▽

母子家庭等医療費助成制度

医療費の自己負担分を助成
歳未満の児童を扶養している母
対象
h
子︵父子︶
︑家庭の母︵父︶または配偶者
に重い障害のある家庭の母︵父︶とその児
両親のいない児童
童
h
条件 扶養している本人と同居の家族に所得
税が課されていないこと
※所得税については︑平成 年度税制改正に
より年少扶養控除などが廃止されました
が︑本制度は廃止前の計算方法で所得税を
再計算し判定します︒
受付期限 ６月 日㈭
子育て支援課︵市役所アトレ庁
受付場所
舎１階︶ 大井川市民サービスセンター
︵市役所大井川庁舎１階︶
持ち物 印鑑︑保険証︑振込先の預金通帳など
※平成 年１月２日以降に焼津市に転入した人
は︑平成 年中の所得が分かる書類︵源泉徴
収票や確定申告書の控えなど︶が必要です︒
※助成を受けている人も更新手続きが必要です︒
問合先 子育て支援課
６２６︱１１３７

海の子山の子交流教室

▽

６２６︱１１２０

▽

日まで水道週間 ﹁じゃ口から 安心とどけ 未来まで﹂

心な水道水への取り組み
について︑より市民の皆
様に知っていただくため
に︑広報やいづ︑ホーム
ページや施設見学などに
よりＰＲ を行っていま
す︒
市の取り組みやお知ら
せ︑
水質検査結果などは︑
水道事業ホームページ

年度地籍調査の予定区域

(http://suidou-yaizu.jp)
に掲載していますので︑
ぜひご覧ください︒
８月の夏休み期間に
は︑親子施設見学会の開
催を計画しています︒広
報やいづやホームページ
でご案内しますので︑ぜ
ひご参加ください︒

平成
土木管理課

一色︑田尻︑田尻北︑下小田の各一部
問合先

対象 ﹁海の体験﹂と﹁山の体験﹂の両方に
参加できる市内在住の小学４・５年生
■海の体験
日時 ８月 日㈭・ 日㈮︵１泊２日︒宿泊
先は焼津青少年の家︶
内容 魚市場見学︑プラネタリウム観覧など
■山の体験
日時 平成 年５月下旬︵１泊２日︒宿泊先
は川根本町︶
内容 ハイキングやダム見学・トロッコ列車体
験乗車など

定員 男女各 人︵申込多数の場合は抽選︶
参加費 海︑山の体験各２千円
・
申込方法 必要事項﹁住所・氏名︵ふりがな︶
学校名・学年・クラス・性別・保護者名・
電話番号・食物アレルギーの有無と配慮が
必要な食べ物﹂を明記し︑郵送またはファ
クスで申し込む
締切日 ６月 日㈪︵必着︶
申込・問合先 〶４２１︱０２０５ 宗高９
００ 社会教育課
６６２︱０５７０
６６２︱０６３０

ガッテン版
本当は予防できる認知症

６月 日〜 日

ふるさと給食週間
市は︑国の食育月間にあわせ︑学校給食の
献立に︑市内産や県内産の食材を積極的に取
り入れる﹁ふるさと給食週間﹂を実施します︒
地場産品を活用した献立︵例︶
やいちゃんコロッケ
カツオそぼろ丼の
具
サバのカレー揚げトマトソースがけ
なまり節カレー
大豆と桜えびの揚げ煮
シラス入りグラタン
問合先 学校給食課
６２４︱６６６０

６月 日㈯〜９月４日㈰

青峯プールオープン
左記期間中︑８月 日㈯は休業します︒
時間 午後２時〜５時
※土日・祝日と７月 日〜８月 日までは︑
午前９時〜午後５時に延長します︒
入場料︵２時間︶ 大人３００円︑ 歳未満
１５０円︑３歳未満無料
※小学２年生以下の子どもの付き添いで水着を
着用していない人は申請により減免︵無料︶
︒
問合先
青峯プール︵オープン期間のみ︶
６２９︱７８１１
スポーツ振興課
６２８︱５７４０

自死遺族支援個別相
■県精神保健福祉センターの健康相談
アルコール依存相談 日程 ６月 13 日㈪・27 日㈪
薬物依存相談 日程 ６月７日㈫・21 日㈫
談 日程 ６月１日㈬ 【共通】 開設時間 午後１時〜４時 要予約 会場・予約・問合先 県精神保健福祉センター K286-9245

