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日（木）①午前9時30分〜②午前10時〜③午前10
時30分〜④午前11時〜▪場伊勢原シティプラザ▪対
市内在住で昭和56年4月2日以降に生まれた人各
回20人（申込順）▪費3000円▪締10月30日（金）
骨量測定相談会
骨量･血圧測定と健康･食事相談▪時11月17日（火）
午前9時30分〜11時30分▪場成瀬公民館◇当日受付
集団がん検診（担当へ要申込）� 11/4～26実施分
実施日 会　場 検査項目

11/ 4（水）

成瀬公民館

胃 大腸
5（木） 胃 大腸
11（水） 大腸 肺･結核
17（火） 大腸 乳＊子宮 骨量
24（火） 胃 大腸
26（木） 伊勢原シティプラザ 大腸 乳 子宮

※� は午前のみ、■は午前・午後実施　＊締め切りました

胃がん検診▪対40歳以上の人▪費1200円◇受付時間＝
（男性）午前8時30分〜9時（女性）午前9時30分〜10時�
大腸がん検診▪対40歳以上の人▪費500円◇受付時間＝
午前10時〜10時30分、午後2時〜2時30分�肺･結核検
診▪対40歳以上の人▪費200円◇受付時間＝午前9時〜11
時30分�乳がん検診（視触診＋マンモグラフィ）▪対40歳
以上の女性▪費1700円◇受付時間＝午前9時〜、午前10
時30分〜、午後1時〜、午後2時〜�子宮がん検診▪対20
歳以上の女性▪費900円◇受付時間＝午前9時30分〜10
時、午後1時〜1時30分
受診料免除　①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員が住
民税非課税の人は、がん検診の受診料が免除になりま
す。②③の人は受診日の1週間前までに担当へ申請して
ください。

ごっくん離乳食教室
4〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ▪時10
月20日（火）午後1時〜2時30分（受付は午後0時45

分〜）▪場市役所分室▪定15人（申込順）
乳幼児健康診査･相談� 10/6～16実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯
ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚ア
ンケートをお持ちください▪場伊勢原シティプラ
ザ（お誕生日前健康診査を除く）▪費無料
項　目 対　　象 日程･受付時間

4カ月児
　健康診査

令和 2年�5月16日〜31日生 10/ 6（火） 12：30〜
　13：30令和 2年�6月 1日〜15日生 10/13（火）

7カ月児
　健康相談

令和 2年 2月 1日〜15日生 10/ 9（金）  9：15〜
　10：15令和 2年 2月16日〜29日生 10/16（金）

お誕生日前
　健康診査

満10カ月〜誕生日前日に指定した医療機関
で受診。受診票は医療機関にあります。　

1歳6カ月児
　健康診査

平成31年 3月16日〜31日生 10/ 9（金）

12：30〜
　13：30

平成31年 4月 1日〜15日生 10/16（金）

2歳児歯科
　健康診査

平成30年10月 1日〜15日生 10/ 8（木）

平成30年10月16日〜31日生 10/15（木）

3歳児
　健康診査

平成29年 9月 1日〜15日生 10/ 7（水）

平成29年 9月16日〜30日生 10/14（水）

▪担子育て支援課薀94-4637

健康・子育て健康・子育て健康・子育て
休日夜間急患診療（1次救急）

伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内�
診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
薀93-5019
内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
14：00〜16：30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30〜22：45

休日歯科診療所
薀95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
13：00〜16：30

ロタウイルス感染症の定期予防接種を開始
◇初回の標準接種年齢＝生後2カ月〜14週6日（ワ
クチンによって接種回数が異なります）▪対令和2
年8月1日以降に生まれた子▪場市内の契約医療機
関（秦野･平塚･厚木市の一部機関を含む）▪費無料
高齢者インフルエンザ予防接種を無料に
新型コロナウイルス感染症との同時流行を防ぐた
め、令和3年1月31日（日）まで無料で接種できます
▪対市内在住で、接種時点で65歳以上の人と心臓な
どに機能障がいがある60〜64歳の人▪場市内の契約
医療機関（秦野･平塚･厚木市の一部機関を含む）
39歳以下健康診査
身体測定や医師の診察、血液検査など▪時12月3

▪担健康づくり課薀94-4616

かながわ小児救急ダイヤル
薀045-722-8000　18：00〜24：00（年中無休）

教育･保育施設等の利用申し込み令和3年度
　令和3年1〜4月の保育所、認定こども園（2･3号認定）、小規模保育事業と、3年4
月の幼稚園、認定こども園（1号認定）の利用申し込み方法をお知らせします。
　市外の施設を希望する場合も、伊勢原市を経由して申し込みが必要です。詳し
くは市役所1階の担当か市ホームページ｢子育て･教育｣でご確認ください。
▪担子ども育成課薀94-4641

