
68

子育て・教育

　妊娠・出産・育児という大切な時期にあたって、お母
さんの健康を守り、お子さんが健やかに育つよう母子
保健法などの法律に基づいて、さまざまな母子保健事
業を行っています。

赤ちゃん

　妊娠したときは出産予定日が分かる書類を健康増進
課へ提出し「母子健康手帳」の交付を受けてください。
この手帳は妊娠、出産、育児、予防接種などの一貫した
健康記録ができる大切なものです。妊婦一般健康診査
受診票・マタニティーマークの入ったグッズなどをお
渡しします。

妊娠がわかったら �����������母子健康手帳
健康増進課 母子保健係   23-3964問

　妊娠初期からお子さんが小学校に入学するまで、母
子の一貫した健康の記録となる「母子健康手帳」と、妊
娠中および乳児期に医療機関で利用できる健康診査の
受診票「母子保健ガイドブック」などの交付を行ってい
ます。
交付場所��観音寺市役所1階4番窓口� �

※各支所では交付を行っておりません
受付時間��午前8時30分～午後5時15分
必要なもの
◦�出産予定日がわかるもの（医療機関から交付された
もの）
◦�本人確認できるもの（例：運転免許証・健康保険証な
ど）

母子健康手帳
健康増進課 母子保健係   23-3964問

　赤ちゃんが生まれたら、14日以内に「出生届」を市民
課へ提出してください。
　母子保健ガイドブック中の「出生連絡票」を提出して
ください。

赤ちゃんが生まれたら

　低出生体重児が生まれたら「出生届」を市民課に提出
後、健康増進課に母子保健ガイドブック中の「低体重児
出生届出書」を提出してください。家庭訪問をします。

低出生体重児（2,500g未満）が生まれたら
健康増進課 母子保健係   23-3964問

　養育医療を医師から勧められている場合は健康増進
課で申請をしてください。

未熟児養育医療の申請
健康増進課 国保医療係   23-3927問

　母子健康手帳と一緒に、妊婦健康診査受診票・産婦健
康診査受診票を交付しています。
　健診費用の一部が助成されます。

妊産婦健康診査
健康増進課 母子保健係   23-3964問
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次ページに続く

助成対象
　乳幼児（出産日または転入の日から満6歳に達した日
以後の最初の3月31日まで）および児童生徒（満6歳に
達した日以後の最初の4月1日または転入の日から満
15歳に達した日以後の最初の3月31日まで）を対象と
して助成します。
助成内容
　保険診療による自己負担分のみを助成します。
（所得制限はありません）

子ども医療費助成
健康増進課 国保医療係   23-3927問

　中学校修了まで（15歳の誕生日の最初の3月31日ま
で）の児童を養育している市内の方で、その児童が日本
国内に住んでいる場合に支給します。出生日や転入日
の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れる
と支給開始月が遅れ、手当を受給できない月が発生す
る場合があります。
　公務員の方は勤務先で申請をしてください。

児童手当
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

児童の年齢 児童手当の額
（1人当たり月額）

3歳未満 一律15,000円

3歳以上小学校修了前 10,000円
（第3子以降は15,000円）

中学生 一律10,000円

所得制限該当世帯（特例給付） 一律� 5,000円

　3～4カ月児健診の機会に、赤ちゃんと保護者に対し、
親子で一緒に絵本を楽しむことの大切さを伝えなが
ら、絵本を贈っています。

ブックスタート事業
中央図書館   23-3960問

　生後4カ月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を、保
健師または助産師が訪問し、体重測定や子育ての相談、
子育て支援に関する情報提供をします。

 こんにちは赤ちゃん事業   
（生後4カ月までの全戸訪問事業）
子育て支援課 児童福祉係   23-3962
健康増進課 母子保健係　   23-3964

問

助成対象
　市内に住所がある幼児（満6歳未満）のいる世帯が対
象です。
助成内容
◦�対象幼児1人につきチャイルドシート1基当たり購入
金額の2分の1を助成します。（上限5千円）
◦対象幼児1人につき1回限りです。
◦購入先は市内・市外を問いません。
◦申請日の翌月末に助成金を口座振込します。

