
ロタウイルスワクチンの任意接種費用助成
問	駅南庁舎保健医療課		 	0857-30-8640		 	0857-20-3962

　ロタウイルスワクチンは、激しい嘔吐・下痢などを
引き起こす、ロタウイルス感染症を予防するワクチン
で、10月 1日から定期接種が実施されます。定期接種
の対象者は令和 2年 8月 1日以降に生まれたお子さん
ですが、同じ学年となる令和 2年 4月 2日〜 7月 31
日の間に生まれたお子さんを対象に、任意接種費用の
助成を行います。
実施期間	 令和 3年 3月 31日まで
対 象 者	 令和 2年 4 月 2 日から令和 2年 7 月 31 日

までの間に生まれた児
接種期間
ワクチンの種類 ロタリックス ロタテック

接種できる期間
出生6週0日後

出生24週0日後

出生6週0日後

出生32週0日後

回　　数 2 回 3回

助成額（上限） 1 回あたり
15000 円まで

1回あたり
10000 円まで

※出生後日数は、生まれた日の翌日を出生０週１日後
として算出します。
※接種できる期間、回数が異なりますが、ワクチンの
効果は同様と言われています。
※医療機関が定める接種費用が助成額を超える場合、
差額は自己負担となります。

助成方法
①誕生月の翌月末日に助成券（予診票・説明資料・実
施協力医療機関一覧を同封）を発送。
②助成券が届いたら、同封の説明資料をよく読み、接
種することを決めたら、「実施協力医療機関一覧」の
中から希望する医療機関に予約。
③予診票に必要事項を記入し、助成券に押印のうえ、お
子さんの母子手帳と一緒に接種当日医療機関へ持参。
④医療機関で接種を受け、医療機関が定める接種額か
ら助成額を差し引いた金額を支払い。
※助成券が届く前に受けた接種、実施協力医療機関以
外で接種された場合は、申請することで払い戻しが
できます（領収書の原本などが必要）。詳しくは、お
問い合わせください。

【注意事項】
・接種日時点で鳥取市に住民票がない人は、この助成
制度を利用できません。
・この助成制度で行うロタウイルスワクチン接種は、
予防接種法に基づく定期接種ではありません。保護
者の希望に基づき行われる任意接種であり、接種を
強制するものではありません。
・出生 15 週 0日後以降の初回接種については、腸重
積症のリスクが増すとの報告があるため、出生 14
週 6日後までに初回接種を完了させることが望まし
いとされています。
・原則として、1回目に接種したワクチンと同じ種類
のワクチンで 2回目以降の接種を行うこととされて
います。

児童手当の現況届は6月中に
問	本庁舎こども家庭課		 	現況届専用ダイヤル（6月10日（水）〜30日（火））0857-30-8245	 	0857-20-3907
問	各総合支所市民福祉課（ 	14 ページ）

　令和 2年 6月 1日現在で児童手当を受給している人
は、受給資格を確認するための現況届（6月中旬に郵送）
を提出してください。
受付期間　6月 10日（水）〜 30日（火）
提出方法　郵送（返信用封筒を同封）または、市役所

本庁舎 6階第 2会議室、各総合支所市民福
祉課窓口に直接ご持参ください。

必要書類　▷印鑑（認め印可）持参の場合のみ

▷会社に勤務している人=受給者の健康保
険被保険者証のコピーまたは年金加入証
明書（様式は現況届裏面にあります）

▷別居監護申立書（受給者と児童の住民票
記載住所が異なる場合のみ必要）

※現況届を提出しないと、手当の支給ができなくなった
り、遅れたりすることがありますのでご注意ください。

※公務員は日程が異なります（勤務先への提出が必要）。

学校給食レシピ　vol.31

とっとりっ子の「いただきます！」
問本庁舎学校保健給食課
	0857-30-8417	 	0857-20-3952

学校給食では、地域の産物のすばらしさ
や食文化の伝承、正しい食習慣を養う食
育に取り組んでいます。TORIきゅうちゃん

①	 豚肉に酒をもみ込み、小麦粉と片栗粉を合わせた
粉をまぶして 180℃の油で揚げる。

②	 アーモンドは粗く刻む。
③	 フライパンにＡの調味料を入れて沸騰させる。
④	 揚げた豚肉を③とアーモンドにからめて仕上げる。

●湖東学校給食センター  豚肉のアーモンドがらめ

1人分栄養価
エネルギー 	209	kcal
タンパク質 	14.3	g
脂質 	12.2	g
食塩 	0.6	g

・玄米ご飯
・牛乳
★豚肉のアーモンドがらめ
・具だくさん汁
・はりはり和え

学校給食メニュー
【栄養士一口メモ】　同じ食材でも切り方によって、かみごた
えが変わります。今回は、豚肉を一口大の角切りにしました。
さらに、アーモンドを加えることで、風味と食感が増します。
甘辛いみそ味は子どもたちにも人気です。

