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発刊にあたって

　子どもたちの誕生と健やかな成長は、家庭、地域社会みんなの喜び、
大きな願いです。
　この子育てガイドブックは、子育てに関するニーズ調査、保育園、子
育て支援センターや子育てサークルを利用する保護者のみなさんの声か
ら生まれたもので、主に妊娠期から就学前の子育てを応援するための、
子育てに関する情報を掲載しています。
　音更町で子育てに奮闘しているお母さん、お父さんをはじめ、子育て
支援に携わる方たちのご協力をいただき、より身近な内容にすることが
できました。ご協力ありがとうございます。
　子どもたちの笑顔が集う、子育てが楽しいまちになるように、このガ
イドブックが少しでもお役に立てることを願っています。

※ご利用にあたって
　このガイドブックに掲載されている情報は、個別に記載がある場合を
除き令和３年３月時点の情報です。制度改正等がある場合がありますの
で、関係機関等へお問い合わせの上、ご利用ください。



応援します！　子育て親育ちのまち　おとふけ
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1 こんにちは赤ちゃん1 こんにちは赤ちゃん

❶ ❶ 妊娠したら妊娠したら

１. 妊娠届

　お母さんの体内に新しい生命が芽生えました。元気なわが子の誕生まで、健
康に十分留意して過ごしましょう。
　少しでも不安があれば、いつでもご相談ください。

　妊娠がわかったら、妊娠届を保健センターに提出してください。母子健康手帳の交
付をはじめ、安心して妊娠期を過ごせるよう、妊娠中の体の変化や体調、食事につい
て保健師や栄養士と相談ができます。

　母子健康手帳は、妊娠中の経過や出産の状況、お子さんの成長や予防接種などを記録
する大切な手帳です。前日までにご予約の上、時間に余裕をもってお越しください。

　妊娠中、特に初期はおなかの赤ちゃんの成長はもちろん、
お母さんの健康を維持するためにとても大切な時期です。
　マタニティマークを利用し、妊娠中であることをさりげな
く周囲に伝えることで、マークに気付いた周囲が「席を譲る・
たばこの煙が流れないようにする」などの配慮を行いやすく
なり、妊婦さんが安心して外出しやすくなります。

★母子健康手帳交付（予約制）

 マタニティーマーク マタニティーマーク

２. 赤ちゃんを迎えるために

　健やかな赤ちゃんの成長を支え、安心して出産・子育てができるようパパママ教室
を行っています。同じ時期にパパやママになる人同士が集まって、仲間づくりをしま
せんか。
　また、第2子以降を出産予定の方も参加できますのでご相談ください。

★パパママ教室

交付場所 交付曜日 交付時間
保健課母子保健係

（保健センター内）
TEL：42-2712

月曜日から金曜日
（祝祭日、年末年始を除く）

８：４５～１７：３０
（第２・４火曜日は19:00まで）
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３. 妊婦の健康
　妊娠の経過や胎児の発育状況の確認、母体の変化のチェック、妊婦・胎児の異常を
早期に発見するために、妊娠中は定期的に健康診査を受けましょう。
　また、気になることを相談することで、心配を解消することも大切です。

事業名 内　容 対象 お問合せ先

妊婦健康診査事業

妊婦健康診査にかかる費用の一部
を助成する事業です。
道内指定医療機関で14回実施して
います。母子健康手帳交付時に受
診票を発行します。 妊婦

保健課母子保健係
（保健センター内）

TEL : 42-2712妊婦相談 より安全・安心な出産をしていた
だくため妊婦の電話相談、訪問指
導をしています。妊婦訪問

４. 出産費用の助成
事業名 内　容 対象 お問合せ先

出産育児一時金

健康保険の加入者本人
（あるいは被扶養者）
が出産したときに、原
則、分娩医療機関など
に直接支払います。

健康保険の加入者
あるいは被扶養者

加入している健康保
険のお問合せ先
※国民健康保険の場
合町民課国保医療係
TEL : 42-2111

　妊婦さんや乳幼児連れの親子への気配りや心遣いの実践を呼びかけたり、プ
レママ・プレパパ教室を開催したりして、地域全体で子育てを支援する意識の
醸成を図ります。
　妊婦さんや乳幼児連れの親子へ「思いやりの行動」をお願いします！

毎月22日は「妊婦さんの日」です！毎月22日は「妊婦さんの日」です！
知っていますか？知っていますか？
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提出場所 町民課町民窓口係、木野支所

届出期間 生まれた日から14日以内

届出地
・父母の本籍地
・届出人の住所地　　いずれかの市区町村
・出産をした場所

届出人 父又は母

届け出に必要なもの
・届出書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・健康保険証

❷ ❷ 赤ちゃんが生まれたら赤ちゃんが生まれたら

１. 出生届

　待ちに待った赤ちゃんの誕生です。さあ、お母さん・お父さん、新しい生命
を健やかに守り、育んでいきましょう。
　町では、様々なサービスで子育てを応援しています

お問合せ先▶町民課町民窓口係　42-2111



4

２. 子どもを育む
　子どもを育む環境は、大人の関わり方がとても大切です。
　子育ては母親や父親だけではなく、地域の多くの人や様々な支援で子どもを育んで
います。音更での子育て環境が、次代を担う子どもにとってより良いものになるように、
子育て親子を応援します。

妊娠期間 誕生 1か月 3か月 4か月 6か月

♦妊娠の届出 ♦出生届

♦顔を見つめる

♦見て笑いかける
♦声を出して笑う

♦見たものを
　目で追う
♦首がすわる

♦寝返りを
　しだす

事業名等 内　容

母子健康手帳の交付 妊娠された方に母子の健康を管理する母子健康手帳を交付
します。

妊婦健康診査 母子健康手帳発行時に受診票を交付します。

妊婦相談・妊婦訪問 より安全・安心な出産をしていただくための電話相談、訪
問をしています。

パパママ教室 健やかな赤ちゃんの成長を支え、安心して出産・子育てが
できるようパパママ教室を開催しています。

新生児聴覚検査費用の
助成 母子健康手帳発行時に受診票を交付します。

赤ちゃん訪問 赤ちゃんが生まれた全ての家庭に保健師が訪問し、赤ちゃ
んの体重測定や育児相談等を行っています。

子育て応援チケット交
付事業

赤ちゃんの誕生のお祝いとして、紙おむつなどの購入にか
かる費用の助成（子育て応援チケットの配布）を行ってい
ます。

産後ケア事業
育児等に支援が必要な人を対象に、母子の健康チェック、
授乳や育児の相談、赤ちゃんを預かっての休息・入浴時間
の確保、食事の提供などを行っています。

赤ちゃん相談
すくすく相談

お子さんの身長や体重の計測、発達、離乳食の進め方など気
になることを相談できます。

すくすくTOUCH 親子のきずなを深めるベビーマッサージを開催します。同
日に妊婦さんとの交流もあります。

離乳食教室 離乳食が安心して進められるよう作り方の紹介や試食も行
います。

子育て電話相談 お子さんの発育・発達など子育てに関する相談です。
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子育て世代包括支援センターすくすく（保健センター内）
妊娠・出産・子育てについてのワンストップ相談窓口です。
産前・産後のからだのこと・こころのこと・育児のこと、気になることがあればお気
軽にご相談ください。
相 談 時 間：8：45 ～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
相談専用電話：0155-42-6200

お問合せ先▶保健課母子保健係（保健センター内）　42-2712

2歳 3歳 4歳8か月 10か月 14か月 17か月

♦物をつかもうとする
♦おすわりをする
♦人見知りしだす

♦コップで飲む
♦一人歩きしだす

♦�「ママ」・「パパ」
など意味のある
単語をいう

♦�つかまり立ちをする
♦�動作のまねをする

♦くつがはける
♦「ワンワンキタ」
　など2語文を話す

♦名前をいえる
♦一人で階段を
　のぼる
♦まるがかける

♦けんけん
　ができる

事業名等 内　容

５か月児健康診査 ・問診　・身長体重など計測　・小児科診察　・育児相談
・栄養相談

１０か月児健康診査 ・問診　・身長体重など計測　・小児科診察　・育児相談
・栄養相談

１歳６か月児健康診査 ・問診　・身長体重など計測　・小児科診察　・歯科診察
・育児相談　・栄養相談

２歳児健康診査 ・問診　・身長体重など計測　・小児科診察　・育児相談
・栄養相談　・聴力確認

３歳児健康診査 ・尿検査　・問診　・身長体重など計測　・小児科診察
・歯科診察　・育児相談　・栄養相談　・ことばの相談

フッ化物塗布（初回） ブラッシングの指導、フッ化物塗布
１才６か月児健診時に、あわせて実施します。

幼児歯科健診とフッ化
物塗布（２回目以降）

歯科健診、フッ化物塗布
指定医療機関を予約してから受診します。

電子母子
健康手帳
（音更子育てアプリすくすく）

妊娠中の健康記録から子どもの成長記録
まで一括管理できます。
このアプリを使用して、オンライン相談
をすることもできます。
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３. 予防接種
　赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は、生後3か月頃から12
か月頃までに自然に失われていきます。
　そのため、この時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫をつくり、病気を予防する必要
があります。その助けとなるのが予防接種です。予防接種には、それぞれ適した年齢
がありますので、その年齢に合わせて、お子さんが受けられるようお勧めします。

★定期予防接種：予防接種法に基づく予防接種です。
　対象年齢であれば無料です。

予防接種名 対象年齢 標準的な接種年齢
（法定対象年齢） 備考

BCG
（結核予防接種） 1歳未満 生後5か月～生後8か月未満 集団接種

ヒブ 生後2か月～
5歳未満

(初回)
生後2か月～生後7か月未満
(追加)
初回終了後7か月～13か月の間に接種

小児用肺炎球菌 生後2か月～
5歳未満

(初回)
生後2か月～生後7か月未満
(追加)
1歳～ 1歳3か月未満

四種混合
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
・ポリオ

生後3か月～
7歳6か月未満

（1期初回）
生後3か月～ 1歳未満

（1期追加）
1期初回接種（3回終了後）
12か月～ 18か月の間に接種

麻しん風しん
混合

１期　
1歳～ 2歳未満

１歳の誕生日を迎えたらできるだけ早
期に接種

２期　年長児 小学校就学前までに接種

二種混合
・ジフテリア
・破傷風

11歳～
13歳未満 小学校6年生に相当する年齢

ロタ
出生6週0日後
か ら24週0日
後または32週
0日後※

初回接種を生後2 ヶ月から出生14週6
日後までにします。
※ ワクチンの種類により接種時期と回数が

異なります。

令 和 2 年
10月から
定期接種
化



7

予防接種名 対象年齢 標準的な接種年齢
（法定対象年齢） 備考

子宮頚がん予防
※

小 学 校6年 生
～ 高 校1年 生
に相当する年
齢の女子

中学校１年生に相当する年齢
２回目：１回目から１か月後に接種
３回目：１回目から６か月後に接種

水ぼうそう １歳～ 3歳
未満

１回目：１歳～１歳３か月未満
２回目： １回目接種終了後６か月から

12か月の間に接種

日本脳炎

１期：
生後６か月～７
歳６か月未満

３歳～　４歳未満（初回）　
４歳～　５歳未満（追加）　

北海道で
は平成28
年 4 月 か
ら定期予
防接種に
なってい
ます。

２期：
 ９歳～１３歳未満 ９歳～１０歳未満

Ｂ型肝炎 １歳未満 生後２か月から９か月未満

お問合せ先　保健課母子保健係（保健センター内）　42－2712

※ 平成25年4月1日より定期接種となりましたが、副反応についての適切な情報が提供できるま
での間は積極的な接種勧奨を一時差し控えています。接種にあたっては、有効性とリスクを十
分理解したうえで行ってください。
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事業名 内　容 対　象 お問合せ先

