 申請時の世帯の状況によって必要となる書類が異

なりますので、事前にお問い合わせください。

重度心身障害者
　身体障害者手帳1級・2級、障害者年金1級（相当）、
療育手帳A判定、特別児童扶養手当1級に該当する障
害を有する人

必要なもの
□保険証　□印鑑　□障害の程度を証明する書類
□（県内転入の場合は）福祉医療交付状況証明書

　日本に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として
国民年金に加入しなくてはなりません。

加
入
者
の
種
類

第1号被保険者 自営業・農業・学生など（厚生年金や
共済年金に加入していない人）

第2号被保険者 会社員・公務員など（厚生年金・共済
組合などの加入者）

第3号被保険者 会社員や公務員（第2号被保険者）に
扶養されている配偶者

届け出先：役場窓口
こんなとき 必要なもの

20歳になって国民年金に
加入するとき（勤め先の厚
生年金・共済組合の加入者
は除く）

□ 年金事務所から送られた
加入届

□印鑑
□学生の場合は学生証

厚生年金や共済組合に加入
したとき

□印鑑
□年金手帳
□健康保険証

勤め先を退職したとき（厚
生年金や共済組合でなく
なったとき）

□印鑑
□年金手帳
□離脱日がわかる証明

厚生年金や共済年金に加入
している配偶者の健康保険
の扶養から外されたとき

□印鑑
□年金手帳
□扶養喪失日のわかる証明

任意加入するとき
□口座届出印
□年金手帳
□預金通帳

保険料を納めるのが困難な
とき（免除申請をするとき）

□印鑑
□年金手帳
□ 雇用保険被保険者離職票

など（失業している場合）

福祉医療費
住民課　国民健康保険係　☎64-7702

国民年金
住民課　高齢者医療年金係　☎64-7702

福祉医療費・国民年金

届出先：配偶者の勤務先
こんなとき 必要なもの

配偶者の健康保険の扶養に
なったとき

詳しくは配偶者の勤務先に
お問い合わせください
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ライフスタイルが変わったら必ず届出を！
　届出の内容により、届出先が異なりますのでご注
意ください。届出には年金手帳のほかに添付書類が
必要な場合がありますので、届出をする前にご確認
ください。手続きをしないでそのままにしておくと
将来年金が受けられなくなる場合がありますので、
人生の節目には必ず届出をしましょう。

保険料について
　保険料は2年を過ぎると納付できなくなり、年金
がもらえなくなったり年金額が少なくなったりしま
す。忘れずに納めましょう。
　忙しくて、つい納め忘れてしまうという方には、口
座振替が便利です。
　さらに、保険料が割引される2年、1年もしくは半
年等の前納制度もあり、大変お得です。

保険料免除制度とは
　経済的な理由等で、保険料が納められない場合は、
申請することにより保険料が免除されることもあり
ます。お早めにご相談ください。

申請免除

申請し、承認されると所得に応じて全額・4分
の3・半額・4分の1の免除を受けることがで
きます。
本人、世帯主、配偶者の前年所得で審査をし
ます。

法定免除

障害者年金を受けている人や、生活保護法に
よる生活扶助を受けている人は、届出をすれ
ば、保険料の全額免除を受けることができま
す。

学生
納付特例

学生であるため、保険料を納めることができ
ないときは、申請し、承認されると保険料の
納付が猶予されます。特例を受けた期間は、
資格期間としては計算されますが、年金額に
は反映されません。

若年者
納付猶予

50歳未満の人で本人及び配偶者の所得が低
く保険料の納付が困難な人は申請し、承認さ
れると保険料の納付が猶予されます。猶予を
受けた期間は、資格期間としては計算されま
すが、年金額には反映されません。

※ 免除された期間は10年以内であれば、さかのぼっ
て納付することができます。（ただし、3年目以降は
加算額がつきます。）
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福祉

手帳について（手帳は申請により交付します。）
種類 色 説明

身体障害者手帳 赤
身体に障がいのある人に交付さ
れ、障がいの程度により1級～6級
の区分があります。

療育手帳 緑
知的障がいがあると判定された人
に交付され、障がいの程度によりA
とBの区分があります。

精神障害者
保健福祉手帳 青

精神に障がいのある人に交付さ
れ、障がいの程度により1級～3級
の区分があります。

　障がいのある部分を補って日常生活や職業生活を
しやすくするために義肢、補装具等必要な用具を交
付または修理した費用を補助します。申請には心身
障害者福祉センターの判定が必要です。また、補装具
の基準額に対して原則1割は本人負担となります。

補装具費交付・修理

在宅の重度身体障がい者等に対し、浴槽やベッド
等の日常生活用具を給付します。ただし、障がい及び
程度により給付できる種目が異なります。日常生活用
具の基準額に対して原則1割は本人負担となります。

日常生活用具の給付

　18歳以上の身体障がい者の方が、日常生活能力の
回復を図るため、医学的方法によって障がいの除去・
改善、あるいは障がいの程度を軽減させるために必
要な医療費の一部を負担します。（角膜移植術、人工
関節置換術、ペースメーカー埋込術など）

自立支援医療（更生医療）費の支給

　在宅精神障がい者の医療の確保を容易にすること
を目的として、精神障がい者が通院医療を受ける場
合、県がその医療に必要な費用を一部負担します。詳
しくは、健康福祉課へお問い合わせください。

自立支援医療（精神通院）費支給

障がいのある人が地域で生活するための支援とし
て、介護給付制度があります。地域で生活することが
困難な人には施設等給付制度があります。施設等給付
制度には入所と通所（家庭から施設へ通所）がありま
す。詳しくは、健康福祉課へお問い合わせください。

障害福祉サービス制度

　聴覚障がい者、音声、言語機能障がい者に対して手
話通訳者又は要約筆記者を派遣し、関係機関などと
の意思の疎通を図ります。詳しくは、健康福祉課へお
問い合わせください。

手話通訳者・要約筆記者の派遣

障害者福祉
健康福祉課　障がい福祉係　☎64-7705
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　「思いやり駐車場」のステッカーが表示されてい
る、ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群
馬県と協定を結んだ対象施設の車いすマーク駐車場
に駐車できます。身体障害者手帳1級～6級（部位に
より異なる）、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉
手帳1級、難病患者、高齢者（要介護度1～5）、妊産婦

（妊娠7ヶ月～産後6ヶ月）。

思いやり駐車場

⃝特定疾患等患者見舞金支給
⃝腎臓機能障害者通院交通費補助
⃝特別障害者手当
⃝介護用車両購入費の補助
⃝重度身体障害者住宅改造の助成
⃝福祉タクシー料金給付

手当・見舞金等

⃝旅客鉄道運賃の割引
⃝国内航空運賃の割引
⃝NHK受信料の減免
⃝有料道路通行料の減免
⃝所得税・町県民税・相続税の控除
⃝自動車税・自動車取得税の減免

税金・公共料金等の減免

　障がい者（児）の福祉に関する総合相談窓口であ
り、身体・知的・精神・発達障がいの区分なく、相談支
援専門員が様々な相談に応じます。行政・福祉・医療
等関係機関と連携を図りながら、ご本人やご家族だ
けでは解決されない問題等について、生活状況に応
じた各種福祉サービスの利用につなげる支援・相談
を行います。

要介護認定
　介護保険のサービスを利用しようとするときは、
町が行う「要介護認定」が必要です。要介護認定は申
請書の提出が必要です。
　65歳以上の人（第1号被保険者）は、要介護または
要支援と認定された場合に、サービスを利用できま
す。40歳以上65歳未満の人（第2号被保険者）は、介
護保険の対象となる特定疾病により介護が必要であ
ると認定された場合にサービスを利用できます。

申請できる人
　本人・家族（居宅介護支援事業者や介護保険施設に
よる代行申請も可能）

申請に必要なもの
□要介護・要支援（更新）認定申請書
□介護保険被保険者証
□健康保険被保険者証（40歳以上65歳未満の人）

玉村町障がい者（児）基幹相談支援センター
玉村町下新田602　☎75-1212

介護保険
健康福祉課　介護保険係　☎64-7705
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認定の流れ 詳細

