
区　　分 実施日 対象
乳児健康診査

【受付】 午後０時30分～
個別通知の指定時間

１月27日（水） 令和２年９月生まれ

２月24日（水） 令和２年10月生まれ

１歳６か月児健康診査
【受付】 午後０時15分～

午後０時45分

１月20日（水） 令和元年６月11日～
令和元年７月10日生まれ

２月17日（水） 令和元年７月11日～
令和元年８月２日生まれ

２歳６か月児歯科検診
【受付】 午前９時10分～

午前９時45分

１月21日（木） 平成30年７月17日～
平成30年８月23日生まれ

２月18日（木） 平成30年８月24日～
平成30年９月13日生まれ

３歳児健康診査
【受付】 午後０時15分～

午後０時45分

１月13日（水） 平成29年７月１日～
平成29年７月26日生まれ

２月９日（火） 平成29年７月27日～
平成29年８月28日生まれ

※母子健康手帳・健診票をお持ちください。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対象者が年度当

初の予定から変更になっています。
　詳しくは個別通知をご覧ください。

乳幼児健康診査 会場
　保健福祉センター

康
健 保健福祉センター（保健福祉課） ●福祉班・健康づくり班・長寿介護班

　　356-1334　　356-1303
●子育て世代包括支援センター
　　356-6711（保健福祉センター内）

●と　　き　毎週金曜日（祝日を除く）
●受付時間　午後１時15分～午後１時30分
●と こ ろ　保健福祉センター
●持 ち 物　 妊娠届、マイナンバーカード（通知カー

ドの場合には写真付きの本人確認書類）
※妊婦ご本人がお越しください。（所要時間約１時間）
※�来所が困難な場合は、あらかじめご連絡ください。

造血幹細胞移植後の定期予防接種の
再接種費用を助成します

　造血幹細胞移植により、過去に受けた定期予防接種
の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種
をした場合の費用を助成します。

対象となる方
次のいずれの要件も満たす方
①�再接種の日において、利府町に住所を有する満19
歳以下の方
②�造血幹細胞移植により、過去に接種した定期予防接
種の予防効果が期待できないと医師に判断され、令
和２年４月１日以降に再接種した方

対象となる予防接種と助成の額
　予防接種法に基づき町が実施している予防接種のう
ち、過去に定期接種として接種済みの予防接種の再接
種費用（上限あり）

申請期間
　再接種した日から１年以内

母子健康手帳交付と妊婦面接

子育て世代包括支援センター

BCG予防接種

●と　き　１月19日（火）　午後１時30分～午後２時
●ところ　保健福祉センター
●対象者　 令和２年１月20日～令和２年10月19日生

まれの未接種のお子さん
●持ち物　母子健康手帳、予診票、体温計

●と　　き　①１月３日（日）　②24日（日）
●と こ ろ　イオンモール利府
●受付時間　・午前10時～午前11時45分
　　　　　　・午後１時～午後４時30分
●献血種類　400ml全血献血
●所要時間　受付から終了まで約30分

献血車がやってきます

「いつかしようを、今にしよう。はたちの献血」

・献血ルームアエル20（アエル20階）
　 711-2090

・杜の都献血ルームAОBA
　（仙台三越向かいTICビル６階）

　 738-9101

献血は身近でできるボランティア
　病気や事故の治療に使用される輸血血液は、献血に
よる血液で賄われていますが、献血協力者の数が年々
減っており、特に、10代・20代の献血協力者が減っ
ています。ぜひ、若い世代の皆さんから一人でも多く
の方に献血していただけるよう、ご理解とご協力をお
願いします。

献血をしたいと思ったら・・・
　献血は、仙台市内２か所にある献血ルームと県内各
地を巡回する献血バスでできます。

１月１日から２月28日まで
全国一斉に「はたちの献血」キャンペーン

が実施されます

　１月中旬に、令和３年度利府町各種健（検）診等の申
込書を全世帯に送付します。
　受診を希望する際は、申込書に必要事項をご記入の
上、２月15日（月）まで、ご提出ください。

令和３年度各種健（検）診等のお知らせ
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康
健 保健福祉センター（保健福祉課） ●福祉班・健康づくり班・長寿介護班

