
 

 

 

１ 母子保健事業  

(1) 母子健康手帳交付 

妊娠届等より交付   1,478件（うち再交付 8件、双胎 14件、多胎 1件、出産後交付 1件、その他 0件）  

 

(2) 母子保健推進員活動 

母子保健事業の一環として米子市内の助産師等有資格者と委託契約を結び、次のとおり事業を推進した。 

  ア 母子保健推進員   14名 

  イ 推進員による家庭訪問及び指導 

訪問事業名 件  数 指導内容 件  数 

新生児及び乳児指導 

妊婦及び産婦指導 

 1,127件 

 1,117件 
母子保健の問題点の把握  2,240件 

                   

 

(3) 養育訪問支援事業 

養育支援訪問  123件（内新規 95件） 養育支援状況調査 14時間 （件数１件） 

 

(4) 妊婦健康診査 

妊婦の方に対し、妊婦健診の公費助成を 14回実施した。 

ア 妊婦一般健康診査 

＊ 受診券交付者数 1,555人 

＊ 受診者数及び受診結果 

  

受診者数 
受診結果 

異常なし 異常あり 

第１回目(１人当たり 1枚交付) 1,469人 1,389人 80人 

第 2～14回目 

(1人当たり 11枚交付) 
12,734人 11,218人 1,516人 

第６～１４回目（ヒト T 細胞白血

病ウイルス（HTLV-1）抗体検査を

含む 

1,354人 1,132人 222人 

第６～１４回目（B群溶血性レンサ

球菌（GBS）検査を含む 
1,289人 1,140人 149人 

クラミジア検査 

(１人当たり１枚交付、第 1～14回

目のいずれかの受診票と使用) 

1,607人 1,577人 30人 

  ＊「異常あり」には、妊娠貧血、骨盤位等含む。 

 

イ 多胎妊娠妊婦健康診査 

多胎妊娠妊婦の方に対し、妊婦健診の公費助成を５回実施した。 

受診券交付数 受診者数（延べ） 
受 診 結 果（延べ） 

異常なし 異常あり 

80枚（16人） 4人 3人 1人 

福 祉 保 健 部 健 康 対 策 課 



 ウ Ｂ型肝炎母子感染防止事業 

    Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの早期発見をし、母子感染を未然に防ぐことに努めた。 

受診券交付数 受診者数 陽性者 

1,476人 1,469人 9人 

 

 エ 子宮頸部がん検診(平成20年度から実施) 

子宮頸部がん検診により、子宮頸部がんの早期発見に努めた。 

受診券交付数 受診者数 要精検 

1,476人 1,465人 19人 

 

 (5) 乳児一般健康診査 

３～４か月児及び９～10か月児を対象に乳児一般健康診査受診票を交付し、医療機関に健康診査を委託し実施した。 

  ア 受診状況 

 受診票交付数 受診者 

３～４か月児    1,384人 1,274人 

９～10か月児    1,438人 1,248人 

 

イ 受診結果 

 異常なし 精検 要追跡観察 観察中 助言指導 要治療 治療中 

３～４か月児 1,119人 14人 39人 48人 23人 20人 11人 

９～10か月児 1,093人 13人 41人 58人 17人 9人 17人 

 

(6) ６か月児健康診査 

   ６か月児を対象に健康診査を行い、心身障害や先天的な心臓疾患・整形外科的疾患などの早期発見や適切な治療・指導

に努め、併せて育児不安の強い母親に対しての育児相談や離乳食・口腔衛生指導を行った。 

また、絵本の読み聞かせによる子どもと保護者との触れ合いの促進等を目的にブックスタートを実施した。 

ア 受診状況 

対象者 受診者 受診率 

1,354人 1,327人 98.0％ 

  イ 診断結果 

異常なし 精検 要追跡観察 観察中 助言指導 要治療 治療中 

1,103人 17人 73人 45人 42人 20人 27人 

        必要な者 13人に対して６か月児事後健康診査を実施した。 

 

