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子育てカレンダー

妊　娠　　　出　産　　　２カ月　　　４カ月　　　６カ月　　　１　歳

　妊娠が
わかったら

手続き・届出

赤ちゃんが
生まれたら

予防　    定期
接種

訪問・教室・
産後のケア

障害のある
お子さん

ひとり親家庭
のお子さん

任意

手続き・届出

おでかけ
  あそび
つながり

子どもを預けたいとき

幼稚園・保育園
小学校・中学校

相談・訪問
   支援制度

０・・・１・・・２・・・３・・・４・・・５・・・６・・・10・・・1 歳・・・・・・

０・・・１・・・２・・・３・・・４・・・５・・・６・・・10・・・1 歳・・・・・・

乳幼児健診

●Hib ワクチン P.8 　　　　　　　①　　   ②　　   ③　　　　　　　　　　　　　　　   ④
●小児用肺炎球菌 P.8 　　　　　    ①　　   ②　　   ③　　　　　　　　　　　　　    ④
●B 型肝炎 P.8 　　　　　　    　　①　　   ②　　   　　　　　　　　③　
●四種混合 P.8 　　　　　　　　　　　　  ①　　   ②　　   　　　  ③　　　　　　　　   ④
●BCG P.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　①　
●麻しん・風しん（MR）P.8  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ①　
●水痘 P.8       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　①　
●日本脳炎 P.8  
●二種混合 P.8  
●ロタウイルス P.8
●インフルエンザ P.9
●おたふくかぜ

●1 か月児健診 P.7 　　 ●4 か月児健診 P.7　    ●10 か月児健診 P.7
●新生児聴覚検査

●出生届、健康保険への加入、出産育児一時金、福祉医療費助成、児童手当 P.3
●赤ちゃん訪問 P.5
　　　　　　　 ●母子保健推進員 P.5
●産後ケア（おっぱいケア）P.5　　  　　　　　●ブックスタート P.6
　　●産婦健診　　　　●離乳食教室前期 P.9　　  ●離乳食教室後期 P.9

●母子健康手帳・妊婦健康診査 P.1、三重おもいやり駐車場利用証制度 P.2
　　●マタニティ教室前期・後期 P.2
　　●妊婦歯科健診 P.1

●保育園 P.19　●保育料第 2 子
●病児保育 P.19

1 価（2 回）または 5 価（3 回） 【R２年 10 月以降定期接種

《おたふくかぜ》
《インフルエン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●子育て支援センター P.11
　　　　　　　　　　　　●東員子育て支援ネット（子育て応援ルーム、子育て
●読み聞かせ会 P.12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●一時保育 P.17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●とういんファミリー・サポート
●ショートステイ（短期入所生活援助事業）P.18

●身近な相談の場 P.23　●子育て、生活全般に関する相談・制度 P.24
　　　　　　　  ●育児相談、妊娠や出産に関する相談 P.5
●東員町不妊治療費助成 P.2
　　　　　　　  ●子育て相談（子育て支援センター）P.11、12
●養育支援訪問 P.6
　　　　　　　  ●福祉医療費助成（子ども医療費）P.4　●児童手当 P.4

●特別児童扶養手当 P.27　●障害児福祉手当 P.27　●自立支援医療（育成医療）
●補装具費の支給 P.28　●日常生活用具の給付 P.28　●移動支援、日中一時支援
●障がいに関する相談窓口（障害者総合相談支援センターそういん）他 P.28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●保育料の減免 P.28

●児童扶養手当 P.25　●一人親家庭等医療費助成 P.25
●ひとり親家庭等日常生活支援事業 P.25
●母子父子寡婦福祉資金の貸付、生活の相談 P.26　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●保育料の減免 P.25



1 歳 6カ月　　2　歳　　　3　歳　　　4・5歳　　　6　歳　　　12　歳　　15　歳

手続き・届出

訪問・教室

おでかけ
  あそび
つながり

子どもを預
けたいとき

幼稚園・保育園
小学校・中学校

相談・訪問
   支援制度

乳幼児健診

Hib ワクチン
小児用肺炎球菌
B 型肝炎
四種混合　
BCG 
麻しん・風しん（MR）
水痘
日本脳炎
二種混合
ロタウイルス
インフルエンザ
おたふくかぜ

●学童保育所 P.18

●発達支援室（発達相談・言語相談・療育教室）P.26

1.5 歳・・・・・2 歳・・・・・・3 歳・3.5 歳・・4 歳・・5 歳・・6 歳・・9 歳・・12 歳・・・・・・15 歳・17 歳・

●1 歳 6 か月児健診 P.7  　　　　　　    ●3 歳 6 か月児健診 P.8
●歯科健診・フッ素塗布 P.9

    ②
     ①　　   ②　　    ③　　　　　　　　　　　  ④

    ②

※未就園児　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ●東員町スポーツ少年団 P.14
支援ほっと）P.12　　※未就園児 　　　　　　　　　　　　　　 ●こどもカレッジ P.13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●親と子の料理教室 P.13
　　　　　　　　　　　　　　  ●とういんフレンドリークラブ P.14
　　　　　　　　　　　　　　  ●食農講座・農作業体験 P.13
　　　　　　　　　　　　　　  ★東員町おでかけ＆施設 MAP  P.15

半額、第 3 子無料 P.19　●3 ～ 5 歳児保育料減免 P.19　　　　　 ●小学校 P.21　●中学校 P.21

●幼稚園 P.19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●保育料無料 P.19

●教育相談 P.26　SC 相談 P.22

●就学援助 P.22　　　　　　      ●町奨学金 P.22
　　　　　　　　　　　　　　　　　18 歳未満

P.28　●自立支援医療（精神通院医療）P.27　●福祉医療費助成（障がい者医療）P.28

1.5 歳・・・・・2 歳・・・・・・3 歳・3.5 歳・・4 歳・・5 歳・・6 歳・・9 歳・・12 歳・・・・・・15 歳・17 歳・

●身体障害者手帳 P.27　●精神障害者保健福祉手帳 P.27　●療育手帳 P.27

　　　　　　　　　　　　　　  ●児童発達支援 P.28　　　　　   ●放課後等デイサービス P.28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 歳未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 歳未満

定
　
期

任
意

予
防
接
種

手続き・届出

お
子
さ
ん

障
害
の
あ
る

の
お
子
さ
ん

ひ
と
り
親
家
庭

センター P.17

…生後 1 歳以上、1 回接種
ザ》…生後 1 歳以上、12 歳以下は 2 回・13 歳以上は 1 ～ 2 回接種

①

※①～④は接種回数

P.27

化予定】



　妊娠期は身体や気持ちが大きく変化します。心配なことは、

家族や友人、医師のほか、役場の保健師や助産師、地域の先輩

ママにも相談してみましょう。周りの人に助けてもらいながら、

上手に乗り越えていきましょう。

少しでも楽しくマタニティライフを送れるといいですね！

１章　妊娠がわかったら

「母子健康手帳アプリ」

ご活用ください！

　妊娠・出産・育児に関する記録や情報収集、
町からのお知らせも受け取ることができる
スマートフォン、パソコン向けのサービスを導入しました。
従来の母子健康手帳と併せて、ぜひご活用ください。

　妊娠・出産の経過やお子さんの成長と健康の記録になるものです。
交付の際に、妊婦一般健康診査受診票（14回分）、乳児一般健康
診査受診票が添付されている「母子保健のしおり」と「母子健康
助成事業のご案内」もお渡ししています。

　妊娠中はホルモン分泌の変化により、むし歯や歯周病にかかりやすくなります。
歯周病は低体重児出産や早産の原因となることがあり、むし歯には赤ちゃんへのむし
歯菌の感染の心配があります。
　町が委託する医療機関で、妊娠中に1回無料で受信できますので、妊婦さんと赤ちゃ
んの歯の健康を守るため、安定期に入ったら、ぜひ歯科健康診査を受けましょう。
　詳しくは、「母子保健助成事業のご案内」をご覧ください。

交付に必要なもの
妊娠届出書（病院で交付されます）
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
本人であることが確認できる書類（運転免許証など）

母子健康手帳

妊婦歯科健康診査
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教室の内容

マタニティ教室

東員町不妊治療費助成

・時　　間…10:00 ～ 12:00（受付 9:50 ～）
・場　　所…保健福祉センター 1 階
・持  ち  物 …母子健康手帳・筆記用具
　※動きやすい服装でお越しください。

