
（健診・人間ドック）　※対象年齢は年度末の到達年齢
事業名 対象 実施月 場所 内容等 予約

す
こ
や
か
市
民
健
診

基
本
健
康
診
査

生活習慣病予防健診 20～39歳

5～11月ごろ
立野庁舎
（保健センター）
各健康福祉センター
など

身長・体重・腹囲測定、血圧測定、検
尿、血液検査など
※�特定健康診査・後期高齢者健診で
は、必要に応じて貧血、心電図、眼
底検査

申込制

特定健康診査 40～74歳の豊岡市
国保加入者

後期高齢者健診 75歳以上

胃がん検診
40歳以上

造影剤（バリウム）による胃透視検査
肺がん検診 X線レントゲン撮影
大腸がん検診 便潜血反応検査（2日法）
前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査（PSA）

乳がん検診 40歳以上の女性で偶
数年齢・41歳の女性

マンモグラフィ検査（乳房のX線レ
ントゲン撮影）

子宮頸
けい

がん検診 20歳以上の女性 視診、細胞診

肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に受
けたことのない方

血液検査
（B型・C型肝炎ウイルス）

腹部超音波検査 40歳以上 腹部（肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎
臓）エコー検査

歯周病検診 20～70歳の偶数年
齢・76歳 歯科医師による歯・歯ぐき検査など

人
間
ド
ッ
ク

日帰りドック

40歳以上 通年

豊岡病院
日高医療センター
出石医療センター

基本健康診査、各種がん検診など半日ドック 日高医療センター
1日ドック 日高医療センター
1泊2日ドック 日高医療センター

骨粗しょう症検診 40～70歳の女性 秋期 日高医療センター DEXA法（エックス線検査）
市民胸部（結核）検診 65歳以上 6～10月ごろ 地区巡回 胸部エックス線検査 申込不要

●各健診（検診）の実施時期や対象者などの詳細は、随時、市広報紙でお知らせします。

健康診査の種類・内容
すこやか市民健診� 健康増進課　☎24-1127

健康・医療
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○健康に関する相談や教室を開催します。実施時期や内容などは会場により異なります。
事業名 対象 実施日 場所 内容等

健康づくり応援隊 行政区・地域コ
ミュニティ 随時 公民館・会館など いつまでも元気に暮らすため介護予防、運動、生活

習慣病予防、栄養、歯など健康に関する教室

栄養改善教室 成人・高齢者 市広報紙でお知
らせします。 ウェルストーク豊岡 スマートクッキング教室、男性のための健康料理

教室など食生活を見直す教室

健康運動教室
はつらつチャレンジ塾 高齢者

4～7月（16日）
8～11月（16日）
12～3月（16日）

ウェルストーク豊岡
ウェルストーク豊岡での集団運動プログラムを指
導員の指導のもと、安全で効果的に運動習慣を身
に付ける教室

体力測定・運動相談 成人・高齢者 毎月1回 ウェルストーク豊岡 簡単な体力測定、体組成測定、自宅で行える運動プ
ランの提案

在宅リハビリ訪問 高齢者・障害者 随時 各家庭 家庭での体操指導、住宅改修等の相談など
口腔訪問指導 高齢者・障害者 随時 各家庭 家庭での口腔ケア指導、口腔機能向上指導など
在宅寝たきり
歯科訪問

寝たきりの
高齢者・障害者 随時 各家庭 家庭での検診、応急処置、相談など

こころのケア相談 成人・高齢者 4月から隔月
（計6回） 立野庁舎 人間関係のストレスでの体調不良、眠れない、認知

症の相談などに精神科医が応じる

こころの相談室 成人・高齢者 毎月1回 立野庁舎 気分の落ち込み、対人関係の悩みなどの相談に心
理士・保健師が応じる

献血 16～69歳 市広報紙でお知らせします。 ※�65～69歳の方は、60歳以降に献血の経験があ
る方に限る

市民健康教室・相談
健康教室・相談など� 健康増進課　☎24-1127

　上記の他にも各振興局で実施している事業があります。
　詳細は、市広報紙をご覧の上、健康増進課または各振興局市民福祉課に問い合わせてください。

もしもし電話健康相談

玄さん元気教室� 健康増進課まちづくり推進室　☎21-9095

プレママ相談・母子健康手帳交付
　妊娠した方は、下記の会場で妊娠届出書を提出し「母子健康手帳」の交付を受けてください。母子健康手帳は妊娠
中から子どもが大きくなるまでの健診や予防接種を受けるために必要ですので、大切に保管してください。

