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と　き と　こ　ろ 対象行政区

４月９日
(月)

健康管理センター附属館 黒沢尻５・６・９・13・
26区

和賀町総合福祉センター
横川目・竪川目・仙人・
岩 沢 ・ 山 口 ・ 岩 崎 ・ 新
田・煤孫地区

10日
(火)

飯豊地区交流センター 飯豊６・８・10区

立花地区交流センター 黒沢尻16～18区、黒岩・
口内・稲瀬区

11日
(水)

北上市総合福祉センター 黒沢尻１・10区

二子地区交流センター 飯豊７・９区、二子・更
木区

12日
(木)

江釣子保健センター 江釣子８～17区

相去９区ふれあい会館 相去８～11区

13日
(金)

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻15・19区

鬼柳地区交流センター 鬼柳区

16日
(月)

健康管理センター附属館 黒沢尻３・４・７・８・
11・12・2４・2５区

藤根地区交流センター 藤根・長沼・後藤区

17日
(火)

飯豊地区交流センター 飯豊１～５区

江釣子保健センター 江釣子１～７区

18日
(水)

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻14・20・27区

相去地区交流センター 相去１～７区
19日
(木) 北上市総合福祉センター 黒沢尻２・21～23区

▲

受付時間…午後１時～１時30分

▲

接種対象者…①23年１月１日～12月31日生まれの人
②それ以前に生まれた７歳６カ月未満の人でまだ２回

受けていない人

※①の人には、３月中旬に通知書を発送しました。通

知書が届かなかった人、無くした人は、ご連絡いただ

くか、母子手帳を持って直接会場にお越しください。

▲

問い合わせ…健康係        3174内線 

◎転出される人へ

　妊婦・乳幼児健診や予防接種の実施方法などは、市

町村によって異なります。転出先では、北上市が発行

した受診票などは使用できませんので、必ず転出先の

市町村窓口(保健センターなど)で確認・手続きをしまし

ょう。

◎転入された人へ

　健診の受診票や予防接種通知書を発行します。本庁

舎窓口にお立ち寄りください。

▲

問い合わせ…母子保健係 　　 3178・3179

春のポリオ予防接種日程表

中学１年・高校３年になる皆さん!!
麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう

【24年度の実施について】
▲

対象…第３期

　　　　(平成11年４月２日～12年４月１日に生まれた人)
　　　　第４期

　　　　(平成６年４月２日～７年４月１日に生まれた人)

▲

接種期間…４月１日～25年３月31日まで▲

接種料金…無料。ただし、期間を過ぎると全額自己

負担(１万円程度)になります。

▲

接種場所…市内の指定医療機関で実施します

※平成19年の麻しん(はしか)大流
行以降、進学・就職時に予防接種

が終了しているのかを確認される

場合があります。ぜひ時間が取り

やすい春休み中に接種を済ませて

おきましょう。

▲

問い合わせ…健康係        3174内線 

転出(転入)される妊婦さんや
乳幼児の保護者の皆さんへ

任意接種の３つのワクチンが
平成24年度も公費負担で接種できます

　市は平成23年度、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワ
クチン、小児用肺炎球菌ワクチンの３つの任意ワクチ

ンの接種料金を全額公費で負担する事業を行いました。

この事業を24年度も継続して行います。

▲

実施期間…４月１日～25年３月31日▲

対象者…
子宮頸がん予防ワクチン
24年度に中学１年生～高校１年生になる女子と高校２

年生になる女子で23年度中に１度でも接種していた人
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
２カ月～５歳未満

※23年度から継続して24年度も対象となる人には、３
月下旬に通知書を送付します。母子手帳などで接種履

歴を確認して、接種すべき時期に医療機関で接種して

ください。

※24年度に新たに対象となる人は次のとおりです。
①子宮頸がん予防ワクチンの通知書は、３月下旬に送

付します。

②ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの通知書は、

ＢＣＧ、三種混合の通知書と同封し、生後１カ月にな

る月の月末に送付します。

▲

問い合わせ…健康係        3174

内線 

内線 
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※休日当番医などは変更になることがあります。あらかじめ電話で
確認し、保険証をお持ちください。

とき 施術所

３/25
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16　　　　66-5321

４/１
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61　　　　  77-3239

４/８
(日)

小原整骨院
村崎野17-35-74　　　    66-6626

４/15
(日)

とどり接骨院
鬼柳町都鳥38-1　　　    67-5210

４/22
(日)

