
祝日の燃やせるごみの収集
1 月 9日㊊㊗＝収集します
問廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

20 歳になったら国民年金
国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未
満の人は、国民年金に加入し、保険料
を納めることが義務付けられています
（厚生年金に加入している人を除く）。
保険料の納付が困難な人や新型コロナ
ウイルス感染症の影響によって納付が
困難な人は、納付猶予制度や学生納付
特例制度などの保険料免除制度を利用
できます。
※保険料が割り引きになる前納制度も
あります。
問佐世保年金事務所　☎ 34-1189

１月は市県民税第４期分
国民健康保険税第８期分の納付月

忘れず納期内に納めましょう。納め忘
れがなく便利な口座振替の申し込みは
各金融機関、各支所、宇久行政センター、
収納推進課で受け付けています。
問収納推進課

非課税世帯等への価格高騰緊急支援
給付金の手続きは 1月 31日㊋まで
申請期限を過ぎた確認書や申請書は受
け付けできません。必ず期限内に手続
きをしてください。
対象　令和 4年 9月 30 日時点で佐世
保市に住民登録があり、次のいずれ
かに該当する世帯
❶世帯全員の令和 4年度分の住民税
が非課税である世帯
※❶の世帯には「確認書」を送付し
ています。必要事項を記載し、

返送してください。
❷❶の世帯と同様の事情にあると認
められる世帯（家計急変世帯）

　　※❷の世帯は申請が必要です。
給付　1世帯当たり５万円
〆切　1月 31日㊋
※詳しくは市HPをご覧ください。
問佐世保市緊急支援給付金コールセンター
　☎050-3186-3230（平日9～17時）

市県民税の申告や確定申告には
マイナンバーが必要です

マイナンバー法の実施に伴い、本人や
扶養家族、事業専従者のマイナンバー
の記載が義務化されています。申告の
際には、マイナンバーが確認できる書
類と本人確認ができる身分証明書など
が必要です。
※詳しくは市 HP をご覧になるか、お
尋ねください。
問市民税課（市県民税）
問佐世保税務署（確定申告）☎22-2161

交通事故などに遭ったら
国民健康保険、後期高齢者医療保険の
加入者が交通事故などに遭い、保険証
を使って治療を受ける場合は、すぐに
警察に届け、必ず医療保険課へご相談
ください。
問医療保険課

償却資産の申告
市内に事業用の償却資産を所有してい
る人は、地方税法の規定によって、毎年
1月 1日現在の当該償却資産を申告す
る義務があります。対象者は1月31日
㊋までに資産税課に申告してください。
対象　土地や家屋以外の事業用構築物、
機械装置、船舶、器具、備品などの
有形資産

※電子申告も利用できます。詳しくは
地方税ポータルシステム「e

エルタックス
LTAX」を

ご覧ください。
※申告がない場合、地方税法に基づき
実地調査等を行うことがあります。
※前年度の課税標準額が免税点未満の
人や前年度に電子申告した人には、
申告案内をはがきで送付しています。
※申告書がない場合は資産税課へ連絡
してください。

問資産税課

佐世保市長、市議会議員選挙
立候補予定者説明会

日程　1月 30日㊊ 14時
　　　※受け付けは 13時から。
場所　清水地区コミュニティセンター
内容　立候補予定者を対象に立候補届
や各種手続きなどの説明
※立候補予定者 1人につき 2人まで出
席できます。
問選挙管理委員会事務局

入札参加有資格者の
登録更新・営業種目変更

日程　1月10日㊋～2月17日㊎ 8時
30分～12時、13時～17時15分
場所　契約課
【登録の更新】
対象　令和 4年度入札参加資格がある
❶建設コンサルタント業務❷物品等、
業務委託等に登録がある業者
※❶は市内に本社または支店・営業
所があり、本市に納税している業
者だけ。

