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2020年東京オリンピック・パラリンピック
山武市はスリランカのホストタウン、キャンプ地です。

第６回いちごの里さんむ
　　　　　　　S１グランプリ
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安心を見つけに ･･････

         そうだ、健診に行こう

利用条件
・ 人間ドックを利用する時点で、山武市国民健康保険に継続
して１年以上加入しており、受診当日も加入している方
・年齢が満30歳以上の方
・ 納期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯
の方
・市が指定する検査項目を含む短期人間ドックを受診する方
・ 前回の人間ドック受診後６カ月以上経過しており、同一年
度内の利用でない方

国民健康保険短期人間ドック助成契約医療機関
山武市⇒さんむ医療センター ･花城医院 ･大平医院
東金市⇒浅井病院
八街市⇒八街総合病院
成田市⇒成田赤十字病院
旭　市⇒国保旭中央病院
鴨川市⇒亀田総合病院
佐倉市⇒聖隷佐倉市民病院
千葉市⇒ 地域医療機能推進機構千葉病院（旧千葉社会保険

病院）、山王病院、亀田総合病院附属・幕張クリニッ
ク、ちば県民保健予防財団、井上記念病院、千葉
ロイヤルクリニック

東京都⇒ＰＬ東京健康管理センター

　国保年金課　☎ 0475（80）1143

後期高齢者医療短期人間ドック助成契約医療機関
山武市⇒さんむ医療センター ･大平医院
東金市⇒浅井病院
成田市⇒成田赤十字病院
旭　市⇒国保旭中央病院
鴨川市⇒亀田総合病院
佐倉市⇒聖隷佐倉市民病院
千葉市⇒ 地域医療機能推進機構千葉病院（旧千葉社会保険

病院）、山王病院、亀田総合病院附属・幕張クリニッ
ク、ちば県民保健予防財団、井上記念病院、千葉
ロイヤルクリニック

東京都⇒ＰＬ東京健康管理センター

　国保年金課　☎ 0475（80）1142

利用条件
・ 人間ドックを利用する時点で、山武市に１年以上住所を有
する後期高齢者医療被保険者の方
・ 前回の人間ドック受診後６カ月以上経過しており、同一年
度内の利用でない方
・ 納期限の到来している後期高齢者医療保険料を完納してい
る方
・市が指定する検査項目を含む人間ドックを受診する方
・同一年度内に市が実施する特定健診を受診しない方

健康の保持・増進を図るため、短期人間ドックにかかる費用を助成します。
自分らしく生きていくために年に一度は受けてください「健診」。

国民健康保険に
加入している方

後期高齢者医療制度
に加入している方

> 利用手続き　短期人間ドック受診の前に本庁または出張所にて利用申請が必要です。
病院に短期人間ドックの受診日を予約後お越しください。
（保険証と印鑑をご持参ください）
>助成額　健診費用の 80％（限度額５万円）
>助成方法　
▶契約医療機関で受診した場合
　医療機関の窓口で健診費用から助成額を除いた額をお支払いください。
▶契約医療機関以外で受診した場合
　�医療機関の窓口で健診費用の全額を支払い、その後市役所窓口で助成金請求をしてください。
　市役所窓口で請求する際、領収書・検査結果・印鑑・振込先のわかるものをご持参ください。
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ふるさとさんむ応援寄附金（ふるさと納税）記念品提供事業者を募集します！
　市では、ふるさと納税により市へ寄附された方へ、地元事業者が取り扱っている特産品等を記念品
として贈呈しています。「ふるさと納税制度」による本市への寄附推進と市の魅力や特産品等の PR
を目的として、記念品をご提供いただく「ふるさとさんむ応援寄附金記念品提供事業者」を募集します。
　あなたの自慢の逸品で市のＰＲにご協力ください。