妊娠 16 週から妊娠 27 週前後の妊婦 
妊娠 28 週から妊娠 35 週前後の妊婦と
そのパートナー・家族 

妊娠中の生活についての話・
妊婦体操・交流会

お産についての話・呼吸法・
パートナーの妊婦体験

年 4 回程度 年 6 回程度

妊娠前期（パート１）　　　　　　　　　　    妊娠後期（パート２）

対 象

内 容

開催日

♪ 妊娠期から出産、

子育ての情報誌として、

パパのために作成しました。

　パパも積極的に育児に参加

して、一緒にお子さんの成長を

見守っていきましょう。

　「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは、身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が
困難な方の外出を支援するため、「おもいやり駐車場（車いす使用者用駐車場等）」を利用できる
利用証を交付する制度です。詳しくは、子ども家庭課までお問い合わせください。

三重おもいやり駐車場利用証制度

　不妊治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として、治療に要する費用の一部を助成します。
特定不妊治療を受けたご夫婦はこの他に、三重県特定不妊治療費助成、東員町特定不妊治療費助
成を利用することができます。（所得制限等条件あり。）詳しくは、子ども家庭課までお問い合わ
せください。

妊産婦の交付対象…

交付に必要なもの…

母子健康手帳取得時から産後１年６カ月まで

母子健康手帳

　妊娠中を健康に過ごし、安心して出産・子育てを迎えられるよう、助産師・栄養士・保健師
と一緒に皆さんで楽しく交流できる場を開催します。妊娠前期・後期の 2 回シリーズです。
参加ご希望の方は電話でお申し込みください。
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　待ちに待った赤ちゃんの誕生！新しい家族を迎え、家事に育児に大

忙しの毎日ではないでしょうか。赤ちゃんのお世話はもちろんですが、

お母さんがホッと一息つくことも大切です。ひとりで頑張りすぎず、

周りの人たちの力をたくさん借りて、みんなで子育てをしましょう！

２章　赤ちゃんが生まれたら

申請・手続き

　赤ちゃんが生まれてから 14日以内に手続きをしてください。

出生届

　町民課　86-2806

届出人…

持ち物…

届出先…父または母　　　　　　　　　　　　　出生地、住所地、本籍地

出生届出書、印鑑、母子健康手帳

　赤ちゃんが病気やけがをしたときに安心して医療機関を受診できるよう、健康保険の
加入手続きを行います。

国民健康保険の方（持ち物）
世帯主の印鑑

健康保険への加入

国民健康保険以外の健康保険の方は、勤務先や勤務先の健康保険組合または
全国健康保険協会などへお問い合わせください。

その他の健康保険の方

保険年金課　86-2805

　保険年金課　86-2805

出産育児一時金
　国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。直接支払制度により、
出産費用が出産育児一時金を上回った時は、その差額を窓口で支払う必要があります。
逆に下回った時は、申請によりその差額を支給します。職場などの健康保険に加入して
いる方は勤務先にお問い合わせください。
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　医療機関にかかったとき、保険適用分の自己負担額を後日助成します（所得制限あり）。
出生日から 1カ月以内に手続きをしてください。0～ 6歳の未就学児については、県内の
医療機関での受診に限り、医療費の窓口負担が無料となります。

　保険年金課　86-2805

対　象…

持ち物…

医療保険に加入している中学校 3年生修了までの子ども

子どもの健康保険証、印鑑、振込口座のわかるもの

福祉医療費助成（ 子ども医療 ）

※1月 1日に東員町に父母の住民登録がない場合は、父母のマイナン
　バーのわかるものが必要です。

　町内に居住し、中学校 3年生修了までの子どもを監護している方に支給します。
出生日の翌日から 15日以内に手続きをしてください。公務員の方は勤務先で手続きを
してください。

持ち物… 申請者の健康保険証、印鑑、振込口座のわかるもの（申請者名義）、
父母のマイナンバーのわかるもの（上の子が東員町で受給している
場合は必要ありません）

児童手当

　出生届の提出時に、公費負担分の予防接種
予診票を冊子にしてお渡ししています。
転入の方は、転入届の提出時にご案内してい
ます。

持ち物… 母子健康手帳

予防接種予診票の交付

■　出生届
■　印鑑
■　母子健康手帳
■　振込口座のわかるもの
■　父母のマイナンバーのわかるもの
■　申請者の健康保険証
■　子どもの健康保険証
■　父母の身分がわかるもの
　　（運転免許証等）

　持ち物チェック！

※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
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　生後４カ月ごろまでの赤ちゃんのいるすべての家庭を保健師や助産師、母子保健推進員が訪問
しています。地域の子育て情報なども紹介しています。訪問日時は、事前にお知らせします。

赤ちゃん訪問

　産後も安心して子育てができる環境を整えることを目的に、産後ケア事業を実施します。
　産後の自身の健康状態や生活に不安がある方、お子さんの健康状態、栄養状態や育児に不安が
ある方、母乳ケアが必要な方などを対象に、おおむね生後４カ月までの間に、最大７回利用が
できます。
　詳しくは、「母子保健助成事業のご案内」をご覧ください。

産後ケア事業

母子保健推進員
　妊産婦さんやお子さんの健康を見守る地域のサポーター役として、町から委嘱をうけて活動
をしています。町には、各自治会に母子保健推進員がいます。主な活動内容は、赤ちゃんの訪
問、教室開催時の託児、幼児健診のお手伝いなどです。また、家庭訪問を通して、サービスの
紹介や行政への案内役をつとめています。訪問時には、“訪問票” をお持ちしますので、お気軽
に心配事などをご記入ください。

新生児聴覚検査の費用助成
　新生児聴覚検査は、聴覚障害を早期に発見する「耳のきこえ」の検査です。
　生後 1カ月までに実施する新生児聴覚検査の費用に対して一部助成を行います。
　より早く適切な支援に繋ぐため、ぜひ新生児聴覚検査を受けましょう。
　詳しくは、「母子健康助成事業のご案内」をご覧ください。

産婦健康診査の費用助成
　産後 2週間前後と、1カ月前後に受ける産婦健康診査の費用に対して一部助成を行います。
　産後はホルモンバランスの変化や、赤ちゃん中心の生活となることで、からだもこころも疲れ
がたまりやすい時期です。自分自身の健康チェックのために、ぜひ産婦健康診査を受けましょう。
　詳しくは、「母子健康助成事業のご案内」をご覧ください。
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　保護者の急な病気や出産時などに、一時的に子どもを預かってくれるサービスが
あります。保護者のリフレッシュのために使えるものもあります。

困ったときは・・・　（詳しくは、P.17、P.18 へ）

一時保育　・・・P.17

とういんファミリー・サポート・センター　・・・P.17

ショートステイ　・・・P.18

保護者の病気・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭のときや保護者の
育児などに伴う負担を軽減したいとき

 休日出勤や通院、子どもの送迎、 上の子の参観、リフレッシュしたいときなど

保護者の病気・出産・看護・事故・災害のときや育児に疲れたとき、冠婚葬
祭・転勤・出張・学校などの行事へ参加するときなど

　詳しくは、各ページで紹介しています。困ったときは、このようなサービスを
上手に利用しましょう！

　赤ちゃんと保護者が絵本を通して心ふれあうひとときを持つきっかけになることを願い、絵本
をプレゼントしています。

ブックスタート

　子育てに不安を抱えていたり、さまざまな理由で子どもの養育に支援を必要としている家庭な
どを対象に、保健師・助産師・保育士・ヘルパーなどが訪問し、育児や家事を支援することで、
それぞれの家庭が抱える養育上の問題解決や軽減を図る 事業です。また、出産前で特に支援が必
要と認められる妊婦に対しても同様の支援を行います。詳しくは、子ども家庭課までお問い合わ
せください。

養育支援訪問事業

お渡しする時期
・１回目：生後 4 カ月ごろまで（赤ちゃん訪問時）
・２回目：１歳ごろ（ブックスタート教室時）
　　　　※対象者には、役場から案内をお送りします。

内　容…

日　時…

対象者…

持ち物…
場　所… 保健福祉センター

育児相談、栄養相談、身体計測、母乳相談

「広報とういん」、「町ホームページ」でご確認ください。

乳幼児とその保護者

母子健康手帳

　お子さんの発育・発達のことで心配な方、気になることがある方、育児について一人で悩んで
いませんか？保健師・助産師・栄養士が個別で対応します。お気軽にご相談ください。

育児相談

妊娠や出産に関する相談も随時受け付けています。

お気軽にご相談ください！
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　子どもの健やかな成長と健康を守るために、健診や予防接種はとても

大切です。また、赤ちゃんは、体調が悪くても言葉で伝えることができ

ません。普段から赤ちゃんの様子をチェックして、体調に気をつけてあ

げましょう。疑問に思うことはかかりつけ医に相談したり、役場へお問

い合わせくださいね！

３章　子どもの健康

乳幼児健康診査

　赤ちゃんの成長や健康状態、お母さんの産後の身体の回復などをチェックします。

　子どもの発達には、大人になるまでにたくさんの「発達の節目」があります。乳幼児健康診査
は、この大切な時期に実施し、子どもの心身の健康状態を確認して、病気などを早期発見する大
切な健診です。子どもの健やかな成長のために、ぜひ、受診しましょう。

