〇ファミリーサポートセンター【福祉課】
依頼会員と提供会員が育児の相互援助を行う（一時預かり・送迎など）
（事前にマッチング【対面打ち合わせ】を行います。）

＊依頼会員：0 歳から概ね小学校 6 年生までの子どもを預かってほしい人
＊提供会員：心身共に健康で子育て支援に熱意があり、自宅などで子どもを預かることができる人
育児等に関する講習会に出席できる人
＊利用料金：月曜～金曜【 7：00～21：00】１時間 700 円
上記以外の時間、土・日・祝

１時間 800 円

～ひとり親家庭への支援～
〇ひとり親家庭への支援【福祉課】
ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進します。
＊児童扶養手当

http://www.tokushima-hagukumi.net/

＊ひとり親家庭等医療費助成・・等
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このガイドは、子どもが健やかに育つために、
妊娠期から幼児期の子育てガイドです。
わかりやすく、コンパクトにまとめています。
そばに置いてご活用ください。
わからない事があれば、連絡先へお問い合わせ
ください。

保育所 6 か月～4 歳児
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ ～未就学児まで
病児保育室こあら 満 1 歳～小学校 3 年生
児童扶養手当 0～18 歳
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育児相談

母子健康

定期予防接種 2 か月～11 歳

手帳発行
すくすく
手帳交付

乳幼児健診 4 か月～３歳

連 絡 先
〒779-4795 東みよし町加茂 3360
東みよし町役場
福
祉
課 ☎ 82－6306
健康づくり課 ☎ 82－6323
東みよし町ホームページ
https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/
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その他