種類 内容 実施方法 場所

プレママ相談
（妊婦相談）

母子健康手帳交付
妊婦健康相談、歯科・栄養相談、妊婦健診、
妊婦歯科健診、助成の手続き　他

定例実施（市広報紙でお知らせ）
※�開催日に都合の悪い場合は問い合わせてくだ
さい。

豊岡市保健センター

母子健康手帳交付 母子健康手帳交付、妊婦健診・妊婦歯科健
診助成の手続き

保健師駐在日のみ（事前申込み必要）
※�城崎・竹野…火曜日、日高・出石・但東…木曜日

城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、
出石庁舎、但東庁舎

妊娠したとき
母と子の健康� 健康増進課　☎24-1127

　電話で、乳幼児から高齢者までの健康相談を行っています。毎週月～金曜日午前9時～午後5時　☎22-7700

　玄さん元気教室は、区の会館などで体操を行う健康づくりのための自主活動プログラムです。
　平成30年3月末時点で、市内134団体、約2,000人の方々が活動中です。
　教室は、仲間づくり・見守り・支え合いなどの側面も併せ持っており、地域の結
び付きを強めます。
内容　�筋トレを中心とした元気もん体操（ストレッチ、筋トレ、音楽体操）
頻度　�週1回
場所　�区の会館等
支援　�市から健康まちづくり指導員や保健師等のスタッフを派遣します。ま

た、体操用ミニボールや自動血圧計などを、教室継続中は無償で貸与し
ています。
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なかよし広場
　親子や妊婦が気軽に集い、情報交換するための交流の場です。各会場で定例実施しています。

種類 内容 対象 場所

なかよし広場 交流、育児相談、ふれあい遊び
身体計測　他

妊娠中の方
2歳までの乳幼児とその保護者

子育て総合センター（アイティ7階）、
各子育てセンター

なかよしグングン
広場

交流・育児相談・歯科相談・集団遊び
身体計測　他 おおむね3～6歳の幼児とその保護者 子育て総合センター（アイティ7階）

妊婦健康相談・妊婦訪問
　母子健康手帳交付後、希望者には保健師・助産師による妊婦訪問を行います。また、妊娠中の健康・日常生活・栄
養など不安な点・疑問な点がありましたら健康増進課に問い合わせてください。

種類 内容 場所
4か月児健康診査 計測・問診・内科診察・離乳食相談・育児相談など

豊岡市保健センター
日高健康福祉センター
出石健康福祉センター

7か月児健康診査 計測・問診・内科診察・離乳食相談・育児相談・歯科相談・ブックスタート（絵本の読み聞かせ）など
1歳6か月児健康診査 計測・問診・内科診察・歯科診察・育児相談・歯科相談・フッ素塗布（希望者）・栄養相談など
3歳児健康診査 計測・問診・内科診察・歯科診察・尿検査・視聴覚検査・育児相談・歯科相談・栄養相談など
※受付時間・対象者は、市広報紙や市ホームページでお知らせします。

※条件：�「日中、家事や育児を行う者が他にいない」など。詳しくは問い合わせてください。
※2：�課税状況で料金が変わります。申請書提出時に課税状況閲覧の同意をいただきます。

期間 サービス名 内容 申込み 費用

妊娠から
産後6カ月

マタニティママ＆
ベビー交流会

妊婦～生後6カ月までの乳児とママの交流会です。マタニティヨガや簡単クッキン
グ、保健師、助産師、保育士、栄養士（歯科衛生士）の相談コーナーもあります。 必要 無料

