予防接種
骨髄移植などにより免疫を消失したかたへの予防接種費用の助成
骨髄移植などの造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接
種の予防効果が低下または消失し、医師の判断のもと任意で該当の予
防接種を受けた場合、その接種費用の一部を助成します。
c市民で、令和3年4月1日以降に再接種した20歳未満(再接種日時
点)のかた

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）定期予防接種
接種を希望する場合は、県内の委託医療機関で接種することができま
す。接種をする際は、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ご判断くださ
い。
c令和3年度中に12〜16歳になる女子
e無料

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、風しん抗体検査と定期予防接
種を実施します。
a令和4年3月31日㈭まで b全国の委託医療機関
◇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、抗体検査の結果、抗体価が低いと診断された昭和37年４月
２日〜昭和54年４月１日生まれの男性
e無料
（1人1回）
o市が発行したクーポン券など
※市に転入したかたは、地域保健センターへお問い合わせください。

風しん抗体検査（無料）
・風しんワクチン費用助成
b市内の委託医療機関
c市民で、妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性と配偶者、妊
婦の同居家族など
※詳細は委託医療機関に配布しているチラシまたは市ホームページをご
確認ください。

川口市保健所

案内チラシまたは市ホームページ
「令和3年度高齢者のインフルエンザ
予防接種」
をご確認の上、接種を受けてください。
案内チラシは、支所、駅連絡室、保健総務課
（鳩ヶ谷庁舎４階）
、長寿支援
課・介護保険課(第一本庁舎２階)、地域保健センターで配布しています。
a令和4年1月31日㈪まで
b県内の委託医療機関
（医療機関へ要予約）
※市外で接種を希望するかたは接種日の１０日前までに地域保健セン
ターへご連絡ください。
c市民で①満65歳以上のかた②満60歳以上65歳未満で、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）
e１,０００円
（１人１回）
※生活保護受給者は無料
oマイナンバーカード、健康保険証などの年齢が確認できるもの。該当
するかたは、生活保護受給証の写し、身体障害者手帳の写し、または
医師の診断書など

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種
a令和4年3月31日㈭まで
b県内の委託医療機関
（医療機関へ要予約）
※案内はがきをお持ちで、市外で接種を希望するかたは接
種日の１０日前までに地域保健センターへご連絡くださ
い。
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
（きょうまく）
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3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
②60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）
e5，
000円 ※生活保護受給者は無料
o市が発行した予診票または案内はがきなど

〒333-0842 前川1-11-1

❶ＨＩＶ
（エイズ）
・性感染症検査（匿名・予約制）

❷HIV(エイズ)の血液検査
【休日特別開催】
（匿名・予約制）
a1月16日㈰（結果返却日…1月23日㈰） 受付…10:00〜10:30
c感染の心配があった日から３カ月以上経過し、検査を希望するかた
d30人（先着順） e無料

❸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。
a1月7日㈮ 13:00〜14:40 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

❺第55回こころの健康講座

h
「女性のメンタルヘルス」
をテーマとした講演をYouTubeで配信
講師…岩原 千絵 氏
（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 精神科専門医）
a12月下旬から配信(予定) c市内在住、在勤、在学のかた
e無料
（通信料は自己負担） f不要
※詳細は市ホームページをご覧ください。
fg疾病対策課 ①②感染症係
③〜⑤精神保健係

高齢者のインフルエンザ予防接種

i048‑266‑5557（代表） k048‑423‑8852

hHIV(エイズ)、梅毒、B型肝炎、C型肝炎の血液検査
a12月 9日㈭（結果返却日…12月16日㈭）
1月13日㈭（結果返却日… 1月20日㈭） 受付…13:15〜14:00
c感染の心配があった日から３カ月以上経過し、検査を希望するかた
d各20人（先着順） e無料

共通

※ワクチンの供給情報など、予防接種に関する詳細は市ホー
ムページをご確認ください
（新型コロナワクチンを除く）
。

i048-423-6726
i048-423-6748

●１２月１日は世界エイズデーです

世界エイズデーは、世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染症
に対する差別・偏見の解消を目的に、WHO
（世界保健機関）
が1988年
に制定しました。令和２年の国内の新規HIV感染者・エイズ患者報告数は
1,095件で、診断時に既にエイズを発症している割合は４年ぶりに増加
しています。
早期発見のためにHIV検査を受けてみませんか。

●メンタルヘルスチェックシステム
「こころの体温計」
パソコンやスマートフォン・携帯電話からいつでも簡単に心の健康状態を
チェックできます。
また、
相談窓口も案内しています。
初回利用時に性別・年代などをお聞きしますが、
個人情報は一切取得せず
統計学的なデータとしてのみ使用します。
※性別・年代などを入力しない場合でも利用できます。
e無料
（通信費は自己負担）
利用方法・・・ホームページを開いて、画面の指示に従って
操作してください。
▶スマートフォン・
▶パソコンからはこちら
携帯電話からは
https://ﬁshbowlindex.jp/kawaguchi/ こちら

●ノロウイルスによる食中毒に注意

ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は、年間を通して発生してい
ますが、１２月〜 1 月が発生のピークになる傾向があります。
予防の基本は「しっかり手洗い」と「食品の十分な加熱」です。手洗い
は２度洗いが効果的です。症状がなくても感染している場合がありますの
で、人に「うつさない」ためにもしっかり手を洗いましょう。
g食品衛生課 i０４８-４２３-７８８９

