
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
           
          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 出産・子育てのための  

                ガイドブック 

 

このガイドブックは、安心した｢出産・子育て｣の 

お手伝いをしたいという思いで作成しました。 

             新ひだか町で利用できるサービスや 

育児に役立つ情報などをまとめてみましたので、 

         ｢出産・子育て｣で心配なとき、困ったときなどにも 

是非この冊子を開いてみてください。 

 

            少しでも、皆様のお役に立てることを 

こどもの健やかな成長を 

願っています。 
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電話番号

妊娠期からのお母さんやお子さんに対して、心や
体の健康、生活習慣、子育てなどについて保健師・
栄養士・歯科衛生士が相談をお受けしています。 0146-

33-2233

福祉課
0146-

43-2111

・身体及び精神に障がいを持つ方の各種福祉制度 町民福祉課

　（身体障害者手帳、手当等）や児童虐待、家庭内 0146-
　暴力に関する相談を行っています。 33-2111

0146-
42-0321

0146-
42-0737

0146-33
-2133

0146-
34-2351

0146-
45-0341

町民福祉課

日高子ども
家庭支援センター

専門の相談員が24時間相談に応じています。必要
に応じて、児童相談所やさまざまな専門機関と連
携をとり、地域のお役にたてるよう努めています。
FAXやEﾒｰﾙでも相談にのっています。

0146-
24-4050
（電話・FAX共通）

浦河町字向別470
（暁星学園内）

　　E-メールアドレス

hidakakodomo＠circus.ocn.ne.jp

新ひだか
児童養育相談

センター

ことばが遅い、落ち着きがない、お友達とうまく遊
べない、運動発達が遅いなど発達上、気になること
がありましたらご相談ください。

0146-
42-8715

新ひだか町静内
こうせい町2-8-14

しずない心の杜
地域療育センター

発達の心配を持つお子さんの、外来や訪問による
療育支援相談を行っています。また、日高管内の
児童福祉施設への療育支援を行っています。

新ひだか町静内
こうせい町2-8-27
オープンコミュニティ

みんくる内

　の相談もお受けしています。

北海道
室蘭児童相談所

児童虐待やいじめ、不登校等の相談を行っていま
す。

0143-
44-4152

室蘭市
寿町1-6-12

健康推進課

・心の相談、思春期保健相談（不登校、いじめ等）静内地域保健室
　を行っています。（静内保健所）
・育成医療、小児慢性特定疾患、特定不妊治療等　

青葉保育園
子育て支援
センター

新ひだか町
三石本町283-2

本桐保育所
子育て支援
センター

新ひだか町
三石本桐224-5

・女性の健康サポートセンターで、女性特有の健康

0146-
42-0251

新ひだか町
静内こうせい町

2-8-1

日高振興局
　に関する相談をお受けしています。保健環境部

新ひだか町
三石本町212

・いじめや不登校に関する相談。

静内
子育て支援
センター

子育てに関することなどは、どんなことでもご相談く
ださい。専門の保育士が対応します。　詳しくは、１
１ページをご覧ください。

新ひだか町
静内緑町3-6-20

マーガレット保育園
子育て支援
センター

新ひだか町
静内御幸町6-2-26

福祉課 ・乳幼児医療やひとり親家庭等医療給付制度、
　子ども手当等の相談窓口です。

（三石庁舎）

保健指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ
新ひだか町
三石本町214三石保健ｾﾝﾀｰ

・生活に困った方、保護援助を必要とする方の

新ひだか町
静内御幸町3-2-50

新ひだか町役場 　相談や、保育園に関するご相談を受けています。
（静内庁舎）

　　　　子育て相談窓口一覧

相談窓口 相　談　内　容 住　　　　　所
静内保健福祉ｾﾝﾀｰ 0146-

42-1287
新ひだか町

静内緑町4-5-1健康推進課
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※詳細は各医療機関にお問い合わせください。

内：内科　外：外科　皮：皮膚科　神：神経科　精：精神科　小：小児科　整：整形外科　婦：婦人科　麻：麻酔科
耳：耳鼻咽喉科　消：消化器科　泌：泌尿器科　放：放射線科　循：循環器内科　リハ：リハビリテーション科　呼：呼吸
胃：胃腸科　総：総合診療科　脳内：脳神経内科　脳外：脳神経外科　漢：漢方内科　　人工：人工透析科　眼：眼科

