
子育てのための施設等利用給付（幼児教育・保育の無償化）  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185）

内容・手続き

対象

22

●預ける●

　無償化制度を利用するためには，対象施設を利用する前に，「教育・保育認定」または「施

設等利用給付認定」を受けている必要があります。

　令和元年10月より，３歳児から５歳児までのお子さんおよび２歳児以下の住民税非課税世帯

のお子さんの幼稚園，保育所（園），認定こども園などの利用料（通園送迎費，食材料費，行

事費等は対象外です）が無償となっています。

月額25,700円を上限に利用

料無償

幼稚園の利用に加え，利用日数

に応じて，月額11,300円を上

限に利用料無償

その他(※2)

保育の

必要性(※1)



☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎ 

 

多生児等育児支援事業  

学童クラブ（放課後児童クラブ）  

子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

ファミリー・サポート・センター　☎ 029-283-4538

子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1183） 

対象者

育成支援の時間

申請方法
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●預ける●

（1か月当たり）

　申請後，実際に利用する場合は，ファミ

リー・サポート・センター（社会福祉協議

会）にお申し込みください。

　会員登録が必要なため，初回は希望日の２

週間前までにお申し込みください。

　村内には現在11か所の学童クラブ（放課後児童クラブ）が設置されています。

　各学童クラブでは，就学児童（小学校１年生から小学校６年生まで）の放課後の健全育成を

目的として，各種行事やカリキュラムを独自に組み活動を行っています。

東海村石神外宿1073−1

東海村舟石川690−7

東海村村松1524−1

東海村村松2124−89

東海村白方2010−1

東海村照沼906−6

東海村船場784−4

東海村村松524

東海村白方288−1

東海村船場592−1

029−287−0216

☎東海村村松523 029−277−0586

029−284−0070

029−282−9011

029−283−0983

029−287−7778

029−287−0004

029−283−2623

029−287−7725

029−229−0778

029−352−3680

　多生児や母子・父子家庭の子を育児する保護者の負担を軽減するため，当該保護者の育児支

援（子守り等）をします。

　村内に住所を有し，３歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある多生児や母

子・父子家庭の子を育児している保護者

わんだーらふ



☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎ 
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●預ける●
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☎

☎

☎

☎

☎

☎

保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・認可外保育施設一覧
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1185） 

保育所・保育園

☎
☎

☎

☎

認定こども園

小規模保育事業所

☎

☎

☎

☎

☎

幼稚園
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●預ける●

東海村豊岡1829-3

東海村大山台2-17-39

東海村船場784−4

東海村東海3-7-2

東海村須和間1299-4

東海村村松2822-1

東海村船場718-3

東海村村松北一丁目4-1

東海村石神外宿945

東海村舟石川453

東海村須和間440

東海村須和間1296-4

東海村村松3370-1

東海村石神内宿2330-3

東海村船場592-1

☎

☎

認可外保育施設

東海村白方288-1

東海村舟石川667-1

東海村舟石川駅西3丁目6-28

秋葉マンション1階

特定非営利活動法人キララこそだて支援センター

キララ東海ナーサリー
☎ 029−212−6571

けやきの杜保育所 ☎ 029−212−7083



　児童センターは赤ちゃん（0歳）〜高校生（18

歳）までが対象になります。未就学児，小学生低学

年（1・2年生）のお子さんは保護者同伴となりま

す。家族みんなで遊びに来てください。

●子育て支援活動（0，1，2歳さんあつまれ）

●養育者向け講座（母親・父親・祖父母対象）

●お父さんと遊ぼう（プラレール遊び・おもちゃの日）

●絵本の読み聞かせ

●運動会など季節の行事

●小学生以上対象（卓球）

●子育て相談

　・児童センター職員（月曜日〜金曜日・午前9時

〜午後4時）

　・子育て支援コーディネーター（月2回）

　・アレルギー相談（月1回）

●おもちゃの修理（月2回おもちゃクリニック東海）

長堀すこやかハウス

子育て支援

地域子育て支援拠点事業  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

実施施設　※実施内容については，各施設にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により，事業や行事，サークル活動などを休止・縮小して実施しています。

