' s Information
みとよ くらしのおしらせ

90歳

昭和 5年４月２日生 〜 昭和 6年４月１日生

95歳

年４月１日生
大正14年４月２日生 〜（昭和元）

100歳

大正 9年４月２日生 〜 大正10年４月１日生
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2

▲

対象者

75

場所 永康病院

30

申し込み期間・方法

４月 １日︵ 水 ︶〜 月 日︵ 金 ︶
の間
に来院または電話で申し込み
人間ドック受検期間

10

・昭和 年3月 日以前に生まれた人
・後期高齢者保険証をお持ちの 歳未
満の人
31

月〜令和3年１月︵予定︶
※日程は︑ 月以降に通知します︒
※半日ドックで受けることもできます
ので︑ご相談ください︒
内容
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前立腺がん検査

2,410円
喀痰検査

3,740円
肝炎検査

4,190円
骨粗しょう症検査

1,540円
腹部超音波検査

5,500円

9,900円
※1

頭部ＭＲＩ検査

※1 …10月30日までに要予約

公的な接種を受ける機会がなかった
昭和 年４月２日から昭和 年４月１
日までの間に生まれた男性を対象に︑
風しんの抗体検査および予防接種を実
施します︒令和２年度の対象者には
﹁風しんにおける抗体検査券および予
防接種クーポン券﹂
︵無料︶を送付しま
す︒

風しんの抗体検査・予防接種が
無料で受けられます！

※1

☎83‑3001
永康病院

21

（税込）

基本項目︵血液一般検査︑肝機能・
脂質・糖尿病・腎機能検査︑胃カメラ
または胃部X線検査など︶
費用 １１ ︐1８０円︵税込︶
次のオプションは別途料金が必要で
す︒
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自己負担金

多言語に対応しています

15

▲ 令和２年度の対象者

①昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日の間に生まれた男性
②昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日の間に生まれた男性で︑令和２
年２月末時点で抗体検査を受けたこ
とがない人
※②の対象者で抗体検査を受けていな
い人は︑4月に送付するクーポン券
を使用してください︒また︑すでに
抗体検査を受け︑結果が﹁定期接種
対象﹂であり︑接種がまだの人は︑
検査結果とクーポン券を持って︑受
診してください︒

①あなたが風しんへの抗体力があるかど
うかチェックするために︑抗体検査を
受けましょう︒
②風しんへの抗体力が無いことが分かった
場合︑風しんへの抗体力
︵免疫︶
をつけるため︑予防接種を受
けましょう︒

風しんから︑
あなた自身と
周りの人を守るためにできること

三豊・観音寺市内や全国協力医療機関
市や職場の健康診断

実施医療機関

47

外国人居住者や外国人観光客も防
災マップが利用できるように︑日本
語のほかに︑英語︑中国語︵簡体・
繫体︶︑韓国語の３カ国語に対応して
います︒
冊 子 の 各 ペ ー ジ に あ る ２次 元 バ ー
コードを読み取ることで︑多言語に
対応したページを閲覧することがで
きます︒
新しい総合防災マップは４月中旬か
ら下旬にかけて︑市が委託したＮＴＴ
タウンページ㈱が市内全世帯に配布し
ます︒４月中にご自宅に届かなかった
場合は︑ＮＴＴタウンページ㈱広報誌
等配布センターまでご連絡ください︒

31

54

連絡先

30

54

ＮＴＴタウンページ㈱広報誌等配布
センター
︵通話料無料︶
０１２０︵０３０︶７０２

対象者

国民健康保険加入者で︑
昭和 年4月1日〜
昭和 年3月 日生まれの人
※保険証の適用開始年月日が令和 年
4月1日以前の人に限ります︒
申し込み期間 ※期間厳守
4月2日︵木︶〜 日︵水︶
※土日除く
午前8時 分〜午後５時 分
※第一希望は先着順に決定します︒
※受付時間外および郵送やFAXでの
申し込みは︑受け取りできません︒
健康課または各支所
申し込み先
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申し込み・問い合わせ

水防法の改正に伴い︑香川県にお
いて高瀬川および財田川の浸水想定
区域が見直されたことや︑新たに内
閣府から風水害時の﹁警戒レベル﹂
が 示 さ れ た こ と を 受 け ︑５ 年 ぶ り に
﹁総合防災マップ﹂を改訂しました︒

昭和10年４月２日生 〜 昭和11年４月１日生

▲

85歳

検査名

避難のタイミングを明確に

昭和15年４月２日生 〜 昭和16年４月１日生

37

警 戒 レ ベ ル ︵ １〜５ ︶ ご と に ︑ 市
民が取るべき行動や避難行動の基準
を記載しています︒

80歳

37

避難時の心得を整理するための災
害・避難カードを添付しまし た︒ぜ
ひご活用ください︒

接種回数 １回
高齢者用肺炎球菌ワクチン
接種費用 2ʼ000円
予防接種︵定期接種︶
対象者
※生活保護世帯や市民税非課税世帯に
①令和２年度中に左表の年齢に達する
該当する場合は︑接種費用が無料に
人︵4月上旬にピンク色の封筒で予
なります︒接種前に︑本人確認がで
診票を送付します︶
きるもの︵健康保険証︑運転免許証
② 〜 歳で心臓︑じん臓︑もしくは
など︶と印鑑を持参し︑健康課また
呼吸器の機能︑またはヒト免疫不全
は各支所で申請してください︒該当
ウイルスによる免疫機能の障がいで︑
者には﹁免除証明書﹂を発行します︒
身体障害者手帳１級に該当する人
接種方法

昭和20年４月２日生 〜 昭和21年４月１日生

☎73‑3119
危機管理課
問い合わせ
▲

75歳

☎73−3014

▲災害・避難カード（イメージ）

※対象者には︑4月上旬に個別に予診
医療機関に事前予約し︑当日は予診
票を送付しています︒
票︑健康保険証︑自己負担免除者は
接種期間
免除証明書を持参してください︒
①の対象者 4月1日
︵水︶〜
実施医療機関
令和３年３月 日︵水︶
三豊市・観音寺市内の協力医療機関︑
②の対象者
香川県内協力医療機関
歳を迎える年度の末日まで
※期間を過ぎると任意接種扱いとして︑ 国保人間ドック
全額自己負担となります︒

昭和25年４月２日生 〜 昭和26年４月１日生

健康課
問い合わせ

▲総合防災マップ表紙（イメージ）
▲ページイメージ

70歳

18
2020年4月
広報
広報
2020年4月

19

大正15

昭和30年４月２日生 〜 昭和31年４月１日生

31

65歳

47

60

65

令和2年度の高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種対象者

シニアドック（旧高齢者ドック）の受検者を募集しています
募集

風しんの抗体検査・予防接種についてのお知らせ
健康

64

＊過去に、23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことの
ある人は除きます

三豊市総合防災マップを配布します
☎73−3014
健康課
問い合わせ

お知らせ

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種と国保人間ドックのお知らせ
健康

