
日　付 対　象

2月3日（月） 初回　平成28年12月～平成29年1月生
追加　平成27年11月生～12月生

3月2日（月） 初回　平成29年1月～平成29年2月生
追加　平成28年1月生

実施日 献血会場

2月27日（木） 美浜町保健センター

受付時間
午前10時から午後3時30分

（途中、お昼休憩をいただきます）

健康・子育て課☎82-1111（内線287・289）

保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から

みはま健康マイレージのお知らせみはま健康マイレージのお知らせみはま健康マイレージのお知らせ

受付時間　午後０時30分～午後1時30分
場　　所　保健センター　　持  ち 物　母子手帳・予診票 予約は

いりません！

◎受付時間は、午前９時～正午までです。都合により変更になる場合があります。

●その他対象：初回及び追加未接種者（３歳～7歳半未満まで）
　　　　　　　２期未接種者（9歳～13歳未満）
●特 例 措 置：平成11年度生～平成19年4月1日生まれの20歳未満は不足分接種可能
　＊計4回済んでいる方については通知しておりません。

＜服薬中の方へ＞
慢性的に喘息、アレルギー等で服薬中の方は、
集団接種はできませんので紹介状を発行させて
いただきます、ご連絡ください。
風邪の方は服薬後、２週間あけてからお越しく
ださい。服薬中は接種できません。

献血にご協力を！！献血にご協力を！！献血にご協力を！！
献血は、健康な皆さんのあたたかい善意により支えられています。

献血内容 ： ４００ml 
主      催 ： 美浜町
協      賛 ： 美浜ライオンズクラブ 
献血していただいた方全員に血液検査を行い、その結果をお知らせします。　　
ご自身の健康管理にお役立てください。 
※　お問合先　健康・子育て課　内線287 

 

「みはま健康マイレージ事業」のポイント獲得期限が今月末で終了します。
まだ、100ポイント貯まっていない方は、頑張って貯めましょう。
町特産物などの景品があたるお楽しみ抽選会も開催します。
ポイントを貯めて、健康とお得をゲットしましょう！

　

●対象者　18歳以上で町内在住・在勤、在学の方
●ポイント獲得期限　2月29日（土）まで
●まいか引換期限　　3月2日（月）まで
　　　　　　　　　　チェレンジカードを保健センターに提出してください。
※みはま健康マイレージ事業の詳細は、保健センター事業予定表（広報みはま4月号折込）
をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
＜問合先＞　保健センター　☎82-1111（内線287・289）

みはま健康マイレージ
お楽しみ抽選会については
3月号広報をご覧ください。

当　　　番　　　医
当番日 診療場所 医療機関名 診療科目

2月の休日急病当番医

電話番号

2日(日)
9日(日)
11日(火)
16日(日)
23日(日)
24日(月)

82-5511
65-0184
82-0395
82-5511
82-0395
82-5511

整形外科・内科
内科・小児科
内科・小児科
整形外科・内科

内科
整形外科・内科

(医)浜田整形外科・内科クリニック
(医)大岩医院(豊浜)
知多厚生病院　担当医：榊原医院
(医)浜田整形外科・内科クリニック
知多厚生病院　担当医：白井医院
(医)浜田整形外科・内科クリニック
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旧

