
令和4年度 袋井市健康ガイド 保存版
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

◇４０歳～７４歳の方対象の「特定健康診査」については、加入している医療保険者(国民健
康保険や健康保険組合・共済組合・協会けんぽなど）から通知や案内があります。

©袋井市

2その他の検診� 年齢は令和５年３月31日現在

検診名 対象年齢 自己負担金 実施会場 実施時期

肝炎ウイルス検診 ４０歳以上の方 無料 指定医療機関など ６月～１２月

歯周疾患検診 ４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の方 500円 指定歯科医院 ６月～１０月

骨密度検診 ４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・
６０歳・６５歳・７０歳の女性 800円 コミュニティセンター １０月、１２月

＜問合せ・申込み先＞　検診指導係　　ＴＥＬ ４２－７２７５　ＦＡＸ ４２－７２７６　

申込
方法

電話またはファクスで、検診項目、氏名、生年月日、電話番号（子宮頸がん・乳がんは実施会場も）をお知らせください。
後日、受診票と案内を郵送します。
令和３年度に検診を受けた方や既に令和４年度の検診の申込をされた方は、申込不要です。

◇市の検診を受診できるのは、各検診とも１年度に１回です。検査内容が同じ検診を２回以上受診された場合は、２回目以降の検査料金を
全額お支払いいただきますのでご注意ください。
◇袋井市外に転出した場合、転出日から市の検（健）診はすべて受けられません。

はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階
袋井保健センター　
〒437－0061　袋井市久能2515-1（聖隷袋井市民病院東側）
　健康づくり課	 健康企画室	 ＴＥＬ	0538‒84－6127
	 地域健康係	 ＴＥＬ	0538‒84－7811
	 おやこ健康係	 ＴＥＬ	0538‒42－7340
	 （予防接種担当）	ＴＥＬ	0538‒42－7410
	 検診指導係	 ＴＥＬ	0538‒42－7275
　健康づくり課（共通）	 ＦＡＸ	0538‒42－7276
� � �メール	kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
浅羽保健センター
〒437－1102　袋井市浅名1028	 ＴＥＬ	0538‒23‒9222
◆受付時間：月～金曜日の午前８時30分～午後５時15分（ただし、祝日、年末年始は除く）

各種予防接種（新型コロナワクチンを除く）
対象者や接種期間、自己負担金の有無などが各予防接種により異なります。
詳細は、対象の方への個別通知や広報ふくろい、市ホームページでお知らせします。
〈問合せ先〉　おやこ健康係（予防接種担当）　ＴＥＬ	４２－７４１０
「新型コロナワクチン」問合せ先　ワクチンコールセンター　ＴＥＬ	84‒7813

～年に1度は検(健)診を受けましょう～

健康相談
成人の健康に関することなど相談をお受けします。
※来所による相談を希望される方は、事前にお電話でご連絡ください。
日　時 月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
	 午前８時30分～午後５時15分
会場・連絡先
　・はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階
　　袋井保健センター（地域健康係）　ＴＥＬ	84‒7811
　・浅羽保健センター　ＴＥＬ	23‒9222

(電話・来所・出張)

ふくろい健康保健室
コミュニティセンターにて健康測定（血圧、血管年齢等）、保健師・栄養士等に
よる健康相談、運動教室、栄養教室等を行います。
※詳しい日時・内容については、ホームページや広報等でお知らせします。
申込先：地域健康係　ＴＥＬ	84‒7811

オンライン健康相談
Zoomを利用した健康相談（育児相談、成人の健康相談、予防
接種に関する相談など）をお受けします。
日　時 平日午前９時～午後４時
※メールにて相談予約日等をお申し込みください。
予約申込メールアドレス
　kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
問合せ先：健康企画室　ＴＥＬ	84‒6127

みんなのよりみち保健室
市内のスーパー等において、保健師、栄養士等によ
る健康測定、健康相談などを行います。
※ホームページ等でお知らせします。
問合せ先：地域健康係　ＴＥＬ	84‒7811

