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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 産院で 生まれた日から14日以内※生ま

れた日を含む。 

各特別出張所または本庁舎1階

戸籍住民窓口 

保険証、母子手帳、印鑑 

2 出産育児一時金 

（国民健康保険） 

出生児が大田区国民健康保険に

加入すると申請書を世帯主あて

郵送 

38万円が世帯主に支給 育児用

品購入割引券（2,000円）も交付 

国保給付係 

電話：03-5744-1211 

母子健康手帳  

保険証  

印鑑（スタンパーでないもの）  

世帯主の口座番号（ゆうちょ銀行

を除く） 

3 児童手当 

(国制度) 

申請場所…大田区役所3階子育

て支援課窓口（郵送申請の場合

は、区役所に申請書が到着した

日が申請日） 

出生日の翌日から15日以内の申

請であれば、申請された月の分か

ら支給 

子育て支援課こども医療係  

電話：03-5744-1275 

1.印鑑（朱肉を使うものであれば、

認印でも） 

2.申請者名義の振込口座（ネット

バンク、コンビニ銀行等は不可） 

※ゆうちょ銀行口座も登録可能。

希望郵便局で他の金融機関から

の振り込み可能手続き済の番号

記載の通帳（コピー可）を持参（添

付） 

3.平成21年度（=平成20年分の所

得）の住民税課税証明書（様々な

証明形式があるので、必ず児童

手当用のもの）（平成21年1月1日

に大田区外にお住まいだった方

は提出が必要。平成21年1月1日

現在の住所地の市区町村で発

行。） 

4 乳幼児医療費助成  医療証の交付申請要。 申請の

受付窓口 

6ヶ月以内に申請すると、出生日・

転入日から医療費の助成が可

能。 

子育て支援課こども医療係  

電話：03-5744-1275 

(1)領収書原本（受診者氏名、領

収金額、保険点数、診療年月日ま

たは領収年月日、医療機関名称、

医療機関所在地、領収印などが

記載のものに限る。レシートは不

可。） 

  ※上記ケース3の場合はコピー

可です。 

(2)申請者（医療証の保護者）の印

鑑（認印でもOK。） 

(3)乳幼児または児童が加入の健

康保険証 

(4)医療証 

(5)申請者名義の普通預金口座番

号のわかるもの（ネットバンク、コ

ンビニ銀行等は除く） 

※ゆうちょ銀行の口座を指定する

場合は、郵便局で他の金融機関

からの振込み可能手続き済の番

号記載の通帳（コピー可）を持参

（添付）。 

5 国民健康保険の届け出   14日以内 国保資格係 

電話：03-5744-1210 

国保証・母子健康手帳 

6 出生通知票（ハガキ） 妊娠届の際にもらった「母と子の

保健バッグ」の中 

  地域健康課 

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 「母と子の保健バック」の中 生後120日まで 「出生通知書」を郵送 

 

2 先天性代謝異常等検査         

3 4か月児健康診査 事前に個別通知 1.BCG接種をし

ます。  

2.来所時に配布。  

6か月から7か月児健康診査受診

票  

9か月から10か月児健康診査受

診票  

各地域健康課 

大森地域健康課 

電話：03-5764-0661 

調布地域健康課 

電話：03-3726-4145 

蒲田地域健康課 

電話：03-5713-1701 

糀谷・羽田地域健康課 

電話：03-3743-4161 

 

母子健康手帳、健診のおしらせ 

4 6か月児健康診査  4か月児健康診査時に受診票を

配布 

都内の契約医療機関 母子健康手帳、健診のおしらせ 

5 9か月児健康診査 4か月児健康診査時に受診票を

配布 

都内の契約医療機関 母子健康手帳、健診のおしらせ 

6 1歳6か月児健康診査・1歳6か月

児歯科健康診査 

事前に個別通知 各地域健康課 母子健康手帳、健診のおしらせ 

7 2歳児・2歳6か月児歯科相談 該当日の3週間前頃までにお手元

に通知 

各地域健康課 母子健康手帳、健診のおしらせ 
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（1歳6か月児歯科健康診査受診

者対象） 

8 3歳児健康診査・3歳児歯科健康

診査 

事前に個別通知 各地域健康課 

9 予防接種 

ジフテリア・百日せき・破傷風の3

種混合（ＤＰＴ) 

