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　後期高齢者医療に加入している人を対象に、無料で
受けられる歯科健診を実施します。いつまでも、いき
いきと暮らすためにはお口の健康が大切です。歯と口
腔の状態を知るために、歯科健診を受けましょう。な
お、対象外の健診、期間内に２回以上の健診、治療や
指導の費用は自己負担となります。
▽健診内容　歯と歯周病の状態、義歯・かみ合わせの
状態、口腔内の衛生状況、口腔（のみ込む）機能の状
態など

歯科医療機関名 電話番号 歯科医療機関名 電話番号

I歯科（富士見町） ☎32・8511 第一ファミリー歯科（城東中央３） ☎28・1888
あおば歯科医院（桔梗野４） ☎31・3343 代官町クリニック吉田歯科（代官町） ☎38・4142
赤石歯科医院（上瓦ケ町） ☎33・4181 たかち歯科小児歯科医院（向外瀬４） ☎37・5533
秋元歯科クリニック（大開２） ☎88・1513 田口矯正歯科（徳田町） ☎39・4184
明本歯科医院（大町３） ☎35・4774 竹沢歯科クリニック（松原西３） ☎88・1717
あべ歯科医院（青山３） ☎37・3737 デンタルオフィスよしだ（早稲田３） ☎26・2525
石岡歯科医院（松森町） ☎32・1078 中川歯科医院（松森町） ☎32・2188
いちむら歯科医院（取上２） ☎31・0756 なかざわ歯科（北川端町） ☎35・0601
梅原歯科医院（土手町） ☎32・7330 中畑歯科医院（山道町） ☎32・6650
梅村歯科クリニック（石渡１） ☎32・7311 なかむら歯科医院（末広４） ☎26・0388
遠藤歯科（代官町） ☎36・5560 成田歯科クリニック（八幡町２） ☎34・2977
おおつ歯科クリニック（山王町） ☎32・4832 なるみ歯科（大清水４） ☎38・1115
大手門歯科（元大工町） ☎33・6030 鳴海デンタルクリニック（城東中央３） ☎26・2301
大町歯科医院（大町３） ☎31・7275 野村歯科医院（西川岸町） ☎32・8695
オリオン歯科クリニック（元寺町） ☎33・0418 波多野歯科医院（徳田町） ☎32・2861
かなもり歯科（中野５） ☎89・1550 浜の町歯科クリニック（浜の町東３） ☎37・3566
川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475 ひまわり歯科クリニック（早稲田２） ☎29・3738
川村歯科医院（野田１） ☎32・4073 百石町デンタルクリニック（百石町） ☎55・6480
菊地歯科医院（中野１） ☎32・7257 弘前インター歯科クリニック（石川字平岡）☎55・8214
木村歯科医院（品川町） ☎32・3894 福原歯科医院（上鞘師町） ☎37・3535
楠美歯科クリニック（中野２） ☎34・1182 ふじた歯科医院（石渡４） ☎37・3118
くどう歯科（茂森町） ☎31・0120 ほくおう歯科医院（北横町） ☎33・4618
工藤歯科医院（石川字家岸） ☎92・2330 松枝歯科医院（下白銀町） ☎35・2157
くりの木デンタルクリニック（新町） ☎88・7676 松野歯科医院（上瓦ケ町） ☎37・8148
小泉歯科医院（高屋字本宮） ☎82・3232 松山歯科医院（富田３） ☎33・2020
さくらデンタルクリニック（城東北３） ☎26・1188 ミカミ歯科（駅前１） ☎33・5400
笹村歯科医院（城東中央４） ☎28・0797 めぐみ歯科医院（城東２） ☎28・3202
佐藤歯科医院（中野１） ☎33・2158 毛内歯科医院（田園４） ☎29・2332
佐藤歯科医院（賀田字大浦） ☎82・3032 盛歯科クリニック（桔梗野１） ☎33・8148
城西歯科クリニック（五十石町） ☎33・6680 やがわ歯科医院（城西４） ☎39・6400
矯正歯科じん歯科クリニック（大町２） ☎37・1182 やぎはしファミリー歯科（富田町） ☎36・4180
杉山歯科クリニック（泉野２） ☎55・0811 安原田中歯科医院（安原３） ☎37・7311
スクエア歯科（富田３） ☎39・4180 山口歯科医院（茂森新町１） ☎32・4182
清歯科医院（青山５） ☎37・8020 やまざき歯科（大清水４） ☎39・6666
関歯科医院（和泉１） ☎26・2789 山崎歯科クリニック（宮川２） ☎36・8811
副島歯科医院（稔町） ☎38・7272 よりみつ歯科クリニック（南城西２） ☎88・6402
ソレイユ歯科医院（新町） ☎39・7303 渡辺歯科医院（茂森町） ☎32・5800
第一歯科クリニック（城東中央３） ☎27・7706 和徳歯科医院（和徳町） ☎32・2606

