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※掲載内容の詳細については、各担当窓口までご確認ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

検診のお知らせ
成人検診成人検診

※平成19年度  以降は、 2年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診  推奨を  しています。
※平成25年度  配布の  無料クーポン券の  利用期限は  平成25年度内の  検診  最終日です

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／520円　

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／930円

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成６年生まれで20歳になった方

●料金／頸部がん検診 1,250円, 頸部・体部がん検診 2,350円

　（体部がん検診は医師が必要と認めた方のみ）

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

（無料クーポン券が届いた方は直接医療機関）

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／830円　

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

受診期間
～ 平成26年3月31日（月）

回収日の　日程は　申し込み後、 

採便容器送付時に　同封します。 

お早めに申込みください。

9:00～15:30

9:00～11:00

市内産婦人科

保健センター

保健センター

3月  4日（火）
3月17日（月）

3月13日（木）

9:30～11:00
東部

市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

胃がん検診

骨粗しょう症検診

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

3月  3日（月）
3月10日（月）

↑今年度最後の
検診です

↑今年度最後の
検診です

↑今年度最後の
検診です
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外国人の人口：7,037人 / 小牧の人口：153,496人（2014年 2月 1日現在）



2

ᦩᗇࢿ▕ƭǘƧ

2

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先
はいきぶつたいさくか げんりょうすいしんがかりといあわせさき

粗大ごみ 処理 手数料を 変更します！！粗大ごみ 処理 手数料を 変更します！！

原則、 縦横 高さの  いずれか  １辺が  
60cm  以上の  ものが  粗大ごみ
になります。

次の  ものは、 60cmを  超えても、 粗大ごみでは  出せません。
（市で  収集できません）
※それぞれの  出し方に  ついては、 市役所 廃棄物 対策課に  お問い合わせ  ください。

対象と  なるもの対象と  なるもの

対象と  ならないもの対象と  ならないもの

●家電 リサイクル法 対象機器

　エアコン ／ 洗濯機 ／ テレビ（ブラウン管式・プラズマ式・液晶式）／ 冷蔵庫・冷凍庫 ／ 衣類乾燥機

⛁ᚚɈƮǙǈ�Բƫჺǂ

ԦƱჺǅ�ƾƞǀ
小牧市環境キャラクター 「エコリン」
こまきし かんきょう きゃらくたー えこりん

今回は

Əᷨ॑ƮǙƐ
についてです。

注意！変更前　1,000円　⇒　  変更後　1,030円

平成２６年  ４月 １日（火）より、 小牧市 粗大ごみ 処理 手数料 納付券（シール）の  料金が
変わります。

●パソコン ●適正 処理 困難物

　スプリングマットレス
　オイルヒーター
　タイヤなど
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粗大ごみの  出し方粗大ごみの  出し方
次の  いずれかの  方法で  出して  ください。