第２・４・５土曜日
日曜日・祝日

年末年始、８/１５

すべての土曜日
日曜日・祝日

年末年始、８/１５

休診日の変更内容
新

　美浜町では、少子化対策の一環として、一般不妊治療費の助成を実施しています。
　一般不妊治療を受けているご夫婦に対し、費用額の一部を助成します。

対象者
　次の要件のいずれにも該当する方が対象者となります。
(1)夫婦の双方が美浜町内に住所を有していること
(2)婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦
　人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科のある医療機関において
　不妊症と診断され、その治療を受けた方
(3)医療保険各法の規定に基づく、被保険者、組合員又は被扶養者で
　あること
助成の範囲
　１組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度（３
月診療分から翌年の２月診療分）ごとに、本人負担額の２分の１の
額と５万円のいずれか少ない額を助成します。助成期間は、助成対
象となってから２４ヶ月です。
一般不妊治療とは
　医療保険の適用となる不妊治療、不妊検査、人工授精による不妊
治療です。（体外受精、顕微授精のほか夫婦以外の第三者からの卵
子・胚の提供による治療法は対象外です。）
本人負担額とは
　医療保険各法の適用を受ける自己負担額です。医療保険各法の適
用とはならない一般不妊治療を受けた場合においては、治療を受け
た者が負担した額が対象となります。ただし、他の法令等による給
付がある場合はその額を控除します。入院時食事療養費に係る標準
負担額や治療とは直接関係のない文書料、個室料等も対象外となり
ます。
申請手続き
　助成を受けようとする場合は、一般不妊治療費助成申請書に、次
の書類を添えて、申請してください。
(1)一般不妊治療受診等証明書
(2)申請しようとする治療に係る領収書
(3)夫及び妻の保険証
(4)夫及び妻の個人番号通知カード等（マイナンバーが記載されたもの）
(5)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(6)住所地を証明する書類
(7)夫及び妻の所得額を証明する書類
　ただし、(5)から(7)までの書類について、美浜町で確認できる方

は、省略することができます。
申請期限
　一般不妊治療を受けた日の属する
年度の末日（平成３１年３月から令
和２年２月診療分は、令和２年３月
末日まで）又は治療を終了した翌月
の末日のいずれか早い日
その他
体外受精、顕微授精などの特定不妊
治療については、愛知県が特定不妊
治療費助成制度を実施していますの
で、半田保健所(☎２１―３３４１)へ
ご相談ください。

一般不妊治療費の助成申請はお済みですか？一般不妊治療費の助成申請はお済みですか？
●住民課　内線２５８

令和２年（２０２０年）４月からすべての土曜日の外来診療が休診となります。

・夜間・休日の受け入れについては、これまでどおり救急外来にて対応いたします。
・地域の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　知多厚生病院　☎８２－０３９５（代表）

知多厚生病院からのお知らせ知多厚生病院からのお知らせ 土曜日一般外来休診について
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日　付 対　象

2月3日（月） 初回　平成28年12月～平成29年1月生
追加　平成27年11月生～12月生

3月2日（月） 初回　平成29年1月～平成29年2月生
追加　平成28年1月生

実施日 献血会場

2月27日（木） 美浜町保健センター

受付時間
午前10時から午後3時30分

（途中、お昼休憩をいただきます）

健康・子育て課☎82-1111（内線287・289）

保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から

みはま健康マイレージのお知らせみはま健康マイレージのお知らせみはま健康マイレージのお知らせ

受付時間　午後０時30分～午後1時30分
場　　所　保健センター　　持  ち 物　母子手帳・予診票 予約は

いりません！

◎受付時間は、午前９時～正午までです。都合により変更になる場合があります。

●その他対象：初回及び追加未接種者（３歳～7歳半未満まで）
　　　　　　　２期未接種者（9歳～13歳未満）
●特 例 措 置：平成11年度生～平成19年4月1日生まれの20歳未満は不足分接種可能
　＊計4回済んでいる方については通知しておりません。

＜服薬中の方へ＞
慢性的に喘息、アレルギー等で服薬中の方は、
集団接種はできませんので紹介状を発行させて
いただきます、ご連絡ください。
風邪の方は服薬後、２週間あけてからお越しく
ださい。服薬中は接種できません。

献血にご協力を！！献血にご協力を！！献血にご協力を！！
献血は、健康な皆さんのあたたかい善意により支えられています。

献血内容 ： ４００ml 
主      催 ： 美浜町
協      賛 ： 美浜ライオンズクラブ 
献血していただいた方全員に血液検査を行い、その結果をお知らせします。　　
ご自身の健康管理にお役立てください。 
※　お問合先　健康・子育て課　内線287 

 

「みはま健康マイレージ事業」のポイント獲得期限が今月末で終了します。
まだ、100ポイント貯まっていない方は、頑張って貯めましょう。
町特産物などの景品があたるお楽しみ抽選会も開催します。
ポイントを貯めて、健康とお得をゲットしましょう！

