集団がん検診日程
■胃がん・乳がん検診（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。
※先着順ですので、早めに申し込んでください。
▶会場：ふれあいの里
胃がん
月

日

肺がん検診が医療機関で
受診できるようになりました

乳がん

午前８
午前８時30分
時30分
〜11時
〜11時

10月18日（日）

●

●

11月 ９ 日（ 月 ）

●

●

午後１時 30分
〜３時30分

肺がん検診が10月１日から医療機関で受診できるよう
になりました。受診できる医療機関は市ホームページでご
確認ください。
■対象者 40歳以上の方（すでに肺がん集団検診を受診さ
れた方を除く）
■負担金

11月18日（水）

●

300円（追加でたんの検査を受ける場合：1,200円）

▶会場：淀江支所

▶70歳以上の方、市民税非課税の方
胃がん

月

日

午前８時30分
〜11時

10月30日（金）

乳がん
午前８時30分
〜11時

●

●

100円（追加でたんの検査を受ける場合：400円）
▶生活保護世帯の方
無料（追加でたんの検査を受けても無料）
■受け方
▶医療機関に電話してから受診してください。
▶６月下旬に郵送している「肺がん検診受診券（レント

■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

▶市民税課税世帯の方

ゲン車用）
」を持参してください。
■問合せ
健康対策課（☎２３−５４７２、

き

10月19日（月）、11月10日（火）

風しんの抗体検査・予防接種が
無料で受けられます

いずれも午前９時〜11時、午後１時〜３時
▶会

場

ふれあいの里

２３−５４６０）

風しん定期接種の機会がなく、風しん抗体保有率が低い

■受診される方へのお願い

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

▶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。

種を実施しています。
■対象者

▶マスクの着用にご協力をお願いします。

昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日生まれの男性

▶通常の検診より待ち時間が長くなることが予想されま

※無料クーポン券は 3 月下旬に送付しています。同封

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。）

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

■問合せ
健康対策課
（☎２３−５４５４、２３−５４７２、

の案内文をご確認いただき、まずは抗体検査を受けて

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
２３−５４６０）

健康対策課（☎２３−５４５１、

２３−５４６０）

有 料
広
告
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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

インフルエンザの
予防接種が受けられます
高齢者の方を対象に、インフルエンザ予防接種を実施し

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

ます。対象者の方には10月中旬に受診票を郵送します。

クチンの予防接種は、10月１日から無料になります。
（10

■対象者

月 1 日より前に接種した場合は、負担した費用を助成。
）

▶ 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・じん臓・呼吸器の機能・
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあ
ると厚生労働省令で認められた方（身体障がい１級程