自立支援医療費
（育成医療）

手術等の治療により回復
が見込まれる機能障がい
を有する方の医療費の一
部を助成します。

満18歳未満 福祉課障がい
福祉係

TEL：42-2111自立支援医療費
（精神通院医療）

精神疾患による通院治療
費の一部を助成します。 全年齢

未熟児養育
医療給付

指定養育医療機関で支払
う医療費（健康保険適用
分2割）を給付します。

指定医療機関の医
師が入院治療を必
要と認めた未熟児

（ 出 生 時 体 重
2,000g以下等）

町民課国保医療係

TEL：42-2111

ひとり親家庭等
医療費助成

対象となるひとり親家庭
等の児童とその親が健康
保険証を使って医療機関
にかかった場合、健康保
険の自己負担分を次のと
おり助成します。
①全額助成
② 訪問看護基本利用料と

入院医療費の全額を助
成、通院医療費の一部
を助成（自己負担1割）

③ 訪問看護基本利用料と
医 療 費 の 一 部 を 助 成

（自己負担1割）

・ ひとり親家庭等
で20歳未満の児
童（満18歳の年
度以降は、親に
扶養されている
児童）とその親

（所得制限あり）
① 出生～小学校就

学前と住民税非
課税世帯の人

② 住民税課税世帯
に属する小・中
学生

③ ①及び②以外の
人

町民課国保医療係

TEL：42-2111

重度心身
障がい者
医療費助成

対象となる一定の障がい
を持っている児童が健康
保険証を使って医療機関
にかかった場合、健康保
険の自己負担分を次のと
おり助成します。
①全額助成
② 訪問看護基本利用料と

入 院 医 療 費 を 全 額 助
成、通院医療費の一部
を助成（自己負担1割）

③ 訪問看護基本利用料と
医 療 費 の 一 部 を 助 成

（自己負担1割）

一定の障がいを
持っている児童

（所得制限あり）
① 出生から小学校

就学前と住民税
非課税世帯の人

② 住民税課税世帯
に属する小・中
学生

③ ①及び②以外の
人

町民課国保医療係

TEL：42-2111

※制度改正等により内容が異なる場合がありますので、詳細についてはお問合せください。

４. 医療費の助成
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５. 子育て費用の助成
事業名 内　容 対　象 お問合せ先

児童手当

・3歳未満
  一律15,000円
・3歳以上小学校
  修了前
  10,000円（第3子以降
  は15,000円）
・中学生
  一律10,000円
  （所得制限あり）

中学校卒業までの
児童を養育してい
る人

子ども福祉課
子ども福祉係

TEL：42-2111

児童扶養手当

令和２年4月～
1人月額
43,160 ～ 10,180円
2人目月額
10,190 ～ 5,100円加算
3人目以降

6,110 ～ 3,060円加算
(所得制限あり)

児童を監護してい
る父母又は父母に
代わって児童を養
育している人

特別児童扶養
手当

1級1人当たり
　月額52,500円
2級1人当たり
　月額34,970円

（所得制限あり）

精神や身体に障が
いのある児童を養
育している人

福祉課障がい
福祉係

TEL：42-2111

障害児福祉手当 月額14,880円
（所得制限あり） 重度の障がい児

福祉課障がい
福祉係

TEL：42-2111

母子父子寡婦
福祉資金

生活資金・技能修得資金・
就職支度資金・就学支度
資金・修学資金等を貸し
付けます。

（貸付限度額、利率等は、
資金種別によって異なり
ます）

ひとり親家庭等
子ども福祉課
子ども福祉係

TEL：42-2111
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事業名 内　容 対　象 お問合せ先

就学援助費
小・中学校で必要な学用
品費や給食費などを援助
します。

小・中学校に在籍
する児童で、経済
的に就学が困難な
家庭

教育委員会
学校教育課
学校教育係

TEL：42-2111

子育て世帯向け
民間賃貸住宅
家賃補助制度

一定期間の家賃と仲介手
数料の一部を補助します。
・家賃×1/3
　上限15,000円
・仲介手数料×3/4
　上限50,000円
※1,000円未満切捨て
※最長5年間の補助

18歳 ま で の 児 童
を養育している世
帯等

建築住宅課
住宅係

TEL：42-2111

ひとり親家庭等
自立支援事業

大谷短大の介護福祉専攻
に就学するにあたり、入
学費・授業料の補助をし
ます。

ひとり親家庭
子ども福祉課
子ども福祉係

TEL：42-2111

特定者用
定期乗車券
購入証明書

JR通勤定期券を約３割引
で購入できます。
※ 学生割などのほかの割

引と併用はできません。

児童扶養手当受給
者と受給者の世帯
にいる人

子ども福祉課
子ども福祉係

TEL：42-2111

※制度改正等により内容が異なる場合がありますので、詳細についてはお問合せください。
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2 子育て SOS2 子育て SOS

❶ ❶ お子さんが病気・けがをしたときお子さんが病気・けがをしたとき

１. 医療機関の診療時間内のとき

あわてず落ち着いてお子さんの状況を確認しましょう。

　お子さんの状況を確認し、適切な医療機関を受診しましょう。

★町内にある主な医療機関

科目 医療機関名 住　所 電話番号 備　考

小児科

音更こどもクリニック 木野西通15丁目1-55 32-2155

豊川小児科内科医院 木野西通8丁目1-14 32-2310

帯広徳洲会病院 木野西通14丁目2-1 32-3030 総合24時間

内科

おとふけホームケア
クリニック すずらん台仲町1丁目1-3 30-0505

音更役場前クリニック 大通8丁目４ 42-2681

木野東クリニック 木野大通東2丁目1-6 67-8277

整形
外科

おおや整形外科
クリニック 南鈴蘭北6丁目11 32-3339

佐治整形外科クリニック 木野大通東14丁目1-6 31-6111

耳鼻科

耳鼻咽喉科
おとふけクリニック 木野西通16丁目1-28 32-2288

すずらん耳鼻咽喉科 すずらん台仲町1丁目1 32-3377

皮膚科 とかち皮膚科 木野西通16丁目2-17 30-1249

眼科 ひかり眼科 木野大通東17丁目1-53 43-5515
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２. 医療機関の診療時間が終わってしまったとき
　やむをえない急病の場合、救急医療情報案内センターにお問合せください。
　急病診療所はあくまで急病のみの対応となります。そのため、限られた診療器具で
診察しています。医師も深夜帯は一人で対応しています。お待たせする場合もありま
すが、ご理解ください。また、応急処置のため、薬の処方は最低限となります。
　最近、親御さんの都合で休日や深夜に受診するお子さんが増えています。医療機関
の診療時間内に受診された方が設備等整っておりさらに安心です。

19：00から翌朝8：00（年中無休）

０１２０－２０－８６９９

♯８０００　または　０１１（２３２）－１５９９

０１１－２２１－８６９９
http://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp

http://www.mi.pref.hokkaido.lg.jp/

　夜間にお子さんが急な病気や事故で具合が悪くなったとき、家庭でどのように対処
すればよいか、直ちに医療機関にかかる必要があるかについて、電話で看護師の助言
を受けることができます。また、より専門的な知識を要する場合は、小児科医が助言・
アドバイスを行います。(電話相談のため、医師が診断をするものではありません。)

北海道小児救急電話相談

子どもが熱を出して、下痢をしています…
子どもの咳がとまらなくて…
子どもが誤って洗剤を飲んでしまった…　など

受 付 時 間

フリーダイヤル

短縮ダイヤル

携帯電話、PHS
インターネット

インターネット

※呼吸停止や大けがなど明らかに重症と分かるときは、直ちに119番通報してください。
※短縮ダイヤルはＩＰ電話、ひかり電話及びＰＨＳからはつながりません。

★救急医療情報案内センター

★北海道医療機能情報システム

お 悩 み の 時 はお 悩 み の 時 は
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３. 誤飲・窒息
　「あっ！」こんなものを飲んじゃった…。

　食物以外の物を誤って口から摂取することを「誤飲」と言います。
　誤飲で多いものは「たばこ」。次いで、「医薬品」「食品」「玩具」「プラスチック製品」
などがあります。飲んだものによって対応に違いがあります。
　飲んだものを正確に把握し、直ちにかかりつけの医師か、１１９番に電話しましょう。

　財団法人日本中毒情報センターが行う中毒110番は「化学物質（たばこ・家庭用品
など）」「医薬品」「動植物の毒」などによって起こる急性中毒について、実際に事故が
発生している場合に限定し情報提供しているものです。（通話料は相談者の負担となり
ます。）

◇中毒原因物質の特定は重要です◇
商品等を手元にお持ちの上、電話しましょう。

《判　断》

無くなっている物（硬貨、ボタン、クリップ、たばこなど）を確認
　　　　　　　　　　　　　

特に鋭利なもの、大きな異物、毒性の強いもの
　　　　　　　　　　　　　

� 至急１１９番へ。救急車到着まで（「窒息」した時の対処法を参照）
応急手当てを実施

また、下記のように「電話サービス」により情報提供もしています。

帯広市東７条南９丁目１５番地３
日曜日、祝祭日、年末年始　9：00から16：00
０１５５－２５－２１７２

診 察 日
電 話

★十勝歯科保健センター

★中毒１１０番・電話サービスの利用方法

０７２－７２７－２４９９　365日　24時間対応
０２９－８５２－９９９９　365日　9：00から21：00対応
０７２－７２６－９９２２　365日　24時間対応

大阪中毒110番
つくば中毒110番
たばこ専用電話
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　「窒息！」…。

　気管支に異物が入ると「窒息」します。
　気道が３～６分間閉塞されると死亡することもあります。
　窒息の原因になった食べ物として、ピーナッツなどの豆類、丸い飴、ぶどう、プチ
トマト、こんにゃく入りゼリーなどが報告されています。

　のどが詰まって窒息状態のとき

　◉背部叩打法
　片腕に乳児をうつぶせに乗せ、手のひ
らで顔を支える。頭を体より低くして、
もう片方の手のひら基部（手首に近い
部分）で背中の真ん中を数回強く叩く。

　◉腹部突き上げ法
　乳児を上向きにして頭を下げ、人差
し指と中指で胸の真ん中を上に向かっ
て数回強く圧迫する。

◇何よりも、誤飲事故防止が大切です◇
　お子さんの目のつく場所、手の届く場所に危険な物は置かないようにしましょう。
チャイルドロックなども活用して、保管の工夫をしましょう。
　お子さんは大人が想像しないような、危険な遊び方をすることがあります。おもちゃ
の遊び方など日頃から大人が注意することも大切ですね。

◇食べ物による窒息事故を防ぐために◇
　乳幼児は食べ物による窒息がおきやすいので、その予防や応急手当について知って
おくことが必要ですね。
　あおむけに寝た状態、歩きながら、遊びながら物を食べさせない。食事中にびっく
りさせるようなことはしない。そして、食事の際はなるべく誰かがそばにいて注意し
てみていましょう。
　また、年長の子どもが乳幼児に危険な食べ物を与えることもあります。注意しましょ
う。