 (7) １歳６か月児健康診査 

幼児期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語発達の標識が容易に得られる１歳６か月の時点で健康診査を行い、心身

障害を早期に発見し、適切な治療の指導、併せて歯科健診、口腔衛生指導、食事相談、育児相談等を行った。 また、む

し歯予防対策として希望者に対しフッ素塗布を行った。 

ア 受診状況 

  区    分 対象者 受診者 受診率 

１歳６か月児健康診査 1,411人 1,384人 98.1％ 

精 密 健 康 診 査           18人    18人 100.0％  

歯 科 健 康 診 査           1,411人 1,384人 98.1％ 

フ ッ 素 塗 布 1,384人 1,288人 93.1％ 



  イ 診断結果 

異常なし 精検 要追跡観察 観察中 助言指導 要治療 治療中 

1,016人 18人 94人 82人 160人 0人 14人 

     必要な者 73人に対して１歳６か月児事後健康診査を実施した。 

 

 (8) ３歳児健康診査 

幼児期において身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である３歳児に対し、医師、歯科医師による総合的な健

康診査を実施し、児童の健全な育成のために指導を行った。また、むし歯予防対策として希望者に対しフッ素塗布を行っ

た。    

ア 受診状況 

区   分 対象者 受診者 受診率 

３ 歳 児 健 康 診 査 1,411人 1,383人 98.0％ 

精 密 健 康 診 査 89人 83人 93.3％ 

歯 科 健 康 診 査 1,411人 1,383人 98.0％ 

フ ッ 素 塗 布 1,411人 1,236人 87.6％ 

 

イ 診断結果 

異常なし 精検 要追跡観察 観察中 助言指導 要治療 治療中 

883人 89人 348人 29人 18人 0人 16人 

     必要な者 69人に対して３歳児事後健康診査を実施した。 

  

(9) ５歳児発達支援事業 

幼児（５歳児を中心に）の発達等について気がかりがある保護者及び保育者を対象に発達相談を実施した。 

ア 利用状況 

 回数 延人員 備     考 

巡回相談 49回 62人 
保育施設に心理士、保育士、発達支援員(エール)、LD等専門

員、保健師が出向き相談に応じた。 

発達相談 12回 38人 
保健センターにて医師の診察を実施し、心理士、保育士、LD

等専門員が相談に応じた。 

個別相談 9回 18人 
発達支援員(エール)、心理士、保育士、保健師が個別に相談 

に応じた。 

イ 診断結果（発達相談） 

異常なし 精検 要追跡観察 観察中 助言指導 要治療 治療中 

6人 18人 ７人 0人 7人 0人 0人 

 

(10) 健康教育 

区   分 回 数 延 人 員 備          考 

母（両）親学級 13回 320人 
マタニティースクール。妊婦とその家族に対して妊娠、育児に

関しての指導を行った。 

離 乳 食        40回 564人 5～6か月児と 8～9か月児を対象に実施 

よ う じ 学 級 1回 22人 
１歳６か月～3 歳位の幼児とその保護者を対象に保育指導を行

った。 

のびのび親子教室 9回 123人 
１歳６か月児健診の事後健診対象児とその保護者を対象に発達

を促すための運動・助言・情報交換を行った。 

やん chaっ子教室 2回 34人 
２歳以上の未就園の幼児とその保護者を対象に、食事・生活指

導を行った。 

プレマタニティース

クール 
3回 72人 

高校生を対象に、体験、講義を通して、食事・生活指導を行っ

た。 



 (11) 健康相談 

   育児に関する相談及び妊婦に対する健康相談を実施した。 

区   分 回 数 延人員 備          考 

マタニティー＆ベビー

相談（来所） 
242回 446人 

月～金曜日保健指導 
マタニティー＆ベビー

相談（電話） 
242回 49人 

乳 児 相 談        12回 624人 赤ちゃんすくすく相談。育児、栄養、歯科の指導 

 

(12) 家庭訪問 

   保健師等による家庭訪問を実施した。 

区   分 延人員 

妊 産 婦 203人  

乳  児 248人  

幼    児 91人  

そ の 他 4人  

計 546人  

 

