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Health　Information

母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各
指定医療機関での個別健診を除く）で、料金は無料です。
なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してくだ
さい。★は対象者に健康診査票を送付します。

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

　市では、弘前大学大学院医学研究
科神経精神医学講座と小児科学講座
の協力により、就学時健康診査に向
けた 5歳児発達健診を、本年度は
2期に分けて行います。健康や発達、
生活状況など、多面的な視点から子
どもの成長や個性を把握するもので
す。5歳児健診は発達支援の一環と
して実施され、就学に向けた適切で
望ましい準備を進め、スムーズな学
校生活への適応につながります。健
診の結果から、就学前の支援が有効
だと思われる子どもには、学校生活
に向けた準備やさまざまな支援の機
会を提供し、健やかな心身の成長を
促すことを目指します。
▽前期対象　平成 21年４月２日か
ら９月 30日生まれの平成 27年度
就学時健康調査に該当する子ども
（後期の実施予定などは、後日お知
らせします）
▽予備調査　対象となる子どもを持
つ保護者の方には、7月下旬までに
調査用紙を送付します。調査にご協
力いただける人、さらに２次健診を
ご希望の人は、調査用紙と連絡票に
記入の上、同封の返信用封筒で健康
づくり推進課に返送してください。
予備調査の結果、２次健診をお勧め
する場合は、再度お知らせします。

名
称

会
場

と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金

セ
ッ
ト
検
診

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

通年（７月14日～平成27
年３月 13日）
※女性限定日はお問い合わせ
ください。

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

弘前市医師会健診セン
ター検診課（☎フリー
ダイヤル 0120・050・
489、平日…午前 9 時
～午後４時〈正午～午
後１時を除く〉）へ。

胃・肺・大腸がん検診（50
歳以上は前立腺がん検診も
受診可〈別途500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

複
合
健
診

ヒ
ロ
ロ

７月19日～ 12月６日の
毎月第１・３土曜日

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

受診希望日の１週間前
までに、健康づくり推
進課（弘前市保健セン
ター内、土・日曜日、
祝日を除く午前８時半
～午後５時）へ。
※複合健診は、申込人数
が 10人に達しない場合、
受診日の変更をお願いす
ることがあります。

特定健診・後期高齢者健診
（無料）／胃・肺・大腸が
ん検診（50歳以上は前立
腺がん検診も受診可〈別途
500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

女
性
の
健
康
診
査

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

７月 24 日・26 日、８月
６日・16日・17日
※７月 24日、８月６日は女
性限定。次月以降の日程はお
問い合わせください。

18 歳～ 39 歳の主婦や自
営業の女性（職場で受診で
きる人、妊娠中やその疑い
のある人などを除く）
※定員になり次第締切。

血液検査、尿検査、内科診
察、骨密度検査など 800円

医療機関での検診

胃・大腸・前立腺・子宮・乳がん検診、骨密度検診、結核検診は、
医療機関でも受診できます。直接、「市の検診」と伝えて問い合わ
せを。詳細は「健康と福祉ごよみ」で確認するか、健康づくり推
進課へお問い合わせください。なお、乳がん検診は、国の指針に
基づき対象年齢を見直しし、対象は40歳以上の人です。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 ７月23日・24日／
受付＝午後０時半～１時半 平成25年１月生まれ

３歳児 ７月２日・３日／
受付＝午後０時半～１時半 平成22年 12月生まれ

１歳児歯科 ７月16日・17日／
受付＝午後０時半～１時 平成25年７月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成24年１月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

７月 28（月）、午後１時～
２時半／受付＝正午～午後
０時50分

平成 26年２月生まれ ７月４日～
25 日に、弘
前市保健セン
ターへ。離乳食講話・グループレッスン／ミニ講話（親子のふれあい、

はじめての歯みがき）／身長・体重測定／育児相談
※歯の相談希望者で歯ブラシを持っている場合は持参を。

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750 【無料健康相談の日程変更について】

　広報ひろさき６月１日号の暮らし
のインフォメーションでお知らせし
た、弘前大学名誉教授の今充さんの
「無料健康相談」の７月開催日程が
一部変更となりました。ご迷惑をお
かけしますが、よろしくお願いしま
す。
▽とき　７月 12 日・19 日（26
日から変更）
▽受付時間　午後１時～４時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　健康広場（☎
35・0157）

