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ごあいさつ

　「加須市子育てガイドブック」は、子

育て中の方、これから子育てをする方、

また、子育てを応援したい方のための 

2年に1回発行している情報誌です。

　妊娠・出産・子育ての様々な場面にお

いて切れ目なく活用ができるよう、各種

施策や相談窓口などの情報を幅広く、わ

かりやすく掲載しています。この冊子をそれぞれのライフステージに

合わせ、身近なところにおいてご活用いただければ幸いです。

　本市の現状として、徐々に出生率の上昇や子育て家庭の転入が増加

傾向にあります。市民の皆様が安心して子どもを産み、育て、そして

働きつづけることができる連続性のある子育て支援施策の成果が表れ

てきたものと存じます。

　今後も市民の皆様に寄り添った施策を実行し、本年4月から5ヶ年

間の第2期加須市子ども・子育て支援計画に基づき「加須市で子育て

をして良かった」と実感することができるまちづくりを進めてまいり

ますので、市民の皆様の市政に対するご支援とご協力をお願い申し上

げます。

　　令和2年8月

　　　加須市長
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花咲幼稚園

ベイシア大利根店

道の駅かぞわたらせ

加須はなさき公園 

加須げんきプラザ 

騎西南幼稚園

北川辺公民館

騎西中学校

志多見公民館

騎西総合支所

大利根総合支所

北川辺総合支所

水深公民館

川口コミュニティセンター
花崎コミュニティセンター

田ケ谷小学校

鴻茎小学校

騎西コミュニティセンター
騎西保健センター

北川辺図書館
北川辺文化・学習センター（みのり）

加須未来館

北川辺西小学校

大利根子育て支援センター（ぴっぴ）

大利根文化体育館
大利根中学校

大利根総合福祉会館

大越公民館

利根川こども館

北川辺郷土資料館

加須市国保
北川辺診療所

北川辺中学校

大利根文化・学習センター
（アスタホール）

童謡のふる里 おおとね図書館（ノイエ）

田ケ谷総合センター

志多見砂丘
加須西中学校

騎西分署

加須東中学校

水深小学校

加須平成中学校

大利根分署

大利根保健センター

加須北中学校

物産店かぞ市場

騎西総合体育館（ふじアリーナ）

西松屋チェーンビバモール加須店

北川辺体育館

豊野コミュニティセンター

大桑公民館

樋遣川公民館

北川辺保健センター

騎西文化・学習センター
（キャッスルきさい）
騎西図書館

加須市役所（本庁）

加須市市民総合会館
（市民プラザかぞ）

加須警察署

北川辺東小学校

高柳小学校

加須市民体育館
加須文化・学習センター

埼玉東部消防組合
加須消防署

（パストラルかぞ）

加須市医療診断センター

大利根ふじこども園

認定こども園 騎西桜が丘

種足コミュニティセンター
鴻茎コミュニティセンター

大越幼稚園

大桑幼稚園

樋遣川幼稚園

志多見幼稚園

騎西中央幼稚園 水深幼稚園

北川辺幼稚園
北川辺子育て支援センター（レンボーキッズ）

花崎保育園子育て支援センター

志多見小学校

樋遣川小学校

原道小学校
原道コミュニティセンター

豊野小学校

元和小学校

大利根東小学校

大桑小学校

種足小学校

騎西小学校

大越小学校

志多見保育園

騎西保育所

認定こども園 騎西桜が丘

戸川保育園

北川辺保育所

大利根ふじこども園

わらべ保育園

にしき保育園

花崎保育園

第四保育所

吉川保育園

むさしの村

関東菱油株式会社 DD花崎店 

(株)LIXILビバ ビバモール加須 

加須市
施設・

赤ちゃんの駅

案内図

番号 名称 所在地 電話番号
【庁舎】

1 ◆騎西総合支所 騎西36-1 ☎ 0480-73-1111
2 ◆北川辺総合支所 麦倉1481-1 ☎ 0280-62-2111
3 ◆大利根総合支所 北下新井1679-1 ☎ 0480-72-1111

●公共施設等（◆赤ちゃんの駅にもなっている施設です )

番号 名称 所在地 電話番号
【公民館】

4 ◆大桑公民館 南大桑2881-1 ☎ 0480-65-2201
5 ◆水深公民館 船越116 ☎ 0480-65-3353
6 ◆樋遣川公民館 下樋遣川835-1 ☎ 0480-68-5940
7 ◆志多見公民館 志多見645 ☎ 0480-61-5628
8 ◆大越公民館 大越1991… ☎ 0480-68-6103
9 ◆北川辺公民館 麦倉1483… ☎ 0280-62-3224

6 加須市　子育てガイドブック

加
須
市
ガ
イ
ド



●赤ちゃんの駅
番号 名称 所在地 電話番号
81 物産店かぞ市場 小野袋1737… ☎ 0280-62-5555
82 花崎保育園子育て支援センター 花崎351… ☎ 0480-66-4188
83 加須はなさき公園… 水深1722 ☎ 0480-65-1755
84 加須げんきプラザ… 花崎456 ☎ 0480-65-0660
85 むさしの村… 志多見1700-1 ☎ 0480-61-4126

86 西松屋チェーン
ビバモール加須店

下高柳1-29
ビバモール１番街内 ☎ 0480-65-2480

87 関東菱油株式会社…DD花崎店 花崎3-9-24 ☎ 0480-65-6333
88 花崎駅 花崎157… ☎ 0480-65-8764
89 ㈱ LIXIL ビバ…ビバモール加須 下高柳1-29 ☎ 0480-67-0951
90 道の駅かぞわたらせ 小野袋1737… ☎ 0280-62-5555
91 ベイシア大利根店… 琴寄144 ☎ 0480-78-2220

番号 名称 所在地 電話番号
【コミュニティーセンター等】
10 ◆川口コミュニティセンター 川口2-12-1… ☎ 0480-65-9091
11 ◆花崎コミュニティセンター 花崎1-22-16 ☎ 0480-66-3981
12 ◆騎西コミュニティセンター 騎西36-1 ☎ 0480-73-1111
13 種足コミュニティセンター 中種足16-2… ☎ 0480-73-1111

（騎西総合支所地域振興課）14 鴻茎コミュニティセンター 鴻茎1114…
15 原道コミュニティセンター 細間712 ☎ 0480-72-1111

（大利根総合支所地域振興課）16 豊野コミュニティセンター 豊野台1-345-10
17 ◆田ケ谷総合センター 上崎2080-1 ☎ 0480-73-2501

【文化施設】

18 ◆騎西文化・学習センター
　（キャッスルきさい） 根古屋633-10 ☎ 0480-73-3101

19 ◆北川辺文化・学習センター
　（みのり） 麦倉1473-1　… ☎ 0280-62-1710

20 ◆大利根文化・学習センター
　（アスタホール） 旗井1461-1 ☎ 0480-72-1023

21 騎西図書館 根古屋633-10 ☎ 0480-73-3178
22 北川辺図書館 麦倉1473-1 ☎ 0280-62-4400

23 ◆童謡のふる里
　おおとね図書館（ノイエ）琴寄597-1 ☎ 0480-78-2211

24 北川辺郷土資料館 麦倉487 ☎ 0480-62-1223
（生涯学習課）

25 ◆加須未来館 外野350-1 ☎ 0480-69-2160
【体育施設】

26 ◆騎西総合体育館
　（ふじアリーナ） 外川355… ☎ 0480-73-7610

27 ◆北川辺体育館 柏戸2037 ☎ 0280-62-1590
28 大利根文化体育館 北下新井684-1… ☎ 0480-72-5488

【小・中学校】
29 大桑小学校 南大桑3388-1 ☎ 0480-65-2207
30 水深小学校 大室165 ☎ 0480-65-2205
31 樋遣川小学校 下樋遣川427 ☎ 0480-68-5770
32 志多見小学校 志多見633 ☎ 0480-61-2339
33 大越小学校 大越2115 ☎ 0480-68-6606
34 騎西小学校 騎西52-3 ☎ 0480-73-0004
35 田ケ谷小学校 内田ケ谷447-3 ☎ 0480-73-0299
36 種足小学校 中種足123 ☎ 0480-73-0199
37 鴻茎小学校 鴻茎1596-2 ☎ 0480-73-0063
38 北川辺西小学校 麦倉1189 ☎ 0280-62-2021
39 北川辺東小学校… 向古河 54 ☎ 0280-62-2202
40 大利根東小学校 旗井 807 ☎ 0480-72-3116
41 原道小学校 細間 699 ☎ 0480-72-3117
42 元和小学校 北下新井 521-1 ☎ 0480-72-3115
43 豊野小学校 生出 313-1 ☎ 0480-72-3114
44 加須西中学校 馬内 1 ☎ 0480-61-2625
45 加須東中学校 花崎1-22-1 ☎ 0480-65-2206
46 加須北中学校 上樋遣川4128 ☎ 0480-68-5651
47 加須平成中学校 南大桑1860 ☎ 0480-67-1221
48 騎西中学校 騎西1001 ☎ 0480-73-0039
49 北川辺中学校 麦倉3705 ☎ 0280-62-2402
50 大利根中学校 北下新井1705-1 ☎ 0480-72-3118

番号 名称 所在地 電話番号
【幼稚園等】
51 ◆大桑幼稚園… 南大桑3388-1 ☎ 0480-65-0097
52 ◆水深幼稚園… 大室165 ☎ 0480-65-2204
53 ◆樋遣川幼稚園… 下樋遣川427 ☎ 0480-68-5415
54 ◆志多見幼稚園… 志多見639 ☎ 0480-62-2908
55 ◆大越幼稚園… 大越2163 ☎ 0480-68-6107
56 ◆騎西中央幼稚園… 騎西52-3 ☎ 0480-73-3225
57 ◆騎西南幼稚園… 中種足1216-1 ☎ 0480-73-3226
58 ◆北川辺幼稚園… 向古河2025-1 ☎ 0280-62-2347
59 ◆大利根ふじこども園 旗井547-1 ☎ 0480-72-3805
60 ◆花咲幼稚園… 大室255-1 ☎ 0480-66-3864
61 ◆認定こども園騎西桜が丘 下崎370 ☎ 0480-53-9671

【幼児・児童施設】
62 ◆利根川こども館 外野350-16… ☎ 0480-68-6130

63 北川辺子育て支援センター
（レインボーキッズ） 向古河2051-1 ☎ 0280-62-2090

64 大利根子育て支援センター（ぴっぴ）旗井1450-1 ☎ 0480-72-8036
【福祉・保健・医療・衛生施設等】
65 加須市国保北川辺診療所 柳生66-1… ☎ 0280-62-2300
66 ◆騎西保健センター 騎西36-1

☎ 0480-62-1311
（加須保健センター）67 ◆北川辺保健センター 柳生66-1

68 ◆大利根保健センター 琴寄901-1…
69 ◆大利根総合福祉会館… 琴寄903 ☎ 0480-72-5069

【保育所】
70 ◆第四保育所… 船越87-1 ☎ 0480-65-6152
71 ◆騎西保育所 上崎1854-1… ☎ 0480-73-5360
72 ◆北川辺保育所… 麦倉1082-1 ☎ 0280-62-2357
73 ◆わらべ保育園… 北下新井669-1 ☎ 0480-78-1600
74 ◆戸川保育園 戸川152-1 ☎ 0480-68-5610
75 ◆志多見保育園… 志多見520-1 ☎ 0480-61-5613
76 ◆花崎保育園… 花崎351 ☎ 0480-66-4188
77 ◆にしき保育園 川口1301-2 ☎ 0480-66-1656
78 ◆吉川保育園… 騎西352-2 ☎ 0480-73-5102
79 ◆大利根ふじこども園 旗井547-1 ☎ 0480-72-3805
80 ◆認定こども園　騎西桜が丘 下崎370 ☎ 0480-53-9671
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加須駅周辺 拡大図

番号 名称 所在地 電話番号
【庁舎】
92 ◆加須市役所（本庁） 三俣2-1-1 ☎0480-62-1111

かぞファミリー・サポート・センター
（加須市役所敷地内　別棟2階） 三俣2-1-1 ☎0480-62-1160

【公民館】
93 ◆加須公民館 南町3-51 ☎0480-62-0793
94 ◆不動岡公民館 不動岡2-9-75 ☎0480-62-7203
95 ◆三俣公民館 北小浜780-1 ☎0480-62-5367
96 ◆礼羽公民館 馬内623 ☎0480-62-7597

【コミュニティーセンター等】
97 ◆加須コミュニティセンター… 南町3-51 ☎0480-62-0793
98 ◆不動岡コミュニティセンター 不動岡2-9-75 ☎0480-62-7203
99 ◆南篠崎コミュニティセンター 南篠崎2-1-6 ☎0480-65-3456
100 ◆三俣コミュニティセンター 北小浜780-1 ☎0480-62-5367

101 高柳コミュニティセンター 日出安1395 ☎0480-73-1111
(騎西総合支所地域振興課)

番号 名称 所在地 電話番号
【文化施設】

102 ◆加須文化・学習センター
　（パストラルかぞ） 上三俣2255 ☎0480-62-1221

103 ◆加須市市民総合会館
　（市民プラザかぞ） 中央2-4-17 ☎0480-62-0200

104 ◆加須図書館 中央2-4-17… ☎0480-61-8200
【体育施設】

105 ◆加須市民体育館 下三俣590 ☎ 0480-62-6123

106 南篠崎体育館 南篠崎2-1-7 ☎ 0480-65-3456
（南篠崎コミュニティセンター）

●公共施設等（◆赤ちゃんの駅にもなっている施設です )

かぞファミリー・サポート・センター
92

93

94

95

96

97

98

99

121

122

123

124

125

126

127

128

129
120

111

112113

114
115

116

117118

119

110

101

102

103

104

105

106

107

108

109

100

131

132

133

134
135 136

137
138

139

140
130

141

142

143

144

145

146
147

148

149

150

151

152

153

154

155

156
157

158
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●赤ちゃんの駅
番号 名称 所在地 電話番号

141 加須市地域資源管理施設
グリーンファーム 上三俣1728 ☎0480-68-3801

142 加須市社会福祉協議会 三俣1-10-4 ☎0480-62-6451
143 加須市商工会 中央1-11-41 ☎0480-61-0842
144 加須農林振興センター 不動岡564-1 ☎0480-62-4771
145 加須警察署 大門町19-53 ☎0480-62-0110
146 愛泉乳児園 三俣2-29-11 ☎0480-61-2704
147 カメラのキタムラ…加須店 諏訪2-2-2 ☎0480-61-7375
148 紳士服のコナカ…加須店 三俣2-29-11 ☎0480-63-2303
149 ㈱サンエルホーム…加須店 三俣2-20-1 ☎0480-63-2311

150 トヨタカローラ埼玉
加須愛宕店 愛宕1-9-13 ☎0120-29-5941

151 フライングガーデン…加須店 多門寺94-1 ☎0480-63-1811
152 埼玉日産…加須店 愛宕1-9-32 ☎0480-63-1523
153 中田病院 元町6-8 ☎0480-61-3122
154 イトーヨーカ堂…加須店 大門町20-58… ☎0480-62-7311

