
東海村



も く じ

● これからお子様が産まれる方へのお願い ●
この「とうかい子育て総合ガイドブック」は，赤ちゃん全戸訪問（Ｐ.10参照）の際に，

村のサービスなどの説明で使用いたしますので，紛失されないようお願いいたします。

　妊娠   1
妊娠届 妊婦・産婦健康診査 

ハローベビースクール（両親学級） 産前・産後ヘルプサポート（ホームヘルプ）

産後ママあんしんケア事業（産後ケア） 妊産婦の医療福祉費支給制度

いばらき身障者等用駐車場利用証制度 いばらきKids Clubカード

　出産   7
出生届

新生児聴覚検査費用助成 子育てママ応援（子育て支援グッズの贈呈）

出産育児一時金  

養育医療給付制度 赤ちゃん全戸訪問

出生時の健康保険への加入手続き

 

母子健康相談 児童手当 

乳幼児健康診査 赤ちゃん教室

歯ッピー離乳食教室 予防接種

　医療   15
休日診療

小児の医療福祉費支給制度

不妊治療・不育症治療費助成

　預ける   17
認可保育所・認可小規模保育事業所・認定こども園（保育認定）の入所申し込み

村立幼稚園・認定こども園（教育認定）の入園申し込み

ファミリー・サポート・センター「すくすく」

………………………………………… 18

…………………………………………………… 18

村立幼稚園・認定こども園（教育認定）預かり保育

認可外保育施設保育料補助事業

……………………………………………… 19

一時預かり事業

病児保育事業

子育てのための施設等利用給付（幼児教育・保育の無償化）

保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設一覧

…………………………………………………………………………………………… 21

…………………………………… 22

多生児等育児支援事業 学童クラブ（放課後児童クラブ） ……… 23

…………………………………………… 24

………………………… 20

………… 7

…………… 17

… 8

…… 9

……………………… 10

………………………………… 11

…………………………… 12

………………………………… 13

………… 15…………………………………… 15

……………… 16

……………………… 12

…………………………… 12

……………………………… 10

………………………… 9

…………………………… 9

………………… 8

……………………………………… 7

……………………………………… 1

…… 2

… 3

… 5

…………………… 1

… 3

………… 4

…………… 6

………… 19

…………………… 23

46

とうかい子育て総合ガイドブック

東海村子育て支援ポータルサイト「のびのび子育て帳」
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 産後 
2週間前後

出 産 

産後 1か月 

1～2か月 

2～3か月 

5か月 

6～7か月 

1歳 

2歳
 

3歳 

3か月頃

9か月頃

産婦健康診査（1 回目） 

新生児聴覚検査（費用助成あり） 

産後ママあんしんケア 

※お子様の 1か月健康診査は有料 

※ブックスタート （絵本のプレゼント）

 
産婦健康診査（2 回目）  

予防接種予診票・ 

乳児一般健康診査受診票が自宅に届く 

乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪問） 

母子健康相談 

妊産婦さんの相談や，生後 1 か月～
就学前のお子さんの身体測定・育児
相談を毎月1回実施しています。 

赤ちゃん教室 【   年   月対象】 

乳児一般健康診査（第１回） 

乳児健康診査 【    年    月対象】 

乳児一般健康診査（第2回）

歯ッピー離乳食教室

 

１歳 6 か月児健康診査 

2 歳半歯科検診  

3 歳児健康診査 

すくすくランド ひよこ相談 

 

妊娠中のサービス 

・妊婦健康診査 14 回   ・産前・産後ヘルプサポート  

・ハローベビースクール  ・妊娠後期（妊娠 8 か月頃）電話連絡 【    年    月頃】 

・母子健康手帳の交付 

・妊婦・産婦健康診査受診票の交付 

・医療福祉制度の手引き（役場１階住民課）  

妊娠届出 

（総合福祉センター「絆」内 保健センター） 

・出生の届出（役場１階住民課）

・出生連絡票（はがき）の投函

　※低体重児出生届出（該当者のみ）を含む

・医療福祉費制度の手続き（役場１階住民課）

・児童手当の手続き（役場４階子育て支援課）

4 か月未満のお子さんがいる家庭に，
助産師が訪問し，体重測定や育児
相談を行います。（無料）

個別に発達相談を
実施しています。

2歳児を対象に発達相談を
実施しています。

妊娠から出産後の子育てスケジュール妊娠から出産後の子育てスケジュール
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アプリならではの機能は…