【1号認定】3歳以上で保育を必要としない子ども　【2号認定】3歳以上で保育を必要とする
子ども　【3号認定】0〜2歳で保育を必要とする子ども

希望施設（認定区分） 施設選定 書類の準備 申し込み

幼稚園（私学助成園）
認定こども園（1号）

見学･説明
会に参加し
希望施設を
決定

各施設に直接
確認 各施設に直接申し込み

認定こども園（2･3号）
保育所（2･3号）
小規模保育施設（3号）

➡ ➡
担当か市ホー
ムページから
入手した書類
に記入

➡
受付日時　11月5日（木）〜20
日（金）の①午前9時〜11時30
分②午後1時〜4時※日曜日
を除く。土曜日は①のみ
受付場所　市役所3階3Ｃ会
議室（土曜日は担当）

利用申し込み手続きの流れ

保育所
（2･3号）

大山保育園�薀95-2078 高部屋愛育保育園 薀95-1086

比々多保育園 薀93-1390 伊勢原愛児園�薀95-1235

ベルガーデン保育園 薀93-3033 林台保育園 薀93-1007

大原保育園 薀93-8925 伊勢原ふたば保育園 薀92-6226

リス�ブラン保育園 薀91-0050 伊勢原こばと保育所 薀93-4414

なるせ保育園 薀74-5337 大原第二保育園 薀80-6210

小規模
保育施設
（3号）

きしゃぽっぽ 薀93-0012 ピュアキッズ大原 薀93-0812

駅前保育ルーム�ぽっけ
薀74-5552 ぽとふ伊勢原 薀97-2022

幼稚園
（私学助成園） 成瀬幼稚園�薀93-1391 10月15日（木）･17日（土）の10：00〜

認定こども園
（1･2･3号）

伊勢原山王幼稚園�薀95-4550 10月15日（木）･17日（土）の10：00〜

中央マドカ幼稚園 薀93-7509 10月15日（木）･19日（月）の10：00〜

東海大学付属本田記念幼稚園
薀94-5900 10月15日（木）･20日（火）の10：00〜

伊勢原白百合幼稚園（しらゆり
チャイルドガーデン）薀94-1192 10月15日（木）･21日（水）･24日（土）の10：00〜

伊勢原みのり幼稚園�薀93-2918 10月15日（木）･16日（金）･17日（土）の10：30〜

伊勢原ひかり幼稚園�薀92-8882 10月15日（木）･17日（土）･21日（水）の10：30〜

伊勢原立正幼稚園�薀93-8992 10月15日（木）10：30〜、 24日（土）11：30〜

伊勢原幼稚園�薀95-0326 10月15日（木）13：30〜※当日受付

伊勢原八雲幼稚園�薀93-4950 10月16日（金）･19日（月）の①10：30〜②12：30〜

各施設の説明会日程･連絡先（要予約）

◇説明会の詳細は私立幼稚園協会ホームページをご覧ください

　一部の助成には担当への申請が必要です。詳しくは担当か市
ホームページ｢子育て･教育｣→｢保育所｣でご確認ください。

▪担子ども育成課薀94-4638

幼児教育･保育の無償化手続き

【新1号認定】満3歳以上の子ども　【新2号認定】3歳児クラス以上で保育が
必要な子ども　【新3号認定】0〜2歳児クラスで保育が必要な住民税非課
税世帯の子ども

助成の対象費用と手続き方法� ★印は助成額の上限あり
対象費用 手続き方法

保育所･認定こども園（保育利用）の3歳児クラス
以上、幼稚園（施設型給付園）、認定こども園（教
育利用）を利用する子どもの保育料

手続きは必要あり
ません

★幼稚園（私学助成園）を利用する子どもの保育料
施設等利用給付認
定新1号〜新3号の
いずれかを申請

★保育が必要と認定を受けた子どもが、幼稚園･
認定こども園の預かり保育を利用する場合の利
用料 施設等利用給付認

定の新2号または
新3号を申請★保育所･幼稚園･認定こども園などを利用して

おらず、保育が必要と認定を受けた子どもが、
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー･
サポート･センターなどを利用する場合の利用料

保育所など（各施設に連絡後、見学してください）

※�眼科･耳鼻咽喉科（9：00〜16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（薀95-2119）へお問い合わせください

※�休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ず
かかりつけ医を受診してください

小児医療費助成の対象年齢を拡大
　市では、子どもが病気やけがで通院･入院
した際の保険診療の自己負担額を助成してい
ます。10月診療分から、中学生も通院にかか
る助成の対象になりました。助成を希望する
人で申請が済んでいない場合は、お早めに担
当へ申請してください※満1歳以上の子ども
の助成には保護者の所得制限があります
▪担子育て支援課薀94-4633


