
サイト内検 サイト内検索

届け関連、健診・予防接種、一時保育、育児保育サービスなどの東京都23区の行政サービス情報を紹介

届け関連 必要書類の入手 期限 提出先 持ち物・提出物

1 出生届 「母と子の保健バッグ」の中 生まれた日から14日以内（国
外で生まれたときは3か月以
内）

足立区健康推進課健康推進係
03-3880-5892

出生証明書
母子健康手帳

2 出産育児一時金
（国民健康保険）

出生児1人につき38万円を支
給

出産のあった日の翌日から２年
以内

足立区国民健康保険課給付係
03-3880-5241

母子手帳
死産・流産は医師の証明書
世帯主名義の預金通帳
印かん

3 児童手当
(国制度)

受付は子育て支援課（足立区
役所本庁舎中央館３階）または
区内の福祉事務所

3歳未満…一律月額10,000円
3歳以上…
第1・2子月額 5,000円　
第3子以降 月額10,000円
所得制限あり

足立区子育て支援課児童給付
係 
電話番号
03-3880-5884（直）

・請求者名義の金融機関の普
通預金通帳
・印鑑（朱肉のつくもの）
・出生のときは母子手帳（出生
届出済印のあるもの）
・請求者の年金加入状況が確
認できるもの（ア・イ・ウのいず
れかひとつ）
　ア．健康保険証（コピー可)
　イ．年金手帳（コピー可)
　ウ．厚生年金加入証明書（イ
ンターネットからダウンロード
可）
・足立区に平成２１年１月２日以
降転入した方は、上記のほか
に平成２１年１月１日現在の住
民登録地の市区町村長名で発
行された、平成２１年度課税（所
得）証明書（児童手当用のも
の）・　その他状況により必要な
もの

4 子ども医療費助成制度 申請が必要
インターネットまたは窓口また
は郵送

15歳到達後の最初の3月31日
まで
所得制限なし

足立区子育て支援課児童給付
係
電話番号
03-3880-5884（直）

お子さんの健康保険証
印鑑

5 国民健康保険の届け出  14日以内 足立区国民健康保険課資格賦
課係
03-3880-5240（直）
または区民事務所

国民健康保険証
母子手帳身分証明書

6 出生通知票（ハガキ） 『母子保健バッグ』の中  健康推進課健康推進係（足立
区役所内）
03-3880-5892（直通）

健診等 必要書類の入手 期限 提出先 持ち物・提出物

1 新産婦新生児訪問 母と子の保健バッグに同封 なるべく早く 足立区役所  

2 先天性代謝異常等検査 先天性代謝異常等検査のお知
らせ（母と子の保健バッグに同
封）

生後５日目から７日目 出産医療機関 先天性代謝異常等検査のお知
らせ（兼申込書）
里帰り出産ではこの申込書は
使えない

3 3・4か月児健康診査 足立区各保健総合センターか
ら郵送で個別に通知
結核予防接種（BCG）接種

管轄の保健総合センター 母子健康手帳、アンケート

4 6か月児健康診査 3･4か月児健康診査の際、管
轄の保健総合センターで交付

都内契約医療機関 母子健康手帳、健康診査受診
票

e-子育て.com ｜ 子育ての地域情報/東京都足立区 http://www.e-cosodate.com/area/tokyo/adachi.html

1 / 4 2009/09/02 13:10



5 9か月児健康診査 3･4か月児健康診査の際、管
轄の保健総合センターで交付

都内契約医療機関 母子健康手帳、健康診査受診
票

6 1歳6か月児健康診査（歯科健
診も同時期実施）

受診票を郵送 内科健診は区内委託医療機関
歯科健診は各保健総合セン
ター

母子健康手帳、1歳6か月健康
診査受診票

7 1歳児歯科相談   

8 3歳児健康診査（歯科健診も同
時実施）

管轄の各保健総合センターか
ら郵送で通知

管轄の各保健総合センター 手続き、実施要項は郵送で通
知

9 予防接種
ジフテリア・百日せき・破傷風の
3種混合（ＤＰＴ)

6か月になる月の月末発送 生後3か月以上7歳6か月未満 指定医療機関で個別接種 予診票・母子健康手帳

10 予防接種
ＢＣＧ

3か月になる月の月末発送
（3・4か月児健診と同時に実
施）

6か月未満 3・4か月健診時に各保健総合
センターで実施

予診票・母子健康手帳

11 予防接種
ポリオ

毎年4月と10月に下記該当者
へ予診票を郵送
1回目…5か月から10か月まで
2回目…11か月から16か月ま
で

生後3か月から1歳6か月（2回
うける）　　

小学校や各保健総合センター
で春と秋に実施

予診票・母子健康手帳

12 予防接種
麻しん（はしか）・風しん混合
（ＭＲ）

1歳になる月の前月に予診票
を郵送

生後12か月以上24か月未満 指定医療機関で個別接種 予診票・母子健康手帳

保育園 必要書類の入手 期限 提出先 持ち物・提出物

1 認可保育園（区立・私立） 入園申込案内、申込書がダウ
ンロード可。
 郵送での申し込み（追加書類
は除く）は不可。

年間を通して（4月入園以外）
募集。入園希望月の前月15日
締切。

足立区保育課入園事務係 
03-3880-5263
または福祉事務所 　　

・提出書類チェ ック表
・保育園（入園・転園）申込書
・家庭状況申告書
・勤務（勤務内定）証明書
・就労状況申告書

保育 必要書類の入手 料金 対象 持ち物・提出物

1 一時保育 事前に予約が必要。施設に電話
で予約。
また、ご利用にあたっては下記
ファイルより「一時保育申込
書」・「一時保育連絡カード」をダ
ウンロードの上、必要事項を記
入し利用する施設へ提出。
足立区保育課保育計画係 ・保
育課保育振興係
03-3880-5873

