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集団がん検診を実施します
■予 約
▶肺がん検診は予約不要。（日程変更あり）
▶胃がん・乳がん・子宮頸がん検診は要予約。
（７月１日（水）より申込開始）

■会 場
ふれあいの里、淀江支所、淀江体育館、保健事業団

■検診を受ける方へのお願い
▶当日、発熱や風邪症状等がある方は、受診をお断りす
る場合があります。

▶受診される方は、マスクの着用にご協力をお願いしま
す。

▶通常の検診より待ち時間が長くなることが予想されま
す。時間に余裕をもってお出かけください。

▶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（☎２３－５４５４、 ２３－５４６０）

肺がん検診日程（予約不要）
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初予定
していた地区公民館等への巡回は中止し、ふれあいの里お
よび淀江体育館で実施します。
■会場：ふれあいの里
▶とき

７月21日（火） ７月29日（水） ８月４日（火）

８月17日（月） ９月８日（火） ※９月20日（日）

10月１日（木） 10月19日（月） 11月10日（火）

11月20日（金） ※ 12月13日（日）

▶時間　①午前９時～11時、②午後１時～３時
※ 9月20日（日）と12月13日（日）は①の時間のみ

■会場：淀江体育館
▶とき　７月31日（金）、８月12日（水）、９月４日（金）
▶時間　①午前９時～11時、②午後１時～３時

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５４、 ２３－５４６０）

胃がん・乳がん・子宮がん検診日程（要予約）
　予約受付は７月１日（水）からです。受診希望の方は、お
手もとに受診券を用意し、健康対策課（☎２３－５４５４・
５４７２）に連絡してください。
■会場：ふれあいの里

月　日

胃がん 乳がん 子宮
頚がん

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

午前９時
～11時

7 月23日（木・祝） ● ●

8 月 3日（月） ●

8 月28日（金） ●

9 月 6日（日） ● ●

9 月13日（日） ● ● ●

10月13日（火） ● ●

10月18日（日） ● ●

11月 9日（月） ● ●

11月18日（水） ●

11月23日（月・祝） ● ● ●

12月15日（火） ● ●

12月20日（日） ● ●

1 月12日（火） ●

■会場：淀江支所

月　日
胃がん 乳がん

午前８時30分
～11時

午前８時30分
～11時

9 月１日（火） ● ●

10月30日（金） ● ●

■会場：保健事業団

月　日
胃がん 乳がん

午前８時30分
～11時

午前８時30分
～11時

12月４日（金） ● ●

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５４、 ２３－５４６０）



各種健診を７月から12月まで行います！
（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 700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）

1,400円 4,200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。
※ 16ページの「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）

400円 1,200円
肝炎のみを検査した場合

600円 1,800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
令和元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。S55.4.1～S56.3.31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 2,400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 4,000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26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２年度健診受診券」を６月末にお送りしています。

　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。
◆問合せ　特定健診・後期健診・人間ドックについて　保険課（☎２３－５４０７・５４０８）
　　　　　がん検診・ふしめ歯科検診について　健康対策課（☎２３－５４５４・５４７２）
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ロタウイルスワクチンの
費用を助成します

　令和２年８月１日以降に生まれた乳児のロタウイルスワ
クチンの予防接種は、10月１日から無料となります。
　令和２年４月２日～７月31日に生まれた乳児が接種した
場合や、令和２年８月１日以降に生まれた乳児が10月 1日
より前に接種した場合は、費用を助成します。
■助成の条件
▶乳児の保護者
本市に住所を有している