【営業種目の変更】
対象　❷の有資格者で営業種目・業種

市役所・中央保健福祉センターの各課へは
☎ 24-1111（代表）からおつなぎします。
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お知らせ

市HP
（償却資産とは）

を変更する業者
※詳しくは市HPをご覧ください。
問契約課

住宅・土地統計調査の
単位区設定のための巡回

5 年に 1度全国で実施される住宅・土
地統計調査のため指導員が巡回し、住
宅など建物の状況を確認します。ご理
解とご協力をお願いします。
期間　1月中旬～ 2月中旬
問政策経営課

長崎県よろず支援拠点出張相談会
日程　❶ 1 月 13 日㊎❷ 1 月 19 日㊍
❸ 1 月 25日㊌ 9～ 17時
場所　❶日本政策金融公庫佐世保支店
❷九州ひぜん信用金庫佐世保営業部
❸西海みずき信用組合本店
内容　中小企業・小規模事業者のため
の経営相談会
申込　電話か長崎県よろず支援拠点HP
から申し込んでください
問同支援拠点　☎ 095-828-1462

出張女性相談室
DVや家庭問題などの悩みに女性相談
員が応じます（無料、秘密厳守）。
日程　1 月 14 日㊏、28 日㊏、2 月 4
日㊏ 9～ 16時
場所　スピカ
問人権男女共同参画課
　☎ 24-6180（予約・相談専用）
　☎ 23-3828（当日連絡用）

マイナンバーカード普及促進
キャンペーンに応募ください

本市の特産品が当たるキャンペーンを
実施しています。
対象　1月 31日㊋までにマイナンバー
カードを申請・取得した人
〆切　はがき申請：1月 31 日㊋必着
オンライン申請：2月 14日㊋
問戸籍住民窓口課

マイナンバーカードの申請・
受け取りのための臨時受け付け

日程　1月15日㊐、29日㊐9～13時、
1月 19日㊍ 19時まで
場所　戸籍住民窓口課
内容　マイナンバーカードの申請・受
け取り、電子証明書の更新手続き

問戸籍住民窓口課

市道、法定外公共物（里道・水路）
占用許可の更新手続き

対象　市道、法定外公共物（里道・水路）
占用許可の更新時期を迎える人
　※対象者には｢更新許可申請書｣を送
付します。

申込　1月 31 日㊋までに申請書を土
木管理課へ
問土木管理課

道路施設に破損があったら
市道の道路施設（ガードレール、ガー
ドパイプ、転落・横断防止柵など）に
破損や異常を見つけたときは、道路維
持課にお知らせください。
問道路維持課

1 月 26日は文化財防火デー
昭和24年1月26日に法隆寺（奈良県）
の金堂壁画が火災で焼失したことを機
に、毎年1月26日は「文化財防火デー」
と定められています。「黒島天主堂」を
はじめ、本市の貴重な文化財を火災か
ら守るため、消防署と消防団合同で消
防訓練を行いますので、ご理解とご協
力をお願いします。
問消防局予防課　☎ 23-2539

事業承継に悩む中小企業・
小規模事業者を支援します

長崎県事業承継・引継ぎ支援センターで
は、事業承継支援（親族・従業員・第三者）

に関する相談や事業承継計画策定、M&A
マッチング支援などを行っています。
場所　長崎市桜町 4-1
※相談は無料。事前の予約が必要です。

問同支援センター　☎ 095-895-7080

人権擁護委員の活動
人権擁護委員は、国から委嘱を受けて
地域の皆さんからの人権相談を受けた
り、啓発活動を行ったりするボランティ
アです。人権問題解決のためのお手伝
いや、法務局と協力して被害者救済な
ども行っています。さまざまな人権相
談に対応していますので、気軽にご相
談ください。
【人権擁護委員による相談所】
日程　月～金曜 10 ～ 16 時（祝日除く）
場所　長崎地方法務局佐世保支局
問同法務局佐世保支局　☎ 24-4881

