
※このガイドブックは、令和2年12月31日現在の資料で作成しています。
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環境に配慮したSOYINKと
再生紙を使用しています

〒485－8650　愛知県小牧市堀の内三丁目１番地
ＴEL：0568－76－1129　FAX：0568－72－2340

小牧市役所こども政策課

ブランドコンセプト

『夢・チャレンジ　始まりの地　小牧』
小牧山は、織田信長公が天下統一の夢を描き、

そのチャレンジの第一歩として初めて城を築いた地。

わたしたちの掲げる「夢・チャレンジ」の象徴として相応しい地です。
小牧市は、その小牧山をみつめ、
これからの未来を担うこどもたちが、

夢を描き、挑戦していける地となれるよう全力を注ぎます。

こどもの夢への挑戦をまち全体で、みんなで応援する。
そのことが、世代を超えた市民のつながりを生み、

全ての市民が支え合っていけるまちづくりになると確信します。

子育て支援
小牧市

ガイドブック
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届　出　等

健　診　等

予 防 接 種
（P.10、11）

相談・訪問等

子育て支援
サービス等

親子（母子）健康手帳（P.6）

妊娠 出産～１か月 ２か月～３か月 ４か月～６か月 ７か月～２歳 ３歳～就学前 小学校～

出生届（P.8）

低体重児届（P.8）

未熟児養育医療（P.14） １歳未満まで

１歳未満まで

４か月児健診（P.9）

BCG １歳未満まで
（標準５～８か月未満）

１歳未満まで
（標準２～９か月未満）

水痘
 生後１歳～３歳未満

小学校就学時健診（P.26）

１歳６か月児健診（P.9）

２歳３か月児歯科健診（P.9）

３歳児健診（P.9）

幼稚園（P.19、22）

１期：１歳～２歳未満　２期：年長

４歳未満まで親子ふれあい体操教室（P.11）

３歳まで

２か月～５歳未満

３か月～７歳半未満まで（百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ）

麻しん・風しん混合（MR）

日本脳炎 １期：３歳～７歳半未満まで
２期：９歳～１３歳未満まで　

二種混合
 １１歳～１３歳未満まで

子宮頸がん予防
　小学校６年生～高校１年生まで

１５歳となる年の年度末まで

通院：１5 歳となる年の年度末まで　入院：１８歳となる年の年度末まで

１８歳まで

１８歳未満まで

１８歳まで

小学校低学年頃まで

１２歳（または１８歳未満）まで

６か月～小学校６年生まで

６か月～未就学児まで

親子水中運動教室（P.11）３～４歳（年少）

1 歳以上または 57 日～未就学児まで

子育て世代包括支援センターの一時預かり（P.25）

病児保育（P.24）

児童クラブ（P.28）

児童手当（P.13）

子ども医療（P.１4）

保育園・認定こども園（P.19、20）

小規模保育事業（P.20）

四種混合

ヒブ、肺炎球菌

B 型肝炎

ロタウイルス １価：６週～ 24 週 5 価：６週～３２週まで

母乳相談・離乳食教室・にこにこむし歯予防相談（P.12）

赤ちゃん訪問（P.9）1～4 か月未満

４か月頃まで

えほん図書館（P.46）

児童館（P.41）

ファミリー・サポート・センター（P.25）

保育園の一時保育（P.24）

産後ケア事業（P.7） 4 か月未満まで

12 か月まで）

妊産婦・乳児健康診査（P.6、9）

妊婦個別歯科健診（P.6）

新生児聴覚検査（P.9）

育児相談等（P.12、31、35）

パパママ教室（P.6）

子育て世代包括支援センター（P.12、43）、児童館の子育て支援（P.41）

産前産後家事お手伝いサービス（P.7）  6 か月まで（多胎の場合は　　

助産師による妊産婦、乳児訪問（P.6、9）

生後４週まで

はぐみんカード（P.16）

子育てカレンダー

※一部内容が変更になる場合があります。詳細は各担当課へお問合せ下さい。
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※一部内容が変更になる場合があります。詳細は各担当課へお問合せ下さい。
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♥はぐみんカード

【利用料金】

妊産婦健康診査
受診票

医療機関で受診される妊婦健康診査を１４回分、産婦健康診査を２回分助成します。
親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。
受診票に表記してある検査についてのみ公費負担となります。
医師の判断でこれ以外の検査が生じる場合や、健康保険が適用される検査や治療を行う場
合は自己負担が発生します。
小牧市に転入の方へは、前住地での受診票の使用枚数に応じて妊婦健康診査を上限１４回
分、産婦健康診査２回分を上限に交付します。

妊婦個別
歯科健診

妊娠中は、つわりにより飲食回数が変化したり、ホルモンバランスの変化によりむし歯や歯
周病になりやすくなります。出産前にお口の中の状態をチェックしましょう。

【申込み】実施歯科医療機関へお申込みください。

パパママ教室

妊娠中や出産後の生活についてお伝えします。
【内　容】お話（赤ちゃんとのくらし、お父さんの役割、妊娠中の食事、パパ・ママのお口の　　　　　　　　
　　　　  健康について）　妊婦体験、赤ちゃん人形だっこ体験、汁物の塩分測定など

【場　所】保健センター
【費　用】無料
【申込み】電話等で予約が必要です。
※詳細は「広報こまき」毎月15日号をご確認ください。

助産師による
妊婦・産婦・

乳児訪問

母乳育児の応援や妊娠・子育てに関する疑問、その他ひとりで抱えてしまいがちな不安や悩
みにお答えするため、助産師が訪問します。

【対　象】妊娠中から生後４か月まで
【申込み】子育て世代包括支援センターにお問い合わせください。

対象者

小牧市に住民登録がある下記の全てに当てはまる産後４か月未満のお母さんとその赤ちゃん
・母親が体調不良や育児不安がある者
・家族等から育児にかかる十分な援助が受けられない者
・感染症疾患に罹患していない者
・母親に心身の不調があり、医療行為が必要でない者

内　容

母親の休養、授乳ケア（乳房ケアを含む）、母親の身体的ケア、保健指導、育児指導、相談
など
ショートステイ…10：00 ～翌 16：00（１日につき２食付、1 泊毎に 3 食追加）
デイケア…………10：00 ～ 16：00（１食付）
※利用日数を合算して７日を上限とします。

対象者 妊娠中から産後６か月（多胎児の場合は12か月）の小牧市在住の方

派遣時間
9：00 ～ 17：00
１日１回、１時間以上４時間以内
土・日・祝日・年末年始は除く

利用料金

①　生活保護法の規定による被保護世帯　　　　　　　　 　　　　　　 0 円
②　市県民税が非課税である世帯・多胎児育児世帯　　１時間当たり　250 円
③　①、②以外の世帯　　　　　　　　　　　　　　　１時間当たり　500 円
※①、②の方は証明書の提出が必要になる場合があります。

注意事項

・援助は、家事に関することのみです。授乳やおむつ交換など育児に関することは行うこと
　はできません。
・買い物など外出を伴う支援を行った場合は、移動にかかった交通費やガソリン代を利用料
　金とは別に頂きます。
・利用は、１回の出産につき 40 時間が上限です。（双子以上の場合は 50 時間）

階層区分

Ⅰ
生活保護受給者世帯の自己負担額 0 円 0 円

多胎児（１人当たり）による加算額 0 円 0 円

Ⅱ
市県民税非課税世帯の自己負担額 1,000 円 500 円

多胎児（１人当たり）による加算額 0 円 0 円

Ⅲ
Ⅰ・Ⅱの場合を除き、母親及び配偶者の合算所得が 730万円未満の方の自己負担額 3,000 円 2,000 円

多胎児（１人当たり）の加算額 300 円 300 円

Ⅳ
Ⅰ・Ⅱの場合を除き、母親及び配偶者の合算所得が 730万円以上の方の自己負担額 6,000 円 4,000 円

多胎児（１人当たり）の加算額 600 円 600 円

デイケア
（１日当たり）

ショートスティ
（１日当たり）

親子（母子）健康手帳の交付

妊娠中の健康

子育て世代包括支援センター 　TEL　71-8611

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　  　　　　　 　TEL　75-6471

産後ケア事業

産前産後家事お手伝いサービス

子育て世代包括支援センター　 TEL　71-8611

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

　妊娠が分かったら親子（母子）健康手帳の交付を受けましょう。妊娠の初期から子どもが中学校を卒業
するまでの健康状態や予防接種歴を記録し、健康管理に役立てるものです。
　なお、子育て世代包括支援センターでは手帳交付時に保健師・助産師が使い方の説明や相談を行ってお
りますので、できるだけ妊婦ご本人がお受け取りください。

　保健センター・子育て世代包括支援センターでは、妊娠中の健康などのご相談をお受けしています。

　妊娠初期には外見からは妊娠していることが分かりづらいことから、妊婦
が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊婦への配慮を示しやすくす
るものです。
　親子（母子）健康手帳交付時にマタニティキーホルダーを配布しています。

　親子（母子）健康手帳の交付時に、はぐみんカードを配布します。はぐみ
んカードについては、P.16 をご覧ください。

♥マタニティキーホルダー

赤ちゃんができたら赤ちゃんができたら１
　体調不良や育児不安があり家族等から育児にかかる十分な援助が受けられない母親とその乳児を対象に、
市と契約している産婦人科医療機関等で、心身のケアや育児サポートなど、きめ細かい支援を実施します。
まずは、子育て世代包括支援センターへお電話等でご相談ください。

　母親の体調不良などの理由により家事を行うことが困難な場合に、市が委託する事業者からヘルパーを
自宅に派遣し、家事の援助を行います。利用を希望される方は利用日の７日前までに登録と申請が必要です。

発行場所 日　時 必要なもの 内　容

子育て世代包括
支援センター

月～金  9:30 ～ 17:30
祝日・年末年始を除く

○妊娠届出書また
は医師の診断書

○身分の証明でき
るもの

○個人番号（マイ
ナンバー）のわ
かるもの

親子（母子）健康手帳交付時に保健師・
助産師による健康相談をお受けします。
妊娠中の不安や心配事など、お気軽にご
相談ください。
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♥はぐみんカード

【利用料金】

妊産婦健康診査
受診票

医療機関で受診される妊婦健康診査を１４回分、産婦健康診査を２回分助成します。
親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。
受診票に表記してある検査についてのみ公費負担となります。
医師の判断でこれ以外の検査が生じる場合や、健康保険が適用される検査や治療を行う場
合は自己負担が発生します。
小牧市に転入の方へは、前住地での受診票の使用枚数に応じて妊婦健康診査を上限１４回
分、産婦健康診査２回分を上限に交付します。

妊婦個別
歯科健診

妊娠中は、つわりにより飲食回数が変化したり、ホルモンバランスの変化によりむし歯や歯
周病になりやすくなります。出産前にお口の中の状態をチェックしましょう。

【申込み】実施歯科医療機関へお申込みください。

パパママ教室

妊娠中や出産後の生活についてお伝えします。
【内　容】お話（赤ちゃんとのくらし、お父さんの役割、妊娠中の食事、パパ・ママのお口の　　　　　　　　
　　　　  健康について）　妊婦体験、赤ちゃん人形だっこ体験、汁物の塩分測定など

【場　所】保健センター
【費　用】無料
【申込み】電話等で予約が必要です。
※詳細は「広報こまき」毎月15日号をご確認ください。

助産師による
妊婦・産婦・

乳児訪問

母乳育児の応援や妊娠・子育てに関する疑問、その他ひとりで抱えてしまいがちな不安や悩
みにお答えするため、助産師が訪問します。

【対　象】妊娠中から生後４か月まで
【申込み】子育て世代包括支援センターにお問い合わせください。

対象者

小牧市に住民登録がある下記の全てに当てはまる産後４か月未満のお母さんとその赤ちゃん
・母親が体調不良や育児不安がある者
・家族等から育児にかかる十分な援助が受けられない者
・感染症疾患に罹患していない者
・母親に心身の不調があり、医療行為が必要でない者

内　容

母親の休養、授乳ケア（乳房ケアを含む）、母親の身体的ケア、保健指導、育児指導、相談
など
ショートステイ…10：00 ～翌 16：00（１日につき２食付、1 泊毎に 3 食追加）
デイケア…………10：00 ～ 16：00（１食付）
※利用日数を合算して７日を上限とします。

対象者 妊娠中から産後６か月（多胎児の場合は12か月）の小牧市在住の方

派遣時間
9：00 ～ 17：00
１日１回、１時間以上４時間以内
土・日・祝日・年末年始は除く

利用料金

①　生活保護法の規定による被保護世帯　　　　　　　　 　　　　　　 0 円
②　市県民税が非課税である世帯・多胎児育児世帯　　１時間当たり　250 円
③　①、②以外の世帯　　　　　　　　　　　　　　　１時間当たり　500 円
※①、②の方は証明書の提出が必要になる場合があります。

注意事項

・援助は、家事に関することのみです。授乳やおむつ交換など育児に関することは行うこと
　はできません。
・買い物など外出を伴う支援を行った場合は、移動にかかった交通費やガソリン代を利用料
　金とは別に頂きます。
・利用は、１回の出産につき 40 時間が上限です。（双子以上の場合は 50 時間）

階層区分

Ⅰ
生活保護受給者世帯の自己負担額 0 円 0 円

多胎児（１人当たり）による加算額 0 円 0 円

Ⅱ
市県民税非課税世帯の自己負担額 1,000 円 500 円

多胎児（１人当たり）による加算額 0 円 0 円

Ⅲ
Ⅰ・Ⅱの場合を除き、母親及び配偶者の合算所得が 730万円未満の方の自己負担額 3,000 円 2,000 円

多胎児（１人当たり）の加算額 300 円 300 円

Ⅳ
Ⅰ・Ⅱの場合を除き、母親及び配偶者の合算所得が 730万円以上の方の自己負担額 6,000 円 4,000 円

多胎児（１人当たり）の加算額 600 円 600 円

デイケア
（１日当たり）

ショートスティ
（１日当たり）

親子（母子）健康手帳の交付

妊娠中の健康

子育て世代包括支援センター 　TEL　71-8611

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　  　　　　　 　TEL　75-6471

産後ケア事業

産前産後家事お手伝いサービス

子育て世代包括支援センター　 TEL　71-8611

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

　妊娠が分かったら親子（母子）健康手帳の交付を受けましょう。妊娠の初期から子どもが中学校を卒業
するまでの健康状態や予防接種歴を記録し、健康管理に役立てるものです。
　なお、子育て世代包括支援センターでは手帳交付時に保健師・助産師が使い方の説明や相談を行ってお
りますので、できるだけ妊婦ご本人がお受け取りください。

　保健センター・子育て世代包括支援センターでは、妊娠中の健康などのご相談をお受けしています。

　妊娠初期には外見からは妊娠していることが分かりづらいことから、妊婦
が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊婦への配慮を示しやすくす
るものです。
　親子（母子）健康手帳交付時にマタニティキーホルダーを配布しています。

　親子（母子）健康手帳の交付時に、はぐみんカードを配布します。はぐみ
んカードについては、P.16 をご覧ください。

♥マタニティキーホルダー

赤ちゃんができたら赤ちゃんができたら１
　体調不良や育児不安があり家族等から育児にかかる十分な援助が受けられない母親とその乳児を対象に、
市と契約している産婦人科医療機関等で、心身のケアや育児サポートなど、きめ細かい支援を実施します。
まずは、子育て世代包括支援センターへお電話等でご相談ください。

　母親の体調不良などの理由により家事を行うことが困難な場合に、市が委託する事業者からヘルパーを
自宅に派遣し、家事の援助を行います。利用を希望される方は利用日の７日前までに登録と申請が必要です。

発行場所 日　時 必要なもの 内　容

子育て世代包括
支援センター

月～金  9:30 ～ 17:30
祝日・年末年始を除く

○妊娠届出書また
は医師の診断書

○身分の証明でき
るもの

○個人番号（マイ
ナンバー）のわ
かるもの

親子（母子）健康手帳交付時に保健師・
助産師による健康相談をお受けします。
妊娠中の不安や心配事など、お気軽にご
相談ください。
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届出期間 出産予定日の 6か月前から届出ができます。

必要なもの

１　申請書…日本年金機構ホームページ [国民年金被保険者関係届書（申出書）]からダウン
　　ロードが可能です。年金事務所又は、市区町村の国民年金担当窓口に備え付けています。
２　母子健康手帳など　
　　※出産後は原則不要。詳しくは市民窓口課年金係へご確認ください。
３　年金手帳

届出場所 小牧市役所（市民窓口課）

　赤ちゃんが生まれたら、出生届を出しましょう。

　出生体重が 2,500g 未満の赤ちゃんが生まれたら、低体重児の届出をしましょう。

　国民年金第１号被保険者（※）が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制
度です。「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除には届出が必要です。
　※自営業・農林漁業・学生・無職の方などで２０歳以上60歳未満の方

　予防接種のスケジュール管理や、乳幼児健診の日程の確認、お子さんの成長記録のほか、市からのお知
らせ配信機能などを備えた子育て支援アプリです。予防接種のスケジュールは自動で作成し、通知も設定
できるので、接種忘れを防ぐことができて安心です。アプリをダウンロードしてぜひご利用下さい。

出生届

低体重児届

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

市民窓口課　TEL　76-1184

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

市民窓口課　TEL　76-1124

iOS 用 Android 用 Web 用

パソコンの方はこちら
↓

https://komaki.city-hc.jp

　子育て支援アプリ 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

　保健センター・子育て世代包括支援センターでは、子どもとご家族の健康などの相談をお受けしています。

　出生届を出していただくと、赤ちゃんの生まれた全家庭を保健連絡員が訪問します。

　子どもが健やかに育つために、健康診査をご利用ください。対象者へは個別にご案内を郵送します。

子どもとママの健康 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

♥乳児家庭訪問など

♥乳幼児健康診査

届出期間 生まれた日を含め１４日以内にお届けください。

必要なもの

１　出生届書及び出生証明書……出生届書と出生証明書は通常同じ１枚の用紙になってお　　
　　り、出生後、病院から交付されます。
２　印鑑……届出人（父または母）の印鑑（スタンプ印は使用できません）
３　親子（母子）健康手帳
４　本人確認ができる書類……運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード等

届出場所 届出人の住所地、本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場

注意事項

１　届出人は原則父または母になります。ただし、届出人が署名押印したあと届書を持参され　　　
るのは使者でも可能です。

２　外国で出生した場合や外国人の方は、他に必要書類等ありますので、あらかじめ市民窓口
課戸籍係へご確認ください。

３　戸籍の届出から戸籍作成までは日数がかかります。また住所地以外での届出の場合は住民
票等作成まで日数がかかります。詳しくは市民窓口課戸籍係へご確認ください。

届出期間 なるべく早くお届けください。

必要なもの 低体重児届出書……お手持ちの「妊産婦・乳児健康診査受診票」に添付されています。
　　　　　　　　　小牧市のホームページからもダウンロードできます。

届出場所 子育て世代包括支援センター、小牧市役所（保険医療課）
その他 届出後は、子育て世代包括支援センターから電話連絡のうえ、必要に応じて訪問させていただきます。

保健連絡員・
保健連絡員ＯＢによる

赤ちゃん訪問

皆さんの近所には、地域ボランティア「保健連絡員・保健連絡員ＯＢ」がいます。
出産後、地域での「頼れる近所のおばさん」として、育児をスタートしたばかりの皆さん
の自宅にプレゼントと予防接種冊子等の子育て情報を持ってお伺いします。
育児への不安や相談がありましたら、保健連絡員が保健センターに連絡し、後日保健師
からご連絡します。

【対　象】小牧市内在住の生後 1 ～ 4 か月までの乳児を持つ親子
【申込み】不要
※親子（母子）健康手帳交付時（転入の方は、窓口来所時）に申請いただいた連絡先へ保
　健連絡員・保健連絡員ＯＢが、日程調整のご連絡をします。

助産師による
妊婦・産婦・乳児訪問

母乳育児の応援や妊娠・子育てに関する疑問、その他ひとりで抱えてしまいがちな不安や
悩みにお答えするため、助産師が訪問します。

【対　象】妊婦、産婦及び新生児、おおよそ生後４か月までの乳児
【申込み】子育て世代包括支援センター
※小牧市内へ里帰りをされている方へも訪問できます。

保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による訪問

育児に関する心配事、その他ひとりで抱えてしまいがちな不安や悩みなど、お気軽にご
相談ください。訪問します。

【申込み】保健センター

乳児健康診査受診票

医療機関で受診される乳児（１歳未満）健診を２回分助成します。
親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。
受診票に表記されている時期を参考に受診してください。
※小牧市に転入の方は、前住地での受診票使用枚数に応じて上限２回分まで交付します。

【発行場所】子育て世代包括支援センター

新生児聴覚検査受診票
医療機関で受診される新生児聴覚検査を助成します。（生後４週まで）
親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。

【発行場所】子育て世代包括支援センター

４か月児健康診査

【対　象】その月に４か月を迎える乳児
【内　容】一般診察、身体測定、育児相談、栄養相談、母親歯科健診、
　　　　 ブックスタート（絵本の読み聞かせ）

【日　程】保健センターにご確認ください。

１歳６か月児健康診査

【対　象】その月に１歳６か月を迎える子ども
【内　容】一般診察、身体測定、育児相談、栄養相談、成長の確認、歯科診察、歯みがき指導、
　　　　 フッ化物塗布（希望者のみ、無料）

【日　程】保健センターにご確認ください。

２歳３か月児歯科健診

【対　象】その月に２歳３か月を迎える子ども
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【内　容】一般診察、身体測定、育児相談、栄養相談、成長の確認、歯科診察、歯みがき指導、
　　　　 フッ化物塗布（希望者のみ、無料）、尿検査

【日　程】保健センターにご確認ください。
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届出期間 出産予定日の 6か月前から届出ができます。

必要なもの

１　申請書…日本年金機構ホームページ [国民年金被保険者関係届書（申出書）]からダウン
　　ロードが可能です。年金事務所又は、市区町村の国民年金担当窓口に備え付けています。
２　母子健康手帳など　
　　※出産後は原則不要。詳しくは市民窓口課年金係へご確認ください。
３　年金手帳

届出場所 小牧市役所（市民窓口課）

　赤ちゃんが生まれたら、出生届を出しましょう。

　出生体重が 2,500g 未満の赤ちゃんが生まれたら、低体重児の届出をしましょう。

　国民年金第１号被保険者（※）が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制
度です。「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除には届出が必要です。
　※自営業・農林漁業・学生・無職の方などで２０歳以上60歳未満の方

　予防接種のスケジュール管理や、乳幼児健診の日程の確認、お子さんの成長記録のほか、市からのお知
らせ配信機能などを備えた子育て支援アプリです。予防接種のスケジュールは自動で作成し、通知も設定
できるので、接種忘れを防ぐことができて安心です。アプリをダウンロードしてぜひご利用下さい。

出生届

低体重児届

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

市民窓口課　TEL　76-1184

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

市民窓口課　TEL　76-1124

iOS 用 Android 用 Web 用

パソコンの方はこちら
↓

https://komaki.city-hc.jp

　子育て支援アプリ 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

　保健センター・子育て世代包括支援センターでは、子どもとご家族の健康などの相談をお受けしています。

　出生届を出していただくと、赤ちゃんの生まれた全家庭を保健連絡員が訪問します。

　子どもが健やかに育つために、健康診査をご利用ください。対象者へは個別にご案内を郵送します。

子どもとママの健康 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

♥乳児家庭訪問など

♥乳幼児健康診査

届出期間 生まれた日を含め１４日以内にお届けください。

必要なもの

１　出生届書及び出生証明書……出生届書と出生証明書は通常同じ１枚の用紙になってお　　
　　り、出生後、病院から交付されます。
２　印鑑……届出人（父または母）の印鑑（スタンプ印は使用できません）
３　親子（母子）健康手帳
４　本人確認ができる書類……運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード等

届出場所 届出人の住所地、本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場

注意事項

１　届出人は原則父または母になります。ただし、届出人が署名押印したあと届書を持参され　　　
るのは使者でも可能です。

２　外国で出生した場合や外国人の方は、他に必要書類等ありますので、あらかじめ市民窓口
課戸籍係へご確認ください。

３　戸籍の届出から戸籍作成までは日数がかかります。また住所地以外での届出の場合は住民
票等作成まで日数がかかります。詳しくは市民窓口課戸籍係へご確認ください。

届出期間 なるべく早くお届けください。

必要なもの 低体重児届出書……お手持ちの「妊産婦・乳児健康診査受診票」に添付されています。
　　　　　　　　　小牧市のホームページからもダウンロードできます。

届出場所 子育て世代包括支援センター、小牧市役所（保険医療課）
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保健連絡員ＯＢによる
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【申込み】不要
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母乳育児の応援や妊娠・子育てに関する疑問、その他ひとりで抱えてしまいがちな不安や
悩みにお答えするため、助産師が訪問します。

【対　象】妊婦、産婦及び新生児、おおよそ生後４か月までの乳児
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医療機関で受診される乳児（１歳未満）健診を２回分助成します。
親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。
受診票に表記されている時期を参考に受診してください。
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親子（母子）健康手帳交付時にあわせてお渡しします。

【発行場所】子育て世代包括支援センター
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【対　象】その月に３歳を迎える子ども
【内　容】一般診察、身体測定、育児相談、栄養相談、成長の確認、歯科診察、歯みがき指導、
　　　　 フッ化物塗布（希望者のみ、無料）、尿検査

【日　程】保健センターにご確認ください。
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　小牧市では、以下の通り予防接種を行っており、対象者へは個別にご案内を郵送しています。予防接種
を受ける前には、郵送された案内（ＢＣＧは予診票の裏面）をよく読み、予防接種の必要性、注意事項等
を理解してください。
　なお、冊子「予防接種と子どもの健康」は、保健連絡員の赤ちゃん訪問時にお渡しします。冊子のない方は、
保健センターへご連絡ください。
　※予防接種を受ける時は、親子（母子）健康手帳がないと接種できません。

　対象者には、おおむね２週間前にご案内（予診票）を郵送します。

◎接種場所は小牧市ホームページ内「予防接種市内指定医療機関」をご確認ください。

　対象年齢時に通知文を郵送しますので、同封されている市内指定医療機関で予約し、予診票に必要事項
を記入のうえ、親子（母子）健康手帳を持参し接種してください。接種後は、親子（母子）健康手帳に接
種の記録を記載してもらってください。
　市外にかかりつけ医があり、市内指定医療機関以外での接種を希望される方は、事前に保健センターで
申請が必要です。

【集団接種】

【個別接種】

♥予防接種
【日本脳炎について】
　勧奨差し控えによって接種できなかった平成19年4月1日生まれまでの20歳未満の方が接種できます。接
種を希望される方は保健センターへご連絡ください。

【子宮頸がん予防ワクチン】
　国からの通知を受け、市では積極的な勧奨を差し控えています。差し控え中ではありますが、定期接種
として接種することができます。希望される方は保健センターへご連絡ください。