サポーター派遣
（ヘルパー派遣）

サポーター（ヘルパー）が相談相手になったり家事援助（食事の準備・洗濯・掃除・買い
物・上の子の世話等）や育児援助（沐浴の手伝い、病院受診の同行等）を行います。

必要
※条件あり

300円/時間
※2

出産から
産後6カ月

産後ケア（宿泊型）
産後3カ月未満が
対象です

出産後、乳児と一緒に過ごしながら、ママの心身の休養やおっぱいケア、食事のケア、
ベビーケア、育児方法を教えてもらうなどを受けることができる宿泊型サービスで
す。

必要
※条件あり

4,000円/日
※2

産後ケア（訪問型）助産師が家庭を訪問して、おっぱいケアや沐浴指導を行います。また、実際に授乳のアドバイス、育児についての相談を実施します。
必要

※条件あり
1,000円/回
※2

妊娠・出産・子育てサポートサービス

赤ちゃんが生まれたら

乳幼児健診

新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問事業
　赤ちゃんが生まれたら母子健康手帳に付いている「出生連絡票」のはがきを記入の上、健康増進課に郵送してく
ださい。希望に応じて訪問します。里帰り出産など市外で出産の方は、健康増進課に相談してください。
　また、こんにちは赤ちゃん訪問事業として民生委員による生後4カ月までの乳児の全戸訪問を実施して、地域
とのつながりのきっかけにしています。

種類 内容 場所

1才のすくすく
広場

幼児食・歯みがきの話・
栄養および歯科相談
（希望者）など

豊岡市保健センター

にこにこ教室
（2歳児育児教室）

計測（希望者）・親子遊
び・幼児食相談・育児相
談・歯科相談・フッ素塗
布（希望者）など

豊岡市保健センター
日高健康福祉センター
出石健康福祉センター

※�受付時間・対象者は、市広報紙や市ホームページでお知ら
せします。
育児相談
　健診・育児教室以外でも希望により育児相談を行っ
ていますので、相談してください。

育児教室 補助制度
妊婦健康診査費補助
　妊婦が、妊娠期間中を健やかに過ごし、安全に出産
を迎えるため、14回分の妊婦健康診査費用の一部を
助成します。
◇内容・補助金額
　� 1回　　上限15,000円
　13回　各上限� 5,000円
◇申請手続き・問合せ　健康増進課　☎24-1127
妊婦歯科健康診査
　妊娠期の口腔内トラブルの早期発見・早期治療のた
め、妊娠期間中1回の妊婦歯科健康診査費用を助成し
ます。
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（子どもの予防接種）
内容 対象 回数 備考

B型肝炎 生後2～12カ月（1歳）に至るまで
初回2回 4週間以上空け2回受ける。
追加1回 1回目から139日以上空けて受ける。

ヒブ 生後2～60カ月（5歳）に至るまで
初回3回 4～8週間隔で3回受ける。
追加1回 初回終了後7～13カ月の間に受ける。

小児肺炎球菌 生後2～60カ月（5歳）に至るまで
初回3回 4週間以上空けて3回受ける。

追加1回 初回終了後60日以上空けて受ける。（生後12～
15カ月に至るまでに受けることが望ましい）

BCG 生後12カ月に至るまで 1回 生後5～8カ月に達するまでに受けることが望ま
しい。

四種混合（ジフテリア・百
日ぜき・破傷風・不活化ポ
リオ）

生後3～90カ月（7歳6カ月）に至るまで
1期初回3回 3～8週間隔で3回受ける。

1期追加1回 1期初回終了後6カ月以上空けて受ける。（12～
18カ月に達するまでに受けることが望ましい）

不活化ポリオ 生後3～90カ月（7歳6カ月）に至るまで

1期初回3回
（生ワクチン1回
接種済→初回2回）

3～8週間隔で3回受ける。

1期初回終了後6カ月以上空けて受ける。（12～
18カ月に達するまでに受けることが望ましい）

1期追加1回
ジフテリア・破傷風 11～12歳 2期1回 小学6年生

麻しん（はしか）風しん
1期　生後12～24カ月に至るまで

1回
すでにかかった人は受ける必要はありません。通
常は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使
用する。2期　�5歳以上7歳未満であって小学校就学前

1年間

水痘 生後12～36カ月に至るまで 2回 2回目は1回目終了後3カ月以上空けて受ける。（6
～12カ月空けることが望ましい）

日本脳炎

1期　生後6～90カ月（7歳6カ月）に至るまで
※�平成7年4月2日から19年4月1日に生まれ
た方で、1期・2期の接種を受けていない方は
20歳までの間に接種することができます。

※�平成19年4月2日～21年10月1日に生まれ
た方で、1期の接種を受けていない方は7歳
6カ月に至るまでの間、および9歳以上13
歳未満の間に接種することができます。

