
2018（平成30）年度　加 東 市

不育症治療費
上限 15万円（1年度に1回）
※夫婦合算所得730万円未満 〈健康課〉

おたふくかぜワクチン予防接種費
全額助成（1人1回）
※1歳から小学校就学前まで 〈健康課〉

福祉医療費助成事業
中学３年生までの医療費が無料
※１歳未満は所得制限なし
１歳以上の対象者：保護者または扶養
義務者の市町村民税所得割の合計額が
23万5千円未満の方 〈保険医療課〉

病児･病後児保育施設「かとっこ」
利用料金：

開 所 日：

市内居住者 1日2,000円
（生活保護世帯は無料）
市外居住者 1日3,000円
月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
8：00～18：00 〈こども教育課〉

産後ケア事業 ※対象要件あり
【乳房ケア】1回につき 上限  3,500円／3回まで
【宿泊型】1日につき 上限22,500円／6泊7日まで
【デイサービス】1日につき 上限13,500円／7日まで

〈健康課〉

風しん予防接種費
風しんの抗体価が不十分な方
または平成2年4月1日以前生まれの方(1人1回)
風しんワクチン 上限3,000円
麻しん風しんワクチン 上限7,000円を助成

〈健康課〉

新生児聴覚検査費
新生児聴覚検査にかかる費用を全額助成

〈健康課〉

ファミリー・サポート・センター
利用料金：月曜日～金曜日まで　1時間600円
　　　　　土曜日･日曜日･祝日　1時間700円
　　　　　※7：00～20：00
時間外：それぞれ1時間100円加算
延　長：30分以内は1時間あたりの半額
　　　　30分を超え1時間以内は1時間の料金

〈こども教育課〉

幼児教育無償化保育料軽減事業
認定こども園、認可保育所、幼稚園等に在籍する
3～5歳の児童の保護者に幼児教育費相当額を
助成 〈こども教育課〉

アフタースクール
利用料金：1か月6,000円　※減額制度あり
開所日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　授業終了時～18：30　夏休み・冬休み・
　　　　春休み・学校代休日は7：30～18：30
対　象：小学校1年生～6年生 〈こども教育課〉

妊婦健康診査費
上限 10万円
助成（14回まで）

〈健康課〉

特定不妊治療費
上限 10万円
※県の助成を受けた方

〈健康課〉
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妊娠・出産・子育て・教育を切れ目なく温かく応援します
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●パパママクラスで出産準備
妊娠中の基礎知識と赤ちゃんを迎える準備のため、
沐浴体験やパパの妊婦体験などの機会を提供しま
す。
参加費：100円
年５回　土曜日に開催（要予約）

〈健康課〉

●認定こども園・保育所
良質な就学前教育・保育を提供し、子どもたちの
成長を支援します。
未就園児のひろば活動や園庭開放あり。

〈こども教育課〉

●幼児期人権教育
感性が発達する幼児期に「思いやり」や「いたわり」
の心をはぐくみ、小さな頃から「絶対的人権感覚」を
身に付けていくため、3〜5歳児と保護者を対象に
親子セミナーを実施します。

〈こども教育課〉

●アフタースクール
昼間、保護者が家庭にいない小学生の
ための遊び・生活の場を提供。全小学
校区で開設しています。

〈こども教育課〉

●学校給食特別メニュー
桃ゼリー等地元の食材を活用した楽しみのある学
校給食特別メニューを月1回提供しています。

〈学校給食センター〉

●特別保育
延長保育や一時預かり事業を実施。
専用施設「かとっこ」にて、病児、病後児保育も実施し
ます。

〈こども教育課〉

●ファミリー・サポート・センター
子育ての応援をしたい人と、してほしい人のマッチン
グを行います。(アフタースクールや保育所等への送
迎や預かりに活用)

