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メリットとデメリットを考え、接種の検討を

新型コロナウイルス 関 連 情 報

産婦健康診査の費用助成を開始

接種率
（3回目）

市内の患者発生状況

※3月25日現在
（平成16年1月31日以前生まれ）
18歳以上
の人 48.18％
65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の人 86.78％

患者数（累計）3979人
※3月25日現在

出産後間もない時期は、ホルモンバランスの
変化や慣れない育児、睡眠不足などで疲れがた
まりやすくなります。
市では、産後のお母さんの心と体の健康状態
を確認するため、産婦健康診査
（1カ月健診）費
用の一部を助成します。
対 象 者 市に住民登録があり、令和4年4月1日以降に出産した人
助成金額 産婦健康診査1回、上限5千円※支払い金額が5千円を
超える場合、助成金を差し引いた額が自己負担になります
補 助 券 次のいずれかで交付します
産婦健診補助券 令和4年3月末日までに母子健康手帳が交付され
た人、転入した人を対象に、令和4年4月1日以降の出生届提出時
に交付します
妊産婦健診補助券 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をする人を
対象に、母子健康手帳と合わせて交付します
償還払い 受診した医療機関で補助券が利用できなかった場合、
申請により助成額分が払い戻されます。なお、申請には次の書類
が必要です
◆市妊産婦健康診査助成金請求申請書◆母子健康手帳（産婦健康
診査受診歴の分かる部分）の写し◆未使用の補助券◆健診費用を
支払ったことを証明する書類（領収書の写しなど）
担 子育て支援課 94-4637
▪

ワクチンの小児接種
（5～11歳対象）について
新型コロナウイルスワクチンの小児接
種
（５～11歳対象）では、オミクロン株に
対する効果が明確でないため、本人や保
護者に対して「努力義務」は課されていま
せん。しかし、子どもが感染した場合、
まれに重症化したり合併症を起こしたり
することが報告されています。
本人と保護者がメリット（発症予防効
果）とデメリット（副反応）を十分理解し
た上で、接種の判断をしてください。

ワクチン接種の有効性について

厚生労働省によると、オミクロン株出
現以前の知見では、大人の3分の1の量で
新型コロナウイルスに対する中和抗体が
でき、発症予防効果は約90%という高い
効果があるとされており、次のリスクを

予防する効果が期待できます。
◆重症化◆入院･死亡◆多系統炎症性症
候群（MIS-C）
◆後遺症
※肥満や慢性呼吸器疾患、免疫不全、染
色体異常などの基礎疾患がある子ども
は、感染すると重症化する可能性が高い
ため、接種が推奨されています

接種後の副反応について

腕の痛みや頭痛、だるさなどが見られ
ますが、16歳以上の人と比較すると低い
頻度だとされています。
詳しくは、市ホームページ
「新型コロ
ナウイルスワクチン接種
（5～
11歳）
に係るお知らせ」
または
右のQRコードからご覧くだ
さい。
市ホームページ

予約申込専用ダイヤル

電話番号
受付時間

0120-080-955
午前8時45分～午後5時
（年末年始を除く）
Web予約システム 市ホームペー
ジ「新型コロナウイルスワクチン
接種WEB予約｣、または右のQR
予約専用ページ
コードからも予約できます。

問い合わせ用ダイヤル

接種券の再発行や予約のキャン
セル、接種に関する全般的なこと
について
電話番号 0570-090-655
受付時間 午前8時45分～午後5時
（年末年始を除く）

食育推進連絡会議の委員を募集
市内で食育を効果的に推進するため、食育推進連絡会議の委員
を募集します。ほかの審議会などの委員である人は応募できません。
応募資格 市内在住で20歳以上
の人
（令和4年4月1日現在）
募集人数 1人
任
期 2年（会議は年3回程度
開催）
締め切り 4月20日（水）※消印
有効
小 論 文 ｢あなたの考える食
育とは｣
（400字以内）
申し込み 小 論 文 に 住 所、 氏
名、生年月日、職業、電話番号

