子育て応援します！

令和３年度

松川村

子どもと家族が集まれるところ・相談できるところ
子ども未来センター

「かがやき」：62-3366

18 歳までの子どもと保護者が、遊んだり、運動したり、勉強や読書をしたり、自由にのんびり過ご

せる場です。子育てや教育に関する相談もできます。
「わんぱく広場」
（1 階）･･･からだを使った遊びや運動ができます。
「みんなの広場」
（1 階）･･･勉強や読書などをして過ごせます。
「おひさま広場」
（2 階）･･･乳幼児と親がのんびり過ごせます。
他の親子との交流や情報交換もできます。
「ふれあい広場」
（2 階）･･･多目的交流スペースです。キッチンコーナーがあります。
☆開館日：月～土曜日 ９：００～２０：００
日曜日

９：００～１７：００

休館日

１２月２９日～１月３日・毎月第３日曜日「家庭の日」

※小学生は１７：００まで

中学生は１９:００（日曜日は１７：００）まで

☆利用の申し込みと受付：利用者登録が必要です。
『登録証(IC カード)』が発行されます。

子育て世代包括支援センター

子育てリンリンセンター（電話・面接相談）

１８歳までの子どもとその保護者の方の子育てに

子どもとご家族のあらゆる悩み事・心配事の相談をい

関する悩みを専門職がお聞きしたり、支援をしま

つでも受け付けます。 ※秘密は固く守ります。

す。お気軽にご相談、ご利用ください。
・妊娠、出産、子育て等の相談をお受けします。

面接相談：平日 8：30～17：15

・相談内容に応じ、子育て支援プランを一緒に考

電話相談：平日 8：30～17：15 電話 62-3366

え、支援します。
・地域で安心して子育てができるように、保健セ
ンターなど子育て支援機関と連携して支援しま
す。

e
・不登校、ひきこもり、いじめ相談に対応します。

いいこいいこ

夜間・休日 専用電話 62-1 5 1 5
連絡先 子育てリンリンセンター
（子育て世代包括支援センター）

Ｅメール kosodatehoukatsu@vill.matsukawa.nagano.jp

・児童虐待に対応します。

ひだまりの会（ペアレントトレーニング）
対象者：２歳から６歳くらいまでのお子さんをお持ちの保護者
１０名程度 ５回コースで開催
☆子どもへの対応にはちょっとした工夫が大切です。効果的な関
わり方を小さなグループで学び合います。

予約・お問い合せ先

保健センター：62-3290

ぱぱままサロン
と

き：母子手帳交付時にお知らせします。

ところ：保健センター
対象者：妊娠中のママ・パパ
☆赤ちゃんがいる生活を実感できるよう、体

発育・母乳・運動発達相談
と

き：毎月１回

９：３０～１１：３０

ところ：保健センター
☆体重測定・母乳相談・運動発達相談・離乳食相
談・子どもの病気や発達など、育児に関する相

験を中心とした『ぱぱままサロン』を開催

談をお受けします。（要予約）

します。

新生児訪問
すくすく教室
赤ちゃんが生まれたすべてのご家庭に、保

と き：出生セット内のチラシでお知らせ

健師、助産師がお伺いします。赤ちゃんのこ

ところ：保健センター

とや子育てについて一緒に考えさせていた

対象児：生後２ヶ月～１歳４ヶ月頃

だきます。

☆お子さんの月齢に合わせて、育児の勉強をした
り、ベビーマッサージ・ふれあい遊びをしなが
ら友達づくり等をします。

母乳相談等助成事業
母乳のことや授乳に困ったときに、病院や
助産院にて、相談するときの費用の助成事業
です。
出産後１年以内で１回 2,000 円の助成。
保健センターで申請し、助成券を

フォローアップ育児相談
と き：毎月１回

９：００～１２：００

ところ：保健センター
☆お子さんの健やかな成長を支援するため、言
葉のこと、発達のこと、育児に関する悩みな

発行してもらい利用します。

どの相談を臨床心理士がお受けします。
（要予約）

産後ケア事業
出産後の母の体調不良や、育児不安が強
く、家族からの支援を受けられない等があ
り、医師や助産師に支援を必要と認められ
た方が、母と子で助産院にて必要な保健指
導等を受けられる事業です。
詳しくは、福祉課健康推進係または子育
て世代包括支援センターへご相談くださ
い。