155 ネッツトヨタ東埼玉
マイネッツ加須 愛宕1-6-47 ☎0480-62-0880

156 ステーキのどん…加須店 北小浜135 ☎0480-62-2170
157 株式会社コジマ…NEW加須店 浜町1-8 ☎0480-63-3800
158 加須駅 中央1-1-15 ☎0480-61-0018

番号 名称 所在地 電話番号
【小・中学校】

107 加須小学校 本町4-25 ☎ 0480-61-1001
108 不動岡小学校 不動岡798 ☎ 0480-61-2611
109 三俣小学校 北小浜850 ☎ 0480-61-2612
110 礼羽小学校 礼羽560 ☎ 0480-61-2613
111 花崎北小学校 花崎北3-1 ☎ 0480-66-2567
112 加須南小学校 下高柳1991 ☎ 0480-63-2255
113 高柳小学校 上高柳889 ☎ 0480-73-1549
114 昭和中学校 北小浜70 ☎ 0480-61-0300

【幼稚園】
115 ◆加須幼稚園… 東栄1-4-3 ☎ 0480-61-2602
116 ◆不動岡幼稚園… 不動岡798 ☎ 0480-62-6994
117 ◆三俣幼稚園… 北小浜867-1 ☎ 0480-62-2553
118 ◆礼羽幼稚園… 馬内622 ☎ 0480-61-0259
119 ◆花崎北幼稚園… 花崎北3-18-1 ☎ 0480-66-2566

【教育関連施設】
120 教育センター… 中央2-4-17 ☎0480-62-2955

【幼児・児童施設】

121 加須市障害福祉サービス
事業所あけぼの園 北小浜800-1 ☎0480-63-2010

122 ◆加須市簡易通園母子
訓練施設 (あすなろ園 ) 本町2-36 ☎0480-62-6975

123 ◆加須児童館 東栄1-5-27 ☎0480-62-5331
124 ◆花崎児童館 花崎北3-17-14 ☎0480-67-3415
125 ◆みつまた児童館 北小浜572 ☎0480-62-6820

【福祉・保健・医療・衛生施設等】
126 ◆加須市医療診断センター…富士見町5-38 ☎0480-63-1181
127 ◆加須保健センター 諏訪1-3-6 ☎0480-62-1311

128 ◆健康ふれあいセンター
　（いなほの湯） 馬内1800-1… ☎0480-63-1126

129 ◆加須保健所 南町5-15 ☎0480-61-1216
【保育所】

130 ◆第一保育所 東栄1-12-45 ☎0480-61-4326
131 ◆こすもす保育園 久下2-27 ☎0480-65-2208
132 ◆愛泉幼児園 土手2-15-57 ☎0480-61-2627
133 ◆加須保育園 本町15-3 ☎0480-61-0509
134 ◆不動岡保育園 不動岡1269 ☎0480-61-1207
135 ◆不動岡第二保育園 不動岡895-1 ☎0480-48-5028
136 ◆三俣第一保育園 北小浜572 ☎0480-62-6820
137 三俣第二夜間保育園 北小浜572 ☎0480-62-6820
138 ◆三俣第三保育園 北小浜572 ☎0480-62-6820
139 ◆みなみ保育園 下高柳1997-1 ☎0480-62-7115
140 リトル花保育園 礼羽10-1 ☎0480-53-8278
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子育てにおける手続き一覧表

妊娠前
【健康づくり推進課（加須保健センター）　☎ 62-1311】
◦不妊治療費助成金申請 
◦早期不妊検査費助成金申請 
◦不育症検査費助成金申請 

妊娠したら

【すくすく子育て相談室　加須保健センター内　☎ 62-1510】
◦妊娠届、母子・父子健康手帳の交付

【健康づくり推進課（加須保健センター）　☎ 62-1311】
◦妊婦健康診査の費用助成申請

赤ちゃんから
　　子育て期

【市民課　☎ 62-1111】
◦出生届

【健康づくり推進課（加須保健センター）　☎ 62-1311】
◦予防接種（小児肺炎球菌、BCG、ヒブ、麻しん・風しん混合等）

【子育て支援課　5 階 2 番　☎ 62-1111】
◦児童手当支給申請
◦子育て支援医療費の登録申請（中学校修了前まで）
◦誕生記念祝品申請

【すくすく子育て相談室　加須保健センター内　☎ 62-1510】
◦未熟児養育医療費支給申請
◦産後支援ヘルパー派遣申請
◦産後ケア事業

保育所・幼稚園
【保育幼稚園課　５階 1 番　☎ 62-1111】
◦保育所・幼稚園の入所・入園に関する手続き
◦通常の保育時間以外に利用する保育サービス
◦保育者の一時的な保育への保育サービス

学童 【子育て支援課　5 階 2 番　☎ 62-1111】
◦公立及び民間放課後児童健全育成事業（学童）の申請

ひとり親家庭等
【子育て支援課　5 階 2 番　☎ 62-1111】
◦児童扶養手当申請
◦ひとり親家庭等医療費助成申請
◦遺児手当申請
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妊娠したら

母子健康手帳
問い合わせ　すくすく子育て相談室問い合わせ　すくすく子育て相談室

　妊娠された方に母子健康手帳をお渡ししています。母子健康手帳は、お母さんと
お子さんを守る大切なものです。妊娠中からの健康管理と出産の記録、お子さんの
健康診査や予防接種の記録に使用します。

父子健康手帳
問い合わせ　すくすく子育て相談室

　母子健康手帳交付時に、父子健康手帳をお渡ししています。父子健康手帳には、
お父さんも妊娠中から積極的に子育てに参加できるような情報が載っています。ぜ
ひご活用ください。

妊婦健康診査
問い合わせ　すくすく子育て相談室

　母子健康手帳と一緒にお渡ししている助成券を使用すると、県内及び県外の委託
医療機関で、記載されている検査項目を公費負担(上限額有)で受診することができ
ます。転入された方で前の住所地の助成券をお持ちの方は、すくすく子育て相談室
で差し替えてください。
　里帰り出産等の理由により、埼玉県の委託医療機関等以外で妊婦健診を受診した
方に健診の費用の一部を助成しますのでお問い合わせください。

パパママ学級
問い合わせ　加須保健センター

　沐浴実習、パパの妊婦ジャケット体験、先輩ママを招いての座談会など、妊娠中
のママとパパのための教室です。
　詳しくは、母子健康手帳交付時にお渡しするチラシや、保健事業のお知らせをご
覧ください。
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　不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方を対象に、その治療費に対し、1年
度当たり1回助成します。要件、手続き等をよくご確認の上ご利用ください。
1．対象となる条件
　次の全ての項目に該当する方が対象です。
(1)…夫婦(婚姻の届出を行ったものに限る。以下同じ。)の一方又は双方が市内に居

住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録
されていること。

(2)夫婦ともに、市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(3)埼玉県不妊治療費助成事業の支給の決定を受けていること。
(4)…夫婦の一方が他市町村に居住している場合で、他市町村で実施する不妊治療費

助成事業に基づく助成を受けていないこと。
2．助成対象経費
　助成対象経費は、体外受精治療又は顕微授精治療について、ホルモン注射等によ
る採卵に向けた準備から受精及び胚移植(凍結胚の移植については、凍結胚の融解
に要した費用(市内に居住していた期間に受けた治療に限る。))のうち、医療保険
の適用がない自己負担金の額です。
3．助成内容
(1)…夫婦1組につき、助成対象経費から埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づ

く助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満は切り捨て)とし、15万円を上限
とします。

(2)通算5年度まで助成します。
(3)…他の市町村で実施する不妊治療費助成事業による助成は、本市における助成通

算年数に含めるものとします。
4．申請手続き
(1)申請期限
　申請期限は、治療終期の属する年度の末日と、埼玉県不妊治療費助成事業助成金
支給決定通知施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日以内に申請すること
ができます。
(2)提出書類
ア　不妊治療費助成金支給申請書
イ　埼玉県不妊治療費助成事業特定不妊治療実施証明書の写し
ウ　法律上婚姻している夫婦であることを証明できる書類(夫婦で住所地が異なる場合)
エ　埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
オ　…治療費の領収書の原本とその写し
カ　…助成金の振込みを希望する銀行口座の通帳のカナ氏名・口座番号が分かる部

分の写し
キ　その他市長が必要と認める書類

　※申請書には認印が必要です。

不妊治療費助成事業のご案内
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5．助成金の支給
　審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書を郵送し、指…
定された口座に助成金を振り込みます。
　支給要件に合致しない場合は、その理由を記載した助成金不支給決定通知書を郵…
送します。
6．ご注意
　支給年度は、助成金支給申請を提出した日より決定されます。

　夫婦で不妊検査を受けた方を対象に、夫婦1組につき1回助成します。
1．対象となる条件
(1)不妊治療費助成事業の「1.対象となる条件」の(1)(2)に該当すること。
(2)不妊検査を始めた時の妻の年齢が43歳未満であること。
2．助成対象経費
　不妊検査にかかった費用のうち、自己負担金の額です。(医療保険の適用があっ
た場合は医療保険による給付を除く。)
3．助成内容
　夫婦1組につき1回限りとし、2万円(1,000円未満は切り捨て)を上限とします。
4．申請手続き
(1)申請期限
　申請期限は、検査機関の終期に属する年度または検査開始日から1年を経過した
日の属する年度のいずれか早い年度内に申請することができます。
(2)提出書類
ア　早期不妊検査費・不育症検査費助成金支給申請書
イ　早期不妊検査実施証明書
ウ　法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
　　(夫婦で住所地が異なる場合)
エ　不妊検査費の領収書の原本とその写し
　　(検査費の領収書の写しのほかに、確認のため原本もお持ちください。)
オ　…助成金の振込を希望する銀行口座の通帳のカナ名義及び口座番号が分かるも

のの写し

■助成金支給申請日と支給年度■
治療終了日 県不妊治療事業決定日 申請日 申請日支給年度

例１ Ｒ３.２.１ Ｒ３.３.20 Ｒ３.３.26 R２年度

例２ Ｒ３.２.１ Ｒ３.３.20 Ｒ３.４.５ R３年度

早期不妊検査費助成事業のご案内
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カ　…その他市長が必要と認める書類
※申請書には認印が必要です。

5.助成金の支給
　不妊治療費助成事業の「5.助成金の支給」と同様。

　夫婦又は、妻のみが受けた不育症検査について、夫婦1組につき1回助成します。
1．対象となる条件
(1)不妊治療費助成事業の「1.対象となる条件」の(1)(2)に該当すること。
(2)不育症検査を始めた時の妻の年齢が43歳未満であること。
2．助成対象経費
　不育症検査にかかった費用のうち、自己負担金の額です。(医療保険の適用が
あった場合は医療保険による給付を除く。)
3．助成内容
　夫婦1組につき1回限りとし、2万円(1,000円未満は切り捨て)を上限とします。
4．申請手続き
(1)申請期限
　申請期限は、検査機関の終期に属する年度または検査開始日から1年を経過した…
日の属する年度のいずれか早い年度内に申請することができます。
(2)提出書類
ア　…早期不妊検査・不育症検査費助成金支給申請書
イ　不育症検査実施証明書
ウ　…法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(夫婦で住所地が

異なる場合)
エ　不育症検査費の領収書の原本とその写し
　　(検査費の領収書の写しのほかに、確認のため原本もお持ちください。)
オ　…助成金の振込を希望する銀行口座の通帳のカナ名義及び口座番号が分かるも

のの写し
カ　その他市長が必要と認める書類

　※申請書には認印が必要です。
5.助成金の支給
　不妊治療費助成事業の「5.助成金の支給」と同様。

不育症検査費助成事業のご案内
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出生届

医療保険

　生まれた日を含めて14日以内に出生の届出をしてください。出生証明書、母子
健康手帳、印鑑が必要です。

　加須市国民健康保険の方...出生届時に窓口に届け出てください。
　加須市国民健康保険以外の方...加入先の健康保険組合等に届け出てください。

赤ちゃんがうまれたら

問い合わせ　市民課　各総合支所市民福祉健康課

出産育児一時金

　加須市国民健康保険加入の方が出産した場合、42万円(産科医療補償制度未加入
の医療機関での出産の場合は40万4千円)が市から支給されます。(死産の場合、妊
娠12週以降であれば支給対象となります。)
　また、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を請求、受理する直接支払
制度をご利用になると、出産育児一時金を市から直接医療機関等へ支払いますの
で、ご退院の際、窓口での負担軽減になります。
　詳しい手続きにつきましては、医療機関等または、担当へお問い合わせください。
　加須市国民健康保険以外の方は、加入先の健康保険組合等に申請してください。

問い合わせ　国保年金課　各総合支所市民福祉健康課

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

　第１号被保険者が平成31年２月以降に出産を行った場合には、出産前後の一定
期間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日または出産日が属する月の前月
から４か月間（多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前
から６か月間）の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の６か月前から届出
可能ですので、すみやかに申請してください。詳しくは、担当または熊谷年金事務
所までお問い合わせください。

問い合わせ　国保年金課　各総合支所市民福祉健康課

問い合わせ　国保年金課　各総合支所市民福祉健康課
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子育て支援医療費

　中学校修了前までのお子さんがかかった医療費(保険診療分)の自己負担分を支給…
します。
　出生、転入した翌日から15日以内に申請が必要です。
　申請には、お子さんの健康保険証(もしくはお子さんの加入予定の保険証)の写
し、印鑑、保護者(受給資格者)名義の口座がわかるものが必要となります。

問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

未熟児養育医療

　身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とするお子さんに対して、そ
の治療に必要な医療費（保険適用外の医療費は除く）を市が負担する制度です。養
育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限ら
れます。

問い合わせ　すくすく子育て相談室　各総合支所市民福祉健康課

誕生記念祝品支給

　未来ある子どもの誕生を祝うとともに、すくすくと元気に育って今後の加須市を
担ってほしいという願いを込め、記念品(絆サポート券)を支給します。
　最初の住民基本台帳への登録が加須市にされるお子さんが対象になります。

問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

児童手当

　中学校修了前までのお子さんを養育している方に対し、児童手当が支給されます。
　手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
　出生、転入した翌日から15日以内に申請が必要です。
　申請には、養育者の健康保険証の写し、印鑑、口座番号のわかるもの、マイナン
バーカード(個人番号カード)などが必要です。公務員の方は、勤務先に申請してく
ださい。

問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

16 加須市　子育てガイドブック

赤
ち
ゃ
ん
が
う
ま
れ
た
ら



こんにちは赤ちゃん訪問

　生後4か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を保健師や助産師等が訪問しま
す。
　赤ちゃんの体重を測ったりママのお話を聞きながら、赤ちゃんの順調な発育やマ
マの産後の体調回復などを一緒に確認します。
　また、赤ちゃんがこれから受ける予防接種、健診なども紹介します。

問い合わせ　加須保健センター

産後支援ヘルパー派遣

　出産のため入院し、退院した日から3か月以内の方で、家族等から援助が受けら
れない世帯に、ホームヘルパーを派遣し家事援助を行います。
　1日2時間以内で、…30回を限度とし、世帯の所得税額等に応じて利用料金がかか
ります。利用される方は、出産予定2か月前頃までに申請してください。

