
乳幼児健診等　 場所／ＪＡ高城避難所　３階多目的ホール　又は　保健福祉センターどんぐり
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１１日（月） ９日（月） ６日（月） ４日（月） ９日（火） １２日（月） ３日（月） ７日(月） ５日（月） １０日（火） ６日（月） ６日（月）

２５日（月） ２３日（月） ２０日（月） １９日（火） ２２日（月） ２６日（月） １７日（月） ２１日（月） １９日（月） ２３日（月） ２０日（月） ２７日（月）

２０日（金） ２２日（金） １９日（金） １１日（金） ２０日（金） １７日（金）

R３.12月19日
～R４.2月20日生

R４.2月2１日
～4月２２日生

R４.4月２３日
～5月１９日生

R４.5月2０日
～8月1１日生

R４.8月１２日
～10月2０日生

R４.10月2１日
～12月1７日生

11日（水） ６日（水） ７日（水） ９日（水） 11日（水） １日（水）

R３.9月～10月生 R３.11月～12月生 R４.1月～2月生 R４.3月～4月生 R４.5月～6月生 R４.7月～8月生

１２日（火） ２８日（火） １３日（火） ２０日（火） ７日（火）

R２.9月～１０月生 R２.1１月～12月生 R３.1月～３月生 R３.４月～６月 R３.７月～8月

２６日(火） ２１日(火） ２３日(火） ２５日(火） １３日(火） ２１日(火）

R１.11月～12月 R２.1月～2月 R２.3月～4月 R２.5月～6月 R２.7月～8月 R２.9月～10月

１３日（金） ２９日（金） ９日（金） １６日（金） １７日（金）

H３0.9月～1１月 H３０.1２月～H31.1月 H3１.２月～４月 H3１.５月～6月 H3１.7月～8月

☆上記の健診等は個別通知しますが、毎月発行の広報まつしまでご確認の上、お越しください。

定期予防接種（個別）
接種券

予防接種手帳

予防接種手帳

個別通知

対  象  者：Ⅰ期初回　生後６～９０月未満（標準接種年齢　３歳）
接種回数：３回接種（３回目は、２回目接種後１年開ける）

対  象  者：２期　９～１２歳（標準接種年齢　９歳）
接種回数：１回接種

対  象  者：１価（生後６週～２４週）　　接種回数：２回
　　　　  　　５価（生後６週～３２週）　　接種回数：３回

対  象  者：中学校１年生(１３歳相当)～高校１年生(１６歳相当)の女子
接種回数：３回接種子宮頸がん 個別通知

　
２歳６か月児歯科健診 １２：４５～１３：００

対  象 者 ：生後２月～６０月未満
接種回数：接種開始年齢により１～４回接種

対  象 者 ：生後２月～６０月未満
接種回数：接種開始年齢により１～４回接種

対  象  者：生後２月～１２月未満
（標準接種年齢　生後２月～９月未満）
接種回数：３回接種（３回目は、１回目の接種から１３９日以上開ける）

日本脳炎
予防接種手帳

ロタウイルス 予防接種手帳

麻しん風しん混合
（MR）

対  象  者：生後１２～３６月未満
　　　　　　　１回目　生後１２～１５月頃
　　　　　　　２回目　１回目接種後６月～１２月の間隔
接種回数：各１回接種

予防接種手帳

水痘 予防接種手帳

予防接種手帳

対  象  者：１期　生後１２～２４月未満
　　　　　　　２期　小学校就学前年度の１年間（年度内に６歳になる方）
接種回数：各１回接種

ヒブ

小児用肺炎球菌

B型肝炎

四種混合
（ジフテリア、破傷風、
　百日せき、不活化ポリオ）

予防接種手帳

二種混合
（ジフテリア、破傷風）

個別通知

対 象 者  ：１期初回　生後3～90月未満(標準接種年齢 生後3～12月)
接種回数：３回接種

対  象  者：１期追加　生後3～90月未満(1期初回3回終了後12～18月)
接種回数：１回接種

対  象  者：１１～１２歳（標準接種年齢１１歳）
接種回数：１回接種

定期予防接種（集団） 場所/ＪＡ高城避難所　受付/１１：１５～１１：４５

種類 ☆ＢＣＧ予防接種対象者・接種回数

医療機関で個別にお受けください。

　３歳６か月児健診 １２：３０～１２：４５

　１歳６か月児健診 １２：４５～１３：００

　モグモグ教室
　（７～８か月離乳食教室）

１０：００～１０：１５

　３～４か月児健診 １２：４５～１３：００