☎029-306-1017

長堀すこやか

ハウス

☎029-283-3664

25

●子育て支援室開放（わんわんひろば）

●６か月〜１歳児向けサークル活動（かるがもサー

クル）

●１歳６か月児〜２歳児向けサークル活動（ぴょん

ぴょんサークル）

●就園前２歳児サークル活動（にこにこクラブ）

●子育て講座

●父親向け育児講座

●英語で遊ぼう（外国人指導講師との交流）

●多生児を持つ保護者の交流会（サークルぐりとぐら）

※子育て支援コーディネーターが子育ての相談に応

じます（月・火・木・金）。

●育児相談，レクリエーション

●育児講座

●保護者の交流および情報交換

●絵本の読み聞かせ

●お父さんと遊ぼう

●お誕生会，お散歩，運動会，季節行事など

　毎回，読み聞かせやふれあい遊びなどを実施して

います。また，季節の制作（毎月１回）や不定期で

イベントを行っています。

月曜日〜土曜日

午前９時〜午後５時

☎029−282−7390

※各行事の開催日等は東海村
　社会福祉協議会ＨＰでお知
　らせします。

月曜日〜金曜日

午前９時〜午後２時

（ランチタイムあり）
※村内に住所を有している就

学前の乳幼児と保護者が対
象。事前に会員登録が必要
です（当日でも可）。
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●子育て支援●

BPプログラム （親子の絆づくりプログラム）  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

健康増進課（保健センター）　☎ 029-282-2797

 

日程日程

時間

会場

対象者 参加人数

参加費

　初めての子育てをするお母さんと赤ちゃんが一緒に参加するプログラムです。

　子育ての基礎知識を一緒に学びながら，仲間作りをしませんか？

東海村在住の第１子の親子，

生後２か月から５か月までの赤ちゃん

各月20組

無料（テキスト代1,000円は自己負担）

6月，9月，12月，3月の金曜日

各月ごとに全４回（４週連続）

2時間程度

総合福祉センター「絆」内

※新型コロナウイルス感染症の影響により，参加人数などを制限して実施しています。



実施時期

対象者

募集期間

募集人数

参加費

母と子のサロン  
生涯学習課　☎ 029-287-0851

ちびっこ集まれ！お父さんと遊ぼう！  

日程対象者

募集期間

実施時期 参加人数

参加費

27

●子育て支援●

生涯学習課　☎ 029-287-0851

各期全４回

各10組

※対象月齢及び日程等については，ホームページやのびのび子育て帳等でご確認ください。

10組

※日程等については，村ホームページやのびのび子育て帳等でご確認ください。

村内在住の０歳の第１子と母親



実施時期

対象者

募集期間

募集人数

参加費

母と子のサロン  
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ちびっこ集まれ！お父さんと遊ぼう！  

日程対象者
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実施時期 参加人数

参加費

27

●子育て支援●

生涯学習課　☎ 029-287-0851

各期全４回

各10組

※対象月齢及び日程等については，ホームページやのびのび子育て帳等でご確認ください。

10組

※日程等については，村ホームページやのびのび子育て帳等でご確認ください。

村内在住の０歳の第１子と母親

学校

転出・転入するとき  

指定学校の変更  

学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1414）お問い合わせ

学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1414） お問い合わせ

転出学の手続き 転入学の手続き

28



●

区域外就学  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1414） 

就学援助制度  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1412） 

特別支援教育就学奨励事業  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1412） 

29

●学校●

　村立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で，東海村児童生徒就学援助規則の認定要件を

満たす方に対し，就学に必要な費用の一部を援助します。

　村立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者を対象に，経済的な負担軽減を

目的とし，世帯の収入状況に応じて就学に要する費用の一部を援助します。

　申請時期は，毎年６月ごろです。ただし，転入や措置変更等により年度の途中から対象と

なった場合は，学校または教育委員会学校教育課へご相談ください。

小規模特認校制度  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1412） 

　小規模校の特性を生かしたきめ細やかな教育を推進している村立照沼小学校は，村内全域か

ら通学ができます。

　のびのびと過ごす子どもたちの様子が分かる学校公開も行っておりますので，詳しくは村

ホームページをご覧ください。
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●学校●
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　申請時期は，毎年６月ごろです。ただし，転入や措置変更等により年度の途中から対象と