産後 1 か月健康診査・1 か月児健康診査（個別健診）

　あやすと声を出して笑ったり、泣き方や表情が豊かになる時期です。首のすわりや股関節の脱
臼がないかなどを確認します。生後 5カ月になるまでに医療機関で受けましょう。
　「母子保健のしおり」に受診票があります。紛失した場合は、子ども家庭課（86-2872）へお問
い合わせください。

4 か月児健康診査（個別健診）

　好奇心旺盛になり、いろいろなものに興味を示したり、動きが活発になる時期です。運動発達
や対人反応などを確認します。生後 11カ月になるまでに医療機関で受けましょう。
　「母子保健のしおり」に受診票があります。紛失した場合は、子ども家庭課（86-2872）へお問
い合わせください。

10 か月児健康診査（個別健診）

　運動機能が発達し、言葉も少しずつ出始めて意思表示がはっきりしてくる時期です。また、生
活習慣を身につける大切な時期でもあります。視覚・聴覚・運動・発達の確認や疾病の早期発見、
むし歯の予防、発育、栄養、生活習慣などの支援のために行う集団健診です。
対象者には、役場から案内をお送りします。

1 歳 6 か月児健康診査（集団健診）

内　容…

持ち物…

問診・歯科健診・内科健診・身体計測・育児相談・栄養相談

1歳 6か月児健康診査票、母子健康手帳
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予防接種

　身体の成長とともに、心の発達、社会定期な活動が目覚ましい時期です。生活習慣が整い始め、
集団の中では、少しずつ子ども同士でコミュニケーションもとれるようになってきます。視覚・
聴覚・運動・発達の確認や疾病の早期発見、むし歯の予防、発育、栄養、生活習慣などの支援の
ために行う集団健診です。対象者には、役場から案内をお送りします。

3 歳児健康診査（集団健診）

内　容…

持ち物…

問診・尿検査・歯科健診・内科健診・身体計測・育児相談・栄養相談

3 歳児健康診査票、母子健康手帳、尿

　定期予防接種は、予防接種法に基づいて実施しているもので、全額公費 ( 無料 ) で接種できます。
（ただし、定期の対象年齢を過ぎた場合は、任意接種となり実費がかかります）

実施場所…

持  ち  物…

三重県内の医療機関（三重県登録医師）

母子健康手帳、予診票

※予診票は出生届や転入届の提出時にお渡ししています。お持ちでない場合は予診票をお渡しし
　ます。接種歴の確認が必要になりますので、必ず母子手帳をお持ちのうえ、健康づくり課へお
　越しください。

二種混合（DT）

子宮頸がん
  （HPV）

　　  水痘
（水ぼうそう）

麻しん、風しん
　（MR）

ワクチン　　種類

ロタ
ウイルス

1価
5価

子どもの標準的な予防接種スケジュール

インフルエンザ
　B型（Hib）

小児用肺炎球菌

　B型肝炎

不活化

不活化

　四種混合
（DPT-IPV）

BCG

日本脳炎

生

生

生

不活化

不活化

不活化

　生

①    ②    ③

①    ②    ③

不活化

不活化

①    ②  

①    ②  
①    ②   ③　

③

③

（注 1）計 2 回、②は、生後 24 週 0 日までに完了すること
（注 2）計 3 回、③は、生後 32 週 0 日までに完了すること

①    ②  ④

④

④

①

①

① ②

②

①  ④  9-12 歳　※2

①  11-12 歳
（2 期）　※3

小 6 中 2-
高 1

    中 1
①②③
    ※4

①～④は接種回数は、標準的な接種機関　　　　　　　　　は、法的接種期間
※1　小学校に就学前年度に通知および予診票送付　　　※2　小学校 4 年生に通知および予診票送付
※3　小学校 6 年生に通知および予診票送付　　　　　　※4　希望される方に窓口で予診票を交付
㊟　生ワクチンを接種した日から別の種類のワクチンを接種するには、27 日以上間隔をあければ接種できます。
㊟　不活化ワクチンを接種した日から別の種類のワクチンを接種するには、6 日以上間隔をあければ接種できます。

カ
月

カ
月

カ
月

カ
月

カ
月

カ
月

カ
月

週
間

6　2　3　4　5　6　7　8
9-11 カ月

12-15
カ月

16-17
カ月

18-23
カ月 歳歳歳歳歳

2　3　4　5　6　    7　   8　9
歳歳歳 10 歳以上

小学校入学前の 1 年間※1

②  ③
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乳幼児インフルエンザ予防接種費助成

対  象  者…   

助  成  額…   

接種期間…   

接種方法…

　秋から冬にかけては、インフルエンザが流行する季節です。町では、乳幼児のインフルエンザ
の予防接種費用の一部を助成しています。重症化を防ぐため、ワクチンを接種しましょう。

町内在住で、生後 6 カ月から就学前までの乳幼児

1 回につき 1,000 円（1 人 2 回まで）

10 月中旬から 1 月末まで

医療機関（桑名市・木曽岬町は一部の医療機関）に予診票が置いてありま
す。直接医療機関で接種してください。予診票がない場合は、子ども家庭
課または笹尾連絡所で予診票をお受け取りください。

東員町・いなべ市・桑名市・木曽岬町内および四日市市内の一部医療機関接種場所…

個別歯科健診・歯科健診及びフッ素塗布助成

対  象  者…   

受  診  先…   

持  ち  物…

　３歳までの子どもを対象に、個別歯科健診（1 回・無料）、歯科健診及びフッ素塗布（2 回・
1,000 円の助成）をしています。1 歳 6 か月児健康診査のときに、助成券と指定医療機関一覧表
をお渡ししますので、ぜひ、ご利用ください。

1 歳 6 カ月から 3 歳までの子ども（3 歳の誕生日前日まで）

指定医療機関で受診してください。

助成券、母子健康手帳、保険証

離乳食教室

内　　容…   

対  象  者…   

持  ち  物…

託　　児…

　離乳食の進め方について、前期・後期に分け栄養士が調理実演を交えながら指導します。
味付け、柔らかさや硬さなどを知っていただけるよう、保護者に試食をしてもらいます。
相談をご希望の方には、栄養相談も実施しています。

離乳食の進め方、調理実演、離乳食試食（保護者のみ）、栄養相談、
育児相談など    

東員町に住民票がある生後３カ月から１歳３カ月までの乳幼児の保護者 
※　対象者には通知します。

母子健康手帳、筆記用具、エプロン、ふきん２枚、
バスタオル（託児有の場合）

先着 10 人まで（予約が必要です）
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子どもの医療費に関する助成

　医療機関にかかったとき、保険適用分の自己負担額を後日助成します（所得制限あり）。
手続方法については、P.４で紹介しています。

福祉医療費助成（子ども医療）

対  象  者…
0 ～ 6 歳の未就学児について…

県外の医療機関を受診したとき…

中学校 3年生修了（３月 31日まで）までの子ども

領収証明書と福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、保険年金課へ申請してください。

県内の医療機関での受診に限り、医療費の窓口負担が無料となります。

保険年金課　86-2805

　1歳未満の未熟児で、医師が入院養育が必要であると認めた赤ちゃんの治療費や入院費の
一部を公費負担する制度です。必要書類など、詳しくは、子ども家庭課までお問合せください。

養育医療

対  象  者…

申請方法…

出生時の体重が 2,000ｇ以下または生活力が特に弱く、対象となる症状
があり、医師が入院して治療する必要があると認めた赤ちゃん

主治医（指定医療機関）と相談のうえ、治療を開始した日から 60日以
内に、子ども家庭課へ申請してください。

　18歳未満の子どもが、小児慢性疾病にかかったときに医療費を助成します。18歳の時点で助成
の対象となっている場合で、18歳以降も引き続き治療が必要と認められるときは、20歳未満まで
助成されます。必要書類など、詳しくは、三重県桑名保健所までお問い合わせください。

小児慢性特定疾病医療費助成

対象疾病…

申請方法…

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、
膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋肉疾
患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾
患　　※　各疾病ごとに、状態の程度（対象基準）が定められています。

主治医（指定医療機関）と相談のうえ、三重県桑名保健所へ申請して
ください。

三重県桑名保健所保健衛生室（地域保健課）　24-3620

　18歳未満の身体に障害（将来的に機能障害を残すおそれがある場合を含む）がある子どもで、
手術などの治療によって機能の回復が見込まれる場合に、医療費を助成します（自己負担は原則、
医療費の1割、所得制限あり）。手続き方法など、詳しくは、地域福祉課へお問い合わせください。