問い合わせ　すくすく子育て相談室　各総合支所市民福祉健康課

Happyママくらぶ(親子をサポートする教室)

　生後10か月未満の赤ちゃんとそのママを対象に、育児についての不安や悩みを
保健師や助産師と一緒に考える教室を開催しています。
　赤ちゃんとの生活について、心配なことがある方は加須保健センターへご相談く
ださい。

問い合わせ　すくすく子育て相談室

産後ケア事業

　生後３か月未満の赤ちゃんとそのママで、家族などから十分な育児等の支援が受
けられない方、産後に心身の不調や育児不安がある方などを対象に、ママの体調確
認や赤ちゃんの健康管理・育児方法等を学ぶことができる産後ケア事業を実施して
います。
◦デイサービス型産後ケア
委託医療機関で一日を過ごします。日帰りで通算７日まで利用できます（ママ
には昼食がでます）
◦訪問型産後ケア
市が依頼した助産師がご自宅へ訪問します。１回２時間程度で通算５回まで利
用できます。

※世帯の所得税額等に応じて利用料金がかかります。
※両方併せて利用することもできます。

問い合わせ　すくすく子育て相談室
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らくらく離乳食教室

　赤ちゃんのお口の発達を通して、離乳食の量やかたさ、すすめ方を管理栄養士と
一緒に学びます。対象は、おおむね生後5～8か月のお子さんと保護者の方です。
事前に予約が必要ですので、詳しくは、保健事業のお知らせや、ホームページ等を
ご覧ください。

問い合わせ　加須保健センター

フッ素塗布

　むし歯予防のためのフッ素塗布を行っています。対象は、2歳6か月～就学前の
お子さんで、事前に予約が必要です。詳しくは、保健事業のお知らせや、ホーム
ページ等をご覧ください。

問い合わせ　加須保健センター

ことばの相談 / 親子教室・育児教室

　就学前のお子さんを対象にことばの相談や発達を促す教室を行っています。お子
さんの発達について心配がある方は、加須保健センターへご相談ください。

問い合わせ　加須保健センター

小児科医による救急講座・子育て相談

　加須市では、お子さんの急病やけがにも慌てず対処していただけるよう、保護者
の方を対象に『小児科医による救急講座・子育て相談』を開催しています。
　開催時期や場所については、市報かぞ、チラシ、子育てメール、ホームページな
どでお知らせしています。

問い合わせ　医療体制推進課

乳幼児健康相談

　就学前までのお子さんを対象に、身長・体重測定・保健相談・栄養相談、歯科相
談のうち希望の相談を行っています。お住まいの地域以外の保健センターへも参加
できます。事前に予約が必要ですので、詳しくは保健事業のお知らせや、ホーム
ページ等をご覧ください。

問い合わせ　加須保健センター
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　母乳・ミルクが主な栄養源だった乳児は、成
長するにつれて食物から栄養をとることが必要
となってきます。
　その第一歩が「離乳食」です。生後5～6か
月頃から約1年かけて、ごっくん→もぐもぐ
（舌でつぶす）→かみかみ（歯ぐきでつぶす）
という食べる機能を、体験を通して学び、発達
させていきます。

　赤ちゃんは、成長にともない口の動かし方が変化します。それぞれの発達段階に
あった離乳食を作ることが大切です。ひとりひとりの赤ちゃんの持つ個性を大切に
育みながら、あせらず進めていきましょう。

つぶしがゆ おかゆ 舌でつぶせるかたさ
すりつぶしたものを
ゴックンします

5・6か月の赤ちゃん 7・8か月の赤ちゃん

ここがポイント

それぞれの月齢の口の動きに合わせて
離乳食をすすめましょう。

あせらず、ゆっくり、はじめての離乳食

かんたん♪ 離乳食を始めよう！

離乳食の

すすめ方
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　離乳食って「いろんな道具をそろ
える必要がある」って思っていませ
んか？そんなことはありません。た
いていのものは、右の4点セットで
十分。

ここがポイント

この4点セットがあれば、
離乳食はかんたん♪かんたん♪

離乳食の

料理器具

　敏感な味覚をもっている赤ちゃんには、ママにとってうす味と感じる味つけで十分
です。新鮮な食材を使い、素材のもつ本来の味で味覚を育てていきましょう。

対象：おおむね生後5～8  か月のお子さんと保護者
内容：離乳食のすすめ方のお話と離乳食のかんたんな実演
　　（調理実習はありません） 持ち物：母子手帳、筆記用具
※保育はありません。
※申し込みは、事前に保健センターへ。

　いざ始まってみると悩みや疑問にぶつかることもありますよね。そんな時は
は、ぜひ本講座に足を運んでみませんか？
　これから離乳食を始める方も参加できます。

ここがポイント

ママにはうす味？
あかちゃんにはそれでOK!

離乳食は順調ですか？

離乳食の

味つけ

らくらく離乳食教室に参加しよう！

申込み・問い合わせ
　　　加須保健センター　☎0480-62-1311

TRY!!

裏ごし器

小鍋
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　離乳食って「いろんな道具をそろ
える必要がある」って思っていませ
んか？そんなことはありません。た
いていのものは、右の4点セットで
十分。

ここがポイント

この4点セットがあれば、
離乳食はかんたん♪かんたん♪

離乳食の

料理器具

　敏感な味覚をもっている赤ちゃんには、ママにとってうす味と感じる味つけで十分
です。新鮮な食材を使い、素材のもつ本来の味で味覚を育てていきましょう。

対象：おおむね生後5～8  か月のお子さんと保護者
内容：離乳食のすすめ方のお話と離乳食のかんたんな実演
　　（調理実習はありません） 持ち物：母子手帳、筆記用具
※保育はありません。
※申し込みは、事前に保健センターへ。

　いざ始まってみると悩みや疑問にぶつかることもありますよね。そんな時は
は、ぜひ本講座に足を運んでみませんか？
　これから離乳食を始める方も参加できます。

ここがポイント

ママにはうす味？
あかちゃんにはそれでOK!

離乳食は順調ですか？

離乳食の

味つけ

らくらく離乳食教室に参加しよう！

申込み・問い合わせ
　　　加須保健センター　☎0480-62-1311

TRY!!

裏ごし器

小鍋

健康診査

絵本との親子ふれあい事業

　問診、身体計測、診察、相談等を行い、お子さんの成長・発達を確認します。
ぜひお受けください。
　開催日等は、保健事業のおしらせやホームページ等をご覧ください。対象者には
健診日の前月に「健診のお知らせ」を送付します。

　9～10か月児健診時に、ボランティア等による読み聞かせを行い、絵本1冊、絵
本のリスト、図書館の案内パンフレット等を配布しています。
　また、ご希望の方にはお子さんの図書館利用者カードを発行します。

健康診査対象者 健診内容
3〜4か月児 身体計測・診察(内科)・保健相談・離乳食の話・栄養相談・心理相談

9〜10か月児 身体計測・診察(内科)・保健相談・離乳食の話・栄養相談・絵本
の読み聞かせ

1歳6か月児 身体計測・診察(内科・歯科)・保健相談・歯科保健指導・栄養相
談・心理相談

2歳児 身体計測・診察(内科・歯科)・保健相談・歯科保健指導・栄養相談

3歳児 身体計測・診察(内科・歯科)・尿検査・保健相談・歯科保健指
導・栄養相談・心理相談

※栄養相談、心理相談は希望する方に行います。

乳幼児健康診査

問い合わせ　加須保健センター

問い合わせ　図書館課☎0480-61-8200
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予防接種

　赤ちゃんは生後3～6か月くらいを過ぎると、お母さんからもらった抵抗力(免
疫)が自然に失われていきます。このため、病気に対する免疫をつくるために予防
接種を行います。予防接種の必要性をよく理解したうえで、お子さんの体調のよい
時に受けましょう。
　法に基づく予防接種は公費(無料)で受けられます。予防接種予診票は、赤ちゃ
ん訪問時もしくは郵送でお送りします(予防接種予診票:事前に子どもの健康状態を…
チェックする問診票です)。
　予防接種は、委託医療機関で実施します(要予約)。
　転入等で加須市の予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちのうえ加須
保健センターまたは各総合支所市民福祉健康課へお越しください。

種類 対象者 接種回数・間隔等

ロタウイルス

ロタリックス
（1価）

出生６週０日後から
24週０日後まで ２回 27日以上の間隔

対象：令和２年８月１日以降に生まれた方
標準的な接種期間：初回接種は生後２か月
から出生14週６日後まで
定期接種開始日：令和２年10月１日

ロタテック
（５価）

出生６週０日後から
32週０日後まで ３回

BCG 1歳未満 1回
ヒブ 生後2か月以上5歳未満

接種開始年齢により1～4回
小児肺炎球菌 生後2か月以上5歳未満

四種混合
初回 生後3か月以上

7歳6か月未満
20～56日の間隔で3回

追加 初回(3回目)終了後1年～1年６か月あけて1回

麻しん風
しん混合

(MR)

第1期 1歳以上2歳未満 1回

第2期 5歳以上7歳未満(幼稚園
でいう年長児の1年間) 1回

水痘 1歳以上3歳未満 6か月～1年の間隔で2回

日本脳炎第
1期*1・2

初回 生後6か月以上
7歳6か月未満

標準接種年齢：3～4歳
6～28日の間隔で2回

追加 初回(2回目)終了後おおむね1年あけて1回
日本脳炎 第2期*1 9歳以上13歳未満 1回

子宮頸がん 小6から高1相当の女子 3回(使用するワクチンにより接種間隔が異なります)

B型肝炎 1歳未満 3回(１回目から4週間以上あけて2回目を、1回目
から20週間以上あけて3回目を接種)

インフルエンザ(任意) 中学校3年生相当 助成回数1回(2,000円助成)

*1　平成17～21年度の積極的勧奨の差し控えにより、接種を受けられなかった平成12年4月2日～平
成19年4月1日生の方は、未接種回数を20歳未満までに接種できます。

*2　平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方は、第1期の未接種回数を9歳～13歳未満で
接種できます。

☆予防接種の種類は予防接種法に基づき実施されています。法の改正等で変更される場合があり
ます。

予防接種

問い合わせ　加須保健センター
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(*)…各幼稚園子育て支援センターに記されている「利用時間等」は、子育て相談の
時間帯となります。

【加須地域】
名称 電話番号 利用時間等

子育て支援センター
愛の泉ふれあいホーム ☎0480-62-2990

9:00～17:00
休館日:…日・月2回の土・祝日・

年末年始
加須保育園
子育て支援センター ☎0480-61-0509 8:00～13:00

休館日:土・日・祝日・年末年始
花崎保育園
子育て支援センター ☎0480-66-4188 9:00～17:00

休館日:日・祝日・年末年始
三俣第一保育園
子育て支援センター ☎0480-62-6820 10:00～17:00

休館日:日・祝日・年末年始

加須幼稚園子
育て支援センター ☎0480-61-2602

火・水・木…14:00～17:00(*)
休館日:月・金・土・日・祝日・
年末年始

不動岡幼稚園
子育て支援センター ☎0480-62-6994

15:00～16:30(*)
休館日:土・日・祝日・年末年始

三俣幼稚園
子育て支援センター ☎0480-62-2553

礼羽幼稚園
子育て支援センター ☎0480-61-0259

大桑幼稚園
子育て支援センター ☎0480-65-0097

水深幼稚園
子育て支援センター ☎0480-65-2204

行ってみよう！集う場所、遊ぶ場所
子育て支援センター

　未就園児を自宅で子育てしている保護者を支援するため、様々な事業や園庭開
放、子育て相談等を行っています。

問い合わせ　すくすく子育て相談室
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名称 電話番号 利用時間等
樋遣川幼稚園
子育て支援センター ☎0480-68-5415

15:00～16:30(*)
休館日:土・日・祝日・年末年始

志多見幼稚園
子育て支援センター ☎0480-62-2908

大越幼稚園
子育て支援センター ☎0480-68-6107

花崎北幼稚園
子育て支援センター ☎0480-66-2566

【騎西地域】
名称 電話番号 利用時間等

吉川保育園
子育て支援センター ☎0480-73-5102 9:00～15:00

休館日:土・日・祝日・年末年始
騎西中央幼稚園
子育て支援センター ☎0480-73-3225 15:00～16:30(*)

休館日:土・日・祝日・年末年始騎西南幼稚園
子育て支援センター ☎0480-73-3226

【北川辺地域】
名称 電話番号 利用時間等

北川辺
子育て支援センター
(レインボーキッズ)

☎0280-62-2090 月～金　8:30～14:30
休館日:土・日・祝日・年末年始

北川辺幼稚園
子育て支援センター ☎0280-62-2347 15:00～16:30(*)

休館日:土・日・祝日・年末年始

【大利根地域】
名称 電話番号 利用時間等

大利根
子育て支援センター(ぴっぴ) ☎0480-72-8036

9:00～17:00
(10月～3月は16:00まで)
休館日:日・祝日・年末年始

(*)…各幼稚園子育て支援センターに記されている「利用時間等」は、子育て相談の
時間帯となります。
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名称 所在地 電話番号 利用時間等

加須児童館 東栄1-5-27 ☎0480-62-5331
9:00～17:00
休館日:火曜日(祝日にあたる
場合は翌日)、年末年始等

花崎児童館 花崎北3-17-14 ☎0480-67-3415

利根川こども館 外野350-16 ☎0480-68-6130

みつまた児童館 北小浜572 ☎0480-62-6820
10:00～17:00
休館日:金曜日(午後)・
土曜日(午後)、日曜日、
年末年始等

児童館等

　子育てサロンは、お子さんと一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、自由に過ごせ
る場所です。
【加須地域】

名称 実施施設名 利用時間等
市民プラザかぞ
子育てサロン

加須市市民総合会館
(市民プラザかぞ)5階託児室

市民プラザ開館日の
9:00～17:00

花崎児童館
子育てサロン 花崎児童館 児童館開館日の

9:00～17:00
加須コミュニティセンター
子育てサロン

加須コミュニティセンター
2階多目的ホール 第2水曜日…10:00～12:00

不動岡コミュニティセンター
子育てサロン

不動岡
コミュニティセンター

コミュニティセンター開館日
の9:00～17:00

利根川こども館
子育てサロン 利根川こども館 利根川こども館開館日の

9:00～17:00

おうちの近くの子育てサロン

　子どもに安全な遊びの場を提供する施設です。
　乳幼児～18歳までの幅広い年齢の児童が自由に利用することができます(小学校
入学前の児童の利用には、保護者の同伴が必要です)。
　なお、イベント等の関係で、利用が制限される場合もあります。

問い合わせ　子育て支援課

25KAZO CITY Parenting Guidebook

集
う
場
所
、
遊
ぶ
場
所



【北川辺地域】
名称 実施施設名 利用時間等

ぽっかぽか 北川辺老人福祉センター
子育てサロン室 第2・第4火曜日　10:00～12:00

【騎西地域】
名称 実施施設名 利用時間等

ふれあい広場
騎西文化・学習センター
(キャッスルきさい)、プラザ
きさい(騎西コミュニティセン
ター)

月2回　9:30～11:30
(情報メール・チラシ等でご確認ください)

ホップサロン 騎西総合体育館(ふじアリー
ナ)

