


妊 娠

がわかったら

【母子手帳の交付】

医師または、助産師により妊娠の確認がされた

ら、速やかに妊娠届けを行い、「母子健康手帳」

の交付を受けてください。

町民センター1階

板野町子育て

相談センター

（☎ 672-5580 ）

3 頁

【妊婦一般健診】

妊娠届出時に妊婦一般健康診査受診表を 14 枚

お渡しします。色別に受診週の目安や検査項目が

異なります。かかりつけ産婦人科で定期的に検査

を受けましょう。

町民センター1階

板野町子育て

相談センター

（☎ 672-5580 ）

※受診は産婦人科医

3頁

出 産

【出生届】

出生証明書・母子手帳を持って、生まれた日か

ら１４日以内に届出してください。

住民課

（☎ 672-5984 ）
4 頁

育児支援

（健康支援）

【乳児健康診査】【予防接種】

1歳までに医療機関で１回の健康診査が無料で

受けられます。集団健診では小児科医師の診察や

身体計測その他育児に関するアドバイス・相談を

行ないます。3,4 ヶ月健診、6,7 月計測・相談、

9,10 ヶ月健診、1歳児健診、1歳 6ヶ月児健診、3

歳児健診は個別通知でご案内します。予防接種に

ついては、予診票は出生、転入時にお渡し、また

は郵送しています。

町民センター1階

板野町子育て

相談センター

（☎ 672-5580 ）

※受診は小児科医

3頁

育児支援

（給付制度）

【児童手当制度】

出生届時に一緒に手続きしてください。提出日

の翌月から支給されるため、１４日以内の届出を

忘れずにおこなってください。

住民課

（☎ 672-5984 ）
4 頁

【子どもはぐくみ医療制度】

板野町国保ご加入の方は出生届時に手続きし

てください。社会保険等ご加入の方は保険証が出

来次第、印鑑、保険証を持参して手続きをしてく

ださい。

住民課

（☎ 672-5984 ）
4 頁

保育・教育

【保育園】

8ヶ月を経過した次の月からお子さまをお預か

りできます。毎年度 11 月くらいから認定申請兼

申込書を配布します。定員超過がなければ随時の

入園もできます。

板野保育園

（☎ 672-2101 ）

住民課

（☎ 672-5984 ）

5 頁

6 頁

【幼稚園】

４月1日現在満年齢４歳児（大坂分園は３歳児）

及び５歳児から入園できます。対象年齢の児童全

員に入園案内を送付しています。

教育委員会

（☎ 672-0136 ）
8 頁
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保育園の

一時保育

【対象】

町内に居住する１歳６ヶ月以上の未就学児童。

親子で登録が必要。登録後は電話で利用申込可。

支援センター

（☎ 672-7171 ）

板野保育園

（☎ 672-2101 ）

5 頁

幼稚園の

預かり保育

【対象】

幼稚園児であれば利用可能。午後６時まで実施

しています。長期休業中も実施。

教育委員会

（☎ 672-0136 ）
7 頁

地域子育て

支援センター

【対象・事業内容】

板野保育園２階が地域子育て支援センターで、

毎日利用できます。毎週月曜日と水曜日にイベン

トをしています。保育園に通う子と遊んだり、園

の行事にも参加できます。

支援センター

（☎ 672-7171 ）

板野保育園

（☎ 672-2101 ）

6 頁

児童館

【対象】

町内在住の乳幼児から義務教育終了までの児

童。（※４歳以下は保護者同伴で利用可）

板野東・西・南児童館があり、それぞれ小学校、

幼稚園と隣接しています。

・東児童館(672-3651)

・西児童館(672-6060)

・南児童館(672-0113)

社会福祉協議会

（☎ 672-0051 ）

6 頁

放課後子供教室
【事業内容】

小学生の放課後を利用した活動。希望参加。

教育委員会

（☎ 672-0136 ）
8 頁

病児・病後児

保育事業

【事業内容】

概ね１０歳までのお子様が、病気中や快復期に

あって、かつ保護者が就労しているなどの理由に

より家庭で保育できないときに、お子さんを一時

的に預かる事業です。

対象施設へ申込み

※お問い合せは

住民課

（☎ 672-5984 ）

9 頁

短期支援事業

(ｼｮｰﾄｽﾃｲなど)

