
①制度の概要
　 対象のお子様にかかる医療保険適用の医療費を支給し
家庭の負担を軽くする制度です。

②制度の対象
　 杉戸町在住の中学校修了までの児童の医療保険適用の
入通院分

　※ 小・中学生の診療分に関しましては、助成対象開始
時をご確認の上、申請ください。

　 制度の詳しい内容は、役場HP、支給制度のしおり、子
育て支援課子育て支援担当にご確認ください。

　問い合わせ　　子育て支援課　子育て支援担当

　児童手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの成
長を社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子
どもを養育する方を対象に支給されます。
〈手当額〉（月額一人あたり）
　0～3歳未満（一律） 15,000円
　3歳～小学校修了前（第１子、第２子） 10,000円
　　　　　〃　　　　（第３子以降） 15,000円
　中学生（一律） 10,000円
※ 受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給
付として、月額5,000円（一律）です。
〈手続き〉
　出生時や転入時に現住所での申請が必要です。原則と
して、申請した月の翌月分の手当から支給します。出生
や転入の翌日から15日以内に申請してください。

　問い合わせ　　子育て支援課　子育て支援担当
地域であなたの子育てを応援します

杉戸町役場　☎ 33－1111

　杉戸町では出生時や２歳未満のお子様が転入した時
に、町指定ごみ袋（中サイズ）100枚を支給していま
す。（１人１回まで）

　問い合わせ　　子育て支援課　子育て支援担当

●パパ・ママ応援ショップ優待カード
　 中学３年生までのお子様または妊娠中の方がいる家
庭に配布しているカードです。
　※ カードには有効期限があります。協賛店で提示す
ると、割引などのサービスが受けられます。

配布場所　子育て支援課・健康支援課（保健センター）
●赤ちゃんの駅
　 「赤ちゃんの駅」とは、誰でも自由におむつ替えや
授乳が行えるスペースの愛称です。

小児救急電話相談

未熟児養育医療給付申請について

◎ #8000 または 048－833－7911
　子どもの急病（発熱、下痢、嘔吐など）時の家
庭での対処方法や受診の必要性について看護師が
電話で相談に応じます。
　月曜日～土曜日　午後７時から翌朝午前７時まで
　日曜日、祝祭日、年末年始　
　　　　　　　　　午前７時から翌朝午前７時まで

　身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが
指定養育医療機関に入院した場合、医療費の給付
が受けられます。
窓口：子育て支援課
　　　健康支援課（保健センター）☎34-1188

★赤ちゃん家庭に
　ごみ袋を
　支給しています

★児童手当

★埼玉県

●役場第二庁舎１階　●中央幼稚園　●各公民館
●泉保育園　●高野台保育園　●保健センター
●エコ・スポいずみ　●カルスタすぎと　
●リバティーホール杉戸　●子育て支援センター

No 医療機関名 所在地 電話 診療科目 受付時間 休診日 小児予防接種
受託医療機関

1 朝尾整形外科 下高野1197 33－5380 整、リハ、リウマチ 9：00～12：00
15：00～18：00

日、祝、第４土、
水・土午後

２ 井上小児科皮フ科 高野台西2－6－3 33－8690 小、皮、アレ 8：00～19：00
土 8：00～17：00 日、祝 ○

３ 今 井 病 院 杉戸3－11－1 32－0065 内、神内、消、呼、循 9：00～12：30
14：00～16：30 日、祝 ○

４ え ぐ ち 眼 科 清地4－10－24 37－1730 眼 9：00～12：30／15：00～18：00
土 9：00～13：00

日、祝、木、
土午後

５ 小島内科医院 杉戸4－2－2 32－0336 内、消 日・火・木・土 9：00～11：30
水・金 9：00～11：30／15：30～17：30

祝、月、
日・火・木・土午後 ○

６ 後藤クリニック 高野台西1－11－24 37－2151 耳 9：00～12：30
15：00～18：30

日、祝、木、
土午後

７ 杉戸クリニック 下高野1760－1 33－0088 内、外、整、リハ、放 8：30～13：00／15：00～18：00 土 8：30～14：30
金曜日午後の内科は16：00～18：00

