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■申込・問合せ　健康対策課
☎２３－５４５２～５４５４　 ２３－５４６０
Ｅメール：kentai@city.yonago.lg.jp
錦町一丁目「ふれあいの里」３階

2019年度生活習慣病公開講座
■と き　７月14日（日）午後２時～４時
■ところ　米子コンベンションセンター　第６会議室
■内 容　
司会：藤山　勝巳さん（住吉内科眼科クリニック）
１「糖尿病と、運動のすすめ

～もう少し歩いてみましょうか～」
講師：塩地　英希さん（米子内科糖尿病 clinic）

２「食生活習慣病」
講師：井上　浩さん（山陰労災病院 管理栄養士）

血糖・血圧・骨量・体脂肪無料測定（午後１時30分～２時）
※入場無料、申込不要
■問合せ　日本糖尿病協会鳥取県支部NPO法人中海エ

リア糖尿病療養研究機構（☎２４－１１５１）

山陰労災病院 健康講話（第256回）
■と き　７月23日（火）午後２時～3時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■テーマ　「産婦人科診療について」
■講 師　産婦人科医師　坂本　靖子さん
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）

（☎３３－８１８１）

熱中症に注意しましょう！
　近年では、熱中症になった人の約半数が、65歳以
上の高齢者と報告されています。
　年齢を重ねると、暑さやのどの渇きを感じにくく
なることや、発汗機能が低下することにより、特に
熱中症になりやすいとされています。
「熱中症かもしれない」と思ったら…
涼しい場所へ移動し、からだを冷やす／水分補給を
する／重度の場合は、救急車を呼ぶ

後期高齢者医療歯科健康診査
（口腔健診）を受けましょう

　後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、
「歯科健康診査（口腔健診）」を実施します。口腔機能の
低下や肺炎等の疾病を予防するため受診しましょう。
■申込先
鳥取県後期高齢者医療広域連合または米子市保険課

■受診方法
鳥取県後期高齢者医療広域連合から受診券、問診票
および受診できる歯科医院一覧が送られます。希望
する歯科医院に申し込み、「後期高齢者医療被保険者
証」、「受診券」、「問診票」を持参し、受診してください。

■健診費用　無料
※その後に治療行為が行なわれる場合は有料となり
ますので、医師から十分な説明を受けたうえで治
療を受けてください。

■受診期間　６月１日（土）～令和２年１月 31日（金）
※健診は、受診期間内に１回のみです。
■問合せ　鳥取県後期高齢者医療広域連合　業務課
（☎０８５８－３２ー１０９５、 ０８５８－３２ー１０６７、
Ｅメール： kourei@koureikouiki-tottori.jp）

一般公開健康講座（第99回）
■と き　７月25日（木）午後２時～3時30分
■ところ　米子市文化ホール イベントホール
■テーマ　「とっても怖い膵

すい

臓がん」
■講 師　米子医療センター　消化器外科

奈
な か

賀　卓
た く じ

司さん
※入場無料、申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

若い女性で増えているがん　予防するためには
■と き　７月21日（日）午後１時～3時30分
■ところ　米子ワシントンホテルプラザ
■テーマ　「若い女性で増えているがんー子どもをもつ

ためにはー」、「女性特有のがん　予防と早
期発見の重要性」など

※入場無料、ホームページ（http://urx.blue/8xwb）
からお申込みください。（先着200人）

■問合せ　鳥取大学医学部生殖機能医学分野
（☎３８－６６４７）
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「おとなの検診検査」変更のお知らせ
　６月下旬に郵送した「健診受診券」に掲載してある
「乳がん検診実施機関」および「胃がん検診実施医療機
関」に変更がありましたので、お知らせします。
■変更事項
・新田外科胃腸科病院は、都合により、令和元年度の
　「乳がん検診」は実施されません。
・おかだ内科クリニックは、胃がん検診（内視鏡）を
実施されます。

