2

あきは 区役所だより

2019年
（平成31年）4月21日

幸せな生活を送る未来のために

がん検診 ・ 特定健診 必ず受けましょう
「平成31年度 特定健康診査・がん検診受診券」
と
「各種検診のご案内」
を順次発
送しています。忘れずに受診してください。
問い合わせ 健康福祉課 健康増進係（☎25－5686）
※2020年3月31日まで受診できますので紛失にご注意ください
受診券・検診案内の対象者
・40歳以上の新潟市国民健康保険加入者
・後期高齢者医療制度加入者
・40歳、または平成28年4月～平成30年11月に
検診の受診歴がある社会保険加入者
検診日に持参するもの
①平成31年度受診券 ②保険証
③自己負担金 ④質問票
（特定健診のみ）
⑤個人記録票
（胃がん・肺がん集団検診のみ） 冊子「各種検診のご案内」
※質問票、個人記録票は受診券に同封
（対象者のみ）

受診券

がん検診

70歳以上の人は
無料で受診できます

特 定健 診

確かめよう
自分の からだ

生活習慣病の要因となる
「メタボリックシンドローム」
の予防・解消に重点を
置いた健診です。自覚症状がなくても
「からだ」
の状態を確認する良い機会とな
ります。年に一度の習慣として、健康管理に役立てましょう。
●自己負担額
① 40歳～59歳の人…500円
※市民税非課税世帯の人は無料（10日前までに要連絡）
② 60歳以上の人…無料
③ 生活保護受給者…無料
（保護係に申請が必要）
●内容 身体計測、診察、血圧測定、血液検査 ほか
●予約先 委託医療機関（冊子
「各種検診のご案内」
を参照）
※社会保険加入者は受診方法が異なりますので、健康保険証の発行元へお問い
合わせください
※新潟市国民健康保険加入者は表の自己負担額が半額
（ピロリ菌・肝炎検査を除く）
※市民税非課税世帯の人・生活保護受給者は無料
（受診日の10日前までに健康福祉課に連絡）

病院などの医療機関で検診を受ける方は、委託医療機関（冊子「各種検診のご案内」 胃がん ・ 肺がん （結核） 検診
を参照）
に予約のうえ、受診してください。
対象（2020年3月31日現在の年齢）

無料
【かく痰検査】
65歳 ～ 69歳 1,000円

肺がん（結核）
検診 集団 40歳以上
集団

胃がん検診

施設

乳がん検診 ※要予約

（マンモグラフィ検査）

集団

（バリウム検査）
40歳以上

40歳 無料
41歳～ 69歳 1,000円

40歳 無料
41歳 ～ 59歳 2,000円
40歳、45歳、50歳以上の偶数年齢 60歳 ～ 69歳 1,000円

バリウム検査 40歳、45歳、50歳以上
内視鏡検査

40歳以上の偶数年齢の女性

（平成30年度未受診者は奇数年齢でも受診可）

40歳～ 59歳の偶数年齢、または60歳以上で

施設 車いすを利用している偶数年齢の女性

（平成30年度未受診者は奇数年齢でも受診可）

子宮頸がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診

施設

自己負担額

20歳以上の偶数年齢の女性

（平成30年度未受診者は奇数年齢でも受診可）

40歳 無料
41歳～ 69歳 1,000円
40歳 無料
41歳～ 69歳 1,000円
20歳 無料
21歳～ 69歳 1,000円
40歳 無料
41歳 ～ 69歳 1,000円