●	材　料（４人分）	●

豚もも肉（角切り） 240g アーモンド 12g

酒 10g みそ 16g

小麦粉 10g みりん 10g

片栗粉 10g 砂糖 6g

揚げ油 適量 水 15ml

⎧
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今月の給食目標：よくかんで食べよう

身近な福祉の相談窓口『地域福祉相談センター』
問	本庁舎地域福祉課		 	0857-30-8202		 	0857-20-3906

中学校区域 と　　こ　　ろ 電話番号 運　営　主　体
東 鳥取東デイサービスセンター内 (0857)29-6298 （福）鳥取福祉会
西 鳥取西デイサービスセンター内 (0857)37-2121 （福）あすなろ会

南
鳥取南デイサービスセンター内 (0857)53-6558 （福）鳥取福祉会
さざんか会館内 (0857)24-3180 （福）鳥取市社会福祉協議会

北
鳥取北デイサービスセンター内 (0857)20-2616 （福）こうほうえん
はまゆう中町デイサービスセンター内 (0857)37-0881 （医）賛幸会

江　山 美和あすなろ内 (0857)53-5721 （福）あすなろ会

高　草
高草あすなろ内 (0857)39-1800 （福）あすなろ会
居宅介護支援センターはまゆう内 (0857)51-7873 （福）賛幸会

湖　東 白兎あすなろ内 (0857)59-0111 （福）あすなろ会
湖　南 高草あすなろ湖南デイサテライト内 (0857)39-1800 （福）あすなろ会
桜ヶ丘 鳥取市桜ヶ丘デイサービスセンター内 (0857)51-8992 （福）鳥取福祉会
中ノ郷 いなば幸朋苑内 (0857)23-6611 （福）こうほうえん

国　府
国府町老人福祉センター内 (0857)22-1880 （福）鳥取市社会福祉協議会
老人保健施設ふたば内 (0857)23-1873 （医）内科小児科山脇医院

福　部 福部砂丘温泉ふれあい会館内 (0857)75-2337 （福）鳥取市社会福祉協議会

河　原
河原町老人福祉センター内 (0858)76-3125 （福）鳥取市社会福祉協議会
河原あすなろ内 (0858)85-1411 （福）あすなろ会

用　瀬 用瀬地区保健センター内 (0858)87-2302 （福）鳥取市社会福祉協議会
佐　治 佐治町老人福祉センター内 (0858)89-1022 （福）鳥取市社会福祉協議会

気　高
気高町老人福祉センター内 (0857)82-2727 （福）鳥取市社会福祉協議会
気高あすなろ内 (0857)82-3973 （福）あすなろ会

鹿　野
鹿野町老人福祉センター内 (0857)84-3113 （福）鳥取市社会福祉協議会
ル・サンテリオン鹿野内 (0857)84-3700 （医）仁厚会

青　谷 青谷町老人福祉センター内 (0857)85-0220 （福）鳥取市社会福祉協議会
※開所時間は、9:00 〜 17:00（土・日・祝日、12月 29日〜 1月 3日を除く）　※湖南は、火・金曜日のみ開所。

気軽に立ち寄れる身近な相談窓口
　「『子育て』と『介護』の両方で悩んでいるけど、ど
こに相談すればいいの？」「専門の相談窓口には行きづ
らい」など、福祉に関する悩みや不安を抱えながらも、
相談できずに困っている人はいませんか？	福祉課題は
長引かせるほど解決が困難になったり複雑化する傾向
にあります。また、何となく生活のしづらさを感じつつ、
それが福祉課題だと自分自身が気づかないこともあり

ます。
　本市では、そんな地域福祉の課題を早期発見・早期
解決につなげるため、社会福祉法人などとの協働によ
り、福祉に関する悩みや不安を一旦丸ごと受け止める
「地域福祉相談センター」を開設しています。みなさん
がお住まいの地域に関わらず、どこのセンターでも相
談できます。お気軽にご相談ください。

ピックアップインフォメーション ピックアップインフォメーション
Pick up information Pick up information
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