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「妊娠・子育てサポートセンター
ふくっこ」をご活用ください！

右記のQRコードは、健康管理センターのホームページのアドレスです。
新着情報等がありますので、気軽にアクセスしてみてください。

●母子相談窓口

●計測コーナー

●個別の相談室

●授乳室

●キッズコーナー

　　　があります。
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詳しくは、
３ページを
ご覧ください。

●急病時の医療体制（休日・夜間） ………………
●妊婦と子どもの健康スケジュール ……………
●妊娠・子育てサポートセンターふくっこ ……
●子どもの健康診査・健康教室 …………………
●子どもの予防接種 ………………………………
●大人の健康診査 …………………………………
●大人の予防接種 …………………………………
●保健衛生推進員の活動 …………………………
●福井市食生活活動推進員の活動 ………………
●大人の健康づくり ………………………………
●健康管理センターのご案内 ……………………
●福井市保健所からのお知らせ …………………

１
２
３
６
７
８
９
９
９
10
11
11

目 次 ページ

「妊娠・子育てサポートセンターふくっこ」では、妊娠・出産・子育てに関
するさまざまな相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援を行います！いつでも気軽にご相談ください。

右記のQRコードは、健康管理センターのFacebookのアド
レスです。
健康に関する情報を発信していますので、気軽にフォローし
てみてください。



軽症のとき（発熱、せき、下痢、嘔吐、腹痛、けいれんなど）
福井県こども急患センター　☎（0776）26-8800福井県こども急患センター　☎（0776）26-8800
■所在地：福井市城東４丁目14-30（市健康管理センター東隣２階）
■診療科目：小児科　　■地図：最終ページ

急病時の医療体制（休日・夜間）急病時の医療体制（休日・夜間）
受診の際は、健康保険証をお待ちください。

診療時間
月曜日～土曜日

日曜・祝日・12月30日～1月3日
午後７時～午後11時
午前９時～午後11時

軽症のとき（発熱、せき、下痢、嘔吐、腹痛、けいれんなど）

重症のとき（意識がない、外科的症状、入院相当の症状など）

福井市休日急患センター　☎（0776）22-2099福井市休日急患センター　☎（0776）22-2099
■所在地：福井市城東４丁目14-30（市健康管理センター東隣１階）
■診療科目：内科　　■地図：最終ページ

診療時間
土曜日

日曜・祝日・
12月30日～1月3日

３月～11月
12月～翌２月

午後７時～午後11時
午前９時～午後６時
午前９時～午後11時

福井市休日急患歯科診療所　☎（0776）26-8468福井市休日急患歯科診療所　☎（0776）26-8468
■所在地：福井市大願寺３丁目4-1（福井県歯科医師会館内）
■診療科目：歯科

診療時間 日曜・祝日・８月14日～16日
12月30日～１月３日

午前９時～午後０時
午後１時～午後５時

（受付は午後４時45分まで）

福井市休日当番医　☎（0120）987-199（医療情報ネットふくい）福井市休日当番医　☎（0120）987-199（医療情報ネットふくい）

■診療科目：外科（福井市医師会）　☎（0776）21-2119（週末のみ）

診療時間 日曜・祝日・12月30日～1月3日 午前９時～午後５時

受診に迷ったとき
子ども救急医療電話相談子ども救急医療電話相談

　お子さんの急病などで、夜でもすぐに病院へ行った方がいいのか、翌日まで様子を
みていいのか迷ったとき、看護師または医師が電話でアドバイスします。

　市内の病院・医院・クリニックが当番制で診察を行っています。あらかじめ当番医　市内の病院・医院・クリニックが当番制で診察を行っています。あらかじめ当番医
を確認のうえ、受診してください。

相談時間
月曜日～土曜日

日曜・祝日・12月30日～1月3日
午後７時～翌午前９時
午前９時～翌午前９時

電話番号 プッシュ回線　♯8000
ダイヤル回線　☎（0776）25-9955

重症のとき（意識がない、外科的症状、入院相当の症状など）
子ども救急当番病院子ども救急当番病院
■診療科目：小児科　　■診療時間：午後６時～翌午前８時

曜日
月
火
水
木
金
土
日

病院名 所在地 電話番号
☎（0776）36-3630
☎（0776）23-1111
☎（0776）54-5151
☎（0776）36-3630
☎（0776）23-1111
☎（0776）61-3111
☎（0776）54-5151

