
出産・育児 � いきいき健康課�健康推進係　
501~506

出産

妊娠届と母子健康手帳
　妊娠をしたら、保健センターに妊娠の届出をしてくだ
さい。届出のときに「母と子の保健バッグ」を差し上げま
す。この中には、母子健康手帳と妊娠・出産・育児に関す
る手引書や妊婦健康診査受診票などが入っています。
　また、保健師との面接のときには、育児パッケージを
配布しています。

　「母と子の保健バッグ」の中に入っている妊娠健康診査14
回分、子宮頸がん検診1回分、超音波検査1回分の受診票によ
り、契約医療機関で診察・検査等の助成が受けられます。

妊婦健康診査

　生まれた日を含めて14日以内に、本籍地、届出人の所
在地、出生地のいずれかの市区町村へ、出生証明書と母
子健康手帳とはんこをお持ちになり、出生の届出をし
てください。詳しくはP21をご覧ください。

出生届

　「母と子の保健バッグ」に同封してあります。新生児
訪問や育児相談などのご案内をするために必要となり
ますので、出生届と一緒にお持ちいただくか、郵送して
ください。

出生通知票

母親学級・両親学級
　妊婦やその家族を対象に、妊娠・出産・育児の学習と
友だちづくりを目的に行っています。詳しい案内は、
「母と子の保健バッグ」の中に入っています。

乳幼児

新生児訪問指導
　助産師・保健師が訪問し、赤ちゃんの発育や保育の相
談をお受けします。

未熟児養育医療
　身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳
児に対してその治療に係る医療費を町が負担します。

　健康診査には次のようなものがあります。

乳幼児健診一覧表

※ 集団健診は保健センターでの受診となります。また、
個別健診は医療機関での受診となります。
※ 6～7か月・9～10か月児健康診査のご案内は、乳児健
康診査ご利用の際に配付する受診券となります。
※ 集団で受けるものは、「広報日の出」、町ホームページ
で日程をお知らせするほか、対象となる方には、ご案
内の通知をしています。

健診名 対象児 健診方法
乳児（3～4か月児）
健康診査

生後3か月から5か月未満の
お子さん 集団健診

6か月～7か月児健康
診査

生後6か月から8か月未満の
お子さん

個別健診／
集団健診

9か月～10か月児健
康診査

生後9か月から11か月未満の
お子さん

個別健診／
集団健診

1歳6か月児健康診査 1歳6か月から2歳未満のお子
さん 集団健診

3歳児健康診査 3歳から4歳未満のお子さん 集団健診

乳幼児の健康診査

　民生・児童委員、子ども家庭支援センター相談員が訪
問し、子育ての悩みやご相談をお受けしたり、子育て支
援情報のご案内をします。

子育て福祉課 子ども家庭支援センター  597-6177

乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）
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母子に関する相談
　随時電話相談のほかに、次のような相談を行っています。

母子相談
　身体測定や保健・栄養、歯科の相談
●実施日　毎月1回
●対　象　乳幼児
●地　所　保健センター

歯科相談
●実施日　偶数月
●対　象　乳幼児
●地　所　保健センター

歯科事業
　乳幼児歯科相談は、おおむね1歳から4歳未満の乳幼
児の保護者を対象に実施しています。また、定期的に歯
科健診と歯科予防処置（フッ素塗布）を5歳まで受けら
れます。

離乳食教室
　乳幼児の成長に応じた適切な離乳食づくりを通じて
食習慣の確立を支援するため、離乳食教室を開催して
います。

種類 接種方法
四種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風・不
活化ポリオ）、不活化ポリオ、二種混合（ジフ
テリア・破傷風）、麻しん（はしか）、風しん、麻
しん風しん混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎
球菌、水痘、子宮頸がん（※）、B型肝炎

