
の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ ３月 
持ち物 定員 対象 受付時間（開催時間） 日 種別 

★看護師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します ★あなたの健康づくりを応援します 
健康ホットライン 
1２７－１０２１（相談専用です） 

月～金（祝日を除く） 
午前９時３０分～１１時 

２月１９日 、３月１１日  
＊上記以外の日程でも相談可能 

ご自身や家族の健康について、また、育児に関する
ことを専用電話で、保健師が相談をお受けします。 

健康相談 
月～金（祝日を除く） 
午前９時～午後５時 
＊要予約 
  電話相談可 

生活習慣病など健康に関すること。 
血圧・尿・体脂肪・喫煙度チェックもできます。 

こころの健康相談 こころの不調への早期対応、予防に関すること。 

お口の健康相談 歯みがきの方法等、歯科に関すること。 

体力チェック 簡単な体力測定で、体力年齢がわかります。 

家庭訪問 ご家庭に訪問して、相談をお受けします。 

栄養相談（要予約） 食生活に関する相談を管理栄養士がお受けします。 

場所・予約・問い合わせは保健センター 

くすり安心電話 
津島海部薬剤師会
会員が、緊急時の薬
の相談に応じます。 
 
午後９時～翌日午前
９時 
 
1０９０-２１３６-３８５８ 

妊産婦歯科 
健康診査 １５ 午後１時～３時３０分 

(指定された時間)

妊娠中の方、出産後１年以内の方 
内容：歯科健康診査、ブラッシング指導、交流会 
＊妊娠中１回（安定期のときに受けてください）、 
産後１回受けることができます 

２０人 
予約制 

母子健康手帳 
手鏡・歯ブラシ 
タオル 

２歳児歯科 
健康診査　 １７ 午後１時～１時４５分 

（指定された時間） 
平成２６年３月生のお子さん 
（３歳未満まで受診可） 

４０人 
予約制 

母子健康手帳、問診票 
タオル 
仕上げ磨き用歯ブラシ 

―― ＢＣＧ 
予防接種 ８ 午後１時２０分～２時 

（指定された時間） 
生後１歳に至るまでのお子さん 
＊対象者に個別通知をします 

母子健康手帳 
BCG予診票 

―― ４カ月児 
健康診査 

２

１６
午後１時～２時３０分 
（指定された時間） 

生後４カ月を過ぎたお子さん 
＊対象者に個別通知をします 
（１歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

―― 
４

１１
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２５年３月生のお子さん 
＊対象者に個別通知をします 
（４歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 
視力･聴力アンケート 

―― １歳６カ月児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２６年８月生のお子さん 
＊対象者に個別通知をします 
（２歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

３

１０

離乳食 
前期 １８ 午前９時４５分～１０時 

(午前１０時～１１時３０分)

教室開催月に５～７カ月頃になるお子さんを 
もつ保護者 
内容：離乳食初期から中期のお話と試食など 

２５人 
予約制 母子健康手帳 

☆健康診査はすべて１～２時間程度かかります。乳幼児健康診査を受けていない方は、保健センターの保健師がご家庭を訪問します。      

☆３歳児健康診査では当日会場で尿検査を実施します。      

☆麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、インフルエンザ、とびひ等にかかっている方は、

医師の許可が出てからお越しください。      

☆予約制の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。      

☆暴風警報等が、愛知県西部地方に発令された場合は実施できないことがありますので、保健センターにお問い合わせください。     
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　月…………　　  件（　　   件） 
（　）内は平成２７年中の累計 

　月………………　  件（　   件） 
（　）内は平成２７年中の累計 

事故発生件数 …　   件（　   件） 
うち死亡者 ………  　人（　   人） 
犯罪発生件数 …  　 件  
（　）内は平成２７年中の累計 

総人口……　　　 人 （  　　） 
　男………　　　 人 （  　　） 
　女………　　　 人 （  　　） 
世帯数…　　　  世帯（  　　） 
１月１日現在、（　）内は前月比 

１２ 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 ２ 
※相談員の都合により相談を休むことがありますので、当日、電話でご確認ください。翌月7日分まで掲載。 
※法律相談は、受付件数が限られていますので、ご希望の日時に相談できない場合があります。 
※年金相談は、受付件数が限られています。（番号札は、当日午前８時３０分より配布） 

保険年金課 医療･年金Ｇ 
内線２１２１ 市役所１階相談室 年金相談 ３、１７日、３月２日 

午前１０時～午後３時 

総務課 庶務Ｇ 
内線２３５１ 市役所１階相談室 法律相談（要予約） ９日　午後１時～４時 

産業振興課 企業誘致・商工推進Ｇ 
内線２２５７ 市役所１階相談室 消費生活相談 

５、１０、１９、２４日、３月４日 
午後１時３０分～４時３０分 

ー５８ 
ー１７ 
ー４１ 
ー１４ 

６４,０７４ 
３１,５３６ 
３２,５３８ 
２５，７５３    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［１２月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 

 

市内の 
火災 

救急車の 
出動件数 

津島データファイル 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 行政相談 ５日、３月４日 

午前１０時～正午 
1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 内職相談 

４、１８、２５日、３月３日 
午前１０時～正午、午後１時～午後３時 1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 心配ごと相談 

１２、２６日　午前９時～正午 
受付は終了時間の1時間前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 法律相談（要予約） ２、１６日、３月１日 

午後１時～４時 
1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 結婚相談 

１、４、８、１５、１８、２２、２５、２９日、 
３月３、７日　午前１０時～正午 
受付は終了時間の1時間前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

老人福祉センター 高齢者の健康相談 ２、９、１６、２３日、３月１日 
午後１時～３時　 1２８‐７５６１ 

神島田祖父母の家 高齢者の健康相談 ３、１０、１７、２４日 
午後１時～３時 1３２‐２１５１ 

総合保健福祉センター 
３階家庭児童相談室 家庭児童相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 1２４‐０３５０ 

公益社団法人認知症の人と 
家族の会・愛知県支部 認知症介護相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～午後４時 1０５６２‐３１-１９１１（電話相談） 

１２ 

２０ ２ 

２,９５３ ２５７ 

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 
水道料金をはじめ、市に対するお支払いの多くにご利用いただけます。
取扱金融機関の窓口にてお申し込みください。 
取扱金融機関 
いちい信用金庫、三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行、
中京銀行、東海労働金庫、海部東農業協同組合、あいち海部農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局） 

市税の今後の納期 

津島商工会議所相談室 相続･登記相談（要予約） 
※ただし、相続税は除く 
 

３、１７日、３月２日 
午後１時～３時 1２８‐２８００　津島商工会議所 

勤労者安心ネット 
ワークセンター 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
（電話相談） 

２６ 
０ 
５１ 

３９２ 
１ 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

５　月 

ー  

ー  

第　１　期 

４　月 

ー  

第　１　期 

ー  

３　月 

ー  

ー  

ー  

固定資産税･都市計画税…第４期　　国民健康保険税…第10期　介護保険料…第11期 
市営・改良住宅家賃､住宅新築資金等償還金､保育所保護者負担金…２月分 
後期高齢者医療保険料…第８期　　下水道事業受益者負担金…第４期 

納期限　平成２８年２月２９日今月の市税や料金など 
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