
令和 3 年度 保育所の入所申込み
問	本庁舎こども家庭課		 	0857-30-8457・8238	 	0857-20-3907
問	各総合支所（ 	12 ページ）、各保育所

インフルエンザ予防接種
問	駅南庁舎保健医療課		 	0857-30-8640		 	0857-20-3962

　インフルエンザは、小児ではまれに急性脳症を、高
齢者などは肺炎などの合併症を起こし重症化すること
があります。症状は高熱、頭痛、関節痛やのどの痛み
など新型コロナウイルス感染症と見分けが付きにく
く、今年は特に注意が必要です。
　感染予防には手洗い、マスクの着用や人ごみを避け
ることなどが大切ですが、感染力が強く、集団内で容

易に感染が広がるため、ワクチンでの予防をご検討く
ださい。インフルエンザワクチンは感染や発症そのも
のを完全に防ぐことはできませんが、重症化や合併症
の発生を予防する効果が証明されています。
　対象者については、接種費用の一部を市が負担しま
す。接種券または助成券を 9月末頃に送付しています
ので、ぜひご利用ください。

■対象者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対　象　者 接種回数 接種費用（自己負担額）

定
期
接
種

① 65歳以上の人

1回 市民税課税世帯に属する人	 ：	1300 円
（本人が市民税課税者である場合を含む）

世帯員全員が市民税非課税の人※2	：	 300 円

生活保護世帯に属する人、中国残留邦人の人
	 	 ：	 無　料

② 60 〜 65 歳未満で、一定の障が
いを有する人※1

任
意
接
種

③満 6か月以上 65 歳未満の重度の
心身障がい者・重症心身障がい児
（障がい支援区分 6の人）

13歳未満：2回
13歳以上：1回

④満 6か月以上の就学前乳幼児 2回
（助成は 1回分のみ）

医療機関が定める任意接種費用から助成額
（上限 2300 円）を差し引いた額

※ 1	 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令
で定める人（各障がいについて身体障害者手帳 1級および障がいの程度が 1級と同程度と証明できる人）

※ 2	 非課税世帯に属する人で接種券に記載の自己負担金が 1300 円になっている人は、事前の申請により、自己負担金
を減額することができます。接種後の返金はできませんので、接種の 1 週間前までに申請をお願いします。詳細は
本市公式ホームページをご覧いただくか、保健所保健医療課までお問い合わせください。

■接種期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　10月 1日（木）〜 12月 31日（木）
※ただし、12月中に満 65歳に到達される人（昭和
30年 12月生まれの人）、満 60歳に到達される②
の対象者（昭和 35年 12 月生まれの人）、満 6か
月に到達される③④の対象者（令和 2年 6月生ま
れの人）は、誕生日がきてから翌年2月 28日まで

■接種医療機関 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　鳥取県東部地区医療機関　※要予約
※年末年始などの休診状況については各医療機関に
お問い合わせください。

■医療機関に持参するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インフルエンザ接種券もしくは助成券、自己負担金、
母子手帳（小児のみ）

■令和 3 年 4 月 1 日入所申込み
受付期間	 10 月 26日（月）〜 11月 18日（水）
入所基準
①本市内に在住し、住民登録をしていること
②保護者が次のいずれかの理由に該当し、お子さん
の保育が必要であること
▷就労（64時間以上 /月）　　▷妊娠・出産
▷疾病・障がい　　　　　　　▷介護・看護など
▷災害復旧　　　　　　　　　▷就学
▷求職活動　　　　　　　　　▷その他

提 出 先
　第1希望の保育所（認定こども園・地域型保育事業所）

※申込書類の配布は、10月 12 日（月）より、開始し
ます。本庁舎1階13番窓口、各総合支所市民福祉課、
各保育所などで、お受け取りいただけます。
※認定こども園・地域型保育事業への入所手続きも同
様ですが、認定こども園へ幼稚園籍で入所を希望さ
れる場合は、直接施設へお問い合わせください。

■令和 3 年度途中入所（4 月 2 日以降）申込み
受付期間	 令和 3年 2月 1日〜
※申込締切日は入所希望月によって異なりますので、
ご注意ください。詳しくは令和３年度保育所等入所
案内、本市公式ホームページをご覧ください。

