
健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう

健（検）診の種類により、対象年齢等が異なりますので、詳しくは保健センターへお問い合わせください。
※生活保護法による被保護世帯、または町民税非課税世帯の人は健（検）診料金が免除されます。印かんをお持ちの
　うえ、必ず受診前に健康福祉課で申請してください。

センター健診
（対象者：18歳以上）

特定健診・肺（結核）・胃・
大腸・子宮・乳がん・骨
粗しょう症・肝炎ウイル
ス検診

加古川総合
保健センター
☎４２９－２９２３

と　き ６月６日（金）、９日（月）、12日（木）、17日（火）
　　　　　　21日（土）、26日（木）、30日（月）
　　　 ７月７日（月）、９日（水）、25日（金）、28日（月）
　　　　　　30日（水）
ところ　加古川総合保健センター

巡回がん検診
（対象者：65歳以上）

７月24日（木）　母里福祉会館
　　25日（金）　農村環境改善センター
　　28日（月）　加古福祉会館
　　29日（火）　総合福祉会館

子宮がん個別検診
（対象者：18歳以上）

（２年に１度）

巡回がん検診＋特定健診
（対象者：18歳以上）

肺（結核）・胃・大腸がん

特定健診・肺（結核）・胃・大腸がん・
骨粗しょう症・肝炎ウイルス検診

子宮頸部がん
（体部がんは医師が必要と
認めた人のみ）

平成27年２月28日（土）まで
ところ　稲美町・加古川市内の協力医療機関

と　き　７月12日（土）、14日（月）
ところ　総合福祉会館

歯周疾患個別検診
（対象者：40・50・

60・70歳の人）

対象となる人には、４月に無料受診券
を郵送しています

平成27年２月28日（土）まで
ところ 稲美町・加古川市・播磨町・高砂市内の
　　　　協力医療機関

日　時　と　場　所 検査項目 申 込 先種　類

※いずれも急患を
　受け付けますの
　で、不急の人は
　ご遠慮ください。

加古川夜間急病センター
　　　☎431-8051 （年中無休）

診療時間　内　科　21：00～翌朝6：00
　　　　　小児科　21：00～24：00

加古川歯科保健センター
　　　☎431-6060

診 療 日　日・祝日・年末年始
診療時間　9：00～11：30　13：00～16：00

東播磨圏域小児救急医療電話相談
　　　☎078-937-4199 相談時間　20：30～23：30（毎日）

相談時間　平日、土曜日　　　　  18：00～24：00
　　　　　日曜日、祝日、年末年始　9：00～24：00

兵庫県小児救急医療電話相談
　　　☎078-731-8899
　　　（プッシュ回線　＃8000）

子どもの急な病気やけがなどの相談に看護師らが応じます。

● ６ 月 の 保 健 行 事 ●● ６ 月 の 保 健 行 事 ●

行　事　名 対　　象　　者 と　　　　き ところ もってくるもの

平成26年２月生まれの乳児

平成25年８月生まれの乳児

平成23年１・２月生まれの幼児

 10日（火）

 17日（火）

 27日（金）

13：00～14：00（受付）
総合福祉

会　　館

4 カ 月 児 健 診

10カ月児健診

３ 歳 児 健 診

母子健康手帳・問診票

母子健康手帳・問診票
尿（５cc程度）

①こころのケア相談 ９・23日（月） 13：00～14：00 ③専門栄養相談  18日（水）  9：30～11：30
②酒害相談  ９日（月） 13：00～14：00 ④エイズ・肝炎ウイルス検査相談（匿名・無料実施）
     11・25日（水）  9：10～10：20
　場所・問合先：加古川健康福祉事務所
　　　　　　  　①・②は地域保健課（☎422-0003）　③・④は健康管理課（☎422-0002）

健
康
福
祉

　事
務
所
だ
よ
り 電話予約制

「歯と口は

　健康・元気の源だ」

６月４日（水）～ 
　　　10日（火）は
　歯と口の
　　　健康週間です

６月４日（水）～ 
　　　10日（火）は
　歯と口の
　　　健康週間です

６月４日（水）～ 
　　　10日（火）は
　歯と口の
　　　健康週間です

と　き　６月28日（土）14：00～16：00
ところ　加古川総合保健センター　３階大会議室
司　会　米谷　昌彦 氏（加古川西市民病院小児科）
講　師　「幼児期の支援」 池田ひとみ 氏（加古川市立こども療育センター）
　　　　「成人期に向けての支援」 村田由香利 氏（加古川市立こども療育センター）
参加無料（申込不要）・託児無料（申込必要）・手話通訳有
問合先　加古川医師会　☎421-4301　FAX421-4303