自立支援医療（育成医療）

申請方法… 主治医（指定医療機関）と相談のうえ、地域福祉課へ申請してください。

地域福祉課　86-2804
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４章　おでかけ・あそび・つながり

子育て支援センター

　子どもの “遊び力” を育てたり、親子で安心して楽しく遊べる場所です。さまざまな季
節のイベントも開催しています。また、子育ての悩みなどの相談にも応じています。

なかよし広場

開催時間…

開催場所…

毎週月～金曜日　8:30 ～ 11:30、14:30 ～ 16:30　※祝日・年末年始は休み

子育て支援センター

　町内在住の乳幼児とその保護者を対象に、親子で安心して遊び、子育てについて気軽に語り合
える憩いの場です。詳しくは、子育て支援センターまでお問い合わせください。広報とういんや
なかよし広場だより（子育て支援センター、役場、笹尾連絡所に設置）でもお知らせしています。

対象者… 町内在住の保育園・幼稚園に在園していない生後6カ月以上の乳幼児とその保護者

　お住まいの近くの幼稚園・保育園の保育室や遊戯室を月１回程度、開放しています。
おもちゃで遊んだり、園の雰囲気に慣れることができます。

ちびっこパーク

開催時間…

場　　所…

8:30 ～ 11:00

各幼稚園・保育園

　子育て支援センターの職員が、おもちゃを持って地域の集会所などへ出向きます。手遊び
やリトミック、大型絵本の読み聞かせなどを楽しむ「すくすくタイム」もあります。

おでかけ広場

開催時間…

開催場所…

9:00 ～ 11:30

各地区の集会所など　※申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

　赤ちゃんの１か月健診が終わったら、体調や気候と相談しながら近所

のお散歩から始めてみましょう。お母さんの気分転換にもいいですね。

　町内には、乳幼児が遊べる場所がたくさんあります。ぜび、おでかけ

してみてくださいね。
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　この他、子育て講演会や親子ミニサロンも開催しています。ぜひ、遊びに来てくださいね！

　身体を思いきり使って遊んだり、
中部公園へお散歩に出かけたり、見て！
考えて！動いて！親子で楽しく遊びな
がら、子どもの発達を促します。

ぴょんぴょんランド教室
　面接、電話、メールで、子育てや子
どもの発育・発達についての相談を受
け付けています。お気軽にご相談くだ
さい。

子育て相談

　東員町子育て支援センター　76-1266　　　　　nakayosi@intsurf.ne.jp

読み聞かせ会
　町立図書館横のプレールームで、ボランティアの協力のもと、絵本や紙芝居の読み聞かせを
しています。どなたでも参加できます。お気軽にご来場ください。　

開催日時…

場　　所…

毎月第 2・第 4 土曜日　11:00 ～ 11:25

総合文化センター　プレールーム（図書館横）

※　プレールームは、図書館の横にあるフリースペースで、どなたでも利用できます。

　町立図書館（社会教育課）　86-2818

東員子育て支援ネット

　東員町社会福祉協議会　76-1560

　町内で子育て支援活動をしているボランティアが集まり、情報交換や協働でイベントなどを
開催しています。

子育て応援ルーム
　親子向けのフリースペースです。就学前の子どもと一緒であれば、どなたでも利用できます。

対象者…　　　　　　　　　　　　　　実施日…

場　所…

未就園の乳幼児とその保護者　　　　　　　　　   毎週月・水曜日　10:00 ～ 15:00

ふれあいセンター（町社会福祉協議会）2 階　ふれあいの間

子育て支援ほっと

対象者…　　　　　　　　　　　　　　実施日…

場　所…

未就園の乳幼児とその保護者　　　　　　　　  年４回程度

　子育て応援ルームから地域の集会所などへ出向きます。おもちゃで遊んだり、リズム遊び
をしたり、さまざまなイベントなどを開催しています。

各地区の集会所など ※申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
※日程が決まり次第、ホームページやちらしで案内します。
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子ども向けの講座・教室など

こどもカレッジ
　小学生を対象に、自然学習や料理、文化など、さまざまな体験を通して、豊かな心、生
きる力を育むことを目的に、講座を開催しています。案内は、学校を通して行います。

これまでに開催した講座（例）

  たのしい
　こども
クッキング

（アップルケーキ、

　ういろうなど）

ホタルの  観察会

昆虫採集・

草遊び教室

３D アート
　づくり

手づくり竿で  魚釣り体験

  親子で作ろうシュワシュワ！　  バスボム

リース

づくり

  教室
自然素材を
　使って
恐竜づくり

対　象… 町内在住の小学生 ※　保護者の参加が必要な場合があります。

社会教育課　86-2816

おやこの食育教室
　食生活改善推進協議会と協働で、料理教室を開催しています。食事のバランスや食育に
ついて一緒に考えてみませんか？案内は、広報とういんや町ホームページなどで行います。

これまでの献立（例）

町内在住の小学生とその保護者対　象…

・おにぎらず、鶏肉のトマトクリーム煮、ごぼうのごま風味サラダ、みそ汁
・ロールサンド、照り焼きれんこんハンバーグ、きゅうりとトマトのサラダ、ミルクスープ

食農講座・農作業体験（食農推進事業）
　地元で採れた農作物を使った講座と調理実習による食の安全安心や地元農産物への関心
を高める取り組み、農作業体験交流による農業の大切さや農業者との交流を深める取り組
みを行っています。案内は、広報とういんや町ホームページなどで行います。

これまでに開催した講座（例）

町内在住の親子対　象…

産業課　86-2808

・「食 農 講 座」… 講座：農家の方のお話しや食材の見た目、香り、味、食感などの体験
　　　　　　　　  調理：親子丼づくり、ハンバーグづくり、パスタづくり、餅つきなど

・「農作業体験」… 田植え作業、稲刈り作業、収穫祭

※　子どもの参加は、5 歳児から小学校 6 年生まで
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東員町スポーツ少年団
　スポーツを通して、成長期の子どもたちの「こころ」と「からだ」を健やかに育むことを目的
に活動しています。入団受付は、随時行っています。申し込みをご希望の方は、東員町スポーツ
協会までお問い合わせください。

申込金の内訳

登録団体

本部事業一部負担金　  スポーツ傷害賠償保険料　　　県登録費用　　　　　　合　計

1,100 円　　　　　800 円　　　　　　500 円　　　　　　2,400 円

とういんフレンドリークラブ
　スポーツを通して、誰とでも気軽に挨拶や会話ができる地域づくりを目指しています。コース
は、年少から中学生までを対象としたチャレンジコース、高校生以上を対象としたエンジョイコ
ース、季節に合わせたアクティビティを企画・募集するドリームコースがあります。

ソフトボール サッカー 柔　道
【団  体  名】東員 SBS
【対象地区】全域
【活動場所】東員第二中学校

【団  体  名】東員サッカー
【対象地区】全域
【活動場所】城山小学校

【団  体  名】東員武道館
【対象地区】全域
【活動場所】武道館

ドッジボール バドミントン

剣　道

【団  体  名】トルネード DBT.
【対象地区】全域
【活動場所】笹尾東小学校

【団  体  名】東員バドミントン
【対象地区】全域
【活動場所】神田小学校

【団  体  名】東員剣道スポーツ少年団
【対象地区】全域
【活動場所】武道館

【団  体  名】笹尾剣道スポーツ少年団
【対象地区】全域
【活動場所】笹尾西小学校体育館

野　球

【団  体  名】神田スポーツ少年団　　【団  体  名】稲部スポーツ少年団　　【団  体  名】三和メジャーズ
【活動場所】神田小学校　　　　　　【活動場所】稲部小学校　　　　　　【活動場所】長深グラウンド
【団  体  名】笹尾西スポーツ少年団　【団  体  名】笹尾東スポーツ少年団
【活動場所】笹尾西小学校　　　　　【活動場所】笹尾東小学校 ※　対象地域は、各団体、全域

※教室の内容は、変更することがあります。　　※募集はホームページや広報とういんでお知らせします。

教室（例）
《チャレンジコース》

ダンス、硬式テニス、ゴルフ、  リズム運動、
体操、新体操、バレーボール  など

《ドリームコース》
「シャワーウォーキング」、「スケートを

楽しもう！」、「世界遺産  熊野古道」など

入会・受講には、入会金（年会費＋スポーツ安全保険料）と教室ごとの受講料が必要です。

　東員町スポーツ少年団
　86-2819

　とういんフレンドリークラブ　28-8090

（最初に必要）

空　手
【団  体  名】  ＫＥアカデミー
【対象地区】全域
【活動場所】神田小学校
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穴太駅

