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事業名 項　　　目 内　　　容 対象者等 時期及び回数等 備　　考

予
防
接
種
事
業

法
定
接
種

ＢＣＧ（個別接種）

予防接種法に基づき乳幼児・生徒に予防接種を行う。

生後６か月未満 １回

三種混合（個別接種） 生後３か月から９０か月児 初回３回・追加１回

二種混合（集団接種） 小学６年生（11歳以上13歳未満） １回

ポリオ（集団接種） 生後３か月から１２か月又は９０か月児 ２回

麻疹・風疹混合（個別・集団接種）
Ⅰ期：生後１２か月から２４か月児、Ⅱ期：小学
校就学前の児、Ⅲ期：中学１年生、Ⅳ期：高校３
年生（相当の年齢）

各１回

日本脳炎（個別・集団接種） 生後６か月から９０か月児、９歳以上１３歳未満 初回2回・追加1回、Ⅱ期１回

インフルエンザ（個別接種） ６５歳以上 １回 （費用助成）

任
意
接
種

子宮頸がん（個別接種）

疾病の重篤性等を考慮し、任意の予防接種に対し接種費用の助
成を行う。

中学１年生～高校１年生 ３回
子宮頸がん等ワクチン接種
緊急促進事業ヒブ（個別接種） ０～４歳児 １～４回

小児用肺炎球菌（個別接種） ０～４歳児 １～４回

高齢者用肺炎球菌（個別接種） ７５歳以上 １回 新規（費用助成）

母
子
保
健
事
業

母子健康手帳交付 母子健康手帳の交付 妊婦 通年

妊産婦訪問指導 家庭訪問による妊婦及び産婦の健康管理指導 妊産婦 随時

新生児訪問指導 新生児の身体面の異常発見や保護者への養育指導 生後１か月児のいる家庭 　〃

マタニティクラス（両親学級） 妊娠中の栄養と歯の健康教育 妊婦（夫の参加も可） 年４コース

妊婦・乳児委託健康診査 公費負担による妊婦健診等の実施 妊婦・乳児 妊婦１４回、乳児１回

子ども医療費の助成 子どもの保健対策の充実のための医療費助成 0歳児から中学３年生まで 通年

乳幼児健康相談 乳幼児の健康相談 乳幼児 １２回
乳
幼
児
健
診

４か月児健診

健全育成の指導・疾病異常の早期発見

４か月児 １２回

１歳６か月児健診 １歳６か月児 １０回

３歳児健診（一般） ３歳児 １０回

母
子
健

康
相
談

ことばの相談 幼児のことばの相談及び指導 言葉に心配のある幼児と保護者 ２１回

発達相談 幼児の行動や発達等に関する個別相談 発達が心配な幼児と保護者 ４６回

１歳児歯科相談 う触予防の早期教育、育児相談 １歳児 １２回

母
子
歯
科

検
診

１歳６月児歯科検診

疾病異常の早期発見・歯磨き指導・フッ化物塗布

１歳６か月児 １０回

２歳児歯科健診 ２歳児 １０回

３歳児歯科健診 ３歳児 １２回

保育所・幼稚園巡回歯科指導 虫歯予防と歯磨き習慣の確立 幼稚園・保育所に通う乳幼児と保護者 １４回

小・中学校歯科指導 虫歯予防のための歯磨き指導 小・中学校に通う生徒と保護者 随時

よい歯のコンクール 歯科における優良母（父）子の診査及び表彰 ３歳児の親子 １回

家庭訪問及び面接・電話相談事業 家庭訪問、面接及び電話による母子の健康相談及び管理指導 乳幼児・保護者 随時

こんにちは赤ちゃん事業 生後４か月までの乳児のいる家庭の全戸訪問 生後４か月までの乳児と保護者 通年

ブックスタート事業
本を通し親子がふれあい、ことばと心を育むことを目的に、健診
時に本を配布し読み聞かせを行う。

４か月児 １２回

健康教育事業
乳幼児、保育園から中学生、高校生本人又は保護者への子育て
支援や生活習慣に関する指導

乳幼児、保育園から中学生、高校生の本人又は保護者 随時

市内小・中学校養護教諭連絡会議 母子保健、歯科保健、予防接種等について連絡及び協議を行う。 ２回
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事業名 項　　　目 内　　　容 対象者 時期及び回数等 備　　考