肺がん検診日程
（65歳以上の方は結核健康診断を含みます。）
結核を発病する方の多くは高齢者です。

検診受診で早期発見を!!
月 日 ところ と き

７月16日
（火）
義方（※）
住吉（※）

義方公民館 午前８時50分～９時40分
上後藤４区集会所 午前10時～10時20分
上後藤１区 越河務氏宅前 午前10時40分～11時
ケアハウスよなご幸朋苑 午前11時20分～11時40分
中ノ海１区集会所 午後１時15分～１時30分
住吉公民館 午後１時50分～２時20分
加茂川広場（鹿島茶店前）午後２時50分～３時20分

７月22日
（月）
啓成

車尾（※）
県

啓成公民館 午前９時～９時20分
勝田神社 午前９時40分～10時
タカサキ美容室駐車場 午前10時20分～10時40分
車尾公民館 午前10時50分～11時20分
清水ヶ丘集会所
西側空き地 午後１時～１時10分

河岡公民館 午後１時20分～１時40分
県公民館 午後２時～２時30分
石州府公民館 午後２時50分～３時
日下・山根速水氏宅前 午後３時20分～３時30分

７月24日
（水）
福米東
福米西

福米東公民館 午前９時30分～11時

福米西公民館 午後 1 時30分～３時

７月26日
（金）
淀江（※）

淀江中学校 午前９時10分～９時40分
漁村センター
（漁業協同組合淀江支所）午前10時～10時40分

淀江公民館 午前11時～正午
淀江公民館 午後１時30分～２時30分
米子市淀江支所 午後２時50分～３時30分

８月７日
（水）
彦名（※）
夜見（※）
富益（※）

彦名２区公民館 午前９時10分～９時30分
彦名 14区集会所 午前９時50分～10時10分
彦名公民館 午前10時30分～10時50分
夜見公民館 午前11時20分～11時50分
かもめ幼稚園駐車場 午後１時30分～１時50分
富益下集会所 午後２時10分～２時30分
富益公民館 午後２時50分～３時10分

※印の地区は別の日時・会場の巡回も予定しています。
くわしくは地区回覧や今後の広報よなごをご確認ください。
■自己負担金

区 分 レントゲン検査
（対象：40歳以上）

「たん」の検査
（対象：50歳以上で喫煙指数
（１日本数×年数）が600以上）

市民税課税世帯 300円 左記に 900円追加
70歳以上 100円 左記に 300円追加市民税非課税世帯
生活保護世帯 無料 無料
■受診券　健診受診券の中にある「肺がん検診受診券（レ
ントゲン車用）」を必ずご持参ください。

会場
ふれあいの里

胃がん 乳がん
要予約（☎２３－５４５８・５４５２）

受付時間 午前８時30分
～11時

午前８時30分
～11時

午後１時30分
～３時30分

７月15日（月・祝） ● ●
８月１日（木） ●

集団がん検診日程
先着順で予約を承りますので、ご希望の方はお早めに
お申込みください。

大人の風しんの追加的対策
ワクチン予防接種費用の助成について

　風しんの抗体検査および予防接種をされた方のうち、
以下の要件すべてに該当する方は、助成金の対象とな
る場合があります。くわしくは健康対策課へお問い合
わせください。
①米子市に住民票がある方
②昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男
性の方

③平成31年４月１日以降に風しんの抗体検査・予防接
種を行なった方

　なお、対象の年齢の方で、これから抗体検査・予防
接種を行なわれる方は 5月末に発送しているクーポン
券を使用して抗体検査・予防接種を行なってください。
※昭和37年４月２日～昭和47年 4月１日生まれの男
性はクーポン券の発行に申請が必要となります。く
わしくはお問い合わせください。
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７月から12月まで 大人のいろいろな健診を行ないます
～乳がん・子宮頸がん検診は７月から１月末まで～