♥教室

ＢＣＧ
【対　象】１歳未満（標準生後５～８か月未満）の方
【日　程】月に３回（広報こまき、市のホームページで案内）
【場　所】保健センター

種　類 対象年齢 接種方法 回数

ロタウイルス 1 価：生後 6 週～ 24 週
5 価：生後 6 週～ 32 週 4 週間以上の間隔 ２回

３回

Ｂ型肝炎 1 歳未満
（標準生後２か月～９か月未満）

1 回目から 27日以上の間隔で２回目
3 回目は１回目から139日以上の間隔 ３回

ヒブ 生後２か月～５歳未満 開始年齢により回数が異なります。

小児用肺炎球菌 生後２か月～５歳未満 開始年齢により回数が異なります。
四種混合

（百日咳、ジフテリア、
破傷風、ポリオ）

生後３か月～７歳半未満
1 期（20日以上の間隔） ３回

1 期追加（３回目の接種後おおむね１年後） １回

水痘 生後 12 か月～ 36 か月未満 1 回目の接種から6～12か月未満の間隔 ２回

麻しん・風しん混合
（ＭＲ）

生後 12 か月～ 24 か月未満 1 期 １回

5 歳以上７歳未満の年長児
（小学校入学前の１年間） 2 期 １回

麻しん
※通常は麻しん・風し
ん混合（ＭＲ）をご
案内いたします。

生後 12 か月～ 24 か月未満 1 期 １回

5 歳以上７歳未満
（小学校入学前の１年間） 2 期 １回

風しん
※通常は麻しん・風し
ん混合（ＭＲ）をご
案内いたします。

生後 12 か月～ 24 か月未満 1 期 １回

5 歳以上７歳未満
（小学校入学前の１年間） 2 期 １回

日本脳炎
3 歳～７歳半未満

1 期（１～４週間間隔） ２回

1 期追加（２回目の接種後おおむね１年後） １回

9 歳～ 13 歳未満 2 期 １回

二種混合
（ジフテリア、破傷風）

11歳～ 13歳未満 2 期 １回

子宮頸がん予防 小学６年生～高校１年生　 ワクチンにより接種間隔が異なります。 ３回

親子ふれあい
体操教室

文化・スポーツ課
76-1166

親と子または友達同士とのふれあいのなかで、親は遊ばせ上手に、子どもは遊びを通じて生
きる力を育てます。

【対　象】市内在住・在勤の親（保護者）とよちよち歩きができる子から４歳未満児
【内　容】リズム体操・ボール遊び、季節行事にあわせた体操など
【日　程】前期：５月～７月（計 10 回）午前中
　　　　 後期：９月～12月（計 10 回）午前中
　　　　 ※実施月は変更する場合があります。詳しくは「広報こまき」でお知らせします。

【費　用】1,550 円
【定　員】20 組
【申込み】文化・スポーツ課にお問い合わせください。

親子水中運動教室

温水プール
78-0102

親子でプールに入り、水に慣れ親しむ教室です。
【対　象】市内在住・在勤の親（保護者）と３～４歳（年少）の子
【内　容】親子で水遊び
【日　程】Ⅰ期：４月～６月（計 10 回）午後
　　　　 Ⅱ期：６月～９月（計 10 回）午後
　　　　 Ⅲ期：９月～12月（計 10 回）午後
　　　　 Ⅳ期：１月～３月（計 10 回）午後
　　　　 ※実施月は変更する場合があります。詳しくは「広報こまき」でお知らせします。

【費　用】3,000 円（保険料２人分含む）
【定　員】15 組
【申込み】温水プールにお問い合わせください。
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　安心・安全な妊娠、出産、子育てができるように、子育てに関するさまざまなご相談をお受けしてします。

妊娠期から子育て期の相談

♥相談できるところ

♥定例相談など

児童手当 こども政策課　TEL　76-1129

　１．小牧市に申請者の住民登録がない場合
　　　　→主たる生計者の住民登録地で申請してください。
　２．申請者が公務員の場合
　　　　→里親以外は申請者の勤務先で申請してください。
　　　　（公務員の方でも、他機関へ出向中の方、独立行政法人や国立大学法人などに勤務中の方は、勤務
　　　　 先・小牧市どちらへの申請か勤務先に確認してください）
　３．申請者や児童が外国籍の方で在留資格を持っていない場合（短期滞在、興行資格も含む）
　　　　→必要な在留資格の取得、在留期限の更新などをしてから申請してください。
　４．申請者や児童が海外で生活している場合
　　　　→手当を受給できません。国内での居住・生活が条件です。
　　　　（児童が海外留学の場合に限り、一定の条件を満たし、その確認に必要な書類を提出したときのみ
　　　　 対象）

【以下の方は小牧市へ申請できません】

助成や手当の申請のこと助成や手当の申請のこと２

相談機関 相談内容 問い合わせ先

子育て世代包括
支援センター

妊娠・出産・子育てに関する相談を行います。来所相談も行って
います。

【時間】来　　　所　 9：30 ～ 17：30
　　　 電　　　話　 9：30 ～ 17：30
　　　 オンライン　10：00～ 16：00（要予約）
　　　 毎日（年末年始を除く）
　　　 ※オンライン相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　 ※保健師・助産師による相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

TEL 75-2005
（専用電話）

小牧市ホームページ
「オンライン育児相

談」で申込み

保健センター
発育発達、ことば、あそばせ方、食生活、おくちの健康、子ども
の病気などについての相談を行います。

【時間】8：30 ～17：15　月曜日～金曜日

TEL 75-7288
（専用電話）

育児相談
妊婦・産婦
健康相談

各児童館で育児に関しての心配や不安について、保健師や助産師が一緒に考えます。妊婦・
産婦の方の健康相談も行います。

【内　容】育児相談、身体測定、健康相談、血圧測定、尿検査
【場　所】各児童館
【申込み】不要
【日　程】「広報こまき」毎月15日号でお知らせします。

母乳相談

母親が母乳育児をすすめる上で出てくる問題点や疑問点について相談を行います。母と子が
安定した生活を送ることができるよう支援します。

【場　所】子育て世代包括支援センター
【申込み】電話等で予約が必要です。（子育て世代包括支援センター　TEL 71-8611）
【日　程】「広報こまき」毎月15日号でお知らせします。

離乳食教室
（初期・ごっくん教室）
（後期・かみかみ教室）

親子で食事を楽しむ第一歩である離乳食のすすめ方やむし歯予防のポイントを管理栄養士
と歯科衛生士がお伝えします。
詳細は「広報こまき」毎月15日号をご確認ください。

【内　容】離乳食の講話と試食（アレルギー対応なし）
【対　象】初期（ごっくん）教室：生後４か月児以降の保護者（試食は保護者のみ）
　　　　 後期（かみかみ）教室：生後９か月児以降の親子

【場　所】保健センター
【申込み】電話等で予約が必要です。（保健センター　TEL 75-6471）

にこにこ
むし歯予防相談

乳歯を健康に保つためには、むし歯にならないような食生活･生活習慣を身につけることが
大切です。歯並びや仕上げみがきの方法、おやつに関することなどお子さんのおくちの健康
について、ご相談いただけます。ぜひご利用ください。

【内　容】歯の生え方、食べ方、歯並びやお子さんの歯みがき方法などに関する歯科相談
【対　象】乳幼児（１歳前後で乳歯が生え始めた頃がおすすめです）
【場　所】各児童館等
【持ち物】親子（母子）健康手帳、仕上げみがき用歯ブラシ
【日程・申込み等】「広報こまき」毎月15日号でお知らせします。

歯科相談

お子さんのおくちの健康について個別にご相談いただけます。ぜひご利用ください。
【内　容】歯の生え方、食べ方、歯並び、お子さんの歯みがき方法などに関する歯科相談
【対　象】市内に住民登録のある方ならどなたでも
【場　所】保健センター
【申込み】電話等で予約が必要です。（保健センター　TEL 75-6471）

対　象

15歳になった年の年度末までの児童（中学校３年生以下）を養育している
①父または母
②養育者（父母に遺棄されている児童を養育している方）
③未成年後見人
④父母指定者（父母が国外居住のため、国内に残った児童を父母の代わりに養育している方）
⑤里親、児童養護施設等・障害児入所施設等の設置者
※父または母のように対象が複数いる場合は、主たる生計者（所得の多いほう）が申請者とな　
　ります。

支給金額
※所得制限あり

【児童手当】所得制限限度額以内の方
３歳未満の児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額 15,000 円
３歳以上小学校修了前の児童　　　　　　　　　　　　　第１・２子　　 月額 10,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３子以降　　月額 15,000 円
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の養育してい　　
　る児童のうち、3番目以降をいいます。
中学生の児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額 10,000 円

【特例給付】所得制限限度額を超える方　　　　　　　　　　　　    月額一律  5,000 円

支払月 ６・10・２月にそれぞれの前月分まで支給

支給開始
申請した日の翌月分から支給されます（さかのぼって支給されません）。
※出生日、前市町村から転出した日が月末に近い場合、15日以内に申請すれば出生日、転出　
　した日の翌月から支給されます。

申請手続

以下の必要なものをそろえて、こども政策課で申請してください。
（必要なものをそろえるのに時間がかかる場合は、先に申請のみをしてください）
※出生・転出入に伴う児童手当の申請は、市民窓口課、篠岡支所（東部市民センター内）、味　
　岡支所（味岡市民センター内）、北里支所（北里市民センター内）でも受付しています。

必要なもの

※申請者は主たる生計者（所得が高い方）となります。
・申請者本人名義の口座の分かるもの
・申請者・児童の在留カードなど（外国籍の方のみ）
・申請者・配偶者のマイナンバーの分かるもの
・申請者の健康保険証のコピー（国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方のみ）
【申請者と児童の住民登録地が異なる場合（別居監護）】
　手続には別途必要なものがあります。事前にこども政策課へお問い合わせください。
※別居監護以外にも、申請時の状況によって必要なものが追加となることがあります。
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　５．児童が施設へ入所・里親へ委託の場合
　　　　→父または母は手当を受給できません。施設や里親が受給します。
　６．児童を養育していない場合、離婚や離婚協議中の別居によって児童と住民登録地が異なる場合
　　　　→手当を受給できません。
　※ひとり親家庭に関する手当などは P.29 ～、障がい児に関する手当などは P.32 ～をご覧ください。

　高校生等（18歳の年度末）までの子どもを対象に、健康保険の保険診療の自己負担額を助成します。

　身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に
対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

　※詳細は保険医療課へお問い合わせください。

【県外受診されたときの払い戻しについて】
　市の発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一
旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。

【保険証未提示、補装具を作製されたときの払い戻しについて】
　健康保険証未提示や補装具を作製し医療費を全額負担された場合、ご加入の健康保険で医療費の支給手
続きを行った後、２割または３割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。

【高校生等（18歳到達の年度末まで）の入院費の払い戻しについて】
　高校生等の方が医療機関に入院された場合、医療機関の窓口においては限度額適用認定証（加入してい
る健康保険が交付）を提示のうえお支払いしていただくと、保険診療の自己負担額については、市から払
い戻しを受けることができます。

子ども医療

未熟児養育医療

保険医療課　TEL　76-1128

保険医療課　TEL　76-1128

対　象 市内在住の未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの

負　担 所得に応じて自己負担額があります。
（自己負担額については、子ども医療費で助成します）

内　容 未熟児が指定養育医療機関に入院中の場合に、医療費のうち保険診療の自己負担額及び食事
療養費を対象とします。

必要なもの
養育医療意見書、転入者の方は、所得の状況が把握できる書類（市民税県民税税額決定通知書、
市民税県民税（所得・課税）証明書等）
子どもの名前が入った健康保険証（作成中の場合は保護者の健康保険証）

対　象 市内在住で１8 歳となる年度の末日までの子ども

所得制限 なし

内　容

医療機関等を受診された際の、保険診療における自己負担額を下記の通り助成します。
・0 歳～中学校卒業（15 歳到達の年度末）まで・・・入院・通院分とも助成（受給者証が交付　

されます）
・中学校卒業後～高校卒業（18 歳到達の年度末）まで・・・入院分のみ助成（受給者証は交付　
   されません）

（差額ベッド代、食事代等は適用されません）

必要なもの 子どもの名前の入った健康保険証

申請場所 保険医療課、各支所

　経済的な理由で就学が困難な小牧市立小中学校に在籍する児童または生徒の保護者に対し、学校でかか
る費用（給食費、学用品費、修学旅行費等）の一部を援助しています。

　※小牧市立小中学校一覧については、P.26 をご覧ください。

就学援助費 学校教育課　TEL　76-1165

対　象 小牧市立の小中学校に在籍する児童または生徒の保護者で、経済的な理由によって就学させ
ることが困難な方

援助内容

・援助費の支給は、各学期末（７月下旬、12 月下旬、３月下旬）に小牧市教育委員会より振り
　込みます。
・受給認定を受けても毎月の学校の定例集金は実施されます。
・学校の定例集金が滞っている場合は、個人口座に振り込みをせず、学校に直接振り込みます。
※次の年度に小学校１年生および中学校１年生になる子どもの保護者のうち、事前に申請し、
　上記の「対象」に該当する場合は入学前に援助費の一部を支給します。

必要なもの 申請者ごとに異なります。詳細は学校教育課へお問い合わせください。
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　５．児童が施設へ入所・里親へ委託の場合
　　　　→父または母は手当を受給できません。施設や里親が受給します。
　６．児童を養育していない場合、離婚や離婚協議中の別居によって児童と住民登録地が異なる場合
　　　　→手当を受給できません。
　※ひとり親家庭に関する手当などは P.29 ～、障がい児に関する手当などは P.32 ～をご覧ください。

　高校生等（18歳の年度末）までの子どもを対象に、健康保険の保険診療の自己負担額を助成します。

　身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に
対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

　※詳細は保険医療課へお問い合わせください。

【県外受診されたときの払い戻しについて】
　市の発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一
旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。

【保険証未提示、補装具を作製されたときの払い戻しについて】
　健康保険証未提示や補装具を作製し医療費を全額負担された場合、ご加入の健康保険で医療費の支給手
続きを行った後、２割または３割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。

【高校生等（18歳到達の年度末まで）の入院費の払い戻しについて】
　高校生等の方が医療機関に入院された場合、医療機関の窓口においては限度額適用認定証（加入してい
る健康保険が交付）を提示のうえお支払いしていただくと、保険診療の自己負担額については、市から払
い戻しを受けることができます。

子ども医療

未熟児養育医療

保険医療課　TEL　76-1128

保険医療課　TEL　76-1128

対　象 市内在住の未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの

負　担 所得に応じて自己負担額があります。
（自己負担額については、子ども医療費で助成します）

内　容 未熟児が指定養育医療機関に入院中の場合に、医療費のうち保険診療の自己負担額及び食事
療養費を対象とします。

必要なもの
養育医療意見書、転入者の方は、所得の状況が把握できる書類（市民税県民税税額決定通知書、
市民税県民税（所得・課税）証明書等）
子どもの名前が入った健康保険証（作成中の場合は保護者の健康保険証）

対　象 市内在住で１8 歳となる年度の末日までの子ども

所得制限 なし

内　容

医療機関等を受診された際の、保険診療における自己負担額を下記の通り助成します。
・0 歳～中学校卒業（15 歳到達の年度末）まで・・・入院・通院分とも助成（受給者証が交付　

されます）
・中学校卒業後～高校卒業（18 歳到達の年度末）まで・・・入院分のみ助成（受給者証は交付　
   されません）

（差額ベッド代、食事代等は適用されません）

必要なもの 子どもの名前の入った健康保険証

申請場所 保険医療課、各支所

　経済的な理由で就学が困難な小牧市立小中学校に在籍する児童または生徒の保護者に対し、学校でかか
る費用（給食費、学用品費、修学旅行費等）の一部を援助しています。

　※小牧市立小中学校一覧については、P.26 をご覧ください。

就学援助費 学校教育課　TEL　76-1165

対　象 小牧市立の小中学校に在籍する児童または生徒の保護者で、経済的な理由によって就学させ
ることが困難な方

援助内容

・援助費の支給は、各学期末（７月下旬、12 月下旬、３月下旬）に小牧市教育委員会より振り
　込みます。
・受給認定を受けても毎月の学校の定例集金は実施されます。
・学校の定例集金が滞っている場合は、個人口座に振り込みをせず、学校に直接振り込みます。
※次の年度に小学校１年生および中学校１年生になる子どもの保護者のうち、事前に申請し、
　上記の「対象」に該当する場合は入学前に援助費の一部を支給します。

必要なもの 申請者ごとに異なります。詳細は学校教育課へお問い合わせください。
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　私立高等学校、専修学校高等課程に通学させている家庭の負担を軽減するため、所得の状況に応じて授
業料の一部を助成します。制度の詳細は学校教育課にお問い合わせください。
　尚、愛知県においても授業料等の助成を行っていますので、県の窓口（愛知県県民文化局学事振興課私
学振興室助成グループ　電話（052-954-6187））にお問い合わせください。

私立高等学校等授業料補助

子育て家庭優待事業（はぐみんカード）

学校教育課　TEL　76-1165

こども政策課　TEL　76-1129

　小牧市内に住民登録がある 18歳以下のお子様（18歳になって最初の３月31日までのお子様）と妊娠中の
方に「はぐみんカード」を配布し、全国の協賛店舗・施設でカードを提示すると、協賛店舗等が独自に設定
する様々な特典が受けられます。
　愛知県は「はぐみん優待ショップ」、名古屋市は「ぴよか協賛店舗」でご使用できます。

　必ず市内在住及び対象者であると確認できるもの「子ども医療証・学生証・親子（母子）健康手帳など」
をお持ちください。

　協賛店舗・施設に掲示されています。このステッカーが掲示してあるお店が優待を受けられるお店です。
　協賛店舗・施設は小牧市ホームページ（下記ＱＲコードから移動できます）でもご確認できます。

・こども政策課　
・味岡市民センター（支所窓口）
・保健センター

・市民窓口課　　　　　　　　　　・東部市民センター（支所窓口）
・北里市民センター（支所窓口）　  ・子育て世代包括支援センター

♥はぐみんカードの事業概要

♥指定発行か所（7か所）

♥はぐみん優待ショップステッカー

はぐみんカード

はぐみん
QR コード

愛知県協賛店舗
ステッカー

名古屋市協賛店舗
ステッカー

　妊娠を望んでいるご夫婦の経済的負担を軽減するために、不妊検査、不妊治療及び人工授精に要する費
用を助成します。

　医療機関において不育症の診断を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するために、不育検査、不育治療に
要する費用を助成します。

不妊治療等助成

不育治療等助成

保健センター　TEL　75-6471

保健センター　TEL　75-6471

対　象

次のいずれにも該当する方です。
（１）ご夫婦またはいずれか一方が申請において小牧市内に住民登録のある方
（２）婚姻届を出されているご夫婦
（３）医療保険加入者、または被扶養者の方
（４）ご夫婦の双方が市税（市県民税及び固定資産税）及び国民健康保険税を滞納していない方
（５）産科、婦人科、産婦人科を標榜する医療機関において、不育症を診断され、不育症検査・
　　治療等を受けられた方

補助金を受ける
ことができる
医療行為

・不育症検査、不育症治療

補助期間
及び補助金額
について

１　１夫婦、１回の治療につき 15 万円を限度として、治療を受けられた医療機関で医師の認　　
　　めた治療の自己負担額（保険適用外）を補助します。
２　治療開始から治療終了までを１回の申請とし、５回までとします。

その他
・本市に転入した場合は転入日以降の治療分が補助の対象となります。
・他市へ転出される方は、転出前に申請を済ませてください。
　（転出日以降は申請することができませんのでご注意ください）
・第２子目以降も補助の対象となります。

申請手続

申請書類は保健センター窓口でお渡しいたしますので、事前に受け取りに来てください。また、
小牧市ホームページよりダウンロードできます。
なお、申請時に領収書の原本が必要となりますので、申請される治療費の領収書は必ず保管し
ておいてください。
※詳しくは、保健センターへお問い合わせください。

対　象

次のいずれにも該当する方です。
（１）ご夫婦またはいずれか一方が申請において小牧市内に住民登録のある方
（２）婚姻届を出されているご夫婦
（３）医療保険加入者、または被扶養者の方
（４）ご夫婦の双方が市税（市県民税及び固定資産税）及び国民健康保険税を滞納していない方
（５）産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、不　
　　妊症を診断され、不妊検査・治療等を受けられた方

補助金を受ける
ことができる
医療行為

・不妊検査、不妊治療（特定不妊治療を除く）、人工授精
※特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）は県の補助対象となりますので、保健所にお問い合
　わせください。
　（愛知県特定不妊治療費助成事業ホームページ、愛知県不妊専門相談センターホームページ
　もご参照ください）

補助期間
及び補助金額
について

１　１夫婦１年度につき１回５万円までを限度として、治療を受けられている医療機関で医師
　　の認めた治療の自己負担額を補助します。
２　補助期間は診療日の属する月から継続する２年間（24 か月）までとします。
※補助期間、補助金額の詳細については、保健センターへお問い合わせください。
※申請は各年度ごとに行ってください。

その他

・ご夫婦のいずれか一方が同一年度に愛知県の他市町村で一般不妊治療費の補助を受けてい
る場合は申請できません。
・本市に転入した場合は転入日以降の治療分が補助の対象となります。
・他市へ転出される方は、転出前に申請を済ませてください。
　（転出日以降は申請することができませんのでご注意ください）
・第２子以降も補助の対象となります。

申請手続

申請書類は保健センター窓口でお渡しいたしますので、事前に受け取りに来てください。また、
小牧市ホームページよりダウンロードできます。
※申請書類の配布は 2 月末日までとなります。
なお、申請時に領収書の原本が必要となりますので、申請される治療費の領収書は必ず保管し
ておいてください。
※詳しくは、保健センターへお問い合わせください。
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　私立高等学校、専修学校高等課程に通学させている家庭の負担を軽減するため、所得の状況に応じて授
業料の一部を助成します。制度の詳細は学校教育課にお問い合わせください。
　尚、愛知県においても授業料等の助成を行っていますので、県の窓口（愛知県県民文化局学事振興課私
学振興室助成グループ　電話（052-954-6187））にお問い合わせください。

私立高等学校等授業料補助

子育て家庭優待事業（はぐみんカード）

学校教育課　TEL　76-1165

こども政策課　TEL　76-1129

　小牧市内に住民登録がある 18歳以下のお子様（18歳になって最初の３月31日までのお子様）と妊娠中の
方に「はぐみんカード」を配布し、全国の協賛店舗・施設でカードを提示すると、協賛店舗等が独自に設定
する様々な特典が受けられます。
　愛知県は「はぐみん優待ショップ」、名古屋市は「ぴよか協賛店舗」でご使用できます。

　必ず市内在住及び対象者であると確認できるもの「子ども医療証・学生証・親子（母子）健康手帳など」
をお持ちください。

　協賛店舗・施設に掲示されています。このステッカーが掲示してあるお店が優待を受けられるお店です。
　協賛店舗・施設は小牧市ホームページ（下記ＱＲコードから移動できます）でもご確認できます。

・こども政策課　
・味岡市民センター（支所窓口）
・保健センター

・市民窓口課　　　　　　　　　　・東部市民センター（支所窓口）
・北里市民センター（支所窓口）　  ・子育て世代包括支援センター

♥はぐみんカードの事業概要

♥指定発行か所（7か所）

♥はぐみん優待ショップステッカー

はぐみんカード

はぐみん
QR コード

愛知県協賛店舗
ステッカー

名古屋市協賛店舗
ステッカー

　妊娠を望んでいるご夫婦の経済的負担を軽減するために、不妊検査、不妊治療及び人工授精に要する費
用を助成します。

　医療機関において不育症の診断を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するために、不育検査、不育治療に
要する費用を助成します。

不妊治療等助成

不育治療等助成

保健センター　TEL　75-6471

保健センター　TEL　75-6471

対　象

次のいずれにも該当する方です。
（１）ご夫婦またはいずれか一方が申請において小牧市内に住民登録のある方
（２）婚姻届を出されているご夫婦
（３）医療保険加入者、または被扶養者の方
（４）ご夫婦の双方が市税（市県民税及び固定資産税）及び国民健康保険税を滞納していない方
（５）産科、婦人科、産婦人科を標榜する医療機関において、不育症を診断され、不育症検査・
　　治療等を受けられた方

補助金を受ける
ことができる
医療行為

・不育症検査、不育症治療

補助期間
及び補助金額
について

１　１夫婦、１回の治療につき 15 万円を限度として、治療を受けられた医療機関で医師の認　　
　　めた治療の自己負担額（保険適用外）を補助します。
２　治療開始から治療終了までを１回の申請とし、５回までとします。

その他
・本市に転入した場合は転入日以降の治療分が補助の対象となります。
・他市へ転出される方は、転出前に申請を済ませてください。
　（転出日以降は申請することができませんのでご注意ください）
・第２子目以降も補助の対象となります。

申請手続

申請書類は保健センター窓口でお渡しいたしますので、事前に受け取りに来てください。また、
小牧市ホームページよりダウンロードできます。
なお、申請時に領収書の原本が必要となりますので、申請される治療費の領収書は必ず保管し
ておいてください。
※詳しくは、保健センターへお問い合わせください。

対　象

次のいずれにも該当する方です。
（１）ご夫婦またはいずれか一方が申請において小牧市内に住民登録のある方
（２）婚姻届を出されているご夫婦
（３）医療保険加入者、または被扶養者の方
（４）ご夫婦の双方が市税（市県民税及び固定資産税）及び国民健康保険税を滞納していない方
（５）産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、不　
　　妊症を診断され、不妊検査・治療等を受けられた方

補助金を受ける
ことができる
医療行為

・不妊検査、不妊治療（特定不妊治療を除く）、人工授精
※特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）は県の補助対象となりますので、保健所にお問い合
　わせください。
　（愛知県特定不妊治療費助成事業ホームページ、愛知県不妊専門相談センターホームページ
　もご参照ください）

補助期間
及び補助金額
について

１　１夫婦１年度につき１回５万円までを限度として、治療を受けられている医療機関で医師
　　の認めた治療の自己負担額を補助します。
２　補助期間は診療日の属する月から継続する２年間（24 か月）までとします。
※補助期間、補助金額の詳細については、保健センターへお問い合わせください。
※申請は各年度ごとに行ってください。

その他

・ご夫婦のいずれか一方が同一年度に愛知県の他市町村で一般不妊治療費の補助を受けてい
る場合は申請できません。
・本市に転入した場合は転入日以降の治療分が補助の対象となります。
・他市へ転出される方は、転出前に申請を済ませてください。
　（転出日以降は申請することができませんのでご注意ください）
・第２子以降も補助の対象となります。

申請手続

申請書類は保健センター窓口でお渡しいたしますので、事前に受け取りに来てください。また、
小牧市ホームページよりダウンロードできます。
※申請書類の配布は 2 月末日までとなります。
なお、申請時に領収書の原本が必要となりますので、申請される治療費の領収書は必ず保管し
ておいてください。
※詳しくは、保健センターへお問い合わせください。
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　子育て家庭の保護者が安心して外出できるよう、授乳ができる設備や
おむつ替えのできる設備を提供できる場所として、小牧市に登録された
施設のことです。赤ちゃんの駅には、目印となるシンボルマーク入りの
ステッカーを提示しています。赤ちゃんの駅登録施設については、小牧
市ホームページ（下記QRコードから移動できます）でも確認できます。
利用料等は一切必要ありません。お気軽にご利用ください。

　循環型社会の構築を目指し、再利用する事の良さ、大切さを学んでい
ただく中で、親子や地域との絆を深めるため、市内の児童館において子
ども服のリユースを実施しています。
　リユースの対象となるのは小学校低学年までの子ども服とマタニティ
服です。利用は無料ですが、提供は一人５点までです。
　毎月の回収・提供時期は児童館ごとに異なりますので、直接お問合せ
ください。各児童館のお問合せ先については、P.41 を参照ください。