成
人
保
健
事
業

健康教育
生活習慣病予防のための日常生活の注意点の指導並びに禁煙
個別相談及び指導

老人クラブ・各種団体等 随時

健 康 相 談 健康に関する個別の相談 希望者 随時

が
ん
検
診

胃がん検診

がんの早期発見・早期治療ための検診

４０歳以上 ４月、７月、１０月頃　（年１７回実施） 集団健診

大腸がん検診 ４０歳以上 ５月、７月、９月頃　（年９回実施） 　　〃

肺がん検診（胸　部） ４０歳以上 ４月、７月、１０月頃　（年１７回実施） 　　〃

　　〃　　（喀　痰） ４０歳以上 　　　　　　　〃 　　〃

乳がん検診（超 音 波) ３０歳以上５０歳未満 個別：５月～８月（一部9～12月）、集団：１０月 集団健診・個別健診

　　〃　　（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） ５０歳以上 　　　　　　　〃 　　〃

子宮がん検診 ２０歳以上 個別：5月～8月（一部9～12月）、集団：7,8月頃 　　〃

前立腺がん検診 ５０歳以上 ４月、７月、１０月頃　（年１７回実施） 集団健診

肝炎ウイルス検診 Ｃ型肝炎及びＢ型肝炎ウィルス検査 ４０歳・Ｈ14年度から未受診の者等 　　　　　　　〃 　　〃

骨粗しょう症予防検診 超音波法による骨量検査と運動・栄養指導 18～35.40.45.50.55.60.65.70歳の女性を対象 ７，８月（子宮がん検診と同日実施） 　　〃

結核予防事業 結核の予防、早期発見 ６５歳以上 肺がん検診と同時実施 　　〃

訪問指導、面接・電話相談事業

家庭訪問による生活習慣病予防、介護予防及び口腔衛生の指導 ４０歳以上で保健指導が必要な者 通年

面接による健康相談、指導 市民 通年

電話による健康相談、指導 市民 通年

特定健康診査・特定保健指導
メタボリックシンドローム予防と改善のための健康診査及び継続
的な運動、食事指導

４０歳以上７４歳以下の国保被保険者
集団健診６月・　個別健診６月
～９月・保健指導7月～3月

後期高齢者健康診査 後期高齢者の健康診査 後期高齢者医療被保険者 特定健診と同時実施

介護予防運動教室 介護予防のための運動機能向上を目的とした教室 介護保険被保険者 ２３回

介護予防口腔ケア教室 介護予防のための口腔機能向上を目的とした教室 　　　　　〃 ４回

成人歯科健診 歯周疾患健診・指導 １８歳以上 特定健診と同日実施

高齢者よい歯のコンクール ８０２０運動推進ための高齢者の歯の審査、表彰 ８０歳以上 １回

がん対策推進計画策定事業 匝瑳市がん対策推進条例第5条に基づき「がん対策推進計画」を策定する。 新規

保
健
推
進
事
業

保健推進員研修 研修会の実施（調理実習、運動、母子・成人保健、栄養） 保健推進員 ５回

食生活展
食生活改善（試食）、健康相談並びに市の保健事業（母子・成人
保健、栄養）及び保健推進員のＰＲ

市民 １回 農業まつり協賛

健康カレンダー 健康カレンダーの作成・配布 市民 １回
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事業名 項　　目 内　　容 対象者 時期及び回数等 備　　考

食
生
活
改
善
・
そ
の
他
事
業

食生活改善地区組織活動事業

地区組織活動（高齢者の食生活改善等） 各地区民 随時

生活習慣病ワースト２５ステップアップ事業 市民 １回

親子料理教室 幼児と母親 １２回

保健栄養教室 保健推進員の養成 保健推進員予定者 年４回

栄養相談 栄養、食生活改善の定例及び随時相談 市民（希望者） 定期：月１回、随時

わんぱくクッキング 幼児と母親を対象とした調理実習、食育推進 幼児と母親 ５回

離乳食教室 乳児をもつ保護者を対象とした調理実習・講話 乳児の保護者 ７回

男性料理教室 男性を対象とした料理教室 男性 ５回

在宅当番医制事業 日曜日・休日及び年末年始の救急医療体制の確保 市民 通年

二次救急医療機関運営事業 日曜日・休日及び年末年始の二次救急医療体制の確保 市民 通年

献　　　　血 献血の普及と実施 １６歳から６９歳 ２２回 市役所ほか市内事業所
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