
14市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－367415

問い合わせ　健康課予防係(保健福祉センター内)1内線７６２０６

受診可能な検診などが記載された｢各種検診等受診シール｣と｢平成26年度検診等のお知らせ｣を５月中旬に郵
送します。受診の際は受診シールを忘れずに持参してください。
※対象となる検診などを受診できるのは、年度内に１回限りです

問い合わせ　健康課予防係(保健福祉センター内)1内線７６２０６

生後91日以上の犬の飼い主は、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射を犬に受けさせる義務があります。

登録をすると犬鑑札が、狂犬病予防注射をすると狂犬病予防注射済票が交付されます。本年度の犬の登録と狂犬

病予防注射の日程は下表のとおりです。

費用 登録済みの犬3,400円／新規登録の犬6,500円

※市の委託を受けた動物病院でも犬の登録と狂犬病予防注射を実施しています。登録のみの場合は健康課窓口で

手続きをしてください

問い合わせ　健康課予防係(保健福祉センター内)1内線７６２０７

本年度より新たに、高齢者の肺炎を予防する肺炎球菌予防接種の助成を行います。また、妊婦への感染予防と
先天性風疹症候群の発症を予防するための風疹予防接種の助成も継続して行います。対象は接種日に市内に住所
があり、下表の条件に該当する人です。
※肺炎球菌予防接種を過去に受けた人は対象になりません

不妊治療費助成事業
問い合わせ　健康課保健係(保健福祉センター内)1内線７６２０４

市では、不妊治療をしている夫婦の経済的負担を軽減するために、
不妊治療に要した医療費の一部を助成しています。
対象者
①法律上の婚姻関係にある夫婦で、市内に１年以上住所のある人
②市税などを滞納していない医療保険加入者
対象事業
①不妊治療費と不妊治療に付随する検査費などの治療に要する費用
※医療保険適用外の不妊治療費も対象
助成額
申請は一年度につき１回とし、通算５回を限度とします。
①当該年度内の不妊治療費の本人負担額の２分の１
※1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額
②県の特定不妊治療の助成と市の助成を重複して受けた場合、県の助成給付額を除いた額の２分の１
※上限額10万円

※肺炎球菌と風疹、どちらのワクチンも、生活保護世帯の人には全額助成します

※１　インフルエンザ予防接種以外の対象年齢は、来年３月31日現在の年齢です
※２　年度内に80歳以上になる人は、主治医に相談の上、健康課予防係へ申し込みをしてください
※３　乳がん集団検診は、前回受診していても新たに申し込みが必要です。６月９日(月)から27日(金)までに健康

課予防係、または白沢町・利根町総務課市民係へ申し込みをしてください

対象検診一覧表

予防接種名

肺炎球菌予防接種
肺炎球菌ワクチン
3,000円(１回限り)

来年３月31日
利根沼田の医療機関
※県外で受ける場合は事前の連
絡が必要です

65歳以上(昭和25年４月１日以前に生まれた人)

風疹予防接種

ＭＲ麻疹、風疹混合ワクチン
5,000円(１回限り)
風疹ワクチン

3,000円(１回限り)

来年３月31日
妊娠を予定している女性と、そのパートナー

妊娠をしている女性のパートナー

60歳以上65歳未満(昭和25年４月２日から昭和
30年４月１日までに生まれた人)の人のうち、心
臓や腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全に
よる免疫機能に障害のある人(インフルエンザ対
象者と同様)

対象 助成額 実施期限 実施医療機関

注意 希望者は健康課に申請し、予診票を受け取ってから接種してください

対象地区

本
庁
管
内

とき 受付時間 会場
佐山町スポーツ場
上発知町生活改善センター
奈良町農事研修所
岡谷町生活改善センター
薄根公民館(下沼田町)
利根沼田県民局庁舎(薄根町)
十王公園
利根沼田文化会館
上野住民センター
岩本公民館
屋形原農村婦人の家
大竹公民館
入沢公民館
横塚町公民館
久屋原町公民館
上久屋町多目的集会所
下久屋町公民館
戸鹿野町公民館
町田町水田転作研修所
石墨町多目的集会所
堀廻町構造改善センター
恩田町集会場(衛生センター隣)
井土上町(下)公民館
旭地区住民センター
横子住民センター
今井町住民センター
上川田町住民センター
十王公園
硯田町公民館
東倉内町公民館(沼女高北側)
須賀神社
池田公民館
川田公民館
利南公民館

