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問合せ 健康課予防推進係︵〒１
９７ー０８１４ 二宮３５０︑直
通５５８・１１９１︶

※生活保護受給者と中国残留邦 ②平成 年度中に 歳以上、
歳未満の方で、心臓、腎臓や
人等支援給付受給者の方は、
呼吸器の機能障害、ヒト免疫
全額免除になりますので、受
不全ウイルスによる免疫の機
給者証明書を接種時に医療機
能障害で、身体障害者手帳の
関へ提出してください。
程度が１級の方
▽申込み方法 健康課で配布し
ている申込書に必要事項を記 ▽接種回数 １人１回
入の上、送付するか直接窓口 ▽接種方法
●①の方…事前に送付した通知
にお持ちください。
をご確認の上、接種してくだ
※市ホームページからダウンロ
さい。
ードできます。
●②の方…通知は送付していま
▽その他 助成決定者には、受
せん︵接種を希望される方
診券、予診票などを交付しま
は、身体障害者手帳を持っ
す。五日市出張所か郵送で申
て、平成 年度定期予防接種
請した方には後日送付します。
指定医療機関一覧の指定医療
機関で接種してください︶。
高齢者肺炎球菌予防接種
▽接種費用 各指定医療機関の
︵定期接種︶ワクチン
定める接種費用から市助成額
費用を公費助成します
︵４千円︶を除いた差額を接
種した医療機関へお支払いく
ださい。また、医療機関によ
って接種費用が異なり、初診
料などがかかる場合がありま
すので、事前に医療機関に確
認してください。
※生活保護受給者と中国残留邦
人等支援給付受給者の方は、
全額免除になりますので、受
給者証明書を接種時に医療機
関へ提出してください。
※接種対象外の方や再度の接種
を希望される方は、全額自己
負担となります。
高齢者の肺炎の多くは肺炎球
菌という細菌によって引き起こ
されます。また、肺炎球菌が原
因で、気管支炎、副鼻腔炎、中
耳炎、髄膜炎などになることも
あります。肺炎球菌ワクチン
は、接種することによって予防
効果が期待されます。
▽対象 市内在住で、今までに
自費・公費を問わず肺炎球菌
ワクチンの接種を受けたこと
がない方
①平成 年度中に 歳、 歳、
歳、 歳、 歳、 歳、
歳、１００歳になる方
※今年度に限り定期接種として
の公費助成が受けられます。
詳しくは、お問い合わせくだ
さい。

平成 年度健康相談
〜あなたの
健康的な生活を
応援します〜
保健師、栄養士による健康相
談を行います。
▽場所・期日
●市役所…４月
日㈪、６月
日㈪、８月 日㈭、 月 日
㈪、 月 日㈪、平成 年２
月 日㈪
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介護予防教室
﹁はつらつ元気アップ教室﹂
参加者募集！
▽日時 ５月９日から７月５日
までの毎週水曜日︵全９回︶
午後２時〜３時 分
※６月 日と７月５日のみ木曜
日実施
▽場所 あきる野保健相談所
▽内容 体力測定、筋力アップ
体操、栄養や口腔ケアに関す
る講話など
▽講師 健康運動指導士、歯科
衛生士、管理栄養士
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人程度︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 飲 料 水 、 タ オ
ル、筆記用具、室内履き、動
きやすい服装
▽費用 無料
▽その他 自宅や最寄のバス停
などから会場まで送迎を行い
ますので、希望する方は申し
込んでください。
▽申込み方法 ４月２日㈪午前
８時 分から 日㈮までに電
話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶

認知症予防教室
﹁頭シャキッと教室﹂
参加者募集！
▽日時 ５月８日から７月 日
までの毎週火曜日︵全 回︶
午後２時〜４時
▽場所 あきる野ルピア産業情
報研修室

●五日市ファインプラザ…５月
日㈭、７月 日㈪、９月
日㈭、 月 日㈪、平成 年
１月 日㈭、3月 日㈪
▽時間 午後１時 分〜３時
分
▽申込み方法 直接会場にお越
しください。
※個別相談に加え、体組成と足
指力、血圧などを測定します。
※この他にも予約による健康相
談を行っています。
▽問合せ 健康課健康づくり係
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▽内容 脳トレ、体操、健康ミ
ニセミナー、ウォーキング、
体力測定
▽講師 健康運動指導士など
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、筆記用具、動きやすい服
装・靴
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月２日㈪午前
８時 分から 日㈮までに電
話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶
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高齢者げんき応援事業

