
母子健康手帳・問診票

● 11 月 の 保 健 行 事 ●

①こころのケア相談 14・28日（月） 13：00～14：00 ③エイズ・肝炎ウイルス検査相談（匿名・無料実施）
②専門栄養相談 16日（水）   9：30～11：30  ９日（水）・24日（木）  9：10～10：20
　場所・問合先：加古川健康福祉事務所
　　　　　　  　①は地域保健課（☎422-0003）　②・③は健康管理課（☎422-0002）
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行　事　名 対　　象　　者 と　　　　き ところ もってくるもの

平成28年７月生まれの乳児

平成28年１月生まれの乳児

平成27年３月・４月生まれの幼児

 ８日（火）

 15日（火）

 25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

１歳6カ月児健診

※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）

兵庫県小児救急医療電話相談
　　　☎078-304-8899（プッシュ回線　＃8000）
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

子どもの急な病気やけがなどの相談に看護師等が応じます。

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
※特に表記のない場合、平成29年３月31日現在の年齢です。

検査項目により、対象年齢等が異なりますので、詳しくは健康福祉課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検診料金が免除されます。受診される１週間前までに
　印かんをお持ちのうえ、健康福祉課へお越しください。

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、胃がんリ
スク検査（ABC分類）

と　き　・　と　こ　ろ 検査項目 申 込 先種　類

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、胃がんリスク
検査（ABC 分類）

と　き　11月 ２日（水）、11日（金）、15日（火）、17日（木）、
　 　18日（金）、22日（火）、25日（金）、30日（水）

　　　 12月 ７日（水）、９日（金）、13日（火）、15日（木）、
　 　16日（金）、21日（水）、26日（月）

ところ 加古川総合保健センター

子宮がん個別検診
（対象者：18歳以上）

（２年に１度）

巡回セット健診
（対象者：18歳以上）

平成29年２月28日（火）まで
ところ 稲美町・加古川市内の協力医療機関

と　き　12月10日（土）
ところ 総合福祉会館

歯周疾患検診
（対象者：40・50・60・70歳）
後期高齢者歯科口腔検診
（対象者：75・80歳）
（平成28年４月１日現在年齢）

対象となる人には、４月に無料受診券
を郵送しています。

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29年２月28日（火）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

加古川総合
保健センター
☎４２９－２９２３

下線の日は、加古川
総合保健センター
への送迎車を運行
します。12：30稲
美町役場発
※送迎の利用は予
約が必要です。
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まち

　町ぐるみ健診は、毎年10月に町内の福祉会館で実施
している集団健診ですが、下記のとおり１月に追加実施
します（肝炎ウイルス検診の無料クーポン券
未使用の人は、ぜひお申し込みください）。
と　　き　平成29年１月26日（木）
と こ ろ　総合福祉会館
検査項目（対象年齢）

　　　　特定（基本）健診（18歳以上）
肺・胃・大腸がん、骨粗しょう症検診（18
歳以上）

　　　　肝炎ウイルス検診（40歳以上） 
　　　　前立腺がん検診（50歳以上）
申込方法　☎（492-9138）、窓口または
　　　　　FAX（492-8030）で申し込み 
申込締切日　12月１日（木） 
申込・問合先　健康福祉課　健康推進係

年1回は
必ず健診を
受けましょう

「いのちの授業」

　今年度の対象者は下記のとおりです。定期接種として接種できるのは今年度の１回限りです
ので、早めに接種してください。
※既に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象外となります。

■平成28年度対象者（平成29年４月１日までの誕生日で対象年齢となる人）
　①平成28年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人（1回接種）
　②満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓または呼吸器に重い障害のある人など（1回接種）
■接 種 期 間　平成29年３月31日（金）まで
■接 種 回 数　１回
■必要なもの　①予診票（4月下旬に郵送しています）、②健康手帳（接種を記録します）、③町内に住んでいる

ことを確認できるもの（健康保険証など）
■接 種 費 用　4,000円（実際の費用は総額約8,100円ですが、町が半額程度助成しています）

※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には、接種費用を助成します。接
種前に助成券申請手続きが必要ですので、上記接種期間内に身分証明書等をお持ちのうえ健康
福祉課へお越しください。平成28年度介護保険料額決定通知書（介護保険料区分が1～3段階
の人に限る）を協力医療機関に提示する場合は、手続きは不要です。