◇万が一、つまってしまったら◇
　窒息の場合、急を要します。119番通報を誰かに頼み、ただちにつまった物を除去
します。

★応急手当
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❷ ❷ 子育てに悩んだら子育てに悩んだら

１. 総合相談

　子育てに不安や疑問はつきものです。そんな時は一人で思い悩まずにお気軽
にご相談ください。

事業名等 内容 お問合せ先 備考

子育て相談 就学前児童の子育て
に関する相談

子育て世代包括支援
センターすくすく

（保健センター内）
TEL：42-6200

月曜日から金曜日
8：45から17：30

柳町子育て
支援センター
専用ダイヤル
TEL：30-4163

月曜日から金曜日
9：00から17：00

子育て支援センター
すずらん
TEL：30-1888

［電話相談］
月曜日から金曜日
9：00から15：00

［個別相談］
月1回
9：00から15：00
要予約

きの子育て
支援センター
TEL：30-2501

月曜日から金曜日
9：30から15：30

毎週金曜日
13：00から15：30
要予約

音更子育て
支援センター
TEL：42-2277

月曜日から金曜日
9：00から15：30

子育て相談
（個別） 子育てに関する相談

子育て支援センター
すずらん
TEL：30-1888

月2回　
13：00から15：00
要予約

きの子育て
支援センター
TEL：30-2501

毎週金曜日
13：00から15：30
要予約

ひとり親家庭の
相談 生活相談等

母子家庭等就業・
自立支援センター
TEL：20-7751

月曜日から金曜日
9：00から17：30
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事業名等 内　容 お問合せ先 備　考

教育相談

いじめ・不登校など
の学校教育に関する
悩みや育児・しつけ
など家庭教育に関す
る悩み

子ども相談
支援センター
TEL：0120-3882-56

毎日24時間

少年相談110番
非行、不良行為、犯
罪等の被害その他、
少年の健全育成に関
する相談

北海道警察本部少年
サポートセンター
TEL：0120-677-110
携帯電話からは
TEL：011-242-9000

8：45から17：30
（土日祝は留守電
につながります）

こころの
健康相談

思春期の心配事など
の相談を受け付けて
います

心の相談専用電話
TEL：21-9110

月曜日から金曜日
（祝祭日を除く。）
8：45から17：00

子育て相談全般

里親・養育家庭制度
に関することや、児
童虐待を見かけた時、
その他お子さんのこ
となら何でも相談を
受け付けています。

帯広児童相談所
TEL：22-5100

子どもの養育、育児
不安、子どもに関す
る様々な悩みについ
ての相談

子ども家庭総合支援拠点
（子ども福祉課内）
TEL：42-2111（532・533）

月曜日から金曜日
8：45から17：00

十勝子ども
家庭支援センター
TEL：22-3322

毎日・24時間

児童虐待SOS
児童虐待に関する相
談・通報等を受け付
けます

全国共通ダイヤル
189（いちはやく）
最寄りの児童相談所に
つながります。

１８９（いちはやく）全国共通ダイヤル

身体や衣服がいつも汚れている
顔や腕、足などに不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
叫び声や泣き声、叩く音などが頻繁に聞かれる
小さな子どもを置いて頻繁に外出しているなど

このような子どもを見かけたらこのような子どもを見かけたら
迷わず相談してください迷わず相談してください

　虐待はどの家庭でも起こりうる身近な問題です。育児
に悩んだときや、虐待を疑われる子どもを見かけたとき
は、ひとりで悩まずにご相談ください。

児童虐待について児童虐待について
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２. 発達相談等
事業名等 内　容 お問合せ先 備　考

ことばの
発達相談

ことばについて気に
なるお子さんの相談
を受け付けています。
保護者の相談に応じ
ながら、子育てや関
わり方のアドバイスを
していきます。

音更ことばの教室
TEL：42-2707

第２. ４火曜日
10：30から
１時間程度・要予約

ことばの
教育相談

音更ことばの教室
TEL：42-2707

第２・４水曜日
9：30から11：30
要予約

発達相談

発達に心配のある場
合など、一緒に考え、
子育てや関わり方、
支援方法などについ
てサポートしていき
ます。

音更町第１子ども発達
支援センター
TEL：32-4800

音更町第２子ども発達
支援センター
TEL：66-7221

相談の内容によっ
ては、後日直接お
話 し す る 時 間 を
とっていただく場
合があります。

療育中は電話に出
られない場合があ
ります。改めてお
かけなおしいただ
くか、留守番電話
にメッセージを残
してください。

特別に支援が必
要な児童生徒の
就学相談

発達に心配のあるお
子さんの就学につい
て相談をお受けしま
す。

教育委員会学校教育課
学校教育係

TEL：42-2111
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３. 講演会等

事業名等 内　容 お問合せ先 備　考

おとふけ
「教育を考える日」
記念フェスタ

町民の教育への関心
を高め、次代を担う
子どもたちへの教
育に関する取り組み
を地域ぐるみで推進
し、教育の充実と発
展を図るために実施
しています。

教育委員会
生涯学習課
生涯学習係

TEL：42-4099

年1回12月開催

幼児家庭教育学級
（ママとパパの講座）

幼児期の発達課題、
生活環境、食生活、
家庭教育に関する教
養講座、体験学習、
調理実習、農業体験、
軽運動など、未就学
児童の保護者を対象
に実施しています。

教育委員会
生涯学習課
社会教育係

TEL：42-4099

５月から２月まで
毎月第4火曜日

内容によって実施
日が変更する場合
があります。

託児ボランティア
による託児を実施
していますので、
安心して受講する
ことができます。

　子育ての時期に、家庭(親子)の時間を大切にし、ふれあいやコミュニケーショ
ンを図ることは家庭(親子)の絆を強め、子どもをもつことの喜びをパートナー
とともに実感することができ、安心して子どもを生み育て、子どもたちが健や
かに成長していく上で、大変大きな意義を持つものと考えます。
　毎月１９日を「道民育児の日」として、子育て中の方は定時に退勤するなど
子どもとふれあう時間をふやすことで「子育てしやすい北海道」を目指してい
ます。

▷今日はいつもより、ちょっと多めに子どもの笑顔にふれてみませんか？
毎月19日は「道民育児の日」です！毎月19日は「道民育児の日」です！
知っていますか？知っていますか？
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日常的な
教育・保育

保育園 → Ｐ23

幼稚園 → Ｐ24

認定こども園 → Ｐ24

地域型保育 → Ｐ25

認可外保育施設 → Ｐ26

一時的な
預かり

一時保育 → Ｐ28

認可外保育施設 → Ｐ26

子育てサポート事業 → Ｐ27

３
つ
の
認
定
区
分

　　　　　　教育標準時間認定
お子さんが満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
利用先…幼稚園、認定こども園

　　　　　　満３歳以上・保育認定
お子さんが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」（20ページ参照）に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
利用先…保育園、認定こども園
　　　　　　満３歳未満・保育認定
お子さんが満３歳未満で、「保育を必要とする事由」（20ページ参照）に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
利用先…保育園、認定こども園、地域型保育

3 未就学のお子さんを預けたいとき3 未就学のお子さんを預けたいとき

❶ ❶ 「保育の必要性」の認定「保育の必要性」の認定

施設などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受
けていただきます。

　３つの認定区分に応じて、施設など（幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育）
の利用先が決まっていきます。

1号認定

2号認定

3号認定
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　保育園などでの保育を希望される場合の保育認定（２号認定、３号認定）に当たっ
ては、以下の点が考慮されます。

※ 認定こども園を利用する場合は、1号認定の場合は黒枠の、2号、3号認定の場合は赤枠の手続
きの流れが基本となります。

□　就労（1月において、48時間以上労働することを常態とするとき）
□　妊娠中であるか又は出産後間がないとき
□　保護者の疾病・障がい
□　同居又は長期入院している親族の介護・看護
□　災害復旧
□　求職活動
□　就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
□　その他

a 「保育標準時間」利用→フルタイム就労を想定した利用時間
b 「保 育 短 時 間」利用→パートタイム就労を想定した利用時間
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、１か月当たり
　４８時間となっています。

次のいずれかに該当することが必要です。
１ 保育を必要とする事由１ 保育を必要とする事由

就労を利用とする利用の場合、次のいずれかに区分されます
２ 保育の必要量２ 保育の必要量

保育園などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当
することが必要です。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
利
用
の
流
れ

幼
稚
園
等
を
利
用

希
望
の
場
合

１
幼稚園等に
直接利用
申し込みを
します

２
幼稚園等から
入園の内定を
受けます

（定員超過の場合など
には面接などの選考
あり）

３
幼稚園等を
通じて
利用のため
の認定を
申請します

４
幼稚園等を
通じて
町から
認定証が
交付されます

（１号認定）

5
幼稚園等
と契約を
します

１
町に「保育の
必要性」の認
定を申請しま
す。あわせて、
利用の申し込
みをします。

２
申請者の希望
保育等の状況
などにより、町
が利用調整をし
ます。

３
利 用 先 の 決
定後、町から
認定証が交付
され、契約と
なります。

保
育
園
等
を
利
用

希
望
の
場
合
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＜対象施設＞
　町内の無償化対象施設は、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所のほか、
認可外保育施設、幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業（一時保育）、病児保育事業、
子育てサポート事業が一部該当となります。

＜対象者＞
・認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合
　□３歳児クラスから５歳児クラスのすべての子ども
　□０歳児クラスから２歳児クラスのうち町民税非課税世帯の子ども

・幼稚園の預かり保育を利用する場合
　□「保育の必要性」の認定を受けた満３歳児から５歳児クラスの子ども

・認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合
　□ 認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を

受けた３歳児クラスから5歳児クラスの子ども
　□ 認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を

受けた０歳児クラスから２歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども

　※「保育の必要性」の認定要件は20ページ「１保育を必要とする事由」と同一です。
　※ 無償化の対象となるのは「保育の必要性」の有無や程度によって受けている認定

区分の時間の保育です。

＜申請について＞
・認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合
　□ 申請の必要はありません。副食費の免除対象者については町が対象者を審査して

別途必要な申請についてご案内します。
　※ １号認定で「保育の必要性」があり、預かり保育の無償化を希望する場合は申請

が必要です。

幼児教育・保育の無償化について幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から全国的に幼児教育・保育の無償化がはじまりました。



22

・新制度未移行の幼稚園を利用している場合
　□必ず申請が必要です。

・認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合
　□無償化対象者で、無償化を希望する場合は申請が必要です。

＜注意事項＞
　無償化の対象となるのは、必要書類を全て提出し、認定を受けた日からです。また「保
育の必要性」の区分などにより、給付認定に有効期限がある場合は、期限までにその
他区分への変更申請などがない場合、無償化の対象外となります。
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❷ ❷ 保育園など保育園など

・ 保護者の就労や病気などの理由により、ご家庭で保育できないお子さんを保護者に代
  わって保育します。（0歳～就学前）
・利用の申し込みは、子ども福祉課子育て支援係まで　４２－２１１１（５３８）

＜利用時間＞
　夕方までの保育のほか、延長保育を実施します。

＜利用できる保護者＞
　就労などのためご家庭で保育のできない保護者です。

＜利用方法＞
　・町に申し込み、利用先の決定後、認定証が交付され契約となります。

１. 保育園

施設名 所在地 電話番号 運営主体

木野北保育園 木野西通12丁目8番地 31-5578 音更町

柳町保育園 柳町仲区16番地 31-4058 （学）帯広葵学園

鈴蘭保育園 中鈴蘭元町2番地１０ 31-3505 （社福）大谷菩提樹会

木野南保育園 木野東通4丁目2番地 31-0810 （社福）大谷菩提樹会



24

　幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。保
護者が仕事を辞めたときなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して
利用できます。