令和 5年度体育施設利用者
日程調整会議

日程　❶ 2月4日㊏14時❷ 2月8日㊌
13時 30 分❸ 2 月10日㊎18時❹ 2
月13日㊊14時❺ 2月17日㊎14時
場所　❶総合グラウンド野球場❷体育
文化館❸県立武道館❹総合グラウンド
陸上競技場❺総合グラウンド庭球場
内容　❶野球場❷体育館❸武道館❹グ
ラウンド❺庭球場施設利用について
対象　令和 5年度（野球場は令和 5年
3月～翌年 2月）の団体利用者
申込　❶ 1 月 29 日㊐❷ 1 月 24 日㊋
❸ 1 月 20 日㊎❹ 1 月 31 日㊋❺ 2
月 8日㊌までに各開催会場へ
※詳しくはスポーツ情報サイト「PLAY!」
をご覧ください。

問スポーツ振興課
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長崎県事業承継・
引継ぎ支援センター

市HP
（マイナンバー制度）

スポーツ情報サイト
「PLAY!」



業務委託
【佐世保市窓口キャッシュレス決済指定
納付受託業務】Jペイメントサービス株
式会社

令和 4年度 第 4期市営・県営住宅
空き家補充入居者

【用紙配布】（市営）1月20日㊎から市営
住宅管理センター、県住宅供給公社佐
世保事務所、市役所住宅課、市役所
１階総合案内、各支所、宇久行政セン
ター、佐世保市社会福祉協議会
　（県営）1月 13 日㊎から県住宅供給
公社佐世保事務所、市営住宅管理セ
ンターなど
申込　1月 27日㊎～ 30日㊊にまちな
かコミュニティセンター（市営）、県
住宅供給公社佐世保事務所（県営）へ
※市営と県営の併願もできます。
問市営住宅管理センター
　（市営）☎ 25-9625
問県住宅供給公社佐世保事務所
　（県営）☎ 22-9612

空き家バンク物件
空き家バンクサイト「させぼ暮らし」で
は、空き家を売りたい・貸したい所有
者と、空き家を買いたい・借りたい人
をつないでいます。お気軽にお問い合
わせください。
対象　使用していない住宅（不動産業
者に依頼している物件は除く）
料金　無料（登録料）

問都市政策課

交通指導員
対象　過去 1年以上交通安全指導およ
び啓発活動の実績がある人
申込　電話で市民安全安心課へ

※詳しくはお尋ねください。
問市民安全安心課

自衛官
自衛官候補生＝通年募集
問自衛隊長崎地方協力本部佐世保出張所
☎ 23-1231

公共職業訓練
日程 ❶ 1 月 25 日 ㊌、2 月 1 日 ㊌
13 ～ 15 時❷ 2 月 6 日㊊、15 日㊌
14時～ 16時 30分
場所　ポリテクセンター佐世保
内容　❶施設見学会❷訓練体験会
対象　再就職を目指して職業訓練の受
講を希望する人
申込　電話でポリテクセンター佐世保
へ 
問ポリテクセンター佐世保　☎58-3118

令和 4年度 市民啓発公開講座
「認知症が私たち家族にくれたギフト」
日程　2月 5日㊐ 14時～ 15時 30分
場所　❶アルカス SASEBO❷ Zoom
内容　映画監督でノンフィクション作
家の信友直子さんによる、老老介護
や遠距離介護の経験などのお話
定員 ❶ 200 人❷ 300 人
〆切　1月 30日㊊
※申し込み方法など、詳しくはお尋ね
ください。

問佐世保市在宅医療・介護連携サポー
トセンター　☎ 22-5901

親子バドミントン教室
日程　2月18日㊏、19日㊐、23日㊍㊗、
3月11日㊏、12日㊐10～12時
　※3月12日㊐は13～15時も開催。
場所　体育文化館

対象　小学１～ 6年生とその保護者
定員　先着 30人
料金　1人 2,500 円
申込　1月18日㊌以降に体育文化館へ
※詳しくはスポーツ情報サイト「PLAY!」
　をご覧ください。