【事業内容】

家庭において子どもを養育することが一時的

に困難となった場合等に、養護施設等において、

一定期間、養育・保護を行う事業です。

住民課

（☎ 672-5984 ）
9 頁

ファミリー

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

【事業内容】

子育てを手伝って欲しい人と手伝ってあげた

い人の相互援助組織で、保護施設等では対応しき

れないニーズに対応することで地域における子

育てを支援するものです。

住民課

（☎ 672-5984 ）

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

（☎088-693-3033）

9 頁

ブックスタート

【事業内容】

町内に生まれたすべての赤ちゃんと保護者に

メッセージを伝えながら絵本を手渡す運動です。

教育委員会

（☎ 672-0136 ）
10 頁
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○母子手帳の交付

医師、または助産師により妊娠の確認がされたら、速やか

に妊娠届けを行い、「母子健康手帳」の交付を受けて下さい。

母子健康手帳は、妊娠の経過・出産状況やお子様の発育・

発達、予防接種等を記録するものです。また、母子の健康のために必要なことを書いて

ありますので、最後の頁まで目を通し、大切に保管してください。

○妊婦一般健康診査

妊婦一般健康診査は、赤ちゃんが順調に育っているか、お母さんの体に負担がかかっ

ていないかどうか確認する大切な機会です。１４回まで無料となっており、妊娠届出時

に妊婦一般健康診査受診票を１４枚お渡しします。

かかりつけの産婦人科で定期的に健康診査を受けましょう！

○乳児健康診査

１歳まで医療機関で１回の健康診査が無料で受けられる他、町

で行う集団健診も実施しています。小児科医師の診察や身体計測、

栄養相談、歯のお手入れの仕方、その他育児に関するアドバイス・相談を行います。

○３，４ヶ月健診、６，７ヶ月計測・相談、９，１０ヶ月健診、１歳児健診、１歳６ヶ月

児健診、３歳児健診

該当児童に個別に通知・ご案内しています。それ以外の健診日につきましては、お問

い合わせください。乳児期は、心身の発育面で重要な時期です。必ず受診しましょう！

1歳 6ヶ月児健診、3歳児健診では、フッ化物塗布事業も行っています。

○予防接種

医療機関での個別接種になります。板野町に住民票を有する接種対象年齢の方は無料

です。出生や転入届出時に配布、また時期に合わせ予診票を郵送しています。

出産後の赤ちゃんの健康

新生児訪問事業や、子どもの発達について専門医師や心理相談員による発育相談事業も

行っています。母子の健康や育児に気になることがあればお気軽にご相談下さい。

〈窓口・お問合せは〉 板野町子育て相談センター ☎ ０８８－６７２－５５８０
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Ｈｉｂ（生後 2ヶ月～）、小児肺炎球菌（生後 2ヶ月～）、四種混合（生後 3ヶ月～）、BCG（生後 3ヶ月～）、日本

