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おすまいのエリアごとに、 

担当が相談を受けています。 

町田市保健所は、健康福祉会館、鶴川保健センター、

町田市役所（市庁舎７階）、保健所中町庁舎の４つの

建物に分かれています。 



わくわくワクチンプラス／子ども・子育て情報

子ども・子育て情報
「まちだ子育てサイト」を中心に、18 歳未満のお子さんがいる子育て世帯向けの情報を発信しています。 保
護者のニーズに合ったお役立ち情報を知ることができますので、ぜひのぞいてみてください。

妊娠期から１８歳未満のお子さんがいる、子育て世帯向けの情報を発信しています。 
目的や年齢から情報をさがすことができます。 

就学前の「子育てひろば情報」や、子どもが遊べる施設「子どもセンター」等の情報
を配信します。メールと LINE で受け取ることができます。 

イベント情報、各種申請手続きなどの情報、「子どもセンター」の入館制限などを配信
します。 

まちだ子育てサイト

町田市メール配信サービス

Twitter「子ども・子育て情報」

3. 栄養のはなし
 離乳の開始について／離乳初期のポイント、レシピについて／
 離乳中期からのポイント、レシピについて
 注意が必要な食材／アレルギーや防災について知りたい／
　 ２回食、３回食のすすめ方のポイント

　 離乳食の進め方

6.育児で困ったときの相談先
 保健予防課／地域子育てセンター／町田市子ども家庭支援センター

７.

「わくわくワクチンプラス」は、お子様の予防接種や成長記録を管理でき、妊娠から出産、子育てまでを
サポートするサービスです。予防接種スケジュールを自動で作成し、接種日をお知らせする機能に加え、
お子様の健診や成長記録を保存することができます。スマートフォン、携帯電話、パソコンからご登録い
ただけます。 

わくわくワクチンプラス

Web iOS Android
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⑤ 保健師、管理栄養士の相談

指定医療機関で受診してください。3～4 か月健診の通知に同封しています。
お手元に見当たらなければ、保健予防課（042-725-5471）にご連絡ください。
（医療機関一覧表も同封しています。）
医師の診察、身長・体重測定等を行います。
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先に受けた予防接種（注射生ワクチン）

BCG　麻しん風しん混合（MR）
麻しん　風しん　水痘　おたふくかぜ

　

異なるワクチンの接種は接種間隔の制限なし
同じ種類のワクチンの接種間隔は
そのワクチンの定めるところによる。

先に受けた予防接種（注射生ワクチン以外）

不活化ポリオ　四種混合　二種混合
破傷風　日本脳炎　子宮頸がん　ロタ

B型肝炎  ヒブ  小児用肺炎球菌  インフルエンザ

　

※おたふくかぜ、インフルエンザは希望により自費で受けるワクチンです。

予防接種
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた定期予防接種と、そ
れ以外の予防接種（任意予防接種）があります。
町田市では以下の定期予防接種を無料で実施しており、対象の方には個別にお知らせをお送りします。
接種の際は指定医療機関に各自でお申込みください。

 予防接種 お知らせ時期 標準的な接種期間 (開始時期 ) 対象年齢

 ヒブ・小児用肺炎球菌 
1か月になる月の末

 2か月以上 7か月未満 ( 開始時期 ) 5 歳未満

 B型肝炎  2 か月以上 9か月未満 1 歳未満

 四種混合 1か月になる月の末 2か月以上 1歳未満 ( 開始時期 ) 7 歳 6か月未満

 ロタウイルス感染症   出生 24週または 32週まで
 （ 2または 3回）※1   ※ワクチンの種類ごとに異なります

 BCG 4 か月になる月の末 5か月以上 8か月未満 1 歳未満

 　　　　　    第 1 期 1 歳になる月の中旬 1 歳以上 2歳未満 同左
 
    　　　　　 第 2期 年長児になる年の 5歳以上 7歳未満で小学校就学前の 同左
  3月末 年の間にあるもの ( 年長児 ) 