水道管の耐震化と水質管理の徹底
６月１日〜７日は﹁第 回水道週間﹂です︒水道は電気︑ガスな
どとともにライフラインと呼ばれ︑災害時においても﹁安全な水の
安定供給﹂が強く求められています︒
市においても︑水道について︑市民の皆様に理解を深め関心をも
っていただくため︑水道事業の取り組みについてお知らせします︒
問合先 水道総務課
６２４ー０１１１

水道のＰＲ活動
水の大切さや安全で安
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ら北に向かう基幹管路に である祢宜島配水場に隣
おいては︑最優先な事業 接することで︑災害時の
として位置付け︑計画を 応急給水などに迅速に対
前倒しし︑昨年度から耐 応できるよう配慮されて
震管への更新工事を行っ います︒
ています︒
危機への対応
このほかの水道管につ
水道水の安全性をより
いても︑引き続き順次耐
震管への更新工事を行っ 高めるため︑食品業界で
ていきます︒ご理解ご協 導入されている衛生管理
︶
手法ハサップ︵ HACCP
力をお願いします︒
のリスク管理の考え方を
水道庁舎の機能
取り入れた
﹁水安全計画﹂
など︑起こり得る様々な
﹁ 危 機 ﹂に 対 応 す る た め
の計画を整備していま
す︒そして︑これらに沿
った訓練の実施や資機材
の配備を行い︑危機に対
して備えています︒
災害などに際して︑水
道事業における拠点とな
るのは水道庁舎です︒
水道庁舎には︑停電が
発生しても︑危機対策上
必要なシステムや通信機
器が使用できる自家発電
機などを備えています︒
また︑庁舎は︑４箇所
の配水場のうち最大規模
の境界などが分かりにく
くなった地域において
も︑地籍調査の成果によ
り︑早期の復旧︑復興に
着手できた事例がありま
す︒
今年度から調査に着手
する場所は︑上記の区域
です︒
今月中旬︑調査区域に
土地を所有している皆さ
まを対象とした︑説明会
を開催する予定です︒
※ 説明会の日時や会場
など︑詳しくは決まり
次第︑対象者に通知し
ます︒

年４月１日採用

地籍調査とは︑市が事
業主体となり︑国土調査
法に基づいて︑土地一筆
ごとの所有者や地番︑地
目などを調査し︑境界の
位置と面積に関する測量
を行い︑その結果を基に
地籍図や地籍簿を作成し
て︑土地の情報を明確に
することです︒
この調査結果は︑地震
や津波などの災害の復
旧︑土地の境界紛争の防
止︑土地取引の円滑化な
どに役立つものです︒
東日本大震災で津波な
どの被害を受けて︑土地

平成

市立総合病院職員を募集
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水道施設の耐震化
市は︑安定して水道水
を供給していくため︑こ
れまで配水場や水道管な
どの水道施設の耐震化を
計画的に行ってきました︒
平成 年度に︑配水場
の耐震化が完了︒老朽化
した水道管の耐震化に重
点を置き︑事業を進めて
います︒
市内の水道管は︑約８
８０㌔︒昭和 年代に整
備した管が老朽化してい
ることから︑順次耐震管
への更新を行っていま
す︒平成 年度末におけ
る基幹管路︵口径４００
㍉以上の配水管など︶の
耐震化率は︑ ・２％と
なっています︒
特に︑中新田配水場か

線
志太海岸

県道焼津榛原線

ネットで予約可能

プレミアム
乳がん検診
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認知症が予防できることを知っています
か？介護予防のため︑今できることを考えま
しょう︒
日時 ７月５日㈫ 午後７時〜９時︵受付は
午後６時 分〜︶
会場 焼津文化会館小ホール
テーマ ガッテン版！本当は予防できる認知
症〜あなたはその秘訣を知っていますか〜
申込不要 定員 ４００人
問合先 健康増進課
６２７︱４１１１

ガッテン」専任ディレ

市立総合病院が医療体制を強化

そのほか︑内科と総合
診療科では︑専門医を目
指す医師を研修させるこ
とができる基幹施設にな
るための準備を進めてい
ま す︒ また︑市立総合病
院の特色である小児周産
期分野では︑地域周産期母
子医療センターとしての
診療体制が更に強化され
ています︒

