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風しんの抗体検査と予防接種が
無料で受けられます

　風しん定期接種の機会がなかったため、風しん抗体保有
率が低い40歳から57歳の男性を対象に、今年度から３年間、
風しんの抗体検査と予防接種を無料で実施します。
■対象者 　
　▶昭和37年４月２日～昭和47年 4月１日生まれの男性

申請があれば無料クーポン券を発行しますので、お問
い合わせください。

　▶昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
無料クーポン券を送付しています。

※医療機関等での抗体検査の結果、十分な免疫があった場
合は予防接種は行なわれません。

※対象の年齢の方で、平成31年４月１日以降に既に風し
んの抗体検査・予防接種をした方は、助成金の対象とな
る場合があります。くわしくはお問い合わせください。

■問合せ　健康対策課
（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）

第102回 一般公開健康講座

糖尿病網膜症に関して
　糖尿病網膜症は糖尿病による眼の合併症で、進行すれば
失明する可能性があるため、早期発見が大切です。
■と き　10月17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
■講 師　山陰労災病院　眼科　佐

さ さ き

々木　勇
ゆ う じ

二さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会

（☎３４－６２５１、 ３４－６２５２）

第259回 山陰労災病院健康講話

心筋梗塞について
■と き　10月21日（月）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■講 師　循環器科医師　網

あみさき

﨑　良
りょうすけ

佑さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）

（☎３３－８１８１、 ２２－９６５１）

2019年度　糖尿病週間公開講座
■と き　11月10日（日）午後１時～４時30分
■ところ　ふれあいの里　４階　中会議室
■内 容　・講演会　午後２時～３時30分

・総合討論　午後３時30分～４時
・健診コーナー　午後１時～２時

午後４時～４時30分
■参加費　無料
■問合せ　鳥取県糖尿病協会NPO法人中海エリア糖尿病

療養研究機構（☎・ ２４－１１５１）

10月は乳がん啓発月間です
　「つながるマルシェ in える・もーる」内に
ピンクリボン啓発ブースを出展します。参
加無料です。どうぞお立ち寄りください。
■と　き　10月26日（土）午前10時～午後３時
■ところ　ひまわり駐車場（える・もーる１番街）
■内 容　・保健師による健康相談、乳がん検診相談

・乳がんのしこり体験
・乳がん検診車の展示　など

■問合せ　健康対策課
（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）

胃がん検診を受診された 50・60代の方へ
新しい胃内視鏡検診の研究にご協力ください
　米子市では、胃内視鏡検診の負担を減らし、より多くの
方々に検診を受けていただくプログラムを開発するための
全国規模の研究に参加しています。研究にご協力いただけ
る方は、研究説明会でくわしい説明をしますので、ぜひご
参加ください。また、初年度に、血液検査（ピロリ菌検査
とペプシノゲン検査）が無料で受けられます。
■対象者　
・令和元年度に米子市の胃内視鏡検診を受診された方
・胃内視鏡検診受診時に50～69歳の方
・胃の手術をしていない方（内視鏡切除は除く）
■研究説明会　10月10日（木）午後１時～３時

ふれあいの里　２階　作業療法室
■問合せ　胃内視鏡検診研究事務局（健康対策課内）

（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）
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（65歳以上の方は結核健診を含みます。）
月 日 ところ と き

10月29日
（火）
崎津
大篠津

Ｋショップきのした
駐車場 午前９時10分～９時40分

上大崎停留所西隣 午前 10時～10時10分
鳥取西部農協崎津支所 午前10時30分～10時40分
橋本青果 午前11時～11時10分
大崎２区集会所
（崎津 2区集会所） 午前11時30分～11時50分

６区集会所（葭津地区
児童厚生体育施設） 午後１時20分～１時40分

おしゃれセンター
まつもと 午後２時10分～２時30分

11月５日
（火）
宇田川
淀江

福井製茶前 午前９時10分～９時20分
富繁構造改善センター 午前９時30分～９時40分
新井秀夫氏宅前旧道 午前10時～10時30分
旧朝日ゴルフクラブ
社員寮前駐車場 午前10時50分～11時

