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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

0857-20-3482

・認定こども園・幼稚園

・不妊・不育治療費助成子育て相談ダイヤル
0857-20-3203

（家庭環境による育児困難等）

・子育てに関するあらゆる相談

・乳児一時預り　・母子ショートステイ

・就学に関する相談

5

学校保健給食課
0857-20-3376

こども家庭課 （国保加入者）

・妊婦健康診査・歯科健診・新生児聴覚検査公費助成

・すくすくひろば

・母乳相談
・ママパパクラス ・赤ちゃんサロン

・岩美中学校生徒通学費補助金
・高等学校生徒通学費補助金
・中学生自転車保険加入補助金

（ブックスタート・セカンド・サード）

（保育料軽減）
・第3子以降無償
・第2子半額、ただし低所得世帯は無償
（乳児用おむつ購入費助成事業）
・購入した乳児用おむつに対し、3万
　円を上限に助成を行う
・税、使用料等の滞納がない世帯に限る

子育て支援センター
子育て世代包括支援センター

健康長寿課

・出産育児一時金（国民健康保険加入者）

7（児童手当、子育て支援カード事業等専用）

・在宅育児世帯給付金
・産後乳児一時預かり　・産後母子ショートステイ

「中学生自転車保険加入補助金」事業
　自転車による事故への備えと交通安全に対する意識の高揚を図るため、中学生の自転車保険加入に係る経
費の一部を補助します。

【補助対象者】自転車保険に加入している中学生の保護者
【対象となる自転車保険】自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体や財物の損害を補填する

ことができる保険又は共済
【補助金額】生徒一人につき年額 1,000 円（上限）
【提出書類】１. 岩美町自転車保険加入補助金交付申請書兼請求書

　　　　　  ２. 保険証書の写し等保険に加入していることが確認できる資料
　　　　　  ３. 公金振込口座登録申請書（既に登録があるものは不要）
詳細については教育委員会へお問い合わせください。こども

こども

・第3子以降出産祝金
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子育てに便利な情報一覧
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

・子育て応援給付金
・出産祝金

・子育て広場
・子育て講座
・子育て相談

（ブックスタート）

（毎月の行事）
大きさ調べ（第１木曜日）
お誕生会（第２木曜日）
ベビーマッサージ（第４木曜日）

（絵本の読み聞かせ）

（就学前子育て支援）

（わかさこども園入園お祝い）

子育て支援センター
0858-82-0011

（わかさこども園保育料無料化）

・産後健診費用助成

・妊婦健康診査費助成　・新生児聴覚検査費用助成

・新生児聴覚検査費用助成
・妊婦歯科健康診査費助成

・乳幼児健康診査 健康診査
事業

・保育料軽減等
・ショートステイ ・子育て応援パスポート

・ファミリー・サポート・センター
・のびっこ相談

・任意予防接種費用全額助成
　（インフルエンザ：乳児から高校生相当まで、
　ロタウイルス）
・妊婦歯科健診費用助成　・産後ヘルパー

・大学等奨学資金制度

・在宅育児支援

・未熟児養育医療費給付

・7

ちづ
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子育てに便利な情報一覧
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子育てに便利な情報一覧

ブックスタート・ブックセカンド・ブックサードの実施
絵本をとおして親子で楽しい時間を過ごしたり、年齢に応じた絵本に触れることにより豊かな心を育みます。

子育て支援センター事業
　旧保育所を改修し子育て支援センターがリニューアルしました。豊かな自然に囲まれたセンターは四季折々の
風景を楽しむことができ、センター内では親子でゆったり過ごせる遊びの広場やベビーマッサージやリトミック
などの育児講座や育児相談も受けられます。ぜひ遊びに来てください。
開所　平日9：00～16：00　土曜日9：00～12：00（日曜日・祝日は休み）

・妊婦健診費助成  ・妊婦歯科健診費助成 
・母子健康手帳の交付  ・特定不妊治療費助成 
・訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）    ・乳幼児健診・フッ素塗布
・新生児聴覚検査費助成     ・予防接種
・育児相談（電話・訪問）   ・養育医療申請
・離乳食講習会  ・幼児食講習会
・産前産後ヘルパー
・産後ケア事業（デイケア母子ショートステイ）
・ショートステイ、トワイライトステイ

