
67 広報まつまえ  令和2年6月号広報まつまえ  令和2年6月号

チャレンジ健康！

問 健康推進課　☎42－2650
福祉課　　　☎42－2640

健診を受けましょう！
自分の体を知る事は健康への第一歩！

　町では6月29日～30日、7月1日～3日、21日～22日、28日～29日に

国保特定健診・後期高齢者健診と一般健診を実施します。

　対象者の方には、受診券を6月中旬に送付いたします。

（協会けんぽ等の方はご加入の健康保険へお問い合わせください）

・ご自身や同居者に発熱や咳、くしゃみなどの症状がある場合は健診受診をお控えください。

・会場へ来る前に、検温と問診票へのご記入にご協力をお願いします。

・会場へお越しの際は、マスクの着用と入口で手指のアルコール消毒にご協力をお願いします。

・会場が混み合う場合は入場制限を行いますので、ご協力をお願いします。

・今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに中止・延期となる場合もございますので

ご了承ください。

　受診方法は、加入する保険証の種類や年齢により、次のように異なりますので、ご確認のうえ受診して
ください。

■健診内容：身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、医師の診察・問診

■料　　金：・下記①、②の方　⇒　無料
　　　　　　・下記③の方　　　⇒　受診券に記載された金額がかかります

健診の内容

健診の内容

対象者区分と受診方法

国保、
後期高齢者医療保険
の方は無料です

対象者の皆さまに受診券と問診票をお送りしますので、当日会場にお持ちください。

40歳～74歳の松前町の国保加入者、
後期高齢者医療保険（75歳以上及び65歳以上で一定の障がいのある方）の方①

受診券は必要ありません。
対象者の皆さまに問診票をお送りしますので、当日会場にお持ちください。

20歳～39歳の方、40歳以上の生活保護世帯の方②

受診券（加入中の健康保険から送付されます）と健康保険証を持参すると受診できます。
ただし、加入している健康保険と町立松前病院との契約により受診できないことがあります。

上記以外の方　（協会けんぽ、全国土木、全国建設など）③

受診する方へのお願い

チャレンジ健康！

　例年特定健診を実施している会場が、新型コロナウイルス感染の3つの密（密閉、密集、密接）になる
おそれがあるため、ご迷惑をおかけしますが、3つの密に注意しながら日程と会場を変更して実施します。
　会場まで遠くなる地区には、特定健診シャトルバスの運行を行います。