本宮農村公園駐車場 午前11時20分～11時30分
淀江ゆめ温泉駐車場 午後１時30分～１時50分
稲吉集落センター 午後２時10分～２時30分
料亭真名井前
米子市営無料駐車場 午後２時50分～３時

永原医院駐車場 午後３時20分～３時30分

11月11日
（月）
明道
和田

まるごう米子南店 午前９時30分～10時10分
とんかつ繁昌亭
道笑町店 午前10時30分～10時40分

道笑町３丁目　白根氏
宅駐車場 午前11時～11時40分

森脇衣料品店 午後１時40分～２時
和田６区角氏宅前 午後２時20分～２時40分

■対象者　▶胸部レントゲン検査　40歳以上の方
▶「たん」の検査　50歳以上で喫煙指数（1日
本数×年数）が600以上の方（元喫煙者を含む。）

■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）」をご持参ください。

肺がん検診日程 集団がん検診日程
　先着順で予約を承りますので、ご希望の方は受診券をご
用意のうえ、お早めに健康対策課へお申し込みください。

ふれあいの里
胃がん 乳がん

午前８時30分～11時 午後１時30分
～３時30分

10月29日
（火） ● ●

11月７日
（木） ●

11月14日
（木） ● ●

※受診当日は、必ず受診券と負担金をご持参ください。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

高齢者のインフルエンザ予防接種
■対象者　・65歳以上の方（令和元年12月31日までに65

歳の誕生日を迎えられる方）
・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼
吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいを有する者として厚生
労働省令で認められた方（身体障害１級程度）

※ただし、本人が接種を希望する場合に限ります。
※対象の方には、受診券を10月下旬に郵送します。
■接種期間　11月１日（金）～令和２年１月31日（金）
■受け方　必ず医療機関に電話確認のうえ、お出かけくだ

さい。受診する際は、受診券を持参してください。
（委託医療機関は受診券に記載しています。）

■負担金　市民税課税世帯：1,200円
市民税非課税世帯：600円
生活保護世帯：無料

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

健診・予防接種実施医療機関の中止
　米子市が実施している健診・定期予防接種について、取
り扱いを中止する医療機関がありますのでお知らせします。
医療機関名 中止する健診・予防接種の種類

安田内科医院
高齢者の肺炎球菌予防接種、特定健康
診査、後期高齢者の健康診査、米子市
健康診査、肝炎ウイルス検査

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）



■相談名　内容／予約／日時／場所／問合せ先

■米子市消費生活相談室
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）
■民事・家事調停委員による無料調停相談
27日（日）午前10時30分～午後３時／米子市立図書館
／問鳥取地方裁判所米子支部庶務課（☎ 22－2205）
■空き家・空き土地・不動産こまりごと無料相談会
11月８日（金）午後１時～４時／ふれあいの里／問鳥取
県宅地建物取引業協会西部支部（☎ 32－8208）
■暮らし・経営 なんでも相談
鳥取県内の公証人、行政書士、不動産鑑定士、司法書
士、弁護士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
弁理士、土地家屋調査士の各専門家が連携して相談に
応じます。／予約不要／ 20日（日）午前10時～午後４
時／米子産業体育館２階中会議室３／問鳥取県土地家
屋調査士会（☎ 0857－22－7038）

■起業・経営なんでも相談会
要予約／６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／ 18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／要予約／４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／ 29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）

■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／ 23日（水）午後２時～
４時／市役所第２庁舎３階会議室／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、毎
週金曜日午前10時30分～午後０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／ 25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／ 17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／ 21日（月）
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）
■鳥取県弁護士会による無料法律相談
予約不要、定員30人程度（当日受付順）／ 10日（木）午
前10時～午後３時／鳥取地方・家庭裁判所米子支部／
問鳥取県弁護士会（☎ 0857－22－3912）

■米子合同行政相談所
関係機関が参集し対応／弁護士による相談は要予約／
９日（水）午後１時～４時／米子市文化ホール／問鳥取
行政監視行政相談センター（☎ 0857－24－5541）
■行政相談
予約不要／４日（金）、25日（金）、11月８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、帰化など／予約不要／ 19
日（土）、11月９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）

■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（木）、11月11日（月）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）


