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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
※行政サービス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、必ず各園・各自治体にお確かめください。

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 生まれた日から14日以内（生ま
れた日を含む）

台東区戸籍住民サービス課　
03-5246-1162

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）

台東区役所国民健康保険課　
給付係　 03-5246-1253

出産をした日の翌日から２年間 国民健康保険課 母子健康手帳（医師の証明
書）・保険証・印鑑・本人確認が
できるもの

3 児童手当 (国制度) 台東区役所窓口 第１子・第２子　…　　５，０００円
第３子以降　　……　１０，０００円
※３歳未満（３歳の誕生日の月
まで）は、出生順位に関わら
ず、一律１０，０００円。

台東区役所　子育て支援課 電
話：03-5246-1232

 （１）申請者（保護者）名義の預
金通帳（ゆうちょ銀行を除く）
（２）印鑑（スタンプ印を除く）
（３）「前年度住民税課税証明
書」（児童手当用） （前年１月２
日以降に台東区に転入の方の
み）
（４）健康保険被保険者証（被組
合員証）のコピー

4 乳幼児医療費助成 台東区役所窓口 台東区役所　子育て支援課 電
話：03-5246-1232

子どもの名前の記載がある健
康保険証

5 国民健康保険の届け出 14日以内 台東区役所国民健康保険課資
格係　03-5246-1252

母子健康手帳 父母の国民健
康保険被保険者証（保険証）

6 出生通知票（ハガキ） 『母子保健バッグ』の中 台東保健所保健サービス課母
子保健係 ０３－３８４７－９４４７

健診等 必要書類の入手 期限 提出先・受診先 持ち物・提出物

1 新生児訪問指導 母と子の保健バッグに同封 生後２８日以内 郵送で
台東保健所　保健指導担当　
TEL ３８４７-９４９７ 浅草保健相
談センター　TEL　８３４４-８１７１

2 3・4か月児健康診査 個別通知を郵送 結核予防接
種（BCG）接種

　台東保健所 TEL　
３８４７-９４４７浅草保健相談セ
ンター TEL３８４４-８１７１

母子健康手帳、健診のおしらせ

3 6・9か月児健康診査 ３・４か月児健診時、配布 　都内委託医療機関 母子健康手帳、健診のおしらせ

4 1歳6か月児健康診査・1歳6か
月児歯科健康診査

個別通知を郵送 台東保健所 ３８４７-９４４７ 浅
草保健相談センター
３８４４-８１７１ 内科健診は受診
票で、区内協力医療機関にお
いて実施

母子健康手帳、健診のおしらせ

5 2歳児歯科健康診査 保健所に電話して予約
台東保健所 ３８４７-９４４７ 浅
草保健相談センター
３８４４-８１７１

6 3歳児健康診査 個別通知を郵送 台東保健所 ３８４７-９４４７ 浅
草保健相談センター
３８４４-８１７１

母子健康手帳、健診のおしらせ

7 予防接種 ジフテリア・百日せ
き・破傷風の3種混合（ＤＰＴ)

１期初回　７か月頃　１期追加　
１歳９か月頃

生後3か月以上7歳6か月未満 予診票・母子健康手帳

8 予防接種 ＢＣＧ ３か月頃（３?４か月児健診案内
と同時）

生後6か月未満 予診票・母子健康手帳
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9 予防接種 ポリオ 通 知 時 期 １回目　４か月?９
か月頃 ２回目　１０か月?１歳３
か月頃

生後3か月から1歳6か月（2回
うける）　

指定会場で接種（小学校等） 予診票・母子健康手帳

10 予防接種 麻しん（はしか）・風し
ん混合（ＭＲ）

１１か月頃 生後12か月以上24か月未満 予診票・母子健康手帳

保育園 必要書類の入手 申し込み期限 提出先 持ち物・提出物

1 区立保育園・私立保育園 母子手帳・保護者の保険証(保
護者全員分・コピー可)･印鑑・
必要書類 (保護者全員分)を
持参。子供と一緒に、区役所６
階７番窓口児童保育課で手続
き。

台東区児童保育課保育相談
係　５２４６－１２３４(直通)　

外勤等 居宅外で就労している
場合・就労が内定している場
合・自営業・内職で就労してい
る場合⇒◎勤務(内定)証明
書 　(保育園入園申請用) 　育
児休業明けで職場に復帰する
場合⇒　◎ 勤務(内定)証明書
(保育園入園申請用) ＋ ◎ 産
前・産後休暇 及び育児休業に
関する証明書　 保護者が疾
病・心身障害で保育にあたれな
い場合⇒診断書・身体障害者
手帳や愛の手帳
出産を予定している場合⇒生
まれるお子さんの 母子手帳
保護者が看護・介護を行ってい
るため保育にあたれない場合
⇒診断書・通院や介護 の状況
がわかる資料
大学や職業訓練校へ通学して
いる場合⇒在学証明書・時間
割等

保育 事前登録・申込み 料金 対象 持ち物・提出物

1 一時保育 台東区立坂本保育園
03-3873-4287
台東区立東上野保育園
03-3833-9810
台東区立浅草橋保育園　
03-3866-0321
詳しくは、 児童保育ｻｰﾋﾞｽ課保
育相談係　５２４６－１２３４（直
通）

台東区立坂本保育園　1500円
台東区立東上野保育園1500
円　台東区立浅草橋保育園
1500円

2 病後児保育 実際に利用する前に、区への
事前登録が必要。 「病後児保
育のしおり」についている「登
録申込書」を記入の上、下記の
「しおりの配布場所」で登録 病
後児保育室に電話で仮予約。
かかりつけのお医者さんの診
察を受けて、書類を記入。（文
書料は自己負担） 病後児保育
室に電話で本予約。 当日、所
定の用紙を記入の上、病後児
保育室へご来室