1． 町（健康福祉課）
へ申請

2．訪問調査の実施
町の調査員または町が委託した居宅
介護支援事業者等の職員（介護支援専
門員）が家庭を訪問し、心身の状況な
どを調査します。

3． 主治医へ意見書
を依頼

申請書に記載されている主治医へ、町
が意見書の作成を依頼します。申請者
負担はありません。

4． 介護認定審査会
による審査判定

保健・医療・福祉の専門家からなる審
査会（玉村町役場に設置）により、調査
結果をコンピュータで処理した一次
判定、調査時の特記事項及び主治医意
見書を併せて総合的に審査判定を行
います。

5．要介護認定 非該当、要支援1、要支援2、要介護1～
5の8段階に認定されます。

6．結果通知
認定結果を通知するとともに、要介護
度等の情報を記載した被保険者証と
負担割合証を送付します。

※介護保険の被保険者証
⃝ 第1号被保険者（65歳以上の人）に交付されます。

要介護認定を受けた場合には、要介護度の情報が
記載されます。

⃝ 第2号被保険者（40歳以上65歳未満までの人）は、
要介護認定を受けた人に交付されます。

在宅サービス（介護予防含む）
⃝訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴介護
⃝ 居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリ（デイ

ケア）
⃝ 短期入所生活介護（ショートステイ）・短期入所療

養介護（医療型ショートステイ）
⃝ 特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・購入費支

給・住宅改修費の支給

施設サービス
⃝ 特別養護老人ホーム（新規入所は原則として要介

護3～5の人が対象）
⃝介護老人保健施設
⃝介護療養型医療施設
⃝介護医療院

地域密着型サービス（介護予防含む）
⃝認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
⃝認知症対応型通所介護
⃝小規模多機能型居宅介護　など

利用できる介護サービス
健康福祉課　介護保険係　☎64-7705
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介護予防・日常生活支援総合事業
地域のみんなで一緒に取り組む

介護予防を応援します

　自分らしく地域で暮らし続けるためには、一人ひ
とりができる限り介護予防に努めるとともに、地域
や家庭の中で何らかの役割を担いながら生活するこ
とが大切です。また、役割を担うことは介護予防にも
つながります。現在各地域の公民館で行われている

「筋力トレーニング」や、地域の集いの場である居場
所など、住民の自主的な介護予防の立ち上げや、運営
について幅広く応援します。

第1号被保険者（65歳以上の人）の保険料
◆年金天引きについて
　65歳になってすぐや、他市町村から転入した場合
は、納付書による納付になります。
　年金を年額18万円以上受給している人は、約6～
11ヶ月後に年金天引きに切り替わります（ご本人の
事務手続きは必要ありません）。

第2号被保険者（40歳以上65歳未満の人）の保険料
　医療保険の保険料として一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険に
よって異なります。

　利用したサービスの費用に対して、自己負担は1割
が基本ですが、一定所得以上の方は2割又は3割負担
になります。

在宅サービス利用の場合
　支給限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己
負担となります。また、通所サービス（通所介護・通所
リハビリ）や短期入所サービスなど、施設を利用する
サービスでは、食費やおむつ代等が日常生活費とし
て全額自己負担となります。

施設サービス利用の場合
　介護保険施設に入所した場合には、施設サービス
費用の自己負担分及び食費・居住費・日常生活費が利
用者の負担になります。施設サービスにかかる費用
は、要介護状態区分や施設の種類等によって異なり
ます。また、低所得者には負担限度額が設けられてい
ます。

高額介護サービス費の支給
　自己負担が重くなりすぎないよう、利用者負担が
一定の上限額を超えた場合、上限額を超えた分があ
とから支給されます。なお、この上限額は世帯単位と
なっていますので、1世帯に利用者が2人以上いた場
合には、世帯で合算されます。

手続き
　利用実績に基づき、該当者へ「高額介護サービス費
給付のお知らせ」を送付しますので、町ヘ申請してく
ださい。

介護保険料について
健康福祉課　介護保険係　☎64-7705

利用者負担について
健康福祉課　介護保険係　☎64-7705
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高齢者福祉（在宅福祉サービス）
　玉村町では、在宅で生活している高齢者に対する各種福祉制度を行っていますので是非ご利用ください。な
お、各制度・サービスには利用条件がありますので、ご利用の際には必ず担当機関にお問い合わせください。

事業名 内容 対象者 お問い合わせ先

ひとり暮らし高齢者等
緊急通報サービス事業

ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を
貸与し、緊急時の対応や不安の軽減を図り
ます。利用料は無料です。

在宅生活に不安がある65歳以上の
ひとり暮らし高齢者及び障がい者

健康福祉課
☎64-7721

地区の民生委員

徘徊高齢者等位置探索
サービス事業

認知症徘徊高齢者等の介護者に対し探索機
を無料で貸出し、安全確保及び介護者の不
安を軽減します。

おおむね65歳以上の認知症徘徊高
齢者等の介護者

健康福祉課
☎64-7721

地区の民生委員

在宅福祉移送サービス
事業

専用車により、要援護者等の入通院や買い
物など日常生活を行う場合の利便を図ると
ともに、行事やレクリエーションなど積極
的に社会参加できる機会を持てるよう援助
します。1回200円の利用料がかかります。

⃝ 要介護または要支援の認定を受け
ている人

⃝ 身体障害者手帳を持っている人

健康福祉課
☎64-7721

社会福祉協議会
☎65-8864

福祉車両貸出事業

車いすを利用している人に、通院や入・退院
時、旅行、ショッピングなどの移動の際、簡
単な操作で車いすのまま乗車できる軽自動
車をお貸しします。貸出料は無料ですが、燃
料費は負担していただきます。

健康福祉課
☎64-7705

社会福祉協議会
☎65-8864

紙おむつ支給事業 紙おむつが必要な人に、1ヶ月3,000円分の
紙おむつを無料で支給しています。

⃝ 60歳以上の要介護3、要介護4また
は要介護5の要介護認定者で、紙お
むつでの排泄を主としている人

⃝ 重度心身障がい児（者）で特別障害
者手当または障害児福祉手当を受
給しており常時失禁状態の人

健康福祉課
☎64-7721

給食サービス事業 ボランティアにより、給食を無料でお届けし
ています。（現在は週1回行っています。）

75歳以上のひとり暮らしで支援を
必要とする人

健康福祉課
☎64-7721

地区の民生委員

介護慰労金支給事業

日頃より家庭で介護されている人に、その労
をねぎらうことを目的に支給するものです。
⃝ 町民税非課税世帯で1年間介護保険の福

祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修のみ
を利用した人…10万円／年額

要介護3、要介護4、要介護5の認定で
要介護度4または5と認定された高
齢者を1年間介護している人

健康福祉課
☎64-7721

高齢者福祉 健康福祉課　高齢政策係
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事業名 内容 対象者 お問い合わせ先

お元気ですか訪問事業
65歳以上のひとり暮らしの人を地区の民生
委員さんが訪問します。将来の不安やお困
りごとがありましたら相談してください。

65歳以上のひとり暮らしの高齢者 地区の民生委員

福祉機器貸出サービス 車イスを必要な方に無料で貸し出します。 社会福祉協議会
☎65-8864

成年後見制度利用支援
事業

身寄りのない認知症高齢者、知的障がい者、
精神障がい者の成年後見等の審判の請求を
町が行います。また、後見等の開始後に必要
な成年後見人等に対する助成制度もありま
すので、お問い合わせください。

身寄りのない認知症高齢者等であっ
て、成年後見人等の報酬費用の負担
が困難な人（住民税非課税世帯に属
する人や生活保護受給者）

健康福祉課
☎64-7721

地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、介護予防の中核拠点として、保健、介護、福祉という三分野の専門職が連携し、地域
の医療機関、介護サービス事業者などと協力しながら高齢者のさまざまな相談にお応えする機関です。