利用の対象となる人 乳幼児を連れた外出時におむつ替えや授乳スペースの利用を希望する保護者

赤ちゃんの駅にある設備
（①②の両方またはどちらか）

①　壁、カーテンやパーテーションなどで仕切られた、プライバシーの確保に配
　　慮がなされている授乳可能な設備
②　おむつ交換台やベビーベットなど乳幼児のおむつ交換が可能な設備

注意事項

赤ちゃんの駅事業は、各事業所や店舗のご協力をいただき成り立っている事業で
す。利用される場合は、各施設管理者の指示に従いご利用ください。ごみは原則
として、持ち帰りとなります。また、施設により定休日、サービス内容、利用条
件等が異なりますので、事前にご確認ください。

赤ちゃんの駅

子ども服リユース事業（くる・くる・くるり）

こども政策課　TEL　76-1129

ごみ政策課　TEL　76-1187

赤ちゃんの駅
QRコード

教育・保育給付認定区分 対象となる子ども
１号認定 満３歳から就学前の子ども
２号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳から就学前の子ども
３号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳未満の子ども

類型 施設名 所在地 電話番号（0568）
幼稚園（公立） 第一幼稚園 中央 6-101 77-0408

認定こども園
（私立）

旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘 3-51 78-1620
とやまこども園 南外山 421 77-0807

　保育施設等の利用に際しては、ご家庭の事情により、保育の必要性の認定を受けることが必要となります。
保育認定は児童の保護者が居住する市町村において行い、下表の「教育・保育給付認定」の区分に応じて、
施設等の利用先が決まっていきます。

※「保育を必要とする事由」は次のいずれかを指します。
　・就労（月 60時間以上労働することを常態としていること）
　・妊娠・出産（24週を迎えた翌月の 1日から出産 2か月後の月末まで）
　・保護者の疾病・障がい（保育が困難な状態であること）
　・親族等の介護・看護（月 60時間以上親族を介護・看護することを常態としていること）
　・就学（学校教育法に定める学校等へ月 60時間以上就学することを常態としていること）
　・災害復旧　　・求職活動　　・育児休業中（3歳児クラス以上のみ）

１．対象施設
　1号認定に該当する児童が利用できる施設です。小牧市内の施設は以下のとおり

２．入園申請時期
　入園については各園で手続きを行います。4月入園の申請は例年 9月上旬から申請書を配布し、10月上
旬から申請の受付を開始します。
　満 3歳入園や年度途中入園についても各園へお問い合わせください。

３．利用者負担額（保育料）・給食費・預かり保育利用料
①利用者負担額（保育料）について
　幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額（保育料）は０円です。

②給食費について
　給食費（主食費＋副食費）は施設が定める額となります。
　なお、「世帯合計市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の児童の場合」又は「生計を一にする世帯の児
童のうち、上から順に数え 3番目以降の児童の場合」は、給食費（主食費＋副食費）のうち副食費が無償
化の対象となります。

子ども・子育て支援制度について 幼児教育・保育課　TEL　76-1130
保健センター　　　　　　 　TEL　75-6471

♥幼稚園・認定こども園（1号認定利用対象施設）

保育施設等の利用について保育施設等の利用について３
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　子育て家庭の保護者が安心して外出できるよう、授乳ができる設備や
おむつ替えのできる設備を提供できる場所として、小牧市に登録された
施設のことです。赤ちゃんの駅には、目印となるシンボルマーク入りの
ステッカーを提示しています。赤ちゃんの駅登録施設については、小牧
市ホームページ（下記QRコードから移動できます）でも確認できます。
利用料等は一切必要ありません。お気軽にご利用ください。

　循環型社会の構築を目指し、再利用する事の良さ、大切さを学んでい
ただく中で、親子や地域との絆を深めるため、市内の児童館において子
ども服のリユースを実施しています。
　リユースの対象となるのは小学校低学年までの子ども服とマタニティ
服です。利用は無料ですが、提供は一人５点までです。
　毎月の回収・提供時期は児童館ごとに異なりますので、直接お問合せ
ください。各児童館のお問合せ先については、P.41 を参照ください。

利用の対象となる人 乳幼児を連れた外出時におむつ替えや授乳スペースの利用を希望する保護者

赤ちゃんの駅にある設備
（①②の両方またはどちらか）

①　壁、カーテンやパーテーションなどで仕切られた、プライバシーの確保に配
　　慮がなされている授乳可能な設備
②　おむつ交換台やベビーベットなど乳幼児のおむつ交換が可能な設備

注意事項

赤ちゃんの駅事業は、各事業所や店舗のご協力をいただき成り立っている事業で
す。利用される場合は、各施設管理者の指示に従いご利用ください。ごみは原則
として、持ち帰りとなります。また、施設により定休日、サービス内容、利用条
件等が異なりますので、事前にご確認ください。

赤ちゃんの駅

子ども服リユース事業（くる・くる・くるり）

こども政策課　TEL　76-1129

ごみ政策課　TEL　76-1187

赤ちゃんの駅
QRコード

教育・保育給付認定区分 対象となる子ども
１号認定 満３歳から就学前の子ども
２号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳から就学前の子ども
３号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳未満の子ども

類型 施設名 所在地 電話番号（0568）
幼稚園（公立） 第一幼稚園 中央 6-101 77-0408

認定こども園
（私立）

旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘 3-51 78-1620
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　保育施設等の利用に際しては、ご家庭の事情により、保育の必要性の認定を受けることが必要となります。
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施設等の利用先が決まっていきます。

※「保育を必要とする事由」は次のいずれかを指します。
　・就労（月 60時間以上労働することを常態としていること）
　・妊娠・出産（24週を迎えた翌月の 1日から出産 2か月後の月末まで）
　・保護者の疾病・障がい（保育が困難な状態であること）
　・親族等の介護・看護（月 60時間以上親族を介護・看護することを常態としていること）
　・就学（学校教育法に定める学校等へ月 60時間以上就学することを常態としていること）
　・災害復旧　　・求職活動　　・育児休業中（3歳児クラス以上のみ）

１．対象施設
　1号認定に該当する児童が利用できる施設です。小牧市内の施設は以下のとおり

２．入園申請時期
　入園については各園で手続きを行います。4月入園の申請は例年 9月上旬から申請書を配布し、10月上
旬から申請の受付を開始します。
　満 3歳入園や年度途中入園についても各園へお問い合わせください。

３．利用者負担額（保育料）・給食費・預かり保育利用料
①利用者負担額（保育料）について
　幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額（保育料）は０円です。

②給食費について
　給食費（主食費＋副食費）は施設が定める額となります。
　なお、「世帯合計市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の児童の場合」又は「生計を一にする世帯の児
童のうち、上から順に数え 3番目以降の児童の場合」は、給食費（主食費＋副食費）のうち副食費が無償
化の対象となります。

子ども・子育て支援制度について 幼児教育・保育課　TEL　76-1130
保健センター　　　　　　 　TEL　75-6471

♥幼稚園・認定こども園（1号認定利用対象施設）

保育施設等の利用について保育施設等の利用について３
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施設等利用給付認定区分 対象となる子ども
２号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する３歳（年少）から就学前の子ども

３号認定
「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳に達する日以後最初の 3 月３１日
までの間にある就学前の子どもで、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非
課税者の子ども（満３歳児のみ）

③預かり保育利用料について
　1 号認定を受け幼稚園・認定こども園に通う場合、「教育・保育給付認定」とは別の下表「施設等利用給
付認定」の 2 号又は 3 号の認定を受けることにより、預かり保育の利用料についても無償化の対象となり
ます。

　※「保育を必要とする事由」は「教育・保育給付認定」と同じです。P.19をご参照ください。

　詳しくは幼児教育・保育課にて配布される「子ども・子育て支援新制度における幼稚園・認定こども園（幼
稚園部分）をご利用の方へ」をご確認ください。

♥認定こども園・保育園・小規模保育事業（2号・3号認定利用対象施設）

類型 施設名 所在地 電話番号
（0568）

認定こども園
（私立）

旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘 3-51 78-1620

とやまこども園 南外山 421 77-0807

保育園
（公立）

第二保育園 小牧 2-216 77-0844

三ツ渕保育園 大字三ツ渕 1622 77-0913

陶保育園 大字上末字稲葉台 1 79-2323

大山保育園 応時 1-265 77-1005

北里保育園 下小針中島 2-90 76-3337

岩崎保育園 大字岩崎 1533-4 76-2880

小木保育園 小木 2-350-1 77-8536

一色保育園 久保一色南 2-8 77-8600

三ツ渕北保育園 大字三ツ渕 2130-1 72-9330

さくら保育園 桜井 40 73-5536

山北保育園 安田町 98 73-5535

本庄保育園 大字本庄 2597-433 79-6128

藤島保育園 藤島町梵天 110-35 75-2320

古雅保育園 古雅 3-54 79-2477

大城保育園 城山 3-2-1 78-0797

１．対象施設
　2 号・3 号認定に該当する児童が利用できる施設です。小牧市内の施設は以下のとおり

類型 施設名 所在地 電話番号
（0568）

保育園
（私立）

レイモンド小牧保育園 新町 3-135 77-0514

味岡保育園 小松寺 103-1 77-0425

篠岡保育園 篠岡 2-30 79-8336

村中保育園 村中 1058 42-0053

みなみ保育園 北外山 2645-16 71-0373

じょうぶし保育園 外堀 1-27 74-5333

小規模保育事業
（公立） 小規模保育園こすも 小牧 5-253 中部公民館（２階） 71-0115

小規模保育事業
（私立）

こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町 77 72-8618

すくすく nursery 中央 中央 4-161 サンヴィレッジ ST Ⅱ（1 階） 41-3455

キラッとＫＩＤＳサポート託児
ルーム 新町 3-297 43-2339

あすかキッズステーション 大字北外山 19 54-8024

小牧ステーションわかば 中央 2-115 第 2 さくらマンション中央
210 48-1133

保育園きっずどるちぇ小牧新
町園 新町 1-150 55-5939

あすかちるどれん 大字北外山 19 43-0012

すくすく nursery 味岡 久保 155 玉置ビル（1 階） 54-1189

味岡キッズ保育園 二重堀 427-2 65-7522

すくすく nursery 小牧 小牧 3-53 ルージュ小牧・アルデール（1
階） 54-2880

イオン小牧キッズ保育園 東 1-126 イオン小牧店（1 階） 65-6966

保育園きっずどるちぇ小牧さ
くら園 桜井本町 39 55-8886

スクルドエンジェル保育室こ
まき園 小牧 4-108-1 吉野屋ビル（1 階） 76-7679

すくすく nursery 小牧 kids 小牧 3-53 ルージュ小牧・アルデール（1
階）C 65-6188

保育園きっずどるちぇ小牧園 小牧 4-604 68-6880

つぼみ小規模保育園 新町 2-130 パインハイツ（1 階） 68-6018

※小規模保育事業は 2 歳児までの利用となります。
※令和 4 年 4 月に一色保育園を民営化します。
※認可外保育施設の所在地については、幼児教育・保育課へお問い合わせください。
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施設等利用給付認定区分 対象となる子ども
２号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する３歳（年少）から就学前の子ども

３号認定
「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳に達する日以後最初の 3 月３１日
までの間にある就学前の子どもで、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非
課税者の子ども（満３歳児のみ）

③預かり保育利用料について
　1 号認定を受け幼稚園・認定こども園に通う場合、「教育・保育給付認定」とは別の下表「施設等利用給
付認定」の 2 号又は 3 号の認定を受けることにより、預かり保育の利用料についても無償化の対象となり
ます。

　※「保育を必要とする事由」は「教育・保育給付認定」と同じです。P.19をご参照ください。
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♥認定こども園・保育園・小規模保育事業（2号・3号認定利用対象施設）

類型 施設名 所在地 電話番号
（0568）

認定こども園
（私立）

旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘 3-51 78-1620

とやまこども園 南外山 421 77-0807

保育園
（公立）

第二保育園 小牧 2-216 77-0844

三ツ渕保育園 大字三ツ渕 1622 77-0913

陶保育園 大字上末字稲葉台 1 79-2323

大山保育園 応時 1-265 77-1005

北里保育園 下小針中島 2-90 76-3337

岩崎保育園 大字岩崎 1533-4 76-2880

小木保育園 小木 2-350-1 77-8536
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山北保育園 安田町 98 73-5535

本庄保育園 大字本庄 2597-433 79-6128

藤島保育園 藤島町梵天 110-35 75-2320

古雅保育園 古雅 3-54 79-2477

大城保育園 城山 3-2-1 78-0797

１．対象施設
　2 号・3 号認定に該当する児童が利用できる施設です。小牧市内の施設は以下のとおり

類型 施設名 所在地 電話番号
（0568）

保育園
（私立）

レイモンド小牧保育園 新町 3-135 77-0514

味岡保育園 小松寺 103-1 77-0425

篠岡保育園 篠岡 2-30 79-8336

村中保育園 村中 1058 42-0053

みなみ保育園 北外山 2645-16 71-0373

じょうぶし保育園 外堀 1-27 74-5333

小規模保育事業
（公立） 小規模保育園こすも 小牧 5-253 中部公民館（２階） 71-0115

小規模保育事業
（私立）

こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町 77 72-8618

すくすく nursery 中央 中央 4-161 サンヴィレッジ ST Ⅱ（1 階） 41-3455

キラッとＫＩＤＳサポート託児
ルーム 新町 3-297 43-2339

あすかキッズステーション 大字北外山 19 54-8024

小牧ステーションわかば 中央 2-115 第 2 さくらマンション中央
210 48-1133

保育園きっずどるちぇ小牧新
町園 新町 1-150 55-5939

あすかちるどれん 大字北外山 19 43-0012

すくすく nursery 味岡 久保 155 玉置ビル（1 階） 54-1189

味岡キッズ保育園 二重堀 427-2 65-7522

すくすく nursery 小牧 小牧 3-53 ルージュ小牧・アルデール（1
階） 54-2880

イオン小牧キッズ保育園 東 1-126 イオン小牧店（1 階） 65-6966

保育園きっずどるちぇ小牧さ
くら園 桜井本町 39 55-8886

スクルドエンジェル保育室こ
まき園 小牧 4-108-1 吉野屋ビル（1 階） 76-7679

すくすく nursery 小牧 kids 小牧 3-53 ルージュ小牧・アルデール（1
階）C 65-6188

保育園きっずどるちぇ小牧園 小牧 4-604 68-6880

つぼみ小規模保育園 新町 2-130 パインハイツ（1 階） 68-6018

※小規模保育事業は 2 歳児までの利用となります。
※令和 4 年 4 月に一色保育園を民営化します。
※認可外保育施設の所在地については、幼児教育・保育課へお問い合わせください。
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２．入園申請時期
　4 月入園の申請は 10 月上旬から申請書を配布し、11 月上旬から申請の受付を開始します。また、5 月以
降の年度途中での入園申請も随時受け付けております。詳しい時期については毎年、ホームページや広報
に掲載しますので、そちらをご確認いただくか、幼児教育・保育課へお問い合わせください。

３．利用者負担額（保育料）・給食費
①利用者負担額（保育料）について
・０歳～２歳児：児童の扶養義務者のうち、父母の住民税額の合計により、利用者負担額（保育料）を決定
　　　　　　　 します。
　　　　　　　  ※状況により、同居の祖父母等を算定に含める場合があります。
　　　　　　　  ※詳細については、幼児教育・保育課までお問い合わせください。
・３歳～５歳児：幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額（保育料）は０円です。

②給食費について
・０歳～２歳児：利用者負担額（保育料）に含まれているため、給食費は掛かりません。
・３歳～５歳児：

１．対象施設
　小牧市内の施設は以下のとおり。

２．入園申請時期
　入園については各園で手続きを行います。
　4 月入園の申請は例年 9 月上旬から申請書を配布し、10 月上旬から申請の受付を開始します。
　満 3 歳入園や年度途中入園については各園へお問い合わせください。

３．幼児教育・保育の無償化とは
　幼児教育・保育の無償化が令和元年 10 月より始まりました。それにより、従来は保護者の方にご負担い
ただいていた入園料・授業料（保育料）等が無償（月額上限あり）となりました。
　無償化の対象となるには、施設をご利用いただく前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付認定は保護者の居住する市町村で申請を行います。

子ども・子育て支援制度未移行園について 幼児教育・保育課　TEL　76-1130

類型 施設名 所在地 電話番号
（0568）

幼稚園
（私立）

あおぞら幼稚園 桃ケ丘 2-23 79-3155

太陽幼稚園 大草字丸根 5223-1 54-2550

市之久田幼稚園 市之久田 1-345 73-3135

小牧幼稚園 中央 2-200 76-2736

名北ゼンヌ幼稚園 林字西山 1831-2 79-8132

桃花台ひまわり幼稚園 篠岡 1-44 79-1621

美鳥幼稚園 岩崎 1928-1 77-1030

美鳥第二幼稚園 小牧原 1-43 73-5510

４．無償化の対象となる利用料等
①入園料、授業料（保育料）
　対 象 者：施設等利用給付認定を受けている方
　対象費用：入園料を在籍月数で割った額と月額授業料の合計
　　　　　　※月額上限 25,700 円
　　　　　　※施設整備費・バス代等は除く
　　　　　　※入園料については入園時にお支払いしていただくことがあります。
　支払方法：市から各園へ支払うため月額上限内であれば、保護者負担はありません。

②入園料、授業料（保育料）の第３子補助
　対 象 者：施設等利用給付認定を受けており、同一生計において出生順が３番目以降の方かつ①の月額　
　　　　　　上限額を超える方
　対象費用：入園料を初年度の在籍月数で割った額と月額授業料の合計から、①の月額上限額を差し引い　
　　　　　　た額
　支払方法：年１回（翌年４、５月頃）、保護者の指定口座へ支払い。

③預かり保育料
　対 象 者：施設等利用給付認定２、３号を受けている方
　対象費用：「実際の利用料」と「450 円×利用日数（上限 11,300 円 / 月）」を比べてどちらか低い額
　支払方法：年３回、保護者の指定口座へ支払い。

④給食費
　対 象 者：施設等利用給付認定を受けており、同一生計内で出生順に上から数えて３番目以降の子ども
　　　　　　及び、 世帯合計市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の子ども
　対象費用：「実際に支払った副食費」と「4,500 円 / 月」を比べてどちらか低い額
　支払方法：年２回、保護者の指定口座へ支払い。

詳しくは幼児教育・保育課にて配布される「幼児教育・保育の無償化のお知らせ」をご確認ください。

施設等利用給付設定区分 対象となる子ども

１号認定 満３歳から就学前の子ども

２号認定 「保育を必要とする事由」※に該当する３歳年少から就学前の子ども

３号認定
「保育を必要とする事由」※に該当する満３歳に達する日以後最初の 3 月３１日
までの間にある就学前の子どもで、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非
課税者の子ども（満３歳児のみ）

　※「保育を必要とする事由」は「教育・保育給付認定」と同じです。P.19 をご参照ください。

給食費（主食費＋副食費）は施設が定める額となります。なお、「世帯合計市民税所得割
額が 57,700 円（ひとり親世帯等の場合は 77,101 円）未満の世帯の児童の場合」又は「生
計を一にする世帯の児童のうち、上から順に数え 3 番目以降の児童の場合」は、給食費（主
食費＋副食費）のうち副食費が無償化の対象となり、主食費のみお支払いいただきます。
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２．入園申請時期
　4 月入園の申請は 10 月上旬から申請書を配布し、11 月上旬から申請の受付を開始します。また、5 月以
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３．利用者負担額（保育料）・給食費
①利用者負担額（保育料）について
・０歳～２歳児：児童の扶養義務者のうち、父母の住民税額の合計により、利用者負担額（保育料）を決定
　　　　　　　 します。
　　　　　　　  ※状況により、同居の祖父母等を算定に含める場合があります。
　　　　　　　  ※詳細については、幼児教育・保育課までお問い合わせください。
・３歳～５歳児：幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額（保育料）は０円です。

②給食費について
・０歳～２歳児：利用者負担額（保育料）に含まれているため、給食費は掛かりません。
・３歳～５歳児：

１．対象施設
　小牧市内の施設は以下のとおり。

２．入園申請時期
　入園については各園で手続きを行います。
　4 月入園の申請は例年 9 月上旬から申請書を配布し、10 月上旬から申請の受付を開始します。
　満 3 歳入園や年度途中入園については各園へお問い合わせください。

３．幼児教育・保育の無償化とは
　幼児教育・保育の無償化が令和元年 10 月より始まりました。それにより、従来は保護者の方にご負担い
ただいていた入園料・授業料（保育料）等が無償（月額上限あり）となりました。
　無償化の対象となるには、施設をご利用いただく前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付認定は保護者の居住する市町村で申請を行います。

子ども・子育て支援制度未移行園について 幼児教育・保育課　TEL　76-1130
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（0568）

幼稚園
（私立）

あおぞら幼稚園 桃ケ丘 2-23 79-3155
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市之久田幼稚園 市之久田 1-345 73-3135
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桃花台ひまわり幼稚園 篠岡 1-44 79-1621

美鳥幼稚園 岩崎 1928-1 77-1030

美鳥第二幼稚園 小牧原 1-43 73-5510

４．無償化の対象となる利用料等
①入園料、授業料（保育料）
　対 象 者：施設等利用給付認定を受けている方
　対象費用：入園料を在籍月数で割った額と月額授業料の合計
　　　　　　※月額上限 25,700 円
　　　　　　※施設整備費・バス代等は除く
　　　　　　※入園料については入園時にお支払いしていただくことがあります。
　支払方法：市から各園へ支払うため月額上限内であれば、保護者負担はありません。

②入園料、授業料（保育料）の第３子補助
　対 象 者：施設等利用給付認定を受けており、同一生計において出生順が３番目以降の方かつ①の月額　
　　　　　　上限額を超える方
　対象費用：入園料を初年度の在籍月数で割った額と月額授業料の合計から、①の月額上限額を差し引い　
　　　　　　た額
　支払方法：年１回（翌年４、５月頃）、保護者の指定口座へ支払い。

③預かり保育料
　対 象 者：施設等利用給付認定２、３号を受けている方
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　対象費用：「実際に支払った副食費」と「4,500 円 / 月」を比べてどちらか低い額
　支払方法：年２回、保護者の指定口座へ支払い。

詳しくは幼児教育・保育課にて配布される「幼児教育・保育の無償化のお知らせ」をご確認ください。

施設等利用給付設定区分 対象となる子ども

１号認定 満３歳から就学前の子ども
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課税者の子ども（満３歳児のみ）
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給食費（主食費＋副食費）は施設が定める額となります。なお、「世帯合計市民税所得割
額が 57,700 円（ひとり親世帯等の場合は 77,101 円）未満の世帯の児童の場合」又は「生
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食費＋副食費）のうち副食費が無償化の対象となり、主食費のみお支払いいただきます。
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　保護者の就労や病気等で、一時的又は断続的に家庭での児童の保育が困難な場合、以下のとおり保育園
で保育をします。（小牧市に住民票があり、保育園及び幼稚園に入園していない児童が対象です）

　※一時保育専用室での保育となります。

　※現在の各クラスで受入可能な範囲での保育となります。

保育料無償化に伴い、「保育の必要性の認定」を受けた３歳児～５歳児及び０歳児～２歳児については住民税非
課税世帯のみが、無償化の対象であり、上記のサービス利用料に限り、市から払い戻します。
詳しくは、幼児教育・保育課へお問い合せください。

【公立 15保育園と小規模保育園こすも】

【味岡・村中・みなみ・レイモンド小牧・篠岡・じょうぶし保育園】

【全園共通事項】

　保育園などに通う子どもが、病気中で保育園等での集団生活ができないときに、一時的に子どもを預か
ることにより、子育てと就労を支援します。

対象児童 生後５７日目以降（じょうぶし保育園のみ生後６か月以降）の未就園児

保護者の保育が
できない理由と
1ヶ月の保育日数

①非定型的
（例：パート等の就労、職業訓練、就学等）

14 日以内／月
ただし週３日を限度

②緊急（例：病気、出産、看護、冠婚葬祭）
７日以内／月③私的理由

　（例：育児の心理的・肉体的負担の軽減（リフレッシュ）等）

対象児童 １歳以上の未就園児
保護者の保育が
できない理由と
1ヶ月の保育日数

②緊急
　（例：病気、出産、看護、冠婚葬祭） ７日以内／月

対　象 病気中で集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な
生後６か月から小学校６年生までの児童

場　所 はやしこどもクリニック（市から業務委託）（小牧原 4-34　TEL 41-0999）
小木こどもファミリークリニック（市から業務委託）（小木南 2-32　TEL 54-1872）

日　時

はやしこどもクリニック　　　　 【月曜日～金曜日】8：30 ～ 17：30
小木こどもファミリークリニック【月・火・水・金曜日】8：30 ～ 17：30
　　　　　　　　　　　　　　　  【木・土曜日】8：30 ～ 12：30
※病院の休診日は休み

申込み 前日までに申込みが必要です。上記場所に直接お申込みください。

利用料 １日あたり 1,900 円その他実費相当分

保育時間 【平日】8：30 ～ 16：30

利用料（日額）

年齢 利用料（日額） うちサービス利用料 うち食材料費
３歳未満児 1,900 円 1,600 円 300 円

３歳児    800 円    550 円 250 円
４歳児以上    700 円    450 円 250 円

申込方法

・利用希望日の前月初日から、利用を希望する保育園にて受付します。なお、①非定型的のみ、
　保育園によって受付開始日が異なります。
・事前に保育園へお問い合わせの上、保険証・子ども医療費受給者証のコピー、親子健康手帳　　
　を持って、お子様とともにお越し下さい。
・①、②に該当する方は、保育を必要とすることを証明する書類（就労証明書や診断書等）も
　添付してください。

注意点
・利用料は、その年度の４月１日時点の年齢の金額となります。
・保育園の状況等により、お預かりできない場合があります。
・申込み後、利用されなかった場合の利用料は返金いたしません。

保育園の一時保育

病児保育

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

一時的に子どもを預けたいとき一時的に子どもを預けたいとき４

※

※

　保護者の出産に伴う里帰り等で市外の保育園での保育を必要とする場合に、小牧市が協定を結ぶ他市町
村の保育園で保育サービスを受けることができます。

　ファミリー・サポート・センターは、『仕事と育児の両立のために』を目標に「子育てのお手伝いをしたい方」
（援助会員）と「子育てのお手伝いをしてほしい方」（依頼会員）が会員となり、お互いに助け合いながら
活動する有償のボランティア組織です。
　ファミリー・サポート・センターを利用するには会員登録が必要です。会員登録はファミリー・サポート・
センターで受付しています。会員は、講習会（援助・両方）説明会（依頼）に参加していただきます。日
程については、センターにお問い合わせ頂くか、ホームページ等をご確認ください。

　保護者の外出や、リフレッシュなどの際に、子育て世代包括支援センター内の一時預かり室にて、4 時間
までお子さんを預かります。事前に申込とお子さんの面談が必要です。（利用したい日の 30 日前から申込可）

対　象
保育園の入園要件を満たし、下記のいずれかに該当する方
・里帰り出産　　・保護者の病気療養　　・直系親族の介護等
※仕事を理由に広域入所を利用することはできません。

