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出産したら 
 ご出産おめでとうございます。お子さんの健やかな 

成長のため様々な支援を活用してください。 

 

 

『出生届』の出し方 

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内に『出生届』を提出し

てください。 

１．届出用紙を入手する 

 用紙は出産した病院・診療所に用意し

てあります。また町役場をはじめ、全国

の自治体にも置いてあります。 

       ↓ 

２．名前を決めて必要事項を記入 

 用紙の右側は「出生証明書」になって

います。退院までに医師または助産師の

方から記入してもらってください。 

 名前が決まったら、用紙の左側を記入

してください。 

        ↓ 

３．届出人が提出する 

 内容をよく確認し、提出してください。

用紙は届出人本人が持参してください。

届出人の順位は次のとおりです。 

①赤ちゃんの父または母 

②同居人（父または母が届けられないとき） 

③出産に立ち会った医師・助産師 

◇提出・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

出生届の提出先 

●出生地 

●本籍地 

●届出人の所在地 

持ち物 

●出生届 

●母子健康手帳 

●印鑑 

名前に使用できる文字 

常用漢字、人名用漢字、ひ

らがな、カタカナ以外の名

前は受理できません。 
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 誕生記念品の贈呈 

町ではお子さんの誕生をお祝いして、記念品をお贈りしています。 

母村「奈良県十津川村」の「ヒノキ」を使用した記念品で、木の温もりや

柔らかな香りとともに、町と村の親子の繋がりをご体感ください。 

なお、出生届の提出があってから発注しますので、届出後、数か月ほどで

お渡しする予定です。 

◇問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

紙おむつ用ごみ袋配布 

  ３～４か月児健康相談時に子育て支援の一環として、乳児をもつ世

帯の経済的負担の軽減を目的に、紙おむつ用ごみ袋を贈呈します。 

●各世帯１回限り 可燃用20リットルごみ袋を30枚 

◇問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

 

児童手当 

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する、

国の制度です。 

 児童手当の支給を受けるためには「認定請求書」の提出が必要です。 

●対象 中学校修了前までの児童を養育している方 

・０～３歳未満 

 月額：15,000円（一律） 

・３歳～小学校修了前 

 （第1,2子）月額：10,000円 

   （第3子以降）月額：15,000円 

 ・中学生 月額：10,000円（一律） 

・特例給付（基準の所得を超えた方） 

 月額：5,000円（一律） 

◇提出・問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ 

                        （℡72-2000） 

  ※公務員の場合は所属庁への申請となります。

持ち物（新規申請時） 

●印鑑 

●請求者の健康保険証の写し 

●請求者名義の通帳の写し 

●個人番号がわかるもの 

※必要に応じて提出する書類が

あります。 
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 子ども医療費助成制度 

 高校生までのお子さんを対象に、

医療費の自己負担分を助成する制度

です。 

 助成を受けるためには受給者証の

交付申請が必要です。 

●助成対象 

 高等学校等修了前までの子ども 

●助成内容 

  保険診療に係る医療費自己負担分の全額 

◇申請・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

 

未熟児養育医療給付制度 

１歳未満の未熟児で入院による治療が必要な場合、その医療費を助成する

制度です。 

助成を受けるためには、医療券の交付申請が必要です。 

 ●対象 

 医師が入院を必要と認めた１歳未満の

未熟児 

 ●助成内容  

 指定養育医療機関での保険診療に係る

医療費や入院時の食事代など 

 ※世帯の課税状況に応じて費用の一部負担

があります（一部負担額は、乳幼児等医

療費助成制度等の助成対象です） 

◇申請・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

 

 

持ち物（認定及び更新申請時） 

●印鑑 

●お子さんの健康保険証の写し 

●転入の場合は個人番号カード又

は個人番号通知カード 

持ち物 

●印鑑 

●お子さんの健康保険証の写し 

●医師の意見書 

●個人番号カード又は個人番号

通知カード 
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新生児訪問 

 赤ちゃんが生まれたら、保健師がご自宅を訪問し、赤ちゃんの体重測定や

成長発達の確認、健康診査・予防接種の説明、育児相談を行います。 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

