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は じ め に

　次代を担う子どもたちが明るく健やかに育つことは、町民みん
なの願いです。
　ところが、近年の核家族化がすすんだことで、家庭の養育力が
低下し、地域とのつながりが希薄になるなど、子育ての孤立化が
社会的な問題になっています。
　こうした中、信濃町では子ども・子育て支援事業計画を策定し
「安心して子どもを産み、育てることのできる環境づくり」に取
り組んでいます。
　この「信濃町子育てガイドブック」は、これから子育てをされ
る方、現在、子育て中の方への情報誌として、出産、育児に関す
る基本的な行政情報サービスをできるだけ分かりやすく紹介しま
した。
　妊娠、出産、育児の中で「どうしたらよいのか？」「誰に相談
したら良いのか？」悩んだ時に、いつでも活用できるよう身近な
ところにおいていただき、これからの子育ての助けになったら幸
いです。
　子育てに伴う喜びが実感できて、安心してゆとりを持った子育
てができるよう願っています。  

信濃町教育委員会 
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妊産婦健診
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赤ちゃんがやってくる

　いよいよ赤ちゃんがやってきます。新しい日々のスタートです。
　生活の中で赤ちゃんのお世話をママがすることが多いかもし
れません。でも一日中赤ちゃんのお世話にかかりきりの日々で
は、だれでも育児に疲れてしまいます。
　そんな時こそパパの出番です。ふたりでお互いにできることを
話し合って役割分担をしてみましょう。最初はおそるおそるだっ
た赤ちゃんのお世話もやってみたら意外に楽しかったりします。
　赤ちゃんは二人ではぐくむものです。パパもできることから始
めてみましょう。

ふたりで一緒に楽しく子育て

子育て
ストーリー
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すくすく育て元気な子

　子育て中は「どうしよう？」「これでいいのかな？」と思い悩むことがたびたびあり
ます。そんな時は一人で悩まないで、役場の保健師や栄養士、出産した産婦人科や、
かかりつけの小児科の先生に相談をしてみましょう。
　町では、「新生児訪問」「母乳相談」「すくすく相談」など子育てを支援するさまざ
まな相談事業があります。子育て中に「ミルクの飲みが悪いかな？」といったことや、
ママの体調のことなど、なんでも気軽に声をかけてください。
　きっと一人で悩んでいるよりも気持ちが楽になるはずです。

 ひとりで悩まずに、まずは相談をして
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ママ友をつくろう

　４ヵ月健診が終わりホッとした頃、「近所に安全な遊び場がない」「相談できる人
が近くにいない」こんな声が聞かれます。
　そんな時は、木育ルームなかよしなど、同じ子育て中の親子が集まる場所へお出
かけしてみるのもおすすめです。
　先輩ママやスタッフとなにげない話をするだけでもきっと気持ちが軽くなるはずで
す。それにお互いの子どもの成長を喜びあえるママ友の存在は心強く、楽しい子育
てにつながるはずです。

 気持ちの共有ができるママ友をつくろう

子育て
ストーリー
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保育園でのびのび成長

　積み木やお絵かきなど、大人にとって簡単にできることでも、子どもにとっては難
しいことがたくさんあります。「一人でおしっこができた」「苦手な野菜を食べられた」

「保育園で上手に折り紙をつくれた」など小さな達成感が、次にチャレンジをする自
信へと変わります。
　チャレンジが成功したときは、少し大げさなくらいに褒めてみましょう。褒められ
て嬉しそうにする我が子を見るのはパパママにとっても嬉しいものです。

褒められて子どもは伸びる
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小中一貫教育のはじまり

　子どもの成長に欠かせない成長ホルモンは、眠っているとき（夜 10 時から２時が
一番多い）にたくさん出るので、早く寝ることが大切です。人には、睡眠と覚醒を
正しく繰り返すための体内時計があります。朝日を浴びると体内時計が正しくセッ
トされるので、早寝、早起きで規則正しい睡眠と覚醒のリズムを子どものうちから
つくることが大切です。
　家庭でも学校と同じように、決められた時間に食事をしたり、テレビを観たり、
就寝をしたりするための工夫をしてみてはどうでしょうか。ぐっすり眠って体と脳を
休ませることは、毎日を元気に過ごすためにとても大切です。

 規則正しい生活習慣を身につけて

子育て
ストーリー
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将来に向けて高校・大学へ進学　

 「いってきます」「いってらっしゃい」「ただいま」「おかえりなさい」
毎日繰り返される何気ない会話を重ねて子どもは成長します。
　そしていつしか進学や就職をして、親元を離れるかもし
れません。子どもが親になり生まれ育ったこの町で子育
てをするかもしれません。
　子どもが側にいても、離れていても、親はいつまでも
心の支えであり、無償の愛を与える存在です。なにより
子育てを通じて、親自身が一緒に成長してきたと思えるの
ではないでしょうか。

子どもにとって心の支えであり続ける

信濃町に誇りを持って
それぞれの未来へ向かって

新たなスタート！！
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母子健康手帳の交付

妊娠が分ったら、医療機関を受診し、妊娠届出書（医
療機関等にて）を発行してもらい、役場窓口へお越し
ください。母子健康手帳をお渡しします。

妊娠中に外出する時は、必ず健康保険証や診察券と一
緒に持ち歩くようにしましょう。また、乳幼児健診や
予防接種の際に使いますので、必ずお持ちください。

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

妊婦一般健康診査
産 婦 健 康 診 査 ※

※Ｈ３０年１０月～

妊婦一般健康診査受診票・産婦健康診査受診票は、母
子健康手帳交付時にお渡しします。（14 枚の基本健診
受診票、4 種類 (5 枚 ) の追加検査受診票、4 枚の超音
波検査受診票、２枚の産婦健康診査受診票）
妊娠中及び産後の健診は、母子の健康を確認するため
の大切な健診です。本町では、健康診査費用の負担軽
減を図り、妊産婦の方が安心して出産・育児を迎えられ
るよう、14 回の妊娠健康診査・２回の産婦健健康診査
費用を助成しています。長野県医師会加入の医療機関、
長野県助産師会加入の助産所で利用できます。

