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対象・接種回数通知時期予防接種名区分
1歳の誕生日の前日まで（1回）

3～4カ月児健診通知に同封
ＢＣＧ（結核）集団

接種
3カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（3回）初回接種第

1
期

四種混合

個
別
接
種

第1期初回接種終了後、1年～1年6カ月の間で、7歳6カ月の誕生日の前日まで（1回）1歳6カ月児健診通知に同封追加接種

11歳以上13歳の誕生日の前日まで接種可（1回）小学6年生になる年二種混合　第2期
（ジフテリア・破傷風）

1歳以上2歳の誕生日の前日まで（1回）1歳になる月末第1期ＭＲ混合
（麻しん・風しん） 小学校就学前の1年間（1回）小学校就学前年の年第2期

6カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（2回）3歳児健診通知に同封初回接種第
1
期日本脳炎

第1期初回接種終了後6カ月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいた7歳6カ月の誕生
日の前日まで（1回）4歳になる月末追加接種

9歳になる月末第2期

2カ月から5歳の誕生日の前日まで（回数は開始年齢で異なる）3～4カ月児健診通知に同封
ヒブワクチン

※日本脳炎は、平成7年4/2から平成21年10/1に生まれた方で20歳未満の方は特例対象者です。詳細はお問い合わせを

小児用肺炎球菌ワクチン

1歳以上3歳の誕生日の前日まで（2回）1歳になる月末水痘
小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性（3回）―子宮頸がん予防ワクチン

※「集団接種」は、市で決めた日時に生活・保健センターまたは福祉支援センターで、「個別接種」は契約医療機関で実施します。八王子市、町田市、多摩市、稲城市については、健康課へお問い合わせください
※ＭＲ混合予防接種の機会を逸失した方には救済制度があります。健康課へお問い合わせください

八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関でも接種可

妊娠妊娠期期 赤ちゃん誕赤ちゃん誕生生

◆ママ・パパクラス（両親学級）

内容

対象

◆妊婦健康診査

◆母子健康手帳の交付（妊娠届）申請窓口は健康課
です

受付日時

受付場所
持ち物

その他

HP

◆妊婦訪問
　希望者に対し、保健師・助産師が家庭訪問をして相談をお
受けします。ご希望の方は健康課までご連絡を。

◆赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）

内容

◆離乳食など（食育事業） ◆歯科相談◆プレママ（妊婦）＆乳幼児健康相談

◆乳幼児健康診査
お子さまの成長を確認しつつ保護者の日ごろの疑問や

心配ごとを解消し、子育てを楽しくできるよう医師・保
健師・栄養士・歯科衛生士などの専門スタッフが相談に
お受けします。

健診名・対象 

健診名・対象

▶ひの新選組ポイント
市で実施する以下の健診に、ひの新選組ＷＡＯＮカード（写

真）を持参して受診した方へ「ひの新選組ポイント」をプレゼ
ントします。
対象健診 ①3～4カ月児健診②1歳6カ月児健診③3歳児健診

各健診とも乳幼児1人につき500ポイント付与ポイント 
▶ひの新選組ポイントとは？

問 産業振興課(☎514‒8437)　

対象の健診を受診してひの新
選組ポイントを貯めよう！～
ひのくるポイント事業

◆未熟児の養育医療
　市内に居住する新生児で、医師が入院養育の必要を認め
た方に市が医療の給付を行う制度です。指定された医療機
関での入院のみ対象となります。詳細はお問い合わせくだ
さい。

東京都
大気汚染医療費
助成制度

子供の予防接種 「予防接種のスケジュールが覚え
られない」。そんな時は「ぽけっと
なび」をご覧ください。右記ＱＲ
コードからアクセス！

抜き取り保存版
裏面に成人保健事業を掲載

八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関でも接種可八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関でも接種可

　おおむね生後5～9カ月児を対象に3ステップに分けて離
乳食教室を毎月実施しています。日程など詳細は、毎月1
日号の広報ひのでお知らせしています。

3～4カ月健診前の赤ちゃんがいる全家庭を対象に保健
師または助産師が訪問します。赤ちゃんが生まれたら、
母子健康手帳に入っている「赤ちゃん訪問届（出生通知
票）」をお出しください。後日、訪問に伺う保健師また
は助産師が連絡します。なお、電話でも受け付けしてい
ます。お気軽にご連絡ください。

赤ちゃんの体重測定、お母さんの産後の体調・授
乳・子育ての相談、地域の子育てサービスの紹介

赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいる時にもらった病気に対する抵抗力は、生後数カ月で失われていきます。子供は成長とともに外出や
人との接触が多くなります。保育園や幼稚園に入る前までに予防接種で免疫をつけ、病気にかからないようにしましょう。なお、対象者には通
知を郵送しますが、通知時期以降に転入された方はお問い合わせください。

