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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
Information　役場からのお知らせくらしインフォ

歯科健診を受けましょう

　町にお住まいの方は無料で以下の歯科健診を受けるこ

とが出来ます。

　歯みがきは、歯ブラシだけでは全体の約６０％程度し

か汚れを除去できません。「歯間ブラシ」などを使用し

ても約２０％程度は汚れが残ってしまいます。歯科医院

で磨き残しを確認してもらいましょう。

　小さいお子さんがいる方も、予約時に歯科医院に申し

出ると、健診中はスタッフによる託児も可能なので、安

心して受診できます。

　入れ歯を使用している方も入れ歯の状態のチェックや

洗浄、歯茎の状態を診てもらえますので、全部入れ歯と

いう方も是非年に１回歯科健診を受けましょう。

歯科健診が可能な歯科医院

歯科健診の対象者と受診方法

妊婦歯科健診 節目年齢歯科健診 個別歯科健診 後期高齢者歯科健診

対象者 妊婦
４０、５０、６０、

７０歳

１６～７４歳の

希望者

※高等学校等で歯科健診

を受けた方は対象外とな

ります。

７５歳以上の

希望者

実施期間 出産まで 毎年３月３１日まで（年度内１人１回）

問診票・

受診券

母子手帳交付時に

発行
対象者へ送付

役場へ申込み後、案内・問診票・受診券を

送付します

予約方法 下記の歯科医院へ直接予約をする 案内が届いたら歯科医院へ予約

歯科医院名（住所）・電話番号 診療時間 託児

森歯科クリニック

（字厚賀町９９）

☎　０１４５６ー５－２２９３

月～金　午前・午後

土　　　午前　

日・祝　要相談

なし

門別歯科診療所

（門別本町２１０）

☎　０１４５６ー２－５５７７

月～金　　９：００～１２：００

　　　　１４：００～１８：００
要相談

メイプル歯科トミカワ

（富川北４丁目２－１０）

☎　０１４５６ー２－１２３２

月・火・木・金　９：３０～１８：３０

水・土　　　　　９：３０～１２：００
要相談

日高町立日高歯科診療所

（栄町東１丁目３０３－１５）

☎　０１４５７ー６－２２４２

月～金　　９：００～１１：３０

　　　　１３：３０～１８：００
要相談

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

日高町民生委員・児童委員の紹介

　民生委員・児童委員は、みなさんの心配ごとを解決するお手伝いをします。

　お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。（※個人の秘密は守ります。）

　主任児童委員は、子どもの福祉を専門に担当します。

№ 担当地区 氏名 電話 № 担当地区 氏名 電話

1 千栄 ふくもと　　しんや 090- 27 緑町(柏葉、緑ヶ丘を除く) ひろなか　まさはる

福　本　真　也 2052-4741 門別本町の一部 廣　中　政　治 2-6212

2 宮下町 2～ 3丁目 こん　　ひでき 28 緑町、富浜（富丘） きたや　　ようこ

今　　　秀　記 6-3128 門別本町の一部 北　谷　容　子 2-5338

3 本町東 やの　　　　しのぶ 29 緑町（柏葉、緑ヶ丘） まえの　　ひろゆき

矢　野　志　信 6-2455 前　野　博　幸 2-5535

4 若葉町、本町西 ねだ　　　　だいじ 30 門別本町（泉町、栄町） こたき　　　みえ

根　田　大　司 6-2471 小　滝　美　惠 2-5523

5 栄町東 たかおか　  のぼる 31 門別本町（元町、海岸町） くろたき　　みゆき

髙　岡　　　昇 6-3138 黑　瀧　みゆき 2-5009

6 栄町西、新町 1～ 2丁目 わだ　 しゅういち 32 旭町 そのだ　　ゆみこ

和　田　修　一 6-3240 園　田　由美子 2-6424