「後期高齢者歯科健診」
がはじまります

「つなげよう！市民のチカラ！」放送中です

 豊田小学校父母と教師の会の小野政
道さん

 FMアップルウェーブ（78.8MHz）の日曜午後５時からの生放送番組「わがままWAVE It's Cool」内で、
町会やNPOをはじめとする市民活動の実践者が生出演し、活動の魅力を発信するコーナーです。毎月第４
日曜日、午後５時10分ごろから放送されますので、ぜひお聞きください。

　　　　　

　豊田小学校父母と教師の会では冬期間、県や市の除排雪が行われるま
での間、PTAが中心となり、通学路の安全確保のために除排雪活動を
しています。地域にある除雪機や軽トラックなどを動員し、地域をよく
知る住民自らが参加することにより、住民のニーズにそったきめ細やか
な除雪が可能となります。
　自分たちの手で地域の安全を守る意識や活動を広めていけるよう、“顔
が見える”地域の人同士のつながりを大切にしながら、これからも活動
を続けていきます。

市民活動情報発信コーナー　市民力×まちづくり
　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用して実施された事業をはじめ、市内
で行われている市民活動を紹介していきます。

●「地域のチカラ」で通学路除排雪活動／豊田小学校父母と教師の会

▽実施期間　７月１日～平成29年３月
31日（年度内１回に限る。）
▽受診方法　下記の歯科医療機関へ予約
をし、被保険者証を持参し受診してください。期間内
に１回、無料で受診できます。受診券はありません。
▽注意事項　病院または診療所に６カ月以上継続し
て入院している人、障害者支援施設・養老ホーム・特
別養護老人ホーム・介護保険施設・有料老人ホームな
どに入所または入居している人は受診できません。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）

健診料は無料！平成27年度弘前市パブリックコメント制度実施結果皆さんの声を
施策に反映

　平成 27年度は 18の施策について実施され、191
件の意見が寄せられました。各施策における実施状況
は下表のとおりです（募集開始年月日順）。なお、結

果はすべて市ホームページで公表しています。
■問い合わせ先　広聴広報課（☎35・1194）

募集期間 意見などの
提出件数

政策案
の修正
の有無

問い合わせ先

①弘南鉄道大鰐線中央弘前駅前広場周辺利活
用計画（案） ５月26日～６月９日 ５件 無 都市政策課（☎ 35・1134）

②弘前市立小・中学校の教育改革に関する基
本方針（案） ７月 14日～８月４日 ３件 無 学校づくり推進課（☎ 82・

1645）
③弘前市議会「政務活動費の手引き」（素案） ８月 15日～９月３日 12件 有 議会事務局（☎ 35・1121）
④弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） ９月１日～ 15日 １件 無 ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7021）⑤新市建設計画改訂（案） 10月１日～ 15日 ０件 無
⑥弘前市公共施設等総合管理計画（案） 11月６日～ 24日 ０件 無 財産管理課（☎ 40・7111）
⑦弘前市地区計画区域建築物制限条例の一部
改正（案） 12月１日～ 15日 ０件 無 建築指導課（☎ 40・7053）
⑧弘前市中心市街地活性化基本計画（案） 12月 16日～１月４日 ０件 無 商工政策課（☎ 35・1135）
⑨弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画
（案） １月４日～18日 ０件 無 相馬総合支所総務課（☎ 84・

2111）
⑩弘前市障がい者計画（素案） １月 15日～ 29日 １件 無 福祉政策課（☎ 40・7036）
⑪弘前市男女共同参画プラン改訂（案） １月 15日～ 29日 ９件 無 市民協働政策課（☎ 31・2500）
⑫弘前市食育推進計画（案） ２月８日～ 22日 ０件 無 農業政策課（☎ 40・7102）
⑬弘前市歴史的風致維持向上計画（変更案） ２月 15日～ 29日 ０件 無 都市政策課（☎ 35・1134）
⑭弘前市たばこの健康被害防止対策の指針
（案） ２月15日～ 29日 150件 調整中 健康づくり推進課（☎ 37・3750）
⑮弘前市一般廃棄物処理基本計画（案） ２月 18日～３月３日 ０件 無 環境管理課（☎ 32・1969）
⑯（仮称）吉野町文化交流拠点の整備方針（案）２月22日～３月７日 ８件 無 吉野町緑地整備推進室（☎ 40・

7123）
⑰弘前版生涯活躍のまち構想（案） ３月 14日～ 28日 2件 無 ひろさき未来戦略研究センター

（☎ 40・7121）
⑱弘前市立地適正化計画（都市機能誘導区域
及び誘導施設の設定）（素案） ３月 24日～４月８日 ０件 無 都市政策課（☎ 35・1134）

市民活動を
FM ラジオで
発信 !!


