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2022 8月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

「わ「わくくわわくく」」ここどどももだだよよりり

0歳〜15歳まで窓口負担無料！0歳〜15歳まで窓口負担無料！

こども医療費助成制度こども医療費助成制度
　市では0歳～ 15歳までを対象に、疾病の早期発見と早期治療を促進し保健の向上と健全な発育、医療費の
負担軽減を目的に『こども医療費助成制度』を実施しています。
　助成制度に対応する医療機関にて現物給付（窓口負担無料）方式または自動償還方式で受診することがで
きます。

現物給付方式とは
　医療機関を受診する際に通常支払う保険負担分（2割または3割）の医療費を窓口
負担無料で受診することができる制度です。
※保険適用外の医療費および入院時の食事療養費については自己負担となります。

自動償還方式とは
　医療機関を受診する際に受給資格者証を提示することで、窓口で支払った保険負
担分の医療費が診療の翌々月末日を目安に自動的に登録口座へこども医療費とし
て支給される制度です。
※医療機関の報告が遅れた場合や口座の変更があった場合は支給が遅れる可能性
があります。

歯科受診についても助成の対象となりますか？ はり・灸・整骨院等も対象となりますか？

健康保険の適用外となる医療費を支払いした場合、助成の対象となりますか？

現物給付に対応している医療機関の
場合、資格証の掲示で窓口負担なし
で受診ができます。
※ただし、保険診療分に限ります。

健康保険の対象となる施術の場合は助成の対象
となりますが、専門医の同意が必要な施術もあ
りますので、受診する場合は確認が必要です。
※整骨院等は現物給付・自動償還に対応してお
りません。保険適用の領収書を持参し、こど
も家庭課窓口で申請が必要です。

保険適用の医療費に限ります。そのため、健康診断、予防接種、診断書料、薬の容器代等は健康保険適用外と
なりますのでこども医療費助成の対象からも除外されます。

助成対象の医療機関と助成方法

制度に関するご不明な点については、下記までお問い合わせください。
【お問合せ】	こども家庭課	☎973-4983　【受付時間】	平日(土日祝日、年末年始を除く)午前8時30分～午後5時15分
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対象児童
【受給資格者証の色】 対象診療科 一部自己負担金 助成方法

0歳～ 15歳
（中学校卒業まで）
【ピンク色】

医科
(内科・外科・小児科 ･皮膚科 ･眼科・耳鼻咽喉科等）

歯科
調剤薬局

無し
※保険診療分に限る

現物給付
または

自動償還

　医療機関を受診する際に通常支払う保険負担分（2割または3割）の医療費を窓口

　医療機関を受診する際に受給資格者証を提示することで、窓口で支払った保険負

歯科受診についても助成の対象となりますか？

現物給付に対応している医療機関の

Ｑ
健康保険の対象となる施術の場合は助成の対象

Ｑ

健康保険の適用外となる医療費を支払いした場合、助成の対象となりますか？

保険適用の医療費に限ります。そのため、健康診断、予防接種、診断書料、薬の容器代等は健康保険適用外と

Ｑ

Ａ Ａ

Ａ

現物給付に対応している医療機関の
場合、資格証の掲示で窓口負担なし
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「てるや　ただしの絵本ワールド」
日時：8 月 20 日（土）午後 2 時～
場所：石川図書館　児童コーナー
講師：照

て る や

屋 唯
た だ し

志　氏（よみがたり絵本作家）
対象：子どもから大人まで
参加費無料（先着 10 名）

行事案内（８月中旬～９月初旬）
行事 日時 サークル名等

中央
おはなし会 ８月13日（土）

午後３時～ 図書館スタッフ

あかちゃんのための
おはなし会

８月18日（木）
午前11時～ すみれ

石川
おはなしワールド ８月20日（土）

午前10時30分～ サークルピピ

Let's go としょかん ９月３日（土）
午前10時30分～ サークルピピ

勝連
おはなし会 毎週金曜日

午前10時30分～ ラビット

おはなしパラダイス ９月３日（土）
午前10時30分～ すだち

中央図書館 ☎ 974-1112
石川図書館 ☎ 964-5166
勝連図書館 ☎ 978-4321としょかんだより

今月のおすすめ 蔵書点検日程変更のお知らせ

夏休み親子工作教室

夏休みスペシャル企画

THE宇宙THE宇宙

☆借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。☆図書館にない本は、リクエストすることができます。

『ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史』
ロジャー・D. ローニアス　著
柴
し ば た

田 浩
こういち

一　訳／東京堂出版

　今年度の蔵書点検は、3 館同時閉館し、システム・機器
の入替も予定していましたが、機器納入遅れが予想される
ことから、下記日程へと変更いたします。利用者の皆さま
にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。また、システム・機器入替に伴う休館
については改めてお知らせします。

中央図書館　９月 08日（木）～９月 18日（日）
勝連図書館　９月 21日（水）～９月 28日（水）
石川図書館　９月 21日（水）～９月 30日（金）

※お問い合わせは各図書館へおねがいします。

「万華鏡を作ろう！」
日時：８月 27 日（土）午後３時～
場所：中央図書館　２階会議室
対象：市内在住・小学生の親子
参加費無料（定員４組・先着順）
受付：８月 13 日（土）午前 10 時～

「浮
ふ

沈
ち ん し

子を作ろう」
日時：８月 27 日（土）午前 10 時～・午前 11 時～
 午後 02 時～・午後 03 時～
場所：勝連図書館
対象：市内在住の親子
参加費無料（定員各時間１組・先着順）
受付：8 月 13 日（土）午前 10 時～

『るるぶ宇宙』
林
はやし

公
き み よ

代　監修／ JTBパブリッシング

『宇宙には、だれかいますか ?』
佐
さ と う

藤 勝
かつひこ

彦　監修　縣
あがた

秀
ひでひこ

彦　編集
河出書房新社

　太古の昔から、人は宇宙へ思いをはせ
てきました。天動説から地動説、望遠鏡
の出現、ロケットの始まりなど、宇宙を
目指す人類の歴史を豊富なデータと写真
やＣＧなどで紹介します。　　　
　スミソニアン博物館や NASA 所蔵の
貴重な資料も収録しています。この夏、
夜空を眺めながら、宇宙について考えて
みませんか。　  （一般書） 所蔵館　中央

　旅行ガイド本のるるぶから“宇宙”の
本が発行されています。映画や SF の世
界の話だった宇宙旅行が今や現実になっ
てきています。
　実際に宇宙に行くのはちょっと…とい
う方にもお薦めの国内宇宙施設 MAP が
掲載されており、訪れてみるのも良し。
読むだけでも宇宙を感じることができる
一冊です。　　  （一般書） 所蔵館　石川©JTB パブリッシング

　地球の外に宇宙人がいるのか気になり
ませんか？生物学、物理学、天文学など、
各分野の専門家である科学者 18 人にイ
ンタビューをして、率直に宇宙の謎につ
いて尋ねた本です。科学者による宇宙人
のイラストも掲載されています。

（一般書） 所蔵館　勝連

©JTB パブリッシング

電子図書館受付中
Web から申し込みができます。

うるま市立電子図書館で検索

図書館カレンダー
8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

赤色は休館日です。