日、祝、木、
土午後 ○

８ 杉戸耳鼻咽喉科医院 杉戸4－15－8 32－2841 耳、気 7：00～18：30
火　14：30～18：30

日、祝、木、
火午前 ○

９ 清地クリニック 清地5－1－2 37－2511 内、脳、整 詳しくはコールセンター
（37－2511）へ 日、祝、土午後

10 高野台クリニック 高野台東1－4－5 35－1110 小 9：00～11：30
15：30～18：30 日、祝、木 ○

11 髙橋内科医院 内田2－8－18 35－2317 内、循、小、皮 8：30～11：30
14：30～18：00 日午後、祝、火 ○

12 玉 井 医 院 清地1－2－30 33－2464 婦、内、小 9：00～12：00
14：00～17：30 日、祝、水午後 ○

13 鳥居整形外科医院 内田1－1－20 32－4433 整、外、リハ、内 9：00～11：45
14：00～17：45

日、祝、木、
土午後 ○

14 長岡産婦人科医院 杉戸2－3－10 33－3325 産、婦、内、小 9：00～11：45
14：30～16：45

第2・4日、
第1・3・5日午後、木、祝 ○

15 宮城内科クリニック 清地4－10－24 37－2525 内、リウマチ、アレ 9：00～12：30／14：30～17：45
火、金、土 9：00～12：30

日、祝、火・金・
土午後

16 医療法人山根医院 高野台南2－3－12 33－3314 内、小、血内、アレ 8：30～12：30
17：30～20：00 日、祝、木 ○

No 医療機関名 所在地 電話 診療科目 受付時間 休診日

1 稲葉歯科医院 杉戸3－9－20 32－0321 一般 月・水・金 8：45～11：30／14：00～18：30
火 8：45～11：30、土 8：45～11：30／14：00～17：30

日、祝、木、
火午後

２ 岩上歯科医院 杉戸3－12－18 32－1100
090-3010-1100 一般、小児、矯正

9：00～12：30／15：00～18：30
月・金　９：00～12：30／15：00～20：30 日、祝、木

３ 内田いわかみ歯科 内田2－12－15 34－3352 一般 9：00～12：00
14：00～18：30 日、祝、木

４ えいすけ歯科クリニック 高野台東2－2－20 33－6480 一般、小児、矯正、口腔
9：30～13：00
15：00～20：00（19：00）

日、祝、水
（平日休診日変更あり）

５ 江村歯科医院 杉戸2－7－17 33－3133 一般 10：00～17：00 日、祝、火

６ かめい歯科医院 高野台南2－12－15 32－5708 一般 9：00～12：30
14：30～19：00 日、祝、木

７ 黒川歯科医院 宮前72－7 38－0159 一般 9：00～12：00／14：00～19：00
土 9：00～12：00／14：00～17：00 日、祝、木

８ 近藤歯科医院 高野台東1－9－5 32－4781 一般、小児 9：00～18：30
土 9：00～17：30 日、祝、木

９ 杉田歯科医院 杉戸3－2－3 32－0049 一般 9：30～12：30
14：30～18：00 日、祝、水、土

10 杉戸サン歯科医院 杉戸2－9－20 36－1002 一般、小児、矯正、口腔、インプラ
10：00～19：00
日・祝　10：00～18：00

水、年末年始（12/31～1/3）
スーパーベルクス臨時休業日

11 たむら歯科クリニック 高野台西5－10－11 35－1118 一般、小児 9：00～11：30／14：30～18：00
土 9：00～11：30 日、祝、水

12 辻 歯 科 医 院 清地2－4－5 33－4522 一般 9：30～12：30
14：30～17：30 日、祝、木

13 医療法人新風会パ ー ル 歯 科 高野台南1－1－7 33－4044 一般、矯正（小児のみ）、口腔
10：00～13：00
15：00～19：00 日、祝、火

14 ファミリー歯科岩崎 高野台南1－12－11 32－7070 一般、小児、矯正 ９：00～12：00／14：00～18：00
土　9：00～12：00／14：00～17：00 日、祝、水

15 みるく歯科クリニック 内田2－4－4 33－8000 一般、小児 10：00～18：00
土　10：00～17：00 日、祝、水

16 山口歯科医院 倉松5－1－25 33－4850 一般、インプラ ９：30～12：30／14：30～19：00
土　9：30～12：30／14：30～17：00 日、祝