チャイルドシートの購入費助成
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

対象者
　観音寺市に居住する人

チャイルドシート、ジュニアシートの貸し出し
社会福祉協議会   25-7773問
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健診と予防接種

　赤ちゃんが元気にすくすく育つように、次のような相談や健診を行い子育てを支援しています。日時と場所は広報
紙などでお知らせします。

▶�（1）乳幼児健康診査など

健やかに育てるために ������������������������各種健診など 健康増進課 母子保健係   23-3964問

事業名 対象者 実施時期 実施場所 内容

こんにちは
赤ちゃん事業

新生児
乳児・産婦 生後4カ月まで 各家庭

保健師や助産師がご家庭を訪問して、赤ちゃんの
体重測定や発達・育児相談、兄弟児との関わり方
やお母さんご自身の相談などに応じます。

乳児健康診査 1歳未満児 1歳の誕生日の
前日まで 県内各医療機関 母子保健ガイドブック中のブルーの受診票（2枚）

を健診を受ける医療機関でご利用ください。

3～4カ月児
健康診査 3～4カ月児

個別に案内
大野原

いきいきセンター
または

保健センター

身体計測・診察（内科・股関節脱臼）
保健相談・栄養相談・ブックスタート事業

9～10カ月児
健康相談 9～10カ月児 身体計測・栄養相談・保健相談・予防接種相談・親

子遊び・BMIコーナー

1歳6カ月児
健康診査 1歳6～7カ月児 身体計測・診察（内科・歯科）・ブラッシング指導・

栄養相談・保健相談・臨床心理士の発達相談

3歳児健康診査 3歳6～7カ月児
身体計測・診察（内科・歯科）・検査（視力・聴力・
尿）・生活観察�・ブラッシング指導・栄養相談・保
健相談・臨床心理士の発達相談
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▶�（2）相談・教室�
事業名 対象者 実施時期 実施場所 内容

パパママ教室
・体験コース
・心の準備コース

妊婦および
その夫など

年6回
日曜日午前中

保健センター

（体験コース）赤ちゃんの人形を使っての沐浴実習やお
むつの替え方などのお世話の方法、模擬妊婦体験など
（心の準備コース）小児科医、歯科医、臨床心理士、薬剤師
などのお話、ワークショップなど

もぐもぐ
レッスン 6カ月児 月1回

（個別に案内）
同じ月齢のお子さんたちと一緒に、離乳食の試食や栄養
士による講話・相談が受けられます。体重測定もできま
す。事前申し込みが必要です。

育児相談 就学前
月1回

午前9時15分～
午前10時45分

身体計測や育児・発達に関する相談、お母さんご自身の
健康に関する相談などに保健師が個別に応じます。助産
師や栄養士の相談もあります。臨床心理士による相談も
予約制であります。相談日程は広報でご確認ください。