1 １点  1,030円の  有料 戸別収集 （粗大ごみ  受付センターに  電話で  事前  予約する）

1 有料 戸別 収集

2 持ち込み

2 自分で  環境センターへ  持ち込む

◯収集日の  1週間前まで…………… 粗大ごみ  受付センター（0120-530-415）

◯収集日の  6日前から  前日まで … リサイクルハウス（78-3631）

粗大ごみ  受付センターで  電話予約してください。

受付時間／午前9時 ～ 午後５時 （土・日・祝日・年末年始を  除く）　

フリーダイヤル　0120-530-415（携帯可）
●1回につき  5個まで。

●収集を  希望する  日の  1カ月  前から  1週間  前までに  予約して  ください。

直接  自分で、 小牧 岩倉 衛生組合 環境センターへ  持ち込む  ことも  できます。（有料）

ご不明な  点が  あれば、 環境センターに  連絡して  ください

収集する日、 粗大ごみを  出す  場所・受付番号などを  ご案内します。

①住所・氏名・電話番号・粗大ごみの  品目・大きさ・個数を  お伝えください。

◯主な  スーパー、 コンビニ、 商店などで  売って  います。

◯必ず  電話予約の  後に  買って  ください。 （納付券の  払い戻しは  できません）

◯納付券（シール）を、 見やすい  ところに  貼って  ください。

②小牧市 粗大ごみ 処理 手数料 納付券（シール）を  取扱店で  購入して  ください。

◯収集の  立ち会いは  不要です。

③収集日の  当日  朝 8時30分までに、 オペレーターが  ご案内した  場所へ  出して  ください。

予約の  変更や  取り消し

○場　　所： 野口 2881-9（温水プール 横） ○連 絡 先： 79-1211

○受付期間： 月曜日  から  金曜日 （土日、 年末年始は  休業） 

 9:00～12:00、13:00～16:00

○持ち込み  できるもの： 燃やす  ごみ、 燃やさない  ごみ、 粗大ごみ

○処理手数料：200円/10kg

選 挙

市議会情報

市　民

市議会 市　長

市民のために
仕事をする

願いを伝える
願い
を伝
える

市民
の声
を聞
く

えらぶ

市議会の
役割

市議会で
決まった
ことは

市議会
とは

市民・市議会・市長の関係

平成25年  第4回定例会（12月議会）で  決まった  主な  内容

市の仕事や予算、きまりなどを決める

市の仕事に市民の意見を反映させる

市の仕事や予算・きまりなどを提案する

小牧市議会では、  外国人の  方々にも  市議会で  行われていることを  より多く  知って  いただくために、  

定例会（3月、6月、9月、12月）ごとに、  その内容を  掲載します。市議会の  解説と  併せ、 どうぞ  ご覧ください。

わたし達が  住んでいる  小牧市を  住みよいまちに  するためには、 市民が  みんなで  話し合い、 
意見を  出し合って  考えるのが  望ましいことです。 しかし、多くの  市民が  集まって  話し合う
ことは  できません。そこで、 市民の中から  代表の人たちを  選んで  話し合いを  してもらいます。 
この代表に  選ばれた  人達を  小牧市議会議員と  言い、 市役所の  
市長達の  考えを  聞きながら、 よりよい  小牧市に  するために  
話し合いを  するところを  小牧市議会と  言います。

★市の  決まり（条例）を  決めたり、 改めたり  します。

★市の  お金（予算）を  どのように  使うかを  決めます。

★市の  お金（予算）が  正しく  使われているか、 市の  仕事が  正しく  

　行われているかを  調べます。

★国や  愛知県などに  意見を  出します。

市議会で  決まった  ことを  もとにして、 市役所では  住みよい  まちに  するために  市の  仕事を
進めて  行きます。 その費用は、  市民が  納めた  税金や、 国や  愛知県からの  補助金などが
使われます。 どの仕事も  市民の  暮らしに  繋がりの  あること  ばかりですから  こうしてほしい
という  要望が  あれば  議員を  通じて  市議会に  意見を  言うことが  できます。

●平成 26年 4月 1日から  小牧市役所内の  組織が  変わります。 課の  名称が  変わる  部署も  あります。

●平成 26年 4月 1日から  消費税法の  改正により  小牧市の  施設の  分担金、 使用料などが  変わります。

●小牧勤労センターに  砂入 人工芝 テニスコートが  新設され、 使用料が 定められました。
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●国民健康保険税（第10期） ●介護保険料（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第8期）

❸  バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金の  支払いが  できます。
　   ※ただし、 納付書の  指定期限内のみです。

平日の 昼間は  忙しくて、 税金の 支払いが  できない  人は…

❶  本庁舎  2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

❷  小牧駅  出張所で、 毎日  税金の  支払窓口を  開いて  います。 都合の  良いときに  利用して
　　ください。　8：30～17：15　※ただし、 年末年始は　休みです。

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日（月）です

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

 とき　3月9日（日）、 3月23日（日）　8：30～17：15

　