月2回　火曜日9:00～11:00
(情報メール・チラシ等でご確認ください)

あいあいサロン プラザきさい(騎西コミュニ
ティセンター)

月1回　水曜日10:00～11:30
(情報メール・チラシ等でご確認ください)

ファミサポ・
サロン

騎西文化・学習センター
(キャッスルきさい)

月1回　水曜日10:00～11:30
(情報メール・チラシ等でご確認ください)

【大利根地域】
名称 実施施設名 利用時間等

さくらんぼ広場 大利根集会所 第2木曜日　10:00～12:00

ぽっけ 豊野コミュニティセンター 第3水曜日　10:00～12:00

花崎児童館子育てサロンならでわの日
　子どもも大人も一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、いつでもだれでも自由に利
用できる場所です。静かで落ち着いた雰囲気です。
　花崎保育園子育て支援センターとの共催で、手作りのおやつ試食会も行っています。
【活動日時】第3木曜日…10:00～11:30
【活動場所】花崎児童館子育てサロン
【連絡先】　花崎児童館　☎0480-67-3415
【活動内容】…親子で楽しめる遊びをしています。手遊び、おもちゃの広場、工作、

こいのぼりのバルーン、塗り絵などです。詳しくは、子育て情報メー
ルでご確認ください。

かぞ子育て支援“ひだまり”の子育てワンポイントセミナー
　親子の居場所、仲間作りを目的に開催しています。季節を感じて、歌って、遊ん
で、作って、学びます。一緒に楽しみませんか?　どうぞお気軽にお越しください。
【活動日時・　第4木曜日　市民プラザかぞ5階…託児室　10:00～10:50
　活動場所】第3火曜日　志多見幼稚園　10:00～11:30
【連絡先】　生涯学習課　☎0480-62-1223
【活動内容】…親子で歌って仲良く遊んだり、季節にちなんだものを工作したり、話

をして子育てママを応援します。
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　妊娠・出産・子育てに関する不安・疑問…など、ひとりで悩まずご相談ください。

子どもを１日預けたい！

赤ちゃんのお世話の
仕方がわからない。

妊娠中の過ごし方は？
体調管理はどうしたらいい？

出産直後の支援て
あるのかな？

授乳のことを相談したい！ いらいらする。
理由もなく涙が出る。

赤ちゃんの病気が心配。
予防接種の受け方を知りたい！

相談する人がいない。
孤独を感じる・・・。

【他にもこんなことを行っています】

・妊婦さんへ電話
をお掛けすること
もあります

・母子健康手帳の
発行時に、妊婦さ
んと面談します。

・学校での問題・
家庭関係の相談も
受けています。

　子育て支援機関や医療機関など
関係機関と連携し、みなさんの子
育てを応援します！

母子保健コーディネーター（保健師・助産師）と子育てコンシェルジュ、家庭児童相談
員がご相談に応じます。
　気軽に声をかけてくださいね！

加須保健センター内　電話0480-62-1510(諏訪1−3−6)

■開所時間：午前8時30分～午後5時
　　　　　 （土日・祝日・年末年始はお休み）

妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポートします！
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　お子さんについての心配ごと、親子・きょうだいなどの家族関係、育児の悩み、
子どもを育てられないなどの相談をお受けします。
　毎週月曜日～金曜日、午前9時から12時、午後1時から4時までで、直接来られ
るか、電話、手紙などでもお受けしています。

　子育ての悩み、発達の心配、性格・行動面の心配等気軽にご相談ください。
　年中無休で、いつでも相談をお受けしています。

　県の相談機関として、子どもについての様々な相談に応じ、それぞれの問題解決
に必要な指導、援助を行っています。

　学校生活についての悩み、心配ごと等の教育に関する相談をお受けしています。
市民プラザかぞの休館日(原則、火曜日)を除く毎日(午前9時～12時、午後1時～4
時)受け付けています。電話相談も可能です。(※大利根総合支所内、北川辺文化・
学習センター「みのり」内でも相談できます。事前に予約してください。)

　子どもに関わる全ての悩みについて、電話相談を受ける窓口です。
　子育ての悩みやしつけの問題から、いじめや体罰などあらゆる相談をお受けして
います。
　毎日(祝日、年末年始を除く)、午前10時30分～午後6時

　お子さんの健康や発育・栄養・歯のこと、子育ての悩み等気軽にご相談ください。

子育てに悩んだら

家庭児童相談

愛泉こども家庭センター

教育センター

子どもスマイルネット

保健センター ( 健康づくり推進課 )

熊谷児童相談所

問い合わせ　すくすく子育て相談室

問い合わせ　愛泉こども家庭センター☎ 0480-62-2433( 土手 2-15-57)

問い合わせ　教育センター☎ 0480-62-2955( 市民プラザかぞ 5 階 )

問い合わせ　教育センター☎ 0480-62-2955( 市民プラザかぞ 5 階 )

問い合わせ　加須保健センター☎ 0480-62-1311

問い合わせ　熊谷児童相談所☎ 048-521-4152
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❶
 申

し込
み ❷ 依頼

❺ 報酬等の支払

❹ 援助活動

❸ 事前打合せ

協力会員協力会員
登  録

ファミリー
サポートセンター
ファミリー

サポートセンター

利用会員利用会員
登  録

子
育て

の援
助を受けたい方

子
育て

の援
助を受けたい方

子
育て

の援
助を行いたい方

子
育て

の援
助を行いたい方

子
育て

の援
助を行いたい方

コー
ディネーターコー
ディネーター

ファミリー・サポート・センター

　育児の援助を受けたい方と育児の援助に協力できる方が会員登録し、相互援助活
動を有償で行う制度です。
　援助できる内容は、保育施設等への送迎や保護者の病気・出産時の預かりなど、
会員の仕事と育児の両立等のためのものです。詳しいサポート内容については、セ
ンターまでご相談ください。

対 象 年 齢■生後6か月～12歳(小学校6年生修了まで)
問い合わせ■かぞファミリー・サポート・センター
◦加須市役所別棟2階… ☎0480-62-1160

受付時間/9:00～17:00(月～金曜日)
休日/土・日・祝日・年末年始

ファミリー・サポート・センターのしくみ
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親支援プログラム「ノーバディズ・パーフェクト」

子育て中のあなたへ・・・
TOPIC
1

「子育て」ってひとりじゃ大変。ほんの少しだけ助けて欲しい…そんなときの処方箋

「はじめから完璧な親なんていません。
みんな周りの人に助けられながら親になっていくのです。」

　Nobody's perfect プログラムは、子育て中のお父さん、お母さ
んが仲間と話をしながら自分らしい子育てを考える ... そんなプログ
ラムです。 
　日頃の子育ての悩みや、感じている事を話してみませんか !

　すくすく子育て相談室、子育て支援センターでは子育て中の方のために「親
支援プログラム」を開催しています。
　実施時期や場所については、市報かぞ、ちらし、ホームページなどをご覧く
ださい。

問い合わせ
すくすく子育て相談室　☎ 0480-62-1510
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ホームスタート
子育てってひとりじゃたいへん…

＊ ご利用の流れ ＊

TOPIC
1

ほんの少し手助けをしてほしい・・・
誰もがそう思うときがあります。
そんなときにホームスタートを利用してみませんか。

＊６歳以下の未就学児がいる家庭へ
＊週に１回２時間程度の訪問(4～6回)
＊…友だちのように話を聴いたり、おしゃべりしたり、
お子さんと遊んだりします

①電話やメールで申込み
②調整役「オーガナイザー」がご自宅を訪問（訪問内容の調整）
③研修を受けた先輩ママ「ホームビジター」とオーガナイザーが一緒に訪問
④ホームビジターが週1回2時間程度、4～6回訪問
⑤オーガナイザーが訪問して活動の振り返り

申込み・問い合わせ
　ホームスタート・かぞ（子育て支援センター愛の泉ふれあいホーム内）
　TEL：0480-62-2990　　　E-mail：aisenhskazo@ainoizumi.com

利用内容（無料）

話し相手が
ほしいなぁ

わがままに
イライラしちゃう

ウチに
こもりがち…

2人目が産まれて
手がまわらない…

はじめての子育て
不安がいっぱい…

なんだか元気が
出ないなぁ
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TOPIC
2

児童虐待とは ?

虐待かも ?? ⇨通告するのが国民の義務です。

　本来、子どもをあたたかく守り育てるべき保護者 ( 親や親に代わる養育者 ) が、
子どもの体や心を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為を
いいます。
　親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であ
れば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。
　子どもへの虐待は大きく 4つに分類されますが、これらが重複して起こってい
ることが少なくありません。

■…首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とすなどの暴
力をふるう

■逆さづりにする
■やけどさせる
■溺れさせる
■体を激しく揺さぶる
■戸外に閉め出す　など
⇨後遺症を残したり、死に至ることもあります

身体的虐待
■適切な衣食住の世話をしない
■病気になっても病院へ連れて行かない
■子どもを家に残したままたびたび外出する
■車の中に放置する
■家に閉じ込める
■…保護者以外による同居人による虐待を保護者が
放置する…など

⇨ 発育・発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状な 
どから死に至ることもあります

ネグレクト ( 育児放棄 )

■言葉によるおどかしや脅迫
■子どもを無視する、拒否的な態度をとる
■ほかのきょうだいと著しく差別する
■…「おまえなんかいないほうがいい」といった傷
つくような言葉を繰り返す

■……子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう
　など
⇨子どもの心に不安やおびえなどを引き起こします

心理的虐待
■性的ないたずらをする
■性的関係を強要する
■性器や性交を見せる
■ポルノの被写体にする　など
⇨ 異性への嫌悪感を植えつけるなど、子どもの心 

身に大きな傷を残します

性的虐待

　虐待かも ?と思ったら、熊谷児童相談所、すくすく子育て相談室、各総合支所
市民福祉健康課へ相談・通告してください。(連絡先 P34参照 )
　通告があった場合、各機関は慎重に調査をして対応します。調査の結果虐待でな
かったとしても通告者に責任はありません。通告者を知らせることもありません。
　むしろ、手遅れになる前に、ためらわずに通告することが大切です。
　通告は、「見張り」や「いいつけ」ではなく、子育てに悩んでいる親への支援の…
入口となります。

STOP! 児童虐待 orange ribbon campaign
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TOPIC
2

イライラをためず子育てを楽しむヒント

まわりの人に頼ろう
　子育ては親だけでできるものではありません。地域の人や祖父母などへの協力を
積極的に求めましょう。
　身近に頼れる人がいない場合には、出産後のホームヘルパー派遣制度 (P17) や
ファミリーサポート制度 (P29) などがあります。

子育て仲間を作ろう
　子どもと二人っきりでいると息が詰まることも。
　子育ての悩みなどを共有できる仲間がいると心強くなります。ただし、親同士の
付き合いが負担になる場合には、上手に距離を置いた付き合い方も必要です。
　先輩ママが友だちのように話を聴いたり、おしゃべりするホームスタート（P31）
があります。

家事を頑張り過ぎないで
　家の中が多少散らかっていたりしても割り切ることが必要です。特に産後しばら
くや子どもが小さいうちは、子どもの昼寝中に家事を済ませようなどとは思わず、
一緒にお昼寝して体を休めましょう。

ときには子どもと離れる時間をつくろう
　子どもと四六時中一緒にいるのは大変なものです。時には、子どもをまわりの人
や一時保育 (P41) などを利用して預けて、リフレッシュする時間を作りましょう。

子育て支援センターなどを利用しよう
　子育て支援センター (P23) では、子育てに関する相談や、子育て支援について
の情報が入手できます。
　また、子育てサロン (P25) では、同じような年齢のお子さん・保護者同士の交
流ができます。

STOP! 児童虐待 orange ribbon campaign
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TOPIC
2

子育ての不安や悩み、ひとりで抱え込まないで

　子育ては常に楽しいことばかりでなく、つらくて大変なこともあ
ります。
　子育てに悩んだときは、ひとりで抱え込まず、周囲の人や家庭児
童相談室、保健センターや子育て支援センターなどの子育て相談窓
口へ気軽に相談しましょう。
　あなたの不安や悩みを解決するため、一緒に考えていきます。

すくすく子育て相談室… ☎0480-62-1510
騎西総合支所市民福祉健康課… ☎0480-73-1111
北川辺総合支所市民福祉健康課… ☎0280-61-1204
大利根総合支所市民福祉健康課… ☎0480-72-1317
熊谷児童相談所… ☎048-521-4152
児童相談所全国共通ダイヤル… ☎189
　近くの児童相談所につながります。PHSや一部のIP電話はつながりません。

休日夜間児童虐待通報ダイヤル… ☎048-779-1154
　休日・夜間の緊急性のある児童虐待通報を受け付けます。

埼玉県虐待通報ダイヤル… ☎♯7171
　24時間、365日、児童・高齢者・障がい者虐待のすべてに対応します。
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赤ちゃんといっしょに絵本を♪
　赤ちゃんは、もちろん字を読めませんが、お父さん・お母さんの声が大好きで
す。早期教育をするための絵本という位置づけではなく、絵本を読んであげたり、
わらべうたを歌ってあげたり、親子でいっしょに楽しむコミュニケーションを深め
る道具のひとつとして、ぜひ絵本を活用してみてください。
　赤ちゃんは、絵本を順番に読まずにページをめくり戻すことや、お気に入りの絵
本を何度も何度も「読んで」と持って来ること、同じページを読むことをせがむこ
ともありますが、ぜひ、赤ちゃんが指差したページを読んであげたり、くり返し言
葉をかけてみたりしてください。きっと赤ちゃんも喜びます。
　図書館には多くの絵本がありますので、どうぞいっしょに手にとって、親子で
ゆったりと絵本を楽しんでください。

図書館等
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加須市立図書館　おはなし会のご案内
　加須市内にある4つの図書館では、定期的におはなし会を開催しています。赤
ちゃんと一緒に楽しめますのでぜひお越しください!