引き続き、基本的な感染予防対策をお願いします

3月21日に神奈川県を対象にした「まん延防止等重点措置」は解除されました
が、感染の再拡大を防止するため、改めて次の項目を徹底しましょう。
飲食の場面に注意
◆外食はできるだけ少人数、短時間で◆飲食時以外はマスクを着用する
マスクは正しい着用を
◆鼻出し・顎マスクをしない◆隙間なく正しく着用する
手洗い・手指消毒はこまめに
◆指先や爪・指の間、手首も忘れずに洗う◆共用物に触った後は手指消毒する
担 健康づくり課 92-1117
▪

を明記し郵送（〒259-1188※住
所欄の記入は不要）
かファクシミ
リ、または電子メールで担当に
ご提出ください

担 健康づくり課
▪
94-4616 93-8389
kenkou@isehara-city.jp

担 健康づくり課 94-4616
▪

集団がん検診
（担当へ要申込）


休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31

伊勢原シティプラザ内

診療所名

区

分

休日

休日夜間急患診療所 （日曜日･祝日）

93-5019
内科･小児科･外科

休日歯科診療所
95-3121

診療受付時間
9:00〜11:30
14:00〜16:30

夜間
19：30〜22：45
（休日を含む毎日）
休日
（日曜日･祝日）

9：00〜11：30
13：00〜16：30

※眼科･耳鼻咽喉科（9：00～16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（ 95-2119）へお問い合わせください

かながわ小児救急ダイヤル
045-722-8000 18：00〜翌日8：00
（年中無休）

｢かかりつけ医｣｢かかりつけ歯科医｣
｢かかりつけ薬局｣を持ちましょう
※休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、
必ずかかりつけ医を受診してください

実施日

実施会場

5/9～26実施分

検査項目

5/ 9（月） 伊勢原シティプラザ 胃 大腸
11（水） 大田公民館

胃 大腸

24（火） 伊勢原南公民館

胃 大腸

26（木） 市体育館

胃 大腸 肺･結核

※いずれも午前実施。受付時間は目安であり、実施会場や予約
状況などにより変動します

対 40歳以上の人▪
費 1200円◇受付時間＝午
胃がん検診▪
対 40歳以上の人
前8時30分～10時30分 大腸がん検診▪
費 500円◇受付時間＝午前8時30分～11時 肺･結核検
▪
対 40歳以上の人▪
費 200円◇受付時間＝午前8時30分～
診▪
11時

検診を行う順番について
胃がん検診と肺・結核検診は、男性の検診後に女
性の検診を行います。
受診料免除 ①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員
が住民税非課税の人は、がん検診の受診料が免除に
なります。②③の人は受診日の1週間前までに担当
へ申請してください。

担 子育て支援課 94-4637
▪

乳幼児健康診査･相談 

4/5～15実施分

母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほ
か、1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査
は歯ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴
場 伊勢原シティ
覚アンケートをお持ちください▪
費 無料
プラザ(お誕生日前健康診査を除く)▪
項

目

4カ月児
 健康診査
7カ月児
 健康相談
お誕生日前
 健康診査
1歳6カ月児
 健康診査
2歳児歯科
 健康診査

対

象

日程･受付時間

令和 3年11月16日～30日生 4/ 5（火） 12：30〜
13：30
令和 3年12月 1日～15日生 4/12（火）
令和 3年 8月 1日～15日生 4/ 8（金） 9：15〜
10：15
令和 3年 8月16日～31日生 4/15（金）
満10カ月～誕生日前日に、指定した医療機
関で受診。受診票は医療機関にあります。
令和 2年 9月16日～30日生 4/ 8（金）
令和 2年10月 1日～15日生 4/15（金）
令和 2年 4月 1日～15日生 4/ 7（木） 12：30〜
13：30
令和 2年 4月16日～30日生 4/14（木）

平成31年 3月 1日～15日生
3歳児
 健康診査 平成31年 3月16日～31日生

ごっくん離乳食教室

4/ 6（水）
4/13（水）

時 4月
4～6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ▪
18日
（月）
午後1時15分～2時45分
（受付は午後1時～）

場 市役所分室▪
定 15人
▪
（申込順）