 水痘 1 歳になる月の中旬 1歳以上 1歳 3か月未満 ( 開始時期 ) 3 歳未満

 日本脳炎　　 第 1期 3 歳になる月の末 3 歳以上 5歳未満 7 歳 6か月未満

 ※3　　　　  第 2期 9 歳になる月の末 9 歳以上 10歳未満 13 歳未満  

 二種混合 11 歳になる月の末 11 歳以上 12歳未満 13 歳未満

 HPV（子宮頸がん）
 
中学 1年になる年の 

中学 1年生相当の女子 高校 1年生の間まで ※4 3月末

※1ロタウイルス感染症ワクチンには「ロタリックス」と「ロタテック」の2種類があります。医師と相談の上、
　どちらか一つを選んで接種してください。どちらのワクチンでも安全性やロタウイルスに対する予防効果に
　違いはありません。
　・両方のワクチンを接種することはできません。必ず1回目と同じワクチンを続けて接種してください
　・いずれのワクチンも、1回目の接種を出生 15週以降に受けることはお勧めしていません。

※2 MRワクチンを2回接種されていない方は、19歳未満であれば、打ち残した分をフォロー接種 (任意接
　種 )として無料で受けることが可能です。

※3 日本脳炎の特例について：平成 17年の積極的な勧奨差し控えにより日本脳炎の予防接種の機会を逃し
　た平成 15年 4月2日～平成 19年 4月1日生まれの方は、20歳未満まで定期接種として無料で受ける
　ことが可能です。

※4 HPV( 子宮頸がん ) のキャッチアップ接種について : 平成 25 年度以降の積極的な勧奨差し控えにより、
　HPVワクチンの接種を3回受けていない平成 9年 4月2日～平成 18年 4月1日生まれの女性は、 令和
　7年 3月31日まで定期接種として無料で受けることが可能です。

1か月になる月の末 　生後2か月以上 15週未満

※2

次に接種するワクチンが注射生ワ クチンの場合、
予防接種を受けた日の翌日から
27 日 (4 週間）以上あける。

次に接種するワクチンが注射生ワクチン以外の場合、 
接種間隔の制限なし
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離乳の開始について
離乳の開始とは、なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与えたときをいいます。
離乳の開始前に果汁やイオン飲料をあげたり、スプ－ンの練習をする必要はありません。

赤ちゃんの発育・発達には個人差があります。あまり時期や進め方にこだわらず、赤ちゃんの個々のペ－
スを大切にしながら、あせらずゆったりとした気持ちで進めていきましょう。
離乳開始時期は、生後５～６か月頃が適当です。

〈離乳開始のめやす〉

①首のすわりがしっかりしていて、寝返りができる。

② 5秒以上座れる。

③赤ちゃんが食べ物に興味を示すようになった。

　●よだれがたくさんでる。

　●大人が食べる様子を見て、食べたそうに目で追う。

　●口をもぐもぐさせる。

④スプ－ンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる。

　（スプ－ンを押し出し、食べ物を口から出してしまうことが多いようなら、様子を見て、もう少し開始を

　遅らせてもよいでしょう。）

＊上記は、あくまでめやすですので、全ての行動が当てはまらなくても問題ありません。

＊この時期は母乳やミルク以外の食べ物に慣れることが目的です。無理をしないでゆっくりとすすめま
　しょう。

離乳初期のポイント、レシピについて
離乳初期の始め方や進め方、レシピについて掲載しています。

   　　　離乳食初期のレシピ

（例）10 倍がゆの作り方、じゃがいものポタージュ 、
　　  じゃがいもの野菜煮、アップルキャロットなど

離乳中期からのポイント、 レシピについて
離乳中期以降についても、それぞれ進め方のポイントやレシピなどについて掲載しています。

　　　離乳食中期のレシヒ゜ 離乳食後期のレシピ

例）魚の野菜煮、かぶのクリーム煮など
　　　　　　　

アレルギーや防災について知りたい
以下のページにて詳しく紹介されています。
まちだ子育てサイトの「離乳食講習会」のページにリンクを掲載しています。 
よろしければご参照ください。

●日本アレルギー学会ホームページ（ 一般の皆さま）

●農水省ストックガイド（要配慮者向け）

●離乳期の災害の備え (PDF)