場所 名称 日時 内容 対象

加須図書館
　中央2-4-17
☎0480-61-8200

たんぽぽひろば 木曜日
11:00～

わらべうた、絵本の読
み聞かせ、紙芝居など 0歳～

おはなし文庫ラビット
のひよこタイム

第1～3土曜日
14:00～

わらべうた、絵本の読
み聞かせなど 0歳～

ひまわり文庫の
つくしタイム

第4・5土曜日
14:00～

わらべうた、絵本の読
み聞かせなど 0歳～

騎西図書館
　根古屋633-10
☎0480-73-3178

お話ながつき 第2土曜日
10:30～ 絵本の読み聞かせなど 0歳～3歳

おはなしよんでの会
たまて箱

第3土曜日
14:00～ 絵本の読み聞かせなど 0歳～3歳

北川辺図書館
　麦倉1473-1
☎0280-62-4400

おはなしさくらんぼ 第2・4木曜日
11:00～ 絵本の読み聞かせなど 0歳～

おはなしの森 土曜日
15:00～ 絵本の読み聞かせなど 0歳～

童謡のふる里
　おおとね図書館
　　琴寄597-1
☎0480-78-2211

ピーカーブーの
おはなし会

第1・3木曜日
10:30～

絵本の読み聞かせ、紙
芝居、手あそびなど 0歳～3歳

※上記の他、4歳以上のお子さんを対象としたおはなし会も各図書館で開催していますので、ホー
ムページ (https://www.library.kazo.saitama.jp/) でご確認ください。

36 加須市　子育てガイドブック

図
書
館
等



家庭文庫・地域文庫へ行ってみませんか
　家庭文庫・地域文庫とは、個人の自宅や地域の施設を一部開放し、子どもたちに
本の貸出をしたり、おはなし会(読み聞かせ、ストーリーテリング)を行っていると
ころです。図書館と同じように本を借りることができます。お近くの文庫へ足を運
んでみてはいかがですか。

名称 場所 日時・対象

花崎
モモ文庫

花崎4-2-6　池田宅
☎0480-65-7821
個人の自宅を一部開放している
家庭文庫です。

毎週月曜日
10:30～12:00(0歳～3歳)
15:00～18:00(4歳～小学生)
おはなし会
　●第4または第5月曜日　16:00～

みつまた
文庫

大門町12-2　石井宅
☎0480-61-3143
個人の自宅を一部開放している
家庭文庫です。
電話でお申し込みください。

毎月第2火曜日(8月は休み)
10:30～11:30(0歳～3歳)
16:00～17:00(4歳～5歳)
おはなし会
　●…3月・7月・12月(5歳～小学生)

日時については申込時にお尋ね
ください。

レオ文庫

花崎北2-16-1
ライオンズガーデン花崎E棟
管理室2階
☎0480-66-2021…管理室花崎
北2丁目のライオンズマンショ
ンの中にある地域文庫です。

毎週月曜日　15:00～17:00
おはなし会
　●第1・3月曜日　16:00～16:30

Book Shelf
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名称 所在地 電話番号 受入年齢

開所時間

定員保育標準時間(1日最大11時間)
保育短時間(1日最大8時間)

平日 土曜日

第一保育所 東栄
1-12-45

☎0480-
　61-4326 1歳6か月 7:30～18:30 8:00～13:00 90名8:30～16:30

こすもす
保育園 久下2-27 ☎0480-

　65-2208 3か月 7:30～18:30 8:00～13:00 110名8:30～16:30

第三保育所 阿良川454 令和2年4月以降休止

第四保育所 船越87-1 ☎0480-
　65-6152 1歳6か月 7:30～18:30 8:00～13:00 60名8:30～16:30

騎西保育所 上崎
1854-1

☎0480-
　73-5360 10か月 7:30～18:30 8:00～13:00 60名8:30～16:30

北川辺
保育所

麦倉
1082-1

☎0280-
　62-2357 3か月

7:30～19:30
8:00～13:00 140名7:30～18:30

8:30～16:30

わらべ
保育園

北下新井
669-1

☎0480-
　78-1600 3か月

7:30～19:30
8:00～13:00 270名7:30～18:30

8:30～16:30

認可保育所入所まで

公立保育所

　就学前の子どもを保育し、子育てと就労の両立を支援しています。
　保育所に入所できるのは、保護者の就労・病気等により保育することができない
児童で、さらに、家庭でほかに保育する人がいない児童です。
　保育料など詳しくは、お問い合わせください。

保育所

問い合わせ　保育幼稚園課
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名称 所在地 電話番号 受入年齢

開所時間

定員
保育標準時間(1日最大11時

間)
保育短時間(1日最大8時間)

平日 土曜日

愛泉幼児園 土手
2-15-57

☎0480-
　61-2627 産休明け

7:00～19:00 7:00～17:00 140名7:00～18:00
8:00〜16:00 8:00～16:00

戸川保育園 戸川152-1 ☎0480-
　68-5610 6か月

7:00～19:00 7:00～16:30 70名7:00～18:00
8:30〜16:30 8:30～16:30

加須保育園 本町15-3 ☎0480-
　61-0509 産休明け

7:00～20:00 7:00～18:00
160名7:00～18:00 8:00～13:008:00〜16:00

不動岡保育園 不動岡
1269

☎0480-
　61-1207 6～7か月

7:00～19:00 7:00～15:30 80名7:00～18:00
8:30〜16:30 7:30～15:30

不動岡第二
保育園

不動岡
895-1

☎0480-
　48-5028

6～7か月
から2歳

7:00～19:00 7:00～15:30 20名7:00～18:00
8:30〜16:30 7:30～15:30

志多見保育園 志多見
520-1

☎0480-
　61-5613 6か月

7:00～19:00
7:00～15:00 60名7:00～18:00

8:30〜16:30

花崎保育園 花崎351 ☎0480-
　66-4188 産休明け

6:00～21:00
8:30～16:00 180名7:00～18:00

8:00～16:00

私立保育園
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名称 所在地 電話番号 受入年齢

開所時間

定員
保育標準時間(1日最大11時

間)
保育短時間(1日最大8時間)

平日 土曜日

三俣第一
保育園

北小浜
572

☎0480-
　62-6820 産休明け

7:00～20:00 8:00～17:00
130名7:00～18:00 8:00～13:308:00〜16:00

三俣第二
夜間保育園

北小浜
572

☎0480-
　62-6820 産休明け

7:00～22:00 8:00～17:00
30名11:00～22:00 8:00～13:3011:00～19:00

三俣第三
保育園

北小浜
572

☎0480-
　62-6820 産休明け

7:00～19:00 8:00～17:00
120名7:00～18:00 8:00～13:308:00〜16:00

みなみ
保育園

下高柳
1997-1

☎0480-
　62-7115 産休明け

7:00～19:00 7:00～16:00 131名7:00～18:00
8:00〜16:00 8:00～16:00

にしき
保育園

川口
1301-2

☎0480-
　66-1656 産休明け

7:00～19:00 7:00～16:30
50名7:00～18:00 8:30～16:308:30〜16:30

吉川保育園 騎西
352-2

☎0480-
　73-5102 4か月

7:00～19:00
7:00～18:00 60名7:00～18:00

8:00〜16:00

リトル花
保育園

礼羽
10-1

☎0480-
　53-8278 産休明け

7:00～20:00 7:00～18:00 90名7:00～18:00
8:00～16:00 8:00～16:00

名称 所在地 電話番号 受入年齢

開所時間

定員
保育標準時間(1日最大11時

間)
保育短時間(1日最大8時間)

平日 土曜日

騎西桜が丘 下崎370 ☎0480-
　53-9671 6か月

7:00～19:00 7:00～16:00
130名7:00～18:00 8:00～16:008:00～16:00

大利根ふじ
こども園 旗井547-1 ☎0480-

　72-3805 産休明け
7:00～19:00 7:00～15:00

80名7:00～18:00 8:00～15:008:30～16:30

認定こども園
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　保護者の疾病等により、一時的または緊急に保育が困難となったときに保育を行
います。
　事前に登録が必要です。
　実施施設■  愛泉幼児園、加須保育園、不動岡保育園、花崎保育園、三俣第一保育園、

吉川保育園、市立北川辺保育所、市立わらべ保育園

通常保育以外の保育サービスを実施する施設。

　障害の程度が軽度から中度であって、集団保育が可能な児童の保育を行います。
　実施施設■ それぞれの園にご確認ください。

　病気の回復期の児童の保育を行います。
　事前に登録が必要です。
　実施施設■ 愛泉乳児園(☎0480-62-3321）、三俣第一保育園(☎0480-62-6820）

保育サービス

一時保育

障害児保育

病後児保育

問い合わせ　施設に直接確認してください

問い合わせ　施設に直接確認してください

問い合わせ　施設に直接確認してください
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　保護者の方がさまざまな理由で一時的に子どもの養育が困難になったときに、市
の契約した…施設でお預かりします。

■ショートステイ…お子さんを宿泊させてお預かりします。利用は7日以内です。
<対象者>市内在住で保護者の方が次のいずれかに該当する場合
　①疾病　②育児疲れ、育児不安その他の家庭養育上の理由
　③出産、看護、事故、災害、失そうその他の家庭養育上の理由
　④冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の理由
<利用料金>世帯の所得に応じて1日あたり0円～5,350円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■トワイライトステイ…平日の夜間にお預かりします。
<利用料金>世帯の所得に応じて1回あたり0円～750円
　　　　　　※別途諸経費として1回あたり500円がかかります。

■ホリデーステイ…土日・祝日・年末年始、学校等が休みの平日にお預かりします。
<利用料金>世帯の所得に応じて1日あたり0円～2,750円
<対象者>市内在住の3歳～小学生のお子さんで、保護者の方が次のいずれかに
該当する場合
　①就労または就学　②病気、出産等による入院、通院
　③親族の介護または看護　④冠婚葬祭

　認可外保育施設とは、「認可保育所」以外の子どもを預かる施設（保育者の自宅
で行うもの、少人数のものを含む）の総称です。ご利用に関しては直接お問い合わ
せください。

名称 所在地 電話番号 受入年齢 保育時間（延長含む）
平日 土曜日

ウィステリア
保育所

花崎北1丁
目14番地２

☎0480-
　31-7844 1～6歳 7:30～18:00 希望があれば

開所
加須・学園の森
保育園

北小浜
146-1

☎0480-
　31-7355 0～2歳 7:00～19:30 7:00～18:00

ぶなの木保育園 間口
1120-1

☎0480-
　78-0720 0～2歳 7:30～18:30 ー

認可外保育施設

子育て短期預かり事業

問い合わせ　各施設に直接確認してください

問い合わせ　すくすく子育て相談室
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　3年保育を行っています。
　就園前のお子さんを持つ保護者を対象に「未就園児親子の集い」を行うほか、子
育て支援センター（P23）を開設しています。日程等については、各幼稚園にお問
い合わせください。

　就学前の幼児教育を行う教育施設です。市内には、公立13園、認定こども園を含め
私立３園の幼稚園があります。

名称 所在地 電話番号 通園区

加須幼稚園 東栄1-4-3 ☎0480-61-2602 加須小学校、
加須南小学校区域

不動岡幼稚園 不動岡798 ☎0480-62-6994 不動岡小学校区域
三俣幼稚園 北小浜867-1 ☎0480-62-2553 三俣小学校区域
礼羽幼稚園 馬内622 ☎0480-61-0259 礼羽小学校区域
大桑幼稚園 南大桑3388-1 ☎0480-65-0097 大桑小学校区域
水深幼稚園 大室165 ☎0480-65-2204 水深小学校区域
樋遣川幼稚園 下樋遣川427 ☎0480-68-5415 樋遣川小学校区域
志多見幼稚園 志多見639 ☎0480-62-2908 志多見小学校区域
大越幼稚園 大越2163 ☎0480-68-6107 大越小学校区域
花崎北幼稚園 花崎北3-18-1 ☎0480-66-2566 花崎北小学校区域

騎西中央幼稚園 騎西52-3 ☎0480-73-3225 騎西地区、田ケ谷地区、
高柳地区

騎西南幼稚園 中種足1216-1 ☎0480-73-3226 種足地区、鴻茎地区
北川辺幼稚園 向古河2025-1 ☎0280-62-2347 北川辺地区全域
　※大利根地域の方は上記幼稚園のうち、希望する幼稚園に通園することができます。

幼 稚 園

公立幼稚園
問い合わせ　幼稚園に直接確認してください
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名称 所在地 電話番号 ホームページ

騎西桜が丘 下崎370 ☎0480-53-9671 http://kisai.sakura.ne.jp/

大利根ふじ
こども園 旗井547-1 ☎0480-72-3805 http://academic4.plala.or.jp/o-fuji-k/

　※3年保育で、教育方針などは、直接園にお問い合わせください。
　　送迎バスを運行しています。

名称 所在地 電話番号 ホームページ

花咲幼稚園 大室255-1 ☎0480-66-3864 http://www.hanasaki.ed.jp/

　※3年保育で、教育方針などは、直接園にお問い合わせください。

私立幼稚園

認定こども園

問い合わせ　幼稚園に直接確認してください

問い合わせ　幼稚園に直接確認してください

（１）保育料

（２）保護者負担

幼児教育・保育の無償化

・共働き家庭

・シングルで　　
働いている家庭

保育の必要性の認定
事由に該当する子供

※住民税非課税世帯については、０歳から２歳までについても上記と同様の考え方
により無償化の対象となる（認可外保育施設の場合、月額４．２万円まで無償）。

送迎バス利用費
遠足等の行事費　及び　教材費等
給食費 主食費
 副食費 （これまで保育料に含ま
 れていたが、保護者の負担となる）

副食費は国の制度で低所得者世帯と多子
世帯（第３子以降）は免除される。ただし、多
子の数え方が幼稚園と保育所で異なり、幼
稚園は小学校３年生までの兄姉から数え、
保育所は小学校就学前の兄姉から数える。
加須市では、保育所の多子の範囲を拡大
し、幼稚園と同じく小学校３年生から数え
て第３子以降の副食費を月額4,500円を上
限に補助。

・専業主婦（夫）家庭

上記以外

幼稚園、認定こども園、
就学前障害児の発達支援

無償
（幼稚園は月額２．５７万円まで）

幼稚園、
認定こども園

ともに無償
（幼稚園は月額２．５７万円まで）

など

など

保育所、認定こども園、
就学前障害児の発達支援

無償
（幼稚園は月額２．５７万円まで）利 用

利 用

複数利用

利 用

複数利用

利 用
（複数利用）

ともに無償
（幼稚園は月額２．５７万円まで）

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え、
月額1.13万円まで無償

認可外保育施設、
一時預かり事業など

保育所、
認定こども園

就学前障害児
の発達支援

月額3.7万円まで無償

就学前障害児
の発達支援
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て第３子以降の副食費を月額4,500円を上
限に補助。
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上記以外

幼稚園、認定こども園、
就学前障害児の発達支援
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（幼稚園は月額２．５７万円まで）
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利 用

複数利用

利 用
（複数利用）

ともに無償
（幼稚園は月額２．５７万円まで）

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え、
月額1.13万円まで無償

認可外保育施設、
一時預かり事業など

保育所、
認定こども園

就学前障害児
の発達支援

月額3.7万円まで無償

就学前障害児
の発達支援
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　市内には、市立小学校が22校あります。
　入学するお子さんの就学時健康診断を、10月頃に入学予定の小学校で実施します。
その後、1月に保護者の方に入学通知書を送付します。通知が届いていない方、市立以
外の小学校へ入学される方は、お問い合わせください。

名称 所在地 電話番号等 通学区

加須小学校 本町4-25 ☎0480-61-1001 中央1,2丁目、本町、元町、
東栄1,2丁目、久下1～5丁目

不動岡
小学校 不動岡798 ☎0480-61-2611 不動岡1～3丁目、不動岡、

下谷、岡古井

三俣小学校 北小浜850 ☎0480-61-2612
大門町、諏訪1,2丁目、向川岸町、
睦町1,2丁目、浜町、三俣1,2丁目、
上三俣、下三俣、北小浜、多門寺、
北篠崎