福井赤十字病院
福井県済生会病院
福井県立病院
福井赤十字病院
福井済生会病院
福井大学医学部附属病院
福井県立病院

福井市月見2-4-1
福井市和田中町舟橋7-1
福井市四ツ井2-8-1
福井市月見2-4-1
福井市和田中町舟橋7-1
永平寺町松岡下合月23-3
福井市四ツ井2-8-1

　福井赤十字病院、福井県済生会病院、福井県立病院、福井総合病院等では、
輪番制で、休日午前８時から翌午前８時まで、各病院の診療科目の診察を行
っています。あらかじめ当直医（診療科目）を確認のうえ、受診してください。

（注意）祝日には、振替休日も含まれます



（健康管理センター）
1歳6か月児健康診査

（健康管理センター）
3歳児健康診査

1か月児健康診査（医療機関）
4か月児健康診査（医療機関）
10か月児健康診査（医療機関）

新生児聴覚スクリーニング検査
　　　　　　　　 （医療機関）

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査（医療機関）妊娠

出産（0歳）

1歳

2歳

3歳

4歳
5歳

翌年度小学校に
入学する子

7歳
9歳
10歳
11歳

13歳

15歳

高校1年生に
相当する年齢

14歳

12歳

プレママ教室

こんにちは赤ちゃん訪問
（乳児家庭全戸訪問）
離乳食教室（5か月児）
離乳食教室（7か月児）
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ヒブ・小児用肺炎球菌（初回接種が生後2か月～7か月に至るまで）
ロタウイルス感染症（1価：生後6週～24週まで。5価：生後6週～32週までに完了）

B型肝炎（生後2か月～9か月）
4種混合※①1期（初回1～3回目：生後2か月～12か月に至るまで。
　　　　　　 追加：3回目終了から12か月～18か月後）
BCG（生後5か月～8か月）

麻しん風しん1期（1歳～2歳に至るまで）

水痘（1回目：1歳～1歳半。2回目：1回目終了後6か月～12か月）

日本脳炎1期（初回1～2回：3歳～4歳。
　　　　　　追加4～5歳に達するまで）

麻しん風しん2期
（翌年度小学校に入学するまで）

2種混合2期※②（11歳～12歳に達するまで）

日本脳炎2期（9歳～10歳に達するまで）

妊婦と子どもの健康スケジュール妊婦と子どもの健康スケジュール
※「接種可能な期間」は、7ページをご参照ください

※①ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ。※②ジフテリア・破傷風。
◆日本脳炎：積極的勧奨を差し控えていた H15.4.2～H19.4.1生まれの方については、20歳誕生日前日まで経過措置あり。◆子宮頸がん：H9.4.2～H19.4.1生まれで、定期予防接種の機会を逃した女子について、無料で接種できる経過措置あり。

子宮頸がん予防ワクチン
（13歳となる年度の初日から年度末まで。）
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妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ

産後ケア事業
　出産後、安心して子育てができるよう心身のケアや育児サポート等の支援を行います。
対　　象　市内に住所を有し、産後に家族等からの支援が受けられず、心身の不調又は育
　　　　 児不安がある等、支援が必要な母子(利用条件あり)
　　　　 ※流産、死産後の骨盤ケア、乳房ケアが必要な方も訪問型の対象となります。

内　　容　・母体の健康管理、児の発達チェック
　　　　・乳房ケアや授乳指導
　　　　・沐浴指導や育児相談など
種　　別　○宿泊型（産後１年まで）医療機関等に宿泊（原則午前９時～翌午前９時）
　　　　○通所型（産後１年まで）医療機関等で日帰り（概ね午前９時～午後５時）

　　　　 ※助産院では概ね6時間です。
　　　　○訪問型（産後１年まで）助産師等が自宅を訪問（概ね２時間程度）

利用日数　宿泊型（最大６泊７日）、通所型・訪問型（最大３日間）
費　　用　課税状況に応じて自己負担金が必要

妊娠・出産・子育ての相談
　妊娠中の不安、産後サポートしてくれる人がいない、産後気持ちが落ち込む、子どもの
成長、子どもの言葉や落ち着きなどの相談に随時応じます。
　パパやママ、ご家族の悩みごとの解決に向けてサポートします。ひとりで悩まず、ちょ
っとしたことでもご相談ください。
日　時　月～金　午前８時30分～午後５時15分（祝日・年末年始のぞく）
場　所　市健康管理センター

