
母子保健事業など母子保健事業など
子どもは、新生児期から乳児期、また幼児期へと生まれてからわずか数年の間に心身ともにめざましい発達を遂げます。発達
の大切な時期に下記のとおり、乳幼児健診・教室を行いますので、お越しください。
健診・教室は、受付後2時間30分から3時間程度かかります。
健診・教室の対象者には、健診・教室日の2～3週間前にご案内を送付します。
（※4月1日生まれの人は、3月生まれに含みます）

乳幼児健診・教室

乳幼児個別相談および	
発達相談のご案内

各保健センターで、子育て相談を行っています。発達・
育児・予防接種などお気軽にご相談ください。

※事前に電話で予約してください。
　持ち物…母子健康手帳・育児手帳（オレンジ色の
　　　　　ファイル）・子どもノート（お持ちの人）

乳幼児相談日

発達相談日

随時・予約制

随時・予約制

保健センター

保健センター

新生児聴覚（赤ちゃんの耳の聞こえ）検査事業

子育て世代包括支援センター 本巣市子ども家庭総合支援センター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

年月齢 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 1歳6か月頃 2歳
前半

3歳
前半

教室 赤ちゃん教室 7か月児教室

健康診査 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児
健診

2歳児
健診

3歳児
健診

045 
W90mm × H60mm

046 
W90mm × H60mm

赤ちゃん教室
この教室では、赤ちゃんの発達について学び合います。また、これから受け
る乳幼児健診・教室のための問診票を配布し説明を行います。
乳幼児健診・教室の日程は、市ホームページやもといくネットでご確認くだ
さい。

新生児聴覚検査は耳の聞こえにくさを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするための検査で
す。市内に住民登録がある赤ちゃんを対象に、費用の一部を助成するため新生児聴覚検査受診票を交付します。受診票は妊娠届
け出時に交付します。

妊娠、出産、子育てに関するさまざまな疑問、悩みについ
て保健師、助産師などがご相談に応じます。また、必要に応
じて他の専門職や関係機関と連携しながら、総合的に支援し
ます。お気軽にご利用ください。
	■相談日および時間
平日　午前8時30分～午後5時15分
	■場 所
本巣保健センター、真正保健センター

子育てに関する悩みなどお気軽にお電
話ください。

本巣市役所　真正分庁舎　福祉敬愛課　児童福祉係
☎058-323-7752　平日　午前8時30分～午後5時15分

▶問い合わせ…各保健センター
妊娠したら

赤ちゃんが生まれたら

妊娠の届け出・母子健康手帳の交付（要予約）
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに
妊娠の届け出を行ってください。届け出時には、マイナンバー
の提示が必要となりますので、マイナンバーカード等の個人
番号が分かる書類と運転免許証など顔写真付きの身分証明書
をご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦本人が
届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳し
くは市ホームページや、市子育て支援サイトのもといくネッ
トでご確認ください］
妊娠の届け出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健
康管理についての相談を行います。経産婦の人は、今までに
出産したお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、
交付には時間（約40分）を要しますので必ず事前に予約し、
お越しください。

まずは出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度などの手続きが必要です。

低体重児の届け出
生まれた赤ちゃんの体重が�2,500g�未満の場合は、届け出が必要です。届け出時には、産婦と生まれた赤ちゃんのマイナン

バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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母子保健事業など母子保健事業など
子どもは、新生児期から乳児期、また幼児期へと生まれてからわずか数年の間に心身ともにめざましい発達を遂げます。発達
の大切な時期に下記のとおり、乳幼児健診・教室を行いますので、お越しください。
健診・教室は、受付後2時間30分から3時間程度かかります。
健診・教室の対象者には、健診・教室日の2～3週間前にご案内を送付します。
（※4月1日生まれの人は、3月生まれに含みます）

乳幼児健診・教室

乳幼児個別相談および	
発達相談のご案内

各保健センターで、子育て相談を行っています。発達・
育児・予防接種などお気軽にご相談ください。

※事前に電話で予約してください。
　持ち物…母子健康手帳・育児手帳（オレンジ色の
　　　　　ファイル）・子どもノート（お持ちの人）

乳幼児相談日

発達相談日

随時・予約制

随時・予約制

保健センター

保健センター

新生児聴覚（赤ちゃんの耳の聞こえ）検査事業

子育て世代包括支援センター 本巣市子ども家庭総合支援センター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