なった場合は，学校または教育委員会学校教育課へご相談ください。

小規模特認校制度  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1412） 

　小規模校の特性を生かしたきめ細やかな教育を推進している村立照沼小学校は，村内全域か

ら通学ができます。

　のびのびと過ごす子どもたちの様子が分かる学校公開も行っておりますので，詳しくは村

ホームページをご覧ください。

東海村通学路交通安全プログラム  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1413） 

30

●学校●

東海村奨学金制度  
学校教育課　☎ 029-282-1711（内線　1412） 

修学資金について 入学準備金について



対象者

支給日

申請方法

ひとり親家庭
児童扶養手当  

子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） お問い合わせ

31



対象者

支給日

申請方法

ひとり親家庭
児童扶養手当  

子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） お問い合わせ
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対象者 支給日

助成額

申請方法

●

●

●

●

●

対象者

支給額

支給日

遺児福祉手当  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

申請方法

●

●

●

●

●

母子・父子家庭家賃助成事業  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線　1182） 

32

●ひとり親家庭●

①〜⑤すべてに該当する必要があります。

①児童扶養手当を受給し，支給額がある者

②村内に住所があり，６か月以上引き続いて

村内に居住している者

③児童と同一世帯で同居している者

④賃貸借契約の名義人が，児童扶養手当の受

給者であること

⑤公的な住宅扶助を受けていない者

※県営住宅は，助成の対象外です。

　原則，毎年偶数月の25日（25日が土・

日・祝日の場合は，前営業日）に，それぞれ

の前月分までを支給します。

　遺児１人につき月額3,000円

修了



● ●

● ●

● ●

対象者 マル福の自己負担金について

自己負担金等の支給申請について

申請方法

●

●

更新について

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ひとり親家庭の医療福祉費支給制度  
住民課　☎ 029-282-1711（内線　1135） 
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●ひとり親家庭●

　健康保険（医療保険）で病院等にかかった自己負担分の費用の一部を公費（東海村，茨城

県）で助成する制度で，通称「マル福」と呼ばれるものです。

所得が茨城県の設定する基準額未満である

方

●障がいの程度が分る書類（身体障害者手

帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手

帳，障害年金証書等）

●入院自己負担金および食事療養標準負担額

●補装具等を作ったときの自己負担金（申請

の際には，健康保険証の発行元から支給

された金額が確認できる書類が必要で

す）

●県外で受診した医療費



● ●

● ●

● ●

対象者 マル福の自己負担金について

自己負担金等の支給申請について

申請方法

●

●

更新について

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ひとり親家庭の医療福祉費支給制度  
住民課　☎ 029-282-1711（内線　1135） 
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●ひとり親家庭●

　健康保険（医療保険）で病院等にかかった自己負担分の費用の一部を公費（東海村，茨城

県）で助成する制度で，通称「マル福」と呼ばれるものです。

所得が茨城県の設定する基準額未満である

方

●障がいの程度が分る書類（身体障害者手

帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手

帳，障害年金証書等）

●入院自己負担金および食事療養標準負担額

●補装具等を作ったときの自己負担金（申請

の際には，健康保険証の発行元から支給

された金額が確認できる書類が必要で

す）

●県外で受診した医療費

障がいのあるお子さんへの支援
障がいのある方の医療福祉費支給制度  

住民課　☎ 029-282-1711（内線　1135）お問い合わせ

対象者

更新について

申請方法

マル福・マル特の自己負担金について

自己負担金等の支給申請について

34

●マイナンバーが確認できるもの

　健康保険（医療保険）で病院にかかった自己負担分の費用の一部を公費（東海村，茨城県）

で助成する制度で，通称「マル福」と呼ばれるものです。茨城県の設定する所得制限額を超

え，1,000万円未満の所得の場合には，東海村独自の医療福祉費支給制度で，通称「マル特」

が適用されます。

●療育手帳 Ａ ，Ａの方

●身体障害者手帳３級かつ知能指数50以下

の方

●精神障害者保健福祉手帳１級の方

●障害年金１級を受給する方

●特別児童扶養手当１級の方

　県内の医療機関の場合，健康保険証および

マル福・マル特の受給者証を提示をすれば外

来自己負担金および入院自己負担金の支払い

はありません。

●食事療養標準負担額

●補装具等を作ったときの自己負担金（申請

の際には，健康保険証の発行元から支給さ

れた金額が確認できる書類が必要です）

●県外で受診した医療費



手帳の交付  
なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525

身体障害者手帳

  