　稲美町、加古川市、明石市、高砂市、播磨町の協力医療機関で接種できます（事前に予約してください）。
　上記以外の兵庫県内医療機関でご希望の人は、接種される１週間前までに健康福祉課へお越しください。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

（自己負担分）

高齢者用肺炎球菌ワクチンは３月31日まで高齢者用肺炎球菌ワクチンは３月31日まで

　予防接種をまだ済ませていない人は、対象年齢を
確認のうえ、早めに接種してください。

＊予診票（接種券）は送付済みですが、ない人は母子健
康手帳をお持ちのうえ健康福祉課へお越しください。

＊予防接種協力医療機関に事前に予約のうえ、予診票
（接種券）、母子健康手帳、健康保険証をお持ちください。

予防接種の種類
水痘（水ぼうそう）

麻しん風しん混合（２期）

ヒ ブ

小 児 用
肺 炎 球 菌
四 種 混 合
（ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ）

対象年齢
生後12カ月～36カ月に至るまで

H22.4.2～H23.4.1生

生後２カ月～
60カ月に至るまで

生後３カ月～90カ月未満

接種時期
通　年

H29.3.31まで

通　年

　「つらいときや悲しいときには、自分のおへそを
見て。そうするとね、元気になれるの。」－「いの
ちの授業」でご講演いただいた助産師さんの言葉が
生徒の心に響いている様子が伝わってきます。へそ
の緒を介して赤ちゃんは、いのちの素になる愛情や
栄養を受け、産声をあげるまでお母さんとつながっ
ています。「いのちの授業」は、来春卒業を迎える
町内中学３年生にとって、自分が生まれたことを肯
定的に受け止め、成熟した大人になるために知って
おいて欲しい大切なことを学ぶ機会になったように
思います。後日開催した「赤ちゃんふれあい教室」
では、好意的に赤ちゃんとふれあい、ゲストのお母
さんの語りに真摯な姿勢で聞き入る生徒の姿が、と
ても頼もしく感じられました。
　11月は、「児童虐待防止推進月間」です。
　育児に定説はありませんが、子どもが「自分は大
切にされている」と実感できる体験を通して、人へ
の信頼や感謝の気持ちを抱きつつ成長していけるよ
う願っています。

と　き　11月19日（土）14：00～16：00
ところ　加古川総合保健センター
　　　　JR加古川駅北側　１階マリンガホール
司　会　磯　　篤典 氏（加古川磯病院）
講　師　田中　慶介 氏（奥産婦人科）
　　　　沼田　典久 氏（沼田クリニック）
　　　　田中　智浩 氏（加古川中央市民病院 外科）
　　　　※参加無料（申込不要）・手話通訳有
問合先　加古川医師会
　　　　☎421-4301　FAX421-4303

第６回　市民健康フォーラム

「腹痛について」
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　高齢者に対するインフルエンザ予防接種を一部公費負
担で実施しています。接種を希望する人は、事前に協力
医療機関に予約のうえ接種してください。

　稲美町、加古川市、明石市、高砂市、播磨町の協力医療機
関で接種できます（事前に予約してください）。
　上記以外の兵庫県内医療機関でご希望の人は、接種される
１週間前までに健康福祉課へお越しください。

対　　象

接種期間
接種回数
必要なもの

接種費用
（自己負担分）

稲美町内に住民票がある人で、接種当日に満65
歳以上の人、または満60歳以上65歳未満の人
で心臓、じん臓または呼吸器に重い障害のある
人など
平成29年１月31日（火）まで
１回
①予診票（協力医療機関にあります）、②健康手帳
（接種を記録します）、③町内に住んでいることを
確認できるもの（健康保険証など）
1,500円
（実際の費用は総額約４，9００円ですが、町が差額を助成しています）
※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
人には、接種費用を助成します。接種前に助成券申請手続きが
必要ですので、上記接種期間内に身分証明書等をお持ちのうえ
健康福祉課へお越しください。平成28年度介護保険料額決定
通知書（介護保険料区分が1～3段階の人に限る）を協力医療
機関に提示する場合は、手続きは不要です。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
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