
町田市2023 

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。 
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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」

「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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    保健師による相談
　　月～金　8:30～17:00まで　
　　
●町田・南・忠生・堺地区にお住まいの方
　　健康福祉会館　　 ℡042-725-5127
●鶴川地区にお住まいの方
　　鶴川保健センター ℡042-736-1600

産後ケア事業
1 歳未満の赤ちゃんとお母さんが利用できます。 

申請は妊娠 28 週からできます。事前に申請が必要です。 （P8）

（予約制）

母子手帳をもらったら、妊
娠期にしっかりサポート面
接を受けましょう。
しっかりサポート面接では
妊娠中や産後についてのお
話をします。出産、育児の
準備をしていきましょう。 訪問に伺います。

memo
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管理栄養士

雇用環境・均等部 指導課
雇用環境・均等部 指導課

奇数月

妊娠期の食事について
まちだ子育てサイトでは、妊娠期の食事に関する資料・おすすめレシピを公開しています。

場所等の詳細はこちら

場所等の詳細はこちら

パートナー

下記のみ使用できます。

面接
サービス
オンラインによる「しっかりサポート面接」も実施しています。（要予約）
（窓口へお越しになることが難しい方は、ぜひオンラインによる面接をお申し込みください。）
詳細は、以下のQRコードからご参照ください。

まちだ子育てサイト
をご覧ください。

を対象に無料クーポン券を発行いたします。
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まちだ子育てサイトからも提出できます。

多胎の場合は人数分交付しますので、

出産後、医療機関などの施設もしくは助産師による訪問で、お母さんの体や赤ちゃんのケア、授乳指導、
育児相談が受けられる事業です 

ご家族から十分な家事・育児の援助が受けられず、体調不良や育児不安のある出産後1年未満
のお母さんと赤ちゃん。

お母さんのケア（健康状態のチェック、乳房ケア）   
赤ちゃんのケア（健康状態、体重・栄養のチェック）   
育児相談・授乳指導・沐浴指導
休息・食事の提供（宿泊型・日帰り型のみ）

宿泊型  10:00 ～翌 12:00  1泊 2日  7日間まで  宿泊型と日帰り型
ショートステイ （昼・夜・朝3食付） 6000 円  （最大で 6泊） 生後3か月未満まで
日帰り型  10:00 ～17:00  1日  （早産で生まれた場合
デイケア  （昼食付）  3000 円  

5日間まで
 は相談ください）

訪問型  9:00 ～17:00 の間で  1回  
5 回まで

 訪問型
アウトリーチ 90 分間  2000 円  1歳未満まで 

宿泊型・日帰り型施設 QRコードからご確認下さい。

訪問型助産師    町田市助産師会と町田市の産後ケア実施施設から派遣

利用前に申請が必要です。妊娠 28週以降、市庁舎7階保健予防課窓口に来所するか、電子
申請をお願いします。電子申請の場合、確認のため担当より電話連絡することがあります。
申請後、審査を経て1週間前後で承認書をお送りいたします。
 （住民税非課税世帯の方は非課税証明書、生活保護世帯の方は生活保護受給証明書をお持ちください）

下記のみ使用できます。

まちだ子育てサイト
をご覧ください。
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※各会場とも駐車場に限りがありますので、車でご来場の際は駐車できないことがあります。
　自家用車でのご来場はなるべくご遠慮ください。

町田市原町田 5-8-21

（集団）（フッ素塗布）

（フッ素塗布）

会場のご案内

042-725-5471
町田市大蔵町 1981-4

042-736-1600

町田市忠生 3-14-2
042-725-5471 042-725-5471

町田市小山町 2507-1
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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。

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

　

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
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 　　　　　    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



開所時間は下記QRコードで確認ください

出産後１歳に達する日の前日まで（※双子の場合は、３歳の前日、３つ子以上は４歳の前日まで）

会場開催には試食、オンライン開催には質疑応答があります。

です。（会場とオンラインがあります。）

出産後育児、家事等の援助を必要とする保護者を支援します。出産のあとが心配、日中誰もいなくて心細い、

双子なので大変…という方にヘルパーを派遣します。

離乳食（初期）

生後５～６か月

離乳食（中期）

生後７～８か月

離乳食（後期）

生後９～１１か月

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。

離乳食について
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生まれた日を含め

事前に申請が必要です。



生まれた日を含め

事前に申請が必要です。



※
※
※

※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。

日・祝・年末年始はお休みです。

  日　　時  すべて午前開催（予約制）

保健予防課 健康福祉会館
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骨系統疾患群、脈管系疾患群

未満

未満

未満

児童

及び
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台町3-17-30

等

※0歳児のお子さんについては、まちだ子育てサイトをご覧ください。

地域の子育て家庭を対象に、子育て全般の相談に応じたり、あそびの会、育児講座などを行ったりして
います。是非遊びに来てください。イベント情報は「子育てひろばカレンダー」・町田市ホームページ (ま
ちだ子育てサイト) をご覧ください。また町田市メール配信サービス「子ども・子育て情報」をご登録い
ただくと定期的に情報が届きます。日程 ·内容等詳細については、各保育園にお問い合わせください。
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三輪子どもクラブ
Tel：044-299-6307

健康福祉会館
鶴川保健センター
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9:00～17:00まで
9:00～16:30まで
　　 8:45～16:30まで
19:00～22:00まで
19:00～21:30まで
　　 18:00～21:30まで

●２０２３年４月   

イラスト　　　　　ikeko 
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町田市2023 

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。 




