
平成28年4月発行



子どもさんや、
家族の写真を
貼ってね♪ 

        ちゃんと家族の思い出 

生年月日：   年  月  日  曜日           

身長：   センチ  体重：   グラム 

 「パパママ子育てだいじょうぶっく」は、結婚・妊娠から子どもが 
小学生になるまでの、子育て情報をまとめた一冊です。 
 いつも、手元においてくださいね。 
 子育ての「困った！」や「お楽しみ♪」その他いろんな 

「？」を探すときに、開いてみてください。 
 牧之原市の子育てを 
       楽しく夢のあるものにしたいですね。 

それぞれの吹き出しに「こどものつぶやき」 
「こどもへのメッセージ」「家族の思い出」など書き込んでね♪ 



妊娠したら    赤ちゃんが生まれたら 1
母子手帳の交付　　パパママおめでた講座　　妊婦訪問　　妊婦健診

赤ちゃん訪問　　4か月、10か月健診　　予防接種　　赤ちゃん相談　　離乳食教室　　幼児健診　　乳幼児相談

子育て助成・福祉サービス 2
児童手当　　子育て優待カード　　こども医療費助成　　未熟児養育医療

一般不妊治療（人工授精）費助成制度　　特定不妊治療費助成制度　　男性不妊治療

子育て相談窓口 3
保育コンシェルジュ　　主任児童委員　　子育て支援センター

家庭児童相談　　ＤＶ相談　　適応指導教室「フルール」　　児童家庭支援センターはるかぜ　　児童相談所

保育園　 小規模保育所
牧之原保育園　　萩間保育園　　菅山保育園　　地頭方保育園　　勝間田保育園　　坂部保育園

静波保育園　　細江保育園　　あおぞら保育園　　相良保育園　　レンゲアカデミー（すすき幼稚園保育園部）

mamaはあと

幼稚園　　私立幼稚園就園奨励費助成制度　　認定こども園 6
相良幼稚園　　地頭方幼稚園　　すすき幼稚園　　ふたば幼稚園　　私立幼稚園奨励費助成制度

認定こども園　三歳児を持つ親の学級　三歳児家庭教育学級 7
認定こども園 川崎幼稚園　　認定子ども園 みのり幼稚園　　三歳児を持つ親の学級　　三歳児家庭教育学級

社会福祉協議会　　一時預かり　　児童館 8
のびのび子育て井戸端会議　　はいばら託児サークル　　子育て応援し隊まきのはらパピー

ＮＰＯ法人すけっとまきのはら　　相良児童館　　榛原児童館

子育て支援センター　 9
子育て支援センター相良、榛原　　いちご（川崎幼稚園）

みらい子育てネット（サークル）
ベビーマッサージHUG　　わらべうた　　ゆるりらマーケット　　おやこ劇場　　クローバーの会

Ｍａｍｍｙ’ｓリフレッシュ体操　　Nobody's Perfect☆2014　　mama's caféぱくぱく

ベビトーーーク　　ＥＣＯの会　　子育て応援し隊まきのはらパピー　　双子ちゃん集まれ　　榛南おっぱいの会

榛原プレーパーク＜冒険遊び場＞　　榛原リトミックの会　　榛原バトミントン部　　　katumataのecoママ

移動子育てセンター（にっこにこ広場＜勝間田＞　　坂部っこ広場＜坂部＞

　　　　　　　　　　　　　　はらっこ子育て広場＜牧之原＞　　すくすく広場＜地頭方＞　　はぎまっこ広場＜萩間＞）

市立図書館
相良図書館　　榛原図書館　　移動図書館「ひまわり号」

読み聞かせ
グーチョキパー　　おはなしパレット　　おはなしクラブ　　おやこ読書会　　勝間田文庫

講座「子どもと本」　　本はともだち　　民話収集グループ

公園　親子で昔の遊びと自然遊び体験
ＮＰＯ勝間田塾　　ふるもり探検隊

子どもの体験教室
子ども☆まきのはら塾　　萩間ふるさと教室　　地頭方ふるさと教室

放課後児童クラブ
相良放課後児童クラブ　　地頭方放課後児童クラブ　　萩間、菅山放課後児童クラブ　　牧之原放課後児童クラブ

静波放課後児童クラブ　　和光館放課後児童クラブ　　細江第１・第2放課後児童クラブ

勝間田、坂部放課後児童クラブ　　坂部児童クラブ「すまいるきっず」

発達支援
適応指導教室「フルール」　　ひまわり会　　エジソンキッズ　　牧之原市つくしの家　　メイフラワー

ひとり親家庭への福祉サービス
母子家庭等医療費助成　　児童扶養手当　　母子及び父子並びに寡婦福祉資金（就学支度資金・修学資金)

母子生活支援施設（母子寮）　　母子家庭等自立支援給付金

地図
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まきはぐ 

☆パソコン・スマホからも 
                         見られます☆ 
 
 
  牧之原市ホームページ だいじょうぶっく牧

之原市ホームページ 

          だいじょうぶっくPDF） 

      

検 索 



妊娠したら・・・　　　お問合せ：健康推進課　0548-23-0027

4か月～6か月児の
希望者

幼児健診
身体計測と診察
育児･栄養・歯科相談・フッ素塗布

1歳6か月、2歳
2歳6か月、3歳

乳幼児相談
身体計測
育児･栄養・歯科相談
※3歳6か月、4歳はフッ素塗布

7か月、1歳
3歳6か月、4歳

予防接種

定期（集団）の予防接種(BCG･日本脳炎)
を行います。

※ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合ワク
　チン、麻しん風しん混合ワクチン、水痘
　ワクチンは医療機関で行います。

乳幼児

相良保健ｾﾝﾀｰ

さざんか

健康カレンダー･ 広報誌
等で確認 してください

赤ちゃん相談
身体計測と、保健師･栄養士による育児･
栄養相談

7か月未満の
乳児

離乳食教室
(要予約)