５歳児発達健診

▽参加料　無料
▽持ち物　自分の本２冊（コーティ
ングの実習で使用）
■問問７月10日から、電話または直接、
弘前図書館（☎32・3794）へ。
※修了者には、「図書館準職員認定
書」を交付します。

生ごみ水切りチャレンジ
モニター募集
▽募集期間　７月１日～ 11月 28
日
▽モニター期間　使用開始から１か
月程度
▽対象　市内在住（事業所などは除
く。一般家庭に限る）で、水切り用
具一式を環境事業所（町田字筒井）
まで取りに来ることができる人＝
200人（先着順）
▽応募方法　環境事業所窓口また
は、電話で応募してください。電話
で応募した人は、応募後、都合の良
い日時に環境事業所へお越しくださ
い。
※応募は１世帯で１回まで。
■問問環境事業所資源循環係（☎ 35・
1130）

フォークリフト運転技能講習

▽とき　普通自動車運転免許証保有
者＝７月 28日～ 31日／大型特殊
自動車運転免許証（カタピラ限定な
し）保有者＝７月28日・29日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝つがる弘前
農協・河東地区りんご施設（悪戸字
芦野）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）②出稼労働者手

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
▽夜間納税相談　７月 18 日、22
日～ 25日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　７月 27日の午前
９時～午後４時
■問問収納課（市役所２階、窓口 205、
☎ 40・7032、40・7033）

夏季河川清掃美化運動

　市と市町会連合会が、市内主要６
河川で清掃美化運動を実施します。
　清掃開始時間は地区によって異な
りますので、事前にお問い合わせく
ださい。
▽とき　７月27日（日）
※大雨の場合は中止。
▽ところ　団体清掃区域＝土淵川・
寺沢川・腰巻川・後長根川・大和沢
川・前川／自由清掃区域＝岩木川悪
戸河川敷運動広場およびその周辺
■問問環境事業所環境事業係（☎ 32・
1952）

図書館職員になってみ隊
小学生募集
▽とき　①８月１日・８日、②８月
２日・９日の午前９時～正午
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
▽内容　図書館の仕事見学と、本の
貸し出しや返却、コーティング作業
など
▽対象　市内の小学校４年生～６年
生＝①②各10人（先着順）
※①か②のいずれか２日間の参加が
条件です。

帳を所持している18 歳以上の人
▽定員　10 人（先着順）
▽受講料　普通自動車運転免許証保
有者＝１万円／大型特殊自動車運転
免許証（カタピラ限定なし）保有者
＝ 4,000 円（ともに別途テキスト
代1,620円が必要）
▽申込期間　７月７日～ 14日の午
前９時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳（有効期限
内のもの）、自動車運転免許証を持
参してください。なお、代理人によ
る申請はできません。
■問問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎ 33・5657）

軽度・中等度難聴児　
補聴器購入費助成事業
▽助成対象　次の要件をすべて満た
す18歳未満の児童
①弘前市内に住所を有していること
／②両耳の聴力レベルが 30デシベ
ル以上 70デシベル未満で、身体障
害者手帳の交付対象とならないこと
／③補聴器の装用により、言語の習
得など一定の効果が期待できると医
師の判断を受けていること／④同一
世帯内に市民税所得割額が 46万円
以上の人がいないこと
※身体障害者手帳を交付されている
人には、本事業とは別に補聴器購入
費の助成制度があります。
▽助成額　対象者が補聴器を購入・
修理する費用または市の基準額のう
ち、いずれか低い額に３分の２を乗
じて得た額（1,000 円未満の端数
は切り捨て）
※申請手続き方法などの詳細につい
ては問い合わせを。
■問問福祉政策課（☎40・7036）

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告 教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、②の約 86億 4,000 万円だよ。
小・中学校などの建物の管理や文化の向
上のためなど、教育費といってもたくさ
んの使い道に分かれているから、何にど
のくらいお金が使われているのか、
調べてみるのもいいかもね。

※質問は19ページに掲載。

 暮らしのinformation
■ＦＦ…ファクス　■ＥＥ…Ｅメール　■ＨＨ…ホームページ　■問問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111