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

●平成26年  3月  1日（土） 投映開始

●火～金曜日 ①午後 3時 30分～（※春休みの  平日は  午後 1時 30分～ の部も  あります）

　土、日、祝日 ①午前 10時30分～  ②午後 1時30分～  ③午後 3時30分～

　所要時間  約45分　※午前の  部が  別番組になる  日が  あります。

●休館日／月曜日 （祝日の  場合は  開館）

プラネタリウム新番組プラネタリウム新番組
2013年  世界文化遺産に  登録された  富士山を  テーマにした  

番組です。 四季の  星空と  富士山の  姿が  ドーム  いっぱいに

広がり、 迫力ある  富士の  絶景と  姫神による  音楽を  

お楽しみ  いただけます。

100円（3才以上） ※中学生  以下は、 土・日・祝日の  入場無料

団体料金 50円 （30名  以上、 1週間  前までに  要電話  予約）

※団体の  ご予約は  時間・曜日が  制限されます。 必ず  事前に  お問合せ  ください。

各回 80名どなたでもご観覧いただけます。

小牧 中部公民館 プラネタリウム （小牧市 小牧 五丁目 253番地）

「富士の星暦」「富士の星暦」

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

小牧市保健センター  予防係  TEL.0568-７5-6471問合先
といあわせさき こまきしほけん

 小牧中部公民館  TEL.0568-75-1861問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

日本脳炎 予防接種に ついて日本脳炎 予防接種に ついて

★税金の  支払い  忘れは  ありませんか？

4月より  新年分の  税金の  納付書が  送られます。 

まだ  未払いの  税金が  ありましたら  早めに支払いを  してください。

支払いが  遅れる  理由には  様々な  事情が  あるかも  しれませんが、 

市役所 収税課へ  相談・連絡等がなければ  その  事情は  分かりません。 

遅れている  事情が  あれば  お伝え  ください。

★支払いは　早めに！ 

支払いを　忘れないように　するには、 口座振替が　便利です。 

税金を　口座振替で　支払う人は、 支払い期限の　前日までに　口座の　残高を　確認してください。

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

外国人相談窓口のお知らせ

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

そのほか、  保険年金課と　子育て支援課に　ポルトガル語 （9:00 ～17:00）、  福祉課に

ポルトガル語 （9:30 ～16:30）、  市民課に　中国語 （9:00 ～16:30）が  話すことが  

できる  職員が  います。

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

●第1期  対象者 ： 3歳から  7歳半  未満

　接種回数 ：第1期  初回  2回　　　　第1期  追加  1回 （第1期  初回の  2回目から  概ね  1年後）

入学前に  もう一度  親子（母子）健康手帳の  確認を  してください。 麻しん 風しん 混合 予防接種の  第2期の  
接種期限は  3月31日です。 それを  過ぎると  任意接種（有料）と  なりますので、 ご注意  ください。
その他の  予防接種に  ついても  受けて  いないものが  ある場合は  早目に  接種を  済ませましょう。
お手元に  予診票が  ない場合は  保健センターに  連絡して  ください。

日本脳炎の  予診票は  3歳に  なった  翌月に  予診票を  送って  います。

接種したい  方で  予診票が  ない場合は  保健センターまで  ご連絡ください。 予診票を  送ります。

●第2期  対象者 ： 9歳から  13歳  未満

　接種回数 ： 9歳  以降に  1回 （第1期  追加  接種から  5年位  あけて）

積極的  勧奨の  差し控えにより  日本脳炎の  定期予防接種を  受けられなかった  方を  対象とする
特例規定が  出されています。
※特例規定の  対象者 ： 平成7年 4月 2日 生まれから  平成19年 4月 1日 生まれの  方 （接種期限：20歳  未満）

来春 小学一年生になる 子を 
お持ちの 保護者の 方へ 予防接種の お知らせ

来春 小学一年生になる 子を 
お持ちの 保護者の 方へ 予防接種の お知らせ

春の 星座 解説付
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●国民健康保険税（第10期） ●介護保険料（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第8期）

❸  バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金の  支払いが  できます。
　   ※ただし、 納付書の  指定期限内のみです。

平日の 昼間は  忙しくて、 税金の 支払いが  できない  人は…

❶  本庁舎  2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

❷  小牧駅  出張所で、 毎日  税金の  支払窓口を  開いて  います。 都合の  良いときに  利用して
　　ください。　8：30～17：15　※ただし、 年末年始は　休みです。

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日（月）です

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

 とき　3月9日（日）、 3月23日（日）　8：30～17：15

　