講話・栄養相談
（離乳食のはじめ方、進め方)
離乳食の実技指導と試食

赤ちゃん訪問
各家庭を助産師･保健師等が訪問し、身
体測定と育児や産後の相談、子育て支援
情報の提供を行います。

4か月までの児と
その保護者

各家庭
助産師・保健師等が電話
で日程調整します。

4ケ月、10ケ月
健診

医師・助産師による発育・発達状況の診
察、指導。

※受診票は健康推進課で交付します。

4か月児および
10か月児 県内医療機関 医療機関へ各自で予約

赤ちゃんが生まれたら…　　お問合せ：健康推進課　0548-23-0027

名　称 内　容 対　象 場　所 日　時

妊婦訪問

妊婦健診

母子健康手帳
の交付

パパママ
おめでた講座

名　称 日　時対　象

さざんか
　毎月第1･3･5月曜日
相良保健センター
　毎月第2･4月曜日

　午前9時～11時

健康カレンダー･ 広報誌
等で確認してください

助産師・保健師等が電話
で日程調整します。

医療機関へ各自で予約

場 　所

さざんか
　

相良保健ｾﾝﾀｰ

さざんか

各家庭

県内医療機関

1

妊娠届出書をお持
ちの妊婦

※個人番号カード
 又は、通知カードを
 お持ちください。

妊婦

（おおむね 5か月～
8か月の安定期の方）
とその夫など

第一子または、訪
問を希望する妊婦

妊婦

内　容

母子健康手帳の交付

沐浴実習、父親の妊婦体験。
妊娠中の体重管理や、産後のメンタルヘ
ルスなどについて説明します。

各家庭を助産師･保健師等が訪問し、妊
娠期の相談、妊娠・分娩についての情報
提供を行います。

医師･助産師による妊娠経過の診察、指
導。

※受診票は健康推進課で交付します。
※里帰り等、県外で出産する方はご相談
 ください。



2

一般不妊治療
（人工授精）費

助成制度

名　　称

男性不妊治療

対　　象目　　的

人工授精に要する治療費の7割。
1回の妊娠までの治療につき、助成期
間内で最大6万3千円。

助成機関は2年間。

※詳しくはホームページ参照

特定不妊治療
助成制度

特定医療機関において
「体外受精」または「顕微授
精」に要した保険外対象外
の費用を助成します。

・夫または妻の.住所地が1年以上市内で
ある夫婦で指定医療機関において、特
定不妊治療(体外受精）を受けた方

・不夫婦の前年度合計所得が730万未満
の方

①申請者の健康保険証
②申請者名義の通帳
③印鑑
④児童手当用所得証明書
　(転入した方。保護者分)
⑤マイナンバーカード
　　（または、通知カード）

子育て
優待カード

男性不妊治療における費用
の一部を助成します

・夫または妻の住所が市内にあり、妻の
年齢が40歳未満である夫婦

・夫婦の前年度所得合計が730万円未満
（市税等を滞納していない）の方

①養育医療意見書
　　　　（病院で発行）
②印鑑
③源泉徴収票または確定
申告書の写し
（転入した方。世帯全員分）
④マイナンバーカード
　　（または、通知カード）

児童手当

入院が必要な未熟児に医
療給付を行い、児の健全な
育成を図ります。

未熟児で、医師が入
院養育を必要と認め
たもの

①子どもの健康保険証
②印鑑
③児童手当用所得証明書
　(転入した方。保護者分)

次代の社会を担う子どもの
健やかな育ちを社会全体で
応援します。

0才～中学校卒業ま
での子どもを養育する
父母など

・0歳～3歳未満
　　　　15,000円(一律)
・3歳～小学校修了前
　　　　10,000円
　　(第3子以降は15,000円)
・中学生　10,000円(一律)
支給月　10月　2月　6月
※所得要件があります。

子育て助成・福祉サービス①　お問合せ：子ども子育て課　0548-23-0071

名　　称 目　　的 対　　象 支給（助成）内容 持ち物

こども医療費
助成

子どもの疾病の早期発見と
適切な治療、および保護者
の経済的負担を軽減しま
す。

0才から中学卒業まで
の子ども

受給者証が発行され
ます。

子育て家庭を地域･企業･行
政が一体となって支援する
制度で、協賛店舗では、さま
ざまなサービスを受けること
ができます。

18歳未満の子どもを
同伴した保護者
または妊娠中の方

治療にかかる医療費等（保
険診療分）

未熟児
　（①または②に該当する）
①出生時体重2,000グラム
以下
②生活力がとくに薄弱で、
一定の症状を示す

医療費の被保険者負担分
(2割または3割)の全額

特定不妊治療に要する費用の2分の1
以内（上限10万円）

県の助成分を除きます。

※平成28年度から変更あり。詳しくは
ホームページを参照。

※静岡県の助成が始まりました。
平成28年度から市の女性も変更になります。詳しくはお問い合わせください。
（問い合わせ先：健康推進課：0548-23-0027）

未熟児
養育医療

支給（助成）内容

産科、婦人科、産婦人科、
泌尿器科、皮膚泌尿器科に
おいて受ける人工授精に要
した保険対象外の費用を助
成します。

子育て助成・福祉サービス②　お問合せ：健康推進課　0548-23-0027

（牧之原市不妊治療）



名　称 問合せ先対象　（相談内容）

主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた〝地
区の相談役〟です。〝子育てのこと〟〝家庭のこと〟な
ど、悩まずにお声掛けください。
牧之原市には、現在6名の委員がいます。

社会福祉課
0548-23-0070

相良窓口課
0548-53-2604

主任児童委員

子育て家庭にとって身近な場所（支援センター、さざんか
窓口等）で、個別のニーズに合わせて、相談（保育園・幼
稚園・こども園等の入所相談、子育ての悩み相談等）に
応じます。

子ども子育て課
紅林

0548-23-0075

保育コンシェルジュ

児童家庭支援センター
はるかぜ

054-656-3456

月～金曜日

（祝祭日を除く）

電話
8:15～17:00

対話(ｾﾝﾀｰ内)
9:00～15:30

ＤＶ相談

 0570-0-55210

電話･面接
9:00～17:00

園･学校訪問

子育て支援センター
0548-22-0174

子育て支援センター相良
　　　　　　　　　　　　(い～ら)
子育て支援センター榛原
　　　　　　　　　　(さざんか)

電話･面接

(ケースによって
随時対応）

3

児童福祉司

児童心理司

医　師

電話相談・面接

平日
8:30～17:15

子育ての不安、悩みや心配ごと
友達や学校のこと

ショートステイ
（保護者の疾病、育児疲れなど）

随時
電話相談

9:00～17:00

相談員

心理職員

虐待は随時

児童相談所
054-646-3570

静岡県中央児童相談所

子育ての悩み、子どもの発達の相談
虐待に関する相談
（054-644-4199　24時間対応）

相談日
相談形態
受付時間

0歳から3歳未満までの子どもとその
家族

（育児･家族関係など）

家庭児童相談
 0548-23-0071

牧之原市福祉事務所
家庭児童相談室
(子ども子育て課)

子育て相談窓口

月～金曜日

（祝日、年末年始
を除く）

電話･面接･訪問
9：00～16:00

(ケースによって
随時対応)

名　称
連絡先

設置場所及び実施期間
相談員

保育士

家庭児童相談員

児童（18歳未満）、保護者、その他家
族

 (児童虐待･療育･育児不安・非行･怠
学･いじめ・養育環境など)

対象　（相談内容）

女性相談員

家庭児童相談員

臨床心理士

教育相談員

適応指導教室
「フルール」

0548-23-0093

牧之原市役所
榛原庁舎西館2階

(牧之原市教育委員会)

就学前から中学3年生までの児童･生
徒並びに保護者

(子どもに関する｢教育相談｣不登校な
どの子どもや保護者の心的ケア、学
習指導など)

月～金曜日

（祝祭日を除く）

配偶者やパートナーからの暴力など
を受けている被害者、及びその関係
者

随時



※入園のお申込みや一時預かりについては、
　　　　　　　子ども子育て課（0548-23-0075）にお問合せください。 保育園

入園対象：10か月～

富士山静岡空港の近くにあり、毎日飛行機が
間近に見えます。
園の周りは山や田畑の緑豊かな自然に囲ま
れ、四季の移り変わりを身近に感じ、心が癒さ
れます。
この恵まれた自然環境に触れ、豊かな感性が
育つように感動体験を生かした保育を大切に
しています。
地域の人々との触れ合いや交流を通して、優
しい心を育ててゆきたいと思っています。