① イベント等を一斉案内するプッシュ機能
・子育てに関するイベントや予防接種・健康診断等について，アプリで一斉
案内するプッシュ機能を付加。
② 日々の育児記録ができる成長記録簿
・ メモの登録機能により，育児日記や成長記録，健康診断の実施結果を記録。

★お子さんの登録
名前（ニックネーム）・
生年月日・性別・写真
を入力

★成長記録簿
育児日記・成長記録・
健康診断の実施結果等
を記録

★子育て支援関連情報
キーワードから調べた
い情報を検索

★カレンダー情報
日にちごとに，開催す
るイベント等を検索

「Google Play」「App Store」

から「のびのび子育て」で検索

してダウンロード

アプリケーション

ポータルサイト

トップページ

サブページ

▼

URL…http://www.
tokai-kosodate.jp

子育て応援ポータルサイト・アプリ 「のびのび子育て帳」公開！

「のびのび子育て帳」とは…

東海村の公式ウェブサイトとアプリです。新しい子育て支援ツールとして，妊娠から出産，子育て
期にわたる切れ目のない情報を集約・提供することにより，パソコンやスマホを使っての情報検索・
閲覧がスムーズに行えるようになりました。子どもが伸び伸びと成長する子育てを応援する手帳風の
サイト構成となっていますので，ぜひご覧ください !!

新着情報
を満載！

子どもの年齢
検索！

カレンダー
検索！

キーワード
検索！



受付日時 持ち物

場所

マタニティマーク

妊娠

妊娠届  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

妊婦・産婦健康診査  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

1

　産婦人科医から妊娠の確定診断を受けたら，保健センターに妊娠の届出をしてください。

　母子健康手帳と一緒に，妊産婦健康診査受診票，はぐ♥くみ子育てサポートブック，副読

本，マタニティキーホルダー等をお渡しします。

母子健康手帳交付時に，妊婦・産婦健康診査受診票を交付します。



 

●

●

●

●

●

●

●

ハローベビースクール（両親学級）  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

内容

対象者

申し込み

開催日程

持ち物

場所

2

●妊娠●

母子健康手帳

副読本（母子健康手帳交付時に配付）

　奇数月に実施しています。

　詳細については，広報とうかい，のびのび子育て帳をご覧ください。

※内容は変更の可能性があります。広報等ご確認ください。



 

対象者

対象者

サービス内容

サービス内容

利用時間・料金

利用時間・料金

産前・産後ヘルプサポート（ホームヘルプ）  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797お問い合わせ

産後ママあんしんケア（産後ケア）  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797お問い合わせ

3

　料金は，１時間当たり1,240円〜1,500円

で利用できます。

●宿泊型：午前9時〜翌日の午後5時

　基本額36,000円〜（1泊2日の場合）

●通所型：午前9時〜午後5時

　基本額18,000円〜（1日の場合）

●宿泊型：午前10時〜翌日の午後4時

　基本額70,000円（1泊2日の場合）

●通所型：午前10時〜午後4時

　基本額30,000円（1日の場合）

※上記の金額は，金額自己負担の場合の料金です。

●出産後３か月未満の方とその子

　妊娠の届出のあった月の初日から出産（流

産・死産含む）のあった月の翌月末日まで

 