妊娠届出・母子健康手帳交付
　妊娠の届出をされた方に母子健康手帳を交付します。
　全ての妊婦さんにすこやかな妊娠・出産を迎えていただくため、保健師等が情報提供を
行い、さまざまな相談に応じます。時間に余裕をもってお越しください。
日　時　月～金　午前８時30分～午後５時15分（祝日・年末年始のぞく）
場　所　市健康管理センター

妊娠・出産から子育てをサポートします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

カウンセラー相談（予約制）
　子育てがつらい、イライラする、どう関わったらいいのか分からな
いなどの子育ての悩み、流産・死産を経験しての悩みについて心理相
談員に個別に相談できます。
開 催 日　毎月第２火曜日、奇数月第４火曜日
開催時間　①午前９時30分～午前10時30分
　　　　②午前10時45分～午前11時45分
対　　象 乳幼児をもつ保護者、流産・死産を経験した方

ふくっこ応援事業（国の出産・子育て応援給付金）
　妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じ、様々なニ
ーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」を充実し、「経
済的支援」を一体として実施しています。
伴走型支援 ・妊娠届出時に面談

・妊娠8か月に電話にてアンケート、相談
・こんにちは赤ちゃん訪問時に面談

経済的支援 ・妊娠届出時面談後に5万円
・出生後の赤ちゃん訪問後にお子様1人あたり5万円
※令和4年4月～12月までに妊娠届出し令和5年1月以降に出産され
た方は、赤ちゃん訪問後に合わせて10万円支給されます。

助産師相談（予約制）
　おっぱいの与え方、抱き方、寝かしつけ方などについて、助産師に
個別に相談できます。
開 催 日　毎月第２水曜日
開催時間　①午前９時30分～午前10時15分
　　　　②午前10時30分～午前11時15分
対　　象　妊婦および４か月までの乳児と保護者



離乳食教室（５か月児対象／７か月児対象）
　生後５か月児と７か月児を対象に離乳食教室を開
催します。
　生後５、６か月頃になってくると離乳食が始まり
ます。離乳食は赤ちゃんが「飲む」ことから「食
べる」ことへと成長していく最初のステップです。
離乳食について学びましょう。
４か月児健康診査の通知と同時にお知らせします。
時　間 午前10時～11時（受付は９時40分から）
持ち物 母子健康手帳
内　容 離乳食の話
　　　 個別相談、体重測定
　　　 ※日程はホームページでご確認ください。

助産師♡ママくらぶ
　助産師を交えた赤ちゃんとママの交流の場です。おっ
ぱいの与え方や抱き方、寝かしつけなど、育児の不安や
悩みを、話し合いながら解消していきます。
対　象　生後５か月までの乳児と保護者
内　容　・助産師等を交えた座談会
　　　 ・親子遊び、妊婦・親子体操
　　　 ・ミニ講座　等
時　間　午前10時～ 11時
会　場　市健康管理センター
開催日　毎週金曜日
　　　　※ただし、以下の日程をのぞく
　　　　 •毎月最終金曜日（８月25日は開催）
　　　　 •８月18日、２月16日、３月22日
　　　　 •祝日
※申し込みは不要です。

にこにこ相談会
　お子さんの身体計測と保健師・助産師・栄養士による
妊娠期の相談、育児・栄養相談を行います。
受付時間　午前９時30分～10時30分
　　　　　（午前９時～ 妊婦のみ予約制）
会　　場　市健康管理センター
持 ち 物　母子健康手帳
日　　程 ４月28日㈮、５月26日㈮、６月30日㈮、
　　　　　 ７月28日㈮、８月18日㈮、９月29日㈮、
　　　　 10月27日㈮、11月24日㈮、12月22日㈮、
　　　　　 １月26日㈮、２月16日㈮、３月22日㈮