園庭開放
水曜日

10:00～12:00

市立坂部保育園
坂部468-1

0548-29-0208

園庭開放
火曜日

10:00～12:00

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15

入園対象：10か月～

感動体験を生かした保育を大切にしています。
勝間田小学校と隣接し、お年寄りの集う会館も
近くにあります。
地域の人々とのふれあいを大切にし、落ちつ
いた地域性に守られて、あたたかい保育を心
がけています。

市立萩間保育園
西萩間889

0548-54-1230

園庭開放
金曜日

10:00～12:00

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15
土曜保育

 7:15～18:15

入園対象：10か月～

住宅街に位置し、公園が隣接しています。
また、園周辺には海や、田んぼ、小高い山々
があり、自然の宝庫といわれています。
この地域の特性を生かし、散歩を中心にした
保育を取り入れ、四季の変化を楽しみ感動体
験や感性の育ちを大切にしています。

入園対象：10か月～

田園に囲まれ、裏山には四季を通じて楽しめ
る竹林にジャンボ滑り台があり、子供達が自然
の中で遊びを満喫しています。
豊かな自然と温かな地域の人々との関わりを
大切にし、やさしさや思いやりの心を育ててい
ます。
家庭的な雰囲気の中で、異年齢の関わりを大
切にし、日々の保育の中で、絵本に親しむ機
会をたくさんもつよう心掛けています。

市立菅山保育園
菅ケ谷3621-1

0548-52-3733

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15
土曜保育

 7:15～18:15

入園対象：10か月～

牧之原・菊川二市にまたがる地域で、学校組
合立の保育園です。
保育園・小中学校が隣接しているため、保小
中の連携を図り一貫した教育が進められてい
ます。
地域の自然に触れ、感動体験を通して豊かな
心が育つように、地域に根ざした保育を進めて
います。

園庭開放
水曜日

10:00～12:00

園の特徴

入園対象：10ヶ月～

中央を萩間川が流れ、南北に長い萩間地区
は、お散歩コースがたくさんあり、季節の草花
摘みや木の実拾いができる自然豊かな地域で
す。
地域の皆さんの温かな協力もあり、のびのびと
元気いっぱいの子どもたち。
お友達と一緒にたくさんの発見や、ドキドキ体
験ができるようにと心掛けています。
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園庭開放
木曜日

10:00～12:00

市立勝間田保育園
勝間567-3

0548-28-0329

園庭開放
金曜日

10:00～12:00

市立地頭方保育園
地頭方1-33

0548-58-0001

保育時間
一時預かり
保育料金

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15
土曜保育

 7:15～18:15

4時間未満　1,050円
4時間以上8時間未満
　　　　　　　　2,100円
8時間以上　2,500円

給食代　　1食230円
おやつ代　１食50円

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:15

園　名
所在地
連絡先

園庭開放
教室等

組合立牧之原保育園
東萩間1987-50

0548-27-2223



通常保育
9：00～15：00

延長保育
7：30～18：30

土曜保育
7：00～19：00
保育サロン
　・定期託児
　・時間託児

　・週2日

　園にお問い合わせ
　　　　　　　　ください

入園対象：８カ月～
　　　　　　　　（バス通園は2歳児から可）

広い園庭と豊富な遊具、園専用の里山、菜園、
ドッグラン、大きなウサギ小屋等楽しい施設が
いっぱいです。
特に運動器具は大脳生理学に基づいて設計さ
れており、身体の発達をバランスよく促す運動
カリキュラムで、毎日思いきり身体を動かしま
す。英語や音楽活動、禅寺ならではの躾で、教
養も見に付き、人生の可能性の扉を大きく広げ
ていきます。
※認可外保育所
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基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～18:30
土曜保育

7:15～18:15

入園対象:4か月～3歳未満児

ご両親が安心して働くことができるよう家庭的
な雰囲気の中での保育を進めます。
一人ひとりの子どもの興味に応じて、その日
の活動を決めて、子どもの様子に合わせて過
ごします。

レンゲアカデミー
（私立すすき幼稚園

保育園部）
須々木464-3

0548-52-0567

園庭開放
毎日放課後
土日祝日

園庭開放
教室等

園　名
所在地
連絡先

入園対象:10か月～

0～5歳児までが一緒に生活や活動をする中
で、異年齢のふれ合いを大切にしています。
地域の自然に触れ、感動体験を通して、生き
生きと活動し、ふれ合いながらやさしい心を育
てる保育を心がけています。

※土曜保育は、静波保育園で行います。

園の特徴

園庭開放
木曜日

10:00～12:00

市立細江保育園
指定管理者

学校法人　榛原学園
細江3364-2

0548-22-5263

園庭開放
火曜日

10:00～12:00

保育時間
一時預かり
保育料金

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～19:00
土曜保育

 7:15～18:15

 保育園

入園対象:10か月～

園庭は全部砂地で、中央には大きな欅の木が
あります。
子ども達はこの大木の下で、四季の移り変わ
りを体で感じながら伸び伸び過ごしています。
経験から覚えて行く事を大切にする中で、わら
べうたを取り入れたり、絵から感じる子どもの
心を大切にした保育を進めています。

園庭開放
月～金曜日
10：00～12：

00

ｍａｍａはぁと
勝俣1265-1

0548-22-8246

担当：子ども子育て課
0548-23-0075

私立相良保育園
相良262-20

0548-52-0208

基本保育時間
 8:15～16:15

延長保育
7:15～19:00
土曜保育

 7:15～18:15

基本保育時間
 8:00～16:00

延長保育
7:00～18:30
土曜保育

 7:15～18:15

園庭開放
金曜日

10:00～12:00

入園対象:10か月～

さざんかの隣に位置するどらえもん遊具のあ
る保育園です。
0歳から5歳までが一緒に生活、活動する中で
一人一人を大切にした保育を進めています。
子どもたちが夢中になって遊べる環境を大切
にし、五感を使った様々な経験をすることに
よって豊かな感受性を育てています。
地域の方との触れ合いの中で、優しい心豊か
な人間性を育んでいきたいと思います。

市立静波保育園
指定管理者

学校法人　榛原学園
静波991-5

0548-22-0155

4時間未満　1,050円
4時間以上8時間未満
　　　　　　　　2,100円
8時間以上　2,500円

給食代　 　1食230円
おやつ代   1食50円

4時間未満　1,050円
4時間以上8時間未満
　　　　　　　　2,100円
8時間以上　2,500円

給食代　　1食230円
おやつ代　1食50円

4時間未満　1,050円
4時間以上8時間未満
　　　　　　　　2,100円
8時間以上　2,500円

給食代　　1食230円
おやつ代　1食50円

4時間未満　1,050円
4時間以上8時間未満
　　　　　　　　2,100円
8時間以上　2,500円

給食代　　1食230円
おやつ代　1食50円

通常保育
 8:00～17:00

延長保育
7:30～18:30
土曜保育

 8:00～17:00

小規模保育所

市内保育園に準ずる

入園対象:10か月～

い～らに隣接し高台に位置した、海が一望で
きる園です。近くには小堤山公園があり、散歩
コースにもなります。
五感を使った体験や絵本、わらべうた等で子
どもたちの中に豊かな心が培われることを
願って保育しています。