対象者 マル福・マル特の自己負担金について

自己負担金等の支給申請について

助成対象期間

申請方法

妊産婦の医療福祉費支給制度  
住民課　☎ 029-282-1711（内線　1135） お問い合わせ

4

　健康保険（医療保険）で産婦人科にかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度

で，通称「マル福」と呼ばれるものです。茨城県の設定する所得制限額を超えた場合には，東

海村独自の医療福祉費支給制度で，通称「マル特」が適用されます。

　妊産婦マル福の受給者証は原則，産婦人科

のみでお使いいただくものです。ただし，産

婦人科医が妊娠の継続又は安全な出産のため

に治療が必要と認めたとき（産婦人科医の紹

介状が必要）には受給者証を使って，産婦人

科以外の医療機関を受診できます。マル特該

当の方は，受給者証はありません。一旦健康

保険証の自己負担割合でお支払いいただき払

い戻しの申請をしてください。

●マル福該当の方の外来自己負担金のうち１

回の受診で600円未満の場合または２回

の受診で600円未満が２回の場合（月ご

と，医療機関ごと）

●入院自己負担金および食事療養標準負担額

●マル特の方の一部負担金

●産婦人科以外の医療費

●県外で受診した医療費
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【お問い合わせ先】H30.4.1
○利用証の交付（窓口）について
　各市町村障害福祉・社会福祉担当課

○制度について
　茨城県保健福祉部健康長寿福祉課
電話　０２９－３０１－３３２６（直通）

東海村　健康増進課医
０２９－２８２－２７９７

いばらき身障者等用駐車場利用証制度  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

申請・交付・返却

その他

●

●

5

●妊娠●

　ショッピングセンターや公共施設等にある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利

用しやすい環境を整備するため，障がい者，高齢者，難病患者および妊産婦の方などの申し出

により，利用証を発行する制度です。

　妊産婦さんの場合，母子健康手帳を交付された方で，妊娠24週（7か月）〜産後6か月の方

が対象です。



【お問い合わせ先】H30.4.1
○利用証の交付（窓口）について
　各市町村障害福祉・社会福祉担当課

○制度について
　茨城県保健福祉部健康長寿福祉課
電話　０２９－３０１－３３２６（直通）

東海村　健康増進課医
０２９－２８２－２７９７

いばらき身障者等用駐車場利用証制度  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

申請・交付・返却

その他

●

●

5
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用しやすい環境を整備するため，障がい者，高齢者，難病患者および妊産婦の方などの申し出

