
　今年度の助成対象の方には、4 月に予防接種案
内および予診票（うぐいす色）を郵送しています。
　今年度に限り、接種料金の助成を受けられます
ので、早めの接種をお勧めします。

【今年度の助成対象年齢】

①次の年齢に該当する方
対象者 生年月日

65歳となる方 昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生

70歳となる方 昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生

75歳となる方 昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生

80歳となる方 昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生

85歳となる方 昭和 ９ 年４月２日～昭和10年４月１日生

90歳となる方 昭和 ４ 年４月２日～昭和 ５ 年４月１日生

95歳となる方 大正13年４月２日～大正14年４月１日生

100歳となる方 大正 ８ 年４月２日～大正 ９ 年４月１日生

②60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器などの
　障がいがある方 ( 詳細は医師にご確認ください）

　町には、消防署に妊婦さんの情報を事前登録し、万
が一の際、迅速に救急搬送ができるよう「新ひだか町
ママ・アシスト 119」登録制度があります。

対象者
毅町内にお住まいの妊婦の方
毅里帰り出産のため、町内に滞在している方　　　　　

登録に必要なもの
毅母子健康手帳
毅新ひだか町妊婦情報事前登録届出書

登録後の流れ
①「出血や破水、強い痛みなど」を感じたら、通院
　先の病院、または出産予定の病院へ症状を伝える。
②医師から「救急搬送が必要です」と言われた場合  
  に限り、119番へ通報します。
③「ママ・アシスト119の（登録番号）番の新ひだ
　か花子です。救急車をお願いします」と通報します。
④登録情報をもとに医療機関へ救急搬送します。

※登録情報に変更が生じた場合は、連絡してください。
※登録情報は出産予定日から3週間後に削除します。

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種

助成の対象年齢ではありませんか？

新ひだか町

ママ ・ アシスト119

女性のための欲ばりエクササイズ
ペタ腹・美脚・美尻・美肌
5 年後のキレイを目指して

　女性なら“いつまでもキレイでいたい”と思うも
のですが、キツい運動は無理！時間もない！何より
いつも３日坊主で終わっちゃう！そんな女性のため
に、外見はもちろん内面からキレイを作るらくらく
エクササイズをご紹介します。

毅と　き　10 月 17 日㈭
　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
毅ところ　保健福祉センター １階 集団検診室
毅講　師　健康運動指導士　西村 真有美 氏
毅参加料　無料
毅持ち物　飲み物（水分補給用）、タオル
毅服　装　動きやすいもの
毅その他　介護予防サポーター養成講座との

重複参加はご遠慮ください。
※託児あります ( 事前申し込み必要 )

ヘルスアップ講座

せんぽ しゅうじ くん（４歳）

ねしろ なぎ ちゃん（６歳）

25 shinhidaka 2019‐10

かみがき つむぎ ちゃん（５歳）

す
こ
や
か

242019‐10 shinhidaka 　

10

すこやか

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

はら たくま くん（５歳）

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

高齢者インフルエンザ予防接種

毅助成対象者

　①接種時、町内に住所を有する65歳以上の方

　②60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器などの障がい

　　がある方 （詳細は医師にご確認ください）

毅接種時期・回数

　10月１日から翌年１月31日の間に１回

※12月中旬までの接種を心掛けましょう。

※接種開始時期は医療機関によって異なりますので確
　認が必要です。

毅接種医療機関　➡ 直接、予約申込をしてください。

　石井病院、駒木クリニック、日高徳洲会病院、

　仲川内科胃腸科医院、中村脳神経内科クリニック、

　山田クリニック、町立静内病院、町立三石国保病院

※町外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に
　手続きが必要となりますので、問合せ先まで必ずご　
　相談ください。

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287　　三石庁舎 健康推進課　 ☎33‐2233

毅接種料金　

　窓口で請求された金額をお支払いください。
インフルエンザ予防接種料金

支払い額（自己負担分） 助成額（町負担分）

半　額   半　額

※接種料金は医療機関によって異なりますので、窓口
　で支払う金額も異なります。

※生活保護を受給されている方は、自己負担はありま
　せんので、接種時にお申し出ください。

◇町民税非課税世帯の方は、
接種後の手続きが必要です。

接種後の申請手続きにより、窓口で支払った額　
（自己負担分）を、さらに助成します。

申請窓口 申請に必要な物
毅保健福祉センター
　 健康推進課
毅三石庁舎
　 健康推進課

毅領収書と接種済証
毅印鑑（スタンプ式以外）
毅振込口座の通帳
　（原則、本人名義のもの）

毅申請期限　令和２年３月 31 日まで

※町民税課税世帯の方は、対象となりません。

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287　　三石庁舎 健康推進課　 ☎33‐2233

と　き ところ

11月２日㈯ ６時00分～９時00分
（受付時間）

総合町民センター(三石本町212番地)