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
地域保健センター

f g i048‑256‑2022

マタニティママの歯と口の健康教室

申請窓口は地域保健センターのみです。
※詳細は市ホームページまたはパンフレットをご確認ください。

離乳食講習会〜個別相談会〜（予約制）
h離乳食のアドバイス、フードモデルなどの展示
a1月7日㈮ 9：00〜12：00
b地域保健センター
cこれから離乳食を始めるおおむね1歳までの乳児と保護者
e無料
f地域保健センターへ電話で

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。

対 象

方 法

3・4カ月児

令和 3 年 9 月生まれ

1歳6カ月児

令和 2 年 6 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30年 6 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。

10カ月児健康相談
10カ月児用「成長と発達の目安」と「聴覚発達チェックリスト」を送付し
ますので、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
ab1月21日㈮ 9：00〜10：00 地域保健センター
2月22日㈫ 9：30〜10：30 鳩ヶ谷分室
（鳩ヶ谷庁舎3階）
c1〜6歳の幼児
f地域保健センターへ電話で

女性の健康相談
思春期から更年期にかけての体のこと、妊娠や避妊に関することなど、
女性の健康に関する相談を実施します。
面接
（要予約）
…水曜日 電話相談…木曜日 13：00〜16：00
fg専用ダイヤル i048-242-5152
（祝日、年末年始を除く）

妊婦健康診査・産後健診・新生児聴覚スクリーニング検査
h妊婦健康診査・産後健診・新生児聴覚スクリーニング検査費用を一部
助成しています。妊娠届出時に、委託医療機関などで使用できる妊婦
健康診査の助成券14回分、産後健診
（産婦のみ対象）
、新生児聴覚スク
リーニング検査の助成券1回分などを配布します。また、委託契約をし
ていない国内の医療機関などで受けた費用の一部も助成しています。
cf出産後１年以内
（子の1歳の誕生日の前日まで。郵送可）
※新生児聴覚スクリーニング検査の助成は、令和３年４月１日以降に受け
た検査が対象で、市に住民登録のあるかたが出産した新生児１人につ
き１回限りです。
※市外の医療機関で受診する場合は、必ず受診前に委託医療機関や市
ホームページなどで確認し、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。
※双子などの場合は、
地域保健センターなどで人数分追加受付できます。

h歯科健診、
歯科医師や歯科衛生士の講義など
a2月1日㈫ 13:00〜14:30
b鳩ヶ谷庁舎302会議室
c妊娠4〜8カ月の妊婦
d10人(先着順)
f1月4日㈫までに、
はがきに参加希望日、
参加希望者氏名
（ふりがな）
、
〒、
住所、電話番号、出産予定日、生年月日を記入し、地域保健センターへ
郵送(必着)または子育て支援サイト
「わくわくワクチン」
で

ウェルカムBaby教室
h沐浴、妊婦疑似体験など
a1月21日㈮ 13：15〜15：25 b地域保健センター
c妊娠4〜8カ月の妊婦とパートナー
（妊婦のみも可）
d15組
（申し込み多数の場合は抽選）
f12月24日㈮までに電子申請フォームで
※詳細は、市ホームページをご確認ください。

３９
（Thank You）ヘルスチェック
３９歳以下のかたの健康チェックです。
測定…身長、体重・体脂肪、腹囲、血圧、骨密度
検査…血糖
（簡易）
健康相談…保健師、栄養士、歯科衛生士
※禁煙相談もあります。
※医師の診察はありません。
a１月１４日㈮ ９
：
４５〜１2：
００ b鳩ヶ谷庁舎304会議室
c健診を受ける機会のない３９歳以下の市民
（昭和５７年４月２日以降生まれ、参加は年度内１回）
d３０人程度
（先着順） e無料
f１２月３日㈮ ９
：
００〜地域保健センターへ電話で

しなやか健骨チェック
（無料）
かかとに超音波を当てて骨密度を測定します。妊娠中のかたも受けること
ができます。※託児はありません。
h骨密度測定、結果説明、保健師・栄養士による相談
（希望者のみ）
※医師による診察はありません。
a1月28日㈮午前中 ※時間は、申し込み後に案内します。
b地域保健センター c18歳以上の市民
※ただし、下記に該当するかたは申し込みできません。
①現在、医療機関で骨粗しょう症の治療を受けているかた
②定期的に検査を受けているかた
③今年度のしなやか健骨チェックに参加したかた
d48人
（申し込み多数の場合は抽選）
f12月20日㈪までに、はがき
（封書可）
に
「しなやか健骨チェック申込」
と
記載し、日にち、場所、参加希望者氏名(ふりがな)、住所、電話番号、生
年月日を記入の上、地域保健センターへ郵送(必着)
※結果は締め切り後、2週間前後に郵送にてお知らせします。
※１人につき１枚のはがきでお申し込みください。

がん検診総合支援事業（クーポン券）の受診をお忘れなく
がん検診総合支援事業（乳がん検診・子宮頸がん検診）の無料クーポン
券は、
１月末まで使用できます。各検診は今年度中、1人１回です。終了
間際は、混雑が予想されますので、お早めの受診をお願いします。
日本人の2人に1人が、がんにかかる時代です。この機会にがん検診を受
けましょう。
対

象

子宮頸がん(女性) 乳がん
（女性）

21歳 平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれ

2021.12 広報かわぐち

h…内容

●

41歳 昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日生まれ
gがん検診総合支援事業専用ダイヤル
末年始を除く）
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k048‑256‑2023

〒332-0026 南町1-9-20

小児慢性特定疾病医療費給付制度

12月の
対象者

新型コロナウイルス感染症対策のため、健診や各事業を中
止、内容変更する場合があります。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。

a…日時・期間

b…場所

c…対象

●

i048-256-9100
（祝日、年

d…定員

e…費用・料金

