
こどもの健康を守るために

こどもの安全を守るために

こどもを預かる環境を充実し、保護者の就労を支援するために

こどもの居場所を確保するために

“子育て情報”の収集と提供を充実するために

こどもの健康を守るために

こども支援課こども支援係　☎（63）2160

　『かぬまのすべてのこどもの“健康と安全”を守るために』を
キーワードに、１人目からの子育て支援策を充実させます。
　４月から支援内容が充実する事業、また、新たにスタートする
事業もあります。ぜひご活用ください。ただし、小児用肺炎球菌
ワクチン、ヒブワクチン予防接種は、3月14日現在、接種を一時
的に見合わせています。再開次第、お知らせします。

１人目からの子育て支援策の充実１人目からの子育て支援策の充実１人目からの子育て支援策の充実こどもの安全を守るために

こどもを預かる環境を充実し、保護者の就労を支援するために

こどもの居場所を確保するために

“子育て情報”の収集と提供を充実するために

 
 

事　業　名
（問い合わせ先） 事業の内容 事業開始の時期や手続き方法など

接種費用全額助成

◇対象年齢 ： 生後２カ月～５歳未満のお子さん
◇対象接種期間 ： 4月1日～平成24年3月31日
◇接種方法 ： 
　実施医療機関で接種を行ってください。（19ページをご覧くだ
さい）
　事前に医療機関に予約をしてください。
　予診票は医療機関にあります。
※この２つの予防接種は、接種開始年齢によって接種回数が異な
ります。他のワクチンとの同時接種が可能ですので、詳しい接
種スケジュール等は医師とご相談ください。

◇対象年齢 ： 中学1年生～高校1年生の女子
◇対象接種期間 ： 平成24年3月31日まで
◇接種方法 ： 対象者に送付した申込書を予約した医療機関に提
出して接種してください。

◇実施時期：４月１日診療分から対象
◇登録手続きが必要なお子さん
　平成8年4月2日～10年4月1日生まれの人
　手続き方法等は、郵送された登録申請書をご覧ください。
◇対象となる医療費
　病気やけがで保険診療を受けて支払った医療費
◇３歳以上のお子さんの助成は、薬局を除く１医療機関あたり月
額５００円の自己負担を差し引いた金額になります。
※妊産婦・ひとり親家庭医療費は従来どおり自己負担はありま
せん。
※4月28日支払い分から「こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助
成口座支払通知」が廃止されます。通帳には、「カヌマシ（○○
イリョウ）」と印字されますので確認してください。

助成対象年齢が
「１５歳到達後の
最初の３月３１日
（中学校３年生修
了）まで」に拡大

小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種費助成事業
健康課健康増進係 （63）8311

ヒブワクチン予防接種費
助成事業
健康課健康増進係 （63）8311

子宮頸がん予防ワクチン
接種費助成事業
健康課健康増進係 （63）8311

こども医療費助成事業
こども給付係 （63）2172

チャイルドシート（乳児用）
貸出事業
こども支援係 （63）2160

チャイルドシート購入費
助成事業
こども支援係 （63）2160

家庭こども相談室
こども支援係 （63）2160

事　業　名
（問い合わせ先） 事業の内容 事業開始の時期や手続き方法など

貸出期間を１年間
に延長

購入費助成

家庭こども相談室を設置して、児童虐待対応、相談体制を強化します。

◇乳児用チャイルドシート貸出（１人のお子さんにつき１台）
◇貸出期間 ： １年間
◇電話予約 ： ４月１日から電話予約を開始します。
　（出産予定日の２カ月前から予約可能）

◇チャイルドシート購入費の２分の１(上限額10,000円)を助成し
ます。（１人のお子さんにつき１回助成）
◇助成対象 ： 4月1日以降に購入したもの
◇申請手続 ： 申請書と一緒に、領収書と保証書の写しを提出し
　てください。

◇対象児童 ： 保育に欠ける小学校３年生までのお子さん
◇実施場所 ： 小川こどもクリニック（貝島町） ☎（74）5421
◇利 用 料 ： １日 2,000円、午前９時～午後１時 1,000円、
　　　　　  午後１時～6時 1,000円
◇昼 食 代 ： 500円（持参可）
◇保育時間 ： 午前９時～午後６時  土曜日は午前９時～午後１時
◇休 業 日 ： 木曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始　◇定　員 ： ４人
◇開 所 日 ： 4月上旬予定
※内 覧 会 ： 4月3日（日）午前９時～午後１時（予約不要）

病児保育
保育係 （63）2174

民間保育園の整備
保育係 （63）2174

病気やけが等により
集団保育が困難な児
童の一時的保育

日吉保育園（日吉町）の増改築を支援します。
工事完了後は、定員が120人に増員されます。

　　　つどいの広場事業
こども支援係 （63）2160

　　　授乳室の設置
こども支援係 （63）2160

　　　市長と“子育て夢談議”
こども支援係 （63）2160

　　　子育て応援ブック
こども支援係 （63）2160

子育て奮闘中のお父さんお母さんたちの声を、市長が直接お聞きします。

子育て支援に関する情報をもれなく、正確に伝えるための、新たな子育て情報ブックを作
成します。母子手帳交付時などに配布します。

西鹿沼市営住宅１階にオープンした“ゆーとりん”では、子育ての経験豊富な高齢者のボラ
ンティア・スタッフを募集。世代間交流事業の実施など内容を充実します。

庁舎本館１階に授乳室を設置しました。
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拡充

拡充

新規

新規

新規

新規

新規

新規

拡充

拡充

新規

新規 ※接種を見合わせ中

※接種を見合わせ中
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