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・児童手当　　　　　　   ・産後ヘルパー
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病）
・保育所　　　　　            ・延長保育
・土曜午後保育　　            ・病後児保育
・一時預かり　               　・フッ素洗口
・子育て支援センター
・放課後児童クラブ（学童保育）
・ファミリー・サポート・センター
・出産お祝い金支給事業
・子育て応援パスポート

・障害児福祉手当　・特別児童扶養手当
・障がい児への各種サービス利用
・ひとり親家庭への各種支援（児童扶養手当他）

（子育て支援センター内）
0858-72-3345

福祉課（福祉事務所）

町民課

0858-72-3581

・新生児等訪問　　   ・乳幼児訪問 「新生児等訪問」では保健師・助産師
等が訪問（概ね生後 0～2 か月）

（全世帯）

・認定こども園

保険年金課 （18歳に達した最初の年度末まで）

・ひとり親家庭特別医療費助成

第３子以降の児童・生徒
就学援助対象の児童・生徒

第３子以降を出産した母親
（出生子１人につき２万円）

・ショートステイ、トワイライトステイ

市町村の子育て相談窓口
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子育てに便利な情報一覧
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子育てに便利な情報一覧

〔保育料の軽減〕
第2子以降の保育料を無償化してい
ます。
〔子育てあっぷ講座〕
子育てをテーマにした学習の場を提
供します。

子育て健康課
子ども支援室
0858-43-3520

・保育所　　・一時預かり　　・休日保育
・延長保育　　・病児（病後児）保育
・保育所応援隊　　・子育て支援センター
・子育てあっぷ講座
・ファミリー・サポート・センター
・ショートステイ、トワイライトステイ
・放課後児童クラブ　　・児童手当
・児童扶養手当　　・特別児童扶養手当　
・災害遺児手当制度　・ひとり親家庭入学支度金
・すこやか乳幼児家庭保育応援事業
・子育て応援パスポート
・児童相談、ひとり親家庭相談窓口

〔新生児、乳児訪問〕
新生児、乳児の家庭を全戸訪問し、助
言・指導を行います。
〔各種予防接種費助成〕
インフルエンザ、おたふくかぜ、ロタ
ウイルスワクチンの予防接種費を助
成します。
〔ねんねクラス〕
保健師と栄養士による満1歳までの
お子さんの相談会です。
〔みささっ子食事相談〕
栄養士による未就園児のための食事
相談会です。

子育て健康課
健康対策室
0858-43-3520

・特定不妊治療助成　　・妊婦健診助成
・母子手帳　　・ウェルカムBabyクラス
・出産祝い
・出産育児手当一時金（国民健康保険加入者）
・産後健診、1ヶ月児検診費助成
・新生児、乳児訪問　　　　・乳幼児健診
・産後ショートステイ　　・乳児一時預かり
・各種予防接種費助成　　・未熟児養育医療
・育児相談　　・障がいのある子の発達支援
・ねんねクラス　　・みささっ子食事相談

〔ブックセカンド〕
1歳の誕生日を迎えるお子さんに絵
本をプレゼントします。

福祉課　福祉推進室
0858-43-3506

・育成医療　　　　　・障害児福祉手当等
・特別医療費助成　　・ブックセカンド

チャイルドシート（ベビーシートを
含む）の購入費用の 2/3 を助成しま
す。（上限 15,000 円）

危機管理課
0858-43-3513

・チャイルドシート購入費助成

教育総務課
0858-43-3510

・就学援助制度（小・中学生）
・奨学金制度（高校生）
・通学費補助（小学生～高校生）

〔障がいのある子どもをもつ親の会〕
障がいのある子どもを養育している
保護者や支援者が集い、情報交換を
行います。

社会教育課
0858-43-3518

・障がいのある子どもをもつ親の会
・子育て・親育ち講座　・子ども見守り隊
・子ども110番　・学校サポート隊

〔ブックスタート〕
6ヶ月健診時に絵本の読み聞かせを
行い絵本をプレゼントします。

図書館
0858-43-1145

・読み聞かせ　　・ブックスタート

家庭内でお子さんを養育するご家庭を支援します！
　保育所等に入所させず、家庭内で２歳未満の乳幼児を養育するご家庭に対し、乳幼児１人につき月額３万円を支
給します。詳細は子育て健康課（0858-43-3520）にお問合せください。