内　　容 家庭で味わえない露天風呂や囲碁・将棋などを楽しみ、仲間づくりをしてみませんか。
各地区ごとに送迎バスが運行しています。

開館時間 9：30~16：00（入浴時間　10：00~15：00）

休 館 日 日曜日・祝日・年末年始

利 用 料 ⃝玉村町居住の65歳以上の人…無料　⃝玉村町居住の65歳未満の人…200円　⃝上記以外の人…350円

お問い合わせ先 老人福祉センター　☎65-1294

老人福祉センター

　玉村町では「生きがい対策」として、仲間づくりや健康増進のためなどの様々な事業を行っています。
事業名 内容 対象者 お問い合わせ先

老人クラブ活動 軽スポーツ活動、奉仕活動等を通じて生き
がいづくりや地域交流の機会を持てます。 おおむね60歳以上の人

社会福祉協議会
☎65-8864

地区の長寿会支部長

シルバー人材センター
いろいろな軽作業を通して、健康増進、仲
間づくりをしてみませんか。働いた仕事量
に応じて配分金が支給されます。

おおむね60歳以上の健康で働く意
欲がある人

社会福祉協議会
☎65-8864

敬老祝金支給事業
節目の年齢を迎えられる方を対象にお祝
いをします。90歳と101歳以上の人に3万
円、100歳の人（居住10年以上）には10万
円を支給します。毎年9月頃実施予定。

事業実施年度中に90歳、または101
歳以上の誕生日を迎えられる人
100歳に到達される人は誕生日以
降に伺います。

健康福祉課
☎64-7721

生きがい対策事業

玉村町地域包括支援センター 担当地域
やくば
玉村町大字下新田201　☎64-7721 下新田、上飯島

にしきの園
玉村町大字飯倉59　☎64-6666

八幡原、宇貫、上之手、角渕、後箇、上茂木、下茂木、川井、飯倉、五料、
小泉、下之宮、箱石、南玉

つのだ
玉村町大字上新田675-4　☎65-0533

上新田、与六分、福島、斎田、板井、上福島、原森、中樋越、飯塚、藤川、
上樋越
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事業名 内容

母親学級 初妊婦を対象に妊娠中の健康管理・出産・
育児に関する知識の普及

パパママ教室 両親学級、ビデオ上映、妊婦体験、沐浴実
習等

4か月児健診 身体計測、小児科医の診察、離乳食のお
話、育児相談、ブックスタート

離乳食相談 7～10か月児を対象に、試食、栄養士によ
る個別相談

10か月児健診 身体計測、小児科医の診察、離乳食のお
話、歯科相談、育児相談

歯っぴぃ
スマイル相談

1歳3か月児を対象に身体計測、歯科相
談、栄養相談、卒乳相談、育児相談

1歳6か月児健診 身体計測、診察、歯科診察、歯科相談（フッ素
塗布）、栄養相談、育児相談、ブックスタート

2歳児歯科健診 身体計測、歯科診察、歯科相談（フッ素塗
布）、栄養相談

3歳児健診
身体計測、検尿、視力・聴力検査、診察、歯
科診察、歯科相談（フッ素塗布）、育児相
談、ことばの相談、栄養相談、眼科検査

すくすく教室 健診等で必要と認められる幼児とその親
を対象に集団親子遊びを実施

のびやか
発達相談

言葉の遅れ・落ち着きがないなどの子ど
もに対する心理相談員による相談

窓口健康相談 身体計測・育児相談、妊産婦相談、生活習
慣病や健康に関する相談

こんにちは
赤ちゃん訪問

生後4か月までの赤ちゃんのいる全家庭
を保健師や助産師が訪問し、育児や産後
の相談を実施

事業名 内容

特定健診
健康づくり
健診

40～74歳の玉村町国民健康保険加入者、
国保以外の被扶養者、メタボリックシンド
ロームなど生活習慣病を早期に発見・改善
するための検査。肝炎ウイルス検査、前立腺
がん検査も実施

特定保健指導 特定健診の結果、該当者に生活習慣の改善
を図るよう支援する

後期高齢者
健診

75歳以上の後期高齢者医療保険加入者、伊
勢崎佐波医療機関にて実施

腹部超音波
検査

肝臓、胆のう、婦人科、泌尿器科領域などの
エコー検査、対象は40歳以上

胃がん検診 胃がんの早期発見のためのバリウム検査ま
たは胃カメラ検査、対象は40歳以上

子宮頸がん
検診

子宮がんの早期発見のための内診及び細胞
診、対象は20歳以上

乳がん検診
乳がんの早期発見のための専門医による視
触診とマンモグラフィ撮影、対象は40歳以
上、隔年実施

大腸がん検診 大腸がんの早期発見のための便による潜血
検査、対象は40歳以上

肺がん検診
結核検診と併行、結核・肺がんの早期発見の
ための胸部レントゲン撮影と喀痰検査、対象
は40歳以上

骨密度検診
骨粗しょう症の早期発見と予防のためのエ
コーによる測定、対象は19～39歳の偶数年
の女性と、40・50・60・70歳の節目の年齢
の女性

母子保健
保健センター　☎64-7706

成人保健
保健センター　☎64-7706

健康・医療
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予防接種
保健センター　☎64-7706

種類 種目 対象年齢 回数・間隔

不
活
化

B型肝炎
（HBV）

１歳未満
（標準的な接種は生
後２か月から９か月
未満）

3 回：1 回 目 か ら
27日（4週）以上の
間隔をおいて2回
目を接種した後、
1回目の接種から
139日（20週）以
上の間隔をおい
て3回目を接種。

不
活
化

ヒブ（インフ
ルエンザ菌
b型） 生後2か月から5歳

未満（満5歳の誕生
日の前日まで）

1～4回（接種開
始年齢によって
異なります）不

活
化

小児用
肺炎球菌

不
活
化

四種混合
・百日ぜき
・ジフテリア
・破傷風
・ポリオ

生後3か月から7歳
半未満

初回3回（20日以
上の間隔）
追加1回（初回終
了後6月以上）

生 BCG
1歳未満（標準的な
接種期間は生後5か
月から8か月未満）

1回

生 水痘 1歳から3歳未満 2回（3月以上の
間隔）

生
麻しん
風しん混合

（MR）

1歳から2歳未満 1期1回
5歳から7歳未満で
就学前1年間（就学
前年度4/1～3/31）

2期1回

不
活
化

日本脳炎

3歳から7歳半未満

初回2回（6日以
上の間隔）
追加1回（初回終
了後6月以上）

9歳から13歳未満
（標準として小学校
4年生）

2期1回

事業名 内容

歯周病検診
歯周病及び口腔粘膜疾患を早期に発見する
ための口腔内診査、対象は40・50・60・70
歳の節目の年齢の人

レディース・
ヤング健診

19～39歳の若年者を対象に生活習慣病予
防のための健診、同時に骨密度検査も実施

健康の日
イベント事業

毎月第一日曜日を「健康の日」に制定し、町
民一人ひとりの健康づくりを応援するた
め、健康講演会やウォーキング大会を開催

健康まつり
年1回、町の産業祭と併せて開催、血圧・体脂
肪率測定、健康チェック、8020表彰、歯科相
談、食生活改善推進員による試食コーナー

食育推進事業
玉村町食育推進計画「はつらつ玉村食育プラ
ン」に沿って、町全体で食育を推進、食育まつ
りの開催

保健推進員
協議会

地域と保健センターのパイプ役として町の
健康づくりを支援、町長より委嘱され、健診
会場でのお手伝いや受診勧奨等を実施

食生活改善
推進協議会

健康大学（食生活改善推進員養成講座）修了
者によるボランティア活動、一般住民を対
象にした親子料理教室、お正月料理、シル
バーヘルシー講座等を開催し、住民の食生
活の改善を支援

精神保健相談
夜眠れない、やる気がない、落ち着かないな
ど精神的に悩んでいる方、また認知症を抱
えるご家族に対して精神科の専門医が相談
に応じる
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高齢者
　対象者には個人通知が出ます。

　どちらのワクチンも、「60歳以上65歳未満の人で
あって、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人」
も対象となりますので、希望者は申し出てください。