提 出 先	 本庁舎 1階 13番窓口・各総合支所
※認定こども園が第１希望の場合は、直接施設にご提
出ください。

※各施設の定員・開所時間などはホームページにてご確認ください。定員・開所時間などは変更とな
る場合があります。
※鳥取みどり園は令和 3年 4月 1日より、幼保連携型認定こども園に移行予定。
　詳しくは保育所入所案内・本市公式ホームページをご覧ください。

■保育所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域 区分 施　設　名

鳥取

市立

賀露保育園

美保保育園

みたから保育園

富桑保育園

倉田保育園

美和保育園

湖南保育園

白ゆり保育園

豊実保育園

千代保育園

公設
民営

大正保育園

白兎保育園

私立

わかば保育園

湖山保育園

松保保育園

のぞみ保育園

よねさと保育園

津ノ井保育園

鳥取みどり園※

かんろ保育園

鳥取あすなろ保育園

久松保育園

賀露みどり保育園

地域 区分 施　設　名

鳥取 私立

さとに保育園

むつみ保育園

浜坂保育園

めぐみ保育園

わかば台保育園

とうごう保育園

浜坂江津
クローバー保育園

城北保育園

国府 市立
みやこ保育園

さつき保育園

福部 市立 福部保育園

河原 市立

河原保育園

西郷保育園

散岐保育園

用瀬 市立 もちがせ保育園

佐治 市立 さじ保育園

気高 市立
ひかり保育園

浜村保育園

鹿野 市立 こじか保育園

青谷 市立 すくすく保育園

■認定こども園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
型 区分 施　設　名

幼保連携 私立

さくら幼稚園・さくら保育園

ひかりこども園

鳥取第四幼稚園

鳥取第二幼稚園

稲葉幼稚園・稲葉保育園

保育所型 私立
とっとり まなびや園

よしなり まなびや園

幼稚園型 私立

鳥取第一幼稚園

鳥取第三幼稚園

鳥取第五幼稚園

■地域型保育事業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
型 区分 施　設　名

小規模 A 私立

コモド第一保育園

湖山くれよん保育園

ニチイキッズ鳥取駅南保育園

コモド第二保育園

ニチイキッズ富安保育園

北園くれよん保育園

江津クローバー保育園

ニチイキッズ吉成保育園

大覚寺ひまわり保育園

ひかりのこ保育園

家庭的 私立 ゆりかご保育園

交流サロンを開所
問	駅南庁舎心の健康支援室
	0857-22-5616		 	0857-20-3962

　精神障がい者を支援する会「ベストフレンド」と鳥
取市精神障がい者家族会は、交流サロンを開所してい
ます。お茶を飲みながら語り合いましょう。
■交流サロン「キロロ」　※ベストフレンド主催

開所日	 第 1・３水曜日 13:00 〜 16:00
	 ※祝祭日を除く
ところ	 さわやか会館１階相談室
対　象	 精神障がい者ご本人
費　用	 50 円（お茶代）

■交流サロン「よつば」　※家族会主催
開所日	 第 2・4水曜日 13:00 〜 16:00
	 ※祝祭日を除く
ところ	 さわやか会館１階相談室
対　象	 精神障がい者ご本人および家族
費　用	 50 円（お茶代）

狂犬病予防注射
問	駅南庁舎生活安全課
	0857-30-8551		 	0857-20-3962

　狂犬病予防注射は毎年 4〜 6月に接種することが義
務付けられていますが、今年度は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、12月 31 日まで延長さ
れました。狂犬病予防注射の接種が不要になるわけで
はありませんので、必ず 12月 31日までに動物病院で
狂犬病予防注射の接種をお願いいたします。
　動物病院で注射を受ける際、案内通知が必要です。
10月中旬頃に本市より送付される案内通知をご持参く
ださい。
※予防注射の詳しい内容は、市報 4月号 15㌻をご覧
ください。

※電子申請サービスで、飼い犬登録の軽微な変更手続
き（市内での転居や譲渡に伴う変更）や死亡手続き
が行えます。本市公式ホームページからご利用くだ
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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