問体育文化館　☎ 22-1522

危険物取扱者試験
日程　3月 19日㊐ 10時
場所　長崎県立大学
〆切　【電子申請】1月 31日㊋【書面申
請】2月 3 日㊎
※詳しくは消防試験研究センター HP
をご覧ください。

問同センター長崎県支部 ☎ 095-822-5999

予防救急「やけど」
普段の生活の中にもやけどの危険が潜
んでいます。特に小さな子どもは大人
より皮膚が薄いため、重症化する恐れ
があります。日頃から次のことに注意し、
安全で健やかな生活を送りましょう。
【主な原因】
・調理中誤って熱湯で手をやけどした
・こんろや仏壇のろうそくの火が袖口
に着火し、手や腕をやけどした

・使用中のアイロンに触れ、手をやけ
どした

・湯たんぽや電気あんかなどを長時間
使用し、足をやけどした

【予防と対策】
・揚げ物や熱湯を使用して調理する場
合は、よそ見をせず注意して行う

・こんろや仏壇などでの火の使用は、
着衣に燃え移らないように注意する
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講演会 など

シリーズ

募集

佐世保市在宅医療介護連携
ウェブサイト

（一財）消防試験
研究センター

市HP
（空き家バンク）

スポーツ情報サイト
「PLAY!」

・アイロンは子どもの近くで使用せず、
使用後は手の届かないところに置く

・湯たんぽや電気あんかは布団を温め
るときに使用し、就寝時は布団から
出す

・電気毛布はタイマー機能を活用し、
長時間使用による低温やけどに注意
する
問消防局警防課　☎ 23-2598 

人権「LGBTQ（性的少数者）の人権」
人間の姿、価値観、感情などが人によっ
て違うように、セクシュアリティもさ
まざまです。誰もが自分のセクシュア
リティを尊重され、自分らしく生きる
ことのできる社会が望まれます。セク
シュアリティに関する差別的な言動を
見掛けたら、みんなと一緒に笑わない、
同調しないだけでは不十分です。偏見
を指摘する勇気も必要です。あなたの
一言が社会をより良く変えていくきっ
かけとなります。自分の性に不安や悩
みをお持ちの人は女性相談室（☎ 24-
6180）にご相談ください（平日 8 時
30分～ 17時、祝日・年末年始を除く）。
問人権男女共同参画課

選挙●「供託金について」
当選を争う意思のない人が売名などの
理由で無責任に立候補することを防ぐ
ため、立候補者は選挙の種類によって
定められた供託金をあらかじめ法務局
に預けなければなりません。当選もし
くは得票数が既定の数に達した場合、
供託金は全て返還されますが、得票数
が既定の数に達しない場合や候補者が
立候補を辞退した場合などは没収され
ます。没収された供託金は、国政選挙
の場合は国庫に、地方選挙の場合はそ
れぞれの地方自治体に帰属することに
なっています。
〈供託金の額〉
・佐世保市長選挙　100万円
・佐世保市議会議員選挙　30万円

・長崎県知事選挙　300万円
・長崎県議会議員選挙　60万円
・衆議院議員小選挙区選挙、参議院議
員選挙区選挙　300万円

・衆議院議員比例代表選挙、参議院議
員比例代表選挙　候補者 1名につき
600万円

【選挙クイズ】
正解者の中から抽選で 5人に長崎もち
もちごまとうふ（9個入）をプレゼント。
（発送をもって発表とします）
問題　A：長崎県議会議員選挙と B：
佐世保市長選挙における供託金の正
しい組み合わせはどれでしょうか。
①A：300万円、B：30万円
②A：60万円、B：100万円
③A：100万円、B：300万円
応募　クイズの答え、住所、氏名、年齢、
電話番号、シリーズ選挙へのご意見・
感想を明記し、はがき（〒857-8585、
住所不要）かEメール（senkyo@city.
sasebo.lg.jp）、応募フォームのいず
れかで選挙管理委員会事務局へ
〆切　１月 20日㊎（当日消印有効）