礼羽小学校 礼羽560 ☎0480-61-2613 土手1,2丁目、愛宕1,2丁目、礼羽、
馬内

大桑小学校 南大桑
3388-1 ☎0480-65-2207

川口、南大桑、南篠崎1,2丁目、
南篠崎、川口1～5丁目、鳩山町、
大桑1,2丁目

水深小学校 大室165 ☎0480-65-2205
水深、北辻、今鉾、割目、
油井ケ島、常泉、南小浜、
下高柳1丁目、下高柳(加須南小通学
区以外)、船越、大室

樋遣川
小学校

下樋遣川
427 ☎0480-68-5770 下樋遣川、上樋遣川、中樋遣川、

戸川、町屋新田、古川1,2丁目
志多見
小学校 志多見633 ☎0480-61-2339 志多見、平永、阿良川、串作

大越小学校 大越2115 ☎0480-68-6606 大越、外野

市立小学校
問い合わせ　学校教育課

小 学 校
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名称 所在地 電話番号等 通学区
花崎北
小学校

花崎北
3-1 ☎0480-66-2567 花崎1～5丁目、花崎北1～4丁目、

花崎

加須南
小学校

下高柳
1991 ☎0480-63-2255

南町、富士見町、久下6丁目、久下、
下高柳(1877～1881、1884～1891、
1932、1935、1941、1954～1958、
1979～1981、1991、1997、1998、
2011、2012、2028…番地)

騎西小学校 騎西
52-3 ☎0480-73-0004

騎西、下崎、外川、根古屋、正能
(372、493、519、521、615～
618、621、622、624、627～632、
652、657、658、661、663、664、
668～670、674～677、680、
683、685～688、690、15番地)

田ケ谷
小学校

内田ケ谷
447-3 ☎0480-73-0299 内田ケ谷、道地、上崎、外田ケ谷

種足小学校 中種足
123 ☎0480-73-0199 下種足、中種足、上種足、中ノ目、

戸室、西ノ谷

鴻茎小学校 鴻茎
1596-2 ☎0480-73-0063 鴻茎、芋茎、牛重

高柳小学校 上高柳
889 ☎0480-73-1549 上高柳、日出安、戸崎、正能(騎西小

通学区以外)

北川辺西
小学校

麦倉
1189 ☎0280-62-2021

飯積、麦倉、柳生、小野袋のうち柳生
境、八幡前、谷田川通及び仕出、小野
袋堤外(941番13から941番17を結ぶ
区域の西側)、小野袋明神西(962番15
から999番1を通り1031番を結ぶ区
域の西側)

北川辺東
小学校

向古河
54 ☎0280-62-2202

小野袋堤外(941番4から東側)、小野袋
明神西(963番1から997番を結ぶ区域
の東側)、小野袋のうち新田、柏戸境、
中通、中悪戸及び中坪、柏戸、向古
河、伊賀袋、駒場、本郷、栄、陽光台

大利根東
小学校 旗井807 ☎0480-72-3116 旗井1～3丁目、旗井、中渡、

外記新田、新川通
原道小学校 細間699 ☎0480-72-3117 道目、細間、砂原、弥兵衛、佐波

豊野小学校 生出
313-1 ☎0480-72-3114 阿佐間、間口、新井新田、北大桑、

杓子木、生出、松永新田

元和小学校 北下新井
521-1 ☎0480-72-3115 北平野、北下新井1丁目、

北下新井、琴寄
※…通学区の詳細については市ホームページでご確認いただくか、学校教育課にお問
い合わせください。
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　保護者が就労などで留守になる家庭の小学生が、放課後を過ごすための施設です。
申請の方法等詳細につきましてはお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 対象学年 定員
加須小学校放課後児童
健全育成室

本町4-25
(加須小学校内) ☎0480-61-3380

小学1年から
小学6年

65人

花崎北小学校放課後児童
健全育成室

花崎北3-1
(花崎北小学校内) ☎0480-66-2835 95人

加須南小学校放課後児童
健全育成室

下高柳1991
(加須南小学校内) ☎0480-62-5538 60人

不動岡小学校放課後児童
健全育成室

不動岡798
(不動岡幼稚園、不動岡小学校内) ☎0480-62-6998 50人

三俣小学校放課後児童
健全育成室

北小浜867-1
(三俣幼稚園内) ☎0480-61-0282 75人

礼羽小学校放課後児童
健全育成室

馬内622
(礼羽幼稚園内) ☎0480-61-2015 50人

大桑小学校放課後児童
健全育成室

南大桑3388-1
(大桑小学校内) ☎0480-66-0519 115人

水深小学校放課後児童
健全育成室

大室165
(水深小学校内) ☎0480-66-1123

150人大室174-1
(子どもふれあいの家) ☎0480-66-0016

大室165
(水深小学校内) ☎0480-66-0315

志多見小学校放課後児童
健全育成室

志多見633
(志多見小学校内) ☎0480-61-5199 25人

樋遣川小学校放課後児童
健全育成室

下樋遣川427
(樋遣川小学校内) ☎0480-68-6385 30人

大越小学校放課後児童
健全育成室

大越2163
(大越幼稚園内) ☎0480-68-3151 25人

大利根東放課後児童
健全育成たなばた室

旗井807
(大利根東小学校内) ☎0480-72-7621 60人

原道放課後児童
健全育成のぎく室

細間699
(原道小学校内) ☎0480-72-6844 30人

元和放課後児童
健全育成かえで室

北下新井521-1
(元和小学校内) ☎0480-72-7623 30人

豊野放課後児童
健全育成もみじ室

生出313-1
(豊野小学校内) ☎0480-72-7622 30人

※指導員の配置ができない場合は、開室できない部屋もございますのでご了承下さい。

公立放課後児童健全育成事業
問い合わせ　子育て支援課

放課後児童健全育成事業
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★開設時間
　平日■放課後～19:00
　学校休業日■8:00～19:00
★休室日
　日曜日、祝日及び年末年始(12/29～1/3)等

■学童保育料
　学童保育料は、児童と生計を一つにする父・母などの市民税所得割(国や地方公共団
体等に寄付を行った際の寄付金控除分等は反映されません)を合計した額により算定さ
れます。

階層区分 学童保育料 ( 月額 )
1 生活保護世帯　市民税非課税 0円
2 市民税　均等割のみ 2,000 円
3 市

民
税
所
得
割
額

40,000 円未満 3,000 円
4 70,000 円未満 4,500 円
5 140,000 円未満 5,500 円
6 240,000 円未満 7,000 円
7 240,000 円以上 8,000 円

　同一世帯において複数の児童が利用する場合は、2人目の児童に係る学童保育料の額
は、上記に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とし、3人目以降の児童に係る学童保育料
の額は無料となります。

※保護者の就労がなく、学生等の場合は、生計を一つにされている親族の一番収入額の
高い方を家計の主催者(生計中心者)として算定します。

■延長保育
　長期休業日及び土曜日の保育について、勤務・通勤時間により延長保育(7:30～8:00)
が必要な方については、申請により利用することができます(受益者負担(有料))。
　利用するには、申請して承認を受ける必要があります。

■おやつ代
　上記の学童保育料のほかに別途おやつ代が月額2,000円かかります。

5・6・9・10・11・2月(長期休業を含まない通常月) 200円
4・7・12・1・3月(一部長期休業を含む月) 500円

8月(長期休業月) 1,000円
※学童保育料階層区分 1の方は、延長保育料はかかりません (0円 )。

延長保育利用承認を受け
た場合は、通常の保育時
間の他、朝7:30～8:00
も利用できます。
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名称 所在地 電話番号 対象学年 定員

愛泉学童クラブ 土手2-15-57
(愛泉幼児園内) ☎0480-61-8220

小学1年から
小学6年

85人

かぞ児童クラブ 本町15-3
(加須保育園内) ☎0480-61-0509 35人

みつまた児童クラブ 北小浜572
(みつまた児童館内)

☎0480-62-6820
80人

みつまた第三児童クラブ 睦町2-76-1
(三俣第三保育園内) 25人

にしき学童 川口1299-4
(にしき保育園近く) ☎0480-65-3303 40人

みなみ児童クラブ 下高柳1997-1
(みなみ保育園内) ☎0480-62-7115 26人

騎西風の子学童クラブ 騎西52-21
(騎西小学校内) ☎0480-73-7780 45人

種足つばさ学童クラブ 中種足123-4
(種足小学校内) ☎0480-73-8222 40人

田ケ谷くすの木学童クラブ 内田ケ谷662-3
(旧田ケ谷幼稚園内) ☎0480-73-0911 40人

高柳けやき学童クラブ 上高柳889
(旧高柳幼稚園内) ☎0480-73-5720 40人

鴻茎おおぞら学童クラブ 鴻茎1586
(旧鴻茎幼稚園内) ☎0480-73-7510 45人

学童保育室ふたばクラブ
下崎370
(認定こども園騎西
桜が丘内)

☎0480-53-9671 60人

北川辺学童保育の会
げんきクラブ

麦倉1189
(北川辺西小学校内) ☎0280-62-5030 70人

東小学童クラブの会
きらきらキッズ

向古河74-2
(北川辺東小学校隣) ☎0280-62-5501 65人

リトル花学童クラブ 礼羽11-1
(リトル花保育園隣) ☎0480-38-9474 50人

　申込方法や保育サービスの詳細については、それぞれの児童クラブにより異なりま…
すので、各児童クラブにお問い合わせください。入室ご希望の方は、直接施設にお申…
し込みください。

民間放課後児童クラブ
問い合わせ　直接各児童クラブに確認してください
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　市内には、市立中学校が8校あります。1月末までに小学校6年生の保護者の方に…
就学通知書を送付します。通知が届いていない方、市立以外の学校へ入学される方
は、お問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 通学区
昭和中学校 北小浜70 ☎0480-61-0300 加須、加須南、三俣小学校区
加須西中学校 馬内1 ☎0480-61-2625 不動岡、礼羽、志多見小学校区

加須東中学校 花崎1-22-1 ☎0480-65-2206 水深小学校区、花崎北小学校
区の一部

加須平成中学校 南大桑1860 ☎0480-67-1221 大桑小学校区、花崎北小学校
区の一部

加須北中学校 上樋遣川4128 ☎0480-68-5651 樋遣川、大越小学校区
騎西中学校 騎西1001 ☎0480-73-0039 騎西地域
北川辺中学校 麦倉3705 ☎0280-62-2402 北川辺地域
大利根中学校 北下新井1705-1 ☎0480-72-3118 大利根地域
※通学区の詳細については市ホームページでご確認いただくか、学校教育課にお問い合
わせください。

　経済的理由により就学困難な児童、生徒に対して教育費の負担を軽くするため、
学用品や給食費等の支援を行っています。
　対象要件及び申請手続きについては、お問い合わせください。

市立中学校

就学援助制度 ( 小学校・中学校共通 )

中学校

問い合わせ　学校教育課

問い合わせ　学校教育課
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　児童扶養手当受給者世帯の方が、JRで通勤している場合に、定期乗車券が3割引
となります。ただし、他の割引(学割など)との併用はできません。
　割引を受けるには、事前に市から証明を受ける必要があります。

JR 定期乗車券割引
問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

　父母の一方または両方が死亡した中学校修了前までの児童の保護者は、児童1人
につき月額3,000円が受けられます。

遺児手当
問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

　ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童とその母(父)や養育者は、かかった医
療費(保険診療分)の自己負担分の一部の助成が受けられます。
　所得(扶養義務者を含む)により、支給停止の場合があります。

ひとり親家庭等医療費
問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

　18歳年度末までの児童を養育しているひとり親家庭等の方は、申請により児童
扶養手当が受けられます。手当は、請求した日の属する月の翌月から支給されます。
　所得(扶養義務者を含む)により、一部支給停止、全額支給停止の場合があります。

児童扶養手当
問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

　父母の一方または両方が交通事故で死亡した小・中学生(以下「支援対象者」と
いう)の保護者は、図書カードが受けられます。
■小学生　年額10,000円(1人)
■中学生　年額20,000円(1人)
　ただし、支援対象者が次に該当するときは、当該支援金は支給されません。
・支援対象者が死亡したとき。
・支援対象者に両親がそろったとき。
・支援対象者が市外に転出したとき。

交通遺児支援金
問い合わせ　子育て支援課

ひとり親家庭等の支援
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■援護金
　給付対象遺児...埼玉県内に在住する乳幼児及び小・中・高等学校並びに各種学校
等に在学する交通遺児等(18歳に達した年度の3月31日まで対象)。
■援護一時金
　給付対象遺児…給付申し込み期限の前年度4月1日以降、交通遺児等となった県
内在住の18歳以下の方。
※詳細については、下記までお問い合わせください。
問い合わせ：埼玉県県民生活部防犯・交通安全課　☎048-830-2958

　ひとり親家庭のお母さん、お父さんの雇用の安定と就業の促進を図るため、給付
を行う制度です。支給には条件がありますので、事前に相談をお願いします。

①就労やキャリアアップのため指定された講座を受講した場合に受講料の一部が給
付されます。

■対象講座　雇用保険制度の給付対象の教育訓練講座
　　　　　　※『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム』をご覧ください。
■給付金額
・一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合
　→　算出額が12,001円以上で上限20万円まで
・専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合
　→　上限：修業年数×20万円、80万円を超える場合は80万円
　…※雇用保険法に基づく教育訓練給付の受給資格のある方は、修了した講座の受講
料の約40%(受講料の60%から雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給額を引
いた金額)の支給となります。

②…対象となる資格を取得するための1年以上の修業中に訓練促進給付金(上限4年)
や修了支援給付金(訓練修了後)が受けられます。

■対象資格　 看護師(准看護師含む)、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、製菓衛生士、調理師等の資格

市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練促進給付金 月額 100,000円 月額 70,500円
就業期間の最後の12か月 月額 140,000円 月額 110,500円
高等職業訓練修了支援給付金 50,000円 25,000円

埼玉県交通遺児援護金及び援護一時金

母子・父子家庭自立支援事業

問い合わせ　埼玉県防犯・交通安全課☎ 048-830-2958

問い合わせ　すくすく子育て相談室　各総合支所市民福祉健康課
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あすなろ園

　心身に障害のあるお子さんとその保護者が家庭療養を行いながら、日常生活力を
養うための母子通園施設です。利用登録が必要です。

問い合わせ　保育幼稚園課　あすなろ園☎0480-62-6975

身体障害者手帳

　視聴覚・肢体・腎臓機能・呼吸器機能等に永続する障害がある方で、埼玉県総合
リハビリテーションセンターにおいて身体障がいと判定された方に交付されます。
　その認定された障害等級等により、補装具費の支給・貸与、旅客運賃やバス料金
の割引、税の控除・減免、重度心身障害者医療費助成等を受けることができます。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

療育手帳

　児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターにおいて、知的障害と…
判定された方に交付されます。
　その認定された障害等級等により、旅客運賃やバス料金の割引、税の控除・減
免、重度心身障害者医療費助成等を受けることができます。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

精神障害者保健福祉手帳

　埼玉県立精神保健福祉センターにおいて、精神障害と認定された方に交付されま
す。その認定された等級により、税の控除、重度心身障害者医療費助成等を受ける
ことができます。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

利根地域療育センター

　発達障害の特性が気になるお子さん（就学前～小学校3年生）に作業療法士等の
専門職が個別療育を提供します。個別療育プログラムの利用等、1回1,000円です。

問い合わせ　NPO法人あかり☎0480-38-9323 宮代町国納807-1

障害児福祉手当

　在宅の重度障がい児の方で身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部、療育手帳
Ⓐ、または同程度の精神障害等のある方に、月額14,880円が支給されます。
　ただし、所得（扶養義務者を含む）により支給が停止される場合があります。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