申込み 幼児教育・保育課　※入園を決定するまでには時間がかかりますので、お早目にお申込みください。
保育料 小牧市内の保育園へ入所した場合と同じ算定基準です。

援助会員 ・小牧市に在住の方　　・健康で子育てに意欲のある20歳以上の方

依頼会員 ・小牧市に在住または、在勤（在学）の方
・０歳～ 12 歳（障がいのある子どもは18歳未満）までの子どもを養育されている方

両方会員 ・会員登録の基準は、援助会員と依頼会員の要件を満たしていること

援助できる内容に
ついて

・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等の開始時までの子どもの預かり
・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等の終了後の子どもの預かり
・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等までの送迎
・塾、習い事などの送迎
・育児に不安を感じた時やちょっと助けてほしい時、リフレッシュなどの育児援助
※詳しい援助内容については、ファミリー・サポート・センターへご相談ください。
※子どもを預かる場合は原則として、援助会員の自宅で行い、子どもの宿泊は行いません。

依頼申込みに
ついて

依頼会員による援助依頼の申込みはファミリー・サポート・センターで受付します。なお、援
助会員がボランティアのため、依頼と援助とが成立しない場合、紹介に時間がかかったり、紹
介できかねる場合もありますのでご了承ください。

報　酬
月曜日～金曜日（基本活動日）7：00 ～ 19：00（基本活動時間） １時間あたり 700 円
土曜日・日曜日・祝日・年末年始　上記以外の時間帯（早朝夜間） １時間あたり 800 円

連絡先

ファミリー・サポート・センター（子育て世代包括支援センター内）
小牧三丁目 555 番地　TEL 74-4755　　FAX 71-8612

【開館時間】9：30 ～ 16：30
【休 館 日】毎月第３火曜日及びその前日の月曜日・年末年始

対　象 小牧市在住の生後６か月～就学前の児童
お預かり時間 9：30 ～ 16：30　毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）と、年末年始はお休みです。

利用料金

①　生活保護法の規定による被保護者世帯もしくは市県民税が非課税である世帯　０円
　　（※証明書の提出が必要になる場合があります。）
②　多胎児育児世帯　1 時間あたり　350 円
③　①②以外の世帯　1 時間あたり　700 円

注意事項

・お子さんが必要とするもの（おむつ、着替え、弁当、離乳食、ミルクセット、おやつなど）を持参し　
　てください。
・預かり中は調乳を行うことができませんので、預ける前に授乳を済ませてください。
・預ける当日に、お子さんの健康状態などについて聞き取りをしますので、時間に余裕をもってお越しください。
・一度お預かりした利用料金は、返金できません。
・利用は１日１回までです。

保育園の広域入所

ファミリー・サポート・センター

子育て世代包括支援センターの一時預かり

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

TEL　74-4755

TEL　71-8611
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　保護者の就労や病気等で、一時的又は断続的に家庭での児童の保育が困難な場合、以下のとおり保育園
で保育をします。（小牧市に住民票があり、保育園及び幼稚園に入園していない児童が対象です）

　※一時保育専用室での保育となります。

　※現在の各クラスで受入可能な範囲での保育となります。

保育料無償化に伴い、「保育の必要性の認定」を受けた３歳児～５歳児及び０歳児～２歳児については住民税非
課税世帯のみが、無償化の対象であり、上記のサービス利用料に限り、市から払い戻します。
詳しくは、幼児教育・保育課へお問い合せください。

【公立 15保育園と小規模保育園こすも】

【味岡・村中・みなみ・レイモンド小牧・篠岡・じょうぶし保育園】

【全園共通事項】

　保育園などに通う子どもが、病気中で保育園等での集団生活ができないときに、一時的に子どもを預か
ることにより、子育てと就労を支援します。

対象児童 生後５７日目以降（じょうぶし保育園のみ生後６か月以降）の未就園児

保護者の保育が
できない理由と
1ヶ月の保育日数

①非定型的
（例：パート等の就労、職業訓練、就学等）

14 日以内／月
ただし週３日を限度

②緊急（例：病気、出産、看護、冠婚葬祭）
７日以内／月③私的理由

　（例：育児の心理的・肉体的負担の軽減（リフレッシュ）等）

対象児童 １歳以上の未就園児
保護者の保育が
できない理由と
1ヶ月の保育日数

②緊急
　（例：病気、出産、看護、冠婚葬祭） ７日以内／月

対　象 病気中で集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な
生後６か月から小学校６年生までの児童

場　所 はやしこどもクリニック（市から業務委託）（小牧原 4-34　TEL 41-0999）
小木こどもファミリークリニック（市から業務委託）（小木南 2-32　TEL 54-1872）

日　時

はやしこどもクリニック　　　　 【月曜日～金曜日】8：30 ～ 17：30
小木こどもファミリークリニック【月・火・水・金曜日】8：30 ～ 17：30
　　　　　　　　　　　　　　　  【木・土曜日】8：30 ～ 12：30
※病院の休診日は休み

申込み 前日までに申込みが必要です。上記場所に直接お申込みください。

利用料 １日あたり 1,900 円その他実費相当分

保育時間 【平日】8：30 ～ 16：30

利用料（日額）

年齢 利用料（日額） うちサービス利用料 うち食材料費
３歳未満児 1,900 円 1,600 円 300 円

３歳児    800 円    550 円 250 円
４歳児以上    700 円    450 円 250 円

申込方法

・利用希望日の前月初日から、利用を希望する保育園にて受付します。なお、①非定型的のみ、
　保育園によって受付開始日が異なります。
・事前に保育園へお問い合わせの上、保険証・子ども医療費受給者証のコピー、親子健康手帳　　
　を持って、お子様とともにお越し下さい。
・①、②に該当する方は、保育を必要とすることを証明する書類（就労証明書や診断書等）も
　添付してください。

注意点
・利用料は、その年度の４月１日時点の年齢の金額となります。
・保育園の状況等により、お預かりできない場合があります。
・申込み後、利用されなかった場合の利用料は返金いたしません。

保育園の一時保育

病児保育

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

一時的に子どもを預けたいとき一時的に子どもを預けたいとき４

※

※

　保護者の出産に伴う里帰り等で市外の保育園での保育を必要とする場合に、小牧市が協定を結ぶ他市町
村の保育園で保育サービスを受けることができます。

　ファミリー・サポート・センターは、『仕事と育児の両立のために』を目標に「子育てのお手伝いをしたい方」
（援助会員）と「子育てのお手伝いをしてほしい方」（依頼会員）が会員となり、お互いに助け合いながら
活動する有償のボランティア組織です。
　ファミリー・サポート・センターを利用するには会員登録が必要です。会員登録はファミリー・サポート・
センターで受付しています。会員は、講習会（援助・両方）説明会（依頼）に参加していただきます。日
程については、センターにお問い合わせ頂くか、ホームページ等をご確認ください。

　保護者の外出や、リフレッシュなどの際に、子育て世代包括支援センター内の一時預かり室にて、4 時間
までお子さんを預かります。事前に申込とお子さんの面談が必要です。（利用したい日の 30 日前から申込可）

対　象
保育園の入園要件を満たし、下記のいずれかに該当する方
・里帰り出産　　・保護者の病気療養　　・直系親族の介護等
※仕事を理由に広域入所を利用することはできません。

申込み 幼児教育・保育課　※入園を決定するまでには時間がかかりますので、お早目にお申込みください。
保育料 小牧市内の保育園へ入所した場合と同じ算定基準です。

援助会員 ・小牧市に在住の方　　・健康で子育てに意欲のある20歳以上の方

依頼会員 ・小牧市に在住または、在勤（在学）の方
・０歳～ 12 歳（障がいのある子どもは18歳未満）までの子どもを養育されている方

両方会員 ・会員登録の基準は、援助会員と依頼会員の要件を満たしていること

援助できる内容に
ついて

・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等の開始時までの子どもの預かり
・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等の終了後の子どもの預かり
・保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等までの送迎
・塾、習い事などの送迎
・育児に不安を感じた時やちょっと助けてほしい時、リフレッシュなどの育児援助
※詳しい援助内容については、ファミリー・サポート・センターへご相談ください。
※子どもを預かる場合は原則として、援助会員の自宅で行い、子どもの宿泊は行いません。

依頼申込みに
ついて

依頼会員による援助依頼の申込みはファミリー・サポート・センターで受付します。なお、援
助会員がボランティアのため、依頼と援助とが成立しない場合、紹介に時間がかかったり、紹
介できかねる場合もありますのでご了承ください。

報　酬
月曜日～金曜日（基本活動日）7：00 ～ 19：00（基本活動時間） １時間あたり 700 円
土曜日・日曜日・祝日・年末年始　上記以外の時間帯（早朝夜間） １時間あたり 800 円

連絡先

ファミリー・サポート・センター（子育て世代包括支援センター内）
小牧三丁目 555 番地　TEL 74-4755　　FAX 71-8612

【開館時間】9：30 ～ 16：30
【休 館 日】毎月第３火曜日及びその前日の月曜日・年末年始

対　象 小牧市在住の生後６か月～就学前の児童
お預かり時間 9：30 ～ 16：30　毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）と、年末年始はお休みです。

利用料金

①　生活保護法の規定による被保護者世帯もしくは市県民税が非課税である世帯　０円
　　（※証明書の提出が必要になる場合があります。）
②　多胎児育児世帯　1 時間あたり　350 円
③　①②以外の世帯　1 時間あたり　700 円

注意事項

・お子さんが必要とするもの（おむつ、着替え、弁当、離乳食、ミルクセット、おやつなど）を持参し　
　てください。
・預かり中は調乳を行うことができませんので、預ける前に授乳を済ませてください。
・預ける当日に、お子さんの健康状態などについて聞き取りをしますので、時間に余裕をもってお越しください。
・一度お預かりした利用料金は、返金できません。
・利用は１日１回までです。

保育園の広域入所

ファミリー・サポート・センター

子育て世代包括支援センターの一時預かり

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

TEL　74-4755

TEL　71-8611
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学校名 所在地 電話番号（0568） FAX番号（0568）
小牧小学校 小牧 3-17 77-4148 75-8284
村中小学校 村中 1045 73-7677 75-8285
小牧南小学校 若草町 82 72-2210 74-0786
三ツ渕小学校 三ツ渕 480 73-3175 75-8287
味岡小学校 小松寺 5-150 77-6271 75-8289
篠岡小学校 篠岡 2-25 79-8018 79-8439
北里小学校 下小針中島 2-50 77-3194 75-8290
米野小学校 中央 5-339 77-3187 75-8291
一色小学校 久保一色 3500 77-3191 75-8292
小木小学校 小木西 2-1 72-9770 75-8293
小牧原小学校 小牧原新田 1125 73-5531 75-8294
本庄小学校 本庄 2597-40 79-3567 79-8443
桃ヶ丘小学校 桃ケ丘 2-3 79-3570 79-8446
陶小学校 上末 3450-282 79-4824 79-8447

光ヶ丘小学校 光ケ丘 3-50 79-4466 79-4468
大城小学校 城山 3-8 79-7666 79-7678

学校名 所在地 電話番号（0568） FAX番号（0568）
小牧中学校 堀の内 4-30 77-6321 75-8295
味岡中学校 小松寺 4-1 77-8245 75-8296
篠岡中学校 篠岡 2-28 79-8027 79-8453
北里中学校 下小針中島 2-170 73-3171 75-8297
応時中学校 応時 1-130 72-5207 75-8298
岩崎中学校 岩崎 2588 75-2081 75-8301
桃陵中学校 桃ケ丘 2-1 79-8987 79-8450
小牧西中学校 西之島 2200 75-1451 75-8302
光ヶ丘中学校 光ケ丘 3-52 79-7377 79-7385

小学校・中学校 学校教育課　TEL　76-1165

・10 月から 11 月にかけて、入学予定の小学校で就学時健康診断を行います。対象世帯に案内文をお送りし　
　ますので、必ず受診してください。
・入学に際し、不安なことや学校に伝えておきたいことがある方は、学校教育課及び学校で就学について相
　談を行いますので、お問い合わせください。
・１月中に「入学通知書」が葉書で届きます。また、学校から入学説明会の案内や物品購入についての案内
　があります。
・入学前に引越の予定のある方は、早めに学校教育課へご連絡ください。
・通学区域については、教育総務課（TEL 76-1164）または市のホームページでご確認ください。

♥小学校への入学

♥小学校一覧

♥中学校一覧

小学校・中学校について小学校・中学校について５

転入・市内転居
のとき

小牧市役所市民窓口課で転入（転居）手続きをします。
渡された「住民異動届」のコピーを学校教育課へ提出してください。新住所地での学校をお知
らせして「就学通知書」が発行されます。（同一校区内の転居の場合、通学する学校は変わり
ません）
「就学通知書」と、以前の学校で発行された書類を持って、案内された通学校で手続きをして
ください。
上記手続きは各市民センター（味岡、東部、北里）でも可能です。

市外転出のとき

転出が決まったら、あらかじめ通学校へ転校する旨を届けてください。新しい学校へ引き継ぐ
書類を作成します（学校教育課へ届け出る必要はありません。）
転出先の市区町村で転入の手続きを済ませ、転出先の教育委員会の担当課にて就学の手続き
をしてください。

就学する学校の
変更

就学する学校は住民登録地によって指定されていますが、特例として通学区域外の学校へ就
学が認められる場合があります。
ただし、就学すべき学校の指定は、特定の学校への集中を避けることなどから、通学距離や
学校規模などを考え、あらかじめ設定された通学区域に従って行われるものですから、希望す
れば認められるものではありません。
詳細は学校教育課までお問い合わせください。
私立の小・中学校または国、公立大学の附属小・中学校へ就学させる場合は、就学させる学校
からの就学承諾書を添えて、学校教育課に届け出てください。

カルミア 【場　　所】適応指導教室カルミア（岩崎 250-1）
【活動場所】月曜日～金曜日　9：00 ～ 14：30

アイトワ 【場　　所】小牧市青年の家内（小牧山麓）
【活動時間】月曜日～金曜日（木曜日を除く）9：00 ～ 14：30

　適応指導教室とは、学校へ行きたくてもなかなか行くことができない不登校児童生徒の学校復帰をめざし、
適切な指導・支援を行う場所です。
　個に応じた学習をはじめ、スポーツ活動などの他者とふれあう活動を通して、自立心・社会性を養いなが
ら、学校復帰への意欲を高めます。

　※詳細及び入室に関するご質問は、通学している学校へお問い合わせください。

♥転校の手続き

♥小牧市適応指導教室〈カルミア〉〈アイトワ〉
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学校名 所在地 電話番号（0568） FAX番号（0568）
小牧小学校 小牧 3-17 77-4148 75-8284
村中小学校 村中 1045 73-7677 75-8285
小牧南小学校 若草町 82 72-2210 74-0786
三ツ渕小学校 三ツ渕 480 73-3175 75-8287
味岡小学校 小松寺 5-150 77-6271 75-8289
篠岡小学校 篠岡 2-25 79-8018 79-8439
北里小学校 下小針中島 2-50 77-3194 75-8290
米野小学校 中央 5-339 77-3187 75-8291
一色小学校 久保一色 3500 77-3191 75-8292
小木小学校 小木西 2-1 72-9770 75-8293
小牧原小学校 小牧原新田 1125 73-5531 75-8294
本庄小学校 本庄 2597-40 79-3567 79-8443
桃ヶ丘小学校 桃ケ丘 2-3 79-3570 79-8446
陶小学校 上末 3450-282 79-4824 79-8447
光ヶ丘小学校 光ケ丘 3-50 79-4466 79-4468
大城小学校 城山 3-8 79-7666 79-7678

学校名 所在地 電話番号（0568） FAX番号（0568）
小牧中学校 堀の内 4-30 77-6321 75-8295
味岡中学校 小松寺 4-1 77-8245 75-8296
篠岡中学校 篠岡 2-28 79-8027 79-8453
北里中学校 下小針中島 2-170 73-3171 75-8297
応時中学校 応時 1-130 72-5207 75-8298
岩崎中学校 岩崎 2588 75-2081 75-8301
桃陵中学校 桃ケ丘 2-1 79-8987 79-8450
小牧西中学校 西之島 2200 75-1451 75-8302
光ヶ丘中学校 光ケ丘 3-52 79-7377 79-7385

小学校・中学校 学校教育課　TEL　76-1165

・10 月から 11 月にかけて、入学予定の小学校で就学時健康診断を行います。対象世帯に案内文をお送りし　
　ますので、必ず受診してください。
・入学に際し、不安なことや学校に伝えておきたいことがある方は、学校教育課及び学校で就学について相
　談を行いますので、お問い合わせください。
・１月中に「入学通知書」が葉書で届きます。また、学校から入学説明会の案内や物品購入についての案内
　があります。
・入学前に引越の予定のある方は、早めに学校教育課へご連絡ください。
・通学区域については、教育総務課（TEL 76-1164）または市のホームページでご確認ください。

♥小学校への入学

♥小学校一覧

♥中学校一覧

小学校・中学校について小学校・中学校について５

転入・市内転居
のとき

小牧市役所市民窓口課で転入（転居）手続きをします。
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転出先の市区町村で転入の手続きを済ませ、転出先の教育委員会の担当課にて就学の手続き
をしてください。

就学する学校の
変更

就学する学校は住民登録地によって指定されていますが、特例として通学区域外の学校へ就
学が認められる場合があります。
ただし、就学すべき学校の指定は、特定の学校への集中を避けることなどから、通学距離や
学校規模などを考え、あらかじめ設定された通学区域に従って行われるものですから、希望す
れば認められるものではありません。
詳細は学校教育課までお問い合わせください。
私立の小・中学校または国、公立大学の附属小・中学校へ就学させる場合は、就学させる学校
からの就学承諾書を添えて、学校教育課に届け出てください。

カルミア 【場　　所】適応指導教室カルミア（岩崎 250-1）
【活動場所】月曜日～金曜日　9：00 ～ 14：30

アイトワ 【場　　所】小牧市青年の家内（小牧山麓）
【活動時間】月曜日～金曜日（木曜日を除く）9：00 ～ 14：30

　適応指導教室とは、学校へ行きたくてもなかなか行くことができない不登校児童生徒の学校復帰をめざし、
適切な指導・支援を行う場所です。
　個に応じた学習をはじめ、スポーツ活動などの他者とふれあう活動を通して、自立心・社会性を養いなが
ら、学校復帰への意欲を高めます。

　※詳細及び入室に関するご質問は、通学している学校へお問い合わせください。

♥転校の手続き

♥小牧市適応指導教室〈カルミア〉〈アイトワ〉
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対　象 市内小学校に在籍する１～６年生（通学校の児童クラブのみ利用可能です）

開所時間
（※令和 3 年度より）
月曜日～金曜日 下校時～ 19：00　土曜日 8：30 ～ 18：00　長期休業期間 7：30 ～ 19：00　学校代休日 7：30 ～ 19：00
※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

加入基準

児童の保護者が月１５日以上かつ１日４時間以上保育できない家庭で、次のいずれかに該当することが必要です。
（1）保護者が昼間家庭外で働いている方
（2）保護者が昼間家庭内で児童と離れて家事以外の仕事をしている方
（3）保護者が出産前後である方（妊娠 7 か月目から出産後２か月まで）
（4）保護者が病気や心身に障がいがある方
（5）保護者が同居の親族を常時介護している方
（6）保護者が災害復旧にあたっている方
（7）保護者が大学または専門学校に通学している方

申込受付 毎年１１月頃、翌年度の加入希望の児童クラブで受付を行います。毎年度申し込みが必要です。年度途中の加入の場合は、加入
を希望される月の前月の１５日までにこども政策課へ申し込みをしてください。（詳細は、こども政策課へお問い合わせください）

クラブ費

（※令和３年度より）
〇各月の保護者負担金計算式　〔①月額の保護者負担金 ＋ ②利用時間別の料金〕×③多子等の減免
①月額の保護者負担金　通年（1 年間）利用：児童 1 人につき月額 5,000 円（8 月のみ月額 8,000 円）

※学校代休日・卒業式利用のクラブ費については、長期休業中に利用されたクラブ費に含まれます。
※おやつを実施しているクラブはおやつ代（実費）がかかります。

※世帯の状況等に応じて保護者負担金は減免または免除となります。なお、複数の減免に該当する場合であっ　
　ても重複して減額になることはなく、最も減免額が大きくなる区分のみ適用します。

日　時 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：30 ～ 17：00

場所・連絡先
子育て世代包括支援センター（ラピオ３階）
TEL 71-8611
e-mail：hitorioya@city.komaki.lg.jp

　※手当額、支給要件は変更になる場合があります。

児童クラブとは、昼間保護者が就労などで家庭にいない児童（小学校１年生から６年生）を対象に、放課後、長期休業、土曜日及び学
校代休日に家庭に代わる適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る場所です。小牧市には各小学校に児童クラブがあります。

児童クラブ こども政策課　TEL　76-1129

♥児童クラブ一覧

クラブ名 所在地 電話番号（0568）
桃ケ丘児童クラブ 桃ケ丘 2-3（桃ケ丘小学校内） 79-2110
一色児童クラブ 久保一色 3500（一色小学校内） 77-3275
米野児童クラブ 中央 5-339（米野小学校敷地内） 77-3357
北里児童クラブ 下小針中島 2-50（北里小学校内） 71-2584
本庄児童クラブ 本庄 2597-18（本庄小学校東側） 78-5711
光ヶ丘児童クラブ 光ケ丘 3-50（光ヶ丘小学校内） 78-2110
篠岡児童クラブ 篠岡 2-25（篠岡小学校内） 79-8041
小牧児童クラブ 小牧 3-17（小牧小学校敷地内） 77-5122

クラブ名 所在地 電話番号（0568）
味岡児童クラブ 小松寺 5-150（味岡小学校敷地内） 77-8666
小牧原児童クラブ 小牧原新田 1125（小牧原小学校内） 73-7339
小木児童クラブ 小木西 2-1（小木小学校内） 72-8655
村中児童クラブ 村中 1045（村中小学校敷地内） 76-2655
小牧南児童クラブ 若草町 82（小牧南小学校敷地内） 76-8851
三ツ渕児童クラブ 三ツ渕 480（三ツ渕小学校敷地内） 76-8100
陶児童クラブ 上末 3450-282（陶小学校敷地内） 78-1101
大城児童クラブ 城山 3-2-4（大城児童館内） 78-1102

長期休業中のみ
利用する場合

長期区分 利用月 金額 利用期間
春休み ４月 2,500 円 ４月１日～１学期給食開始前日

夏休み
７月 2,500 円 １学期終業式～７月 31 日
８月 8,000 円 ８月１日～２学期始業式

冬休み 12 月・１月 2,500 円 ２学期終業式～３学期始業式
春休み ３月 2,500 円 修了式～３月 31 日

迎えの時間 変更額
17：00以前 月額 1,000 円減額
17：01～18：00 料金変更なし
18：01～ 月額 1,000 円増額

減免 減免額

多子世帯 お子様が２人以上の世帯について、保護者と生計が同一の子であれば、年齢に関わらず、上から順に第１子、第２子と
して数えます。第１子については料金の変更はなく、第２子は半額、第３子以降の児童の保護者負担金は無料となります。

非課税世帯
市民税非課税世帯は、保護者負担金が半額となります。
※世帯を同一としている父母、祖父母の課税状況が算定の対象となります。
※令和２年度までは、非課税世帯のひとり親家庭は保護者負担金を免除としていましたが、令和３年度からは半額となります。

生活保護世帯 生活保護を受けている世帯は、保護者負担金が免除となります。

送る時間 変更額
7：30～ 8：29 月額 1,000 円増額
8：30以降 料金変更なし

【学校長期休業中の利用開始時間における料金変更】
 送る時間に応じて学校休業中の料金が下表のとお　
 りとなります。

※実際の送迎時間が加入申込書に記入された送迎時間と異なった場合は、上表の区分に応じて差額を納付い
　ただきます。なお、減額となる場合は還付いたしませんのでご了承ください。

②利用時間別の料金
【利用時間における料金変更】
 お迎えの時間に応じて下表のとおりとなります。

③多子等の減免

　ひとり親家庭の経済上の問題、生活上の問題、福祉資金の貸付についての相談、子育ての悩みや、就業
に関する相談等を受け付けています。どうぞお気軽にご相談ください。

　※面接相談をご希望の場合は、事前に日時をご予約ください。

・各手当の申請を希望されるときは、必ず事前にこども政策課へご相談ください。
・受給資格の有無、申請時に必要な書類等につきましては、相談時に説明します。
・申請については、家庭状況や経済状況などについてプライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります
　が、この点につきましては、十分ご理解ください。
・社会通念上において事実上の婚姻関係にあたる方の申請はできません。

相談窓口

児童扶養手当・愛知県遺児手当・小牧市遺児手当

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

こども政策課　TEL　76-1129

手当一覧

国
制
度

手当名 支給要件 手当額 支払方法

児童
扶養手当

離婚・死亡などにより片親または両
親がいないか、父または母が重度
の障がい状態にある、18 歳以下の
児童（18 歳になって最初の３月 31
日までの者、20 歳未満で中度以上
の障がいを有する児童を含む）を
養育している方。
※所得制限があります。
※公的年金受給者は対象にならない
　場合があります。

（※令和３年度）
【児童１人の場合】
全部支給 43,160 円
一部支給 43,150円～10,180円
の間で 10 円単位

【児童２人の場合の加算額】
月額に 10,190 円から 5,100 円
の間で 10 円単位

【児童３人目以降の加算額（１人
につき）】
月額に 6,110 円から 3,060 円
の間で 10 円単位

※１・３・５・７・９・
11 月の年６回、それ
ぞれの支払月の前月ま
での２か月分が支払わ
れます。

〈支払日〉
・児童扶養手当
　　支払月の 11 日頃
・愛知県遺児手当
　　支払月の 25 日頃
・小牧市遺児手当
　　支払月の５日頃

県
制
度

愛知県
遺児手当

県内（小牧市遺児手当は小牧市内）
に在住し、離婚・死亡などにより片
親または両親がいないか、父または
母が重度の障がい状態にある、18
歳以下の児童（18 歳になって最初
の３月 31 日までの者）を養育して
いる方。
※所得制限があります。
※愛知県遺児手当については、過去　
　に申請して５年経過していると該　
　当になりません。また、公的年金　
　受給者は対象になりません。

５年間のみの支給です。
【１～３年目】
児童 1 人につき月額 4,350 円

【４～５年目】
児童 1 人につき月額 2,175 円

市
制
度

小牧市
遺児手当

【小学生以下の児童】
月額　2,000 円

【中学生の児童】
月額　3,000 円

【18 歳以下（中学卒以上）】
月額　4,000 円

ひとり親家庭の支援ひとり親家庭の支援６
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対　象 市内小学校に在籍する１～６年生（通学校の児童クラブのみ利用可能です）

開所時間
（※令和 3 年度より）
月曜日～金曜日 下校時～ 19：00　土曜日 8：30 ～ 18：00　長期休業期間 7：30 ～ 19：00　学校代休日 7：30 ～ 19：00
※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

加入基準

児童の保護者が月１５日以上かつ１日４時間以上保育できない家庭で、次のいずれかに該当することが必要です。
（1）保護者が昼間家庭外で働いている方
（2）保護者が昼間家庭内で児童と離れて家事以外の仕事をしている方
（3）保護者が出産前後である方（妊娠 7 か月目から出産後２か月まで）
（4）保護者が病気や心身に障がいがある方
（5）保護者が同居の親族を常時介護している方
（6）保護者が災害復旧にあたっている方
（7）保護者が大学または専門学校に通学している方