定
期
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
に
よ
る
接
種
）

1歳の誕生日の前日まで（3回）B型肝炎ワクチン

　都では、気管支ぜん息などの疾
病にかかっている方に対し、医療
費の助成を行っています。
　申請には一定の条件を満たして
いる必要があります。詳細はお問
い合わせください。
　なお、新規の申請は18歳未満の
方が対象となります。

9歳以上13歳の誕生日の前日まで（1回）

加盟店でのお買い物時にひの新選組ＷＡＯＮカードを提示す
ると、100円につき１ポイント付与され、1ポイント1円として
加盟店で利用できます※最終使用から1年間ポイント利用（付
与および使用）がないとポイントが失効します

1歳6カ月～4歳の誕生月のお子さまを対象に乳幼児歯科
相談（歯科医師による健診・相談、歯科衛生士による歯
みがきのアドバイスなど）を毎月7回実施しています。日程
など詳細は、毎月1日号の広報ひのでお知らせしています。

保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士が妊娠中の方、乳幼
児の保護者の相談をお受けします。お子さまの身長・体重測
定も行います。予約は不要です。お気軽にお越しください。
日程など詳細は、毎月1日号の広報ひのでお知らせしています。

【集団健診（生活・保健センターで実施）】　
　集団健診は日程・時間の変更ができます。変更希望の
方、転入された方はご連絡ください。

①3～4カ月児健康診査・産婦健康診査※誕
生月の翌月末に通知。6カ月未満まで受診可②1歳6カ月
児健康診査※1歳6カ月頃に通知。2歳未満まで受診可③3
歳児健康診査※3歳頃に通知。4歳未満まで受診可
【個別健診（指定医療機関で実施）】

①6～7カ月児健康診査②9～10カ月児健康
診査※いずれも3～4カ月児健診通知に受診票を同封。受
診票を紛失された方、転入された方などはご連絡を

　母子健康手帳交付時に、「妊婦健康診査受診票」（14回分）
と「妊婦子宮頸がん検診受診票」、「妊婦超音波検査受診票」（各
1回分）をお渡しします。
　この受診票は、妊娠が確定した後の次の健診から使用でき
ます。なお、一定金額を上限に助成するもので、自己負担が
発生することもあります。
※都外や助産院では使用不可。助成制度あり。詳細はお問い
合わせを

▶妊婦の方全員に保健師などの専門職が面接相談を実施
妊娠中のさまざまな不安を軽減し安心して出産を迎えてい

ただくために、妊娠届提出時に、妊婦の方全員に保健師など
の専門職による面接相談を実施します。母子健康手帳の交付
および母子保健サービスや妊娠・出産、子育てに関する相談
もできます。
▶面接後に育児パッケージの引換案内をお渡しします

面接相談をお受けになった方には、出産後にお渡しする育
児パッケージ（おむつなど）の引換案内をお渡しします。
　　　　月曜～土曜日8:30～16:30※祝日、年末年始は除く。
面接相談は15～20分程度
　　　　健康課（日野本町1‒6‒2生活・保健センター内）

妊娠届の申請時に、マイナンバー（個人番号）と本
人確認が必要になります。詳細は、市 をご覧いただくか
お問い合わせください

原則、本人が窓口にお越しください

　日程など詳細は広報ひの毎月1日号でお知らせしています。
保健…妊娠、出産、育児についての話、栄養…食生活

の話、試食、歯科…妊娠期と赤ちゃんのお口の健康、歯科健診、
歯みがき指導、沐浴…赤ちゃんのお風呂の入れ方の実習

おおむね妊娠16～27週の妊婦と家族※パパの参加も歓
迎

　健康課（☎581‒4111）けんこうだより　 　保健事業母子趣味・教養
2017年度春JICAボランティ
ア「体験談 &説明会」
日時 4/6㈭19:00～21:00 会場 八王
子市学園都市センター※直接会場へ
問 JICA青年海外協力隊事務局募集
課（☎03-5226-9813）

ひの煉瓦ホール (市民会館 )
ロビー 100歳のピアノによる
お昼のミニコンサート
日時・出演 4/8㈯茂田哲哉氏(バイ
オリン)･吉岡優子氏(ピアノ)､ 22
㈯久次米祐江氏(ピアノ)､ 久次米
莉緒氏(ハープ)､ いずれも12:30～
13:00 会場・問 同ホール（☎585-2011）