障がいのある子どもへの支援
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■障害児通所施設【児童発達支援】
名称 所在地 電話番号 対象者

みつまた子ども発達支援センター 北小浜552 ☎0480-62-6820 未就学児
多機能型重症児デイサービス いちご 騎西1018-4 ☎0480-73-0015 未就学児
■障害児通所施設【放課後デイサービス】

名称 所在地 電話番号 対象者
みつまた子ども発達支援センター 北小浜552 ☎0480-62-6820 小学生
みつば園 北小浜825-3

☎048-594-7842
 （あかり羽生）

小学生
放課後等デイサービス つぼみ園

中ノ目498
小学生

放課後等デイサービス わかくさ園 中学生
放課後等デイサービス たいじゅ園 高校生

特別児童扶養手当

　身体障害者手帳1級～3級及び4級の一部、療育手帳Ⓐ、A、Bまたはそれらと同…
程度の精神障害等のある児童を家庭で育てている保護者に支給されます。
　所得(扶養義務者を含む)により、支給停止になる場合があります。

問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

在宅重度心身障害者手当

　重度の障害があり、障害児福祉手当を受給していない方(超重症心身障害児の方
を除く)で、身体障害者手帳1級及び2級、療育手帳Ⓐ、A、精神障害者保健福祉手
帳1級の方で、市民税が非課税の方に、月額…7,000円が支給されます。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

重度心身障害者医療費

　身体障害者手帳1級～3級、療育手帳Ⓐ、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級の
方の医療費(保険診療分)の一部負担金を助成します。(ただし、精神障害者保健福
祉手帳1級の方は、精神病床の入院費用は対象外)

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

障害福祉サービス・障害児通所支援

　身体、知的、または精神に障害を持つ児童に対し、児童発達支援や放課後等デイ
サービス、短期入所(ショートステイ)等のサービスを提供します。
　原則1割の自己負担があります。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課
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名称 所在地 電話番号 対象者
放課後デイサービス ちゃんす 麦倉2116-2 ☎0280-33-6162 小・中・高
多機能型重症児デイサービス いちご 騎西1018-4 ☎0480-73-0015 小・中・高
■保育所等訪問支援

名称 所在地 電話番号 対象者
みつまた子ども発達支援センター 北小浜552 ☎0480-62-6820 児童

放課後等デイサービス つぼみ園 中ノ目498 ☎048-594-7842
 （あかり羽生） 児童

日常生活用具の給付・貸与

　在宅の重度の障がい児に対し、日常生活を容易にするため、障がい児用の日常生
活用具の給付または貸与を行います。原則として購入等費用の1割の自己負担とな
り、世帯の所得に応じて1か月当たりの負担に上限額が設定されています。なお、
市民税非課税世帯の自己負担はありません。必ず購入の前に申請してください。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

補装具費の支給・貸与

　身体障害者手帳を所有している障がい児の失われた部分や障害のある部分を補っ
て、日常生活を容易にするための補装具を購入(修理)、または貸与を受ける際に補
助が受けられます。なお、入院中や施設入所中の方は対象外となる場合がありま
す。また、世帯の所得によっては利用できないこともあります。必ず購入の前に申
請してください。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

自立支援医療 ( 育成医療 )

　現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一
定の障害を残すと認められるお子さんで、手術などの治療によりその症状が軽くな
り、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医
療費の一部を市が負担する制度です。ただし、指定自立支援(育成)医療機関での治
療に限られます。なお、世帯の所得によっては利用できないこともあります。

問い合わせ　障がい者福祉課　各総合支所市民福祉健康課

56 加須市　子育てガイドブック

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援



メール配信サービス「かぞホッとメール」

ホームページ案内

　携帯電話やスマートフォン、パソコンのメール機能を利用して、子育てに関する
さまざまな情報やイベントなどの情報をあらかじめ登録していただいた皆さんに、
メール配信するサービスです。
　下記の仮登録用アドレスへ空メールを送信してください。登録の案内メールが届
いたら、到着後24時間以内に、メール本文中にある登録URLに接続して本登録を
行ってください。情報ごとに登録が必要です。

安全安心情報 kazo.anzen2@mpme.jp

子育て情報 kazo.kosodate2@mpme.jp

イベント情報 kazo.event2@mpme.jp

就業支援情報 kazo.syugyo@mpme.jp

　登録・解除に関する詳細は、ホームページ(かぞホッとメール)をご覧いただく
か、お問い合わせください。

　ホームページから、各種手当の案内や保育園、子
育て支援、子育て支援センター、子育てサロン、イ
ベントの情報が見られますのでお役立てください。
　トップページの「子育て・学校」、「子育て」から
さまざまな情報が見られます。
https://www.city.kazo.lg.jp

問い合わせ　子育て支援課

問い合わせ　すくすく子育て相談室

その他の子育て支援情報
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暮らし応援アプリ「かぞっぷ」

　加須市のイベント情報や利用者が関心のある情報のほか、ごみ出しカレンダーやお
子さんの予防接種・健診のお知らせなど暮らしに役立つ情報を提供するアプリです。
「App…Store」または「Google…Play」でダウンロードできます。

App Store Google Play

パパ・ママ応援ショップ

　カードの配布は、子育て支援課と各総合支所
市民福祉健康課で行っています。お受け取りの
際、確認のためお子さんの健康保険証や母子手
帳などをお持ちください。
　埼玉県のパパ・ママ応援ショップ優待カード
は、全国の子育て支援パスポート事業協賛店舗
でも利用できます(一部例外を除く)。さらに優
待カードがスマートフォンアプリでも利用できるようになりました。（アプリでは
有効期限が自動で更新。切り替え手続き不要。）
　お出かけの際など、下のロゴマークのステッカーが掲示されている協賛店舗でご
利用ください。

問い合わせ　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

問い合わせ　シティプロモーション課
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3 キュー子育てチケット

　埼玉県では、3人以上の子どものいる多子世帯向けに、様々なサービスに利用で
きる「3キュー子育てチケット」の配布を行っています。
対 象　第3子以降の子どもが生まれた世帯
金 額　最大で5万円分
申 請 方 法　申請書に必要事項をご記入の上、埼玉県福祉部少子政策課へ送付。詳

しくはホームページをご覧ください。
利 用 方 法　サービスを利用した際に、チケットでの支払いまたは、現金で支払い、
… 埼玉県の委託業者へ換金申請をしてください。
… ※登録事業者ではチケットによる支払いができます。
… ※現金で支払った場合は、換金の際に領収書が必要です。
申請書配布窓口　子育て支援課　各総合支所市民福祉健康課

加須市ふるさとハローワーク

　「加須市ふるさとハローワーク」は、身近な市民の皆様の就職活動を支援すると
ころです。相談員による職業相談・職業紹介が受けられるほか、タッチパネル式求
人検索機もご利用いただけます。また、待合フロアには各種就業支援セミナー・職
業訓練等の情報も取り揃えています。
　利 用 日　月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く)
　利用時間　10:00～17:00
※雇用保険、職業訓練関係のお手続きはハローワーク行田(☎048-556-3151)へ
お願いします。

問い合わせ　3 キュー子育てチケット事務局☎ 0120-39-3192

問い合わせ　加須市ふるさとハローワーク ( 本庁舎 2 階 ) ☎ 0480-62-8282
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TOPIC
3

孫育て
　夫婦の共働き世帯の増加、結婚年齢・出産年齢の高齢化など、子育て世代を取
り巻く状況が大きく変化している中、子育て世帯の夫婦は不安を抱えながら子育
てをしています。この不安解消のカギは、祖父母世代の「孫育て」。家族ぐるみ、
地域ぐるみで子育てをサポートしませんか。

祖父母のメリット
・刺激を受け、元気をもらえる
・新たな生きがいを持つことができ、セカ
ンドライフを充実させることができる

・孫育てを通し地域との交流が増える

孫育てそれぞれのメリット

親のメリット
・子育ての負担やストレスが軽減される
・余裕をもって子どもと向き合うことがで
きる

・仕事と子育ての両立がしやすくなる

孫(子ども)のメリット
・より多くの愛情を受け、情緒が安定する
・他者への思いやりや理解など、社会性が
育まれる

・さまざまな価値観を知ったり、経験する
ことができる

祖父母の力を子育てに
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TOPIC
3

子育て今昔

昔 今
抱きぐせがつくと、赤ちゃん
はすぐ抱っこを求めてよく泣
くようになる。

抱っこは自己肯定感や心の成
長に必要。抱きぐせは気にし
なくてよい。

3時間おきにするのがよい。 母乳の場合は、赤ちゃんが欲
しがったら授乳する。

母子手帳に「1歳までにママ
がリードして断乳を完了させ
る」と記載されていた。

赤ちゃんが自然と離れていく
まで授乳してよい。授乳の終
わりも「卒乳」とソフトな言
葉になった。

離乳食の準備として、果汁や
スープを与える。大人が嚙み
砕いたものや、箸・スプーン
を共有する。

果汁の過剰摂取による乳汁の
摂取量の減少から、低栄養や
発達障害との関連が報告され
ており、果汁はすすめられて
いない。むし歯菌は大人の口
からうつるため、箸やスプー
ンの共有はしない。

頭の形がよくなる。
寝つきがよくなる。

乳児突然死症候群(SIDS)から
赤ちゃんを守るため、必要な
場合を除いて仰向けに寝かせ
る。

日光浴をさせないとくる病(ビ
タミンD不足による骨の病気)
になる。

赤ちゃんの頃から紫外線対策
が必要。外気や温度差に慣ら
す「外気浴」が勧められるよ
うになった。その際、紫外線
の強い時間帯は避ける。

赤ちゃんの歩行訓練になる。 おもちゃであり、歩行開始を
早める道具ではない。

　時代によって、子育ての常識も変わっています。祖父母世代と子育て世代の
ギャップに戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。子育ての常識の違い
が分かれば、孫育てがスムーズにできますね。

抱っこ

授乳

卒乳

離乳食

うつぶせ寝

日光浴

歩行器
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内科・整形外科・皮膚科等
【加須地域】

名称 所在地 電話番号 診療科目
いけざわ医院 南篠崎141-5 ☎0480-65-8165 内・小・消・循
梅澤医院 向川岸町4-6 ☎0480-61-0037 内・消
おおき内科泌尿器科
クリニック 南小浜633-1 ☎0480-48-5775 内・泌

加須市医療診断センター 富士見町5-38 ☎0480-63-1181 放
加須ふれあいクリニック 下三俣1790-1 ☎0480-61-8561 内・外・小・泌

かぞ南内科クリニック 南町5-18 ☎0480-61-0205 内・消肝内・糖内分内・…
アレ

神沼整形外科医院 睦町2-2-21 ☎0480-62-5001 整・リハ
365クリニック 花崎北1-16-5 ☎0480-66-2111 内・小
篠﨑医院 大越1460 ☎0480-68-6308 内・循・整
篠原医院 中央1-11-12 ☎0480-61-0054 内・小・循・呼・消
スピカレディース
クリニック 南篠崎2252 ☎0480-65-7750 産婦

武正医院 中樋遣川1745-
1 ☎0480-69-1057 内・胃・小・外

はなさき皮膚科
クリニック 花崎1-28-3 ☎0480-65-8070 皮

福島医院 常泉13-1 ☎0480-65-2212 内・消・循・糖・呼・小

市内の医療機関等
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名称 所在地 電話番号 診療科目
富士見町さくら内科
クリニック 富士見町14-23 ☎0480-63-0111 内・循内・呼内・糖内・

消内
本町福島クリニック 本町6-33 ☎0480-61-0146 内・外・消・皮
松川クリニック
内科・皮膚科 南大桑1494-1 ☎0480-66-1775 内・皮

松村医院 志多見436-1 ☎0480-61-5305 内・肝内
松本医院 本町11-5 ☎0480-61-0027 内・循
矢嶋医院 不動岡3-50-16 ☎0480-61-2170 内・消

西山救急クリニック 北小浜408 ☎0480-63-3111 救・内・外・小・循内・
脳神外・整・リハ

【騎西地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

騎西ふれあいクリニック 騎西1352-3 ☎0480-73-6211 内
山崎医院 根古屋642-10 ☎0480-73-6463 内・整・リハ

【北川辺地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

加須市国民健康保険
北川辺診療所 柳生66-1 ☎0280-62-2300 内・小

宏和会クリニック 陽光台2-883-
78 ☎0280-23-1177 内・神内

坂入医院 柳生2094-1 ☎0280-62-5005 内・小
さくらホームクリニック 柏戸765-7 ☎0280-23-5990 内・整・精（休診中）
むぎくら診療所 麦倉188 ☎0280-62-5585 内・外・消
柳生診療所 柳生2824-1 ☎0280-62-3851 内・整・脳外・リハ

【大利根地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

久保クリニック 琴寄304-2 ☎0480-78-0660 内・小・循・外・消
小林医院 北下新井310-2 ☎0480-72-3185 内・小
竹乃森診療所 旗井1743-2 ☎0480-53-7717 消内・放診
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【加須地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

中田病院 元町6-8 ☎0480-61-3122
整・内・呼・消・循・
小・外・形・皮・放・
リウ・リハ

十善病院 愛宕1-9-16 ☎0480-61-2595
内・消外・外・皮・整・
循内・肛外・呼内・
糖内分内(甲状腺科含む)・
泌・糖内

不動ヶ丘病院 岡古井107 ☎0480-62-3005 精・神・心・内

【騎西地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

騎西病院 日出安1313-1 ☎0480-73-3311 内・外・消・泌・循・整・
形・耳・リハ・大肛

【大利根地域】
名称 所在地 電話番号 診療科目

大久保病院 砂原286-1 ☎0480-72-2125 内・外・整・消内・リハ・
形・循内・呼内

病院

名称 所在地 電話番号 診療科目
加藤こどもクリニック 大門町6-34 ☎0480-61-0304 小
つのだ小児科医院 上三俣1132 ☎0480-61-2220 小・アレ・内
福島小児科医院 久下1-10-3 ☎0480-65-2215 小・内
ともながこども
クリニック 下高柳1633-1 ☎0480-66-4150 小・アレ

小児科
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名称 所在地 電話番号 診療科目
柿崎耳鼻咽喉科医院 中央一丁目7-10 ☎0480-62-5627 耳
おのだ耳鼻咽喉科 浜町1-5 ☎0480-63-3387 耳
岡安眼科医院 土手二丁目15-71 ☎0480-61-0378 眼
宮本眼科医院 元町9-4 ☎0480-61-0366 眼
あだち眼科 南大桑1620-1 ☎0480-65-5988 眼・神内

