令和４年度 石川町「母子保健事業」予定表
お子さんの健やかな成長のために乳幼児健康診査・教室を実施します。日程は人数によって変更となることがあります。
都合により、ご案内した日に受診できない場合は、保健福祉課健康増進係（☎0247-26-8416）までご連絡ください。

【乳幼児健診と教室】

開催場所：保健センター

●3～4か月児健診・股関節脱臼検査

●6～7か月児教室

●1歳児教室

（受付時間：午後1時～1時15分）

（受付時間：午前9時45分～10時）

（受付時間：午前9時45分～10時）

月 日

対象児

月 日

令和4年4月 5日（火） 令和3年 8月・ 9月生

令和4年4月14日（木）

5月12日（木）
7月14日（木）
9月 8日（木）
11月10日（木）

対象児

赤ちゃん訪問にて
（生後1～2か月頃）
お知らせします。

月 日

対象児

令和4年4月19日（火） 令和3年 4月生

6月 7日（火） 令和3年10月・11月生

5月17日（火） 令和3年 5月・ 6月生

8月 2日（火）

7月26日（火） 令和3年 7月・ 8月生

令和3年12月・令和4年1月生

10月25日（火） 令和4年 2月・ 3月生

9月27日（火） 令和3年 9月生

12月 6日（火） 令和4年 4月・ 5月生

12月 8日（木）

令和5年2月 7日（火） 令和4年 6月・ 7月生

令和5年1月12日（木）

持参するもの：母子健康手帳、アンケート、バスタオル

11月22日（火） 令和3年10月・11月生
令和5年1月24日（火） 令和3年12月・令和4年1月生

3月14日（火） 令和4年 2月・ 3月生

3月 9日（木）

持参するもの：母子健康手帳、アンケ－ト、バスタオル

持参するもの：母子健康手帳、アンケート、 バスタオル

●2歳児教室
（受付時間：午前9時45分～10時）

母子手帳アプリ 「石川町すくサポ」
妊娠中から育児や子育て支援情報が手に入る
便利なアプリです。お子さんがいる方は、成長の
記録や予防接種の管理もできます。教室、健診、
予防接種のお知らせがプッシュ通知で届きます
ので、ダウンロードし、ご活用ください。
スマートフォンで「母子モ（ボシモ）」で検索
→ アプリストアからダウンロード

月 日

おしらせ
令和２年４月１日より、保健センターの窓口
業務が役場に移転しました。母子健康手帳
の交付、予防接種の問い合わせ、相談等に
ついては保健福祉課健康増進係（１階）で
行っています。乳幼児健診や教室は従来
通り、保健センターで実施していますので、
お間違えのないよう、お出かけください。

対象児

令和4年 4月12日（火） 令和2年 4月・ 5月生

6月21日（火） 令和2年 6月生
8月23日（火） 令和2年 7月・ 8月生
9月13日（火） 令和2年 9月・ 10月生
12月20日（火） 令和2年11月・12月生
令和5年 2月21日（火） 令和3年 1月・ 2月・ 3月生
持参するもの：母子手帳、アンケ－ト、歯ブラシ、コップ、タオル

●１歳6か月児健診 （受付時間：午後1時～1時15分）
対象児

月 日
令和4年4月 7日（木）

令和2年 8月 4日～令和2年10月 7日生

●3歳3か月児健診 （受付時間：午後1時～1時15分）
月 日
令和4年 4月21日（木）

対象児
平成30年11月18日～平成31年 1月21日生

6月16日（木） 令和2年10月 8日～令和2年12月16日生

6月23日（木） 平成31年 1月22日～平成31年 3月23日生

8月18日（木） 令和2年12月17日～令和3年 2月18日生

7月21日（木） 平成31年 3月24日～平成31年 4月21日生

10月27日（木） 令和3年 2月19日～令和3年 4月27日生

8月25日（木） 平成31年 4月22日～令和元年 5月25日生

12月 1日（木） 令和3年 4月28日～令和3年 6月 1日生

11月17日（木） 令和元年 5月26日～令和元年 8月17日生

令和3年 6月 2日～令和3年 8月 2日生

12月15日（木） 令和元年 8月18日～令和元年 9月15日生

令和5年2月 2日（木）

持参するもの：母子健康手帳、アンケート、歯ブラシ、コップ、タオル

令和5年 2月16日（木）

令和元年 9月16日～令和元年11月16日生

持参するもの：母子健康手帳、アンケート、歯ブラシ、コップ、タオル、検尿

●ことばの教室

（時間：午前9時30分～）

ことばについて心配のあるお子さんを対象にした教室です。
※事前予約が必要です
担当：言語聴覚士等

●子どもすくすく相談会

（時間：午後3時～）

お子さんの発達（こころ、ことば、身体面、生活等）に関すること、子育て中の
保護者の悩みなどについて相談を行います。（個別相談）
担当： 臨床心理士等 ※事前予約が必要です