電話育児相談

就学前

月～金曜日
午前8時30分～
午後5時15分　

健康増進課

お電話でもお気軽に育児相談が受けられます。保健師が
相談に応じます。

電話栄養相談
月～金曜日
午前8時30分～
午後5時15分　

離乳食やお子さんの好き嫌いなど、栄養について不安や
質問があれば、管理栄養士が電話で相談に応じます。

窓口相談
（子育て世代包括
支援センター）

午前9時～
午後5時

妊娠期から子育て期までの相談に母子保健コーディ
ネーター（保健師・助産師）が応じます。

次ページに続く

▶�（3）専門のスタッフによる相談・サークル�
事業名 対象者 実施時期 実施場所 内容

ことばの相談
（個別相談）

希望者

予約制

保健センター

なかなかしゃべらない、ことばの数が増えない、発音が
気になるなど、心配な方はご相談ください。言語聴覚士
が相談に応じます。

幼児相談
（個別相談）

発達全般の相談やお子さんとの関わり方、お子さん同士
の遊び方などについて西部子ども相談センターの専門
スタッフ（児童心理司）が相談に応じます。

たんぽぽ
サークル

月1回
（申し込み必要）

発達・発育が少し気になるお子さんとお母さんの集いの
場です。言語聴覚士や保育士による楽しい親子遊びや、
親同士の交流会を行います。

▶�（4）小児救急医療支援

小児救急医療
支援事業

夜間の急病やケガに対して、三豊総合病院で診
察が受けられます。診察は、三豊総合病院および
観音寺市内の小児科医が行います。

毎日
午後7時～午後11時

三豊総合病院
☎52-3366

香川県小児救急
電話相談

子ども（15歳未満）対象
看護師などが相談に応じます。

毎日
午後7時～翌朝午前8時 ＃8000

▶�（5）地域での子育て支援
母子愛育会
　愛育会は親子の健康を通じて、家族や地域の健康づ
くりをすすめ、自分たちの住む地域をよりよくするた
め、声かけ活動や親子のふれあい行事、子育て講演会の
実施などの活動をしているボランティア団体です。就
学前の子どもを持つ親やその家族、また、愛育会活動に
賛同していただける方であれば、どなたでも参加でき
ます。色々な活動を通じて楽しい思い出をつくりませ
んか。

母子保健推進員（ママズサポーター）
　観音寺市より委嘱を受けた母子保健推進員が、少し
でも子育ての不安の軽減に繋がるようにさまざまな活
動をしています。
◦�みんなが安心して妊娠・出産・育児ができるよう
に母子保健事業や各種サービスの紹介をします。
◦�地域の中で身近な相談役として、母子保健推進
員が、希望された方に訪問や電話による相談を
しています。何でもお気軽にご相談ください。
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　感染症を予防するために各種予防接種を行っています。

▶�定期予防接種�

感染症にかからないように ����������予防接種のご案内 健康増進課 母子保健係   23-3964問

予防接種 接種回数 対象年齢
B型肝炎 3回 生後2カ月～1歳未満

ロタ 2回または3回 生後6週～24週または32週
※R2．10月より定期接種予定

ヒブ 1～4回
※�接種開始年齢によって接種回数が異な
ります

生後2カ月～5歳未満
小児用肺炎球菌

四種混合
（ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ）

1期初回：3回
（20日以上、標準的には20日から56日の
間隔で3回）
1期追加：1回
（1期初回接種終了後6カ月以上、標準的に
は1年から1年6カ月あけて1回）

生後3カ月～7歳6カ月未満
（1期初回は生後3カ月～1歳までが望ましい）

二種混合
（ジフテリア・破傷風） 1回 11歳～13歳未満

BCG 1回 1歳未満（生後5～8カ月未満が望ましい）

麻しん風しん混合

1期：1回 1歳～2歳未満

2期：1回
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に
達する日の1年前から始期に達する日の前日
※幼稚園年長相当

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満

日本脳炎

1期初回：2回
（6日以上、標準的には6日から28日の間隔
で2回）
1期追加：1回
（初回接種終了後6カ月以上、標準的にはお
おむね1年あけて1回）

生後6カ月～7歳6カ月未満
※3歳未満は摂取量半量
（初回接種は3歳～4歳、追加接種は4歳～5歳）

2期：1回 9歳～13歳未満（2期は9歳～10歳までが望ましい）

ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン 3回

中学1年生～高校1年生相当の女子
※�平成25年6月14日より、副反応について調査中の
ため、積極的推奨を控えています。
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 保育

▶�保育所（園）・認定こども園（保育所部分）へ入所できる基準

保育所（園）・認定こども園
こども未来課   23-3903問

　保育所（園）や認定こども園（保育所部分）に入所（園）
できる児童は両親のいずれもが、次のいずれかの事情に
ある場合です。
◦就労している。
◦�出産前後である。（予定日（出産日）をはさみ前後あわ
せて5カ月間）
◦�疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは
身体に障がいを有している。
◦�長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身
体に障がいを有する親族を常時介護・看護している。

◦�地震、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。
◦就学している。
◦求職活動（起業準備を含む）をしている。
（※1）�認定こども園（幼稚園部分）へ入園する場合、上記