三朝町版ネウボラ「子育て世代包括支援センター」を設置しました！
　妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行い、安心して子育てができる環境を実現するため、子育て世代包
括支援センターを設置しました。

湯梨浜町子育て世代包括支援センターを開設しました！
　母子保健コーディネーター（保健師）を配置し、妊娠、出産、子育て期の悩み事や困り事を気軽に相談でき、安心し
て子育てができるようサポートします。

・産後ケア事業　・産前・産後ヘルパー派遣事業
・産前・産後サポート事業

所

0858-35-5375

・特別医療費助成（0歳～18歳）
・インフルエンザ予防接種費助成
　対象：小・中学生
　助成費：1,500円を上限に年一回限り
　　　　　（生活保護世帯は全額助成）

母子保健係
子育て世代包括支援センター

子育て支援係
幼児教育係

カ

・出産・入学等祝金（第 3子以降）
・家庭子育て支援事業

・

市町村の子育て相談窓口
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子育てに便利な情報一覧

〔保育料の軽減〕
第2子以降の保育料を無償化してい
ます。
〔子育てあっぷ講座〕
子育てをテーマにした学習の場を提
供します。

子育て健康課
子ども支援室
0858-43-3520

・保育所　　・一時預かり　　・休日保育
・延長保育　　・病児（病後児）保育
・保育所応援隊　　・子育て支援センター
・子育てあっぷ講座
・ファミリー・サポート・センター
・ショートステイ、トワイライトステイ
・放課後児童クラブ　　・児童手当
・児童扶養手当　　・特別児童扶養手当　
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カ

・出産・入学等祝金（第 3子以降）
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・

市町村の子育て相談窓口
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

・乳児家庭保育支援事業
・子育て同居支援事業

・保育料第 2 子以降（無料）事業

あんしん課

町民生活課保険係

児童扶養手当

子育て健康課

・産後ヘルパー派遣事業
歯みがき教室

3 ～4

・子育て相談

・母子手帳交付　　・乳幼児訪問
・子育て・育児相談　　・サポートプラン作成
・育児パッケージ・ごみ袋無料配布
・産前産後ヘルパー　・パパママ教室
・ポイントラリー（子育て関連行事）　・子育て支援センター
・ファミリー・サポート・センター

・保育所・こども園

・発達支援

・在宅育児世帯支援給付金

6 か月・1歳 6か月・3歳・5歳児健診

1歳児・2 歳児相談

・予防接種

・妊婦歯科健診
　詳しくはこちらへ（町ホームページ）
  www.e-hokuei.net

・マタニティ・ファーストブック 母子手帳交付時に「絵本引換券」を配布。

子育て健康課

1709

・予防接種

3

北栄町版ネウボラ～子育て世代包括支援センターを設置しました～
　妊娠期から子育て期にわたる様々な支援ニーズに対応した総合的相談支援と各種支援サービスへつなぐワ
ンストップ拠点として「ネウボラ」を整備し、産前・産後支援を重点に従来からの子育て支援の取り組みも
充実します。

在宅育児世帯を応援します
　生後８週間を超えて１歳６か月までの乳幼児を、保育所等に預けずに家庭で保育している世帯に給付金を
支給します。
★支給金額　１か月あたり 30,000 円（乳幼児１人につき）

子育て世代包括支援センター
（教育総務課内）

0858-37-3224

北栄子育て支援センター
0858-37-2124
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

こども未来課
子育て支援係
0859-23-5177

こども未来課
子育て施設係
0859-23-5178

・保育所
・延長保育、一時預かり、休日保育、病児・病後児保育
・幼稚園　　・認定こども園
・小規模保育事業所
・ファミリー・サポート・センター

・放課後児童クラブ
・子育て支援センター
・児童発達支援センター（あかしや）
・児童館

福祉政策課　総務係
0859-23-5135

・児童手当　　・児童扶養手当
・子育て応援パスポート
・助産施設　　・母子生活支援施設
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付
・ひとり親家庭への支援事業　　・災害遺児手当

