広域化予防接種事業（高齢者用肺炎球菌のみ）に係る市町村の問い合わせ窓口、事前連絡の要否等
500-8309 岐阜市都通2-19
501-6292 羽島市竹鼻町85番地

058-252-7191
058-392-9937

市町村への
事前連絡
不要
必要（電話又は窓口）

504-8555 各務原市那加桜町2－163

058-383-7570

必要（電話又は窓口）

不要

予診票交付（60～64歳の
対象者、70歳以上の対象
者、生活保護受給者）

予診票は対象者に事前に配布

予診票交付
（60～64歳の対象者）
無料券(生活保護受給者)

60～64歳の対象者以外の対象者
には予診票を事前に個別郵送

問い合わせ窓口
岐阜市
羽島市

保健所地域保健課(感染症対策係)
健幸福祉部子育て・健幸課（保健センター）

各務原市 健康福祉部健康管理課

市町村への
申請書等の提出
不要
不要

市町村が
発行する書類等
予診票交付
－

山県市

健康介護課

501-2192 山県市高木1000-1

0581-22-6838

一部必要
（60～64歳の対象者
と生活保護受給者）

不要

瑞穂市

健康福祉部健康推進課

501-0293 瑞穂市別府1288

058-327-8611

不要

不要

本巣市

本巣保健センター

501-1292 本巣市文殊324番地

0581-34-5028

必要（電話又は窓口）

不要

一部必要（60～64歳の対
象者、生活保護受給者、
65歳以外の対象者）

岐南町

岐南町役場健康推進課

501-6197 羽島郡岐南町八剣7-107

058-247-1321

笠松町

福祉健康センター健康介護課

501-6063 笠松町長池408-1

058-388-7171

北方町

保健センター

501-0452 本巣郡北方町高屋石末1-10

058-323-7600

大垣市

大垣市保健センター

503-0903 大垣市東外側町2丁目24番地

0584-75-2322

海津市

健康福祉部健康課保健予防係

503-0695 海津市海津町高須515

0584-53-1317

503-1251 養老郡養老町石畑523
503-2121 不破郡垂井町990番地
503-1592 不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29

0584-32-9025
0584-22-1021
0584-43-3201

503-2392 安八郡神戸町大字神戸1018

0584-27-7555

503-0204 安八郡輪之内町四郷2537-1
503-0115 安八郡安八町南今ヶ渕375
501-0603 揖斐川町上南方165-1

養老町 養老町保健センター
垂井町 保健センター
関ヶ原町 健康増進センター

一部必要
（60～64歳の対象者
と生活保護受給者）
一部必要
（60～64歳の対象者
と紛失者）
必要（電話）
※生活保護受給者は
窓口にて事前申請

予診票交付
(60～64歳の対象者)
－

備考
予診票は対象者に事前に配布
予診票は対象者に事前に配布

予診票は対象者に事前に配布
予診票は対象者に事前に配布

不要

予診票交付（60～64歳の
対象者、生活保護受給
者、65歳以外の対象者）

65歳の対象者には予診票を事前
に配布

不要

予診票交付（60～64
歳の対象者と生活保
護受給者）

左記以外の対象者には予診票を事前に配布

不要

予診票交付
（60～64歳の対象者）
予診票は対象者に事前に配布
非課税証明書
（生活保護受給者）

必要（個人通知文）

予診票発行
生活保護の無料券

予診票は個人通知文と交換で発行

必要（電話又は窓口）

不要

予診票交付

医療機関で予診票3枚目を接種済
証として交付

不要
不要
必要（届出書）

0584-69-5155
0584-64-3775
0585-23-1511

必要（窓口）
必要（窓口）
必要（電話）
一部必要
（60～64歳の対象者)
必要（電話又は窓口）
必要（電話又は窓口）
必要（電話又は窓口）

大野町

大野町保健センター

501-0592 大野町大字大野80

0585-34-2333

必要（電話又は窓口）

不要

池田町

保健センター

503-2417 池田町本郷1628-2

0585-45-3191

不要

関市保健センター

501-3873 関市日ノ出町1丁目3番地3

0575-24-0111

不要

予診票交付(60～64歳の対
象者と予診票紛失者のみ)