問選挙管理委員会事務局

子育て世帯生活支援特別給付金の
申請はお早めに

対象　平成 16年 4月 2日～令和 5年
2月 28日に出生した児童（障がい児
は平成 14 年 4 月 2 日以降）を養育
する人
申込　2月 28日㊋まで（新生児分につ
いては 3月 15日㊌まで）
給付　児童 1人当たり一律 5万円
※支給について申請が必要な場合があ
ります。申請が必要な要件など詳し
くは市HPをご覧ください。
問子ども支援課

児童手当の申請はお済みですか
出生、転入、転出、公務員に就職・退
職した、児童を養育しなくなったなど
の場合は 15 日以内に速やかに届け出
てください。
※詳しくは市HPをご覧ください。
問子ども支援課
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【昼開催】
・大宮記念ＧⅢ場外
・別府ＦⅠ場外    　
・豊橋記念ＧⅢ場外
・松戸ＦⅠ場外    　
・本場ＦⅡモーニング 7
・奈良記念ＧⅢ場外
・広島ＦⅠ場外
・静岡記念ＧⅢ場外
【ナイター開催】
・小倉ＦⅠ場外    　
・京王閣ＦⅠ場外
・松山ＦⅠ場外    　
・前橋ＦⅠ場外    　
・小倉ＦⅠ場外    　
・松山ＦⅠ場外    　
・松戸ＦⅠ場外    　
・いわき平ＦⅠ場外
・前橋ＦⅠ場外    　
【ミッドナイト開催】
・本場ＦⅡ（ガールズ）

１月 19～ 22日
23～ 25日
26～ 29日

30～ 2月 1日
2～ 4日
2～ 5日
6～ 8日
9～ 12日

１月 20～ 22日
23～ 25日
25～ 27日
28～ 30日

31～ 2月 2日
3～ 4日
5～ 7日
7～ 9日

10～ 12日

2月 8～ 10日

させぼ競輪
☎31-4797 

トップくんフリーマーケットやバ
ンク開放については、させぼ競輪
HPでお知らせします。

※ 1 月 18 日㊌まで施設内工事のため、
本場開催および場外発売を休止します。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

応募フォーム

子育て
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子育て情報
出前保育や育児講座など、子育て関連
情報は佐世保市子育て応援サイト「す
くすく SASEBO」をご覧ください。

保育士資格を生かしてみませんか
日程　1月18日㊌10時～11時 30分
場所　中央保健福祉センター
内容　保育施設へ復帰・再就職に向け
た講話など
対象　現在保育施設に勤務していない
保育士資格を有する人
申込　1月 16 日㊊までに電話で保育
幼稚園課へ
問保育幼稚園課

親子ふれあい遊び
日程　2 月 12 日㊐ 10 時 30 分～ 11
時 30分
場所　体育文化館
対象　1歳半～就学前の幼児と保護者、
乳幼児教育・保育施設職員など
定員　先着 100人
申込　1 月 11 日㊌～ 2 月 10 日㊎に
市HPから申し込んでください

問幼児教育センター　☎ 31-0550

高齢者の所得税・地方税上の障害者控除
65歳以上で身体の障がいまたは認知症
の状態が一定の基準に該当すると市が
認定した場合は、障害者手帳を交付さ
れていない場合でも、確定申告等によっ
て税の控除を受けられる「障害者控除
対象者認定書」を交付します。
※詳しくはお尋ねください。
問長寿社会課