長深グラウンド

町民プール

スポーツ公園 陸上競技場

多目的グラウンド

三和幼稚園・みなみ保育園
子育て支援センター
とういんファミリー・サポート・センター

北勢中央公園口駅

三和学童保育所
三和小学校

神田小学校

神田学童保育所
東員第一中学校

神田幼稚園・東員保育園
稲部学童保育所

笹尾西小学校

万助溜公園

城山幼稚園・しろやま保育園

城山テニスコート

城山小学校・ちきゅうクラブ

城山球場・城山多目的グラウンド

東員北部山田溜公園

学童クラブ バンブーキッズ西

笹尾東小学校

笹尾東幼稚園・笹尾第二保育園

東員第二中学校

学童クラブ バンブーキッズ東

笹尾西幼稚園・笹尾第一保育園

笹尾連絡所

笹尾中央公園

笹尾コミュニティーセンター

至　桑名市（多度町）

至　桑名市

至　四日市市

東員町役場

東員駅

ふれあいセンター

秋になるとコスモスが
とてもきれいです☆彡

総合文化センター・図書館

桑名市、東員町、いなべ市
を走るナローゲージ。クリ
スマスやハロウィンに合
わせたイベントも人気♡

三岐鉄道北勢線

三
岐
鉄
道
三
岐
線

総合体育館・武道館

中央球場・中央テニスコート

中部公園

稲部小学校

稲部幼稚園・いなべ保育園

稲部神社で開催される
「上げ馬神事」。緊張感
や迫力が見る人の心を
奪います！

東員町
おでかけ
施設MAP

東員町
おでかけ
施設MAP

＆＆

至　いなべ市

N
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中部公園

遊びの広場　　   　　　　  芝生広場　   　　　　パークゴルフ場　　　　バーベキュー施設

健康遊具　　   　　　　 　管理棟　　　　  　 授乳室（管理棟内）　　　 　多目的トイレ

　東員町中部公園（管理棟）　76-8038 　　建設課　86-2809

　自然と豊かな水辺環境の中で、人と水がふれあい、人々の交流の拠点と自然体験の広場として誕生
しました。公園の中央には、戸上川、そのせせらぎに沿って広がる河川広場、緑いっぱいのパークゴ
ルフ場そして子どもたちの夢が広がる遊びの広場などを配置し、皆さまのお越しをお待ちしています。

河川広場

自然生態園

調整池

水車

パークゴルフ

パークゴルフ

芝生広場

健康の小径 交流広場

芝生園地

連絡橋

水景苑

展示・手作り庭園

健康遊具

バーベキュー施設

公園管理棟

遊びの広場

パークゴルフ

平成 29 年 1 月発行
中部公園パンフレットより
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　急な仕事や冠婚葬祭、病気など、どうしても子どもを預けなければ

ならないとき、上の子の学校行事や保護者のリフレッシュで子どもを

預けたいときなど、預ける時間や理由に合わせてサービスを利用いた

だけます。子どもの預け先に困ったら、ご相談ください。

５章　子どもを預けたいとき

一時保育

とういんファミリー・サポート・センター

対  象  者…

保育時間…

利用期間…

保  育  料…

　保育園に在園していない子どもを持つ保護者が、病気・災害・事故・出産・看護・介護・
冠婚葬祭のときや保護者の育児などに伴う負担を軽減したいときに利用できます。

生後 6 カ月から就学前までの子ども

月～金曜日／ 8:30 ～ 17:00

1 カ月につき、10 日以内

3 歳未満児／ 1 日：2,000 円、4 時間未満：1,000 円
3 歳以上児／ 1 日：1,400 円、4 時間未満：700 円
※　保育料には、給食やおやつの費用を含みます。

三和幼稚園・みなみ保育園　76-5319

保育場所…

申請方法…

みなみ保育園（大字長深 690 番地、子育て支援センター併設）

みなみ保育園へお申し込みください。利用前日の 16:00 まで受け付けます。 
※　準備物など、詳しくは、みなみ保育園へお問い合わせください。

内　　容…

　子育てを助けて欲しい人（依頼会員）の依頼に応じて、子育ての手伝いができる人（援助会員）
を紹介し、有償で子どもを預かってもらうことができます。

幼稚園・保育園・学童保育・習い事への送迎、休日出勤、通院、冠婚葬祭などで
子どもの同伴が困難なとき、保護者がリフレッシュしたいときに援助会員の自宅
で子どもを預かります。　　※　緊急の場合は、対応できないこともあります。

とういんファミリー・サポート・センター（三和幼稚園・みなみ保育園内）　76-2123

対　　象…

利用時間・利用料金（1 時間当たり）

生後 6 カ月から小学校 6 年生までの子ども（申請者は、町内在住または在勤の方）

時　　間　　　　平　　日　　土・日・祝・12/29 ～ 1/3
7:00 ～ 19:00

上記以外
700 円　　　　 800 円
800 円　　　　 900 円

※　交通費、おやつ代は別途、必要です。
※　きょうだいで預ける場合、2 人目以降は
　　半額です。（ただし、全ての子どもが 4 歳以上の
　　場合に限ります）

利用方法… 利用するには、会員登録（無料）が必要です。事前に、とういんファミリー・サ
ポート・センターまでお電話でお問い合わせください。
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学童保育所
　保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を
提供します。各小学校区に学童保育所があります。利用方法など、詳しくは、直接、学童保育所
へお問い合わせください（学童保育所の開所時間にお願いします）。

　保護者の病気・出産・看護・事故・災害のときや育児に疲れたとき、冠婚葬祭・転勤・出張・
学校などの行事に参加するときなど、一時的に家庭での養育が難しくなったときに、子どもを施
設で預かることができます（宿泊型）。詳しくは、子ども家庭課までお問い合わせください。

ショートステイ（短期入所生活援助事業）

学童保育所名　　　　　　　　　①開所時間・②保育料　　    　  　　　      問い合わせ先

稲部学童クラブ

学童クラブ バンブーキッズ西

学童クラブ バンブーキッズ東

城山地区留守家庭児童会
　（ちきゅうクラブ）

三和学童保育所

①…平日／ 14:00 ～ 18:30、土曜日・長期休暇／ 7:30 ～ 18:30
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 6,000 円　※その他、入会金 10,000 円

長深乙 202 番地 2

　76-7776

①…平日／ 14:00 ～ 18:30、土曜日・長期休暇／ 7:30 ～ 18:30
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 6,000 円　※その他、入会金 10,000 円

大木 952 番地

　76-6313

神田学童保育所

①…平日／ 14:00 ～ 18:30
　　休校日・土曜日・祝日・長期休暇／ 7:30 ～ 18:30
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 5,000 円　※その他、入会金 10,000 円

六把野新田 100 番地

　76-1717

①…平日／ 14:00 ～ 18:20、土曜日・長期休暇／ 8:00 ～ 18:20
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 5,000 円　※その他、入会金 10,000 円

笹尾西 1 丁目 3 番 4

　76-8333

①…平日／ 14:00 ～ 18:20、土曜日・長期休暇／ 8:00 ～ 18:20
　　※延長 19:00 まで
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生・5 年生／ 5,000 円、　6 年生 4,000 円　
　　※その他、入会金 10,000 円

笹尾東 4 丁目 16 番

　080-5151-7703

①…平日／ 14:00 ～ 18:00、土曜日・長期休暇／ 8:00 ～ 18:00
　　※延長 18:30 まで
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 9,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 5,000 円　※その他、入会金 5,000 円

城山 1 丁目 48 番

　76-0062

対  象  者…

利用金額…

0 歳から 17 歳までの子ども

2 歳未満児／ 5,350 円、2 歳以上児／ 2,750 円
※　生活保護世帯は 0 円、市町村民税非課税世帯は 2 歳未満児／ 1,100 円、
　　2 歳以上児／ 1,000 円で利用できます。

入所期間… 原則、7 日以内

神田第 2 学童保育所

①…平日／ 14:00 ～ 18:30
　　休校日・土曜日・祝日・長期休暇／ 7:30 ～ 18:30
②…1 年生／ 12,000 円、2 年生／ 11,000 円、3 年生／ 10,000 円、
　　4 年生～ 6 年生／ 5,000 円　※その他、入会金 10,000 円