1時間あたり５００円
（給食・おやつ代は別途）

 

2 緊急一時保育 児童緊急一時保護者に直接連
絡問い合わせ先
足立区保育課保育計画係
03-3880-5873（直通）

基本時間：１時間につき３００円
延長時間：１時間につき４００円１
カ月（やむを得ない事情の場合
は、３カ月まで延長可能）

保護者が入院、出産などで緊
急に保育が必要な方
３カ月から就学前

3 病後児保育 東小岩わんぱくクリニック 病児
保育室　　　　
予約専用電話 5612-3761　前
日までに電話で予約
瑞江わんぱくクリニック 病児保
育室
電話 3698-6531
当日朝8時30分から（定員に空
きがある場合に限り、当日受付
をおこないます）　

1日4200円（初回のみ別に登録
料2000円）

病気の回復期にあり、まだ集
団生活が困難なお子さん

4 休日保育 下記の施設に「休日保育｣希望
の旨を伝え、直接申し込み。
エンジェル・キッズ・サポート 
03-3602-3114
 
ちゃいれっく竹ノ塚駅前保育
園　　　　　　　03-5851-1731

ぱんだ保育園　03-3859-8365

六町駅前保育園　
03-3858-0606

桃の実保育園　
03-5888-9157

梅の実共同保育園　
03-3840-6684

１日　２,４００円
 給食はなし。お弁当とおやつを
持参のこと（飲み物の提供はあ
り）。

保護者の就労により休日に保
育を必要としているお子さん
区内に居住する、満１歳から
就学前までの健康なお子さん
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問い合わせ先
保育課保育計画係
03-3880-5873（直通）

5 緊急一時保護（ショ ートステイ
サービス）お泊り

申込み先
　（在宅型） こども家庭支援セン
ター
　　電話　03-3606-1333
　（施設型）
児童養護施設クリスマス・ヴィ
レッジ
　　電話　03-3890-5291
問い合わせ先        
こども家庭支援センター
03-3606-1333（直）

生活保護世
帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1,000円
　ひとり親家庭で児童育成手当受
給中の住民税非課税世帯　　
1,000円
　その他の世帯         3,000円
　※）在宅型・施設型の利用料金
は同一１回につき６泊７日以内

１歳６か月から１２歳まで（小学
生まで）

保護者の方が、病気・出産な
どで一時的にお子さんの養育
ができないとき

下着、パジャマ、着替え、歯ブ
ラシ、タオル、学習道具、常備
薬、健康保険証（または健康保
険資格証明書）、乳幼児医療
証

5 保育ママ 家庭福祉員に直接電話で連絡し
てください。
　家庭福祉員の電話番号は、保
育課保育計画係にお問い合わ
せ
　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話：０３－３８８０－５８７３(直通)

月額：基本保育料金および雑費
（光熱水費など）
　１人目２１，５００円　２人目以降
（同時期に家庭福祉員に預けた
場合）１１，５００円　　

※ミルク、昼食、おやつなど、持参
していただきます。

足立区に住所を有しているこ
と

・保護者が週４日以上かつ週
２４時間以上就労しているなど

生後５７日目から３歳未満の健
康なお子さん

１．家庭福祉員（保育ママ）申込
書

 ２．下記の（１）～（３）のいずれ
かの書類
　　（１）会社勤めの方、自営の
方などは、勤務（内定）証明書
　　（２）入院、自宅療養中など
の方は、診断書または証明書
　　（３）在学中の方は、在学証
明書および時間割表
　　　　　　　
３．お子さんの健康状態を確認
する身体検査書または預ける
約１カ月前までの乳幼児健診
結果が記入された母子手帳の
写し

育児支援 必要書類の入手 料金 対象 持ち物・提出物

1 子育てホームサポート事
業

事業委託先のＮＰＯ法人事業
所に登録が必要。
こども家庭支援センター
電話 03-3606-1333

■利用時間及び料金
　年間登録料　2,400円（一家庭につき）＋１時間の利
用料金（子ども一人当たり）
《一時間当たりの利用料金》
基本時間
平日　午前８時から午後６時　５００円
基本外時間
平日　午前６時から午前８時、午後６時から午後１０時　
８００円
土曜日、日曜日、祝日、休日　午前６時から午後１０時　
８００円
　※平日の利用で、利用時間が「基本時間」と「基本外
時間」にまたぐ場合の１時間分の利用料金について
は、８００円

小学生まで

一時保育・病後児保育・
産前産後家事支援

2 ファ ミリー・サポート・セン
ター

登録に際しては、利用会員募
集説明会（２時間程度）の参
加が必要
足立区子育て支援課　
03-3880-5266（直）

平日のAM８時～PM６時 １H５００円

平日のAM６時～AM８時
平日のPM６時～１０時
土日祝のAM６時～PM１０時　
１時間８００円

送迎のみ（区内・１時間以内）
曜日・時間にかかわらず　１回５００円　
☆送迎交通費やおやつ代等の実費は、利用会員が負
担 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生後６か月から１２歳  

3 私立幼稚園入園補助金 幼稚園を通じて申請書を配
付
足立区子育て支援課児童給
付係
03-3880-5884

保育料補助金
所得によって異なる
最低3,500円/月～37,400円/月

詳しくは足立区　HP参照
入園料補助金
1園児一回のみ。
最低5万円～10万円

足立区内の私立幼稚園
へ子どもを通わせてい
る世帯

区外でも認可幼稚園なら
補助の対象

 

園の情報につきましては、公開されている情報を整理したものです。

実情と異なる場合がありますので、入園を検討される場合には必ず各園にお確かめください。
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