新ひだか町立静内病院

医療法人社団  静和会石井病院

医療法人静仁会  静仁会静内病院

医療法人社団  仲川内科胃腸科医院

眼

内・外・小

町内の医 療 機 関

病 院 名 診療科目 住 所 T E L

内・脳内・脳外

医療法人  まうたの森整形外科

医療法人社団静愛会山田クリニック

医療法人社団  しずない耳鼻咽喉科医院

内・外・循・婦・小・
皮・呼・整

しずない皮フ科クリニック  

医療法人社団　駒木クリニック

医療法人桃輝会　中村脳神経内科クリニック

医療法人社団　佐藤眼科

皮

新ひだか町立三石国民健康保険病院

内・外・胃・麻

総・漢・内・循・胃・消・
小・外・整・脳外・泌・
リハ・放・麻・人工

内・小・胃

整・リハ

内・小・リハ

静内緑町4-5-1

静内高砂町3-3-1

静内こうせい町1-10-27

静内御幸町2-4-12

静内青柳町1-8-7

0146-45-1112

静内青柳町1-9-21

静内高砂町3-9-85

静内青柳町1-9-19

静内青柳町1-12-5

静内青柳町1-9-18

耳

0146-42-0181

0146-42-3031

0146-42-0701

0146-42-0345

0146-42-4133

0146-43-0008静内旭町1-30-27

0146-45-2300

精・神・内

0146-45-0123

0146-43-0911

0146-45-0333

0146-33-2231三石本町214
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精・心療内

浦河町

医療法人社団藤井内科医院 　　0146-22-6220 内・消

勤医協浦河診療所 　　0146-22-2501 内・小

浦河町立荻伏診療所 　　0146-25-2458 内・外・整

　 町 　　　病　　院　　名 　　　電話番号 　　　　診療科目

総合病院浦河赤十字病院 　　0146-22-5111
内・小・外・血管外・整・眼・

産婦・泌・精・耳・皮・麻

0146-42-0604静内吉野町1-2-6

0146-43-3011静内御幸町1-3-2

東静内106

ひがし町診療所 　　0146-22-7800 精

中尾メンタルクリニック 　　0146-22-3511

静内ときわ町2-2-16

     近隣町の医療機関

0146-32-3301三石本町107-1ふなき歯科

0146-42-5022

山口歯科医院

ささじま歯科医院 0146-42-1471

0146-43-3645

0146-42-2116

0146-33-2010

静内御幸町3-1-72

三石旭町275

静内木場町1-1-69 0146-42-4441

0146-42-1486

谷本歯科医院

波川歯科

中村歯科クリニック

東静内歯科診療所

平野歯科医院

静内ファミリー歯科

0146-44-2240

歯 科 医 院

鮫島歯科医院

アムール歯科医院

田中歯科医院

静内こうせい町1-9-18

静内山手町4-2-2

静内緑町1-2-13 0146-43-3434

静内吉野町2-3-26
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〒059-2561

住所：東静内328番地

TEL・FAX：0146-44-2900

対象：満2歳～就学前の幼児 定員30名

時間：月～土　7：30～18：00

　　　☆静内市街より、車で十数分、海と山、牧場など豊かな自然に囲まれた保育所です。

　　　☆自然とふれあう保育、渡り廊下でつながれたデイサービスセンターとの交流をはじめ、

　　　　 人との交流を大切にした保育、遊びを楽しくする環境による保育に努めています。

　　　☆子育てを支援する保育所開放・一時保育・小学校低学年受入事業

　　　☆学生の保育体験、ボランティアの受入れなどを行っています。

静内保育所

　　　☆『食の楽しさ、大切さがわかり、楽しく食べる子ども』をめざし保育士と栄養士・調理員が手を

　　　　　つなぎ、『食育』に取り組んでいます。

　　　　　一時保育・保育所開放等で子育て支援。

　　　　　鎮守の杜の静内神社など。

　　　☆子どもの豊かな成長をねがう世代間交流、地域交流、ボランティア・保育体験などの受け入れ、

　　　☆おひさまに向かって元気に散歩・・・冒険いっぱいのこうせい公園へ、自然が豊かな静内川へ、

住所：静内緑町3丁目6番20号

TEL・FAX：0146-42-1467　

対象：満2歳～就学前の幼児 定員60名

　　　☆コーナー保育・・・ままごとや絵本、パズル、積み木など知的遊具で環境作り、

　　　　　朝日がそそぐ、明るくゆったりしたお部屋は、子ども達の遊びがいっぱい。

保護者が働いていたり、病気で日中子どもを見ることができない家庭の
乳幼児を保育します。

保 育所(園）ってどんなところ？

*特　色*

　　*子どものお城*
時間：月～土　7：30～18：00

ひ・が・し・し・ず・な・い

　　　　　『自分で考える力』『集中する力』『ルールを守る力』『友達とかかわる力』

　　　☆門を入ると広い所庭、ダイナミックな遊具や夢のある遊具がお出迎え、

　し・ず・な・い・ほ・い・く・しょ

　　　　　好きな遊びを選び、思う存分遊びを楽しみながら養います。

楽しい遊びが広がる
〒056-0004

*自然がいっぱい*

*特　色*

東静内保育所

・ほ・い・く・しょ



-7-

　社会福祉法人　雪の聖母園

　　TEL：0146-42-3175　FAX：0146-42-341

　　　　　保育を行っています。
      ☆　園庭では、足に優しい芝生の中で赤ちゃんはハイハイしたり
　　　　　子どもたちは元気よく走り回っています。
      ☆　園での子どもの様子はお便り帳を通してお知らせしています。

社会福祉法人　覚葉会

・誕生会…毎月
・流しソーメン…7月
・七夕まつり…8月
・遠足…9月
・やきいも会…10月
・クリスマス会…12月
・親子運動会…2月

住所：三石本町２８３番地の２
ＴＥＬ：0146-３３－２１３３　FAX：0146-３３－２１８３

　　　　（7・8・9・月）６：００～１８：３０

　　　　（7・8・9・月）６：００～１２：３０
　　　　土　　　　　７：００～１２：００

対象：０歳（３ヶ月）～就学前の幼児

                                                                 ☆音楽保育、英語保育、体育保育も取り入れて、

定員：４５名

     ・遠足・親子レクリエーション・クッキング・

　      豊かに学んでいけるよう、元気いっぱい楽しみます。

        幼児期から遊びの中で自然と耳に入り、体で覚えて
 　     いけるように取り組んでいます。〒０５９－３１０８

     ・誕　生　会　　　…毎月
     ・ベビーホーム祭…園庭での縁日遊びやおみこし仮装
　　　　　　　　　　　       おどり等お祭りムードいっぱいです。
     ・クリスマス会　　…聖歌に合わせての子どもたちの
　　　　　　　　　　      　　キャンドルサービス。歌や踊り・劇等

時間：　7：30～18：00
定員：60名 　　　　　　　　　       　　日頃の保育の成果（成長）を発表します。

     ☆通年で戸外遊びを多く取り入れ、自然から心も体も

　　　　　を手作りしています。アレルギー食niも対応しています。

 　　静内ベビーホーム 　*主な行事*

　　〒056-0004
住所：静内緑町2丁目6番36号　

対象：産休明け（８週）～３歳未満児

　     焼きいも会・もちつき会などもあります。

　*特　　色*

　青葉保育園

　*主な行事*

　　　*特　色*
      ☆　産休明けの赤ちゃんから受入れ、家庭的な雰囲気を大切に

      ☆　給食は、園の栄養士が直接献立を作り、離乳食、幼児おやつ

時間：月～金　　７：００～１８：３０
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社会福祉法人　延出福祉会
☆少人数なので家庭的な雰囲気の中、赤ちゃんから
　 年長児までが兄弟のように仲良く過ごしています。
☆一時預かり保育、保育所開放、放課後児童クラブ
   を実施しています。

　 　   住所：三石豊岡201番地の4 ☆地域との関わりを大切に、地域の行事にも積極的
　　　　TEL・FAX：0146-33‐2838    に取り組んでいます。
　    　対象：0歳（産休明け8週）～就学前の幼児
　    　定員：20名

　　　　　　　　　　　　出店、盆踊りなどを楽しみます。

　　　  　   ※延長保育あり（月～金） 　　　　　車など子どもたちが主役で活躍しています。
　　　　　    4～10月　7：30～18：00
　　    　　　11～3月　7：45～17：30 　　　　　い、世代間交流の場となっています。

社会福祉法人　本桐福祉会
☆少人数制を生かし家庭的な雰囲気で、一人ひとりの
 　思いを大切にした保育に努めています。
☆みんなで野菜を作っています…たくさんの野菜を収

　　〒059－3231    穫し、クッキング。野菜が出来る過程から調理する
　    　住所：三石本桐224番地の5 　 までを体験し、食育に取り組んでいます。
　　　　TEL・FAX：0146-34‐2223 ☆戸外遊びで体力増強…毎日、元気いっぱい太陽の
　　    対象：0歳（要相談）～就学前の幼児    もとで遊び、体力作りに努めています。
　    　定員：20名
　    　時間：（4～9月）月～金　　8：00～16：30
　 　           　   　    　土　 　 　  8：00～12：00
　　  　      （10～3月）月～金   　8：30～16：00 ・誕生会…毎月開催しています。
　 　          　 　      　土　 　 　　 8：30～12：00 ・運動会…赤白に別れ、競います。

・遠足…バスや汽車で道内や町内、海にも行きます。
　　　　※但し、ご家族の都合にあわせ延長保育 ・七夕会、遊戯会、餅つき、クリスマス会、豆まき、
　　　　も行っております。 　ひな祭りなど。サンタさんや鬼もやって来ます。

社会福祉法人　博鳳会
☆広い園庭とたくさんの遊具に囲まれ、のびのびとした
 　保育を行っています。
☆春には桜の名所である『歌笛神社』に行って、遠足を

　　〒059－3351 　　楽しんでいます。
　　    住所：三石歌笛96番地の1
　　　　TEL・FAX：0146-35‐3334
　    　対象：0歳（6ヶ月)～就学前の幼児
　    　定員：20名

