
チャレンジ健康！

1415 広報まつまえ  令和2年7月号広報まつまえ  令和2年7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！

　健診はご自分の居住地以外の会場でも受診できますので、都合の良い会

場で受診してください。　

　肝炎ウイルス・エキノコックス症・胃がん・肺がん・大腸がんの各種検

診・検査も同時に受診できます。

　詳しくは、町広報6月号6～8ページをご覧ください。

・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。

　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。

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ていますので、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ていますので、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

健康ポイント 2ポイント

健診の日程

　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。

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

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

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

○

―

○

―

―

―

―

○

―

～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

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

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

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
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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！

　健診はご自分の居住地以外の会場でも受診できますので、都合の良い会

場で受診してください。　

　肝炎ウイルス・エキノコックス症・胃がん・肺がん・大腸がんの各種検

診・検査も同時に受診できます。

　詳しくは、町広報6月号6～8ページをご覧ください。

・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。

　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。

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ていますので、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ていますので、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

健康ポイント 2ポイント

健診の日程

　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。

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

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

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

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

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

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
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問 健康推進課　
☎42－2650

問 健康推進課　
☎42－2650

特定健診と一緒に風しん抗体検査を

無理せず！楽しく！ガンバルーン体操
運動不足を解消しませんか？

健康ポイント 1ポイント

チャレンジ健康！

特定健診と一緒に風しん抗体検査が受けられます
　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの対象の男性に、4月上旬に風しん抗体検査と予防接種の無
料クーポン券を送付しています。
　まだ検査を受けていない方は、ご自身とこれから生まれてくる子どもを守るために、早めに検査を受け
ましょう。

　ガンバルーン体操は、椅子に座ったまま、やわらかいボールを使って行う簡単な体操です。
　楽しい音楽に合わせて手足を動かし、運動嫌いな方や体力に自信のない方でも、楽しく運動習慣をつけ
ることができます。
　現在、町内9カ所で、50歳代から90歳代の方まで、幅広く参加されています。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国と北海道が実施する、２種類のスマートフォン向けの
通知サービスが始まりました。
　ご自分に合った通知サービスを活用し、クラスターの発生など、感染拡大防止に協力しましょう。

　利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通知機能（ブ
ルートゥース）を利用して、お互いに分からないようプライバシー
を確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性
について通知を受けることができるアプリです。
　アプリのインストールなど詳しくは、
「厚労省　接触確認アプリ」で検索願います。

抗体検査・予防接種を受ける方法

・町内では、町立松前病院で抗体検査と予防接種を受けることができます。
　抗体検査（予約不要）　月～金　13：30～ 16：30
　予防接種（要予約）　　月～木　13：30～ 15：00
・検査と予防接種を受けられる全国の医療機関リストが
　厚生労働省のホームページに記載されています。

医療機関で受ける②

・特定健診と一緒に抗体検査を受けることができます。（職場の健診の際に受けられる場合もあります）
・検査を受ける際には、クーポン券をご持参ください。
・クーポン券を紛失した場合は再発行ができますので、事前に健康推進課へ連絡をしてください。

特定健診の機会に受ける（日程は15ページ参照）①

検 索風しんの追加的対策

・どなたでも参加でき、申し込みの必要もありません。
・お住まいの地域の会場に限らず、どの会場でも参加できます。
・参加された方に「介護予防ノート」をお配りしており、20回参加された方にはプレゼントを差し
　上げています。

日程と会場は、町広報の「まちのカレンダー」をご覧ください。

体操で使用するボール 体操の様子

スマホで感染拡大を防止しよう

どんなアプリ？

　施設利用やイベント参加の際、掲示されているQRコードを読み込
み、Eメールアドレスを登録すると、同じ日、同じ施設を利用した方
の中から新型コロナウイルスの感染者が確認された場合、北海道か
らＥメールでお知らせが届くシステムです。
※濃厚接触者の方が特定できている場合などでは、通知しない場合
があります。

　詳しくは、「北海道コロナ通知システム」で検索願います。

お問い合わせ先 北海道コロナ通知システム（北海道新型コロナウイルス感染症対策本部）
 ☎011‒206‒0289

COCOA（厚生労働省　電話相談窓口） ☎0120‒565‒653

　役場庁舎をはじめ、各施設や事業（イベント）開催時に玄関や会場入り口に掲
示をしておりますので、町民皆さまの活用をお願いします。

　自分をまもり、大切な人をまもり、地域と社会をまもるために、インストールを
お願いします。

北海道コロナ通知システム （北海道の通知サービス）

新型コロナウイルス接触確認アプリ　COCOA （国の通知サービス）

▼ 画面イメージ

▼ QRコードサンプル

厚労省　接触確認アプリ 検 索

北海道コロナ通知システム 検 索

どんなシステム？

新型コロナウイルス感染症