美濃市

美濃市保健センター

501-3792 美濃市2425番地1

0575-33-0550

必要（電話又は窓口）
一部必要（60～64歳
の対象者と紛失者）
必要（電話又は窓口）

予診票押印
予診票交付及び押印
予診票交付
予診票交付
(60～64歳の対象者)
予診票差し替え
予診票交付
予診票交付
予診票交付
（接種済証付き）
予診票交付

不要

郡上市

大和保健福祉センターやまつつじ

501-4607 郡上市大和町徳永618

0575-88-4511

必要（電話）

不要

予診票交付
予診票交付
郡上市発行の予診票を使用
生活保護受給証明書
予診票交付（接種済証付き） 予診票は対象者に事前に配布

神戸町

神戸町保健センター

輪之内町 輪之内町保健センター
安八町 安八町保健センター
揖斐川町 揖斐川保健センター

関市

美濃加茂市 健康福祉部健康課母子保健係

可児市
坂祝町
富加町
川辺町
七宗町
八百津町
白川町

505-8606 美濃加茂市太田町3431-1
可児市下恵土5076番地

健康福祉課（保健センター）

509-0203 可児市子育て健康プラザmano(マーノ)
505-8501 加茂郡坂祝町取組46-18
501-3392 加茂郡富加町滝田1511
509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518番地4
509-0492 加茂郡七宗町上麻生2152番地1
505-0392 加茂郡八百津町八百津3827-1

保健福祉課保健係

509-1192 加茂郡白川町河岐1645-1

こども健康部健康増進課地域医療係

坂祝町保健センター
福祉保健課
川辺町保健センター
生きがい健康センター(住民課健康係）

東白川村 保健福祉センター
御嵩町 福祉課保健予防係（保健センター）

509-1392 加茂郡東白川村神土692-2
505-0116 可児郡御嵩町御嵩1239-1

多治見市 保健センター

507-8787 多治見市音羽町1－233

瑞浪市
土岐市
中津川市
恵那市
高山市
飛騨市

健康づくり課
土岐市保健センター
健康医療課
健幸推進課
古川町保健センター

509-6195
509-6122
508-8501
509-7292
506-8555
509-4221

下呂市

健康福祉部健康医療課

509-2517 下呂市萩原町萩原1166-8

白川村

村民課

501-5692 大野郡白川村鳩谷517

健康推進課（高山市保健センター）

瑞浪市上平町1丁目1番地
土岐市泉町久尻47-16
中津川市かやの木町2番1号
恵那市長島町正家一丁目-1-1
高山市花岡町2-18
飛騨市古川町若宮二丁目1-60

0574-25-2111（内線389)
0574-62-1111
(内線5510～5512）
0574-26-7201
0574-54-2117
0574-53-2515
0574-48-2046
0574-43-2111
0574-72-2317
（内線361･362）
0574-78-2100
0574-67-2111
0572-23-6187
0572-22-1111(内線2376)
0572-68-9785
0572-55-2010
0573-66-1111（内線625）
0573-26-2111（内線282）
0577-35-3160
0577-73-2948

不要
不要
不要
不要

左記以外の対象者には予診票を
事前に配布

医療機関で接種済証を切り取っ
て交付
60～64歳以外の定期接種対象者
には、予診票を個別郵送

不要

不要

必要（電話又は窓口）

不要

予診票交付

予診票は対象者に事前に配布

必要（電話）
必要（電話又は窓口）
必要（電話又は窓口）
必要（電話又は窓口）
必要（電話又は窓口）

不要
不要
不要
不要
不要

予診票に押印
予診票に押印
予診票に押印
予診票に押印
－

予診票は対象者に事前に配布

必要（電話又は窓口）

不要

予診票差し替え

不要
必要（電話又は窓口）
一部必要

不要
－
事前に郵送した予診票を使用
不要
予診票に押印
一部必要
予診票交付
左記以外の対象者には予診票を
(新規生活保護受給者) (60～64歳の対象者) (60～64歳の対象者） 事前に配布
必要（電話又は窓口）
不要
予診票交付
必要（電話又は窓口）
不要
予診票交付
不要
不要
－
事前に郵送した予診票を使用する
不要
不要
－
事前に市が配布する予診票を使用
不要
不要
予診票交付
必要（電話又は窓口）
不要
－
事前に郵送した予診票を使用する
一部必要（60～64歳の対

0576-53-2101（課直通） 象者と予診票紛失者）
一部必要
05769-6-1311
（60～64歳の対象者)

不要

予診票交付

不要

予診票交付

事前に郵送した予診票を使用する