の条件はありません。

入所の受付
◦�次年度4月からの入所（園）申し込みは、11月ごろに受
け付けします。
◦�年度途中からの入所（園）申し込みは、入所希望月の
前々月の25日まで受け付けています。
申し込みに必要なもの
　認定申請書および入所（園）申込書一式（用紙はこども
未来課または各施設にあります。）
※�添付書類など、詳しくはこども未来課に問い合わせて
ください。
保育料
　保護者の市民税額の合計で決定します。
　令和元年10月から3歳児以上の子どもの保育料は無
償化になりました。

次ページに続く

▶�観音寺市内保育所（園）一覧
� 令和2年6月現在

保育施設名 所在地 電話番号 定員 対象 標準保育時間 延長 備考

公
立

観音寺保育所 観音寺町甲2558番
地2 57-5220 240 6カ月～ 平日：7：30～17：30

土曜：7：30～12：30
平日：×
土曜：×

粟井保育所 粟井町1453番地 27-6255 60 2歳～ 平日：7：30～17：30
土曜：7：30～12：30

平日：×
土曜：×

伊吹保育所 伊吹町486番地1 29-2124 45 1歳～ 平日：7：30～17：30
土曜：7：30～12：30

平日：×
土曜：×

大野原保育所 大野原町大野原
1535番地2 54-3810 130 6カ月～ 平日：7：30～17：30

土曜：7：30～12：30
平日：×
土曜：×

豊浜保育所 豊浜町和田浜1124
番地1 52-2067 110 6カ月～ 平日：7：30～17：30

土曜：7：30～12：30
平日：×
土曜：×

保
育
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※入所の申し込みなどについては、保育園まで問い合わせてください。
※�就学前の第2子以降の保育料については、認可外保育施設保護者負担金補助制度があります。詳しくはこども未来課まで問い合
わせてください。

▶�その他の保育施設（認可外保育園）
保育所（園）名 所在地 電話番号

ネムの木保育園とよはま 豊浜町姫浜41番地1 ☎82-9101

◦短時間保育の利用時間は8：30～16：30となります。（あおぞら保育園のみ8：00～16：00）
　※就労時間が短い場合（9：00～16：00）や求職活動中および育児休業中は短時間保育になります。
　必ずこの時間内でのお迎えをお願いいたします。
◦標準時間の保育でも、実際に施設を利用できるのは、保護者が保育できない時間のみです。
◦�小規模保育施設は1歳クラスまたは2歳クラスになる時点（各保育施設で異なります）で、他施設への転所希望がなければ自動
的に提携施設への転所となります。
◦各保育施設の詳しい情報は観音寺市のホームページで確認できます。（県の保育施設のページにリンクしています）

