
転入者の方へ

　すべての検診は必ず事前に申し込みが必要です。各健（検）診会場、日程、料金、内容等の詳細は広報なよろ4月号（3
月末発行）と同時配布される各種検診のお知らせをご覧いただくか、お問い合わせください。

検診 内容 対象者 費用

特定検診
計測・血圧測定・尿検査・問
診・血液検査・診察
※ 必要時、貧血・心電図・眼
底検査

 30歳以上の市国保加入者 
（生活習慣病で治療中の方も対象です。）
30歳以上の生活保護世帯者
後期高齢者医療保険加入者

無料
※ 特定検診と人間ドックの
重複受診はできませんの
でご注意ください。

胃がん 胃のバリウム検査

30歳以上

市国保加入者、後期高齢者医
療保険加入者、市民税非課税
世帯、生活保護世帯の方は無
料、それ以外の方は有料

肺がん 胸のレントゲン検査

大腸がん 検便検査
（自宅で2回便を採ります）

乳がん マンモグラフィー 30歳以上の女性
※ 前年度に同検診を受けていない方

エキノコックス症

血液検査

9歳以上（5年に1回）

肝炎ウイルス
30歳以上
※ 過去に肝炎検査を受けたことがない方
で、肝炎の既往がない方

前立腺がん 50歳以上 有料

子宮がん 頸部細胞診
エコー検査

20歳以上の女性
※ 前年度に同検診を受けていない方

無料
※ 市国保加入者以外はエ
コー料金負担有

健康・医療

歯科疾患検診事業
　壮年期からの生活習慣病の重症化を予防する一環と
して、むし歯および歯周疾患の早期発見・予防のために
実施しています。年度の中で40歳になる方が対象とな
りますので、個別に受診券を送付します。

なよろ健康マイレージ
　市民が健康で安心して暮らせるまちをめざし、自分
の健康に関心を持ち、自分に合った健康づくりに取り
組んでいくためのポイント制度です。対象事業に参加
することでポイントが溜まり、その他健康目標を3か月
間以上継続することで達成です。達成者には抽選で賞
品が当たります。

※各種がん検診については、既にがんと診断された方、現在治療中や経過をみている方は主治医にご相談ください。

特定検診（健康診査）・がん検診等 名寄市保健センター ☎01654②1486

母子健康手帳・妊産婦健康診査受診票の交付
　妊娠された方に母子健康手帳を交付します。また、妊
婦一般健康診査受診票（14回分）・産婦健康診査受診票
（2回分）も同時に交付しています。
・ 名寄市保健センター 
西2条北5丁目　月～金曜日　8：45～17：30

母子保健事業

乳幼児健診・親子教室・相談等
　妊娠したときから子どもが生まれて就学するまでの
期間、各種健診（検診）や教室を行っています。詳細は、
ホームページをご覧になるか、電話でお問い合わせく
ださい。

・ ふうれん健康センター 
風連町本町76　月曜日　9：00～12：00
※ 上記時間以外で来所を希望される方は、事前にお問い合わ
せください。

《必要なもの》
　A、Bどちらかの書類をご持参ください。
A.「個人番号カード」
 B . 「通知カード」または「住民票（番号入り）」＋身元確認書類

　保健師等の専門のコーディネーターが、産前産後の
体のことや、子育てに関わるさまざまな相談に対応す
る総合相談窓口です。妊娠から子育てまで安心して過
ごせるよう切れ目なくサポートします。

子育て世代包括支援センター
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予防接種
市では次のとおり予防接種を行っています。また、長期里帰り（概ね3～4か月以上）等特別な事情により、市外の医療機関等で定期
予防接種を受ける場合は、接種費用の一部助成を行います。接種前に手続きが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
※対象年齢を過ぎた場合は特別な場合を除き、有料となりますのでご注意ください。