●発達サポートセンター「はぴあ」
「幼児期から就労まで」の生涯を見通し、支援の必要な
子どもに関する業務を集約。発達に関する相談や療
育、学校園への巡回相談、研修会等を実施します。
　◆開所時間：月曜日〜金曜日　8：30〜17：15
　　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　◆利用料金：無料
　◆場　　所：福祉センター2階

〈こども教育課〉

●緊急メールシステム
保護者や地域の方が登録することにより、利用でき
るメール配信システムを運用。気象警報発令によ
る休校等、学校からの緊急連絡をお届けします。

〈教育総務課〉

●人を育てる食育の充実
全小中学校で、知育・徳育・体育の基礎となる食
育を推進。食に関する幅広い知識を習得し、健全
な食生活を実践できる人づくりに取り組んでいます。

〈学校給食センター・学校教育課〉

●こどもさんさんチャレンジ
子どもが健やかに育つ環境づくりとして、3週間
「早寝・早起き・朝ごはん運動」を実施します。
対象：5歳児

〈健康課〉

●子どもの発達・何でも相談
発達や行動面、学習面、対人面など気になることに
ついて、必要に応じて臨床心理士による心理相談や
発達検査を実施します。また、医師、言語聴覚士、
理学療法士による各種相談も実施しています。

〈はぴあ〉

●子育て何でも相談・
　育児何でもダイヤル相談

保健師、栄養士が身体計測や育児・栄養相談など育
児全般の相談に応じます。
月1回（年に3回、歯科衛生士による相談あり。）
ダイヤル：毎週月〜金　8：30〜17：15
　　　　　電話（0795）43-0432

〈健康課〉

●乳幼児健診・育児教室
4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児
の時期に実施。
子どもの健やかな成長発達の確認や育児をサポー
トします。

〈健康課〉

●離乳食もぐもぐ教室
離乳食の進め方について、講話や実習を通して学
ぶ場を提供します。
参加費：100円（要予約）

〈健康課〉

●母子健康手帳交付
母子健康手帳交付時に父子健康手帳、祖父母手
帳を交付。
みんなで協力して育児ができるようサポートします。

〈健康課〉

●こんにちは赤ちゃん訪問
出産後、保健師等が全家庭を訪問し、育児について
の相談とアドバイスを行います。

〈健康課〉

●母乳相談
助産師が母乳全般についての相談に応じます。
月2回（要予約）

〈健康課〉

●出産お祝い
加東市オリジナルの出産祝い品をプレゼント！

〈福祉総務課〉

●産後ママのリフレッシュ講座と相談会

産後のママがリフレッシュできる講座と相談会を年
2回実施します。
対象者：概ね産後１年未満のママ

〈健康課〉

子育てに悩んだら…

妊娠・出産期 乳幼児期 幼　児　期 就　学　期

●はじめてであうえほん
保護者に絵本を通じて赤ちゃんとのコミュニケー
ションをとってもらうために、４か月児健診時に、
「はじめてであうえほん」の小冊子を渡し、赤ちゃん
に絵本の読み聞かせを行います。

〈図書館〉

●家庭児童相談室
0歳から18歳までの子どもと家庭に関するさまざまな
問題について相談に応じます。本人・家族に限ら
ず、どなたからの相談にも応じます。
日時：月曜日〜金曜日　8：30〜17：15
場所：加東市役所　福祉総務課内
電話：（0795）43-0441（直通）

〈福祉総務課〉

●ＩＣＴ教育の充実
電子黒板やタブレットパソコンの整備等、教育の
ICT化の推進により、子どもたちの学力と情報活用
能力の向上を図ります。

〈教育総務課・学校教育課〉

●英語教育の充実
ALT（英語指導助手）や英語サポーターを全校に配
置し、充実した英語授業を実施しています。
中学生の実用英語検定の検定料を全額助成します。
加東市独自の「かとう英語ライセンスレッスンブック」の
活用と「かとう英語ライセンス検定」を実施しています。