市立あおぞら保育園
指定管理者

社会福祉法人　一羊会
須々木123-3

0548-52-3141



学校法人　昭英学園
榛原ふたば幼稚園

静波1698-68

0548-22-0178

私立幼稚園就園奨励費助成制度
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園庭開放
通年

未就園教室
すみれ組

Ｈ28年5月～Ｈ29年2月まで
（年間実施予定30回）

カワイ帯域教室
ＥＣＣ英語教室

ピアノ教室

・登園
8:00～14:30
・降園15:00

・預かり保育
15:00～18:00
（通年実施）

入園対象：満3歳～就学前の幼児

子どもの心と身体の健やかな成長を願い、昭和27
年11月15日「七・五・三」の日に創立、来年で満65
周年を迎える、伝統ある私立幼稚園です。

教育方針
子どもの直接体験を重視した教育課程の下、環境
を活かし伸び伸びとした園生活を送ります。

牧之原市では、私立幼稚園の入園料と保育料の軽減を図り、子育て世代を応援するため、標記助成金制度を実
施しています。助成制度の内容、助成額については、文部科学省の基準額が毎年変わるほか、家族構成や所得
によって異なったり、対象にならなかったりする場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。　(担当課：子ども子育て課幼保支援係　0548-23-0075）

3歳児
8:20～14:00

4･5歳児
8:20～14:30

入園対象：3～5歳児

静かな住宅地の中にあり、園庭で遊ぶ元気な子ど
もたちの姿が地域の皆さんから親しまれていま
す。
園庭の大きな築山で足腰を鍛えたり、園外保育に
出かけて地域に伝わるいわれを知ったり、山道や
田んぼのあぜ道を歩いて四季折々の自然体験を
したりすることを大事にしています。
子どもたち一人ひとりの思いを受け止め、心豊か
な育ちを大切にしています。

9:00～15:00

延長保育
7:30～19:00

入園対象：3～5歳児(3歳の誕生日からＯＫ）
一時預かり：定期託児・時間託児・短期預かり
※詳細は園までお問合わせ下さい。

敷地内の大きな裏山は園専用のアスレチックコー
スになっており、季節の果物や山菜等を採ったり、
窯で調理したりできます。大自然の中で思いきり
遊び、豊かな感性を育てます。
広く設けられた運動場では体育ローテーションや
サッカー、鼓笛隊等で体を動かし、高い運動能力
を育みます。日課活動では、フラッシュカードや専
用教材で集中力を高め、様々な楽器で音楽的感
性を磨きます。

未就園児教室
（ひよこ組）

6月～2月（年6回）

学校法人　青山学園
すすき幼稚園
須々木464-3

0548-52-0567

園庭開放
毎日放課後、土日祝日

未就園児教室おひさまクラブ
（1歳～2歳児）
赤ちゃん教室

（生後6ヶ月から）

英語、ピアノ、サッカー、
リトミック、ペン習字、体操、

里山の各教室

園　名
所在地
連絡先

市内幼稚園

保育時間

3歳児
8:20～14:00

4･5歳児
8:20～14:30

入園対象：3～5歳児

思い切り走りまわれる広い園庭には、登ったり
滑ったりできる築山、収穫が楽しめる田んぼと畑、
子どもたちの喜ぶ四季折々の虫や草花や木の実
などの自然があります。
また、地域の人の協力で茶摘み、稲作り、切干作
りなど豊かな体験ができます。
「夢中になって遊ぶ子」の園目標のもと、遊び環境
の充実と一人一人の育ちを大切にした保育で豊
かな心と、丈夫な体を育む保育をめざしています。

園庭開放
月～金

10:00～12:00

未就園児教室
（ちびっこ）

6月～2月（年6回）

園の特徴

市立相良幼稚園
相良249-2

0548-52-1165

市立地頭方幼稚園
地頭方281

0548-58-0501

園庭開放
教室等
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年会費
５00円

主に平日
9:30～11:30

年会費
2,000円

三歳児家庭教育学級・三歳児を持つ親の学級
名　　称

活動場所
連絡先

対　象・施設(活動）内容 活動時間 会費等

三歳児を持つ親の学級
相良公民館他

0548-52-1021

認定こども園
園 名
所在地
連絡先

開園時間
7：30～18：30

土曜保育
7：30～18：30

子育て支援室（火　水　木）
9:00～14:00

・交流の場の提供
・子育てに関する相談

・地域の子育て関連の情報提供
・各種教室

学校法人 榛原学園
認定こども園
川崎幼稚園
静波1398-2

0548-22-0230

土曜日
又は日曜日
9:30～11:30

入園対象目安:8ヶ月～

平成28年4月より
幼保連携型認定子ども園に移行。
新園舎など充実した施設・環境が整い、教育目標で
ある、考える力・創造する力・がんばる力・成長の
力・生きる力の「5つの力」を伸ばす、教育・保育を
展開しています。

●子育て支援拠点事業として●
親子登園広場・園庭開放

（火・水・木）
9:00～14:00

にこにこ広場
（未就園児イベント）

（月1回程度・隋時ご案内）他

・子育てに関する相談
・子育ての情報提供・講演・研修

会
・交流の場の提供

開園時間
7:30～18:30

学校法人 みのり学園
認定こども園
みのり幼稚園

細江812-2

0548-22-0606

園の特徴
園庭開放
教室等

保育時間

入園対象:10か月

四季折々の自然と触れ合うことを大切にし、い
ちご狩り、とうもろこし狩り、芋ほり等の体験も
しています。
図書室には厳選した絵本を揃え、週1回好きな
絵本を園児が自分で選び家に持ち帰ります。
園でも家でも、絵本の読み聞かせをふれあい
のひと時ととらえ、大切にしています。
「創造力にあふれ元気でがんばる子」を幼児
像に、一人ひとりの子どもの個性を伸ばし、子
ども達が自分で考え行動できるように日々の
保育を行っています。

※保育園部では、一時預かりを行います。
一時預かりの保育料金は市内保育園に準ず
る。
お問合せ：子ども子育て課(0548-23-0075)

三歳児家庭教育学級
榛原文化センター他

0548-23-0002

対象：三歳児を持つ父母・祖父母
月1回（年10回）、お母さん同士のグループワークを中心に、子
育て講話や親子体操、親子お楽しみ会などの学習会を行い、
子育ての不安解消、仲間づくりをしています。

対象：三歳児を持つ父母・祖父母
月1回（年７回）の計画を立て、子育ての仕方や絵本の与え
方、親子体操を取り入れ、特に父親に参加していただくよう土
日の開催としています。
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相良B＆G海洋センターに隣接の為、特に夏休みは
プール利用者の小中学生がよく立ち寄ります。
室内では、トランポリンが大人気、ちびっこ広場(親子
参加)をはじめ、体験教室やおやつ作り、卓球等小学
生中心の教室・本はともだち・わらべうた・絵本の貸し
出し等を実施。
室外では砂場やブランコでの遊びが楽しめ、子どもや
親子のコミュニケーションの場になっています。

異年齢の子どもが触れ合い楽しく遊べる児童厚生施
設です。ちびっこ広場、小学生対象の子どもアート教
室、一輪車、おやつ教室なども行なっています。
季節行事は親子みんなで楽しんでいます。他にも沢
山のあそびの提供しています。