種 類 対象者
（今年度中の年齢）

自己負担金

受診方法および内容70歳以上の方（※
１）・市民税非
課税世帯の方

左記以外の方

特定健診および
後期高齢者の健
診など

40歳以上の方
（国民健康保険加入者と後期高齢
者医療加入者のみ）（※２）

500円 医療機関：問診、尿検査、血圧測定、脂質、
肝機能、血糖、腎機能など

大腸がん検診 40歳以上の方 200円 600円 医療機関：問診、便潜血検査

胃 が ん 検 診 40歳以上の方
1,000円 2,500円 検診車：問診、胃透視（レントゲン検査）

1,300円 4,100円 医療機関：問診、胃透視または内視鏡検
査（胃カメラ）

肺 が ん 検 診 40歳以上の方 100円 300円

検診車：問診、胸部レントゲン検査、
喀
か く

痰
た ん

検査（50歳以上で問診の結果必要な
方のみ）
※ 65歳以上の方は結核健康診断を含む。
※別記「肺がん検診日程」をご確認くだ
さい。

肝炎ウイルス
検査

40歳以上の方のうち、職場の検
診等で検査を受ける機会がない
方（過去に肝炎ウイルス検査を
受けたことのある方は除く）　

特定健診等と同時に検査した場合
医療機関：問診、採血（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウ
イルス）

300円 1,100円
肝炎のみを検査した場合

500円 1,700円

肝炎ウイルス
検査個別勧奨

事業

今年度中に、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳にな
り、過去に肝炎ウイルス検査を
受けたことのない方

無料 肝炎ウイルス検査と同様

乳がん検診
平成30年度に乳がん検診を受け
ていない 40歳以上の女性 600円 2,000円 医療機関・検診車：問診、マンモグラフィ（乳

房X線検査）
※予約が必要です。S54.4.1～S55.3.31生まれの方 無料

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 頸部 800円 2,300円 医療機関・検診車：問診、細胞診（体部が
ん検診は医師が必要と判断した方のみ）頸部・体部 1,400円 3,900円

HPV
検査

今年度末の年齢が30～44歳の
女性で子宮頸がん検診と同時に
検査を希望される方

700円 2,000円
HPV（子宮頸がんの原因とされるヒトパ
ピローマウイルス）に感染しているかど
うかを調べる検査

ふしめ歯科検診 今年度中に、40歳、50歳、60歳、
70歳になる方 200円 500円

歯科医院（鳥取県西部歯科医師会）：問診、
歯周組織検査
（対象の方で受診を希望される方はお申し
込みください。後日受診券を郵送します。）

※１…70歳以上の方　昭和25年３月31日までに生まれた方
※２…国民健康保険以外の被用者保険（協会けんぽや企業の健康保険など）加入者の特定健診はそれぞれの保険者が実施し

ます。
■生活保護世帯の方は無料です。
■ 40歳以上の国保加入者、20歳以上の女性、40・45・50・55歳のふしめ年齢の男性、60歳以上の男性、過去４年間に
米子市の受診券で受診したことがある方に「令和元年度健診受診券」を６月末にお送りしました。

　受診券がないと健診は受けられません。届いていない方で健診を希望される方はお申し込みください。
■国民健康保険・後期高齢者医療加入者で、人間ドックに変更希望の方は、各種健診を受診する前にご相談ください。
■各種がん検診については、職場などで受診する機会がない方は、米子市のがん検診をご利用ください。
◆申込・問合せ　特定健診・後期健診・人間ドックについてのお問い合わせは、保険課（☎２３－５４０７・５４０８）
　　　　　　　　がん検診・ふしめ歯科検診についてのお問い合わせは、健康対策課（☎２３－５４５８・５４５２）