栄養相談
糖尿病や腎臓病の食事、生活習慣病などの健康に関することについて、一人ひとりに合わせ栄養士・保健師が相談をお受けします。
市で実施する健診、人間ドック、職場の健診などの結果と合わせて、ご自分の健康管理に是非ご利用ください。
日　時 事前に電話で相談の上、日時を決めます。（1時間ずつの予約制）
会　場 はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階　袋井保健センター
申込先 検診指導係　ＴＥＬ	42‒7275
持ち物 健診結果や血液検査の結果（お持ちの方）、その他の持ち物は予約電話時にお伝えします。

(要予約)

健康度測定
体組成（身長・体重・体脂肪率・ＢＭＩ・筋肉量等）、血管年齢、握力、下肢筋力、瞬
発力、柔軟性、バランス能力の測定やアドバイスのほか、簡単な運動を紹介します。
対　象 市内在住在勤の18歳以上の男女　各回10人（先着順）
日　時 ５月～３月の毎月第３水曜日
	 【昼の部】午後１時30分～３時
	 	 ５月、７月、８月、９月、10月、12月、１月、２月、３月
	 【夜の部】午後７時～８時30分
	 	 ６月、11月
会　場 はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階　健康運動ルーム
申込先 健康企画室　ＴＥＬ	84‒6127／ＦＡＸ	42‒7276
メール kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

(要予約) 禁煙相談
㈱杏林堂薬局と連携し、毎月１回禁煙相談日を設
けています。（令和５年１月まで）
㈱杏林堂薬局の管理栄養士が面談し、一人ひとり
に合った禁煙チャレンジ方法をご提案します。
対　象： 市内在住又は在勤の方で禁煙外来を受

診されていない方
日　時：毎月第３土曜日　10:00～13:30
　　　（最終受付	13:00）※30分ごとの予約制
会　場：杏林堂袋井下山梨店
申込先：健康企画室　
　TEL	84-6127　FAX	42-7276
　メール	kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

(要予約)

介護予防筋トレマシン教室
全５回 (２か月）でマシンの使い方から筋トレ、ストレッチを行います。筋力アップ、体力維持を指導員がアドバイスします。 
対　象：市内在住、介護認定を受けていない65歳以上の方
日　時：月または木曜日　初回	午前９時30分～11時　２～５回目	午前９時30分～10時30分	または	午前10時40分～11時40分
	 ◇日程、予約受付日は随時広報ふくろいでお知らせします。
参加料：1,000円（全５回分）
※各回定員　１０人
会　場：はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階　健康運動ルーム
申込先：地域健康係　ＴＥＬ	84‒7811

(要予約)

1がん検診� 年齢は令和５年３月31日現在

検診名 対象者 自己負担金 会場 実施時期

胃がん検診（☆注1.2.3）
40歳以上の方

1,300円

検診車

５月～１２月

大腸がん検診 500円

胸部検診（☆注4）
（肺がん検診・結核検診） 40歳以上の方（65歳以上は必須） 無料

前立腺がん検診 50歳以上の男性 1,100円 指定医療機関等

子宮頸がん検診（☆注5） 20歳以上の女性 1,300円

検診車

中東遠総合医療センター ６月～１０月

市内産婦人科医院 ６月～１２月

乳がん検診（☆注5） 30歳以上の女性 1,300円
検診車 ５月～１２月

中東遠総合医療センター ６月～１０月
☆注１	41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の方で該当の方は胃のレントゲン検査と併用して「胃がんリスク検診」をお受けいただけます。
☆注２	胃がん検診の申込をされた方は、特定健康診査（市が契約している保険者が実施するものに限る）も一緒に受けることができる日程があります。
☆注３	胃がん検診は、80歳以上の方については、誤嚥等のリスクによりお断りする場合があります。
☆注４	65歳以上の方は、法律により胸部検診を１年度に１度受診することが定められています。受診予定のない方は必ず受診しましょう。
☆注５	検診車または中東遠総合医療センターでは、子宮頸がん検診・乳がん検診を同日に受診できます。	
	 （中東遠総合医療センターは人数の上限があります）

たばこによる健康への影響から市民を守る条例

ルールやマナーを守って、住みよいまちをつくりましょう!