相良児童館
波津572-2

0548-52-1535

会費等

ｲﾍﾞﾝﾄなど
内容による

時　　間・会費等

3時間以内
(3時間以上は要相談）

ヘルパー一人につき1,000円

3時間以内

平日1時間600円
（30分単位）

土日曜･祝日1時間900円

榛原児童館
静波1478-2

0548-22-6975

対　象・活動内容・活動場所

教室に
よって
参加費
必要

児童館

会費等

9:00～17:00

＜休館日＞
月曜

火曜午前
祝祭日

第3日曜日
年末年始

0歳～
就学前の親子

小学生(6歳)～
高校生(18歳)

活動時間対　　象
名　　称

活動場所
連絡先

施設(活動）内容

名　　称
連絡先

はいばら
託児サークル

0548-22-0009
(川嶋正子)

3時間以内

※曜日、時間帯は
要相談

600円/１ｈから

子育て応援し隊
まきのはらパピー

0120-351-531
（みらい子育てネット

紅林美江）

NPO法人
すけっと・まきのはら

0548-54-2100

対象：2歳以上※2歳未満については要相談
子育て中の方たちが、文化センターや学校など公的な場所
で、学習や文化活動・社会活動をする時託児をします。学習
会の主催者や活動団体が、託児依頼者になります。
☆託児メンバー募集中！
活動場所：依頼者が用意した会場（市内）

対象：1歳児～未就学児※小学生、0歳児は要相談
お母さんに楽しく子育てをしてほしいと言う思いから、気軽に
一時預かりが出来るシステムにしました。
急な用事や、お母さんのリフレッシュにご利用下さい。
１対１でお世話します。
☆託児メンバー募集中！
託児場所：子育て支援センター榛原・相良
　　　　　　　　榛原・相良児童館
※希望があれば自宅に伺います。(ヘルパー自宅は要相談)

※保育園でも一時保育を実施しています。保育園の項目をご覧ください。
　　（平成28年4月より、一時保育の料金が改定されました。）   お問合せ：子ども子育て課　0548-23-0075

対象：2歳以上※2歳未満については要相談
託児付きイベント・講座の開催など、子育て中のお母さん目
線で活動しています。
託児は個人託児とイベント託児があります。
習い事や通院・買い物などにご活用ください。
託児場所：要相談（子育て支援センターなど）

対象：0歳児から未就園児とその家族
育児の情報交換の場や友達作りの場として気軽に参加でき
ます。季節のイベントもあるので、とても賑やかで笑顔がいっ
ぱいです！
また、子育ての悩みを聞いてくれる主任児童委員さんも参加
されています。
※活動情報はふくしだより等に掲載しています。

一時預かり

社会福祉協議会　　　お問合せ：社会福祉協議会（相良）0548-52-3500

名　　称
活動場所
連絡先

対　象・施設(活動）内容 活動時間

のびのび子育て
井 戸 端 会 議

い～ら・さざんか他
10:00～１1:30

 



子育て支援センター

施設(活動）内容

お家では泣いてばかりいる赤ちゃんも、子育て
支援センターに来ると、なぜかニッコリ！
赤ちゃんが安全に心地よく過ごせるお部屋で
す。育児で解らないことはママ同士で話した
り、先輩ママからアドバイスをもらったりもでき
ます。

ブックスタート、ベビーマッサージ、ちゃゃっこ
べビー、ちゃちゃっこキッズ等の行事に参加し
てお子様と一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う。
(行事によっては、申込みが必要なものもあり
ます。）

「静岡県子育て未来マイスター」に認定された
保育士もおり、子育て中のちょっとした悩みや
相談もお受けしています。どうぞお気軽にご利
用ください。
さざんか内には保健師さんや栄養士さんなど
頼りになるスタッフも近くにいますよ。

子育て支援センター
相良

相良総合センターい～ら内

0548-22-0174
(子育て支援センター榛原）

0～３歳未満の
未就園児と
その家族

会費等

事業（行事）によって
参加費 　100円

9:00～
15:30

子育て支援センター
榛原

健康福祉センターさざんか内

0548-22-0174
(子育て支援センター榛原)

対　　象
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名　　称
設置場所
連絡先

活動時間

施設(活動）内容

いちご
静波1398-1

川崎幼稚園内

0548-22-0230

・親子集いの場の提供
・保育及び子育てに関する情報の提供
・各種教室（ベビーリンパマッサージ・親子ヨガ・英会話など）の実施
・子育て相談（月1回）

川崎幼稚園内にある子育て支援センターです。川崎幼稚園で行われてい
る保育の様子を見ることが出来ますので、お気軽にお越しください。
未就園のお子さまであれば、どなたでも利用することが出来ます。

月1回の子育て相談日には、社会福祉士の先生や、子育てネットの先生方
が対応します。（担当：榛原児童館　片瀬　0548-22-6975）

名　　称
設置場所
連絡先

活動日時

火・水・木
9:00～14:00

子育て相談日
※園に確認して

ください

            子育て中のお父さん、お母さんを応援しています。 
              子育てをしている中で、うれしかったこと・困ったこと・心配なこと 

     などを、同じ年齢の子どもを持つ親同士で楽しくお話ししてみませんか？ 
              お母さんたちが楽しく子育てできるように、市主催で、保護者を対象に 
     親支援プログラムを行っています。 
       「ベビープログラム」「ノーバディズ・パーフェクト」 
       「ママサポートパーティ」「ウェルカムベビー」 

          詳細は市ホームページや庁舎窓口、子育て支援センターなど 

         でお知らせします。 
       みなさんのご参加をお待ちしてします。 



内容等は、一時預かり（P．8）のページに掲載されています。

活動場所

相良児童館

※サークルに入りたい！サークルを作りたい！など、サークルに関するお問合せもご連絡ください。

時　間

月2回木曜日
10:00～11:00

名　　称 対　象・会費等・活動内容

mama's café
ぱくぱく

対象：どなたでも
会費等：材料費のみ
おやつ作りを通じて、楽しい仲間作りをします。

みらい子育てネット(サークル)お問合せ：榛原児童館　0548-22-6975

ゆるりら
フリーマーケット

相良コミュニティ
防災センター

ベビーマッサージHUG

わらべうた
毎週水曜日
11:00～11:30

不定期
※チラシを配布

対象：生後2ヶ月～1歳位までの赤ちゃんとママ
会費等：あり
ママと赤ちゃんの絆を深める場、ママさん同志のコミュニ
ケーションの場としてみんなで楽しみます。

対象：未就園児とその家族
未就園児を持つ親子に、わらべうたを提供しています。

相良児童館
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子育て応援し隊
まきのはらパピー

ベビトーーーク

対象：どなたでも
会費等：なし（イベント時、あり）
子育て中の色々なことを気軽に話せる場として、みんなで
楽しんでいます。（不定期、イベント有）

い～ら
さざんか　etc

第4水曜日
10:00～12:00

ECOの会
対象：どなたでも
資源回収やコンポスト教室など

主に榛原児童館 不定期

さざんか
栄養指導室

不定期

年4回
(日時未定)

対象：どなたでも
おもちゃや洋服などのリサイクル、交換会

さざんか和室

未定

2ヶ月に1回
10:00～11:00

不定期

さざんか
萩間公民館など

子育て支援ｾﾝﾀｰ
榛原・相良

さざんか和室
など

おやこ劇場

クローバーの会
(読み聞かせ）

Mammy’s
リフレッシュ体操

Nobody's Perfect☆
2014

対象：会員制
会費：毎月1,000円（3歳以下は無料）
全国からプロの演劇・コンサート等、みんなで楽しく観てい
ます。(年4回)