保育施設名 所在地 電話番号 定員 対象 標準保育時間 延長 備考

法
人

観音寺ふたば保育園 本大町1483番地4 25-5388 140 3カ月～ 平日：7：15～18：15
土曜：7：15～18：15

平日：○
土曜：○

高室保育園 高屋町12番地1 24-3130 100 3カ月～ 平日：7：30～18：30
土曜：7：30～18：00

平日：○
土曜：○

くれよん保育園 柞田町乙2463番地
1 24-4455 30 3カ月～ 平日：7：30～18：30

土曜：7：30～18：30
平日：○
土曜：×

3歳児クラス
から制服あり

こ
ど
も
園

たんぽぽ保育園 豊浜町和田乙1090
番地 52-1225 50 3カ月～ 平日：7：30～18：30

土曜：7：30～18：30
平日：○
土曜：○

くれよん認定こども園 大野原町花稲218
番地1 52-3987 105 3カ月～ 平日：7：30～18：30

土曜：7：30～18：30
平日：○
土曜：○

3歳児クラス
から制服あり

柞田こども園 柞田町丙1538番地 25-5115 160 3カ月～ 平日：7：30～18：30
土曜：7：30～18：00

平日：○
土曜：○

愛和ハーベスト 木之郷町203番地 27-7440 100 3カ月～ 平日：7：30～18：30
土曜：7：30～17：30

平日：○
土曜：○

観音寺中部こども園 植田町1217番地3 25-8359 120 3カ月～ 平日：7：30～18：30
土曜：7：30～18：00

平日：○
土曜：○

小
規
模
保
育
施
設

アプリコット 柞田町甲897番地2 23-2430 12 3カ月～
2歳

平日：7：30～18：30
土曜：7：30～18：30

平日：○
土曜：×

提携施設
くれよん保育園

ときわ保育園 植田町1217番地7 25-8359 12 3カ月～
2歳

平日：7：30～18：30
土曜：7：30～18：00

平日：○
土曜：×

提携施設
観音寺中部こども園

あいわBabyRoom 木之郷町99番地1 57-1501 12 3カ月～
2歳

平日：7：30～18：30
土曜：7：30～17：30

平日：○
土曜：×

提携施設
愛和ハーベスト

事
業
所
内
あおぞら保育園 村黒町597番地1 24-8300 5 2カ月～

2歳
平日：8：00～19：00
土曜：8：00～19：00

平日：×
土曜：×

定員は地域枠です。
松井病院従業員の
方は従業員枠での
申込になります。

保
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申込先 �高室保育園　☎24-3130
※�登録が必要ですので、いざというときのため、前もっ
て登録しておきましょう。

日数（時間） 金額（円）

ひとり親家庭
1日（8時間） 1,750

半日（4時間） � �870

1時間 � �250

そのほかの家庭
1日（8時間） 3,500

半日（4時間） 1,750

1時間 � �500

　育児や家事の援助が必要なとき（保護者が行事など
に参加するとき、保護者や家族が病気などで寝込んだ
場合など）、子育てホームヘルパーが家庭まで出向い
て、お手伝いします。
　サービスの日数や利用負担は次のとおりです。
日　数 �原則7日以内／月
対象児 �おおむね小学3年生まで
利用者の負担金額

子育てホームヘルプサービス
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問 　普段保育所に入所していないお子さんでも、保護者

の急病や育児疲れの解消、パートの仕事などを理由に
一時的にお子さんを預かってもらえます。費用・預かり
可能月齢などは、各保育所（園）によって異なります。
　ただし、施設の状況により預かれない場合がありま
す。
◦ひなたぼっこ（大野原保育所内）� ☎54-3806
◦観音寺ふたば保育園� ☎25-5388
◦柞田こども園� ☎25-5115
◦高室保育園� ☎24-3130
◦愛和ハーベスト� ☎27-7440
◦くれよん認定こども園� ☎52-3987
◦観音寺中部こども園� ☎25-8359
◦たんぽぽ保育園� ☎52-1225
◦アプリコット� ☎23-2430
◦ネムの木保育園とよはま� ☎82-9101

一時預かり事業

形態 名称
（場所）

連絡先
（0875） 対象など 月 火 水 木 金 土 日

出
張
ひ
ろ
ば

あぶあぶひろば
（高室公民館）

高室保育園
☎24-3130

0歳児
お茶を飲みながらゆっ
くりお話しできます。

午前9時～
午後2時

ぴよぴよクラブ
（大野原いきいき
センター）

柞田こども園
☎25-5115

広いフロアでのびのび遊
べます♪遊具やおもちゃ
もたくさんあります。

午前9時～
午後2時

ふれあい広場
（豊浜ふれあい会館）

観音寺
ふたば保育園
☎25-5388

毎回違った遊びができ
ます。年3回は外遊びで
「一の宮公園」や「やす
らぎの里」に行きます。

午 前 9 時
30分～
午 後 2 時
30分

愛あいサークル
（木之郷公民館）

愛和ハーベスト
☎57-1501

午前9時～
午後2時

わくわくクラブ
（常磐公民館）

観音寺
中部こども園
☎25-8359

第3水曜は常磐なかよ
し教室（常磐小学校向
かい側）

午前9時～
午後2時

地
域
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー

ちびっこらんど
（ふたば保育園内）

観音寺
ふたば保育園
☎25-5388

午前10時
～午後3時

午前10時
～午後3時

午前10時
～午後3時

午前10時
～午後3時

午前10時
～午後3時

いちごっこ
（高室保育園内）

高室保育園
☎24-3130

午前9時～
午後2時
赤ちゃん
の日

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

　地域において安心して子育てができる支援を行うために、乳幼児と保護者が育児相談や情報提供、子育て親子が気
軽に触れ合う交流の場として利用できます。また、子育てに関する講習会なども行っています。