・誕生会…毎月
・運動会

　　　  　   ※延長保育あり（月～金） ・芸能発表会
　　 　　　　   　        7：30～17：00 ・縁日、もちつき会などもあります。

          　 発表します。

　*特　　色*

　延出保育所

　    　〒059－3103

　*主な行事*

　　    時間：月～金　8：00～16：00
　 　       　　土　 　　 8：00～12：00

　　　　　・延出子ども夏祭り…地域、育成協議会との協賛で縁日

　　　　　・秋祭り…地域の神社祭では、相撲大会や演芸会、山

　　　　　・運動会…地域の方、老人クラブの方にも参加してもら

　　　 　    　土　 　　　7：30～12：00

　*特　　色*

　本桐保育所

　*主な行事*

　*特　　色*

　歌笛保育園

　*主な行事*
    　　時間：月～金　7：30～16：00

　　　　　・お遊戯会…歌や踊り、地域芸能など、成長した姿を
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　　　　　早朝保育7：30～8：00（別料金）
　　　　　延長保育18：00～19：00あり（別料金）
　　　　　夏、冬、春休みもお預かりします。

　預り保育なし
7:30 　7：30～8：00
8:00 　早朝保育（有料）

順次登園
9:00 　　　自由遊び

10:00
11:00

12:00

13:00 給食・お弁当
14:00 13：00～15：00 13：15～順次帰園
15:00 　　　　預り保育（無料） （午前保育時　11：00～）
16:00 15：00～預り保育（有料）
17:00 　　　　　おやつ
18:00 18：00～19：00

30 　　　　延長保育
19:00 延長保育18：00～19：00（有料） （有料）

※午前保育時は11：00より ※午前保育時は11：00～

保育園の活動となります。 12：30まで無料預りです。8：00～18：00までです。

　　給　食

幼稚園での活動

設定保育

　　*主な行事*

　　   ★3歳児（年少）・4歳児（年中）・5歳児（年長）は
　　　　   日中は幼稚園にて幼稚園教育を受けます。

　０～２歳児（保） 　３～５歳児（保）

　　　　1月　お茶会　2月　豆まき　3月　ひな祭り・卒園式など

　　　　　　　　　３～５歳児（幼）

　　　   アレルギー食にも対応しています。
　   　★子育て相談、一時保育、園開放も

※0歳児は、

　預り保育希望者

　　　10月　秋の遠足　11月　教育発表会　12月　お餅つき、ｸﾘｽﾏｽ会

　 　 思いっきり体を動かし、もりもり食べて
  ・・・ぐっすり寝て笑顔で過ごせるように

　   時間：月～金　7：30～18：30　土　7：30～18：00
　　　　   （18：30～19：00延長保育あり　別料金）

　　　   行っています。

　７：３０～８：００　早朝保育（無料）

　　　　7月　年長組お泊り会　8月　収穫祭　9月乗り物・買い物ごっこ

幼稚園及び保育園等において、小学校就学前の子どもに対する教育及び
保育の提供並びに保護者に対する子育て支援を総合的に行います。

　　　　　定員：240人
　　　　　時間：月・火・木・金・・・8：00～13：15

　　　　4月　入園式　5月　種まき・親子遠足　6月　運動会

認
定こども園ってどんなところ？

　　〒０５６-００１７
認定こども園

 マーガレット幼稚園・保育園 　　住所：静内御幸町６丁目２番２６号
　　TEL：0146-42-0737　FAX：0146-42-7897

　　　　　預かり保育・・・18：00まで

  *特色*

　　集中して学ぶ時間と思いっきり体を
・・・動かす時間の切り替えができるように

              明るく開放的な園舎でのびのびと保育を行っています。
              お天気の良い時は、広いグランドや大型遊具のある園庭で、雨降りなどお天気が悪い日でも
              広い体育館やホールで思いっきり体を動かして遊べます。
              保育園や子育て支援センターの併設で０歳児から就学前までの一貫した保育、教育を行います。

幼稚園 保育園

　　　　　　　　　水・・・8：00～11：0

　   対象：3ヶ月～就学前の幼児

　　  心がけています。　　 指導しています。

　　　　   （3ヶ月以前に入園希望の方は相談してください。）
　   定員９６名

　　　　13：15

　　おやつ

13：15～保育園での活動

　        ☆こども園としての1日☆

　　　　　　　　　　　※詳しくは園に問い合わせください。

　　◆園開放日・・・月1回　水曜日　13：30～15：00

　　　◆2歳児教室（めばえ組)・・週2回　10：00～11：30（月・木or火・金）　　　　　　　　０歳の個別に合わせた離乳食や

　　　　　制服：上着（夏・冬）、帽子（ベレー帽・麦わら帽子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行事は幼稚園と同じです）
　　　　　給食、牛乳はひと月単位で希望者に提供しています。　　★保育園児の給食は自園給食です。

　　保　育 　　　8：30

　　おやつ

　　午　睡

　　おやつ

　　保　育
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義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、
幼児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発

達を助長することを目的とします。

＊特　色＊

のびのびと遊ぶことができます。
      〒056-0024 食育保育を取り入れています。
　　  住所：静内山手町2丁目7番1号　 保護者には、子育て・保育相談等を行っています。

　　　定員：210人 ＊主な行事＊
      時間：月・火・木・金…8：30～14：30 ★運動会（6月）…パレードがあります。親子での
　　　　      水…8：30～12：30 　　　 　　　　　　　　競技や遊戯があり、楽しめます。

★幼稚園祭（9月）…おみこしや出店、くじなどが

     ★預かり保育（なかよし保育） ……17：30まで ★お遊戯会（11月）…公民館で盛大に行います。
　　　　　　（18：00までは相談に応じます。） ★その他、親子遠足・マラソン大会・もちつき・いも堀り

・お誕生会・お店屋さんごっこ・お泊り会（年長児）など。

◆２歳児クラス…週2回10：00～11：30（月・木or火・金）

    制服：上着（夏・冬）帽子（夏・冬） ◆地域開放：毎週水曜日14：00～16：00
　　　　    半ズボン・蝶ネクタイ（男）スカート（女）
            ※レンタルあります。

一 時預かり事業とは？

　　　　　ご相談ください。

　★利用料：１日　２歳以下・・2,000円　3歳児以上・・1,600円

　　　　     （※詳しくはお問い合わせください）
               　       　 楽しめます。

　 　　TEL・ＦＡＸ：0146-42-1762　

保護者の仕事、病気、事故、看護、出産、冠婚葬祭などの場合、
一時的に保育所でお子さんを預かりします。

　　　☆認定子ども園マーガレット保育園　(0146-42-0737)

　　　　※乳児については、受け入れできない場合もありますので、

☆東静内保育所(44-2900)　　　　　　就学前のお子さん

☆青葉保育園　(33-2133)・対象　３ヶ月～就学前のお子さん

　　・乳児については、要相談ください。

　　・乳児については、要相談ください。

☆延出保育所　(33-2838)・対象　０歳（産休明け8週）～就学前のお子さん

※申し込み方法など詳細は、直接、保育所、保育園にお問合せください。

　　・対象：３ヶ月～就学前のお子さん

☆静内保育所　(42-1467)　・対象　満２歳～

稚園ってどんなところ？

静内幼稚園

 幼

（※詳しくは園にお問い合わせください。）

　   ※夏冬春休み期間の保育もあります。

明るい子・元気な子・やさしい子をめざして、子どもは
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　　　対象：幼児（保護者同伴）、小学生

