
健康づくり支援

健康づくり支援課健康づくり支援担当
TEL 229-4121

 健康づくり・食育・ 
歯科口腔保健の推進

　健康寿命の延伸と生活の質の向上
を実現するため「健康かわごえ推進
プラン（第2次）」（第3次健康日本21・
川越市計画、第3次川越市食育推進計
画、第2次川越市歯科口腔保健計画）
を策定し、地域や各種関係機関・団体
などと連携を図り推進しています。
　保健推進員協議会、食生活改善推進
員協議会などの団体を支援し、協力し
て健康づくり・食育・歯科口腔保健を
推進しています。

健康づくりの啓発
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
健康づくりイベント

　健康づくりや歯科口腔保健の啓発
のためのイベントを開催します。

講演会・講座
　健康づくりや食育等に関する講演
会などを実施します。

栄養事業
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
　特定給食施設に対し、栄養管理など
に関する支援や指導を行います。

歯科事業
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
　成人歯科健診のほか、歯科に関する
相談や教室を実施します。予防歯科
センター（三久保町18-3　TEL 224-
3891）では、口腔内の健康管理や適切
なケアを受ける機会の少ない方に対
して、歯科衛生士が電話や訪問で相談
に応じます。

予防接種
予防接種

健康管理課予防接種担当
TEL 229-4123

　四種混合などの定期の予防接種は、
委託医療機関で接種してください。詳
細は「健康づくりスケジュール」や市
ホームページをご確認ください。
　また、65歳以上の方などを対象に
インフルエンザや肺炎球菌ワクチン
の接種を実施し、費用の一部助成を
行っています。

受動喫煙防止対策
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
　望まない受動喫煙の防止を図るた
めに、飲食施設からの喫煙可能室設置
届出書の受理や違反者への指導等を
行います。
　また、受動喫煙防止の周知、啓発を
行います。
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成人保健
健康教室
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　総合保健センター・公民館などを会
場に、生活習慣病予防のための運動や
栄養などについての健康教室を行っ
ています。

健康相談
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　心身の健康に関する相談を、各種教
室や電話、来所にて受けています。

介護予防教室
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　65歳以上の方を対象に、総合保健
センター・公民館などで、介護予防の
ための運動・口腔・栄養などに関する
教室を行っています。

指定難病医療給付制度
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　指定難病（パーキンソン病・全身性
エリテマトーデス・再生不良性貧血・
悪性関節リウマチ・潰瘍性大腸炎な
ど）の治療を受けている方が、保険診
療を受けた際に支払った医療費など
の自己負担分の一部を助成する制度
の申請を受け付けます。

難病患者家族会への支援
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　難病患者とその家族が集まり、交
流・情報交換などを行っています。
 川越市神経難病患者と家族の会（あ
やめの会）
 ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者家
族交流会（よつばの会）

石綿健康被害救済制度
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　石綿（アスベスト）による健康被害
を受けた方およびその遺族で労災補
償などの対象にならない方に対し、救
済給付を行う制度の申請を受け付け
ます。

肝炎治療医療費助成制度
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルス除去
を目的として行う保険適用の核酸ア
ナログ製剤治療、インターフェロン治
療およびインターフェロンフリー治
療を受けた際の、自己負担分の医療費
などの一部を助成する制度の申請を
受け付けます。

被爆者健康手帳
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　昭和20年8月に広島市と長崎市に
投下された原子爆弾によって被害を
受けた方への、法律による給付の申請
を受け付けています。

骨髄移植ドナー助成費交付
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
　公益財団法人日本骨髄バンクが実
施する骨髄移植のための骨髄または
末梢血幹細胞を提供した方への助成
費を交付します。他の助成金等の交付
（ドナー休暇取得を含む）を受けてい
ない方が対象になります。
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がん検診等