初回2回 初回は1～4週間間隔で2回受ける。1期初回は、3
～4歳に受けることが望ましい。

追加1回 初回終了後6カ月以上（おおむね1年）空ける。

2期　9～12歳 1回 小学4年生

子宮頸がん 中学1年生～
高校1年生相当年齢の女子 3回

同一のワクチンを半年間に3回受ける。
【サーバリックス】2価
2回目…1回目から1カ月後　3回目…1回目から6カ月後
【ガーダシル】4価
2回目…1回目から2カ月後　3回目…1回目から6カ月後
※�現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的
にはお勧めしていません。

個別予防接種協力医療機関にて通年実施しています。
※必ず医療機関に予約してください。

（高齢者予防接種）
内容 対象 実施月 備考 場所

高齢者
インフルエンザ

①65歳以上
②�60～64歳（特定の疾患のある方に限る） 10～1月 詳細は、市広報紙でお知らせします。

個別予防接種協力医療機関
成人用肺炎球菌

①65歳
②平成30年度までは、年度末の年齢が
65・70・75・80・85・90・95・100歳
③60～64歳（特定の疾患のある方に限る）

通年 対象の方は、個別に案内をします。

予防接種

特定不妊治療費補助
　不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療の
体外受精および顕微授精（特定不妊治療）に要する費
用の一部を助成します。
不育症治療費補助
　不育症の検査・治療を受けている夫婦に対し、その
費用の一部を助成します。

未熟児養育医療費補助
　身体の発達が未熟なまま出生した乳児（未熟児）で、
医師が指定養育医療機関において、入院養育を必要と
認めたものに対して、養育医療の給付を行います。た
だし、給付は、入院医療に限られ、期間は最長で1歳の
誕生日の前々日までです。
◇申請手続き・問合せ　健康増進課　☎24-1127
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　高齢者、障害者、乳幼児、母子（父子）家庭などの皆さ
んの医療保険制度の自己負担の一部を助成する制度
です。資格の認定に当たっては、医療保険に加入して
いる必要があり、年齢、所得要件などがあります。
対象者
　高齢期移行者医療
　対象：65歳から69歳までの方
　乳幼児等医療
　対象：0歳から小学校3年生までの乳幼児など
　重度障害者医療
　対象：�身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉

手帳1級または療育手帳A判定の方で、後期高
齢者医療制度に加入していない方

　母子家庭等医療
　対象：�母子（父子）家庭の児童およびその親ならびに遺児の方
　高齢重度障害者医療
　対象：�後期高齢者医療制度の被保険者であり、かつ、

重度障害者医療の資格要件を満たす方
　こども医療
　対象：小学校4年生から中学校3年生までの児童・生徒

こども医療（外来） 2割負担（1医療機関等ごと、月1,600円まで）
こども医療（入院） 無料

こども医療一部負担金

福祉医療� 市民課　☎21-9061（各振興局市民福祉課）

申請に必要なもの
　印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳、児童扶養手当証書（所持者の
み）、本人確認書類（運転免許証など）
※�転入した場合などは、所得課税証明書が必要となる場
合がありますので、詳細は、問い合わせてください。

種類 外来 入院
乳幼児等医療 400円 無料

※�中学生以下の入院は無料。ただし、申請により償還払い
※�一般区分、低所得区分は、「所得基準」をご覧ください。

種類 一般区分 低所得区分

母子家庭等医療 外来　� �800円
入院　3,200円 外来　� �400円

入院　1,600円重度障害者医療
高齢重度障害者医療

外来　� �600円
入院　2,400円

一部負担金（高齢期移行者医療・こども医療を除く）
　一部負担金とは、1日当たりの受給者負担限度額で、
1保険医療機関等ごとに月2回までの負担となりま
す。
　なお、入院の場合は、定率1割負担で、負担上限額は
下表のとおりとなります。