(13) 歯科衛生委託事業 

鳥取県西部歯科医師会に業務委託し、歯科衛生士４名により次のとおり事業を実施した。 

  ア １歳６か月児を重点とした歯科検診及び事後措置 

  イ 乳幼児及びその保護者に必要な保健指導及び予防活動 

  ウ その他口腔衛生の向上に必要な事業 

   

(14) 不妊治療費助成事業 

不妊治療に要した経費の一部を助成することによりその経済的負担の軽減を図り、妊娠及び出産を望む夫婦が安心して

こどもを生み育てることができる環境を整備するため、治療費に対する助成を実施した。 

区分 件数 助成金額 

特定不妊治療 240件 9,748,608円 

人工授精 145件 396,485円 

 

(15) 未熟児養育医療費給付事業 

   身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする 1歳未満の赤ちゃんに対し、必要な医療の給付を行った。 

件数 給付金額 

29件 7,027,146円 

 

２ 健康増進事業 

  平成 26年度米子市高齢者保健福祉計画関連実績総括表 

事 業 等 名 称        26年度実績 事 業 等 名 称        26年度実績 

健康教育 一般健康教育回数 

 重点健康教育回数 

88回 

76回 

健康診査 米子市健診受診率  

     胃がん検診受診率 

     肺がん検診受診率 

     大腸がん検診受診率 

     子宮がん検診受診率 

     乳がん検診受診率 

          ふしめ歯科検診受診率 

19.3％ 

28.5％ 

 20.7％ 

28.9％ 

24.9％ 

30.9％ 

1.7％ 

健康相談 総合健康相談回数 

     重点健康相談回数 

49回 

18回 

訪問指導 訪問指導延べ人数 78人 

 



 

 (1) 健康教育 

健康に関する知識の普及や啓発を目的に、保健センター又は地区において医師、保健師、栄養士等により、一般健康教 

育と病態別等の重点健康教育を開催した。 

 開催回数 参加延人員 備                         考 

一般健康教育 88回 2,570人 運動、食生活、心の健康等 

重点健康教育 76回 2,372人 
病態別（糖尿病、高血圧、心臓病、肥満等）、 

歯周疾患、骨粗鬆症、薬の話 

計 164回 4,942人  

 

 (2) 健康診査 

特定健康診査・後期高齢者健康診査・米子市健康診査、肺がん検診、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診及び大腸

がん検診の受診券を１枚にまとめ、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳の節目年齢の者、６０歳以上の者、４０歳以上の国

民健康保険の加入者及び２０歳以上の女性に送付した。 

*がん検診の精密検査については、平成 27年 5月 1日時点の人数とする。 

  ア 特定健康診査・後期高齢者健康診査・米子市健康診査 

    市内９４の医療機関で７月から１２月に実施した。 

(ｱ) 受診状況 

 

 

 

 

※1 対象は、40～74歳の国保加入者 

※2 対象は、後期高齢者医療加入者(75歳以上及び 65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいのある者) 

※3 対象は、40歳以上の生活保護世帯に属する者等 

 

(ｲ) 受診者内訳 

 

 

 

(ｳ) 特定保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定健康診査 

※1 

後期高齢者健康診査 

※2 

米子市健康診査 

※3 
計 

対象者数 26,356人 19,856人 1,562人 47,774人 

受診者数 7,715人 6,263人 302人 14,280人 

受診率 29.3％ 31.5％ 19.3％ 29.9％ 

特定健康診査 4,086人 後期高齢者 5,087人 生活保護 231人 

人間ドック 3,629人 人間ドック  1,176人 その他 71人 

 
動機付け支援 

（40～74歳） 

積極的支援 

（40～64歳） 
保健指導（計） 

対象者 577 116 693 

対象者/受診者 7.5％ 1.5％ 9.0％ 

実施者 116 9 125 

実施率 20.1％ 7.8％ 18.0％ 



  イ 肝炎ウイルス検査 

健康増進法（平成 14年法律第103号）に基づき、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施した。 