内/内科、消/消化器科、消内/消化器内科、消外/消化器外科、消肝内/消化器・
肝臓内科、小/小児科、泌/泌尿器科、耳/耳鼻咽喉科、精/精神科、胃/胃腸科、
外/外科、肛/肛門科、肛外/肛門外科、神/神経科、循/循環器科、循内/循環器
内科、糖/糖尿病、糖内/糖尿病内科、糖内分内/糖尿病・内分泌内科、整/整形
外科、眼/眼科、産婦/産婦人科、大肛/大腸肛門科、リハ/リハビリテーション
科、神内/神経内科、アレ/アレルギー科、形/形成外科、放/放射線科、放診/放
射線診断科、呼/呼吸器科、呼内/呼吸器内科、リウ/リウマチ科、皮/皮膚科、
脳外/脳外科、脳神外/脳神経外科、心/心療内科、救／救急科

耳鼻科・眼科
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歯科
【加須地域】

名称 所在地 電話番号
アポロ歯科医院 愛宕1-2-36 ☎0480-62-5568
新井歯科医院 中央1-15-12 ☎0480-61-0033
いわお歯科クリニック 川口5-1-4 ☎0480-65-7700
ウッド歯科 馬内364-1 ☎0480-61-8600
加須こいのぼり歯科クリニック 向川岸町1-3 ☎0480-63-2525
かぞ歯科医院 下樋遣川1417-2 ☎0480-68-4418
加須しみず歯科クリニック 北小浜154-3 ☎0480-61-8811

かぞマインデンタルクリニック 中央1-1-15東武ストア
加須マイン店3階 ☎0480-62-4188

神澤歯科医院 富士見町7-41 ☎0480-61-2351
北之内歯科医院 久下5-13-1 ☎0480-65-7008
グリーン歯科医院 元町8-38 ☎0480-62-3738
三和歯科医院 三俣1-25-7 ☎0480-61-8033
塩崎歯科 大門町4-5 ☎0480-62-5778
清水歯科医院 中央1-7-43 ☎0480-61-8413
末柄歯科医院 中央2-3-19 ☎0480-61-0785
鈴木歯科医院 睦町2-5-5 ☎0480-61-1020
関歯科医院 花崎北3-15-2 ☎0480-65-7744
戸川からさわ歯科クリニック 戸川1140 ☎0480-68-3665
野崎歯科医院 花崎1-21-15…2階 ☎0480-65-5100
野本歯科医院 久下2-36-4 ☎0480-65-3589
花崎歯科 花崎北1-12-3 ☎0480-65-4300
はやし歯科クリニック 下高柳1-29 ☎0480-65-6483
ひやり川歯科医院 下樋遣川5799-1 ☎0480-69-1600
船曳歯科医院 東栄2-1-8 ☎0480-61-1957
フラワーデンタルオフィス・
フラワー歯科 花崎1-29-23 ☎0480-65-7177

ポプラ歯科加須クリニック
大門町20-58
加須カタクラパーク
イトーヨーカ堂加須店2階

☎0480-62-0830

増田歯科クリニック 川口120-4 ☎0480-66-0418
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名称 所在地 電話番号
松村歯科医院 志多見781-2 ☎0480-61-5307
まるか歯科クリニック 南町6-9 ☎0480-61-0026
万寿歯科医院 三俣2-29-12 ☎0480-47-0051
宮内歯科医院 本町5-19 ☎0480-62-5055
むさしの歯科医院 南大桑738-4 ☎0480-65-4188
やわらぎ歯科医院 中央2-11-30 ☎0480-61-8148

【騎西地域】
名称 所在地 電話番号

新井歯科 下崎1914-5 ☎0480-73-7485
スギタ歯科医院 上高柳566 ☎0480-73-3824
ほそや歯科クリニック 根古屋644-11 ☎0480-73-8461
馬橋歯科医院 騎西31-4 ☎0480-73-0158
森井歯科医院 騎西1349 ☎0480-73-1545
若山歯科医院 騎西837-5 ☎0480-73-7533
渡辺歯科医院 牛重448-1 ☎0480-73-5880

【北川辺地域】
名称 所在地 電話番号

アイ・歯科クリニック 栄1100-5 ☎0280-23-1622
伊藤歯科医院 柳生2791-2 ☎0280-62-2310
大島歯科医院 向古河1255-5 ☎0280-62-3861
長谷歯科医院 陽光台1-300-50 ☎0280-62-2797
原田歯科医院 麦倉194-2 ☎0280-62-0485

【大利根地域】
名称 所在地 電話番号

大杉歯科医院 琴寄907-1 ☎0480-72-7291
萩原歯科医院 琴寄1700-1 ☎0480-72-6805
旗井はやせ歯科 旗井198-3 ☎0480-72-2650

ピアシティ大利根歯科 北下新井104-2
ピアシティ大利根 ☎0480-78-0888

真中歯科医院 杓子木178-4 ☎0480-72-5233
りえこ歯科・矯正歯科クリニック 道目447-7 ☎0480-78-0770
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【加須地域】
名称 所在地 電話番号

飛鳥薬局 本町2-30 ☎0480-62-1102
飛鳥薬局愛宕店 愛宕1-9-5 ☎0480-62-7522
飛鳥薬局志多見店 志多見436-5 ☎0480-64-1005
飛鳥薬局浜町店 浜町1-4 ☎0480-63-1717
飛鳥薬局富士見町店 富士見町14-21 ☎0480-63-3050
飛鳥薬局不動ヶ丘店 岡古井107-2 ☎0480-63-0002
あすなろ薬局 花崎1-28-4 ☎0480-66-0810
あすなろ薬局大越店 大越1444-1 ☎0480-48-5925
あすなろ薬局南町店 南町5-18 ☎0480-53-5608
いきいき薬局加須店 南小浜631-11 ☎0480-48-7931

ウエルシア薬局加須店 大門町20-58
加須カタクラパーク内 ☎0480-63-0308

エンゼル調剤薬局加須店 南篠崎143-3 ☎0480-76-2707
遠藤薬局大桑店 南大桑1623-1 ☎0480-76-2350
岡部薬局 不動岡2-4-9 ☎0480-61-0614
加茂薬局 北篠崎1493 ☎0480-68-5971
カワチ薬局加須店 下高柳1-3 ☎0480-67-3221
きりん薬局加須店 北小浜404-1 ☎0480-53-9960
十字堂薬局 本町2-10 ☎0480-63-1169
大久薬局 土手1-12-6 ☎0480-61-0065
チカタ薬局 中央2-6-40 ☎0480-61-2624

薬局
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名称 所在地 電話番号
はなさき薬局 花崎北1-16-13 ☎0480-53-9490
マスゴ大和薬局 中央2-10-8 ☎0480-61-0055
みのり薬局 南大桑1495-4 ☎0480-65-0417
元町薬局 元町6-12 ☎0480-63-2181
モリ薬局 土手2-15-74 ☎0480-63-2101
薬樹薬局加須 本町2-11 ☎0480-61-1857

【騎西地域】
名称 所在地 電話番号

ウエルシア薬局騎西根古屋店 根古屋651-7 ☎0480-70-0158

O.K.百草薬局日出安店 日出安258-4
メディコートN-1 ☎0480-73-3900

このは薬局 根古屋645-14 ☎0480-48-5566
もりた薬局 騎西7-11 ☎0480-73-2308

【大利根地域】
名称 所在地 電話番号

しらさぎ薬局 砂原283-1 ☎0480-72-8193
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「かかりつけ医」を持ちましょう

【加須市「とねっと」参加受付窓口】
名称 所在地 電話番号

加須市役所 医療体制推進課 三俣2-1-1 ☎0480-62-1111
騎西総合支所 市民福祉健康課 騎西36-1 ☎0480-73-1111
北川辺総合支所 市民福祉健康課 麦倉1481-1 ☎0280-62-2111
大利根総合支所 市民福祉健康課 北下新井1679-1 ☎0480-72-1111

加須市市民サービスセンター加須 南町3-51
(加須公民館内) ☎0480-62-0793

加須市市民サービスセンター不動岡 不動岡2-9-75
(不動岡公民館内) ☎0480-62-7203

加須市市民サービスセンター三俣 北小浜780-1
(三俣公民館内) ☎0480-62-5367

加須市市民サービスセンター礼羽 馬内623
(礼羽公民館内) ☎0480-62-7597

加須市市民サービスセンター大桑 南大桑2881-1
(大桑公民館内) ☎0480-65-2201

加須市市民サービスセンター水深 船越116
(水深公民館内) ☎0480-65-3353

加須市市民サービスセンター樋遣川 下樋遣川835-1
(樋遣川公民館内) ☎0480-68-5940

加須市市民サービスセンター志多見 志多見645
(志多見公民館内) ☎0480-61-5628

加須市市民サービスセンター大越 大越1991
(大越公民館内) ☎0480-68-6103

加須市市民サービスセンター田ケ谷 上崎2080-1
(田ケ谷総合センター内) ☎0480-73-2501

加須保健センター 諏訪1-3-6 ☎0480-62-1311
加須市医療診断センター 富士見町5-38 ☎0480-63-1181
加須市国民健康保険北川辺診療所 柳生66-1 ☎0280-62-2300

　「かかりつけ医」は、健康や病気のことを気軽に相談できる、身近な地域のお医者さん
です。高度な治療や入院が必要なときには、適切な専門医や入院施設を紹介してくれます。
　さらに、「埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会 (※ )」が提供する地域医療ネット
ワークシステム「とねっと」に加入し、「かかりつけ医カード」を持つことで、医療機
関の間で診療情報を共有し、よりスムーズな連携を図ることができます。また、救急隊
( 救急車 ) が現場でこのシステムを活用し、迅速・的確な救急活動に役立てることもで
きます。
　このカード作成のための書類は、以下の行政窓口および参加医療機関で配布しています。
※…利根保健医療圏 (加須市、行田市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、
杉戸町 )内の医師会・自治体、中核病院、加須保健所、幸手保健所で構成した団体
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こどもの救急（日本小児科学会のホームページ）

埼玉県の救急電話相談

休日小児科診療

　市内の小児科専門医とスタッフの皆さんの協力により、インフルエンザやウィルス
性胃腸炎が流行する冬季期間および通年の祝日に、休日小児科診療を行っています。
診 療 日　 4月から10月までの祝日、11月から翌年3月までの日曜日、祝日及び年…

末年始(1月1日は除く)
診療時間　 9:00～12:00
医療機関　 中田病院(小児科)、加藤こどもクリニック、つのだ小児科医院、ともな

がこどもクリニック、福島小児科医院

　当番医については、市報かぞ、市公式ホームページに掲載します。ご確認ください。

　突然のけがや体調の変化が起こった場合、家庭での対処方法やすぐに受診すべき
かどうかを看護師の相談員に相談できます。

電話番号　♯7119(毎日24時間)
　　　　　☎048-824-4199
　　　　　（ダイヤル回線・IP電話・北川辺地域でご利用の場合)
※小児救急電話相談#8000もご利用いただけます。
　☎048-833-7911(ダイヤル回線・IP電話、北川辺地域でご利用の場合)

　小さなお子さん(生後1か月～6歳)が夜間や休日など診療時間外に医療機関を受…
診するかどうかの判断の目安を提供しています。
　http://kodomo-qq.jp/

急な病気やけがのときは

問い合わせ　医療体制推進課
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赤ちゃんの駅

不動岡コミュニティセンター

◀「赤ちゃんの駅」ステッカー

　水と緑が豊かな不動岡公園に隣接し、館内には乳幼児や児童が安全に遊べる児童
室を備えています。お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。
所 在 地　不動岡2-9-75
電 話　☎0480-62-7203
開館時間　9:00～22:00
休 館 日　毎週火曜日、祝日、年末年始

おでかけしよう

■「赤ちゃんの駅」をご利用ください
　「赤ちゃんの駅」とは、誰でも自由におむつ替えや授乳が行えるスペースの愛称
です。外出中に乳幼児のおむつ替えや授乳などで立ち寄ることができるように本庁
舎や総合支所をはじめ、図書館、体育館、公民館など市内の公共施設を中心に設置
していますのでお気軽にご利用ください。「赤ちゃんの駅」のステッカーが目印で
す。(各施設で設置状況や利用条件が異なるため、利用の方法などについては職員
にお気軽にお声かけください。)

問い合わせ　すくすく子育て相談室
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大利根子育て支援センター（愛称 ぴっぴ）

加須未来館

利根川こども館
　加須未来館や加須サイクリングセンターに隣接し、バーベキューも楽しめます。
お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。

所 在 地　外野350-16
電 話　☎0480-68-6130
開館時間　9:00～17:00
休 館 日　毎週火曜日
　　　　　(祝日の場合は翌日)、年末年始

　プラネタリウムや天体観測室をはじめ、大型映像装置や学習室、工作室などの学
習施設の他に、農産物の直売所や加工施設等を備えています。

所 在 地　外野350-1
電 話　☎0480-69-2160
開館時間　9:00～17:00
休 館 日　毎週火曜日
　　　　　(祝日の場合はその翌日)、
　　　　　年末年始、館内調整日

　親子で気軽に訪れ、一緒に遊んだり楽しく過ごすことができる施設です。旧保育
所を再活用した当センターでは、毎月お子さんの発育に合わせた年齢別サロンを開
催しています。広い園庭で行われる季節のイベントも人気です。お友達づくりや情
報交換、子育て相談もできますので、ぜひお気軽に遊びに来てください。

所 在 地　旗井1450-1
電 話　☎0480-72-8036
開館時間　月曜日から土曜日

　　　　　　9:00～17:00
　　　　　　(10月から3月は16:00まで)

休 館 日　毎週日曜日、祝日、年末年始
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■加須市役所　〒347-8501…加須市三俣２-1-1　☎0480-62-1111
　ホームページ…http://www.city.kazo.lg.jp/
・市民課
・障がい者福祉課
・子育て支援課
・保育幼稚園課
・国保年金課
・学校教育課
・かぞファミリー・サポート・センター
　　　　　　　　　　　　　☎0480-62-1160

■騎西総合支所 〒347-0192　加須市騎西36-1 ☎0480-73-1111
■北川辺総合支所… 〒349-1292　麦倉1481-1 ☎0280-62-2111
■大利根総合支所… 〒349-1193　北下新井1679-1 ☎0480-72-1111
■加須保健センター… 〒347-0061　加須市諏訪1-3-6…☎0480-62-1311
・すくすく子育て相談室、家庭児童相談…☎0480-62-1510

■加須市市民総合会館（市民プラザかぞ）　〒347-0055　加須市中央2-4-17
・1・2階…加須図書館　☎0480-61-8200
・3階…事務室(貸室申込先)　☎0480-62-0200
・教育センター(教育相談)　☎0480-62-2955
※休館日/火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始

■埼玉県熊谷児童相談所　〒360-0014…熊谷市箱田5-12-1　☎048-521-4152
・夜間などの緊急の児童虐待通報先　☎048-779-1154

■埼玉県加須保健所　〒347-0031　加須市南町5-15　☎0480-61-1216

※…内容等については、編集時以降に制度改正等により変更される場合がありますの
でご注意ください。

子育て関連機関等連絡先一覧

加須市役所（本庁）

■子育て支援センター・児童館・・P23～26
■保育所・・・・・・・・・・・・P38～42
■幼稚園・・・・・・・・・・・・P43～44　　に一覧が掲載されています。■小学校・・・・・・・・・・・・P46～47
■学童保育室・・・・・・・・・・P48～50
■中学校・・・・・・・・・・・・P51　　　　
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Memo
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