2020年に向けた「外国人おも
てなし語学ボランティア」育
成講座～初級者向け英語
日時・内容 おもてなし講座…5/9㈫
14:00～17:30、語学講座…5/16㈫・ 
23㈫10:00～15:30 会場 市民の森ふ
れあいホール 対象 全日出席可能な
高校生以上の市内在住・在勤・在学
者※過去の同講座受講者は不可
定員 36人※申込多数の場合は抽選
その他 託児あり。本講座修了者は
東京都の「外国人おもてなし語学ボ
ランティア」に登録 申込 4/12㈬（必
着）までに〒191‒8686日野市シティ
セールス推進課（ citysales@
city.hino.lg.jp）へはがき、または

メールで。郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな・ローマ字）、年齢、性別、
職業、託児希望の有無（子の人数、
年齢）、電話番号、メールアドレス
を記入 問シティセールス推進課（☎
514-8098)

日野宿楽市楽座文化講座～
江戸学講座
落語教室 日時 4/12㈬ ･26㈬ 18:00
～21:00 講師 三遊亭圓窓(噺 家)
定員 申込制で先着10人 費用 1回
2,500円
連句体験 日時 4/18㈫13:00～17:00
講師 二上貴夫（NPO法人座・其角）
定員 申込制で先着20人 費用 200円
　いずれも 会場 日野宿交流館 対象
中学生以上 申込 前日までに電話問
新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話
問 同クラブ（☎506-9979）

燻製教室 日時 4月からの毎月第2土
曜日10:00~14:00(6回)会場 平山台
健康･市民支援センター 講師 今川
裕司氏 費用 1,500円(昼食付き)
ぶらり街歩き 日程 4/14㈮ 集合 10:
00ＪＲ高尾駅北口※直接集合場所へ
コース 御陵～多摩森林公園費用 500
円※交通費別途 持ち物 弁当、タオ
ル、飲み物

文化事業協会共催事業の募集
～あなたの企画した文化事業
を市民会館で開催しませんか
支援内容 ①「日野市市民会館文化

事業協会」の名義使用②市報への掲
載③公演本番時間帯における会場使
用料の 50％の範囲内の負担 対象 ひ
の煉瓦ホールまたは七生公会堂を会
場とした芸術・文化の振興や普及を
図るための活動で、 5/1㈪～平成30
年3/31㈯の期間に実施するもの。1
主催者に対し1事業まで 申込 4/3㈪
～4/28㈮に市役所 3階文化スポーツ
課へ申請書 （文化スポーツ課にあり ）
を提出 問 文化スポーツ課 (☎514-
8462)

子供・保護者向け
としょかんおはなしピクニック
2017～子ども読書活動推進事業
日時 4/23㈰10:00～16:00 会場 多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ
内容 ①13:30から小林敏也氏の「画
本宮澤賢治シリーズ」作品の幻燈上
映と朗読②本に親しむイベント(工
作、おはなし会など) 定員 ①先着70
人 その他 詳細は図書館 HP参照 問
多摩平図書館（☎583-2561）

4月の幼稚園～平成29年度プ
チっこエントリー
　市内全市立幼稚園では、2・3歳児
を対象とした登録制度「プチっこエ
ントリー」を実施しています。
　内容は、誕生会への招待や情報の
提供です。詳細は、各幼稚園へお問
い合わせください。なお、平成28年
度登録された方も再登録が必要です。
問 第二幼稚園（☎591-4125）、第四幼
稚園（☎583-3903）、第五幼稚園（☎
592-0432）、第七幼稚園（☎586-3770）

催 し

日時 4/23㈰9:30~11:00※小雨実施集合 日野橋南詰
（本部)など10カ所（案内図参照） 清掃区間 東光寺
グラウンド～クリーンセンターの多摩川右岸、大和
田運動広場～多摩川合流点の浅川両岸 その他 雨
天時の実施の有無は、当日7:30までに決定しますの
で、お手数ですがお問い合わせを
問 緑と清流課(☎514-8309)

　｢多摩川・浅川クリーン作戦｣を実施します。ぜひ、
皆さまのご参加をお願いします。なお、駐車場が
ありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

「多摩川・浅川クリーン作戦」にご参加を

Ｃブロック（実施本部）
日野橋南詰

Ｄブロック
市営多摩川
グラウンド西側

Ｆブロック
平山橋北側豊田用水

Ｇブロック
一番橋北詰

Ｅブロック
長沼橋北側橋北公園

長沼橋

平山橋

一番橋一番橋
浅川

程久保川

高幡橋
新井橋

万願寺歩道橋
（ふれあい橋）
万願寺歩道橋
（ふれあい橋）

中央自動車道
石田大橋

府中四谷橋

日野橋
立日橋

ＪＲ
中央線多摩川

滝合橋

Ａブロック
東光寺市営住宅北

Ｉブロック
浅川・程久保川合流点堤防上

Ｈブロック
万願寺歩道橋（ふれあい橋）北詰

Ｂブロック
JR中央線南詰スロープ下（河川敷内）

集合場所案内図

Ｊブロック
大和田運動広場

催
し

市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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