乳幼児健康相談・健康診査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称 受付時間 日程

３～４か月児 ７～８か月児
5月23日(水） Ｈ30.1～2月生 Ｈ29.9～10月生
7月11日（水） Ｈ30.3～4月生 Ｈ29.11～12月生
9月26日（水） Ｈ30.5～6月生 Ｈ30.1～2月生
11月7日（水） Ｈ30.7～8月生 Ｈ30.3～4月生
1月23日（水） Ｈ30.9～10月生 Ｈ30.5～6月生
3月13日（水） Ｈ30.11～12月生 Ｈ30.7～8月生

10～11か月児 １歳２～３か月児
5月25日（金） Ｈ29.6～7月生 Ｈ29.2～3月生
7月13日（金） Ｈ29.8～9月生 Ｈ29.4～5月生
9月28日（金） Ｈ29.10～11月生 Ｈ29.6～7月生
11月9日（金） Ｈ29.12～Ｈ30.1月生 Ｈ29.8～9月生
1月25日（金） Ｈ30.2～3月生 Ｈ29.10～11月生
3月15日（金） Ｈ30.4～5月生 Ｈ29.12～Ｈ30.1月生

5月22日（火）
7月10日（火）
9月25日（火）
11月6日（火）
1月22日（火）
3月12日（火）

1歳８～９か月児 ３歳１～２か月児
5月24日（木） Ｈ28.8～9月生 Ｈ27.3～4月生
7月12日（木） Ｈ28.10～11月生 Ｈ27.5～6月生
9月27日（木） Ｈ28.12～Ｈ29.1月生 Ｈ27.7～8月生
11月8日（木） Ｈ29.2～3月生 Ｈ27.9～10月生
1月24日(木） Ｈ29.4～5月生 Ｈ27.11～12月生
3月14日（木） Ｈ29.6～7月生 Ｈ28.1～2月生

※所要時間は約２時間です。
※対象者には、個別に案内文と問診票を送付します。

Ｈ28.3～4月生
２歳５～６か月児健康相談 9：15～9：30

１歳８～９か月児健康診査

３歳１～２か月児健康診査

（医師の内科健診・
歯科医師の歯科健診あり）

【１歳８～９か月児】
12：15～12：30
【３歳１～２か月児】
12：30～12：45

対象者

Ｈ28.5～6月生
Ｈ28.7～8月生
Ｈ28.9～10月生

３～４か月児健康相談

７～８か月児健康相談

【３～４か月児】
13：15～13：30
【７～８か月児】
9：15～9：30

10～11か月児健康相談

１歳２～３か月児健康相談

【10～11か月児】
9：15～9：30

【１歳２～３か月児】
9：30～9：45

Ｈ27.12月生
Ｈ28.1～2月生
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ゆめりあ子育て相談 