により，利用証を発行する制度です。

　妊産婦さんの場合，母子健康手帳を交付された方で，妊娠24週（7か月）〜産後6か月の方

が対象です。

（いばらきkids club HP）

いばらきKids  Clubカード  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

対象者 申請方法

6

●妊娠●

　東海村内に居住する妊娠中の方および18

歳以下の児童がいる家庭で，児童の母・父・

養親・里親・児童福祉施設長。

　母子健康手帳，健康保険証等，お子さんの

年齢が確認できる書類をご持参ください。



※父または母が届出をすること

ができない場合は，同居者，

出産に立ち会った医師または

助産師，その者以外の法定代

理人の順で届出が可能です。

届出期間

届出義務者・資格者

届出地

☑

出産

出生届  
住民課　☎ 029-282-1711（内線　1121，1122） お問い合わせ

出生連絡票と低体重児の届出  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797お問い合わせ

✓

7

医療福祉費（P16）や児童手当（P11）

等の手続きがあります。

　赤ちゃんが生まれたら，母子健康手帳交付時に交付した

「妊婦・産婦健康診査票つづり」内の「出生連絡票」のは

がきにご記入の上，投函してください。



※父または母が届出をすること

ができない場合は，同居者，

出産に立ち会った医師または

助産師，その者以外の法定代

理人の順で届出が可能です。

届出期間

届出義務者・資格者

届出地

☑

出産

出生届  
住民課　☎ 029-282-1711（内線　1121，1122） お問い合わせ

出生連絡票と低体重児の届出  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797お問い合わせ

✓

7

医療福祉費（P16）や児童手当（P11）

等の手続きがあります。

　赤ちゃんが生まれたら，母子健康手帳交付時に交付した

「妊婦・産婦健康診査票つづり」内の「出生連絡票」のは

がきにご記入の上，投函してください。

●申請書を提出すると，カタログを配付また

は郵送いたします。添付のはがきで商品

を申し込みます。

●申し込みをした子育て支援グッズがご自宅

に届きます。

新生児聴覚検査費用助成  

子育てママ応援（子育て支援グッズの贈呈）  

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

対象者

申請方法

検査内容

対象者

受診方法助成内容

8

●出産●

※平日の窓口時間：8時30分から17時15分まで

　母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦・

産婦健康診査受診票つづり」にある「新生児

聴覚検査受診票」を出産した医療機関等に提

出してください。

　子育て中のママが外出しやすい環境づくりのため，子育て支援グッズ（授乳服，下着など）

を贈呈しています。

　「妊婦・産婦健康診査受診票つづり」にあ

る「東海村子育て支援用品給付申請書」にご

記入の上，以下の方法で申請してください。

出生届の際に提出する（住民課に平日に

出生届をされる場合のみ）。



●

●

●

● ●

●

●

●

●

出生時の健康保険への加入手続き  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1131～1133） 

養育医療給付制度  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1135） 

対象者 期間

出産育児一時金  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1131～1133） 

申請が必要な場合 申請方法

9

●出産●

　身体の発育が未熟なまま生まれ，指定養育医療機関に入院した乳児に対して，諸機能を得る

までに必要な入院医療にかかる費用を公費負担する制度です。乳児が入院中に申請して下さ

い。



●

●

●

● ●

●

●

●

●

出生時の健康保険への加入手続き  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1131～1133） 

養育医療給付制度  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1135） 

対象者 期間

出産育児一時金  
住民課　☎ 029-282-2711（内線　1131～1133） 

申請が必要な場合 申請方法

9

●出産●

　身体の発育が未熟なまま生まれ，指定養育医療機関に入院した乳児に対して，諸機能を得る

までに必要な入院医療にかかる費用を公費負担する制度です。乳児が入院中に申請して下さ

い。

☎029−283−1754

☎029−229−3541

☎029−282−1050

赤ちゃん全戸訪問  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

母子健康相談  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

無料の訪問内容

対象者

助産師　連絡先

実施時期

有料の訪問内容

実施場所

受付時間

　妊産婦および生後１か月から就学前の乳幼

児

内　容

10

●出産●

　赤ちゃんがすこやかに成長し，安心して子育てを行えるよう，お子さんがお生まれになった

方全員のご自宅に助産師や保健師が訪問し，身長・体重測定や育児相談を行います。

　１か月程度を目安に助産師から連絡がありますが，早めの訪問を希望される方は，助産師へ

直接連絡してください。生後４か月未満のお子さんが対象です。

　完全予約制

　午前の部　  9：00〜12：00

　午後の部　13：00〜16：00



 

●

●

●

●

●

●

●

児童手当  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

対象者

支給額

支給日

申請方法

11

●出産●

令和４年10月支給分からの児童手当について

　令和３年４月現在，児童手当は全世帯に支給されていますが，法改正に伴い，令和４年10月

支給分から，高所得者については対象外となります。詳細が決まり次第，村ポータルサイト

「のびのび子育て帳」に掲載します。

※認定請求をした日の翌月分から支給されま

す。ただし，出生日・転入日の翌日から15

日以内に認定請求すると，出生月等の翌月

分から支給されます。



 