にこにこランド
と

き：１クール全５回、年 4 クール（１クール
の定員は６名）体験教室もあります。

ところ：子ども未来センター

「かがやき」

対象者：２歳・３歳のお子さんと保護者
☆親子で一緒に楽しみながら、子育てについて考
える教室です。園生活のイメージもできます
よ！
※参加希望者多数の場合は、調整させていただ
きますのでご了承ください。

認定こども園 南・北保育園
認定こども園は保護者の働いている等の状況に

一時保育

関わりなく、どのお子さんも教育・保育を一緒に

☆月曜日から土曜日までの 8:00～17:00 お子

受けられる施設です。

さんをみられない時にお預かりしています。

（※３歳未満のお子さんは保護者が働いているな

【利用場所・利用時間】

ど、保育の必要がある場合のみ利用ができます。
）

月～土：北保育園

☆ 保育時間

※ １歳以上の

８:００～１７:００

入園を希望されるご家庭は子育て応援課保育園係

（※Ｈ30．4月より）
３歳未満 ３歳以上
１時間あたり 300円 150円
を利用していない
給食
１食 160円
未就園児が対象です。
おやつ
１食 50円

（松川北保育園内）
：６２－３５３０へお問い合せ

申込み・問い合せ先６２－３５３０(北保育園)

ください。

（予約受付

平 日 ：７：００～１８：３０
土曜日 ：８：００～１７：００（自由登園日）
☆ 入園をご希望の方へ

【利用料】

認定こども園等施設

月～金曜日 8：30～16：30）

※希望日の１か月前から予約ができます。前日

入園説明会のお知らせ
１０月１９日（火）に次年度の入園説明会を行います。

までの申込みが必要です。

令和 4 年度の入園をご希望の方は必ずご参加くださ
い。

園庭開放

※その他、認定こども園では子育てに関する相談
も受けています。詳しくは、下記へお問い合わせ
ください。

毎週水曜日の 9:30～11:00 に未就園児とその
保護者を対象に園庭開放を行います。
（園の行事や感染症の状況によって実施して

問い合せ先：北保育園：６２－３５３０
南保育園：６２－５５７８

いない場合もあります。
）
問い合せ先：北保育園：６２－３５３０
南保育園：６２－５５７８

放課後子どもプラン
児童クラブ

放課後子ども教室

（下校～18：30 ： 月曜日～金曜日）

（15：00～18：00：月曜日～金曜日）

（8：00～18：00 ： 土曜日）
父母など家族が働いている家庭で、放課後子ど
もだけで過ごす小学生をお預かりし、生活や遊
びの場を提供します。
☆対象児童：保護者が放課後等留守家庭の小学生
☆利用施設：ふれあい館

子どもたちが放課後等、自主的に遊び・スポー
ツ・学習などの活動をする場です。
工作、料理等の様々な体験活動もあります。
☆対象児童：小学１年生～６年生
☆利用施設：小学校内
（王鳳館、体育館、中央公園等）

利用を希望される方は、教育委員会 子育て応援課にお問い合せください。
問い合せ先：６２－３３６６（子ども未来センター）

おはなしドンドン
と

図書館
と

き：不定期土曜日

パタパタママおはなし会
き：毎週水曜日
１０:３０～（約２０分間）

１０:３０～（約３０分）
ところ：図書館

ところ：図書館

対象者：保育園から小学校低学年までの

対象者：未就園児と保護者
☆毎週いろんな工夫をこらして、松川村のママ達

児童と保護者
☆絵本の読み聞かせや、手遊びなどを行います。開
催時は広報無線、館内配布チラシにてお知らせし

が絵本の読み聞かせをしてくれます。子ども達は
いつもわくわくです。
問い合せ先：６２－０４５０(図書館)