個別

BCG、二種混合、日本脳炎Ⅱ期 集団

　感染の恐れのある疾病の発生を予防するために、次
のような予防接種を行っています。予防接種は、個別に
受けるものと集団で受けるものがあります。
　個別で受けるものは、予診票と一緒にお渡ししてあ
る予防接種実施医療機関一覧表を確認し、あらかじめ
予約をし、接種を受けてください。
　集団で受けるものは、「広報日の出」、町ホームページで日
程をお知らせするほか、対象者に2週間前までに通知します。

いきいき健康課�健康推進係 �501~506予防接種

児童手当など

対象
　中学校修了前（15歳到達後の最初の3月31日ま
で）の児童を養育している主な生計者

児童手当
◦0歳～3歳未満（一律）
◦3歳～小学校修了前（第1子・第2子）
◦3歳～小学校修了前（第3子以降）
◦中学生（一律）

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円

◦所得限度額超える場合（一律）  5,000円
※ 養育する子ども（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子ども）のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます

※ 子宮頸がんワクチンについては積極的接種は行っていません。

手当額

対象
　日の出町内に出産日の1年前から居住し、過去2年
間、滞納がない父または母（平成30年4月より適用）

内容
　1回の出産につき3万円を支給

申請に必要なもの
・ 日の出町出産助成金支給申請書（子育て福祉課にあります）
・ 日の出町出産助成金支給請求書（子育て福祉課にあります）
・ 申請者名義の預金口座のわかるもの（預金通帳など）
・ 印鑑

　出産助成金支給制度 子育て福祉課�子育て支援係 �295~299
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対象
　18歳になった日の属する年度の末日以前の児童を養
育していて、次のいずれかに該当する方（所得制限あり）
●父母のどちらかが死亡または重度障がい状態
●父母が離婚またはこれと同様の状態

手当額
　1人につき月額13,500円

児童育成手当（育成手当）

対象
　20歳未満で身体障害者手帳1・2級程度または愛の手
帳1～3度程度の障がい児、脳性マヒまたは進行性筋萎
縮症の児童を養育している方（所得制限あり）

手当額
　月額15,500円

児童育成手当（障害手当）

対象
　18歳になった日の属する年度の末日以前（身体障害
者手帳1～3級、愛の手帳1～3度程度の障がいを有する
場合は20歳未満）の児童で、次のいずれかに該当する児
童（児童福祉施設に入所している場合を除く）を養育し

児童扶養手当

対象
　20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のい
ずれかに該当する児童を監護または養育している方
（所得制限等あり）
●身体障害者手帳1、2、3級程度の児童
●愛の手帳1、2、3度程度の児童
● 長期安静を要する病状または精神の障がいにより日
常生活に著しい制限を受ける児童

手当額（ 手当額は全国消費者物価指数に応じて
改定があります）

●手当等級1級　51,500円
●手当等級2級　34,300円

特別児童扶養手当

ている父母または養育者（所得制限あり）
●父母が離婚
●父母のどちらかが死亡（公的年金受給者を除く）
●父母のどちらかが重度の障がい者など

手当額（ 手当額は全国消費者物価指数に応じて
随時改定があります）

●1人目　　　月額　全部支給　42,290円
　 　　　　　　　　一部支給　42,280円～9,980円
●2人目　　　加算　 全部支給　 9,990円
　　　　　　　　　  一部支給　 9,980円～5,000円
●3人目以降　加算　 全部支給　 5,990円
　　　　　　　　　  一部支給　 5,980円～3,000円

対象
　0～15歳（中学校修了前）の町内に住所を有している
お子さんを養育している主な生計者

子どもの医療費助成制度 内容
　お子さんの医療費（保険対象分）の自己負担分を助成いたします。

 申請に必要なもの
・子ども医療費助成制度医療証交付申請書（子育て福祉課にあります）
・申請者とお子さんの健康保険証
・前住所地の課税証明（転入された方）、その他必要書類
・印鑑