種類 種目 対象年齢 回数・間隔

不
活
化

日本脳炎

特例措置：平成19年
4月1日以前に生ま
れた人で20歳未満
の人（20歳の誕生日
の前日まで）

1期2回、追加1回
の未接種分
2期1回（1期を終
えた9歳以上の
人）

平成19年4月2日～
平成21年10月1日
生（9歳から13歳未
満）

不
活
化

二種混合
11歳から13歳未満

（標準として小学校
6年生）

2期1回

不
活
化

子宮頸がん
予防

中学1年生から高校
1年生相当の年齢の
女子

初回2回追加1回

種類 種目 対象年齢 接種期間
不
活
化

インフル
エンザ

接種当日65歳以上
の人

10月～12月
下旬

不
活
化

高齢者
肺炎球菌

対象年度中に65・
70・75・80・85・90・
95・100歳になる人
※ 過去に23価肺炎

球菌ワクチンを
接種したことが
ある人は対象外

対象年度1年間

休日・夜間、病気になったときは
【休日・夜間診療】

診療時間　 【夜間（月～土曜日）】18：00～翌日8：30  
【休日（日曜日・祝日）】 8：30～翌日8：30

伊勢崎佐波医師会病院
 伊勢崎市下植木町481　☎24-0111

休日、歯が痛くなったときは
【休日歯科診療】

診療時間　10：00～15：00（受付は14：30で終了）

伊勢崎佐波歯科医師会休日歯科診療所
 伊勢崎市上泉町151（伊勢崎市社会福祉会館3階）　☎23-2772

病院名・住所・電話番号 当番日 診療時間

伊勢崎佐波医師会病院
伊勢崎市下植木町481

（☎24-0111）

月～土曜日 20：00～23：00

日曜日・祝日  9：00～17：00

伊勢崎市民病院
伊勢崎市連取本町12-1

（☎25-5022）
日曜日・祝日 17：00～翌8：30

夜間、子どもが急に具合が悪くなったときは
【小児夜間休日診療】

相談窓口　 伊勢崎保健福祉事務所  
伊勢崎市下植木町499　☎25-5066

⃝ エイズ相談・検査…相談・血液検査、無料・匿名、予
約制

⃝ 不妊に悩む方への特定治療支援事業…不妊治療の
うち体外受精又は顕微授精（特定不妊治療という）
を行う方に費用の一部を助成、1回の治療当たり上
限15万円（治療内容により7万5千円）まで

　男性不妊治療費も助成。
⃝ 特定医療費（指定難病）医療給付制度…国が指定し

た疾患の医療費助成
⃝ 小児慢性特定疾病医療給付制度…国が指定した疾

患の医療費助成
⃝ その他の相談…精神保健相談（予約制）、難病相談、

栄養相談、検便、食品の相談等

感染症・難病・特定疾患他【県事業】
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　妊娠がわかったら、医療機関から発行される「妊
娠届出書」を保健センターに提出してください。
その際、赤ちゃんの健康の記録となる「母子健康手
帳」や「妊婦一般健康診査受診票」、「妊婦歯科健康診
査受診票」「新生児聴覚検査受診票」、出産に伴う諸手
続きの案内をお渡しします。

必要なもの　□妊娠届出書（医療機関から発行）

マタニティマーク
　妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さん
の健康を維持するためにもとても大切な時期です。
しかし、外見からは見分けがつかないため、「電車で
席に座れない」「たばこの煙が気に
なる」など妊婦さんには様々な苦労
があります。マークは、妊婦さんが
身につけ、周囲に妊婦であることを
わかりやすくするものです。

ぐーちょきパスポート

　群馬県内にお住まいの（または子どもが群馬県内
に通学・通園している）子育て世帯にお配りしていま
す。協賛店舗で提示すると、店舗のご厚意により割引

妊娠届と母子健康手帳
保健センター　☎64-7706

　玉村町では、不妊治療をされているご夫婦の医療
費に対する助成を行っています。

対象者
⃝ 申請時に、玉村町に住民登録してから1

年以上経過している夫婦
⃝町税に滞納がない夫婦

対象となる
医療費

⃝ 4月1日～翌年3月31日の間に受けた不
妊治療の医療費

※ 保険診療一部負担額および保険適用外
負担額を含みます。

※ 文書料や入院時の食事代、差額ベッド
代等は対象外です。

助成内容

⃝ 不妊治療に要した医療費の1/2、上限額
10万円

⃝ 1組の夫婦に対して、1年度あたり1回、
5回を限度とする。

※ 群馬県の助成も受ける場合、県助成額
と町助成額の合計が実際の医療費額を
超えてしまうときは、医療費と県助成
額の差額が町の助成額となります。

こうのとり助成事業
保健センター　☎64-7706

子育て
やプレゼントなど、さまざまな「ちょい得」サービス
を受けられるカードです。

配布対象
　次のどちらかの条件を満たすご家庭に配布してい
ます。
⃝ 18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの子

どもがいる家庭
⃝妊娠中の方がいる家庭
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　児童が保育所等を利用していない家庭で、保護者
に用事ができた際などに利用できます。

対象児童
満1歳から小学校就学前の子ども（にしきの
保育園・たまむら直心保育園は生後3カ月目
から）

実施場所

第1保育所（☎65-2565）
第3保育所（☎65-2567）
第4保育所（☎65-2564）
にしきの保育園（☎75-1777）
たまむら直心保育園（☎30-2115）

保育時間・
利用料金

保育所ごとに違いますので、直接お問い合わ
せください。

申込方法
事前に各保育所に電話連絡をしてください。
※ お子さんの心身の状態によってはお預か

りできないこともあります。

一時預かり
子ども育成課　☎64-7719

　保護者の急用などの際の子どもの預かりや保育施
設等からの送迎を有償で行う相互援助の活動組織で
す。子育ての手助けを必要とする「おねがい会員」、預
かりを実施する「まかせて会員」を募集しています。

ファミリー・サポート・センター
玉村町ファミリー・サポート・センター　☎75-5211

下新田208-4（玉村町ふるハート交流会館）

対象児童 概ね生後4ヶ月～小学校6年生の子ども

利用料金
（健常児、病児・
病後児（感染症

等は不可））

利用日 利用時間 金額
（1時間あたり）

平日
（月～金）

7：00～19：00 700円
上記時間以外 900円

土・日、祝日、
年末年始 終日 900円

※ その他、援助の内容によっては実費を負担
していただく場合があります。

利用方法
利用には会員登録（入会金500円、年会費500
円）が必要です。ファミリー・サポート・セン
ターで入会申し込みを行ってください。

　産前・産後、昼間の育児協力が得られず、育児が不
安であったり困難な方のお宅に訪問して、育児・家事
に関するお手伝いをします。

利用可能期間
母子手帳交付から出産した乳児の退院後、
6ヶ月の間に60時間までの利用ができま
す。（多胎児の場合は、12ヶ月で120時間）

利用時間・料金 1時間コース500円、2時間コース1,000円

利用内容
⃝乳児のもく浴介助　 ⃝育児支援
⃝食事の準備、片付け　⃝衣類の洗濯等
⃝生活必需品等の買い物等

利用方法

玉村町ファミリー・サポート・センターま
たは子ども育成課で手続きをしてくださ
い。役場へ来るのが困難な場合は、電話で
も受け付けています。

ママヘルプサービス
子ども育成課　☎64-7719

　赤ちゃんの駅では、乳幼児をかかえる保護者の外
出支援を目的として、授乳の場やおむつ替えの場な
どを提供しています。
赤ちゃんの駅設置場所
⃝道の駅「玉村宿」
⃝ フレッセイ
　（玉村店）
⃝ネッツトヨタ高崎（玉村かみのて店）
⃝ホンダカーズ伊勢崎中央（玉村店）
⃝玉村八幡宮　⃝（有）美創
⃝ウクレレ教室「みちくさや」　⃝玉村町商工会
⃝住民活動サポートセンター「ぱる」
⃝ファミリー・サポート・センター
⃝文化センター　⃝社会体育館
⃝総合運動公園クラブハウス　⃝北部公園休憩室
⃝保健センター　⃝地域子育て支援センター
⃝西児童館　⃝健康の森児童館　⃝上陽児童館
⃝中央児童館　⃝南児童館

赤ちゃんの駅
子ども育成課　☎64-7719

赤ちゃんの駅マーク

このマークと
のぼりが目印だよ！
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　町内に5館ある児童館は、地域の子育てネットワー
クづくりのため、子育て中の親子の集いの場となっ
ています。児童厚生員の指導のもと、乳幼児から小学
生くらいまでの児童が遊びに来ています。各児童館
では親子で参加できる親子教室（登録制）を実施して
います。

児童館
子ども育成課　☎64-7719

児童館名 開所時間 所在地・電話 休館日

西児童館 平　日
10時00分～18時00分

板井53-1
☎65-1137

土・日・祝日
年末年始

健康の森
児童館

終　日
10時00分～18時00分

飯倉59-3
☎64-6600

月曜日
年末年始

上陽
児童館

平　日
10時00分～18時00分
土曜日
10時00分～17時30分

樋越865-2
☎64-6565

日・祝日
年末年始

中央
児童館

平　日
10時00分～18時00分
土曜日
10時00分～17時30分

福島533-2
☎64-1400

日・祝日
年末年始

南児童館
平　日
10時00分～18時00分
土曜日
10時00分～17時30分

上之手
2021-3
☎64-7654

日・祝日
年末年始

※上陽・中央・南児童館は放課後児童クラブ併設

地域子育て支援センターは、乳幼児期のお子さん
と保護者が安心して遊べる場所です。遊具や絵本を常
備しているので、利用したことのない親子も大歓迎！
気軽に遊びに来てください。読み聞かせや手遊び、工
作等のイベントや講座も定期的に開催しています。ま
た、経験豊富な保育士が子育て相談に応じます。

開館時間　平日 9：00～16：00
※土日祝日、年末年始はお休みです。

地域子育て支援センター
玉村町下新田176（第1保育所内）　☎30-6601

Pick Up !