ます。

子育てに絵本を！

公民館

桃太郎教室

生活の中でぜひ、たくさん絵

対象者：来年度保育園・幼稚園に入園予定の親子

本を読んであげて下さい。読み

【Ｈ29.4.2～Ｈ31.4.1 生】

聞かせをすることで親子の触れ

募集：４月１５日（木）～

合いの時間が増え、将来の読書

☆お母さん、お父さんの教室です。

力の推進にもつながります。

親子ビクスやおやつづくり、遠足やおもちつきなど、年間約

４ヵ月健診時にファーストブ

１０回の講座を通してさまざまなことを体験し、親子でお友

ック、３歳児健診時にセカンド

達の輪を広げていきましょう。

ブックを一人のお子さんに１冊

問い合せ先：６２－２４８１(公民館)

ずつプレゼントしています。
問い合せ先：６２－０４５０
（図書館）

子育てお助けサービス
子育てサポートすくすく

HAPPY BABY プロジェクト
「まつかわ村からの贈りもの」

☆サービス内容
・産前、産後のお手伝い、家族に病気や、その

赤ちゃんの誕生をお祝いし、赤ちゃんの健やかな

他の用事ができた時などのお子さんのお預

成長を祈って、民生児童委員さんによる訪問にて村

り。

から記念品を贈ります。
記念品は、Ａ・Ｂのどちらかを選んでいただきま

☆利用場所

す。材料は天然木を使用し、自然の木のぬくもりを

ゆうあい館等

感じるプレゼントです。出生手続きの際や新生児の

☆利用料
１時間につき

933 円

（料金は改定される場合があります。）
※調整のため１週間前には申し込みをお願いし
ます。
申し込み先：松川村社会福祉協議会
６２－９０００（ゆうあい館）

転入の際にお申し込みいただきます。
Ａ 天然木の自然のままの手触りが残る「つみき」
Ｂ やさしい鈴の音が心地よい「がらがら」
※ネームプレートに赤ちゃんの名入れをしてお渡
しします。
問い合せ先：６２－３２９０（保健センター）

子ども・子育てに関する助成や補助
や

学校給食費の助成

入学祝い金

に
松川村に住所のある児童・生徒の保護者を対象に

松川村に住所のある小・中・高校入学者及びその

学校給食費を 20,000 円助成します。
問い合わせ先：６２－３３６６（教育委員会）

こうのとり支援事業（不妊・不育治療助成事業）
不妊・不育治療を行っている夫婦の経済的負
担軽減のため、不妊・不育治療に要する医療費
の一部を助成金として交付する事業を行ってい
ます。

対象年齢の子どもの保護者を対象に一人 10,000
円の入学祝い金を支給します。
問い合わせ先：６２－３３６６（教育委員会）

チャイルドシート購入費の補助
☆交付条件
満４歳に満たない乳幼児を養育している保護者
等で、乳幼児１人につき１台限り。
☆補助の内容

☆補助の内容

チャイルドシートを購入した価格（消費税を除

１回あたり、１年間に要した不妊・不育治療
医療費の自己負担額から、国や県の補助額を
差し引いたものより算出し、対象となる自己
負担額に 1/2 を乗じた額とし、100,000 円を
上限とします。

く）の３分の１を補助します。
（100 円未満は切り捨
て、限度額は１万円です）

☆交付申請
お子さんが生まれてから、交付申請書に領収書
原本（レシート可）および品質保証書を添えて

（助成の交付は、同一の夫婦に対し、１年度当
たり１回、通算 3 回までです。）

申請してください。
問い合せ先:６２－３１１２（住民課生活環境係）

※申請に必要な書類は保健センターに取りに来
てください。
問い合せ先：６２－３２９０（保健センター）

乳幼児等医療費の助成
０歳から満１８歳に達する日以降の最初の
３月３１日までの者を対象に、医療費の自己
負担額を助成します。
問い合せ先:６２－３１１２
（住民課保険医療係)

このパンフレットは、子ども未来センター・保健センター・保育園・すずの音ホール（図書館など）等に
おいてありますので、必要な方はお持ち下さい。

発

行：松川村子育て世代包括支援センター

