
便潜血検査
（2日分の便を採って提出）

450円40歳以上の男女

6～12月
市から郵送される検査容器に採
便後、掛川医療センター、肺・胃・
前立腺・肝炎ウイルス検診会場
で自己負担金と合わせて提出。

41歳以上の女性
（2年に1回）

胸部エックス線検査
39歳以上の男女
50歳以上の男性 1,000円　

6～11月 

7～11月 
5～10月
・開業医
・中東遠総合医療センター
10～12月
・検診車
5～令和4年1月
・中東遠総合医療センター
10～12月
・検診車

子宮頸がん

肺がん・結核
胃がん
前立腺がん

乳がん

大腸がん
（R3年～要申し込み）

20歳の女性
（無料クーポン券6月送付）

21歳以上の女性

1,300円

※申込時に検診会場を中東遠総合医療センターまたは検診車から選択

40歳の女性
（無料クーポン券6月送付）

マンモグラフィ

内診･細胞診 

血液検査

※申込時に検診会場を開業医・中東遠総合医療センターまたは検診車から選択

40歳以上の男女
胃部エックス線検査（バリウム検査）

100円
1,100円

1,200円

無　　料

無　　料

けい

検診名 検査内容 自己負担金 実施時期など（予定）対象（令和3年4月1日現在）

39～70歳の男女で
これまで一度も検査をして
いない方

血液検査
（B・C型肝炎ウイ
ルスの感染を調
べます）

7～11月
・掛川医療センター
・大東支所
・大須賀支所

500円

検診名 検査内容 対象（令和3年4月1日現在） 自己負担金 実施時期など（予定）

肝炎ウイルス

手首レントゲンに
よる骨密度測定
歯周病など、口の 
中のチェック

骨粗しょう症 50、55、60歳の女性 1,000円 8～11月
掛川医療センター 

歯周疾患 40、50、60、70歳の男女 1,000円 7～10月
市内指定歯科医院

40、45、50、55、60、65、70歳 無  　 料★
事
業
の
詳
細
は
、各
連
絡
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ふくしあ健康相談（2月）

●東部ふくしあ（☎61-2900）
　2/  5 （金） 9：30～11：30
●中部ふくしあ（☎28-9713）
　コープ緑ヶ丘店
　2/15 （月）  10：00～1１：３0
●西部ふくしあ（☎29-5977）
　2/ 9 （火） 10：00～1１：00
●大東ふくしあ（☎72-1116）
　2/  3 （水） 9：30～11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
　大須賀老人福祉センター
　2/ 4 （木） 9：30～11：30

納期限情報

　　市役所、支所、市指定金融機関、
コンビニエンスストアで納付でき
ます。口座振替の方は口座残高を
ご確認ください。
※バーコード付き納付書の方は
PayPay、LINE Payでも納付
できます。

納期限は2月5日（金）
　納税課（☎21-1206）

国民健康保険税第7期

納税は口座振替が便利です

地震・津波対策寄付金
多くのご支援

ありがとうございます
　危機管理課（☎21-1131）
令和2年12月1日現在の申出額

 区分 件数 金額（円）
 個人 324 8,272,740
 法人 526 273,984,155
 団体 359 12,759,112
 合計 1,209  295,016,007
みなさんからいただいた寄付
金の最新情報などは、二次元
コードもしくは市ホームページ
下部の「注目ページ」からご覧
いただけます。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
催
し
や
お
知
ら
せ
・
募
集
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

1月のけっトラ市は
開催を中止します
　実行委員会（☎21-1124）

1月のけっトラ市は
開催を中止します
　実行委員会（☎21-1124）

富士見台霊園
墓所使用者募集

　　環境政策課（☎21-1145）

募集区画　25区画（予定）
永代使用料　30万円（別途清掃料
2,630円/年）
申込資格　次の条件を全て満たす方
①市内に住所を有する方②祖先の
祭事を主宰すべき方③墓所の管理
を確実に行うことができる方④富
士見台霊園にお墓を有していない
方⑤現に配偶者または3親等以内
の親族の焼骨を有する方⑥1年以
内に焼骨の埋蔵または碑石の設置
をする見込みがある方
申込期間　1月18日（月）～2月5日（金)
必要書類　募集申込書、申請者の免許
証コピー、申請者と死亡者との関係
が分かる戸籍謄本と家系図、火葬許
可証コピー（埋蔵していない場
合）、収蔵証明書または埋蔵証明書
（既に埋蔵している場合）
申込方法　本人または代理人（要委
任状）が、市役所2階環境政策課に
直接提出
※応募者多数のときは、下記抽選会を
行います（現在、ほかに墓地をお持
ちでない方が優位となる方法で実
施します）