病後児保育の利用に関するこ
と 病後児保育室「マミーズハン
ド三ノ輪」 ＴＥＬ　
０３（５８０８）２０５０ 病後児保育
事業全般に関すること 児童保
育課保育運営係 ＴＥＬ　
０３（５２４６）１２３３

3 休日・年末一時保育 利用の申込み
台東区役所３階の児童保育
サービス課保育相談係で受
付。また、台東区立保育園（東
上野乳児保育園を除く） に入
園している子供は、保育園でも
申込み可。
休日保育を利用される方は、
利用する月の前月１日～２５日
までに申込み。（年末保育は11
月1日～12月14日 までに申
込みのこと）
なお、申込みは利用する月単
位。 　 児童保育サービス課保
育相談係　　電話
０３‐５２４６‐１２３４

利用料
午前の保育　１，０００円
午後の保育　１，０００円
全日の保育　２，０００円 ただ
し、１２月２９日、３０日、３１日の
利用料は次のとおりです。
午前の保育　１，５００円
午後の保育　１，５００円
全日の保育　３，０００円
いずれの場合も減免はありま
せん

1歳から５歳まで （１）　母子健康手帳
（２）　健康診断書（視診･問診）
（３）　健康保険証
（４）　保護者全員が保育できな
いことを証明する書類(就労の
場合は休日勤務証明書など)

育児支援 事前登録・申込み 料金 対象 持ち物・提出物
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1 保育ママ 台東区役所３階の児童保育
サービス課保育運営係の窓口
に、母子手帳 と 印鑑を持参
し、子供と一緒に面接。
児童保育サービス課　保育運
営係 ０３-５２４６-１２３３　（直
通）　

保　育　料　　月額　２０，０００円
雑費　月額　６００円 　※時間外
保育料（１時間あたり月額３００
円

生後６週間から３歳未満 母子手帳 と 印鑑

2 「にぎやか家庭応援プラン」 所定の申請書を「子育て支援
課」に提出。
子育て支援課　子育て支援担
当０３－５２４６－１２３２

★出生祝品チャイルドシート・
ベビーカー・ おむつ交換券・こ
ども商品券・図書カードの中か
ら選ぶ。
★ 小・中学校入学祝品 第３子
以降の児童が小・中学校に入
学する方 図書カード（５０００円
カード×３枚 ３０００円カード
×５枚） 図書カード（５０００円
カード×１枚・３０００円カード
×３枚・２０００円カード×３
枚）＋文具券（５００円券 ×２０
枚） から選ぶ。

平成２１年４月１日以降に第３子
以降の子供が生まれた家庭　
第３子以降の児童が小・中学校
に入学する方

3 台東区準夜間・休日こどもクリ
ニック

永寿総合病院内　
TEL3833-8381
【診 療日・受付時間】・準夜間　
月～土（祝日・年末年始等を除
く） 午後6時45分～午後9時
45分 (※診療は午後7時～午
後10時) ・休日 日曜・祝日・お
盆（8/14から16）年末年始（12
/29から1/3） 午前8時45分～
午後9時45分 (※診療は午前
9時～午後10時）

☆各種健康保険が使えるの
で、保険証等を必ず持参。

急な発病で、治療すれば帰宅
できる病状の15歳以下の子供

健康保険

4 たいとうすくすく手形 ＜申請に必要なもの＞
１．再交付申請書（交付窓口で
記入。下記【再交付申請書ダウ
ンロード】から印刷も可。）
２．申請者の本人確認ができる
もの（運転免許証、パスポート、
健康保険証、子ども医療証等）
子育て支援課
０３－５２４６－１２３７

サービス★ 「たいとうすくすく
手形」と同じ図柄のステッカー
が貼ってある協賛店舗でお買
い物の際に提示すると「子育て
応援サービス」が受けられる。

妊娠している方及び中学３年
生までの子どもがいる世帯

5 区立幼稚園 ・入園申込書（幼稚園に有り）
押印もれ、記入もれのないよう
注意。
 ・世帯全員（続柄の記載があ
るもの）の住民票１通
学務課　学事係
電話　０３（５２４６）１４１１

●費用　入園料（入園すると
き）　１，０００円
保育料（年額）６０，０００円（月
割額５，０００円）
その他、教材費。 ※住民税が
一定額以下の場合、保育料を
減免。

３歳児から５歳児

6 私立幼稚園入園補助金 補助金等の手続きは、いずれ
も各幼稚園を通じて申請書等
を配り、各幼稚園を通じて申
請。
庶務課庶務係
（０３－５２４６－１４０２）

■入園祝金（台東区）30,000
円　入園時に限り支給　保護者
補助金（台東区）月額 7,700
円
■負担軽減補助金（東京都）
月額 (1)2,400円 (2)3,500
円 (3)4,500円 (4)6,200円
●(1)～(4)の金額は、特別区
民税額に応じて決定
■就園奨励費補助金（国）年額
(1)59,200円 (2)84,200円
(3)110,800円 (4)146,200
円
●(1)～(4)の金額は、特別区
民税額に応じて決定。

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。

HOME  e-子育て.comについて  ホームページの無料診断について  サイトポリシー  掲載・修正に関して  サイトマップ

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

e-子育て.com ｜ 子育ての地域情報/東京都台東区 http://www.e-cosodate.com/area/tokyo/taito.html

3 / 3 2009/10/19 9:46