令和３年７月１日施行

■主な内容
〇プライベート空間を含む子どもや妊婦の周囲では、喫煙しないようにしましょう。
　（努力義務）
〇喫煙している姿を見せないなど、20歳未満の者の喫煙誘発防止のための配慮を
しなければなりません。
〇歩きたばこ等（自転車等への乗車中含む）をしないようにしましょう。（努力義務）
〇市の公共施設や幼稚園、学校等の教育施設の敷地内では、喫煙できません。
〇幼稚園や学校等の教育施設の敷地外隣接道路では、喫煙しないようにしましょう。
　（努力義務）
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令和４（2022）年度 袋井市健康ガイド（乳幼児健診・相談）
（２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日）

会場：はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階きりんさんルーム

お子さんの
誕生月

①健　診 ②相　談

３歳児健診
受付時間…１２：３０～１３：３０　
健診開始時間…１３：００～

１～１５日生 １６～末日生

平
成
31
・
令
和
元
年
（
２
０
１
９
年
）

３月 　４月１５日（金） 　４月２６日（火）
４月 　５月１０日（火） 　５月２０日（金）
５月 　６月　３日（金） 　６月２１日（火） ２歳６か月児相談
６月 　７月　１日（金） 　７月２２日（金） 受付時間…８：３０～９：３０
７月 　８月　５日（金） 　８月２６日（金） 開始時間…９：００～
８月 　９月　２日（金） 　９月１６日（金） １～１５日生 １６～末日生
９月 １０月１１日（火） １０月２８日（金） 　４月　７日（木） 　４月２１日（木）
１０月 １１月　４日（金） １１月１８日（金） 　５月１２日（木） 　５月２６日（木）
１１月 １２月　２日（金） １２月１６日（金） 　６月　９日（木） 　６月２３日（木） ２歳児フッ素塗布
１２月 　１月　６日（金） 　１月２０日（金） 　７月　７日（木） 　７月１４日（木） 受付時間…８：３０～９：３０

令
和
２
年
（
２
０
２
０
年
）

１月 　２月　３日（金） 　２月１７日（金） 　８月１８日（木） 　８月２５日（木） 開始時間…９：００～
２月 　３月　３日（金） 　３月１０日（金） 　９月　８日（木） 　９月２９日（木） １～１５日生 １６～末日生
３月 １０月１３日（木） １０月２７日（木） 　４月１４日（木） 　４月２８日（木）
４月 １１月１０日（木） １１月１７日（木） 　５月１９日（木） 　５月２４日（火）
５月 １歳６か月児健診 １２月　８日（木） １２月１５日（木） 　６月　２日（木） 　６月１６日（木）
６月 受付時間…１２：３０～１３：３０ 　１月１２日（木） 　１月２６日（木） 　７月　５日（火） 　７月２１日（木）
７月 健診開始時間…１３：００～ 　２月　９日（木） 　２月２１日（火） 　８月１６日（火） 　８月２３日（火）
８月 １～１５日生 １６～末日生 　３月　６日（月） 　３月２３日（木） 　９月　６日（火） 　９月１５日（木）
９月 　４月　８日（金） 　４月２２日（金） １０月　４日（火） １０月１８日（火）
１０月 　５月１３日（金） 　５月３１日（火） １１月　８日（火） １１月２２日（火）
１１月 　６月１０日（金） 　６月２４日（金） １２月　１日（木） １２月２２日（木）
１２月 　７月１５日（金） 　７月２９日（金） 　１月１０日（火） 　１月２４日（火）

令
和
３
年
（
２
０
２
１
年
）

１月 　８月　２日（火） 　８月３０日（火） 　２月　２日（木） 　２月１４日（火）
２月 　９月　９日（金） 　９月３０日（金） 　３月　２日（木） 　３月１４日（火）
３月 １０月　７日（金） １０月２１日（金）
４月 １１月１１日（金） １１月２９日（火） ７か月児相談
５月 １２月１３日（火） １２月２３日（金） 受付時間…８：３０～９：３０
６月 　１月１３日（金） 　１月２７日（金） 開始時間…９：００～
７月 　２月１０日（金） 　２月２８日（火） １～１５日生 １６～末日生
８月 　３月　７日（火） 　３月１７日（金） 　４月　５日（火） 　４月１９日（火）
９月 　５月１０日（火） 　５月１７日（火）
１０月 　６月１４日（火） 　６月２８日（火） すこやかガイド交付