した︒
また︑今までは︑治療
する位置を合わせるため
に患者の身体を動かして
調節していましたが︑新
しくなった装置では治療
ベッドの位置や角度を細
かく調整できるため︑身
体の微妙なズレを装置で
補正することが可能とな
りました︒
新しい装置により︑放
射線治療にかかる時間を
短縮することができ︑患
者の負担減につながりま
す︒また健康な細胞に対
しても放射線の影響を極
力抑えられ︑副作用の少
ない精度の高い治療を実
現します︒

医師スタッフと治療装置を充実

も 人増加し︑平成 年
当時と同じ人数になって
います︒これに︑臨床研
修医 人を合せて︑医師
数は１０９人となり診療
体制を着実に強化してい
ます︒
なかでも︑総合診療内
科︑
腎臓内科︑
泌尿器科は︑
県内の病院の中でも各診
療科上位の医師数です︒

市立総合病院は︑良質で高度な医療をみなさまに提供する病院で
あり続けるために︑医療スタッフの充実を図るとともに最新の医療
機器を導入し高度医療の強化に取り組んでいます︒
今年度︑常勤麻酔科医師など医師数が増加し︑また高度医療機器
で あ る 放 射 線 治 療 装 置︵ リ ニ ア ッ ク ︶ の 更 新 を 行 う な ど︑ ソ フ ト・
ハード両面に渡り︑引き続き医療体制の強化を図ります︒
問合先 市立総合病院総務課
６２３︱３１１１ ㈹

人

診療体制を着実に強化

常勤医師は
今年４月に総合診療内
科１人︑消化器内科２人︑
小児科１人︑産婦人科１
人そして待望の麻酔科１
人がそれぞれ増え常勤医
が 人となりました︒全
国的に医師不足となった
平成 年当時の 人から

がん診療機能の強化

（元ＮＨＫ「ためして
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最新装置を導入

■医療技術職等
薬剤 ︻共通︼
募集期間 ６月 日㈭ま
師
臨床検査技師
で︵消印有効︶
理学療法士
言語聴
試験日 ７月 日㈰
覚士
調理師
事務職 申込 書 職 員採 用試 験
■病院事務職
｢
市役所本館︑
︵大卒︶ 社会福祉士
案内 は
｣ ︑
市立総合病院にありま
受験資格 昭和 年４月
２日以降に生まれた
す︒また︑市役所・市
人で︑資格を有する人
立総合病院ホームペー
︵ 事 務 職 は４ 年 制 大 学
ジからも取得可能︒郵
を卒業した人 ︶
︒ま た
送で請求する場合は︑
は 平 成 年３ 月 ま で
次のとおりです︒①封
に卒業する人で︑資格
筒の表に﹁職員採用試
取得見込みの人︶
験案内請求﹂と朱書き
募集人員
若干名
する ②宛先を明記し
看護師
■看護職
て１２０円切手を貼っ
助産師
た 返 信 用 封 筒︵ 角２︶
募集人員
人程度
を同封する ③受験希
受験資格 昭和 年４月
望の職種を明記する
２日以降に生まれた人 申込・問合先 〶４２５
で︑資 格 を 有 す る 人︒ ︱８５０５ 道原１００
０ 市立総合病院病院
または平成 年３月ま
総務課
でに卒業する人で︑資
６２３︱３１１１㈹
格取得見込みの人
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今年度
調査地区

市立総合病院では︑女
性の乳がんの早期発見・
早期治療のため︑市民が
マンモ
ん検診とは別に h
精密マンモグ
グラフィ h
ラフィ︵トモシンセシス︶
エコーをどれでも受け
h
られるプレミアム乳がん
検診を行っています︒
この検診は︑ご自分で
乳がん検診方法を選択でき
るほか︑医師による触診が
ない︑女性技師による検査
であることが特徴です︒
インターネットで申し
込む場合は︑市立総合病
院のホームページから︑
電話で申し込む場合は︑
午後３時 分〜４時に健
康管理センター︵ ６２
３︱３１１１㈹︶で︒
※検査コース︑料金などは
ホームページをご覧く
ださい︒

講師 北折 一 さん

31

高度医療体制の整備
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相談室
■暮らしなんでも相談ダイヤル
（電話相談） 日常生活で起こるトラブルや悩みごとなどを相談できます。 日時 月〜金曜日（祝休日を除く） 午前９時〜午後５時
相談無料 電話相談先・問合先 ライフサポートセンターしずおか しだはいばら事務所 K646-6055