９:10～９:30
９:45～10:10
10:25～10:40
10:55～11:30
13:00～14:00
９:30～11:30
13:00～15:00
９:45～11:30
13:15～13:25
13:40～13:50
14:05～14:25
14:40～14:55
15:05～15:20
９:30～10:30
10:45～11:30
13:00～13:30
13:45～14:05
14:20～15:00
９:40～10:10
10:25～10:55
11:10～11:30
13:00～13:30
13:45～14:20
10:00～10:05
10:15～10:25
10:35～10:45
11:00～11:30
13:00～14:45
９:50～10:30
10:45～11:30
13:00～14:00
９:10～10:10
10:30～11:30
13:00～14:00

４月４日(金)

４月６日(日)

４月７日(月)

４月８日(火)

４月９日(水)

４月10日(木)

４月14日(月)

４月15日(火)

対象地区

利
根
町

白
沢
町

とき 受付時間 会場
平出集会所
尾合集会所
岩室集会所
生枝集会所
高平集会所
上古語父集会所
下古語父集会所
上古語父集会所
高平集会所
尾合集会所
伊香原地区集会所
平川集落センター
高戸谷地区集会所
大楊生活改善センター
利根町振興局
利根観光会館駐車場
大原集会所
園原ふれあい屋内運動場
利根町振興局出張所
輪久原集会所
多那婦人の家
二本松多目的集会施設
穴原生活改善センター
柿平生活改善センター
南部健康管理施設
横坂かる宅前
根利集会所
青木多目的研修施設
砂川集会所
平川集落センター
利根町振興局
大原集会所
南部健康管理施設
根利集会所
多那婦人の家

９:00～９ :15
９ :25～９ :40
９ :50～10:05
10:25～10:45
11:05～11:50
13:15～14:00
14:20～14:40
９ :30～10:00
10:15～10:45
11:00～11:20
９ :30～10:00
10:15～10:45
11:00～11:15
11:30～11:45
13:00～14:00
９ :30～10:00
10:15～11:00
11:15～11:30
13:00～13:20
13:30～13:40
13:50～14:20
14:30～14:50
９ :00～９ :15
９ :25～９ :30
９ :40～10:00
10:10～10:15
10:30～10:50
11:10～11:20
11:30～11:40
９ :30～９ :50
10:00～10:20
10:30～10:50
11:05～11:15
11:30～11:40
13:20～14:00

４月23日(水)

６月18日(水)

４月16日(水)

４月17日(木)

４月18日(金)

６月19日(木)

検診名

胸部(結核)検診 ・65歳以上の人
・40歳から64歳までの希望者

無料 集団検診 ６月～10月

インフルエンザ
予防接種

接種日当日65歳以上の人 1,000円 個別接種 10月～12月

胃がん検診
問診／胃部エックス線

40歳以上
（昭和50年４月１日以前に生まれた人）
年度内に80歳以上になる人は、申し込み
が必要です(※２)

800円
集団検診

個別検診

８月、９月

子宮頸がん検診
問診／視診
頸部細胞診／内診

20歳以上で偶数年齢の人
（平成７年４月１日以前に生まれた女性） 500円

集団検診

個別検診

７月

乳がん検診
問診／視触診
マンモグラフィ

40歳以上で偶数年齢の人
（昭和50年４月１日以前に生まれた女性） 1,000円

集団検診

個別検診

個別検診

個別検診

７月
乳がん集団検診については、前回受診し
ていても申し込みが必要です(※３)

大腸がん検診
問診／便潜血検査

40歳以上の人
（昭和50年４月１日以前に生まれた人） 600円

集団検診 ８月(白沢町・利根町)

前立腺がん検診
問診／血液検査

50歳以上の人
（昭和40年４月１日以前に生まれた男性） 1,000円

集団検診 ６月～10月
（特定健診などと併せて実施）

６月～10月

６月～10月

個別検診
肝炎ウイルス検診 40歳以上の未受診者 無料

集団検診 ６月～10月
（特定健診などと併せて実施）

６月～10月

個別検診
歯周疾患検診 年度内に40歳、50歳、60歳、70歳になる人 500円 集団検診 ８月～10月

６月～10月

６月～10月

６月～10月

９月～11月

対象(※１) 負担金 種別 実施期間