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

●妊娠したら行う手続き

妊娠したら赤ちゃんが
やってくる

妊娠中は一人の身体ではありません。無理をせずにゆったりと過ごし
ましょう。ママが心地よく過ごしているとお腹の中の赤ちゃんも心地よ
いものです。妊娠中の食事は、塩分や脂肪を取りすぎないよう栄養バラ
ンスにも気をつけてください。

また、妊婦一般健康診査を受けて、早めに出産をする病院施設を決
めましょう。



ハローベビークラス

産前・産後を健やかに過ごし、安心して赤ちゃんを迎え
られるように、妊娠中の方と、産後１年以内の方を対象
に開催します。

■１回目　場所：保健センター
　　　　　内容：妊娠期間中の食事についての講話
　　　　　　　　ママ・プレママの交流会等
　　　　　対象：妊婦さん・産後１年以内の方

■２回目　場所：地域交流施設（旧古間小学校）
　　　　　内容：お母さんの骨盤ケア（バランスボール）
　　　　　　　　妊娠期間中の食事についての講話
　　　　　　　　ママ・プレママの交流会等
　　　　　対象：妊婦さん・産後１年以内の方
　★ 1・2 回目は赤ちゃん連れで参加可（６ヶ月児以上は託児あり）

■３回目　場所：木育ルームなかよし
　　　　　内容：妊娠出産についての講話
　　　　　　　　パパの妊婦体験個別相談等
　　　　　対象：妊婦さん（ご夫婦で参加可能です）
　★たくさんのお父さんの参加をお待ちしています。

 【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112
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信越病院の小児科で出産や育児に関する相談を無料で
受診できるチケットです。母子手帳の交付の際に、子
ども１人につき４枚を交付します。
■使用期限：母子手帳の交付を受けた日から子どもの
２歳の誕生月の末日です。
■利用方法
信越病院小児科外来受付に来院または電話で予約
　 平日８：30 ～５：00（信越病院　☎ 026-255-3100）
■持ち物：①母子手帳　②ペリネイタルビジット受診券　
③診察券　④保険証

【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

～　妊産婦健診等の情報　～

ペリネイタルビジット
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出　生　届

子どもが生まれましたら14 日以内に届出を行ってください。

■届出に必要なもの：出生証明書 / 母子手帳 / 印鑑 
■届出までの期間 ：出生から14 日以内 
■届出人：嫡出子の場合は、父または母。嫡出子でない

子の場合は、母。
■窓口にお越しいただく人：届出人の署名欄は届出人が　　

自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、　　
どなたでも構いません。

【問い合わせ】住民福祉課  住民国保年金係　☎ 255-6820

信濃町すくすく
子 育 て 助 成 金

子育て事業の一環として、保護者に対し経済的負担の軽減を
目的に育児用品等の購入費用に対し助成金が支給されます。

■対象者：平成27年4月1日以降に出生した子どもの保護者
■支給額：１人につき30,000円

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

赤ちゃんが生まれたら赤ちゃんが
やってくる

大きな感動とともに赤ちゃんの誕生です。
生まれたばかりのかよわい赤ちゃんを見ていると、ついつい必要以上

に神経質になってしまうことがあるかもしれません。ときには、おおら
かな気持ちで子育てをすることも大切です。

町では、子育て中のパパママへさまざまな支援を行っています。それ
らを上手に活用しながら、ゆとりのある子育てライフを送ってください。

●出産したら行う手続き
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産後ケア入院

国民健康保険
の加入　　※

出産した病院を退院した後の一定期間、母子が宿泊し必要
な支援を受ける費用の約 7 割を町が補助します。

　■支援の内容：産後のお母さんの体のケアや乳房管理、
日常の生活面についての保健指導

　■対象者：出産後の体の回復について不安を持ち、保健
指導を必要とする人等

　■利用期間：原則として、出産日の翌日から 28 日を経過
するまでの間で 7 日間

　■補助額：1 日の費用の約 7 割相当 17,500 円を上限に補助

【問い合わせ】  住民福祉課 保健予防係　☎ 255-3112

出生から14 日以内に届出を行ってください。

【問い合わせ】住民福祉課  住民国保年金係　☎ 255-6820

福 祉 医 療

国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に
加入している、障がい者・乳幼児・児童・母子家庭の母子・
父子家庭の父子の給付要件に該当される方に、健康保険
で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成します。

申請期間は診療月を含めて６か月以内です。

【問い合わせ】住民福祉課  福祉係　☎ 255-1179

持ち物：お子様の保険証／金融機関の口座番号が判るもの

児 童 手 当

中学校終了前の乳幼児及び児童を養育している方に支給さ
れます。出生届の際に児童手当請求書を提出してください。

【問い合わせ】住民福祉課  福祉係　☎ 255-1179

持ち物：請求者名義の保険証・金融機関の口座番号が判るもの

～　出生届等、各種手続き情報　～

※国保組合や社会保険などに加入の方は、加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。
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種　類 接種方法 望ましい期間

四種混合 (DTP-IPV)

（ジフテリア・百日せき・　
破傷風・ ポリオ）
　※三種混合やポリオを
　　全く受けたことのな
　　い児が対象です。

1 期初回
（全 3 回） 　生後 3 か月～ 7 歳半 生後 3 か月

　　　　～ 1 歳未満

1 期追加

1 期初回接種（3 回）をす
べて終え、1 年経過後に 1
回接種
　　（7 歳半までに接種）

初回接種後
1 年～ 1 年半後

小児用肺炎球菌 １期 3 回
追加 1 回

生後 2 か月～ 7 か月未満
　　（初回 3 回追加 1 回）
生後 7 か月～ 12 か月未満
　　（初回 2 回追加 1 回）
1 歳以上 2 歳未満　2 回
2 歳以上 5 歳未満　1 回

生後 2 か月
　　　　～ 5 歳未満

Ｈｉｂ（ヒブ）
インフルエンザ菌ｂ型

１期 3 回
追加 1 回

生後 2 か月～ 7 か月未満
　　（初回 3 回追加 1 回）
生後 7 か月～ 12 か月未満
　　（初回 2 回追加 1 回）
1 歳以上 5 歳未満　1 回