年月齢 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 1歳6か月頃 2歳
前半

3歳
前半

教室 赤ちゃん教室 7か月児教室

健康診査 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児
健診

2歳児
健診

3歳児
健診

045 
W90mm × H60mm

046 
W90mm × H60mm

赤ちゃん教室
この教室では、赤ちゃんの発達について学び合います。また、これから受け
る乳幼児健診・教室のための問診票を配布し説明を行います。
乳幼児健診・教室の日程は、市ホームページやもといくネットでご確認くだ
さい。

新生児聴覚検査は耳の聞こえにくさを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするための検査で
す。市内に住民登録がある赤ちゃんを対象に、費用の一部を助成するため新生児聴覚検査受診票を交付します。受診票は妊娠届
け出時に交付します。

妊娠、出産、子育てに関するさまざまな疑問、悩みについ
て保健師、助産師などがご相談に応じます。また、必要に応
じて他の専門職や関係機関と連携しながら、総合的に支援し
ます。お気軽にご利用ください。
	■相談日および時間
平日　午前8時30分～午後5時15分
	■場 所
本巣保健センター、真正保健センター

子育てに関する悩みなどお気軽にお電
話ください。

本巣市役所　真正分庁舎　福祉敬愛課　児童福祉係
☎058-323-7752　平日　午前8時30分～午後5時15分

▶問い合わせ…各保健センター
妊娠したら

赤ちゃんが生まれたら

妊娠の届け出・母子健康手帳の交付（要予約）
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに
妊娠の届け出を行ってください。届け出時には、マイナンバー
の提示が必要となりますので、マイナンバーカード等の個人
番号が分かる書類と運転免許証など顔写真付きの身分証明書
をご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦本人が
届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳し
くは市ホームページや、市子育て支援サイトのもといくネッ
トでご確認ください］
妊娠の届け出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健
康管理についての相談を行います。経産婦の人は、今までに
出産したお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、
交付には時間（約40分）を要しますので必ず事前に予約し、
お越しください。

まずは出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度などの手続きが必要です。

低体重児の届け出
生まれた赤ちゃんの体重が�2,500g�未満の場合は、届け出が必要です。届け出時には、産婦と生まれた赤ちゃんのマイナン

バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

045
143

ミット総合保険 御中

生命保険・損害保険 本巣市地図4図 B‐2

保険のプロです！

代理店
ミット総合保険

生命保険・損害保険の総合保険代理店です。保険の事でお困りの方はまずはご
相談ください。保険のプロが分かり易く対応します。また、事故や災害等でお
困りの方も適切なアドバイスをさせていただきます。気さくな店長が対応しま
すのでお気楽にご相談ください。
お電話お待ちしております。

■本巣市仏生寺718-1 ■TEL:058-322-9977 ■FAX:058-322-9978
■営業時間／9:00～18:00（ご要望により対応いたします・事故対応は24時間）
■定休日／土・日・祝日（ご要望により対応いたします）
■URL:https://mit-man.com/
■E-mail:mit-horiguchi@n1002554.insurance.ne.jp あり（3台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

046
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株式会社林テック 御中

くらし・サービス 本巣市地図4図 A‐1

本巣市を拠点に、管工事・水道衛生設備工事・水道施設
・土木工事・とび土木工事・外構工事

■本巣市上真桑2250-37
■TEL:058-324-8332 ■FAX:058-324-8468
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜・祝日

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業
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W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm
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W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

047
150

（株）松浦自動車興業 御中

車検・一般修理・保険 本巣市地図3図 E‐2

車検を中心にお客様をサポート

（株）松浦自動車興業
■民間車検指定工場 ■各種新車中古車販売
■東京海上日動火災保険代理店
■カーケア＆タイヤショップ ■一般修理鈑金塗装

■本巣市上真桑1348
■TEL:058-324-8723 ■FAX:058-324-8895
■営業時間／9:00～18:30 ■定休日／日曜・祝日
■URL:https://matsuura8723.com

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

048
138

（株）オートガレージフクタ 御中

各種自動車販売・車検・鈑金塗装 本巣市地図3図 E‐4

車の事なら何でもお任せください

こんにちは、オートガレージフクタです。自動車整備歴約20年の店主が、真
心こめて対応いたします。認証整備工場、自社積載車所有でアフターサービス
もお任せください。