●

●

●

●

●

●

●

児童手当  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

対象者

支給額

支給日

申請方法

11

●出産●

令和４年10月支給分からの児童手当について

　令和３年４月現在，児童手当は全世帯に支給されていますが，法改正に伴い，令和４年10月

支給分から，高所得者については対象外となります。詳細が決まり次第，村ポータルサイト

「のびのび子育て帳」に掲載します。

※認定請求をした日の翌月分から支給されま

す。ただし，出生日・転入日の翌日から15

日以内に認定請求すると，出生月等の翌月

分から支給されます。

乳幼児健康診査  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

赤ちゃん教室  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

対象者 実施時期

歯ッピー離乳食教室  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

対象者 実施時期

12

●出産●

１か月健康診査

乳児健康診査①

乳児健康診査※

乳児健康診査②

１歳６か月児健康診査※

２歳６か月児歯科検診※

３歳児健康診査

生後１か月児 出産した病院など

県内の医療機関

県内の医療機関

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

生後３〜６か月児

生後５か月児

生後９〜11か月児

１歳７か月児

２歳７か月児

３歳６か月児

有料ですが，ぜひ受診しましょう。１か
月健診以降はおでかけができるようにな
ります。

県内の医療機関で無料で受診できます。
無料券は生後１か月半頃にご自宅に郵送
します。

県内の医療機関で無料で受診できます。
無料券は生後１か月半頃にご自宅に郵送
します。

身体測定，内科健診，離乳食の話，育児
相談，ブックスタート（絵本のプレゼント）

身体測定，内科健診，歯科検診，歯みが
き指導，育児相談

歯科検診，歯みがき指導，フッ素塗布，
育児相談

身体測定，内科健診，歯科検診，尿検査，
視力・聴力検査，歯みがき指導，育児相談

※１か月前に，個別に通知します。

生後２〜３か月の乳児

※対象者には，１か月前に，個別に通知します。

６〜７か月児

　助産師によるベビーマッサージや相談，予防接種等についてのお話が聞けます。また，お友

達作りの場を提供します。

　離乳食後の話や歯科の話など，子育てに役立つ情報をお伝えします。お子さんは無料で託児

をしますので，お母さんやお父さんはゆっくり話を聞いて学ぶことができます。



子どもがかかりやすい感染症

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●定期予防接種

　Ｂ型肝炎ワクチン

　ヒブワクチン

　小児用肺炎球菌ワクチン

　ロタワクチン

●法定外予防接種※

　（全額自己負担）

※予防接種には定められていないワクチンで，接種を希望する方のみ接種

する予防接種です。ご希望の方は，ワクチンを取り扱っているかどう

か医療機関へお問い合わせください。村では，おたふくかぜワクチ

ン，インフルエンザワクチンの接種費用を助成しています。

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

予防接種  

予防接種はいつ頃から始めればいいの？

最初に始まるワクチンってなに？？

定期予防接種は生後２か月からスタートします！

予防接種のスケジュール等， ご不明な点は

主治医または保健センターにお気軽にご相談ください。

13

●出産●

　予防接種予診票（受診券）は，生後１か月半頃に，乳児一般健康診査票（医療機関で使用）

と一緒に個別に送付します。村の予防接種予診票（受診券）は，村が指定する協力医療機関等

で使用できます。転入等で予診票をお持ちでない方は，母子健康手帳を持参し，保健センター

窓口までお越しください。

＜生後２ヶ月からスタートするワクチン＞



子どもがかかりやすい感染症

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●定期予防接種

　Ｂ型肝炎ワクチン

　ヒブワクチン

　小児用肺炎球菌ワクチン

　ロタワクチン

●法定外予防接種※

　（全額自己負担）

※予防接種には定められていないワクチンで，接種を希望する方のみ接種

する予防接種です。ご希望の方は，ワクチンを取り扱っているかどう

か医療機関へお問い合わせください。村では，おたふくかぜワクチ

ン，インフルエンザワクチンの接種費用を助成しています。

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

予防接種  

予防接種はいつ頃から始めればいいの？

最初に始まるワクチンってなに？？

定期予防接種は生後２か月からスタートします！

予防接種のスケジュール等， ご不明な点は

主治医または保健センターにお気軽にご相談ください。

13

●出産●

　予防接種予診票（受診券）は，生後１か月半頃に，乳児一般健康診査票（医療機関で使用）

と一緒に個別に送付します。村の予防接種予診票（受診券）は，村が指定する協力医療機関等

で使用できます。転入等で予診票をお持ちでない方は，母子健康手帳を持参し，保健センター

