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骨粗鬆（しょう）症検診

　年齢が進むにつれて骨が折れやすく
なったり、変形したりするのは、骨粗
鬆症が原因と言われています。検診を
受けて、自分の骨の健康状態を知り、
食生活や運動と共に早めの予防に心が
けましょう。
対象／40・45・50・55・60・65・70歳
の方　
検診内容／骨密度測定
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は500円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　女性に多い貧血や骨粗鬆症などの予
防のための健診です。日ごろ、健診を
受ける機会のない方にお勧めします。
対象／ 20 ～ 39歳の女性
検診内容／診察・血圧測定・尿検査・
血液検査・骨密度測定
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は1,000円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　歯周病は痛みもなく気付かないうち
に進行します。歯と歯ぐきを守るため、
早期発見･早期治療で予防しましょう。
対象／40・50・60・70歳の方
検診内容／歯周組織検査
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は1,000円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450
検診の年齢は、いずれも平成23年度中
での年齢です。

　生活習慣病を予防するための身体づ
くりの方法や自宅でできる運動などに
ついて、実際に身体を動かしながら学
ぶことができます。
対象／40歳から65歳までの市民の方
日時／平成23年6月～平成24年3月
（月2回、10時～11時30分の開催です。）
場所／保健センター
参加費／ 2,000円

5月のお知らせ

申込期間／ 5月16日から（定員（30人）
になり次第締め切ります。）
※詳細はお問い合わせください。
※月に1回、東京農業大学　桜井准教
授を講師にむかえ、実技指導をしてい
ただきます。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　網走市では、特定不妊治療および保
険の適用外の不妊治療について、助成
を行っています。
対象／不妊治療以外の治療法によって
は妊娠の見込みがない、または極めて
少ないと医師に診断され、実際に治療
を受けられた方のうち、次のすべてに
該当する方。
●特定不妊治療または保険の適用外の
不妊治療であること
●網走市に住所があること
●法律上の夫婦であること
●夫婦の前年（1月から5月の間に申請
があった場合は前々年）の所得合計額
が730万円未満であること
助成の額および期間／1年度当たり3万
円（特定不妊治療の場合は5万円）を
限度とし、通算5年間助成します。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　市では『特定疾患医療受給者証』、『ウ
イルス性肝炎進行防止対策・橋本病重
症患者対策医療受給者証』または『小
児慢性特定疾患受給者証』をお持ちの
方に、市外の道内医療機関へ通院する
際の交通費の一部を助成しています。
対象／患者本人および介助（保護）が
必要な患者に付き添う家族
助成金額／通院する医療機関所在地ま
での、往復鉄道運賃の半額となります。
（他の公的制度で交通費の助成を受け
られるときは、助成額が調整されます。
また、助成には所得制限があります）
助成回数／年度につき12回が限度
問い合わせ／保健センター☎43-8450

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日

の週を除く週、郊外地区は、毎月第3
月曜日の週です。
申込時の注意／期日を厳守し日程に余
裕をもってお申し込みください。郊外
地区は5月13日が期日です。期日を過ぎ
た申し込みは、翌月の処理となります。
処理手数料
●下水道処理区域内＝400㍑まで5,250
円、400㍑を超える50㍑につき520円
●下水道処理区域外＝400㍑まで2,620
円、400㍑を超える50㍑につき260円
手数料納付／市街地区は翌月の集金納
付、郊外地区は納付書での自主納付と
なります。手数料は速やかに納付して
ください。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯へ手数料の減免を実施して
います。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233）

　清掃月間中に町内会の清掃などで出
た大量のごみ（事業ごみを除く）は、
八坂のごみ処分場へ運んでいただきま
すようご協力をお願いします。なお、
ごみ処分場へ持ち込む場合や、市の一
般収集を希望する場合は、事前にご相
談ください。
※次のものは市では収集できませんの
で、道路や施設などに投棄されていた
場合は、そのままの状態で施設管理者
か清掃リサイクル係へご連絡ください。
（ご家庭にある下記のものを排出する
場合は、販売店や処理業者などにご相
談のうえ、安全に処分してください。）
テレビ（液晶物を含む） エアコン 洗
濯機 冷蔵庫 冷凍庫 衣類乾燥機 パソ
コン 消火器 タイヤ バッテリー タタ
ミ プロパンガスボンベ ピアノ オー
トバイ 自動車 農薬 化学薬品 スプリ
ングマットレス スプリングソファー
医療系廃棄物 塗料 廃油 農機具 建設
廃材 コンクリートブロックなど
※5月の八坂ごみ処理場（☎43-6881）
は、毎日9時～16時まで開場しています。
（5月は日曜日も開いています。）
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233）

特定疾患等患者通院費助成制度

5月は春の清掃月間です

レディース健康診査

環　境

歯周疾患検診

し尿処理のお知らせ

不妊治療費の助成

健康運動教室のお知らせ
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　麻しん風しん予防接種は、幼児期に
一度接種しても年数が経過すると、感
染阻止の免疫力が低下する方がいるこ
とや、接種をした中でも100人中5人く
らいで免疫ができにくい方がいるため、
追加接種を推奨しています。

▽3期と4期の方で、保護者が同伴でき
ない場合は、同意書が必要ですので、
保健センターまでご連絡ください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450
【接種内容】