　　　開館時間：  月曜日～土曜日　　10：00～17：00

　　　休館：　　  日曜日、祝祭日、年末年始

電話　0146-42-5739

ろうきんの近く。建物は小さめ 山手小学校の近く。 高静小学校の近く。

公園と隣接しているので、外遊び 外にはサッカーゴールや様々な 児童館では一番大きな建物。

もできます。お人形などの室内で 遊具、砂場があります。児童館 庭も広くいろいろな遊びができます。

遊べる玩具がたくさんあります。 の中では、一輪車の練習ができ、 子どもたちに大人気のビリヤード
子どもたちは一生懸命です。 があります。

利用時間 月～金曜日　　放課後　18：00まで
土曜日　　　　　10：00～18：00まで

　　※春・夏・冬休み期間　月～金　8：30-18：00　土　10：00-18：00　

 みなと児童館

*特徴*

電話　　0146-42-0330

静内山手町5-1-32 静内こうせい町2-8-14

電話　0146-42-7781

 　直接,児童館に来て過ごすことができます。小学校1～3年生が対象です。

　学童保育（放課後児童クラブ）も行っています。（無料）

　　　　　☆三石本町59-1（みついしふれあいプラザ内）
　　　　　☆0146-32-3216

　　　◆毎日利用する場合
　　父母が共働き、学校から家までの距離が遠いなどの理由で、学校から

地域の子どもたちの遊び場として自由に利用できます

*特徴*

静内青柳町1-3-27

*特徴*

こうせい児童館山手児童館青柳児童館

　　　　　
　　　　　★開館日　月曜日～土曜日　13：00～17：30まで

児 童館ってどんなところ？

　　　　　★休館日　日曜日、祝日、お盆休み、年末年始

　　　　　◎年2～3回程度、行事を開催（お楽しみ会、クリスマス会など）
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　　　　　＜電話番号＞　　0146-42-0737

　　　　☆静内子育て支援センター☆
　　　　　　　＜住　所＞　　新ひだか町静内緑町3丁目6-20（静内保育所内）
　　　　　　　＜電話番号＞　0146-42-0321

子 育て支援センター

気軽に利用できる地域に開かれた子育て広場です。

子育て支援センターは、新ひだか町に住む乳幼児とその保護者が、一緒に

☆マーガレット保育園子育て支援センター☆
　　　　　＜住　　所＞　　　新ひだか町静内御幸町6丁目2番26号

こんな活動しています！

しずないらんど

毎週 月・金曜日
対象児 ０歳～就学前

時間 9：30～12：00

ぴよぴよらんど

毎週 火・木曜日
対象児 0歳～1歳6ヶ月

時間 9：30～12：00
13：00～16：00

サークル活動

毎週 水曜日
場所 静内子育て支援センターを

提供します。

時間 9：30～12：00
13：00～16：00

※仲間で利用してください。
事前連絡が必要です。育児相談

子育てについての相談を
お受けいたします。

月～金曜日

9：30～16：00

サークル支援
遊びの紹介やサークルの運営
のお手伝いをします。

支援センターだより
子どもの心と体の発達にあった子育て
情報や、その時期に大切にしたいこと
などを分かりやすくニュースにして
お知らせします。また、地域の子育て
情報誌センターとして皆さんの

どんなことしているの？

☆開 放
自由参加です。園内の指定
場所で自由に遊んでください。
製作をすることもあります。

毎週 月・木曜日
火曜日（第１、第２）

↓

☆なかよしｸﾞﾙｰﾌﾟ
サークル活動や仲良しのお友達
との集まりに、場所や遊びの提
供をします。
事前の予約が必要です。

水曜日 9：30～11：30

☆子育て支援センター
おたより発行

☆絵本の貸し出し
☆一時預り

詳しくは、お問合せください。

☆育児相談
わからないこと・・
心配なこと・・
聞いてほしいこと・・
育児についての相談をお受けし
ます。
月～金曜日 10：00～16：00

☆母親講座
子育てに関する講演等を
予定しています。
日程や内容については、
おたよりなどで、お知ら
せします。

ヨチヨチコース（満１歳）第３火曜日
てくてくコース（満２歳）第４火曜日
ハイハイコース（満０歳）第５火曜日

同年齢のお友達とゆっくり遊べます。年齢
にあった製作や遊びをすることもあります。

9：30～11：30

母親講座
子育てについての講演や趣味
の講座に参加しませんか？
（健康、料理、救急、絵本の
おはなし、その他）
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そのほか、詳しいことについては、
直接、子育て支援センターに
お問合せください。

＜住　　　所＞　新ひだか町三石本桐224番地の5
＜電話番号＞　0146-34-2351

　　☆青葉保育園子育て支援センター

　☆本桐保育所子育て支援センター

＜住　　　所＞　　新ひだか町三石本町283番地の2
＜電話番号＞　　0146-33-2133

　　  ・そのほか、詳しいことについては、

　　　  直接、子育て支援センターに

　　　  お問合せください。

☆お誕生会
～毎月第2金曜日

誕生月以外のお子さんも参加で
きますので、是非遊びに
来てくださいね！

☆身体測定
～毎月第4土曜日

☆「こそだてだより」
～毎月1回発行

行事予定のほか、育児に関する

情報を毎月掲載して、お知らせ

します。

☆育児相談☆
月～金曜日

午前9：30～午後4：30

育児に関する相談を受けていま
す。電話相談・来園相談、どち
らでもお気軽にご相談ください。

☆保育園開放☆
毎月第2・第4土曜日
午前9：30～午前10：30

※行事等により、開放していない

時もあります。

☆すくすくルーム☆
毎週月・水・金曜日
◎午前9：30～午前11：00
◎午後2：30～午後3：30

親子で友達づくりしませんか？
季節に合わせて、戸外遊びもしてます♪

☆喫茶サロン
「桐っ子」

～毎月第3金曜日

お茶を飲みながら、
ゆっくりお話を
しましょう♪ママさん
同士の情報交換の場に

☆身体測定
～年2回（春・秋）

お子さんの成長を記録します。

☆お誕生日には・・・
お子さんに「お誕生カード」を渡し

てお祝いします♪

☆保育所
「お遊戯室」開放
毎週水曜日

午前9：30～11：00

※行事等により、開放していな
い時もあります。

☆「桐っ子だより」
～毎月1回発行

お出かけ散歩や磯あそび
工作づくり等、毎月楽しい行事
をお知らせします！
≪季節のお楽しみ会紹介≫

たなばた会、クリスマス会
節分会、ひなまつり会ほか・・

☆子育て相談☆
月～金曜日

午前9：30～午後4：00

子育ての悩みやお子さんの
成長・・・ひとりで抱え込まな
いで、話してください。
電話でもOKです。
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　　　みらい　　図書館

　　　新ひだか女性センター
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　　　　　　　パークゴルフ場

　　　　　　　シベチャリ橋（歩道橋）
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至新冠
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　　　　　イオン

御
幸
通
り

　　　　　　　　　　　　ピュア

社会福祉会館

　公民館　　　

吉
野
通
り

古川公園

東静内歯科

東静内
保育所

真歌公園

温泉の森

まうたの
森整形谷本歯科

しずない

耳鼻咽喉科

青柳児童館
笹島歯科

なかよし公園
あおば公園

町立病院
保健福祉センター

みどり

公園

ベビーホーム

右岸緑地公園

左岸緑地公園

静仁会静内病院

山田クリニック

こうせい公園

山口歯科

こうせい児童館

新ひだか児童

養育相談ｾﾝﾀｰ 認定こども園

マーガレット幼稚園
マーガレット保育園

子育て支援センター

鮫島歯科

御殿山公園（目名）
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石井病院
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ひまわり公園