（乳幼児健診・予防接種説明会）１１月 　７月１２日（火） 　７月２６日（火）
１２月 　８月　９日（火） 　８月３０日（火） 受付時間…午前　※詳細は、個別通知します。

令
和
４
年
（
２
０
２
２
年
）

１月 　９月１３日（火） 　９月２７日（火） １～１５日生 １６～末日生
２月 １０月　６日（木） １０月２５日（火） 　４月　４日（月）
３月 １１月　１日（火） １１月１５日（火） 　４月１１日（月） 　４月２５日（月）
４月 １２月　６日（火） １２月２０日（火） 　５月１６日（月） 　５月３０日（月）
５月 　１月　５日（木） 　１月１９日（木） 　６月２０日（月） 　７月　４日（月）
６月 　２月　７日（火） 　２月１６日（木） 　７月２５日（月） 　８月　８日（月）
７月 　３月　９日（木） 　３月１６日（木） 　８月２２日（月） 　９月　５日（月）
８月 　９月２０日（火） １０月　３日（月）
９月 １０月１７日（月） １０月３１日（月）
１０月 １１月１４日（月） １１月２８日（月）
１１月 １２月１２日（月） 　１月　４日（水）
１２月 　１月１６日（月） 　１月３１日（火）

令和5年
１月 　２月１３日（月） 　２月２７日（月）
２月 　３月１３日（月）

持　　ち　　物	 母子健康手帳、健診・相談アンケート、タオル、尿（３歳児健診のみ）
受付番号の配布	 ①１歳６か月児、３歳児健診・・・（受付開始時間）１２：３０～
	 ②７か月児、２歳児フッ素塗布、２歳６か月児相談・・・（受付開始時間）８：３０～
	 ※	受付順に受付番号を配布します。受付番号は、母子健康手帳とアンケートと引換えにお渡ししますので、必ずお持ちください。
◇各種健診・相談は、個別に通知しません。お子さんの誕生月に合わせてお越しください。	
◇体調不良などで来所できない場合は、別日をご案内しますので御連絡ください。

〈連絡・問合せ先〉　おやこ健康係　ＴＥＬ	４２－７３４０

お子さんの身体測定
　袋井・浅羽保健センターに赤ちゃん用の身長体重計を設置して
います。開館日はいつでも身長・体重を測ることができます。
　測定時、保健師・栄養士に相談の希望がある場合には、事前に
保健センターへ電話でご連絡ください。
　◆はーとふるプラザ袋井２階　袋井保健センター
　　	(おやこ健康係)	 TEL	４２－７３４０
　◆浅羽保健センター	 TEL	２３－９２２２

《両教室共通》	 ☆参加には予約が必要です。詳細はホームページをご覧ください。
《申込先》　地域健康係　（TEL）８４－７８１１

妊娠中を健康に過ごし、元気な赤ちゃんを迎える準備をしましょう。
【両　親　編】	 妊婦体験や子育て支援センターなどのお話
	 	 対象：妊娠中期以降の初産の夫婦
	 	 会場：浅羽保健センター
【母乳育児編】	 母乳育児や抱っこについて	 	
	 	 対象：全ての妊婦
	 	 会場：浅羽保健センター
【歯科栄養編】	 歯科健診、図書館・栄養のお話
	 	 対象：全ての妊婦
	 	 会場：袋井保健センター
持 ち 物：母子健康手帳、筆記用具、マタニティ＆赤ちゃんガイド
申 込 先：おやこ健康係　ＴＥＬ	42‒7340
	 ※日程など詳細はQRコードから、ご確認ください。

マタニティスクール(要予約）

お子さんの健康や発達・育児、離乳食や栄養に関すること、
お母さんの健康に関することなど、保健師・栄養士が相談をお受けしま
す。
お電話又は来所にてご相談ください。　
※来所により相談を希望される方は、事前にお電話でご連絡ください。
日　　時：月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
	 午前８時３０分～午後５時１５分
会場・連絡先：	◇はーとふるプラザ袋井２階　袋井保健センター
	 　（おやこ健康係）　ＴＥＬ	42‒7340
	 ◇浅羽保健センター　ＴＥＬ	23‒9222