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

●平成26年  3月  1日（土） 投映開始

●火～金曜日 ①午後 3時 30分～（※春休みの  平日は  午後 1時 30分～ の部も  あります）

　土、日、祝日 ①午前 10時30分～  ②午後 1時30分～  ③午後 3時30分～

　所要時間  約45分　※午前の  部が  別番組になる  日が  あります。

●休館日／月曜日 （祝日の  場合は  開館）

プラネタリウム新番組プラネタリウム新番組
2013年  世界文化遺産に  登録された  富士山を  テーマにした  

番組です。 四季の  星空と  富士山の  姿が  ドーム  いっぱいに

広がり、 迫力ある  富士の  絶景と  姫神による  音楽を  

お楽しみ  いただけます。

100円（3才以上） ※中学生  以下は、 土・日・祝日の  入場無料

団体料金 50円 （30名  以上、 1週間  前までに  要電話  予約）

※団体の  ご予約は  時間・曜日が  制限されます。 必ず  事前に  お問合せ  ください。

各回 80名どなたでもご観覧いただけます。

小牧 中部公民館 プラネタリウム （小牧市 小牧 五丁目 253番地）

「富士の星暦」「富士の星暦」

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

小牧市保健センター  予防係  TEL.0568-７5-6471問合先
といあわせさき こまきしほけん

 小牧中部公民館  TEL.0568-75-1861問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

日本脳炎 予防接種に ついて日本脳炎 予防接種に ついて

★税金の  支払い  忘れは  ありませんか？

4月より  新年分の  税金の  納付書が  送られます。 

まだ  未払いの  税金が  ありましたら  早めに支払いを  してください。

支払いが  遅れる  理由には  様々な  事情が  あるかも  しれませんが、 

市役所 収税課へ  相談・連絡等がなければ  その  事情は  分かりません。 

遅れている  事情が  あれば  お伝え  ください。

★支払いは　早めに！ 

支払いを　忘れないように　するには、 口座振替が　便利です。 

税金を　口座振替で　支払う人は、 支払い期限の　前日までに　口座の　残高を　確認してください。

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

外国人相談窓口のお知らせ

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

そのほか、  保険年金課と　子育て支援課に　ポルトガル語 （9:00 ～17:00）、  福祉課に

ポルトガル語 （9:30 ～16:30）、  市民課に　中国語 （9:00 ～16:30）が  話すことが  

できる  職員が  います。

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

●第1期  対象者 ： 3歳から  7歳半  未満

　接種回数 ：第1期  初回  2回　　　　第1期  追加  1回 （第1期  初回の  2回目から  概ね  1年後）

入学前に  もう一度  親子（母子）健康手帳の  確認を  してください。 麻しん 風しん 混合 予防接種の  第2期の  
接種期限は  3月31日です。 それを  過ぎると  任意接種（有料）と  なりますので、 ご注意  ください。
その他の  予防接種に  ついても  受けて  いないものが  ある場合は  早目に  接種を  済ませましょう。
お手元に  予診票が  ない場合は  保健センターに  連絡して  ください。

日本脳炎の  予診票は  3歳に  なった  翌月に  予診票を  送って  います。

接種したい  方で  予診票が  ない場合は  保健センターまで  ご連絡ください。 予診票を  送ります。

●第2期  対象者 ： 9歳から  13歳  未満

　接種回数 ： 9歳  以降に  1回 （第1期  追加  接種から  5年位  あけて）

積極的  勧奨の  差し控えにより  日本脳炎の  定期予防接種を  受けられなかった  方を  対象とする
特例規定が  出されています。
※特例規定の  対象者 ： 平成7年 4月 2日 生まれから  平成19年 4月 1日 生まれの  方 （接種期限：20歳  未満）

来春 小学一年生になる 子を 
お持ちの 保護者の 方へ 予防接種の お知らせ

来春 小学一年生になる 子を 
お持ちの 保護者の 方へ 予防接種の お知らせ

春の 星座 解説付
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わす こうざふりかえ べんり

しはら ひと

©KAGAYA Studio©KAGAYA Studio
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粗大ごみの  出し方粗大ごみの  出し方
次の  いずれかの  方法で  出して  ください。

