妊婦健康診査・産後健診 ～委託外医療機関における費用の助成～

子どもの健康診査
（相談）
該当のかたに通知と受診票を送付しています。
転入したかたなど、受診票がない場合はご連絡ください。

9月の
対象者

対 象

方 法

3・4カ月児

令和２年 6 月生まれ

1歳6カ月児

平成31年 3 月生まれ

（受診票が
〃 歯科
ないと受け
られません） 3 歳 児

〃
平成29年 2 月生まれ

委託医療機関
委託歯科医療機関
集団健診

乳幼児の健康診査は母子保健法に基づき実施しています。
※平成29年３月生まれの３歳児健診は10月以降順次発送予定です。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、対象月齢が延長される場合な
どがあります。詳細は市ホームページをご覧ください。

10カ月児健康相談
今年度の10カ月児健康相談は、10カ月児「お子さんの成長発達、聴力
チェックリスト」の送付に変更しました。
自宅でチェックを行い、心配のあるかたはご相談ください。

幼児相談
（予約制）
h育児、発育、発達、ことばなどの相談
ab 9月8日㈫ 9：30～10：30 鳩ヶ谷分室
（鳩ヶ谷庁舎3階）
10月９日㈮ 9：00～10：00 地域保健センター
c1～6歳の幼児

川口市保健所

糖尿病の早期発見はかかりつけ薬局で
糖尿病の無料チェックを市内22薬局で実施しています。実施薬局は市
ホームページをご覧ください。
c40歳以上の市民

みんなの保健室 ～成人健康相談～
（予約制）
予約制で実施します。電話でも相談をお受けしますのでご希望のかた
は地域保健センターまでご連絡ください。
a月曜日
（祝日は除く）9：00～12：00
b地域保健センター
健康相談…保健師、栄養士
c市民 e無料
o健康手帳
（ないかたは当日交付）

k048-423-8852

いのち守ろう週間コーナー
9月10日～16日は自殺予防週間です。自殺予防対策として、こころの健
康に関するパネルや関連資料などを展示します。ご自身や身近な人のこ
ころの健康づくりに、ぜひお立ち寄りください。
a９月1日㈫～３０日㈬ 8:30～17:15
b第一本庁舎1階 多目的スペース
g疾病対策課 i048-423-6748

❷ ひきこもり家族のつどい（予約制）

hひきこもりに関して悩んでいる家族同士が集まり、知識や元気を得る
ための場です。
a10月2日㈮ 13:00～14:40 e無料

❸ 統合失調症家族教室（予約制）

今月の献血
期
日
9月7日㈪
9月9日㈬

講 師

9月18日㈮
14:00～16:30

統合失調症の症状や治療、
リハビリなどの講義

精神科医

9月25日㈮
13:30～16:00

回復に役立つ情報
家族が元気になる方法

精神保健福祉
相談員

10月9日㈮
13:30～16:00

体験談から学ぶ
～本人・家族の声～

当事者、
家族のかた

c市内在住で統合失調症と診断されているかたの家族
d15人
（先着順・3日間参加できるかた優先） e無料

❹ こころの健康相談（予約制）

h精神保健福祉士・保健師によるこころの悩みや病気、ひきこもり、
アルコールや薬物の問題などの相談 e無料
①～④
共通

思春期から更年期にかけての身体のこと、妊娠や避妊に関することな
ど、女性の健康に関し、保健師が相談を受けます。
面接(要予約)…水曜日
電話相談…木曜日 13：00～16：00
i048-242-5152(専用ダイヤル)

〒333-0842 前川1-11-1

hＨＩＶ
（エイズ）
、梅毒、
Ｂ型肝炎、
Ｃ型肝炎の血液検査
a 9月１0日㈭
（結果返却日… 9月17日㈭）
１０月 ８日㈭
（結果返却日…１０月１５日㈭）
受付・
・
・13：15～14：00
d各20人
（先着順） e無料
c感染の心配があった日から３カ月以上経過したかた

内 容

女性の健康相談

i048-266-5557（代表）

（エイズ）
・性感染症検査
（匿名・予約制）
❶ ＨＩＶ

日 時

妊娠届出時に、委託医療機関で使用できる妊婦健康診査の助成券14
回分、産後健診(産婦のみ対象)の助成券1回分を配布していますが、委
託契約をしていない国内の医療機関で受けた費用の一部も助成してい
ます。申請期限は、出産後１年以内(子の出生日の前日)です（郵送可）。
※市外の医療機関で受診するかたは、必ず受診前に委託医療機関ま
たは市ホームページで確認し、記載がない場合は地域保健センタ
ーへお問い合わせください。

fg疾病対策課 ①感染症係
i048-423-6726
②～④精神保健係 i048-423-6748

9月14日㈪

時

間

10:00～11:30
9:30～11:00
13:00～14:00
13:00～16:30
9:30～11:00

場

所

リサ イクル プ ラ ザ
神 根 東 公 民 館
新 郷 スポーツセンター
ララガ ー デ ン 川 口
川 口 市 消 防 局

g献血推進連絡協議会事務局
（管理課）i048-423-6614
♥川口駅献血ルーム…受付時間
（成分献血9：45～12：30/14：00～16：30
全血献血9：45～13：00/14：00～17：30）i048-223-7661