たまたんサンデー
　毎月第4日曜日（予定）に施設を開放して楽しいイ
ベントを企画しています。たまたんが来る日もある
よ！開催日は年間スケジュールでチェック！

親子教室
　絵本を読んだり、手遊びや簡単な製作などをして
楽しく遊びます。

対象者

各児童館の小学校区にお住まいの、1歳から就
園前の幼児とその保護者（5月から3月まで1年
を通して参加できる方）
※定員〆切りとなります。

募集期間 4月下旬

ゼロワンひろば
　毎月第2金曜日には、子育てボランティアさんが読
み聞かせや手遊びのイベントを行っています。0歳の
お子さんも楽しめます！

Pick Up !

母子会
　親子参加型のレクリエーション等で、会員間での情報
交換や親子の絆を深められるような事業を実施していま
す。年会費は1,000円です。
【問い合わせ先】
子ども育成課（3階②番窓口／☎64-7719）

無料学習支援
　ひとり親家庭や、非課税世帯等の小学生と中学生を対
象として、週に1回程度の無料学習会を開催しています。
【問い合わせ先】
◇小学生：子ども育成課（3階②番窓口／☎64-7719）
◇中学生（高校生も可）： NPO法人学習塾HOPE 

（☎027-362-6178）

　保護者が家庭において就学前のお子さんを保育で
きない場合、児童福祉法に基づき、保護者に代わって
保育する場所です。利用には、次のような要件が必要
になります。
⃝ 玉村町に居住する、0～5歳児（利用できる月齢は、

施設によって異なります。）
⃝保育所等での保育（集団生活）に支障のないこと。
⃝保護者が児童を保育できない状態にあること。

保育料について
　4～8月分の保育料は保護者の前年度市町村民税
額、9～3月分の保育料は保護者の当年度市町村民税
額により算出されます。
※ 年齢要件等により、幼児教育・保育無償化制度の対

象になります（47・48ページ参照）。入所要件や保
育料の詳細については、子ども育成課へお問い合
わせください。

保育所・幼稚園・認定こど
も園に通うには
保育所・認定こども園（保育）

子ども育成課　☎64-7719
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第3子以降保育料無料化
　第3子以降の児童が保育所等を利用している場合、
申請により保育料は無料となります。

例年、9月頃に翌年度の利用申し込みを受け付け
ています。育児休業明け等で年度途中の利用を希
望する場合も利用の申し込みを必ず行ってくださ
い。年度途中での利用申し込みも随時受け付けて
いますが、利用が難しい場合もあります。

保育施設名 開所時間 所在地・電話 休日
保育

公
立

第1保育所 平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～13：00

下新田176
☎65-2565

第2保育所 平　日 7：30～18：30
土曜日 7：30～13：00

角渕5109
☎65-2566

第3保育所 平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～13：00

樋越904
☎65-2567

第4保育所 平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～13：00

飯倉70
☎65-2564

第5保育所 平　日 7：30～18：30
土曜日 7：30～13：00

福島31-1
☎65-5000

私
立

に し き の
保育園

平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～19：00

上之手1619-5
☎75-1777 ○

玉村おひさ
ま保育園

平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～17：00

上福島310-1
☎61-7337

たまむら
直心保育園

平　日 7：00～19：00
土曜日 7：00～19：00

後箇215-1
☎30-2115 ○

認 定 こ ど
も園
マーガレッ
ト幼稚園

平　日 7：30～18：30
土曜日 7：30～17：30

南玉758
☎65-2120

フ ェ リ ー
チ ェ 国 際
こども園

平　日 7：30～19：00
土曜日 7：30～15：30

飯塚328
☎75-6600

町内保育所・認定こども園一覧

※ 実際に利用できる時間は、保護者の就労時間等の
条件によって異なります。

※第5保育所の運用は令和3年度末までです。

　就学前のお子さんに、家庭では経験できない社会や
文化を提供し、集団生活の中でお子さんの自立心や協
調性を育む場所です。玉村町には、公立幼稚園が1か
所、認定こども園が2か所あります。入園に関する案
内や手続きは各園ごとに行っており、教育・保育認定
の1号認定を受ける必要があります。詳細については
直接各園にお問い合わせください。

幼稚園・認定こども園（教育）
学校教育課　☎64-7713

幼稚園名 保育時間 利用
定員 所在地・連絡先

公
立玉村幼稚園

月～金曜日
10：00～14：00

180名 板井53-2
☎65-7701

私
立

マーガレット
幼稚園 45名 南玉758

☎65-2120
フェリーチェ
国際こども園

月～金曜日
8：30～15：30 120名 飯塚328

☎75-6600

町内幼稚園・認定こども園一覧

※ マーガレット幼稚園及びフェリーチェ国際こども
園は、保育時間前後の預かりも実施しています。

幼児教育・保育無償化制度
学校教育課  子ども育成課

　令和元年10月より、3歳から5歳までの幼稚園、保
育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利
用料が、無償化されました。

玉村町役場 ☎0270玉村町の　 市外局番は です 47

子
育
て

２００３玉村町(SG18)行政最終.indd   47 2020/02/05   16:22:10



3． 幼稚園等の預かり保育を利用する
場合の利用者負担額（※）

対象者　 保育が必要な満3歳から小学校就学前ま
での子ども

手続き　 施設の利用手続き以外に、施設等利用給付
認定の手続きが必要です。

4． 認可外保育施設、一時預かり（在園児以外の
利用）、病児保育、ファミリー・サポート・セ
ンターを利用する場合の利用者負担額（※）

対象者
①保育が必要な3歳児から小学校就学前までの子ども
② 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子ども

手続き　 施設の利用手続き以外に、施設等利用給付
認定の手続きが必要です。

※ 無償化の対象となる利用者負担額には上限があり
ます。詳しくはお問い合わせください。

　保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学生
に、放課後や土曜日、長期休み等の学校休業日に施設
を利用して適切な遊びや生活の場を提供するもので
す。1年生から6年生まで利用でき、各小学校区ごと
にあります。入所申し込み等のお問い合わせについ
ては、直接各クラブへお問い合わせください。翌年度
4月からの利用申請は、例年11月ごろに行っていま
す。

放課後児童クラブ
子ども育成課　☎64-7719

利用時間
※日曜日、祝日、年末年始は休館です。

公設クラブ
平　日　放課後～18：00まで
土曜日　8：30～17：30まで（延長保育はありません）
長期休み　7：45～18：00まで
延長保育　18：00～18：30まで（申請が必要です）

民設クラブ（がんばりっこクラブにしきの）
平　日　放課後～19：00まで
土曜日・長期休み　7：00～19：00まで

2． 幼稚園（新制度未移行園）を利用す
る場合の利用者負担額（※）

対象者　満3歳から小学校就学前までの子ども
手続き　 施設の利用手続き以外に、施設等利用給付

認定の手続きが必要です。

1． 幼稚園（新制度）、保育所、認定こども
園等を利用する場合の利用者負担額

対象者
① 3歳児から小学校就学前までの子ども（1号認定子

どもは満3歳から）
②住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子ども

手続き
　施設の利用手続き以外に、特別な手続きはありま
せん。
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使用料
　公設クラブ
　通常使用（一人あたり）
　　　　　　　   月額6,000円（8月のみ7,000円）
　延長使用料　   月額1,000円

