
祝日の燃やせるごみの収集
2 月 11日㊏㊗＝収集します
2月 23日㊍㊗＝収集します
問廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

国民年金保険料の控除証明書
国民年金保険料は、全額が社会保険料
控除（非課税）の対象です。確定申告で
国民年金保険料を申告するための「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」が
10月下旬から11月上旬に送付されて
います。昨年10月1日から12 月 31
日までに初めて国民年金保険料を納付
した人には、2月上旬に送付されます。
家族の国民年金保険料の場合も、本人
の社会保険料控除に追加できます。
※詳しくはお尋ねください。
問佐世保年金事務所　☎ 34-1189

2 月は国民健康保険税第 9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、便利な口座振替をご利用
ください。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。
※納税通知書（納付書）、預金通帳、届
け出印を持参していただくと、その
場で手続きできます。
問収納推進課

いつでもどこでも利用できる
「キャッシュレス決済」のご利用を
市が発行する納付書でバーコードが印
字されているものは、スマートフォン
決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」やク
レジットカード、インターネットバン
キングで納付できます。
問収納推進課

市税の納め忘れはありませんか
4 月になると新しい年度の税金がかか
るようになります。市税の納め忘れが
ある場合、早めに納付をお願いします。
納期限を過ぎると延滞金が発生します
ので確実に納期内に納付しましょう。
※納付に関する相談や口座振替など、
詳しくはお尋ねください。
問収納推進課

国保の変更届は 14日以内に
国保への加入手続きが遅れると、さか
のぼって国保税を納めることになりま
す。また、他の健康保険に加入しても、
国保をやめる手続きをしないと国保税
が引き続き課税されます。世帯主（員）
が、医療保険課、各支所、宇久行政セ
ンターで手続きしてください。
問医療保険課

所得課税証明の発行
所得課税証明書を取得するためには、
令和 4年 1月から 12月までに収入が
なかった人も申告が必要です。申告期
間中に申告を行ってください。所得課
税証明書は、マイナンバーカードの利
用でコンビニなどでも取得できます。
※詳しくはお尋ねください。
問市民税課

給水装置所有者の名義変更
給水装置の所有者が変わった場合、名
義変更届を水道局に提出してください。
問水道維持課（旧市内）　☎ 24-1151
問北部管理事務所（北部エリア）
　☎ 64-4010
問宇久営業所　☎ 0959-57-3145

マイナポータルで転出届を出せます
2 月 6日㊊からマイナポータルを通じ

てオンラインで転出届を届け出られる
ようになりました。

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

【休日開庁・平日時間外】
日程　2月12日㊐、18日㊏9～13時、
2月16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

出張女性相談室（無料）
DVや家庭問題などの悩みに女性相談
員が応じます（秘密厳守）。
日程　2月 18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）

３月８日は国際女性デー
イタリアでは男性が日頃の感謝を込め
て、周りの女性にミモザの花を贈るこ
とから「ミモザの日」と呼ばれていま
す。スピカでは、ミモザのリースを飾
る他、関連書籍の紹介などを行います。
問男女共同参画推進センター「スピカ」
　☎ 23-3828

第 4次佐世保市男女共同参画計画（案）
のパブリックコメント

少子高齢化、経済活動の成熟化など社
会の変化に対応する上で、男女が互い
に人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

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
（マイナポータル）

性別に関わりなく、個性と能力を十分
に発揮できる男女共同参画社会の実現
に向けた計画への意見を募集します。
日程　1月 18日㊌～ 2月 16日㊍

問人権男女共同参画課

第 3期佐世保市地域コミュニティ推進
計画（案）のパブリックコメント

本市の豊かな地域コミュニティーを維
持、活性化し、市民の皆さんが地域の
一員である認識を深め、互いに支え合
い、安心して暮らせる地域社会の実現
を目指す計画への意見を募集します。
日程　１月下旬～ 2月下旬

問コミュニティ・協働推進課

ビジネス私書箱を設置しました
産業支援センターでは創業相談に加え、
新たに住所登録できる私書箱を設置し
ましたので、ご利用ください。
問商工労働課

着衣着火に気を付けましょう
着衣着火とは調理中のガスコンロの火
などが着ている服に燃え移る現象です。
【予防するために】
・袖や裾が広がっている衣服、綿やレー
ヨンなどが多く使われた素材の衣類
の着用を避ける