オープンコミュニティ

みんくる

静内幼稚園

山手公園

花園公園

柏公園

山手児童館

末広公園

中村歯科

田中歯科

JAしずない

アムール歯科

静内保育所

静内子育て支援センター

ピュアプラザ
幼児コーナー

郵便局

静内駅

しずない皮フ科

クリニック

新ひだか児童養育相談

センター・分室



遊び場・サークル・いろいろ 

 
  
 
 

♪みにぷれいらんど♪ 

☆乳幼児のお母さんが集まり友達を作ったり 

情報交換できる場所です。また、お母さんたちと、一緒に会話をしながら 

療育・育児相談がある場合は、専門スタッフがアドバイスしてくれますので、 

お気軽にご利用ください。 

☆場  所 ピュアプラザ２Ｆ（幼児ルーム） 

☆時  間 １０：３０～１１：３０（月１回） 

☆内  容 親子遊び・絵本読み聞かせ 

☆参加年齢 １ヶ月～１歳６ヶ頃まで 

 
 
 
 

 

♪ぷれいらんど♪ 

 

☆お子さまと一緒に参加して体を使った遊びを楽しみましょう。 

お母さんたちと一緒に会話をしながら、療育・育児相談がある場合は、 

専門スタッフがアドバイスをしてくれますので、お気軽にご利用ください。 

☆場  所  こうせい児童館 

☆時  間  １０：００～１１：３０（月２回・変更あり） 

☆内  容  手遊び・絵本読み聞かせ・設定あそび・体操 

☆参加年齢  １歳６ヶ月頃から就学前まで 

 

 

お問い合わせ    静内子育て支援センター  

☎：０１４６－４２－０３２１ 

 

                         －17－ 



遊び場・サークル・いろいろ 

 
 

幼稚園～地域開放          ほッ育らんど～保育所 

☆幼稚園の開放をしています。（毎週水曜日）     ☆親子に遊戯室の開放をしています。 

※行事によってはお休みする場合もあります。     年間の活動内容に合わせて遊びます。 

★静内幼稚園（１４：００～１６：００）      お問い合わせ・お申込み 

℡ ０１４６－４２－１７６２      ・東静内保育所・℡０１４６－４４－２９００ 

★認定子ども園（１３：３０～１５：００）     ・静内保育所  ℡０１４６－４２－１４６７ 

マーガレット幼稚園                     各施設（９：３０～１１：００） 

℡０１４６－４２－０７３７  
 
  

      くるんぱこうせい        

☆親子で遊ぶ場を提供しています                  子育てセミナー 

★回  数  月１回  火曜日             

★場  所  こうせい児童館              子育てについて学ぼう 

★時  間  １０：３０～１１：３０            ・お問い合わせ・公民館 

★内  容  手遊び・絵本読み聞かせ               ℡０１４６－４２－００７５ 

★参加年齢  満２歳以下の親子  

 お問い合わせ  こうせい児童館                 

℡０１４６－４２－７７８１ 

 

 

 

新ひだか児童養育相談センター 

 ☆新ひだか児童養育センターでは、施設を開放しています。色々な遊具がたくさん揃っています。 

  特にプログラムはなく、自由に遊べます。子育てについての相談もお受けしています。 

気軽にお越しください！ ★月に１～３回、主に火曜日（変更もあります） ★時間９：３０～１１：３０ 

           ・お問い合わせ  新ひだか児童養育センター・分室 ℡ ０１４６－４２－８７１５ 

 

                       

 －18－ 
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　　☆雄蓬莱と雌蓬莱という2つの岩石を結ぶ日本一大きなしめ縄が

　　　　　　　　　　　

℡：０１４６－４３－２１１１

★お問い合わせ　新ひだか町三石鳧舞１６１番地２
℡：０１４６－３４－２３３３

　☆真夏の到来を祝う、お祭りムードいっぱいの1日。    ☆漆黒の夜空を彩る豪勢な花火がハイライト。

　　　しずない桜まつり
　　☆二十間道路桜並木を会場に、毎年5月上旬に開催している
　　「しずない桜まつり」。

　　　　　★会　場　　　二十間道路桜並木
　　　　　★日　時　　　5月上旬～5月中旬
　　　　　

観光・イベント・いろいろ

　　盛大に咲き誇る桜の木の下でお花見を楽しめるほか、
　　期間限定のお土産もご用意。
　　まつり期間中には、皇族のための貴賓舎としての歴史を持つ
　　「龍雲閣」も特別公開されます。

　みついし蓬莱山まつり

　　　　　★お問合せ
　　　　　　新ひだか町役場商工労働観光課
　　　　　　　℡：0146-43-2111

★会　場　　　蓬莱山公園                   ★お問い合わせ

北海道の短い夏を思いっきり遊んじゃおう

　　最大の見もの。よさこいソーラン踊りや御輿の川渡りなどで、
　　さらにまつりが盛り上がります。
　　特産三石和牛や新鮮な山海の幸などが味わえるコーナーも
　　見逃せません。

三石海浜公園オートキャンプ場

★日　時　　　毎年7月第1日曜日　　　　　　新ひだか町役場商工労働観光課　　

　　　　　新ひだか町役場商工労働観光課

　　新ひだか夏まつり

　　しずない

　本場さながらの阿波踊り、心に届く和太鼓の響きや、
　お盆に行われる花火大会など、夏の一大イベントを
　ぜひお楽しみください。

　　みついし

　　　★会　場　　静内市街地
　　　★日　時　　7月下旬、8月13日（花火大会）

　　　★お問合せ

　　　　　　℡：0146-43-2111

　そのほか、ご家族みんなで楽しめる縁日コーナーや
　お楽しみ抽選会など、帰省客や町内外から訪れる
　観光客の方々に好評の催しものが満載です。

　　　　　新ひだか町役場商工労働観光課
　　　　　　℡：0146-43-2111

　夏本番を思い切り満喫してください。

　　　★会　場　　三石漁港
　　　★日　時　　毎年8月15日（雨天順延）

　　　★お問合せ
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　　　　　新ひだか観光協会
　　　　　　℡0146-42-1000

　　　　　　　　　　　

　　　　　★お問合せ
　　　　　　　　新ひだか商工会
　　　　　　　　　℡：0146-42-0041

     　　　　　　　☆毎年11月から翌年4月頃、白鳥は冬の澄んだ空に鳴き声を響かせ、
　  　　　　　　   その優美な羽を休ませるために、ここ静内川河口にある「白鳥広場」に

　　　　　★所在地　　新ひだか町静内青柳町2丁目（静内川河川敷）

　　　　　★お問合せ
　　　　　　　　新ひだか町役場商工労働観光課
　　　　　　　　℡：0146-43-2111

ウィンターデ・ライト
　☆美しくて暖かみのあるアイスキャンドルの灯りが

　　　            白鳥広場

　　　　　★会　場　　静内市街地
　　　　　★日　時　　2月上旬

　幻想的な世界を演出します。

　町民全員が参加できるホットな冬の一大イベントです。

　姿を変えます。静内農業高等学校の協力によって植栽
　された約2万本のコスモスの可憐な花が咲く並木道は、
　秋の新名所となっています。

　会場では、さまざまなキャンドルオブジェが設置されるなど

　  　　　　　　   やってきます。約150羽が飛来し、道内の河川で一番の数を誇ります。

観光・イベント・いろいろ

秋桜路（コスモスロード）
　☆　春に満開の桜が咲き誇った二十間道路は、
　秋には、「秋桜路（コスモスロード）」として鮮やかに

　  　　　　　　   ハクガン本来夏鳥であるオシドリの姿も確認されています。
　  　　　　　　   また、白鳥以外にも、道内では飛来確認記録の少ないシジュウカラガンや

　　★所在地　　新ひだか町静内田原

　　★お問合せ
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☆平成２７年春、山手町に新図書館がオープンします！