生後 2 か月
　　　　～ 5 歳未満

Ｂ型肝炎

ＢＣＧ

　 3 回　　 生後２か月～１歳未満

生後 3 か月～ 7 歳半

生後２か月～ 9 か月

生後 5 か月～ 8 か月

ＭＲ
麻しん、風しん混合

１期 １歳～２歳未満 1 歳になったら
早めに接種

２期 小学校入学 1 年前 春～初夏
　（流行期前）

予防接種を受けましょうすくすく育て
元気な子

予防接種は、免疫をつけて子どもを感染症から守ります。また、病
気にかかりにくくなるだけでなく、感染症のまん延を防止することにもつ
ながります。子どもの成長とともに外出の機会が増えるので、予防接種
を忘れずに受けましょう。

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112
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種　類 接種方法 望ましい期間

水ぼうそう（水痘） ２回 1 歳から 3 歳未満
1 歳になったら早め
に 接 種。 ２回 目 は
半年～１年あけて

日本脳炎

1期1回目 平 成 7 ～ 18 年 度 生 ま れ の
方は平成 17 年～ 21 年 度に
接種する機会を逃している
ことがありますので 母子 健
康手帳などでご確認のうえ、
接種してください。

1 期 1、2 回目− 3 歳
1 期追加− 4 歳
2 期− 9 歳

1期 2 回目

1 期追加

２ 期

二種混合（DT）
（ジフテリア・破傷風） 小学校 6 年生 小学校 6 年生

子宮頸がん ３回

積極的勧奨を差し控えてお
ります。ワクチンの有効性と
副作用のリスクを十 分ご理
解のうえ接種してください。

中学 1 年生～
高校 1 年生相当の
女子

～　予防接種一覧表　～

●信越病院で予防接種（予約が必要です）
信濃町大字柏原 380 番地　☎ 255-3100

■日　時
予防接種外来：月～木曜日 14：30 ～ 15：00
一般診療受付：月～金曜日   8：15 ～ 11：30
　　　　　　　月曜日　　 15：00 ～ 15：30
　　　　　　　火～木曜日 15：00 ～ 16：30

※事前に電話で予約をお取りください。 （窓口：小児科外来）

●対象になる予防接種

Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）
小児用肺炎球菌
四種混合（ＤＰＴ−ＩＰＶ）
不活化ポリオ
ＢＣＧ
水痘（水ぼうそう）
日本脳炎
二種混合（ＤＴ）
子宮頸がん
ＭＲ（麻しん、風しん混合）
Ｂ型肝炎

●藤森小児科医院（信濃町指定医療機関）で予防接種
（予約が必要です）

長野市西三才 192 番地 8　☎ 296-1600
■日　時
診察時間：   8：30 ～ 12：00（平日、土曜日）
　　　　　15：30 ～ 17：15（平日）
休診日：水・土曜日午後、日曜日、祝日

※希望日の 3 日前までに電話で予約をお取りください。
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新 生 児 訪 問
出生１か月以内に自宅を訪問して、発育測定、子育てに関
する相談や指導を行います。

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

母 乳 相 談

助産師による母乳・育児相談、乳房マッサージ、発育測定

■場    所：木育ルームなかよし
■日    時：第 1・2・4・5 月・水曜日または第 3 火・水曜日
　　　　　 9：00 ～ 13：00 まで

【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923　  

すくすく相談

発育測定、発達問診、個別相談を年 12 回行っています。

■場　所：木育ルームなかよし

■対象者：生後２か月の乳児

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

乳幼児健康診査と育児相談すくすく育て
元気な子

生後３～４か月になると１日 24 時間の生活リズムを覚えて、夜集中し
て寝るようになります。子どもの成長に欠かせない成長ホルモンは、夜
寝ている時間に多く分泌されます。子どもの成長のために、大人の生活
リズムを子どもの生活リズムにあわせることも大切です。

毎日少しずつ成長を続ける子どもの発育や、子育ての心配ごとを相談
するため、健診や育児相談会があります。月齢毎に行われる乳幼児健
康検査を子育ての悩みの解消に役立ててください。

●子どもの健やかな育ちを支援
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乳児健康診査

内科、発育測定、発達問診、離乳食指導、歯科指導、
個別相談

■場    所：保健センター
■対象者：生後４･７･10 か月の乳児

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

幼児健康診査

内科・歯科検診、発育測定、発達問診、歯科指導、栄養指導、
心理相談、個別相談

■場    所：保健センター
■対象者：１歳半と３歳の幼児

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

よ ろ ず 相 談

保健師・栄養士・子育て支援員による育児に関する相談、
発育測定を年 12 回（※）行っています。

■場    所：木育ルームなかよし

【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

※日程は健康カレンダー（住民福祉課保健予防係発行）をご覧ください

木育ルームなかよし

～　子育て相談事業等の情報　～
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木育ルーム
なかよし

子どもが遊べる室内広場です。木製遊具と木製おもちゃで
木にふれあいながら、親子で楽しく過ごせます。

■場　所：総合体育館内（☎ 090-4382-6832）
■時　間：9：00 ～ 16：00
■休館日：第３月曜日・お盆・年末年始

・あそびの会　月１回、イベントや子育てに関する講座の開催
・利用者支援　子育て支援員による、保育園、子育て支援
サービスの情報提供や、子育ての相談、助言等

子育てグループ・子育てサービスママ友を
つくろう

子どもと二人きりで一緒にいる日々が続くと、息抜きをしたい気持ちに
なることもあります。赤ちゃんが６か月以上になったら保育園での一時預
かりがあります。たまには子どもを預けて自分の時間を持ちませんか。

また、子育てグループに参加したり、木育ルームなかよしで知り合った
ママ友とおしゃべりをしたり、気持ちをリフレッシュしてみてはいかがで
すか。

●子育てグループ 【問い合わせ】住民福祉課  保健予防係　☎ 255-3112

【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

※地区は関係なく、どこへ参加しても大丈夫。

●子育てサービス

活動場所 電　話 活動日時

キッズ 21 木育ルームなかよし
（総合体育館） 026-255-5566 毎月第２火曜日

10：30 ～ 12：00

ぞ う さ ん 野尻湖支館 026-258-2113 毎週水曜日
10：30 ～ 12：00

たんぽぽ
みらいふうせん

富士里支館 026-255-2645 毎月第 2 水曜日
10：00 ～ 12：00
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一時預かり

