
外国人住民のお子さんへ

　お子さんが生まれてから30日以内に入国

管理局で在留資格の申請をしてください。

（入国管理局神戸支局姫路港出張所

☎079-235-4688）

　特別永住許可の申請をされる場合は、市

民課の窓口で申請できます。

  申請ができる人  　父または母

  申請期間  　 生まれた日から60日以内（特

別永住許可の申請）

市民課 総合窓口係 ☎079-427-9183問

出生届

  届出方法  

　出生届は、市役所または各市民センター

で8：30から17：15まで届出を受付けてい

ます。

　なお、加古川市民センター、東加古川市

民総合サービスプラザにおいては、以下の

時間帯で届出を受付けています。

■加古川市民センター

　業務時間　9：00～19：00

■東加古川市民総合サービスプラザ

　業務時間　10：00～20：00

各施設の休業日は、市ホームページをご覧

ください。

  届出期間  　 出生の日から14日以内。（国外

で出生したときは3か月以内）

  届出地  　 父母の本籍地、届出人の所在

地、出生地のいずれかの役所

  届出人  　父または母

市民課 戸籍調査係 ☎079-427-9186問

 申請に必要なもの

父または母の特別永住者証明書

 出生届記載事項証明書または出生

届受理証明書（有料）

お子さんの住民票の写し（有料）

 お子さんのパスポート（お持ちの方）

 届出に必要なもの

届出書（出生証明書添付のもの）1通

届出人の印鑑　 母子健康手帳

赤ちゃんが生まれてから
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 申請に必要なもの

国民健康保険証

世帯主名義の通帳

 医療機関等から交付される出産費用

の内訳を記した領収書または明細書

 申請に来られた人の顔写真の付いた公

的機関発行の本人確認ができるもの

 （直接支払制度利用の場合）  

医療機関等から交付される出産育

児一時金直接支払制度合意文書

※ 国民健康保険加入者以外の方の出産育児一時金

支給申請については、加入されている各健康保険

組合等にお問い合わせください。

出産育児一時金

　国民健康保険の被保険者が出産したと

きに支給されます。原則として国保から

医療機関に直接支払われます（直接支払制

度）。妊娠12週（85日）以降であれば、死産

や流産でも支給されます。
※ 直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国保

から受け取ることも可能です。この場合は、国保

に支給申請をする必要があります。

国民健康保険課 給付係  

 ☎079-427-9188

問

児童手当

  申請期間  　出生の翌日から15日以内

  申請先  　 お住まいの市区町村で申請が必

要です。（ただし公務員の場合

は、勤務先に申請して下さい。）  
※手当の詳細はP63を参照

家庭支援課 手当給付係 ☎079-427-9212問

 申請に必要なもの

申請者名義の口座番号がわかるもの

 申請者と配偶者のマイナンバーがわかる

もの及び本人確認ができるもの（P20参照）
※ その他必要に応じて提出いただく書類があ

ります。（児童と別居している場合等）

乳幼児等医療費助成

 申請に必要なもの

対象者の健康保険証

 保護者等のマイナンバーがわかるもの及

び本人確認ができるもの（P20参照）など

※詳細はP64を参照

　加古川市では、申請により、0歳から小学校3年生

までの人に対して医療費の助成を行っています。

  対象者と助成の内容  

　0歳から小学校3年生まで

　入院・外来ともに医療費が無料になります。

医療助成年金課 医療助成係 ☎079-427-9190問
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新生児聴覚検査費の償還払い（還付）申請

協力医療機関以外で受診した場合は、検

査費用を自己負担し、市役所育児保健課で
償還払いの申請手続きをしてください。
　申請手続きの有効期限は、お子様の出生
日から7か月以内です。

育児保健課 子育て世代包括支援係 

☎079-427-9217

問

持ち物

助成券　 母子健康手帳

領収証　 振込口座のわかるもの（通帳等）

※詳しくはお問合せください。

新生児聴覚検査費の助成

　赤ちゃんのすこやかな成長を支援する
ため、新生児聴覚検査にかかる費用の一部
を助成します。母子健康手帳交付時に、助
成券の交付を受けてください。

  対象  

　 検査日に加古川市に住所のある生後6か

月までのお子様の保護者

  助成券の交付場所  

・加古川子育て世代包括支援センター（P10）

・ 東加古川子育て世代包括支援センター

“ぽかぽか相談室”（P10）

  受診場所  

　新生児聴覚検査協力医療機関
※ 協力医療機関以外で受診された場合は、後日償還

払いの申請ができます。新生児聴覚検査の領収書
は大切に保管しましょう。

育児保健課 子育て世代包括支援係 

☎079-427-9217

問

マイナンバー事務の手続きに必要な番号確認・本人確認

　マイナンバーを記入した申請書を提出する場合は、「なりすまし」を防ぐために、窓口に
おいてマイナンバー（番号）の確認と本人確認を行うため、以下の書類が必要です。

持ち物

本人確認書類
1点のみで

確認できるもの

◦運転免許証　◦在留カード

◦パスポート　◦療育手帳など

2点で

確認できるもの

◦健康保険被保険者証

◦介護保険被保険者証

◦年金手帳など

※ 詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください

+

マイナンバー

「通知カード」
※ 氏名・住所が住民登録と一致している場

合のみ、マイナンバーの証明として使え

ます。

もしくは

マイナンバー
カード

（個人番号カード）

代理人が申請する場合は、申請者本人の

番号確認書類、代理人の本人確認書類、

代理権確認書類が必要です。

1枚で

OK!

●赤ちゃんの聴覚障がい

 赤ちゃんの1000人に1～2人は、生

まれつき耳の聞こえに障がいがある

といわれており、その障がいは気づか

れにくい特徴があります。

　早期発見し適切な支援につなげる

ことで、ことばやコミュ

ニケーションの発達を

促すことができます。
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新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問

　生後4か月になるまでに赤ちゃんがいる市内全てのご家庭を訪問し、様々な不安や悩み

をお聞きし、子育てに関する必要な情報提供等を行います。

　赤ちゃんが生まれたら、できるだけ早めに母子健康手帳交付時（転入の方は転入時）にお

渡ししている出生連絡票（ピンク色のはがき）に、「新生児訪問」の希望を記入して育児保健

課へお送りください。

育児保健課 子育て世代包括支援係 ☎079-427-3067問

対象者 訪問者 内容

新生児訪問
おおむね生後28日

までの子ども

保健師または

助産師

・赤ちゃんの体重測定

・育児相談、健康相談

・市内の子育て情報の紹介

こんにちは

赤ちゃん訪問

おおむね生後2か月

から3か月の子ども
看護師等

・育児相談

・市内の子育て情報の紹介

※ 新生児訪問のご利用がなかった方を

対象に、赤ちゃんが満2か月になる月

に案内をお送りします。

◀

訪
問
時
の
様
子
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乳幼児健康診査

　対象者には個別に通知しています。転入等の方は上記までお問い合わせください。

育児保健課 母子保健係 ☎079-427-9216問

健診・対象者 会場 内容 持参するもの

4か月児健康診査

4か月から5か月の

子ども

ウェルネージかこ

がわ

1階ウェルネージ

ホール

問診、身長・体重測定、

小児科診察、個別育児

相談（保健相談・栄養

相談）

 母子健康手帳

 郵送している問診票

 替え用オムツ

10か月児健康診査

10か月から11か月の

子ども

指定協力医療機関

での個別健診

問診、身長・体重測定、

小児科診察

 母子健康手帳

 郵送している受診票

1歳6か月児健康診査

1歳6か月から

1歳11か月の子ども

ウェルネージかこ

がわ

1階ウェルネージ

ホール

問診、身長・体重測定、

小児科診察、歯科診

察、個別育児相談（保

健相談・心理相談・栄

養相談・歯科相談）

 母子健康手帳

 郵送している問診票

3歳児健康診査

3歳2か月から

3歳11か月の子ども

ウェルネージかこ

がわ

1階ウェルネージ

ホール

問診、身長・体重測定、

尿検査、小児科診察、

歯科診察、視聴覚検

査、個別育児相談（保

健相談・心理相談・栄

養相談・歯科相談）

 母子健康手帳

 郵送している問診票

 尿（郵送した容器に

入れてください）

産後ケア事業

育児保健課 子育て世代包括支援係 ☎079-427-9325問

  対象  

　次のすべての条件に該当する人。ただ

し、医療行為の必要な方は対象外です。

・ 市内に住所がある、生後12か月未満の赤

ちゃんとお母さん

・ 強い育児不安があり、家族等から十分な

支援を得られない

  申請場所  

　加古川子育て世代包括支援センター（P10）

  内容  

　宿泊、通所または訪問（それぞれ7日ま

で）により、産婦の心身の健康管理、乳房ケ

ア、沐浴・授乳等の育児指導を行います。

　出産後に家族の支援が十分に受けられず、育児や健康上の不安がある方を対象に、産後

ケア事業を実施しています。利用には申請が必要です。
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予防接種について

予防接種を受けるには

加古川市に住所を有する

（住民票がある）方

　生後2か月目ごろに、予防接種手帳と予防

接種券を市から郵送します。

加古川市に転入された方

　転入月の翌月ごろに予防接種の接種状況

を確認する文書を市から郵送しますので、必

要事項を記入し、返送してください。

　市でその文書を確認した後、予防接種手帳

と予防接種券（対象分のみ）を郵送します。

①市から予防接種手帳と予防接種券を入手する。

　届いたらよく読んで、予防接種の必要性や副反応について理解しましょう。

②予防接種協力医療機関へ予約する。

　予防接種協力医療機関は、P77～78や、予防接種手帳、市ホームページからも確認できます。
※ 里帰り等の理由で、予防接種協力医療機関（加古川市・稲美町・播磨町・高砂市・明石市）以外の医療機関で接

種を希望される方は、育児保健課までお問い合わせください。

次ページに続く

 予防接種当日…

以下の持ち物を忘れずに、予約した医療機関へ行きましょう。

 予防接種手帳についている予診票（必ず事前に記入してください）

予防接種券　 母子健康手帳

朝からお子さんの状態
をよく観察し、ふだん
と変わったところがな
いか確認してね！

◀ 

予
防
接
種
手
帳 

 

（
デ
ザ
イ
ン
は
毎
年
変
更
と
な
り
ま
す
。
）

　予防接種は、その病気にかかりやすい年齢、あるいは重くなりやすい年齢な

どを考慮し、できるだけ標準的な接種期間で接種しましょう。（対象年齢を過

ぎますと、任意接種（有料）となります。）

育児保健課 母子保健係 ☎079-454-4188問
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種別 対象年齢 接種回数／注意事項（受け方等）

BCG

1歳未満

※標準的な接種期間

　 生後5か月から8か月に達

するまでの期間

1回

BCGの予防接種のできる医療機関に予約し、接種して

ください。

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

ロ
タ
リ
ッ
ク
ス
（
１
価
）

生後6週0日～24週0日

（1回目の接種は生後2か月～

14週6日までに接種を開始す

るのがのぞましい）

2回（経口接種）

2回目、3回目の接種は、前回の接種から

27日以上の間隔をおいて接種します。

接種したワクチンと同じワクチンで

2回目以降接種します。
ロ
タ
テ
ッ
ク
（
５
価
）

生後6週0日～32週0日

（1回目の接種は生後2か月～

14週6日までに接種を開始す

るのがのぞましい）

3回（経口接種）

B型肝炎

1歳未満

※標準的な接種期間

　 生後2か月から9か月に達

するまでの期間

（注）母子感染予防として健康保

険の適用によりB型肝炎ワクチン

の投与を受けたことのある人は、

接種対象外となります。

3回

（注）任意接種として、B型肝炎予防接種を受けたことのある人

は、既に接種した回数分は定期予防接種の回数から除かれます。

第1回目を接種してから27日以上の間隔をおいて第2

回目を接種、第1回目の接種から139日以上の間隔を

おいて第3回目を接種します。

Hib

（ヒブ）

生後2か月から5歳未満

※ 標準的な接種期間は右記の1で

す。

接種を開始する年齢によって異なります。

　1. 接種開始年齢が生後2か月以上7か月未満の場合

　　 初回免疫として3回、追加免疫として1回　合計4回

　2. 接種開始年齢が生後7か月以上1歳未満の場合

　　 初回免疫として2回、追加免疫として1回　合計3回

　3. 接種開始年齢が1歳以上5歳未満の場合

　　1回接種

初回免疫は27日（医師が必要と認めるときは20日）の

間隔をおいて接種します。追加免疫は初回免疫終了後

7か月以上の間隔をおいて接種します。

小児用

肺炎球菌

生後2か月から5歳未満

※ 標準的な接種期間は右記の1で

す。

接種を開始する年齢によって異なります。

　1. 接種開始年齢が生後2か月以上7か月未満の場合

　　 初回免疫として3回、追加免疫として生後12か月

から15か月までに1回　合計4回

　2. 接種開始年齢が生後7か月以上1歳未満の場合

　　 初回免疫として2回、追加免疫として生後12か月

後に1回　合計3回

　3. 接種開始年齢が1歳以上2歳未満の場合

　　 2回接種　※60日以上の間隔で接種

　4. 接種開始年齢が2歳以上5歳未満の場合

　　1回接種

初回免疫は27日以上の間隔をおいて接種します。追加免疫

は初回免疫終了後60日以上の間隔をおいて接種します。
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種別 対象年齢 接種回数／注意事項（受け方等）

四種混合

（ ジ フ テ リ

ア・百 日 せ

き・破傷風・

不活化ポリ

オ）

生後3か月から7歳6か月未満

※標準的な接種期間

　 1期初回（3回）：生後3か月か

ら1歳に達するまでの期間

　 1期追加（1回）：1期初回接

種（3回）終了後12か月から

18か月に達するまでの期間

4回

1期初回を20日以上の間隔をおいて3回接種します。1

期初回3回目の接種後から6か月以上の間隔をおいて1

回追加接種をします。

水痘

（水ぼうそう）

1歳から3歳未満（注）

※標準的な接種期間

　 初回：1歳から1歳3か月に

達するまでの期間

　 追加：初回終了後6か月から

12か月に達するまでの期間

2回

初回から3か月以上の間隔をおいて、1回接種をしま

す。

（注）水痘にかかったことがあるお子さんはすでに免疫を獲得

しているため接種対象外となります。

麻しん

風しん

混合

1期： 12か月から24か月未満

の間

2期：小学校入学前の1年間

2回（1期を1回、2期を1回）

日本脳炎

1期： 6か月以上7歳6か月未満

※標準的な接種期間

　 1期初回（2回）：3歳から4

歳に達するまでの期間

　 1期追加（1回）：4歳から5

歳に達するまでの期間

2期：9歳以上13歳未満

※標準的な接種期間

　 9歳から10歳に達するまで

の期間

4回

受け方：

1期初回を6日以上の間隔をおいて2回接種します。1

期初回2回目の接種後から6か月以上の間隔をおいて1

回の追加接種をすることで基礎免疫が作られます。ま

た抗体の維持のため、9歳から12歳の間に2期として

もう1度接種してください。

注意事項：夏は蚊の多い季節です。蚊（コガタアカイエカ）に刺

されると日本脳炎に感染する可能性があります。蚊に刺されな

いようにすることが日本脳炎の感染予防に効果的ですので、積

極的に防蚊対策に取り組みましょう。

二種混合

（ ジ フ テ リ

ア・破傷風）

11歳から13歳未満

※標準的な接種期間

　 11歳から12歳に達するま

での期間

1回

子宮頸がん

小学校6年生から高校1年生

相当年齢の女性

※標準的な接種期間

　 中学校1年生相当年齢の間

3回

※ 使用するワクチンによって接種間隔が異なります。

任意接種費用の助成について

　加古川市では、子育て家庭の経済的負担を軽減するために、任意予防接種費用の一部を

助成しています。加古川市、稲美町、播磨町の予防接種協力医療機関（P77～78）で接種し

てください。

種別 対象年齢 接種回数 助成額

おたふくかぜ 1歳から4歳未満 1回 2,000円／人

25