11月15日㈮ ～ 17日㈰　 保健福祉センター（静内緑町４丁目５番１号）

検診名・内容 個人負担金 対象者（年齢は令和２年3月31日現在）
胃がん検診 胃バリウム検査 1,900円

満40歳以上の町民の方肺がん検診 胸部レントゲン検査 600円
大腸がん検診 便潜血反応検査 700円

肝炎ウイルス検診
血液検査

900円 満40歳以上の町民の方
※今まで肝炎ウイルス検診を受けたことがない方

エキノコックス症検診 300円 小学３年生以上の町民の方
※５年以内に受けていない方

特定健康診査 血液検査、尿検査、血
圧測定、身体計測、診
察

1,500円 新ひだか町国民健康保険に加入している40
歳以上の方

後期健康診査 無　料 後期高齢者医療制度に加入している方
前立腺がん検診 血液検査 2,100円 原則50歳以上の町民の方
ピロリ菌検査 便中抗原検査 3,300円 原則40歳以上の町民の方
肺がん CT 検診 ※11/16のみ 胸部ヘリカル CT 検査 8,390円 原則50歳以上の町民の方
内臓脂肪検診   ※11/16のみ 腹部 CT 検査 3,150円 満40歳以上の町民の方

※肺がん CT 検診と内臓脂肪検診の両方をセットで受診した場合、料金は10,490円となります。
※今年度40歳を迎える方や生活保護を受給されている方は、胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、エキノコックス症検診が無料となります。

がん検診 ・ 特定健診 ・ 後期健診　受付中
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地　　区 運 行 日

中野町（３丁目を除く）

旭町（新生自治会地区、公営住宅地区を除く）

神森（第２自治会地区を除く）

目名
静内駅周辺

８日㈫、24日㈭

清水丘
中野町３丁目
神森第２自治会地区
旭町新生自治会地区
旭町公営住宅地区

９日㈬、23日㈬

毅市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用ですので厳守願います。
 毅温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要となります。
 毅温泉バスを利用できる方は、65歳以上の方となります。
毅時刻表・運行経路については、静内庁舎福祉課 ☎49‐0286、FAX43‐3900 までお問合せください。

救急外来診療

10 月 温泉 ・ コミュニティバス運行表 

地　　区 方　 面 運 行 日

稲見・川上・清瀬・歌笛・庄内・
谷地・美野和の一部・本桐・鳧舞

静内方面 ７㈪、21日㈪
浦河方面 28日㈪

稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・東蓬莱

静内方面 ８日㈫、22日㈫
浦河方面 １日㈫、15日㈫、29日㈫

稲見・歌笛・谷地・本桐・蓬栄・
富澤・豊岡・西蓬莱・旭町団地・
緑ヶ丘公営住宅

静内方面 ９日㈬、23日㈬
浦河方面 ２日㈬、16日㈬、30日㈬

福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・
港町・本町

静内方面 10日㈭、24日㈭
浦河方面 ３日㈭、17日㈭、31日㈭

美野和・歌笛市街・久遠・本桐
シュムロ・福畑・豊岡・西蓬莱・
旭町団地

静内方面 11日㈮、25日㈮
浦河方面 ４日㈮、18日㈮

■コミュニティバス（三石地区）

毅日高徳洲会病院　 ☎ 42‐0701

毅町立静内病院　　 ☎ 42‐0181

 全日程　※24時間365日受け入れています。

毅町立三石国保病院 ☎ 33‐2231
 全日程　※救急外来を受診される場合は、必ず事前に左記までご連絡ください。

救急外来は通常の診療とは異なり、休日や夜間に緊急性のある患者さまを
対象に行う診療です。なお、急病・救急以外での受診はお控え願います。

地　　区 運 行 日
田原・豊畑 ３日㈭、29日㈫

市街地・真歌・入船町
１日㈫、２日㈬、10日㈭
25日㈮、30日㈬、31日㈭

川合・西川 ４日㈮、18日㈮
春立・東別 １日㈫、17日㈭
御園・農屋・桔梗親和 ２日㈬、29日㈫
東静内・浦和 11日㈮、30日㈬

10 月 健診 ・ 相談 
相談 と　き ところ

こころの
健康相談 ４日㈮ 13時30分

～15時30分
静内

保健所
女 性 の
健康相談 23日㈬ 13時00分

～16時00分
静内

保健所
毅こころの健康相談～ひきこもりや精神的
　 な不安・悩みのある方 ( 予約制 )
毅女性の健康相談～不妊、思春期、更年期
　 など心身の悩みがある女性 ( 予約制 )

【問合せ】静内保健所　☎42‐0251
※ 乳幼児健診およびフッ素塗布の対象の方は、個別にご案内します。
※日程・時間は変更になる場合があります。

■温泉バス（静内地区）

健診 日程 ところ 受付時間
幼児健診 ３日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

【問合せ】
保健福祉
センター　
☎42‐1287

乳児健診
10日㈭ 総合町民センター 12時30分～13時00分
24日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

歯科健診 ９日㈬ 保健福祉センター 12時50分～13時50分

フ ッ 素
塗 布

16日㈬ 総合町民センター 13時30分～16時30分
29日㈫

保健福祉センター
13時00分～16時30分

30日㈬ ９時00分～11時00分、13時00分～16時30分

毅静内方面行きは「静内温泉」
を、浦河方面行きは「みつ
いし昆布温泉蔵三」を経由
します。

毅コミュニティバスは、年齢
などの条件はなくどなたで
も利用できます。

毅時刻表・運行経路について　
　は ､ 三石庁舎町民福祉課
 ☎  33‐2112
FAX 32‐3455
までお問合せください。

詳しくはお問合せいただくか、町公式ホー
ムページでご確認ください。

広告
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