・ガスコンロの奥に物を置かない
【衣服に火が付いてしまったら】
・火が小さいうちはたたいて消す
・近くに水があれば、掛けて消す。な
ければ、燃えているところを地面に
押し付けて消す
※慌てて走り回るとかえって火が大き
くなり危険です。
問消防局予防課　☎ 23-2539

開発・工事の前は遺跡該当地の確認を
本市には、分かっているだけでも約
500 件の遺跡があり、今後も新たな遺
跡が見つかる可能性があります。市内
で開発・工事を行う際は、事前に遺跡
地に該当するかを確認してください。
また、遺跡内や隣接地で開発・工事を
行う際は、工事着手の 60 日前までに
文化財課に届け出てください。

問文化財課

長崎県特定（産業別）最低賃金
長崎県地域別最低賃金は1時間 853円
（令和4年10月8日改定）です。特定産
業には「特定最低賃金」が適用されます。
・はん用機械器具、生産用機械器具製
造業⇨ 875 円（令和元年 12 月 7 日
発効・改定なし）

・電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製造
業⇨ 864 円（令和 3 年 12 月 29 日
発効・改定なし）

・船舶製造・修理業、舶用機関製造業
⇨875円（令和元年11月29日発効・
改定なし）
問長崎労働局労働基準部賃金室
　☎ 095-801-0033
問佐世保労働基準監督署　☎ 24-4161

公共賃貸住宅入居者
【市営】小ヶ倉住宅（吉井町）、世知原中
央住宅、平野住宅（江迎町）、愛の里
住宅（宇久町）
対象　公営住宅の収入基準を超える世
帯（上限有り）

【公社賃貸】❶アルファ（三浦町）、須佐
団地、もみじが丘団地❷花高団地、
吉岡団地
対象　❶公社住宅の収入基準を超える

世帯❷収入認定月額が家賃の 3倍以
上の世帯
※定期募集で入居がなかった市営住宅
は、通年随時募集します。
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・公社）☎ 22-9612

犯罪のない安全・安心まちづくり
推進協議会委員

犯罪のない安全・安心なまちづくりに
関して協議、審議する委員を募集します。
内容　任期＝委嘱日から 2年間▷報酬
＝会議 1回につき 8,800 円▷頻度＝
年１～ 2回程度
対象　18歳以上で市内在住の人
定員　1人
申込　3月 10日㊎までに住所、氏名、
性別、生年月日、電話番号、経歴を
明記し、「安全で安心できるまちづ
くりのために必要なこと」をテーマ
とする作文（800字程度、様式自由）
を添えて、郵送（〒 857-8585、住
所不要）か E メール（simian@city.
sasebo.lg.jp）で市民安全安心課へ
問市民安全安心課

市立看護専門学校の次年度入学生
一般入学試験（後期）

日程　３月14日㊋9時～12時 30分
対象　高校を卒業した人またはことし
３月卒業見込みの人
定員　若干名
申込　2月 28 日㊋～ 3月 8日㊌の平
日に願書を郵送（〒 857-0056、平
瀬町 3-1）か直接同校へ
　※郵送の場合は 3月 8日㊌必着。
問市立看護専門学校　☎ 24-7329

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
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募集

市HP
（埋蔵文化財発掘届出）

市HP
（パブリックコメント）

市HP
（パブリックコメント）



公共職業訓練 4月期受講生
日程　4月 5日㊌～ 9月 28日㊍
場所　ポリテクセンター佐世保
内容　CAD・生産サポート科、溶接施
工科、電気設備技術科、住環境コー
ディネイト科
申込 最寄りのハローワークへ
〆切　2月 24日㊎
問ポリテクセンター佐世保   ☎58-3118

岡田甲
きねお
子男記念奨学財団奨学生

内容　月額 3～ 5万円
対象　高等専門学生、大学生など
申込　2 月 22 日㊌～ 4 月 24 日㊊に
同奨学財団へ
問同奨学財団　☎ 24-0011

日本公庫「国の教育ローン」
内容　子ども1人当たり350万円以内
対象　高校・大学等に入学・在学する
子どもがいる家庭
問日本政策金融公庫佐世保支店
　☎ 22-9155