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

障害者手帳による割引制度  
なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525

35

●障がいのあるお子さんへの支援●

ストマ用装具

医療費

自動車税および

自動車取得税

常陸太田税務署

　身体障がいのある方が，様々な支援を受け

るために必要な手帳です。

　視覚，聴覚，平衡機能，音声，言語・そ

しゃくの機能，肢体不自由，心臓・じん臓・

呼吸器の機能，ぼうこう・直腸の機能，小腸

の機能，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

機能，肝臓の機能に障がいのある方

　精神疾患（てんかん，発達障がい等を含む）の

ある方（初診から６ヶ月以上経過している方）

茨城県中央児童相談所

茨城県福祉相談センター



自立支援医療  
なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525

障がいのあるお子さんへの手当  
なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525

育 成 医 療 精神通院医療

36

●障がいのあるお子さんへの支援●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　精神，知的または身体障がい等のある20歳未満の児童の父母または養育者に対し

て手当を支給します。

　在宅の心身障がい者や心身障がい児の保護者に対して手当を支給します。

　重度の障がいがあるため，日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方

に対して手当を支給します。

　身体障害者手帳１級程度または療育手帳Ａ程度で，日常生活に常時介護が必要な

20歳未満の方

　児童福祉法第2条第２項に規定する18歳未満の障

がい児及び将来障がいを残すと認められる児童に対し

障がいの軽減や機能の回復を図るために必要な医療費

の支給を行う制度です。

※治療例（障がいに応じて異なりますので，詳しくは

お問い合わせください。）

・先天性耳奇形や口蓋製等の形成術

・関節形成術，関節置換術，義肢装着のための切断端

形成術

・ペースメーカー埋込手術　等



その他のサポート  
なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525

 保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

補装具費の支給

日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

東海村障がい者家族介護用品購入費助成事業

東海村軽度･中等度難聴児補聴器購入費助成金交付事業

障がい児通所支援事業

障がい者等日中一時支援事業

37

●障がいのあるお子さんへの支援●

　身体障がい者（児）の体の不自由を補い，

日常生活や職場での活動を容易にするため，

必要な補装具費を支給します。

　自力で日常生活を営むことが困難な重度の

障がい児（者）に対して，日常生活を容易に

するため，日常生活用具を給付します。

　なお，介護保険の認定を受けていて，介護

保険による貸与・給付で対応できるものにつ

いては，介護保険が優先されます。

　小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活

用具の給付を行っています。

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽

度・中等度難聴児の言語の習得，教育等の健

全な発達を支援するため，補聴器購入費用の

一部を助成します。

　障がい児者の日中における活動の場の確保

やその家族の就労支援，介護負担の軽減等を

図るため，障がい児者の一時的な預かりや見

守り等の支援を行います。
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なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）　☎ 029-287-2525
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●障がいのあるお子さんへの支援●

　身体障がい者（児）の体の不自由を補い，

日常生活や職場での活動を容易にするため，

必要な補装具費を支給します。

　自力で日常生活を営むことが困難な重度の

障がい児（者）に対して，日常生活を容易に

するため，日常生活用具を給付します。

　なお，介護保険の認定を受けていて，介護

保険による貸与・給付で対応できるものにつ

いては，介護保険が優先されます。

　小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活

用具の給付を行っています。

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽

度・中等度難聴児の言語の習得，教育等の健

全な発達を支援するため，補聴器購入費用の

一部を助成します。

　障がい児者の日中における活動の場の確保

やその家族の就労支援，介護負担の軽減等を

図るため，障がい児者の一時的な預かりや見

守り等の支援を行います。

お出かけ・イベント

公園を利用される皆様へ

公園  
都市整備課　☎ 029-282-1711（内線　1243） お問い合わせ
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●公園周辺道路での路上駐車は交通の妨げに