種類 対象者 低所得者
区分

負担
割合

外来負担
限度額

入院負担
限度額

高
齢
期
移
行
者
医
療

昭和24年6月
30日以前生

Ⅰ 1割 � 8,000円 15,000円
Ⅱ 2割 � 8,000円 24,600円

昭和24年7月
1日以降生

Ⅰ 2割 � 8,000円 15,000円
Ⅱ 2割 12,000円 35,400円

高齢期移行者医療一部負担金
　所得に応じて、1割または2割負担となり、同一月内
における負担額が、下記の負担限度額を超えた場合
は、申請に基づいて支給します。

乳幼児等・重度障害者・高齢重度
障害者・こども医療の所得基準

母子家庭等の
所得基準

市民税所得割額23.5万円未満
※0歳児は所得制限なし

児童扶養手当の所得制限の基
準を準用

　低所得者基準は、本人および扶養義務者が年金収入80万円以下、ま
たは年金を加えた所得が80万円以下

高齢期移行者医療の所得制限基準および低所得者基準
区分 所得制限基準

低所得区分Ⅱ
市民税非課税世帯で、年金収入を加えた所得80万円
以下の対象者（昭和27年7月1日以降生まれの方は
所得基準に加え、要介護2以上）

低所得区分Ⅰ 市民税非課税世帯で世帯全員に所得がないこと
（対象者本人は、年金収入80万円以下で所得なし）

　本人や扶養義務者などの所得で判定します。
所得基準

◦�兵庫県外では使用できません。� �
健康保険証のみで受診後、領収書を持参の上、申請
してください。� �
後日、対象となる医療費を還付します。

◦�学校内（保育園を含む）での負傷・疾病に対する診療
は、原則、日本スポーツ振興センターの災害給付対
象となり、受給者証の使用はできません。

◦�転居・転出、世帯構成の異動、所得の修正申告などが
あった場合は、届け出てください。

◦�医療費が高額になる場合は、加入する健康保険から
【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わ
せて医療機関等に提示してください。

受給者証を使用する際の注意点
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　豊岡市では、三つの公立病院を中心として、五つの市立診療所、民間の医療機関で地域医療を担っています。
　公立病院では一般診療はもとより、高度・専門的医療を提供しています。
　市立診療所や民間医療機関では、市民が安心して暮らすことができるよう、地域に根ざした医療を提供しています。
病院
◇公立豊岡病院
　　戸牧1094　☎22-6111　ＦＡＸ22-0088
　受付時間
　　午前診察　午前8時～11時
　　　　　　　（診察開始午前8時45分～）
　　午後診察　正午～午後3時
　　　　　　　（診察開始午後2時～）
　　救急外来　午後5時15分～午前8時30分
　　　　　　　および土・日曜日、祝日、年末年始
　　　　　　　（☎22-6111　ＦＡＸ22-5143）
　　休 診 日　土・日曜日、祝日、年末年始
※�救命救急センターは休診日なし（24時間体制）
　診�療科目　　�総合診療科、内分泌糖尿病内科、リウ

マチ科、脳神経内科、呼吸器内科、消化
器科、循環器内科、精神科、小児科、外
科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳
神経外科、胸部・心臓血管外科、皮膚
科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、
放射線科、歯科口腔外科、矯正歯科、麻
酔科、リハビリテーション科、救急集
中治療科、眼科、病理診断科、緩和ケア
内科

◇公立豊岡病院日高医療センター
　　日高町岩中81　☎42-1611　ＦＡＸ42-2344
　受付時間（診療科により異なる）
　　午前診察　午前7時30分～11時
　　　　　　　（内科は10時30分まで）
　　　　　　　（診察開始午前9時～）
　　午後診察　午前7時30分～午後3時30分（皮膚科）
　　　　　　　（診察開始午後2時30分～）
　　休 診 日　土・日曜日、祝日、年末年始
　診療科目　　�内科、整形外科、産婦人科、眼科（紹介

予約制）、外科、皮膚科、リハビリテー
ション科、放射線科

◇公立豊岡病院出石医療センター
　　出石町福住1300　☎52-2555　ＦＡＸ52-3811
　受付時間
　　午前診察　午前7時45分～11時30分
　　　　　　　（整形外科は午前11時まで）
　　　　　　　（診察開始午前8時30分～）
　　午後診察　午前7時45分～午後3時30分（皮膚科）
　　　　　　　（診察開始午後2時30分～）
　　休 診 日　土・日曜日、祝日、年末年始
　診療科目　　�内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビ

