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《胃・肺がん検診》
ところ と　き

Aグリーンホール1階ホール
９月５日㈰・11日
㈯･13日㈪･18日㈯

B板橋区医師会病院 ９月７日～28日の
毎週火曜

C 赤塚健康福祉センター ９月10日㈮
D区役所 ９月26日㈰

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

８月５日㈭
区役所(２階⑮窓口)

 ※申込は板橋おとしより
相談センター☎5248 - 2892

８月20日㈮ 大谷口おとしより相談センター
 ☎5964 - 5620

８月23日㈪ 高島平おとしより相談センター
 ☎5922 - 5661

※13時20分から・14時から、各 1回制。
問　合　スポーツ振興課管理係☎3579 ｰ 2651

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

卓球（個人）
A一般Bラージ
ボール( 4 0歳以
上)C小・中学生

● A９月26日㈰B９月
12日㈰C12月12日㈰

● AB小豆沢体育館C
上板橋体育館

●  AC200人B50人(いず
れも申込順)

● ABシングルス500円・
ダブルス1000円C300円

●  A８月16日㈪～30日㈪B
８月２日㈪～16日㈪C11
月１日㈪～15日㈪

●  連盟・八木☎3956 - 9121

卓球（団体）
A小･中学生
B一般

●  A９月12日㈰B10月
24日㈰

●小豆沢体育館

● A40チームB60チーム
(いずれも申込順)

● １チームA1000円B2000円

●  A８月２日㈪～16日㈪B
９月13日㈪～27日㈪

●  連盟・八木☎3956 - 9121

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームページ
にある競技要項をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝下表参照
▶対象＝区内在住の65歳以上
で、もの忘れが気になる方・そ
の家族※もの忘れで医療機関に
かかっていない方▶定員＝各回
１人(申込順)▶申込・問＝電話
で、希望会場を担当するおとし
より相談センター

胃・肺がん検診
▶ところ・とき＝下表参照▶検
診受付時間＝受診券で指定した
時間
▶内容
●  胃がん検診…胃部Ｘ線検査
(バリウムを飲みます)※妊娠
中の方・胃の手術経験がある
方などは受診不可※誤

ご

嚥
えん

の可
能性がある方などは、問診の
結果、受診できない場合あり。

●  肺がん検診…胸部Ｘ線検査※
要件に該当している方は、か
くたん検査も実施。※妊娠中
の方は受診不可

▶対象＝区内在住で、昭和57年
３月31日以前に生まれた方▶定
員＝各日A～C50人D100人(い
ずれも申込順)
▶申込
●  はがき・電子申請(区ホーム
ページ参照)…７月17日㈯か
ら、健康推進課成人健診係※
申込記入例(２面)の項目と希
望検診名、生年月日、性別、
希望日・会場を明記。受診希
望日の14日前までにご投

とう

函
かん

く
ださい。

●  直接・電話…７月19日㈪朝８
時30分から、健康推進課健
(検)診申込窓口(区役所３階
㉑窓口)☎3579 - 2319

▶問＝健康推進課成人健診係☎
3579 - 2312

心身障害者福祉手当などの所得限度額のお知らせ
▶手当・年度更新月
●  心身障害者福祉手当・障害児
福祉手当・特別障害者手当・
経過的福祉手当…８月

●重度心身障害者手当…11月
※所得限度額は表１・２参照

※受給者本人が19歳以下の場合は扶養義務者、20歳以上の場合は本人の所得金額で判定。
※扶養親族などの数が4人以上の場合、1人増えるごとに、38万円を所得限度額に加算。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は1人につき10万円、
特定扶養親族など(16～22歳)がいる方は1人につき25万円を所得限度額に加算。

扶養親族などの数 0人 1人 2人 3人

所得限度額 360万4000円 398万4000円 436万4000円 474万4000円

表１ 《心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当の所得限度額》

※扶養親族などの数が4人以上の場合、1人増えるごとに、本人の場合は38万円、扶養義務者
などの場合は21万3000円を所得限度額に加算。
※本人は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につ
き10万円、特定扶養親族など(16～22歳)がいる場合は1人につき25万円を所得限度額に加算。
※扶養義務者などは、扶養親族などの数が2人以上で老人扶養親族がいる場合、所得限度額は
2人目から1人につき６万円加算(特定扶養加算はなし)。
※20歳以上の方でも、扶養義務者などの所得が限度額を超える場合は、支給停止。

