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　定期予防接種とは、予防接種法によってワクチンや対象者、接種時期等が定められている予防接種です。
　対象年齢内での接種は無料で受けられます。お子様の病気予防のため、接種対象年齢になったら
できるだけ早く受けましょう。
　予防接種を受ける前に必ず『予防接種ガイド』、『予防接種と子どもの健康』をお読みください。
　必ず電話予約をし、予診票・母子健康手帳を持ってお出掛けください。
　転入や紛失で『予防接種ガイド』や予診票がない場合は、母子健康手帳をもって、健康推進課までお越しください。
　郡内の医療機関につきましては、『予防接種ガイド』をご覧ください。

出生後から乳児健診までの間に助産師または保健師が
自宅に訪問し、赤ちゃんの身体計測、育児や産後の生活
についての相談や子育てに関する情報をお伝えします。
出生届時にお申し込みください。

　お子様の成長・発達に不安を感じている親子を対象
に、臨床心理士による『発達相談』、保健師・臨床心
理士ら専門職のスタッフによる2歳児・3歳児を対象
とした『親子教室』を定期的に開催して、お子様の健
やかな成長のお手伝いをしています。
※開催日時等詳細は広報、
　ホームページ、チラシ等で
　案内していますのでご確認
　ください。

産後ママのほっとタイム

対 象 者　およそ産後6か月までのママ(先着15組）
時　　間　①９時20分～10時30分　
　　　　　②10時40分～11時50分
内　　容　Ａ　バランスボール　
　　　　　Ｂ　赤ちゃんとのスキンシップ遊び
　　　　　ＡとＢ共通　産後ママの体調管理・赤ちゃ
　　　　　んの身体計測
持 ち 物　母子健康手帳・バスタオル

日　　程

4月26日（火）

6月28日（火）

8月24日（水）

内容

Ａ

Ｂ

Ａ

場　　所

やすらぎ苑

申込期間

4/1（金）～4/22（金）

6/1（水）～6/24（金）

8/1（月）～8/22（月）

対象者　乳児の保護者（各回先着8名）
場　所　中央公民館
内　容　10：00～10：45　離乳食前期
　　　　10：50～11：30　離乳食中期・後期

4月14日（木） 6月2日（木） 8月4日（木）日
程

【要予約】開催日前日までに健康推進課までお申し込み
ください。

【要予約】保健相談センターまでお申し込みください。

場　　所　保健相談センター
受付時間　9：30～11：00
持 ち 物　母子健康手帳、バスタオル
内　　容　身体計測、発育・発達等個別相談
　　　　　栄養相談・歯科相談

【要予約】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
予約制となっております。開催日前日までに健康推
進課までお申し込みください（各日先着順）

4月26日（火）

5月31日（火）

7月26日（火）

8月30日（火）

4月27日（水）

6月22日（水）

7月27日（水）

9月28日（水）

5月30日（月）

6月23日（木）

8月29日（月）

9月29日（木）

　対　象　　妊娠中のママ
　　　　　　（ご家族も参加できます。先着10名）
　日　時　　7月13日（水）　10：00～11：30
　場　所　　保健相談センター
　内　容　　マタニティ・ストレッチ
　　　　　　食事とお口の健康について
　持ち物　　母子健康手帳
【要予約】保健相談センターまでお申し込みください。

プレママ講座

　医療機関で発行された妊娠届出書、マイナンバーが
分かるもの、本人確認書類をご持参ください。
　健康推進課または保健相談センターでお渡しします。
妊婦健康診査受診票（補助券）妊婦歯科健診受診券も
お渡しします。
※岐南町に住民票のある方に限ります。

　お子様の出生をお祝いするとともに、子育てにかかる
経済的負担の軽減を図るため、育児用品購入費の一部を
助成します。

対 象 者　０歳の乳児を監護している保護者（購入時
および申請時に児・保護者ともに岐南町民
である方に限る）

対象商品　岐南町内の小売店舗にて購入された乳児
用育児用品（中古品は除く）

助成方法　乳児1人につき10,000円を上限とします。
満1歳の誕生日前日までに助成申請して
ください。
申請は１回限りです。

　妊婦・産婦を対象に歯科健診を実施しています。
お口の健康のため、ぜひ健診を受けましょう。
詳しくは、母子健康手帳交付時（妊婦歯科健診）、出生届
手続時（産婦歯科健診）に配布する受診券（無料券）をご
覧ください。

妊婦・産婦歯科健診

　対　象　　妊娠中のママ・パパ（先着５組）　　　　
　日　時　　5月25日（水）　10：00～11：30　　
　場　所　　保健相談センター
　内　容　　赤ちゃんのお風呂の入れ方の練習
　　　　　　上手な抱っこの仕方、オムツの替え方など
　　　　　　赤ちゃんのお世話について
　持ち物　　母子健康手帳
【要予約】保健相談センターまでお申し込みください。
申込期間　5/2（月）～5/20（金）