応募資格
・�市内に本社（本店）、支社（支店）もしくは事業拠
点がある法人または市内在住の個人事業者
・市税の滞納がないこと
・暴力団関係者ではないこと

記念品の要件
・�市の魅力を伝えられるものや市のPRにつながるも
ので、市内で栽培、製造、加工、サービスの提供
等がなされるもの等

受付期限

第一次締切　４月 20日㈭　午後５時必着（郵送可）
受付場所　企画政策課　募集案内は、市ホームページまたは、企画政策課で配布。
審査結果　提出いただいたものを市で審査したのち、結果を事業者へ通知します。

T　企画政策課　☎ 0475（80）1131

※写真はイメージです。

胃がん(40歳以上)
大腸がん(40歳以上)
乳がん(30歳以上女性)
子宮がん(20歳以上女性)

肺がん・結核
〔胸部エックス線検査〕
(40歳以上)

前立腺がん
(50歳以上男性)

平成28年度集団がん検診を
受けた方

平成28年度集団がん検診を
受けていない方 　　

対象者のうち希望する方

新聞折り込み（保健事業案内）の
はがきでお申し込みください。
実施１週間前までには受診票が
郵送されます。

実施１週間前までには受診票が
郵送されます。　

検診当日、会場でお申し込み
ください。

申し込み必要

申し込み必要

平成29年度集団がん検診
今年度集団がん検診（胃・大腸・乳・子宮）を希望する方は、下図により申し込み必要の有無をご確認ください。
対象年齢や日程等の詳細は、４月１日㈯新聞折り込みの『平成 29年度山武市保健事業案内』をご覧く
ださい。　申し込みの締め切りは４月 14日㈮です。

●申込方法

※�はがき・ファクス・ホームページでの申し込みもできます。「氏名・住所・電話・生年月日・希望のがん検診および希望日（平
成 29年度山武市保健事業案内参照）を記入し、健康支援課成人保健係までお願いします。
※年齢基準日は、平成 30年 3月 31日現在の満年齢です。

S・T 健康支援課　　☎0475（80）1171���F0475（80）1177
Hhttp://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/27/kenkousinsa.html

あなたの逸品で市をＰＲ────
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学校再編推進室　☎0475（80）1108

地籍調査係　☎0475（80）1189

T　総務課　☎0475（80）1112

　第67回千葉県消防大会が、３月３日に千葉市
の青葉の森公園芸術文化ホールで開催され、長
年にわたり消防団員として消防活動に尽力し、
消防団発展に貢献された方々に表彰状と記章が
贈られました。（敬称略）

　平成28年10月22 ～24日に開催された第16
回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」
で金メダルを獲得した、髙

たか
田
だ
晃
こう
一
いち
さん（松ケ谷）

と髙
たか
橋
はし
拓
たく
也
や
さん（松ケ谷）が市役所に報告へ訪れ

ました。

髙田　晃一さん（写真中央）
種目：音源走50m　第1位
　　　走り幅跳び 　第1位
髙橋　拓也さん（写真手前）
種目：車いす50m　第1位
　　　ジャベリック・スロー　第1位

　平成29年山武市議会第１回定例会において、
教育委員会委員の任命が提案され、教育委員会
委員に清水新次氏が、議会の同意を得て任命さ
れました。
　任期は２月21日から平成30年６月23日まで
です。