※申込みは不要です。

プレママ教室
産後の育児がスムーズに開始できるよう妊娠期から育

児方法について学ぶための教室です。助産師から抱っこ
の仕方や寝かせ方、衣類の調整、産後の休養とメンタル
についてお伝えします。ご家族の参加も１名まで可です。
対　象　妊娠７か月以降の方
時　間　午前10時～11時30分
　　　 （受付：午前９時40分～）

会　場　市健康管理センター
持ち物　母子健康手帳
日　程 ４月26日㈬、５月18日㈭、６月20日㈫、
　　　　 ７月25日㈫、８月17日㈭、９月27日㈬、
　　　 10月31日㈫、11月20日㈪、12月11日㈪、
　　　　 １月30日㈫、２月14日㈬、３月７日㈭

妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ
妊娠・出産から子育てをサポートします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

こんにちは赤ちゃん訪問
　生後４か月頃までの赤ちゃんのいる全てのご家庭
に家庭訪問を行っています。助産師や保健師・看護
師が訪問し、赤ちゃんの体重測定や健康状態の確
認、育児や産後の生活などの相談をお受けします。
　妊娠中の方や、乳幼児の育児をされているご家庭
への訪問も行っています。保健師が訪問し、産後の
サポートや育児、発育・発達、
栄養・離乳食などについてのご
相談に応じています。
　訪問をご希望の方は、妊娠・
子育てサポートセンターふくっ
こまでご連絡ください。 子育て動画を配信しています！

子育て動画　福井市

　「沐浴」「オムツ交換方法」「だっこの仕方・寝か
せ方」「衣類の調整」「ふれあい遊び」の動画（福井
市助産師会監修）を配信しています。
　ＰＣ・スマホからの検索は

ＱＲコードはこちら



《赤ちゃんの股関節脱臼に注意しましょう》

家族で知ろう！産後ママの心のケア

仰向けで寝ている時は、M字型開脚を基本に自由な
運動をしましょう
　両膝と股関節を曲げてM字型に開脚した状態を基本
として自由に脚を動かせる環境をつくりましょう。両
脚を外から締めつけて脚
が伸ばされるような、き
ついオムツや洋服は避け
ましょう。

抱っこは、正面向き「コアラ抱っこ」をしましょう
　赤ちゃんを正面から抱くと、両膝と
股関節が曲がったM字型開脚でお母さ
んやお父さんの胸にしがみつく形にな
ります。この正しい抱き方は、あたか
もコアラが木につかまった形であるこ
とから「コアラ抱っこ」とも呼ばれて
います。

参考：日本整形外科学会、日本小児整形外科学会

妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ妊娠・子育てサポートセンター ふくっこ
妊娠・出産から子育てをサポートします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

出典：一般社団法人日本家族計画協会

股関節脱臼とは脚の付け根の関節がはずれる病気です。歩き始めるまで、次の点に注意しましょう。
向き癖がある場合は、反対側の脚の姿勢に注意しま
しょう
　向き癖方向と反対側の脚が立て膝姿勢にならず、外
側に開脚するような環境を作ってあげるよう留意しま
しょう。赤ちゃんには常に向き癖の反対側から話しか
ける、向き癖側の頭から身体までをバスタオルやマッ
トを利用して少し持ち上げるなどの方法が提唱されて
います。それぞれの赤ちゃんに合った方法を工夫して
みましょう。

健診を受けて、状態を把握しましょう
　乳児の健診は、生後１か月、４か月、10か月で行
います。健診でチェックを受け、異常が疑われた場合
や、気になる点がある場合は整形外科を受診しましょ
う。

妊娠・出産・育児によって、ママの心と体にはさまざまな変化が起きます。
特に、女性ホルモン（エストロゲン）の変化によって、マタニティーブルーや産後うつになる可能があります。

　周産期うつについて本人、家族が知識を持ち、相談する場所・人を確保しましょう。
　育児は「みんな」で、家事は「あきらめる」。とにかく、周りの人に頼りましょう。
パパの産後うつ予防のためにもママ、パパがお互いを思いやり、産前から丁寧にコミュニケーションをとりましょう。