【 貸出には利用者カードが必要です】

○開　館 火曜日～土曜日（10：30～17：30） ★ 絵本の読み聞かせ

○休館日 日・月・祝日・年末年始・年度末特別整理日 「はまなす文庫」　        第２・４金曜日　14：30～

○所在地 〒059-3108　三石本町171番地の1 「おはなしたんぽぽ」　  土曜日　13：00～

TEL　33-2051　FAX　33-2051 ★ 主な行事

図書館フェスティバル（年２回）

◎読み聞かせボランティアを募集しています。 ★ 保育所訪問　毎月

　興味のある方は図書館まで

ブックスタートをご存じですか？

新ひだか町では、絵本を通して親子がふれあい、きずなを深め、健やかな心を育む手助けと

なるよう、７ヶ月健診の際に、赤ちゃんと保護者の方に、絵本や読み聞かせアドバイス集など

の入った「ブックスタート・パック」を配布しています。健診の際に受け取れなかった方は、図

書館までハガキをご持参ください。

※記載内容は一部変更となる場合があります

　平成２７年４月５日（日）、山手公園隣に「新ひだか町図書館」がオープンします。新
図書館では、絵本コーナーや「おはなしの部屋」の他、「幼児用トイレ」「授乳室」等、
小さなお子さんとお母さんが利用しやすい環境を整えました。ぜひ、足を運んでみてくだ
さい。

　新図書館の開館準備に伴い、静内図書館は平成２６年１２月１日～平成２７年４月４日
の期間、休館いたします。
　図書・雑誌を１２月以降に返却される場合は、三石図書館でご返却いただくか、町内の
ブックポスト（静内図書館前・公民館入口横・ピュア１階・中村文具店横・三石図書館
前）をご利用ください。

　
　図書館には、育児や離乳食、こどもの病気に関する本などの子育てに役立つ本、幼児向
けの絵本やDVDがそろっています。読み聞かせや行事もおこなっていますので、お気軽に
お立ち寄りください。
※ 館内用ベビーカーなどのご用意があります。

☆三石図書館よりお知らせ

　利用者カードをつくるには、図書館にある利用登録申込書
に必要事項を住所・生年月日が確認できるもの（保険証・運
転免許証など）を添えて、カウンターに申し込んでくださ
い。カードは静内・三石共通で使えます。

図　書　館　の紹介

静内図書館休館のお知らせ

（４/５以降の所在地）　　新ひだか町静内山手町３丁目１番１号

「おはなしたんぽぽ」
は乳幼児対象！



-22-

　子どものお祝い

☆子どもに関する儀式や行事は、子どもの成長に合わせて色々とあります。

意味を捉えることなく、ただ、形だけが華美になっていくのは考えものです。豪華に祝う
ことも大切ですが、どういう気持ちで祝うかも考えてみませんか？

成長を願う儀式や行事が現代では数が減り、内容も簡素化されています。
医学の進歩により、無事である事の方が当たり前になってきている現代ですが、親としての
自覚を深めるいい機会として祝っていきたいものですね。（ただし）儀式や行事の本来の

◎お食い初め
（おくいぞめ）

☆一生、食べ物に困らないように…
との願いを込めて。

・母乳やミルク以外の食べ物を初めて口にす
る儀式で、男の子は生後120日目、女の子は
生後110日目に行うと伝えられています。し
かし、今では100～120日目に行うのが普通で
す。この頃の赤ちゃんは、まだ食事を食べら
れません。お膳を用意し食べる真似をするも

◎１歳の誕生日

☆無事に育った感謝と、将来の幸せ
を願って。

・地域によっては「力もち」と呼ばれる一
升（約1.8ℓ）のおもちを子どもに背負わせ
たりします。一升のもとの重さは約2kgもあ
りますから、１歳の子どもには、とても背
負えません。子どもは嫌がって泣き出しま
すが、その泣き声が大きければ大きいほど、
元気な子どもに育つと信じられていました。

○端午の節句
（たんごのせっく）

☆成長と幸せを願い祝う行事。

・５月５日は男の子の節句です。
空に、こいのぼりを泳がせ、家の中には、
鎧兜（よろいかぶと）などを飾って、粽（ちま
き）や柏餅（かしわもち）をいただきます。
鎧兜には、男の子の身体を守る、こいのぼりに
は、立身出世を祈願するという意味があるよう
です。

○ひな祭り

☆ひな人形を飾って、健康と幸せ
を祈る日。

・３月３日に行われるひな祭りは、女の
子の節句です。
ひな人形を飾り、白酒・菱餅（ひしも
ち）ハマグリのお吸い物などで祝うのが、
一般的です。

○七五三

☆無事に成長したことへのお祝いと、これからの健康と幸せを願って。

・１１月１５日に３歳になった男の子と女の子、５歳の男の子、７歳の女の子の成長を
お祝いするのが七五三です。兄弟姉妹がいる場合は、どちらかを数え年で、もう一方を
満年齢で２人同時に祝ってもかまわないようです。
現代では、祝いの日を１１月１５日にこだわらず、家族の都合に合わせて、その前後の
休日や吉日に神社でお参りします。
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◇

*お問い合わせ* ◇

（静内庁舎） ●父親（母親）がいない家庭で母親（父親）が子どもを扶養・監護している場合。

福祉課 *学生等の場合20歳に達する月の末日まで対象となります。

0146-43-2111 *母親（父親）は、入院費のみの助成です。

　　　　（三石庁舎） ◇ 重度心身障がい者・・身体障がい者手帳1級・2級、3級の内部障がい及び重度の知的障

　　　町民福祉課 　　　　　　　　　　　　　がいをもつお子さんの入院・通院費を助成します。

　　0146-33-2111 ◇ 育成医療・・・身体に障がいを有する又は治療を行わないと将来障がいを残すと認められる

　　　　　　　　　子ども（１８歳未満）の手術等に対する医療費を助成します。

◇

◇

*お問い合わせ*

（静内庁舎） ◇

福祉課

0146-43-2111

　　　　（三石庁舎）

　　　町民福祉課

　　0146-33-2111 ◇

その他

◇

*お問い合わせ* *上記手当には、いずれも所得制限などの条件があります。

（静内庁舎） *児童扶養手当と特別児童扶養手当の平成２５年１０月分以降の手当額については、改定される予定です。

生活環境課
0146-43-2111

　　　　（三石庁舎）　　　 ◇
　　　　町民福祉課

　　　　　　0146-33-2111 　　　　　　　　　　　　　 

ベビーシート・・・・・・・ 乳児と同居し、かつ養育している保護者で町内に住所を
無料貸し付け事業 　　有する方に、乳児用ベビーシートをその子が満1歳になる

　　　　　　まで無償でお貸しします。

＊平成26年12月から、公的年金を受給していても年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分を受給で