申込受付 毎年１１月頃、翌年度の加入希望の児童クラブで受付を行います。毎年度申し込みが必要です。年度途中の加入の場合は、加入
を希望される月の前月の１５日までにこども政策課へ申し込みをしてください。（詳細は、こども政策課へお問い合わせください）

クラブ費

（※令和３年度より）
〇各月の保護者負担金計算式　〔①月額の保護者負担金 ＋ ②利用時間別の料金〕×③多子等の減免
①月額の保護者負担金　通年（1 年間）利用：児童 1 人につき月額 5,000 円（8 月のみ月額 8,000 円）

※学校代休日・卒業式利用のクラブ費については、長期休業中に利用されたクラブ費に含まれます。
※おやつを実施しているクラブはおやつ代（実費）がかかります。

※世帯の状況等に応じて保護者負担金は減免または免除となります。なお、複数の減免に該当する場合であっ　
　ても重複して減額になることはなく、最も減免額が大きくなる区分のみ適用します。

日　時 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：30 ～ 17：00

場所・連絡先
子育て世代包括支援センター（ラピオ３階）
TEL 71-8611
e-mail：hitorioya@city.komaki.lg.jp

　※手当額、支給要件は変更になる場合があります。

児童クラブとは、昼間保護者が就労などで家庭にいない児童（小学校１年生から６年生）を対象に、放課後、長期休業、土曜日及び学
校代休日に家庭に代わる適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る場所です。小牧市には各小学校に児童クラブがあります。

児童クラブ こども政策課　TEL　76-1129

♥児童クラブ一覧

クラブ名 所在地 電話番号（0568）
桃ケ丘児童クラブ 桃ケ丘 2-3（桃ケ丘小学校内） 79-2110
一色児童クラブ 久保一色 3500（一色小学校内） 77-3275
米野児童クラブ 中央 5-339（米野小学校敷地内） 77-3357
北里児童クラブ 下小針中島 2-50（北里小学校内） 71-2584
本庄児童クラブ 本庄 2597-18（本庄小学校東側） 78-5711
光ヶ丘児童クラブ 光ケ丘 3-50（光ヶ丘小学校内） 78-2110
篠岡児童クラブ 篠岡 2-25（篠岡小学校内） 79-8041
小牧児童クラブ 小牧 3-17（小牧小学校敷地内） 77-5122

クラブ名 所在地 電話番号（0568）
味岡児童クラブ 小松寺 5-150（味岡小学校敷地内） 77-8666
小牧原児童クラブ 小牧原新田 1125（小牧原小学校内） 73-7339
小木児童クラブ 小木西 2-1（小木小学校内） 72-8655
村中児童クラブ 村中 1045（村中小学校敷地内） 76-2655
小牧南児童クラブ 若草町 82（小牧南小学校敷地内） 76-8851
三ツ渕児童クラブ 三ツ渕 480（三ツ渕小学校敷地内） 76-8100
陶児童クラブ 上末 3450-282（陶小学校敷地内） 78-1101
大城児童クラブ 城山 3-2-4（大城児童館内） 78-1102

長期休業中のみ
利用する場合

長期区分 利用月 金額 利用期間
春休み ４月 2,500 円 ４月１日～１学期給食開始前日

夏休み
７月 2,500 円 １学期終業式～７月 31 日
８月 8,000 円 ８月１日～２学期始業式

冬休み 12 月・１月 2,500 円 ２学期終業式～３学期始業式
春休み ３月 2,500 円 修了式～３月 31 日

迎えの時間 変更額
17：00以前 月額 1,000 円減額
17：01～18：00 料金変更なし
18：01～ 月額 1,000 円増額

減免 減免額

多子世帯 お子様が２人以上の世帯について、保護者と生計が同一の子であれば、年齢に関わらず、上から順に第１子、第２子と
して数えます。第１子については料金の変更はなく、第２子は半額、第３子以降の児童の保護者負担金は無料となります。

非課税世帯
市民税非課税世帯は、保護者負担金が半額となります。
※世帯を同一としている父母、祖父母の課税状況が算定の対象となります。
※令和２年度までは、非課税世帯のひとり親家庭は保護者負担金を免除としていましたが、令和３年度からは半額となります。

生活保護世帯 生活保護を受けている世帯は、保護者負担金が免除となります。

送る時間 変更額
7：30～ 8：29 月額 1,000 円増額
8：30以降 料金変更なし

【学校長期休業中の利用開始時間における料金変更】
 送る時間に応じて学校休業中の料金が下表のとお　
 りとなります。

※実際の送迎時間が加入申込書に記入された送迎時間と異なった場合は、上表の区分に応じて差額を納付い
　ただきます。なお、減額となる場合は還付いたしませんのでご了承ください。

②利用時間別の料金
【利用時間における料金変更】
 お迎えの時間に応じて下表のとおりとなります。

③多子等の減免

　ひとり親家庭の経済上の問題、生活上の問題、福祉資金の貸付についての相談、子育ての悩みや、就業
に関する相談等を受け付けています。どうぞお気軽にご相談ください。

　※面接相談をご希望の場合は、事前に日時をご予約ください。

・各手当の申請を希望されるときは、必ず事前にこども政策課へご相談ください。
・受給資格の有無、申請時に必要な書類等につきましては、相談時に説明します。
・申請については、家庭状況や経済状況などについてプライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります
　が、この点につきましては、十分ご理解ください。
・社会通念上において事実上の婚姻関係にあたる方の申請はできません。

相談窓口

児童扶養手当・愛知県遺児手当・小牧市遺児手当

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

こども政策課　TEL　76-1129

手当一覧

国
制
度

手当名 支給要件 手当額 支払方法

児童
扶養手当

離婚・死亡などにより片親または両
親がいないか、父または母が重度
の障がい状態にある、18 歳以下の
児童（18 歳になって最初の３月 31
日までの者、20 歳未満で中度以上
の障がいを有する児童を含む）を
養育している方。
※所得制限があります。
※公的年金受給者は対象にならない
　場合があります。

（※令和３年度）
【児童１人の場合】
全部支給 43,160 円
一部支給 43,150円～10,180円
の間で 10 円単位

【児童２人の場合の加算額】
月額に 10,190 円から 5,100 円
の間で 10 円単位

【児童３人目以降の加算額（１人
につき）】
月額に 6,110 円から 3,060 円
の間で 10 円単位

※１・３・５・７・９・
11 月の年６回、それ
ぞれの支払月の前月ま
での２か月分が支払わ
れます。

〈支払日〉
・児童扶養手当
　　支払月の 11 日頃
・愛知県遺児手当
　　支払月の 25 日頃
・小牧市遺児手当
　　支払月の５日頃

県
制
度

愛知県
遺児手当

県内（小牧市遺児手当は小牧市内）
に在住し、離婚・死亡などにより片
親または両親がいないか、父または
母が重度の障がい状態にある、18
歳以下の児童（18 歳になって最初
の３月 31 日までの者）を養育して
いる方。
※所得制限があります。
※愛知県遺児手当については、過去　
　に申請して５年経過していると該　
　当になりません。また、公的年金　
　受給者は対象になりません。

５年間のみの支給です。
【１～３年目】
児童 1 人につき月額 4,350 円

【４～５年目】
児童 1 人につき月額 2,175 円

市
制
度

小牧市
遺児手当

【小学生以下の児童】
月額　2,000 円

【中学生の児童】
月額　3,000 円

【18 歳以下（中学卒以上）】
月額　4,000 円

ひとり親家庭の支援ひとり親家庭の支援６
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対　象

市内在住の母子、父子家庭（父母どちらかが重度の障がいをもつ家庭を含む）で18 歳以下の児
童を現に扶養している家庭の母または父、及び児童、または父母のいない18 歳以下の児童
※児童が18歳となる年度の末日まで受給できます。
※所得制限があります。

内　容 医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成します。
必要なもの 健康保険証、転出市区町村で交付される所得課税証明書（転入の方のみ）

資格更新について 受給資格は１年単位です。更新の手続きが必要です。

対　象 市内在住の母子家庭の母親・父子家庭の父親

内　容

自立支援教育
訓練給付金

【支給額】受講料の６割相当額
　　　　（上限　２00,000 円、下限　12,000 円）
※雇用保険法の教育訓練給付制度を受けられない方が対象です。支給対象となる　
　講座は、雇用保険法の給付制度と同じです。

高等職業訓練
促進給付金

【対象資格】看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、
　　　　　  歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
　　　　　  （これ以外の国家資格の場合はご相談ください。）

【支給期間】修学期間の全期間（上限３年）
【修業支援手当】市町村民税非課税世帯：月額　100,000 円
　　　　　　　  市町村民税課税世帯：月額　70,500 円

【入学支援修了一時金】市町村民税非課税世帯：50,000 円
　　　　　　　　　　  市町村民税課税世帯：25,000 円

高等学校卒業
程度認定試験
合格支援事業

【対象講座】高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）
　　　　　 とし、市が適当と認めたもの。

【支給額】受講修了時給付金：受講費用の 4 割（上限１０万円）
　　　　 合格時給付金：

自立支援等

母子・父子家庭医療 保険医療課　TEL　76-1128

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

　※県外受診・保険証未提示・補装具を作製したときの払い戻しについては、Ｐ .14（子ども医療）を参照
　　してください。払い戻しの受付は、保険医療課となります。各支所では受付できません。

　ひとり親家庭等の疾病などにより、一時的に生活支援が必要となって、おおむね、６ヵ月以内の家庭を対
象に、家庭生活支援員を派遣し、ひとり親家庭の生活安定を図ります。

　関係機関と市が連携して、よりよい仕事に就くための求職活動を支援します。また、キャリアカウンセリ
ングを受けることもできます。
　対象は、児童扶養手当を受給している方（ひとり親家庭相談後、要予約）です。

・貸付を希望されるときは、事前にご相談ください。
・愛知県の審査があります。審査、決定、貸付までに３～４か月程度かかります。
・修学資金、就学支度資金の貸付を希望される方は、入学の前年の７月頃までに事前相談してください。

・大学等に入学するひとり親家庭等の子に対し、準備金を支給します。（※申請が必要です。支給要件の確認
　があります）

♥母子・父子家庭自立支援給付金

♥ひとり親家庭等日常生活支援事業

♥母子・父子自立支援プログラム策定事業

♥母子父子寡婦福祉資金

♥ひとり親家庭等入学支援金の支給

　※上記以外に、下記でも相談ができます。相談日時、予約等についてはお問い合わせください。
　　・あいち発達障害者支援センター（TEL 88-0849）（専用電話）
　　・春日井児童相談センター　　 　（TEL 88-7501）
　　・愛知県立小牧特別支援学校　 　（TEL 73-7661）

　来所または電話により育児に関する相談ができます。
　子育てに悩んだときや困ったときは、ひとりで悩まず、まず相談してください。

発達・療育相談

育児相談

相談機関 相談内容 問い合わせ先

保健センター
お子さんの精神・運動発達に心配がある親子を対象に、相談・支援を行っ
ています。まずはお気軽にご相談ください。
また、個別に発達相談、運動発達相談も行っています。（予約制）

TEL 75-6471

子育て世代包括
支援センター

お子さんの成長発達について、相談を行っています。
お気軽にご相談ください。

TEL 75-2005
（専用電話）

あさひ学園

あさひ学園は、発達や子育てに支援の必要な乳幼児と保護者への「発
達支援」・「家族支援」の場です。発達や子育て、就園・就学の悩み、
福祉制度やサービスの利用についての相談も行います。園児でなくても
相談できます。（事前予約が必要です）

TEL 77-0444
（中央六丁目101番地）

相談機関 相談内容 問い合わせ先

子育て世代包括
支援センター

妊娠・出産・子育てに関する相談を行います。来所相談も行っています。
【時間】来　　　所　 9：30 ～ 17：30
　　　 電　　　話　 9：30 ～ 17：30
　　　 オンライン　10：00 ～ 16：00（要予約）
　　　 毎日（年末年始を除く）
　　　 ※オンライン相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　 ※保健師・助産師による相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始　　 
　　　　　　を除く）

TEL 75-2005
（専用電話）

小牧市ホームページ
「オンライン育児相談」

で申込み。

保健センター
発育発達、ことば、あそばせ方、食生活、おくちの健康、子どもの病
気などについての相談を行います。

【時間】　8：30 ～ 17：15　月曜日～金曜日

TEL 75-7288
（専用電話）

家庭児童相談

子どもと家庭に関するさまざまな問題、子どものしつけ、養育・発達に
関すること、学校生活、非行、家庭環境などについての相談を行います。
匿名でも相談できます。
家庭児童相談で対処できないようなご相談は専門の相談が受けられるよ
う受け渡しをします。

【時　間】 9：30 ～ 17：00
　　　　 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　　　　 

【E-mail】kajisou@city.komaki.lg.jp

TEL 77-6200
（専用電話）

子どもの発達が心配なとき子どもの発達が心配なとき７

　就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講した場合や各種学校の養成機関で修学する場合など
に給付金を支給します。所得制限があり、　母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。

受講費用の 2 割（受講修了時給付金と合わせて上限 15
万円）受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試
験に全科目合格した場合に支給
※子についても同様の支給制度有
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対　象

市内在住の母子、父子家庭（父母どちらかが重度の障がいをもつ家庭を含む）で18 歳以下の児
童を現に扶養している家庭の母または父、及び児童、または父母のいない18 歳以下の児童
※児童が18歳となる年度の末日まで受給できます。
※所得制限があります。

内　容 医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成します。
必要なもの 健康保険証、転出市区町村で交付される所得課税証明書（転入の方のみ）

資格更新について 受給資格は１年単位です。更新の手続きが必要です。

対　象 市内在住の母子家庭の母親・父子家庭の父親

内　容

自立支援教育
訓練給付金

【支給額】受講料の６割相当額
　　　　（上限　２00,000 円、下限　12,000 円）
※雇用保険法の教育訓練給付制度を受けられない方が対象です。支給対象となる　
　講座は、雇用保険法の給付制度と同じです。

高等職業訓練
促進給付金

【対象資格】看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、
　　　　　  歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
　　　　　  （これ以外の国家資格の場合はご相談ください。）

【支給期間】修学期間の全期間（上限３年）
【修業支援手当】市町村民税非課税世帯：月額　100,000 円
　　　　　　　  市町村民税課税世帯：月額　70,500 円

【入学支援修了一時金】市町村民税非課税世帯：50,000 円
　　　　　　　　　　  市町村民税課税世帯：25,000 円

高等学校卒業
程度認定試験
合格支援事業

【対象講座】高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）
　　　　　 とし、市が適当と認めたもの。

【支給額】受講修了時給付金：受講費用の 4 割（上限１０万円）
　　　　 合格時給付金：

自立支援等

母子・父子家庭医療 保険医療課　TEL　76-1128

子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611

　※県外受診・保険証未提示・補装具を作製したときの払い戻しについては、Ｐ .14（子ども医療）を参照
　　してください。払い戻しの受付は、保険医療課となります。各支所では受付できません。

　ひとり親家庭等の疾病などにより、一時的に生活支援が必要となって、おおむね、６ヵ月以内の家庭を対
象に、家庭生活支援員を派遣し、ひとり親家庭の生活安定を図ります。

　関係機関と市が連携して、よりよい仕事に就くための求職活動を支援します。また、キャリアカウンセリ
ングを受けることもできます。
　対象は、児童扶養手当を受給している方（ひとり親家庭相談後、要予約）です。

・貸付を希望されるときは、事前にご相談ください。
・愛知県の審査があります。審査、決定、貸付までに３～４か月程度かかります。
・修学資金、就学支度資金の貸付を希望される方は、入学の前年の７月頃までに事前相談してください。

・大学等に入学するひとり親家庭等の子に対し、準備金を支給します。（※申請が必要です。支給要件の確認
　があります）

♥母子・父子家庭自立支援給付金

♥ひとり親家庭等日常生活支援事業

♥母子・父子自立支援プログラム策定事業

♥母子父子寡婦福祉資金

♥ひとり親家庭等入学支援金の支給

　※上記以外に、下記でも相談ができます。相談日時、予約等についてはお問い合わせください。
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障害者手帳

児童福祉法に基づく福祉サービス

小牧市相談支援事業

障がい福祉課　TEL　76-1127

障がい福祉課　TEL　76-1127

♥障害児入所支援

♥障害児通所支援

　ご家族などからの相談に応じ、情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用等の支援を行います。

　※申請書と所定の診断書の用紙については、障がい福祉課にあります。
　※各種手帳の障がいの範囲や申請の時期などについては、障がい福祉課もしくは市ホームページでご確認
　　ください。

　福祉サービスや補助を受けるため、手帳の交付を受けることができます。
　障がいの種類に応じて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の３つがあります。

　利用料の自己負担は原則１割ですが、所得等に応じて軽減があります。

　※詳細は春日井児童相談センター（TEL 88-7501）へお問い合わせください。

相談機関 問い合わせ先
ふれあい総合相談支援センター TEL 65-7050
相談支援事業ハートランド小牧の杜 TEL 47-1288
サンフレンド障害者生活支援センター TEL 47-1881
サンビレッジ障害者支援センター TEL 76-8811
地域活動支援センター本庄プラザ TEL 29-4525
相談支援事業所アザレアフォルテ TEL 48-2005

手帳の種類 申請に必要なもの

身体障害者手帳 申請書、所定の診断書、顔写真（縦４センチ×横３センチ、必須です）、個人番号（マ
イナンバー）がわかるもの

療育手帳 申請書、顔写真（縦４センチ×横３センチ、必須です）
※事前に春日井児童相談センター（TEL 88-7501）にて判定が必要です。

精神障害者保健福祉手帳 申請書、所定の診断書、顔写真（縦４センチ×横３センチ、任意です）、個人番号（マ
イナンバー）がわかるもの

児童発達支援 未就学児を対象に施設に通わせ、日常生活における基本的な動作や知識技能に関する
訓練などを行います。

医療型児童発達支援 指定された医療機関などで児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学児を対象に施設に通わせ、生活に必要な訓練などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 外出が困難な児童を対象に、居宅を訪問し、児童発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等へ訪問し、集団生活に対する専門的な支援を行います。

障害児入所施設 施設に入所し、日常生活における基本的な動作や訓練を行います。

子どもの障がいがわかったら子どもの障がいがわかったら８

　障がいのある人・難病の人の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支
給します。
　※用具の種目、対象などについては、障がい福祉課へお問い合わせください。

　身体障がいのある人・難病の人の身体機能を補い、日常生活を容易にするための用具の購入・借受・修
理にかかる費用の一部を支給します。
　※用具の種目、対象などについては、障がい福祉課へお問い合わせください。なお、補聴器については、　
　　身体障害者手帳をお持ちでない方も購入費の助成を受けられる場合があります。

　指定を受けた医療機関で行われる特定の医療を受ける場合に、医療費を助成します。
　※障がい福祉課へお問い合わせください。

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難のある方に、外出時の移動に必要な支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。

短期入所 介護者が病気などの場合に、短期間、障がいのある方が施設に入所し、入浴、排せつ、食事等の
介護などを行います。

移動支援 屋外での移動が困難な障がいのある方に対し、移動の支援を行います。

日中一時支援 障がいのある方の家族の就労支援及び一時的な負担軽減を図るために、日中における活動の
場を確保します。

訪問入浴サービス 家庭において長期にわたり入浴ができない重度の身体障がいのある方に対し、訪問による入
浴サービスを行います。

障害児福祉手当
【対　　象】20 歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活に
　　　　　 おいて常時介護が必要な在宅の方

【所得制限】あり　※愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。

愛知県在宅重度障害者手当
【対　　象】在宅で生活する１～２級の身体障がい者またはＡ判定の知的障がい
　　　  　  者もしくは３級の身体障がいかつＢ判定の知的障がい者

【所得制限】あり　※障害児福祉手当との併給はできません。

小牧市心身障害者扶助料
【対　　象】各種障害者手帳所持者
　　　  　  （公的年金受給者及び施設入所者は除きます）

【所得制限】あり

障害者総合支援法に基づく福祉サービス

補装具

日常生活用具

自立支援医療（更生医療・精神通院医療・育成医療）

手当・助成等

障がい福祉課　TEL　76-1127

障がい福祉課　TEL　76-1127

障がい福祉課　TEL　76-1127

障がい福祉課　TEL　76-1127

障がい福祉課　TEL　76-1127

　利用料の自己負担は原則１割ですが、所得等に応じて軽減があります。

　利用料の自己負担は原則１割ですが、所得等に応じて軽減があります。

　※ 18 歳以上の方については、昼間に施設を利用する日中活動系サービス、夜間に施設等を利用する居住　　
　　系サービスがありますので、障がい福祉課へお問い合わせください。

♥障害福祉サービス事業

♥小牧市地域生活支援事業
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特別児童扶養手当
【対　　象】IQ50 以下程度または身体障がい１～３級（４級の一部）程度の障　　
　　　　　 がいのある 20 歳未満の在宅の児童を育てている方

【所得制限】あり

心身障害者扶養共済制度
【対　　象】１～３級の身体障がい者または知的障がい者もしくは身体・精神に　　
　　　　　 永続的な障がいが一定程度認められる方の保護者

【所得制限】なし

交通料金の補助

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の外出を促進するために、タク
シーの基本料金またはガソリン代のいずれかを補助

【対　　象】１～３級の身体障がい者、A・B 判定の知的障がい者、１・２級の精
　　　　　 神障がい者

公共交通機関
旅客運賃等の割引

身体障がい者、知的障がい者及びその介護者が公共交通機関を利用される際に
運賃などを割引（切符等購入時に手帳提示必要）

【対　　象】身体障がい者、知的障がい者
【問い合わせ先】各私鉄・JR・バス・航空会社
※障がいの部位、程度により、第１種と第２種に区分されます。第２種の方の場
　合、介護者の方は割引の対象とはなりません。
※精神障がい者の方も適用となる場合があります。（顔写真つきの手帳所持者に
　限る）
※距離制限がある場合があります。
※乗車券の種類や各会社により割引率が異なります。
※こまき巡回バスについては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉　　
　手帳のいずれかを提示すれば、付き添いの方１名とともに無料で乗車できます。

有料道路通行利用料の割引

身体に障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、または第１種身体障がい
者もしくは第１種知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転する
場合に事前に登録した自動車により有料道路を利用する際の通行料金を割引（営
業用の自動車は除く）
※事前に申請が必要

住宅改善費の補助 一定基準の身体障がい者のいる世帯で、居室、浴室、トイレ等を障がい者用に
改善する場合、費用の一部を補助

県営住宅家賃の減額

所得月額が基準範囲内で生活保護（住宅扶助）受給者でない障がい者世帯の入居
者については家賃が１０％減額（その他、低所得者に対しての減免制度もあります）

【対　　象】１～４級の身体障がい者、A・B 判定の知的障がい者、１～２級の精
　　　　　 神障がい者が同居している世帯

【申 請 先】名古屋尾張住宅管理事務所（TEL 052-973-1791）
【所得制限】あり

心身障害者医療費の助成

障がいのある方が医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成
【対　　象】市内在住の身体障害者手帳１～３級（腎臓機能障害は４級、進行性筋萎縮　　　　　　
　　　　　　症は４～６級含む）の方、IQ50 以下（療育Ａ・Ｂ）の方または自閉症状群（高
　　　　　　機能自閉症・アスペルガー症候群等）と診断されている方

精神障害者医療費の助成

自立支援指定医療機関で医療を受けた際の、自立支援医療適用後の通院の医療
費の自己負担額を助成

【対　　象】市内在住の自立支援（精神）医療受給者証の交付を受けている方

医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成
【対　　象】市内在住の精神障害者保健福祉手帳１～２級の方

精神疾患の入院にかかる保険診療の自己負担額の２分の１を助成
【対　　象】市内在住の精神障がい者と診断され入院し、精神疾患（統合失調症、
　　　　　 そううつ病、てんかんなど）の治療を受けている方

　※下記については保険医療課（TEL 76-1128）にお問い合わせください。

このガイドブックには、児童（満18歳未満）がいる世帯に関する制度を掲載しています。18歳以上の
方がいる世帯を対象とした制度については、障がい福祉課もしくは市ホームページ等でご確認くださ
い。

※

　※各児童館、児童センターでは、上記以外にも職員による育児相談を受け付けています。電話での育児　
　　相談も可能です。各児童館の所在地、連絡先は、P.41 をご覧ください。

低体重児届

相談日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：30 ～ 17：00

場　所 子育て世代包括支援センター（ラピオ３階）

問い合わせ先 家庭児童相談室　TEL 77-6200　　e-mail：kajisou@city.komaki.lg.jp

子育てに迷ったり、困ったとき

　来所または電話により育児に関する相談ができます。
　子育てに悩んだときや困ったときは、ひとりで悩まず、どうぞ、お気軽にご相談ください。

　子どもと家庭に関するさまざまな問題、子どものしつけ・養育・発達に関すること、学校生活、非行、家
庭環境などについてご相談ください。匿名でも相談できます。家庭児童相談で対処できないようなご相談は、
専門の相談がうけられるよう受け渡しをします。

♥育児相談

♥家庭児童相談

相談機関 相談内容 問い合わせ先

子育て世代包括
支援センター

妊娠・出産・子育てに関する相談を行います。来所相談も行っています。
【時間】来　　　所　 9：30 ～ 17：30
　　　 電　　　話　 9：30 ～ 17：30
　　　 オンライン　10：00 ～ 16：00（要予約）
　　　 毎日（年末年始を除く）
　　　 ※オンライン相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　 ※保健師・助産師による相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始　　　
　　　　 を除く）

TEL 75-2005
（専用電話）

小牧市ホームページ
「オンライン育児相談」

で申込み。

保健センター
発育発達、ことば、あそばせ方、食生活、おくちの健康、子どもの病
気などについての相談を行います。

【時　間】　8：30 ～ 17：15　月曜日～金曜日

TEL 75-7288
（専用電話）

子育てや教育に悩んだとき子育てや教育に悩んだとき９
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特別児童扶養手当
【対　　象】IQ50 以下程度または身体障がい１～３級（４級の一部）程度の障　　
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　　　　　 神障がい者
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身体障がい者、知的障がい者及びその介護者が公共交通機関を利用される際に
運賃などを割引（切符等購入時に手帳提示必要）
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【問い合わせ先】各私鉄・JR・バス・航空会社
※障がいの部位、程度により、第１種と第２種に区分されます。第２種の方の場
　合、介護者の方は割引の対象とはなりません。
※精神障がい者の方も適用となる場合があります。（顔写真つきの手帳所持者に
　限る）
※距離制限がある場合があります。
※乗車券の種類や各会社により割引率が異なります。
※こまき巡回バスについては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉　　
　手帳のいずれかを提示すれば、付き添いの方１名とともに無料で乗車できます。

有料道路通行利用料の割引

身体に障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、または第１種身体障がい
者もしくは第１種知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転する
場合に事前に登録した自動車により有料道路を利用する際の通行料金を割引（営
業用の自動車は除く）
※事前に申請が必要