予防が大切です

　健康管理センター、医療機関（産婦人科、精神科・心療内科など）に相談しましょう。
不調に気づいたら

参考：R３年２月８日開催　産前産後のメンタルヘルス講演会「家族で知ろう！産後ママの心のケア」

マタニティーブルーマタニティーブルー
出産直後から発症する感情の不安定さのこと。
10日間程度で自然軽快します。
訳もなく悲しくなる、イライラしやすい、怒りっぽ
くなる、些細なことに過敏になるなど。

産　後　う　つ産　後　う　つ
産後３週間から３か月の間に発症し、3か月以降に
重症化する場合もあります。
不眠、不安、意欲低下、マイナス思考、イライラ、
自殺願望など。治療が必要です。



子どもの健康診査・健康教室子どもの健康診査・健康教室

健康教室

発達相談会（予約制）

お子さんの成長発達と健康状態を確認するため、必ず健診を受けましょう。

４か月児健康診査
　生後３か月になる月に、受診票を送付します。
実施医療機関で受診しましょう。
持 ち 物　受診票、母子健康手帳

10か月児健康診査
　生後９か月になる月に、受診票を送付します。
実施医療機関で受診しましょう。
持 ち 物 受診票、母子健康手帳

歯の教室
　６か月から１歳頃のお子さんを対象に歯の教室を
開催します。
乳児期からできる虫歯予防についてお話しします。

３歳児健康診査
　３歳６か月になる月に、受診票を送付します。
　４歳になる誕生日の前日まで受診できます。
　都合により指定日に受診できない場合は、健康管
理センターへ連絡の上、必ず受診してください。

受付時間 午後１時～２時20分
持 ち 物 受診票、母子健康手帳、採尿した尿

育児に役立つ健康教室を開催します。詳しくはホー
ムページでお知らせしますので、ご参加ください。

◎親と子のかかわり方教室
日々の育児に活かせる子どもとの関わり方や具体

的な声のかけ方などについての講演会を開催します。
対　象 幼児をもつ保護者

◎子どもの発達支援講演会
　お子さんの発達面で悩んだり、就学後の生活で不
安に思っていることはありませんか。小児科医師等
による講演会を開催します。
対　象 年中児の保護者

　言葉やお友達との関係など、お子さんについて気
がかりなことに対し、発達専門のスタッフによる個
別の相談会を行っています。
開催日 毎月２回（平日の午前中）
対　象 未就学児（７歳未満）とその保護者

１歳６か月になる月に、受診票を送付します。
　２歳になる誕生日の前日まで受診できます。
　都合により指定日に受診できない場合は、健康管
理センターへ連絡の上、必ず受診してください。

受付時間　午後１時～２時20分
持 ち 物 受診票、母子健康手帳

１歳６か月児健康診査

時　　間　午前９時45分～11時
日　　程 ６月29日㈭、10月26日㈭、２月29日㈭

１か月児健康診査
　生後１か月を目安に、母子健康手帳と一緒に交付した受診票をもって、県内医療機関で受診しましょう。
持 ち 物 受診票、母子健康手帳
　　　　　 ※県外で、自費で受診した１か月児健康診査の費用（保険適用分は除く）は、申請により払い戻しが
　　　　　 できます。（原則として受診日から１年以内）



お母さんが赤ちゃんにプレゼントした免疫は、生後３か月から12か月までにほとんど失われます。子
どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。正しい理解のもとで、
すすんで予防接種を受けましょう。

（積極的勧奨の
差控えにより、
接種機会を逃し
た人への特別措
置あり）

※至るまで・未満：誕生日の前日まで

　市が実施する定期の予防接種は、市の指定医療機関で受けることが原則です。ただし、以下に
該当する方は、市の指定医療機関以外でも定期の予防接種が受けられます。

福井県内で受ける場合
　市外で接種を受ける場合には、福井県広域的予防接種医療機関でも無料で接種することができ
ます。接種ができる医療機関など、詳しくはホームページをご覧ください。

福井県外で受ける場合
　里帰り出産などの事情により、県外の医療機関で定期の予防接種を受け、自己負担が発生した
場合、その費用の一部又は全額を助成します。接種前に「予防接種実施依頼書」の交付を受ける
必要があります。詳細については市健康管理センターまでお問合わせください。
接種後の実施依頼書交付はできませんので、必ず、定期の予防接種を受ける前に手続きをしてください。