4か月児健診のお知らせに同封 生後3か月から 区内予防接種実施医療機関 3週間から8週間の間隔をあけて

初回接種（3回）を行い、初回接種

終了後から6月以上の間隔をおい

て追加接種 

10 予防接種 

ＢＣＧ 

4か月児健診のお知らせに同封 6か月未満 4か月児健診時に各地域健康課

で集団接種 

予診票・母子健康手帳 

11 予防接種 

ポリオ 

4か月児健診のお知らせに同封 生後3か月から18か月（2回うけ

る）  

春と秋に各地域健康課で集団接

種 

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（Ｍ

Ｒ） 

4か月児健診のお知らせに同封 1歳から2歳未満 区内予防接種実施医療機関 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 区立保育園・私立保育園 次の書類（1）から（6）をご持参の

上、各地域庁舎生活福祉課へ来

所のこと。郵送は不可。 

（1）保育所入所、転園申込書  

 二人以上のお子さまを申込む場

合でも一通で可。 

（2）保育ができない状況を証明す

る書類  

 保護者それぞれについて該当

する書類を必ず提出。  

「就労証明書」、「就労状況申告

書」、「就労予定証明書」、「受託

証明書」は保育サービス課所定

の書類。大田区ホームページから

ダウンロード可。  

（3）母子手帳   

（4）お子様の健康状況申告書  

 お子様1名につき一面を使用。 

（5）入園・転園に関する確認票   

（6）税額、収入を証明する書類  

 保護者それぞれについて該当

する書類を必ず提出。以下の書

類のほか、保護者（父、母）の所

得税が0円の世帯は、住民税（非）

課税証明書、固定資産税課税証

明書等の書類を提出。同じ住所

に祖父母がいる世帯は、祖父母

の書類も必要。 

申込み締切日  

2月、3月、4月入所を除き、入園希

望月の前月10日（当日が休みの

ときは、休み明けの日）までにお

申込みください。4月入園について

は別に申込み期間を設け、大田

区報、ポスターでお知らせします。 

保育サービス課  

電話：03-5744-1280 

 

  

保育 必要書類の入手 料金 対象 持ち物・提出物 

1 緊急一時保育 利用方法 

事前に保育サービス課入園事務

係に、電話。利用が内定した方に

は、保育サービス課の窓口にて、

申し込みが必要。保護者と児童は

利用開始日前日までに、利用す

る保育園にて面接。 

受付開始日 

利用日の２週間前から。出産は予

定日の１ヶ月前から。 

利用開始日から翌月の末日まで

の間で、保育を必要とする期間。

出産の場合は４週間（産前１週

間、産後３週間）で保育を必要と

する期間。 

１日1,400円（昼食代含む）。 

保育サービス課  

電話：03-5744-1280 

保護者の死亡、病気、出産等の

理由により、昼間保育する人がい

ないため、緊急に保育が必要なお

子さまを、区立保育園で一時的に

お預かりする制度 1歳（4月1日の

年齢）から小学校就学前 

出産：出産予定のお子様の母子

手帳など 

病気：診断書など。 

その他に、預けたいお子様の母

子手帳など。 

2 病後児保育 利用方法  

利用にあたっては、施設に電話予

約し、かかりつけ医の医師連絡票

（用紙は保育園等）を提出。（医師

連絡票の文書料は自己負担） 

病後児保育室山崎こじか園につ

いては、利用には予め登録が必

要。医師連絡票については、5つ

の指定医療機関のみ発行。山崎

こじか園まで問いあわせ。 

昼食は児童の病状に応じた食事

を持参。   

大田区には5か所の病後児保育

室があります。 

4か所が医療機関併設型施設、1

か所が保育所併設型施設。利用

方法が施設により異なる、直接各

病後児保育室に連絡。       

病後児保育ルーム アリエル（医

療機関併設型）03-3721-7676    

OCFC病児保育室うさぎのママ

（医療機関併設型）03-3758-0066  

キッズ メディカル ステーション

（医療機関併設型）03-3755-8827  

病後児保育室 ライオンのこども

べや（医療機関併設型）03-5747-

0750                  

病後児保育室 山崎こじか園（保

育所併設型）03-3731-5093 

1.生活保護世帯、住民税非課税

世帯 

   無料 

2.所得税非課税世帯 

   1日 1,500円 

3.その他の世帯 

   1日 2,500円 

7日以内、特別な事情があるとき

は延長可。 

病気の回復期にあり、入院治療

の必要はないが、安静を配慮する

必要がある児童 

  