■本巣市宗慶344-1
■TEL:058-324-4780 ■FAX:058-322-9422
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／日曜・祝日
■在庫情報は「グーネット」より検索で

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

母
子
保
健
事
業
な
ど

乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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132

（有）長屋自動車 御中

自動車鈑金・塗装,修理,車検 本巣市地図3図 B‐4

地域のみな様と共に

有限会社長屋自動車
地域のみな様のお役に立てるお店を目指し、
車検・修理・鈑金・塗装、自動車保険、車のことなら
お任せ下さい。

■本巣市政田2355-1
■TEL:058-324-1993 ■FAX:058-324-1985
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／日曜、祝日

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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なかしま医院 御中

医療 本巣市地図5図 D‐5

内科・小児科・糖尿病内科

なかしま医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● － － －

16:00～19:00 ● ● ● － ● － － －

※休診日：木曜午後、土曜・日曜・祝日

内科、小児科、糖尿病内科

●携帯電話から予約可、順番が来ると電話・
メールでお知らせ●お子様への吸入器貸し出し
●鼻から楽にできる胃内視鏡検査
●血糖・HbA1Cは院内で検査可

■本巣市早野653-1
■TEL:058-320-3838
■URL:https://nakashima.mdja.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。
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W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

051
035

ぎふ農業協同組合 御中

農業協同組合 岐阜市

組合員や地域の皆さまとの信頼の絆を大切に

・真正支店 TEL:058-323-1525 本巣市軽海400-1 （本巣市地図3図E4）
・糸貫支店 TEL:058-324-5156 本巣市見延1399-1 （本巣市地図6図A3）
・本巣支店 TEL:0581-34-2004 本巣市曽井中島624-2 （本巣市地図7図C3）
・根尾支店 TEL:0581-38-2521 本巣市根尾板所618-2 （本巣市地図10図C2）
・北方支店 TEL:058-324-1171 本巣郡北方町春来町2-16 （本巣市地図4図C4）

■ぎふ農業協同組合 本店
岐阜市司町37

■TEL:058-265-3521
■FAX:058-265-3572
■URL:https://www.jagifu.or.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

052
137

（有）ヴェローチェ 御中

車検整備・車の販売 本巣市地図3図 C‐3

より速く より快適に

弊社では車検入庫時に、四輪アライメントの無料診断を行っております。
国家資格の整備士が細かく点検させていただきます。
また、新車・中古車を問わず、販売しております。
お客様の希望に沿った車を当社ネットワークにて探させていただきます。

■本巣市政田635-1
■TEL:058-323-6464 ■FAX:058-323-6491
■営業時間／10:00～18:00 ■定休日／不定休
■E-mail:info@veloce.co.jp

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

053
149

㈱アンカー 御中

福祉・介護サービス 本巣市地図4図 B‐5

医療・介護・障害福祉の事ならお任せ下さい

身体の痛み、後遺症、精神疾患、知的障害、発達障害、難病でお困りの方、介護保険、介護
申請、どのように在宅介護したらよいかお悩みの方はご相談下さい。経験豊富な看護師、リ
ハビリスタッフが365日24時間で対応させていただきます。医療保険、介護保険の適用が可
能であり、場合によっては自己負担がない場合があります。まずはご相談下さい。
■本巣市宗慶72-18
■TEL:058-320-5055 ■FAX:058-320-5056
■URL:https://anchor-company.co.jp/
■E-mail:info@anchor-company.co.jp

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

054
147

ファミリーケア本巣うぐいす庵 御中

福祉・介護サービス 本巣市地図4図 D‐5

病気を抱えながらも住み慣れた場所で安心した暮らしをしていきたい。患者さ
んやご家族の願いに応えるため、在宅療養をチームで支援します。慢性疾患か
らがん終末期まで。病状に応じてチームには医師、看護師のほか、薬剤師、ケ
アマネジャー、訪問看護師・訪問介護士などが加わり、それぞれが緊密に連携
し、24時間365日の治療とケアに当たります。

■本巣郡北方町柱本白坪2-3
■TEL:058-322-3901 ■FAX:058-322-3906
■診療時間／9:00～17:30（訪問診療の患者さんは24時間連絡可）
■診療科目／内科・緩和ケア内科・精神科・皮膚科
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