＜利用時間＞
　満3歳未満のお子さんについては夕方までの保育を実施。
　 3歳～就学前までのお子さんについては昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必

要とする場合は夕方までの保育を実施します。

＜利用できる保護者＞
　1号認定の場合…制限はありません。
　2・3号認定の場合…就労などのためご家庭で保育のできない保護者です。

＜利用方法＞
　1号認定の場合…直接施設に申し込み、契約します。
　 2・3号認定の場合…町に申し込み、利用先の決定後認定証が交付され契約となりま

す。

３. 認定こども園

施設名 所在地 電話番号 運営主体
音更
認定こども園 新通9丁目3番地3 42-2323 （社福）音更福祉事業協会

緑陽台
認定こども園 緑陽台仲区35番地 31-5815 （学）帯広葵学園

　小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行います。（3歳～就学前）

＜利用時間＞
　昼過ぎごろまでの教育時間のほか、施設によっては教育時間前後や、施設の休業中
の教育活動（預かり保育）などを実施します。

＜利用できる保護者＞
　制限はありません。

＜利用方法＞
　・直接施設に申し込み、契約します。
　・利用料は、幼稚園に支払います。

２. 幼稚園

施設名 所在地 電話番号 運営主体

共栄台幼稚園 共栄台西11丁目5番地 31-2455 （学）音更共栄台学園
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　少人数の単位（原則19人以下）で、0 ～ 2歳の子どもを預かる事業です。（YMCAは1・
2歳児クラスのみ）
　子どもが減少している地区など、地域の様々な状況に合わせて保育の場を確保しま
す。

＜利用時間＞
　夕方までの保育のほか、延長保育を実施します。

＜利用できる保護者＞
　就労などのため家庭で保育のできない保護者です。

＜利用方法＞
　・町に申し込み、利用先の決定後、認定証が交付され契約となります。

４. 地域型保育

認定こども園
帯広大谷
短期大学附属
音更大谷幼稚園

希望が丘3番地3 42-5155 （学）帯広大谷学園

宝来こども園 宝来仲町南1丁目10番地 31-0825 （社福）大谷菩提樹会

駒場
認定こども園 駒場南1条通3番地 44-2473 （学）帯広葵学園

施設名 所在地 電話番号
家庭保育園ひだまり 木野西通19丁目23番地 66-4552
りとる・ちっぷす音更 木野大通東16丁目2番地 66-6378
とかち帯広YMCA保育園 南鈴蘭南4丁目5番地 32-5561
西中音更へき地保育所 字西中音更北14線8番地 45-2148
南中音更へき地保育所 字南中音更北5線8番地 45-2104
東士幌へき地保育所 字東音更東4線17番地 43-2310
豊田へき地保育所 字豊田東4線29番地 43-2390
昭和へき地保育所 字東和東1線19番地 42-4473
東士狩へき地保育所 字東士狩西7線52番地 42-3808
下士幌へき地保育所 字下士幌北2線東49番地13 31-6199

小規模保育

※へき地保育所は各地域にお住いの方がご利用できる小規模保育事業所です。
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施設名 所在地 電話番号

保育園　チャオ 木野大通西4丁目1番地３ 30-3661

とかち帯広YMCA幼保園 南鈴蘭南4丁目5番地５ 32-5561

とまと保育所（事業所内保育所） 木野大通東17丁目2番地4 30-2218

ピッコロ（従業員専用保育所） 木野西通14丁目2番地１ 32-3030
もーるの森こども園

（企業主導型保育所） 十勝川温泉北14丁目2-33 67-7735

きたのこぐま保育園
（企業主導型保育所） 木野西通9丁目１番地7 66-5906

認可外保育施設

　北海道に認可外保育施設として届出された施設で、利用者の様々なニーズに応え、
多様な形態の保育を行っている直接契約の施設です。

＜利用時間など＞
　対象年齢や一時保育の実施など施設によって異なります。利用手続きなど、直接施
設にお問合せください。

５. 認可外保育施設
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❸ ❸ 一時的な預かり一時的な預かり

　子育てのお手伝いをしたい人（援助会員）と、お手伝いを頼みたい人（依頼会員）
がそれぞれ子育てサポート事業の会員となり、地域で子育ての助け合いを行います。
　援助会員と依頼会員は事前に面談をし、お互いに信頼の心を結んでから活動します。

◉事業の内容は？
★保育施設等の始業開始前又は終業後の預かり
★保育施設等までの送迎
★産前産後の家事援助
★ 通院や家族の介護､ 看護、冠婚葬祭など保護者の都合
　による一時的な子どもの預かり
★その他会員の育児支援のために必要な援助

◉会員は？
★依頼会員〔援助を受けたい人〕… おおむね生後６か月から小学校６年生までの

お子さんのいる人
★援助会員〔援助を行いたい人〕… 心身ともに健康で､ 援助活動に理解と熱意を

有する人
★両方会員・・・依頼会員と援助会員の両方なりたい人

④事前打ち合わせ・援助活動

①援助依頼の
　申し込み

②援助協力の
　依頼

③援助会員の
　紹介

⑥活動報告書の
　提出

⑤活動報告書の作成・利用料金の支払い

子育てサポート事業のしくみ

１. 子育てサポート事業

依頼会員 援助会員

子ども福祉課

　用事や仕事などで、一時的にお子さんを預かってもらいたいなど、困ったこ
とはありませんか？そのような時にお手伝いできるサービスです。
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◉援助活動時間は？
7：00から21：00まで

◉報酬額は？
★平日  7：00から19：00まで…３０分当たり２５０円
★ 平日19：00から21：00まで 及び土・日曜日､ 祝日､ 年末年始〔１２月２９日

から１月３日〕…３０分当たり３００円
★ひとり親家庭等の方の報酬額を助成する制度があります。

＜会員になりたい人､ 詳しい内容のお問合せ先＞
　子ども福祉課→電話：42-2111（532）
　受付時間→月曜日から金曜日　9：00から17：00まで
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）

コース 利用料
午前半日コース（9：00から13：00まで） 日額１，２００円（昼食含む）
午後半日コース（13：00から17：00まで） 日額１，１００円（おやつ含む）
１日コース（9：00から17：00まで） 日額２，３００円（昼食・おやつ含む）
延長コース（各半日コースの利用時間を超える場合） １時間２５０円

施設名 所在地 電話番号
音更子育て支援センター 新通９丁目3番地3 42-2277
鈴蘭保育園 中鈴蘭元町２番地１０ 31-3505

　子育てに疲れた時、急な用事ができたとき、自分が病気になったとき、子育てをひ
と休みしませんか。リフレッシュして、笑顔のパパ、ママに戻りましょう。

＜対象児童＞
　保育園などに入園していない、満１歳から小学校就学前までの、集団保育が可能な児童。

＜利用時間＞
　児童1人につき、週３日以内、月１２日を限度とします。
　（保育園の休園日、日曜日・祝祭日・年末年始などはお休みします）

＜利用料＞

２. 一時保育

（きょうだいの同時利用、ひとり親家庭や非課税世帯等の場合は軽減制度がありますので、詳しく
はお問合せください）

＜利用方法＞
　原則として利用希望日の３日前までに下記実施施設に申請してください。
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満２歳未満の児童 満２歳以上の児童
生活保護世帯又はひとり親世帯であって市町
村民税非課税世帯 ０円 ０円

市町村民税非課税世帯（前項に該当する世
帯を除く。）又はひとり親世帯であって市町村
民税課税世帯

１，１００円 １，０００円

その他の世帯 ２，８００円 １，５００円

　保護者の方が病気、出産、介護、冠婚葬祭、就労などの理由で、一時的にお子さん
を養育できないときに、宿泊を伴った一時預かりを行います。

＜対象児童＞
　町内に居住する満１歳以上の児童で、保護者が次のいずれかの事由に該当するもの。

・保護者の疾病、育児疲れ、育児不安等の身体又は精神上の事由
・出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
・冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
※ただし、感染性疾患や入院を要する状態にある児童は対象としません。

＜利用期間＞
　１回につき、原則７日以内とします。

＜利用料金（１日当たり基本額）＞

＜利用方法＞
　役場子ども福祉課に相談及び利用申請書を提出してください。
　利用申請書は役場子ども福祉課のほか、音更町ホームページからもダウンロードできます。

＜お問合せ・申込先＞
　役場子ども福祉課子ども福祉係
　４２－２１１１（５３３）

＜事業委託先＞
　社会福祉法人池田光寿会
　児童養護施設十勝学園
　帯広市東９条南２１丁目１番地９
　電話�２７－１００１

３. 子育て短期支援事業
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　日曜日や祝日に就労などにより保護者の方がお子さんを保育できない場合に、お子
さんをお預かりします。

＜対象児童＞
　・ 音更町の保育園や認定こども園、小規模保育事業所または認可外保育園に入園して

いて、休日にも保護者の就労や介護等により保育が必要なお子さん。
　・４月１日現在の年齢が、満１歳から満５歳までの、健康で集団保育ができるお子さん。

＜利用時間＞
　日曜日・祝日（年末年始を除く）の７：４５～１８：００まで

＜利用料＞
　児童１人目　　　　　２，０００円
　児童２人目以降　　　１，０００円（きょうだいが同日に利用する場合）
　保育認定の事由と同じ事由で休日保育を利用する場合は利用料がかかりません。
　 （保育料の算定区分によって免除される場合がありますので、詳しくはお問合せくだ

さい）

＜利用方法＞
　・年度最初の利用日の前月の１５日までに登録が必要です。
　・ 登録が決定した後、利用のたびに前月の２０日までに申し込んでください。申込用紙

は各保育園などにあります。
　　（緊急の場合は２日前までに相談してください。）

４. 休日保育

施設名 所在地 電話番号
木野南保育園 木野東通４丁目２ 31-0810
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　現在町内の保育園などに通園しているお子さんが､ 病気やけがなどの回復期におい
て、まだ集団生活をおくるのは難しいと思われる期間、保護者の皆様に代わって、そ
の子の生活リズム、体調、症状に合わせてケアします。

《回復期の目安》とは
・乳幼児が日常かかりやすい病気（風邪や胃腸炎等）では、一番具合が悪く高熱・

食欲がない、ぐったりしているなどの症状が落ち着いてきた時期
・伝染病疾患（インフルエンザ・麻疹・水痘等の出席停止になっている疾患）では、

感染の時期を過ぎてから
・慢性疾患（喘息等）では、発作などの症状が落ち着いてくる頃
・外傷性疾患（やけどや骨折等）では、症状が安定したが、まだ安静が必要な時期
・解熱剤を使わずに、38度以上の熱が半日以上でていない場合

＜対象児童＞
　音更町の保育園などに在園している生後6か月から就学前のお子さん

＜利用期間＞
　・月曜日から金曜日まで　８：３０～１８：００

（場合によって、可能な範囲で８：００からお預かりしますので、ご相談ください）

＜利用方法＞
・病後児診断の窓口医療機関を受診して、利用許可がでると予約ができます。
・病後児診断の窓口は「音更こどもクリニック」「豊川小児科内科医院」「おとふけホー