なり，事故の危険が高まりますのでご遠

慮ください。

●公園内への自転車・バイク等の乗り入れは

しないでください。

　ただし，子どもの自転車の練習で，保護者

が子どもの隣に常に付き添っているとき

は例外です。

●ペットのふんは，飼い主が責任をもって持

ち帰ってください。

●公園には管理人が常駐していませんので，

管理上，公園内にゴミ箱はありません。

　ゴミは各自持ち帰り，決してポイ捨てはし

ないでください。

●公園内は禁煙です。

（令和３年４月１日現在）



青少年健全育成事業  
生涯学習課　☎ 029-287-0851

やったん祭

青少年育成東海村民会議事業

自然体験

学習の旅

ちびっこ
集まれ！
お父さんと
遊ぼう！

ふるさと

体験教室

青少年育成

東海村民会議

支部事業

39

●お出かけ・イベント●

　大自然の中で学校や年齢を超えた集団活動を体験し，小学生の「自立心」と中

学生の「リーダーシップ」を養い，豊かな感性を育む体験学習事業。

●実施時期：7月（1泊2日）

●対象者：小学4〜6年生，中学2年生

●募集期間：4月

●募集人数：小学生45名，中学生13名

　自分たちの住んでいる「ふるさと東海村」のすばらしさを再発見するととも

に，自ら企画し，最後までやり遂げることの大切さを学ぶ体験学習事業。

●実施時期：通年（年4回程度）

●対象者：小学4〜6年生

●募集期間：4月〜5月

●募集人数：20名

　ゲーム等を通して父子のふれあいの場を提供することで，子どもとのふれあい

方等今後の子育ての参考にするとともに，父親の子育て参加を支援する事業。

●実施時期：10月〜12月

●対象者：2〜3歳児と父親

●募集期間：9月〜11月

●募集人数：10組

　村内の6つの支部（白方・照沼・中丸・石神・舟石川・村松）では，年間を通

して，地域ごとに特色のある事業を展開。

　事業内容・日程等は変更となることもありますので，詳細は各団体へお問い合

わせください。

母と子の
サロン

　初めての子育てについての学習や絵本の読み聞かせ，手遊びうた等のレクリ

エーションを楽しみながら，育児に関する情報交換や相談等が気軽にできる友達

を作ってもらうための子育て支援事業。

●実施時期：5〜6月（前期）・10月〜11月（後期）

●対象者：0歳の第1子と母親

●募集期間：4月（前期）・9月（後期）

●募集人数：各10組

※各事業とも実施時期や募集人数が変わる場合があります。



青少年健全育成事業  
生涯学習課　☎ 029-287-0851

やったん祭

青少年育成東海村民会議事業

自然体験

学習の旅

ちびっこ
集まれ！
お父さんと
遊ぼう！

ふるさと

体験教室

青少年育成

東海村民会議

支部事業
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●お出かけ・イベント●

　大自然の中で学校や年齢を超えた集団活動を体験し，小学生の「自立心」と中

学生の「リーダーシップ」を養い，豊かな感性を育む体験学習事業。

●実施時期：7月（1泊2日）

●対象者：小学4〜6年生，中学2年生

●募集期間：4月

●募集人数：小学生45名，中学生13名

　自分たちの住んでいる「ふるさと東海村」のすばらしさを再発見するととも

に，自ら企画し，最後までやり遂げることの大切さを学ぶ体験学習事業。

●実施時期：通年（年4回程度）

●対象者：小学4〜6年生

●募集期間：4月〜5月

●募集人数：20名

　ゲーム等を通して父子のふれあいの場を提供することで，子どもとのふれあい

方等今後の子育ての参考にするとともに，父親の子育て参加を支援する事業。

●実施時期：10月〜12月

●対象者：2〜3歳児と父親

●募集期間：9月〜11月

●募集人数：10組

　村内の6つの支部（白方・照沼・中丸・石神・舟石川・村松）では，年間を通

して，地域ごとに特色のある事業を展開。

　事業内容・日程等は変更となることもありますので，詳細は各団体へお問い合

わせください。

母と子の
サロン

　初めての子育てについての学習や絵本の読み聞かせ，手遊びうた等のレクリ

エーションを楽しみながら，育児に関する情報交換や相談等が気軽にできる友達

を作ってもらうための子育て支援事業。

●実施時期：5〜6月（前期）・10月〜11月（後期）

●対象者：0歳の第1子と母親

●募集期間：4月（前期）・9月（後期）

●募集人数：各10組

※各事業とも実施時期や募集人数が変わる場合があります。

図書館  
東海村立図書館（生涯学習課）　☎ 029-282-3435，☎  029-282-3416

小さいお子さんに

中高生に

●

●

●

●

●

●

●

●