大和接骨院
常盤台1-20-1　　　         63-8611

４/29
(日)

山内接骨院
有田町11-32　　　　　  63-6505

日曜日当番整骨院(9:00～17:00）

※３週目以外の日曜日には開院し
ている歯科があります。

とき 歯　　科

４/15
(日)

中央歯科菅崎診療所
青柳町2-5-31　     63-2913

休日当番歯科(9:00～12:00）

休日当番薬局(9:00～17:00）
とき 薬　　局 薬　　局

３/25
(日)

はなぞの調剤薬局
花園町1-1-35　　　　　  65-3361

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　　　　 81-4545

４/１
(日)

つくし薬局大堤店
大堤北1-6-30　　　　　  67-0211

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　　　　　　　68-４976

４/８
(日)

さわやか薬局
立花10-４8-7　　　　　　　　　　　　6５-５000

きたかみ中央薬局
さくら通り2-2-28　　　　　　　6５-7５５0

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1　　　　  71-1780

４/15
(日)

まごころ薬局
上野町４-3-22　　　　　　　　　　　61-6600

ニコニコ薬局
中野町1-10-29　　　　　　　　　　6５-５５５1

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　　　　　　　68-４976

４/22
(日)

東北調剤薬局むらさきの店
村崎野1５-1４9-1　　　　　　　　　62-５900

ファースト調剤薬局
諏訪町2-５-４2　　　　　　　　　　　61-3023

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171　　　　　 66-7121

４/29
(日)

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11　　　　　　　　　61-2277

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　　68-4976

４/30
(月)

すくらむ薬局
さくら通り1-５-7　　　　　　　　61-3388

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1　　　　  71-1780

とき 内科系 外科系

３/25
(日)

高橋医院
本通り3-2-46　　　　　  64-4159

渕澤脳神経外科クリニック
鍛冶町2-14-40　　　　    63-6321

４/１
(日)

小豆嶋胃腸科内科クリニック
大通り4-13-6　　　　　  65-6006

千田クリニック
大堤北1-5-8　　　　　　71-2455

４/８
(日)

及川放射線科内科医院
立花10-28-1　　　　　　65-3811

いわぶち脳神経クリニック
さくら通り2-2-25　　　  65-3661

４/15
(日)

坂の上野田村太志クリニック
上野町4-2-15　　　　　  65-1111

小川医院中野町クリニック
中野町1-9-28　　　　　  63-2939

４/22
(日)

むらさきのクリニック
村崎野15-150-1　　　　  71-3555

斉藤整形外科
諏訪町2-6-41　　　　　  65-3441

４/29
(日)

日高見中央クリニック
北鬼柳22-46　　　　　    61-0888

佐藤外科医院
本通り1-6-21　　　　　  65-3522

４/30
(月)

いとう小児科クリニック
さくら通り1-5-11　　　  61-5155

大内整形外科医院
本通り4-12-10　　　　    63-7230

休日当番医(9:00～17:00） 健康増進課の窓口について

　平成23年度から健康増進課の窓口を本庁舎の１階
に設置しています。設置して１年が過ぎようとしてい

ますが、窓口が１カ所増えたことで分かりづらくなっ

たことなどありませんでしたか？もしくは、便利にな

りましたか？もしご意見がありましたらお知らせくだ

さい。

　本庁舎窓口が新設されたことで健康管理センターの

職員が本庁舎に全員移ったと思った人もいらっしゃっ

たようです。

　そこで、健康増進課としてそれぞれの窓口でどのよ

うなことを行っているのか、再度簡単に紹介させてい

ただきます。

＜健康増進課本庁舎１階窓口(０番)＞
・母子手帳交付

・妊婦一般健康診査受診票交付

・乳児一般健康診査受診票交付

・特定健診・各種がん検診申し込み

・各種予防接種申し込み－など

＜健康管理センター(本庁舎向かい)、江釣子保健センター
(江釣子庁舎)＞
　センターでは従来どおり、保健師、助産師、看護師、

栄養士、歯科衛生士、事務職が在籍しており、下記の

ような相談を行っています。

・各種乳幼児健診

・乳幼児の計測、育児相談、発達の相談、栄養相談、

　歯科相談などさまざまな相談

・妊婦さんの相談

・成人の血圧健康相談など

・予防接種についての相談－など

　子どもから大人までどなたでも相談できます。どう

ぞお気軽にいらしてください。

※江釣子保健センターでは、本庁舎窓口業務と同様の

交付・申し込み業務も行っています。