子どもの医療費等申請について � 子育て福祉課�子育て支援係　
298~299
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対象
・ 中学卒業～18歳（18歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）の青少年を養育している主な生計者で日の
出町内に1年以上居住している方
・過去2年に滞納がない方（平成30年4月より適用）

内容
　青少年の医療費（保険対象分）の自己負担分を助成し
ます

申請に必要なもの
・ 青少年医療助成費支給申請書（子育て福祉課にあります）
・ 申請者名義の預金口座のわかるもの（預金通帳など、
初回のみ）
・青少年の保険証の写し
・印鑑

ひとり親家庭等医療費助成制度
対象

　18歳になった日の属する年度の末日以前（身体障害
者手帳1～3級、愛の手帳1～3度程度の障がいを有する
場合は20歳未満）の児童で、次のいずれかに該当する児
童（児童福祉施設に入所している場合を除く）を養育し
ている父母または養育者（所得制限あり）
・父母が離婚
・父母のどちらかが死亡
・父母のどちらかが重度の障がい者など

内容
　対象者の医療費（保険対象分）の自己負担分を助成し
ます。
・課税世帯…自己負担1割
・非課税世帯…自己負担なし

保育

　保育園は、就労や妊娠、出産、疾病などのため家庭で保育できないときに、保護者に代わって保育する施設です。
　町内には私立の認可保育園が5園あります。保育園によって、定員や保育時間などが異なります。入園のご相談や
入園申込みについては子育て福祉課子育て支援係で受け付けます。

子どもの保育・教育

保育園名 所在地 電話番号 開所時間
大正保育園 日の出町大字大久野711-1 597-3384 午前7時～午後6時
大久野保育園 日の出町大字大久野1660-1 597-2006 午前7時30分～午後6時30分
さくらぎ保育園 日の出町大字平井661 597-3297 午前7時15分～午後6時15分
宝光保育園 日の出町大字平井3389-1 597-0876 午前7時30分～午後6時30分
さくらぎこぱん 日の出町大字平井673-1 588-5716 午前7時15分～午後6時15分

子育て福祉課 子育て支援係  295

保育園

対象
・ 0～15歳（中学校修了前）のお子さんを養育し日の出
町内に1年以上居住している方
・過去2年に滞納がない方（平成30年4月より適用）

内容
　月額10,000円のクーポン券を交付

 申請に必要なもの
・ 日の出町次世代育成クーポン認定請求書（子育て福祉
課にあります）
・印鑑

 次世代育成クーポン

対象
・ 中学卒業～18歳（18歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）の青少年を養育している主な生計者で日の
出町内に1年以上居住している方
・過去2年に滞納がない方（平成30年4月より適用）

内容
　月額10,000円を上限に教材費、通学・通勤費などに
係る経費を支給

 申請に必要なもの
・ 青少年育成支援金認定請求書（子育て福祉課にありま
す）
・申請者名義の預金口座の分かるもの（預金通帳等）
・印鑑

 青少年育成支援金

 青少年医療費助成制度
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　私立幼稚園や町が認定する幼稚園類似の施設に通園
している幼児（4月1日現在3、4、5歳児および4月2日以
降満3歳に達した幼児）の保護者の方に、就園奨励費補
助金（私立幼稚園のみ）と保護者負担軽減費補助金を交
付しています。

申請方法
　幼稚園を通じて申請

 私立幼稚園の保育料の一部補助

学校教育課�学務係
�532

小・中学校
への入学

　小・中学校へ入学するお子さんの保護者に、入学通知
書（入学する学校、入学式の日時などを記載してあるも
の）を送付します。なお、次のようなときはご連絡くだ
さい。
●入学通知書が届かないとき
● 発育不全その他やむを得ない理由により入学困難と
思われるとき