月 日

場 所

令和4年6月30日（木）

石川町保健センター

9月 9日（金）

浅川町保健センター

令和4年 4月21日（木）

10月25日（火）

11月30日（水）

石川町保健センター

5月19日（木）

11月17日（木）

令和5年 3月2日（木）

浅川町保健センター

6月23日（木）

12月15日（木）

月 日

7月21日（木） 令和5年1月26日（木）
8月25日（木）

2月16日（木）

9月22日（木）

3月16日（木）

事業等の詳細につきましては、お問い合わせください。

お問い合わせ先 石川町役場 保健福祉課 健康増進係
子育て世代包括支援センター すくサポ
〒963-7893 石川町字長久保185-4 TEL 0247-26-8416

【子育て相談会】

場所：文教福祉複合施設「モトガッコ」スキッズ広場

乳幼児とその保護者を対象に、お子さんの身体計測や発達・栄養について保健師・栄養士等が相談に応じます。

【産後ケア事業】
産後、心身共に不安定になりやすい一定期間、宿泊・日帰り・訪問による母子のケアや育児のサポートを行います。
●対象 生後６か月以内のお子さんとそのお母さんで、産後の体調回復、育児について不安がある方、家族等のサポートが受けられない方
●内容 お子さんとお母さんの状況に応じた母子のケア、育児のサポート
●実施施設 県内の委託助産所及び医療機関
●利用料金 一部自己負担金（実費）があります。

【むし歯予防に・・・フッ化物歯面塗布事業】
１歳６か月をすぎたら、歯科医院で定期的に塗布を受け、むし歯ゼロを目指しましょう。
●
●
●
●
●

対象
内容
回数
料金
受け方

１歳６か月から４歳未満のお子さん
フッ化物塗布(歯の表面にフッ化物配合ジェルを塗ります。) 歯科検診、歯科保健指導
対象年齢の間に、概ね６か月間隔で５回まで
ピカピカなお口で
無料（全額公費負担）
ニコニコ笑顔！
受診カードを発行します。(１歳６か月児健診の時にお渡しします。）
その後、実施歯科医療機関に直接予約してください。
● 持参する物 受診カード、母子健康手帳、健康保険証
● 実施歯科医療機関 近内歯科医院☎26－1577 青柳歯科医院 ☎26－2002
三瓶歯科医院☎26－7011 福田歯科医院 ☎26－3343
橋本歯科医院☎57－6874 中島歯科医院 ☎26－2769

【乳幼児予防接種】
● 県内指定医療機関での個別接種となります。
● 持参する物：予診票、母子健康手帳、健康保険証
(予診票は赤ちゃん訪問（生後1～2か月頃）で配布いたします。転入された方については、
保健福祉課 健康増進係で交付しますので、母子健康手帳を持参ください。）
● 料金は無料です。（対象年齢外は有料となります。）

＜定期の予防接種＞ ※変更があった場合は、随時広報等でお知らせします。
乳幼児・学童期の予防接種
日本脳炎1期・2期の特例
子宮頸がん

ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、ＢＣＧ、四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）
麻しん風しん1期・2期（年長児）、水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、第2期 ジフテリア・破傷風（小学6年生）
対象：①平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満の方
②平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで9～13歳未満の方
対象：小学6年生～高校1年生までの女子

＜任意の予防接種費用助成＞
成人の風しん
子どものインフルエンザ
おたふくかぜ

対象：妊娠を予定または希望している女性とその夫、妊娠している女性の夫
内容：風しん抗体価検査・風しんもしくは麻しん風しんワクチンの接種
対象：満１歳から高校生まで

助成回数：１人１回（２回接種の方も１回のみの助成となります。）

対象：満１歳～小学校就学前（年長児）まで（おたふくかぜにかかったことがある者は除く）

保健福祉課 健康増進係 （☎26-8416）

助成回数：１人１回

では、母子保健に関する下記の事業も実施しております。

●母子健康手帳、妊婦健康診査受診票の交付
妊娠が分かったら、医師に出産予定日を確認の上、早めに保健福祉課 健康増進係 においでください。
手帳の交付とあわせて、妊産婦健康診査・新生児聴覚検査の費用助成の受診票を交付します。

●妊産婦、乳幼児家庭訪問
妊娠中や産後の過ごし方、育児等についての相談に応じます。お気軽にご相談ください。

●健康相談（電話・来所・訪問）
妊娠・出産・子育てに関する相談について、保健師・栄養士等が対応します。

●未熟児養育医療の給付
●妊産婦タクシー利用料金助成事業