年齢階層 受診者数 異常なし 
HBs抗原 

のみ陽性 

HCV抗体 

のみ陽性 
HBs・HCV陽性 

４０～４９歳  459人 454人  4人   1人  0人 

５０～５９歳  314人  307人  6人  1人  0人 

６０～６４歳  318人  306人  9人  3人  0人 

６５～６９歳  482人  472人  10人  0人  0人 

７０歳以上  859人  847人  8人  4人  0人 

計 2,432人  2,386人  37人  9人   0人 

 

  ウ 胃がん検診 

    検診車による集団検診（32会場）及び市内 65医療機関での個別検診を 7月から 12月まで実施した。 

(ｱ) 受診状況 

区   分 受診者数 

集団検診（X線検査） 662人 

個別検診 
X線検査 763人 

11,424人 
内視鏡検査  10,661人 

合    計 12,086人 

 

(ｲ) Ｘ線検査結果 

区分 受診者数 異常なし 要精密者 
精密検査

受診者 

精密検査受診結果 

異常 

なし 

がんの

疑い 

がんで 

あった者 
その他 

集団検診 662人 623人 39人 35人 8人 0人 2人 25人 

個別検診 763人 688人 75人 63人 6人 0人 1人 56人 

合計 1,425人 1,311人 114人 98人 14人 0人 3人 81人 

 

(ｳ) 内視鏡検査結果 

受診者数 異常なし がんの疑い がんであった者 その他 

10,661人 2,262人 10人 48人 8,341人 

 

  エ 子宮がん検診 

    市内 10医療機関で７月から１２月に実施した。 

(ｱ) 受診状況 

区 分 受診者数 要精密者数  

頸  部 7,991人 143人 

体  部 299人 5人 

*「要精密者数」は、一次「要精密（1）」＋「要精密（2）」＋「判定不能のうち再検を実施しない者」+「判定不能」 

 

(ｲ) 精密検査結果 

区 分 受診者数 異常なし がんの疑い がんであった者 その他 

頸 部 124人 33人 76人 10人 5人 

体 部 4人 1人 0人 2人 1人 

           *「ＮＩＬＭ」よりがん疑い 8名あり  

 



  オ 乳がん検診 

マンモグラフィ併用検診の方法で市内 13医療機関と 1検診機関（集団検診）で７月から１２月に実施した。 

(ｱ) 受診状況 

区分 受診者数 要精密者数 

マンモ併用検診 4,552人 319人 

 

(ｲ) 精密検査結果 

区分 受診者数 異常なし がんの疑い がんであった者 その他 

マンモ併用検診 307人 127人 0人 30人 150人 

 

  カ 肺がん検診 

    集団検診は、結核健康診断に併せて実施した。個別検診を人間ドックで実施した。 

(ｱ) 受診状況 

区分 受診者数 Ｘ線のみ Ｘ線＋喀痰 要精密者数 

集団検診 4,046人 3,927人 119人 177人 

個別検診 4,753人 4,415人 338人 297人 

合計 8,799人 8,342人 457人 474人 

 

(ｲ) 精密検査結果 

区分 受診者数 異常なし がんの疑い がんであった者 その他 

集団検診  177人 69人 8人 5人 95人 

個別検診  297人 129人 3人 2人 163人 

合計  474人 198人 11人 7人 258人 

 

  キ 大腸がん検診 

    市内 90医療機関で７月から 12月に実施した。 

(ｱ) 受診状況  

受診者数 要精密者数 

12,263人 1,262人 

 

(ｲ) 精密検査結果 

受診者数 異常なし がんの疑い がんであった者 その他 

 912人 326人 3人 30人 553人 

 

  ク 肝臓がん対策事業 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス陽性者に対し年一回の定期検査の勧奨を行なった。 

区   分 対象者数 

Ｂ型肝炎ウイルス陽性者 539人 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス陽性者 5人 

Ｃ型肝炎ウイルス陽性者  221人 

 

