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応援します！
あなたの子育て
【子育て支援事業をご利用ください】

子育てに悩んだら

一時預かり事業を
ご利用ください
仕事の都合や家族の急病などで、お子さんの面倒を

家庭児童相談室に
ご相談ください

みられないとき、お子さんをお預かりします。
入園・入学、進級・進学など、新しい生活が始まり

対象者／満１歳から就学前の児童
かな

（土浦愛隣会保育所、めぐみ保育園、白鳥保育園、愛
保育園、童話館保育園は、産休明けから）
保育料／
公立…４時間未満800円、４時間以上1600円
私立…各保育所
（園）
にお問い合わせください。
実施保育所／
公立…荒川沖保育所、東崎保育所
（本園・駅前分園）、
桜川保育所、神立保育所
私立…土浦愛隣会保育所
（841-0463）
、めぐみ保育園
（841-2838）
、白鳥保育園(831-2590)、つくば国際
保育園
（823-7404）
、高岡保育園
（862-4666)、藤沢
保育園
（862-2600)、あ おぞら保育園
（869-7490）、
愛保育園
（843-6877）
、童話館保育園
（824-1323）
（内線2418）
、
私立…各保育所
（園）
問 公立…こども福祉課

ました。しかし、新しい環境に「なじめなかったり」
、
人とのかかわりの中で「悩んだり」することなどがあり
ます。
こうした子どもに関するさまざまな相談に応じ、子
育てサポートをしているのが「家庭児童相談室」です。
相談員が電話や、来室による相談をはじめ、事情に
よっては家庭への訪問も行っています。
子育てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相談日／月～金曜日（祝日、年末年始は除く）
午前８時30分～午後５時15分
※午後２時以降は、家庭訪問などで留守にすることも
ありますので、ご確認ください。

問 家庭児童相談室
（こども福祉課内

826-1111

内線2393）
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子育て支援制度あれこれ
医療福祉制度
健康保険証を使って病院などで治療を受けたり薬をも
らうときに、その一部を助成する制度です。
対象者／
妊産婦…妊娠届出月の初日から出産月の翌月の末日まで
小児
（乳幼児）…０歳～小学校３年生
（９歳になった日
以後の最初の３月31日まで）
母子家庭・父子家庭…18歳
（障害児および高校在学者を
持つ方は20歳まで）になった日から最初の３月31日まで
の子とその母および父
重度心身障害者…身体障害者手帳１級、２級および３
級（内部障害者）
、療育手帳 Ａ ・Ａの交付を受けた方、
障害年金１級受給者、身体障害者手帳３級と療育手帳
Ｂの両方の交付を受けた方、特別児童扶養手当１級の
支給対象の児童
※小児
（乳幼児）
、妊産婦以外は所得制限があります。
※小学４年生から中学生には、入院時医療費の一部を助
成しています。
問 国保年金課
（内線2316）

心身障害者（児）福祉手当
心身に障害のある在宅の方で、障害基礎年金などを受給
していない方に支給します。
（申請が必要）
支給額／
20歳以上で身体障害者手帳１･ ２級、療育手帳 Ａ ・
Ａ ･ Ｂ…月額5000円
20歳未満で身体障害者手帳１～４級、療育手帳 Ａ ・
Ａ ･ Ｂ、特別児童扶養手当対象児童…月額5000円
20歳未満で身体障害者手帳５・６級、療育手帳Ｃ…月額
4500円
問 障害福祉課
（内線2339）

特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育
している方に支給します。（所得制限あり。申請が必要）
支給額／
身体障害者手帳の判定が、おおむね１･ ２級(内部的疾
患を含む )、療育手帳の判定が Ａ ･ Ａ、または同程度
の精神障害がある方…月額５万550円
（１級）
身体障害者手帳の判定が、おおむね３級(内部的疾患を
含む )、療育手帳の判定がＢ、または同程度の精神障
害がある方…月額３万3670円
（２級）
問 障害福祉課
（内線2339）

