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成人健診 

三郷市は生活習慣病を予防するための健康診断と早期発見のためのがん検診を実施しています。 

詳細は毎年 3月に発行される健康のしおり又はホームページをご参照ください。 

 

問い合わせ先       

健診予防係 ☎930-7773 

 

母子健康手帳 

医療機関で妊娠を確認したら、妊娠届出書を提出してください。母子健康手帳、妊婦健康診査助成券を窓

口にてお渡しします。妊娠届出書には出産予定日、妊娠週数、医療機関名などを記入します。妊娠届出書

は窓口にあります。 

≪窓口への届け出≫ 

健康推進課（月～金曜日午前8時30分～午後5時15分）、 

市民課及びみさと団地出張所（月～金曜日及び日曜日午前8時30分～午後5時15分） 

≪申請に必要となるもの≫ 

 法令の改正に伴い、平成28年1月1日以降、妊娠届出書に個人番号（マイナンバー）の記入と本人確認が

必要となりました。 

※ご本人（妊婦）が届け出をする場合に必要となるもの 

  個人番号カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認ができるもの 

（運転免許証、パスポートなど） 

※代理人が届け出をする場合に必要となるもの 

  代理人の本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなど）、ご本人（妊婦）の個人番号カード、

または個人番号通知カードと本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなど）、委任状（ホーム

ページからダウンロードできます） 

≪外国語版母子健康手帳≫ 

英語・ポルトガル語・タガログ語・ハングル語・タイ語・スペイン語・中国語・インドネシア語の母

子健康手帳があります。妊娠届出書を提出する際、ご相談ください。 

母子健康手帳は健康推進課、市民課または団地出張所で申請できます。 

 

問い合わせ先       

地域保健係 ☎930-7772 



子どもの健康診査 

三郷市では子どもの健康診査を実施しています。健康診査対象のお子さんには、該当する健康診査

日の前月下旬までに書類をお送りします。 

＊4か月児健診 

 ‐小児科診察、身体計測、発達確認、離乳食の講話、個別栄養相談（希望するかた）、育児相談 

※他、ブックスタート（絵本の読み聞かせとプレゼント） 

＊9か月児健診 

 ‐内科診察、身体計測、発達確認、育児相談、個別栄養相談（希望するかた） 

＊1歳 8か月児健診 

 ‐内科診察、歯科診察、身体計測、発達確認、育児相談、歯みがき指導（歯ブラシ、コップ、 

ハンドタオル持参）、個別栄養相談（希望するかた） 

＊3 歳 6 か月児健診    

‐内科診察、歯科診察、視覚検査（必要と判定されたかた）、尿検査、身体計測、発達確認、育児相談、

歯みがき指導（歯ブラシ、コップ、ハンドタオル持参）、フッ化物塗布（希望するかた）、 

個別栄養相談（希望するかた） 

問い合わせ先       

健診予防係 ☎930-7773 

 