〈学校教育課〉

●児童館等
みんなが集う地域子育て支援拠点施設。親子活動
やひろば活動を市内4か所で実施しています。
★社児童館やしろこどものいえ
★滝野児童館「きらら」
★東条鯉こいランド（Mina-Kuru 内）
★兵庫教育大学子育て支援ルーム「かとうGENKi」

〈こども教育課〉

〈福祉総務課〉
●MY TREE ペアレンツ・プログラム

子どもを傷つけてしまう親自身が、自分を大切にし、
本来持っている自分の力を発揮できるように回復を促
すことを目的としたプログラムです。毎年7月に受講
者を募集します。
問い合わせ先：（0795）43-0441（直通）

●ｈyper-QUテストの実施

よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートを
実施しています。
その結果をいじめや不登校の未然防止・早期発
見・対応へ活用します。

〈学校教育課〉

●スクールソーシャルワーカーの配置

児童・生徒が置かれた生活環境等の改善を図る
ため、各中学校を拠点校として小中学校内におけ
るチーム体制の構築や保護者支援を実施します。

〈学校教育課〉

●安全・安心・快適な教室
児童・生徒の学校生活の質及び安全の向上を図る
ため、全校舎耐震工事完了・全教室空調完備・
防犯カメラを全校に設置しています。

〈教育総務課〉

●小中一貫教育
小中一貫校を新設し、小学生と中学生の日常的な
交流活動や子どもたちの9年間の成長を見通した小
中一貫教育を推進します。

〈小中一貫教育推進室〉

2021（平成33）年度 東条地域で新設校開校



●パパママクラスで出産準備
妊娠中の基礎知識と赤ちゃんを迎える準備のため、
沐浴体験やパパの妊婦体験などの機会を提供しま
す。
参加費：100円
年５回　土曜日に開催（要予約）

〈健康課〉

●認定こども園・保育所
良質な就学前教育・保育を提供し、子どもたちの
成長を支援します。
未就園児のひろば活動や園庭開放あり。

〈こども教育課〉

●幼児期人権教育
感性が発達する幼児期に「思いやり」や「いたわり」
の心をはぐくみ、小さな頃から「絶対的人権感覚」を
身に付けていくため、3〜5歳児と保護者を対象に
親子セミナーを実施します。

〈こども教育課〉

●アフタースクール
昼間、保護者が家庭にいない小学生の
ための遊び・生活の場を提供。全小学
校区で開設しています。

〈こども教育課〉

●学校給食特別メニュー
桃ゼリー等地元の食材を活用した楽しみのある学
校給食特別メニューを月1回提供しています。

〈学校給食センター〉

●特別保育
延長保育や一時預かり事業を実施。
専用施設「かとっこ」にて、病児、病後児保育も実施し
ます。

〈こども教育課〉

●ファミリー・サポート・センター
子育ての応援をしたい人と、してほしい人のマッチン
グを行います。(アフタースクールや保育所等への送
迎や預かりに活用)

●発達サポートセンター「はぴあ」
「幼児期から就労まで」の生涯を見通し、支援の必要な
子どもに関する業務を集約。発達に関する相談や療
育、学校園への巡回相談、研修会等を実施します。
　◆開所時間：月曜日〜金曜日　8：30〜17：15
　　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　◆利用料金：無料
　◆場　　所：福祉センター2階

〈こども教育課〉

●緊急メールシステム
保護者や地域の方が登録することにより、利用でき
るメール配信システムを運用。気象警報発令によ
る休校等、学校からの緊急連絡をお届けします。

〈教育総務課〉

●人を育てる食育の充実
全小中学校で、知育・徳育・体育の基礎となる食
育を推進。食に関する幅広い知識を習得し、健全
な食生活を実践できる人づくりに取り組んでいます。