窓口までお越しください。

＜生後２ヶ月からスタートするワクチン＞

●

●

電話受付時間および接種実施時間の詳細につきましては，予防接種予診票（受診券）に同封

した「予防接種のお知らせ」をご覧ください。

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

接種間隔・スケジュール

予防接種実施医療機関一覧（参考）

14

●出産●

　生後１か月半頃に，乳児一般健康診査票（医療機関で使用）と一緒に個別通知資料をご参照

ください。



不妊治療・不育症治療費助成  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

休日夜間診療等のご相談

東海村健康相談24時

☎ 

茨城子ども救急電話相談※１

茨城おとな救急電話相談※２

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

医療

休日診療  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

15



不妊治療・不育症治療費助成  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

休日夜間診療等のご相談

東海村健康相談24時

☎ 

茨城子ども救急電話相談※１

茨城おとな救急電話相談※２

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

医療

休日診療  
保健センター（健康増進課）☎ 029-282-2797お問い合わせ

15

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

住民課　☎ 029-282-1711（内線　1135） 

対象者

更新について

申請方法 自己負担金等の支給申請について

マル福・マル特の自己負担金について

小児の医療福祉費支給制度  

16

●医療●

　0歳から18歳に達する日以降の3月31日

までの小児

　健康保険（医療保険）で病院等にかかった自己負担分の費用の一部を公費（東海村，茨城

県）で助成する制度で，通称「マル福」と呼ばれるものです。茨城県の設定する所得制限額を

超えた場合には，東海村独自の医療福祉費支給制度で，通称「マル特」が適用されます。

●入院自己負担金および食事療養標準負担額

●補装具等を作ったときの自己負担金（申請

の際には，健康保険証の発行元から支給

された金額が確認できる書類が必要で

す）

●県外で受診した医療費



預ける

対象

受付

提出書類

認可保育所・認可小規模保育事業所・認定こども園（保育認定）の入所申し込み
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185） お問い合わせ

17

　東海村内の認可保育所と認定こども園の利用申し込みを受け付けます。

　東海村にお住まいの方で，保護者が次のいずれかの事由があり，子どもを保育できない場合

に限ります。

が月64時間以上その介護・看護にあたっている。

児童虐待・DVのおそれがある。8．児童虐待・DV

　申込書は入所希望月の前月15日までに子育て支援課へ提出してください。15日が休日の場

合は，前開庁日になります。申請方法など詳細は「保育所・認定こども園（保育認定）利用の

しおり」をご覧ください。利用のしおりは子育て支援課窓口で配布しているほか，村ポータル

サイト「のびのび子育て帳」でダウンロードできます。

●その他家庭の状況により必要な書類

　（利用のしおりをご確認ください）

保育が必要な理由を証明できる書類

保育所入所に関する同意書及び確認票

9．その他



預ける

対象

受付

提出書類

認可保育所・認可小規模保育事業所・認定こども園（保育認定）の入所申し込み
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185） お問い合わせ

17

　東海村内の認可保育所と認定こども園の利用申し込みを受け付けます。

　東海村にお住まいの方で，保護者が次のいずれかの事由があり，子どもを保育できない場合

に限ります。

が月64時間以上その介護・看護にあたっている。

児童虐待・DVのおそれがある。8．児童虐待・DV

　申込書は入所希望月の前月15日までに子育て支援課へ提出してください。15日が休日の場

合は，前開庁日になります。申請方法など詳細は「保育所・認定こども園（保育認定）利用の

しおり」をご覧ください。利用のしおりは子育て支援課窓口で配布しているほか，村ポータル

サイト「のびのび子育て帳」でダウンロードできます。

●その他家庭の状況により必要な書類

　（利用のしおりをご確認ください）

保育が必要な理由を証明できる書類

保育所入所に関する同意書及び確認票

9．その他

ファミリー・サポート・センター「すくすく」  
ファミリー・サポート・センターすくすく　☎ 029-283-4538

入園手続

保育料

村立幼稚園・認定こども園（教育認定）の入園申し込み  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185） 
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●預ける●