注意が必要な食材

　　　　　　　 はちみつ　 乳児ボツリヌス症予防のため、満１歳までは使わないでください。
 （黒砂糖）

  生後 5～6 か月頃から使えます。卵白はアレルギ－症状を起こしやすいため、最初は固ゆ
 　

卵
　　　での卵黄から始め、様子をみながら全卵へと進めましょう。

　 
牛　乳

　 牛乳を飲用するのは、１歳を過ぎてからにしましょう。
　　　　 ただし、生後 7～８か月頃から離乳食作りの材料としては使えます。

 食物アレルギ－の心配がある場合には、医師と相談しながら進めましょう。

042-722-7996

2 回食、3 回食のすすめ方のポイント
●離乳を開始して１～２か月を過ぎた頃、離乳食に慣れてきたら、様子をみて、１日２回食にしていき
　ましょう。

●生後 7～8か月以降で食塩・しょうゆ等を使用する場合は、それぞれの食品のもつ味を生かしながら、薄
　味で調理しましょう。

●2 回食後半から食油脂類を少量使用できます。

●3 回食を進める頃には、食事のリズムを大切に、家族一緒に楽しい食事ができるような環境、雰囲気
　作りを心がけましょう。

●離乳が進むにつれ、卵は卵黄から全卵、魚は白身魚から赤身魚、青皮魚へと進めましょう。乳製品な
　らヨーグルト、チーズなどを用いてもよいでしょう。

●手づかみ食べを十分にさせましょう。

●鉄が不足しやすいので、赤身の魚や肉、レバ－を取り入れましょう。
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●農水省ストックガイド（要配慮者向け）

●離乳期の災害の備え (PDF)

注意が必要な食材

　　　　　　　 はちみつ　 乳児ボツリヌス症予防のため、満１歳までは使わないでください。
 （黒砂糖）

  生後 5～6 か月頃から使えます。卵白はアレルギ－症状を起こしやすいため、最初は固ゆ
 　

卵
　　　での卵黄から始め、様子をみながら全卵へと進めましょう。

　 
牛　乳

　 牛乳を飲用するのは、１歳を過ぎてからにしましょう。
　　　　 ただし、生後 7～８か月頃から離乳食作りの材料としては使えます。

 食物アレルギ－の心配がある場合には、医師と相談しながら進めましょう。

042-722-7996

2 回食、3 回食のすすめ方のポイント
●離乳を開始して１～２か月を過ぎた頃、離乳食に慣れてきたら、様子をみて、１日２回食にしていき
　ましょう。

●生後 7～8か月以降で食塩・しょうゆ等を使用する場合は、それぞれの食品のもつ味を生かしながら、薄
　味で調理しましょう。

●2 回食後半から食油脂類を少量使用できます。

●3 回食を進める頃には、食事のリズムを大切に、家族一緒に楽しい食事ができるような環境、雰囲気
　作りを心がけましょう。

●離乳が進むにつれ、卵は卵黄から全卵、魚は白身魚から赤身魚、青皮魚へと進めましょう。乳製品な
　らヨーグルト、チーズなどを用いてもよいでしょう。

●手づかみ食べを十分にさせましょう。

●鉄が不足しやすいので、赤身の魚や肉、レバ－を取り入れましょう。

　　　　　　　



生後 5～6 か月頃

●子どもの様子をみながら、1 日 1 回
　1さじからはじめます。
●母乳や育児用ミルクは飲みたいだけ
　与えましょう。

なめらかにすりつぶした状態
（ヨーグルトくらい）

つぶしがゆからはじめる

すりつぶした野菜なども試してみましょう。

慣れてきたら、つぶした豆腐・白身魚
・卵黄などを試してみましょう。　　

　　 　