  ケ ふしめ歯科検診 

 40歳、50歳、60歳、70歳のふしめ年齢の者を対象とし、西部歯科医師会委託医療機関で実施。 

対象者 受診者数 

7,795人 134人 



 

 (3) 健康相談 

保健センター、各地区公民館において保健師、看護師、栄養士等による健康相談を実施した。 

区  分 回 数 延人員 備         考 

総合健康相談 49回 1,193人  

重点健康相談 18回  77人  

合   計 67回  1,270人  

  

 (4) 訪問指導 

   特定健康診査の要指導者や閉じこもり状態にある者等に対し、保健師、看護師等を訪問させ、本人及び家族に対し必要

な保健指導を行い、これらの者に健康の保持、増進を図った。 

  ア 実施状況 

人 員 

区分別      

被訪問指導人員 人 員 

区分別      

被訪問指導人員 

実人員 延人員 実人員 延人員 

要指導者等 66人 66人 認知症の者 0人 0人 

寝たきりの者 0人 0人 その他 12人 12人 

 

  イ 従事者延人数        

保健師 看護師 
管理栄養士及び

栄養士 
計 

28人 3人 9人 40人 

 

 (5) 保健推進員活動事業 

   市が行う保健事業の円滑な推進と、市民の健康づくりを積極的に取り組むため、米子市地区保健推進員会を設置し、次

の事業を行った。 

ア 各種健康診査、健康相談等の受診勧奨並びに介助に関すること。 

イ 保健衛生意識の啓発及び普及並びに各種健康教育の案内に関すること。 

  ウ 健康フェスティバルに参加し講演会、体力テスト、健康クイズ等実施。 

  エ 設置状況 

27 地区 645人 

 

３ 健康づくり事業 

(1) 栄養改善 

  ア 一般住民を対象に、栄養士が生活習慣病予防の調理実習と食事指導を行った。 

29箇所 受講生  673人 

 

  イ 一般住民を対象に、男性のための！健康づくり＆クッキング教室を開催した。 

高齢化社会を迎え、男性も自分を含め、食事のあり方及び病気のときの食事について勉強する。午前中が調理実習、

午後講義（バランス食、減塩食、糖尿病食等）。 

８回実施 参加延人数 255人 

 

 

 



 

(2) 健康づくりに関する知識の普及 

   ゴミ分別収集カレンダー＆健康ガイドを環境政策課と合同で作成し全世帯に配布した。 

 

(3) 婦人の健康づくり推進事業 

ア 食生活改善地区組織活動 

    食生活改善推進員を対象に料理講習を行い、各地区公民館において地区住民に伝達を行った。母と子の食生活共同体

験事業を実施した。 

    ＊食生活改善推進員伝達講習   55人（地区住民への伝達: 517人） 

    ＊母と子の食生活共同体験事業  57人（地区住民への伝達: 719人） 

  イ 食生活改善推進員教育 

    ＊教育回数       ７回（35時間） 

    ＊出席延人数    262人 

    ＊修了者      32人 

 各校区２人ずつ米子市において、１年間（7回）教育を受け、今後各地域でボランティア活動を行う。 

      

４ 一般保健事業 

(1) 献血推進事業 

各事業所、団体等の協力により献血を実施した。 

献血方法 献血者数 

全血献血(400ml)  2,453人   

全血献血(200ml) 37人   

成分献血 0人   

計 2,490人   

 

(2) 救急医療対策事業 

   鳥取県西部医師会が行う急患診療所運営費事業に対し、補助金を交付した。 

  ア 名称   西部医師会急患診療所 

  イ 所在地  米子市久米町１３６ 西部医師会館内 

  ウ 運営主体 （社）鳥取県西部医師会 

  エ 診療日及び診療時間  

      休  日： 71日 

           日曜日、祝日、１２月３１日、１月２日～１月３日 午前９時～午後 10時 

      平日夜間：294日 

           上記以外の日                  午後 7時～午後 10時 

  オ 受診者数 延 8,227人 

 