■相談名　内容／日時／場所／問合せ先

■法テラス無料法律相談会
法律問題全般。米子市在住または在勤の方で資力
が一定額以下の方が対象。要予約／ 26日（金）午後
２時～４時／米子市立図書館１階対面朗読室／申
込先：法テラス鳥取（☎ 050－3383－5495）／
問生活年金課（☎ 23－5378、 23－5391）
■法律相談センター米子
法律問題全般。１件30分5,000円。※多重債務の
相談は無料。要予約／毎週火曜日午後１時30分～
４時30分／米子天満屋４階／問鳥取県弁護士会米子
支部（☎ 23－5710）
■司法書士による「無料法律相談会」
法律問題全般。要予約／ 26日（金）午後６時～８時
／米子コンベンションセンター第１会議室／問鳥
取県司法書士会（☎ 0857－24－7024）
■多重債務・法律相談会
多重債務や借金など。１件30分、要予約／18日（木）
午後１時30分～３時／米子コンベンションセンター
／問鳥取県西部消費生活相談室（☎ 34－2648、
34－2670）・米子市消費生活相談室（☎ 35－

6566、 23－5391）
■高齢者なんでも無料電話相談
高齢者の相続、財産管理、介護など。／毎週月・木
曜午後１時30分～４時／☎ 0120－65－3948 ／
問高齢者支援センターとっとり （☎ 0857－22－
3912）
■よなご暮らしサポートセンター法律相談
法律問題全般。費用2,000円、要予約／ 16日（火）
午後１時～３時／ふれあいの里１階／問よなご暮ら
しサポートセンター（☎ 35－3570）

■米子市消費生活相談室
買い物のトラブル、架空請求など／平日午前８時
30分～午後５時／市役所本庁舎１階消費生活相談
室／問米子市消費生活相談室（☎ 35－6566）
■よなご暮らしサポートセンター一般相談
日常生活の悩みや不安など。予約不要、電話相談可。
／平日午前９時～午後５時／ふれあいの里１階／問
よなご暮らしサポートセンター（☎ 35－3570）
■住まいお悩み無料相談
自宅の維持管理やリフォームに関する情報提供、
相続・空き家など。要予約／平日午前10時～午後
７時（土日は午前10時～午後６時）（定休日：火曜
日・水曜日・祝日）／住まいと暮らしの相談窓口 じゅ
うmado 米子（米子市両三柳2360－8）／問住ま
いと暮らしの相談窓口 じゅうmado米子（全国住
宅産業地域活性化協議会）（☎ 38－8010）

■行政相談
役所への要望・意見。予約不要／８日（月）、19
日（金）、８月９日（金）いずれも午後１時～４時／
市役所第２庁舎２階第１会議室／問生活年金課（☎
23－5378、 23－5391）
■鳥取県行政書士会無料相談
相続・成年後見・交通事故・外国籍の方の帰化など。
予約不要／ 13日（土）、８月10日（土）午前10時
～午後２時／米子市立図書館１階対面朗読室／問
鳥取県行政書士会事務局（☎ 0857－24－2744）

■起業・経営なんでも相談会
要予約／７日（日）午後 1時～ 5時／米子市立図
書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）
■ビジネス情報相談会
要予約／ 19日（金）午後 1時～３時／米子市立図
書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）
■よなご若者サポートステーション
15～39歳の若者の就労・社会参加に向けての相談
／要予約／ 12日（金）午後 1時～５時／米子市立
図書館／問よなご若者サポートステーション（☎
21－5678、 21－5679）

■特許無料相談
要予約／ 23日（火）午後 1時～４時／米子市立図
書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

■人権擁護委員による人権相談
人権擁護委員がさまざまな困りごとの相談に応じ
ます。予約不要／ 10日（水）、８月13日（火）午後
１時～４時／市役所第２庁舎１階相談室／問人権政
策課（☎ 23－5415、 37－3184）
※鳥取地方法務局米子支局でも人権相談に応じてい
ます。（☎ 0570－003－110）

スマホ代・通信料の滞納に気をつけましょう
　携帯電話会社への支払いを滞納し、督促通知を無視し
ていると強制解約されます。強制解約から５年間は携帯
電話の契約ができなくなるので気をつけましょう。
　端末代金を滞納した場合は、クレジットカードを作る
ことや新たな借り入れができなくなることもあります。
■問合せ　米子市消費生活相談室（☎３５ー６５６６）