病院・診療所

歯科診療所

【病院・診療所】
内：内科
外：外科
小：小児科
整：整形外科
脳：脳神経外科
皮：皮膚科
循：循環器科
眼：眼科
耳：耳鼻咽喉科
リハ：リハビリテーション科
リウマチ：リウマチ科
気：気管食道科
アレ：アレルギー科
呼：呼吸器科
神内：神経内科
産：産科
婦：婦人科
消：消化器科
放：放射線科
血内：血液内科
【歯科診療所】
一般：一般歯科
小児：小児歯科
矯正：矯正歯科
口腔：口腔外科
インプラ：インプラント

◯健康相談（要予約）
　日時： 原則平日９：00～12：00、

13：00～16：00
　場所：保健センター
　担当：保健師
　※お電話での相談もどうぞ。
◯食事相談（要予約）月１回
　日時：平日９：00～12：00
　場所：保健センター
　担当：管理栄養士
◯ことばの相談
　日時：完全予約制
　場所：保健センター
　担当：言語聴覚士
◯うんどう発達相談
　日時：完全予約制
　場所：保健センター
　担当：理学療法士
◯子育て相談
　日時：完全予約制
　場所：保健センター
　担当：臨床心理士
◯乳幼児健診
◯母子健康手帳交付
（マイナンバー等必要）
◯ママパパ教室　◯離乳食教室
◯予防接種　◯赤ちゃん訪問

……………………
　問い合わせ
　健康支援課（保健センター）
　☎34－1188

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

杉戸町の
子育て支援の
ご案内

平成29年４月作成

杉戸町内公共施設の赤ちゃんの駅設置場所

★



　保護者が労働・疾病などのために保育を必要とする
就学前の乳幼児を保育する施設です。杉戸町では、私
立の保育園３箇所、公立の保育園３箇所の計６箇所あ
ります。

区分 保 育 園 名 所　在　地 電話番号

公
　
立

泉保育園 宮前75-1 38－0621
高野台保育園 高野台南2-8 31－2501
すぎと保育園 清地1768-3 53－8479

私
　
立

高野台こどもの家保育園 高野台西1-3-2 31－0018
双葉保育園 下高野2753 33－9386
杉戸みちのこ保育園 杉戸2677 38－6940

　問い合わせ　　子育て支援課　幼稚園・保育園担当

　公立の保育園では、保護者が疾病や看護、保護者の就
労などで一時的に子どもを保育できない場合に一時保育
を実施しています。
　保育対象： 町内在住で満1歳から就学前までの児童
　保育時間： 月～金曜日　8：30～16：30
　　　　　　土曜日　　　8：30～12：30
　利用料金：一人につき一日2,000円
　　　　　　　　　　　半日1,000円
　私立保育園では、高野台こどもの家保育園・杉戸みち
のこ保育園で一時保育を実施しています。
　詳しくは、直接園にお問い合わせください。
　問い合わせ　　 各公立保育園、高野台こどもの家保育園、

杉戸みちのこ保育園

　病気または病気の回復期にある子を持つ保護者が、仕
事等の事情があるとき一時的にその児童を預けることが
できます。
　保育対象：６ヶ月～小学校６年生までの児童
　保育時間：月～金曜日　8：00～18：00
　　　　　　土曜日　　　8：00～12：30
　お 休 み：日曜日・祝日・年末年始・お盆休み
　利用料金：平　日　2,000円
　　　　　　土曜日　1,000円
　申し込み前に登録が必要です。預ける時は事前に予約
をしてください。
　予約・問い合わせ　　高野台西1－5－6
　　　　　　　　　　　☎ 32－5687

　放課後児童クラブは、保護者が就労などのため、保育
が困難となる家庭の児童を対象に、支援員が保護者に代
わり、児童の健全育成を図る施設です。
　対象児童： 杉戸町立小学校の１年～６年生までの児童
●保育時間
　・月～金曜日　放課後から19：00まで
　・土曜日　　　8：00～17：00まで
　・夏休みなどの休業日　8：00～19：00まで
　・お休み　日曜日・祝祭日・年末年始

施　設　名 所　在　地 電話番号
中央放課後児童クラブ 倉松600-1 34－8895
泉放課後児童クラブ 宮前1-1 38－4305
内田放課後児童クラブ 内田2-9-28 33－5954
内田第二放課後児童クラブ 内田2-9-28 32－8832
高野台放課後児童クラブ 高野台西5-16 32－7156
南放課後児童クラブ 堤根2777 33－5887
西放課後児童クラブ 高野台南5-1-1 32－7844