住宅改善費の補助 一定基準の身体障がい者のいる世帯で、居室、浴室、トイレ等を障がい者用に
改善する場合、費用の一部を補助

県営住宅家賃の減額

所得月額が基準範囲内で生活保護（住宅扶助）受給者でない障がい者世帯の入居
者については家賃が１０％減額（その他、低所得者に対しての減免制度もあります）

【対　　象】１～４級の身体障がい者、A・B 判定の知的障がい者、１～２級の精
　　　　　 神障がい者が同居している世帯
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【所得制限】あり

心身障害者医療費の助成

障がいのある方が医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成
【対　　象】市内在住の身体障害者手帳１～３級（腎臓機能障害は４級、進行性筋萎縮　　　　　　
　　　　　　症は４～６級含む）の方、IQ50 以下（療育Ａ・Ｂ）の方または自閉症状群（高
　　　　　　機能自閉症・アスペルガー症候群等）と診断されている方

精神障害者医療費の助成

自立支援指定医療機関で医療を受けた際の、自立支援医療適用後の通院の医療
費の自己負担額を助成

【対　　象】市内在住の自立支援（精神）医療受給者証の交付を受けている方

医療機関等を受診された際の保険診療における自己負担額を助成
【対　　象】市内在住の精神障害者保健福祉手帳１～２級の方

精神疾患の入院にかかる保険診療の自己負担額の２分の１を助成
【対　　象】市内在住の精神障がい者と診断され入院し、精神疾患（統合失調症、
　　　　　 そううつ病、てんかんなど）の治療を受けている方

　※下記については保険医療課（TEL 76-1128）にお問い合わせください。

このガイドブックには、児童（満18歳未満）がいる世帯に関する制度を掲載しています。18歳以上の
方がいる世帯を対象とした制度については、障がい福祉課もしくは市ホームページ等でご確認くださ
い。

※

　※各児童館、児童センターでは、上記以外にも職員による育児相談を受け付けています。電話での育児　
　　相談も可能です。各児童館の所在地、連絡先は、P.41 をご覧ください。

低体重児届

相談日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：30 ～ 17：00

場　所 子育て世代包括支援センター（ラピオ３階）

問い合わせ先 家庭児童相談室　TEL 77-6200　　e-mail：kajisou@city.komaki.lg.jp

子育てに迷ったり、困ったとき

　来所または電話により育児に関する相談ができます。
　子育てに悩んだときや困ったときは、ひとりで悩まず、どうぞ、お気軽にご相談ください。

　子どもと家庭に関するさまざまな問題、子どものしつけ・養育・発達に関すること、学校生活、非行、家
庭環境などについてご相談ください。匿名でも相談できます。家庭児童相談で対処できないようなご相談は、
専門の相談がうけられるよう受け渡しをします。

♥育児相談

♥家庭児童相談

相談機関 相談内容 問い合わせ先

子育て世代包括
支援センター

妊娠・出産・子育てに関する相談を行います。来所相談も行っています。
【時間】来　　　所　 9：30 ～ 17：30
　　　 電　　　話　 9：30 ～ 17：30
　　　 オンライン　10：00 ～ 16：00（要予約）
　　　 毎日（年末年始を除く）
　　　 ※オンライン相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　 ※保健師・助産師による相談は月曜日～金曜日（祝日・年末年始　　　
　　　　 を除く）

TEL 75-2005
（専用電話）

小牧市ホームページ
「オンライン育児相談」

で申込み。

保健センター
発育発達、ことば、あそばせ方、食生活、おくちの健康、子どもの病
気などについての相談を行います。

【時　間】　8：30 ～ 17：15　月曜日～金曜日

TEL 75-7288
（専用電話）

子育てや教育に悩んだとき子育てや教育に悩んだとき９



36 37

　思春期の子どもたちを対象にした相談窓口です。
　自分の体のこと、恋愛のこと、友達のこと、つらい目にあった・またはあっている、その他の悩み「な
かなか人には話せない…」「こんなことを考えるのは自分だけかもしれない…」と思わないで、誰かに相談
してみましょう。

相談日 火曜日～日曜日（祝日・年末年始を除く）

場　所 少年センター（小牧三丁目 555　ラピオ３階）

面接相談 9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
個室相談室があります。

電話相談
9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

【電　話】75-0001
　　　　  0120-783-291（フリーダイヤル）

メール相談 ks783291@komaki-city.jp
相談内容の秘密は守ります。匿名でもかまいませんので、お気軽に相談ください。

少年相談
（少年センター）

電話相談、面接相談、E-mail 相談を行っています。
【電　話】75-0001、0120-783-291（フリーダイヤル）
　　　　 火曜日～日曜日（祝日・年末年始を除く）　9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

【ホームページ】「小牧市少年センター」で検索
【E-mail】ks783291@komaki-city.jp

家庭児童相談
（子育て世代包括支援

センター）

電話相談、面接相談、E-mail 相談を行っています。
【電　話】77-6200
　　　　 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　 9：30 ～ 17：00

【E-mail】kajisou@city.komaki.lg.jp

学校カウンセラー
（小牧市立の
各小中学校）

面接相談を行っています。下記の小牧市立の小中学校へお申し込みください。
（各小中学校の所在地等については、P.26 をご覧ください。）

小牧市立
小学校

小牧小学校 77-4148 村中小学校 73-7677 小牧南小学校 72-2210
三ツ渕小学校 73-3175 味岡小学校 77-6271 篠岡小学校 79-8018
北里小学校 77-3194 米野小学校 77-3187 一色小学校 77-3191
小木小学校 72-9770 小牧原小学校 73-5531 本庄小学校 79-3567
桃ヶ丘小学校 79-3570 陶小学校 79-4824 光ヶ丘小学校 79-4466
大城小学校 79-7666

小牧市立
中学校

小牧中学校 77-6321 味岡中学校 77-8245 篠岡中学校 79-8027
北里中学校 73-3171 応時中学校 72-5207 岩崎中学校 75-2081
桃陵中学校 79-8987 小牧西中学校 75-1451 光ヶ丘中学校 79-7377

保健師相談
（保健センター）

電話相談、面接相談を行っています。
【電　話】75-6471（月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　8：30 ～ 17：15）

中学生と小学生のための相談窓口 保健センター　TEL　75-6471

子どもの教育・非行などの悩みや心配ごとについて相談できます。

※ひとり親家庭相談については P.29、子どもの発達・療育相談については P.31 をご覧ください。

　思春期の子どもたちが気軽に相談できる窓口を掲載してあるカードです。保護者が利用できる相談窓口の
掲載もあります。「安心相談カード」は、小牧市内の中学校の保健室や児童館においてあります。

♥少年相談

♥安心相談カード

♥小牧市内の相談窓口一覧

　出産や子育てに悩んだときや虐待を受けたと思われる子どもをみつけたときには、児童相談所（春日井
児童相談センター）や子育て世代包括支援センターへ連絡してください。
　児童相談所と市は、虐待通告を受けてから子どもの安全確認を行います。
　匿名での通告も可能です。通告・相談した方の秘密は厳守されます。
　児童相談所全国共通ダイヤル　TEL 189（いちはやく）（PHS、一部の IP 電話不可）

子ども・家庭 110番 電話相談を行っています。
【電　話】052-953-4152（祝日・年末年始を除く毎日 9：00 ～ 17：00）

教育相談「こころの電話」
（愛知県教育委員会義務教育課）

電話相談を行っています。
【電　話】052-261-9671（年末年始を除く毎日 10：00 ～ 22：00）

24 時間電話相談
「子どもSOSホットライン 24」
（愛知県教育委員会義務教育課）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-0-78310　または　052-261-9671（毎日、24 時間）
※ PHS、IP 電話はつながりません。

ヤングテレホン
（愛知県警察本部）

電話相談、E-mail 相談を行っています。
【電　話】052-764-1611
　　　　 （月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00、祝日・年末年始を除く）
※相談用 E-mail は、愛知県警察ホームページから入れます。（携帯可）

被害少年相談電話
（少年サポートセンター名古屋）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-7867-70　または　【電話・FAX】052-764-1613
　　　　 （月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00、祝日・年末年始を除く）

子どもの人権 110番
（名古屋法務局）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-007-110
　　　　 052-952-8110（IP 電話の方はこちら、通話料有料）
　　　　 （月曜日～金曜日　8：30 ～ 17：15、祝日・年末年始を除く）

助産師による無料電話相談
（愛知県助産師会）

電話相談を行っています。
【電　話】090-1412-1138
　　　　 （月曜日～土曜日　13：30 ～ 16：30、祝日・お盆・年末年始
　　　　 などを除く）

チャイルドラインあいち
（NPO法人チャイルドラインあいち）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-99-7777
　　　　 （毎日 16：00 ～ 21：00）
※保護者からの相談はできません。

♥愛知県内の相談窓口一覧

子どもへの虐待かな？と思ったとき 春日井児童相談センター　　　TEL　88-7501
子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
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【ホームページ】「小牧市少年センター」で検索
【E-mail】ks783291@komaki-city.jp

家庭児童相談
（子育て世代包括支援

センター）

電話相談、面接相談、E-mail 相談を行っています。
【電　話】77-6200
　　　　 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　 9：30 ～ 17：00

【E-mail】kajisou@city.komaki.lg.jp

学校カウンセラー
（小牧市立の
各小中学校）

面接相談を行っています。下記の小牧市立の小中学校へお申し込みください。
（各小中学校の所在地等については、P.26 をご覧ください。）

小牧市立
小学校

小牧小学校 77-4148 村中小学校 73-7677 小牧南小学校 72-2210
三ツ渕小学校 73-3175 味岡小学校 77-6271 篠岡小学校 79-8018
北里小学校 77-3194 米野小学校 77-3187 一色小学校 77-3191
小木小学校 72-9770 小牧原小学校 73-5531 本庄小学校 79-3567
桃ヶ丘小学校 79-3570 陶小学校 79-4824 光ヶ丘小学校 79-4466
大城小学校 79-7666

小牧市立
中学校

小牧中学校 77-6321 味岡中学校 77-8245 篠岡中学校 79-8027
北里中学校 73-3171 応時中学校 72-5207 岩崎中学校 75-2081
桃陵中学校 79-8987 小牧西中学校 75-1451 光ヶ丘中学校 79-7377

保健師相談
（保健センター）

電話相談、面接相談を行っています。
【電　話】75-6471（月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　8：30 ～ 17：15）

中学生と小学生のための相談窓口 保健センター　TEL　75-6471

子どもの教育・非行などの悩みや心配ごとについて相談できます。

※ひとり親家庭相談については P.29、子どもの発達・療育相談については P.31 をご覧ください。

　思春期の子どもたちが気軽に相談できる窓口を掲載してあるカードです。保護者が利用できる相談窓口の
掲載もあります。「安心相談カード」は、小牧市内の中学校の保健室や児童館においてあります。

♥少年相談

♥安心相談カード

♥小牧市内の相談窓口一覧

　出産や子育てに悩んだときや虐待を受けたと思われる子どもをみつけたときには、児童相談所（春日井
児童相談センター）や子育て世代包括支援センターへ連絡してください。
　児童相談所と市は、虐待通告を受けてから子どもの安全確認を行います。
　匿名での通告も可能です。通告・相談した方の秘密は厳守されます。
　児童相談所全国共通ダイヤル　TEL 189（いちはやく）（PHS、一部の IP 電話不可）

子ども・家庭 110番 電話相談を行っています。
【電　話】052-953-4152（祝日・年末年始を除く毎日 9：00 ～ 17：00）

教育相談「こころの電話」
（愛知県教育委員会義務教育課）

電話相談を行っています。
【電　話】052-261-9671（年末年始を除く毎日 10：00 ～ 22：00）

24 時間電話相談
「子どもSOSホットライン 24」
（愛知県教育委員会義務教育課）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-0-78310　または　052-261-9671（毎日、24 時間）
※ PHS、IP 電話はつながりません。

ヤングテレホン
（愛知県警察本部）

電話相談、E-mail 相談を行っています。
【電　話】052-764-1611
　　　　 （月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00、祝日・年末年始を除く）
※相談用 E-mail は、愛知県警察ホームページから入れます。（携帯可）

被害少年相談電話
（少年サポートセンター名古屋）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-7867-70　または　【電話・FAX】052-764-1613
　　　　 （月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00、祝日・年末年始を除く）

子どもの人権 110番
（名古屋法務局）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-007-110
　　　　 052-952-8110（IP 電話の方はこちら、通話料有料）
　　　　 （月曜日～金曜日　8：30 ～ 17：15、祝日・年末年始を除く）

助産師による無料電話相談
（愛知県助産師会）

電話相談を行っています。
【電　話】090-1412-1138
　　　　 （月曜日～土曜日　13：30 ～ 16：30、祝日・お盆・年末年始
　　　　 などを除く）

チャイルドラインあいち
（NPO法人チャイルドラインあいち）

電話相談を行っています。
【電　話】0120-99-7777
　　　　 （毎日 16：00 ～ 21：00）
※保護者からの相談はできません。

♥愛知県内の相談窓口一覧

子どもへの虐待かな？と思ったとき 春日井児童相談センター　　　TEL　88-7501
子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
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医療機関名 ＴＥＬ 所在地
浅野外科内科 72-1241 小牧原１-405
味岡眼科 71-7766 小松寺 3-158

新井内科クリニック 78-0050 光ヶ丘1-31-2
石田眼科 74-2220 郷中 1-170

岩崎スマイルクリニック 71-1200 岩崎 1-93
いわた眼科クリニック 76-0777 中央 5-40
植田耳鼻咽喉科 42-6331 中央 6-5

糖尿病・甲状腺　上西内科 74-0003 常普請 2-83
江崎外科内科 75-2211 曙町 70
江崎眼科医院 76-2067 中央1-301
蛯原医院 76-2351 中央1-159

エンゼルレディースクリニック 41-6260 中央 2-22
おおやま内科クリニック 76-8808 北外山 1521-1

落合医院 79-2600 上末 414
尾張眼科 73-0044 岩崎 1-101-1

加藤内科こどもクリニック 79-7722 篠岡 1-46-2
かとう皮フ科クリニック 42-0200 中央 3-261-2
かなずみクリニック 68-8205 久保一色1192-2
北里クリニック 72-1911 小木西 3-53
健康塾クリニック 72-8166 下末字山畑 1571-240

小木こどもファミリークリニック 54-2111 小木南 2-32
小木南クリニック 75-1288 小木南 2-29
ごとう小児科 47-2766 城山 3-3 サンコート桃花台1Ｆ

後藤内科クリニック 72-2271 中央 5-75
小林外科内科 77-3531 岩崎 281-10
こまき眼科 72-1118 中央 2-148 小牧ステーションビル2Ｆ

小牧クリニック 75-3500 北外山字桜井 807-5
こまき耳鼻咽喉科 41-4633 小牧 3-560ルミナスツインズ小牧北館 1Ｆ
小牧市民病院 76-4131 常普請 1-20
小牧第一病院 77-1301 中央 5-39

小牧ちば整形外科クリニック 74-1255 間々原新田字宮前 528-1
小牧平田眼科 74-6638 堀の内 4-52-1

小牧メンタルクリニック 76-7700 中央 2-54
小牧ようてい記念病院 65-7517 西之島丁田 1963
在宅緩和ケアあすなろ医院 65-6380 常普請 1-35
さかいハートクリニック 74-0020 郷中 2-17
坂本ファミリークリニック 77-8957 中央 2-69
サンエイクリニック 74-2315 小牧 3-560ルミナスツインズ小牧北館 1Ｆ
しのおか内科クリニック 79-8116 池之内字下赤堀 1
清水クリニック 78-2111 高根 1-271-2

志水こどもクリニック 76-2043 小牧 3-152
しんばらこどもクリニック 74-4150 小牧原新田字南原1828-1

医療機関名 ＴＥＬ 所在地
小牧駅西すずきクリニック 73-2510 中央1-308
須田整形外科 73-5556 小木 2-377

すどうからだのケアクリニック 77-7800 間々本町134
すどうストレスケアクリニック 75-0222 中央1-349
関本内科医院 78-2535 高根 2-325
千田クリニック 72-7267 中央1-334-1

高津皮フ科クリニック 78-0080 篠岡 1-46-3
高野耳鼻咽喉科 79-4587 古雅 3-52-3

たかの内科クリニック 73-2333 小牧原 2-47
塚原外科・内科 77-3175 中央 2-185

辻医院　眼科整形外科 79-1177 池之内 350
ＤＯＩ　ＣＬＩＮＩＣ 77-8018 藤島町鏡池72
桃花台スマイルクリニック 47-2220 城山 1-5-68

桃花台内科 79-5252 古雅 3-22-2
桃花台レディスクリニック 78-0001 篠岡 1-46-1
とくみこどもクリニック 68-9010 郷中 1-240-3

富野内科 73-1135 春日寺 2-205
友松内科耳鼻咽喉科 75-8111 久保新町12
南波眼科皮膚科 47-2311 城山 1-3 ピエスタ 2Ｆ

のむら内科外科ファミリークリニック 48-4170 中央 5-366
はやしこどもクリニック 41-0999 小牧原 4-34
林内科クリニック 71-3231 久保一色 237-3
ピアーレクリニック 78-1300 古雅 1-1ピアーレ3Ｆ

ひおき医院 74-1101 外堀 2-258
菱田医院 76-2719 東田中 827

ひらおクリニック 76-3887 応時 1-198
平松内科呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック 41-0008 小牧 1-565-3
ふかつ泌尿器科・皮ふ科クリニック 74-7600 北外山 1579
舟橋外科クリニック 73-5888 外堀 2-229
前川クリニック 78-0015 上末字東山 3592-1
ミナミクリニック 75-3732 小牧原 4-38-1
ミナミ産婦人科 75-3882 田県町47
三輪内科 71-5677 北外山 2468-1

みわレディースクリニック 76-2603 小牧 2-582
もとまちクリニック 76-2717 元町 1-40
森川整形外科医院 77-1739 北外山 2944-1
森クリニック 71-7711 間々原新田今池 51

やまもとクリニック 77-1333 岩崎郷戸西1900-1
横井整形外科クリニック 75-8788 文津 830

吉田医院 76-2519 中央1-223
わたなべクリニック 41-1001 郷中 1-123
わたなべ耳鼻咽喉科 76-8855 北外山 1139-4

小牧市医師会　病院・医院リスト

病気やけがのとき病気やけがのとき10 ※リストには小児患者の診断が困難な医科・歯科も
　含まれます。 医療機関名 ＴＥＬ 所在地

あおい歯科医院 76-6688 岩崎字山浦 1432-14

アキデンタルクリニック 71-8800 桜井本町139

石野歯科 76-6500 岩崎字藤塚 372-11　
385-2

伊藤歯科医院 75-1827 小松寺東前 4-26

いわさきデンタルオフィス 72-3040 岩崎 5-141

稲垣歯科 78-2525 高根 2-324

えぐち歯科クリニック 68-8827 藤島町居屋敷 184

おちあい小児歯科 75-4618 新町 3-239

加藤歯科 73-8338 小木 3-152

かとう歯科クリニック 76-6788 北外山 2213-6

かじの歯科 78-8885 大山南 50

かめがい歯科医院 47-1171 大草 4357-2

苅谷歯科 77-8451 山北町 74

川原歯科医院 79-6767 池之内妙堂 3407-1

河村歯科医院 76-0508 久保一色南 2-155-2

北里クリニック歯科 68-6389 小木西 3-53

きまた歯科 77-7975 多気西町152

Ｋファミリー歯科 77-7778 小牧4-74
マックスバリュ小牧駅西店内

ケンデンタルクリニック 76-0011 小牧 3-555
ラピオビル 4F

コスモス歯科医院 77-8266 三ツ渕 1772-1

こまき矯正歯科 71-1535 中央 2-81

小牧歯科 77-6436 二重堀字北之山 638-190

酒井歯科 73-8211 小牧原新田 1926-1

ササキデンタルクリニック 78-1288 池之内妙堂 3421-6

さとう歯科 78-3388 古雅 1-1　ピアーレ3F

さとう歯科医院 76-3535 岩崎 5-357

しぶや歯科クリニック 65-6480 小牧原1-145

城山歯科医院 79-0418 城山 3-6-3

鈴木歯科医院 76-2869 小牧 2-132-1

すずき歯科医院 76-0118 小松寺 5-87

医療機関名 ＴＥＬ 所在地

相馬歯科医院 73-3118 久保一色 216-32

田中歯科医院 75-3211 村中 27-1

中部歯科医院 75-3618 小牧 2-91

塚原歯科 73-5515 中央 2-201-1

桃花台歯科 79-8244 篠岡 1-12-1

友松歯科医院 76-2507 中央1-300

ともまつ歯科クリニック 54-1182 岩崎字東成海 32

外山デンタルクリニック 71-4466 北外山 1595

中川歯科医院 72-8241 藤島町梵天 41-2

西田歯科医院 72-3311 北外山 2000-6

丹羽歯科医院 73-9500 小牧4-35

野間歯科医院 76-4180 西之島1957-1

服部歯科医院 73-6667 堀の内 3-24

花水木歯科 72-8148 中央 5-248

東田中髙木歯科 76-1919 小牧原新田 1801-19

ひびの歯科医院 68-6400 市之久田 1-75

ビュー歯科クリニック 78-5678 高根 2-104-1

平手歯科 77-2266 常普請 3-46

二重堀歯科 71-8000 二重堀 232-1

ベル歯科クリニック 77-4682 小牧4-333-1

ほしの歯科 73-8164 外堀 1-41

穂積歯科医院 76-2308 小牧 1-580

堀井歯科医院 73-1234 曙町47

松浦歯科 77-6480 小牧原新田 1448-5

南外山堀井歯科 75-7075 南外山 162-3

みやもと歯科 76-0841 応時 2-184

むらかみ歯科 73-8241 中央 2-62

矢沢歯科医院 71-6480 小牧 2-15

山﨑歯科 73-7157 田県町 3

やまもと歯科クリニック 79-0648 本庄 2460-5

小牧市歯科医師会　歯科医院リスト
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医療機関名 ＴＥＬ 所在地
浅野外科内科 72-1241 小牧原１-405
味岡眼科 71-7766 小松寺 3-158

新井内科クリニック 78-0050 光ヶ丘1-31-2
石田眼科 74-2220 郷中 1-170

岩崎スマイルクリニック 71-1200 岩崎 1-93
いわた眼科クリニック 76-0777 中央 5-40
植田耳鼻咽喉科 42-6331 中央 6-5

糖尿病・甲状腺　上西内科 74-0003 常普請 2-83
江崎外科内科 75-2211 曙町 70
江崎眼科医院 76-2067 中央1-301
蛯原医院 76-2351 中央1-159

エンゼルレディースクリニック 41-6260 中央 2-22
おおやま内科クリニック 76-8808 北外山 1521-1

落合医院 79-2600 上末 414
尾張眼科 73-0044 岩崎 1-101-1

加藤内科こどもクリニック 79-7722 篠岡 1-46-2
かとう皮フ科クリニック 42-0200 中央 3-261-2
かなずみクリニック 68-8205 久保一色1192-2
北里クリニック 72-1911 小木西 3-53
健康塾クリニック 72-8166 下末字山畑 1571-240

小木こどもファミリークリニック 54-2111 小木南 2-32
小木南クリニック 75-1288 小木南 2-29
ごとう小児科 47-2766 城山 3-3 サンコート桃花台1Ｆ

後藤内科クリニック 72-2271 中央 5-75
小林外科内科 77-3531 岩崎 281-10
こまき眼科 72-1118 中央 2-148 小牧ステーションビル2Ｆ

小牧クリニック 75-3500 北外山字桜井 807-5
こまき耳鼻咽喉科 41-4633 小牧 3-560ルミナスツインズ小牧北館 1Ｆ
小牧市民病院 76-4131 常普請 1-20
小牧第一病院 77-1301 中央 5-39

小牧ちば整形外科クリニック 74-1255 間々原新田字宮前 528-1
小牧平田眼科 74-6638 堀の内 4-52-1

小牧メンタルクリニック 76-7700 中央 2-54
小牧ようてい記念病院 65-7517 西之島丁田 1963
在宅緩和ケアあすなろ医院 65-6380 常普請 1-35
さかいハートクリニック 74-0020 郷中 2-17
坂本ファミリークリニック 77-8957 中央 2-69
サンエイクリニック 74-2315 小牧 3-560ルミナスツインズ小牧北館 1Ｆ
しのおか内科クリニック 79-8116 池之内字下赤堀 1
清水クリニック 78-2111 高根 1-271-2

志水こどもクリニック 76-2043 小牧 3-152
しんばらこどもクリニック 74-4150 小牧原新田字南原1828-1

医療機関名 ＴＥＬ 所在地
小牧駅西すずきクリニック 73-2510 中央1-308
須田整形外科 73-5556 小木 2-377

すどうからだのケアクリニック 77-7800 間々本町134
すどうストレスケアクリニック 75-0222 中央1-349
関本内科医院 78-2535 高根 2-325
千田クリニック 72-7267 中央1-334-1

高津皮フ科クリニック 78-0080 篠岡 1-46-3
高野耳鼻咽喉科 79-4587 古雅 3-52-3

たかの内科クリニック 73-2333 小牧原 2-47
塚原外科・内科 77-3175 中央 2-185

辻医院　眼科整形外科 79-1177 池之内 350
ＤＯＩ　ＣＬＩＮＩＣ 77-8018 藤島町鏡池72
桃花台スマイルクリニック 47-2220 城山 1-5-68

桃花台内科 79-5252 古雅 3-22-2
桃花台レディスクリニック 78-0001 篠岡 1-46-1
とくみこどもクリニック 68-9010 郷中 1-240-3

富野内科 73-1135 春日寺 2-205
友松内科耳鼻咽喉科 75-8111 久保新町12
南波眼科皮膚科 47-2311 城山 1-3 ピエスタ 2Ｆ

のむら内科外科ファミリークリニック 48-4170 中央 5-366
はやしこどもクリニック 41-0999 小牧原 4-34
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小牧市医師会　病院・医院リスト
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　日曜日・祝日等の休日に「内科・小児科・外科・歯科」の急病人を応急治療するため、休日急病診療所
を開設しています。
　なお、当診療所は、「労災保険指定医療機関」ではありませんので「労災保険」で受診される場合は、「労
災保険指定医療機関」で受診してください。

　平日夜間及び休日の昼・夜間などかかりつけ医がいない場合に、愛知県救急医療情報センター（TEL 81-
1133）へ電話すれば、24 時間年中無休で近くの医療機関を案内してくれます。

　毎日　午後７時～翌日午前８時
　看護師や小児科医からアドバイスが受けられます。

診療日 日曜日・祝日・年末年始（12/31 ～ 1/3）

診療科目 内科・小児科・外科・歯科

診療時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（歯科は正午まで）

受付時間 8：30 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30（歯科は午前のみ）

所在地 小牧市常普請一丁目 318 番地　TEL 75-2070

休日急病診療所について

救急医療情報システム

愛知県小児救急電話相談

休日急病診療所　TEL　75-2070

救急医療情報センター　TEL　81-1133

TEL　♯ 8000　又は　052-962-9900

　１　まず、かかりつけ医師の診療を受けるようにしてください。かかりつけ医師のいない方、またはかか
　　りつけ医師が不在のときは、近くの休日（夜間）診療所や当番医の診療を受けてください。いずれも無　
　　理な場合は、このシステムを利用してください。
　２　情報センターから紹介を受けた時は、必ず健康保険証・子ども医療証等を持って行き受診してくださ
　　い。都合で遅れたり、行くことができない場合には、紹介された医療機関へ速やかに連絡してください。
　　なお、急病やけがの状態により、明らかに緊急を要する場合には救急車（119 番）を利用してください。

