
《65歳以上の
皆さんへ 》結核検診のお知らせ

　町では、65歳以上の住民の皆さんを対象に、下記の会場で結核検診を実施します。
　結核検診のお知らせは３月上旬にお送りします。当日お持ちでない場合でも、対象年齢の方で
あれば直接会場へお越しいただき、受診していただくことができます。
　受診されない場合、福祉保健課への連絡は必要ありません。
　林業センターは混み合いますので、できるだけお近くの会場で受診してください。

【注意】令和５年度も集団健診で肺がん検診を実施します。
　　　 肺がん検診と結核検診は同様の検査（胸部レントゲン撮影）になりますので、不必要な被ばくを

避けるため、肺がん検診の受診を希望される方は、結核検診を受診する必要はありません。
　　　（肺がん検診は、喫煙の度合いなどにより、喀

かく

たん検査をすることがあります）

令和5年度　結核検診　日程
検診日 会　　場 時　　間

４
月
10
日（
月
）

熊野会議所 9：00～  9：10
平子会議所 9：25～  9：35
蔵王会議所 9：55～10：05
音羽会議所 10：20～10：40
北畑会議所 10：55～11：15
西明寺会議所 11：30～11：45
上野田会議所 13：10～13：40
西之宮会議所 14：05～14：35
村井４区集会所 15：00～15：20

４
月
11
日（
火
）

鎌掛公民館 9：00～10：00
寺尻公民館 10：25～10：55
木津会議所 11：10～11：30
原会議所 13：30～13：45
川原会議所 14：05～14：20
杣会議所 14：40～14：55
鳥居平会議所 15：20～15：35
佐久良会議所 15：50～16：05

４
月
12
日（
水
）

野出農業集会所 9：00～  9：20
蓮花寺会館 9：40～10：00
北脇農業倉庫前（バス停） 10：20～10：35
中在寺会議所 10：55～11：15
安部居集会所 11：30～11：45
湖南サンライズ自治会館 13：10～13：50
山本会議所 14：05～14：20
必佐公民館 14：40～15：00
林業センター 15：40～16：20

検診日 会　　場 時　　間

４
月
13
日（
木
）

東桜谷公民館 9：00～  9：20
奥師会議所 9：35～  9：45
小野会議所 10：00～10：10
西大路公民館 10：30～11：10
西大路殿町会所 11：30～11：50
上迫作業所 13：30～13：40
下迫作業所 13：50～14：05
別所農業集会所 14：20～14：40
曙集会所 14：55～15：15

４
月
14
日（
金
）

上駒月バス停前 9：00～  9：40
下駒月会議所 9：55～10：25
南比都佐公民館 10：45～11：00
清田会議所 11：15～11：30
椿野台集会所 13：10～13：20
五月台集会所 13：35～13：45
日野公民館 14：15～15：15
林業センター 15：45～16：20

４
月
17
日（
月
）

増田農業集会所 9：00～  9：25
豊田農業集会所※ 9：45～10：15
中山西会議所 10：40～10：50
中山東会議所 11：00～11：20
徳谷会議所 11：35～11：45
十禅師会議所 13：30～13：55
内池西会議所 14：10～14：25
林業センター 15：00～15：50

※ 豊田農業集会所は、豊田農業作業所とは別の場所です。
お間違えの無いようお越しください。

検診料は無料です！

〈対象者〉日野町に住所がある65歳以上の方
　　　　　（令和５年度中に65歳になる昭和34年４月１日以前にお生まれの方を含む）
〈持ち物〉結核検診のお知らせ（きみどり色）

予防接種は
お済みですか？

３月１日～３月７日は
『子ども予防接種週間』です

母子健康手帳を今一度確認し、受けられて
いない予防接種をこの機会に受けましょう

　下記の予防接種の対象の方で、接種が済んでいない方は、３月31日（金）までに受けてください。
※実施期間を超えると全額自己負担となります。

麻しん風しん混合ワクチン（２期）　　
おたふくかぜワクチン（２回目）  　　

【対象者】
平成28年４月２日～平成29年４月１日生　
（保育所・幼稚園・認定こども園の年長組のお子さん）

【接種費用】
・麻しん風しん混合ワクチン：無料
・おたふくかぜワクチン：医療機関により異なります。
　 町内指定医療機関等で接種される場合、接種費用のうち3,000円を助
成しています。残りの費用を医療機関にお支払いください。（町外医療
機関で接種される場合、3,000円の助成は対象外となります。）

【接種時の持ち物】
予診票・母子健康手帳・保険証等本人確認のできるもの
※ 予診票をなくされた場合は、下記までご連絡ください。

【接種できる医療機関】
町内指定医療機関等
※ 町外医療機関での接種を希望され
る方は事前に下記までお問い合わ
せください。必要な書類をお渡し
します。

成人用肺炎球菌ワクチン　　
【対象者】
①、②に該当する方
※ ただし、今までに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外となります。
①令和４年度の対象者の方

対象者 生　年　月　日
65歳となる方 昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生
70歳となる方 昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生
75歳となる方 昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生
80歳となる方 昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生
85歳となる方 昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生
90歳となる方 昭和 ７年４月２日～昭和 ８年４月１日生
95歳となる方 昭和 ２年４月２日～昭和 ３年４月１日生
100歳となる方 大正11年４月２日～大正12年４月１日生

【自己負担金】
2,500円（ただし、住民税非課税世帯の方
は1,500円、生活保護受給中の方は免除）
※事前に減免または免除の申請が必要です。
【接種時の持ち物】
予診票、保険証等本人確認のできるもの、
自己負担金
【接種できる医療機関】
町内指定医療機関等
※ 町外医療機関での接種を希望される方
は事前に下記までお問い合わせくださ
い。必要な書類をお渡しします。

② 接種日時点で、60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器
の機能に日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する方、
免疫の機能に日常生活がほぼ不可能な程度の障がいを有する方。

乳幼児期に受けた
予防接種の免疫効
果を高めるための
追加接種です。

町内指定医療機関等の詳細は下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先　福祉保健課　保健担当　☎ 0748-52-6574 ◆問い合わせ先　福祉保健課　保健担当　☎ 0748-52-6574
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