クラブ名 所在地 電話 学校区
玉村小学校放課後児
童クラブ

下新田
99-1 61-6181 玉村小学校

放課後児童クラブ 
スマイル 下新田602 50-0477 玉村小学校

芝根小学校放課後児
童クラブ 飯倉39 未定 芝根小学校

上陽児童館放課後児
童クラブ 樋越865-2 64-6565 上陽小学校

中央児童館放課後児
童クラブ 福島533-2 64-1400 中央小学校

がんばりっこクラブ
にしきの（※）

上之手
1619-5 75-1777 中央小学校

南児童館放課後児童
クラブ

上之手
2021-3 64-7654 南小学校

児童手当
健康福祉課　☎64-7705

支給対象者
　中学校修了前（15歳の年度末まで）の児童を養育
する父母のうち、生計を維持する程度の高い人。

支給月額
　0～3歳未満    15,000円
　3歳～小学校修了前（第1、2子） 10,000円
　3歳～小学校修了前（第3子）  15,000円
　中学生    10,000円
　所得制限額超過者    5,000円

申請手続き
　次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
□印鑑　□申請者の健康保険証
□ 申請者の銀行等の口座が確認できるもの（手当は

口座振込です。）
□ 申請者および配偶者の個人番号（マイナンバー）が

わかるもの
※ 申請した月の翌月からの支給になりますのでご注

意ください。

支給額
児童1人につき年間15,000円

特別児童扶養手当
健康福祉課　☎64-7705

　心身に重度または中度の障がいをもつ20歳未満
の児童を養育している方に支給されます。（ただし、
所得制限があります）。

支給額
〔1級〕月額51,100円　〔2級〕月額34,030円

障害児福祉手当
健康福祉課　☎64-7705

　日常生活において常時の介護を必要とする20歳
未満の人に支給されます。ただし、社会福祉施設に入
所中の人は除かれます。

支給額
　月額14,480円

児童扶養手当
子ども育成課  ☎64-7719

ひとり親家庭等の自立を支援することを目的とし
て給付される手当です。離婚等により、父親又は母親と
生計を同じくしていない子どもを監護している母又は
父、父母に代わり子どもを養育している人、父親又は母
親が重度の障害者である家庭の母又は父などに支給さ
れます（所得制限や年金との併給制限があります）。手
続き方法については、直接お問い合わせください。

全国共有ダイヤル　189
（最寄りの児童相談所に電話がつながります。）
※匿名でも可能です。秘密は守られます。

児童虐待かな？と思ったら

玉村町母子・父子家庭児童および交通遺児修学給付金
子ども育成課　☎64-7719

　義務教育期間中の児童を養育するひとり親家庭等
に対し、修学給付金を給付します。

※ がんばりっこクラブにしきのの使用料は月額
9,000円（延長保育料含む）
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教育
幼稚園

学校教育課　☎64-7713

　幼稚園について詳しくは、子育てに関する47・48
ページを参照ください。

入学、転出、転居するとき
学校教育課　☎64-7713

　町内に住所がある児童・生徒は教育委員会が指定
する小・中学校に入学します。

入学

　翌年度就学する年になると、入学予定小学校の就
学時健診の通知が届きます（9月頃）→入学説明会の
通知が届きます（1月頃）→入学通知書が届きます（1
月下旬頃）→入学式（4月）

小学校入学までの流れ

　通っている学校に転出する旨をお申し出いただく
とともに、お引っ越し先の教育委員会にも予めご連
絡ください。学校から必要書類が渡されますので、お
引っ越し先へお持ちください。

転出

学校区が変更にならない場合は、通っている学校
に住所が変わったことをご連絡ください。学校区が変
更になる場合は、通っている学校にお申し出いただ
き、学校から渡された必要書類を持って、住所変更の
手続きをして、学校教育課窓口にお越しください。

転居

奨学金
学校教育課　☎64-7713

　玉村町教育委員会では、育英金並びに田中奨学金、
柴田奨学金、大澤奨学金を設置し、当該生徒に支給し
ています。新規申請の場合は、審査等で承認されま
す。詳しくは、庶務係までお問い合わせください。

中学校
学校名 電話番号 生徒の在住地（大字）

玉村中学校 65-2019 小泉・下之宮・箱石・南玉・福島・斎
田・板井・上福島・樋越・飯塚・藤川

南中学校 65-8188
上新田・下新田・与六分・八幡原・
宇貫・上之手・角渕・上飯島・後箇・
上茂木・下茂木・川井・飯倉・五料

就学援助費
学校教育課　☎64-7713

　町内に在住するお子さんを義務教育学校（小中学
校等）に通わせている家庭に、就学費用の一部を補助
支給するものです。申請すると所得や世帯の状況な
どの審査があり決定されます。

小学校・中学校一覧
学校教育課　☎64-7713

小学校
学校名 電話番号 児童の在住地（大字）

玉村小学校 65-2304

下 新 田 の 一 部（ 主 要 地 方 道 藤
岡・大胡線の以西の地域）（1-1
～287、406-1～506、584-1～
741-2、903-1～1111-2）
上新田・与六分・板井・斎田
上之手の一部（1370-3～1376-
1、1774-1～1780-1、1788-1～
1791-10、1807-1～1811-8）
福島の一部（3-8～3-49）

上陽小学校 65-2350 上福島・樋越・飯塚・藤川

芝根小学校 65-2650
下茂木・川井・飯倉・五料・小泉・
箱石・下之宮（326-1、326-12～
326-16を除く）

中央小学校 65-5609

下新田の一部（主要地方道藤岡・
大胡線の以東の地域）（288-1～
403-7、507-1～583-2、743-1
～902-2、1113～）
上飯島・南玉・後箇・上茂木
福島（3-8～3-49を除く）
下之宮の一部（326-1、326-12～
326-16）
上之手の一部（1618-1～1619-
12、1743-1～1746-9）

南小学校 65-9000

宇貫・八幡原・角渕
上之手（1370-3～1376-1、
1618-1～1619-12、1743-1
～1746-9、1774-1～1780-1、
1788-1～1791-10、1807-1～
1811-8を除く）
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生活環境
浄化槽の保守点検

環境安全課　☎64-7708

　県の登録を受けた業者に依頼してください。業
者については群馬県中部環境事務所（☎027-219-
2020）までお問い合わせください。

し尿及び浄化槽汚泥の汲み取り
環境安全課　☎64-7708

　町の許可を受けた汲み取り業者に依頼してくださ
い。業者については環境安全課までお問い合わせく
ださい。

　犬の登録、狂犬病予防注射は飼い主の義務です。忘れず行いましょう。
項目 内容 手数料

犬の登録
生後91日以上の飼い犬は、登録が義務付けられています。登録
は環境安全課、狂犬病予防注射会場、伊勢崎佐波地区の動物病院
でできます。登録すると「登録鑑札」が交付されます。

登録料3,000円（1頭につき）

狂犬病予防注射
生後91日以上の飼い犬は、年に1度の狂犬病予防注射が義務付
けられています。年2回行われる狂犬病予防注射会場か、伊勢崎
佐波地区の動物病院でできます。注射をすると「注射済票」が交
付されます。

注射代　2,950円（1頭につき）
注射済票   550円（1頭につき）

計　3,500円 　　　

犬を譲った・譲り受けた
環境安全課にて所有者変更の手続きをしてください。犬の鑑札
について、譲った場合は新しい飼い主に渡し、譲り受けた場合は
前の所有者から譲り受けてください。

無料

町外からの転入 環境安全課にて以前の鑑札を玉村町の新しい鑑札に交換しま
す。鑑札を紛失された場合は再交付料がかかります。

無料
紛失の場合は再交付料1,600円

町外への転出 転出先の市町村役場にて手続きを行ってください。

飼い犬の死亡 環境安全課までご連絡ください。電話で手続きできます。 無料

犬の登録と狂犬病予防注射 環境安全課　☎64-7708
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道路で死んでいる動物を見かけたら
クリーンセンター　☎0270-65-4343