とき　2月18日（木）午前9時～9時30
分（時間厳守）

ところ　市役所4階会議室

子どもの教育資金を
国の教育ローンがサポート
　教育ローンコールセンター

（☎0570-008656、03-5321-8656）

高校、短大、大学などへ入学・在学す
る子を持つ家庭を対象とした公的な
融資制度です。詳細はホームページ
（国の教育ローンで検索）またはコー
ルセンターまでお問い合わせくださ
い。
使途　入学金、授業料、教科書代、ア
　パート・マンションの敷金・礼金など
融資額　子1人につき350万円以内
金利　年1.68㌫固定金利（母子家庭
　などは年1.28㌫）（令和2年11月2
　日現在）
返済期間　15年以内（母子家庭など
　は18年以内）
返済方法　毎月元利均等返済（ボー
　ナス時増額返済も可）
補償　（公財）教育資金融資保証基金
　（連帯保証人による保証も可能）

市内の県営住宅入居者募集
　 　県住宅供給公社
（☎053-455-0025）

市内県営住宅などの入居者を募集し
ています。詳細はホームページや市役
所3階都市政策課で紹介しています。
ホームページ(http//www.sjkk.or.jp/)

・75歳以上(令和3年4月1日現在)の方は検診料が無料です(大腸がん検診を除く)。
・生活保護世帯の方の検診料は無料ですが、別途申請書の提出が必要です。受診前にご連絡ください。
＜申込方法＞
次の1～3のいずれかでお申し込みください。 申込期限：7月31日（土）
1　徳育保健センター、大東支所または大須賀支所へ来所
2　電話または市ホームページ｢電子申請｣から
※右の二次元コードからも電子申請できます(通信料がかかります)。

3　希望する検診名(子宮頸がん、乳がん検診は検診会場も)、住所、氏名、性別、
生年月日、電話番号をハガキに記入して郵送(〒436-0068 御所原9-28  健康医療課宛)
※検診会場および日時は、申し込みをされた方に別途ご案内します。

～受けてください、命を守るがん検診～
令和3年度　がん検診などの申し込み受け付けを開始します

　　  健康医療課（☎23-8111）

●令和3年度に市の検診を受ける方は申し込みが必要です。ただし①②の方の申し込みは必要ありません。
①令和2年度（乳がん検診は令和元年度）に受けた方（受けた検診の受診票が届きます）
②令和元年度または令和2年度に、大腸がん検診を受けた方（検査容器が届きます）

少ない自己負担金で各種検診を受診できます。がんは早期の段階では自覚症状がないため、定期的な受診が
大切です。1年に1回、検診を受けましょう。
対象　掛川市に住民登録があり、ほかで受診の機会がない方
　　　※現在治療中の方、ご自身や配偶者の勤務先、学校、人間ドックなどで受診される方は対象から除きます。

※65歳以上の方の結核検診は、法律で定められています。

●以下の検診を希望する方は、申し込みが必要です。

二次元コード

お詫びと訂正　広報かけがわ令和2年12月号の9ページ「水道料金などもスマホ決済で」で、PayPayの利用ができない場合の記載に誤りが
ありました。正しくは「金額が30万円を超えている場合」です。訂正してお詫びします。15 14KOHO  KAKEGAWA  2021.1

※宅地内の水道修理は有料です。 問水道課（☎21-1717）宅地内の水道修理の連絡先 （土・日・祝日） 1/1～2/7
北　部（掛川区域） 南　部（大東・大須賀区域）
（株）巧栄水道 （☎24-7661）
（株）掛川水道設備 （☎24-8055）
（株）まつだ配管 （☎26-3261）
（株）浅岡工業 （☎24-2611）
（有）諸星配管 （☎22-2975）
（株）トダックス （☎26-2161）
（有）松井管工 （☎23-0581）
（株）マツイ健設 （☎23-8691）
協和水道（株） （☎26-1331）
（株）巧栄水道 （☎24-7661）
（株）掛川水道設備 （☎24-8055）
（株）まつだ配管 （☎26-3261）
（株）浅岡工業 （☎24-2611）
（有）諸星配管 （☎22-2975）

（有）大澄設備 （☎48-4476）
（有）北端工務店 （☎74-2445）
（有）三久配管 （☎090-5118-3125）
シンワ設備（株） （☎24-3３22）
（有）静管興業 （☎72-4705）
（有）土屋設備 （☎４8-2093）
綱取管興 （☎48-2004）
（有）林配管 （☎72-5515）
（有）豊設備 （☎72-5630）
（有）浅岡管興 （☎48-4221）
（有）エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）大城配管　　 （☎72-4685）
（有）大澄設備 （☎48-4476）
（有）北端工務店 （☎74-2445）

1/  1 （金・年始）
    2（土・年始）
    3（日・年始）
    9（土）
   10（日） 
   11（月・祝）
 16（土）
         17（日）
   23（土）
   24（日）
   30（土）
   31（日）
2/   6 （土）
    7（日）

1/  1 （金・年始）
    2（土・年始）
    3（日・年始）
    9（土）
   10（日） 
   11（月・祝）
 16（土）
         17（日）
   23（土）
   24（日）
   30（土）
   31（日）
2/   6 （土）
    7（日）

大腸がんの申し込みが
変わります。




