
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

４月21日（水） 令和２年12月生まれ

５月19日（水） 令和３年１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

４月14日（水） 令和元年９月１日～
令和元年９月23日生まれ

５月12日（水） 令和元年９月24日～
令和元年10月18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

４月15日（木） 平成30年10月１日～
平成30年10月25日生まれ

５月13日（木） 平成30年10月26日～
平成30年11月30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

４月20日（火） 平成29年10月１日～
平成29年10月27日生まれ

５月18日（火） 平成29年10月28日～
平成29年11月24日生まれ

※持ち物や受付時間等詳細は個別通知をご覧ください。
※日程は、町ホームページにも掲載していますので、ご確認ください。

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　健康推進課（健康総務係・親子保健係）

　　356-1334　　356-1303
●子ども家庭センター
　　356-6711

●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
　　　　　　（ 通知カードの場合は、写真付きの本人確

認書類も必要）
※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。

BCG予防接種

●と　き　４月16日（金）　午前９時～午前９時30分
●ところ　保健福祉センター
●対象者　 令和２年４月17日～令和３年１月16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

宮城県子ども夜間安心コール 　
【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）

母子健康手帳交付と妊婦面接

●対象　次の要件を全て満たす方
　・ 町内に住所を有し、がんの治療中または過去に治

療を受けたことがある方
　・ 過去に都道府県および他の市町村においてウィッ

グ購入費用に係る助成を受けていない方
　・ 世帯の町民税（令和３年度所得割課税年額）の合算

額が304,200円未満である方
●助成金額
　 購入費用（医療用ウィッグ本体価格＋消費税）の２分

の１の額（上限20,000円）　※１人１回１台まで
●助成対象となるウィッグの種類
　 ４月１日から令和４年３月31日までの間に購入し

た医療用ウィッグ（全頭用のウィッグに限ります。）
●必要書類
　① 利府町がん患者医療用ウィッグ購入助成金支給申

請書
　② 医療用ウィッグの購入に係る領収書の写しまたは

支払の事実が確認できる書類
　③ がんの治療を受けていることを証する書類（診療

明細書、治療方針計画書等）またはがん治療受診
証明書

　　※ 申請書は健康推進課で配布するほか町ホーム
ページからもダウンロードできます。

●申請期間　
　６月１日～令和４年３月31日（必着・郵送可能）
　詳しくは、お問い合わせください。

　令和元年度から実施している風しん（男性）の抗体検
査および予防接種が令和４年３月31日で終了します。
　まだ、受診していない方は、クーポン券を持参の上、
医療機関で受診してください。抗体検査の結果、抗体
価が低いとされる方が予防接種を受けられます。
【風しん抗体検査の対象者】
　町内に住所を有している昭和37年４月２日～
　昭和54年４月１日生まれの男性
　抗体検査と予防接種は無料です。
※�クーポン券の有効期限は2020年３月もしくは
2021年３月と記載しておりますが、令和３年度も
引き続き使用できます。
※クーポン券を紛失された方は再発行いたします。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。　　　

医療用ウィッグ購入費用を
助成します

成人（男性）の風しん抗体検査および
予防接種が今年度で終了します

問  子ども家庭センター

●と　　き　４月21日（水）
●と こ ろ　ペア・パル利府（町民交流館）
●受付時間　①午前10時～午前11時45分
　　　　　　②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30分

献血車がやってきます
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康
健 ●保健福祉センター　健康推進課（健康総務係・親子保健係）

　　356-1334　　356-1303
●子ども家庭センター
　　356-6711

休日診療

◯保 保健福祉センター
　 356-1334

◯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

◯総 利府町総務課
　 767-2192

◯地 利府町地域福祉課
　 767-2148

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）

354-1556
090-1493-0569

障害児相談 平日 午前９時～午後６時 相談支援センターもりのひろば 352-6080

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 利府町商工観光課商工係 767-2120

歯科健康テレホン相談
「よい歯デー」 19日（月） 午前10時～午後４時 宮城県保険医協会内 265-1667

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

４月４日（日） 熊谷歯科口腔外科
クリニック 塩竈市佐浦町13-22 366-4712

４月11日（日） 杉山歯科医院 多賀城市大代5-2-1 364-6478

４月18日（日） こう歯科クリニック 多賀城市下馬2-8-5 362-5213

４月25日（日） 西村歯科医院 松 島 町 磯 崎 字 磯 崎
105-3 353-4092

４月29日
（木・祝） 多賀城中央歯科医院 多賀城市八幡3-6-12

都ビル2F 366-5503

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

宮城県おとな救急電話相談事業「♯７１１９」
【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）

４月の無料相談窓口　� いずれも事前に予約をお願いします。

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17
○宮  ひきこもり・思春期・こころ
の相談

18 19 20 21 22 23 24
○宮  アルコール・薬物関連専門相談 ○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
○保 健康相談・親子相談

25 26 27 28 29 30
○地 生活保護相談
　 10時～15時

○社 生活・人権・行政・障害相談
　 10時～15時
○総 無料法律相談
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