　がん等の早期発見・早期治療のため、市では次の検診を行っています。日程・会場・自己負担金・申し込み方法などは「健康
づくりスケジュール」をご確認ください。

健康管理課成人健診担当　TEL 229-4126

施設検診（総合保健センターで実施）
検診名 検診内容 対象者

❶がん検診

胃がん検診 胃部X線検査

40歳以上の方
肺がん（結核）検診 胸部X線検査、喀たん検査（注1）

大腸がん検診 便潜血検査（2日法）
骨密度検診 X線検査（前腕骨）
前立腺がん検診 前立腺特異抗原（PSA）検査 50歳以上の男性

❷がん検診

肺がん（結核）検診 胸部X線検査、喀たん検査（注1）

40歳以上の女性
大腸がん検診 便潜血検査（2日法）
乳がん検診（注2） 乳房X線検査（マンモグラフィ）
骨密度検診 X線検査（前腕骨）

乳がん検診
乳がん検診（注2） 乳房X線検査（マンモグラフィ）

40歳以上の女性
骨密度検診 X線検査（前腕骨）

骨密度検診 骨密度検診 X線検査（前腕骨） 40歳以上の方

集団検診（公民館等を巡回する検診バスで実施）
検診名 検診内容 対象者

胃がん検診＋大腸がん検診 胃部X線検査、便潜血検査（2日法） 40歳以上の方
肺がん（結核）検診＋大腸がん検診 胸部X線検査、喀たん検査（注1）、便潜血検査（2日法） 40歳以上の方
乳がん検診（注2）＋大腸がん検診 乳房X線検査（マンモグラフィ）、便潜血検査（2日法） 40歳以上の女性

個別検診（市内委託医療機関で実施）
検診名 検診内容 対象者

大腸がん検診 便潜血検査（2日法） 40歳以上の方
前立腺がん検診 前立腺特異抗原（PSA）検査 50歳以上の男性

子宮がん検診（注2）
内診・視診・頸部細胞診 20歳以上の女性
※ 体部細胞診は、問診の結果、最近6か月以内に不正性器出血・月経異常・褐色帯下のいずれかの症状があり、本人が
同意し、子宮頸部細胞診と併せて受診する方

乳がん検診（注2） 乳房X線検査（マンモグラフィ） 40歳以上の女性
肝炎ウイルス検診 HBs抗原・HCV抗体検査（血液検査） 20歳以上の肝炎ウイルス検診未受診者
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（注1）  喀たん検査は、50歳以上で喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が600以上の高危険群の方が対象。
（注2）子宮がん検診、乳がん検診の受診間隔は2年度に1回です。
（注3）受診間隔は2年度に1回です。定員と年3回の申込期間・受診期間があります。申し込み多数の場合は抽選です。

検診名 検診内容 対象者
胃がん検診
（胃部エックス線検査） 胃部X線検査 40歳以上の方

胃がん検診
（胃内視鏡検査）（注3） 胃内視鏡検査 50歳以上の方

健康増進健康診査 身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査 40歳以上で社会保険に加入していない、生活保護世帯に
属する方または中国残留邦人等支援給付を受けている方

歯周病検診 口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・
口腔清掃状態・歯科保健指導 4月1日現在40・45・50・55・60・65・70歳の方

健康手帳の交付 健康管理課成人健診担当　TEL 229-4126

　40歳以上の方を対象に健康手帳を交付しています。健康診査の結果などを記録し、健康管理に役立ててください。

歯科診療所
川越市ふれあい歯科診療所　TEL 227-8119

保健所
献血
保健総務課　TEL 227-5101

　市では、献血思想の普及活動などに
より、埼玉県赤十字血液センターの献
血事業を支援しています。
　また、川越クレアモール献血ルーム
（脇田町4-2　ドン・キホーテ川越東
口店4階　TEL 225-8760）では、年末
年始を除く毎日、献血を行っています
（年末年始については、直接、川越クレ
アモール献血ルームへお尋ねくださ
い）。
　献血には、成分献血・200ml献血・
400ml献血の3種類があります。

　市ふれあい歯科診療所では、下記のとおり障害のある方への歯科診療のほか、一般的な歯科診療も行っています。

診療日 診療時間 休診日
月～金曜日 午前9時～午後0時30分・午後1時30分～4時 土・日曜日、祝・休日、年末年始

＊ 診療は、予約制となっていますので、事前に電話で予約してください。

医事・薬事
保健総務課　TEL 227-5101

　医療施設や薬事関係施設の指導・相
談や、医薬品などの適正使用の推進に
関することについてお尋ねください。

衛生関係の免許申請の受理・交付
保健総務課　TEL 227-5101

　厚生労働大臣と埼玉県知事が与え
る免許の申請を受け付けています。婚
姻などにより、免許証の記載事項に変
更が生じた場合は、書き換え手続きが
必要です。また、免許証を破損または
紛失したときは、再交付を申請するこ
とができます。申請時に必要な書類な
ど、詳しくはお尋ねください。

食品営業許可・届出
食品・環境衛生課　TEL 227-5103
　食品衛生法が改正され、営業許可制
度の見直しおよび営業届出制度が創
設されました。食品を取り扱う事業者
は、食品営業許可または営業届出が必
要になる場合があります。
　食品営業許可を取得する場合は、申
請書と図面などの関係書類を食品・環
境衛生課（保健所1階）に提出してく
ださい。営業内容により施設の基準が
異なるため、図面を持参し、事前にご
相談ください。申請時には手数料が掛
かります。
　また、営業届出の場合は、食品衛生
責任者を設置の上、営業届を提出して
ください。
＊詳しくはお尋ねください。