予防接種名（ワクチン） 回数 対象年齢（望ましい接種期間） 料金 接種場所

定
期
接
種

生

BCG 1回 生後直後～12か月未満（生後5～8か月）

※
無料

名寄市
保健センター

麻しん風しん 2回 第1期：生後12～24か月未満
第2期：小学校就学前の1年間

市内指定の
医療機関

水痘（水ぼうそう） 2回 生後12～36か月未満
（6～12月の間隔をあけて）

不
活
化

ヒブ 4回 生後2～60か月未満
（初回1～3回：生後2～7か月未満に接種開始）

小児の肺炎球菌 4回 生後2～60か月未満
（初回1～3回：生後2～7か月未満に接種開始）

B型肝炎 3回 生後2か月～12か月未満

4種混合 4回 生後3～90か月未満
（初回1～3回：生後3～12か月に接種開始）

日本脳炎（第1期） 3回
生後6～90か月未満
（初回1～2回：3～4歳未満）
（追加1回：4～5歳未満）

任
意
接
種

生
ロタ
ウイルス

ロタリックス 2回 生後6週0日～24週0日

有料ロタテック 3回 生後6週0日～32週0日
おたふくかぜ 1回 生後12か月以上

不活化 インフルエンザ 2回 生後6か月以上（1シーズンに2回接種）

乳幼児

　名寄市で医療費の助成を行っている一覧です。支給条件などありますので、詳しくはお問い合わせください。
助成の種類 助成の内容 担当となる部署

重度心身障がい
者医療費助成

身体・知的・精神障がいの手帳をお持ちの方に対して、入・通院での医療費
を助成します。

名  社会福祉課障がい福祉係 
内線3225～3227

更生医療の給付 身体障がい者手帳をお持ちの方で、社会・職業能力を回復・向上すること
を目的とした医療に対して、その医療費の一部を助成します。

名  社会福祉課障がい福祉係 
内線3225～3227

精神通院
医療の給付 精神疾患等のある方が、通院している場合に医療費の一部を助成します。 名  社会福祉課障がい福祉係 

内線3225～3227

育成医療の給付 身体に障がいがあり、早期の段階に手術や治療することで、より確実な効
果が期待される児童・生徒に対し、その医療費の一部を助成します。

名  社会福祉課障がい福祉係 
内線3225～3227

乳幼児等
医療費助成

0歳～小学生（小学生は入院・指定訪問看護のみ）で健康保険が適用され
る医療費の全額を助成します。

名  こども未来課子育て支援係 
内線3241、3245

風  地域住民課福祉係 
内線2112・2113

ひとり親家庭等
医療費助成（所
得条件などの制
限あり）

ひとり親家庭などの父または母や児童・生徒（父または母は入院・指定訪
問看護のみ）に対し、健康保険が適用される医療費の一部または全額を助
成します。
※ 生徒の年齢上限は、18歳到達後の最初の3月31日までで、その後学生
等により扶養されている場合は20歳に達する月の末日まで。

名  こども未来課子育て支援係 
内線3241、3245

風  地域住民課福祉係 
内線2112・2113

未熟児養育医療
給付制度

医師が入院治療を必要と認めた未熟児にかかる健康保険が適用される医
療費。

名  こども未来課子育て支援係 
内線3241、3245

風  地域住民課福祉係 
内線2112・2113

特定不妊治療費
助成

特定不妊治療を受けている夫婦に対し、その費用の一部を助成します。ただし、
事前に北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受ける必要があります。

名寄市保健センター 
☎01654②1486

各種医療費等助成

予防接種名（ワクチン） 回数 対象年齢（望ましい接種期間） 料金 接種場所
定
期
接
種

不
活
化

2種混合 1回 小学6年生（定期対象：11歳～13歳未満） ※
無料

市内指定の
医療機関子宮頸がん 3回 中学1～高校1年生

日本脳炎（第2期） 1回 9歳～13歳未満

児童および生徒等
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