高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。
※受付時間…平日午前９時〜午
後５時

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽シニア英会話教室 楽しく発
音の基礎を学びます。オリン
ピック開催に向けて話せるよ
うになりましょう。
●期間…６月までの第２、４水
曜日 午後１時 分〜２時
分︵祝日を除く︶

人︵申込み順︶

●講師…竹内恵子さん

●定員…

●持ち物…筆記用具

●費用…月２千円

（以下は広告枠です）
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せください。
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風しん抗体検査費用・
風しん予防接種ワクチン
費用を公費助成します
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各予防接種の対象年齢になっ
た方がいる世帯に、必要書類を
郵送します。
※接種時間・場所・費用など必
ず必要書類を確認の上、接種
してください。
※出生届、転入届をされた方に
は、翌月に郵送します。
▽個別接種の種類 Ｂ型肝炎、
ヒブ、小児用肺炎球菌、４種
混合、不活化ポリオ、水痘、
麻しん・風しん、ジフテリ
ア、破傷風、日本脳炎、子宮
頸がん
▽集団接種の種類 ＢＣＧ
※ＢＣＧの定期予防接種の対象
年齢は、生後５か月から、生
後１歳に至るまでの間の方で
す。
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日本脳炎予防接種の
勧奨と特例接種
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教育相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜５時（適応指導教室は３時まで、随時）
○相談場所・問合せ
・秋川教育相談所（☎５５８−６４４４）
・五日市教育相談所（☎５９６−６４６０）
適応指導教室［せせらぎ教室］
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜３時
○相談場所・問合せ 適応指導教室［せせらぎ教室
（☎５５０−６５２７) ］
子ども相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前９時〜午後５時
30分
○相談場所 各児童館
子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前10時〜午後６時
30分（第３水曜日、祝日、年末・年始を除く）
○相談場所・問合せ 子ども家庭支援センター（☎５
５０−３３１３）
子育て相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前10時〜午後５時
○相談場所 屋城保育園、神明保育園、すぎの子保育
園
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風しんは、免疫の無い女性が
妊娠中に感染すると、赤ちゃん
の目や心臓などに障害が出る先
天性風しん症候群になる可能性
があります。先天性風しん症候
群の発生防止を目的として次の
費用を助成します。
▽対象 市内在住で、妊娠を予
定または希望している 歳以
上の女性［すでに風しんワク
チン︵混合ワクチンを含む︶
を２回以上接種している方を
除く］
●抗体検査…当抗体検査事業に
おける抗体検査の受診者と、
自身で抗体検査を受け、低抗
体者と確認できる方を除く
●風しん予防接種…抗体検査に
より低抗体者であると判明
し、接種を受ける方︵当予防
接種事業における予防接種を
受けている方を除く︶
＊低抗体者とは、ＨＩ抗体価
倍以下、ＥＩＡ価 未満か国
ッ
満、
際単価① ＩＵ/ミリ リ未
ト
ル
リッ
未
国際単価② ＩＵ/ミリ ト
ル
満の方です。
＊検査結果の写しを添付してく
ださい。
▽実施期間 平成 年３月 日
まで
▽助成額
●抗体検査…全額
●風しん予防接種
＊風しんワクチン…３千円
＊麻しん風しん混合ワクチン…
５千円
※風しん予防接種は、指定医療
機関の定める接種費用のうち、
助成額を除いた額が自己負担
額となりますので、接種した
医療機関へお支払いください。
また、医療機関によって接種
費用が異なり、初診料などが
かかる場合がありますので、
事前に確認してください。
45
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日本脳炎の予防接種は、国の
実施要領に基づき実施していま
す。勧奨対象の方には、接種に
必要な予診票などを送付します
ので、指定医療機関で接種して
ください。
▽勧奨対象者
●第１期対象…平成
年４月２
日〜平成 年４月１日生まれ
の方
●特例第４条対象未接種者…平
成 年４月２日〜平成 年
月１日生まれの方
●特例第５条対象未接種者…平
成 年４月２日〜平成 年４
月１日生まれの方
▽費用 無料
▽その他 特例の接種は、積極
的な勧奨が差し控えられてい
た期間に第１期︵初回２回接
種、追加１回接種︶、第２期
︵１回接種︶の接種が終了し
ていない方に対して、接種機
会を確保するための措置で、
定期の予防接種として取り扱
い、接種費用は公費で負担し
ます。特例の対象は生年月
日、接種歴により異なります
ので、詳しくは、お問い合わ
28
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教育・子ども相談

21

12

（６）
平成30年（2018年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

