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集団がん検診日程
■胃がん・乳がん・子宮頚がん検診（要予約）

受診希望の方は、お手もとに受診券を用意し、健康対策
課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

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） ● ● ●

▶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

10月30日（金） ● ●

■肺がん検診（予約不要）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地区公民
館等への巡回は中止しています。
▶と き　

９月20日（日）午前９時～11時
10月１日（木）午前９時～11時、午後１時～３時

▶会 場　
ふれあいの里

■受診される方へのお願い
▶発熱や風邪症状等がある方、２週間以内に感染流行地

域に行かれた方は、受診をお断りする場合があります。
▶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。
▶必ず受診券と負担金をご持参ください。（負担金は、受

診券に記載しています。）
■問合せ

健康対策課（☎２３－５４５４、２３－５４７２、 ２３－
５４６０）

風しんの抗体検査・予防接種が
無料で受けられます

　風しん定期接種の機会がなく、風しん抗体保有率が低い
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
※無料クーポン券は 3 月下旬に送付しています。同封

の案内文をご確認いただき、まずは抗体検査を受けて
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
接種を受けられた方については対象外となります。

■問合せ　
健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

ふらっと、運動体験！！を実施します
　運動機器などを使い、自分のペースで運動できます。日
常の運動習慣のきっかけ作りとして、参加してみませんか。
９月の日程は次のとおりです。
■会 場　弓浜老人福祉センター

▶と き　９月３日（木）、10 日（木）、17 日（木）、24日（木）
いずれも午後２時～４時

■会 場　淀江老人福祉センター
▶と き　９月２日（水）、９日（水）、16日（水）、23日（水）、

30日（水）いずれも午後２時～４時
■対象者　

65歳以上で要介護・要支援認定がなく、医師から運動
制限を受けていない方

■利用料　１回150円　※予約不要
■その他

▶ご利用の際は、水分補給用のドリンクや汗拭きタオル
をご持参ください。

▶ふれあいの里での実施は10月２日（金）再開予定です。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、 ２３－５４６０）
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ロタウイルスワクチンの
予防接種が無料になります

　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日から無料になります。（10
月 1 日より前に接種した場合は、負担した費用を助成）
■接種場所　委託医療機関（要予約）
■持参するもの　母子健康手帳、予診票
■ワクチンの種類

●ロタリックス ®（１価ワクチン）　
生後２か月から24週までの間に27日以上の間隔をあ
けて２回接種します。

●ロタテック ®（５価ワクチン）　　
生後 2 か月から32週までの間に27日以上の間隔をあ
けて３回接種します。

※いずれか同一のワクチンで接種を完了してください。
※初回接種は生後６週～生後14週６日までに行ってく

ださい。
■令和２年４月２日～７月31日に生まれた乳児について
　ロタウイルスワクチンの予防接種で負担した費用を、申
請後に助成します。くわしくは、市ホームページをご確認
いただくか、健康対策課までお問い合わせください。
■問合せ　

健康対策課（☎２３－５４５４、２３－５４７２、 ２３－
５４６０）

地域の健康づくりの応援団
■食生活改善推進員とは？
「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、食を通
して地域の健康づくりを行うボランティア団体です。市
主催の養成講座を修了した方が推進員となり、現在、市
内で約600名の方が活躍しています。
▶活動の内容
「こども料理教室」、「おもてなし料理講習会」など、
子どもから大人まで、幅広い世代に食の大切さを伝え
る活動をしています。

■地区保健推進員とは？
「健康づくりの応援団」として皆さんのお住まいの地域で
健康づくりを推進しています。緑色の保健推進員 T シャ
ツを見かけたら、ぜひ声をかけてください！
▶活動の内容

市と協力し「よなご健康　えぇがん体操」を作成した
り、健診受診の声かけや、健康イベントを開催したり
して、地域の皆さんへ健康の大切さを発信しています。

■問合せ　
健康対策課（☎２３－５４７２、 ２３－５４６０）

健診を受けて温泉に入りませんか
　市の発行する「健診受診券」・「人間ドック受診券」で特
定健康診査を受診された方について、協力入浴施設の入浴
料の割引などを受けることができます。
■健診実施期間　12月31日まで
■割引利用期限　令和３年３月31日まで
■優待内容