(3) 公衆浴場助成事業 

 公衆浴場の存続を図り地域住民の保健衛生の向上のため、公衆浴場確保対策補助金を４事業者に助成した。 

 

 



 

(4) 休日救急歯科診療等事業費補助事業 

  ア 鳥取県西部歯科医師会が行う障害者（児）の歯科診療事業に対し、補助金を交付した。 

   受診者数(米子市)  延べ 212人 

イ 休日救急歯科診療業務を鳥取県西部歯科医師会に、委託実施した。 

受診者数(米子市)  延べ 594人 

 

(5) 健康フェスティバル事業 

   市民の健康増進への関心の高揚を図るため「米子市ふれあい健康フェスティバル」を開催し、浸透性の高い各種事業を

実施した。 

     会  場 ふれあいの里 

     期  間 平成２６年１０月１６日（木）、１８日（土）、１９日（日）  

    主な事業  

 ・健康講演会 

  「ここまで進んだ肺がん診療の最前線 」 

   講師 鳥取大学医学部 胸部外科学分野教授 中村 廣繁さん 

 ・子どもの健康週間行事 

  「絵本を読んで演奏を楽しむ会」 

   チェロ  博愛病院小児科 医師 原田 友一郎さん 

   ピアノ  米子管弦楽団 本田 祐美子さん 

   ヴァイオリン  米子管弦楽団 岡野 桃子さん 

   絵本の読み聞かせ 米子市立図書館司書 中井 志保さん、竹内 優さん 

 ・「骨と関節の日」特別講演会 

  「足・腰の痛みとしびれでお困りの方へ ～腰部脊柱管狭窄症とはどんな病気？～ 」 

   講師 山陰労災病院 整形外科部長 楠城 誉朗さん  

 ・体験コーナー、バザー 

   さわやか「若さ」測定、ふらっと運動体験！、大人のお口の健康コーナー 

   マタニティー・スクール＆すくすく相談 秋のスペシャル、鳥取県栄養士会相談コーナー 

   鳥取県臨床検査技師会糖尿病無料検査、認知症タッチパネルコーナー、クイズラリー 

   食生活改善推進員会減塩検査コーナー、鳥取県臓器バンク相談コーナー、バザー  

 ・パネル展示 

   献血、自死対策、乳がん、消費者問題啓発、ハンセン病、保健推進員連絡協議会、 

   こんにちは赤ちゃん紹介 

 

(6) 自殺対策事業 

   普及啓発活動に取り組み、自殺予防の意識の高揚を図るため各種事業を実施した。 

  ア ゲートキーパー研修 

    市職員対象に医師による講演（1回） 参加者 45人 

  イ 自殺予防週間における街頭キャンペーン 

 



 

 ウ 健康講話による啓発 

    妊婦とその家族対象に助産師による講話（奇数月に月 1回） 延べ 149人 

    市民対象に保健師による講話（17回）延べ 400人 

  エ 広報よなご特集号発行（年 2回） 

  オ その他 

 