クリスマス会、豆まき会等のお楽しみ会もあります。

対象：未就園児とその家族
月1回さざんか・い～らにて、親子対象に絵本の読み聞か
せをしています。

対象：首すわり～2歳11か月の親子
会費等：あり
子育て中のママとベビーが楽しめるように、体を動かして
リフレッシュ！

対象：どなたでも
会費等：内容によって実費かかります。
子育て中のママ同士で悩みを分かち合っています。



　Facebookでも見られます

　「MAKIKO.net」で検索みらい子育てネット(サークル)　　
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時　間活動場所対　象・会費等・活動内容名　　称

名　　称 対　象・会費等・活動内容 活動場所 時　間

毎週水曜日
9:30～11:30

　　すくすく広場
　　　　　　＜地頭方＞

ﾄｰｸ地頭方
毎週木曜日
9:30～11:30

　　はぎまっこ広場
　　　　　　　＜萩間＞

萩間公民館
毎週金曜日
9:30～11:30

　移動子育て支援センター　　お問合せ：子育て支援センター榛原　0548-22-0174

　にっこにこ広場
　　　　　　＜勝間田＞

対象：未就園児とその家族
市内に子育て支援センターが2か所あります。
(榛原はさざんか、相良はい～ら）
でも、「子どもを連れて出かけるのはちょっと大変!!」「知ら
ない人ばかりで・・・」「同じ地区の人と知り合いになりたい
けど・・・」など、なかなか出掛けにくいお母さんのために、
5地区で移動支援センターを開催しています。
ぜひ、遊びにきてくださいね。

未就園児の親子に遊び場を提供しています。

親子活動、情報交換などの場にもなっています。

勝間田会館
毎週月曜日
9:30～11:30

坂部っ子広場
　　　　　　＜坂部＞

坂部区民ｾﾝﾀｰ
毎週火曜日
9:30～11:30

はらっこ子育て広場
  　　　　 ＜牧之原＞

牧之原
　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

榛原バトミントン部
対象：どなたでも
親子でバトミントンを楽しみます。

勝間田小体育館
毎月2回金曜日
18:30～21:00

Katumataの
ecoママ

対象：どなたでも
「もらってくれて嬉しい！もらえて嬉しい！」のママの気持
ちを大切に。
不要品交換と交流会

勝間田会館

3・6・9・12月
第3日曜日
9:30～11:30
（変更あり）

榛原プレーパーク
 ＜冒険遊び場＞

対象：どなたでも
「ケガと弁当は自分持ち」で活動。
ケガの応急処置はします。

ゆうゆうらんど
(勝間田)

不定期
※チラシを配布

榛原リトミックの会

対象：会員のみ
会費等：あり
親子でリトミックを楽しみます。
おたのしみ会などもあります。

川崎ｺﾐｭﾆﾃｨ
　　防災ｾﾝﾀｰ

毎月2回水曜日
10:00～11:00

榛南おっぱいの会
対象：どなたでも
会費等：あり
産科医による講演会（年1回）、情報交換など

榛原児童館 未定

お問合せ：榛原児童館　0548-22-6975

※サークルに入りたい！サークルを作りたい！など、サークルに関するお問合せもご連絡ください。

双子ちゃん集まれ

対象：ふたごちゃんとその保護者
会費等：なし(イベント時、あり）
多胎児の保護者とその家族、また妊娠中の方などが集
まって楽しくおしゃべりしたり、時には勉強会も行います。

さざんか他
月1回
不定期
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名　　　称

○開　館　時　間　　 　　　9:00～17:00　※水曜日（祝日は除く）は19:00まで

○休　　館　　 日　　　　　月曜日（祝日は開館）・年末年始・図書整理期間

○貸  出  冊  数　　　　 　7冊（新着図書は2冊まで）

○貸  出  期  間　　　 　　2週間

○｢利用者 カード｣　  　 　　図書の貸し出しには、利用者カードが必要です。
　　　　　　　　　　　　　  　　図書館にある登録用紙に必要事項を記入し、身分証明書と一緒に
　　　　　　　　　　　　　　　　図書館カウンターへ　提出してください。

○リクエストサービス　　　貸出中の本は予約できます。返却されしだい連絡します。
　　　　　　　　　　　　　　　　当館にないものは、他の図書館に問い合わせすることができます。

○レファレンスサービス　　読みたい本や資料、調べたいことについて質問や相談を受けます。

○貸　出　冊　数　　　大人：5冊　/   小学生以下：3冊

○貸　出　期　間　 　次の巡回日まで（約１ヶ月）　　※相良・榛原図書館でも返却は受付けます。

○利 用 者 登 録　  ひまわり号にある登録用紙に必要事項を記入し、身分証明書と一緒に
　　　　　　　　　　　　　　受付へ提出してください。

○運　　行　　日 　　 毎週火・水曜日（祝日の場合は変更）
　　　　　　　　　　　　　※「広報まきのはら」の「図書館に行こうよ！」のページに
　　　　　　　　　　　　　　　毎月の巡回日が掲載されています。
　　　　　　　　　　　　　　また、図書館や市ホームページで
　　　　　　　　　　　　　　年間の巡回日程が確認できます。

市立図書館

移動図書館
「ひまわり号」

　
ステーション数：53ヶ所

相 良 図 書 館

相良保健センター2階
0548-53-2649

榛 原 図 書 館

榛原文化センター2階
0548-23-0094

概　　　　　要

             絵本は、0歳から親子で楽しめるのが魅力です。 

                     赤ちゃんの頃は、色や形、言葉の響きを楽しんだり、絵本の言葉を使って、 

                     コミュニケーションをとったり。   
        2歳を過ぎてくれば、少しずつ物語も楽しめるようになってきます。 
       絵本の読み聞かせは、耳からお話を楽しんで、言葉を覚え、 
                     想像力を育てます。 
       子どもの心と体の成長には、こころに届く大人からの 
                      温かな語りかけが必要です。    
       どんな年齢の子どもも、お父さんやお母さん、家族の声は特別です。  
       愛情をこめて語りかけてあげてください。 
 
     
  絵本を使って、子どもとふれあう時間を 
              たくさんつくってくださいね！ 



活動内容
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民話収集グループ

民話の読み聞かせや、民話紙芝居の上演をし
ています。
要望があれば読み聞かせに出向いたり、紙芝
居の貸し出しをします。

主に小学校

乳幼児に読み聞かせを行っています。
相良児童館

週１回本はともだち

竹内みち子
0548-22-3181

無

勝間田文庫

講座「子どもと本」

無

親子で、絵本や手遊びなどおはなし会を楽し
みます。
また、保護者におはなし会の運営にも参加して
もらい、おはなし会を行う楽しさも体験できま
す。

メンバー募集中！

グー・チョキ・パー

おはなしパレット

無

おはなしクラブ

おやこ読書会

小学校

読み聞かせ
名   　称

幼稚園・保育園を中心に、絵本の読み聞かせ
を行っています。
要望があれば、おはなし会や読み聞かせに出
向きます。

連絡先
主な活動場所

電話番号
会費等

幼稚園・保育園

相良図書館
0548-53-2649

小学校を中心に、読み聞かせやパネルシア
ターなどを使っておはなし会を行っています。

要望があれば、おはなし会やブックトークなど
に出向きます。

メンバー募集中！

榛原文化センター

児童館など

榛原文化センター

小学校

要望があれば、素ばなし（お話を覚えて語るこ
と）を中心としたおはなし会に出向きます。

メンバー募集中！

読み聞かせや本のことについて楽しく学べる
講座を、年間５回開催します。
託児があります。

運営メンバー募集中！（高校生以上）

要望があれば、子ども達が自分で作ったりして
楽しめる科学遊びや工作などを行います。

場合により
実費程度

相良児童館
0548-52-1535

年間500円
（1講座は
　　200円）

無

無

無

榛原図書館
0548-23-0094

 



