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いろいろな支援制度▶子育て支援課
●●出生祝金支給事業
出生を祝福するとともに、健やかな成長を祈念し祝金を支
給します。
■■ 支給額
第1子：10,000円
第2子：30,000円
第3子以降：100,000円
■■ 対象者
出生児の父または母等で、子の出生日において、1年以上

越生町の住民基本台帳に記載されている方

●●児童手当支給事業
中学校修了までのこどもを養育している保護者に支給しま
す。
■■ 支給時期
年3回、6月、10月、2月に4か月分ずつ支払います。
■■ 支給額
3歳未満：月額15,000円
3歳以上小学校修了前：月額10,000円
（第3子以降月額15,000円）
中学生：月額10,000円
※所得制限限度額以上の場合は、特例給付月額5,000円

●●こどもの医療費支給事業
こどもの保健の向上と福祉の増進のため、保険診療による
医療費の自己負担分を助成します。
■■ 対象
保護者の被扶養者である満18歳になる年度末までのこども

※越生町こどもの医療費指定医療機関では、窓口払いなしで
受診できます。

●●チャイルドシート購入費助成事業
幼児の健全育成支援の一環として、チャイルドシート・ジュ
ニアシートの購入費の一部を助成します。
■■ 対象者
6歳未満のこども1人につき2回まで
■■ 助成金額
購入価格の1／2（1,000円未満切り捨て）
1台につき10,000円を限度

●●ベビーベッド無料貸出事業
ベビーベッドを無料で貸し出します。

■■ 対象者
町内に住所を有し、1歳未満の乳児を養育する保護者
■■ 利用期間
6か月（出生予定日の2週間前から貸し出します）
1歳の誕生日の前日まで延長可能

●●誕生祝品支給事業
1歳のお誕生日を迎えたこどもに、越生産西川材を使用し

た手作りの木製玩具を、訪問によりプレゼントします。

こどもを預ける・こどもと遊ぶ▶子育て支援課
●●保育園について
保護者が働いていたり、病気などのため、充分に保育する
ことができないこどもを保護者にかわって保育します。
保育園名 住所 定員 電話 入所年齢

越生保育園
（公立）

越生町越生
1046-4
【1図B-5】

90人 292-2231 満6か月から

山吹保育園
（私立）

越生町如意
98-2
【3図D-2】

70人 292-5684 満4か月から

■■ 保育時間
保育短時間認定：午前8時30分～午後4時30分
保育標準時間認定：午前7時30分～午後6時30分
時間外保育（有料）：午後6時30分～午後7時
■■ 保育料
保育料は、児童の年齢および世帯の市町村民税額、保育認
定時間により決定します。第3子以降は無料です。

●●一時保育について
保育園 年齢 利用料 給食・おやつ代

越生保育園 3歳児
～未就学児 1日1,300円 250円

山吹保育園

4か月
～3歳児未満

1日4,000円
半日2,000円

3歳以上
～未就学児

1日2,600円
半日1,300円 250円

※利用時間は月曜日～金曜日の午前8時30分～午後4時30分
※半日は、午前8時30分～午後0時30分、午後0時30分～午
後4時30分
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母子保健サービス▶保健センター
●●妊娠届出・母子健康手帳の交付
妊娠がわかったら、妊娠届出をしてください。その際、母

子健康手帳・妊婦健康診査助成券を交付し、保健師が相談に
応じます。
届出場所：越生町保健センター
持ち物：マイナンバーカード、本人確認ができる書類（本人
以外の方が届け出をする場合は委任状）

●●妊婦タクシー料金の助成●
（妊婦タクシー利用券の交付）
妊婦がタクシーによる通院等の外出をする際に、交通費の

一部を助成します。

●●ママパパ教室　
妊娠中の栄養についての講義、赤ちゃんのお風呂の入れ方

の練習、パパの「妊 “夫 ” 疑似体験」などを行います。

●●新生児訪問（こんにちは赤ちゃん事業）
生後4か月までの赤ちゃんがいる、すべてのご家庭に保健
師が訪問し、赤ちゃんの身体計測や子育てに関する相談、予
防接種の説明などを行います。

●●乳幼児健康診査
子どもの成長・発達や健康状態の確認を行います。詳しい

日程については、広報やホームページ等で確認してください。
乳児健康診査：離乳食教室同時実施
1歳6か月児健康診査：歯科検診・歯みがき指導同時実施
3歳児健康診査：歯科検診・歯みがき指導同時実施