母子健康相談(電話・来所）

はじめての子育てを頑張っているママ同士、子育てのこ
と、お子さんとの関わり方について語り合いませんか。
対　　象：	生後２か月～４か月の赤ちゃん（第１子）とお母

さん
受付時間：【午前の場合】　午前９時４５分～１０時
	 【午後の場合】　午後１時１５分～１時３０分
持 ち 物：おむつ、授乳用品、バスタオル
参 加 費：１，５００円（テキスト代含む）
内　　容：全４回の連続講座になります。
申 込 先：おやこ健康係　ＴＥＬ	42‒7340
	 ※	対象のお子さんとお母さんには、日程が近くな

りましたら詳細をご案内します。

親子の絆づくりプログラム
(要予約）

乳幼児健診・相談
会　場	 ◇はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階　袋井保健センター
	 ◇浅羽保健センター
時　間	 月～金曜日（祝日・年末年始は除く）午前８時３０分～午後５時１５分
	 ※交付には30分～1時間程度かかります。午後４時30分までにお越しください。
持ち物	 マイナンバーカード（顔写真付き）
	 マイナンバーカードをお持ちでない場合は、本人確認書類（運転免許証またはパスポート、外国籍の方は在留カード）
	 ※代理の方が申請される場合は委任状が必要になります。お問い合わせください。
内　容	 ・母子健康手帳・妊産婦健康診査受診票等の交付及び使い方の説明
	 ・各種教室の紹介等　
＜問合せ先＞　おやこ健康係　ＴＥＬ	42‒7340

母子健康手帳交付

会場：はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階
お子さんの誕生月 実施日

２０２１（令和３）年　１１月 ２０２２年	 ４月	１２日（火）
１２月 	 ５月	２５日（水）

２０２２（令和４）年　１月 	 ６月	１５日（水）
２月 	 ７月	１５日（金）
３月 	 ８月	　４日（木）
４月 	 ９月	　７日（水）
５月 	 １０月	２０日（木）
６月 	 １１月	１１日（金）
７月 	 １２月	　９日（金）
８月 ２０２３年	 １月	１３日（金）
９月 	 ２月	　８日（水）
１０月 	 ３月	１５日（水）

内　　容：離乳食のお話、デモンストレーション
受付時間：≪１回目≫午前９時10分～９時25分　
	 ≪２回目≫午前10時10分～10時25分
持 ち 物：母子健康手帳

離乳食教室（要予約）
会場：はーとふるプラザ袋井（袋井市総合健康センター）２階

お子さんの誕生月 実施日
２０２１(令和３)年　３月 ２０２２年	 ４月	２０日（水）

　４月 	 ５月	２７日（金）
５月 	 ６月	２２日（水）

　６月 	 ７月	２７日（水）
　７月 	 ８月	２４日（水）
　８月 	 ９月	２１日（水）
　９月 	 １０月	２６日（水）
１０月 	 １１月	３０日（水）
１１月 	 １２月	２１日（水）
１２月 ２０２３年	 １月	２５日（水）

２０２２(令和４)年　１月 	 ２月	１５日（水）
　２月 	 ３月	２２日（水）

内　　容：栄養のお話、歯のお話
	 栄養士・歯科衛生士・保健師との個別
	 相談（希望者）
持 ち 物：母子健康手帳
※詳細については、個別にご案内します。

１歳幼児食教室（要予約）

★来所時のお願い
当日の受付にて、体調確認の徹底を図っております。体調
確認の状況により、別日をご案内することがあります。
詳細は袋井市ホームページをご覧ください。皆様の健康を守
るため、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 ホームページはこちら

２歳児相談が２歳児フッ素塗布に変わります！
内容 ： 身体計測・フッ素塗布・セカンドブック・
 栄養講座

！

育児って           大変！

困ったり、悩んだりしたら
電話してください。

子育て世代包括支援センター
TEL	:	0538-42-7340