保護者の就労、職業訓練、求職活動などの理由で日中保
育ができないお子さんを週 3 日を限度として預かります。
また、緊急に一時保育が必要な場合（保護者の疾病、災害、
事故、出産、介護、冠婚葬祭など）もお子さんを預かります。
育児疲れ等でリフレッシュしたい！ そんな時も是非ご利
用ください。お預かりできるのは６ヶ月以上のお子さんで、
7：30 ～ 19：00 までの間１時間単位からお預かりします。

【申込み・問い合わせ】古間保育園　☎ 255-2201

園 庭 解 放

保育園に入園する前のお子さんを対象に、各保育園で実
施しています。お子さんと一緒に遊びに来てください。

■場　所：各保育園
■時　間：9：00 ～ 11：00 まで
■実施日：4 か所の保育園でそれぞれ月 1、2 回実施し
ていますので、各保育園にお問い合わせください。（※）

地域活動事業
（ちびっこ集まれ）

２歳の未就園児親子を対象とした保育園を体験できる事
業を行っています。年 9 回実施（※）

ウッドスタート
木育を推進するために、生後４ヶ月の乳児健診で、町内産
の木材を利用したおもちゃをプレゼントします。

【問い合わせ】産業観光課　農林畜産係　☎ 255-3113

ブックスタート

生後２ヶ月の乳幼児発育相談（すくすく相談）で、絵本を保
護者に選んでもらい、その場で一冊プレゼントします。そ
の後は、ファーストブック（保育園）、セカンドブック（小学
校１年生）、サードブック（９年生）を町からプレゼントします。

～　保育園入園前の情報　～

※日程は健康カレンダー（住民福祉課保健予防係発行）をご覧ください

１時間当たりの保育料 昼食代等
3 歳未満児 350 円 380 円
3 歳以上児 200 円 250 円
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保育園へ入園保育園で
のびのび成長

幼児期も後半になると、自主性や社会性など精神面が成長して、仲間
意識が芽生えはじめ、集団行動や友だちとの関わりを通じて「聞く」「考
える」「表現する」力が持てるようになります。小学校に入学する前に集
団生活を経験させたい保護者の希望から、信濃町では３歳以上の児童
については、保護者の就労に関わらず保育園に入園することができます。

【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」が成立し、新制度のもと平成 27 年 4
月から、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育の施設利用を希望する方に、
利用のための認定を受けていただくことになりました。また、保護者の方の就労状況
等に応じた保育の必要量についての認定も行います。

●保育園・幼稚園の認定制度

●３つの認定区分

・町内の保育園を利用する場合（１号・２号・３号認定）

・町外の幼稚園等を利用希望の場合（１号認定）

町に認定申請と入園申込み
（11 月上旬）

幼稚園に
直接申込

幼稚園から入園
の内定を受ける

幼稚園から
町に認定申請

町から支給認定証
（1 号）

町から支給認定証（2・3 号）と
入園承諾書（1 月上旬） 入園

入園

１号認定
：教育標準時間認定

子どもが満 3 歳以上で幼稚園等での教育を希望する場合
　利用先：幼稚園、認定こども園、町立保育園

２号認
：満３歳以上・保育認定

子どもが満 3 歳以上で保護者の就労や疾病等の事由によ
り保育を必要とする場合
　利用先：保育園、認定こども園など

３号認定
：満３歳未満・保育認定

子どもが満 3 歳未満で保護者の就労や疾病等の事由によ
り保育を必要とする場合
　利用先：保育園、認定こども園など
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～　信濃町の保育園の概要　～

●保育園の概要

 

 

野尻保育園

富士里保育園

柏原保育園

古間保育園

野尻275　☎258-2345

穂波446　☎255-3416

柏原2571-1 ☎255-3740

富濃2058　☎255-2201

時間外 ･ 延長保育
障がい児保育

時間外 ･ 延長保育
障がい児保育

時間外 ･ 延長保育
障がい児保育

時間外 ･ 延長保育
土曜保育
障がい児保育
一時預かり

２号認定利用定員数       
   ３歳児以上：30人 
３号認定利用定員数         
   １歳児及び２歳児：6人

２号認定利用定員数       
   ３歳児以上：40人 
３号認定利用定員数         
   １歳児及び２歳児：12人

２号認定利用定員数       
   ３歳児以上：80人 
３号認定利用定員数         
　０歳児：6人
　１歳児及び２歳児：24人

２号認定利用定員数       
   ３歳児以上：60人 
３号認定利用定員数         
    ０歳児：4人
　１歳児及び２歳児：18人

※土曜保育…土曜日の保育を実施
※障がい児保育…障がいを持つ児童を受入れ、障がいに合わせた保育を実施
※保育園には遠距離通園補助金制度があり、3.5km 以上の通園者に交通費の 1/2 を補助
※一時預かり…P18 参照
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保育園へ入園保育園で
のびのび成長

●保育料
多様化する保護者ニーズに応じた保育を実施するため、子ども・子育て新制度によ

る新しい保育料を平成２７年度に定めました。
保育料は市町村民税をもとに毎年決定され、保育料の切り替え時期は毎年 9 月で

す。前年度の収入の変動にともない、保育料の階層区分に変更が生じた場合、9 月
から新しい保育料となります。また、保育料は各世帯の所得状況に応じた負担を基
本に、国が定める水準を上限として町が定めています。

●保育料の区分イメージ

保育標準時間認定
就 労時 間が月 120 時 間 以 上で、 一ヶ月当たり 292
時間（一日当たり 11 時間）まで利用することができ
る認定区分。

保育短時間認定
就労時間が月 48 時間以上 120 時間未満で、一ヶ月
当たり 212 時間（一日当たり 8 時間）まで利用する
ことができる認定区分。

時 間 外 保 育
平日及び土曜日の午前 7 時 30 分から午前 8 時 30
分までの時間及び午後 4 時 30 分から午後 6 時 30
分までの時間に係る保育。

延　長　保　育 平日及び土曜日の午後 6 時 30 分から午後 7 時まで
の時間に係る保育。
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～　保育サービス情報　～

※利用日数が月 10 日以上の場合は、月額料金とする。
※時間外保育料は、朝と夕の 2 回利用しても 1 日とカウントする。
※時間外保育料は、保育標準時間認定には適用しない。