子どもの予防接種子どもの予防接種

子どもの定期の予防接種子どもの定期の予防接種 （対象年齢内は無料、実施場所：市内の指定医療機関）

《市外で定期の予防接種を受ける場合について》

通知（予診票）が届い
たら、内容をよく確認
し、対象年齢内に早め
に接種しましょう。

予防接種名

麻しん・風しん
混合ワクチン

対　象 接種回数 通知時期等

ロタウイルス
感染症
１価、５価の
いずれかを接種（　　１価、５価の（　　１価、５価のいずれかを接種（　　いずれかを接種）

生後２か月～
５歳に至るまで

生後２か月になる月

R５年４月  接種期限：R６年３月31日
（H29.４.２～H30.４.１生の方）

１～４回

１回

生後６週～
32週まで ３回

１価

５価

生後６週～
24週まで ２回

３回

１回

４種混合１期
ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ（　　　　　　ジフテリア・百日せき・（　　　　　　ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ（　　　　　　破傷風・不活化ポリオ ） ４回

生後２か月～
７歳６か月に
至るまで

１歳に至るまで

１期

２期

１歳になる月１回１歳児

翌年度小学校に
入学する子

予防接種名

水痘

日本脳炎

子宮頸がん
予防ワクチン

１期

２期

対　象 接種回数 通知時期等

２種混合２期
（ジフテリア・破傷風）

１歳児～
３歳に至るまで １歳になる月

生後２か月になる児

９歳になった翌月

11歳になった翌月

R５年４月
（年度末年齢12歳の女子） 

R４年度に通知済

２回

３回

１回

１回

３回

未接種分
１～３回

９歳～
13歳未満

生後６か月～
７歳６か月に
至るまで

11歳～
13歳未満

12歳となる日の属する年度の
初日から16歳となる日の属
する年度の末日までの間の女子

H9.4.2～H19.４.1生の
未接種の女子

予防接種を受けるときの注意!!予防接種を受けるときの注意!!
１）体の調子の良いときに受けましょう。
２）通知書の「予診票」は保護者がもれなく記入し、「母子健康手帳」と一緒に
お持ちください。

予診票をなくされた方には再交付します。母子健康手帳を持って市健康管理センターへお越しください。

ヒブ
小児用肺炎球菌

BCG（結核）
B型肝炎



特定健診

種類 内容 対象者（令和６年３月31日時点の年齢です。）

がん検診

その他の検診

会場・自己負担金
健康管理センター・公民館等 医療機関

長寿健診

大腸がん検診

喀痰検査

胃部X線検査
（バリウム透視）

内視鏡検査
（胃カメラ）

胸部X線検査（結核検査）

子宮頸がん検診

乳がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

胃がんリスク血液検査

骨粗しょう症検診

歯周疾患検診

身体測定、血圧、尿検査、
血液検査、心電図、診察、
眼底検査（実施基準を満たし
医師が認めた場合）

福井市国民健康保険に加入している40～74歳の方
※福井市国民健康保険以外の方は、加入先の健康保険で受診方法・
　金額など確認してください。

後期高齢者医療制度に加入している方

●40歳以上の方　※65歳以上の方は結核健診を兼ねる。

●40歳以上の方

●40歳以上の方

●50歳以上の男性

●20歳以上の女性
●２年度に１回の受診
●40歳以上の女性
●２年度に１回の受診

●30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の方

●45歳・50歳・55歳・60歳の女性

●40歳から69歳の方　※生涯に１回のみの検査となります。
※直接、胃がんを見つける検査ではありません。
※過去にピロリ菌抗体検査を受けた方やピロリ菌感染を指摘された方
は受診できません。