■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

度）
■接種期間

■接種場所 委託医療機関（要予約）

10月19日（月）〜 令和３年１月31日（日）

けて２回接種します。
●ロタテック ®（５価ワクチン）

■受け方
▶医療機関に電話してから受診してください。

生後 2 か月から32週までの間に27日以上の間隔をあ

▶受診券を持参してください。

けて３回接種します。

※受診できる医療機関は受診券に記載しています。

※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14週６日までに行ってください。

■負担金

市民税課税世帯：1,200円、市民税非課税世帯：600円、

■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

生活保護世帯：無料
■問合せ 健康対策課（☎２３−５４５１、 ２３−５４６０）

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。

ふらっと、運動体験！！を実施します
■会
▶と

場
き

弓浜老人福祉センター

■問合せ
健康対策課（☎２３−５４６８、２３−５４７２、
５４６０）

２３−

10月１日
（木）、
８日
（木）、
13日
（火）、
22日
（木）、
29日（木）、11月の毎週木曜日
いずれも午後２時〜４時

■会
▶と

場
き

コロナ禍でも医療機関で必要な受診を

淀江老人福祉センター
10月の毎週水曜日、11月の毎週水曜日
いずれも午後２時〜４時

■会
▶と

場
き

□

ふれあいの里

過度な受診控えは健康上のリスクを高め
てしまう可能性があります。

10月２日
（金）
、９日
（金）、
16日
（金）、
19日
（月）
、
11月２日
（月）、
９日
（月）、
20日
（金）、
27 日
（金）
、

□

診等の健康管理は重要です。

30日（月）
いずれも午後２時〜４時

コロナ禍でも持病の治療や予防接種・健

□

■対象者

医療機関ではしっかりとした感染防止対
策が行われています。

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

まずはかかりつけ医に相談しましょう。

※予約不要

■その他

くわしくは、
「上手な医療のかかり方（厚生労

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。
■問合せ 健康対策課（☎２３−５４５８、

有 料
広
告
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具合が悪いなど健康に不安がある時は、

２３−５４６０）

働省）
」で検索してください。

母子手帳アプリ

から出産、子育てまで
娠
妊
フルサポート

利用無料

P

すくすく！よなごっち
NT
OI

1
予防接種の受け忘れ防止

P

予防接種の事前お知らせ、スケジュール管理、ア
ラート機能で、予防接種の受け忘れを防ぎます。

NT
I
O

2
子育て記録をデータで確認

P

アプリでお母さんや赤ちゃんの体重をグラ
フで確認でき、成長に応じて医師監修の
メッセージも表示されます。お腹の赤ちゃ
んのエコー写真も保存可能です。

NT
I
O

3
地域情報が身近に
地域の育児情報や、育児に必要な手続き・
施設・イベント情報などに簡単にアクセス
できます。

母子モ（ボシモ）で検索！
母子モ

検索

【対応言語】英語、中国語 ( 簡・繁 )、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語、ロシア語、ネパール語

※母子手帳に代わるものではありません。

問合せ

健康対策課（☎２３−５４５１

２３−５４６０）
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行政
■行政相談
予約不要／５日（月）
、23日（金）
、11月11日（水）いず
れも午後１時〜４時／ 23日：市役所第２庁舎２階第
１会議室

その他：市役所本庁舎４階４０２会議室／

生活年金課（☎ 23−5378、

■相談名

23−5391）

■鳥取県行政書士無料相談会

内容／予約／日時／場所／問合せ先

相続、成年後見、交通事故など／要予約／ 17日（土）
午前10時〜午後２時／米子市立図書館１階対面朗読室
／

法律・くらし

鳥取県行政書士会事務局（☎ 0857−24−2744）

■空き家・空き土地・不動産こまりごと無料相談会
11月６日（金）午後１時〜４時／ユウベルプラザ／

■法テラス無料法律相談会

鳥取県宅地建物取引業協会西部支部（☎ 23−8208）

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／ 19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）／

■人権擁護委員による人権相談

23−5391）

生活年金課（☎ 23−5378、

人権・こころ
人権擁護委員がさまざまな困りごとの相談に応じま

■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

す。／予約不要／ 12日（月）
、11月10日（火）午後

談は無料／要予約／毎週火曜日午後１時30分〜４時、

１時〜４時／市役所第２庁舎１階相談室／

毎週金曜日午前10時30分〜午後０時30分／米子し

策課（☎ 23−5415、

んまち天満屋４階／

務局米子支局でも相談に応じます。
（平日午前８時30

鳥取県弁護士会米子支部（☎ 23

37−3184）※鳥取地方法

分〜午後５時15分）
（☎ 0570−003−110）

−5710）

■西部ひきこもり生活支援センター

■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／ 15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／
2648、

人権政

鳥取県西部消費生活相談室（☎ 34−

34−2670）
・米子市消費生活相談室（☎

35−6566、

す。
（相談無料）／平日午前９時〜午後５時／

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

23−5391）

悩んでいること、つらく、くるしいことなど。／要予

■日曜労働相談会
労働問題全般／要予約／ 25日（日）正午〜午後３時
／鳥取県西部総合事務所／
0120−77−6010、

ひきこもりでお悩み方やそのご家族を支援しま

労使ネットとっとり（☎

約／ 21日（水）午後２時〜４時／米子市立図書館／
ライフサポートセンターとっとり（☎ 0120−82
−5858、

0857−26−8153）

0857−32−5454）

■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 ／

高齢

ビジネス

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／ 19日（月）

要予約／４日（日）午後 1 時〜 5 時／米子市立図書館

午後１時〜３時／ふれあいの里１階／

／

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

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／ 15日
（木）午後 1 時30分〜３時30分／米子市立図書館／

分〜午後５時／市役所本庁舎１階消費生活相談室／

よなご若者サポートステーション（☎ 21−5678、

米子市消費生活相談室（☎ 35−6566）

21−5679）

■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）
／

こども相談課（☎ 23−5467）
・健康対策課（☎

23 −5454）
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■起業・経営なんでも相談会

■ビジネス情報相談会
要予約／ 16日（金）午後 1 時〜３時／米子市立図書
館／

米子市立図書館（☎ 22−2612）

■特許無料相談
要予約／ 16日（金）午後 1 時〜４時／米子市立図書
館／

米子市立図書館（☎ 22−2612）