特別児童扶養手当・・心身に障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母、または

　　　　　　　　　　　　　 養育者に支給されます。

●支給月額　　  1級・・・50,400円　2級・・・33,570円

障害児福祉手当・・・・ 心身に重度の障がいのある20歳未満の子どもに支給されます。

　 きるようになりました。詳細についてはお問合せください。

児童扶養手当・・・・・・父（母）親がいない（父または母親が行方不明、重度心身障がい者な

（母子・父子家庭）　　どを含む） 家庭の母（父）親が、18歳到達後最初 の3月31日までの子

　　　　　　　　　　　　　どもを養育している場合に支給されます。

●支給月額　　　第1子・・・1人41,020円　第2子・・・1人5,000円加算　第3子以降・・・1人3,000円加算

　　　　　　　　　　　　　医療機関に入院が必要と認めた場合、養育医療の給付を行います。

　　　　　　　　　　　 3歳以上～小学生・・・10,000円（第3子以降15,000円）

　　　　　　　　　　　 中学生・・・一律10,000円

各種手当
児童手当・・・・・・・・中学校を卒業するまでの子どもを養育している人に支給します。

●支給月額　　　3歳未満・・・一律15,000円　

*上記助成には、いずれも所得制限など条件があります。

未熟児養育医療・・・身体の発育が未熟のまま出生した乳児（未熟児）で、医師が指定養育

 

さまざまな制度・福祉サービス

医療費
の助成

乳幼児等・・・・・・子どもが入院する場合は、12歳到達後の最初の3月31日まで、

　　　　　　　　　　　通院する場合は、6歳到達後の最初の3月31日まで助成します。　

ひとり親家庭等・・・下記の対象で子どもが18歳到達後の最初の3月31日まで助成します。
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                    届け出はお早めに。制度は十分に活用しましょう。

生後4ヶ月以内に保健師がお宅に伺い、赤ちゃんの発育･発達状況やお母さ
んの産後の経過について一緒に確認をします。また、お母さんが安心して
子育てできるよう、育児相談も出来ます。保健師が事前に電話連絡しま
す。

妊娠22週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受診してい
る方へ助成します。

赤ちゃん訪問

両親学級
（会場：静内保健福祉センター）

妊婦交通費助成

母子手帳交付時に保健師が健康相談を行っています。健康な妊娠生活を送
れるよう支援します。お気軽にご相談ください。

妊娠週数に応じて、最大で妊婦健康診査14回、超音波検査6回分の費用を
助成しています。受診票は母子手帳交付時に発行します。

出産準備支援

保健サービスの紹介

初めてお母さんになる方を対象に開催しています。妊娠･出産･育児の不安
を解消する場や友達づくりの機会として、ぜひお気軽においでください。

初めてお父さん･お母さんになる方を対象に開催しています。お父さんの
妊婦体験や沐浴の練習が出来ます。お父さん･お母さん2人おそろいで、ぜ
ひお気軽においでください。

胎児超音波（４Ｄ）検査費助成
町立静内病院産婦人科で検査が１回分無料で受けられます。検査画像は
DVDでプレゼントします。

子育て支援グッズ配布

　
赤ちゃん訪問時に母子手帳保管ケース、赤ちゃん訪問時と乳幼児健診時
（3歳児健診以外）に町指定ゴミ袋、12か月児健診時・3歳児健診時に歯
ブラシをプレゼントします。

出産前宿泊費助成

出産に伴い宿泊施設(ホテル･旅館等)を利用された妊婦さんの出産前宿泊に
つき最大3泊分、付き添いの方１名分の出産前後の宿泊につき最大3泊分、
一律１泊5,000円を助成します。付き添いの方の住民票の有無は問いませ
ん。

保健サービス 内　　　　容

母子手帳交付

妊婦一般健康診査
(医療機関委託)

妊娠の届出があった妊婦さんに10,000円の健康づくり商品券を交付しま
す。

マタニティ･クラブ
（会場：静内保健福祉センター）
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                    届け出はお早めに。制度は十分に活用しましょう。

離乳食教室
（会場：静内保健福祉センター）

第1子で4～6ヶ月児の保護者が対象です。離乳食についてのお話を聞いた
り、実際に簡単な離乳食を作って試食することが出来ます。

保健サービスの紹介

保健サービス 内　　　　容

乳児健診
(静内：4・7・12ヶ月児)

（三石：3～4・7～8・12～13ヶ月児）

身体計測、小児科医の診察、保健師、栄養士、歯科衛生士の相談を行いま
す。対象月になりましたら、個別にお知らせします。

幼児健診
(静内：※1歳10ヶ月児、3歳2ヶ月児)

（三石：1歳6ヶ月児、３歳児）
※平成27年4月より1歳6ケ月児健診となる予定です。

身体計測、小児科医の診察、歯科医の診察（三石地区のみ）、保健師、栄
養士、歯科衛生士の相談、発達(ことばと遊び)相談を行います。
対象月になりましたら、ご案内を郵送します。

幼児歯科健診
（１歳6ヶ月児・3歳児）

町内の歯科医院の方々に、歯や歯肉、粘膜などの状態を見ていただいてい
ます。心配な事や気になることなど気軽にお尋ねください（静内地区の
み）。　　　　　　※１歳６ヶ月児は希望者にフッ素塗布実施

★ご不明な点がございましたら、静内保健福祉センター・三石保健センターまで。

静内保健福祉センター　TEL　0146-42-1287　FAX　0146-43-2350

三石保健センター　　   TEL　0146-33-2233　FAX   0146-32-3633 

フッ素塗布
歯の質を強くするため、1歳6ヶ月～6歳6ヶ月児に年2回フッ素塗布を行
います。対象月になりましたら、ご案内を郵送します。

電話･来所による健康相談、
訪問指導

子育てに関する悩み･疑問、その他母子保健に関すること等、随時相談に
応じます。訪問もしますので、お気軽にご相談ください。

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療を受けているご夫婦に対し、費用の一部を助成します。助成
には条件がありますので、ご相談ください。
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種類
対　象
月齢等

回数・接種間隔
接種方法

場所・日時

静内保健福祉センター
静内地区の方は7ヶ月健診でBCGを接種します。
個別通知でご案内した時間にお越しください。

三石地区の方は三石国民健康保険病院で接種します。
生後5ヵ月以降のお子さんが対象です。
（毎週月・火曜日　13:00～13:15）
＊事前に予約が必要です。

麻しん
風しん
混合

＜1期＞
12ヶ月～

24ヶ月未満
＜2期＞

小学校入学
前の1年間
(年長児)

＜1期＞　1回
＜2期＞　1回
【皮下注射】

水痘

①12ヶ月～
36ヶ月未満
②36ヶ月～
60ヶ月未満

①標準：６ヵ月～
１２ヵ月間隔

（最低３ヵ月間隔）
で２回
②1回

※②は平成26年度限
りの経過措置

二・三種混合
（ジフテリ

ア・破傷風・
百日せき）

四種混合
（ジフテリ

ア・破傷風・
百日せき・不
活化ポリオ）

不活化ポリオ
3ヶ月～
90ヶ月

未満

4回（生ポリオ1回も
含む）

【皮下注射】

小児用
肺炎球菌

　2ヶ月～
5歳未満

1～4回　開始月齢に
よって変わります

【皮下注射】

ヒ　ブ
　2ヶ月～
5歳未満

1～4回　開始月齢に
よって変わります

【皮下注射】

子宮頸がん
予防

小学6年生～
高校1年生の

女子

3　　回
【筋肉内注射】

定期予防接種について

BCG
12ヶ月

未満
1　　回

【スタンプ】

集
団
接
種

Ⅰ期3ヶ月～
90ヶ月

未満
Ⅱ期11歳～
13歳未満

＜Ⅰ期初回＞
標準：20～56日間隔

（最低20日間隔）
で3回

＜Ⅰ期追加＞
１期初回後、

標準：1～1年半の間
（最低６ケ月間隔）

に１回
＜Ⅱ期＞

1回
【皮下注射】

個
別
接
種

＊事前に次頁の医療機関へ予約が必要です。
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平成２６年１０月1日から、水痘の予防接種が定期接種として始まりました。