▶�観音寺市地域子育て支援拠点事業一覧

地域子育て支援拠点事業

次ページに続く
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形態 名称
（場所）

連絡先
（0875） 対象など 月 火 水 木 金 土 日

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

なかよし広場
（柞田こども園内）

柞田こども園
☎25-5115

赤ちゃんサロンは1歳
3カ月まで

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時
赤ちゃん
サロン

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

愛あいランド
（愛和ハーベスト横）

愛和ハーベスト
☎57-1501

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

わくわくクラブ
（観音寺中部こど
も園横）

観音寺
中部こども園
☎25-8359

午前9時～
午後2時
育児相談・
園内見学
（要予約）

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時
赤ちゃん
クラブ
（妊婦可）

ピコット
（さみどり教室） ☎54-3350 赤ちゃんサロンは0歳

児
午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時

午前9時～
午後2時
赤ちゃん
サロン

午前9時～
午後2時

観音寺市子育て
支援センター
ほっとはうす萩
（旧萩原小学校）

☎23-6101
小学生までの子どもと
保護者
妊婦

午前10時～午後5時

※行事などにより変更になることもありますので、詳細は各施設に問い合わせてください。

※令和3年度以降の実施日、時間、場所は変更することがあります。

◦�保護者の育児不安を軽減するため、育児の仕方や関
わり方を指導したり相談に応じたりします。
◦�子育て支援課の窓口や市内の7カ所の地域子育て支
援センターで、臨床心理士が保護者の子育ての不安
や心配事などの相談に応じます。個別相談も実施し
ています。
　どんなことでも気軽に相談してください。

就学前児童親子相談（利用者支援事業）
子育て支援課 児童福祉係   23-3962　各地域子育て支援センター（下表）問

対 象 者 �就学前の児童を養育している保護者など
相談日時 ��毎月1回、午前10時～正午（相談日は、都合によ

り変更することがあります）
個別相談の受付時間 �午前11時まで
実施場所 �各地域子育て支援センターなど（下表）
相談スタッフ �臨床心理士
※�子育て支援課でも随時子育て相談を受けています。
（個別相談は電話予約要）