ムケアクリニック」の３か所となっています。
・診察料はかかりますが、利用申込書や保育室利用などは無料です。
・骨折・中耳炎はかかりつけの病院で診断・治療を受けていれば、病後児診断のた

めの受診は必要ありません。直接宝来こども園にお問い合わせください。

５. 病後児保育

施設名 所在地 電話番号
宝来こども園　病後児保育室「あおぞら」 宝来仲町南1丁目10番地 31-0825
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　児童が発熱等の急な病気になったときに、勤務の都合により家庭で保育を行うこと
が困難な保護者に代わり、院内の専用スペースで保育を行います。

＜対象児童＞
　生後６か月から小学校６年生までの児童で、次のいずれにも該当する場合
　① 小学校、認定こども園、保育園、幼稚園、小規模保育所等に通所している児童
　② 病気の治療中である児童で、医療機関での入院治療を必要としないが、学校生活又

は集団保育が困難であると医師が認めた児童
　③保護者が仕事などの都合で、家庭保育できない児童

＜利用期間＞
　月曜日から金曜日まで　８：００～１８：００
　土曜日　　　　　　　　８：００～１２：００
　（必要によって、可能な範囲でお預かりしますので、ご相談ください）

＜利用方法＞
　・ 事前に登録申請書の提出及び保険証、乳幼児医療費受給者証の提示が必要になり

ます。
　・利用する時は、医師の診断を受けてから利用申請書を提出してください。

＜利用料等＞

６. 病児保育

施設名 所在地 電話番号
豊川小児科内科医院
病児保育室「わっか」 木野西通８丁目１番地１４ 31-８０１０

区　分
利用料

第１子 第２子

生活保護世帯 ０円 ０円

住民税非課税世帯及びひとり親世帯 ５００円 ０円

住民税課税世帯 １，０００円 ５００円

※第３子目は無料といたします。
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4 いっしょにおでかけ4 いっしょにおでかけ

❶ ❶ なかまをつくろうなかまをつくろう
　音更町には、保護者が交流できる場所があります。

１. 育児サークル
　親同士の子育てに関する情報交換や相互協力、親子の友だちづくりなどを行うサー
クル活動です。親子の笑顔があふれていて、すてきな仲間づくり、子育ての情報交換、
遊びの場となっています。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、活動内容が変更されることがあります。詳しくは下記

までお問合せください。

お問合せ先　役場子ども福祉課子ども福祉係　４２－２１１１（５３５）

（3.3.31現在）

２. 子育て支援センター
　町内の親子が、色々な遊びを楽しみ交流を深めて子育ての輪を広げる場です。子ど
もとの関わり方や遊び方を知り、親子のふれあいや親同士の情報交換など子育て中の
みなさんを応援します。
　町内に４か所あります。お気軽に遊びに来てください。
※利用対象…妊婦さん、０歳～就学前児童と保護者の方

　ママ同士の情報交換やリフレッシュ、子どもと楽しいひとときを過ごせる場として
来てみませんか？平成30年度に新設された新しいサークルです。

＜活動日時＞　主に木曜日
＜場　　所＞　町内のコミセンなど
＜会　　費＞　月額100円
＜活動内容＞　�室内あそび、お誕生日会、バス遠足、季節のイベント、ママランチ、
　　　　　　　 プール遊びなど

☆育児サークル「C　lover's」
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柳町子育て支援センター
・ 柳町保育園に併設している子育て支援センターです。
・ 利用時間　　平日　９：００～１２：００　１３：００～１５：００
                    １day　９：００～１４：００

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、ご利用は1時間程度とし、入室は5組程度とさせていた
だきます。また、状況によって変更になる場合がありますので、下記までお問合せください。

お問合せ先　柳町子育て支援センター（柳町仲区16番地）　３０－４１５２

フリー開放フリー開放
　子ども達とおもちゃで自由に遊んだ　子ども達とおもちゃで自由に遊んだ
り、交流を楽しんだりしましょう。り、交流を楽しんだりしましょう。
月曜日～金曜日月曜日～金曜日
9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：009：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：00
1day　9：00 ～ 14：001day　9：00 ～ 14：00

パパママデビューパパママデビュー
　まだ１度も支援センターに遊びにき　まだ１度も支援センターに遊びにき
たことのないお父さん、お母さん待ったことのないお父さん、お母さん待っ
ています。現在妊娠中の方も利用できています。現在妊娠中の方も利用でき
ます。一緒に遊んだり、交流を楽しんます。一緒に遊んだり、交流を楽しん
だりしましょう。だりしましょう。
月１回　9：00 ～ 12：00月１回　9：00 ～ 12：00

わくわく（子育てだより）の発行わくわく（子育てだより）の発行
　子育て支援センターの行事予定や子　子育て支援センターの行事予定や子
育ての情報などを毎月お知らせします。育ての情報などを毎月お知らせします。

親子遊びの広場親子遊びの広場
　たくさんのお友達と一緒に楽しく遊　たくさんのお友達と一緒に楽しく遊
びましょう。びましょう。
いろいろな遊びを計画しています。いろいろな遊びを計画しています。
月２回程度　金曜日（要予約）月２回程度　金曜日（要予約）

ピヨピヨの日ピヨピヨの日
　０歳の赤ちゃんとそのお父さん、お　０歳の赤ちゃんとそのお父さん、お
母さんが対象です。母さんが対象です。
月２回　木曜日月２回　木曜日
9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：009：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：00

でんわ子育て相談でんわ子育て相談
　子育て中のいろいろな不安や悩みは　子育て中のいろいろな不安や悩みは
ありませんか？ありませんか？
一人で悩まずにご相談ください。一人で悩まずにご相談ください。
平日9：00 ～ 17：00平日9：00 ～ 17：00

バンビの日バンビの日
　１歳のお子さんと、そのお父さん、　１歳のお子さんと、そのお父さん、
お母さんが対象です。お母さんが対象です。
月２回　火曜日月２回　火曜日
9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：009：00 ～ 12：00　13：00 ～ 15：00

※月により利用日が変更になる場合があります。

☆ いつでも身長と体重の測定ができます。☆ いつでも身長と体重の測定ができます。
☆ ☆ 毎月柳町子育て支援センターのおたより「わくわく」を発行しています。毎月柳町子育て支援センターのおたより「わくわく」を発行しています。
　　詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）
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子育て支援センター「すずらん」
・鈴蘭保育園に併設している子育て支援センターです。
・利用時間　　平日　９：００～１２：００　１３：００～１５：００
                    １day　９：００～１４：００（昼食時間を含む）

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、ご利用は1時間程度とし、入室は5組程度とさせていた
だきます。また、状況によって変更になる場合がありますので、下記までお問合せください。

お問合せ先　子育て支援センター「すずらん」
（中鈴蘭元町2番地10）３０－１８８８

http://ohtani-bodaiju.com/suzuran/

フリー開放フリー開放
　子ども達がおもちゃで自由に遊んだ　子ども達がおもちゃで自由に遊んだ
り、お母さん同士おしゃべりを楽しんだり、お母さん同士おしゃべりを楽しんだ
りしませんか？自由に来園ください。りしませんか？自由に来園ください。

たまごの日（妊婦さん限定）たまごの日（妊婦さん限定）
　先輩ママとおしゃべりしたり、赤ちゃ　先輩ママとおしゃべりしたり、赤ちゃ
んグッズを作ったりします。んグッズを作ったりします。
※要予約 《毎月１回》※要予約 《毎月１回》

ほっこり開放ほっこり開放
　少人数でゆったり過ごせます。　少人数でゆったり過ごせます。
※要予約 《毎月１回》※要予約 《毎月１回》

バンビの日バンビの日
　1才限定の開放日です。　1才限定の開放日です。

《毎月１回》《毎月１回》
身体測定の日身体測定の日

　時間内自由に測定できます。　時間内自由に測定できます。
《毎月１回》《毎月１回》

カンガルーの日カンガルーの日
　お子さんと一緒に、ご家族みなさん　お子さんと一緒に、ご家族みなさん
で遊びに来てください。妊婦さんもで遊びに来てください。妊婦さんも
お待ちしております。お待ちしております。

《毎月１回土曜日 １０：００～１１：３０》《毎月１回土曜日 １０：００～１１：３０》

デビューの日デビューの日
　初めての来園の方が対象です。　初めての来園の方が対象です。

《毎月１回》《毎月１回》

ピヨピヨの日ピヨピヨの日
０才限定の開放日です。《毎月1回》０才限定の開放日です。《毎月1回》

母乳相談母乳相談
　授乳や断乳・卒乳などの悩みに助産　授乳や断乳・卒乳などの悩みに助産
師がお受け致します。（毎月１回・要予約）師がお受け致します。（毎月１回・要予約）

ボランティアの日ボランティアの日
　手作りおもちゃを作ってくださる方、　手作りおもちゃを作ってくださる方、
お待ちしています。《毎月１回》お待ちしています。《毎月１回》

子育て相談子育て相談
　子育て中のいろいろな不安や悩みを　子育て中のいろいろな不安や悩みを
一人でかかえないで気楽にご相談くだ一人でかかえないで気楽にご相談くだ
さい。さい。相談の日もあります相談の日もあります

よちよちの日よちよちの日
　ハイハイから歩きたてのお子さんが　ハイハイから歩きたてのお子さんが
対象です。対象です。

《毎月1回》《毎月1回》
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「きの」子育て支援センター
・木野南保育園に併設している子育て支援センターです。
・利用時間　　平日　９：３０～１２：００　１３：００～１５：３０

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、ご利用は1時間程度とし、入室は5組程度とさせていた
だきます。また、状況によって変更になる場合がありますので、下記までお問合せください。

☆ いつでも身長と体重の測定ができます。☆ いつでも身長と体重の測定ができます。
☆ 毎月「きの」を発行しています。☆ 毎月「きの」を発行しています。
　　詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）

年齢別開放▷ 9：30 ～ 12：00年齢別開放▷ 9：30 ～ 12：00
・�ピヨピヨの日・�ピヨピヨの日……………………………………火曜日火曜日
　　（妊婦・０歳）（妊婦・０歳）
1DAY1DAY 9：30 ～１4：３０ 月1回（不定期 9：30 ～１4：３０ 月1回（不定期））

・�・�バンビの日バンビの日…………………………………………木曜日木曜日
　　（１歳）（１歳）
1DAY1DAY 9：30 ～１4：３０ 月1回（不定期 9：30 ～１4：３０ 月1回（不定期））

・�・�キリンの日キリンの日…………………………………………月曜日月曜日
　　（２歳以上の日）（２歳以上の日）

子育て相談子育て相談
子育ての不安や悩みなど、センターで子育ての不安や悩みなど、センターで
お話するのはもちろん電話でも気軽にお話するのはもちろん電話でも気軽に
ご相談ください。ご相談ください。
９：３０～１５：３０９：３０～１５：３０
相談の日　毎週金曜日相談の日　毎週金曜日
１３：００～１５：３０　要予約１３：００～１５：３０　要予約

日曜開放「きのっこサンデー」日曜開放「きのっこサンデー」
年４回　１０：００～１２：００年４回　１０：００～１２：００
日曜日も開放しています。フリー開放日曜日も開放しています。フリー開放
です。です。おたまじゃくしの日おたまじゃくしの日

週１回程度　１３：００～１４：３０週１回程度　１３：００～１４：３０
少人数制の日です。親子でゆったり過少人数制の日です。親子でゆったり過
ごせます。ごせます。
要予約要予約