♥このシステムを有効に利用していただくために次の点を守ってください

　　児童館とは、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、市内にはこまきこども未来館を含め児童館が 8 館
あり、子どもと保護者が安心して遊ぶことができます。
　児童館ごとに特色のある催しや、乳幼児親子向けの講座、工作、卓球などを提供しており、18 歳までの
子どもが自由に来館して利用できます（乳幼児は保護者同伴）。
　また、保護者の育児知識の獲得と子育てに関する情報交換を行い、交流の輪を広めて、子育てへの不安
解消と友達づくりを目的とする活動も行っています。
　各児童館では、特色のある運営を行っています。詳しくは、下記を参照のうえ、各児童館へお問い合わ
せください。

味岡児童館・大城児童館の学習室・音楽室、篠岡児童館の学習室、小牧児童館の学習室（多目的室）の利用は、
中学生は19：00まで、高校生は21：00までです。
子育て支援室は、０～２歳及び３歳の年少入園前の子どもとその保護者が自由に利用できる専用スペースです。
また、育児に関する相談も受け付けています。

館　名 所在地 TEL
（0568） 開館時間 休館日

子育て支援室
・授乳スペース
の有無

こまきこども未来館
（ラピオ内）

小牧三丁目
555番地
ラピオ 2 ～ 4 階

代表 
54-1256
児遊ひろば
75-3817
体験ひろば講座専用
54-1258

詳細は
P42 

毎月第 3 火曜日およびその
前日の月曜日・年末年始

（12/28 ～ 1/4）
※月曜日が祝日の場合は開
　館し、その翌々日を休館

あり
※子育て支援　
　室はラピオ　
　内に併設

味岡児童館
（ぱるも味岡）

岩崎
557 番地 1 75-4999 9：30 ～

17：30

毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

篠岡児童館 池之内
3428番地2 79-0690 9：30 ～

17：30

毎週水曜日
（水曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

小牧児童館 新町三丁目
257 番地 77-0906 9：30 ～

17：30

毎週水曜日
（水曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

小牧南児童館
（ふらっとみなみ内）

北外山
1187 番地 77-0454 9：30 ～

17：30

毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

北里児童館
（北里市民センター内）

下小針中島
二丁目
130 番

71-1183 9：30 ～
17：30

毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

西部児童館
（ゆう友せいぶ内）

西之島
528 番地 1 42-0205 9：30 ～

17：30

毎週水曜日
（水曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

大城児童館
（笑童館＜わらべかん＞）

城山三丁目
2 番地 4 78-0046 9：30 ～

17：30

毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合は開館）
年末年始（12/28 ～ 1/4）

あり

児童館・子育て支援室

子どもと一緒に遊べる場所子どもと一緒に遊べる場所11

※

※
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※
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育児相談

子育てに関する相談を行っています。
【時　間】来所　 9：30 ～ 17：30
　　　　 電話　 9：30 ～ 17：30（専用電話 75-2005）
　　　　 月曜日～日曜日（毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）・祝日・年　
　　　　 末年始を除く）

多胎家族応援講座
「ツインプルファミリー」

多胎妊婦さんや多胎家族の交流、情報交換ができます。安心して過ごしていただけるように、職員がお手伝い
します。

【日　時】毎月１回　11：00 ～ 12：00
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】多胎妊婦と 0 歳～未就学児の多胎家族
　　　　 ※オンラインでの講座と並行して参加可。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

オンライン子育て講座
「ツインプルファミリー」

ZOOM にて多胎妊婦さんや多胎家族の交流を職員がお手伝いします。
【日　時】毎月１回　11：00 ～ 11：40
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】多胎妊婦と 0 歳～未就学児の多胎家族
　　　　 ※対面での講座と並行して参加可。※親だけの参加可。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

誕生会
手形をとって、誕生カードをプレゼントします。保育士からの出し物もあります。

【日　程】毎月１回　10：30 ～ 11：00　13：30 ～ 14：00　
　　　　 ※日時の詳細はすくすくパオーンルーム（子育て支援室）までご確認ください。

測定相談
乳幼児の身長 ･ 体重を助産師・保健師が測定します。子育ての相談もできます。

（毎月第２･４水曜日　13：00 ～ 14：30）
※変更することがありますのですくすくパオーンルーム（子育て支援室）にご確認ください。

パパとママの
タッチケア

助産師の指導のもとお子さんの体や心とふれあいます。
【日　程】毎月１回（予約制）
【対　象】２か月～６か月の乳児と初めて子育てするママパパ
【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

子育てサロン
“はじめまして”

赤ちゃんとのふれあい遊びや子育ての情報交換やママたちの友だちづくりの場です。
【日　時】毎月２回　13：30 ～ 14：30（予約制）
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】５か月～７か月くらいの乳児とママで２回とも参加可能な方
【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

移動子育て
♪ぞうさん♪

保育士・助産師がおもちゃを持って地区の会館などで移動子育てを開設します。
申込み不要で利用できます。親子で一緒に遊んだり、子育ての相談もできます。

【開設時間】10：00 ～ 13：00
【日　　程】「広報こまき」、HP にてお知らせ
※駐車場がありません。徒歩または自転車等でお越しください。

イクメン応援講座
「おとうさんを楽しもう！」

育児中のパパ対象の講座です。お子さんとの関わり方、あそび方のコツを保育士がお伝えします。
【日　時】毎月１回
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
※日時の詳細はすくすくパオーンルーム（子育て支援室）までご確認ください。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

おじいちゃんおばあちゃん
応援講座

「子どもと遊ぼう！」

おじいちゃん・おばあちゃんと子どもで楽しい時間を過ごします。
【日　時】毎月１回　11：00 ～ 12：00
【場　所】こまきこども未来館　ダンススタジオ
【対　象】① 1 歳半頃～未就学児の孫と祖父母
　　　　 ②子育てに興味のある地域のおじいちゃん・おばあちゃん

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

子育てサークル
支援育成

子育てサークル（P.48）の活動場所の提供や遊具の貸し出しをしています。

　本市の中央児童館として、「また来たくなる未来館～未来リテラシー
を育む～」というコンセプトのもと、様々な遊びや体験を通してこども
自身の学びにつなげ、これからの未来を力強く生き抜く力を育てる施設
を目指しています。
　子育て世代包括支援センターを併設しています。

母と子クラブ
（登録制）

【対　象】２歳～３歳未就園児とその保護者
【内　容】職員と保護者が共同ですすめていきます。挨拶、手あそび、読みきかせ、体操、
　　　　 季節の行事等みんなで楽しく過ごします。

ちびっこ広場
（自由参加）

【実施日】各館週２回程度　午前中
　　　　　（日程は各児童館で異なりますのでお問い合わせください）

【対　象】１歳前後の子どもとその保護者

ベビーマッサージ
教室

（申込み）

【実施日】各館年３回程度
　　　　　（日程は各児童館で異なりますのでお問い合わせください）

【対　象】２か月児～６か月児とその保護者

開館時間

交流ひろば
小学生 10:00 ～ 17:30、中学生 10:00 ～ 19:00、
高校生以上 10:00 ～ 20:00
※スタジオは 21:00 まで

遊びひろば
体験ひろば

小学生 9:30 ～ 17:30、中高生 9:30 ～ 19:00
※保護者同伴に限り 19:00 まで

ニコニコひろば 9:30 ～ 16:30
※未就学児とその保護者のみ

児遊ひろば 9:30 ～ 17:30
※自習室の利用は中学生 19:00 まで、高校生 21:00 まで

休館日 毎月第 3 火曜日とその前日の月曜日（月曜が祝日の場合は翌々日）
年末年始（12 月 28 日から1 月 4 日まで）

※

※

その他、運動を通して体力増進をはかり、心と身体の健康づくりをする運動遊び・体育遊びクラブが
あります。（登録制）また、各館ごとに独自の活動を行っております。詳細は各児童館にお問い合わせく
ださい。
こまきこども未来館では行われておりません。

♥児童館プログラム

♥こまきこども未来館

　子育て支援室は、０～２歳及び３歳までの年少入園前の子どもとその保護者が自由来所で過ごせる場所
です。授乳室もあります。子育て支援室では“みんなで子育て”をモットーに子育て家庭を応援しています。
　来所した方同士で交流する場、子育てに関する相談を保育士、保健師、助産師に気軽にできる場として
利用することができますので、是非お出かけください。

開館日程 月曜日～日曜日（毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）・年末
年始を除く）　9：30 ～ 16：30

所在地 小牧市小牧三丁目 555　ラピオ３階

子育て世代包括支援センター すくすくパオーンルーム（子育て支援室）TEL　41-3223

♥各種事業一覧

こまきこども未来館

小牧児童館 味岡児童館
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育児相談

子育てに関する相談を行っています。
【時　間】来所　 9：30 ～ 17：30
　　　　 電話　 9：30 ～ 17：30（専用電話 75-2005）
　　　　 月曜日～日曜日（毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）・祝日・年　
　　　　 末年始を除く）

多胎家族応援講座
「ツインプルファミリー」

多胎妊婦さんや多胎家族の交流、情報交換ができます。安心して過ごしていただけるように、職員がお手伝い
します。

【日　時】毎月１回　11：00 ～ 12：00
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】多胎妊婦と 0 歳～未就学児の多胎家族
　　　　 ※オンラインでの講座と並行して参加可。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

オンライン子育て講座
「ツインプルファミリー」

ZOOM にて多胎妊婦さんや多胎家族の交流を職員がお手伝いします。
【日　時】毎月１回　11：00 ～ 11：40
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】多胎妊婦と 0 歳～未就学児の多胎家族
　　　　 ※対面での講座と並行して参加可。※親だけの参加可。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

誕生会
手形をとって、誕生カードをプレゼントします。保育士からの出し物もあります。

【日　程】毎月１回　10：30 ～ 11：00　13：30 ～ 14：00　
　　　　 ※日時の詳細はすくすくパオーンルーム（子育て支援室）までご確認ください。

測定相談
乳幼児の身長 ･ 体重を助産師・保健師が測定します。子育ての相談もできます。

（毎月第２･４水曜日　13：00 ～ 14：30）
※変更することがありますのですくすくパオーンルーム（子育て支援室）にご確認ください。

パパとママの
タッチケア

助産師の指導のもとお子さんの体や心とふれあいます。
【日　程】毎月１回（予約制）
【対　象】２か月～６か月の乳児と初めて子育てするママパパ
【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

子育てサロン
“はじめまして”

赤ちゃんとのふれあい遊びや子育ての情報交換やママたちの友だちづくりの場です。
【日　時】毎月２回　13：30 ～ 14：30（予約制）
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
【対　象】５か月～７か月くらいの乳児とママで２回とも参加可能な方
【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

移動子育て
♪ぞうさん♪

保育士・助産師がおもちゃを持って地区の会館などで移動子育てを開設します。
申込み不要で利用できます。親子で一緒に遊んだり、子育ての相談もできます。

【開設時間】10：00 ～ 13：00
【日　　程】「広報こまき」、HP にてお知らせ
※駐車場がありません。徒歩または自転車等でお越しください。

イクメン応援講座
「おとうさんを楽しもう！」

育児中のパパ対象の講座です。お子さんとの関わり方、あそび方のコツを保育士がお伝えします。
【日　時】毎月１回
【場　所】子育て世代包括支援センター　クラブ室
※日時の詳細はすくすくパオーンルーム（子育て支援室）までご確認ください。

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

おじいちゃんおばあちゃん
応援講座

「子どもと遊ぼう！」

おじいちゃん・おばあちゃんと子どもで楽しい時間を過ごします。
【日　時】毎月１回　11：00 ～ 12：00
【場　所】こまきこども未来館　ダンススタジオ
【対　象】① 1 歳半頃～未就学児の孫と祖父母
　　　　 ②子育てに興味のある地域のおじいちゃん・おばあちゃん

【申込み】「広報こまき」にてお知らせ

子育てサークル
支援育成

子育てサークル（P.48）の活動場所の提供や遊具の貸し出しをしています。

　本市の中央児童館として、「また来たくなる未来館～未来リテラシー
を育む～」というコンセプトのもと、様々な遊びや体験を通してこども
自身の学びにつなげ、これからの未来を力強く生き抜く力を育てる施設
を目指しています。
　子育て世代包括支援センターを併設しています。

母と子クラブ
（登録制）

【対　象】２歳～３歳未就園児とその保護者
【内　容】職員と保護者が共同ですすめていきます。挨拶、手あそび、読みきかせ、体操、
　　　　 季節の行事等みんなで楽しく過ごします。

ちびっこ広場
（自由参加）

【実施日】各館週２回程度　午前中
　　　　　（日程は各児童館で異なりますのでお問い合わせください）

【対　象】１歳前後の子どもとその保護者

ベビーマッサージ
教室

（申込み）

【実施日】各館年３回程度
　　　　　（日程は各児童館で異なりますのでお問い合わせください）

【対　象】２か月児～６か月児とその保護者

開館時間

交流ひろば
小学生 10:00 ～ 17:30、中学生 10:00 ～ 19:00、
高校生以上 10:00 ～ 20:00
※スタジオは 21:00 まで

遊びひろば
体験ひろば

小学生 9:30 ～ 17:30、中高生 9:30 ～ 19:00
※保護者同伴に限り 19:00 まで

ニコニコひろば 9:30 ～ 16:30
※未就学児とその保護者のみ

児遊ひろば 9:30 ～ 17:30
※自習室の利用は中学生 19:00 まで、高校生 21:00 まで

休館日 毎月第 3 火曜日とその前日の月曜日（月曜が祝日の場合は翌々日）
年末年始（12 月 28 日から1 月 4 日まで）

※

※

その他、運動を通して体力増進をはかり、心と身体の健康づくりをする運動遊び・体育遊びクラブが
あります。（登録制）また、各館ごとに独自の活動を行っております。詳細は各児童館にお問い合わせく
ださい。
こまきこども未来館では行われておりません。

♥児童館プログラム

♥こまきこども未来館

　子育て支援室は、０～２歳及び３歳までの年少入園前の子どもとその保護者が自由来所で過ごせる場所
です。授乳室もあります。子育て支援室では“みんなで子育て”をモットーに子育て家庭を応援しています。
　来所した方同士で交流する場、子育てに関する相談を保育士、保健師、助産師に気軽にできる場として
利用することができますので、是非お出かけください。

開館日程 月曜日～日曜日（毎月第３火曜日とその前日（その日が祝日に当たるときはその翌々日）・年末
年始を除く）　9：30 ～ 16：30

所在地 小牧市小牧三丁目 555　ラピオ３階

子育て世代包括支援センター すくすくパオーンルーム（子育て支援室）TEL　41-3223

♥各種事業一覧

こまきこども未来館

小牧児童館 味岡児童館
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　小牧市では、地域の未就園児に安心して遊ばせることができる遊び場やふれあいの場として、月に２回、
保育園・第一幼稚園の園庭を開放しています。保育園や幼稚園に入園前の子どもと保護者が自由に園庭で
遊べます。また、子育て相談にも応じますので、お気軽にお出かけください。

　各幼稚園が行う子育て事業です。お気軽にお出かけください。

開放日 毎月第２・第３火曜日（その日が祝日の場合はその翌日。４月は第４火曜日のみ）
※雨天の場合は中止となります。

開放時間 10：00 ～ 11：30

対　象 主に未就園児と保護者

内　容 子ども・親の遊びを通しての交流、参加者どうしの語り合い、子育て相談など

園　名 ＴＥＬ 日　時

あおぞら幼稚園 79-3155 月 2 回程度 10：00 ～ 11：00

太陽幼稚園 54-2550 月 2 回程度 10：30 ～ 11：30

市之久田幼稚園 73-3135 月 1 回第 3 月曜日（要予約）
金曜日（要予約）

10：00 ～ 11：00
10：00 ～ 12：00

桃花台ひまわり幼稚園 79-1621 月４回程度 10：30 ～ 11：45

美鳥第二幼稚園 73-5510 金曜日 10：30 ～ 11：00

名北ゼンヌ幼稚園 79-8132 木曜日 10：30 ～ 11：30

保育園・第一幼稚園の園庭開放

私立幼稚園子育てひろば

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

　※各幼稚園一覧は P.22 をご覧ください。
　※美鳥第二幼稚園は美鳥幼稚園と合同で行っています。

　※各保育園一覧は P.20 ～をご覧ください。

　※会場により内容などが異なりますので、会場園にお問い合わせください。
　※また、会場園以外でも、園長などが子育て相談を行っている園もありますので、お気軽にお問い合わせ
　　ください。

♥実施園一覧

　予防接種のスケジュール管理や、乳幼児健診の日程の確認、お子さんの成長記録のほか、市からのお知
らせ配信機能などを備えた子育て支援アプリです。予防接種のスケジュールは自動で作成し、通知も設定
できるので、接種忘れを防ぐことができて安心です。アプリをダウンロードしてぜひご利用下さい。

iOS 用　　　　　　  Android 用　　　　   Web 用

＜ＱＲコード＞

パソコンの方はこちら　→　https://komaki.city-hc.jp

　子育て支援アプリ 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

　認定こども園では、教育・保育事業だけではなく、子育て支援事業を行います。お気軽にお出かけ下さい。

　図書館資料を借りるためには利用者カードが必要です。利用者カードはどなたでもつくることができます。
　住所を確認できるもの、通勤通学先の確認できるものをお持ちのうえ、利用者登録申込書（各図書館施設にあ
り、図書館のホームページからダウンロードも可）をご記入のうえ、カウンターにてお申込みください。

園　名 ＴＥＬ 事業名 事業内容 対象者 実施日時 利用料

旭ヶ丘第二 
こども園

78-1620

園庭開放
地域の未就園親子に園を解放し、
遊び場や親同士の交流の場を提
供する。 未就園の

子どもと
その保護者

月１回程度
9：00 ～ 10：30 無料

体験広場
地域の未就園親子に園を解放す
るとともに、親子で模擬的な園
生活を体験する。

月１回程度
9：00 ～ 11：15 500 円程度

とやま
こども園

77-0807

とことこ
広場

地域の未就園親子に園を解放し、
遊び場や親同士の交流の場を提
供する。 未就園の

子どもと
その保護者

毎週金曜日
9：30 ～ 11：30 無料

園庭開放
地域の未就園親子に園を解放す
るとともに、親子で保育体験を実
施する。また、子育て相談も実施。

施設名 所在地 ＴＥＬ 開館時間 休館日

小牧市中央図書館 中央一丁目 234 番地 73-9951

9：00 ～
21：00

※エントラン
スエリアは
8：00 ～

・毎月最終月曜日
　（祝日の場合は
　その直前の月曜日）
・特別整理期間
・年末年始
　（12/31 ～ 1/3）

東部市民センター図書室 篠岡二丁目23番地 79-0012
9：30 ～
20：00

北里市民センター図書室 下小針中島二丁目130番地 71-1182
味岡市民センター図書室 久保新町60番地 76-7112

場　所 読み手 実施日 時　間 対象者

小牧市中央図書館
おはなしの部屋

「おはなしの森」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本に紙芝居、もっともっと本が好きになるよ。

第１～４土曜日
第２～４日曜日

14：30 ～
15：00 幼児から

「ちちんぷいぷい」
（読み聞かせボランティアグループ）
手遊びや言葉遊び、そして初めて出会う
絵本たち。きっと楽しい時間になるよ。

第１・３木曜日 11：00 ～
11：30 乳児から

「おひさまスマイル」
（読み聞かせボランティアグループ）
たのしいおはなしがいっぱいだよ。

第 2・4 日曜日 11：00 ～
11：30 幼児から

「小牧ストーリーテリングの会はしばみ」
（読み聞かせボランティアグループ）
本を使わずに言葉だけで昔話や物語を
語ります。

第５土曜日 14：30 ～
15：00 ５歳から

読み聞かせグループ「おなはしポケット」 不定期でイベント・催しを行います。
※詳細は広報・HP等でご確認ください。 どなたでも

東部市民センター
図書室

児童コーナー

「おはなしこいこい！」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居、手遊びなどで楽しく過ごそう。

第１～４水曜日
と土曜日

11：00 ～
11：30

水曜日は乳児から
土曜日は幼児から

認定こども園の子育て支援事業

図書館

♥読み聞かせイベント一覧
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　小牧市では、地域の未就園児に安心して遊ばせることができる遊び場やふれあいの場として、月に２回、
保育園・第一幼稚園の園庭を開放しています。保育園や幼稚園に入園前の子どもと保護者が自由に園庭で
遊べます。また、子育て相談にも応じますので、お気軽にお出かけください。

　各幼稚園が行う子育て事業です。お気軽にお出かけください。

開放日 毎月第２・第３火曜日（その日が祝日の場合はその翌日。４月は第４火曜日のみ）
※雨天の場合は中止となります。

開放時間 10：00 ～ 11：30

対　象 主に未就園児と保護者

内　容 子ども・親の遊びを通しての交流、参加者どうしの語り合い、子育て相談など

園　名 ＴＥＬ 日　時

あおぞら幼稚園 79-3155 月 2 回程度 10：00 ～ 11：00

太陽幼稚園 54-2550 月 2 回程度 10：30 ～ 11：30

市之久田幼稚園 73-3135 月 1 回第 3 月曜日（要予約）
金曜日（要予約）

10：00 ～ 11：00
10：00 ～ 12：00

桃花台ひまわり幼稚園 79-1621 月４回程度 10：30 ～ 11：45

美鳥第二幼稚園 73-5510 金曜日 10：30 ～ 11：00

名北ゼンヌ幼稚園 79-8132 木曜日 10：30 ～ 11：30

保育園・第一幼稚園の園庭開放

私立幼稚園子育てひろば

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

幼児教育・保育課　TEL　76-1130

　※各幼稚園一覧は P.22 をご覧ください。
　※美鳥第二幼稚園は美鳥幼稚園と合同で行っています。

　※各保育園一覧は P.20 ～をご覧ください。

　※会場により内容などが異なりますので、会場園にお問い合わせください。
　※また、会場園以外でも、園長などが子育て相談を行っている園もありますので、お気軽にお問い合わせ
　　ください。

♥実施園一覧

　予防接種のスケジュール管理や、乳幼児健診の日程の確認、お子さんの成長記録のほか、市からのお知
らせ配信機能などを備えた子育て支援アプリです。予防接種のスケジュールは自動で作成し、通知も設定
できるので、接種忘れを防ぐことができて安心です。アプリをダウンロードしてぜひご利用下さい。

iOS 用　　　　　　  Android 用　　　　   Web 用

＜ＱＲコード＞

パソコンの方はこちら　→　https://komaki.city-hc.jp

　子育て支援アプリ 子育て世代包括支援センター　TEL　71-8611
保健センター　　　　　　　 　TEL　75-6471

　認定こども園では、教育・保育事業だけではなく、子育て支援事業を行います。お気軽にお出かけ下さい。

　図書館資料を借りるためには利用者カードが必要です。利用者カードはどなたでもつくることができます。
　住所を確認できるもの、通勤通学先の確認できるものをお持ちのうえ、利用者登録申込書（各図書館施設にあ
り、図書館のホームページからダウンロードも可）をご記入のうえ、カウンターにてお申込みください。

園　名 ＴＥＬ 事業名 事業内容 対象者 実施日時 利用料

旭ヶ丘第二 
こども園

78-1620

園庭開放
地域の未就園親子に園を解放し、
遊び場や親同士の交流の場を提
供する。 未就園の

子どもと
その保護者

月１回程度
9：00 ～ 10：30 無料

体験広場
地域の未就園親子に園を解放す
るとともに、親子で模擬的な園
生活を体験する。

月１回程度
9：00 ～ 11：15 500 円程度

とやま
こども園

77-0807

とことこ
広場

地域の未就園親子に園を解放し、
遊び場や親同士の交流の場を提
供する。 未就園の

子どもと
その保護者

毎週金曜日
9：30 ～ 11：30 無料

園庭開放
地域の未就園親子に園を解放す
るとともに、親子で保育体験を実
施する。また、子育て相談も実施。

施設名 所在地 ＴＥＬ 開館時間 休館日

小牧市中央図書館 中央一丁目 234 番地 73-9951

9：00 ～
21：00

※エントラン
スエリアは
8：00 ～

・毎月最終月曜日
　（祝日の場合は
　その直前の月曜日）
・特別整理期間
・年末年始
　（12/31 ～ 1/3）

東部市民センター図書室 篠岡二丁目23番地 79-0012
9：30 ～
20：00

北里市民センター図書室 下小針中島二丁目130番地 71-1182
味岡市民センター図書室 久保新町60番地 76-7112

場　所 読み手 実施日 時　間 対象者

小牧市中央図書館
おはなしの部屋

「おはなしの森」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本に紙芝居、もっともっと本が好きになるよ。

第１～４土曜日
第２～４日曜日

14：30 ～
15：00 幼児から

「ちちんぷいぷい」
（読み聞かせボランティアグループ）
手遊びや言葉遊び、そして初めて出会う
絵本たち。きっと楽しい時間になるよ。

第１・３木曜日 11：00 ～
11：30 乳児から

「おひさまスマイル」
（読み聞かせボランティアグループ）
たのしいおはなしがいっぱいだよ。

第 2・4 日曜日 11：00 ～
11：30 幼児から

「小牧ストーリーテリングの会はしばみ」
（読み聞かせボランティアグループ）
本を使わずに言葉だけで昔話や物語を
語ります。

第５土曜日 14：30 ～
15：00 ５歳から

読み聞かせグループ「おなはしポケット」 不定期でイベント・催しを行います。
※詳細は広報・HP等でご確認ください。 どなたでも

東部市民センター
図書室

児童コーナー

「おはなしこいこい！」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居、手遊びなどで楽しく過ごそう。

第１～４水曜日
と土曜日

11：00 ～
11：30

水曜日は乳児から
土曜日は幼児から

認定こども園の子育て支援事業

図書館

♥読み聞かせイベント一覧
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えほん図書館 えほん図書館　TEL　41-4646

　森をイメージしてつくられたえほん図書館には、赤ちゃんから小学校低学年までの子ども向けのおすすめ
の絵本がそろっており、ゆったりとした落ち着きのあるスペースで、親子で楽しく絵本に触れることができ
るようになっています。また、親同士が交流をする場としてもご利用いただけます。

えほん図書館

　※詳しくは「広報こまき」毎月１日号をご覧ください。

各コーナー

あかちゃんのへや（くつ脱ぎスペース） 乳児向け絵本（およそ０歳～２歳くらい）

幼児スペース 幼児向け絵本（およそ２歳～６歳くらい）

児童スペース 小学校低学年向けの本

外国絵本コーナー 外国語の絵本

子育て関連コーナー 子育て関連の本や雑誌

所在地 小牧三丁目 555 番地（ラピオ４階）

開館時間 9：30 ～ 17：30　必ず保護者同伴で利用してください。

休館日 毎月第 3 火曜日及びその前日の月曜日（祝日の場合はその翌々日）･ 年末年始（12/28 ～
1/4）

場　所 読み手 実施日 時　間 対象者

えほん図書館
（ラピオ 4階）
おはなしの部屋
－みるみる－

「もこもこ」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居・手遊びなどで楽しく
過ごします。

第１～４
水曜日 11：00 ～ 11：30 乳児から

「はじまり　はじまり」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居・手遊びなどで楽しく
過ごします。