５ 感染症予防対策事業 

(1) 予防接種 

  ア こどもの個別接種 

    こどもの予防接種委託医療機関（米子市、境港市、西伯郡、日野郡）で実施。   

種別 対象者数 接種者数 種別 対象者数 接種者数 

ヒブワクチン 

１回目 1,406人 1,362人 百日せきジフテ

リア破傷風混合

不活化ポリオワ

クチン 

１

期 

１回目 1,406人 1,328人 

２回目 1,406人 1,306人 ２回目 1,406人 1,346人 

３回目 1,406人 1,302人 ３回目 1,406人 1,347人 

４回目 1,307人 1,628人 追加 1,307人 1,132人 

小児用肺炎球菌

ワクチン 

１回目 1,406人 1,365人 
ジフテリア破傷

風混合ワクチン 
２期 1,502人   690人 

２回目 1,406人 1,316人 

日本脳炎 

１

期 

１回目 1,340人 1,481人 

３回目 1,406人 1,314人 ２回目 1,340人 1,408人 

４回目 1,307人 1,516人 追加 1,404人 1,414人 

百日せきジフテ

リア破傷風混合

ワクチン 

１

期 

１回目 1,406人     5人 ２期 1,418人   820人 

２回目 1,406人     9人 麻しん風しん混

合ワクチン 

１期 1,349人 1,457人 

３回目 1,406人    23人 ２期 1,427人 1,260人 

追加 1,307人   423人 
子宮頸がん予防

ワクチン 

１回目   741人     8人 

不活化ポリオワ

クチン 

１

期 

１回目 1,406人    26人 ２回目   741人    12人 

２回目 1,406人    80人 ３回目   741人    11人 

３回目 1,406人   102人 
ＢＣＧ個別 

１歳未満     0人    12人 

追加 1,307人   572人 １歳以上     0人     1人 

水痘 
１回目 1,349人 2,117人 

２回目 1,349人   795人 

  

  イ こどもの集団接種 

種     別 対象者数 接種者数 

結核予防接種（ＢＣＧ） 1,314人 1,268人 

 

  ウ 高齢者のインフルエンザ予防接種 

予防接種委託医療機関（米子市、境港市、西伯郡、日野郡）で実施。 

対象者 接種者数 

40,061人 25,326人 

      

 

 



  エ 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種 

予防接種委託医療機関（米子市、境港市、西伯郡、日野郡）で実施。 

対象者 接種者数 

9,008人 4,321人 

 

  オ おとなの風しんワクチン接種 

 妊娠を希望する女性と妊婦の夫が風しんワクチン（麻しん風しん混合ワクチンを含む。）を接種した場合 

接種費用の全部あるいは一部を助成した。 

件数 助成金額 

141件 1,009,370円 

 

(2) 結核健康診断 

集団検診として、市内 177会場で 30日間にわたり実施し、受診者数は 4,046人であった。 

精密結果は次のとおりであった。また、人間ドックでの胸部撮影者は、4,753人であった。 

精密検査 

対象者 

精  密  検  査  結  果 
未受診者 

異常なし 肺結核 その他の疾病 合 計 

43人 11人 0人 27人 38人 5人 

         

(3) 狂犬病予防 

狂犬病予防法に基づき犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付を行った。また、鳥取県獣医師会の協力を得て市内３４会

場で集合注射を実施した。 

新規登録頭数 
登録抹消（死亡

等）頭数 
総登録頭数 

集合注射頭数

（予防注射済票

交付頭数） 

個別注射頭数

（予防注射済票

交付頭数） 

総予防注射済票

交付頭数 

485頭 1,104頭 6,293頭 1,121頭 2,808頭 3,929頭 

 

(4) 消毒液等散布 

  ア 大雨等による床下浸水等への対応  なし 

  イ ユスリカ幼虫駆除消毒対応   

   ・ユスリカ幼虫は感染症のまん延に直接の影響がないことから、環境に配慮し平成 26年４月 1日から消毒対応を廃止

した。 

６ 米子市福祉保健総合センター関係 

 会議室等使用状況 

会 議 室 等 使用件数 使用人員 

大   会   議   室 163件 21,523人 

（大会議室ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ使用） (3件) ＊ 

中   会   議   室 16件 1,916人 

 第  一  会  議  室 267件 8,081人 

 第  二  会  議  室 267件 8,050人 

 第  三  会  議  室 308件 7,074人 

研修室１ 319件 5,821人 

研修室２ 351件 3,740人 

福 祉 団 体 活 動 室 338件 5,575人 



7 東日本大震災支援について 

種別 実施件数等 

高齢者のインフルエンザ予防接種 0件 

成人訪問 0件 

妊婦一般健康診査 0人 

赤ちゃん訪問 0件 

乳幼児健診（集団） ３歳児健康診査 0人 

乳幼児健診（個別） ３～４か月・９～１０か月 0人 

予防接種（個別） 

 

水痘 1人 

二種混合 1人 

日本脳炎 1期 2人 

日本脳炎 2期 1人 

麻しん風しん混合 2期 1人 

 