子育て講座・あそびの広場・子育て講座・あそびの広場・
法人合同企画法人合同企画

親子で楽しめるもの、保護者向けの講親子で楽しめるもの、保護者向けの講
習会など用意しております。習会など用意しております。

フリー開放フリー開放
未就学のお子様なら年齢に関係なく遊ぶ未就学のお子様なら年齢に関係なく遊ぶ
ことができます。ことができます。
水・金水・金　　 ９：30 ～ 12：00　　 ９：30 ～ 12：00
火・水・木火・水・木　13：00 ～ 15：30（変更あり）　13：00 ～ 15：30（変更あり）

お問合せ先　「きの」子育て支援センター
（木野東通4丁目2番地）３０－２５０１

http://ohtani-bodaiju.com/kinominami/
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☆ いつでも身長と体重の測定ができます。☆ いつでも身長と体重の測定ができます。
☆ ☆ 毎月音更子育て支援センターのおたより「おとふけ」を発行しています。毎月音更子育て支援センターのおたより「おとふけ」を発行しています。
　　詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）詳しくは予定表をご覧ください。（ 予定表はホームページでも見ることができます）

音更子育て支援センター
・音更認定こども園に併設している支援センターです。
・利用時間　　平日①9：00 ～10：30　②11：00 ～12：00　③13：30 ～15：30

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、ご利用は1時間程度とし、入室は5組程度とさせていた
だきます。また、状況によって変更になる場合がありますので、下記までお問合せください。

フリー開放フリー開放
年齢に関係なく、お子さんは自由に遊年齢に関係なく、お子さんは自由に遊
ぶことができます。ぶことができます。
月～金曜日月～金曜日

ピヨピヨの日ピヨピヨの日
隔週水曜日隔週水曜日
妊婦の方、０歳のお子さんが対象で妊婦の方、０歳のお子さんが対象で
す。お子さんと遊びながら、ゆっくりす。お子さんと遊びながら、ゆっくり
おしゃべりしませんか♪おしゃべりしませんか♪

子育て相談子育て相談
月～金曜日　電話相談月～金曜日　電話相談
子育てに関して、いろいろとご相談下子育てに関して、いろいろとご相談下
さい。ひとり悩まずさい。ひとり悩まずごご相談下さいね。相談下さいね。

道外出身ママさんの日道外出身ママさんの日
年3回程度年3回程度
近くに実家がなくても頑張っている保近くに実家がなくても頑張っている保
護者さん同士で共感し合える場とし護者さん同士で共感し合える場とし
て、繋がりを作っていきましょう。て、繋がりを作っていきましょう。

双子ちゃんの日双子ちゃんの日
毎月第1金曜日毎月第1金曜日
多胎児を妊娠中の妊婦さん、もしくは多胎児を妊娠中の妊婦さん、もしくは
子育て中の保護者さんの思いを共有し子育て中の保護者さんの思いを共有し
あい、情報交換もしていきましょう。あい、情報交換もしていきましょう。

バンビの日バンビの日
隔週月曜日隔週月曜日
１歳のお子さんが対象です。つかまり１歳のお子さんが対象です。つかまり
立ち～歩き始めたお子さんを見守りな立ち～歩き始めたお子さんを見守りな
がら、楽しい時間を過ごしましょう。がら、楽しい時間を過ごしましょう。

子育て講座子育て講座
年３回程度年３回程度
専門職の方を交えて、子育てのお話を専門職の方を交えて、子育てのお話を
聞いたり、育児方法を実践したりしま聞いたり、育児方法を実践したりしま
す。す。

あそびの広場あそびの広場
毎月１回程度毎月１回程度
親子で季節の遊びを楽しみましょう！親子で季節の遊びを楽しみましょう！

お問合せ先　音更子育て支援センター
（新通９丁目３番地３）４２－２２７７

http://www.otfk.jp
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❷ ❷ 楽しく遊ぼう楽しく遊ぼう

１. 子連れで遊べる屋内施設

　町内や近郊に、親子で出かけられる施設があります。上手に活用してみては
いかがでしょうか。

　雨の日や冬でも安心して遊べます。広い駐車場があるのも、小さなお子さんを連れ
ているお母さんたちにとっていいですね。

場　　所 内　　容 お問合せ先

ふれあい広場
プロスパ６　３階

おもちゃがあり、自由に遊べます。
・9：00 ～ 17：30

福祉課
障がい福祉係
42-2111

サンドーム（体育館）の
幼児プレイルーム
サンドームおとふけ

つみき、滑り台があります。幼児プ
レイルームのみの利用は無料です。
・平日9：00 ～ 22：00
・土日9：00 ～ 21：00
・原則、第１・３月曜日は休み

サンドーム
おとふけ
42-5577

音更町図書館
毎週水・土曜日（第5土曜日除く）に
読み聞かせの会があります。
・10：00 ～ 18：00
(木曜日は20：00まで)

音更町図書館
32-2424

十勝エコロジーパーク
ビジターセンターには、木のおもちゃ
があり、遊べるスペースも広いです。
授乳室もあります。
・9：00 ～ 17：00

十勝エコロジー
パーク
32-6780

アクリナちゃっぽ
（温水プール）

幼児用プールがあり、おもちゃの貸
し出しもあります。
・9：00 ～ 21：00
・毎週火曜日と2月は休み

アクリナちゃっぽ
32-4848

トドックステーション　
帯広北

子どもを自由に遊ばせたり、暮らし
に役立つイベントが開催されたりし
ています。
・月～金曜日　10：00～18：00
　土曜日　　　10：00～15：00
※初回利用時に登録必要

トドック
ステーション
担当者
casp.tstation@
todock.jp
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２. 親子で遊べる公園
音更町には、公園・緑地が多数あります。
その中でも、親子で遊べるおすすめの公園をご紹介します。

役場の近くです。エゾリスが生息しています。春には桜、秋には紅葉を楽しめ
ます。役場の池を泳ぐ親子の鴨もみれますよ。

千畳敷公園千畳敷公園
広くてきれいです。流水・噴水があり、夏場の水遊びも楽しめます。

むつみアメニティパークむつみアメニティパーク

エゾヤマサクラや町の花であるスズランのお花見ができます。展望台からの眺
めがいいですよ。秋にはどんぐり拾いもできますよ。

鈴蘭公園鈴蘭公園

ふわふわドームやレンタサイクル、水遊び、散策などができます。コテージな
どのキャンプ施設もあります。
冬はスノーラフティングやチューブ滑りも体験できます(有料)。

十勝エコロジーパーク十勝エコロジーパーク

希望が丘公園希望が丘公園
噴水のある公園です。広場では野球・サッカーなどのスポーツもできます。

大きな花時計「ハナック」は直径18ｍもあります。コンビネーション遊具や
健康器具等、親子で遊べる施設がいっぱいです。冬には「彩凛華」というお祭
りが開催されます。

十勝が丘公園十勝が丘公園

大きな築山があり、冬にはそり遊びができますよ。それと大きな土管型の遊具
に子どもたちも大喜びです。

緑陽台近隣公園緑陽台近隣公園

コンビネーション遊具、スポーツのできる広場があります。

若草公園若草公園
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※幼児が遊ぶときには、必ず大人が付き添って見守りましょう。
※公園整備などで使用できない場合があります。

　ちょっと気になるイイところ

　☆よつ葉乳業「おいしさまっすぐ館」見学（新通20丁目３）
　　よつ葉乳業の十勝主管工場の見学ができます。事前予約が必要です。
　　４２－２１２１（土日祝祭日は休み）
　☆柳月スイートピアガーデン（下音更北９線西18－２）
　　お菓子の製造工程が見学できます。喫茶コーナーもあり、コーヒーを無料
　　でいただけます。
　☆十勝川温泉足湯
　　外気とお湯加減のバランスが良くて（特に秋）、ついつい長湯してしまいます。
　　混んできたら、譲り合いの気持ちを。
　☆ガーデンスパ十勝川温泉
　　 モール温泉を水着や湯あみ着で入るスパ。スパ以外にもマルシェや体験工房

（予約制）、飲食店などもある施設です。

コンビネーション遊具や健康器具などがコンパクトに配置され、目が届きやす
く遊ばせやすい公園です。

開進緑地公園開進緑地公園
昔の機関車の車両があります。乗り物好きのお子さんにはいいですね。

交通公園交通公園
築山があり、遊具や広場も楽しめます。

雄飛が丘中央公園雄飛が丘中央公園

虫や草花、音更川には魚もいます。夏には木イチゴ・クレソンもあるみたい。
手押しポンプで水遊びができます。

水辺の楽校水辺の楽校

たくさんのすべり台やカラフルな遊具が配置され、幼児でも安心して遊べる親
水池もあります。平日でも賑わう人気の公園です。

宝来中央公園宝来中央公園
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❸ ❸ おでかけの参考におでかけの参考に

１. 育児サークル会員おすすめのお店

　親子でランチに行くときに、美味しいのはもちろんですが、小上がりやキッ
ズスペースがあると便利ですよね。

　育児サークル会員おすすめのお店を紹介します。「子育て支援サイトすくすく」で
も詳しく紹介しています。

□　羅阿麺亭（ラーメン）／新通北１

□　めん吉（ラーメン）／木野大通東１７

□　ラーメンハウス三平（ラーメン）／木野大通東８

□　らぁめん創房　藤（ラーメン）／木野大通東１０

□　十勝山賊うどん（うどん）／木野大通西１５

□　二天（そば）／木野西通１３

□　そば工房��ふたば（そば）／木野大通東１０

□　味覚園（焼肉）／木野大通西１４

□　焼き肉だいじゅ園��木野大通東店（焼肉）／木野大通東１１

□　ウエスタン（焼肉バイキング）／木野西通１２

□　かつげん（とんかつ）／宝来仲町南２

□　海鮮「蔵」(和食）／木野大通西７

□　味の時計台（ラーメン）／木野大通西１１丁目２－２
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２. どさんこ・子育て特典制度を利用してみよう
　音更町では、北海道と協働で商工団体、企業などと協力しながら、社会全体で子育
てを支援していく仕組みづくりの一環として「どさんこ・子育て特典制度」を実施し
ています。
　この子育て特典制度は、協賛をいただいた店舗や施設など「協賛店」が、小学生ま
での子どもがいる世帯と妊婦さんのいる世帯に対し、商品の割引や特典サービスを行
うことで、子育て家庭と妊婦さんを応援するものです。
　「特典カード」を町内の協賛店や全道地域の協賛店で提示すると、特典サービスが受
けられます。｢特典カード｣ は、妊娠・出生届出時に配付しておりますが、お手元にな
い場合は、役場子ども福祉課で随時配付しております。

＜ご利用にあたって＞
○ 原則として、子どもを同伴した上で、特典カードを提示してご利用ください。同伴

していない場合は、子どもが居ることを証明するもの（保険証や母子健康手帳など）
を見せていただく必要があります。

○ 特典カードの裏面に保護者（父母や祖父母など）の氏名と対象となる子どもの氏名、
生年月を記入して使用してください。

○特典サービスの中には、数に限りがあるものがあります。
○ 特典カードは、配付されたご家庭のみでご使用ください。第三者に譲渡することは

固く禁じます。

子育て世帯・
妊婦さんの
いる世帯

特典サービスなど

特典カードの提示

町内の協賛店
全道地域の協賛店

さっそく利用
してみよう！
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○�全国共通展開
　 各都道府県で「認証カード」が利用できます。道内や町内での