農業委員会の委員
農地利用最適化推進委員

現在の農業委員会の委員、農地利用最
適化推進委員がことし 7月 19 日で任
期満了のため新たな委員を募集します。
【農業委員会の委員】
内容　農業委員会総会への出席と審議、
農地の権利移動や転用等に係る現地
調査など▷任期＝ 7月 20 日～令和
8年 7月 19日
定員　佐世保市全域で 19人
申込　2月 1 日㊌～ 28 日㊋の平日 8
時 30分～ 17時 15分に農政課へ

【農地利用最適化推進委員】
内容　農業委員会総会への出席、担当
区域内の農地の権利移動や転用等に
係る現地調査など▷任期＝任命日～
令和 8年 7月 19日
定員　佐世保市全域で 18人
申込　2月 1 日㊌～ 28 日㊋の平日 8

時 30分～ 17時 15分に農業委員会
事務局へ
問農政課（農業委員会の委員）
問農業委員会事務局（農地利用最適化
推進委員）

第 56回佐世保美術展作品
日程　受け付け・搬入日＝ 5月 1日㊊
～ 7日㊐▷会期＝５月 13日㊏～ 21
日㊐
場所　博物館島瀬美術センター
対象　西九州させぼ広域都市圏在住者か
市内に通勤、通学する 15歳以上の人
※詳しくはお尋ねください。
問博物館島瀬美術センター  ☎ 22-7213

防災リーダー養成講習会（無料）
日程　2月 18日㊏ 9時 30分～ 12時
30分
場所　まちなかコミュニティセンター
内容　地域の防災活動をけん引する人
材を養成するための講習など
定員　先着 20人
申込　2月 10日㊎～ 16日㊍に電話で
防災危機管理局へ
問防災危機管理局

普通救命講習
日程　2月 26日㊐ 9～ 12時
場所　中央消防署
内容　心肺蘇生法など
対象　中学生以上　定員　先着 15人
申込　2 月 15 日㊌～ 25 日㊏の 8 時
30 分～ 17 時 15 分に電話かファク
ス（26-2119）で西消防署へ
※参加者は事前にWEB講習を受講し、
受講証明書を持参してください。
問西消防署　☎ 47-2076

フォーカシング・ワークショップ
仕事就活編（無料）

日程　2月24日㊎10時30分～12時

場所　産業支援センター
対象　佐世保市で就職を希望する女性 
定員　先着 8人
申込　2月 10 日㊎以降にさせぼお仕
事情報プラザへ
問させぼお仕事情報プラザ   ☎76-7713

「スピカ」セミナー
「パパと一緒にクッキング」

「国際女性デー」にちなみ、男性の家事・
子育てへの参加促進セミナーを開催し
ます。親子でミモザケーキとクッキー
を作ります。
日程　3 月 11 日㊏ 10 時 30 分～ 12
時 30分
場所　スピカ
対象　男性の保護者と小学生
定員　先着８組 16人
料金　1,000 円
申込　2月 10 日㊎ 9時以降に申し込
みフォームから申し込んでください
※当日はエプロン、三角巾、水筒を持
参してください。

問男女共同参画推進センター「スピカ」
　☎ 23-3828

価値観ババ抜き・自分発見
価値観カードワークセミナー（無料）
日程　3月14日㊋10時30分～12時
場所　スピカ
対象　佐世保市で就職を希望する女性
定員　先着 8人
申込　2月 10 日㊎以降にさせぼお仕
事情報プラザへ
問させぼお仕事情報プラザ   ☎76-7713

予防救急「ぶつかる」
【主な原因】
・何かをしながら（スマートフォンを見
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講演会 など

シリーズ

申し込みフォーム

ながらなど）歩いて人や物にぶつかる
・テーブルの角に頭や足をぶつける
・半開きのドアや開閉時のドアにぶつ
かる

・公園などで遊具や友達にぶつかる
・ガラス張りの窓に気付かずぶつか
る

【予防と対策】
・歩行中は周りに注意し、スマートフォ
ンなどを操作するときは立ち止まる

・通路には物を置かず、家具はぶつか
る危険がないように配置する

・ドアの開閉はゆっくり操作し、壁の
突起物にも注意する

・公園などで遊ぶ時は、周りに注意する
・ガラスに衝突防止シールを張り、一
目で分かるようにする
日頃から、身近に起きるけがに注意し、
安全で健やかな生活を送りましょう。
問消防局警防課　☎ 23-2598

人権「アイヌの人々に対する偏見や
差別をなくしましょう」

アイヌの人々が民族としての誇りを
持って生活することができ、その誇り
が尊重される社会の実現のため、アイ
ヌの人々の独自の文化に対する理解を
深め、偏見や差別をなくしましょう。
問人権男女共同参画課