脳炎（生後 6ヶ月～）、麻しん風しん混合（1歳～）、水痘（1歳～）ロタウイルス予防接種（出生 6週 0日後～）、

Ｂ型肝炎（生後 2ヶ月～）

妊娠がわかったら

１．妊娠届、交付ができる方 ・・・ 板野町に住民票を有し、妊娠した方

２．届出窓口 ・・・ 板野町民センター１階 板野町子育て相談センター

〈お問合せは〉 ☎ ０８８－６７２－５５８０



○出生届

戸籍法により、赤ちゃんが出生した日から１４日以内に市区町

村へ出生届を提出しなければならないこととなっています。

○出産育児一時金（ご加入の医療保険が支給）

出産育児一時金４２万円（産科医療補償制度１．６万円含）がご加入の医療保険制度

から支給されますが、通常分娩にかかる費用と相殺し、差額がある場合は、差額分の支

給が行われます。

○児童手当等

届出の翌月から支給開始されます。誕生日が月後半で認定請求、増額請求が翌月とな

る場合は、１４日以内の届出が遅れると１ヶ月分支給できない場合がありますので、確

実に１４日以内にお届けください。また、所得制限があり不支給となる場合があります。

〈支給金額〉 ・０～３歳未満 月額１５，０００円

・３歳以上小学校修了前 月額１０，０００円

・３歳以上小学校修了前(※第 3子以降) 月額１５，０００円

※18 歳の年度末までの児童を子と数えます

・中学校修了前（中学生） 月額１０，０００円

・所得制限該当者 〔特例給付〕月額 ５，０００円

〈支給日〉２月（10～1 月分）、６月(2～5 月分)、１０月(6～9 月分)の原則 15 日

○ひとり親家庭、特別児童扶養手当

ひとり親家庭の場合、所得の状況に応じ、児童扶養手当の支給該当となる場合があり

ます。また、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいがあるお子様をご家庭で

養育している方に対し特別児童扶養手当制度があります。

○赤ちゃんの保険証ができたら、子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けてください。

高校修了まで（18 歳の誕生日を迎えて最初の 3月 31 日まで）の病院受診時にかかる

医療費（保険診療の保険者分、高額療養費分等を除いた自己負担分）を負担する制度で

す。（※義務教育終了後 18 歳に達する年度までは、一医療機関 1ヶ月あたり自己負担 600

円）県内医療機関で受診する際は保険証とはぐくみ受給者証を提示して下さい。

○板野町出産祝金【板野町独自事業】

子どもの誕生を祝し、経済的な支援を実施することで、子育てに対する負担感を軽減

するため、出生児１人あたり１０万円を交付します。

〈窓口・お問合せは〉 住民課 ☎ ０８８－６７２－５９８４
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赤ちゃんが生まれたら

出生届時に申請してください



就労等で子どもをあずけたいとき！

○通常保育

８ヶ月を経過した次の月より預かることができます。

・定員 ２４０名

・保育時間 ７：３０ ～ １９：００

・０歳児～３歳児（４月１日満年齢）

○一時保育（保育園２階 ☎672-7171 又は ☎672-2101 ）

町内居住する１歳６ヶ月以上の未就学（他施設に入所通所していない）児童

① 非定型保育 保護者の就労形態により、一時的に保育が必要となる児童

（週３回・１ヶ月１２日以内）

② 緊急保育 保護者の傷病・入院により緊急・一時的に保育が必要となる児童

③ 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の軽減等の理由による一時的保育

☆利用者負担 一日 2,000 円 （8:45～17:15）※おやつ・給食有

半日 1,000 円 午前（8:45～12:45） 午後（13:15～17:15）

※おやつ・給食有 ※おやつ有

☆無料 ※保護者会費、絵本代等は必要です。

○「保育標準時間」は利用可能時間が１１時間。通常この保育標準時が適用されます。

求職中の利用など明らかに保育の利用が８時間に達しない場合は、「保育短時間」認定となります。

○子ども子育て新制度により、新制度の対象となる認定保育園等については、保育料をお住まいの市

町村が決定します。

乳 児 幼 児

7:30～ 早朝保育 早朝保育

8:30～11:30 おやつ、あそび、散歩 ｸﾗｽ及びｸﾞﾙｰﾌﾟでの活動（室内外）

11:30～12:30 離乳食 給食

12:30～16:00 お昼寝、おやつ、散歩など 絵本読み、お昼寝、おやつ、あそびなど

16:00～16:30 降園準備、降園 降園準備、降園

16:30～19:00 夕方延長保育、降園 夕方延長保育、降園、戸締まり
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板野保育園保育料