利用と同じように、全国共通マークのついた店舗で、全国共通
マークのついた「認証カード」を提示すると特典や割引が受け
れたりします。

　割引や特典サービスを行う町内の店舗や企業を協賛店として登録しています。特典
サービスの内容は町や道のホームページでご確認いただくか、下記問合せ先までご連
絡ください。
　また、全道地域の協賛店は北海道で登録しています。この全道地域の協賛店につい
ては、他市町村に所在する企業や店舗などでも特典サービスを受けることができます。

◇特典サービスの内容は、町ホームページか役場子ども福祉課にお問合せください！
ｈｔｔｐ：//www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/kodomo/
dosanko-kosodate-tokutenseido.html

★どさんこ・子育て特典制度協賛店について

◎音更町の協賛店
区分 店名等 所在地

小売店

リサイクルブランド服ベリーブルー 木野大通東15丁目3－55

金物　たかしま 大通4丁目3

サンドラックぴあざ音更店 木野大通東16丁目1
ぴあざフクハラ内

サービス

Pbスペース/アトリエ・セツ 共栄台東13丁目1－91
夢宝館 東側

ヒーリングサロン　Rucola 木野大通東2丁目2－1

その他

(株)髙橋組・タグホーム
「くらしの図書館」 木野大通東13丁目1－1

(有)波多野電気 新通12丁目1
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町内の施設にも授乳室が設置されています。
おでかけの際にご利用ください。

音更町役場
共栄コミュニティセンター
木野コミュニティセンター
総合福祉センター
十勝エコロジーパーク
北海道立緑ヶ丘病院
トイザらス帯広音更店
DCMホーマック音更店
第一ホテル
ハピオ

◎全道地域の協賛店
区分 店名等 所在地

テーマパーク等 十勝ネイチャーセンター 十勝川温泉南12丁目

温泉

観月苑 十勝川温泉南14丁目2

笹井ホテル 十勝川温泉北15丁目1

第一ホテル 十勝川温泉南12丁目

飲食店
道とん堀音更店 木野大通西11丁目2－2

マクドナルド241音更店 木野大通西17丁目1－4

ショッピング

サツドラ 町内の各店舗

サンドラッグぴあざフクハラ音更店 木野大通東16丁目1

ツルハドラッグ 町内の各店舗

東京靴流通センター音更店 木野大通西14丁目1－31

道の駅おとふけ（音更町物産協会） 木野大通西19丁目5

眼鏡市場音更店 木野大通西14丁目1－3

☆ 特典サービスの内容は、北海道のホームページか役場子ども福祉課にお問合せください！
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/dosanko/
kosodate-tokuten-allhokkaido.htm

☆協賛店にはステッカーが貼られています！

協賛ステッカー

この
ステッカーが
目印だね！

３. 町内の授乳室一覧
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5 子育ていろいろ5 子育ていろいろ

❶ ❶ 食育について食育について

１. 赤ちゃん、子どもの味覚の発達～妊婦さんから薄味で～

　食育とは、「食を通して生きることを学ぶ」ことで、一人ひとりが「食」につ
いて考える習慣や「食」にまつわる様々な体験を通じて「食」に関する知識や文化、
更には食の安全や安心といった「食」の選択など、豊かな自然の中で、生命の
尊さやすばらしさを知る「こころ」を育むことを指したものをいいます

ママのお腹
にいる頃か
ら味覚は出
き始める

胎児期胎児期

甘さを感じとれる
最初に出会うのは
母乳やミルクの「ほ
んのり甘い味」

新生児期新生児期

食べ物をよくか
んで食べると、
食べ物本来の味
がわかり、味覚
が鋭くなる

幼児期幼児期

だしを使って薄味に慣れさせましょう！
昆布、かつお節、煮干し、干ししいたけを使うと
旨味があり、少ない調味料で満足感が得られます。

薄味は１０日くらいで慣れます。
最初はもの足りないかもしれませんが、１０日ほどで舌が慣れてきます。
お子さんの味噌汁などは大人がおいしいと感じる濃さの半分に薄めてあげましょう。

具材を大きく切ってよく噛みましょう。
洋食より和食の方がよく噛んで食べる料理が多く、
だしも使うので満足感があります。

あまい うまい

にがい すっ
ぱい

しょ
っぱい

エネルギー源が
あります
炭水化物・
砂糖・菓子

あまい うまい

にがい すっ
ぱい

しょ
っぱい

ミネラルが
あります
濃い味の
料理・菓子

あまい うまい

にがい すっ
ぱい

しょ
っぱい

タンパク質が
あります
肉・魚介類・
だしの味

あまい うまい

にがい すっ
ぱい

しょ
っぱい

毒があるかも

野　菜

あまい うまい

にがい すっ
ぱい

しょ
っぱい

腐っているかも

果物・酢など

好きな味 ※取りすぎに注意 苦手な味 ※食べ慣れていく味
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２. つくってみよう！管理栄養士さんのおすすめレシピ♪
　町の管理栄養士さんおすすめの、簡単でおいしくできるレシピを紹介します。

☆ざいりょう（４人分）
ベーコン…………………３０ｇ
玉葱…………………………２枚
人参……………………１／３本
干し椎茸……………………１枚

バター……………大さじ１�
椎茸の戻し汁……５００㏄
顆粒コンソメ……大さじ１
豆乳………………６００㏄
塩・胡椒………………少々

☆つくりかた
①�ベーコンは５㎜幅に切り、キャベツ、玉葱、人参は繊切り、干椎茸は戻して繊切り。
　（戻し汁は残しておく）
②�鍋にバターを溶かし、ベーコン、野菜を炒め、水、椎茸の戻し汁を加え煮る。
③�野菜が軟らかくなったらコンソメ、豆乳を加え塩・胡椒で味を調える。

豆乳スープ豆乳スープ

☆ざいりょう（４人分）
米………………２合
水…………４３０㏄
大豆（乾）…３０ｇ
（大豆水煮７０ｇ）
塩昆布…………６ｇ

大豆ごはん大豆ごはん
☆つくりかた
①�大豆（乾）は前日（８時間）から
３倍量の水に浸しておく。
②�米は洗って水に３０分～ 1時間浸
し、水をきった大豆、塩昆布を入
れ、炊き込む。

☆ざいりょう（４人分）
小松菜……………………１袋
しらす干し……………５０ｇ
ごま油………………小さじ１
かつお節………小袋１パック
白ごま………………小さじ２

小松菜としらす炒め小松菜としらす炒め

よく噛んで食べる練習になります。

干し椎茸のうま味で満足できます。

薄味に慣れるため、調味料は使用せず、
かつお節のうま味で食べます。
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○朝食により１日のリズムをつくる
　朝食は１日の活動を始めるに当たり、リズムを作り出すため必要なものです。朝
食を抜くと、このリズムが崩れてきます。リズムの崩れはやがて体調の崩れにつな
がり、健康を損ねてしまうのです。

○丈夫な体をつくるために朝食は欠かせない
　成長期にある子どもは体が小さくても、たくさんの栄養素を必要とします。朝食
を抜き、昼食と夕食をとっても、栄養所要量を満たすことはできません。３食しっ
かり取って、初めて必要な栄養素量が充足されるのです。

○朝食は脳のエネルギーを補給する
　朝食を抜くと、低血糖の状態に陥ってしまいます。これは体にとっては一種のス
トレス状態なのです。イライラはもちろん、頭を働かせるエネルギーが足りません
ので、勉強や仕事に身が入らない、集中力がない状態となってしまいます。

○朝食は体温を上昇させる
　食事をとると体が温まります。体温の上昇とともに脳の温度もわずかに上昇し、
脳のウオームアップができるのです。脳を活性化し「やる気」を起こさせてくれます。
　また、体温を上昇させることで免疫もアップし、感染症予防になります。

　子どもの健やかな成長のため「早寝、早起き、朝ごはん」が大切ですよとい
う運動です。
　７～８月及び１２～１月は「早寝早起き朝ごはん」運動啓発強化期間です。夏・
冬休み期間中は、生活リズムが乱れがちです。子どもたちの健全育成を図る運
動として、積極的に取り組みましょう。

「早寝早起き朝ごはん「早寝早起き朝ごはん」運動」運動
知っていますか？知っていますか？

【 朝食の重要性 】【 朝食の重要性 】

☆つくりかた
①�小松菜は洗って根本を切り落とし３㎝長さに切る。
②�しらす干しはお湯にさっとつけ、ザルにあけ水気をきっておく。
③�フライパンにごま油を引き、小松菜の茎、葉の順で炒め、火が通ったら、しらす、
かつお節、いりごまを加えさっと火を通す。
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２ ２ 子どもと絵本子どもと絵本

１. 音更町図書館の児童サービス

２. 読み聞かせサークルのご紹介

　音更町では図書館をはじめ、読み聞かせボランティアの活動や幼稚園、保育
園での読み聞かせを推進するなど幼児期から本に親しめる環境を整えています。

　音更町図書館（木野西通１５丁目７番地　３２－２４２４）
・物語や絵本は対象年齢別に並んでいます。
・世界の絵本がそろっています。
・じゅうたん敷きなので、小さなお子さんでも利用しやすくなっています。
・お話し室で、紙芝居や絵本の読み聞かせが行われます。

　町内で活動している読み聞かせサークルのご案内です。
・読みきかせの会　うさぎのみみ
・音更町図書館　すずらんの会
・ねえ！！よんで
・絵本のたね
・英語絵本読み聞かせの会

　　 お問合せは、音更町図書館（３２－２４２４）まで
・大谷短大図書館ボランティアサークルあすぱら

　　 お問合せは、短大附属図書館（４２－４４４４）まで

　おすすめ絵本を何冊かご紹介します。おすすめの絵本おすすめの絵本
タイトル 著　　者 出版社

しましまぐるぐる かしわらあきお 学研

いないいないばあ 松谷みよ子/さく　瀬川康男/え 童心社

バムとケロのそらのたび 島田ゆか/さく ぶんけい堂

三びきのやぎのがらがらどん Ｍ・ブラウン/え　せたていじ/訳 福音館書店

パンツのはきかた 岸田今日子 福音館書店

ねるじかん 鈴木のりたけ アリス館

うんちがぽとん Ａ・フランケル/さく
さくまゆみこ/やく アリス館
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　児童相談所で、日々さまざまな子どもたちと向き合いながら、ご自身の
子育てにも奮闘されている男の子のママのおすすめ絵本を紹介します。