＜対象者＞ 町内に住民票がある生後１２月から３６月に至るまで

（１歳の誕生日の前日から３歳の誕生日の前日まで）の方

　また、平成２６年度（平成２７年３月３１日まで）に限り、生後３６月から生後６０月に至るまで

（３歳の誕生日当日から５歳の誕生日前日まで）の方も対象となります。

※すでに水痘にかかったことがある方は予防接種を受ける必要はありません。

＜標準的な接種期間＞

１回目：生後１２月から生後１５月に達するまで

２回目：初回接種終了後、６月から１２月までの間隔をおいて接種

※任意接種としてすでに水痘予防接種を受けた方は、その回数は接種したものとみなします。

１回目の接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ ２回目の接種　

標準：６ヵ月～１２ヵ月後（最低３ヵ月はあけて下さい）

＜個別接種協力医療機関＞ 　　　　　　　平成２６年１０月１日現在

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＜接種料金＞
●　対象月齢内であれば上記の医療機関での接種は無料です。
＜接種時の注意事項＞
●　予診票と母子手帳を忘れずにご持参ください。
●　予診票は、事前に保護者の方が正確に記入し、会場へご持参ください。
●　体温は、会場で測定します。

ヒ
ブ

○

個別接種協力
医療機関

＊事前に予約してください。

麻
疹
・
風
疹

水
痘

二
種
混
合

三
種
混
合

四
種
混
合

ポ
リ
オ

肺
炎
球
菌

℡0146-４３－０００８

子
宮
頸
が
ん

町立静内病院
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

℡0146-４２－０１８１

山田クリニック
予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

静仁会静内病院
○ ○ ○ ○

℡0146-３３－２２３１

○ ○ ○ ○

℡0146-４２－０７０１

三石国民健康保険病院
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
仲川内科胃腸科医院

○

℡0146-４３－０９１１

℡0146-４２－０３４５

中村脳神経内科クリニック
○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○

予防接種について

℡0146-４５－０１２３

駒木クリニック

○ ○

水痘（水ぼうそう）予防接種について



 

 

 
～対 象 者～  新ひだか町に住所登録をしている方。 

 

～対象項目～ ＜予防接種＞       ・インフルエンザ・水痘・おたふく・肺炎球菌・緊急風しん 

        ※風しん予防注射を受けられる方は、必ず事前に保健センターへ連絡して下さい。 

       ＜町実施のがん検診等＞ ・胃がん・肺がん・大腸がん 

・子宮がん・乳がん・肝炎ウイルス 

        ※注意：町実施の検診以外の健康診断（人間ドック）やがん検診等は、対象となりません。 

       ＜妊婦さんへの出産準備支援金＞  

※本年度より新たに追加されました。 

 

～商 品 券～ ＜予防接種・町実施のがん検診等＞ 

       個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しします。 

対象項目それぞれの料金に、５００円未満の端数がある場合は切り捨てられます。 

 

       ＜妊婦さんへの出産準備支援金＞ 

       保健センターにて、母子手帳交付時に「健康づくり商品券１万円分（１枚５００円×20枚）」 

を出産準備支援金としてお渡しします。 

 

～申請方法～ ＜予防接種・町実施のがん検診等＞ 

       次のものを用意して、商工労働観光課（静内庁舎２階）または、総務企画課（三石庁舎１階） 

で申請してください。 

       ①医療機関等が発行する領収書と明細書 

        ※明細書が発行されている場合は必ず必ず領収書に添付して申請ください。 

       ②対象者（受診された方）の住所が確認できるもの（免許証や保険証など） 

       ③印鑑（スタンプ印以外） 

       ■申請書は、裏面様式をご利用ください。（各申請窓口にも設置しています。） 

       ■委任状は、同居のご家族以外の方が代理申請をする場合に必要です。 

        ※対象者が１８歳以下の場合は、保護者の方の申請となります。 

 

       ＜妊婦さんへの出産準備支援金＞ 

       次のものを用意して、静内保健福祉センターまたは、三石保健センターで申請してください。 

       ①母子手帳（交付時に申請する場合は必要ありません。） 

       ②印鑑（スタンプ印以外） 

 

～申請期限～ 受診日または、母子手帳交付日から６か月以内に申請してください。 

（受診日等は本年の４月１日以降を対象とします。） 

        ※例：４月１日に受診し、支払った料金の申請期限は、６か月後の９月３０日までです。 

       

～商品券取扱  商品券交付時に取扱事業所の一覧を配付します。 

事業所～  ※取扱事業所については、新ひだか町商工会へお問い合わせください。 

 

【問い合わせ】    ◆新ひだか町役場 経済部商工労働観光課 電話 ４３－２１１１（内線292・293） 

◆静内保健福祉センター 電話 ４２－１２８７ 

◆三石保健センター     電話 ３３－２２３３         

             

 －28－ 



0・1・2 歳児の生活イラスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

－29－ 

赤ちゃんは、１日に数回、服を取り替え

たりすることがあるので、なるべく脱ぎ

着の楽なものを着せましょう。また、肌

も柔らかいので、布地は木綿のガーゼ、

タオル地のようなものが適しています。 

最近は、かわいい服がたくさん出回って

いますが、背中にボタン・フリル・リボ

ンなどがあると、寝苦しかったり、こす

れたりするので、注意してくださいね。 

食事のときに、食べ物をこね回すなど、遊び

だしてしまうことがあります。手づかみでも

食べているときは励ましながらスプーンの持

ち方などを教えます。ただ、食べ物で遊んで

いるときは満腹か、食べたくないのサイン。

早めに切り上げましょう。 

 

コップの水を口に運び、じょうずに飲むためには、コッ

プを支える手の力や、目で見ながら手の動きをコントロ

ールする力など、いろいろな能力をバランスよく発揮す

ることが必要になります。初めは水を少量コップに入れ

ひと口ずつ飲むことから練習してみましょう。 

７か月児くらいになると、何でも口に入れたが

ります。特に、小さくて口に入るビー玉、おはじき、

ビンのふた、石ころ、豆……などは、のどに詰

まることもあるので、絶対に近くに置かないよ

うにしましょう。時には鼻の穴に入れてしまう

ことがあり……入ってしまうと口より出にくい

ので大変です。安全かどうか、赤ちゃんの身の回

りは、いつも点検を忘れずにお願いします。 
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☆パパ実家

☆ママ会社

☆ママ携帯

☆かかりつけ病院

☆タクシー会社

　　M E M O

緊急ダイヤルリスト
まとめておけば、いざというときあわてずにすみます。

☆パパ会社

☆パパ携帯

☆保険証番号

☆乳児番号

　住　　　所・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号・・・

☆ママ実家

☆

☆

☆

☆

☆☆



 
 
 
 
 
 
 

静内子育て支援センター 

 

☆発行/平成２６年 

 

☆編集/ 静内子育て支援センター 住民福祉部福祉課 三石総合支所町民福祉課   

          ☎0146-4２-0321    ☎0146-43-2111   ☎0146-33-2111 
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