生後 7～8 か月頃

●1日 2 回食で、食事のリズムをつけ
ましょう。
●いろいろな味や舌ざわりを楽しめる
ように食品の種類を増やしていきま
しょう。

舌でつぶせるかたさ
（豆腐くらい）

全がゆ　50 ～ 80ｇ

20 ～ 30ｇ

10 ～ 15ｇ

30 ～ 40ｇ

卵黄 1 ～全卵 1/3 個

10 ～ 15ｇ

50 ～ 70ｇ

生後 9 か月～11 か月頃

●食事のリズムを大切に、1 日 3 回食
に進めていきましょう。
●共食を通じて楽しい体験をさせてあ
げましょう。

歯ぐきでつぶせるかたさ
（バナナくらい）

全がゆ 90ｇ～軟飯 80ｇ

30 ～ 40ｇ

15ｇ

45ｇ

全卵 1/2 個

15ｇ

80ｇ

生後 12 か月～18 か月

●1 日 3 回の食事のリズムを大切に、
生活リズムを整えましょう。
●手づかみ食べにより、自分で食べる
楽しみを増やしましょう。

歯ぐきでかめるかたさ
（肉団子くらい）

軟飯 90ｇ～ご飯 80ｇ

40 ～ 50ｇ

15 ～ 20ｇ

50 ～ 55ｇ

全卵 1/2 ～ 2/3 個

15 ～ 20ｇ

100ｇ

上記の量は、あくまでも目安です。子どもの食欲や成長・発達に合わせて調整しましょう。
衛生面に十分に配慮して食べやすく調理したものを与えましょう。
成長の目安は、母子健康手帳の成長曲線のグラフに体重・身長を記入して、成長曲線のカーブに沿って伸びていれば大丈夫です。

授乳のリズムに沿って
母乳：赤ちゃんが飲みたいだけ
育児用ミルク：1日に 3回程度

授乳のリズムに沿って
母乳：赤ちゃんが飲みたいだけ
育児用ミルク：1日に 2回程度

授乳のリズムに沿って
1人 1人の子どもの離乳の進行及び
完了の状況に応じて与えます。　　

口を閉じて取りこみや飲みこみができるようになる 舌と上あごでつぶしていくことができるようになる 歯ぐきでつぶすことができるようになる 歯を使うようになる

離乳食の進め方
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歯とお口のケア方法

歯が生える前

●日頃から口の周りを触るようにしましょう。
　（手のひらで頬を触る、人差し指のはらで口唇の周りを触る、歯肉を触るなど）

●離乳食を食べた後に湯冷ましやお茶など飲ませましょう。

●歯が生えていなくても、保護者の膝にあお向けに寝か
　せて、舌や歯肉の状態を観察する習慣をつけましょう。

１歳６か月児・２歳児・３歳児歯科健診を行っています。

歯が生えてから

●１日１回は保護者の膝に寝かせて仕上げみがきをする習慣を
　つけましょう。

●上の前歯、歯の付け根、奥歯の溝はむし歯になりやすいので
　特に気をつけてみがきましょう。

　　　　　　　

042-725-5437
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まちだ子育てサイトでは、離乳食のレシピや資料を公開
しています。  

離乳食（初期）
生後５～６か月頃 

※
※
※

※日程、会場は、変更になることがあります。
まちだ子育てサイトをご確認してからお越しください。

可能です。

  時　　間  すべて午前開催（予約制）

保健予防課 健康福祉会館

042-722-7996

保健予防課

■健康福祉会館（町田・南・忠生・堺地区）　
　Tel：042-725-5127 　 住所：原町田５-8-21
■鶴川保健センター（鶴川地区）
　Tel：042-736-1600 　 住所 :大蔵町 1981-4

地域子育て相談センター 

■町田地域子育て相談センター Tel：042-710-2747
■南地域子育て相談センター Tel：042-710-2752
■忠生地域子育て相談センター Tel：042-789-7545
■堺地域子育て相談センター Tel：042-770-7446
■鶴川地域子育て相談センター Tel：042-734-3699

町田市子ども家庭支援センター

　Tel： 042-724-4419 　 住所 :森野2-2-22

6.育児で困ったときの相談先
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（予約制）

7.赤ちゃん健康カレンダー

●２０２３年４月   

イラスト　　　　　ikeko 

産後 1 歳未満の赤ちゃんとお母さんが利用できます。
事前に申請が必要です。

（詳細はホームページをご確認ください。）
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おすまいのエリアごとに、 

担当が相談を受けています。 

町田市保健所は、健康福祉会館、鶴川保健センター、

町田市役所（市庁舎７階）、保健所中町庁舎の４つの

建物に分かれています。 