ファミリーサポートセンター事業
保育施設への送迎や、産前産後の家事援助などのサー
ビスを協力会員が行います。
利用時間／午前９時～午後５時
（祝日と年末年始を除く）
利用料金／30分300円
問 社会福祉協議会
（821-5995）
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幼稚園就学奨励費補助制度
市内に居住する、幼稚園児の保護者を対象に、経済的負
担の軽減を図るため、所得割課税額に応じて補助金を交
付しています。（公立幼稚園は保育料減免）
問 私立幼稚園…教育総務課（内線5104)
公立幼稚園…学務課（内線5110）

私立幼稚園保護者助成制度
市内に居住する、市内や隣接市町村の私立幼稚園に幼
児を通園させている保護者を対象に、一人当たり月額
3000円を助成しています。（所得制限あり）
問 教育総務課（内線5104)

児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭の親や、その親に代
わって子どもを養育している方に支給します。
（所得制限あ
り。申請が必要）
支給額(月額)／
児童１人…４万1550円～9810円
児童２人目は、5000円加算
児童３人目以降は、3000円ずつ加算
問 こども福祉課（内線2475）

遺児手当
父母またはその一方が死亡したとき、義務教育修了前
の児童を養育している方に毎年９月と３月に支給します。
問 こども福祉課（内線2475）

赤ちゃんおめでとう訪問事業
おめでとうの気持をこめて、生後４か月までの赤ちゃ
んのいるご家庭を民生・児童委員などが訪問しています。
問 健康増進課
（826-3471）

予防接種事業
出生時に「予防接種手帳」を交付しています。学童期に
つづ
受ける予防接種の予診票が綴ってありますので、大切に
保管してください。
（826-3471）
問 健康増進課

早期療育支援事業
ことばの遅れなど、発達や行動面で気になることがあ
りましたら、専門の相談員が個別に相談をお受けします。
問 療育支援センター（822-3411）

ブックスタート事業
「絵本を通して赤ちゃんと保護者が楽しい時間を分かち
合うこと」を応援する事業です。
10か月児育児相談のときに絵本の読み聞かせをしたあ
と、ブックスタートパックを配布します。
問 市立図書館（822-3389）
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地域の子育て情報
子どもが自由に遊べて、保護者同士が子育ての不安や悩みを語り
合える、子育て支援の場所をご存知ですか？市では、皆さんが、ゆ
とりを持って楽しく子育てができるよう全力でサポートします！

保育所の
園庭開放 ・ 交流保育

青少年センター
「こどもランド」

保育所の園庭を、安全な遊びの場・友だちづくり
の場として開放しています。
新生保育所（841-0575） 東崎保育所
（821-2807）
荒川沖保育所
（841-0037） 都和保育所
（822-8053）
霞ケ岡保育所
（821-1890） 天川保育所
（822-6172）
桜川保育所（821-9136） 神立保育所
（ 831-8464）
竹ノ入保育所
（842-6253） 高岡保育園
（862-4666）
藤沢保育園（862-2600）

子どもの知識と視野を広げ、豊かな情操と創造力
を育むことを目的に、遊びと学習の場として開放し
ています。また、さまざまな講座を開催しています。
利用時間／午前９時～午後４時30分
ところ／ウララ２ ８階
休館日／月曜日、祝日、年末年始
（月曜日が祝日のときは、その翌日）
問 青少年課（826-3455)

児

童

館

子どもたちに健全で楽しい遊びを提供し、健康増
進と情操を豊かにするための施設で、乳幼児親子か
ら高校生まで、保育士が温かく見守っています。た
くさんの楽しいイベントも実施しています。
利用時間／午前８時30分～午後５時
休館日／日曜日、祝日、年末年始
都和児童館
（832-3112）
ポプラ児童館
（841-3212）
新治児童館
（862-4403）

幼稚園で一緒に遊ぼう！
幼稚園の保育室や園庭で一緒に楽しく遊びましょ
う。子育ての相談もお受けしています。
土浦幼稚園
（821-0796）
土浦第二幼稚園
（821-1310）
いくぶん幼稚園
（822-2430）
都和幼稚園
（831-3735）
大岩田幼稚園
（824-3430）
新治幼稚園
（862-3507)