保健師・栄養士が赤ちゃんの体重測定や成長発達の確認、栄養、子育てに

関する相談をお受けします。 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

フッ素塗布 

 お子さんの歯の質を強くしてむし歯を予防するために、希望者にフッ素塗

布を実施しています。 

●日  程 ４月12日（木）、８月28日（火）、１月11日（金） 

●受付時間 12時40分～13時00分 

●場  所 ゆめりあ 

●対  象 １歳６か月～３歳児：左記の期間中に４回 

      ３歳～就学前児童：年３回 

     ※歯が16本生え揃ったころが始める目安です。 

●内  容 フッ素塗布、歯科健診 

      （自宅で歯磨きをしてからお越しください） 

●持 ち 物 母子健康手帳 ※歯ブラシはプレゼントします。 

●料  金 無料 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

フッ化物洗口（うがい） 

 保育園や幼稚園においても、園児の歯の質を強くしてむし歯を予防するた

め、希望者にフッ化物による洗口（うがい）を実施しています。 

●対  象 町内にある保育園、幼稚園に所属している園児 

●内  容 週に２回、保育園及び幼稚園においてうがいを実施 

●料  金 無料 

●申込方法 保育園、幼稚園に申込書を提出してください 

◇問い合わせ先 新十津川保育園（℡76-2419） 

        新十津川幼稚園（℡76-4152） 
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予防接種（定期） 

 お子さんは病気にかかりやすく、かかると重くなりやすいですが、予防で

きる病気もあります。正しい知識を身につけ、お子さんの健康のための予防

接種を行いましょう。 

 次の表に記載している予防接種について、対象者が指定医療機関で接種す

る場合の費用は無料となります。表に記載が無い予防接種を任意で受ける場

合は有料となりますので、費用などを医療機関に直接お問い合わせの上、接

種してください。 

 なお、受ける予定の予防接種については、新生児訪問（７ページ）などの

際に配布する「予防接種と子どもの健康」や「説明書」をよくお読みになり、

接種の必要性や副反応などを確認してからお受けください。 

●持ち物 

母子健康手帳、予診票、くすりの手帳 

  ※予診票をお持ちでいない方は保健福祉課へご連絡ください。 

 ●参考：予防接種の種類と指定医療機関一覧表（次ページ参照） 

 ◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 
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 予防接種の種類と指定医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１（１）日本脳炎予防接種の接種時期及び間隔は、生年月日によって異なります。 

（２）平成10年４月２日～平成19年４月１日生まれの方の接種期限は、20歳に達するまでとなります。 

※２ 子宮頸がんの予防接種は、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解していただいた上での接種になりま

す。希望される方は保健福祉課にご連絡ください。 
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 予防接種（任意） 

インフルエンザ予防接種を指定医療機関で接種した場合、接種費用が無

料となります。 

●対象者 妊婦、中学生以下 

●接種回数 

・接種日に６か月以上13歳未満の方 ２回 

・接種日に13歳以上の方      １回 

●実施期間 11月１日～12月31日 

●持ち物  母子健康手帳 

●指定医療機関（要予約） 

・新十津川町内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

花月クリニック 74-2021 ○ ○※１歳以上 

・滝川市内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

えべおつファミリークリニック 75-5500 ○ ○ 

おおい内科循環器クリニック 23-8880 × ○※小学生以上 

男澤医院 23-3183 × ○※３歳以上 

佐藤医院（滝川市一の坂町） 23-3255 ○ ○ 

佐藤病院（滝川市泉町） 24-0111 ○ ○ 

鈴木内科クリニック 23-2753 × ○ 

たきかわ産科婦人科クリニック 23-3039 ○ × 

滝川市立病院 22-4311 ○ ○ 

滝川中央病院 22-4344 × ○※３歳以上 

武田医院 23-2039 ○ ○※１歳以上 

どうちん内科消化器科 23-1818 × ○※小学生以上 
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・砂川市内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

小林産婦人科医院 52-4520 ○ ○ 

砂川市立病院 54-2131 ○ ○ 

砂川慈恵会病院 54-2300 ○ ○※中学生のみ 

すながわ耳鼻咽喉科 55-3387 ○ ○ 

明円医院 53-2100 ○ ○ 

村山内科医院 54-0888 ○ ○ 

・雨竜町内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

新雨竜第一病院 77-2121 × ○※小学生以上 

 

 

小児救急電話相談 

道内に住むお子さんが急病の際の電話相談窓口です。専門的な知識や経験

を有する医師や看護師が、医療機関への受診や家庭での対処方法についてア

ドバイスをします。 

※電話相談は、家庭での一般的対処に関する助言・アドバイスであり、電話

による診断・治療はできませんのでご注意ください。 

●開設日 毎日 

●開設時間 19時00分～翌朝8時00分 

●電話番号 

  道内のプッシュ回線・携帯電話から → #8000 

 ダイヤル回線から → 011-232-1599 


