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

平成28年度学童保育園入園の案内

加西市は、放課後や長期休業中に保育を必要とする児童に対して、学童保
育園を開設しています。平成 27 年 4 月から全小学校区・全学年で受け入れ
を行っています。
平成 28 年 4 月からの入園を希望される方は、次のとおり手続きをしてく
ださい（継続利用の方も手続きが必要）。
入園希望者が 5 人に満たない場合は、市条例の規定により休園となります。
また、保育の必要な理由は、両親の勤務状況などから判断します。
北条学童保育園で学習する児童

■学童保育園概要
実施園

北条、北条東、富田、賀茂、下里、九会、富合、日吉、宇仁、西在田、泉

入園資格

市内の小学校に通い、保育が必要な児童
保育を必要とする理由／両親ともに①～⑤のいずれかに該当する方が対象です。
①就労（勤務または自営） ②就学 ③妊娠出産（産前産後 2 カ月） ④疾病・障がい

申込方法

11 月 20 日（金）までに、こども未来課（市役所 1 階）へお申し込みください。

必要書類

①学童保育園入園申請書 ②児童の状況確認票 ③勤務証明書または保育を必要とする状況確認書
※申請書はこども未来課と各学童保育園で配布。市ホームページでもダウンロードできます。

保育料

児童 1 人につき月額 6,000 円（8 月のみ 12,000 円）
。別途、おやつ・保育材料費として 1,500 円程度必要

保育時間

授業のある日／授業終了後～ 18:30（月～金曜日） 授業のない日・長期休業中／ 8:00 ～ 18:30（月～土曜日）
※土曜日は、センター園（北条学童保育園）でお預かりします。

⑤介護

学童保育指導員を募集

賃金／時給 1,000 ～ 1,100 円

援をしていただける方を募集します（大学生可）
。

応募方法／履歴書（写真貼付）を持参または郵送してください。

勤務日／平日 14:30 ～ 18:30 ※週 2,3 日勤務可

応募先／〒 675-2395（住所表記不要）こども未来課☎㊷ 8726

小学校の放課後に遊びを通じた集団生活の支

※資格の有無による

※交通費支給、有給休暇あり

11月は児童虐待防止月間

問合先／地域福祉課☎㊷8709

℻㊸1801

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
「虐待を受けたと思われる子どもがいたら」「出産や子

■児童虐待とは

育てに悩んだら」「子育てに悩む親がいたら」の場合は、

身体的虐待／殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけ

地域福祉課または児童相談所にご連絡ください。

どを負わせるなど

加西市では平成 26 年度に、通報が 28 件、相談が
1064 件ありました。

児童相談所
全国共通3桁ダイヤル／☎189（いちはやく）
※地域の相談所につながります。

性的虐待／子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポ
ルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト／家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく
不潔にする、重い病気になっても受診させないなど
心理的虐待／言葉による脅し、無視、きょうだい間での
差別、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど
問合先／国保医療課☎㊷8721 ℻㊷1792
kokuho@city.kasai.lg.jp

国民健康保険証が更新されます
11 月 20 日頃から世帯ごとに新しい保険証を郵送します
■保険証の色と配達方法
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■保険証が届かないと思ったら？

現在お使いの保険証（うす紫色）の有効期限は、11

受け取りできなかった場合は、郵便局で 12 月 5 日頃ま

月 30 日です。12 月 1 日から使用できる新しい保険証（黄

で保管されます。その後は国保医療課で保管していますの

緑色）を簡易書留で郵送します。

で、身分証明書と印鑑を持参して窓口へお越しください。
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問合先／福祉企画課☎㊷8724 ℻㊸1801
fukuki@city.kasai.lg.jp

2015健康福祉まつり
あなたが主役

健康と福祉のまちづくり
「介護されない人生」

世代や障がいを越えた市民の参加と交流

～アミノ酸が高齢化社会を救う～

により、健康と福祉への理解を深めていた
だくため「健康福祉まつり」を開催します。

「アミノ酸研究」の第一人者、ド

健康と福祉をテーマにした催しで、秋のひ

クターアミノこと

とときをお楽しみください。

大谷勝先生がアミ
ノ酸と健康・介護

■日時／ 11 月 21 日（土）10:00 ～ 15:30
■場所／健康福祉会館

予防についてお話

椅子を使って健康体操「イス de
体操」

しします。

■内容／認知症サポーター養成講座、介護（予防）相談、体組成測定や体力

時間／ 13:30 ～ 15:00

年齢測定、食の健康づくり（野菜たっぷりレシピ）、健康体操、各種体験コ

講師／大谷勝さん（加西市特別顧問、

ーナー、マイナンバーの説明と相談、富田保育園児による鼓隊演奏、参加団

前東京大学大学院新領域創成科学研

体による手づくり品の販売・バザーなど

究科特任教授）

「認知症サポーター養成講座」の受講生募集
認知症を正しく理解し、認知症の方やその

日時／ 11 月 21 日（土）① 10:00 ～ 11:00 ② 13:30 ～ 14:30

家族を地域で温かく見守り支え合いましょ

場所／健康福祉会館ふれあいの間 1

う。受講者には認知症サポーターの証である

募集期間／ 11 月 16 日（月）まで

「オレンジリング」をお渡しします。

申込先／長寿介護課☎㊷ 8728

集団乳がん検診のお知らせ

定員／各回先着 20 人

℻㊷ 8955

問合先／健康課（健康福祉会館内）☎㊷8723
℻㊷7521 kenko@city.kasai.lg.jp

2 年に 1 度の定期検診と月に 1 度の自己触診を
乳がんは、早期発見・早期治療をすることで、治る可

■日程／ 12 月 21 日（月）、平成 28 年 1 月 14 日（木）、

能性の高いがんです。この機会に検診を受けましょう。

18 日（月）、2 月 1 日（月）、7 日（日）、15（月）

また、検診の待ち時間に自己触診の方法もお伝えします。

※時間は午後。2 月 7 日のみ午前。

5 月末に対象者にお送りした無料クーポン券の期限

■場所／健康福祉会館

は、来年 2 月末までです。期限が近くなると予約が込

■料金／ 40 歳代 3,000 円、50 歳以上 2,800 円

み合いますので、早めに受診しましょう。

■申込／ 12 月 21 日の検診は健康課で受付中。以降の

■対象／昨年度に受けていない 40 歳以上（昭和 51 年

検診は、11 月 9 日（月）から健康課で受け付けします。

4 月 1 日以前生まれ）の方
問合先／産業振興課☎㊷8740 ℻㊸1802
sangyo@city.kasai.lg.jp

加西市勤労者住宅資金融資の案内
加西市は、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増改

■対象者（①～⑤の全てに該当する方）

築等に必要な資金融資のあっせんを行っています。

①市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主や家族従

■融資の内容

業員は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務している方。

対象

住宅の建築・購入・増改築

限度額

2,000 万円以内

期間

35 年以内

利率

固定金利型 年 1.92％（10 月 1 日～）
※ただし資金交付時の金利を適用

取扱金融機関

近畿労働金庫北播支店

または、市外在住の勤労者で、同一事業所に 3 年以上勤
務している方
②市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
③年齢が 20 歳以上 60 歳未満の方（ただし、完済時に
76 歳未満の方）
④市税を滞納していない方
⑤取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方
広報かさい
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