▶おーゆ・ランド　
大浴場入浴券でサウナをサービス
※お客様感謝デー（サウナ無料サービス）も同じ

▶淀江ゆめ温泉　
日帰り入浴　通常600円→ 430円

※他の割引等との併用不可。それぞれの施設で１回まで。
■利用方法　

健診結果と一緒にお渡しする「よなご健康情報」に印刷
された「健診で温泉企画券」を切り取り、協力入浴施設
へご持参ください。
※再発行はいたしませんので、ご承知ください。

■問合せ
保険課健康推進室（☎２３－５４０７、 ２３－５５７９）

新型コロナウイルス感染症を予防するため
に「新しい生活様式」を実践しましょう

□　人との間隔は、できるだけ２ｍ取りましょ
う

□　三密（密閉・密集・密接）を回避しましょ

う

□　こまめな手洗いや咳エチケットを心がけま
しょう。
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大切なペットと楽しく暮らすために
ペットを飼う前に考えること

　動物を飼うことは、動物の生命を預かることです。飼い
主は、動物が生涯健康で快適に暮らせるようにするととも
に、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があり
ます。
　人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主の
モラルとマナーが必要です。

９月20日（日）～26日（土）は動物愛護週間です

　動物の愛護と適正な飼養について、理解と関心を深めて
いただくための週間です。
　動物は命のあるものです。人と動物の調和のとれた共生
社会の実現をめざしましょう。
 
■問合せ　
　環境政策課（☎２３ー５２５７、 ２３－５２５８）

放し飼いはやめましょう
　
■　犬の散歩はリード（引き

綱）をつけて、制御できる
人が行いましょう。

■　猫は室内で飼いましょう。

病気から守りましょう
　
■　動物病院で定期的に健康

診断を受けさせましょ
う。

■　犬には必ず狂犬病予防注
射を受けさせましょう。

糞尿の後始末をしましょう

■　ペットの糞尿の不始末は、
他 人 に 迷 惑 を か け る マ
ナー違反です。飼い主の
責任において必ず持ち帰
り、処分をしましょう。

不妊・去勢手術をしましょう

■　不要な繁殖で困らない
ように、動物病院で不
妊・去勢手術を受けさ
せることをおすすめし
ます。

迷子になったら

■　鳥取県のホームページで
「迷い犬猫収容情報」があ
り、探すことができます。

■　首輪に登録鑑札や飼い主
の連絡先を付けるように
しましょう。

　令和元年 6 月、動物の愛護及び管理に関する
法律の改正法が成立し、令和 2 年 6 月 1 日、同
法の一部を改正する法律が施行されました。
　動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確
化され、動物の適正飼養のための規制が強化さ
れました。



23

■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／ 28日（月）
午後２時～４時／市役所本庁舎４階４０２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／ 17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／ 14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）
■ＦＰフォーラム in 鳥取

新型コロナウイルスによる家計悪化など／要予約／
12日（土）午後１時～午後４時30分／米子市公会堂／
定員：24組／問日本ＦＰ協会　中国・四国ブロック
事務所（☎ 0120－874－009）

■公証週間休日法律相談
公正証書作成にかかる遺言、任意後見、離婚など／
要予約／ 10月３日（土）午前９時～午後４時／米子公
証役場／問米子公証役場（☎ 32－3399）

法律・くらし

■行政相談
予約不要／ 11日（金）、25日（金）、10月５日（月）い
ずれも午後１時～４時／ 11日：市役所本庁舎２階
２０３会議室　その他：市役所本庁舎４階４０２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／要予約／ 12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（木）、10月12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／９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／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）

■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／ 10日

（木）午後 1 時30分～３時30分／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）

■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）

■特許無料相談
要予約／ 18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）

■就農相談会
要予約／ 20日（日）午前10時～午後３時／米子市立
図書館／問鳥取県農業農村担い手育成機構（☎ 31－
9644）、 35－0198）

ビジネス