〈学校給食センター・学校教育課〉

●こどもさんさんチャレンジ
子どもが健やかに育つ環境づくりとして、3週間
「早寝・早起き・朝ごはん運動」を実施します。
対象：5歳児

〈健康課〉

●子どもの発達・何でも相談
発達や行動面、学習面、対人面など気になることに
ついて、必要に応じて臨床心理士による心理相談や
発達検査を実施します。また、医師、言語聴覚士、
理学療法士による各種相談も実施しています。

〈はぴあ〉

●子育て何でも相談・
　育児何でもダイヤル相談

保健師、栄養士が身体計測や育児・栄養相談など育
児全般の相談に応じます。
月1回（年に3回、歯科衛生士による相談あり。）
ダイヤル：毎週月〜金　8：30〜17：15
　　　　　電話（0795）43-0432

〈健康課〉

●乳幼児健診・育児教室
4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児
の時期に実施。
子どもの健やかな成長発達の確認や育児をサポー
トします。

〈健康課〉

●離乳食もぐもぐ教室
離乳食の進め方について、講話や実習を通して学
ぶ場を提供します。
参加費：100円（要予約）

〈健康課〉

●母子健康手帳交付
母子健康手帳交付時に父子健康手帳、祖父母手
帳を交付。
みんなで協力して育児ができるようサポートします。

〈健康課〉

●こんにちは赤ちゃん訪問
出産後、保健師等が全家庭を訪問し、育児について
の相談とアドバイスを行います。

〈健康課〉

●母乳相談
助産師が母乳全般についての相談に応じます。
月2回（要予約）

〈健康課〉

●出産お祝い
加東市オリジナルの出産祝い品をプレゼント！

〈福祉総務課〉

●産後ママのリフレッシュ講座と相談会

産後のママがリフレッシュできる講座と相談会を年
2回実施します。
対象者：概ね産後１年未満のママ

〈健康課〉

子育てに悩んだら…

妊娠・出産期 乳幼児期 幼　児　期 就　学　期

●はじめてであうえほん
保護者に絵本を通じて赤ちゃんとのコミュニケー
ションをとってもらうために、４か月児健診時に、
「はじめてであうえほん」の小冊子を渡し、赤ちゃん
に絵本の読み聞かせを行います。

〈図書館〉

●家庭児童相談室
0歳から18歳までの子どもと家庭に関するさまざまな
問題について相談に応じます。本人・家族に限ら
ず、どなたからの相談にも応じます。
日時：月曜日〜金曜日　8：30〜17：15
場所：加東市役所　福祉総務課内
電話：（0795）43-0441（直通）

〈福祉総務課〉

●ＩＣＴ教育の充実
電子黒板やタブレットパソコンの整備等、教育の
ICT化の推進により、子どもたちの学力と情報活用
能力の向上を図ります。

〈教育総務課・学校教育課〉

●英語教育の充実
ALT（英語指導助手）や英語サポーターを全校に配
置し、充実した英語授業を実施しています。
中学生の実用英語検定の検定料を全額助成します。
加東市独自の「かとう英語ライセンスレッスンブック」の
活用と「かとう英語ライセンス検定」を実施しています。

〈学校教育課〉

●児童館等
みんなが集う地域子育て支援拠点施設。親子活動
やひろば活動を市内4か所で実施しています。
★社児童館やしろこどものいえ
★滝野児童館「きらら」
★東条鯉こいランド（Mina-Kuru 内）
★兵庫教育大学子育て支援ルーム「かとうGENKi」

〈こども教育課〉

〈福祉総務課〉
●MY TREE ペアレンツ・プログラム

子どもを傷つけてしまう親自身が、自分を大切にし、
本来持っている自分の力を発揮できるように回復を促
すことを目的としたプログラムです。毎年7月に受講
者を募集します。
問い合わせ先：（0795）43-0441（直通）

●ｈyper-QUテストの実施

よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートを
実施しています。
その結果をいじめや不登校の未然防止・早期発
見・対応へ活用します。