●問診の結果、50歳以上で喫煙指数（1日の本数×年数）が600以上
　または６ヵ月以内に血痰がある方（胸部X線検査との併用になります。）

●２年度に１回の受診

※50～74歳までの方は、バリウム
透視又は胃カメラのどちらか一方
を選んで受診できます。

●40歳以上の方
※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

●50歳から74歳までの方

問診
胸部X線撮影

問診
胃部X線撮影（バリウム透視）

問診
内視鏡検査（胃カメラ）

問診、視診
内診、細胞診

問診、乳房X線撮影
※視触診は含みません

問診
血液検査（PSA）

問診、血液検査
（ピロリ菌抗体・ペプシノゲン検査）

問診、血液検査
（B型・C型肝炎ウイルス検査）
問診・腕のX線検査

またはかかとの超音波検査
問診、歯周組織検査
嚥下機能（70歳）

問診
喀痰細胞診検査

問診
便潜血反応検査

肺
が
ん
検
診

40～64歳　1,300円
65～74歳　1,000円

無料

40～64歳　1,300円
65～74歳　1,000円

無料

500円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

500円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

1,000円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

3,000円
医療機関のみ実施

1,000円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

1,000円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

700円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

700円
※後期高齢者医療制度加入者は無料

無料
健康管理センターのみ実施

無料
医療機関のみ実施

1,000円 1,000円

700円

500円

500円

1,000円

1,000円

1,000円

700円

大人の健康診査大人の健康診査

胃
が
ん
検
診

※がん検診自己負担金免除制度について
市民税非課税世帯の方は、肺・大腸・胃・子宮頸・乳がん検診の自己負担金が、事前申請によって無料になります。
詳しくは健康管理センターホームページでご確認ください。

健（検）診は各健康管理センターや公民館、実施医療機関で受けることができます。詳しくは受診券同封の案内通知やホームページをご覧ください。



QRコードもご利用ください。→

保健衛生推進員の活動保健衛生推進員の活動

福井市食生活改善推進員の活動福井市食生活改善推進員の活動

インフルエンザ

予防接種名

•満65歳以上で接種を希望する方
•接種費用の一部または全部を公費負担で接
種することができます。

10月ごろ

高齢者肺炎球菌

•今年度の誕生日で65、70、75、80、85、
90、95、100歳になる方
•ただし、これまでに高齢者肺炎球菌の予防
接種を受けたことがない方
•接種費用の一部または全部を公費負担で接
種することができます。

４月ごろ
（ただし、70歳以上
の方は、５年前の通
知で未接種の方に通
知します。）

風しん抗体検査
及び予防接種
(追加的対策)

•昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生
まれの男性
•ただし、予防接種は抗体検査の結果、陰性
の方
•無料で受けられます。

令和５年３月に発行
したクーポン券は、
令和７年３月末まで
使用できます。

対　　象　　等 通知時期等

※インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種は、満60～64歳で心臓、腎臓、呼吸
器やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障がいを有する方（身体
障害者手帳１級相当）も対象となります。詳しくはホームページをご覧ください。

大人の予防接種大人の予防接種

がん検診予約サイト「がんネットふくい」もぜひご利用ください。
（ http://www.gan-net.fukui.jp/ ）

●健診受診時の持ち物
受診券、健康保険証（特定・長寿健診希望者）、自己負担金（受診券に記載あり）
公民館健診以外は、事前に電話予約が必要です。医療機関で受診する場合は各実施
医療機関に、それ以外は市健康管理センター（28－1256）にお問合わせください。
※自覚症状がある方、がん治療後の方、その他既住歴がある方は、かかりつけ医
に相談のうえ受診してください。

●40歳代で、障がい等のある方を対象とした胃内視鏡検査について
障がい等で胃部X線（バリウム）検査が受けられない方は、胃内視鏡検査を受診で
きます。市健康管理センターへお電話、または窓口へお申出ください。

　公民館などで開催する健康教室や子育て教室の企画や協力
　健康づくりや生活習慣病予防のための健康教室を、健康管理センターと協働し、
地区の特性に応じて開催しています。
　また、地区で安心して子育てできるよう子育て教室に協力しています。

