
❶〜❺はB母子保健課☎︎855-7795
❻はAB市コールセンター☎︎822-8111
❼はAB子ども育成課☎︎823-9552

A申込先　
B詳細の問い合わせ先
料金の表示のないものは無料です

エイズ（HIV）・梅毒検査（無料・匿名）
ABエイズ相談専用電話☎︎822-0477

定期検査は毎週月曜日（祝日除く）15時
半〜16時半。予約不要。夜間検査は1月
17日㈪17時半〜19時。当日16時まで予
約受け付け（定員9人）。いずれも保健所

（総合あんしんセンター 2階）で実施。匿
名。少量採血のみ。正確な検査結果をお
返しするため、感染に心当たりのある日
から8週間以上たってからの検査をお勧
めします。

肝炎ウイルス検査
AB地域保健課☎︎822-0577

過去に肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない方を対象にB型・C型肝炎ウイルス
検査を行います。1月24日㈪14時〜15
時、保健所（総合あんしんセンター2階）
で。予約制。

体外受精・顕微授精の治療費助成
AB母子保健課☎︎855-7795

費用の一部を助成します。 男性不妊治療
（TESE、MESA等）には、上乗せ助成して
います。令和3年度は令和3年4月1日〜令
和4年3月31日に終了した治療に対して助
成します（申請期限は令和4年3月31日）。
詳しくはお問い合わせください。

人工授精の治療費助成
AB母子保健課☎︎855-7795

助成額上限は1年度につき3万円。 令和3
年2月1日から令和4年1月31日まで終了し
た治療に対して助成します。申請の受付は
令和4年2月28日までです。申請方法など
詳しくはお問い合わせください。

高知市の人口と世帯
■人口(前月比）
　32万2,794人（-211人）
　　 男　15万　848人（-101人）
　　 女　17万1,946人（-110人）
　　 出生163人　転入等422人
　　 死亡328人　転出等468人
■世帯数(前月比）
　16万4,433世帯（-65世帯）
　転入269世帯　その他159世帯        
　転出238世帯　その他255世帯

（令和3年12月1日現在）

❹子どものインフルエンザ予防接種の一
部助成（助成期間延長）
１月31日までに対象医療機関で接種した
子どものインフルエンザ予防接種にかか
る費用を助成します。対象は、接種日時
点で市内に住民登録がある１歳〜中学３
年生までのお子さんです。詳細は母子保
健課HP等でご確認ください。

❺日本脳炎予防接種
定期予防接種で規定回数（計4回）を接種
しましょう。なお、下記①または②に該
当する方は特例措置として接種が受けら
れます。交付を受けたことのない方には
予診票を送付しますのでご連絡ください。
①平成19年4月1日以前に生まれた20歳
未満のお子さんで、 平成22年3月31日
までの接種勧奨差し控えの間に合計4回

（第1期3回・2期1回）の接種がお済みで
ない方②平成19年4月2日〜平成21年
10月1日に生まれた13歳未満のお子さ
んで、第1期3回の接種がお済みでない方。
※ワクチンの在庫状況については、事前
に接種される医療機関へご確認ください。

❻パパママ教室  
妊娠中〜産後の体調管理や育児に関する
講話、沐

もく

浴
よく

体験など。
日時 ��2月21日㈪10時〜12時
場所  西部健康福祉センター
定員  先着16組
申込  1月31日㈪〜2月14日㈪9時

〜19時、電話で。

❼子どもの発達に関する相談  
保健師・心理士等が障害のあるお子さん
や、言葉や発達に何らかの心配があるお
子さんの相談をお受けし、必要に応じて
関係機関と連携して支援します。電話で
の相談は随時受け付けています。詳しく
はお問い合わせください。

❶妊産婦・子育て相談 はぐくみ  
妊娠・育児中のお悩み相談、お子さんの
身体測定など。申し込み不要。
日時 ��①1月17日㈪、２月７日㈪
　　②1月28日㈮いずれも10時〜11時半
場所  ①西部健康福祉センター
　　②東部健康福祉センター

❷離乳食教室  
離乳食やお口の発達についての
講話と調理動画の視聴。申し込
み不要。
日時 ��①1月14日㈮②28日㈮③2月10日㈭
　　いずれも10時半〜12時。
場所  ①総合あんしんセンター②東部健康

福祉センター③保健福祉センター

❸県外で定期予防接種を受ける方へ
里帰り出産など、やむを得ない事情によ
り高知県外に長期滞在し、滞在地の医療
機関でお子さんの定期予防接種を希望さ
れる方は、事前に母子保健課へご相談く
ださい。 必要と認められる方には、「予
防接種依頼書」を発行します。なお、依
頼書を発行した方で、県外で接種をした
日から1年以内であれば償還払いができ
ます。事前に依頼書を発行せずに接種し
た場合、償還払いの対象となりませんの
でご注意ください。