六把野新田 100 番地 -1

　76-1717
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６章　幼稚園・保育園・小学校・中学校

　東員町では、すべての子どもたちが、社会でいきいきとした自分の

人生を歩めるように、アメリカの精神分析家のエリクソンの発達理論

を参考に、「東員町 16 年一貫教育プラン」を策定しています。「安定し

た子育ち、子育て」ができるよう、保護者の皆さんと地域の方々と共に

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の 3つの「生きる力」を育ん

でいます。

幼稚園・保育園
　町内 6 つの小学校区すべてに、幼稚園と保育園を一体化した「幼保一体化施設」を整備し、子
育て中の家庭のさまざまなニーズに応えています。
　幼稚園・保育園では、何事にも興味や意欲を持って挑戦できる力（自己有能感）の育成、豊か
な体験を通すことによる豊かな心や感性の育成、よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ習慣を身につけ
ることの「3 つの生きる力」を保護者の皆さんと育みます。

笹尾西幼稚園・笹尾第一保育園　　　笹尾東幼稚園・笹尾第二保育園　　  城山幼稚園・しろやま保育園

保育時間…

保  育  料…

《幼稚園》月～金曜日／ 8:30 ～ 14:00　休園日／土・日・祝日、春・夏・冬休み
《保育園》月～金曜日／ 8:30 ～ 16:30　※土曜日は東員保育園のみ開園 ( 希望者は申込必要）

　　　　  早朝保育／ 7:30 ～ 8:30　延長保育／ 16:30 ～ 18:30
　　　　  休園日／日・祝日、年末年始（12/29 ～ 1/3）

《幼稚園》保育料無料（別途給食費が必要）
《保育園》0 ～ 2 歳児は入園する児童の世帯の市町村民課税額に基づいて決定
（5 歳児以下の子どもの中でその出生の最も早い子どもから順に数え、第 2 子

半額、第 3 子以降無料）。3 ～ 5 歳児は保育料無料（3 ～ 5 歳児は別途給食費
が必要）。

稲部幼稚園・いなべ保育園 三和幼稚園・みなみ保育園
長深 690 番地　　76-5319大木 1075 番地　　76-5318

神田幼稚園・東員保育園
六把野新田 111 番地　　76-5317

城山 1 丁目 44 番　　76-4433笹尾東 4 丁目 28 番　　76-3150笹尾西 2 丁目 31 番 1　　76-6681
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病児保育
　子どもが病気になり、幼稚園、保育園、小学校へ行かせられないけれど、保護者も仕事を休め
ないときなどに、安心して子どもを預けられる場所です。東員町では、民間の医療機関 2 カ所に
委託し、実施しています。利用方法など、詳しくは、各施設へお問い合わせください。

　学校教育課　86-2815

ウェルネス医療クリニック　子どもケアハウスぞうさん
住所：桑名市新西方 4-81　　　24-6914

保育園の入所基準…

申し込み方法…

　子どもの保護者が次のいずれかに該当し、保育の必要性が認められる場合です。

　「広報とういん」、「町ホームページ」でお知らせします。申込書は 9 月中旬から 10 月中旬に
各園で配布します。希望される園で申し込み手続きを行ってください。入園希望児童と園長と
の簡単な面接を行います。

★　1 月あたりの就労時間が 48 時間以上の就労
★　妊娠、出産（産前 6 週間、産後 8 週間の月末までの期間）
★　保護者の疾病、障がい
★　同居または長期入院などしている親族の介護・看護
★　災害復旧
★　求職活動（起業準備を含む。入園可能期間は 90 日の月末までの期間）
★　就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）
★　虐待や DV のおそれがあること
★　そのほか、上記に類する状態として町が認める場合

　学校教育課　86-2815

ウェルネス医療クリニック病児保育子どもケアハウスぞうさん

利用時間

対  象  者 0 歳から 12 歳まで

利用時間

問い合わせ先…

平　　日　　　8:30 ～ 17:30　(18:30 まで延長可能 )
土・祝日　　　8:30 ～ 13:30　( 延長なし）

はなまる病児保育室

利用時間
対  象  者

利用時間

問い合わせ先…

月～土曜日／ 8:30 ～ 17:30　( 延長可能 )
0 歳から 12 歳まで

はなまる保育所（桑名クリニック隣り）
桑名市長島町横満蔵 572　　　 45-8860
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小学校

学校教育課　86-2815

　町内には、6 つの小学校があります。小学校では、友だち同士学び合い、教え合う経験をする
ことで達成感や周囲からの承認を得て、社会的に勤勉な人格の基礎となる力を育みます。

神田小学校　　　　　　　　　   稲部小学校　　　　　　　　  　三和小学校
　　長深 700 番地　　76-2292　　大木 944 番地　　76-2004　　六把野新田 100 番地　　76-2305

笹尾西小学校
　　笹尾西 2 丁目 1 番 1　　76-2847 　　笹尾東 4 丁目 28 番　　76-6521 　　城山 1 丁目 48 番　　76-9046

笹尾東小学校 城山小学校

中学校
　町内には、2 つの中学校があります。中学校では価値観を共有する仲間との交流を通じて、自分
自身を洞察し、内省する力をつけ、アイデンティティ（自我同一性）を確立していきます。

東員第一中学校
　　六把野新田 557 番地　　76-2303

東員第二中学校
　　城山 2 丁目 1 番　  　76-5152

就学に関する支援・・・

高等学校または高等専門学校に在学する方で、修学意欲があるにもかかわらず、経済的
な理由で修学が困難な方に対して奨学金を給付する制度です。

就学援助

東員町奨学金給付

経済的な理由で、子どもを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や
学用品費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する事業です。

学校教育課　86-2815

教育総務課　86-2814
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東員町 16年一貫教育プラン

学校教育課　86-2815

　町では、すべての子どもたちが、社会でいき
いきとした自分の人生を歩めるように、アメリ
カの精神分析家のエリクソン の発達理論を参考
にしながら「東員町 16 年一貫教育プラン」を
策定しました。“16 年” とは、胎児期（－1 歳）
から義務教育終了（15 歳）までの 16 年間を指
し、子どもたちの「意欲」を高める保育・教育
として、子どもたちの「3 つの感」（ 3 感）を
育むことを目標としています。
　また、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の 3 つの「生きる力」を、保護者の皆さん
と地域の方々と共に育み「安定した子育ち、子育て」ができるよう、子どもたちの発達段階に
応じた互いの関係づくりを心がけ「3 感」を育んでいきたいと考えています。

「この世に受け入れられているんだ」

　　　　「信頼してもいいんだ」

　　　　　という気持ち　　「自分は大切な存在なんだ」

「自分はかけがえのない存在なんだ」

　　　　　という気持ち

「自分はこんなに得意なことがあるんだ」

　 「頑張れば、きっとうまくいく！」

　　　　　　という気持ち

東員町 16年一貫教育プランで育む “3感” とは

子育て、学校生活、子どものことで困ったら・・・

スクールカウンセラーへの相談
町内の小中学校をスクールカウンセラーが巡回し、問題行動や不登校など、子ども本
人や保護者からの相談に応じます。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

特別な支援を必要とする子どもについて、保護者からの相談をお受けします。詳しくは、
各園・学校または学校教育課、発達支援室（86-2825）までお問い合わせください。

園・学校生活の相談
各園・小中学校、学校教育課では、学校生活の悩み、いじめ、不登校、問題行動など
の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

教育相談　・・・P.26

※各園・学校のお問い合わせ先は P.19、P.21 に掲載しています。
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　ちょっとした悩みや心配ごとに耳を傾けてくれる場を紹介します。

身近な相談の場

７章　相談・訪問・支援制度

子育て支援センター

保育園・幼稚園
小学校・中学校

　主任児童委員＆
民生委員・児童委員

子育て応援ルーム
　乳幼児と保護者が集う場所です。
子育て経験のあるスタッフがいるので
気軽に相談しましょう。また、子育てや
子どもの発育・発達などについての
　「子育て相談」も行っています。

　詳しくは、P.11 参照

　厚生労働大臣の委嘱を受けて、相談
や援助などの活動をしています。育児
や暮らしのことなど、子どもから大人
　まで幅広く相談に応じます。

　詳しくは、P.12 参照

76-1560（東員町社会福祉協議会）
月～金曜日　8:15 ～ 17:00

76-1266
月～金曜日　9:00 ～ 17:00

※祝日、年末年始を除く

※閉庁日を除く

　経験豊かなボランティアが手づくり
で運営する子育ての広場です。ボラン
ティアやママどうしが気軽に交流したり、
情報交換ができます。

76-1560（東員町社会福祉協議会）
月～金曜日　8:15 ～ 17:00

※祝日、年末年始を除く

　子育てに悩んだり、子どものことで
困ったときは、各園・学校の先生に、
ぜひ、ご相談ください。
　各園・学校のお問い合わせ先は、
　　P.19に掲載しています。

　困ったときに相談できるところはたくさんあります。誰かに話すこ

とで気持ちが軽くなったり、解決のヒントを得ることができるかもし

れません。心配ごとや悩みはひとりで抱え込まないで相談しましょう。
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　地域には、色々な悩みを聞き、相談に乗ってくれるところがあります。相談者の秘密は守ら
れますので、安心してご相談ください。