就学前児童親子相談事業（令和2年度） 地域子育て支援センター
名称（場所） 実施日 時間 開催日 連絡先（0875）

ちびっこらんど
（観音寺ふたば保育園内） （原則��第2木曜日） 午前10時～正午 午前10時～午後3時

（火・木・金・土・日）
観音寺ふたば保育園
☎25-5388

いちごっこ
（高室保育園内） （原則��第4火曜日） 午前10時～正午 午前9時～午後2時

（月・火・水・金・土）
高室保育園
☎24-3130

なかよし広場
（柞田こども園内） （原則��第3木曜日） 午前10時～正午 午前9時～午後2時

（月・火・水・木・金）
柞田こども園
☎25-5115

愛あいランド
（愛和ハーベスト横） （原則��第2水曜日） 午前10時～正午 午前9時～午後2時

（月・火・水・木・金）
愛和ハーベスト
☎57-1501

わくわくクラブ
（観音寺中部こども園内） （原則��第1木曜日） 午前10時～正午 午前9時～午後2時

（月・火・水・木・金）
観音寺中部こども園
☎25-8359

ピコット
（さみどり教室） （原則��第1月曜日） 午前10時～正午 午前9時～午後2時

（月・火・水・木・金）
ピコット
☎54-3350

子育て支援センター
ほっとはうす萩
（旧萩原小学校）

（原則��第2火曜日） 午前10時～正午 午前10時～午後5時
（火・水・木・金・土・日）

ほっとはうす萩
☎23-6101
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　地域の中で「子育ての支援をしてほしい人」と「子育
ての支援をしたい人」が会員となり、一時的な子育てを
助け合う有償ボランティア組織です。子どもを持つす
べての家庭が、地域の中で安心して子育てができるよ
うに、会員のみなさまを結び相互援助活動をサポート
します。
窓　　口 �市社会福祉協議会　☎25-7708
利用対象児童 �生後6カ月～小学6年生
利用方法 �事前にセンターに会員登録する。
利用料金（1時間）
　月曜日～金曜日��午前7時～午後7時� 　　��700円
　月曜日～金曜日で上記以外� � 　　��800円
　土・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）　800円

ファミリー・サポート・センター事業

　子どもが病気や病気の回復期で、入院は必要ないが
集団生活ができない間、家庭で看病できない場合に利
用できます。
実施施設 ��病児病後児保育室「わたっこ保育園」� �

（三豊総合病院内）　☎52-6620
利 用 日 ��月曜日～金曜日� �

（土・日曜日、祝日、年末年始病院休診日は休み）
利用時間 �午前8時30分～午後5時30分�
利用方法 �登録が必要です。
利用料金 ��日額　2,000円� �

給食をご希望の場合は、別に500円

病児保育事業

　子どもを家庭で養育することが一時的に困難になっ
た場合に、乳児院や児童養護施設などで短期間子ども
を預かる制度です。
相談窓口 ��子育て支援課こども・女性相談係� �

☎23-3957

子育て短期支援事業

　放課後、保護者が仕事や病気などのために、昼間家にいない児童に適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図
ります。対象となる児童は、市立小学校に就学する児童です。

▶�学童保育実施施設一覧

放課後児童クラブ（学童保育） 子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

児童クラブ名 設置場所 保育料 開設時間
観音寺第1なかよし教室
観音寺第2なかよし教室

観音寺小学校内
三豊・観音寺市医師会跡

月額5,000円
夏季8月10,000円

※減額、免除制度有り

通常日
放課後～午後6時

長期休暇など
午前8時～午後6時

休業日
日曜日、祝日、
8月13日～8月16日、
12月29日～翌年1月4日

高室なかよし教室 旧高室幼稚園

常磐なかよし教室 常磐幼稚園跡

柞田第1なかよし教室
柞田第2なかよし教室

柞田小学校内
旧柞田幼稚園跡

豊田なかよし教室 豊田小学校内

粟井なかよし教室 粟井小学校内

一ノ谷なかよし教室 旧一ノ谷幼稚園

大野原こどもセンター教室 大野原こどもセンター内

豊浜にじ教室 豊浜小学校内

　高校生程度までを対象とした遊び、交流の場です。　
※毎日実施していますので問い合わせてください。

児童館
遊ゆう児童センター（愛和ハーベスト併設）   
 57-1501
ふたばキッズプラザ（観音寺ふたば保育園併設）   
 25-5388

問

◦�子育て支援コーディネーター（臨床心理士）が相談に
応じます。子育てについて、気軽に相談してくださ
い。
開催日時 ��月～金曜日��午前8時30分～午後5時15分� �

（土・日曜日、祝日、正午～午後1時を除く）
内　　容 ��窓口相談、電話相談、個別相談（要予約）
場　　所 �子育て支援課⑤番窓口（市役所1階）

 子育て支援コーディネーターによる相談  
（利用者支援事業）
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

保
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学校教育

入園の受付
◦�次年度4月からの入園申し込みは、11月ごろに受け
付けします。
◦�年度途中からの入園申し込みは、随時受け付けてい
ます。
申し込みに必要なもの
◦認定申請書・世帯の状況調査票
　※必要書類は、各幼稚園でお渡しします。
　※�その他の手続きもあるので、必ず幼稚園へ持参し
てください。（郵送不可）