（保育標準時間の最長 11 時間に含まれているため）

●保育料の区分イメージ

階層
区分

各月初日入園児童の
属する世帯の階層区分

徴収基準額（月額） 徴収基準額（月額）

3歳未満児(3号認定) 3歳以上児(2号認定) 3歳以上児(1号認定)

定　　　　義 標準時間 短時間 標準時間 短時間 教育時間 預かり保育

第1 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0

第2

住民税の区
分が次の区
分に該する
世帯     

（第3-2階層
以降は所得
割額） 
                   
４～８月
前年度分

９～３月
現年度分

非課税世帯 3,900 2,900 3,300 2,300 1,500 800

第3-1 所得割非課税世帯
（均等割課税） 7,800 6,800 6,500 5,500 3,000 2,500

第3-2 48,600 円未満 13,200 12,200 8,800 7,800 5,300 2,500

第4-1 48,600 円以上
63,000 円未満 17,400 16,400 11,500 10,500 7,500 3,000

第4-2 63,000 円以上
77,200 円未満 21,300 20,300 14,100 13,100 10,100 3,000

第4-3 77,200 円以上
97,000 円未満 26,800 25,800 22,400 21,400 16,400 5,000

第5-1 97,000 円以上
138,000 円未満 29,800 28,800 24,900 23,900 18,900 5,000

第5-2 138,000 円以上
169,000 円未満 32,200 31,200 26,900 25,900 20,100 5,800

第6-1 169,000 円以上
211,300 円未満 32,700 31,700 27,300 26,300 20,500 5,800

第6-2 211,300 円以上
301,000 円未満 34,200 33,200 28,500 27,500 21,500 6,000

第7 301,000 円以上
397,000 円未満 34,900 33,900 29,100 28,100 22,100 6,000

第8 397,000 円以上 36,000 35,000 30,000 29,000 23,000 6,000
※一人親や多子世帯についての保育料軽減は別に定める。

●保育料の区分イメージ
区　分 時 間 区 分 階 層 保　育　料

時間外保育
7：30 ～ 8：30

全階層
＜月額＞ 1,000 円

16：30 ～ 18：30 ＜日額＞ 100 円

延長保育 18：30 ～ 19：00 全階層
＜月額＞ 1,000 円

＜日額＞ 100 円
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 小中一貫教育で学ぶ小中一貫教育
のはじまり

　信濃小中学校は、施設一体型の小中一貫教育校として、小学校４年
生までの初等部と５年生からの高等部の４・５区分で義務教育期間の９
年間をとおして、信濃町に誇りを持ち、次代を担う人材育成を目指して
います。

【問い合わせ】教育委員会  総務教育係　☎ 255-5923
　　　　　　　信濃小中学校　　　　　  ☎ 255-2373

●教育課程
学校教育目標の実現に向けて、読書活動とふるさと学習を柱に位置付け、9 年間

継続して朝読書活動や信濃町を学習材にした学習に取り組みます。それらの指導に
あたっては、地域の方々の協力を得て、地域で子どもを育み、支援する体制をとって
いきます。

また、全ての学級で、全ての職員による特別支援教育に取り組みながら、一人ひと
りの児童・生徒の特性に応じた支援を行っています。

●学級費無償化
平成 27 年度から信濃小中学校の学級費を無償化しました。
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～　信濃町立信濃小中学校　～

●学校教育目標
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 放課後児童クラブ小中一貫教育
のはじまり

　児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し
て、安全な遊びと生活の場を提供して、児童の健全育成と子育て支援
を図るための施設です。
　また、４年生から６年生を対象に、地域の人が講師になって子どもたち
の興味関心の幅を広げながら、社会力の向上と地域の子育て力を高める
取り組みの放課後子ども教室を児童クラブと一体で運営しています。

　　　【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

●利用できる児童
小学校１学年から６学年までに在籍し、保護者等が就労等により昼間留守となって

いる児童。

●開設日・開設時間
平日の放課後は、本館を 1 年生から３年生が利用し、分室を 4 年生から 6 年生

が利用します。学校休業日（夏休み等）は全学年の児童が分室を利用し、本館はお
休みとなります。第 2 土曜日以外の土曜日や日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29
日から1 月 3 日）は本館・分室ともにお休みとなります。

●開設場所
施設名 住　所 電話番号 定員

信濃町放課後児童クラブ本館 信濃町大字古間 481-1 026-255-3522 80 人

信濃町放課後児童クラブ分室 信濃町大字富濃 1945-2 090-2525-4318 60 人

施　　設 平　　日 第 2 土曜日 学校休業日
（夏休み等）

その他・日曜
祝日・年末年始

放課後児童クラブ本館 ○
（1年生から3年生） × × ×

放課後児童クラブ分室 ○
（4年生から6年生）

○
（全学年）

○
（全学年） ×

開 設 時 間 放課後～午後7：00 午前7：30～午後7：00



26

～　放課後子ども総合プラン　～

●職員体制
【平日】　本館：4 名の支援員　　分室：2 名の支援員
【第 2 土曜日・学校休業日】　分室：6 名の支援員

　　　（利用申込人数によって支援員の人数は変更になることがあります）

●利用料　1,000 円（月額）

●おやつ
平日のおやつは、本館の 1 年生から 3 年生はありますが、分室の 4 年生から 6 年

生にはありません。第 2 土曜日及び学校休業日等は、全学年おやつが 2 回あります。
金額は利用 1 回ごとに、平日 100 円、学校休業日 200 円をご負担いただきます。

●健康・安全管理
信濃町放課後児童クラブでは、本館・分室ともに万が一の事故やケガをした場合、

治療に必要な給付を受けられるよう、児童クラブ共済制度に加入しています。保険
料は 1 人につき 1,800 円（年額）をご負担いただきます。

■放課後子ども教室（4 年生から 6 年生が対象）

放課後子ども教室（ヨガ体験）

毎週 2 回、地域交流施設で放
課後子ども教室を行っています。
子ども教室では地域の方が講師
となってスポーツやモノづくり、将
棋等の体験をしています。

子ども教室は児童クラブの活
動の一つとして参加します。参加
にあたり、利用料とは別に実費
500 円（月額）をご負担いただき
ます。
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困った時の相談窓口小中一貫教育
のはじまり