1 １点  1,030円の  有料 戸別収集 （粗大ごみ  受付センターに  電話で  事前  予約する）

1 有料 戸別 収集

2 持ち込み

2 自分で  環境センターへ  持ち込む

◯収集日の  1週間前まで…………… 粗大ごみ  受付センター（0120-530-415）

◯収集日の  6日前から  前日まで … リサイクルハウス（78-3631）

粗大ごみ  受付センターで  電話予約してください。

受付時間／午前9時 ～ 午後５時 （土・日・祝日・年末年始を  除く）　

フリーダイヤル　0120-530-415（携帯可）
●1回につき  5個まで。

●収集を  希望する  日の  1カ月  前から  1週間  前までに  予約して  ください。

直接  自分で、 小牧 岩倉 衛生組合 環境センターへ  持ち込む  ことも  できます。（有料）

ご不明な  点が  あれば、 環境センターに  連絡して  ください

収集する日、 粗大ごみを  出す  場所・受付番号などを  ご案内します。

①住所・氏名・電話番号・粗大ごみの  品目・大きさ・個数を  お伝えください。

◯主な  スーパー、 コンビニ、 商店などで  売って  います。

◯必ず  電話予約の  後に  買って  ください。 （納付券の  払い戻しは  できません）

◯納付券（シール）を、 見やすい  ところに  貼って  ください。

②小牧市 粗大ごみ 処理 手数料 納付券（シール）を  取扱店で  購入して  ください。

◯収集の  立ち会いは  不要です。

③収集日の  当日  朝 8時30分までに、 オペレーターが  ご案内した  場所へ  出して  ください。

予約の  変更や  取り消し

○場　　所： 野口 2881-9（温水プール 横） ○連 絡 先： 79-1211

○受付期間： 月曜日  から  金曜日 （土日、 年末年始は  休業） 

 9:00～12:00、13:00～16:00

○持ち込み  できるもの： 燃やす  ごみ、 燃やさない  ごみ、 粗大ごみ

○処理手数料：200円/10kg

選 挙

市議会情報

市　民

市議会 市　長

市民のために
仕事をする

願いを伝える
願い
を伝
える

市民
の声
を聞
く

えらぶ

市議会の
役割

市議会で
決まった
ことは

市議会
とは

市民・市議会・市長の関係

平成25年  第4回定例会（12月議会）で  決まった  主な  内容

市の仕事や予算、きまりなどを決める

市の仕事に市民の意見を反映させる

市の仕事や予算・きまりなどを提案する

小牧市議会では、  外国人の  方々にも  市議会で  行われていることを  より多く  知って  いただくために、  

定例会（3月、6月、9月、12月）ごとに、  その内容を  掲載します。市議会の  解説と  併せ、 どうぞ  ご覧ください。

わたし達が  住んでいる  小牧市を  住みよいまちに  するためには、 市民が  みんなで  話し合い、 
意見を  出し合って  考えるのが  望ましいことです。 しかし、多くの  市民が  集まって  話し合う
ことは  できません。そこで、 市民の中から  代表の人たちを  選んで  話し合いを  してもらいます。 
この代表に  選ばれた  人達を  小牧市議会議員と  言い、 市役所の  
市長達の  考えを  聞きながら、 よりよい  小牧市に  するために  
話し合いを  するところを  小牧市議会と  言います。

★市の  決まり（条例）を  決めたり、 改めたり  します。

★市の  お金（予算）を  どのように  使うかを  決めます。

★市の  お金（予算）が  正しく  使われているか、 市の  仕事が  正しく  

　行われているかを  調べます。

★国や  愛知県などに  意見を  出します。

市議会で  決まった  ことを  もとにして、 市役所では  住みよい  まちに  するために  市の  仕事を
進めて  行きます。 その費用は、  市民が  納めた  税金や、 国や  愛知県からの  補助金などが
使われます。 どの仕事も  市民の  暮らしに  繋がりの  あること  ばかりですから  こうしてほしい
という  要望が  あれば  議員を  通じて  市議会に  意見を  言うことが  できます。