　小・中学校の 
再編を担当す
る部署として、
教育委員会に
学校再編推進
室を新設しま
す。

　都市建設部
土木課地籍調
査係が、さん
ぶの森交流セ
ンターあららぎ
館から山武市
役所本庁へ移
転します。

清
し

水
みず

　新
しん

次
じ

 氏
（成東）

千 葉 県 消 防 大 会 教育委員会委員の任命

４月から市役所組織を一部変更します！第16回全国障害者スポーツ大会
「希望郷いわて大会」で金メダルを獲得

消防庁長官永年勤続功労章
　　　本部付分団長　大

おお
塚
つか
　博

ひろ
文
ぶみ
　氏

千葉県知事　特別功労章
　　　団　長　　　　佐

さ
瀨
せ
　儀

よし
光
みつ
　氏

千葉県知事　永年勤続功労章・感謝状
　　　副団長　　　　土

つち
屋
や
　博

ひろ
文
ふみ
　氏

　　　同夫人　　　	 土
つち
屋
や
　邦

くに
子
こ
　氏

　　　副団長　　　　山
やま
本
もと
　　稔

みのる
　氏

　　　同夫人　　　	 山
やま
本
もと
　純

すみ
子
こ
　氏

日本消防協会長　精績章
　　　分団長　　　　伊

い
藤
とう
　文

ふみ
博
ひろ
　氏

　　　分団長　　　　石
いし
橋
ばし
　章

あき
友
とも
　氏
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平成29年度飼い犬の狂犬病予防集合注射の日程
　狂犬病予防集合注射を下記日程表のとおり実施しますので、必ず受けましょう。
　なお、この期間中に狂犬病予防注射を受けられない場合には、最寄りの動物病院で受け、注射済証
を市役所へ届け出て、注射済登録を行ってください。 　環境保全課　☎0475（80）1161

期　日 会　　　　場 時　　間

4月20日㈭
山武地域

南上戸田バス停留所前 9:20~ 9:50

旧睦岡幼稚園駐車場 10:10~10:40

本郷研修センター 11:10~11:30

武勝（源コミュニティ消防センター） 13:10~13:30

大木公民館 13:50~14:30

4月21日㈮
山武地域

山武北小プール脇 9:30~10:50

中津田公民館 11:10~11:30

4月21日㈮
松尾地域

旧豊岡保育所駐車場 13:20~14:10

松尾運動公園管理事務所前駐車場
（テニスコート脇駐車場） 14:30~15:00

4月23日㈰
山武地域

日向台自治会館前公園 9:20~11:30

山武出張所（あららぎ館） 13:10~15:00

4月23日㈰
蓮沼地域
松尾地域
成東地域

JA山武郡市蓮沼支所駐車場 9:10~10:00

松尾出張所
（松尾IT保健福祉センター） 10:20~11:30

山武市役所前駐車場 13:10~15:00

期���日 会　　　　場 時　　間

4月24日㈪
成東地域

緑海交流センター（旧緑海連絡所） 9:10~10:10

中谷之下公民館 10:30~11:30

本須賀第2公民館（しおさい館） 13:10~13:50

白幡第1公民館（八幡神社前） 14:10~15:00

4月25日㈫
成東地域

根蔵公民館 9:10~ 9:30

板附公民館 9:50~10:10

富田協同館 10:30~10:50

なんごうこども園駐車場 11:10~12:10

成東総合運動公園管理棟前 13:40~15:00

4月26日㈬
蓮沼地域

西浜区民館 9:10~ 9:30

川下（川島食堂） 9:50~10:20

蓮沼出張所
（蓮沼スポーツプラザ前駐車場） 10:40~11:40

4月27日㈭
松尾地域

八田共同利用施設
（八田コミュニティ消防センター） 9:10~ 9:40

本柏共同利用施設 10:00~10:30

松尾出張所（松尾IT保健福祉ｾﾝﾀｰ） 10:50~11:30

高富（東）共同利用施設 13:20~13:50

借毛本郷共同利用施設（三郷館） 14:10~15:00

料金について
●既に登録済の方　　　　　　　　一頭当たりの料金

狂犬病予防注射手数料 2,950 円

狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

合　計 3,500 円

●新規登録の方

新規登録手数料 3,000 円

注射手数料＋注射済票交付手数料 3,500 円

合　計 6,500 円
(時間短縮のため、おつりのないようにご協力ください )

ご注意ください
・生後 91日以上の犬が対象となります。
・犬には生涯１回の登録が義務付けられています。
・ 事故防止のため、必ず犬を抑えられる方が連れてきてください。
　自宅など会場以外の場所にうかがって注射をすることはできません。
・ 転入してきた方は、先に市役所環境保全課にて転入の手続きを済ませてから会場へお越しください。