扶養親族などの数 0人 1人 ２人 3人
本　人 360万4000円 398万4000円 436万4000円 474万4000円

扶養義務者など 628万7000円 653万6000円 674万9000円 696万2000円

表２《障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の所得限度額》

●  心身障害者福祉手当・重度心
身障害者手当…令和元年(平
成31年)中の所得が所得限度
額を超えて受給資格が消滅
し、前年中の所得が所得限
度額内(表１参照)になった方

　前年中の所得が所得限度額
(表１・２参照)を超える方は、
受給資格が消滅・停止し、手当
を受給できなくなります。

　前年中の所得が所得限度額

所得限度額を超える方
心身障害者福祉手当・重度心
受給資格の再認定 は、新たに申請が必要

●  障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当…令和
元年(平成31年)中の所得が所
得限度額を超えて受給資格が
停止し、前年中の所得が所得
限度額内(表２参照)になった
方は、自動判定のため申請不要

障がいサービス課福祉係☎3579 - 2362 3579 - 2364
問　合

種　類 控除額
雑損控除

相当額医療費控除
小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除 相当額(本人の場合)
８万円(扶養義務者などの場合)

配偶者特別控除 相当額(上限33万円)
障害者控除 27万円(本人所得の場合は本人を除く)
特別障害者控除 40万円(本人所得の場合は本人を除く)
ひとり親控除 35万円
寡婦控除 27万円勤労学生控除

表３ 《所得控除額》

※給与所得または公的年金に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を上限に控除。

所得 年間収入 給与所得控除・
必要経費など

所得控除額
(表３参照)

◉社会福祉協議会への寄付
　(５月７日～６月２日)
▶乃ぐち松寿会9726円▶呉服や光永
2 万800円▶伊藤康治 5 万円▶篠
5000円▶大工原辰実 1 万円▶上村八
郎 2 万円▶問＝(福)板橋区社会福祉
協議会☎3964 - 0235
◉シニアの多様な働き方
　オンライン相談
▶とき＝水曜・木曜(祝日・年末年
始を除く)、10時～16時※ 1 人20分
程度▶内容＝就職活動の始め方・悩
みなどの個別相談、地域活動などの
情報提供※オンライン会議システム
「Zoom」を使用※事前に電話予約が
必要▶対象＝50歳以上の方▶問＝は
つらつシニアいたばし☎5943 - 1300
◉ぬくもりサービス協力会員
　募集説明会
　地域住民による支えあいのサービ
ス( 1 時間あたり700円からの謝礼あ
り)で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。

◉コンビニエンスストアでの
　各種証明書交付サービス
▶とき＝７月21日㈬・22日㈷※
設備点検のため※休止する証明
書の種類など詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。▶問
＝戸籍住民課証明係☎3579 -
2210
◉男女平等推進センター
▶とき＝７月26日㈪※施設点検
のため▶問＝男女平等推進セン
ター☎3579 - 2790

▶とき＝ 8 月12日㈭14時～15時30分
▶ところ＝高島平区民館※当日に会
員登録をする場合は、必要な持ち物
があります。
詳しくは、お
問い合わせく
ださい。▶申
込・問＝ 7 月
19日㈪朝 9 時
か ら、 電 話
で、ぬくもり
サービス☎
3964 - 1185
◉親族後見人のつどい
▶とき＝ 8 月24日㈫14時～15時30分
▶ところ＝グリーンホール101会議
室▶内容＝日頃の悩みの共有など▶
講師＝社会福祉士　笠原美和子▶対
象＝親族で成年後見人・保佐人・補
助人をしている方※被後見人または
後見人などが区内在住・在勤の方※
申立中の方も可▶定員＝10人(申込
順)▶申込・問＝ 7月19日㈪朝 9時か
ら、電話・FAXで、権利擁護いたば
しサポートセンター☎5943 - 7070
3964 - 0245※申込記入例( 2 面)参照