第２回　市民健康フォーラム

「発達障害の子どもと一緒に育つ」

まさひこよねたに

ゆ　か　り

広
告

「“自分のからだ”のこと知っていますか？」
　稲美町民の死亡原因の５割以上を占めているのが、
がんや心臓病、脳卒中といった生活習慣病です。生活
習慣病は長年にわたる運動不足や食べ過ぎ、喫煙など
の不健康な生活習慣によって引き起こされます。怖い
のは、自覚症状がないまま悪化してしまうことです。
あのとき健診を受けていれば・・・という事態になる
前に、特定健診を受けることをおすすめします。
　なぜ毎年、特定健診を受ける必要があるのでしょうか？
健診を受けるメリットとして、
①病気の早期発見につながる。
②症状が自覚しにくい生活習慣病を調べることができ
る。
③毎年受けていると、体調の変化がわかる。
④健診結果を目の前にすると健康のこと
を考える。
などが挙げられます。
　年に１回は特定健診を受けて、今の自
分の体と向き合いましょう！！

福祉医療制度についてお知らせ
　６月末は福祉（老人・乳幼児等・重度障害者・母
子家庭等・高齢重度障害者）医療費受給者証の更
新時期です。

●更新にあたり、次の①、②および③に当てはまる人は、
下記の書類の提出が必要です。
①H26.1.1以降に保護者等の扶養義務者が、他市町から
転入された人
②保護者および扶養義務者が、稲美町外にいる人
⇒平成26年度の市町村民税の所得課税証明書（※児童
手当等で既に提出している人は不要です）
③母子家庭等の人
⇒母子家庭等更新申請書（５月中旬に該当者へ郵送済
み。まだ提出していない人は、至急提出してください）
※１年に１回「母子家庭等更新申請書」による現況届が
必要です。

●新しい医療費受給証（７月以降有効の医療費受給者
証）は、６月下旬ごろに送付します。

問合先　地域福祉課　福祉係　☎492-9136

老人医療費助成制度・母子家庭等医療費助成制度が変わります

平成26年７月から、自己負担割合や所得制限などを見直します！
■老人医療費助成事業
  国の医療制度の見直しにより、70～74歳の自己負担割合が２割となることに伴い、７月１日以降に65歳になる
人を対象に自己負担割合と負担限度月額を改正します。なお、所得制限は変更ありません。
　●誕生日が昭和24年7月１日以降の人 ●誕生日が昭和24年６月30日以前の人　※変更ありません。

■母子家庭等医療費助成事業
  母子(父子)世帯と他の世帯との均衡を図るため、所得制限と一部負担金が変わります。
　●所得制限

児童扶養手当を全部支給(満額支給)される人が対象になります。
※ただし、住民税非課税世帯で所得80万円以下の人は、変更前と同様に一部支給基準内であれば対象となります。

　●一部負担金　
　【平成26年7月から】

区分

Ⅰ

Ⅱ

自己負担割合

２割

２割

負担限度月額
外　来　8,000円
入院等 15,000円
外　来 12,000円
入院等 35,400円

区分

Ⅰ

Ⅱ

自己負担割合

１割

２割

負担限度月額
外　来　8,000円
入院等 15,000円
外　来　8,000円
入院等 24,600円

区分

一　般

低所得

外　　　来
1医療機関等あたり1日800円を限度に

月２回までの負担
1医療機関等あたり1日400円を限度に

月２回までの負担

入　院　等
1割負担、

負担限度月額3,200円
1割負担、

負担限度月額1,600円

区分

一　般

低所得

外　　　来
1医療機関等あたり1日600円を限度に

月２回までの負担
 1医療機関等あたり1日400円を限度に

月２回までの負担

入　院　等
1割負担、

負担限度月額2,400円
1割負担、

負担限度月額1,600円

（平成26年6月まで） ■改正時期
　平成26年7月1日

■問合先
　地域福祉課　福祉係
　☎４９２－９１３６

このページのお問い合わせは、健康福祉課健康推進係（☎492－9138）このページのお問い合わせは、健康福祉課健康推進係（☎492－9138）・地域福祉課児童福祉係（☎492－9136） 1011 2014. 62014. 6


