
予防接種に関するお知らせ予防接種に関するお知らせ

ＨＰＶ(子宮頸がん)ワクチン接種費用の助成

■対象者

令和４年４月１日時点で当市に住所を有する平成９年４

月２日～平成17年４月１日生まれの女子で、17歳となる

日の属する年度の初日から令和３年度末までに接種をし

た人(２価と４価に限る）

■申請期間

10月１日㈯～令和７年３月31日㈪

■助成金額

実際に接種にかかった費用(３回接種分まで）

■申請手続き

申請書に必要事項を記入し、接種費用･記録が確認でき

る書類を添付して健康づくり課へ提出して

ください。詳細は、市のホームページをご

確認ください。

高齢者インフルエンザ予防接種

■対象者

①接種日において満65歳以上の人

②接種日において満60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の

機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれ

かに障がいがあり、身体障害者手帳１級の交付を受け

ている人　　

■接種期間

　10月20日㈭～令和５年１月31日㈫

■自己負担額

　2,100円(生活保護世帯の人は無料)

　※①のうち生活保護世帯の人には申し出がなくても無　

　　料券を送付します。

　※②のうち生活保護世帯の人には無料券を送付するの　

　　で、事前に市へ申し出てください。

■接種手続き

医療機関へ保険証(生活保護世帯の人は保険証と無料券)

を提示し接種(②の対象者は身体障害者手帳も持参)

高齢者肺炎球菌予防接種

■対象者

①接種日において満65歳以上の人

②接種日において満60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の

機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれ

かに障がいがあり、身体障害者手帳１級の交付を受け

ている人

※過去に23価肺炎球菌ワクチンを１回以上接種した人は

対象外です。

■接種期間

　10月１日㈯～令和５年３月31日㈮

■自己負担額　

　4,000円(生活保護世帯の人は無料)

　※①のうち生活保護世帯の人には申し出がなくても無　

　　料券を送付します。

　※②のうち生活保護世帯の人には無料券を送付するの　

　　で、事前に市へ申し出てください。

■接種手続き

９月下旬に届く通知書を持参し、医療機関で接種（②の

対象者は身体障害者手帳も持参)、生活保護世帯の人は通

知書と無料券を持参し接種
■問い合わせ…健康づくり課☎72-8295

※どの予防接種も、市外で接種する場合は手続きが必要

　です。接種日の10日前までに健康づくり課へご連絡く

　ださい。

小児インフルエンザ予防接種

■対象者

本年度中に生後６カ月～12歳に達する人

■接種期間

10月１日㈯～令和５年１月31日㈫

■助成金額

接種１回につき1,750円(期間中２回まで)

※接種料金から市の助成金額を差し引いた額が自己負　

　担となります。

■接種手続き

医療機関へ保険証と母子手帳を提示し接種
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日曜日当番整骨院(9時～17時）

月日 施　術　所 月日 施　術　所

9月25日
㈰

とどり接骨院 10月16日
㈰

大和接骨院

鬼柳町都鳥38-1 ☎67-5210 常盤台一丁目20-1 ☎63-8611

10月2日
㈰

大河原整骨院 10月23日
㈰

土川整骨院

本通り三丁目1-26 ☎65-0104 上江釣子19-61 ☎77-3239

10月9日
㈰

佐藤整骨院 10月30日
㈰

髙橋整骨院

大通り一丁目6-8 ☎63-3725 下江釣子11-53-1 ☎73-5170

休日当番医(9時～17時） 休日当番薬局(9時～17時）

月日 当　番　医

9月25日
㈰

立正堂医院 大内整形外科医院

相去町西野32-1 ☎67-2708 本通り四丁目12-10 ☎63-7230

10月2日
㈰

さくらの内科クリニック きたかみ皮膚科スキンケアクリニック

大曲町7-20 ☎61-5060 大曲町1-2 ☎64-6003

10月9日
㈰

みなみ内科クリニック よしだ整形外科クリニック

鬼柳町荒高35-1 ☎62-3730 鬼柳町荒高34-1 ☎62-5525

10月10日
(月･祝)