飼い主のいない猫への無責任なエサやりはやめましょう！
飼い主のいない猫へみだりにエサを与えないでください。無責任
なエサやりは猫の過剰繁殖や、エサの放置による衛生面の悪化、近
隣住民の敷地内における糞尿被害などを引き起こ
す恐れがあります。エサを与えるときは、不妊・
去勢手術を施した上で、近隣住民に迷惑を与えな
い場所を選び、食べ残しのエサを放置せず、糞尿
の処理を行うなど責任を持った行動を心掛けまし
ょう。
g生活衛生課 i048-229-3979

o…持ち物 f…申込・提出・応募 g…問い合わせ m…Eメール i…電話
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保 健 ひ ろ ば

新型コロナウイルス感染症対策のため、健診や各事業は中
止になることがあります。最新の情報は市ホームページを
ご覧いただくかお問い合わせください。

地域保健センター

f g i048-256-2022

k048-256-2023
〒332-0026 南町1-9-20

母子健康教室など

小児慢性特定疾病医療費助成～継続申請に関するお知らせ～

新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度の教室・講習会は全て
中止しました。
「ウェルカムBaby教室（母親・両親教室）
」
、
「離乳食講習会」
、
「幼児食
講習会」
の動画を配信していますので、詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
また、上記の講座で使用するテキストの送付を希望するかたは、地域
保健センターまでお問い合わせください。
※妊娠中、育児、お子さんの食事のことなど、質問や相談のあるかたは
地域保健センターまたはお住まいの地区の保健ステーションまでご
連絡ください。
母子健康教室などの
動画配信はこちら⇒

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日～令和3
年2月28日に受給者証の有効期間が満了するかたの有効期間を自動で
１年間延長します。継続申請手続き、診断書
（医療意見書）
の取得など
は不要です。新しい受給者証は、9月中に順次発送します。
※住所や保険証、所得など、受給者証の内容に変更がある場合は、変
更申請をしてください。郵送での申請を希望の場合は、事前にお問
い合わせください。

妊産婦・新生児訪問
赤ちゃんが生まれた全ての家庭を保健師または助
産師が訪問し、赤ちゃんの計測や育児、健康相談
などを行っています。赤ちゃんが生まれたらすぐ
に出生連絡票（はがき）
を地域保健センターへ提
出してください。また、妊婦のかたへも必要に応
じて訪問しています。

予 防 接 種
風しんワクチン費用助成

子育て支援サイト
「わくわくワクチン」

子どもの予防接種のスケジュール管理や医療機関
検索などができます。

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）定期接種
厚生労働省の勧告を受け、現在、積極的勧奨を差し控えていますが、接種
を希望する場合は、市の委託医療機関で接種することができます。厚生
労働省または市ホームページ掲載のリーフレットを確認し、ワクチンの有
効性や副反応などを理解した上で接種してください。
c令和2年度中に12～16歳になる女子 e無料

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種
c市民で、市の補助の有無にかかわらず今までに高齢者肺炎球菌ワクチ
ン
（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）
を受けたことがない
①②のかた
①令和2年度中に65歳、
70歳、
75歳、
80歳、
85歳、
90歳、
95歳、
100歳になるかた
②満60歳以上65歳未満の心臓やじん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に厚生労働省令で定める身体障害者1級程度の
障害を有するかた
（身体障害者手帳の写し、
または医師の診断書が必要）
a令和3年3月31日㈬まで
b委託医療機関
（医療機関へ要予約）
e5，
000円
（生活保護受給者は無料）
※接種には、市が発行した予診票またははがきが必要です。
きょう まく

おたふくかぜワクチン費用助成
市の委託医療機関で任意に接種するおたふくかぜワクチンの接種費用
の一部を助成します。
c１歳～就学前の市民
（1人1回）
助成額…３，
０００円 ※接種費用支払い時に減額
※平成３０年４月１日以降、市の助成を受けておたふくかぜワクチンの接
種をしたかたは、助成対象外です。

風しん抗体検査
b委託医療機関 e無料
（1人1回）
c市民で、妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性と抗体価が低
い妊婦の配偶者、同居家族など
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h…内容

市の委託医療機関で、任意で接種する風しん、麻しん風しん混合ワ
クチンの接種費用の一部を助成します。
c市民で、風しん抗体検査の結果、抗体価が低いと診断された、妊娠を
希望している16歳以上50歳未満の女性と抗体価が低い妊婦の配偶
者、同居家族など
（1人1回）
助成額…風しん：
３，
０００円 麻しん風しん混合：
５，
０００円
※接種費用支払い時に減額

風しんの追加的対策
抗体保有率が低い世代の男性を対象に、令和3年度末までの間、風しん
抗体検査と定期予防接種を実施します。
◇風しん抗体検査
c市民で、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性
◇風しん第５期予防接種
c市民で、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの抗体価が低
いと診断された男性
b全国の委託医療機関
e無料
（1人1回）
※検査・接種には市が発行したクーポン券が必要です。希望するかたは、
地域保健センターへお問い合わせください。

ロタウイルス感染症の定期予防接種の開始
令和２年１０月１日㈭から定期予防接種になります。
b委託医療機関
c令和２年８月１日以降に生まれた、
生後６週0日後から３２週0日後まで
（ワ
クチンの種類により生後２４週0日後まで）
の市民
e無料
※９月３０日㈬以前に接種した場合は全額自己負担となります。
※９月３０日㈬以前に任意接種を受けた対象のかたは、
１０月１日㈭以降、
未
接種分を定期接種として受けることになります。

県外医療機関における子どもの予防接種費用の助成
里帰り出産などの理由で県外の医療機関で受けた子どもの定期予防接
種費用の一部を助成します。
※接種前に予防接種依頼書の発行が必要になりますので、必ず地域保健
センターへお問い合わせください。

a…日時・期間

b…場所

c…対象

d…定員

e…費用・料金