●平成 26年 4月 1日から  小牧市役所内の  組織が  変わります。 課の  名称が  変わる  部署も  あります。

●平成 26年 4月 1日から  消費税法の  改正により  小牧市の  施設の  分担金、 使用料などが  変わります。

●小牧勤労センターに  砂入 人工芝 テニスコートが  新設され、 使用料が 定められました。

そだい
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小牧 岩倉 衛生組合 環境センター
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市議会では、 主に  次のような  ことを  しています。

りさいくるはうすぜんじつにちまえしゅうしゅうび

せんたーうけつけそだい

れんらくかんきょうせんたーてんふめい
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けとへんこうよやく
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検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

3月11日（火）
3月18日（火）
3月25日（火）
4月  1日（火）

3月  7日（金）
3月14日（金）
3月28日（金）

3月  5日（水）
3月12日（水）
3月26日（水）

3月12日（水）

3月  9日（日）

3月  6日（木）
3月20日（木）

3月28日（金）

3月19日（水）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

大城児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  お持ち  ください。

※対象の  方には  事前に  お手紙を  お送りいたしますので、 受付時間の  詳細は  そちらで  ご確認ください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い  場合は、 保健センターへ  ご相談  下さい。

行 事 名

４か月児健診・
母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防教室

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

10:00～11:00

2012年9月  1日～12日生まれ
2012年9月13日～20日生まれ
2012年9月21日～30日生まれ

2011年12月  1日～15日生まれ
2011年12月16日～31日生まれ

3月  6日（木）

3月24日（月）
保健センター 14:00～15:00

生後5～8カ月未満（標準的接種期間）
※予診票は生後４か月頃送付します。

2011年3月  1日～12日生まれ
2011年3月13日～21日生まれ
2011年3月22日～31日生まれ

４か月児以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

９か月児以降の親子（２1組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、お口の健康について、

　赤ちゃん人形抱っこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申込み／保健センター

1歳前後で歯の生え始めたお子さん20人
●料金／無料　●申込み／保健センター

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど
2013年11月  1日～  7日生まれ
2013年11月  8日～14日生まれ
2013年11月15日～24日生まれ
2013年11月25日～30日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

13:00～15:00

10:00～12:00
10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～11:15

3月  4日（火）
3月10日（月）
3月11日（火）
3月18日（火）
3月25日（火）

3月14日（金）

10:00～12:00

●料金／無料　●申込み／保健センター

●内容／育児に ついての 不安や 心配ごとの 相談、
　身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望者のみ）
●料金　無料

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生後  ２～３か月頃の  赤ちゃんの  ご自宅に  出産祝い品を  持って
訪問します。 （事前に  電話で  ご都合を  伺います）

赤ちゃん訪問

出生体重が  2,500ｇ未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。　
届出先：保健センター  または  保険年金課

低体重児届

母乳相談

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

期　日
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●日本脳炎 予防接種に ついて

●来春 小学一年生になる 子を お持ちの 

　保護者の方へ 予防接種の お知らせ
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小牧市役所　市民産業部　生活交流課
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地
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発行

※掲載内容の詳細については、各担当窓口までご確認ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

検診のお知らせ
成人検診成人検診

※平成19年度  以降は、 2年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診  推奨を  しています。
※平成25年度  配布の  無料クーポン券の  利用期限は  平成25年度内の  検診  最終日です

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／520円　

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／930円

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成６年生まれで20歳になった方

●料金／頸部がん検診 1,250円, 頸部・体部がん検診 2,350円

　（体部がん検診は医師が必要と認めた方のみ）

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

（無料クーポン券が届いた方は直接医療機関）

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／830円　

●申込み／保健センターへ電話か直接窓口まで

受診期間
～ 平成26年3月31日（月）

回収日の　日程は　申し込み後、 

採便容器送付時に　同封します。 

お早めに申込みください。

9:00～15:30

9:00～11:00

市内産婦人科

保健センター

保健センター

3月  4日（火）
3月17日（月）

3月13日（木）

9:30～11:00
東部

市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

胃がん検診

骨粗しょう症検診

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

3月  3日（月）
3月10日（月）

↑今年度最後の
検診です

↑今年度最後の
検診です

↑今年度最後の
検診です
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外国人の人口：7,037人 / 小牧の人口：153,496人（2014年 2月 1日現在）