相談室

クター）

日時 ６月23日㈭ 午後２時〜３時30分
会場 焼津公民館 会議室５・６
内容 平成 27 年度市内バス路線の運
行実績ほか
定員 10 人（定員を超えた場合は抽選）
申込不要（当日の午後１時 30 分〜１
時 50 分の間に直接会場にお越しく
ださい）
問合先 都市計画課 K626-2166
24
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第１回市地域公共交通会議を
傍聴できます
h

h

51

46

h

h

29

30

29

h

h

29

13

17

h

h

N

（必着）
応募にあたっての注意
h 受理した書類は返却しません
h 委員の地位を政治、営利又は宗教
上の目的に利用してはなりません
応募・問合先 〶 425-8502 本町
５―６―１ 都市計画課（市役所ア
トレ庁舎）K626-2166
Qtoshikei@city.yaizu.lg.jp
35
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日時 ６月 24 日㈮午後３時〜
申込不要、どなたでも参加できま
す。当日、市立総合病院 C 棟３階
講義室に直接お越しください。
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最新型の放射線治療装
機器の有効活用
置を導入し︑いよいよ７
月から稼動します︒
高度な医療体制を整備
放射線治療は︑手術︑
︑ するために︑近年におい
化学療法︵抗がん剤を用 ては︑平成 年度に精密
いた治療︶と並び︑がん なＣＴと乳房エコー︵乳
の３ 大治療法の１ つで︑ 房超音波検査装置︶
︑
手術のように身体を切っ 年 度 に マ ン モ グ ラ フ ィ
︑
たりしない治療法です︒︵ 乳 房 Ｘ 線 撮 影 装 置 ︶
放射線治療単独で行うこ そして ・ 年度の２カ
ともあれば︑手術︑化学 年で放射線治療装置を更
療法と併用して行うこと 新し計画的に整備を行っ
ています︒
もあります︒
そして︑地域医療支援
新しくなった装置の大
きな特徴は︑治療の開始直 病院としてＣＴやエコー
前に放射線治療装置でＣ などの検査機器を地域の
Ｔ︵コンピュータ断層撮 医療機関においても共同
影装置 ︶画像を取得する 利用していただいていま
ことができ︑治療する部位 す︒また︑乳房エコーと
と放射線を照射する位置 マンモグラフィを利用し
をより正確に確認するこ た乳がん検診にも力を入
とが出来るようになりま れています︒
27
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港小学校
N
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自主運行バスなど市民の日常生活に
必要な公共交通手段を協議する「焼津
市地域公共交通市民分科会」の委員を
募集します。
応募資格 下記の条件をすべて満たす人
①市内在住で、応募時の年齢が 18 歳以上
②公共交通に関心が高い
③平日の日中に開催される会に出席できる
定員 ２名程度
任期 ９月８日から２年間
応募方法 応募用紙に必要事項を記入
の上、応募の動機や公共交通に関す
ることなどを簡潔にまとめ、持参、
郵送またはメールで申し込む
※応募用紙は都市計画課で配布するほ
か、市ホームページからもダウンロ
ードできます。
審査 行政参画意欲、公共交通に対す
る関心の高さなどについて書類審
査を行います
応募期間 ６月６日㈪〜７月６日㈬
病院に関わることに少しでも興味
のある高校生のための体験事業です。
普段見ることができない病院内
の施設見学や実際に働いている病
院職員から仕事の内容や進路につ
いての質問などができる貴重な機
会です。お気軽にご参加ください。
日時 ８月５日㈮ 午前８時 30 分〜午後３時 30 分
会場 市立総合病院（制服でお越しください）
職種 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、視能訓練士、歯
科衛生士、診療情報管理士、社会福祉士
内容 プレゼンテーション、職場見学、職場体験、座談会など
K
持ち物 昼食（院内の食堂や売店も利用可）
申込方法 ６月 30 日㈭までに電話で、住所・氏名・連絡先・高校
名・学年・希望職種・白衣のサイズ（Ｓ・Ｍ・Ｌ）を連絡する
※医師を希望する人は、下記へ問い合わせてください。
※ 看護師を希望する人は、自分の高校へ申し込んでください。
申込・問合先 市立総合病院病院総務課 K623-3111 ㈹
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焼津市公共交通市民分科会委員を募集
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今回導入された最新型放射線治療装置
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