中島医院 根本小児科医院

中野町三丁目2-8 ☎65-6151 芳町6-5 ☎63-4687

10月16日
㈰

しゅういちろう内科クリニック ささもり耳鼻咽喉科医院

村崎野17-167-3 ☎72-6567 柳原町三丁目11-16 ☎64-6644

10月23日
㈰

北上駅前さいとう心療内科医院 菅整形外科医院

大通り一丁目3-1 4階 ☎61-4820 上江釣子16-51-2 ☎77-5110

10月30日
㈰

室岡医院 千田クリニック

大通り三丁目5-6 ☎63-3311 大堤北一丁目5-8 ☎71-2455

月日 薬　　局

9月25日
㈰

ほのぼの薬局 銀河薬局村崎野店

相去町相去51 ☎71-2727 村崎野17-171 ☎66-7121

10月2日
㈰

かたくり薬局 さくら薬局北上村崎野店

大通り四丁目3-1 ☎61-3351 村崎野17-170-2 ☎81-4545

とちのき薬局

大通り三丁目8-12 ☎61-3886

10月9日
㈰

日本調剤北上薬局 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店

鬼柳町荒高33-1 ☎62-7272 村崎野17-22-1 ☎68-4976

10月10日
(月･祝)

ひまわり薬局 すずらん薬局

芳町7-20 ☎63-6877 北鬼柳22-36-11 ☎61-2277

銀河薬局村崎野店

村崎野17-171 ☎66-7121

10月16日
㈰

おおぞら薬局 サンケア薬局県立中部病院前店

柳原町四丁目15-29 ☎65-2202 村崎野17-167-1 ☎62-3331

10月23日
㈰

おでんせ薬局 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店

大通り一丁目3-1 1階 ☎65-5551 村崎野17-22-1 ☎68-4976

くるみ薬局

上江釣子16-151-1 ☎72-5017

10月30日
㈰

コノハ薬局 銀河薬局村崎野店

大通り二丁目396 ☎61-0575 村崎野17-171 ☎66-7121

つくし薬局大堤店

大堤北一丁目6-30 ☎67-0211

※発熱がある場合は、事前に電話相談のうえ受診してください。
　休日当番医などは変更になることがあります。保険証を忘れずに持参
　してください。

こども救急電話相談実施中

岩手県医師会が運営する夜間のお子さんの病気や応急処置について

の相談窓口です。看護師がアドバイスします。

♯８０００または☎０１９-６０５-９０００（年中無休 19時～23時）

健康こども部健康づくり課　健康こども部健康づくり課　☎ ☎ 72-8295･8296、 72-8315　　72-8295･8296、 72-8315　　 FAX  65-3834　　 65-3834　　  新穀町一丁目4-1ツインモールプラザ西館hoKko２階 新穀町一丁目4-1ツインモールプラザ西館hoKko２階

新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクト･チーム　新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクト･チーム　☎ ☎ 72-8340　　72-8340　　 FAX  65-3834 65-3834

※第３週目以外の日曜日には開院している歯科があります。電話連絡の上、
受診してください。

　発熱などの症状がある場合は、受診をお断りすることがあります。

休日当番歯科(9時～12時)

月日 歯　　　科

10月16日 
㈰

和賀歯科医院

中野町三丁目2-4 ☎65-3000

10月の健康づくりイベント

　各教室などに参加し、健康づくりをしませんか？健康福

祉ポイント｢きたポ｣対象にもなっています。きたポの詳

細は右下QRコードからご確認ください。　　　　　

　　　　　　　　　 問い合わせ…健康づくり課☎72ｰ8315

■まちの保健室(長寿介護課☎72-8221)

　・ウォーキング、体操、健康相談など/４日㈫、12日㈬、

　　19日㈬、28日㈮/10時～11時30分/hoKko１階ふれあい

　　ホール

■シニアのための運動講座(長寿介護課☎72-8221)要予約

　・ひざ痛腰痛改善講座/４㈫/10時15分～10時45分、11

　　時～11時30分/hoKko１階ふれあいホール

　・楽に歩ける運動講座/19日㈬/10時15分～10時45分、11

　　時～11時30分/hoKko１階ふれあいホール　

　■令和４年度健診結果の見方教室(健康づくり課☎72-

　8296)

　･健診結果の解説、日常生活への助言など/17日㈪10時

　 ～11時/hoKko１階けんしんホール　

　■きたかみマンスリーラン((代表)廣沼☎090-2363-    

　　8423)

　・ランニングまたはウォーキング/22日㈯８

　　時～10時/展勝地公園内いわてFUNラン展

　　勝地散策コース
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