小・中学校への入学

　大久野幼児園・森の教室　597-4741　大久野2130

学校教育課�学務係
 532その他の幼児施設

学校教育課�学務係
 532幼稚園

幼稚園
　募集などについては、園にお問い合わせください。

子育て福祉課�子育て支援係
�297

子ども家庭
支援センター
　子どもに関する相談や子育て支援事業の開催など、
子どもが健やかに成長できるよう、次のような業務を
行います。
◎主な業務
●子どもとその家庭に関する相談（支援）
●子育て支援事業の開催
●虐待に関する相談
●乳幼児ショートステイの申請受付
●乳児家庭への訪問事業
◎場所
　日の出町子ども家庭支援センター
　日の出町役場1階子育て福祉課内
◎電話（専用）
　597-6177
◎開館日
　月曜～金曜日（祝日と年末年始を除く）の午前8時30
分～正午、午後1時～5時15分

子育て福祉課�子育て支援係
�296

フ ァ ミ リ ー・サ
ポート・センター
　地域において、育児の援助をしてほしい方と育児の
援助をしたい方が会員となり、地域の中で助け合いな
がら子育ての援助活動をする会員組織です。
◎会員要件
● 利用会員（育児の援助をしてほしい方）…町内に在住
し、生後6か月から12歳までの子どもの保護者で、育
児の援助を必要とする方
● 協力会員（育児の援助をしたい方）…町内に在住して
いる心身ともに健康な満20歳以上の方

◎会員の登録
●利用会員…説明会修了後、会員登録します。
●協力会員…説明会・講習会修了後、会員登録します。
◎謝礼
●子ども一人あたり1時間700円または900円
　（曜日・時間帯によって、基準額が異なります。）
◎場所
　原則として協力会員の自宅
◎開館日
　月曜～土曜日（祝日と年末年始を除く）の午前7時30
分～午後7時
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問  相談支援係　内線536

　通常学級に加えて、一人ひとりの力やペースに応じ
た教育支援を受けられるように、次のような学級や学
校があります。

支援学級（固定）
　毎日、一人ひとりのペースに応じて、じっくりと学習
が進められます。支援学級での学習を主とし、授業や行
事などでの交流を通して通常の学級の子どもと一緒に
学ぶ機会もあります。

通級指導学級
　必要に応じて決められた曜日・時間（週に8時間以内）
に学級に通い、得意なことをより伸ばし、苦手なことの
軽減に取り組みます。

都立特別支援学校
　日の出町の小・中学生が通うことのできる都立特別
支援学校は以下の通りです。
※ 高等部については他にも入学できる学校がありま
す。詳しくはお問合せください。

支援学級・通級指導学級・都立特別支援学校

学校名 学級名 種別
大久野小 すぎの子学級

知的
大久野中 C組

学校名 学級名 種別
大久野小 コミュニケーションの学級　キラリ

情緒等
平井小 コミュニケーションの学級　まなぼ
本宿小 コミュニケーションの学級　ステップ！
大久野中 通級指導学級
平井中 通級指導学級

学校名 種別 所在地

東京都立あきる野学園 知的障害
肢体不自由 あきる野市

東京都立立川ろう学校 聴覚障害 立川市
東京都立八王子盲学校 視覚障害 八王子市
東京都立光明学園
（平成29年度開校予定） 病弱 世田谷区

●日の出町の支援教育●
　子どもの成長は一人ひとりちがって、個性的です。
誰にでも得意なことと苦手なことがあります。中に
は苦手が大きく、「発達障害」と言われるような特徴
がある子どももいます。
　日の出町では得意なことを伸ばし、苦手なことに
も対処できる力を育てる「支援教育」を行っていま
す。各学校では、担任の先生だけでなく、学校がチー
ムとして一人ひとりの子どもの特徴を理解し、一貫
した支援を行えるよう努力しています。