選挙●「インターネット選挙運動
について」

有権者は、ウェブサイト等（ホームペー
ジ、フェイスブックなどの SNS、動画
共有サービスなど）を利用した選挙運動
はできますが、電子メールを利用した
選挙運動は禁止されています。候補者・
政党等は、ウェブサイト等や電子メー
ルを利用した選挙運動ができます。
【注意点】
・18歳未満の人は、インターネット選
挙運動を含め、選挙運動をすること
ができません

・選挙運動は、公示・告示日に立候補

の届け出がされてから投票日の前日
までしかできません

・選挙運動用のホームページや、候補者・
政党等から届いた選挙運動用の電子
メール等を印刷して頒布してはいけ
ません

【選挙クイズ】
正解者の中から抽選で 5 人に QUO
カード（2,000 円分）をプレゼント（発
送をもって発表とします）。
問題　禁止されていない選挙運動はど
ちらでしょうか。
　①有権者が SNSを使って投票を呼び
掛ける

　②有権者が電子メールを使って投票
を呼び掛ける

応募　クイズの答え、住所、氏名、年
齢、電話番号、シリーズ選挙に関す
るご意見・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　2月 21日㊋（当日消印有効）
【前回クイズ（1月号）の回答】
正解　②

問選挙管理委員会事務局

児童手当の手続きはお済みですか
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。
【児童手当の支払い日】
令和 5年 2月期（10～ 1月分）の支給
日は、2月 15日㊌です。
問子ども支援課

ファミリーサポートセンター
会員養成講座（無料）

日程　2月 21日㊋、22日㊌、28日㊋、
3月 1日㊌（全 4回）　※全て 10～
16時。
場所　ボランティアセンター別館
内容　子どもを預かる会員の養成講座
申込　電話でファミリーサポートセン
ター佐世保へ
問同センター　☎ 42-1848
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【昼開催】
・小松島ＦⅠ場外
・伊東温泉ＧⅢ場外
・熊本ＦⅠ場外（久留米）
・玉野ＦⅠ場外
・全日本選抜ＧⅠ場外（高知）
・別府ＦⅠ場外
・大垣ＦⅠ場外
・取手ＦⅠ場外
・大垣記念ＧⅢ場外
・本場ＦⅡモーニング７
（ガールズ）
・大宮ＦⅠ場外
【ナイター開催】
・小倉ＦⅠ場外
・本場ＦⅠ
・四日市ＦⅠ場外
・京王閣ＦⅠ場外
・前橋ＦⅡ場外
・久留米ＦⅠ場外
・玉野ＦⅠ場外
・小倉ＦⅠ場外
・松山記念ＧⅢ場外
【ミッドナイト開催】
・本場ＦⅡ

2月 13～ 15日
16～ 19日
18～ 20日
20～ 22日
23～ 26日
24～ 26日

27～ 3月 1日
1～ 3日
4～ 7日
7～ 9日

8～ 10日

2月 12～ 14日
15～ 17日
18～ 20日
21～ 23日
24～ 26日
3月 1～ 3日

4～ 6日
6～ 8日
9～ 12日

2月 24～ 26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。

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。

訪問型子育て支援事業
保育士が訪問します（無料）

公共育児サービスや地域の情報を紹介
します。また、子育てで心配なことや
分からないことがあった時にご連絡く
ださい。
日程　月・水・金曜9時30分～16時
30分、火・木曜14時～16時 30分
場所　東部・北部子育て支援センター
対象　市内在住で乳幼児を子育て中の
保護者
申込　電話で各子育て支援センターへ
問東部子育て支援センター
　☎ 39-4002
問北部子育て支援センター
　☎ 47-3329

幼児向け性教育「いのちのお話会」
スタッフ養成講座（無料）

日程　2月27日㊊、3月6日㊊、16日㊍、
20日㊊（全4回）　※全て14～16時。
場所　中央保健福祉センター
対象　「いのちのお話会」実践スタッフ
としてボランティア活動ができる人
定員　15人
申込　電話で子ども保健課へ
〆切　2月 22日㊌
問子ども保健課

親子のつどい（無料）
日程　3月 1日㊌ 10時～ 11時 45分
場所　清水地区コミュニティセンター
内容　歯科相談、親子ヨガ、かけっこ、
ハイハイレースなど
対象　市内在住の未就学の子どもとそ
の保護者