パソコン

https://www.tosyo.vill.tokai.ibaraki.jp

スマートフォン 携帯

https://www.tosyo.vill.
tokai.ibaraki.jp/sp/

https://www.tosyo.vill.tokai.
ibaraki.jp/WebOpac/mobile

図書館の
ホームページは

こちら
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●お出かけ・イベント●



その他の相談

●  

　　　　　　　

●

　　　　　　　 029-221-4150

●

相談方法

育児支援・相談  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線  1182）

マイ保健師母子保健コーディネーター

相　談
子育て世代包括支援センター「はぐ♥くみ」  

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

「はぐ♥くみ」妊娠・出産・子育てに関する相談専用ダイヤル

41

029 -



その他の相談

●  

　　　　　　　

●

　　　　　　　 029-221-4150

●

相談方法

育児支援・相談  
子育て支援課　☎ 029-282-1711（内線  1182）

マイ保健師母子保健コーディネーター

相　談
子育て世代包括支援センター「はぐ♥くみ」  

保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

「はぐ♥くみ」妊娠・出産・子育てに関する相談専用ダイヤル

41

029 -

人数・任期 業務内容

相談方法

　

民生委員・児童委員  
福祉総務課　☎ 029-282-1711（内線1137～1139）

業務内容人数・任期

●

●

母子保健推進員  
保健センター（健康増進課）　☎ 029-282-2797

42

●相　談●

定数



子ども発達支援センター  
子ども発達支援センター　☎ 029-282-3443

対象は

このような

ことをして

います

● ●

スタッフや

相談時間に

ついて

気になることは

ありますか？

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

このようなことや子育て等でお困りのことがありましたら，お気軽にご相談ください

43

●相　談●

なごみ

村内にお住まいで，お子さんの発達に不安を抱える保護者

３歳児健康診査等で，保健センター等から紹介を受けた幼児および保護者

幼稚園・保育所（園）・こども園および小中学校から紹介を受けたお子さ

んおよび保護者

幼稚園・保育所（園）・こども園・小中学校の教職員および関係機関職員

発達について心配があるお子さんの個々の状態に応じた体を動かしたり，

課題に取り組んだりしながら社会的スキルを学んでいます。

専門家の指導を受けるお手伝いをします。

ゲーム，言葉遊びを通して，人とのかかわりを育てます。

楽しい言葉遊びを通して，正しい発音ができるようにしています。

保護者の子育てにおける様々な悩みの相談を受けています。

「子育て」について困っていること，心配なこと等，どんなことでもお気

軽にご相談ください。

（火・水） 2
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●

●

このようなことや子育て等でお困りのことがありましたら，お気軽にご相談ください
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●相　談●

なごみ

村内にお住まいで，お子さんの発達に不安を抱える保護者

３歳児健康診査等で，保健センター等から紹介を受けた幼児および保護者

幼稚園・保育所（園）・こども園および小中学校から紹介を受けたお子さ

んおよび保護者

幼稚園・保育所（園）・こども園・小中学校の教職員および関係機関職員

発達について心配があるお子さんの個々の状態に応じた体を動かしたり，

課題に取り組んだりしながら社会的スキルを学んでいます。

専門家の指導を受けるお手伝いをします。

ゲーム，言葉遊びを通して，人とのかかわりを育てます。

楽しい言葉遊びを通して，正しい発音ができるようにしています。

保護者の子育てにおける様々な悩みの相談を受けています。

「子育て」について困っていること，心配なこと等，どんなことでもお気

軽にご相談ください。

（火・水） 2

村 内 地 図
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