　信濃町教育委員会事務局に児童相談窓口を開設しています。いじめ、
不登校、児童虐待などで悩んだら相談してください。その他にもさまざ
まな相談窓口があります。

　　　【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

●学校教育、いじめ、不登校で悩んだとき

●養育上の悩みや非行・虐待などの児童の福祉で悩んだとき

●人権の問題で悩んだときは

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

長野県
中央児童相談所 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-238-8010

専門の相談員や心理職、
医師などの専門家が 18
歳未満の子どもに関する
様々な相談

児童虐待・DV24時
間ホットライン 毎　日 24時間 026-219-2413 児童虐待・配偶者間暴力

に関する通報や相談

なんでもハロー
青少年 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-235-7100 青少年について健全育成

などあらゆる相談

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

子どもの人権
１１０番 月曜日～金曜日 8：30～17：15 0120-007-110

人権擁護委員などが、子
どもの人権に関わる様々
な相談

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

長野県こども
支援センター 月曜日～土曜日 10：00～18：00 子ども用 0800-800-8035

大人用 026-225-9330
子どもに関する
相談全般

長野県
総合教育センター 月曜日～金曜日 9：00～17：00 0263-53-8811 学校生活や不登校など

教育上のあらゆる問題

北信教育事務所 月曜日～金曜日 9：00～17：00 026-232-7830 学校生活や不登校など
教育上のあらゆる問題

２４時間子供
SOS ダイヤル 毎　日 24時間 0120-0-78310 児童生徒からの

いじめの相談
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～　学校の悩み、非行・虐待などの相談窓口　～

●思春期の子どもの発育・発達や健康で悩んだときは

●子どもの非行などの問題行動で悩んだときは

●民間団体が実施している電話相談

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

警察本部
ヤングテレホン 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-232-4970 少年相談専門職員や警

察官が、子どもの非行、
いじめや犯罪の被害に関
する相談長野中央警察署

ヤングテレホン 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-241-0783

警察本部
警察安全相談室 毎　日 24時間 026-233-9110

または ＃9110
非行、健全育成に関する
相談

法務少年支援
センター 月曜日～金曜日 9：00～17：00 0570-085-085 心理学の専門家が、非行

問題に関する相談

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

チャイルドライン 月曜日～土曜日  16：00～21：00 0120-99-7777
子どもの声に耳をかたむ
け、その心を受け止める
18 歳までの子ども専用
電話

子育てひといき
ホットライン

火曜日・木曜日
土曜日

 10：00～14：00
 10：00～12：00

026-268-0008 子どもを虐待から守る、
虐待をしないための相談

長野いのちの電話 毎　日  11：00～22：00 026-223-4343
誰にも相談できず 苦し
んでいる人の悩みを聞く
電話

相 談 窓 口 実 施 日 時　  間 電 話 番 号 相 談 内 容

長野県精神保健
福祉センター 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-227-1810 思春期の子どもの発育・

発達や健康等の相談

長野保健福祉
事務所 月曜日～金曜日 8：30～17：15 026-225-9039 子どもの発 達、育児不

安等の相談
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高校通学を支援将来に向けて
高校・大学へ進学

●高校生の通学定期補助
町では、鉄道で通学する高校生の保護者の負担軽減を図るため、高校生の通学

定期運賃の補助を行います。
　　　※高校生とは、高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校１学年～３学年及び
　　　　専修学校に通学する 20 歳未満の生徒

●母子家庭等高等学校通学費補助金
母子家庭等で、高校へ通学するために利用する鉄道の定期券の個人負担額の 2

分の 1 を補助します。
ただし、所得制限があり毎年所得の判定を行います。

　　　【問い合わせ】住民福祉課  福祉係　☎ 255-1179

　　　【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

対 象 者
信濃町に居住し、町内から高校等まで鉄道（新幹線を除く）で通
学する高校生の保護者（当該通学定期に対して、この事業以外の
補助を受けている者を除く）

対象路線
町内から通学する全区間の鉄道路線（新幹線除く）
しなの鉄道（北しなの線・しなの鉄道線）／えちごトキめき鉄道（妙
高はねうまライン）／ＪＲ（飯山線・篠ノ井線）／長野電鉄長野線

補 助 率 鉄道通学定期券購入額の 20％（100 円未満切捨て）

補助期間 高校在学期間

申請方法

定期券購入後、申請書及び請求書に必要事項を記入のうえ押印し、
教育委員会子ども支援係に申請してください。

【添付書類】通学定期券の写し／在学証明書または学生証の写し
※申請様式は、信濃町役場、しなの鉄道黒姫駅窓口、古間駅発券
所に備え付けの他、信濃町ホームページからダウンロードできます。
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大学進学を支援

●奨学資金の貸付
向学心を有しながら、経済的理由により就学が困難な学生のために、教育機会の

均等を図る目的で、町では奨学金の貸付を行っています。

　　　【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

募集受付期間 2 月末日まで

貸付対象者 5 名以内（選考委員会により審査します）

資格の要件

以下の条件を全て満たしていること
①本人または本人と生計を一にする者が町内に 1 年以上居住

している者で、町税などの滞納がないこと
②学校教育法の規定に基づく大学（夜間、通信学部を除く）

短期大学、高等専門学校（4・5 学年に限る）、専修学校（専
門課程に限る）に在学または在学予定の者

③人物・学力ともに優れ、健康であって、かつ学費の支出が
困難と認められる者

④在学または出身学校長が推薦した者であること
⑤日本学生支援機構等の他の団体から学資の貸付を受けてい

ないこと

貸付の条件

①大学、短期大学および専修学校に在籍する者に対して月額
５万円以内とする

②貸付期間は、その学校における正規の修業期間とする
③貸付利子は、無利子とする

返済の方法

①卒業した日の属する月の翌月から起算して 12 か月経過した
後から、貸付金の総額を 18 万円で除した年数（小数点以
下切り上げ）以内に月賦、半年賦または年賦で返済する（た
だし、全額または一部を繰り上げ償還可能）

②卒業後、町内に居住してからの貸付金の償還期間が 10 年
を経過し、引き続き町内に居住している場合、償還未済額
を免除する
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信濃町子ども・子育て支援事業計画

　すべての子どもたちが笑顔で成長し、すべての家庭が安心して子育て
できるよう平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」が成立しました。
　新制度は、「子育てについての第一義責任は保護者が持つ」という基
本的な考えのもと、幼児期の教育、保育や地域の子ども・子育て支援
を総合的に進めることを目指しています。