　一人ひとりのお子さんにとって、必要な支援や、適切
な教育が受けられる学校・学級について一緒に考えて
いきます。
　支援学級・通級指導学級・都立特別支援学校への入
級、転学のご相談や、ご説明、学級・学校の見学、体験等
をお手伝いします。
　下記まで電話にてご連絡ください。
　通級指導学級の入級については、お子さんが在籍す
る小・中学校にご相談ください。

対象
　小学校就学前から中学生のお子さんとその保護者

受付日・時間
　月～金曜日（祝日と年末年始を除く）の午前9時～正
午、午後1時～5時
問  相談支援係　内線536  

教育相談室　☎597-1161（直通）

就学相談

町外からの転入学
　町民課で住民登録の手続終了後、就学する学校へ在
学証明書・教科用図書給与証明書（前の学校で発行）を
お持ちになり手続きをしてください。
　教育委員会から就学する学校へ就学通知書をお送り
します。

町内での転校
　現在通っている学校で転学手続きをし、在学証明書・
教科用図書給与証明書を受け取りましたら、就学する
学校へお持ちになり手続きをしてください。
　教育委員会から就学する学校へ就学通知書をお送り
します。

町外への転学
　現在通っている学校で転学手続きをし、在学証明書・
教科用図書給与証明書をお受け取りください。各証明
書は転出先の教育委員会に提示してください。

町立小・中学校

転入学・転学などの手続

学校名 所在地 電話番号 通学区域
大久野
小学校

大久野
1176 ☎597-0551 日の出町大字大久野1～8820番地

平井
小学校

平井
1218 ☎597-0044

日の出町大字平井1～200、226、
243～1367、1756～1789、
1792～1812、2581～4054番
地

本宿
小学校

平井
1855 ☎597-0400

日の出町大字平井201～225、
227～242、1368～1755、1790
～1791、1813～2580

大久野
中学校

大久野
1559 ☎597-0352 日の出町大字大久野1～8820番地

平井
中学校

平井
2654 ☎597-0021 日の出町大字平井1～4054番地
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学童クラブ名 電　話 住　所
志茂町第1学童クラブ 597-6512 平井1218
志茂町第2学童クラブ 597-0854 平井1254-1
本宿第1学童クラブ 597-4749 平井1729-2
本宿第2学童クラブ 597-3551 平井1855
大久野学童クラブ 597-1421 大久野1167-6

問 志茂町児童館　☎597-2547（直通）

　仲間づくりや遊びの指導・援助のほか、さまざまな行
事を企画しています。
　行事の詳しい内容は「広報日の出」や「じどうかんだ
より」などをご覧ください。

対象
　中学生までの方（乳幼児や未就学のお子さんは、必ず
保護者同伴でご利用ください。また、配慮が必要な方に
つきましても、保護者または保護者に代わる方の同伴
をお願いいたします。）

開設時間　午前10時～午後5時

休館日
　 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）  
※ 臨時休館日：地域祭日、館内清掃日（広報などでお知
らせします。）

　「日の出町お知らせメール」の“臨時休館・休止情報”また
は“児童館”を登録すると、臨時休館情報が配信されます。

住所　平井1254番地1

お問い合わせ  
　志茂町児童館：電話042-597-2547

597-2547志茂町児童館

　就労などにより、保護者が昼間家庭にいない児童を
預かり、適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全
な育成を図ります。
　募集は、「広報日の出」などでお知らせします。

対象
　就労などにより、保護者が昼間家庭に不在の小学1～
4年生

定員
　各施設40人程度

育成時間
　平日　下校時から午後6時まで
　土曜日、春・冬休み、学校休業日　午前8時30分から午後6時まで
　夏休み　平日午前8時から午後6時まで
※日曜日、祝日、年末年始はお休み

休日
　日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

利用料
　育成料　月額4,000円
　保護者会費　月額2,000円

場所

子育て福祉課（児童館）
597-2547学童クラブ

日の出町進学支度金貸付制度
　中学3年生のお子さんがいる家庭で、経済的な理由に
より高等学校・高等専門学校・専修学校への就学が困難
な方に対し、入学時に必要な費用の一部を貸付けます。
貸付額　500,000円以内