発達相談ホットライン
0859-23-5456

健康対策課

・発達相談

・産後ケア（ショートステイ・デイサービス）

・ペアレントトレーニング

・認定こども園
・延長保育

・ファミリー・サポート・ひとり親家庭等利用料助成

・食物アレルギーをもつ子どもの保護者交流会
・子育てサークル助成

・乳児等おむつ代助成

・赤ちゃん登校日
・産後・1か月児健診

・産後デイケア・ショートステイ事業　・不妊相談
・不妊治療費助成　　・すくすく教室
・ブックスタート　　・ブックスタートプラス
・妊娠期からの給本の読み聞かせ
・未熟児養育医療給付　　・予防接種
・新生児聴覚検査費助成

・離乳食講習会

境港市版ネウボラ～子育て世代包括支援センターをご利用ください～
　妊娠期からきめ細かい子育てを支援する専門のコーディネーター（保健師）を配置し、不安な気持ちや悩みを気
軽に相談でき、安心して子育てができるよう支援しています。お気軽にご相談ください。〔連絡先〕0859-47-1040

・育成医療

自治防災課
0859-47-1023

・チャイルドシート購入費助成

環境衛生課
0859-42-3803

・市指定ごみ袋の無料配布

商工農政課
0859-47-1049

1085

・伯州綿新生児おくるみ配布

出産時、1歳半健診時に

・安心メール相談
・子育ての旅

か ・5歳児発達相談
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

・小規模保育所

・子育て短期支援事業（ショートステイ）

　出産されたお母さんや赤ちゃんの新生活を支援するため、医療機関のデイケア（日帰り）や助産師の自宅訪
問により、授乳指導や育児相談が受けられる事業を実施しています。
　デイケアでは、「一日ゆったり過ごし、リフレッシュすることができた」と、利用された方からも大変好評で
す。
　利用料金の一部又は全部を大山町が負担します。

　母子保健コーディネーターを中心に、妊婦期から出産、子育て期までを切れ目なく安心して子育てができる
ように支援を行います。

　

産後デイケア・訪問ケア事業
日吉津版ネウボラ　～子育て世代包括支援センター　〝すまいるはぐ” ～

育児パッケージ
　日吉津版ネウボラの一環として、出産育児のお祝い・応援の気持ちを込めて、妊娠届出時、出生時、就学時に
育児パッケージを手渡します。

・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査、新生児聴覚検査費用助成
・赤ちゃん訪問、産後ケア事業、乳幼児健診
・歯科健診、フッ素塗布、予防接種、離乳食講習会
・特定不妊、人工授精、不育治療費助成
・不妊、妊娠、出産、育児に関する相談
・栄養、歯科に関する相談

・専門員による子育て相談

・家庭保育支援給付金

・妊婦訪問　・ぴよっこ体験
・育児パッケージ

・プレママ・プレパパ教室
・在宅育児サポート

・任意予防接種費用助成

月～金曜日
9：00～12：00
13：30～16：00

・産後デイケア、ショートステイ

夏休みひえづっ子クラブは、小学校
附属特別棟で実施！

・出産育児一時金（国民健康保険加入者）

木

健康対策課
子育て支援室
子育て世代包括支援センター

9：00 ～ 12：00 、 13：00 ～ 16：00
土曜日（1 ヶ所開設）
9：00 ～ 12：00
※日、祝日、年末年始は閉館 
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

健康管理センターすこやか
○子育て支援課（子育て包
括支援センターネウボラ）
0859-66-5525
○健康福祉課
0859-66-5524
○福祉事務所
0859-66-5522

子育て世代包括支援セン
ター（健康対策課内）
0859-68-5536

小規模保育事業所 小規模保育所こどもパル　0859-39-8211

天萬図書館
0859-64-3791

・母子健康手帳交付　 ・新生児訪問
・乳幼児健診　・予防接種
・特別医療費助成　・児童手当
・児童扶養手当　・ひとり家家庭医療費助成
・特別児童扶養手当　・病児・病後児保育
・産後ケア事業　・パパママ教室
・パパスクール　・誕生祝い金
・子育て親育ち教室　・育児パッケージ
・保育施設等通園世帯ガソリン給油券の支給
・在宅育児世帯支援給付金　・ブックスタート
・子育てサークル　・子育て応援ポイント
・子育て応援パスポート・放課後児童クラブ
・保育サービス（入退所の手続き）　・児童館
・ショートステイ（子育て短期支援事業）