子育て・生活全般に関する相談・制度

　この他、学齢期の子ども、ひとり親家庭、障害のある子どもの相談・制度は、それぞれの

ページでご案内しています。お気軽にお問い合わせください！

内　容：子育てやお子さんの発達・発育など
相談先：子育て支援センター
日時等：月～金曜日　9:00〜17:00
連絡先：76-1266

子育て相談子育て相談 暮らし・子育て・いじめの相談暮らし・子育て・いじめの相談
内　容：暮らしや子育てなど
相談先：民生委員・児童委員、主任児童委員
日時等：月～金曜日  8:15 ～ 17:00 ※祝日、年末年始を除く

連絡先：各地区の委員または 76-1560（東員町社会福祉協議会）

児童相談児童相談
内　容：子どもの虐待・養育・非行・不登校・障害など
相談先：三重県北勢児童相談所
日時等：月～金曜日  8:30〜17:00 ※祝日、年末年始を除く

連絡先：059-347-2030　   緊急時には「189」へ

児童虐待・養育・DV相談児童虐待・養育・DV相談
内　容：子どもの虐待や養育、DV など
相談先：子ども家庭課
日時等：月～金曜日　8:15〜17:00
連絡先：86-2872

※閉庁日を除く

女性相談・DV相談女性相談・DV相談
内　容：家庭・仕事・子育て・離婚・DV など
相談先：三重県北勢福祉事務所
日時等：月～金曜日  9:00〜15:45
連絡先：059-352-0557

※祝日、年末年始を除く

男性のための電話相談男性のための電話相談
内　容：人間関係・夫婦・家族・職場･性など
相談先：三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
日時等：第 1 木曜日　17:00〜19:00
連絡先：059-233-1134

心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談
内　容：暮らしの中の困りごとや心配ごと
相談先：東員町社会福祉協議会
日時等：毎月 5 日（土日祝の場合は翌日）、
　　　　毎月第 3 日曜日　9:30 ～ 11:30
連絡先：76-1560

特設人権相談特設人権相談
内　容：差別、家庭問題（DV・虐待など）、
　　　　いじめや体罰、誹謗中傷など
相談先：町民課
日時等：9:00 ～ 11:30
連絡先：86-2806

※開設日はお問い合わせください

消費生活相談消費生活相談
内　容：消費生活アドバイザーによる商品・
　　　　サービス等の苦情相談、助言など
相談先：町民課
日時等：第 2・4 月曜日　9:00 ～ 12:00
連絡先：86-2806

※閉庁日を除く

生活困窮相談生活困窮相談
内　容：お金のやりくり・就労・生活上の困りごと
相談先：三重県生活相談支援センター
日時等：9:00〜17:00
連絡先：059-271-7701（三重県社会福祉協議会）
　　　　　 0120-930-992

※土・日・祝、年末年始除く

生活保護制度生活保護制度
内　容：最低限度の生活を保障し、自立に
　　　　向けた援助や指導を行う制度
相談先：地域福祉課または三重県北勢福祉事務所
日時等：月～金曜日  8:15〜17:00
連絡先：86-2804 または 059-352-0235

※祝日、年末年始を除く

生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度
内　容：経済的な自立の促進と世帯の生活安定
　　　　を図るための貸付制度
相談先：東員町社会福祉協議会
日時等：月～金曜日  8:15〜17:00
連絡先：76-1560

※祝日、年末年始を除く
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ひとり親で育児をされる方に

　父母の離婚などにより、父または母のみで子どもを育てている家庭（ひとり親家庭）な
どの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る制度です（所得制限あり）。
　18 歳に到達後、最初の 3 月末日までの児童を養育するひとり親家庭に支給されます。
詳しくは、子ども家庭課までお問い合わせください。

　ひとり親家庭などで、子育てや家事などが一時的に困難になったときに、生活の安定を
図ることを目的に、家庭生活支援員を派遣します。（年間最大 10 日まで）

　配偶者のいない 20 歳までの子どもを扶養する親とその子ども、父母のいない 20 歳になる
までの子どもが医療機関にかかったとき、保険適用分の自己負担額を後日助成します。0 ～
６歳の未就学児について、県内の医療機関での受診に限り、医療費の窓口負担が無料となり
ます（所得制限あり。）

児童扶養手当

利用料金（1時間あたり）

子育て支援　　　　　　　  　生活援助

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯　　　　　　0 円　　　　　　　　　　　0 円
児童扶養手当支給水準の課税世帯　　　　　  70 円　　　　　　　　　　150 円
上記以外の世帯　　　　　　　　　　   150 円　　　　　　　　　　300 円

　保険年金課　86-2805

　この他、母子父子寡婦福祉資金貸付や高等職業訓練促進給付金などについても子ども家庭

課でご案内しています。また、左記の機関では、日常生活・家庭・子どもの養育などについ

て相談に応じています。お気軽にお問い合わせください！

　母子及び父子並びに寡婦福祉法で規定する配偶者のない方（ひとり親）で、現に児童を扶
養している所得が低い世帯について、保育料を減免します。

保育料の減免

　学校教育課　86-2815

ひとり親家庭等日常生活支援事業

一人親家庭等医療費助成
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子どもの発達・発育

発達支援室
　発達支援室では、幼少期から学齢期に至るまで
途切れなく支援が続くよう、さまざまな教室・事
業を実施しています。小集団での教室、個別の発
達相談、言語相談、各園・学校訪問を実施し、ま
た、医療機関とも連携しています。

上記のようなこと、気になっていませんか？一人で悩まず、ご相談ください。

教育相談
　特別な支援を必要とする子どもについて、巡回相談員が保護者からの相談をお受けします。
詳しくは、各園・学校または学校教育課、発達支援室までお問い合わせください。

巡回相談
　町が委嘱した巡回相談員が、各園・学校を訪問し巡回指導・相談を行います。詳しくは、
各園・学校または学校教育課、発達支援室までお問合せください。

　学校教育課　86-2815　　子ども家庭課（発達支援室）　86-2825

学校教育課　86-2815　　子ども家庭課（発達支援室）　86-2825

　子ども家庭課（発達支援室）　86-2825

三重県母子・父子福祉センター三重県北勢福祉事務所
一般相談、法律相談、就業相談

開所時間　月～金曜日　9:00〜17:00
　　　　　第 1・3日曜日　10:00〜16:00
　　　　　※日曜日は就業相談のみ
電　　話　059-228-6298

母子父子寡婦福祉資金の貸付相談
生活全般にわたる相談

開所時間　月～金曜日　9:15〜16:00
電　　話　059-352-0586

落ち着き
常にじっとしていられない

集団行動が取りにくい

人とのかかわり
視線が合いにくい

友達と遊びたがらない

ことば
ことばの発達が遅い

ことばのやりとりが難しい

身体の使い方

手先が不器用

動きがぎこちない

こんな悩み・心配はありませんか？
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障がいのある子どものために

手当・医療費の助成

※障がいの発症時期や内容・程度によっては、手帳が交付されない場合もあります。詳しくは、
　地域福祉課までお問い合わせください。

手帳の交付

　身体に障がいがある方を対象とした、各種サービスを受けるために必要な手帳です。視覚、
聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器
機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能などの障がいの種類と程度により、1 級から 6 級ま
でに分かれます。

身体障害者手帳

療育手帳
　知的障がいのある方を対象とした、各種
サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の等級は、障がいの程度により、 A1、
A2、B1、B2 までの区分があります。

　精神疾患のため長期にわたり日常生活また
は社会生活への制約がある方を対象とした、
各種サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の等級は、障がいの程度により 1 ～ 3 級
の区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