7 宮下町 1丁目 かわぶち　としゆき 33 幾千世 しかと　　しげあき

河　淵　俊　幸 6-3606 鹿　戸　重　明 2-5465

8 富岡、三岩、日高 2～ 3区、 さとう　　のりお 34 庫富 つぼた　　せいじ

新町 3丁目 佐　藤　登　男 6-3005 坪　田　成　治 7-2161

9 日高 1区、山手町、松風町 ほんま　　とおる 35 広富 ささき　　よしのぶ

本　間　　　達 6-3615 佐々木　嘉　宣 7-2007

10 富川東 2、5丁目 ばんどう　　しうこ 36 豊郷（潮橋より上） まつひら　　まつお

坂　東　司宇子 2-2280 松　平　松　男 7-2137

11 富川東 1、4丁目 37 豊郷（潮橋より下） ながい　　としお

（欠員） 永　井　利　夫 2-6106

12 富川東 3、6丁目、福満 うの　  つねのぶ 38 清畠（太平橋より下） いわもと　　たえこ

宇　野　常　信 2-1105 岩　本　タエ子 5-2434

13 富川西 5～ 12 丁目 いちおか　としのぶ 39 清畠（太平橋より上） どうのした　　ひろみ

市　岡　敏　伸 2-0554 堂　下　弘　美 5-2161

14 富川西 1～ 4丁目 よねかわ  　ひとみ 40 賀張 あおぬま　　さずく

米　川　仁　美 2-3145 青　沼　　　授 5-2866

15 富川南 2丁目 3 ～ 6 番、 いそだ　  ゆきえ 41 厚賀町（西 1～ 4区、 みやこし　のりつぐ

南 3丁目 磯　田　幸　惠 2-2508 8 区、福籾） 宮　腰　典　嗣 5-6024

16 富川南 1丁目、南 2丁目 すだ　　　ちづこ 42 厚賀町（西 5～ 7区、 たけはな　　みつこ

1 ～ 2 番 須　田　千鶴子 2-0071 東 1、2 区） 竹　花　みつ子 5-2600

17 富川南 4丁目、南 5丁目 おぐら　  むつこ 43 厚賀町（東 3、4区、美鈴 あさづま　 みきお

3 ～ 7 番 小　倉　睦　子 2-0806 団地、厚賀団地 2～ 4区） 朝　妻　幹　雄 5-2441

18 富川南 5丁目 1、2番、 すずき　 しげいち 44 厚賀町（東 5、7、8区） さとう　　ひろし

8 ～ 11 番、南 6丁目 鈴　木　繁　一 2-0851 佐　藤　弘　史 5-2375

19 富川北 1丁目 3番、 とよた　　やすし 45 美原 さか　　  　 かよこ

5、6 丁目 1～ 9 番 豊　田　靖　史 2-0039 坂　　　加代子 5-2072

20 富川北3丁目2～ 4、7～ 9、 あくつ　　きょうこ 46 豊田 かわしま　りょういち

12、13 番、北 4丁目 圷　　　京　子 2-0830 川　島　良　一 5-2487

21 富川北 2丁目 2～ 4、7、8、10 番、 いいだ　　　ゆたか 47 正和 たぐち　   おさむ

北 3丁目 1、5、6、10、11、14 番 飯　田　　　豊 2-0283 田　口　　　修 8-3426

22 富川北 1丁目 4番、6丁目 10 48 三和 さとう　  まさのり

番、北 7丁目、平賀の一部 （欠員） 佐　藤　正　徳 8-3800

23 富川北 1丁目 1、2番、 ふじおか　あきのり 49 主任児童委員（日高地区 しおだ  　  ひろみ

北 2丁目 1、5、6、9番 藤　岡　昭　憲 2-0354 担当） 塩　田　広　美 6-3196

24 富川駒丘 50 主任児童委員（門別地区 まつもと　　くみこ

（欠員） 担当） 松　本　久美子 2-4565

25 平賀 おきた　　よしひこ 51 主任児童委員（門別地区 ふるかわ　   ようこ

沖　田　義　彦 2-0618 担当） 古　川　洋　子 5-2425

26 富浜（富丘を除く） こばやし　  みちよ

小　林　みちよ 2-1305

【市外局番】　日高地区 (０１４５７)、門別地区 (０１４５６)

　問　役場高齢者福祉課　高齢者福祉・介護グループ　☎　０１４５６－２－６５６１