　健診会場と各地区を10分～20分間隔で巡回運行します。
　下記のバス停の順に停車しますので大漁くんバスとお間違えのないようお願いします。

特定健診（集団健診）の日程と会場が変更となります

白神寿の家

町民総合センター

町民総合センター

町民総合センター

町民総合センター

小島地区基幹集落センター

館浜体験交流センター

交流の里づくり館（原口）

パートナーシップランド

パートナーシップランド

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

荒谷

大沢

朝日、上川、

豊岡、月島

松城、唐津、

博多

大磯、弁天、

建石

静浦、茂草

札前

―

清部

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

○

―
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―

○

―

○

―

―

―

―

○

―

～どの会場でも受けられます～　胃がん検診は予約制（検診時間7：00～ 8：30）

月　日

6月29日㈪

6月30日㈫

7月  1日㈬

7月  2日㈭

7月  3日㈮

7月21日㈫

7月22日㈬

7月28日㈫

7月29日㈬

会　　場 受付時間 肺がん 胃がん バス運行地区

特定健診シャトルバス

荒谷川向→荒谷

老人憩の家→向磯→大沢→中道

豊岡→朝日中通り→上川入口→朝日橋→月島→三協建設前

博多公宅前→西川燃料店前→よこはま荘前→ＮＴＴ前→湯殿沢入口→松城中央

大磯会館前→弁天入口→漁民センター前→コミュニティセンター前→大磯→松前病院前

林→茂草→静浦団地→静浦

札前漁港前→札前→農道前

清部→小浜→小浜下通り→清部神社下→清部消防前

運行時間　8：30～10：00、13：00～14：30

運行日

6月29日㈪

6月30日㈫

7月 1日㈬

7月 2日㈭

7月 3日㈮

7月21日㈫

7月22日㈬

7月29日㈬

バ　ス　停

健康ポイント 2ポイント
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チャレンジ健康！

問 健康推進課　☎42－2650
福祉課　　　☎42－2640

健診を受けましょう！
自分の体を知る事は健康への第一歩！

　町では6月29日～30日、7月1日～3日、21日～22日、28日～29日に

国保特定健診・後期高齢者健診と一般健診を実施します。

　対象者の方には、受診券を6月中旬に送付いたします。

（協会けんぽ等の方はご加入の健康保険へお問い合わせください）

・ご自身や同居者に発熱や咳、くしゃみなどの症状がある場合は健診受診をお控えください。

・会場へ来る前に、検温と問診票へのご記入にご協力をお願いします。

・会場へお越しの際は、マスクの着用と入口で手指のアルコール消毒にご協力をお願いします。

・会場が混み合う場合は入場制限を行いますので、ご協力をお願いします。

・今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに中止・延期となる場合もございますので

ご了承ください。

　受診方法は、加入する保険証の種類や年齢により、次のように異なりますので、ご確認のうえ受診して
ください。

■健診内容：身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、医師の診察・問診

■料　　金：・下記①、②の方　⇒　無料
　　　　　　・下記③の方　　　⇒　受診券に記載された金額がかかります

健診の内容

健診の内容

対象者区分と受診方法

国保、
後期高齢者医療保険
の方は無料です

対象者の皆さまに受診券と問診票をお送りしますので、当日会場にお持ちください。

40歳～74歳の松前町の国保加入者、
後期高齢者医療保険（75歳以上及び65歳以上で一定の障がいのある方）の方①

受診券は必要ありません。
対象者の皆さまに問診票をお送りしますので、当日会場にお持ちください。

20歳～39歳の方、40歳以上の生活保護世帯の方②

受診券（加入中の健康保険から送付されます）と健康保険証を持参すると受診できます。
ただし、加入している健康保険と町立松前病院との契約により受診できないことがあります。

上記以外の方　（協会けんぽ、全国土木、全国建設など）③

受診する方へのお願い

チャレンジ健康！

　例年特定健診を実施している会場が、新型コロナウイルス感染の3つの密（密閉、密集、密接）になる
おそれがあるため、ご迷惑をおかけしますが、3つの密に注意しながら日程と会場を変更して実施します。
　会場まで遠くなる地区には、特定健診シャトルバスの運行を行います。

　健診会場と各地区を10分～20分間隔で巡回運行します。
　下記のバス停の順に停車しますので大漁くんバスとお間違えのないようお願いします。

特定健診（集団健診）の日程と会場が変更となります

白神寿の家

町民総合センター

町民総合センター

町民総合センター

町民総合センター

小島地区基幹集落センター

館浜体験交流センター

交流の里づくり館（原口）

パートナーシップランド

パートナーシップランド

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

8：30～10：30

13：00～15：00

荒谷

大沢

朝日、上川、

豊岡、月島

松城、唐津、

博多

大磯、弁天、

建石

静浦、茂草

札前

―

清部

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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～どの会場でも受けられます～　胃がん検診は予約制（検診時間7：00～ 8：30）

月　日

6月29日㈪

6月30日㈫

7月  1日㈬

7月  2日㈭

7月  3日㈮

7月21日㈫

7月22日㈬

7月28日㈫

7月29日㈬

会　　場 受付時間 肺がん 胃がん バス運行地区

特定健診シャトルバス

荒谷川向→荒谷

老人憩の家→向磯→大沢→中道

豊岡→朝日中通り→上川入口→朝日橋→月島→三協建設前

博多公宅前→西川燃料店前→よこはま荘前→ＮＴＴ前→湯殿沢入口→松城中央

大磯会館前→弁天入口→漁民センター前→コミュニティセンター前→大磯→松前病院前

林→茂草→静浦団地→静浦

札前漁港前→札前→農道前

清部→小浜→小浜下通り→清部神社下→清部消防前

運行時間　8：30～10：00、13：00～14：30

運行日

6月29日㈪

6月30日㈫

7月 1日㈬

7月 2日㈭

7月 3日㈮

7月21日㈫

7月22日㈬

7月29日㈬

バ　ス　停

健康ポイント 2ポイント
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　地方自治法第243条の3第1項並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和29年松前町条
例第3号）に基づき、財政の動向及び財政方針、平成30年度一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険
特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の決算状況と令和元年度一般会計、国
民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の令和
2年3月31日までの歳入歳出予算の執行状況について、そのあらましをお知らせします。

1 財政の動向（国及び地方財政の動向）
　わが国の経済状況は、内閣府が公表した9月
の月例経済報告によると、先行きについては、
当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改
善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩
やかな回復が続くことが期待されるが、通商問
題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に
注意するとともに、中国経済の先行き、海外経
済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の
上昇や金融資本市場の変動の影響に留意する必
要があると、基調判断を行いました。
　こうした状況のもと、「経済財政運営と改革の
基本方針2019」（令和元年6月21日閣議決定。
以下「基本方針2019」という。）の中では、「経
済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の
下、経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、
2020年頃の名目GDP600兆円経済と2025年度

