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受動喫煙の防止にご協力ください
　兵庫県は、県民の健康で快適な生活の維持を図るため、
平成 25 年 4 月から「受動喫煙の防止等に関する条例」
を施行しています。官公庁や飲食店などで喫煙が制限さ
れ、各施設に喫煙環境が表示されています。禁煙の対象
場所では、喫煙できません。ご理解とご協力をお願いし
ます。問合先：加東健康福祉事務所☎ 0795-42-9355

【問合先】　健康課（健康係）☎㊷8723　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

休日の町ぐるみ健診

　町ぐるみ健診の休日健診で、健康状態を確認しましょ
う。申込書は、広報かさい 3 月号と一緒に配布してい
ます。公民館や JA 兵庫みらいの各支店にもあります。

　また、子育て世代の方が受診しやすいよう、託児も行
っています。希望される方は事前にご連絡ください（す
でに受診申し込みをされている方も託児可能です）。

■日時／ 11 月 29 日（土）、12 月 7 日（日）8:30 ～ 11:00
■場所／ＪＡ兵庫みらい本店（農協会館）
■対象者／ 20 歳以上の方
※前立腺がん検診は 50 歳以上、肝炎ウィルス検診は 40
歳以上の方が対象です。
■健診内容／胸部・胃がん・大腸がん・前立腺がん・子
宮頸がん・肝炎ウィルス・歯周疾患・骨粗しょう症検診

幼稚園・保育所などの利用手続き方法

【問合先】　こども未来課☎㊷8726　℻㊷8731　kodomo@city.kasai.lg.jp

■新規に入園する方

　幼稚園や保育所などを平成 27 年 4 月以降利用する方の手続きの方法が変わります。
　「子ども・子育て支援新制度」では、これまでの手続きに加え、子どもの年齢や教育・保
育の必要性に応じた「支給認定」（3 つの認定区分）が必要になります。
　申請時期は 11 月を予定しています。詳しくは広報かさい 11 月号でお知らせします。

幼稚園の場合
幼稚園に認定申請
書を提出します

■ 3 つの認定区分（支給認定は 11 月から始まります）

教育標準時間認定
子どもが満 3 歳以上
で、教育を希望

幼稚園、
認定こども園

満 3 歳以上・保育認定
子どもが満 3 歳以上
で、保育を希望

保育所、
認定こども園

満 3 歳未満・保育認定
子どもが満 3 歳未満
で、保育を希望

保育所、
認定こども園

子ども・子育て支援新制度の利用の流れ
■入園中の方／通っている園を通して認定申請書を提出します。

幼稚園から入園の
内定を受けます

こども未来課が認
定証を交付します

幼稚園と契約をし
ます

保育所の場合
こども未来課に認
定申請書を提出し
ます

こども未来課が認
定証を交付します

希望等によりこど
も未来課が利用先
を決定します

決定した保育所と
契約します
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高齢者の予防接種

　インフルエンザは、気管支炎や肺炎などを併発しやす
く、命に関わることがあります。特に高齢の方は症状が
重症化する可能性が高いため、流行前の 12 月中旬まで
に接種しましょう。

■対象者（接種日の年齢）
・65 歳以上の方
・60 歳以上 65 歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能
障害、またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障
害をお持ちの方
※日常生活が極度に制限される方に限る。
■接種期間／ 10 月 15 日（水）～平成 27 年 1 月 31 日（土）
■料金／無料　※指定医療機関以外で接種される方は、
一部費用負担が発生する場合があります。
■回数／ 1 回
■必要な物／健康保険証など本人確認できるもの
■接種医療機関
市内指定医療機関、北播磨の指定医療機関で接種できま
すので、医療機関へ事前にお問い合わせください。指定
医療機関以外で接種される方は、接種予定日の 1 週間
前までに、健康課で手続きをしてください（申請受付期
間／平成 27 年 1 月 24 日まで）。

　10 月から、肺炎球菌ワクチン（23 価）を定期予防接
種として実施します。肺炎球菌感染症は、肺炎球菌とい
う細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、咳・
くしゃみ等で飛沫感染し、気管支炎、肺炎、敗血症など
の重い合併症を起こすことがあります。
　主治医と相談し、体調の良い時に接種しましょう。す
でに接種された方は、接種の必要はありません。

■対象者
・平成 26 年 4 月 2 日～ 27 年 4 月 1 日の間に次の年齢
になる方／ 65、70、75、80、85、90、95、100 歳以上

・60 歳以上 65 歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能
障害、またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障
害をお持ちの方※日常生活が極度に制限される方に限る。
■接種期間／ 10 月 1 日（水）～平成 27 年 3 月 31 日（火）
■料金／ 4,000 円※生活保護・非課税世帯の方の料金は
免除されます（接種前に印鑑・身分証明書を持って、健
康課で申請してください）。　　■回数／ 1 回　　
■必要な物／予診票（医療機関にあります）
※接種後、医療機関より「高齢者肺炎球菌接種済証」が
配布されます。大切に保管してください。
■接種医療機関／市内指定医療機関（下表のいずみ泌尿
器科、医療福祉センターきずな、西村耳鼻咽喉科、横田
内科医院を除く）、北播磨（三木市を除く）の指定医療
機関で接種できますので、医療機関へ事前にお問い合わ
せください。

【問合先】　健康課（健康係）☎㊷8723　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

■インフルエンザ予防接種 ■肺炎球菌ワクチン定期予防接種

【市内指定医療機関】

あさじ医院 　☎㊹ 0225 さかいこどもクリニック 　☎㊸ 0415 北条田仲病院 　☎㊷ 4950

安積医院 　☎㊻ 0361 坂部整形外科 　☎㊸ 1444 堀井内科医院 　☎㊾ 0150

荒木医院 　☎㊸ 9711 佐竹医院 　☎㊷ 4057 まえだ内科神経内科クリニック 　☎㊺ 2050

いずみ泌尿器科 　☎㊷ 5900 市立加西病院 　☎㊷ 2200 みのりクリニック 　☎㊾ 8470

医療福祉センターきずな 　☎㊹ 2881 田尻内科循環器科 　☎㊸ 7931 横田内科医院 　☎㊷ 5715

大杉内科医院 　☎㊼ 0023 徳岡内科 　☎㊷ 0178 米田病院 　☎㊽ 3591

小野寺医院 　☎㊽ 3737 西村医院 　☎㊾ 0001 ※医療福祉センターきずなは、入所
者・通所者に限ります。おりた外科胃腸科 　☎㊷ 6000 西村耳鼻咽喉科 　☎㊷ 6020
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