乳幼児健診と予防接種の年間カレンダー（令和４年度）

行事名 受付時間

　母子健康手帳の交付
　※右記の日程で都合の悪い方は、
　　事前にご連絡ください。

９：３０～１１：００

☆お子さまの発育・発達のこと、離乳食のことなど、相談は随時受付けています。

の発育 【問合せ】 健康長寿課 健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）

保健師・栄養士まで ☎３５５－０７０３

※裏面もご覧ください。

☆予防接種は、かかりつけ医にご相談のうえ、計画的に接種しましょう。

実施日 対象者 

５月２５日（水） Ｒ３．１０月 ２日 ～Ｒ３．１２月２５日生 ☆左記及び

生後１歳未満

で接種を受け

ていない乳児 

８月５日（金） Ｒ３．１２月２６日～Ｒ４． ３月 ５日生 

１０月１４日（金） Ｒ４． ３月 ６日～Ｒ４． ５月１４日生 

１月１７日（火） Ｒ４． ５月１５日～Ｒ４． ８月１７日生 

３月１５日（水） Ｒ４． ８月１８日～Ｒ４．１０月１５日生 

 



松島町総合健康診断         ※ 『総合健康診断申し込み表』 にてお申し込みください

予防接種

４０・４５・５０・５５・
６０・６５・７０歳の女性

４０歳から７４歳までの国民
健康保険加入者

７５歳以上の方
（65～74歳までで後期高齢者医療
保険に加入の方も含む）

１８歳から３９歳までの方

３０歳以上の方

４０歳以上の方

風しんの第5期定期接種
（風しんの追加対策）

昭和３７年４月２日～
昭和５４年４月１日生の男性で、
風しんの抗体価検査後、風しんの
抗体価が低い方

７月～１１月（日時指定）

指定医療機関で個別にお受けください。
種  類 実 施 期 間

４月１日～３月３１日
昭和３７年４月２日～昭和５４年４月
１日生の方にはクーポン券を発送して
います。

乳がん検診

歯周病検診

令和４年度に、
65・70・75・80・85・90・95・100
歳になられる方
※60～64歳で呼吸器等の障害をお持
ちの方

４月１日～３月３１日
過去に一度も高齢者用肺炎球菌予防接
種を受けていない方が対象です。希望
者には、予診票を交付いたします。

４０・５０・６０・７０歳の方

指定医療機関

健康づくり年間カレンダー（令和４年度）

高齢者インフルエンザ
６５歳以上の方
※６０～６４歳で呼吸器等の
障害をお持ちの方

１０月～１月
「総合健康診査申し込み表」にて申し
込んだ方に、予診票を郵送いたしま
す。

高齢者用肺炎球菌
（定期）

１０月１日～１１月３０日

総合健診
８月２５日～９月４日
（８月２８日を除く）

結核・肺がん検診

対 象 者

９月１日～１１月３０日

５０歳以上の男性

４０歳の方、又は今まで受け
そびれた４０歳以上の方

子宮がん検診

骨粗しょう症検診

特定健診

大腸がん検診

２０歳以上の女性

備  考

実施場所

お達者健診

対 象 者 実 施 期 間

結核検診６５歳以上、肺がん
検診は４０歳以上

青年健康診査

胃がん検診

肝炎ウイルス検査

前立腺がん検診

４０歳以上で偶数年齢の女性

検 診 名

保健福祉センター
どんぐり
（予定）

健康づくり事業の実施については、毎月発行の広報まつしまでお知らせします。
【申込み・問合せ】健康長寿課 健康づくり班 ☎３５５－０７０３

松島町公式アカウント情報
松島町の公式アカウントです。
町の話題やイベント情報、災害発生状況などたくさんの情報が投稿されています！

○松島町公式ホームページ ○公式Twitter ○公式Facebook

○公式Instagram ○安心・安全メール：防災・防犯情報 ○公式Line

各種手続きについてや、町の話題・

○松島町子育て支援サイト
https://matsushima-kosodate.com

○松島町子ども支援班Facebook

└ 児童館でのイベントの様子が投稿されています

イベント情報は、
広報まつしま「児
童館」のページに

松島町公式ホームページ、ＳＮＳ

・健康相談～赤ちゃんから大人までどなたでも～
↳保健福祉センターどんぐり （ 予約制 ） 下記電話番号で予約実施。
赤ちゃんほっとサロン：0歳のお子さんとその家族
どんぐり保健室：１歳～１８歳の方とその家族
↳児童館で月１回 保健師、栄養士、歯科衛生士お待ちしています！