の財政健全化目標の達成を目指す。また、新経済・
財政再生計画の下、「デフレ脱却・経済再生」、「歳
出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を一体と
して推進し、経済再生が財政健全化に貢献し、
財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄
与することで、経済と財政の一体的な再生を目
指すこととされています。
　国の「令和2年度予算の概算要求に当たって
の基本的な方針について」（令和元年7月31日閣
議了解）では、「基本方針2019」を踏まえ、引
き続き、「経済財政運営と改革の基本方針
2018」（平成30年6月15日閣議決定）で示され
た新経済・財政再生計画の枠組みの下、手を緩
めることなく本格的な歳出改革に取り組むこと
とされています。

2 財政方針（予算編成方針等）
　令和2年度の財政見通しは、歳入の大宗を占
める地方交付税について、総務省が公表した令
和2年度地方財政収支の仮試算 【概算要求時】を
勘案すると、国の交付税及び譲与税配付金特別
会計の出口ベースでは増額されることが予想さ
れるが、松前町に交付される地方交付税につい
ては人口減少等の理由により実質的に減額され
ることも想定され、また、風力発電事業による
固定資産税の増収が見込まれるところではある
が、少子高齢化による生産年齢人口の減少など
で、町税をはじめとする「自主財源」の増加も
期待できない状況となっています。
　また、このような財源不足を補うための財政
調整基金については、平成29年度において1億
円、平成30年度においては3億5千万円、合計
で4億5千万円を支消した結果、平成30年度末
で13億8,948万円の積立残高となっており、令
和元年度においても収支の均衡が見込めず3億
円の支消予算を計上しており、単純に平成30年

度の状況が4ヵ年度続く状況となった場合には
財政調整基金が底をつく状況となります。
　また、年度間における資金不足に対応するた
め、令和元年度では10月1日現在で最大12億円
を繰替運用している実態にあり、財政調整基金
等の繰替運用ができなくなった場合には、金融
機関からの一時借入を行わなくてはならないこ
ととなり、財政的な余裕はない状況です。
　一方、歳出面では、公債費など義務的経費の
増加に加え、老朽化した公共施設等の維持補修
や大規模な修繕、改築などが想定されるなか、
他会計への繰出金も増加が見込まれることから、
ますます厳しい状況が見込まれています。
　このため、職員一人ひとりが当町の厳しい財
政状況を十分に理解した上で、過去の財政健全
化計画（第1期：平成10年度～平成16年度 第2
期：平成17年度～平成23年度）の取り組みを
教訓に、財源の確保と健全な財政運営に努めて
いかなければなりません。

チャレンジ健康！

　肝炎ウイルス検診とエキノコックス症検査は6月・7月の特定健診でのみ受診できます。
　他の検診・検査は、それぞれ単独でも受けることができます。
　※健診日程の変更により、一部の会場では、胃がん検診は受診できません。
　　胃がん検診は､予約制になります。受診日の前日までに健康推進課へお申し込みください。

特定健診と同時に受診できる検診・検査

大腸がん検診受診の流れ

胃がん検診（予約制）※

肺がん検診

大腸がん検診

ピロリ菌検査

肝炎ウイルス検診

エキノコックス症検査

40歳以上の方

40歳以上の方

40歳以上の方

20歳以上の方

①昭和55年生まれの方

②昭和54年以前に生まれた未受診の方

19歳以上の方（5年に一度）

バリウム検査

喀痰検査（希望者）

胸部Ｘ線撮影

便潜血検査

尿検査

血液検査

血液検査

70歳未満1,500円

70歳以上　700円

800円

無料

検診・検査名 対　　象　　者 検　査　内　容 料　　　金

問 健康推進課　☎42－2650

大腸がん検診は簡単・無料です
40歳を過ぎたら、毎年受診しましょう！

　大腸がんは、進行するまで自覚症状がほとんどありませんが、
早期であれば、完治する可能性が高く、定期的な検診がとても
大切です。
　より多くの方々に大腸がん検診を受診していただくため、検
診費用の自己負担額を無料にしております。受診方法もとても
簡単ですので、大腸がんの早期発見、早期治療のため、1年に一
度は大腸がん検診を受診しましょう。

大腸がんは、
この30年間で
約6倍に増えて
いますが、早期で
あれば90％以上
の方が完治して
います。

6月と7月に行われる特定健診の会場で、検査容器の『①受け取り』と『③提出』ができます。

特定健診の日程と会場は、７ページでご確認ください。（どこの会場でも受診可能です）

特定健診との同時実施

受けて安心！無料！簡単！

①
検査容器を
受け取る

【受取場所】
○特定健診会場
○町立松前病院
○役場・支所

【受取場所】
○特定健診会場
○町立松前病院
○役場・支所

②
便を採取
（２日間）

③
検査容器を
提出

検査結果は
自宅へ
郵送します。

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント


