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君津市を紹介します！ 
君津市の花 「ミツバツツジ」 

地味だけど… 
おいでよ君津♪ 

君津市の木 「キャラ」 

恋人（小糸）の 「カラー」 2



君津市の概要① 

【地域概要】 
 
君津市は房総半島の中南部にある産業
都市で、市域の大部分は内陸部に広
がっており、一部が東京湾に臨んでいま
す。 
 臨海地域では、重工業を中心とする工
場群が進出し、それに伴い従事者とその
家族の転入や土地区画整理事業の進展
により、整然とした市街地が広がっていま
す。 
 内陸部は、自然林に囲まれた古寺や名
所旧跡、湖が散在し、水と緑の自然が豊
富に残されています。山間部も多く、のど
かな風景が続きますが少し開けたところに
は街並みが広がっています。 
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君津市の概要② 

 

【人口】  85,837人 世帯数 38,711世帯（H29年8月現在） 
 

【年間出生数】  ５５５人（H28年度） 
 

【合計特殊出生率】  1.54（平成27年度）（県1.38 国1.45） 
 

【高齢化率】  27.2％（H27年度） （県24.7％ 国26.0％） 
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君津市の概要③ 

行政センター 
（市内４か所） 

  
予防接種担当は
保健福祉センター

にいます 

君津市役所 
・ 

保健福祉センター 
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接種率向上に向けた取り組み 

✿定期接種費用 
 A類疾患の接種無料 
 B類疾患の接種費用 
 ・インフルエンザ自己負担金：1,000円（生活保護受給者：無料） 
 ・高齢者肺炎球菌感染症 
  自己負担金：5,400円（3,000円助成） 
   （生活保護受給者：無料） 
✿医師会・教育委員会、私立の幼稚園・公立保育園と連帯した 
  接種勧奨及びPR 
 
✿ 新生児訪問・育児相談、1歳6月児健診、3歳児健診、就学児健 
  診等で接種勧奨の実施 
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接種率向上に向けての取り組み 

【市民への周知方法】 
 ・広報・HP（平成28年8月より） 
 ・医療機関にポスター掲示 
 ・リーフレット（君津市作成）協力医療機関・保健福祉センターに掲示 
 ・個人通知にリーフレット同封 
 ・電話での接種勧奨9月上旬（平成28年4月、5月生まれ：67名） 
 ・平成29年1月に再通知（未接種者に！12名 4月、5月生まれ） 
 ・再度、未接種者に対し電話で接種勧奨 
 
【医療機関への周知】 
 ・協力医療機関（19件）を廻り、説明 
 ・医師会との協議 
 

H2８年度 
B型肝炎 
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✿予防接種予診票の配布 
   子育て支援課に依頼し、出生時の手続きの際に「予防接種ガイド」を 
   交付 
   ⇒出生届や児童手当などの手続きは君津市役所本庁舎で行う 
 
✿各予防接種の個別通知 
   各予防接種の開始時期の約１か月前にハガキや封書にて個別通知 
   実施 

 
✿新生児訪問：接種スケジュールや協力医療機関、受診方法の説明 
 
✿育児相談：接種状況を確認し保健師・看護師による接種勧奨 

 
 

✿乳幼児期の接種勧奨及びPR ① 
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✿乳幼児期の接種勧奨及びPR ② 

✿1歳6か月児健康診査・３歳児健康診査： 
   問診票・母子健康手帳で接種状況を確認し、接種勧奨 
 
✿就学時健診： 
   集団に対する接種勧奨及び未接種者に対して個別指導 
 
✿園長会議・養護教諭会議： 
   公立保育園、小中学校等の会議で接種勧奨 
 
✿随時：未接種者へ接種勧奨通知の実施等 
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♦地域の医療機関、医師会との調整・連携♦ 
 
 

 ・当地域は、近隣4市（君津市・木更津市・袖ヶ浦市・富津市）で医師 
 会が構成されているため、「4市で1単位」という意識が強い。 
 
 ・4市で予防接種の委託料及び実施について協議をしている。 
 
 ・君津市は市内の協力医療機関36件。うち小児科3件。 
 
 ・定期予防接種は全て協力医療機関での個別接種。 
 
 ・かかりつけ医からの接種勧奨（スケジュールの依頼）。 
 
 ・予防接種関係のポスター掲示等。 
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✿乳幼児期の転入者への接種案内 

・君津市役所本庁舎で子育て支援課（児童手当など）の手続きの際
に保健福祉センターに立ち寄り予防接種の手続きをするようチラシを
配布し案内。 
 
・保健福祉センター窓口で母子健康手帳を提示・コピーをとり、今
後接種できるものの予診票を交付。（職員ダブルチェック） 
  接種状況に応じて接種勧奨、指導も実施。 
 
 
 
・転入後１～２か月経過しても予防接種手続きの済んでいない方をリ
ストアップし、母子保健推進員が家庭訪問で手続きを促す。 
 
 

マイナンバーによる 
情報連携でどうなる？ 
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✿間違い防止の取り組み✿ 

♦間違い防止ゼロをめざして♦ 
 
・君津市予防接種間違い防止マニュアルの検討 
 【内容】 制度の説明、実施の際の注意、確認チェックリスト等 
 
・予診票に接種量等の記載：【例】 日本脳炎→0.25ｍｌ 
 
 
♦医師会との連携♦ 
 
・医師会による予防接種講演会等を開催 
 【内容】 予防接種の基本、最近の動向、事故防止 
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✿予防接種記録の状況 

♦予防接種管理システム♦ 
・君津市では平成18年度より、健康かるて（両備システムズ）を導入。 
  （システムには平成8年生まれより接種記録がある） 
・昭和５５年生まれから平成7年生まれまでは紙ベースで保管。 
 
 
♦接種記録について♦ 
・医療機関から予診票の提出を受け、チェック後に手打ちでシステム 
 入力（月2,０００件） 
・入力項目：予防接種の種類、接種日、接種医療機関 
 予診医師名、接種医師名、ロットNo、接種量、 
 定期接種かどうか（県内相互乗り入れ等） 
・医療機関から1か月分が翌月報告され、報告月内に 
 接種記録に反映。 
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・予防接種システムは住基システムと情報連携している。 
 
・中間サーバへの副本登録は予防接種システムとの連携があるため、
他市町村への情報提供は自動応答での対応となる。 
 
・情報照会の場合にはマイナンバー対応端末に直接入力する。照会
結果はシステムに自動取り込みできないため、手入力でシステムに
反映させる予定。 
 

✿マイナンバー対応について ① 
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✿マイナンバー対応について ② 

✿ 問題点等 
 
✿ 接種後に市町村の予防接種台帳に接種記録が反映されるには  
 約１か月のタイムラグがあるので、転入時窓口対応中に情報連携  
 をしてもすぐに照会結果がいかせない場合もあります。 
 
✿ すぐに接種を希望する場合は母子健康手帳コピーは情報連携   
 後も省くことが難しいのが現状のように思われます。 
 
✿ 母子健康手帳を持っていない方（被虐待児等）は、情報連携を   
 することで、正確な情報がもれえることができるか・・・・・・・ 
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最後に… 

予防接種業務で私が感じていたこと 
                      

 
君津市の予防接種業務 
 
✿ 予防接種勧奨通知の送付 
 
✿ 予防接種未接種者に個別指導 
 
✿ 医療機関・近隣市との協議 
   （情報の提供・共有） 
✿ 諸々の事務（契約・償還・システム入力） 

予防接種は子どもを病気か
ら守る大切な手段です。 
一人でも多くの子どもさんが 
予防接種を安全、安心に
接種ができるような環境を
提供していきたいと日々
思っております。 
まだまだ課題はありますが 
一つ一つを丁寧に積み上
げていきたいと考えていま
す。 
 

                     

16



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、すでに接種がお済みの場合はあしからずご了承ください。 

★接種スケジュール・予防接種の問合せ★ 

君津市健康づくり課  ℡：0439-57-2233 

平成 28年 12月末現在、Ｂ型肝炎の

接種記録がありません。 

接種期限が迫っておりますので早

めの接種をお願いします。 
 

Ｂ型肝炎予防接種のお知らせ 

平成 28年 4月・5月 

生まれのお子さん 

期 限：1歳未満までに 3回接種 
 

費 用：無料 
 

持ち物：予診票（紛失された場合、再交付いたします） 

      母子健康手帳 
 

接種方法：初回接種後 27日以上の間隔をあけて 

     2回目接種、1回目から 20週後3回目接種      
なお、接種期限を過ぎますと費用は自己負担となり

ますので早めに接種してください。 
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定期予防接種を 

受けましょう！！ 

 ✿  ✿ 

 
６か月～７歳６か月未満 
（標準：３歳～4 歳） 

☆日本脳炎(第 1期) 

接種回数３回 

《３歳児》 

生後２か月～５歳未満 

☆Ｈｉｂ（ヒブ）感染症 

☆小児の肺炎球菌感染症 

※接種開始時期により接種回数が 

 異なります。ご注意ください。 

１歳未満 
☆Ｂ型肝炎：接種回数 3回 

生後３か月～７歳６か月 
（標準：生後３か月～生後 12か月） 

☆４種混合：接種回数 4回 

１歳未満 
（標準：生後５か月～生後８か月） 

☆ＢＣＧ：接種回数 1回 

《０歳児》 

1 歳～２歳未満 

☆麻しん風しん混合(第 1期) 

接種回数 1回 

 

1 歳～3 歳未満 
☆水痘（みずぼうそう）： 

接種回数 2回 

《１歳児》 

 
小学校就学前の 1年間 
（標準：年長クラス相当） 

☆麻しん風しん混合（第 2期） 

  接種回数 1回 

《５歳～６歳児》 

 

《小学校 4年生》9 歳～10歳頃 
（標準：小学校 4 年生相当） 

☆日本脳炎（第 2期）：接種回数 1回 

 《小学校 6 年生》11 歳～12 歳頃 

（標準：小学校 6 年生相当） 

☆ジフテリア・破傷風（第 2期）：接種回数 1回 

  ※接種時期が近づきましたら、個人通知します。 

★ 問い合わせ先：君津市健康づくり課  ℡：0439-57-2233 ★ 

※協力医療機関に予約をしてから体調の良い時に接種を受けましょう。 

※接種には予診票が必要です。 

 予診票がない方は、健康づくり課にご連絡ください。 
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きみぴょん 
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