　　356-1334　　356-1303
●子育て世代包括支援センター
　　356-6711（保健福祉センター内）

休日診療

宮城県おとな救急電話相談事業「♯７１１９」

◯母 宮城県母子・父子福祉センター
　 256-6512

◯社 社会福祉協議会
　 356-9060

◯宮 宮城県仙台保健福祉事務所
　 365-3153

◯塩 塩釜保健所
　 363-5504

◯保 保健福祉センター
　 356-1334

◯町 利府町役場
　 767-2128

相談内容 日時 相談先 電話
育児や健康に関する電話相談 平日 午前８時30分～午後５時 保健福祉センター 356-1334

がん　なんでも相談 平日 午前９時～午後４時 宮城県がん総合支援センター 263-1560
※女性医師による女性の健康相談 平日（予約制） 午前９時～午後５時 宮城県女医会女性の健康相談室 090-5840-1993

みやぎ訪問歯科相談室 平日 午前９時～午後５時 一般社団法人　宮城県歯科医師会
（対象：病気や障害などのため通院できない方） 290-1510

障害者相談 平日 午前９時～午後５時 障害者相談支援事業所　ひまわり
（保健福祉センター内）

090-1493-0569
354-1556

消費生活相談
平日 午前９時～午後５時

宮城県消費生活センター 261-5161
土・日曜日（祝日を除く） 午前９時～午後４時

火・木曜日 午前９時～午後４時 利府町産業振興課商工観光班 767-2120

問  塩釜地区休日急患診療センター（塩竈市錦町7-10）
　 366-0630

歯　科　受付：午前９時～午後３時
１月１日（金・祝） 刀根歯科医院 利府町青葉台3-1-85 356-7555
１月２日（土） 川村歯科医院 塩竈市港町2-5-12 362-1516
１月３日（日） 郷家第三歯科医院 塩竈市南町5-10 362-4571
１月10日（日） ササキ歯科クリニック 塩竈市錦町7-6 365-7721
１月11日（月・祝） 渋井歯科医院 塩竈市宮町4-9 362-0637
１月17日（日） 誠寿歯科医院 多賀城市高橋2-19-20 368-5588
１月24日（日） そうま歯科医院 利府町青山3-40-3 356-1484
１月31日（日） 千葉歯科医院 塩竈市東玉川町2-31 362-5253

内科・小児科（塩釜地区休日急患診療センター）
【土曜日（準夜帯）】 ※土曜日が祝日の場合は、診療なし
 ・受　　付　午後６時30分～午後９時30分
 ・診療時間　午後７時～午後10時
 ・診療科目　小児科（対象年齢：15歳まで）
【日曜・祝日】
 ・受　　付　午前８時45分～午前11時30分
 　　　　　　午後１時～午後４時30分
 ・診療時間　午前９時～午後５時
 ・診療科目　内科・小児科

宮城県子ども夜間安心コール「♯8000」 
【相談時間】 毎日、午後７時～翌朝午前８時
【電話番号】 ♯8000（プッシュ回線の固定電話、携帯電話用）
　　　　　  212–9390（プッシュ回線以外の固定電話用）

【相談時間】 月～金曜日　午後７時～翌朝午前８時
　　　　　 土曜日　午後２時～翌朝午前８時　　日・祝日　24時間
【電話番号】 ♯7119（プッシュ回線の固定電話、携帯電話用）
　　　　　  706–7119（プッシュ回線以外の固定電話用）

１月の無料相談窓口�
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
○町  無料法律相談
○塩  肝炎検査・エイズの相談及び
検査・骨髄バンク登録

○宮  こころの相談

10 11 12 13 14 15 16
○宮  ひきこもり・思春期こころ
の相談

○保 健康相談・親子相談

17 18 19 20 21 22 23
○宮  アルコール・薬物関連専
門相談

○町  無料法律相談
○宮  ひきこもり・思春期こころの相談
○塩  肝炎検査・エイズの相談及び
検査・骨髄バンク登録

○母 母子父子家庭等特別相談
　 10時～正午

女性医師による女性の
健康相談※
14時～16時
全国一斉　B型肝炎訴
訟　無料電話相談会

721-3072／3073

24 25 26 27 28 29 30
○社  生活・人権・行政・障害相談
　 10時～15時
○保 生活保護相談
　 10時～15時

31 事前に予約をお願いします。
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