定員　30組程度
申込　電話か Eメール（youjik@city.
sasebo.lg.jp）で幼児教育センターへ
問幼児教育センター　☎ 31-0550

「健康診査」を受けましょう
特定健康診査は生活習慣病の予防と早
期発見が目的です。仕事などで忙しい
人や健康に自信がある人も、ご自身と
家族のために健診を受けましょう。
対象　市国保に加入する❶ 30 ～ 39
歳❷ 40 ～ 74 歳❸後期高齢者医療
制度加入の人
※❶❸に該当する人とことし 3月 31
日㊎までに 75 歳の誕生日を迎える
人は受診券の申し込みが必要です。
料金　❶自己負担千円❷❸無料
問医療保険課

健康づくり運動講座
～ウォーキングと健康遊具の使い方講座～
日程　3月 6日㊊ 10時～ 11時 30分
場所　相浦地区コミュニティセンター
内容　健康寿命を延ばすためのウオー
キングや健康遊具の活用方法などの
運動講座
対象　市内在住の人
定員　30人（応募多数の場合抽選） 
申込　電話か直接健康づくり課へ
〆切　2月 27日㊊
問健康づくり課

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
日程　3月 31日㊎まで
場所　市内の実施医療機関
対象　次のいずれかに該当する人
・今年度 65歳・70歳・75歳・80歳・
85 歳・90 歳・95 歳・100 歳 と
なる人

・60～ 64 歳で心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイ
ルスによって免疫機能に障がいが

あり、この障がいによる身体障害
者手帳 1級を所持する人

　※いずれも今までにワクチンを接種
したことがない人に限ります。

申込　直接市内の実施医療機関へ
料金　医療機関によって異なる
※期間を過ぎた場合、全額自己負担です。
問健康づくり課

「健康教室」WEB配信
最新動画は「ロボット支援手術～消化
器外科 直腸編～」です。

問総合医療センター　☎ 24-1515

カンピロバクター食中毒にご注意を
カンピロバクター食中毒は、水溶性の
下痢や腹痛などを引き起こします。主
に生や加熱不十分な鶏肉料理が原因と
して挙げられます。予防のため、次の
ことに注意しましょう。
・生肉を扱った後の手指や器具はしっ
かり消毒・殺菌する

・食肉は中心部まで十分加熱し、生食
を避ける

・特に、抵抗力の低い高齢者や小さい
子どもは、加熱不十分な食肉に気を
付ける
問生活衛生課

ねこといっしょにあゆもう
～ねこの譲渡会＆パネル展～

日程　2月 19日㊐ 13～ 16時
場所　動物愛護センター
※詳しくは動物愛護センター HP をご
覧ください。

問動物愛護センター　☎ 42-3300
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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）

動物愛護センター
ホームページ

すくすく SASEBO
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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
　2月 13日㊊、27日㊊ 18時 30分
●佐世保断酒会
　2 月 14 日㊋、19 日㊐、28 日㊋ 13 時
30分、3月 4日㊏ 19時
●AA（アルコール依存症当事者会）
　2月 12日㊐、26日㊐ 15 時
●GA佐世保（ギャンブル依存当事者会）
　2 月 15 日㊌、22 日㊌、3 月 1 日㊌、8
日㊌ 19時

●ギャマノン結（依存症の家族、友人の会）
　2 月 15 日㊌、22 日㊌、3 月 1 日㊌、8
日㊌ 19時
●高次脳機能障害当事者会・家族の集い
　2月 11日㊏㊗、25日㊏ 13時
●ひきこもり家族会（あのねの木）
　2月 15日㊌ 10時
●精神障がい者家族の会（ゆみはり会）
　2月 18日㊏ 13時
●精神患者当事者会（ふたばの陽）
　2月 18日㊏ 13時 30分
認知症本人ミーティング　問長寿社会課
毎月第 4木曜 13時 30分～ 15時
※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）
・2月 14日㊋①江上地区コミュニティセンター
・2月 17日㊎①②江迎地区文化会館
　※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成人歯科健診（歯周病検診）
場所　登録歯科医療機関
料金　自己負担 500円
申込　直接登録医療機関へ

❻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～ 8カ月ごろ
　3歳児健診　対象　3歳 9～ 10カ月ごろ
問健康づくり課（❶～❺）、子ども保健課（❻）

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