・回数券

・ファミリー・サポート・センター

・園開放（全園）

・一時預かり（すみれこども園）

・絵本・木のおもちゃの貸し出し

・おはなし会

・就学援助費・特別支援教育就学奨励費・奨学金
・教材費（小学校1年～3年）・学級費（全学年）無償化

教育支援センター「さくらんぼ」
0859-64-3701

・不登校等の教育相談

企画政策課
0859-66-3113

・チャイルドシート購入費の補助 6歳未満の乳幼児1人1回に限り、
1万円を限度として補助

0859-66-4463

全員 1/3

　子育て中の親子などが気軽に立ち寄れるカフェを開設しています。
　どなたでも無料で利用でき、常駐スタッフによる子育てアドバイスも受けられます。
　〔連絡先〕コミュニティスペース＆カフェ talktalk  0859-68-2060

子育てコミュニティカフェ開設

孫ひ孫育てセミナー
幼児食育教室

・定期予防接種
・任意予防接種費用助成

・妊婦歯科健診

　子どもの成長の目安や成長記録、各年代で保護者の方に知っておいていただきたい情報をまとめて掲載し
ているファイルを、母子健康手帳交付時にお渡しします。

成長と学びのファイル

　子育て教室等の子育て応援ポイント対象事業に参加すると、ポイントカードに1回1Pが押印されます。集め
たポイントごとに、絵本やおもちゃ・紙おむつなどと交換していただけます。

子育て応援ポイント

1,000円/日！
1,000円/日でご利用いただけます。

兄弟
姉妹
弟姉妹

兄
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口
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1万円を限度として補助
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全員 1/3

　子育て中の親子などが気軽に立ち寄れるカフェを開設しています。
　どなたでも無料で利用でき、常駐スタッフによる子育てアドバイスも受けられます。
　〔連絡先〕コミュニティスペース＆カフェ talktalk  0859-68-2060

子育てコミュニティカフェ開設

孫ひ孫育てセミナー
幼児食育教室

・定期予防接種
・任意予防接種費用助成

・妊婦歯科健診

　子どもの成長の目安や成長記録、各年代で保護者の方に知っておいていただきたい情報をまとめて掲載し
ているファイルを、母子健康手帳交付時にお渡しします。

成長と学びのファイル

　子育て教室等の子育て応援ポイント対象事業に参加すると、ポイントカードに1回1Pが押印されます。集め
たポイントごとに、絵本やおもちゃ・紙おむつなどと交換していただけます。

子育て応援ポイント

1,000円/日！
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弟姉妹
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

・出産祝金（町いきいき条例により第 1子 3万円、第２子５万円、
　第３子以降７万円）
・赤ちゃんを迎えるためのパパママ応援教室
・家庭看護力向上事業　　　・子育てハンドブックの配布
・在宅育児サポート事業　　・妊婦歯科健康診査費助成
・母子産後１ヶ月健康診査費用助成
・新生児聴覚検査費用助成　・産後家事ヘルパー派遣
・助産師訪問ケア事業　　　・任意予防接種費用助成
・母子健康手帳交付　　　　・妊婦健診費助成
・新生児訪問　　　　　　　・新生児誕生記念絵本贈呈
・乳幼児健診（歯科健診・フッ素塗布を含む）
・予防接種　　　　　　　　・特別医療助成
・未熟児養育医療事業　　　・おやこふれあい教室
・離乳食・幼児食講習会
・子どもをすこやかに育てるためのペアレントトレーニング事業
　～すくすく教室～
・児童手当　　　　　　　　・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭への各種支援（児童扶養手当等）
・不妊治療費助成　　　　　・子育て応援パスポート

・家庭看護力向上事業
「保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に招き毎月
１回、講演会及び子供の医療に関する保護者相談会を実施します」
・子育てハンドブックの配布
「日南町の子育てに関する情報を１冊にまとめ、子育て中の家庭に
配布します」
・在宅育児サポート事業
「１歳未満児：月額３万円１０ヶ月限度、１歳以上 4 歳未満児：月
額 3万円」
・妊婦歯科健康診査費助成
「妊娠期間中の歯科検査費用助成、上限 5千円」
・母子産後 1か月健康診査費用助成
「産婦検診と子供の1か月検診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限 7千円」
・新生児聴覚検査費用助成
「平成 29 年 4 月 1 日以降に生まれた児童を対象に聴覚検査費用を
助成、上限 2千円」
・産後家事ヘルパー派遣
「出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に。家事援助を無料
で実施します」
・助産師訪問ケア事業
「出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助言等を行
います」
・任意予防接種費用助成
「13 歳以下の未成年者でロタウィルス、おたふくかぜ、B型肝炎の任
意予防接種希望者に費用の一部を助成します」