　回収しますのでクリーンセンターまでご連絡くだ
さい。私有地の場合は所有者・管理者の責任で処理を
お願いします。

スズメバチの巣を見かけたら
環境安全課　☎64-7708

　住宅及びその周辺に営巣されたスズメバチの巣を
見かけた場合は、環境安全課へご連絡ください（ご自
身での駆除は大変危険です）。

各種補助金 環境安全課　☎64-7708

　町指定の申請書に必要事項を記入し、申請してください。町税等に未納がある場合には交付できません。ま
た、補助金の予算には限りがありますので、事前に電話等でご確認ください。

内容 申請方法 補助金額

住宅用太陽光発電システム設置補助
システム設置後（電力会社との系統連系後）
90日以内に申請書を提出
※ 添付書類等、詳細についてはお問い合わせ

ください。

1kwあたり15,000円
上限45,000円

家庭用生ごみ処理機設置補助 領収書の原本と保証書の写しを添付し、購入
後3ヶ月以内に申請書を提出

購入金額の2分の1（100円未満切捨）
上限25,000円

犬・猫の避妊・去勢手術費用補助 手術予定日の1週間前までに申請書を提出
（犬については町に登録してあることが条件）

避妊手術　上限5,000円
去勢手術　上限3,000円
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もやすごみ・しげんごみ・もえないごみの収集日と土・日曜粗大ごみ受入日については、「ごみ収集カレンダー」でご確認ください。

ごみ 玉村町クリーンセンター　☎65-4343／環境安全課　☎64-7708

　お住まいの地域のごみの収集日については、「ごみ収集カレンダー」で確認してください。ごみを出す際は、町
の指定袋を使用し、「ごみの出し方・分け方」をよく見てきちんと分別し、ルールを守ってください。粗大ごみは、
前日までにクリーンセンターに電話予約をして、直接持ち込んでください。

ルールを守っていないごみは収集できません。
●収集日の当日朝8：00までに、決められたごみステーションに出してください。
●きちんと分別、収集日を守り、玉村町の指定袋に入れ、しっかりしばって出してください。
●事業系（工場・事務所・商店など）のごみは、ステーションには出せません。

ごみと資源の出し方・分け方 ☞「ごみ収集カレンダー」をご確認ください（毎年3月に配布しています）

太さ5㎝以下・長さ50㎝以下に限る。抱えられる程度に束ねて、1回に3束まで。太い物や大量の場合、「粗
大ごみ」となります。葉・小枝はもやすごみ袋に入れて出す。
※ 枝木のリサイクル…燃料化に取り組んでいますので、なるべく「粗大ごみ」としてクリーンセンター

に持ち込むようご協力ください。ごみステーションに出されたものは、リサイクルできません。

※ 布団・カーペットなどは
粗大ごみです。

スマートフォンで、ごみを出せる日をお知らせします
スマートフォンをお持ちの方は、ごみ出し便利アプリ「さんあーる」をぜひ登録してください。
アプリインストール 各ストアより「さんあーる」で検索か、QRコードでダウンロードできます。

※「1辺の長さが50㎝以上」の物や、「10㎏以上」の物は、指定袋に入っても「粗大ごみ」になります。

もやすごみの減量・減容のため、
家庭用生ごみ処理機設置補助金制度があります。
申請されたい方は、環境安全課までご連絡ください。

もやすごみ　週2回
●生ごみ
しっかりと水切りをして
※生ごみの大部分は水分です。

●ビニール・ゴム・皮革製品
ビニールホースは50㎝以下に切って

● プラスチック類・ 
梱包用発泡スチロール

●紙おむつ・ティッシュ
汚物は取り除いて

●枝木類（ひもで束ねる）

収集できない
危険ゴミ

●水銀体温計
　水銀血圧計
　ボタン電池
※ 割れやすく、水銀の
飛散を防止するた
め、下記の場所に直
接お持ちください。

　 環境安全課（役場2
階）・B＆G海洋セン
ター・クリーンセン
ター

CR20XX
3V

35
6

8
9
40
1
42

37
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しげんごみ・もえないごみ　月2回 第5週目のしげんごみ・もえないごみの
収集はありません。

ビン・カン・古着類 第1週目・第3週目

必ず種類ごとに分け、混ぜて出さないこと！
●空ビン
キャップは必ず取って中をゆすぐ

●空カン
飲料用・お菓子・海苔・缶詰。中身は必
ず出してゆすぐ
※上記以外のカンは「もえないごみ」へ

●古着類
古着は洗濯し、よく乾かしてから、しげんごみ・もえないごみ袋に
入れて出してください。雨の日は出さないでください。下記の場所
に常設してある古着リサイクルボックスでも収集しています。

ペットボトル 食品発泡トレイ

●ペットボトル
①キャップを取る
②ラベルをはがす
③中を洗う
④かるくつぶす

●食品発泡トレイ 
（毎月第1週目のみ）

①ラップ、ラベルをはがす
②軽く洗って、水を切る
※ 梱包用発泡スチロール、プラ

スチック製のトレイは「もや
すごみ」へ

⃝ ステーションに設置されている青色のネット袋にはペット
ボトル、緑色のネット袋にはトレイを直接入れる。

⃝ ネット袋には、ペットボトル・トレイ以外の物は入れないこ
と。

⃝油や汚れのひどいものは「もやすごみ」へ

≪古着リサイクルボックス≫
役場玄関・社会体育館・B&G海洋センター・文化センター・老人福祉セン
ター・総合運動公園・北部公園

もえないごみ
※ 金属と可燃物の混成製品は、分けることが

できなければ「もえないごみ」で出す 
（例：金属付ファイル・ピンチハンガー）

●蛍光灯・電球
（割れないようにして）

なるべく入っていたケース
に入れるか、新聞紙などに包
んで出す

●乾電池
透明な袋等に入れて「乾電池」と書い
て出す（アルカリ・マンガンのみ）
※ ボタン電池や充電池は家電量販店やホー

ムセンターなどの「リサイクル協力店」へ

●ライター・スプレー缶・オイル缶・塗料缶
※使い切ってから穴をあけないで出す
ライターだけを透明な袋等に入れて「ライター」と書いて出す

●ガラス・陶器類
●金属類・家庭雑貨

（刃物は紙にくるんで）

●小型家電類 ※ 電池は必ず取り除くこと
※ 10㎏以上の物は、袋に入っても「粗大ごみ」です。

リユース・リサイクル可能なものは分別してリユース・リサイクルしています

第1週目・第3週目 第1週目

第2週目・第4週目

新聞・段ボール・雑誌・飲料用紙パック・ざつ紙
第2週目・第4週目

必ず種類ごとに分け、混ぜて出さないこと！
※雨天の時は、次回の収集日に出すか、しげんごみ・もえないごみ袋に入れる。

●新聞
折り込みチラシは一緒に

●雑誌
本や教科書も含む

●ざつ紙
ビニール、金具、銀紙などの、紙以外のもの
を取り除き、紙袋に入れて出す

子ども会や地区
で行っている資
源回収にご協力
ください
実施団体に補助
金が交付され、
団体の育成に役
立てられます。
また、資源物の
持ち去り防止に
もなります。

※ 防水加工紙（紙コップ）、感熱紙（レシート）、圧
着はがき、写真などは「もやすごみ」へ

●段ボール
異物（発泡スチロールやビニールなど）は
取って「もやすごみ」へ

※ 断面が波型のもの

●飲料用紙パック
中を洗って開いて乾かす
※ 内側がアルミ加工されている物は「もやすごみ」へ

ティッシュの箱 おかしの箱 包装紙

パンフレット カレンダー 封　筒

BEER酒

お茶

水

ソース

サ
ラ
ダ
油

材質表示
マーク

マークがあればリサイクル可能です

◆ 衣類全般：泥、油、ペンキ等で汚れていないもの。ボタン、ファスナー
等は取らずにそのまま出してください。

◆ 衣類以外：バッグ、ベルト、靴（片方は不可）、帽子、ネクタイ、マフラー、
スカーフ、タオル類、シーツ、布団カバー、毛布、カーテン、ぬいぐるみ出せる物

出せない物

※しげんごみ袋に入らないものは、粗大ごみとしてクリーンセンターに直接持ち込んでください。

⃝切り刻んだ布  ⃝レインコート  ⃝サンダル、スリッパ、
上履き、ゴム長靴  ⃝足ふきマット、便座カバー  ⃝枕

もやす
ごみへ

⃝布団（座布団含む）、マットレス、電気毛布
⃝こたつの下敷き  ⃝ジュータン・カーペット

粗 大
ごみへ
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上下水道
水道に関する届出

上下水道課　☎65-6691

　次のようなときは、連絡又は届出が必要です。
（1）玉村町に転入し、水道の使用を開始するとき。
（2）玉村町から転出し、水道の使用を中止するとき。
（3）入院等で長期間、水道を使用しないとき。
（4） 給水装置の所有者を変更するとき（既存の宅地の