【問い合わせ】教育委員会  子ども支援係　☎ 255-5923

●計画策定の背景・趣旨
わが国では、近年の出生数の減少や出生率の低下に伴い、子どもの数は減少の

一途をたどり、急速な少子化が進んでいます。
平成 24 年（2012 年）の全国の出生数は 103.7 万人で、合計特殊出生率は、1.41

であることから、人口置換水準の 2.07 を大きく下回っています。
ライフスタイルの多様化による未婚化・非婚化・晩婚化・晩産化の傾向と希望を

持てる結婚・出産・子育てがしづらい現状が、少子化の進行に影響していると考え
られます。

こうした課題に対して、子どもの健やかな発達と子育てがしやすい社会にしてい
くために、地域を挙げて、子どもや子育て家庭を支援する新たな支え合いの仕組
みを構築することが求められています。

●計画の位置づけ
本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条第１項に基づき、市町村に策定が義務

付けられている「市町村子ども・子育て支援事業計画」です。
本計画の策定にあたっては、信濃町長期振興計画をはじめ、関連する分野別計

画との調和を図り、策定しています。
また、次世代育成行動計画について、義務策定から任意策定に変更されていま

すが、信濃町次世代育成支援行動計画（後期行動計画）の考えや取り組みを踏襲
しながら、国で新たに「放課後子ども総合プラン」を策定したことから、信濃町版
放課後子ども総合プランの施策を内包する形で、新たな「信濃町子ども・子育て支
援事業計画」を策定することで、総合的に子ども・子育て支援を推進していきます。
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～　計画の概要と基本理念　～

■上位計画
・信濃町第５次長期振興計画
　後期基本計画

■関連する計画
・第４期信濃町障害者福祉計画
・保学連携による子育て支援プラン

●基本理念
信濃町第５次長期振興計画、第１章みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり

第３節の「安心して子どもを産み、育てることのできる環境づくり」と信濃町次世
代育成支援後期行動計画の基本理念に示されている「子育てに伴う喜びが実感で
き、安心してゆとりをもった子育てができる町」を基本理念として計画を策定します。

●計画の期間
信本計画は、平成 27 年から平成 31 年までの 5 年間を計画期間とします。

安心して子どもを産み、育てることのできる環境づくり

信濃町子ども・子育て支援事業計画

～ 子育てに伴う喜びが実感できて、
安心してゆとりを持った子育てができる町 ～

■根拠法令

・子ども・子育て関連３法

■継承・内包する計画
・信濃町次世代育成支援行動計画
・信濃町版放課後子ども総合プラン
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信濃町子ども・子育て支援事業計画

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

出産前支援

ペリネイタル
ビジット

信越病院小児科で親になる前から子育
てや子どもの発達について、学びなが
ら親になるために必要な知識と心の準
備を支援するため４回分の無料受診チ
ケットを配布します。

信越病院
小児科

ハローベビー
クラス

産前産後の夫婦を対象に妊娠期間を健
やかに過ごせるように、保健師、助産師、
栄養士によるセミナーを行います。

住民福祉課
保健予防係

妊婦一般健診
助成制度

安心して妊娠・出産ができるように、
妊婦健診 14 回分、超音波健診４回分、
産後の産婦健診 2 回分の受診費用を無
料で受けられるよう助成をします。

住民福祉課
保健予防係

乳児期支援

すくすく子育て
支援事業

保護者の経済的負担の軽減を目的に育
児用品等の購入費用に対する助成金と
して、子ども一人につき 30,000 円を支
給します。

住民福祉課
保健予防係

新生児訪問

生後１か月までの新生児のいる全ての
家庭を保健師が訪問をして、子育て支
援に関する情報提供や発育測定などを
行います。

住民福祉課
保健予防係

養育支援訪問

養育を支援する必要がある乳児等やそ
の保護者や妊産婦に対して、保健師等
による養育に関する相談、指導、助言
を行いながら、要支援者の負担の軽減
を図ります。　　

教育委員会
子ども支援係

すくすく相談 保健師、栄養士、保育士、助産師が育
児に関する相談を受けます。

住民福祉課
保健予防係

産後ケア
入院事業

保健指導を必要とする母子が出産した
病院を退院した後、助産所に宿泊し支
援を受ける費用の 7 割を補助します

住民福祉課
保健予防係
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～　信濃町子育て支援事業一覧（1）～

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

幼児期支援

木育ルーム
なかよし

子育て中の親子同士の交流の機会を増
やしながら、自主的な子育てサークルの
活動を支援します。

教育委員会
子ども支援係

利用者支援事業

子育て支援サービス等に関する情報提
供や相談及び助言を行う窓口として、
基本型による利用者支援事業を、木育
ルームなかよし事業と一体で行います。

教育委員会
子ども支援係

おやこ教室
ちーちーぱっぱ

未就園児を対象に集団での遊びの体験
や保護者の育児不安を軽減するための
教室です。

住民福祉課
保健予防係

子育てサークル
支援事業

地域で活動している子育てサークルへ
情報提供を行うとともに、交流の場の提
供を図ることで、子育て中の親子同士の
ネットワークが広がるよう支援します。

住民福祉課
保健予防係

ファミリー・
サポート・

センター事業

育児の援助を依頼したい人と協力した
い人が会員となって、一時的・臨時的
に有償で子どもを自宅で預かる相互援
助活動で、依頼会員はおおむね小学校
６年生までの子どもを持つ保護者とし
ます。　　

教育委員会
子ども支援係

保育期支援

保育園認定保育
町立４保育園で２号認定の利用定員
210 人と３号認定の利用定員 70 人の
保育を行います。

教育委員会
子ども支援係

特別利用保育
及び

預かり保育

町立４保育園で１号認定の子どもを特
別利用保育と預かり保育により２号認
定の利用定員の範囲内で２号認定と同
様に保育を行います。

教育委員会
子ども支援係

延長保育
及び

時間外保育

働く保護者の子育て支援のために午後
７時まで延長保育及び時間外保育を行
います。

教育委員会
子ども支援係
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信濃町子ども・子育て支援事業計画

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

保育期支援

一時預かり事業

２号認定または３号認定以外の保護者
が、一時的な就労や出産、冠婚葬祭等
により保育が必要な場合、週３回、最
長 15 日連続を限度に保育園で一時預
かりをします。