▽ 2期対象（平成17年4月2日～平成18
年4月1日生まれの幼児）　 ▽3期対象
（平成10年4月2日～平成11年4月1日生
まれの生徒）　 ▽4期対象（平成5年4月
2日～平成6年4月1日生まれの方）
接種期間／平成24年3月31日まで
接種ワクチン／原則として、麻しん風
しん混合ワクチンを接種しますが、麻
しんおよび風しんに罹患したことがあ
る方は、罹患していない病気の単独ワ
クチンを接種することもできます。
実施方法／みんなの健康、市ホームペ 
ージ記載の指定医療機関で、ワクチン
の接種および罹患の有無を確認し、受
診してください。網走厚生病院で3期、
4期を接種される方は、直接病院にご
確認ください。

日時／6月20日　12時45分～ 13時45分
対象／生後3～ 6カ月未満の乳児　
場所／保健センター
定員／60人　持ち物／母子手帳
※ＢＣＧ予防接種の申込期間は、5月2
日から定員になるまでです。予約され
た方で、ご都合が悪くなった場合はご
連絡ください。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

●春のミニドック検診＝40歳以上の市
民が対象です。

※子宮がん検診は20歳以上の女性、乳
がん検診は30歳以上の女性、前立腺が
ん検診は50歳以上の男性、肝炎検査は
40歳の方のみ対象となります。
●国保特定健診・後期高齢者健診＝40
歳以上の市国保加入者、後期高齢者医
療加入者が対象です。
申込期間／5月2日～ 5月24日

▽国保特定健診・後期高齢者健診の内
容は問診・身体計測・血圧測定・検尿・
診察・血液検査です。

▽国保特定健診は受診のときに「特定
健康診査受診券」が必要です。健診当
日、保険証と一緒にお持ちください。

▽国保特定健診は、保健センターのほ
か、契約医療機関で受診できます。

▽生活保護受給者(40歳以上)の方は、
保健センターで国保特定健診と同様の
健診を受けることができます。

▽今年度40歳の方は、胃がん検診が無
料です。

▽肺がん検診・ヘリカルCT検診は年
度に1回どちらかの受診となります。

▽生保、市民税非課税世帯の方は、申
込時に申し出た場合、70歳以上の方と
同一料金になります。

▽65歳以上の方には生活機能評価を実
施します。

▽定員になり次第締め切ります。

▽お一人様年度に1回まで、毎年同じ
時期に受診してください。

▽子宮がん・乳がんは、2年に1回の検
診となるため、22年度に受けた方は今
年度受けられません。
※検診内容、料金などは次のとおりと
なっています。　

検　診　内　容
検　診　料
Ａ Ｂ

①

胃がん検診 無　料 1,800円
肺がん検診 無　料 600円
大腸がん検診 無　料 1,000円
前立腺がん健診 1,000円 1,000円

エキノコックス症検査 無　料 無　料
肝炎ウイルス検査 無　料 無　料

②
子宮がん健診

頸部細胞検査 無　料 1,800円
超音波検査 500円 500円

乳がん検診 1,500円 2,000円
検診料／●Ａ：市国保加入者、後期高
齢者医療保険加入者、70歳以上の方
●Ｂ：Ａ以外の方
日程・受付時間／①および国保特定健

診・後期高齢者健診＝6月11日～16日
6時・7時・8時・9時・10時　②＝6月4
日、5日　8時30分・9時30分・10時30分・
13時・14時
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　らせん（ヘリカル）状にエックス線
を360度連続回転して胸部を撮影する
ことで、従来では映らなかった小さな
病変も見つけることができます。
日時／6月7日　7時30分～ 11時30分
（30分ごとの受付です。）
対象／40歳以上の市民
料金／4,000円（喀痰検査、内臓脂肪測
定についても、それぞれ別途1,000円
で一緒に測定できます。）
※ペースメーカーが入っている方は受
けられません。
※タバコを吸う方、咳や痰がでる方に
お勧めします。
※年度に１回、「肺がん検診」「ヘリカ
ルＣＴ検診」のどちらかを選んで受診
してください。ヘリカルＣＴ検診を受
診した方は、今年度ミニドックの肺が
ん検診は受診できません。
申込期間／5月2日から5月31日まで（定
員（50人）になり次第締め切ります。）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　さまざまな生活習慣病には、内臓の
周りに付着した脂肪（内臓脂肪）が大
きくかかわっていることが分かってき
ました。普段見ることの出来ない内臓
脂肪・皮下脂肪の状態を図や数値で見
て、病気の予防に役立ててみませんか。
日時／6月7日　7時30分～ 11時30分
（30分ごとの受付です）
対象／20歳以上の市民（現在妊娠の可
能性のない方）
内容／腹部のCT撮影（時間は準備を含
めて5分程度です。結果は、検査の10
～ 20分後に保健師から説明します。）
場所／保健センター（ＣＴ検診車）
料金／1,000円
申込期間／5月2日から5月31日まで（定
員（30人）になり次第締め切ります。）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

ヘリカルCT肺がん検診

麻しん風しん混合予防接種の
３期・４期の方の追加接種

ＢＣＧ予防接種

春のミニドック検診
国保特定健診・後期高齢者健診

内臓脂肪測定

　定期の予防接種を実施するときに、
保護者以外の方が同伴される場合は、
委任状が必要となりますので保健セン
ターまでご連絡ください。
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