妊産婦

町内に在住の 1～ 3歳の子どもの誕
生月に 3万円を支給

保健所等に通所していない家庭に支給
対象年齢は 6ヵ月から 3歳まで

〔家庭子育て支援金〕
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

・出産祝金（町いきいき条例により第 1子 3万円、第２子５万円、
　第３子以降７万円）
・赤ちゃんを迎えるためのパパママ応援教室
・家庭看護力向上事業　　　・子育てハンドブックの配布
・在宅育児サポート事業　　・妊婦歯科健康診査費助成
・母子産後１ヶ月健康診査費用助成
・新生児聴覚検査費用助成　・産後家事ヘルパー派遣
・助産師訪問ケア事業　　　・任意予防接種費用助成
・母子健康手帳交付　　　　・妊婦健診費助成
・新生児訪問　　　　　　　・新生児誕生記念絵本贈呈
・乳幼児健診（歯科健診・フッ素塗布を含む）
・予防接種　　　　　　　　・特別医療助成
・未熟児養育医療事業　　　・おやこふれあい教室
・離乳食・幼児食講習会
・子どもをすこやかに育てるためのペアレントトレーニング事業
　～すくすく教室～
・児童手当　　　　　　　　・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭への各種支援（児童扶養手当等）
・不妊治療費助成　　　　　・子育て応援パスポート

・家庭看護力向上事業
「保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に招き毎月
１回、講演会及び子供の医療に関する保護者相談会を実施します」
・子育てハンドブックの配布
「日南町の子育てに関する情報を１冊にまとめ、子育て中の家庭に
配布します」
・在宅育児サポート事業
「１歳未満児：月額３万円１０ヶ月限度、１歳以上 4 歳未満児：月
額 3万円」
・妊婦歯科健康診査費助成
「妊娠期間中の歯科検査費用助成、上限 5千円」
・母子産後 1か月健康診査費用助成
「産婦検診と子供の1か月検診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限 7千円」
・新生児聴覚検査費用助成
「平成 29 年 4 月 1 日以降に生まれた児童を対象に聴覚検査費用を
助成、上限 2千円」
・産後家事ヘルパー派遣
「出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に。家事援助を無料
で実施します」
・助産師訪問ケア事業
「出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助言等を行
います」
・任意予防接種費用助成
「13 歳以下の未成年者でロタウィルス、おたふくかぜ、B型肝炎の任
意予防接種希望者に費用の一部を助成します」

妊産婦

町内に在住の 1～ 3歳の子どもの誕
生月に 3万円を支給

保健所等に通所していない家庭に支給
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子育てに便利な情報一覧

市町村の子育て相談窓口

公　　　　立
わかば保育園
賀露保育園
美保保育園
みたから保育園
富桑保育園
倉田保育園
大正保育園
美和保育園
湖南保育園
白ゆり保育園
豊実保育園
白兎保育園
城北保育園
千代保育園
みやこ保育園
さつき保育園
福部保育園
河原保育園
西郷保育園
散岐保育園
社保育園
用瀬保育園
大村保育園
さじ保育園
ひかり保育園
浜村保育園
こじか保育園
すくすく保育園

とうごう保育園
湖山保育園
津ノ井保育園
のぞみ保育園
よねさと保育園
松保保育園
久松保育園
鳥取みどり園
鳥取あすなろ保育園
賀露みどり保育園
さとに保育園
かんろ保育園
むつみ保育園
めぐみ保育園
わかば台保育園
浜坂保育園
美保保育園杉の子分園