学校教育課 学務係  532

助成制度

助成制度

　小・中学校に通っているお子さんがいる家庭で、経済
的な理由により教育費の支払いが困難な場合は、保護
者に対して学用品費、修学旅行費、学校給食費など教育
費の一部を援助します。

就学援助費
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学校教育課�相談支援係
�536教育相談

教育相談室
　小学校就学前から、小・中学生、高校生年齢の子ども
の成長のプロセスで生じる気になること、心配なこと
についての相談をお受けします。
〔例えば〕
このごろ元気がない/遅刻や欠席が増えた/勉強が苦手
/落ち着きがない/会話がかみ合わない/先生の話を聞
けない/友達とうまく遊べていない/気持ちのコント
ロールが苦手でパニックのようになる事がある/反抗
的で困る/気になるくせや行動がある、などです。
　保護者のみでも、お子さんと一緒でも相談できます。
　臨床心理士等がゆっくりお話をうかがい、解決に向
けて一緒に考えていきます。

受付日・時間
　月～金曜日（祝日と年末年始を除く）の午前9時～正
午、午後1時～5時

場所
　教育センター2階（図書館上）
問 教育相談室　☎597-1161（直通）
＊事前に電話でご連絡ください。

適応支援グループ レッツ（Let’s）
　「学校に行きたいけど、今すぐには行けそうにない」
「登校していないけれど、勉強のことが気になる…」な
どの思いをもつ町内在住の小学校高学年・中学生の方
を対象に、小グループでの活動を行っています。
　臨床心理士、心理学を勉強している学生などのス
タッフがお手伝いします。
※ レッツへの参加は、原則として教育相談室（上記）に
来室されている方が対象となります。
実施日

　平成29年度は、決定次第、町ホームページでお知らせ
します。

対象
　町内在住の小学校高学年・中学生の方

対象
　教育センター2階（図書館上）　多目的会議室、教育相
談室等
問 教育相談室　☎597-1161（直通）
＊事前に電話でご連絡ください。

親子でおでかけ

　親子の交流の場を提供します。そのほかに子育て相
談日、子育てサークル活動の場の提供、講習会なども実
施します。予約が必要な場合もあるので、詳しくは各子
育てひろばにお問い合わせください。
　下記事業以外も開放しておりますので、お気軽にご
利用ください。

ちびっこ広場
●月曜日・水曜日　午前10時30分～12時／申込不要
●対象　乳幼児親子
●内容　曜日別で制作や運動あそび等を行っています。

あかちゃんサロン
●水曜　月1回　午前10時30分～11時30分／申込不要
●対象　おおむね3か月から1歳半頃まで乳幼児親子
● 内容　 ママがリラックスする「つぼ押しうた」や、お

子さんとのスキンシップの楽しいうた等を
行っています。12時までは自由遊びです。広々
したスペースで沢山ハイハイできます。

親子サークル『わくわく』
● 木曜　午前10時30分～11時30分  
登録制（児童館へお問い合わせください。）
●対象　おおむね1歳以上の乳幼児親子
● 内容　 制作や運動、その他、季節に合わせた行事など

を参加者の皆さんで考え、行っています。活動
を通して交流を図り、乳幼児と保護者同士で
楽しい時間を過ごします。

子育て相談日
●木曜　午前10時30分～11時30分／申込不要
● 内容　 主任児童委員が来館します。お気軽にご利用

ください。

その他
　ママリフレ（保護者向けの工作など）やボランティア
団体による「幼児おはなし会」、子育て講座（ひのでちゃ
ん行政カード50ポイント対象事業）などを実施してい
ます。
　行事日程等は「広報」や「じどうかんだより」にてお知
らせします。お気軽にお問い合わせください。

児童館　乳幼児事業
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