
産婦健診事業
対象者
　町内に住所を有する方で、令和２年４月1日以降に
　出産された方

内　容
　問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバ
　ラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）
※上記５項目を全て実施した場合のみ産婦健診とみ
　なします。

実施機関
　出産された医療機関
※実施していない医療機関もありますので、あらか
　じめ各医療機関にお問合せください。

利用回数および料金
　１人２回（産後おおむね２週間および１か月）ま
　で無料で利用できます。
※１回当たりの健診料金が5,000円を上回る場合は、
　自己負担が発生します。

　産後はホルモンバランスの変化、慣れない育児での疲れ、環境の変化などから、心身の不調をきたし

やすいと言われています。出産後間もない時期の産婦さんの心身のケア、育児のサポートを目的に、４

月から産婦健診・産後ケア事業を行います。なお、対象の方には、個別に通知します。

　

　昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日生

まれの男性を対象に、令和４年３月 31 日までの

３年間に限り、風しん抗体検査・予防接種を実施

しています。

　令和２年度は、昭和 41 年４月２日から昭和 47

年４月１日生まれの男性を対象にクーポン券を送

付しますので、詳しくは、同封の書類をご覧くだ

さい。

　なお、昭和 37 年４月２

日から昭和 41 年４月１日

生まれの男性は、令和 3 年

度にクーポン券を送付する

予定ですが、令和２年度中

に発行を希望される場合は

お問合せください。

えのもと さくや くん（３歳）

なかむら ごう くん（６歳）
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とまり いちか ちゃん（６歳）

風しん抗体検査 ・ 予防接種

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287

対象者
①町内に住所を有し、令和３年３月31日までに次の
　年齢に達する方のうち、過去に肺炎球菌ワクチン（23
　価ワクチン）を接種したことがない方

対象者 生年月日
65歳になる方 昭和30年４月２日～昭和31年４月１日

70歳になる方 昭和25年４月２日～昭和26年４月１日

75歳になる方 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日

80歳になる方 昭和15年４月２日～昭和16年４月１日

85歳になる方 昭和10年４月２日～昭和11年４月１日

90歳になる方 昭和５年４月２日～昭和６年４月１日

95歳になる方 大正14年４月２日～大正15年４月１日

100歳になる方 大正９年４月２日～大正10年４月１日

②町内に住所を有する60歳から64歳までの方で心
臓、腎臓、呼吸器などの障がいがある方（詳しくは
医師にご確認ください）

接種期間および回数
　4月1日から令和3年3月31日までに１回

接種方法
65歳になる方へ、４月上旬に個別に通知します。
医療機関を予約し、送付書類を持参のうえ、受け
てください。
また、左の対象者（65歳になる方を除く）の方で、
接種を希望される場合は、必要書類を交付します
ので、お問合せください。

接種料金　
接種料金は医療機関によって異なります。

予防接種料金

支払い額（自己負担分） 助成額（町負担分）

半　額   半　額

※生活保護を受給されている方は、自己負担はあり
　ませんので、接種時にお申し出ください。
※町民税非課税世帯の方は、接種後の申請手続きに
　より支払った額 ( 自己負担分 ) を全額助成します。　
　（課税世帯の方は対象となりません）

その他    
町外の医療機関で接種する場合は、事前の手続き
が必要です。接種前に必ずご相談ください。

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
静内地区の

幼児健診と幼児歯科健診
早寝 ・ 早起き ・ 朝ごはん

朝に時間がない方や朝食を欠食してる方へ

　【問合せ】　保健福祉センター　 ☎42‐1287

  新年度を気持ちよくス
タートするために、朝食
を食べて体温を上げ、朝
型生活を心掛けましょう。

★時間短縮で栄養たっぷりな朝食の取り方を
　お伝えします。

毅食パン

スライスチーズや野菜・果物をのせた食パンに、
牛乳やお茶などの飲み物を組み合わせるとさらに
栄養バランスが整います。前日に、ゆで卵をまと
めて作っておくと便利です。

毅冷凍おにぎり

おにぎりを温めて、インスタントのみそ汁や魚の
缶詰、レトルトの煮物などを組み合わせると朝
から手早く栄養満点の朝食ができあがります。

　静内地区では、幼児健診と幼児歯科健診を、　

これまで別々の日に行っていましたが、４月

以降は同じ日に行います。なお、受付時間は、

午後に変更します。

　ただし、中止した３月の幼児健診は、その

振り替えとして、４月16日の午前から行いま

す。なお、対象の方には、個別に通知します。

　【問合せ】　保健福祉センター　☎42‐1287

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287

産婦健診 ・ 産後ケア事業が始まります

産後ケア事業
対象者
　町内に住所を有する方で、産後５か月未満の方お
　よびそのお子さん

内　容
　◆お母さんとお子さんの健康相談（産後の疲れ、気
　  持ちの落ち込みや不安など）
　◆授乳に関わる相談（乳房マッサージを含む）
　◆育児に関わる相談（授乳、抱っこ、泣きの対応など）