▶乳児
①接種日において、本市に住所を有している
②同一種類のロタウイルスワクチン接種を完了してい
る（※）

③令和２年４月２日以降生まれである
（※）【参考】ロタウイルスワクチンの種類

●１価ワクチン（ロタリックス®）　
生後６週から24週までの間に４週間以上の間隔をあ
けて２回接種します。

●５価ワクチン（ロタテック®）　　
生後６週から32週までの間に４週間以上の間隔をあ
けて３回接種します。

■助成金額　
接種に要した費用（ワクチンの種類によって上限があり
ます。） 
▶１価ワクチン（ロタリックス®）
上限：１回あたり14,000円を２回まで

▶５価ワクチン（ロタテック®）
上限：１回あたり9,000円を３回まで

※10月 1日からの定期接種（無料）に該当したものは助成
の対象になりません。

■申請方法
接種完了後に申請書および添付書類を提出してください。
□申請書　
米子市健康対策課にあります。

□領収書　
当該予防接種に要した費用のわかる領収書の原本。

□母子健康手帳「予防接種の記録」の写し
接種を受けた日、ワクチンのメーカーおよびロットナ
ンバーが記載されているもの。

■申請締切　令和３年３月31日まで
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４６８、 ２３－５４６０）

風しんの抗体検査・予防接種が
無料で受けられます

　風しんの感染が拡大しています。妊娠早期の妊婦に風し
んを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる
可能性があります。
　そのため、風しん定期接種の機会がなく、風しん抗体保
有率が低い昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの
男性を対象に、令和 3年度まで風しんの抗体検査と予防接
種を実施しています。
■対象者
昭和37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 3月下旬に送付しています。同封の
案内文をご覧いただき、検査・接種いただきますよう
お願いします。

※昨年送付したクーポン券で、すでに抗体検査・予防接
種された方については、対象外となりますので、クー
ポン券の送付はしていません。

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

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。周りの方もご注意をお願
いします。また、マスクの着用は熱中症のリスクを高め
るおそれがあります。着用時には運動等は避け、こまめ
な水分補給を心がけてください。
「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

「おとなの健康診査」実施医療機関の
新規追加のお知らせ

　６月下旬に郵送した「健診受診券」に掲載してある実施医
療機関が追加になりました。

医療機関名 住所 電話番号 種別
西伯病院 南部町 66－2211 健　乳　子

※乳がん検診は要予約となります。（午後２時～４時30分）
直接申込（☎ 66－ 2211）※子宮頸がん検診は必ず医療
機関に曜日と時間を確認してからお出かけください。

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５４、 ２３－５４６０）
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■相談名　内容／予約／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（１件30分）／要予約／ 27日（月）
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／米子し
んまち天満屋４階／問鳥取県弁護士会米子支部（☎ 23
－5710）
■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／ 16日
（木）午後１時30分～３時／米子コンベンションセン
ター会議室／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／ 20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）
■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）
■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）
■米子市こども総合相談窓口
出産や子育てに関する情報提供や困りごと、悩みな
どの相談に応じます。／平日午前８時30分～午後５
時 15分／こども総合相談窓口（ふれあいの里 3階）
／問こども相談課（☎ 23－5467）・健康対策課（☎
23－5454）

法律・くらし

■行政相談
予約不要／８日（水）、29日（水）、８月５日（水）いずれ
も午後１時～４時／市役所第２庁舎３階会議室／問生
活年金課（☎ 23－5378、 23－5391）
■鳥取県行政書士無料相談会
相続、成年後見、交通事故など／予約不要／ 11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）

行政

■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（金）、８月11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
局米子支局でも相談に応じます。（平日午前８時30分
～午後５時15分）（☎ 0570－003－110）

■西部ひきこもり生活支援センター
ひきこもりでお悩み方やそのご家族を支援しま
す。（相談無料）／平日午前９時～午後５時／問西
部ひきこもり生活支援センター（☎ 30－4192、
tottoripeer@fuga.ocn.ne.jp）
■こころの相談会
悩んでいること、つらく、くるしいことなど。／要予
約／８日（水）午後２時～４時／米子市立図書館／問
ライフサポートセンターとっとり（☎ 0120－82－
5858、 0857－32－5454）

人権・こころ

■起業・経営なんでも相談会
要予約／５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／ 17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
15～49歳の若者の就労・社会参加／要予約／９日（木）
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／ 17日（金）午後 1時～４時／米子市立図書
館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

ビジネス