手当・助成・サービスなど

　様々な手当やサービスがあり、手帳の交付がなくても利用できるものもあります。詳しくは、
地域福祉課までお問い合わせください。

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

日常生活で、常時介護を必要とする重度の障がいのある
20 歳未満の在宅の障がい児に支給される手当

身体や精神に重度の障がいがある 20 歳未満の児童を養
育している父母または養育者に支給される手当

自立支援医療
（育成医療）

現在または将来的に機能障がいを残すおそれがあり、医
療を行うことで機能の回復が見込まれる児童（18 歳未
満）への医療費の助成。P.10 でも紹介しています

制度名など　　　　　　　　　　　　　　内　　容　　　　　　　　　　   問い合わせ先

地域福祉課

86-2804

精神疾患のために継続的に通院による治療を受ける場合
の医療費の負担軽減を図る制度

自立支援医療
（精神通院医療）

　地域福祉課　86-2804
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障がいに関する相談窓口

制度名など　　　　　　　　　　　　　　内　　容　　　　　　　　　　   問い合わせ先

身体、知的、精神に障がいのある方が医療機関にかかったとき、
保険適用分の自己負担額を後日助成する制度（所得制限あり）

福祉医療費助成
（障がい者医療）

保険年金課

86-2805

補装具費の支給

身体障害者手帳、療育手帳を持つ方、難病指定を受けた
方が、在宅での日常生活をより円滑に行うための制度

日常生活用具の
給付

身体障害者手帳を持つ方、難病の認定を受けた方が、補装具の
購入、修理または借り受けをするときに、費用の一部を支給

制度名など　　　　　　　　　　　　　　内　　容　　　　　　　　　　   問い合わせ先

屋外での移動に困難がある障がい者（児）などに対し、
社会生活上不可欠な外出や余暇活動などを支援する

児童発達支援

放課後等デイサービス

日常生活の援助

移動支援

ショートステイ 介護を行う方が、病気などで介護が困難になった場合や休
養をする場合に、一時的に障がい者（児）を預かる事業

一時的に見守り等の支援や放課後活動の場が必要な障がい
者（児）に活動の場を提供し、家族の休息などを図る事業

日中一時支援

障がい児に対し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う療育の場

就学中の障がい児が、放課後や長期休暇中に、日常生活の
基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う場

制度名など　　　　　　　　　　　　　　内　　容　　　　　　　　　　   問い合わせ先

その他

保育料の減免
家庭に手帳を持つ方、特別児童扶養手当または国民年金の
障害基礎年金などの受給者がおり、所得が低い世帯の場合
に受けられます

学校教育課

86-2815

　この他、税の控除や電車・バス・タクシーの運賃、公共料金の割引、三重おもいやり駐車場利

用者証制度など、さまざまなサービスがあります。地域福祉課では、各種サービスの内容や手続

き方法などをまとめた「障がい福祉のしおり」を発行しています。

内　容：精神障害に関する相談
連絡先：24-3620

三重県桑名保健所 
地域保健課
三重県桑名保健所
地域保健課

内　容：身体障害・知的障害に
　　　　関する相談
連絡先：059-236-0400（身体障害）
　　　　059-232-7531（知的障害）

三重県障害者相談
支援センター
三重県障害者相談
支援センター

内　容：障害全般の相談
連絡先：27-7188
　　　　いなべ・東員分室
　　　　49-5315

障がい者総合相談支援
センター「そういん」
障がい者総合相談支援
センター「そういん」

地域福祉課

86-2804
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夜間・休日の急病のとき

８章　急病・けがのとき

　子どもが急に具合が悪くなったり、けがをしたときに落ち着いて

対応できるように、日頃から情報を集めておくと安心です。また、

子どものまわりには危険がたくさんひそんでいます。ご家庭でも、

チェックしてみてくださいね！

判断に迷ったとき、相談したいとき1

みえ子ども医療ダイヤル
子どもの急な病気や事故、薬に関する心配について、小児科専門医師が電話相談に
応じます。電話相談であり診察や指示などの医療行為は行いません。
相談日時　　毎日　19:30 ～翌朝 8:00

＃8000

受診する2

かかりつけの医師に連絡し、指示に従うのが最適です。
かかりつけの医師に連絡

21-9916

場　　所：桑名市鍛冶町 9番地（桑名ふれあいプラザ内）
診療時間：日・祝・年末年始　9:30 ～ 12:00、13:00〜16:00
　　　　　土曜日　19:30〜21:30

休日応急診療所「桑名市応急診療所（内科・小児科）」

受診できる病院を探す3
救急医療情報センター（コールセンター）
現在診療可能な医療機関の案内を受けることができます。

059-229-1199

医療ネットみえ（インターネット）
https://www.qq.pref.mie.lg.jp

!! 交通事故や重症の病気など、緊急性が高いと思ったときは、
救急車（　119）を呼びましょう
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事故が起きたときの応急手当
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・	 水道水で 10 分程
度冷やす

・	 水ぶくれはつぶさ
ない

・	 範囲の広いやけどは、衣類を脱がさずにそ
のまま上から冷やした状態で、医療機関を
受診する

☆ check!
子どもは、身体の表面積の 10％～ 15％

以上の広さをやけどすると重症です。暖房
器具や調理器具等には触らせない、近づか
せないようにしましょう。蒸気でもやけど
の原因になります。

■	手や足の骨折のとき
　・	 骨折した部分を動かさない

よう、そえ木で上下の関節
までを固定し、医療機関を
受診する

■	背骨や大たい骨の骨折のとき
　・	 身体を動かさずに、救急車を呼ぶ

☆ check!
「変形」や「腫れ」など、少しでも骨折
が疑われるときは、骨折の手当てを行いま
しょう。乳幼児は、腫れが目立たないこと
もあるので、保護者が注意深く観察し、「手
や足の動きが不自然」、「うまく歩けない」
などがあれば、速やかに医療機関を受診し
ましょう。

・	 ぬるま湯で傷口を洗い流す
・	 ガーゼなどで傷口を強く圧迫し、止血する
・	 消毒する

☆ check!
傷口が広いとき、深

いとき、出血が多く止
まらないとき、傷口が
ぱっくり開いていると
きは、医療機関を受診
しましょう。はさみや
カミソリなどの刃物
は、子どもの手の届く
ところに置かないよう
にしましょう。

■	頭を打ったとき
　・	 意識がないとき、
	 嘔吐や痙攣がある
	 ときは、すぐに救急車を呼ぶ
　・	 不機嫌な状態が続くときは、医療機関を

受診する
■腕や足などを打ったとき
　・	 冷たいタオルなどで患部を冷やす
■お腹を強く打ったとき
　・	 衣類をゆるめて安静にし、医療機関を受

診する

☆ check!
子どもの視野は狭く、危険を察知できま

せん。玄関、窓、階段、ベランダには近づ
けないよう鍵を掛け、柵を設けましょう。
テーブルの角やドアの開閉にも注意しま
しょう。

・	 飲み込んだものの種類によって、手当ての方法が異なるため、中毒 110番、
医療機関、119番などに連絡して指示を受ける

・	 意識がないときや苦しそうなときは、すぐに救急車を呼ぶ
　　【応急処置の例】　
　　　たばこ…………まず、吐かせる。口の中に残っている場合は、拭い取り、

直ちに医療機関を受診する。
　　　ボタン電池……急いで医療機関を受診する。

☆ check!
500 円玉より小さいものは飲み込んでしまう可能性があります。子どもの手の届くところに置

かない、与えないようにしましょう。

やけど

出血

誤飲・誤食

骨折

打撲



東員町子育て BOOK
[ 編集・発行 ]
東員町役場 福祉部 子ども家庭課
〶511-0295　東員町大字山田 1600 番地
TEL：0594-86-2872　FAX：0594-86-2851
E-mail　kodomo@town.toin.lg.jp
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『子どもの権利条例』のある町

『とういん子どもの権利の日』

　東員町は、未来を担う子どもたちが、笑顔の絶えない元気な「東員っ子」に育ってほしいと
願っています。「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例」（以下、子ど
もの権利条例）は、すべての子どもが愛し愛され、幸せに暮らせるまちづくりを進めることと、
子どもが豊かに育つ環境を整えることを目的に、平成 27 年 6 月 19 日に制定されました。

　町では、11 月 20 日を「とういん子どもの権利
の日」と定め、その日から 1 週間を「子どもの権
利を考える週間」としています。
　毎年この日の前後に、学校などでは、子どもの
権利をみんなで考えたり、行事が行われています。
※11 月 20 日は、国際連合で子どもの権利条約が
　採択された日です。

「子どもの権利条例」には、次の 6つの権利が定められています！

①愛される権利
　ありのままの自分を受け入れてもらうこと。自分の気持ちや考え、個性や能力が
　認められ、大切にされることなど。
②守られる権利
　命が守られること。あらゆる暴力や犯罪から心身ともに守られること。愛情と理
　解を持って育まれることなど。
③自分らしく生きる権利
　ありのままの自分に自信を持って生きること。発達に応じて、自分で自分のこと
　を決めることなど。
④育つ権利
　遊び、学び、休息すること。家庭で食事や会話などの楽しい時間を過ごすことなど。
⑤ともに生きる権利
　性別、年齢、国籍、文化などが異なる人たちと、ふれ合い、受け止め合い、育ち
　合い、仲間になる機会が得られることなど。
⑥意見を表明し、参加する権利
　自分の意見や考えを表明する機会が与えられること。表明された意見や考えが尊
　重されることなど。

幸せに生きるための6つの権利