申請が行える免許
厚生労働大臣が与える免許
 医師   臨床検査技師
 歯科医師  診療放射線技師
 薬剤師  理学療法士
 保健師  作業療法士
 助産師  視能訓練士
 看護師  管理栄養士
衛生検査技師（書き換え・再交付のみ）

埼玉県知事が与える免許
 栄養士  准看護師
 調理師  クリーニング師
 製菓衛生師  登録販売者
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保健所の相談
医療安全に関する相談
保健総務課　TEL 227-5101

医療安全（医療機関）に関する相談です。

精神保健福祉相談
保健予防課　TEL 227-5102

　心の健康に関すること、精神保健福
祉に関することやサービスについて
など、保健師・精神保健福祉士による
面接相談（要予約）。電話は随時。

うつに関する相談
保健予防課　TEL 227-5102

うつ病の予防、治療、対応に関すること
など、保健師・精神保健福祉士による面接
相談（毎月原則第1・3木曜日、要予約）。

アルコールに関する相談
保健予防課　TEL 227-5102

　アルコールによる疾患、アルコール
問題に関する対応など、保健師・精神
保健福祉士などによる面接相談（毎月
原則第4木曜日、要予約）。

ひきこもりに関する相談
保健予防課　TEL 227-5102

ひきこもりに関すること、家族の対応
など保健師・精神保健福祉士による面接
相談（毎月原則第2木曜日、要予約）。

感染症相談
保健予防課　TEL 227-5102

性感染症検査・相談
　HIV（エイズ）・梅毒・クラミジア・B
型肝炎・C型肝炎の血液検査と相談。

食中毒・食品相談
食品・環境衛生課　TEL 227-5103

　食中毒や食品に関する相談です。

犬の登録と狂犬病予防注射
食品・環境衛生課　TEL 227-5103
　日本国内での狂犬病の発生・まん延
を防止するため、生後3か月（91日）以
上の犬の飼い主には、犬の登録（犬の
生涯に1度）と、毎年度1回の狂犬病予
防注射を受けさせることが義務付け
られています。
　犬を飼い始めた方は、食品・環境衛
生課（保健所1階）で登録の手続き（手
数料3,000円）をしてください。また、
狂犬病予防注射については次のとお
りです。
❶ 動物病院で注射を済ませた場合、「狂
犬病予防注射済証」を持って食品・環
境衛生課で注射済票の交付手続き
（手数料550円）をしてください。
❷ 毎年4月に集合狂犬病予防注射を
行っています。日程・会場は広報川
越でお知らせします。経費は3,500
円（注射済票交付手数料550円・注射
料金2,950円。令和4年4月1日現在）

です。新規登録の場合は、ほかに登
録手数料（3,000円）が掛かります。

　川越市に転入した方は、前住所地の
「鑑札」を持って食品・環境衛生課で、
手続きをしてください。
　犬の所在地または所有者が変更に
なった場合、犬が死亡した場合には、
届け出が必要です。
　交付を受けた「鑑札」と「注射済票」
は首輪に付けてください。迷子になっ
た場合に飼い主を特定する情報の1
つになります。
＊ ペットなどが死んだときの処分は、 118
ページ「動物の死体」をご覧ください。

食品・環境衛生課　TEL 227-5103

どうしても飼えなくなっ
た犬と猫の引き取り

最後まで面倒を見ることが飼い主と
しての義務です。どうしても飼えなく
なった場合に限り引き取ります。手数
料は成犬・成猫（生後91日以上）は1頭
2,000円、子犬・子猫（生後90日以内）は
10頭まで2,000円です（要事前相談）。

食品・環境衛生課　TEL 227-5103

飼い主のいない猫の不妊・
去勢手術に対する補助金

　飼い主のいない猫の繁殖の抑制を
図り、地域の良好な生活環境を促進す
るため、飼い主のいない猫に対する不
妊・去勢手術を実施する方に補助を
行っています（要事前相談）。

匿名で受けられます。電話による相談
は随時受け付けています。検査日程な
ど、詳しくはお尋ねください。

その他
　結核を含む感染症の予防啓発事業
および患者などへの対応。光化学ス
モッグによる健康被害の受理も行っ
ています。

いつでも
持ち歩ける
利便性  

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

川越市民のしおりが
 電 子 書 籍 に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
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川越市民のしおりが
 電 子 書 籍 に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
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