　問い合わせ　　学校教育課　放課後児童クラブ担当

　子育て支援センターは、子育てを行っている保護者に、
遊びを通して交流を図ったり、子育てについての相談活
動を行ったりしています。

●杉戸子育て支援センター　たんぽぽ
　利用時間：月～土曜日
　　　　　　９：00～12：00／13：00～17：00
　お 休 み：日曜日・祝日・年末年始

　問い合わせ　
　　杉戸3-9-5
　　☎ 37－1504

●泉子育て支援センター　ひまわり
　利用時間：火～日曜日　９：00～17：00
　お 休 み：月曜日・年末年始
　　　　　　祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日もお休み）

　問い合わせ
　　宮前75-1
　　☎ 38－0681

　泉児童館では、児童に健全な遊び場の提供をしたり子
育ての仲間づくりを行ったりしています。
　利用時間：9：00～17：00
　お 休 み：月曜日・年末年始
　　　　　　祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日もお休み）
　活　　動： 小学生対象の催しもの、子育て支援センター

共催イベント

　問い合わせ　　宮前75-1　☎ 38－2800

　ファミリー・サポート・センターでは、「急な残業
や発熱等で保育園に迎えに行けない」「参観日に下の
子をみてほしい」という時などに一時的にお子さんを
預けることのできる制度です。このサービスを利用す
るには、会員登録（無料）が必要になります。
●利用料金

援 助 時 間 報 酬 金 額
月曜日から金曜日までの7時から19時 30分あたり350円

土・日曜日、祝日及び年末年始並びに
上記以外の時間 30分あたり450円

●地域子育て支援センター　ポラーノ広場
　利用時間：月～金曜日　10：00～15：00
　お 休 み：土日・祝日・年末年始

　問い合わせ　
　　高野台西1-4-1
　　☎ 31－0019

　問い合わせ　　☎ 32－8232
　　　　　　　　（杉戸子育て支援センター内）

★保育園 ★保育園の一時保育 ★子育て支援センター

★泉児童館

　ファミリー・サポート・センターでは、「急な残業

★ファミリー・サポート・センター

★放課後児童クラブ

★病児保育室「とんことり」
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●年齢別育児教室
●子育て講習会
　「英語で遊ぼう」
　「ベビーマッサージ」など
●出前広場
　たんぽぽ… カルスタすぎと、高野台

保育園など
　ひまわり…南公民館、倉松公園
　ポラーノ広場…西公民館

みんなで子育て!!

ひと
りで

悩ん
でい
ま

せん
か　みんなで子育て!! ひとりで

悩んでいま
せんか　

季節の行事や
お楽しみ会を
行います

えほんルームと児童の集いの場があります

子育てに
関する相談を
受けています

お母さん
同士の交流や
子どもたちの
遊び場を提供
します

問い合わせ

区分 幼 稚 園 名 所　在　地 電話番号

公
　
立

中央幼稚園 杉戸2199 34－2961
西幼稚園 高野台南1-13-1 33－3223
すぎと幼稚園 清地1768-3 53－8266

私立 杉戸白百合幼稚園 下高野572-5 32－3641

　問い合わせ　　子育て支援課　幼稚園・保育園担当

★幼稚園

問い合わせ

区分 小・中学校名 所　在　地 電話番号

小
学
校

杉戸小学校 内田2-9-28 32－0042
杉戸第三小学校 堤根2777 32－0909
西小学校 高野台南5-1-1 32－2016
杉戸第二小学校 倉松600-1 34－6231
泉小学校 宮前1 38－2000
高野台小学校 高野台西5-16 33－3110

中
学
校

杉戸中学校 内田1-5-35 32－0132
東中学校 椿250 38－2005
広島中学校 堤根4759 34－5791

　問い合わせ　　学校教育課　学務担当

★小・中学校

問い合わせ 問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

親子で楽しく遊びませんか？

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

予約・問い合わせ

年齢に
合った仲間

作りのお手伝いや子育てサークル
活動を支援
します

お気軽に相談してください
出産や子育てで気になることがあったら…

●子育て支援センター
●保健センター
●児童相談所（全国共通ダイヤル0570-064-000）など

■報酬：
350円/30分
■対象年齢：
生後6ヶ月～12歳

❸事前打合せ

❹援 助 活 動

❺報酬等の支払

❶申込み ❷依頼