購入、親族間での名義変更など）。

水道料金
上下水道課　☎65-6691

　水道料金は、使用水量に応じ2ヶ月ごとの請求とな
ります。検針員が水道メーターの指針を確認します。
水道メーターの周りには障害物を置いたり、犬をつ
ないだりしないようお願いします。

水道加入金
上下水道課　☎65-6691

　給水装置の新設、メーター口径の変更には、加入金
と手数料が必要です。

用途 基本使用料 従量料金
一般用 16㎥まで 1,540円 129.8円／㎥

 令和2年4月1日現在（税込み）

メーター口径 加入金 手数料
13㎜    66,000円

7,000円

20㎜   176,000円

25㎜   286,000円

30㎜   396,000円

40㎜   770,000円

50㎜ 1,144,000円

75㎜ 別に定める額

 令和2年4月1日現在（税込み）
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給水装置工事の申込
上下水道課　☎65-6691

　玉村町指定の給水装置工事店に依頼してくださ
い。町への申請手続きは、指定工事店が代行します。

下水道への接続
上下水道課　☎65-6691

　町は全域を下水道の計画区域と定め、下水道の整
備を推進しています。下水道が整備された地域では
衛生的で快適な生活を送ることができます。供用開
始区域内の方で下水道への接続がお済みでない方は
早期接続をお願いします。
　下水道への接続には玉村町指定の排水設備工事店
への依頼が必要です。町への申請手続きは指定工事
店が代行します。

下水道使用料
上下水道課　☎65-6691

　下水道使用料は、水道使用量に応じ、水道料金とと
もに2ヶ月ごとの請求となります。なお、井戸水を使
用の場合は、認定により排水量を変更しますのでご
連絡ください。

用途 基本使用料 従量使用料

一般用 20㎥まで 1,980円
21～120㎥ 110円／㎥

121㎥以上 121円／㎥

 令和2年4月1日現在（税込み）

受益者負担金制度
上下水道課　☎65-6691

　下水道の整備により利益を受ける方に建設費の一
部を負担していただく制度です。下水道の供用開始
区域の土地所有者等に対し、受益者負担金を1度だけ
賦課します。下水道への接続の有無にかかわらずご
負担いただきます。金額は土地面積1㎡あたり240円
です。
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施設一覧

施設名 住所 電話番号

玉村町役場 下新田201 65-2511（代）

保健センター 下新田201 64-7706

クリーンセンター 上福島158-1 65-4343

西児童館 板井53-1 65-1137

健康の森児童館 飯倉59-3 64-6600

上陽児童館 樋越865-2 64-6565

中央児童館 福島533-2 64-1400

南児童館 上之手2021-3 64-7654

第1保育所 下新田176 65-2565

第2保育所 角渕5109 65-2566

第3保育所 樋越904 65-2567

第4保育所 飯倉70 65-2564

第5保育所 福島31-1 65-5000

地域子育て支援センター 下新田176 30-6601

障害者福祉センター のばら 福島965 64-5811

老人福祉センター 上福島296 65-1294

（公財）玉村町農業公社 福島471 64-3122

食肉卸売市場 上福島1189 65-2011（代）

勤労者センター 下新田227-1 65-7144

玉村町消費生活センター 下新田227-1 20-4020

水道庁舎（上下水道課） 上新田1116-3 65-6691

施設名 住所 電話番号

玉村小学校 下新田99-1 65-2304

上陽小学校 樋越921-1 65-2350

芝根小学校 飯倉39 65-2650

中央小学校 福島401 65-5609

南小学校 角渕5011 65-9000

玉村中学校 福島913 65-2019

南中学校 上之手1748 65-8188

玉村幼稚園 板井53-2 65-7701

給食センター 下新田62-1 65-6706

文化センター 福島325 65-1110（代）

玉村町公民館 福島325 65-2354

町立図書館 福島325 65-1122

歴史資料館 福島325 30-6180

（公財）玉村町文化振興財団 福島325 65-0600

社会体育館 上之手1517 65-6537（代）

B＆G海洋センター 飯倉59-4 64-5311

総合運動公園 宇貫480 65-9530

住民活動サポートセンター ぱる 下新田208-4 65-7155

ファミリーサポートセンター 下新田208-4 75-5211

道の駅 玉村宿 上新田604-1 27-6688

玉村町役場関係施設

暮らし
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制度名 内容 取り扱い金融機関・申請先

中小企業向け融資
制度

一般小口資金 町内の中小企業者（個人・法人）に対して、運転資
金や設備資金を融資します。

町内金融機関（群馬銀行、桐生信用
金庫、ぐんまみらい信用組合、東和
銀行、高崎信用金庫、アイオー信用
金庫の町内支店）特別小口資金

町内の小規模企業者（従業員20人（商業又はサー
ビス業は5人）以下の会社及び個人、事業協同小組
合であって、特定事業を行うもの、特定事業を行う
企業組合又は協同組合で従業員が20人以下のも
の）に対して、運転資金や設備資金を融資します。

中小企業向け補助
制度

経営サポート資金
保証料補助

群馬県経営サポート資金を利用した町内の中小
企業者（個人・法人）に対して、支払った信用保証
料の額の2分の1を補助します。
※ 景気対策事業のため、状況に応じて制度の改廃

が行われることがあります。
経済産業課商工労働係
☎65-7144

利子補給
小口資金や中小企業設備支援資金（群馬県）、商工
貯蓄共済利用者に対して、支払利息の一部を補助
します。

新規中小企業向け
補助制度

玉村町創業者融資
保証料補助金及び
利子補給金

対象となる融資に係る信用保証協会に支払った
信用保証料の1/2を補助 経済産業課商工労働係

☎65-7144対象となる融資を受けた日から4年間の支払利子
全額を補給

※ 各融資や補助を受けるにあたっては、別途定められた条件を満たしている必要があります。詳細は経済産業
課商工労働係または取り扱い金融機関にお問い合わせください。

融資制度

※ 入居にあたっては、別途定められた条件を満たしている必要があります。詳しい条件等は担当課までお問い
合わせください。空きがない場合には順番待ちになります。

町営住宅
低所得で住宅にお
困りの方のための
賃貸住宅です

必要書類 お問い合わせ先
□ 町営住宅入居申込書（申込書は都市建設課にあります）
ご家族全員分の
□住民票　□納税証明書（非課税証明書）　□所得証明書

都市建設課
☎64-7707

町営住宅

【例えば・・・】
⃝身に覚えのない出会い系サイトの利用料を請求された！
⃝パソコンに張り付けられた料金請求画面が消えない！
⃝消費者金融などからの借金を返済できない・・・。
⃝催眠商法に引っかかって、不要な健康器具を購入してしまった！
⃝高齢の親が訪問販売で高価な布団を購入しており心配・・・。
⃝インターネットで購入した商品が届かない(>_<)
⃝「クーリング・オフ」のルールや方法を知りたい。
※この他、商品やサービスの勧誘・契約などで分からないことや困ったことがあったら…。

　玉村町消費生活センターでは、消費生活の問題に関する相談を受け付け、解決に向けたアドバイスを行って
います。また、最近の悪質業者の手口や消費者トラブルに巻き込まれないためにはどうしたらよいか、といった
出前講座やアドバイスも行っています。心配ごとがある方は、お気軽にご相談ください。

◆相談時間　月～金曜日　9：00～17：00まで（祝日・年末年始除く）

もしこんなことで悩んだら…玉村町消費生活センターへ！！
〒370-1132  佐波郡玉村町大字下新田227-1  玉村町勤労者センター内  玉村町消費生活センター　相談電話：☎0270-20-4020
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