●●2歳児歯科教室
2歳児に歯科検診と歯みがき指導を行います。（予約制）

●●育児相談
身長・体重の計測や発達の確認などを行い、保健師が相談

に応じます。管理栄養士による相談日もあります。

●●こどもの発育相談
小児科医、言語聴覚士、臨床心理士による発育発達相談で

す。（予約制）

●●予防接種事業
■■ 定期予防接種
予防接種の種類 定期対象期間 接種回数
ヒブワクチン

生後2か月～5歳未満
接種開始月齢に
より回数が異な
る

小児用
肺炎球菌

四種混合 生後3か月
～7歳6か月未満

第1期初回：3回
第1期追加：1回

麻しん
風しん混合

第1期：1歳～2歳未満
第2期：5歳～7歳未満で
小学校就学前の1年間

第1期：1回
第2期：1回

日本脳炎

第1期： 生後6か月
 ～7歳6か月未満
（標準的な接種期間は
 3歳～7歳６か月未満）
第2期：9歳以上13歳未満

第1期初回：2回
第1期追加：1回
第2期：1回

BCG 1歳未満 1回
B型肝炎 生後2か月～1歳未満 3回
二種混合
（ジフテリア・
破傷風）

11歳～13歳未満 1回

水痘 1歳～3歳未満 2回

子宮頸がん 小学校6年生～高校1年
生に相当する年齢の女子 3回

■■ 任意予防接種
予防接種の種類 対象者 接種回数

おたふくかぜ
1回目：1歳～2歳未満
2回目：5歳～7歳未満で
小学校就学前の1年間

1回目：1回
2回目：1回

ロタウイルス 1価：生後6週～24週まで
5価：生後6週～32週まで

1価：2回
5価：3回

こどもの
インフルエンザ
予防接種

対象者：生後6か月～高校3年生に相当する
年齢の方
接種期間：毎年10月1日～1月31日まで
助成金額： 1回目3,000円まで 

2回目2,000円まで
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母子保健サービス▶保健センター
 ●妊娠届出・母子健康手帳の交付
妊娠がわかったら、妊娠届出をしてください。その際、母

子健康手帳・妊婦健康診査助成券を交付し、保健師が相談に
応じます。
届出場所：越生町保健センター
持ち物：マイナンバーカード、本人確認ができる書類（本人
以外の方が届け出をする場合は委任状）

 ●妊婦タクシー料金の助成 
（妊婦タクシー利用券の交付）
妊婦がタクシーによる通院等の外出をする際に、交通費の

一部を助成します。

 ●ママパパ教室　
妊娠中の栄養についての講義、赤ちゃんのお風呂の入れ方
の練習、パパの「妊 “夫 ” 疑似体験」などを行います。

 ●新生児訪問（こんにちは赤ちゃん事業）
生後4か月までの赤ちゃんがいる、すべてのご家庭に保健
師が訪問し、赤ちゃんの身体計測や子育てに関する相談、予
防接種の説明などを行います。

 ●乳幼児健康診査
子どもの成長・発達や健康状態の確認を行います。詳しい

日程については、広報やホームページ等で確認してください。
乳児健康診査：離乳食教室同時実施
1歳6か月児健康診査：歯科検診・歯みがき指導同時実施
3歳児健康診査：歯科検診・歯みがき指導同時実施

 ●2歳児歯科教室
2歳児に歯科検診と歯みがき指導を行います。（予約制）

 ●育児相談
身長・体重の計測や発達の確認などを行い、保健師が相談

に応じます。管理栄養士による相談日もあります。

 ●こどもの発育相談
小児科医、言語聴覚士、臨床心理士による発育発達相談で

す。（予約制）

 ●予防接種事業
 ■ 定期予防接種

予防接種の種類 定期対象期間 接種回数
ヒブワクチン

生後2か月～5歳未満
接種開始月齢に
より回数が異な
る

小児用
肺炎球菌

四種混合 生後3か月
～7歳6か月未満

第1期初回：3回
第1期追加：1回

麻しん
風しん混合

第1期：1歳～2歳未満
第2期：5歳～7歳未満で
小学校就学前の1年間

第1期：1回
第2期：1回

日本脳炎

第1期： 生後6か月
 ～7歳6か月未満
（標準的な接種期間は
 3歳～7歳６か月未満）
第2期：9歳以上13歳未満

第1期初回：2回
第1期追加：1回
第2期：1回

BCG 1歳未満 1回
B型肝炎 生後2か月～1歳未満 3回
二種混合
（ジフテリア・
破傷風）

11歳～13歳未満 1回

水痘 1歳～3歳未満 2回

子宮頸がん 小学校6年生～高校1年
生に相当する年齢の女子 3回

 ■ 任意予防接種

予防接種の種類 対象者 接種回数

おたふくかぜ
1回目：1歳～2歳未満
2回目：5歳～7歳未満で
小学校就学前の1年間

1回目：1回
2回目：1回

ロタウイルス 1価：生後6週～24週まで
5価：生後6週～32週まで

1価：2回
5価：3回

こどもの
インフルエンザ
予防接種

対象者：生後6か月～高校3年生に相当する
年齢の方
接種期間：毎年10月1日～1月31日まで
助成金額： 1回目3,000円まで 

2回目2,000円まで
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