鳥取市吉方温泉一丁目322
鳥取市賀露町北二丁目2-15
鳥取市吉成二丁目13-8
鳥取市寿町501
鳥取市行徳三丁目705-1
鳥取市八坂169-1
鳥取市徳尾134-1
鳥取市上味野545
鳥取市松原419-2
鳥取市面影一丁目8-16
鳥取市野坂927
鳥取市伏野193-5
鳥取市松並町二丁目305
鳥取市江津730
鳥取市国府町中郷895
鳥取市国府町谷15-2
鳥取市福部町海士345-1
鳥取市河原町長瀬48-1
鳥取市河原町牛戸13-1
鳥取市河原町佐貫755-6
鳥取市用瀬町安蔵887-1
鳥取市用瀬町用瀬831-2
鳥取市用瀬町鷹狩32-1
鳥取市佐治町古市130-1
鳥取市気高町宝木937
鳥取市気高町八幡388-1
鳥取市鹿野町鹿野583-3
鳥取市青谷町青谷604

鳥取市西今在家205-1
鳥取市湖山町南一丁目825
鳥取市津ノ井246-1
鳥取市数津94-8
鳥取市中大路49-1
鳥取市布勢91-1
鳥取市東町一丁目208
鳥取市立川町五丁目417
鳥取市江津571-2
鳥取市賀露町南四丁目10-3
鳥取市里仁27
鳥取市立川町六丁目172
鳥取市二階町四丁目201
鳥取市吉方町一丁目201
鳥取市若葉台南二丁目205-2
鳥取市浜坂六丁目4-18
鳥取市吉成二丁目14-21

0857-22-2559
0857-28-1344
0857-22-6291
0857-22-4245
0857-22-6209
0857-53-1373
0857-22-6289
0857-53-2645
0857-57-0116
0857-22-5712
0857-22-4974
0857-59-1144
0857-24-3833
0857-23-7049
0857-24-8530
0857-24-8529
0857-75-2053
0858-85-2750
0858-85-2633
0858-85-1788
0858-87-2325
0858-87-2657
0858-87-2943
0858-88-0850
0857-82-0508
0857-82-0101
0857-84-2251
0857-85-0430

0857-53-1321
0857-28-1573
0857-51-8227
0857-53-4250
0857-53-0411
0857-28-0474
0857-36-3636
0857-22-2662
0857-23-3565
0857-28-1278
0857-28-4392
0857-22-6529
0857-22-5004
0857-27-1310
0857-52-6126
0857-27-7878
0857-22-6292

7:00～19:30
7:30～18:00
7:00～19:30
7:00～19:30
7:00～19:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:00～19:00
7:00～19:30
7:00～19:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:00～18:30
7:30～18:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00

7:30～18:00
7:00～19:15
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:30

7:00～18:00
7:30～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～19:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:30～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～12:30
7:00～18:00
7:00～18:00
7:30～12:30
7:30～12:30
7:30～12:30
7:30～18:00
7:00～12:30
7:30～12:30
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00

7:30～12:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～18:00
7:00～19:00
7:00～18:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～18:00

57日目～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
57日目～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
57日目～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～４歳
４ヶ月～４歳
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
４ヶ月～
57日目～２歳
57日目～

４ヶ月～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
57日目～
４ヶ月～１歳

私　　　　立

・元気！健やかこうふ育児スタートアップ事業（奥大山の水を配布）
・子育て応援手当

・保育所入所
・一時保育

・体験教室（春休み・夏休みなど）
・バス待ち待機児童支援

町内在住者に限り保育料無償

江府町は子育て家庭を応援します !

☆江府町子育て応援手当支給事業
　お子さんが満 2ヶ月に到達した月から満 1歳までの間（10 か月）、家庭での子育てを応援するため、保育園など
　を利用されていない世帯に対し、子育て応援手当を支給します。

☆江府町保育料無償化事業
　子育て家庭を応援するため、子供の国保育園の保育料無償化に取り組んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・子育てに関するご相談は、福祉保健課まで（0859-75-6111）・・・

・教育相談室（いじめ、不登校など）
・就学援助費、就学奨励費支給
・新入学学用費、修学旅行費助成（小中学校）　　　　
・電車通学定期券購入助成金（高等学校）
・放課後子ども教室　

・病児・病後児保育

教育委員会
0859-75-2223
子供の国保育園
0859-75-2704

相談日は毎週木曜日

・新生児聴覚検査費助成

（子供の国保育園内）

児童館
0859-75-2624
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