子育て支援センター ～未就学児まで

２０１９年４月１日発行

～妊娠したら～

○東みよし町育児用品購入費助成事業
〇妊婦相談【健康づくり課】
妊娠、出産、育児について相談を受付ます。

○母子健康手帳の発行【健康づくり課】

〇とくしま在宅育児応援クーポン【福祉課】
＊対

象：0 歳から 2 歳のお子さんを在宅で
育児している保護者（父母又は養父母）

医師から妊娠と診断され、妊娠の届出を行うと

〇妊婦健康診査【健康づくり課】

交付されます。

母子健康手帳交付時にすくすく手帳（妊婦

＊手続きに必要なもの：マイナンバーカード又は通知カード、

一般健康診査受診票 14 枚）を交付します。

免許証など写真付きの本人確認書類

【福祉課】
＊対

象：満１歳までの乳児を養育している方

＊助成回数：１回【上限 20,000 円】

＊交付要件：①保育所等にお子さんを預けていないこと。
②保護者の市町村民税所得割合算額が

○東みよし町すくすく家庭保育

169,000 円未満の世帯

応援手当支給事業【福祉課】

＊有効期限：誕生日から次の誕生日までの 1 年間

～赤ちゃんが生まれたら～

＊対

象：7 か月～満１歳年度末までの乳児
を在宅で育児している保護者
（父母又は祖父母）

～乳幼児期になったら～
○出生届【住民課】

〇定期予防接種【健康づくり課】

＊届出期限：生まれた日を含む１４日以内

子どもの予防接種は、生後 2 か月からはじまり

＊届け出先：父または母の所在地または本籍地

ます。
受けておきたい予防接種についてのご案内や、

子の出生地の戸籍届出窓口

「予防接種手帳」
、
「予防接種と子どもの健康（冊

＊手続きに必要なもの：印鑑、母子健康手帳、

子）
」の交付を行います。

出生届用紙（医師または助産師の証明を受けたもの）

予防接種を受ける前に、
「予防接種と子どもの健

＊届出人：父または母

康」を必ずお読みください。

（※父母が婚姻していない場合は母）

＊支給月額：育児休業中

5,000 円

そ の 他 15,000 円
〇保育所（園）【福祉課】

＊支給時期：８月、１２月、４月

保護者が共働き等で家庭での保育ができない乳幼児を

（それぞれ前月分までの４ヵ月分を支給）

お預かりします。
＊みかも保育所

西庄字戎堂 7-1

☎0883－82－2145

＊みのだ保育園

昼間 20-10

☎0883－79－3354

〇乳幼児健診【健康づくり課】

＊みのり乳児園

加茂 1454-1

☎0883－82－3150

乳幼児期の発育状況の確認と、育児相談の場とし

詳しくは、保育所入所の手引きをご覧ください。
入所手続きは、毎年 11 月に実施しています。

て健康診査を行います。
対象時期になりましたら、案内をお送りします。

○児童手当【福祉課】※公務員の方は、勤務先でお手続きください。
次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校修了までの児童を養育している人に支給します。
＊届出期限：出生日の翌日から 15 日以内
＊支給月額：３歳未満

15,000 円

３歳～小学校終了前（第１子・第２子） 10,000 円
（第３子以降）
中学生

15,000 円
10,000 円

毎年６月に「現況届」
の提出が必要です。

※所得制限限度額を超える世帯は、5,000 円の支給です。

〇幼児一時預かり【みかも保育所】

〇ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ【福祉課】

＊利用時期：4 月 1 日時点で満１歳以上のお子さん

保護者の病気や仕事などによって、家庭で養育が困

＊利用内容：保護者の病気等社会的にやむを得ない事情が

難になった児童や保護を必要とする母子を児童福祉

ある場合、リフレッシュ等のために一時的に
預かります。
＊利用料金：一日 2,500 円

半日 1,250 円

〇病児保育室こあら【福祉課】

＊手続きに必要なもの：受給者の健康保険証、預金通帳またはキャッシュカード、
受給者及び配偶者のﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ又は通知ｶｰﾄﾞ、来庁される方の免許証など写真付きの本人確認書類
（その他、必要に応じて提出していただく書類があります。）

＊支給時期：６月、１０月、２月（15 日支給、それぞれ前月分までの４ヵ月分を支給）

＊対象児童：満１歳～小学校３年生までの児童で

〇子育て支援センター

あり、病気等で当面の病状等の急変

＊みかも保育所内地域子育て支援センター

が見られない安定した状態であると

園庭開放、育児相談を行っています。

医師が認めるもので、集団保育が困

＊みのり乳児園内地域子育て支援センター

難であり、かつ家庭で保護者が看病

〇赤ちゃん訪問（新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問）【健康づくり課】

ハーモニールーム開放、園庭開放、子育てサロン、

生後 1 か月前後に保健師から連絡、家庭訪問させていただきます。発育・発達状態の確認、育児相談、町の母子保

育児相談を行っています。

健事業の紹介、予防接種の受け方についてなどご案内します。
（早めの訪問を希望される場合は、健康づくり課へご連絡ください。）

○子どもはぐくみ医療【福祉課】

＊子育て支援事業「にこにこ」

＊開設時間：月曜～金曜 8：30～17：30
＊利用定員：１日３名まで
＊利用料金：１日１人 2,000 円

場 所：三好市池田町州津井関 1104-11

＊所 在 地：三好市井川町吉岡 27－2

博愛の里 プレイルーム
対 象：未就学児及びその保護者

療費を助成します。

T E L ：0883－72－5223

＊対象者：０歳～１８歳（高校３年生）の子ども
来庁される方の免許証など写真付きの本人確認書類（その他、必要に応じて提出していただく書類があります。）

できない児童

実施日：毎週水曜日 9：00～12：00

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持と健全な育成を図るため、子どもの通院・入院等にかかる医

＊手続きに必要なもの：子どもの健康保険証、受給者及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード

施設等において一定の期間、養育・保護します。

☎お電話でのご相談も受付けております。

健生西部診療所内
＊電話番号：0883－78－2292
※年度ごとに福祉課で登録が必要です。
※施設には、保育士が常駐していません。
当日のお申込みは受付られませんのでご注意ください。