介護者のこころの相談会
日程　随時
場所　長寿社会課など
内容　臨床心理士による個別相談
申込　電話で長寿社会課へ
※臨床心理士との日程調整がありますの
で、早めに申し込みをお願いします。
問長寿社会課

「8020認定証」発行します
80 歳以上で、自分の歯を 20本以上持
ち、登録歯科医院で成人歯科健診を受
診した認定証希望者に「8

ハチマルニイマル
0 2 0 認定

証」を発行します。
問健康づくり課

はたちの献血キャンペーン
安全な血液製剤を安定的に確保するた
め、「はたちの献血キャンペーン」を実
施しています。献血へのご理解とご協
力をお願いします。
期間　2月 28日㊋まで
問健康づくり課

介護食づくり教室
日程　❶ 2 月 2日㊍、9日㊍❷ 2 月 3
日㊎、10 日㊎❸ 2 月 20 日㊊、27
日㊊　※全て 10時～ 12時 30分。
場所　❶スピカ❷大野地区コミュニ
ティセンター❸中央保健福祉センター
定員　各回先着 8人
料金　300円
申込　開催日の 1週間前までに電話で
健康づくり課へ
問健康づくり課

敬老パス・福祉パスのご利用を
高齢者や心身障がい者（児）の皆さんが
社会活動へ積極的に参加できるよう、
西肥バス・させぼバス共通の無料乗車
証「敬老特別乗車証（敬老パス）」「福祉
特別乗車証（福祉パス）」を交付してい

ます。
※詳しくはお尋ねください。
問健康づくり課（敬老パス）
問障がい福祉課（福祉パス）

麻しん（はしか）・風しんワクチン
定期予防接種

「麻しん（はしか）・風しん予防接種」の
定期予防接種の対象年齢の人は、無料
で予防接種が受けられます。まだ予防
接種が済んでいない人は、期間内に接
種してください。期間外の接種は全額
自己負担になるのでご注意ください。
場所　市内の実施医療機関
対象　第 1期＝ 1歳から 2歳の誕生日
前日までの人、第 2期＝小学校入学
前の 1年間
申込　直接実施医療機関へ
問健康づくり課

「健康教室」WEB配信
「糖尿病」をテーマにした動画を配信し
ています。

問総合医療センター　☎ 24-1515

ノロウイルス食中毒予防強化期間
次のことに気を付けて、食中毒を予防
しましょう。
・調理や食事の前、トイレの後は十分
な手洗い、消毒を行う

・食材はよく洗い十分に加熱する
・下痢、嘔

おうと
吐の症状がある場合は調理

を控え、嘔吐物、ふん便を処理する
ときは、周りを汚染させない

問生活衛生課
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生活衛生

健康づくり

総合医療センター
（健康教室）

高齢者と介護

市HP
（ノロウイルス食中毒
予防対策）

すくすく SASEBO

市 HP
（申し込みフォーム）
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相談 など

子どもの発達（要予約）
問子ども発達センター（療育相談）☎ 23-3945
問健康づくり課（歯科保健相談）
障がい福祉 問障がい福祉課
● ギャンブル等依存症夜間ミーティング
　1月 23日㊊ 18時 30分
●佐世保断酒会
　1月 10 日㊋、15日㊐、24日㊋、13時
30分、2月 4日㊏ 19時
●AA（アルコール依存症当事者会）
　1月 22日㊐ 15時
●GA佐世保（ギャンブル依存当事者会）
　毎週水曜 19時

●ギャマノン結（依存症の家族、友人の会）
　毎週水曜 19時
●高次脳機能障害当事者会・家族の集い
　1月 14日㊏、28日㊏ 13時
●ひきこもり家族会（あのねの木）
　1月 18日㊌ 10時
●アジサイ会（脊髄小脳変性症・多系統萎縮
症患者・家族の会）
　1月 20日㊎ 13時 30分
●精神障がい者家族の会（ゆみはり会）
　1月 21日㊏ 13時
●精神患者当事者会（ふたばの陽）
　1月 21日㊏ 13時 30分

