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1月のお知らせ

●冬のミニドック検診
対象／ 40歳以上の市民（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歳のみ）
●国保特定健診・後期高齢者健診
対象／ 40歳以上の市国保加入者、後
期高齢者医療加入者
場所／保健センター
申込期間／ 1月6日～ 31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時に「特定健
康診査受診券」が必要ですので、健診
当日に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、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
し込み時に申し出た場合、70歳以上の
方と同一料金になります。

▽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、料金等は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　

検診料／A＝市国保加入者、後期高齢

者医療加入者、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＝2月17日～ 20日
6時30分・7時30分・8時30分・9時30分・
10時30分　②＝2月12日 3月8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　　　　　

　年齢がすす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、
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。日頃、健診を
受ける機会のない方におすすめします。
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
の誕生日での年齢です。
また、各検診は保健センターから受
診券をもらい医療機関で受診します。
（通年実施しています）

　歯や入れ歯のお手入れ、歯周疾患予
防などについて、実習をまじえてお話
します。歯科衛生士が、個別にご相談
に応じます。
日時／ 1月23日　9時～ 11時・13時～
15時
※1人30分～ 1時間程度の相談です。
ご都合のよい時間を電話でお知らせく
ださい。
場所／保健センター
※可能であれば、ご家庭で使用の歯ブ
ラシ、歯磨き粉をお持ちください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　北海道心身障害者総合相談所による
巡回相談が下記の日程で開催されます。
日時／ 2月21日　9時～ 16時
場所／網走市総合福祉センター
相談内容
①身体障がい者および知的障害者の医
学的／心理学的／職能的判定など　
②補装具の処方および適合判定など　
③療育手帳の新規交付および再判定な
ど
④その他身体障がい者および知的障が
い者の専門的相談など
申込期限／ 1月13日まで
申し込み・問い合わせ／社会福祉課障
がい福祉係（内線410）

　皆さんからお寄せいただいた善意の
募金を、市内で福祉活動振興のための
活動をしている福祉団体などに対し、
活動事業費（平成24年度実施分）とし
て助成します。
　希望する団体は1月16日までに事務
局に備え付けの用紙でお申し込みくだ
さい。
申し込み・問い合わせ／網走市総合福
祉センター内　網走市共同募金委員会
事務局　☎43-2472

赤い羽根共同募金助成希望団体募集

各種検診のお知らせ 歯科相談のお知らせ

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

前立腺がん検診 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
検診

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

骨粗鬆症検診

レディース健康診査

歯周疾患検診

福　祉

心身障がい者巡回相談
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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

※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する場合は、
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。

　現在、定期の麻しん風しん予防接種
を実施していますが、定期期間に接種
できなかった方に、麻しん風しん混合
予防接種の助成事業を始めましたので、
助成対象者で接種を希望される方は、
保健センターまでご連絡ください。
助成対象者

▼平成12年4月2日～平成17年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成7年4月2日～平成10年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成2年4月2日～平成5年4月1日生ま
れで定期接種ができなかった方
助成の金額／任意接種費用の内、5000
円を助成　助成回数／ 1回
接種場所／網走市内の指定医療機関
助成の受け方／接種の前に保健セン
ターにご連絡ください。助成券と予診
票を交付します。接種料から助成金額
を控除した自己負担額を接種の際、直
接医療機関にお支払いください。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

　エキノコックス症はエキノコックス
の幼虫が、人に寄生して肝臓（まれに、
肺、脳など）を侵し、放置すると治療
が困難になる病気です。潜伏期から進
行期へ移る早い時期に手術を受ければ
完全な治癒が可能ですので、進んで検
査を受け、早期に治療しましょう。
※ミニドック検診に併せて検査するほ
か、年に3回の学校の休業日に合わせ
検査を行っています。
日時／ 1月12日　15時～ 16時30分
場所／保健センター
対象／小学3年生以上の市民で、6年以
上検査を受けていない方
検査方法／血液検査　料金／無料
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

任意麻しん風しん混合予防接種の助成

　東京農業大学網走寒冷地農場では、
平成24年度の農場技術練習生を3名募
集しています。
制度概要／高校卒業見込み者および高
校卒業後1年以内の方を対象に実習を
行い、農業経営者・農業技術者のため
の必要な理論・技術を習得し、健全な
心身を有する有能な人材育成を目的と
して、農場で1年間修業する制度です。
（特典として、月額25,000円の手当が
支給されます。）
　また、心身ともに健全かつ、農場で
の成績が良好で最終選考に合格した者
については、東京農業大学および東京
農業大学短期大学部の優先入試受験者
として農場長の推薦を受けることがで
きます。
※学部によっては出身高等学校時の評
定平均値を条件にしています。
学習内容／ハウス作りから始まり、各
種作物の種播きや苗の移植、夏の除草、
早朝からの大根の収穫、小豆の収穫、
馬鈴薯の収穫、そして炭焼きなどを行
います。
※募集期間や試験日等、詳細は下記ま
でお問い合わせください。
問い合わせ／●東京農業大学　オホー
ツクキャンパス　学生サービスセン
ター　入試課　☎48-3814
●東京農業大学　網走寒冷地農場
☎46-3158

　体験型冬季イベントとして、1月28
日～ 3月4日に開催される「北の新大
陸発見！あったか網走」の「かまくら
コンテスト」参加団体を募集します。
制作期間／１月21日～ 1月26日
制作場所／網走湖畔特設会場（かまく
らの制作箇所は先着順に決定）　
※募集団体は先着で6団体です。
かまくらの規模／縦・横2.7m×高さ
1.8m（ベースは実行委員会で用意）
賞金／最優秀賞2万円、優秀賞1万円、
他の4団体には参加賞を贈呈（受賞は
来場者の投票で決定します。） 

申込期限／ 1月17日まで 
その他／制作終了後は2月26日まで保
守作業を行うこと。スコップなどは可
能な限り各自で用意してください。
申し込み・問い合わせ／あったか網走
実行委員会事務局　観光課観光振興係
☎44-6111（内線243）

　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
阻止の免疫力がなくなる方がいること
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、
追加接種をお勧めしています。
　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、罹患していない方の単独ワク
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のう
え、受けてください。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／ 2月14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／ 1日60人
持ち物／母子手帳
BCGの申込期間は、1月6日から定員に

あったか網走かまくら制作団体募集

各種予防接種のお知らせ

報情

エキノコックス症一次検査

健　康

募　集

農場技術練習生募集中

麻しん風しん予防接種の 
3期・4期の方の追加接種のお知らせ

ＢＣＧ予防接種
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