　東海村在住の３，４，５歳児を対象に，遊びや人との関わりを通して「生きる力」の基礎を

育む幼児期の教育を推進します。

保育内容 保育時間

●基本的な生活習慣の定着

●多様な動きが経験できる運動遊び

●集団保育を活かした社会性や豊かな感性の

育成

●地域や小学校，保育所との交流活動

●幼小連携による円滑な小学校教育への接続

●集団生活の面白さを味わえる活動

年齢 ３歳児 ４・５歳児

４〜５月の連休

までは11：30

に降園。

入園式の属する

週の金曜日まで

は11：30に降

園。

※認定こども園の午前保育は，３歳児のみ入園式の

属する週の金曜日まで実施します。

※石神幼稚園の３〜５歳児のみ入園式の翌日から通

常保育となり，保育時間は9：00〜14：30とな

ります。

　令和元年10月から開始された「幼児教育，保育の無償化」に伴い保育料は無償となりまし

た。ただし，これまで保育料に含まれていた給食費については，引き続き保護者負担となりま

す。詳細は村ポータルサイト「のびのび子育て帳」でご確認ください。

生後３か月児（首がすわってから）〜小学６年生

ファミリー・サポート・センター（社会福祉協議会内）

（時間外は応相談）

　検診や病院・買い物・行事の参加・リフレッシュなど，子育て中の保護者が抱える不安や負

担の軽減・地域社会への参画推進を目的に，保育サポート講習会の修了者や保育士の資格を持

つ方がサポーターとして保護者のお手伝いをします。

　お住まいの小学校区内の幼稚園等にお申し込みください。新年度の入園については，10月頃

（予定）に各幼稚園等で入園願の配布・申込み受付を行います。

※石神幼稚園，とうかい村松宿こども園では，小学校区以外の申込を受け付けます。

※村では村立幼稚園の再編を進めています。詳細は，村ポータルサイト「のびのび子育て帳」

またはホームページをご確認ください。

幼稚園 9：00〜14：30
こども園 9：00〜13：00

午前保育

保育時間 9：00〜14：30

 



●

●

●

●

●

村立幼稚園・認定こども園（教育認定）預かり保育  

認可外保育施設保育料補助事業  

各村立幼稚園・認定こども園　☎ 24Ｐ参照

子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185）
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●預ける●

受付期間

申請先

補助額

対象者 県に届出をしている認可外保育施設に月単位の契約で入所している０歳から２歳児の

お子さんの保護者で，月64時間以上の就労や疾病等の理由で家庭保育ができない方。

※認可保育所よりも高い料金を支払っている場合のみ。

※幼児教育・保育の無償化（P22）の対象児童はこの補助金の対象外です。

幼稚園：500円（日額）

認定こども園：2時間以上700円（日額），2時間未満350円（日額）

※生活保護世帯は無償，市町村民税非課税世帯は半額となります。

※保育の必要性があると認定された場合は，利用料が一部無償となります。詳細

はP22をご覧ください。

※認定こども園は，通常保育期間・長期休業日とも18：30まで

※石神幼稚園及び須和間幼稚園は，就労の場合のみ通常保育期間

は教育時間終了後から18：00まで，長期休暇日は8：30〜

18：00まで（試行的実施）



●

●

一時預かり事業  
各保育所・認定こども園　☎ 24Ｐ参照
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●預ける●

●認可外保育施設でも一時（託児）保育を実施しています。保育料や受入れについては直接施設

にお問い合わせください。認可外保育施設は以下のとおりです。

7：30
　　〜18：00

7：30
　　〜18：30

8：00
　　〜17：00

7：30
　　〜18：00

8：00
　　〜18：00

8：00
　　〜18：00

8：30
　　〜17：00

8：30
　　〜17：30

特定非営利活動法人キララ
子育て支援センター
キララ東海ナーサリー

029-212-6571

・時間預かりの場
合400円/30分

・入所児童が定員
に達していない
場合のみ受け入
れ

１歳〜 3,200 4,700 -



病児保育事業  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1183）

●

●

●

●

●

●

●

 

病児・病後児対応型

病後児対応型

体調不良児対応型

【東海村病児・病後児保育施設「るぴなす」の概要】

●

●

●

●

●

●

21

●預ける●

　病児・病後児保育とは，児童が病気または病気回復期のため集団保育や家庭での保育が困難

な期間，専用施設において当該児童を預かる事業です。以下の施設において実施しています。

次のいずれも満たす方おおむね生後６か月から小学校６年生である。

村内に住所を有する，または保護者の勤務地が村内である。

※利用料金は無料です。利用申込については通所中の施設に御確認ください。