　検診（健診）のお勧め
特定健診やがん検診の受診をお勧めし、地区の皆さまの健康管理を推進しています。

　ずっと健康１０１の実践・普及
　プラス「10分の運動」とプラス「１皿の野菜」で健康寿命を伸ばす健康づくりの
取組みを実践し、地区の皆さまにも広めていきます。

○健康１０１チャレンジの実践
　健康の維持や生活習慣病予防のため、目標を決めて健康づくりに取り組みます。

○野菜から食べる習慣（べジ・ファースト）の普及

○元気体操21の推進
家事動作を取り入れた福井市の健康体操「元気体操21」を地区の行事などでPR
します。

福井市では、市民の皆さまの健康づくりを推進するために、
全ての地区に保健衛生推進員会を設置し、

健康管理センターと協働して健康づくり活動を実施しています。

食生活改善推進員は、食育の推進と食生活の改善、伝承料理等の
普及啓発を担う地域のボランティア団体として活動しています。

　　　　　自主研修会、おやこの食育教室、伝承料理教室等

いち   まる   いち

主な活動



市民の皆様の健康づくりを応援します。
健康的な生活習慣の定着、糖尿病等の発症・重症化予防健康的な生活習慣の定着、糖尿病等の発症・重症化予防 を重点目標に、

詳しくは、ホームページをご覧になるか、健康管理センターまでお問い合わせください。

大人の健康づくり大人の健康づくり

　いつまでも健康で元気に過ごせるように、運動
と野菜を毎日の生活にプラスして、健康寿命をの
ばすことを推進しています。

　元気体操21は、健康づくり、生活習慣病予防
を目的に、家事動作を取り入れた、いつでも、ど
こでも、だれでも楽しくできる体操です。

●福井市ホームページで紹介しています。
●福井ケーブルTV「ふくチャンネル」
　121chで放映しています。
●健康管理センターでDVD、CDの貸し出しをしています。
●YouTubeでご覧頂けます。

ずっと健康101宣言 元気体操21
いちまるいち

今より10分多
く

体を動かしま
す！

今より１皿多く

野菜を食べます
！

健康１０１チャレンジ
いちまるいち

　「今より1,000歩以上歩く」「１日350ｇ以上の野菜を
摂取する」などの健康づくりを応援する事業で、健康づ
くりの取り組みや健診の受診でポイントをためると、賞
品の抽選に応募できます。

健康相談・栄養相談
　保健師・栄養士等が健康や食生活等に関する相談を個
別にお受けしています。電話や来所などお気軽にご相談
ください。

健康講座
　健康管理センターを会場に、専門医師などによる生活
習慣病の予防や健康づくりについて健康講座を開催しま
す。日程等は、広報ふくい等でお知らせします。
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血糖値改善教室・生活習慣病予防教室
　血糖値や血圧、脂質が高めの方を対象に、正しい知識
の提供や食事や運動など生活習慣の改善を支援し、発症
予防を目指した教室を開催します。



◎下記の手続きについては、福井市保健所が窓口となります。

住所：福井市西木田2丁目8－8
開館時間：午前8時30分～午後5時15分　　休館日：土曜・日曜・祝日、年末年始

福井市保健所からのお知らせ

ダイハツ

福井市健康管理センター福井市健康管理センター 福井市清水健康管理センター福井市清水健康管理センター

健康管理センター前

健康管理センター

健康管理センター前下車

TEL（0776）28-1256

清水健康管理センター

手続き内容

特定不妊治療費助成の申請

犬・猫に関すること（飼い犬登録や狂犬病予防注射など）

保健支援室 ℡33-5185

生活衛生室 ℡33-5183

連絡先
【福井県動物愛護センター】にご相談ください。
場　　所：福井市徳尾町18-1-1
　　　　　（北陸自動車道（上り）北鯖江パーキングエリア北側）
問合せ先：TEL（0776）38-2212

●ペットの迷子、ペットの困りごと、犬猫の譲渡に関することは、

京福バス路線
四ツ井本町下車（南へ徒歩約10分）
①番のりば⇒（36系統　県立病院丸岡線）
　　　　　　（39系統　大和田丸岡線）
　　　　　　（51系統　済生会問屋団地線）
⑤番のりば⇒（52系統　済生会問屋団地線）

御幸三丁目下車（北へ徒歩約10分）
①番のりば⇒（51系統　済生会問屋団地線）
⑤番のりば⇒（52系統　済生会問屋団地線）
　　　　　　（55・59系統　大野線）

（令和５年３月現在）

（令和５年３月現在）

京福バス路線
清水プラント3下車（南へ徒歩約3分）
④番のりば⇒（72・73・74・79系統　清水グリーンライン線）
　　　　　　（76系統　西田中・宿堂線）

四ツ井交差点


