
各種検（健）診などのお知らせ 問合せ　健康課予防係☎内線３１６２

　「各種検診等受診シール」と「令和３年度検診等のお知らせ」をピンク色の封筒で５月中に送付します。

検（健）診名・内容 対象者 負担金 種別・実施期間など

結核検診
胸部エックス線

65歳以上の人 無料 集団：７月・９月

インフルエンザ予防接種 接種日当日 65歳以上の人 1,200円 個別：10月～ 12月

胃がん検診【バリウム検査】
問診／胃部エックス線

40歳以上の人
（昭和 57年４月１日以前生まれ）
※年度内に80 歳以上になる人は申
し込みが必要です

800円
集団：９月

個別：９月～ 11月

胃がん検診【内視鏡検査】
問診／胃内視鏡検査

50歳以上で偶数年齢の人
（昭和 47年４月１日以前生まれ）

2,000円 個別：６月～来年２月

大腸がん検診
問診／便潜血検査

40歳以上の人
（昭和 57年４月１日以前生まれ）

600円
集団：６月～ 11月

個別：６月～ 12月

肺がん検診
問診／胸部エックス線／喀

かく

たん
検査

・40～ 64歳までの人
・65歳以上の人で結核検診を受け
ていない人

胸部エックス線
・40～ 64歳：500円
・65歳以上：無料
喀たん検査該当で希
望する人：500円

集団：６月～ 11月

乳がん検診
問診／マンモグラフィ(乳房エックス線）

40歳以上で偶数年齢の女性
（昭和 57年４月１日以前生まれ）

1,000円
集団：６月・７月・10月

個別：６月～ 12月

子宮頸
けい

がん検診

問診／視診／頸
け い ぶ

部細胞診／内診

20歳以上で偶数年齢の女性
（平成 14年４月１日以前生まれ）

500円
集団：６月・７月・10月

個別：６月～ 12月

前立腺がん検診
問診／血液検査

50歳以上の男性
（昭和 47年４月 1日以前生まれ）

1,000円

集団：９月～ 11月
（特定健診などと併せて実施）

個別：６月～ 12月

特定健康診査
40歳以上 74歳以下の沼田市国民健
康保険に加入している人

無料
集団：９月～ 11月

個別：６月～ 12月

後期高齢者健康診査
後期高齢者医療制度に加入してい
る人

無料
集団：９月～ 11月

個別：６月～ 12月

肝炎ウイルス検診 40歳以上で未受診の人 無料

集団：９月～ 11月
（特定健診などと併せて実施）

個別：６月～ 12月

歯周病検診
年度内に 40歳、50歳、60歳、70歳
に達する人

無料 個別：６月～ 12月

※生活保護を受給している人は、全ての検（健）診が無料となります

高齢者各種助成のご案内 問合せ　介護高齢課長寿支援係☎内線３１４１

名称 対象 内容 取扱窓口 持参する物 注意事項

敬老バスカー
ド助成

市 内 に 住
民 登 録 の
ある 65 歳
以上の人

敬老バスカー
ド 4,350円分
を 2,000円で
販売

介護高齢課長寿支援
係、ふれあい福祉セン
ター、利南・池田・薄
根・川田地区コミュニ
ティセンター、白沢・
利根支所生活係

高齢者証
※高齢者証は介護高齢課で
発行しています。年齢と住
所が確認できる保険証など
をお持ちください。介護高
齢課以外で申請された場合
は、後日郵送されます

利用できるバス路線は、市
内で運行されている関越交
通バスで、アップル号は利
用できません

温泉施設利用
助成

市 内 に 住
民 登 録 の
ある 75 歳
以上の人

市内温泉施設
１回の利用に
つき 200 円を
助成
※年間本人12
枚、同伴者４枚
を交付

介護高齢課長寿支援
係、利南・池田・薄根・
川田地区コミュニティ
センター、白沢・利根
支所生活係

本人確認ができる物
助 成 対 象 と な る 温 泉 施 設
は、取扱窓口で確認してく
ださい

はり・きゅう・
マッサージ費
助成

市 内 に 住
民 登 録 の
ある 70 歳
以上の人

１回 1,500 円
の助成が受け
られる助成券
を交付
※年間４枚

介護高齢課長寿支援
係、白沢・利根支所生
活係

本人確認ができる物

年度中に 70 歳になる人は、
３カ月に１枚の割合で助成
券を交付します。助成対象
のはり・きゅう・マッサージ
施術者は、取扱窓口で確認
してください

※掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります
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対　　象

児童扶養手当を受給している

　ひとり親世帯など

公的年金などの受給者で、児童

　扶養手当の支給を受けていない

児童扶養手当を受給していない

　ひとり親世帯

要件　令和３年４月分の児童扶

養手当を受給した人

給付額　児童1人当たり50,000円

申請　不要

※５月下旬に支給予定

※給付を希望しない場合は辞退

届が必要。ご連絡ください

要件　令和３年４月分の児童扶

養手当の支給が全額停止の人で、

公的年金などの受給額を含み、

申請者および同居親族の令和元

年中の収入額が児童扶養手当を

受けられる水準になっている

給付額　児童1人当たり50,000円

申請　窓口で配布する申請書と

令和元年中の収入が分かる書類

申請期間　５月17日（月）～来

年２月28日（月）

要件　児童扶養手当が全額停止

または、所得制限などで未申請

の人で、新型コロナウイルスの影

響で家計が急変し、受給者と同

じ水準になっている

給付額　児童1人当たり50,000円

申請　窓口で配布する申請書と

収入が減少したことを証明する書

類（令和２年２月以降の任意の１

カ月分の収入が確認できるもの）

申請期間　５月17日（月）～来

年２月28日（月）

ひとり親世帯を応援

子育て世帯生活支援特別給付金を支給

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、所得が低いひとり親世帯への生活支援

として給付金を支給します。

　４月中旬に高齢者（昭和 32年４月１日以前に生ま

れた人）用のクーポン券をピンク色の封筒に入れて

発送しました。届かない人は沼田市コロナワクチン

コールセンターに問い合わせてください。高齢者以

外の人の発送時期については、決まり次第お知らせ

します。

接種会場　集団接種会場か個別接種協力医療機

関。クーポン券同封のチラシや市HPで確認

〈集団接種会場〉　

予約受け付け　５月11日（火）午前９時

接種日　クーポン券同封のチラシや市HPに掲載

予約方法（２通り）

①スマートフォンで群馬県ワクチン接種ライン予約シ

ステムから予約

②沼田市コロナワクチンコールセンターに電話

※①②ともにLINEシステムを使用。データは国内

で管理

〈個別接種協力医療機関〉　

　接種日や予約方法などは６月以降に各医療機関

へ問い合わせてください。

　　　　ワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルス予防接種クーポン券を送付 1010848

問合せ　子ども課子育て支援係☎内線３１２３

予約・問合せ　沼田市コロナワクチンコールセンター☎ 25-8861

1010824

65歳
以上の人

８