※開催場所など詳しくはお尋ねください。
医療に関する相談　問保健福祉政策課
問医療安全支援センター  ☎ 25-9723
生活にお困りの方への支援
問市社会福祉協議会  ☎ 23-0265
いじめ・不登校・非行問題相談窓口
問青少年教育センター  ☎ 22-0077
休日・夜間の救急医療体制
問急病診療所  ☎ 25-3352
問消防局医療機関案内
　☎ 23-8199
長崎県子ども医療電話相談
問 #8000　ダイヤル回線　 ☎095-822-3308

❶がん検診

場所　市内の登録医療機関
❷肺がん検診（胸部レントゲン、65歳以上は結核検診も兼ねる）
・1月 17日㊋、30日㊊①②広田地区コミュニティセンター
・2月 2日㊍①大野地区コミュニティセンター
・2月 3日㊎①早岐地区コミュニティセンター
・2月 4日㊏①三川内地区コミュニティセンター
・2月 7日㊋①②総合グラウンド
※① 9～ 11時② 13～ 14時。
・毎週月～木曜（祝日、年末年始を除く）、中央保健福祉センター
 ※予約優先。時間はお尋ねください。
対象、料金　❶と同じ
❸エイズ・性感染症相談（匿名、無料）
【相談】☎ 0120-104-783（平日 8時 30分～ 17時 15分）
 　　　Eメール　shc783@city.sasebo.lg.jp
【エイズ・クラミジア・梅毒抗体検査】（要予約）
※指定日はフリーダイヤルでお問い合わせください。
❹乳がん検診（マンモグラフィー）
日程 毎週月～木曜 8 時 50 分～ 11 時 30 分、13 時～ 16

時 30分、第 1、3金曜 13時～ 16時 30分（いずれも
祝日、年末年始を除く）

場所　中央保健福祉センター　対象　40歳以上
料金　❶と同じ
申込　電話で健康づくり課へ
❺総合健診（胃・肺・大腸・子宮頸・乳・前立腺がん検診、特
定健診、肝炎ウイルス検診）
日程　① 2月 7日㊋ 9～ 14 時② 2月 17 日㊎ 9～ 14 時③

3月 4日㊏ 8時 30分～ 14時
場所　①総合グラウンド陸上競技場②江迎地区文化会館（イン

フィニタス）③中央保健福祉センター
対象、料金　❶と同じ（ただし、乳がんは 40歳以上、胃がん

は 74歳以下の人が対象）
定員　①先着 80人②先着 115人③先着 90人
申込　① 1月 10日㊋② 1月 20日㊎③ 2月 2日㊍以降に電

話か直接健康づくり課へ
❻女性がん検診（子宮頸・乳・大腸・肺がん検診）
日程　2月 25日㊏ 8時 30分～ 14時 
場所   中央保健福祉センター
対象、料金　❶と同じ
定員　先着 90人
申込　1月 25日㊌以降に電話か直接健康づくり課へ
❼成人歯科健診（歯周病検診）
場所　登録医療機関　料金　自己負担 500円
申込　直接登録医療機関へ
❽乳幼児健診（約 1カ月前に該当者に通知します）
　4カ月児健診　対象　4～ 5カ月ごろ
　1歳 6カ月児健診　対象　1歳 6～ 9カ月ごろ
　3歳児健診　対象　3歳 9～ 11カ月ごろ

問健康づくり課（❶～❼）、子ども保健課（❽）

検診・検査 など

区分 20代 30代 40代 50・60代 70歳以上
胃 ─ 3,000 円 1,000 円

無料

肺 ─ ─ X線 400円
大腸 ─ ─ 600円
子宮 頸部（けいぶ）1,000 円
乳 ─ 1,500 円 1,100 円

前立腺 ─ ─ ─ 400円

休日・夜間の
救急医療体制等