健 診康 査
▶個別の大腸がん検診は検診実
施機関へ直接お申し込みくださ
い。その他の検診の申し込みや
検診実施機関については健康増
進課へお問い合わせください。
検診実施機関は健康増進課HPに
も掲載しています。
※子宮頸がん・乳がん検診は2年
度に1回。個別の胃がん検診を受
診した翌年度は、個別・集団いず
れの胃がん検診も受診不可。※生
活保護等受給中または市民税非
課税世帯の方は申請すると自己
負担金無料。※聴覚・言語障害の
ある方のFAX（823-8020）等で
の申し込み、視覚障害のある方
への受診票発送時の電子メール
でのお知らせや封筒への点字記
載などの対応も可能ですので、
事前にお知らせください。

8時半～11時半

8時半～11時半

胃、大腸、胸部

乳、子宮
大腸、胸部

胃、大腸、胸部
乳、子宮

保健福祉センター（塩田町）

高知県総合保健協会（桟橋通）

東部健康福祉センター（葛島）

3日㈭・4日㈮・6日㈰・17日㈭・
18日㈮・24日㈭・25日㈮・26日㈯
18日㈮

18日㈮・25日㈮

8日㈫

13時～16時

13時～16時

13時～14時

個別検診（がん検診等）
検　診　種　目 対　象　者 自己負担金

受　診　方　法

胃がん検診（胃内視鏡検査） 50歳以上の男女 3,300円
大腸がん検診（検便－便潜血検査） 40歳以上の男女 無　料

乳がん検診（マンモグラフィ） 40歳以上の女性 40歳代の方 1,350円
50歳以上の方 1,050円

子宮頸がん検診（視診＋内診＋細胞診） 20歳以上の女性 1,200円
成人歯周病検診 年度内に40歳、50歳になる方 無　料
健康増進法健診 40歳以上の生活保護等受給者 無　料

※医療機関で受ける検診です

受診申し込み受け付け中

詳しくは健康増進課☎803-8005へ

集団検診（がん検診） 詳しくは健康増進課☎803-8005へ

2　月　の　検　診　日会　　　　場 受付時間 検診種目

特定健診等

健　診　種　目 対　　象　　者
①高知市国保の特定健診 令和3年度中に40～74歳になる高知市国保加入者

自己負担金
無　料

②後期高齢者健診 後期高齢者医療制度加入者 無　料

6月上旬に受診券を発送しま
した。令和3年度中に75歳に
なり、誕生日までに受診する
方は①、誕生日以降に受診す
る方は②へご連絡ください。

※医療機関で受ける健診です

受　診　方　法詳しくは①保険医療課給付係☎823-9359、 ②保険医療課後期高齢者医療係
☎823-9380、健診結果の見方の相談は保険医療課管理係☎823-9358へ

【集団検診の対象】●20歳以上の女性 … 子宮頸がん検診（視診、内診、細胞診、600円）
●40歳以上の女性 … 乳がん検診（マンモグラフィ 40歳代900円、50歳以上800円）
●40歳以上の男女 … 胃がん検診（バリウム700円）、大腸がん検診（検便）、胸部検診（X線）

※大腸・胸部以外は
　自己負担金あり。

希望者に受診票・採便容器を送りますので、令和4年3月12日㈯までに高知県総合保健協会に直接持参ください
▶対象者…40歳以上の男女　▶自己負担金…無料　▶申し込み方法…令和4年2月25日㈮までに健康増進課に電話で。

持参による
大腸がん検診
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高齢者インフルエンザ定期予防接種

実施期間 ※医療機関の休診日を除く

対　象　者

接種費用 1,100円（1回）　※実施期間を過ぎると全額自費
接種場所 県内の実施医療機関（市コールセンター☎822-8111または地域保健課HPで確認できます）
申し込み 医療機関へ直接予約　※予診票は医療機関にあります

詳しくは地域保健課☎822-0577へ

市に住民登録があり令和３年１２月３１日までに①65歳以上②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫機能に重い障害がある（身体障害者手帳1級相当）──のいずれかに該当す
る接種希望者

※実施期間が延長されました。

1月31日㈪まで

3ページ「（全国）住宅火災の死者及び
高齢者割合の推移」グラフの凡例
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（全国）住宅火災の死者及び高齢者割合の推移
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11ページ「年末年始　市の窓口」弥右衛門ふれあいセンターの休館日
（正）12月28日㈫〜1月5日㈬

訂 正 あかるいまち2021年12月号の内容に誤りがありました。訂正してお詫び
申し上げます。

【訂正1】

住宅火災死者数（人）
住宅火災高齢者死者数（人）

【訂正2】