板野保育園 ☎088-672-2101

保育利用時間について

平成 27 年度からの子ども・子

育て新制度により、町内在住の

未就学児について、ニーズ把

握、保育調整のため、住民課で

入園手続きができます。

住民課☎672-5984

町外の認定保育園等について

児童の保育や行事などについては、直接保育園にお電話ください。

板野保育園 ☎０８８－６７２－２１０１

認定や保育料については ・・・ 住民課 ☎ ０８８－６７２－５９８４



保育園に入所していない未就学児も毎日利用できます。

○みらいっこくらぶ （月曜日・水曜日 9:30～12:00 ）

お子様とのあそび、保護者同士の交流・情報交換・園児たちと交流しながら楽しく

過ごしましょう！

○子育て相談 （月曜日～金曜日 8:30～17:15 ）

食事・言葉・子どもとの関わり方など、何でも相談に応じています。

○園庭開放 （子育て相談同様ですが、12:00～15:00 はお昼寝時間となり利用不可）

毎週月曜日と水曜日に絵本の読み聞かせや親子製作などイベントをしています。気軽にあ

そびにきて下さい！

板野町では、東、西、南各小学校に幼稚園、児童館が隣接しています。児童に健全な遊び

を提供し、子どもたちが安全で、安心して過ごせるよう、適切な場を提供しています。

○板野東児童館 板野町大寺字亀山西 1番地 ☎０８８－６７２－３６５１

○板野西児童館 板野町那東字福道 21 番地 ☎０８８－６７２－６０６０

○板野南児童館 板野町下庄字文開 1番地 1 ☎０８８－６７２－０１１３

（対象児童）町内在住の乳幼児から義務教育修了までの者で４歳以下は保護者同伴。

（開館日） 月～金曜日、第１，３土曜日

（開館時間）通常：9:30～18:15 土曜日は 8:30～18:15

長期休業中：8:00～18:30

（利用料金）無料

・定期的なイベント 絵本の読み聞かせ

・季節的なイベント 七夕さま、クリスマス会、

お楽しみ会など

・各種相談事業 民生児童委員による子育て相談

〈窓口・お問合せは〉 社会福祉協議会 ☎ ０８８－６７２－００５１

地域子育て支援センター(板野保育園 2階) ☎088-672-7171
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児童館

※土曜日、長期休業中はお弁当持参が可能！



学校教育！お子様が４歳になると幼稚園に入園することができます。

１１月頃に町内在住者宛に翌年度児童の入園適齢通知書等を送付いたします。

○板野東幼稚園 板野町吹田字町東 8番地 1 ☎０８８－６７２－３５０１

○板野東幼稚園大坂分園 板野町大坂字宮東 20 番地 ☎０８８－６７２－４７０３

○板野西幼稚園 板野町那東字楠木 15 番地 ☎０８８－６７２－３５０２

○板野南幼稚園 板野町下庄字真弓 71 番地 ☎０８８－６７２－３５０３

・保育時間 平日 8:00～13:00（閉園日：土/日、祝祭日、年末年始）

・授業料 無料

※PTA 会費・教材費等は必要です。

・給食費 無料

月曜日から金曜日まで、給食を実施しています。板野町学校給食センタ

ーで調理しており、献立は小中学校と同じです。

① 利用の申請 預かり保育利用申請書の提出が必要です。４月に各幼稚園で申請書

を受け取り、申請して下さい。

② 保育の実施日・時間

通常登園日 １３：００ ～ １８：００

長期休業中（夏休み、年末年始を除く冬休み、春休み）

月～金曜日 ８：００ ～ １８：００

③ 預かり保育料は無料。おやつ代は別途１ヶ月１，０００円が必要。

④長期休業中は、お弁当を持参してください。
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板野町教育委員会 ☎088-672-0136

幼稚園児の預かり保育



小学生の放課後を利用した活動

町内３小学校で、それぞれ年間５０回程度開催。

保護者や地域のボランティアの方に協力して頂き、小学生を対象として、学校や公共

施設を利用して、安全で安心な居場所づくりを目的として教育委員会が実施している活

動です。

（開催場所）東小学校内・東小学校大坂分校・東児童館・町民センター・中央公民館

（活動状況）毎週木曜日 15:00～16:15 第 2 月曜日 14:45～16:00 夏休み

第３土曜日 10:00～11:30

（活動内容）工作、手芸、お話し会、英語で遊ぼう、茶道、藍染め体験など

（開催場所）西小学校内・西児童館・ふれあいプラザ

（活動状況）毎週木曜日 15:00～16:30 第３土曜日 10:30～11:00 夏休み

（活動内容）季節に合わせた工作、手芸、お話し会、英語、茶道、藍染め体験など

（開催場所）南小学校内・南児童館・南公民館

（活動状況）毎週木曜日 15:00～16:00 第３土曜日 10:00～11:00 夏休み

（活動内容）工作、手芸、お話し会、英語で遊ぼう、藍染め体験など
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〈窓口・お問合せは〉 教育委員会 ☎０８８－６７２－０１３６