第１～ 3
土曜日 13：30 ～ 14：00 幼児から

「図書館員」 
絵本や紙芝居などの読み聞かせを
したり、わらべうた・手遊びなどを
して楽しい時間を過ごします。

第 2・４ 
月曜日

① 10：10 ～ 10：30
② 11：00 ～ 11：20

赤ちゃん向け
（０～１歳半くらい）

第1・3・5
月曜日 11：00 ～ 11：30 未就園児向け

（１歳半～３歳くらい）

♥読み聞かせイベント一覧

　小牧市で人気の施設、敷地の大きめな公園をご紹介します。
　利用時間等、詳細は各施設または担当部署にお問い合わせください。

パークアリーナ小牧市民四季の森

施設名 所在地 駐車場 トイレ TEL（0568）

小牧市総合公園
市民四季の森

大草 5786-1 あり

７か所
（６か所に車椅子対応トイレ、
ベビーシート（おむつかえ））
他に授乳室１か所

78-4554
76-1191

（みどり公園課）

小牧市スポーツ公園
（パークアリーナ小牧）

間々原新田 737 あり あり
（車椅子対応トイレ）

77-7712
76-1191

（みどり公園課）
76-1167

（文化・スポーツ課）

フレッシュパーク 本庄字南浦 1020 あり あり 78-1110

小牧山 堀の内一丁目 1 あり あり 76-1623
（小牧山課）

小牧市温水プール 野口 2394-3 あり あり
（１か所に車椅子対応トイレ）

78-0102
76-1167

（文化・スポーツ課）

南スポーツセンター 郷中二丁目 201 あり あり
（１か所に車椅子対応トイレ）

72-6200
76-1167

（文化・スポーツ課）

桃花台中央公園 城山二丁目 10-1 あり ３か所
（２か所に車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

桃花台西公園 古雅三丁目 62 なし ２か所 76-1191
（みどり公園課）

市之久田中央公園 常普請三丁目 103 なし あり
（車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

エアフロントオアシス 小針二丁目 548 あり あり
（車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

ホタルの里
大山東 32（市民四季の森の
北側を流れる大山川の上流
約 600 ｍ）

なし なし 76-1191
（みどり公園課）

スケートパーク川西
（川西緑地）

川西三丁目４（合瀬川西側） なし あり 76-1191
（みどり公園課）

公園等
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えほん図書館 えほん図書館　TEL　41-4646

　森をイメージしてつくられたえほん図書館には、赤ちゃんから小学校低学年までの子ども向けのおすすめ
の絵本がそろっており、ゆったりとした落ち着きのあるスペースで、親子で楽しく絵本に触れることができ
るようになっています。また、親同士が交流をする場としてもご利用いただけます。

えほん図書館

　※詳しくは「広報こまき」毎月１日号をご覧ください。

各コーナー

あかちゃんのへや（くつ脱ぎスペース） 乳児向け絵本（およそ０歳～２歳くらい）

幼児スペース 幼児向け絵本（およそ２歳～６歳くらい）

児童スペース 小学校低学年向けの本

外国絵本コーナー 外国語の絵本

子育て関連コーナー 子育て関連の本や雑誌

所在地 小牧三丁目 555 番地（ラピオ４階）

開館時間 9：30 ～ 17：30　必ず保護者同伴で利用してください。

休館日 毎月第 3 火曜日及びその前日の月曜日（祝日の場合はその翌々日）･ 年末年始（12/28 ～
1/4）

場　所 読み手 実施日 時　間 対象者

えほん図書館
（ラピオ 4階）
おはなしの部屋
－みるみる－

「もこもこ」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居・手遊びなどで楽しく
過ごします。

第１～４
水曜日 11：00 ～ 11：30 乳児から

「はじまり　はじまり」
（読み聞かせボランティアグループ）
絵本や紙芝居・手遊びなどで楽しく
過ごします。

第１～ 3
土曜日 13：30 ～ 14：00 幼児から

「図書館員」 
絵本や紙芝居などの読み聞かせを
したり、わらべうた・手遊びなどを
して楽しい時間を過ごします。

第 2・４ 
月曜日

① 10：10 ～ 10：30
② 11：00 ～ 11：20

赤ちゃん向け
（０～１歳半くらい）

第1・3・5
月曜日 11：00 ～ 11：30 未就園児向け

（１歳半～３歳くらい）

♥読み聞かせイベント一覧

　小牧市で人気の施設、敷地の大きめな公園をご紹介します。
　利用時間等、詳細は各施設または担当部署にお問い合わせください。

パークアリーナ小牧市民四季の森

施設名 所在地 駐車場 トイレ TEL（0568）

小牧市総合公園
市民四季の森

大草 5786-1 あり

７か所
（６か所に車椅子対応トイレ、
ベビーシート（おむつかえ））
他に授乳室１か所

78-4554
76-1191

（みどり公園課）

小牧市スポーツ公園
（パークアリーナ小牧）

間々原新田 737 あり あり
（車椅子対応トイレ）

77-7712
76-1191

（みどり公園課）
76-1167

（文化・スポーツ課）

フレッシュパーク 本庄字南浦 1020 あり あり 78-1110

小牧山 堀の内一丁目 1 あり あり 76-1623
（小牧山課）

小牧市温水プール 野口 2394-3 あり あり
（１か所に車椅子対応トイレ）

78-0102
76-1167

（文化・スポーツ課）

南スポーツセンター 郷中二丁目 201 あり あり
（１か所に車椅子対応トイレ）

72-6200
76-1167

（文化・スポーツ課）

桃花台中央公園 城山二丁目 10-1 あり ３か所
（２か所に車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

桃花台西公園 古雅三丁目 62 なし ２か所 76-1191
（みどり公園課）

市之久田中央公園 常普請三丁目 103 なし あり
（車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

エアフロントオアシス 小針二丁目 548 あり あり
（車椅子対応トイレ）

76-1191
（みどり公園課）

ホタルの里
大山東 32（市民四季の森の
北側を流れる大山川の上流
約 600 ｍ）

なし なし 76-1191
（みどり公園課）

スケートパーク川西
（川西緑地）

川西三丁目４（合瀬川西側） なし あり 76-1191
（みどり公園課）

公園等
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　サークルを作りたい、入りたいと思っている方は、すくすくパオーンルーム（子育て支援室）（TEL 41-3223）へお問い合わせください。

　おおむね乳幼児までの親子を対象として活動しているサークルをご紹介します。
　（こまき市民活動ガイドブック2019より）詳細は市民交流テラス ワクティブこまき（TEL 48-6555）へお
問い合わせください。

サークル名 内　容

クリスマスローズ アレルギーについての情報交換

わんこ 平成３０年１月～４月生まれの子と親の集まり

Spring 平成３０年３月～４月生まれの子と親の集まり

May born baby 平成３０年５月生まれの子と親の集まり

ワンダフル 平成３０年５月～８月生まれの子と親の集まり

SATYI 平成３０年 8 月～ 10 月生まれの子と親の集まり

キリンさん 平成３０年 10 月～平成 31 年 1 月生まれの子と親の集まり

むーにーまん 平成３０年 11 月～平成 31 年 2 月生まれの子と親の集まり

サークル名 内　容

THE ☆猪突猛進 平成３1 年 1 月～ 3 月生まれの子と親の集まり

ワイルドピック 平成３1 年 2 月～ 4 月生まれの子と親の集まり

うりぼー 平成３1 年 4 月～令和元年 6 月生まれの子と親の集まり

バナナ 令和元年 6 月～ 9 月生まれの子と親の集まり

レイワ 令和元年 11 月～ 12 月生まれの子と親の集まり

♡ 710 ♡ 令和元年 12 月～令和 2 年 2 月生まれの子と親の集まり

つきみたまご 令和 2 年 1 月～ 3 月生まれの子と親の集まり

サークル名 活動日 内　容 主な活動場所

おはなし
こいこい！

定例会（第 1 水曜日　10:00 ～ 12:00）
読み聞かせ（第 1 ～ 4 水・土曜日　11:00 ～ 11:30）

・毎月第 1～ 4 の水曜日・土曜日、月 8 回、東部市民センター図書室にて読み聞かせ。
・年 2 回「大人も楽しむ絵本の会」「クリスマス会」開催。
・小学校児童クラブ、児童館、高齢者の集い等へ出向き、読み聞かせ等の活動し
ています。

東部市民センター
図書室

おはなしの森
定例会（第 1 日曜日　10:00 ～ 12:00）
読み聞かせ（第 1 日曜日を除く土・日曜日　14:30
～ 15:00）

子どもたちに絵本や紙芝居を読み聞かせたり、要望のあった保育園等へ出向
き、絵本等を読み聞かせたりしています。 中央図書館

おはなしポケット 第 2・4 金曜日
普段は北里児童館や児童センターで絵本の読み聞かせを行っています。大きな行事と
して、日本や外国のむかし話から自分たちで人形を作り、人形劇やパネルシアターにし
た、絵本・紙芝居・わらべ歌を盛り込んで年に 1 回発表会を行っています。

中央図書館

おひさまスマイル 研修会（第 2 土曜日　10：00 ～ 12：00）
おはなし会（第 2・4 日曜日　11:00 ～ 11:30）

絵本の読み聞かせを行っています。おはなし会スペシャルも年 1 回程度、行っ
ています。

中央図書館
（おはなしの部屋）

小牧おもちゃ病院
トイトイ

毎週火曜日 10:00 ～ 15:00　第 2・4 土曜日 10:00
～ 12:00
第 1 日曜日 10:00 ～ 15:00

おもちゃの無料修理により、物を大切にする心、思いやりのある心を育てて
いきたい。

・ふれあいセンター
・第 1 日曜日のみ　　
　エコハウス

小牧市おもちゃ図
書館きらら

ミーティング：毎月の第 1 月曜日（夜）　
他　遊び企画：年 4 回（日曜日の日中）

障がいのある子どもたちが気兼ねなくおもちゃに触れて、遊びや活動を広げていけるように、またお母さん方が
子どもと楽しく関わることができるように、共に遊びながら応援していくことを目的にしている。日常的にはデ
イサービスひかり開館日におもちゃの貸出しを実施。プレイルームで遊ぶこともできる。それ以外に「遊び企画」

（おもちゃ遊び、人形劇）、コンサート、おやつ作り、福祉展では手づくりおもちゃ等を企画して行っている。年
3 回のおもちゃ消毒・整理を行っている。

障害者デイサービ
ス施設ひかり　内

こまき歯
は

っ磨
す

る
テイスターズ 要望に応じて　いつでも

食事をおいしく、楽しく、安全に食べるための支援をする。
幼児、大人、妊婦、高齢者、障がい者など　どなたでも、それぞれの状況に応じた
内容で　・妊婦：食育　・高齢者：誤嚥予防・乾燥対策　・障がい者：清潔・誤嚥
予防

要望にあわせて　
どこでも

託児の会
「しゃぼんだま」

定例会：第 1 火曜日 まなび創造館で開催される講座、講演会、コンサート等での託児を中心に、
市民センター等からも託児依頼を受け活動しています。

まなび創造館、
市民センター

人形劇団
じゃん・けん・ぽん

練習・公演：水曜日
私たちは子どもたちにテレビのアニメや DVD とは違い、目の前で動く人形の世界に触
れてほしくて人形劇団を立ち上げました。毎週の練習以外に幼稚園、保育園、児童館
等からご依頼をいただき公演しています。

東部市民センター

病児保育室
ポケットクラブ

月～金曜日 8:30 ～ 17:30
共働き家庭が増加している今、お子さんが病気になっても、仕事を休むこと
ができない。そのような時に医師、看護師、保育士が連携し、お子様の保育
をいたします。

は やしこどもクリ
ニックに併設

プリティーマム 水曜日 10:20 ～ 11:45

乳児や幼児がいて、スポーツクラブに行けない母親向けに、子ども連れ OK
のエアロビクスサークルを創設しました。
子どものいない方も参加していただけます。
女性限定で、男性は入れません。

味岡市民センター

読み聞かせボランティア　
「はじまり　はじまり」

第 1 ～ 3 土曜日 13:30 ～ 14:00
えほん図書館内にて、2 ～ 6 歳までの子どもを対象に紙芝居、大型絵本、パ
ネルシアター、人形劇等、楽しい手遊びを交え、絵本の読み聞かせを行って
います。

えほん図書館
みるみる

ちちんぷいぷい 第 1・3 木曜日　11：00 ～ 11：30 絵本の読み聞かせ、手遊び歌などを行っています。 中央図書館
（おはなしの部屋）

はじめてママ 第 1・3 水曜日 ①ベビーマッサージ、手遊び、産後ダンス②会員間の親睦（手作りおもちゃ、
ベビーアートなど ) ③子育ての勉強会 味岡市民センター

コトトモ 定例会「コトトモサロン交流会」　
毎月　第 3 または第 4 金曜日

①産後シェア活動（産後女性宅への訪問・昼食の提供・軽度の家事育児サポー
ト）
②サロン交流会（子育てママの社会参加支援・親子の健全育成に関する活動）

ふれあいセンター、
まなび創造館

子育て支援サークル一覧

　小牧市が平成28年３月に発行した「小牧市防災ガイドブック」を参考にし
ていただき、以下の５点について、日頃から災害に備えましょう。
①トメ金、つっぱり棒などで家具の転倒を防いでおく。
②消火器の準備をしておく。
③家族で話し合い、役割分担（誰が何を持ち出すか、火元確認など）、避難時　　　
　の服装（長袖など怪我を防ぐ服装）、避難所までの道順、家族間の連絡方法
　などを確認しておく。
④地域で行われる防災訓練に参加し、地域とのコミュニケーションを深め、
　防災についての意識を高める。
⑤避難所での生活に最低限必要な非常持出品の準備をしておく。
　（※家庭内で１週間以上の食料品、飲料水を備蓄しましょう）

■非常持出品（非常時にまず持ち出すべきもの）

■災害用備蓄品（復旧までの自活に備えて準備するもの）

■乳幼児がいる家族の場合（必要に応じて非常持出品に追加するもの）

日頃から災害に備えましょう

食料品
飲料水

□非常食（缶入りパン・クラッカーなど）
□飲料水

防災用品
□携帯ラジオ　　　　□懐中電灯（予備電池含む）
□ライター　　　　　□軍手
□ヘルメット　　　　□防寒用ひざかけ

医療品
□持病薬　　　　　　□解熱剤　　　　　　□かぜ薬
□胃腸薬　　　　　　□ばんそうこう　　　□包帯
□傷薬　　　　　　　□おくすり手帳

貴重品
□現金（１０円・１００円硬貨含む）　□通帳　　□印鑑
□身分証明書（マイナンバーカード・免許証・保険証など）
□親子健康手帳

その他の
生活用品

□衣類（上着・下着を含む）　　　　　　　□ハブラシ
□雨具　　　　　　　□タオル　　　　　 □ティッシュ
□マスク　　　　　　□除菌シート　　　 □めがね
□コンタクト用品　　□生理用品　　　　 □缶切り

食料品
飲料水等

□食料品（レトルト食品など簡単な調理で食べられるもの）
□飲料水（１人１日当たり３リットル）
□飲料水用ポリタンク

調理器具等 □カセットコンロ　　□ガスボンベ

衛生用品 □簡易トイレ　　　 □トイレットペーパー

その他の
生活用品

□洗面具　　　　　 □食品用ラップ
□ビニールシート

食料品等 □離乳食（月齢に応じたもの）
□粉ミルク　　　　　□おやつ

授乳器具等 □哺乳瓶
□使い捨てスプーン・紙コップ類（授乳・離乳食用）

衣類等 □衣類　　　　　　　□だっこ紐

衛生用品 □紙おむつ　　　　　□おしりふき
□タオルやガーゼのハンカチ　□ハブラシ　

＜ＱＲコード＞

小牧市防災情報メール
配信サービス

小牧市の防災情報をメール
でお知らせします。災害時
に被害の状況などの情報を
入手することは自分や家族
の身を守ります。
ぜひ登録しましょう。

災害に備えて災害に備えて12
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　サークルを作りたい、入りたいと思っている方は、すくすくパオーンルーム（子育て支援室）（TEL 41-3223）へお問い合わせください。

　おおむね乳幼児までの親子を対象として活動しているサークルをご紹介します。
　（こまき市民活動ガイドブック2019より）詳細は市民交流テラス ワクティブこまき（TEL 48-6555）へお
問い合わせください。

サークル名 内　容

クリスマスローズ アレルギーについての情報交換

わんこ 平成３０年１月～４月生まれの子と親の集まり

Spring 平成３０年３月～４月生まれの子と親の集まり

May born baby 平成３０年５月生まれの子と親の集まり

ワンダフル 平成３０年５月～８月生まれの子と親の集まり

SATYI 平成３０年 8 月～ 10 月生まれの子と親の集まり

キリンさん 平成３０年 10 月～平成 31 年 1 月生まれの子と親の集まり

むーにーまん 平成３０年 11 月～平成 31 年 2 月生まれの子と親の集まり

サークル名 内　容

THE ☆猪突猛進 平成３1 年 1 月～ 3 月生まれの子と親の集まり

ワイルドピック 平成３1 年 2 月～ 4 月生まれの子と親の集まり

うりぼー 平成３1 年 4 月～令和元年 6 月生まれの子と親の集まり

バナナ 令和元年 6 月～ 9 月生まれの子と親の集まり

レイワ 令和元年 11 月～ 12 月生まれの子と親の集まり

♡ 710 ♡ 令和元年 12 月～令和 2 年 2 月生まれの子と親の集まり

つきみたまご 令和 2 年 1 月～ 3 月生まれの子と親の集まり

サークル名 活動日 内　容 主な活動場所

おはなし
こいこい！

定例会（第 1 水曜日　10:00 ～ 12:00）
読み聞かせ（第 1 ～ 4 水・土曜日　11:00 ～ 11:30）

・毎月第 1～ 4 の水曜日・土曜日、月 8 回、東部市民センター図書室にて読み聞かせ。
・年 2 回「大人も楽しむ絵本の会」「クリスマス会」開催。
・小学校児童クラブ、児童館、高齢者の集い等へ出向き、読み聞かせ等の活動し
ています。

東部市民センター
図書室

おはなしの森
定例会（第 1 日曜日　10:00 ～ 12:00）
読み聞かせ（第 1 日曜日を除く土・日曜日　14:30
～ 15:00）

子どもたちに絵本や紙芝居を読み聞かせたり、要望のあった保育園等へ出向
き、絵本等を読み聞かせたりしています。 中央図書館

おはなしポケット 第 2・4 金曜日
普段は北里児童館や児童センターで絵本の読み聞かせを行っています。大きな行事と
して、日本や外国のむかし話から自分たちで人形を作り、人形劇やパネルシアターにし
た、絵本・紙芝居・わらべ歌を盛り込んで年に 1 回発表会を行っています。

中央図書館

おひさまスマイル 研修会（第 2 土曜日　10：00 ～ 12：00）
おはなし会（第 2・4 日曜日　11:00 ～ 11:30）

絵本の読み聞かせを行っています。おはなし会スペシャルも年 1 回程度、行っ
ています。

中央図書館
（おはなしの部屋）

小牧おもちゃ病院
トイトイ

毎週火曜日 10:00 ～ 15:00　第 2・4 土曜日 10:00
～ 12:00
第 1 日曜日 10:00 ～ 15:00

おもちゃの無料修理により、物を大切にする心、思いやりのある心を育てて
いきたい。

・ふれあいセンター
・第 1 日曜日のみ　　
　エコハウス

小牧市おもちゃ図
書館きらら

ミーティング：毎月の第 1 月曜日（夜）　
他　遊び企画：年 4 回（日曜日の日中）

障がいのある子どもたちが気兼ねなくおもちゃに触れて、遊びや活動を広げていけるように、またお母さん方が
子どもと楽しく関わることができるように、共に遊びながら応援していくことを目的にしている。日常的にはデ
イサービスひかり開館日におもちゃの貸出しを実施。プレイルームで遊ぶこともできる。それ以外に「遊び企画」

（おもちゃ遊び、人形劇）、コンサート、おやつ作り、福祉展では手づくりおもちゃ等を企画して行っている。年
3 回のおもちゃ消毒・整理を行っている。

障害者デイサービ
ス施設ひかり　内

こまき歯
は

っ磨
す

る
テイスターズ 要望に応じて　いつでも

食事をおいしく、楽しく、安全に食べるための支援をする。
幼児、大人、妊婦、高齢者、障がい者など　どなたでも、それぞれの状況に応じた
内容で　・妊婦：食育　・高齢者：誤嚥予防・乾燥対策　・障がい者：清潔・誤嚥
予防

要望にあわせて　
どこでも

託児の会
「しゃぼんだま」

定例会：第 1 火曜日 まなび創造館で開催される講座、講演会、コンサート等での託児を中心に、
市民センター等からも託児依頼を受け活動しています。

まなび創造館、
市民センター

人形劇団
じゃん・けん・ぽん

練習・公演：水曜日
私たちは子どもたちにテレビのアニメや DVD とは違い、目の前で動く人形の世界に触
れてほしくて人形劇団を立ち上げました。毎週の練習以外に幼稚園、保育園、児童館
等からご依頼をいただき公演しています。

東部市民センター

病児保育室
ポケットクラブ

月～金曜日 8:30 ～ 17:30
共働き家庭が増加している今、お子さんが病気になっても、仕事を休むこと
ができない。そのような時に医師、看護師、保育士が連携し、お子様の保育
をいたします。

は やしこどもクリ
ニックに併設

プリティーマム 水曜日 10:20 ～ 11:45

乳児や幼児がいて、スポーツクラブに行けない母親向けに、子ども連れ OK
のエアロビクスサークルを創設しました。
子どものいない方も参加していただけます。
女性限定で、男性は入れません。

味岡市民センター

読み聞かせボランティア　
「はじまり　はじまり」

第 1 ～ 3 土曜日 13:30 ～ 14:00
えほん図書館内にて、2 ～ 6 歳までの子どもを対象に紙芝居、大型絵本、パ
ネルシアター、人形劇等、楽しい手遊びを交え、絵本の読み聞かせを行って
います。

えほん図書館
みるみる

ちちんぷいぷい 第 1・3 木曜日　11：00 ～ 11：30 絵本の読み聞かせ、手遊び歌などを行っています。 中央図書館
（おはなしの部屋）

はじめてママ 第 1・3 水曜日 ①ベビーマッサージ、手遊び、産後ダンス②会員間の親睦（手作りおもちゃ、
ベビーアートなど ) ③子育ての勉強会 味岡市民センター

コトトモ 定例会「コトトモサロン交流会」　
毎月　第 3 または第 4 金曜日

①産後シェア活動（産後女性宅への訪問・昼食の提供・軽度の家事育児サポー
ト）
②サロン交流会（子育てママの社会参加支援・親子の健全育成に関する活動）

ふれあいセンター、
まなび創造館

子育て支援サークル一覧

　小牧市が平成28年３月に発行した「小牧市防災ガイドブック」を参考にし
ていただき、以下の５点について、日頃から災害に備えましょう。
①トメ金、つっぱり棒などで家具の転倒を防いでおく。
②消火器の準備をしておく。
③家族で話し合い、役割分担（誰が何を持ち出すか、火元確認など）、避難時　　　
　の服装（長袖など怪我を防ぐ服装）、避難所までの道順、家族間の連絡方法
　などを確認しておく。
④地域で行われる防災訓練に参加し、地域とのコミュニケーションを深め、
　防災についての意識を高める。
⑤避難所での生活に最低限必要な非常持出品の準備をしておく。
　（※家庭内で１週間以上の食料品、飲料水を備蓄しましょう）

■非常持出品（非常時にまず持ち出すべきもの）

■災害用備蓄品（復旧までの自活に備えて準備するもの）

■乳幼児がいる家族の場合（必要に応じて非常持出品に追加するもの）

日頃から災害に備えましょう

食料品
飲料水

□非常食（缶入りパン・クラッカーなど）
□飲料水

防災用品
□携帯ラジオ　　　　□懐中電灯（予備電池含む）
□ライター　　　　　□軍手
□ヘルメット　　　　□防寒用ひざかけ

医療品
□持病薬　　　　　　□解熱剤　　　　　　□かぜ薬
□胃腸薬　　　　　　□ばんそうこう　　　□包帯
□傷薬　　　　　　　□おくすり手帳

貴重品
□現金（１０円・１００円硬貨含む）　□通帳　　□印鑑
□身分証明書（マイナンバーカード・免許証・保険証など）
□親子健康手帳

その他の
生活用品

□衣類（上着・下着を含む）　　　　　　　□ハブラシ
□雨具　　　　　　　□タオル　　　　　 □ティッシュ
□マスク　　　　　　□除菌シート　　　 □めがね
□コンタクト用品　　□生理用品　　　　 □缶切り

食料品
飲料水等

□食料品（レトルト食品など簡単な調理で食べられるもの）
□飲料水（１人１日当たり３リットル）
□飲料水用ポリタンク

調理器具等 □カセットコンロ　　□ガスボンベ

衛生用品 □簡易トイレ　　　 □トイレットペーパー

その他の
生活用品

□洗面具　　　　　 □食品用ラップ
□ビニールシート

食料品等 □離乳食（月齢に応じたもの）
□粉ミルク　　　　　□おやつ

授乳器具等 □哺乳瓶
□使い捨てスプーン・紙コップ類（授乳・離乳食用）

衣類等 □衣類　　　　　　　□だっこ紐

衛生用品 □紙おむつ　　　　　□おしりふき
□タオルやガーゼのハンカチ　□ハブラシ　

＜ＱＲコード＞

小牧市防災情報メール
配信サービス

小牧市の防災情報をメール
でお知らせします。災害時
に被害の状況などの情報を
入手することは自分や家族
の身を守ります。
ぜひ登録しましょう。

災害に備えて災害に備えて12
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 　第二保育園
 　レイモンド小牧保育園
 　味岡保育園
 　三ツ渕保育園
 　陶保育園
 　篠岡保育園
 　大山保育園
 　北里保育園
 　岩崎保育園
 　小木保育園
 　一色保育園
 　三ツ渕北保育園
 　さくら保育園
 　山北保育園
 　本庄保育園
 　藤島保育園
 　古雅保育園
 　大城保育園
 　村中保育園

 　みなみ保育園
 　じょうぶし保育園
 　こぐま・たんぽぽ保育所
 　すくすくnursery中央
 　キラッとKIDSサポート託児ルーム
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 　とやまこども園
 　小牧小学校
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※このガイドブックは、令和2年12月31日現在の資料で作成しています。
制度等の改正により内容が変更する可能性がありますので、最新の情報は、
各担当部署にお問い合わせください。

環境に配慮したSOYINKと
再生紙を使用しています

〒485－8650　愛知県小牧市堀の内三丁目１番地
ＴEL：0568－76－1129　FAX：0568－72－2340

小牧市役所こども政策課

ブランドコンセプト

『夢・チャレンジ　始まりの地　小牧』
小牧山は、織田信長公が天下統一の夢を描き、

そのチャレンジの第一歩として初めて城を築いた地。

わたしたちの掲げる「夢・チャレンジ」の象徴として相応しい地です。
小牧市は、その小牧山をみつめ、
これからの未来を担うこどもたちが、

夢を描き、挑戦していける地となれるよう全力を注ぎます。

こどもの夢への挑戦をまち全体で、みんなで応援する。
そのことが、世代を超えた市民のつながりを生み、

全ての市民が支え合っていけるまちづくりになると確信します。

子育て支援
小牧市

ガイドブック