子どもの予防接種 

予防接種は、ワクチンを使って感染症に対する免疫を与えるもので、感染症にかからないようにす

る有効的な方法の一つです。三郷市では、一人ひとりが健康状態の良いときに接種できるよう、全て

の予防接種を指定医療機関で個別に行っています。 

対象者には、予防接種を受けるとき、その日の健康状態などを記入する「予防接種予診票綴り」、

予防接種について詳しく説明した「予防接種と子どもの健康」を以下の日程で配布しています。予防

接種の効果と副反応について、よく理解してから接種を受けましょう。 

出生者  生後1か月くらいに郵送 

転入者  転入手続き後、健康推進課窓口で配付、又は転入後1か月くらいに郵送 

（すぐに接種をされるかたはご連絡ください） 

費用： 法律等で定められている接種期間内は公費で負担 

持ち物： 母子健康手帳、予診票、健康保険被保険者証等（住所と年齢が確認できるもの） 

接種場所：指定医療機関（平成28年度版をPDFで添付）・・・別紙２ 

      指定医療機関によっては、予約制で実施しているところもあります。事前に電話等でご

確認のうえ、医療機関に行かれることをお勧めします。 

      里帰り出産や疾患等の特別な理由により、指定医療機関で接種できない場合には、接種

前に健康推進課までお問い合わせください。 

※予防接種のスケジュールについては、かかりつけ医と相談しながら計画しましょう。また、「以前

の制度と違うようなので現況をよく知りたい」等のご質問は、直接、電話や子どもの健康診査時にお

気軽にご相談ください。 

ご不明な点は健康推進課までお問い合わせください。 

接種間隔 

生ワクチン 

BCG、麻しん風しん混合、麻しん・風しん、水痘 

27 日以上あける 生ワクチン 

不活化ワクチン 

不活化ワクチン 

四種混合、ポリオ、三種混合、二種混合、 

日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、HPV 

6 日以上あける 生ワクチン 

不活化ワクチン 

 



＜法律等で定められている予防接種の種類＞(平成２８年 4月 1日現在) 

（平成２８年度版を PDF で添付） ・・・別紙１  

問い合わせ先 

健康づくり係 ☎930-7771 

 

高齢者のインフルエンザ予防接種 

 個別通知は行っていませんので、接種期間になりましたら、個人で市内指定医療機関へ申し込んで

予防接種を受けてください。予診票は市内指定医療機関に設置されています。 

 その他の詳しい内容は、広報みさと９月号でお知らせしますのでそちらでご確認ください。 

対象者 

①６５歳以上のかた 

②６０歳以上６５歳未満のかたで心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度

に制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な

程度の障がい（身体障害者手帳１級と同程度）を有するかた。（詳しくは健康推進課または主治医へお

問い合わせください。） 

接種場所 

 指定医療機関（健康のしおり ２０ページ参照）で直接お受けください。（指定医慮機関以外で接種

希望するかたは、手続きが必要となりますので接種前に必ずご連絡ください。） 

接種期間 

 １０月１５日（土）～１２月２５日（日） 

費用 

 一部自己負担（生活保護や中国残留邦人等の支援給付を受給されているかたは自己負担免除） 

回数 

 期間中１回を限度とし、２回目以降の接種は全額自己負担となります。 

持ち物 

 現住所と生年月日が確認できるもの（健康保険被保険者証や運転免許証等） 

※証明書等 

 ・対象者②のかた：身体障害者手帳 

 ・生活保護世帯や中国残留邦人等の支援給付を受給されているかた：各種受給者証 

ワクチンの接種方法と手順 

【指定医療機関で接種する場合】 

 ①医療機関に予約します。 

 ②現住所と生年月日が確認できるもの、その他証明書（必要なかたのみ）を持参して、医療機関を

受診します。 

【三郷市外の医療機関で接種する場合】 

 ①接種を希望する医療機関名・住所・主治医の名前がわかるようにして、健康推進課窓口にお越し

いただくか、来庁が困難なかたは、電話でお問い合わせください。 

 ②三郷市より発行された予診票等と現住所と生年月日が確認できるもの、その他証明書（必要なか

たのみ）を持参して医療機関を受診します。 

※市外で接種する場合、手続きをせずに接種をすると全額自己負担となりますので、必ず接種前にお

問い合わせいただくよう、お願いいたします。 

問い合わせ先 

健康づくり係 930-7771 

  



高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種 

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道

の分泌物に含まれ、唾液等を通じて飛沫感染します。これらの菌が何らかのきっかけで気管支炎、       

肺炎、敗血症等の重い合併症を引き起こすことがあります。 

対象者：既に肺炎球菌ワクチン「ニューモバックス NP(23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチ

ン）」を接種したことのある方は、定期予防接種の対象外となります。 

  ①平成 28年度（平成 29年 3月 31 日時点）に次の年齢となるかた 

       65 歳・・・1951.4.2～1952.4.1 生まれ 

       70 歳・・・1946.4.2～1947.4.1 生まれ 

       75 歳・・・1941.4.2～1942.4.1 生まれ 

       80 歳・・・1936.4.2～1937.4.1 生まれ 

       85 歳・・・1931.4.2～1932.4.1 生まれ 

       90 歳・・・1926.4.2～1927.4.1 生まれ 

       95 歳・・・1921.4.2～1922.4.1 生まれ 

       100 歳・・・1916.4.2～1917.4.1 生まれ 

  ②６０歳以上６５歳未満のかたで、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活 

   活動が極度に制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常 

   生活がほとんど不可能な程度の障がい（身体障害者手帳１級と同程度）を有するかた。 

接種期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

   ※接種期間を過ぎると任意接種（全額自己負担）となります。 

費  用：自己負担（接種費用の一部として）3,000 円 

   （生活保護世帯や中国残留邦人等の支援給付を受給されているかたは、自己負担は免除） 

回  数：1回 

※接種場所・持ち物・ワクチンの接種方法と手順については、高齢者のインフルエンザ予防接種と 

 同様です。 

                               問い合わせ先 

健康づくり係 ☎930-7771 

 

三郷市任意予防接種費用の一部助成 

 市が定めた「任意予防接種ワクチン」を接種した場合は、その接種費用の一部を助成します。 

【助成対象者および接種回数等について】 

対象者     予防接種を受ける日において、三郷市に住民登録のある下記の対象年齢のかた。 

事業対象期間  接種日が、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までのもの。 

種別 対象となる方 助成額（注２） 助成回数 

おたふくかぜワクチン 
満１歳から義務教育就学前まで 

（注１） 
２，０００円 １回 

風しん 

風しん単抗原 

ワクチン 

・妊娠を予定若しくは希望している

１９歳から４９歳以下の女性 

・妊婦の夫 

３，０００円 
 

どちらか 

１回 

 

麻しん風しん 

混合ワクチン 
５，０００円 

（注１）義務教育就学前とは、平成２８年度の場合は、平成２９年４月に小学校へ入学されるかたで

す。平成２９年３月３１日までに接種してください。 

（注２）接種費用が助成額を超えない場合は接種費用を助成額の限度とします。 

【任意予防接種について】 

 任意予防接種は承認されているワクチンですが、予防接種法で定められたものではないので効果、

副反応及び健康被害救済制度などを十分理解、納得した上で接種してください。 

※助成方法についてはお問い合わせください。 

問い合わせ先 

健康づくり係 ☎930-7771 



 

骨髄移植ドナー助成金交付 

 骨髄・末梢血幹細胞（以下、「骨髄等」）のドナー登録及び移植の推進を目的に、骨髄等を提供した

かたに対して、助成金を交付します。 

対象者 

①平成２６年４月１日以降に、公益財団法人日本骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、

バンクから提供を証明する書類の交付を受けたかた 

②骨髄等を提供した日において、三郷市に住民登録があるかた 

③所属する企業又は団体等にドナー休暇の取得制度が無く、骨髄等の提供に関する他の助成金等の交

付を受けていないかた 

助成額 

 次に掲げる骨髄等の提供のための通院又は入院の日数に２万円を乗じて得た額とし、１回の提供に

つき１４万円を限度とします。 

①健康診断のための通院 

②自己血貯血のための通院 

③骨髄等の採取のための入院 

④その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接 

※骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等を除きます 

申請受付期間 

 骨髄等の提供が完了した日から９０日以内とします。ただし、やむを得ない理由により申請するこ

とができない場合はご相談ください。 

 

申請方法等詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。 

 

問い合わせ先 

健康づくり係 ☎930-7771 

 

 

＜三郷市医療機関一覧＞ 

 ・市内の指定医療機関・・・別紙２ 

・市内の病院・診療所・・・別紙３ 

・市内の歯科診療所・・・別紙４ 

・市内の薬局・・・別紙５ 

 

※その他、健康に関する詳細については、下記にある健康のしおりをご確認ください。 

健康のしおり 平成２８年度版（平成２８年度版を PDF で添付） 