実施機関
　町立静内病院

利用回数および料金
　１人１回に限り、無料で利用で 
   きます。
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地　　区 運 行 日
中野町（３丁目を除く）

旭町（新生自治会地区、公営住宅地区を除く）

神森（第２自治会地区を除く）

目名
静内駅周辺

３日㈮、28日㈫

清水丘
中野町３丁目
神森第２自治会地区
旭町新生自治会地区
旭町公営住宅地区

１日㈬、15日㈬

毅市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用ですので厳守願います。
 毅温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要となります。
 毅温泉バスを利用できる方は、65歳以上の方となります。
毅時刻表・運行経路については、静内庁舎福祉課 ☎49‐0286( 直通 )、FAX43‐3900 までお問合せください。

救急外来診療

４月 温泉 ・ コミュニティバス運行表 

地　　区 方　 面 運 行 日

稲見・川上・清瀬・歌笛・庄内・
谷地・美野和の一部・本桐・鳧舞

静内方面 ６日㈪、20日㈪、
浦河方面 13日㈪、27日㈪、

稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・東蓬莱

静内方面 ７日㈫、21日㈫
浦河方面 14日㈫、28日㈫

稲見・歌笛・谷地・本桐・蓬栄・
富澤・豊岡・西蓬莱・旭町団地・
緑ヶ丘公営住宅

静内方面 ８日㈬、22日㈬
浦河方面 １日㈬、15日㈬

福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・
港町・本町

静内方面 ９日㈭、23日㈭
浦河方面 ２日㈭、16日㈭、30日㈭

美野和・歌笛市街・久遠・本桐
シュムロ・福畑・豊岡・西蓬莱・
旭町団地

静内方面 10日㈮、24日㈮
浦河方面 ３日㈮、17日㈮

■コミュニティバス（三石地区）

毅日高徳洲会病院　　　　　 ☎ 42‐0701

毅町立静内病院　　 　　　　☎ 42‐0181

 全日程　※24時間365日受け入れています。

毅町立三石国民健康保険病院 ☎ 33‐2231
 全日程　※救急外来を受診される場合は、必ず事前に左記までご連絡ください。

救急外来は通常の診療とは異なり、休日や夜間に緊急性のある患者を対象
に行う診療です。急病・救急以外での受診はお控えください。

地　　区 運 行 日
田原・豊畑 ２日㈭、21日㈫

市街地・真歌・入船町

８日㈬、９日㈭、
10日㈮、16日㈭、
23日㈭、30日㈭

川合・西川 ７日㈫、24日㈮
春立・東別・東静内・浦和 ３日㈮、17日㈮
御園・農屋・桔梗親和 ２日㈭、22日㈬

４月 健診 ・ 相談 
相談 と　き ところ

こころの
健康相談 17日㈮ 13時30分

～15時30分
静内

保健所

女 性 の
健康相談 22日㈬ 13時00分

～16時00分
静内

保健所

毅こころの健康相談～ひきこもりや精神的
　 な不安・悩みのある方 ( 予約制 )
毅女性の健康相談～不妊、思春期、更年期
　 など心身の悩みがある女性 ( 予約制 )

【問合せ】静内保健所　☎42‐0251
※ 乳幼児健診およびフッ素塗布の対象の方は、個別にご案内します。

■温泉バス（静内地区）※ 4 月から「春立・東別地区」と「東静内・浦和地区」の運行ルートを統合しています。

健診 日程 ところ 受付時間
幼児健診 16日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

乳児健診
23日㈭ 総合町民センター 12時30分～13時00分

30日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

フ ッ 素
塗 布

15日㈬ 総合町民センター 13時30分～16時30分

21日㈫
保健福祉センター

13時00分～16時30分
22日㈬ ９時00分～11時00分、13時00分～16時30分

毅静内方面行きは「静内温泉」
を、浦河方面行きは「みつ
いし昆布温泉蔵三」を経由
します。

毅コミュニティバスは、年齢
などの条件はなくどなたで
も利用できます。

毅時刻表・運行経路について　
　は ､ 三石庁舎町民福祉課
 ☎  33‐2112( 直通 )
FAX 32‐3455
までお問合せください。

【問合せ】保健福祉センター　☎42‐1287

毅新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催を見送る場合もあります。
毅２月、３月に中止したフッ素塗布は、あらためて個別に通知します。

広告
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