　

●対象者　18歳以上で町内在住・在勤、在学の方
●ポイント獲得期限　2月29日（土）まで
●まいか引換期限　　3月2日（月）まで
　　　　　　　　　　チェレンジカードを保健センターに提出してください。
※みはま健康マイレージ事業の詳細は、保健センター事業予定表（広報みはま4月号折込）
をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
＜問合先＞　保健センター　☎82-1111（内線287・289）

みはま健康マイレージ
お楽しみ抽選会については
3月号広報をご覧ください。

当　　　番　　　医
当番日 診療場所 医療機関名 診療科目

2月の休日急病当番医

電話番号

2日(日)
9日(日)
11日(火)
16日(日)
23日(日)
24日(月)

82-5511
65-0184
82-0395
82-5511
82-0395
82-5511

整形外科・内科
内科・小児科
内科・小児科
整形外科・内科

内科
整形外科・内科

(医)浜田整形外科・内科クリニック
(医)大岩医院(豊浜)
知多厚生病院　担当医：榊原医院
(医)浜田整形外科・内科クリニック
知多厚生病院　担当医：白井医院
(医)浜田整形外科・内科クリニック
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旧

第２・４・５土曜日
日曜日・祝日

年末年始、８/１５

すべての土曜日
日曜日・祝日

年末年始、８/１５

休診日の変更内容
新

　美浜町では、少子化対策の一環として、一般不妊治療費の助成を実施しています。
　一般不妊治療を受けているご夫婦に対し、費用額の一部を助成します。

対象者
　次の要件のいずれにも該当する方が対象者となります。
(1)夫婦の双方が美浜町内に住所を有していること
(2)婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦
　人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科のある医療機関において
　不妊症と診断され、その治療を受けた方
(3)医療保険各法の規定に基づく、被保険者、組合員又は被扶養者で
　あること
助成の範囲
　１組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度（３
月診療分から翌年の２月診療分）ごとに、本人負担額の２分の１の
額と５万円のいずれか少ない額を助成します。助成期間は、助成対
象となってから２４ヶ月です。
一般不妊治療とは
　医療保険の適用となる不妊治療、不妊検査、人工授精による不妊
治療です。（体外受精、顕微授精のほか夫婦以外の第三者からの卵
子・胚の提供による治療法は対象外です。）
本人負担額とは
　医療保険各法の適用を受ける自己負担額です。医療保険各法の適
用とはならない一般不妊治療を受けた場合においては、治療を受け
た者が負担した額が対象となります。ただし、他の法令等による給
付がある場合はその額を控除します。入院時食事療養費に係る標準
負担額や治療とは直接関係のない文書料、個室料等も対象外となり
ます。
申請手続き
　助成を受けようとする場合は、一般不妊治療費助成申請書に、次
の書類を添えて、申請してください。
(1)一般不妊治療受診等証明書
(2)申請しようとする治療に係る領収書
(3)夫及び妻の保険証
(4)夫及び妻の個人番号通知カード等（マイナンバーが記載されたもの）
(5)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(6)住所地を証明する書類
(7)夫及び妻の所得額を証明する書類
　ただし、(5)から(7)までの書類について、美浜町で確認できる方

は、省略することができます。
申請期限
　一般不妊治療を受けた日の属する
年度の末日（平成３１年３月から令
和２年２月診療分は、令和２年３月
末日まで）又は治療を終了した翌月
の末日のいずれか早い日
その他
体外受精、顕微授精などの特定不妊
治療については、愛知県が特定不妊
治療費助成制度を実施していますの
で、半田保健所(☎２１―３３４１)へ
ご相談ください。

一般不妊治療費の助成申請はお済みですか？一般不妊治療費の助成申請はお済みですか？
●住民課　内線２５８

令和２年（２０２０年）４月からすべての土曜日の外来診療が休診となります。

・夜間・休日の受け入れについては、これまでどおり救急外来にて対応いたします。
・地域の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　知多厚生病院　☎８２－０３９５（代表）

知多厚生病院からのお知らせ知多厚生病院からのお知らせ 土曜日一般外来休診について
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