公　　園　

小 堤 山 公 園

名　　称名　　称

大　沢　公　園

勝間田公園
ゆうゆうらんど

浜　田　公　園

榛原総合
ぐりんぱる運動公園
（このはな公園)

榛原ふるさとの森 ・谷津田　・棚田　・里山

水ヶ谷ふれあい公園

榛原公園（龍眼山）

・ビオトープ
（めだか、ザリガニなど）
・かわせみ　　・どんぐり
・炭焼き小屋

奥 の 谷 池
秋葉かりんぽの里
山田川親水公園

・しょうぶの花　・カニ
・ほたる　　・池

相良シーサイドパーク

地頭方海浜公園

特　　徴

・どんぐり
・展望台
・花火大会

・芝生
・海を見ながらお弁当
・犬禁止

・ほたる　　・水遊び
・広場　　　・ベンチ

・桜
・遊具
（ﾌﾞﾗﾝｺ・てつぼう）

・芝生　　・ﾌﾞﾗﾝｺ
・ボール遊び

地 頭 方 公 園

特　　徴

・桜　　・みやまつつじ
・どんぐり　　・くり
・わらび、ぜんまい
・遊歩道　　・長い滑り台
・アスレチック
・ステージ

・アスレチック
・遊具
・草すべり
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・藤　・桜
・たんぽぽ　・芝生
・遊具　　・砂場
・野外ステージ

親子で昔の遊びと自然遊び体験

要相談

時　　間

・桜　　・グラウンド
・総合遊具
　　（アスレチック）
・高台、眺めよし

・芝生
・榛原児童館に隣接

秋 葉 公 園
・紫陽花　　・展望台
・ベンチ

・花火大会
・見晴らし台
（富士山・伊豆が見える）
・足ツボの石　・シャワー

油田の里公園

・ほたる
・遊具　・砂場
・油田資料館
（火曜日休み）

土・日
祝日

平成せせらぎ公園

名　　称
活動場所
連絡先

NPO勝間田塾

0548-28-0053
（ＮＰＯ勝間田塾）

0548-23-0002
（榛原文化センター）

ふるもり探検隊

榛原ふるさとの森
（牧之原市切山）
0548-28-0036

（ふるもり事務局）

会費等

実費程度

原則無料

対象：保幼～一般※団体・特支等要相談
自然体験・ガイドウォーク・自然遊び
動植物や昆虫など生き物探し・環境学習会

主催：榛原ふるさとの森～だ～ず(ふるもり)
　　  　(県環境学習指導員　有志)

活動内容・対象

対象：小学生とその保護者
さくらまつり(4月)お茶摘み・お茶もみ体験（5月）七夕まつり(8月)
稲刈り(9月)正月飾り・ミニ門松作り(12月)どんと焼き（1月）

その他、田植え体験・野鳥観察・竹工作・お茶の入れ方
生き物さがし(川や草むら)・野山をウォーキング

      



子どもの体験教室

15

土曜日
又は

日曜日

まきのはら子ども教室

『地頭方ふるさと教室』

相良公民館
0548-52-1021
地頭方公民館
（トーク地頭方）
0548-58-1690

年500円

年500円

会費等

まきのはら子ども教室

『子ども☆まきのはら塾』

社会教育課
0548-53-2646

実費程度

【保護者の皆様へ】
　地域の大人とのふれあいの中で、お子様が新しい体験をしながら、たくましく成長できる“地
域密着型体験教室”です。ぜひお子様に参加をおすすめください。
　各教室では、保護者の皆様のご参加も歓迎しています。お子様と一緒に参加して楽しんでくだ
さい！
　なお、教室運営のお手伝いをしてくださる方も随時募集しています。

土曜日
又は

日曜日

(教室によって
開催日時が
違います。)

まきのはら子ども教室

『萩間ふるさと教室』

相良公民館
0548-52-1021
萩間公民館

0548-54-0840

対象：小学生（保護者も参加可）
活動場所：相良公民館・榛原文化センターほか

小学生のための体験学習教室
　　・体験学習コース・３Ｂ体操・こて絵・・コーラス
　　・里山教室・囲碁・英語・おさいほう・能力パズル
　　・茶道・クッキング・フラワーアレンジ・水辺の楽校など
　
※市教育委員会・公民館共催事業
※年度当初に学校を通じて募集します。

活動内容・活動場所・対象

対象：萩間小・菅山小・牧之原小の4～6年生
活動場所：萩間公民館

小学生のための体験学習教室
　　ケーキ作り、社会見学(バス遠足)
　　プールアクア体験、竹ぽっくりづくり
　　音楽コンサートなど年８回

※市公民館事業
※年度当初に学校を通じて募集します。

対象：地頭方小の４～６年生
活動場所：地頭方公民館（トーク地頭方）

小学生のための体験学習教室
　　ケーキ作り、クラフトづくり、
　　社会見学(バス遠足)、科学とふれあう、
　　プールアクア体験
　　音楽コンサートなど年８回

※市公民館事業
※年度当初に学校を通じて募集します。

土曜日
又は

日曜日

名　　称・連絡先 時　　間

体験は心の自信になる！ 
「まきのはら子ども教室」に参加してみませんか。 
  

 この教室は、地域のおとなが小学生のみなさんに、いろいろな体験を指導してくれる教室

です。学校や家ではできない「新しい体験」にチャレンジすることが、きっとみなさんの大

きな「自信」になります。友だちをさそってぜひ参加してください！ほかの学校の子とも仲

良くなれるよ!! 



細江ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
090-3958-7783

　勝間田・坂部
　　放課後児童クラブ

　静波
　　放課後児童クラブ

　細江第1
　　放課後児童クラブ

川崎小

放課後児童クラブ

相良小
片浜小

活動内容・時間・会費等

　菅山
　　放課後児童クラブ

勝間田小
坂部小

　細江第2
　　放課後児童クラブ

名　称

川崎小

細江小

　牧之原
　　放課後児童クラブ

　萩間
　　放課後児童クラブ

萩間小学校内
0548-54-1900

問合せ・連絡先:子ども子育て課
　　　　　　　　　（0548-23-0071）

生活の大部分は遊びですが、
家庭で過ごすのと同じように、
おやつを食べたり、宿題をしたり、
友達と遊んだりして、楽しく安心して
過ごせるように指導員が援助します。