3 休日保育 申込み方法  

  利用日前月の15日から20日

（土日祝日を除く）に園に申込み。

（在園児以外は25日から）空きが

ある場合、希望日の前の週の水

曜日（祝日の場合は前日）の正午

まで先着順。 

保育サービス課  

03-5744-1277 

日額 2,500円 満1歳以上   

4 緊急一時保護（ショートステイサ

ービス）お泊り  

ひまわり苑のみ             

送迎サービス（ひまわり苑と大田

区内の小学校、学童保育室、保

1泊2日で6,800円（以降1日毎

3,400円加算） 

2歳から15歳（中学生）まで 

2/3 ページe-子育て.com ｜ 子育ての地域情報/東京都大田区



育園の間を1回につき有料400円

にて送迎サービス。日曜・祝祭日

は実施なし。）              

ひまわり苑 03-5737-1070 

5 .トワイライトステイ（夜間一時保

育） 

夕方（午後5時から午後10時まで）  

ひまわり苑 

電話：03-5737-1070 

コスモス苑 

電話：03-3751-3378 

1日1,400円 2歳から15歳（中学生）まで 

6 休日デイサービス（休日一時預か

り） 

日曜、祝祭日の日中（午前8時か

ら午後5時までの間）          

ひまわり苑 

電話：03-5737-1070 

コスモス苑 

電話：03-3751-3378 

1日2,000円 2歳から15歳（中学生）まで 

7 家庭福祉員（保育ママ） 保育サービス課にて申し込み。家

庭の状況やお子さんの状態を確

認のため、電話での受付は不可。

紹介は、就労開始日の10日前か

ら。紹介後に保育ママと面接し、

双方合意のもとに保育委託契約

を交わす。 

保育サービス課 ：03-5744-1278 

 

保育料（諸雑費含む） 

月額23,000円 

時間外超過料金 

30分につき250円 

  食事、衣類等 

8 一時預かり保育 「キッズなルーム」子ども家庭支援

センターでの、時間制の乳幼児一

時預かり保育 

ご利用方法  

○仮予約（仮予約後、必ず申込

み。） 

  ⇒利用日の前月の1日から 

     電話：５７５３－０８０５  

FAX：５７５３－０８０６ 

○申込み 

  ⇒利用日の前月の1日から、原

則として利用日の2日前(2日前が

閉館日の場合は、直前の開館日)

までに来所のうえ申込み。      

キッズな大森03-5753-1153。 

  

 

1時間あたり 900円（1時間に満た

ない分は1時間とします）  

生後5ヵ月～就学前年齢 ・利用申請書、連絡票 

・健康保険証（お預けするお子様

と保護者の方両方とも） 

・お子様の乳幼児医療証 

 

必ずお持ちいただくもの  

○お茶または白湯 

○おむつ・着替え（必要量） 

○着替えたものなどを入れるビニ

ール袋（２枚） 

・持ち物（着替えなど）やゴミは、

持ち帰り。 

育児支援 必要書類の入手 料金 提出先 持ち物・提出物 

1 私立幼稚園保護者補助金 申請方法 

・入園後、幼稚園から渡される「大

田区私立幼稚園等園児保護者補

助金申請書」に必要事項を記入

し、幼稚園に提出してください。各

必要資料はダウンロード可。  

大田区立幼児教育センター私学

行政担当  03-5744-1619 

  

入園料補助金 補助金額 

100,000円以内 

・所得の制限はありません。 

・園児お一人につき1回限りの補

助です。保育料補助金家庭により

異なる 

  

2 区立幼稚園 大田区立幼稚園については、平

成21年3月31日をもって全園閉園 

    

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。 

 

(C) e-cosodate.com All Right reserved. 

HOME e-子育て.comについて サイトポリシー 掲載・修正に関して サイトマップ
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