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子どもの虫歯予防や︑歯や口の健康の大切さを
知る機会です︒
日 時 6 月 2 日 ︵日︶ 午 前 9 時
︵受付は正午まで︶
場所 高瀬町農村環境改善センター
対象 乳幼児〜小学校低学年の子どもと保護者
内容 フッ素塗布︑噛むカムチェックガム︑正し
いブラッシング圧を学ぼうなど
クイズラリーやおみやげもあります♪
主催 三豊歯科医師会
母子家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母が技術を身につけるための教
育訓練施設等へ支払った経費の ％︵4千円〜
万円︶が支給されます︒
母子家庭高等技能訓練促進費
ひとり親家庭の母が2年以上の養成機関におい
て︑修業期間中の全期間︵上限2年︶︑高等技能
訓練促進費が支給されます︒また︑修業期間修了
時に入学支援修了一時金が支給されます︒

50︐000円

②入学支援修了一時金

100︐000円 支給額

①高等技能訓練促進費

▲ 月額

︵市町村民税非課税世帯 ︵市町村民税非課税世帯︶
平成 年度入学者︶

月額

☎73−3016

児童扶養手当は︑離婚・死亡
等により父または母がいない児
童や︑父または母が重度の障が
いの状態にある児童を育ててい
る父もしくは母または養育者に
対して︑その児童が 歳になっ
た年度末︵障がいがある場合は
歳未満︶まで支給されます︒
対 象

まちづくり推進隊と
は︑まちづくり活動をし
たい人が自主的に集ま
る︑町を単位とする会員
制の組織です︒町民であ
れば誰でも会員になるこ
とができ︑市から交付金
を受けて︑まちづくり活
動をすることができま
す︒

・対象児童や手当を受けようと
する父もしくは母または養育

手当が支給されない場合

・父母が離婚した後︑どちらか
▲
一方とのみ生計を同じくして
いる児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいの
状態にある児童
・父または母の生死が明らかで
ない児童
・父または母に1年以上遺棄さ
れている児童
・父または母が引き続き1年以
上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎し
た児童
・父または母の申し立てにより
保護命令を受けた児童

18
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者が︑公的年金や遺族補償等
を受けることができるとき
・児童が里親に委託されたり︑
児童福祉施設等に入所してい
るとき
・児童が障がいを有する父また
は母に支給される公的年金の
加算の対象となっているとき
・児童や手当を受けようとする
父もしくは母または養育者が
日本国内に住んでいないとき
・父または母が婚姻︵事実婚含
む︶しているとき
・平成 年4月1日以前に支給
要件に該当してから5年を経
過しているとき︵母子家庭の
場合のみ該当︶
手当額︵月額︶
対象人数1人の場合
全部支給 41ʼ430円
一部支給 41ʼ420円〜
9ʼ780円
注1︶2人目は5ʼ000円︑
3人目以降は︑3ʼ000円
ずつ加算されます︒
注2︶一部支給額は︑所得によ
り 円単位で減額されます︒
注3︶所得により手当の全部の
支給が停止される場合があり
ます︒
15

務局職員︑ 人が参加しまし
た︒
人ずつ3班に分かれて︑
ワークショップを行い︑地域
の将来像を具体的に捉え︑ど
のような解決策があるか︑ど
のように解決していくかなど
の手順を確認・協議しました︒
①現在の地域の課題は何か
②現在の課題と考えられるも
のは︑過去にはどうだったか
③過去︑現在を踏まえて︑未
来はどうあって欲しいか
今回学んだ手法を︑それぞ
れのまちづくり推進隊の理事
会や会員研修で試みることに
より︑具体的な取り組みが始
まることが期待されます︒
講評で︑藤岡先生は﹁これ
から熟議が交わされるでしょ
うが︑﹃ 楽 し む ﹄ こ と を 忘 れ
ないでください﹂と参加者に
エールを送りました︒
今年度にも︑同様のワーク
ショップを開催する予定です︒
それぞれのまちづくり推進隊
の事務局を通じて募集します
の で ︑ 市 民 の 皆 さ んのご参加
をお待ちしています︒
▼問い合わせ
田園都市推進課
☎ ・3011
29
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まちづくり推進隊人材育成
研修が︑3月9日︑三野町保
健センターで開催されました︒
市民フォーラム ・NPO
センター事務局長の藤岡喜美
子さんを講師に招き︑7つの
まちづくり推進隊の役員や事

13

70︐500円 支給額 25︐000円

この前近く
のお寺に参り
にいったんで
すが︑そこで
お茶やお菓子
をいただいた
んです︒ほん
と三豊はおい
しいものも多
いし︑人もと
ても温かくていい所ですね︒
うどんもおいしくて︑合宿か
ら帰るとそばが食べたくなる
くらい︑今はいっぱいうどん
を食べてます︒
三豊で合宿を始めてから2
年連続で関西学生陸上競技対
校選手権大会で総合優勝をし
てます︒ここに来ると優勝で
きるじゃないですけど︑僕ら
にとってはとても縁起のいい
場所でもある三豊で合宿して︑
今年3連覇を目指します﹂
市では︑市内の人はもちろ
ん︑市外の人にも利用いただ
ける定住促進の補助金や支援
メニューを用意しています︒
﹁みとよ暮らし﹂のために︑
ぜひご利用ください︒
▼問い合わせ
田園都市推進課
☎ ・3011

まちづくり推進隊
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が んば れ

12

73

子育て支援課
問い合わせ
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︵市町村民税課税世帯︶ ︵市町村民税課税世帯︶

15

対象資格など︑制限がありますので詳しくは︑
市の母子自立支援員にご相談ください︒

21

児童扶養手当制度
くらし

25

市外の大学や高校のクラブ
活動団体が指定の宿舎を利用
して合宿など行う場合に︑市
商品券を交付する﹁定住促
進・学生合宿支援事業﹂があ
ります︒この事業を利用して
3月に訪れた関西学院大学体
育会陸上競技部跳躍パート
人 の 中 の 縄 亮 甫 さ ん ︵ ︶︑
塚本健さん︵ ︶にインタ
ビューしました︒
﹁2年前から年に2回三豊
に来ています︒練習は丸亀競
技場で行ってるんですが︑宿
泊施設は三豊出身の先輩が紹
介してくれたんです︒宿泊予
約のときに︑制度があるん
やって教えてもらいました︒
合宿は自費で参加してるん
で︑この制度はほんまに助か
ります︒その分しっかり練習
に集中できてますね︒
21

問い合わせ 子育て支援課 ☎73−3016
☎73−3016
子育て支援課
問い合わせ

歯の健康フェスタ
お知らせ

ひとり親家庭のお母さんへ
くらし
3

みとよ 時間
みとよ 暮らし
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みとよ くらしのおしらせ