◦�市民税の階層を判定するために必要な書類
　�（1月1日に国外に住所があった場合のみ前年度およ
び前々年度の所得がわかる書類が必要）

▶�市立幼稚園

市立幼稚園の入園
こども未来課   23-3903問

幼稚園名 対象幼児 住所 電話番号

観音寺幼稚園 3・4・5歳児 観音寺町甲
2558番地2 ☎57-5240

観音寺中央
幼稚園 3・4・5歳児 柞田町丙

1566番地 ☎24-2601

大野原幼稚園 3・4・5歳児 大野原町大野原
1675番地 ☎54-2069

豊浜幼稚園 3・4・5歳児 豊浜町和田浜
1000番地 ☎52-5110

　住民基本台帳に登録されている児童で、前年の4月2
日からその年の4月1日までの間に満6歳になる児童の
いる世帯に1月中旬に入学通知書をお届けします。通知
書が届かなかったり、住所を変更される方、また、観音
寺市以外の小学校に入学される予定の方はご連絡くだ
さい。

▶�市立小学校

小学校に入学するとき
学校教育課 学務係   23-3938問

小学校名 住所 電話番号
観音寺小学校 観音寺町甲2558番地1 ☎57-5120

高室小学校 高屋町1877番地1 ☎25-2661

常磐小学校 植田町365番地 ☎25-2988

柞田小学校 柞田町乙1000番地1 ☎25-3621

豊田小学校 新田町1413番地 ☎27-6303

粟井小学校 粟井町1452番地 ☎27-6229

一ノ谷小学校 古川町102番地1 ☎25-0204

伊吹小学校 伊吹町549番地 ☎29-2102

大野原小学校 大野原町大野原1905番地 ☎54-2029

豊浜小学校 豊浜町和田浜1000番地 ☎52-2029

学
校
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　小学校卒業予定者（6年生）のいる世帯に1月中旬に入
学通知書をお届けします。通知書が届かなかったり、住
所を変更される方、また、観音寺市以外の中学校に入学
される予定の方はご連絡ください。

▶�市立中学校

中学校に入学するとき
学校教育課 学務係   23-3938問

中学校名 住所 電話番号
観音寺中学校 八幡町二丁目10番7号 ☎25-2440

中部中学校 柞田町甲1237番地 ☎25-3622

伊吹中学校 伊吹町549番地 ☎29-2102

大野原中学校 大野原町中姫1189番地3 ☎54-3100

豊浜中学校 豊浜町和田浜717番地 ☎52-2152

中学校名 住所 電話番号
三豊中学校 三豊市山本町辻876番地 ☎63-3028

▶�三豊市観音寺市学校組合立中学校

▶�市内での転居
　指定された通学区の学校へ転校しなければなりませ
ん。転居前まで通学していた学校の在学証明書を指定
された学校に提出してください。

▶�市外への転出
　転出前に通っていた学校で発行された在学証明書と
教科書給与証明書などを、転出先の指定された学校に
提出してください。

▶�市外からの転入
　転入前に通っていた学校の在学証明書と教科書給与
証明書などを指定された学校に提出してください。

転校・転入するとき
学校教育課 学務係   23-3938問

　義務教育期間中（小・中学校）に経済的な理由によっ
て就学が困難な児童・生徒に対し、学用品費・修学旅行
費・学校給食費などの一部を支給する就学援助制度が
あります。

義務教育費に困るとき
学校教育課 学務係   23-3938問

　子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適
切な指導および必要な支援を行うために、特別支援学
級や通級指導教室があります。

特別な支援を必要とするお子さんの教育
各小・中学校、学校教育課 指導係   23-3938問

　発達障がい、子育て、教育などの相談を行っていま
す。教育センター相談員のほか、臨床心理士による相談
も月3回行っています。（要予約）

小学校2年生までの子どもの教育相談
教育センター   54-9003問

　学校に行きたくても行けない状態が続いている子ど
ものために、学校に在籍しながら通級できる適応指導
教室として「教育支援教室」を教育センター内に開設し
ています。
　学校と連携しながら、子どもの個人学習やグループ
活動などを通して学校復帰、社会復帰に向けての支援を
行っています。また、保護者に対しても、必要に応じて子
どもへのかかわり方などの教育相談を行っています。

不登校の子どもの教育相談は
教育センター内教育支援教室   54-2803問
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