施設 40歳以上
施設 50歳から5歳間隔の年齢の男性

50歳 ～ 65歳 1,000円

肝炎ウイルス検査 施設 過去に1回も検査を受けたことがない希望者

無料

ピロリ菌検査

1,000円

施設 40歳、45歳、50歳、56歳

会場

5月13日（月）

新津地域交流センター

5月20日（月）

荻川コミュニティセンター

妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係
（☎25－5685）

備考

午前9時～11時
午前9時～11時、
午後は肺がん検診のみ
午後1時半～2時半
女性専用日、肺がん検診のみ

新津健康センター

午前9時～11時、
5月27日（月）
午後は肺がん検診のみ
午後1時半～2時半

うららこすど

5月31日（金） 午前9時～11時

※6月以降の予定は本紙で随時お知らせします

乳がんマンモグラフ ィ検診

予約必要

会場

検診日

受付時間

新津健康センター

5月16日（木）

①②③④

荻川コミュニティセンター

5月24日（金）

①②

5月30日（木）

新津健康センター

6月1日（土）

小須戸まちづくりセンター

6月14日（金）

①②③④
①②

予約開始日
4月26日（金）
4月30日（火）
5月2日（木）
5月3日（金）

※6月以降の予定は本紙で随時お知らせします

●受付時間 ① 午前9時半 ～ 10時半 ② 午前10時半 ～ 11時半

妊婦歯科健診
日時 5月9日（木）午後1時45分～
（受付は午後1時から）
会場 新津健康センター
対象 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
内容 歯科健診、お口の個人相談
持ち物 母子健康手帳

5月の離乳食講習会 ※要申し込み

【はじめての離乳食】
日時 5月29日（水）午後1時半～3時
（受付は午後1時15分から）
健診案内は、対象者に個別に郵送して
います。案内が届かない場合や日程を確 対象 生後5か月ごろの赤ちゃんの保育者
認したい場合は、
お問い合わせください。 会場 新津健康センター 3階
定員 先着各25人
【股（こ）
関節検診】
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
対象 平成31年1月生まれ
申し込み 4月24日（水）から市役所
【1歳誕生歯科健診】
コールセンター（☎025－243－4894）
対象 平成30年5月生まれ
※図書館が別室で
「ブックスタート」
を実
育児相談 ※申し込み不要
施します
（絵本をプレゼント）
【1歳6か月児健康診査】
日時 4月26日
（金）①午前9時半～11時
対象 平成29年10月生まれ
②午後1時半～3時
【3歳児健康診査】
会場 新津健康センター
対象 平成27年11月生まれ
持ち物 母子健康手帳

5月の子どもの健診、歯科健診など

5月22日（水）

受付時間

5月24日（金） 午前9時～11時

国の方針により50歳以上の内視鏡による胃がん検診の受診対象は偶数年齢の人となります。 ●予約先
（平成31年度に限り、平成30年度未受診の奇数年齢の人でも受診できます）

ガイド

検診日

北上公会堂

※平成31年度から50歳以上の内視鏡検査による胃がん検診は2年に1回となります

健康・福祉

予約不要

③ 午後1時半～ 2時半 ④ 午後2時半～ 3時半
市役所コ ールセンタ ー（☎025－243－4894）

にいつ子育て支援センター

育ちの森

定員
先着124人
先着62人
先着124人
先着62人
予約の際に希望の
時間を伺います

開館日 毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
開館時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
※月曜午前・水曜午前・木曜午後…ベビー（1歳7カ月末まで）対象
※火曜午後のみ3歳11カ月までの入園しているお子さんの利用可

☎21－4152

セミナー受付時間9:00～17:00
ホームページ http://www.sodatinomori.server-shared.com/

お楽しみスポットタイム「こどもの日」
日時 【ベビー】
4/24
（水）
【フリー】
4/25
（木）
いずれも午前
「みんなで楽しくリトミック」
日時 4/26（金）11：10 ～

フォトブック
（じゃばらタイプ）
作りセミナー
※5/7
（火）
受付開始
日時 5/30
（木）10：00 ～ 11：50
参加費 600円
（材料費込・布のみ持参）
※保育利用別途700円

アキハで子育てサポート事業（参加無料）
ベビー &ママセミナー ※4/22
（月）
受付開始
日時 ①5/22（ 水）②5/29
（ 水）③6/5
（ 水）
10：00 ～ 11：50
対象・定員 市内在住のH30.12 ～ H31.2
生まれの赤ちゃんと保護者・10組
※第1子のみ
内容 ママ同士で交流・タッチケア・情報交換

広告スペース

パパと体をつかって遊ぼう
※5/7
（火）
受付開始
日時 6/1
（土）10：00 ～ 11：00
（予定）
対象・定員 市内在住の1歳半～ 3歳11カ
月までの子と父・20組
※家族・就園児の参加可
※対象以外の人は入館できません

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す 。

■集団検診の日程

■各種検診メニュー
検診の種類

予約必要