教育委員会
子ども支援係

障がい児保育

研修等を通じて、障がいに対する保育
士の理解を深めるとともに、加配等を
図りながら、医療ケアの必要な子ども
の受け入れについても体制の整備を充
実させます。

教育委員会
子ども支援係

第３子以降
保育料減免事業

児童が３人以上いる世帯の場合、第３
子以降の子ども一人につき、月額保育
料から 6,000 円を上限に軽減します。

教育委員会
子ども支援係

心理相談事業

臨床心理士等の専門家による保育園訪
問により、発達について専門的な支援
が必要な子どもに対する支援方法の助
言を行うことで保育園の支援体制を整
えます。

教育委員会
子ども支援係

ほほほの会
保育士、保健師、信越病院小児科医に
よる子どもの発達に関する勉強会によ
り保育士の資質の向上に努めます。

教育委員会
子ども支援係

すこやか
教育相談

保育園保護者の子育ての悩みや小学校
への就学に向けての不安について、特
別支援教育の専門相談員による相談を
行い、保護者の不安の軽減と適切な就
学に向けた支援へとつなぎます。

教育委員会
子ども支援係

保小連絡会

保育園と信濃小中学校が、相互に連携
を図りながら情報の引継ぎをすること
により、就学に向けて円滑な接続を図
ります。

教育委員会
子ども支援係
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～　信濃町子育て支援事業一覧（2）～

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

義務教育期
支援　

信濃小中学校
学級費無償化

学級費を無償化し子育てに係る費用負
担の軽減を図ります。

教育委員会
総務教育係

しなの学校
応援団

信濃小中学校の学習・行事への支援、
安心・安全への支援、環境整備への支
援の登録をいただき、地域の子どもを地
域の方が学校と一緒に育てていきます。

教育委員会
生涯学習係

教育支援委員会

障がいのある児童や特別な配慮を必要
とする児童の就学について、子どもの
発達の専門委員に相談をして、一人ひ
とりの児童にとって最も適切な就学先
を保護者との合意形成により決定して
いきます。

教育委員会
子ども支援係

信濃町相談支援
関係者連絡会

町の特別支援教育に関係した学校、医
療、福祉、保健、保育等の各分野の関
係者による情報交換によって各関係機
関での切れ目のない一貫した支援につ
なげます。　　

教育委員会
子ども支援係

放課後児童クラブ
　（放課後子ども　
　　総合プラン）

保護者の就労等により、放課後等の保
育を必要とする児童の健全育成を図る
ため、１年生から６年生を対象に放課
後の児童の安全な居場所作りと保護者
の子育て支援をします。また、放課後
子ども総合プランによる子ども教室と
一体的な運営をします。

教育委員会
子ども支援係

放課後
子ども教室

　（放課後子ども　
　　総合プラン）

子どもたちの興味関心の幅を広げなが
ら社会力の向上と地域の子育て力を高
める取り組みとして、地域の人が講師
になって、高学年を対象にした放課後
子ども教室を行います。また、放課後
子ども総合プランによる児童クラブと
一体的な運営をします。

教育委員会
生涯学習係
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信濃町子ども・子育て支援事業計画

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

高校期支援 鉄道通学運賃
補助事業

北しなの線開業にともなって引き
上げとなった鉄道運賃の負担軽減
として、鉄道を利用する高校生の
通学定期運賃の 20％を補助しま
す。

教育委員会
子ども支援係

大学期支援 奨学資金貸付事業

向学心を有し大学等へ就学を希
望 す る 者 に 対 し て、 １ 人 月 額
50,000 円を無利子で貸し付けを
します。

教育委員会
子ども支援係

ひとり親
家庭支援

母子家庭等
児童福祉年金支給事業

母子・父子家庭に対して、18 歳
までの児童一人に年１回 10,000
円を支給します。

住民福祉課
福祉係

母子家庭等
児童福祉手当支給事業

母子・父子家庭に対して、小学校
就 学 前 の 児 童 一 人 に 月 3,000 円
を支給します。

住民福祉課
福祉係

児童扶養手当支給事業
18 歳までの児童を扶養しているひ
とり親等に児童扶養手当を支給し
ます。（所得要件があります）

住民福祉課
福祉係

母子家庭等高等学校
通学費補助支給事業

通学定期を購入して鉄道及び路線
バスで高等学校等へ通学している
児童がいるひとり親家庭で児童扶
養手当の全部支給を受ける家庭に
対して定期代の半額を支給します。

住民福祉課
福祉係

要保護及び準要保護
就学援助費支給事業

経済的理由により就学困難と認め
られる児童生徒に対して給食費等
の費用を援助します。

教育委員会
総務教育係
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～　信濃町子育て支援事業一覧（3）～

支援時期 事 業 名 事 業 内 容 担当窓口

全般支援

障がい児支援事業

放課後等デイサービス、保育所等
訪問支援、障害児相談支援等、障
がいの特性に応じた支援事業を実
施します。

住民福祉課
福祉係

ながの子育て家庭優待
パスポート事業

18 歳までの子どもがいる世帯に
対して、全国の協賛店から、協賛
店舗ごとに定められた子育て支援
サービスが受けられるパスポート
カードを配付します。また、町内
の協賛店を掲載したチラシを配布
します。

教育委員会
子ども支援係

信濃町青少年育成
町民会議

地区子ども会育成会への活動費の
助成をしながら、地域の子育ての
支援と次代を担う青少年の健全育
成に取り組みます。

教育委員会
子ども支援係

信濃町要保護児童対策
地域協議会

組織体制を充実させ、県中央児童
相談所、信越病院小児科、警察等
の関係機関による連携・情報共有
を推進することで、児童虐待の早
期発見・早期対応を図ります。　　

教育委員会
子ども支援係

子育て支援資金
融資事業

通常金利の 0.02% を引き下げた
金利で、一人 200 万円を限度に
融資します。
(H27.8 月から教育ローンは金利
0.22％引き下げ）

教育委員会
子ども支援係

子育てガイドブック
配付

信濃町子ども・子育て支援事業計
画の概要版を兼ねて「信濃町子育
てガイドブック」を作成し、町で
取り組む子育て支援の情報提供に
努めます。

教育委員会
子ども支援係
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