はじめてのパパ ・ ママパスポート

地域子育て支援センター

はじめて、パパ・ママになる方を対象に、保育所
の生活を見学し、子どもの成長について知る機会を
設けています。
育児不安の解消や子育ての仲間づくり、育児相談
の場としてご活用ください。
問 新川保育所（822-8896）

地域に根ざした開かれた保育所を目指し、季節の
行事を開催したり、育児の相談などをお受けしてい
ます。
問 ありんこくらぶ
（土浦愛隣会保育所内 841-0463）
白鳥保育園地域子育て支援センター(831-2590）
ひまわり（めぐみ保育園内 841-2838）

チャレンジクラブ
小 学４年生から中学生を対象に、地区コミュニ

ティーセンターを活動の拠点として、地域の自然や
人材などを活用しながら、安心して遊び楽しく学べ
る場として開設しています。
問 こども福祉課（内線2304)

乳幼児家庭教育学級
相互保育（こどもあずけっこ）をしながら、お母さ
んたちが自主的に活動し、創りあげていく学級です。
今年度は、二中・四中地区公民館で講座などを開催
します。申込期間は、３月中旬から４月中旬です。
問 こども福祉課（内線2304）
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地域子育て支援センター
「さくらんぼ」

◎園庭開放
月２回程度、保育所の園庭とセンターを開放します。

◎交流保育

毎月、公民館など８か所で行なっています。
「リズ
ム遊び」
や
「運動会ごっこ」など、活動内容は月ごとに
変わります。

年４回、季節に合ったテーマで保育所の子どもた
ちと一緒に遊びます。
◎おもちゃクリニック（５月・１月の年２回予定）
おもちゃドクターが大好きなおもちゃを目の前で
なおしてくれます。
◎ファミリーコンサート（11月ごろに予定）
親子で楽しめる心温まるコンサートです。

◎すくすくルーム

◎講演会（２月ごろに予定）

問 桜川保育所内（823-1288）

◎親子ふれあい教室

生後４か月から満１歳までの未就園児を対象に、
子育てに役立つお話を聞くことができます。
お母さん同士の交流の場、お子さんの遊び場として、 ◎育児相談
二中・三中地区公民館で毎月１回ずつ行なっています。
育児についての相談をお受けします。来所、電話
で随時受け付けています。お気軽にご相談ください。
◎センター開放
生後４か月から満１歳までの未就園児を対象に、 相談日／月～金曜日
（祝日を除く）
月２回程度センターを開放します。
午前９時～午後４時30分

乳幼児とその家族がいつでも
子育て交流サロン
好きな時間に来て、自由に過ご
「わらべ」
・
「のぞみ」 すことのできる施設です。経験
豊かなスタッフが、子育てに関

わらべ （825-1030）
所在地／中高津一丁目19‐20
利用時間／午前９時～午後５時
休所日／日曜日、祝日、年末年始

する相談も行っています。
お気軽にお越し下さい。

利用しています！

のぞみ （824-8620）
所在地／東真鍋町２‐５
利用時間／午前９時～午後５時
休所日／日曜日、祝日、年末年始

子どもが小さいときから利用していま
す。ここでは、いろんな人とお話ができ
て、自然と友だちもできました。季節の
イベントやお話会など、楽しい行事もあ
るので、子どもも喜んでいます。スタッ
フの方が、子育ての相談にのってくれる
さ ら
豊田裕子さん 咲来ちゃん のでとても助かっています。
アットホームな雰囲気が好きです。広
さもちょうどよく、安心して子どもを遊
ばせることができます。家にばかりいる
と息が詰まってしまいますが、ここに来
ると、誰かいるのがうれしいです。今日
は、ここでお昼ごはんも食べました。こ
れからも、利用していきたいです。
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い ぶ き

鈴木喜美さん 一武紀ちゃん