パパママ講座

対象検査
受診方法

AABR（自動聴性脳幹反応検査）
新生児聴覚検査受診票と母子健康手帳を
医療機関 にお持ちください。

※　指定医療機関以外で受診された場合は、公
費負担分の請求手続きが必要になります。
満1歳の誕生日前日までに、手続きをして
ください。

新生児聴覚検査費用の助成

産後ケア事業（訪問型）
対 象 者　家族等から十分な家事、育児などの援助
　　　　　を受けられない、心身の不調や育児不安
　　　　　がある産婦及び生後1年未満の乳児
回　　数　1人4回まで
内　　容　助産師がご自宅を訪問し、1回2時間程度、
　　　　　乳房ケアや体調の確認、授乳、沐浴、育児
　　　　　の相談などを行います。
自己負担金　1回500円
【要申込】保健相談センターまでお申し込みください。
　　　　利用について、対象となる条件に該当してい
　　　　るか確認させていただきます。
　　　　妊娠中からのお申し込みもできます。

補助券を利用し医療機関で
妊婦健診を受けてください。

自己負担で受診していただいた後、公費負担分の請求
手続きが必要になります。健康推進課または保健相談
センターへお越しください。

〈県内の医療機関で受診される方〉

〈県外の医療機関および助産院で受診される方〉

妊婦・産婦健康診査費用の助成
　妊婦・産婦を対象に健康診査を実施しています。
　詳しくは、母子手帳交付時に配布する補助券をご覧
ください。

　場　所　保健相談センター
　時　間　個別に案内させていただきます
　案　内　健診前に個別通知します
　持ち物　個別通知する案内をご覧ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象者や
日時を変更することがありますのでご了承ください。

３歳児健診

２歳児健診

令和2年 3 月生まれ
令和2年 4 月生まれ
令和2年 5 月生まれ
令和2年 6 月生まれ
令和2年 7 月生まれ
令和2年 8 月生まれ

対　　　　象日　　程
 　4月11日（月）
 　5月24日（火）
 　6月20日（月）
 　7月12日（火）
 　8月 1 日（月）
 　9月14日（水）

１歳６か月児健診

令和2年 9 月生まれ
令和2年10月生まれ
令和2年11月生まれ
令和2年12月生まれ
令和3年 1 月生まれ
令和3年 2 月生まれ

対　　　　象日　　程
　4月20日（水）
　5月17日（火）
　6月14日（火）
　7月20日（水）
　8月 8 日（月）
　9月12日（月）

平成31年 3 月生まれ
平成31年 4 月生まれ
令和元年 5 月生まれ
令和元年 6 月生まれ
令和元年 7 月生まれ
令和元年 8 月生まれ

対　　　　象日　　程
　4月 6 日（水）
　5月 9 日（月）
　6月 6 日（月）
　7月 4 日（月）
　8月 3 日（水）
　9月 6 日（火）

１０か月児健診

令和3年 5 月生まれ
令和3年 6 月生まれ
令和3年 7 月生まれ
令和3年 8 月生まれ
令和3年 9 月生まれ
令和3年10月生まれ

対　　　　象日　　程
　4月13日（水）
　5月11日（水）
　6月 9 日（木）
　7月 6 日（水）
　8月25日（木）
　9月 7 日（水）

対　　　　象日　　程
乳児健診（3・4か月児）

令和3年12月生まれ
令和4年 1 月生まれ
令和4年 2 月生まれ
令和4年 3 月生まれ
令和4年 4 月生まれ
令和4年 5 月生まれ

　4月28日（木）
　5月26日（木）
　6月29日（水）
　7月28日（木）
　8月31日（水）
　9月22日（木）

　郡内指定医療機関以外で県内にかかりつけ医のいる方、やむを得ない理由により郡内指定医療機関で接種することが
困難な方は、岐阜県全域の広域化予防接種事業協力医療機関で接種することが可能です。詳しくは、健康推進課までお
問い合わせください。

ワクチンと対象者

28 2 29
年長児へ4月に
案内

※接種開始時期
により接種回数
が異なります

小学6年生へ
4月に案内

詳細は、5ページへ小学6年生～高校1年生の女子　　　キャッチアップ接種対象者

2期は、9歳児に
案内
※特例：
5ページの表を
参照ください

ロタウイルス

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

ロタリックス　出生6週0日後～24週0日後 初回は生後2か月頃
どちらか一方のワ
クチンを選択し接
種してください

2回
3回ロタテック　　出生6週0日後～32週0日後

定期予防接種

生ワクチン（注射）

生ワクチン（注射）

<他の予防接種との間隔について>

同一ワクチンを接種する場合の接種間隔は今までどお
りです。一定の期間空ける必要があります。
例）B型肝炎1回目→2回目　27日以上空ける
※医師が特に必要と認めた場合には、同時接種を行う
　ことができます。

上記以外の接種間隔の制限ありません。