放課後子供教室推進事業

東っこ

南っこ

西っこ



概ね１０歳未満の児童が病気で、保育所・幼稚園へは行けず、就労等で家でも

看病できないときに病院でお預かりできる事業です。

〈実施施設〉

※日曜日、祝祭日年末年始、医院の休診日等は利用できません。

（対象となる病気）かぜ、消化不良症などの児童が日常にかかる疾患や、はしか、水疱瘡、

風しんなどの感染疾患、喘息などの慢性疾患及び骨折などの外傷性疾患など。

（利用方法）

① 空き状況の確認・予約・・・直接、前日または当日、利用を希望する施設に直

接電話などで、お申し込みください。

② 利用診察・・・前日または当日、かかりつけ医などで受診し、利用申請書の医

師記入欄に「保育可能確認」を記入してもらってください。

（利用料金）１日あたり

○所得税有世帯 １，８００円

○所得税はなし、住民税課税世帯 ９００円

○住民税非課税世帯 ０円

所在地 施設名 電話番号 定員 利用できる日時

徳島市

藤岡クリニック 088-622-0012 ６人

月～金曜日 8:30～18:00

土曜日 8:30～17:00

田山ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 088-633-2055 ６人

愛育小児科 088-612-7795 ６人

えもとこどもｸﾘﾆｯｸ 088-664-8580 ６人

ひなたクリニック 088-678-5461 ６人
月～金曜日 8:30～18:00

土曜日 8:30～14:00

小松島市 徳島赤十字乳児院 0885-32-0555 ３人 月～土曜日 7:30～18:30

石井町 伊勢内科小児科 088-675-0535 ６人 月～土曜日 8:30～18:00

北島町 北島こどもｸﾘﾆｯｸ

088-697-2281

（午前8～9時）
６人 月～土曜日 8:30～18:00

088-697-2221

（午前 9時～）

藍住町 富本小児科内科 088-678-2111 ４人 月～土曜日 8:30～18:00

施設から利用の連絡があ

り料金を報告します。

お子様のお迎え時にお支

払い下さい。

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業やショートステイ、ファミリーサポートセンター事業について

〈窓口・お問合せは〉 住民課 ☎ ０８８－６７２－５９８４
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町内に生まれたすべての赤ちゃんと保護者にメッセージを伝えながら絵本を手渡す

運動で、「絵本を通して心のふれあいを」を合言葉に、平成 17 年度より住民課・福祉

保健課・教育委員会が連携して実施しています。

○対象者

板野町に住所を有する乳児とその保護者

（引換期間は、対象児が満 1歳に達する日まで）

○配布の方法

① 住民課で、子どもはぐくみ医療費受給者証交付時に「ブックスタート・パック引

換券」を交付します。

② 股関節脱臼検診時に「ブックスタート・パック引換券」と引き換えに絵本を手渡

します。

③ 都合で股関節脱臼検診に来ることができない場合は、乳児健診等の機会や文化の

館図書館・健康相談室・教育委員会で随時引き換えることができます。
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ブックスタート事業

ブックスタート事業について

〈窓口・お問合せは〉 教育委員会 ☎ ０８８－６７２－０１３６



〒779-0192

板野町吹田字町南 22 番地２

板野町役場 住民課

☎088-672-5984 Fax088-672-2533

E-mail jyuumin@town-itano.i-tokushima.jp

ホームページ版ガイドブックはこちら→

所得の申告を忘れずに！

児童手当や児童扶養手当など所得制限がある給付や保育料につい

ても申告による所得額が全ての基準額になります。申告を忘れると

手当が給付されなくなることがあります。

確定申告時などに忘れずに所得申告をしてください！