・オンライン健康相談（ＺＯＯＭ）

児童館、子育てイベント情報

健康に関する相談について

【オンライン健康相



乳幼児健診等　 場所／ＪＡ高城避難所　３階多目的ホール　又は　保健福祉センターどんぐり
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１１日（月） ９日（月） ６日（月） ４日（月） ９日（火） １２日（月） ３日（月） ７日(月） ５日（月） １０日（火） ６日（月） ６日（月）

２５日（月） ２３日（月） ２０日（月） １９日（火） ２２日（月） ２６日（月） １７日（月） ２１日（月） １９日（月） ２３日（月） ２０日（月） ２７日（月）

２０日（金） ２２日（金） １９日（金） １１日（金） ２０日（金） １７日（金）

R３.12月19日
～R４.2月20日生

R４.2月2１日
～4月２２日生

R４.4月２３日
～5月１９日生

R４.5月2０日
～8月1１日生

R４.8月１２日
～10月2０日生

R４.10月2１日
～12月1７日生

11日（水） ６日（水） ７日（水） ９日（水） 11日（水） １日（水）

R３.9月～10月生 R３.11月～12月生 R４.1月～2月生 R４.3月～4月生 R４.5月～6月生 R４.7月～8月生

１２日（火） ２８日（火） １３日（火） ２０日（火） ７日（火）

R２.9月～１０月生 R２.1１月～12月生 R３.1月～３月生 R３.４月～６月 R３.７月～8月

２６日(火） ２１日(火） ２３日(火） ２５日(火） １３日(火） ２１日(火）

R１.11月～12月 R２.1月～2月 R２.3月～4月 R２.5月～6月 R２.7月～8月 R２.9月～10月

１３日（金） ２９日（金） ９日（金） １６日（金） １７日（金）

H３0.9月～1１月 H３０.1２月～H31.1月 H3１.２月～４月 H3１.５月～6月 H3１.7月～8月

☆上記の健診等は個別通知しますが、毎月発行の広報まつしまでご確認の上、お越しください。

定期予防接種（個別）
接種券

予防接種手帳

予防接種手帳

個別通知

乳幼児健診と予防接種の年間カレンダー（令和４年度）

行事名 受付時間

　母子健康手帳の交付
　※右記の日程で都合の悪い方は、
　　事前にご連絡ください。

９：３０～１１：００

　モグモグ教室
　（７～８か月離乳食教室）

１０：００～１０：１５

　３～４か月児健診 １２：４５～１３：００

　１歳６か月児健診 １２：４５～１３：００

　
２歳６か月児歯科健診 １２：４５～１３：００

　３歳６か月児健診 １２：３０～１２：４５

医療機関で個別にお受けください。 定期予防接種（集団） 場所/ＪＡ高城避難所　受付/１１：１５～１１：４５

種類 対象者・接種回数 ☆ＢＣＧ予防接種

二種混合
（ジフテリア、破傷風）

対  象  者：１１～１２歳（標準接種年齢１１歳）
接種回数：１回接種

個別通知

ヒブ
対  象 者 ：生後２月～６０月未満
接種回数：接種開始年齢により１～４回接種

小児用肺炎球菌
対  象 者 ：生後２月～６０月未満
接種回数：接種開始年齢により１～４回接種

B型肝炎
対  象  者：生後２月～１２月未満
（標準接種年齢　生後２月～９月未満）
接種回数：３回接種（３回目は、１回目の接種から１３９日以上開ける）

予防接種手帳

四種混合
（ジフテリア、破傷風、
　百日せき、不活化ポリオ）

対 象 者  ：１期初回　生後3～90月未満(標準接種年齢 生後3～12月)
接種回数：３回接種

予防接種手帳
対  象  者：１期追加　生後3～90月未満(1期初回3回終了後12～18月)
接種回数：１回接種

麻しん風しん混合
（MR）

対  象  者：１期　生後１２～２４月未満
　　　　　　　２期　小学校就学前年度の１年間（年度内に６歳になる方）
接種回数：各１回接種

予防接種手帳

水痘

対  象  者：生後１２～３６月未満
　　　　　　　１回目　生後１２～１５月頃
　　　　　　　２回目　１回目接種後６月～１２月の間隔
接種回数：各１回接種

予防接種手帳

子宮頸がん
対  象  者：中学校１年生(１３歳相当)～高校１年生(１６歳相当)の女子
接種回数：３回接種

個別通知

日本脳炎

対  象  者：Ⅰ期初回　生後６～９０月未満（標準接種年齢　３歳）
接種回数：３回接種（３回目は、２回目接種後１年開ける）

予防接種手帳