＜対象児＞
・以下に該当する家庭の小学生

①保護者が働いているため、子ども
　の面倒がみられない家庭

②保護者が長期療養中であったり、
　家庭内で病人や心身に障害のある
　方を常時介護しているため、子ど
　もの面倒がみられない家庭

③その他、事情により子どもの面倒
　がみられない家庭

時　間:平日（月～金）　下校時～18:00
　　　 土曜・長期休み　7:30～18:00

利用料:月額 7,000円
　　　　（土曜日利用の場合は8,000円）
　　　 夏休み　8,000円
　　　 冬休み　3,500円
　　　 春休み　3,500円

相良小学校内
0548-52-1797

仁王辻公民館
0548-27-1888

萩間小

坂部小

場合によって
他学年も可

坂部区民ｾﾝﾀｰ

地頭方小学校内
0548-58-3033

旧静波保育園内
0548-22-2400

細江小

活動場所

細江小学校体育館内
090-5112-6294

和光館
0548-22-0785

勝間田小学校内
農村の家

0548-28-0017

菅山小学校内
0548-52-5900
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対　象

　相良
　　放課後児童クラブ

　地頭方
　　放課後児童クラブ

牧之原小

地頭方小

菅山小

坂部児童クラブ
「すまいるきっず」

　和光館
　　放課後児童クラブ

毎日の活動も子ども達と一緒に計画し、地
域の方に講師役をお願いしたり、お母さん
方が交代でボランティアとして参加してい
る、手作りの児童クラブです。
泣いたり笑ったり・・・遊びもけんかも一
生懸命の楽しい毎日です。

問合せ・連絡先:河村清美
               （0548-29-1189）
時間:春・夏休み　8:30～17:00
会費等:1日400円（給食代別300円）



入会金
1,000円

児童発達支援事業
「牧之原市
つくしの家」

相良240番地１
0548-52-2225

対象：（定期利用）幼児から15歳まで ※訪問教育あり
（親子教室）就学前まで
ことばや身体の発達に遅れや不安を持つ子どもたちの療
育の相談の場
　
・定期利用（毎日通園）
・親子教室（週１～２回）
・保育園、幼稚園との並行通園
・療育相談

つくしの家

・定期利用
月～金　8:00～17:00

土（第1・5のみ）
　　　　　8:00～12:00

　
・親子教室
火・木・土

（土は第1・5のみ）
　　　　　9:00～11:30

給付費の
1割負担

※負担上限あり

相談は無料

活動内容・対象

障害のある子と
家族の会

「ひまわり会」

0548-29-0031
（間渕安恵）

名　　称
連絡先

適応指導教室

 「フルール」

0548-23-0093

榛南重症心身
障がい児者親の会

「メイフラワー」

0548-22-4070
(戸塚佳代子)

発達支援
会費等活動場所・時間

無

対象：子ども(就学前～中3生）とその保護者
不登校児童生徒の適応指導、教室での学習に対応でき
ない児童生徒の心的ケア、学習指導など、子どもに関す
ることで気になる事があれば気軽に相談してください。
相談方法は、来室相談、電話相談、園・学校訪問など

※市の施設です。秘密は厳守します。

定例会
さざんか2階

会議室または和室

月1回火曜または木曜日
10:00～12:00※変更あり

その他
行事により決定

牧之原市役所
榛原庁舎西館2階

月曜～金曜日
9:00～17:00

肢体不自由児でかつ知的障がいのある重複障がい児者
の親の会
（牧之原市・吉田町）
日頃の悩みの共有や情報交換・施設見学など

年500円

対象：障害のある子とその家族
毎月定例会を開き、相談や活動内容などのといった話し
合いをしています。

《年間行事》
　施設見学・体験活動･ レクリエーション
  （例）いちご狩り、ボーリング、料理会、
　　　　　クリスマス会、日帰り旅行、
　　　　　３B体操、等
 
※施設見学は主に作業所やグループホーム

さざんか2階
和洋室

2ヶ月毎日曜日
10:00～12:00※変更有り
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おもちゃ図書館
(さざんか2階）

不定期

無

対象：就学前～高校生くらいまでの発達に偏りがあると
思われる子どもの保護者
子どもとの日々の生活の中で気になったことや、心配･不
安などを保護者同士で話し合う場です。
また、講演会･勉強会などの開催、情報の交換をします。

発達に偏りがある子
どもの親のサークル
「エジソンキッズ」

080-3611-3200
※土日または
平日18時以降

(坂本久美)
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ひとり親家庭への福祉サービス

母子家庭等
自立支援給付金

就学支度
資金

修学資金

母子家庭等
医療費助成

母
子
及
び
父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
資
金

母子生活
支援施設
（母子寮)

名　　称

児童扶養手当

お問合せ：子ども子育て課　0548-23-0071　　

・自立支援教育訓練給付金
・高等技能訓練促進費
　
※この制度を受けようとする場合は、事前相談が
必要です。

・全部支給額　　42,330円/月
・一部支給額　42,320円～9,990円/月
2人目の場合は5,000円加算
3人目以降3,000円加算　(H28･4･１現在)
※請求者および請求者と同居している扶養義務
者の前年所得により、支給額が決定し、減額ある
いは支給停止となる場合もあります。
また、手当額は、物価の変動等の要因により改
定される場合があります。

※法改正により、H28・8月分以降の加算額に変
更が予想されます。対象者には通知を致します。

費用は、その世帯の課税状況に基づいて決定さ
れます。

配偶者のいない母とその子どもを保護し、居宅を提
供するとともに、母子家庭の自立を助けるための生
活相談や支援を行う施設です。

18歳に達した最初の3月31日までの子どもを養育し
ている母子家庭の母とその子ども

母子家庭の母親等が就職に役立つ技能や資格の取
得のために各種講座を受講したり、各種学校などの
養成機関で修業する場合などに、給付金を支給する
制度です。

市内在住の母子家庭の母親、父子家庭の父親で
あって支給要件を満たす方

母子家庭・父子家庭の経済的な援
助として、扶養している子どもが小･
中･高等学校、高等専門学校、修業
施設ならびに短大、大学へ入学、入
所する際に必要な経費を貸し付けま
す。

母子家庭・父子家庭の経済的な援
助として、扶養している子どもが、高
校、大学、高等専門学校に修学する
のに必要な経費を貸し付けます。

医療機関で受診した場合、保険診療にかかった医療
費の自己負担分について助成する制度です。

20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、父子
家庭の父、両親のいない児童を養育している養育者
とその児童

いろいろな事情から父親または母親と一緒に生活で
きないでいる子どもの健やかな成長と生活の安定を
めざした手当です。

18歳に達した最初の3月31日までの子どもを扶養し
ている母子家庭の母、父子家庭の父、または両親の
いない子どもを養育している養育者で、支給要件を
満たす方

・20歳未満の子どもを扶養し
ている母子家庭及び父子家
庭
・20歳未満の両親のいない
子ども
・20歳以上の子を扶養する
夫のない女子とその扶養す
る20歳以上の子
・子を扶養していない夫のな
い
　40歳以上の女子で前年の
所得額が203万6千円以下
の方

※貸付にあたっては事前に
審査があります。

※小学校、中学校は定額、高校以
上は、校種別、公私立別、通学条件
により貸付金額が異なります。

※学年別、公、私立別通学条件に
よって　貸付金額が異なります。

子ども及び母(父)親の医療費の被保険者負担分
の全額

※世帯に所得税が課税されている方がいる場合
は対象になりません。
※受給者証交付申請書を提出した翌日から医療
費が助成されます。

目　　的・対象者 支給（助成）内容
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