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●奥州金ケ崎休日診療所　
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　午前 8時 30分～午後 4時
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）　
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）
8月の当番医　4日日岩崎雅先生（桜井医院）/11日日上田雅道先生（お
とめがわ病院）/12 日月田村朋子先生（田村川上医院）/18 日日小野寺　
剛士先生（下河辺胃腸科クリニック）/25 日日小野寺清哉先生（胃腸ク
リニック）

●母子保健・予防接種日程（8月）
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

事業名 月　日 場　所 受付時間

母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く

保健福祉
センター 13：00～17：００

ＢＣＧ予防接種 8月 1日㈭ 保健センター 13：00～13：30

♥婦人科診療　▶受付：午前 8時 30分～ 11時 30分
♥神経内科診療　▶受付：午後 1時 30分～ 4時
♥眼科診療（完全予約制）▶受付：午後 1時 30分～ 4時 30分
♥整形外科診療（完全予約制）▶受付：午前 8時 30分～ 11時 30分
♥土曜診療　▶診療科目：内科（検査・レントゲン除く）
▶受付時間　午前 8時 30分～ 11時 30分
問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）

◎広報暮らしのカレンダー ※8月は第2、第4木曜日が広報発行日となります。
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
7/28 29

♥眼科診療
30 31 8/1

ＢＣＧ予防接種
（Ｈ31.1.1～2.28生）
♥神経内科診療

2
♣ぴよぴよ

3
金ケ崎夏まつり

4 5
♥眼科診療
◎消費生活相談

6
歯科診療所休診

7
◎多重債務弁護
士相談

8
区長配布
♥婦人科診療

9
♣とことこ
歯科診療所休診

10
♥土曜診療

11 12
献血（場所：イオン
スーパーセンター金ケ
崎店）

13
診療所・歯科
診療所休診
◎消費生活出張
相談

14
◎暮らしとお金
の安心相談

15 16 17

18 19
♥眼科診療
◎消費生活相談

20
◎人権相談
◎多重債務弁護
士相談

21 22
区長配布
♥婦人科診療
◎行政相談

23
♣ぴょんぴょん

24
♥土曜診療

25
金ケ崎町総合防
災訓練

26
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘル
ス相談

27 28
子育て相談
♥整形外科診療

29
♥神経内科診療

30 31

♣オープンデイ（あそびのひろば）
■時間　午前 10時～ 11時 30分
■場所　町子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0歳児親子
▶とことこ…1歳児親子
▶ぴょんぴょん…2・3歳児親子
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）

各種相談
◎消費生活相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所　中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎消費生活出張相談
（相談日前週の水までに予約）
■時間　午前10時～午後 2時 30分
■場所　役場住民課
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談（要予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所　奥州市役所総合相談室
■予約先・問　奥州市役所（☎ 24-2111）
◎DV相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所および予約先・問　中央生
涯教育センター（☎ 44-3123）
◎人権相談
■時間　午後 1時～ 4時
■場所　福祉センター
問　住民課（内線 2127）
◎暮らしとお金の安心相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 4時
■場所　役 1階 101会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎メンタルヘルス相談
■時間　午前 9時～午後 5時
■場所　保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
◎行政相談（8月）
■時間　午前 10時～正午
■場所　南方地区生涯教育センター
問　総合政策課（内線 2311）
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国保・後期高齢者被保険者証等を更新します
◎新しい保険証を郵送します
　現在お持ちの国民健康保険証、高齢受給者証などは 7
月 31日が有効期限です。8月 1日からの新しい保険証
は 7月末に郵送します。新しい保険証が届いたら、内
容をご確認ください。
■国民健康保険証
▶ 70歳未満…国民健康保険証
▶ 70 歳以上 75 歳未満…
国民健康保険証、高齢受給
者証
■後期高齢者医療保険証
　75歳以上の人と、一定の
障がいがあると認定された
65歳以上75歳未満の人（後
期高齢者医療広域連合から
認定を受けている人）

◎国保・後期高齢者医療限度額適用認定証は
手続きが必要です
　入院の際に必要となる「限度額適用認定証」と「限度
額適用・標準負担額減額認定証」は、申請により交付し
ています。必要な場合（入院中または入院予定の人など）
は新しい保険証と印鑑を持参のうえ８月１日以降に住民
課窓口へ申請してください。

◎福祉医療費受給者証も更新します
　子ども、ひとり親家庭、寡婦、重度心身障がい者の福
祉医療費受給者証は 7月 31日が有効期限です。8月 1
日からの新しい受給者証は 7月末に郵送します。
　８月診療分から小学生の福祉医療費給付方法が現物給
付に変わります！
　これまで、小学生が県内の医療機関を受診した場合、
窓口で一部負担金を支払い、申請により医療費を給付し
ていました。8月 1日からは、新しい医療費受給者証と、
加入している保険証を医療機関の窓口で提示することに
より、一部負担金を窓口で支払うことなく、医療を受け
られるようになります。 
※一部負担金とは，保険診療
（保険証を提示して受けた診
療）のうち，患者さんが医療
機関等に支払う金額（総医療
費の1割から3割）のことです。

◎限度額適用認定証を活用してください
　手術や入院等により医療費が高額になりそうなとき
は、「限度額適用認定証」を取得し、受給者証・保険証
と併せて医療機関等に提示してください。申請方法等詳
しくは保険者（保険証の発行元）にお問い合せください。
問　住民課国保係（内線 2125・2124）

国民年金保険料納付免除・猶予の制度を知っていますか？
　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料
の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だ
けではなく、万一の事故などにより障害を負った時の障
害基礎年金の受給資格を確保することができます。
　令和元年度（令和元年７月～令和２年６月）の国民年

金保険料の免除・猶予申請は７月から受け付けています。
希望する人は住民課窓口または年金事務所で申請手続き
をしてください。免除・猶予申請は、手続きの日から２
年１カ月前までさかのぼって申請可能です。
問　▶住民課国民年金係（内線 2124）
▶一関年金事務所（☎ 0191-23-4246）