対  象  者：２期　９～１２歳（標準接種年齢　９歳）
接種回数：１回接種

ロタウイルス
対  象  者：１価（生後６週～２４週）　　接種回数：２回
　　　　  　　５価（生後６週～３２週）　　接種回数：３回

予防接種手帳

☆お子さまの発育・発達のこと、離乳食のことなど、相談は随時受付けています。

の発育 【問合せ】 健康長寿課 健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）

保健師・栄養士まで ☎３５５－０７０３

※裏面もご覧ください。

☆予防接種は、かかりつけ医にご相談のうえ、計画的に接種しましょう。

実施日 対象者 

５月２５日（水） Ｒ３．１０月 ２日 ～Ｒ３．１２月２５日生 ☆左記及び

生後１歳未満

で接種を受け

ていない乳児 

８月５日（金） Ｒ３．１２月２６日～Ｒ４． ３月 ５日生 

１０月１４日（金） Ｒ４． ３月 ６日～Ｒ４． ５月１４日生 

１月１７日（火） Ｒ４． ５月１５日～Ｒ４． ８月１７日生 

３月１５日（水） Ｒ４． ８月１８日～Ｒ４．１０月１５日生 

 



松島町総合健康診断         ※ 『総合健康診断申し込み表』 にてお申し込みください

予防接種

胃がん検診 ３０歳以上の方

健康づくり年間カレンダー（令和４年度）

検 診 名 対 象 者 実 施 期 間 実施場所

結核・肺がん検診
結核検診６５歳以上、肺がん
検診は４０歳以上

総合健診
８月２５日～９月４日
（８月２８日を除く）

保健福祉センター
どんぐり
（予定）

特定健診
４０歳から７４歳までの国民
健康保険加入者

お達者健診
７５歳以上の方
（65～74歳までで後期高齢者医療
保険に加入の方も含む）

青年健康診査 １８歳から３９歳までの方

大腸がん検診 ４０歳以上の方

骨粗しょう症検診
４０・４５・５０・５５・
６０・６５・７０歳の女性

前立腺がん検診 ５０歳以上の男性

種  類 対 象 者 実 施 期 間 備  考

肝炎ウイルス検査
４０歳の方、又は今まで受け
そびれた４０歳以上の方

子宮がん検診 ２０歳以上の女性 １０月１日～１１月３０日

指定医療機関乳がん検診 ４０歳以上で偶数年齢の女性 ７月～１１月（日時指定）

歯周病検診 ４０・５０・６０・７０歳の方 ９月１日～１１月３０日

指定医療機関で個別にお受けください。

風しんの第5期定期接種
（風しんの追加対策）

昭和３７年４月２日～
昭和５４年４月１日生の男性で、
風しんの抗体価検査後、風しんの
抗体価が低い方

４月１日～３月３１日
昭和３７年４月２日～昭和５４年４月
１日生の方にはクーポン券を発送して
います。

高齢者用肺炎球菌
（定期）

令和４年度に、
65・70・75・80・85・90・95・100
歳になられる方
※60～64歳で呼吸器等の障害をお持
ちの方

４月１日～３月３１日
過去に一度も高齢者用肺炎球菌予防接
種を受けていない方が対象です。希望
者には、予診票を交付いたします。

高齢者インフルエンザ
６５歳以上の方
※６０～６４歳で呼吸器等の
障害をお持ちの方

１０月～１月
「総合健康診査申し込み表」にて申し
込んだ方に、予診票を郵送いたしま
す。

健康づくり事業の実施については、毎月発行の広報まつしまでお知らせします。
【申込み・問合せ】健康長寿課 健康づくり班 ☎３５５－０７０３

松島町公式アカウント情報
松島町の公式アカウントです。
町の話題やイベント情報、災害発生状況などたくさんの情報が投稿されています！

○松島町公式ホームページ ○公式Twitter ○公式Facebook

○公式Instagram ○安心・安全メール：防災・防犯情報 ○公式Line

フォローお願いします！

○松島町子育て支援サイト
https://matsushima-kosodate.com

○松島町子ども支援班Facebook

└ 児童館でのイベントの様子が投稿されています

イベント情報は、
広報まつしま「児
童館」のページに

松島町公式ホームページ、ＳＮＳ

・健康相談～赤ちゃんから大人までどなたでも～
↳保健福祉センターどんぐり （ 予約制 ） 下記電話番号で予約実施。
赤ちゃんほっとサロン：0歳のお子さんとその家族
どんぐり保健室：１歳～１８歳の方とその家族
↳児童館で月１回 保健師、栄養士、歯科衛生士お待ちしています！

・オンライン健康相談（ＺＯＯＭ）

児童館、子育てイベント情報

【オンライン健康談】

健康に関する相談について