リテーション科、放射線科、禁煙外来
（要予約）

市立診療所
施設名／所在地 受付時間等 電話番号

休日急病診療所
立野町12-12

診療日　　日曜日、祝日、年末年始
受付時間　午前9時～11時30分（12～2月は午前9時30分～）、午後1時～4時30分 23-9219

森本診療所
竹野町森本513-1

診療日　　月曜日～金曜日　　休診日　　土・日曜日、祝日、年末年始
受付時間　午前8時30分～11時30分 48-0001

神鍋診療所
日高町栗栖野60-34

診療日　　月曜日～金曜日　　休診日　　土・日曜日、祝日、第4水曜日午後、年末年始
受付時間　午前8時30分～11時30分、午後1時～4時 45-0003

高橋診療所
但東町久畑126

診療日　　月曜日～金曜日　　休診日　　土・日曜日、祝日、年末年始
受付時間　午前9時～午後5時� 55-0036

国民健康保険資母診療所
但東町中山788

診療日　　月曜日～金曜日　　休診日　　土・日曜日、祝日、年末年始
受付時間　午前8時30分～11時30分、午後3時～4時30分
※水曜日午後は午後3時15分～6時まで休診、受付は午後6時～7時30分

56-0303

公立病院・市立診療所
医療機関� 健康増進課　☎24-1127
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　運動健康ポイント制度では、市民一人ひとりが「歩
くこと」による健康づくりに取り組み、健康で笑顔あ
ふれるまちづくりを目指しています。
　健康づくりで貯まったポイントは、1ポイント5円
に換算して市内小中学校
等への寄付ができ子ども
達の学校生活のために有
効に活用されています。
　また、市が指定した運動
施設や温泉施設の利用券
にも交換できます。
対象
　市内在住・在勤・在学の18歳以上の方（高校生を除く）
参加から交換までの流れ
　�①申込み
　◦�申込みは不要です。豊岡市役所本庁、健康増進課、

各振興局・コミュニティセンター等に設置されて
いるポイントシートを受け取ったらスタートで
す。

　�②目標設定
　◦1日の運動目標を決めます。
　※�1日○○歩、筋トレする等体力に応じ、継続できる

目標にします。
　�③実践
　◦�日々の目標が達成できたら○をつけます。○1個

につき1ポイントです。1か月間で16個以上○が
ついたら習慣化のご褒美として10ポイント加算
します。

　�④ポイント交換
　◦�6か月間継続できたら（3か月でも交換可能）住

所・氏名・希望寄付先や希望利用券の有無等必要
事項を記入します。

　◦�のりしろ部分に糊づけして用紙を半分に折りた
たみ、乾いたらポストに投かんします。

　◦�新しいポイントシートと希望利用券等を郵送し
ます。

ポイント交換対象
　◦�市内の小中学校等への寄付
　◦�市内温泉施設の利用券
　◦�市内運動施設利用券� �
（ウェルストーク豊岡、日高東部健康福祉セン
ター出石B＆G海洋センター）

　◦�図書カード

～豊岡市歩いて暮らすまちづくり構想～健康政策から健康まちづくり政策へ～
　「歩いて暮らす」ことは、健康づくりの基本です。日々の生活の中で「歩くこと」に象徴される健康につな
がる行動を意識した「暮らし」を実践してほしい、そうした願いと決意を込めて、平成24年4月1日に「歩い
て暮らすまちづくり条例」を制定しました。
　条例のねらいは、健康の視点を取り入れたまちづくりを進めることにより、個々の人が健康で生きがい
を持って、安全・安心で豊かな生活を営むことのできるまちを創造しようとするものです。
　この条例を受けて「歩いて暮らすまちづくり構想」を策定しました。
　地域や職場など、日々の暮らしの中で、歩いて暮らすことを基本とした健康づくりにみんなで取り組み、
生涯にわたり健康で安心して暮らせる社会をつくります。

運動健康ポイント制度� 健康増進課まちづくり推進室　☎21-9095
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　市民の皆さんが、市内で心室細動など重篤な不整脈となった場合、
119番通報で救急車が到着するまでの救命措置のため、市内の事業
所が設置されているAED（自動体外式除細動器）を活用することがで
きます。
※�「まちの救命ステーション」には、右記のステッカーを掲出してい
ます。

【まちの救命ステーションの役割】
　◦AEDを設置し、適切に維持管理する。
　◦消防本部などが行う普通救命講習などのAED講習を受講する。
　◦�AEDは、営業時間中、必要なときに通りがかりの市民など誰でも

使用することができるよう提供する。
　豊岡市まちの救命ステーション登録事業所一覧は市ホームページ
をご覧ください。
※なお、協力事業所は、随時募集しています。

まちの救命ステーション� 健康増進課　☎24-1127
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