〈学校教育課〉

●スクールソーシャルワーカーの配置

児童・生徒が置かれた生活環境等の改善を図る
ため、各中学校を拠点校として小中学校内におけ
るチーム体制の構築や保護者支援を実施します。

〈学校教育課〉

●安全・安心・快適な教室
児童・生徒の学校生活の質及び安全の向上を図る
ため、全校舎耐震工事完了・全教室空調完備・
防犯カメラを全校に設置しています。

〈教育総務課〉

●小中一貫教育
小中一貫校を新設し、小学生と中学生の日常的な
交流活動や子どもたちの9年間の成長を見通した小
中一貫教育を推進します。

〈小中一貫教育推進室〉

2021（平成33）年度 東条地域で新設校開校
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不育症治療費
上限 15万円（1年度に1回）
※夫婦合算所得730万円未満 〈健康課〉

おたふくかぜワクチン予防接種費
全額助成（1人1回）
※1歳から小学校就学前まで 〈健康課〉

福祉医療費助成事業
中学３年生までの医療費が無料
※１歳未満は所得制限なし
１歳以上の対象者：保護者または扶養
義務者の市町村民税所得割の合計額が
23万5千円未満の方 〈保険医療課〉

病児･病後児保育施設「かとっこ」
利用料金：

開 所 日：

市内居住者 1日2,000円
（生活保護世帯は無料）
市外居住者 1日3,000円
月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
8：00～18：00 〈こども教育課〉

産後ケア事業 ※対象要件あり
【乳房ケア】1回につき 上限  3,500円／3回まで
【宿泊型】1日につき 上限22,500円／6泊7日まで
【デイサービス】1日につき 上限13,500円／7日まで

〈健康課〉

風しん予防接種費
風しんの抗体価が不十分な方
または平成2年4月1日以前生まれの方(1人1回)
風しんワクチン 上限3,000円
麻しん風しんワクチン 上限7,000円を助成

〈健康課〉

新生児聴覚検査費
新生児聴覚検査にかかる費用を全額助成

〈健康課〉

ファミリー・サポート・センター
利用料金：月曜日～金曜日まで　1時間600円
　　　　　土曜日･日曜日･祝日　1時間700円
　　　　　※7：00～20：00
時間外：それぞれ1時間100円加算
延　長：30分以内は1時間あたりの半額
　　　　30分を超え1時間以内は1時間の料金

〈こども教育課〉

幼児教育無償化保育料軽減事業
認定こども園、認可保育所、幼稚園等に在籍する
3～5歳の児童の保護者に幼児教育費相当額を
助成 〈こども教育課〉

アフタースクール
利用料金：1か月6,000円　※減額制度あり
開所日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　授業終了時～18：30　夏休み・冬休み・
　　　　春休み・学校代休日は7：30～18：30
対　象：小学校1年生～6年生 〈こども教育課〉

妊婦健康診査費
上限 10万円
助成（14回まで）

〈健康課〉

特定不妊治療費
上限 10万円
※県の助成を受けた方

〈健康課〉

充実した 子育て
助成制度

こども教育課
健　康　課
福祉総務課
学校教育課
教育総務課
学校給食センター
小中一貫教育推進室
発達サポートセンター「はぴあ」

保険医療課

： ☎（0795）43-0546
： ☎（0795）43-0432
： ☎（0795）43-0408
： ☎（0795）43-0541
： ☎（0795）43-0540
： ☎（0795）42-0074
： ☎（0795）43-0562

： ☎（0795）27-8100
： ☎（0795）43-0501

お
問
い
合
わ
せ
先（
直
通
）

妊娠・出産期 就学期

乳幼児期 幼児期

子育てを
たのしもう

表紙写真撮影：KAZU INAKA

妊娠・出産・子育て・教育を切れ目なく温かく応援します

加東市マスコット　加東伝の助

かとう子育てねっと登録用QRコード

か
と
う子

育てね
っと

メー
ル配信中！