　☆子どもの発達を楽しみながら
『いない いない ばあ』松谷みよ子/さく瀬川康男/え童心社

　「(前略)「いないいないばあにゃあにゃがほらほらいないいない」、手で顔を
覆った猫が登場してこの絵本は始まります。そして次のページで「ばあ」と猫
が顔を出します。同じようにクマ、ネズミ、キツネ、のんちゃんという女の子
が「いないいないばあ」をします。私は息子が生後間もない頃からこの絵本を
読んで聞かせました。初めての子育ては想像以上に大変で、子育てに追われる
毎日の中で、絵本の読み聞かせは私にとってもほっとできるひとときでした。
　生後間もない息子は目の前の絵本をぼんやりとした表情で見ていたようでし
た。それが生後１ヵ月も過ぎると、ページをめくるのにあわせて視線を動かす
ようになりました。そして３ヵ月頃には絵本を読む私との時間を楽しんでいる
かのようにニコニコし、手足をバタバタとよく動かすようになりました。７ヵ
月を過ぎると、私が絵本を手に取るとハイハイをして近づいてきて、絵本を読
んでもらうことを待つかのように、膝の上に這い上がりました。それが８ヵ月
頃からは、私が絵本を見せると、それを奪い取り、自分でページをめくりたが
りました。また、歯もすこしずつ生えてきて、絵本をかじり、絵本はところど
ころ破れたりしてしまいました。１０ヵ月になる頃には絵本をかじることは少
し落ち着き、「いないいない」と言ってから次のページをめくり、「ばあ」と言
うまでの「間」を２人で楽しめるようになりました。私が「いないいない」と
言って、そのまま黙っていると、息子は「お母さんまだ？」とでも言いたげに
ニコニコした表情で私の顔を見上げ、私が「ば～」とページをめくると、「きゃっ
きゃっ」と喜びました。１歳を過ぎる頃より息子は何でも私の真似をするよう
になり、また自己主張もいっそう強くなり、まるで自分で絵本を読んでいるか
のように絵をしきりと指差して、自分でページをめくりたがりました。一方で、
私と「ば～」のやりとりを楽しみたがることもあり、その時々で甘えと自我の
芽生えを見せています。息子への絵本の読み聞かせを通して私自身は子どもは
人と人とのかかわり合いのなかで、自我やコミュニケーションの力を成長させ
ていくのを感じています。
(中略)この絵本は親子でいろいろな楽しみ方ができ、また子どものさまざまな
発達段階が感じられやすく、子どもの発達を考える何かのきっかけになればと
思い紹介させていただきました。」

※『そだちと臨床Vol.112011年10月明石書店』より一部抜粋
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３ ３ パパの育児パパの育児
　パパの育児は、ママと赤ちゃんばかりでなく、パパ自身にとっても大きな意
味があるのです。
　赤ちゃんとの時間、赤ちゃんの無邪気な笑顔が明日への活力になるはずです。
パパ自身が、赤ちゃんからたくさんのことを教わるかもしれません。

　妊娠中からパパの育児は始まります。おなかにいる赤ちゃんに声をかけたり、
ママに代わって家事を行ったりすることも立派な育児です。
　赤ちゃんが生まれたら、たくさんスキンシップをとってみましょう。初めは、
泣かれたり怪我をさせたりしないかおっかなびっくりかもしれませんが、少し
ずつ接し方が分かってくるはずです。
　子どもと接することで、子どもとの絆が生まれ、パパはパパになります。
　ぜひ、子育ての時間を楽しんでください。

　妊娠期間は男性が「パパ」として育っていくための大切な準備期間です。ママのお
腹をさすったり、お腹の赤ちゃんに声をかけたりしてあげてください。
　また、妊娠によってママの心身には大きな変化があります。家事の分担や、ママの
身体をいたわることも大切な育児です。

　待望の赤ちゃんがやってきたら、ぜひ、積極的に関わっていきましょう。スキンシッ
プによって、パパと赤ちゃんはお互いに慣れていきます。オムツを替えたり、お風呂
に入れたりすることも大切ですが、赤ちゃんに微笑みかけることや、おもちゃで遊ぶ
などのコミュニケーションの時間も楽しんでください。

　ハイハイからよちよち歩き・・・子どもの世界はどんどん広がっていきます。なん
にでも興味津々、よりパワフルになっていきます。
　そんなときこそパパの出番です。パパの大きな身体は格好の遊び場です。毎回とは
いかないかもしれませんが、どっしりと子どもの体力と好奇心に付き合ってあげてく
ださい。

妊娠中の子育て妊娠中の子育て

我が家に赤ちゃんがやってきた我が家に赤ちゃんがやってきた

パパのすくすく育児パパのすくすく育児
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6 小学生になったら6 小学生になったら

❶ ❶ 学童保育所について学童保育所について
　保護者が仕事や病気などの事情で、家庭で保育を受けることができない児童
を対象に、放課後の遊びや生活の場を提供し、安心安全ですこやかな成長を促
す施設です。
　人と人とのふれあい、様々な体験を通して、子どもたちの豊かな人間性を育
てます。

＜対象児童＞
　音更町内に居住する小学校の児童で、保護者の就労状況等が次の要件に該当する方
です。

□1月において、48時間以上労働することを常態とするとき。
□妊娠中であるか又は出産後間がないとき。
□疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有しているとき。
□同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護しているとき。
□震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。
□現在求職中であり、入所後１か月以内に雇用されている証明書を提出できる場合。
□就学・職業訓練を受けているとき。
□その他町長が認める場合。

※集団保育が難しい場合、入所できないことがあります。
※ この基準に該当しなくなった場合は退所することになります。なお、家庭状況が変

更した場合（入所基準、住所、世帯員等）は、変更届を提出してください。

＜入所期間について＞
通年入所…年間を通じて入所する。
短期入所…長期休業（夏休み、冬休み、春休み）期間中のみ入所する。

＜保育料等＞
通年入所…月額３，０００円（月途中で入退所した場合は、日割り計算）
短期入所…日額１２０円
※ 保育料の他におやつ代を月額２，０００円前後、傷害保険料として２１０円を入所月

に納めていただきます。また、学童保育所により運営費が必要になる場合があります。
※ おやつ代や運営費は、各学童保育所保護者会で決定及び徴収しますので、各学童保

育所にお問合せください。
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＜傷害保険＞
　学童保育所では、保育中に児童がけがをした場合に補償される傷害保険に加入しま
す。補償内容は次のとおりです。

※ けがの状況や種類により、補償されない場合もありますので、あらかじめご了承く
ださい。

＜入所申し込み＞
○通年入所…�随時各学童保育所にて受け付けています。ただし、新年度４月からの入

所申し込みは、前年度の１月下旬から２月中旬に各学童保育所にて受付
します。

○短期入所…長期休業日前に受付します。
※ 入所申込書及び必要添付書類等は、各学童保育所に用意してあります。

＜申し込みに必要なもの＞
申し込みに際しては、次の関係書類が必要です。

※注意事項　 次の場合は、学童保育所入所承諾後、または入所中であっても退所して
いただくことがありますので、ご注意ください。

①入所申し込みの際に、事実と違った証明書などがあった場合。
② 入所後に、世帯状況や保育を必要とする理由などに変更があるにもかかわらず届

け出がされていない場合。

①学童保育所入所申込書 指定の用紙

②保育を必要と
　する証明書

常雇・パート 雇用証明書 〃

内職等 内職申告書 〃

自営業に従事 自営業等申告書 〃

出産・病気・介護
療養等申告書・母子手帳（写）・
身体障害者手帳等（写）・診断書・
介護保険認定通知書（写）等

〃

災害 罹災証明書等

③その他 児童本人が
心身障害の場合

身体障害者手帳、療育手帳、
関係機関証明書等

④口座振替依頼書 指定の用紙

通　院 １日につき1,500円（予定）

入　院 １日につき2,250円（予定）
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＜開所日及び開所時間＞
　①授業日…………………………学校終了後～１９：００
　②土曜日及び長期休業日………　８：００～１９：００

※ 休所日は、年末年始、日曜日及び祝日ですが、学校の行事や下校時間などにより、
開所日や開所時間等が変更になる場合もあります。

　 また、インフルエンザや災害等で学校（学年・学級）閉鎖になる場合にも開所しな
い場合があります。

＜学童保育所一覧＞

※ 学年やお住まいの地域によって、第２学童の利用となる場合があります。

学童保育所名 住　　所 電話番号 運営主体

ひまわりの家学童保育所
（ひまわりの家第2学童保育所）

大通10丁目6
（桜が丘2番地） 42－2860 （社福）音更福祉事業協会

駒場学童保育所 駒場北町2 44－2226 （社福）音更福祉事業協会

鈴蘭学童保育所 すずらん台北町
2丁目1 31－4899 （社福）元気の里とかち

下音更学童保育所
（下音更第2学童保育所）

木野西通13丁目6
（共栄台東12丁目5番地） 31－6036 （社福）元気の里とかち

木野東の家学童保育所 木野東通5丁目6 31－0809 （社福）元気の里とかち

下士幌学童保育所 字下士幌北2線
東49 30－7822 （社福）元気の里とかち

柳町学童保育所 木野大通東16丁目4 31－1451 (株)ヨシダホーム

緑陽台学童保育所 下音更北7線西7 31－7248 (株)ヨシダホーム
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小学校名 住　　所　 電話番号

音更小学校 元町1 42－2538

下音更小学校 木野西通12丁目8 31－6460

駒場小学校 駒場北町2 44－2311

下士幌小学校 字下士幌北2線東51 31－2020

西中音更小学校 字西中音更北15線7 45－2145

東士狩小学校 字東士狩西7線52 42－4704

東士幌小学校 字東音更東4線15 43－2311

木野東小学校 木野東通5丁目6 31－1628

柳町小学校 柳町南区14 31－5275

緑陽台小学校 字下音更北7線西7 31－7171

鈴蘭小学校 すずらん台北町2丁目1 31－7255

❷ ❷ 音更の小学校音更の小学校
　町内には、１１の小学校があり、およそ２，６００人の子どもたちが通ってい
ます。
　それぞれの小学校が、地域の特色を生かした教育を実施しています。

☆お役立ち情報☆
　　小学生になっても利用できる子育て費用の助成などがあります。
　詳しくは、９～１０ページをご覧ください。
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MEMOMEMO
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MEMOMEMO



音更高校

家畜改良センター
十勝牧場

音更小
雄飛が丘中央公園

町立体育館サンドームおとふけ

ふれあい交流館すずらんど
町民プールアクリナちゃっぽ

緑が丘病院

音更郵便局

消防署
共栄コミセン

とかち皮膚科

文化センター 音更こども
クリニック図書館

帯広徳州会病院

下音更小
木野北保育園

むつみアメニティーパーク

木野支所

鈴蘭公園
保育園チャオ

木野東クリニック

木野コミセン
若草公園

鈴蘭保育園
子育て支援センター

すずらん

下音更中

とかち帯広
YMCA幼保園

共栄台幼稚園
鈴蘭小

鈴蘭郵便局
おとふけホームケアクリニック

おおや整形外科
クリニック

すずらん大橋

すずらん耳鼻咽喉科

豊川
小児科内科

きたの
こぐま保育園

十勝大橋

共栄中

牛が見れます

緑陽台
近隣公園緑陽台小

緑陽台
認定こども園

柳月スイートピアガーデン

音更・帯広I.C

おとふけ
道の駅

大谷短大
認定こども園大谷幼稚園

更葉園

OTOFUKE
MAP

OTOFUKE
MAP

水辺の楽校

柳町簡易郵便局
柳町保育園・柳町子育て支援センター

柳町小

宝来中央公園
緑南中

下士幌小

十勝川温泉
アクアパーク

足湯・
モール
市場

ガーデンスパ
十勝川温泉

エコロジー
パーク

十勝が丘公園
（ハナック）

宝来こども園

宝来大橋

十勝新橋木野東小

りとる・ちっぷす音更

佐治整形外科クリニック
ピッコロ保育園

トドックステーション
帯広北

木野南保育園
きの子育て支援センター

ひかり
眼科

宏明館病院
 とまと保育所

よつ葉乳業
開進緑地公園

プロスパ6

国道241号

道東自動車道

音

川

更

駒場会館
駒場認定こども園

大通郵便局
役場前クリニック
交通公園

総合福祉センター

保健センター
音更認定こども園・音更子育て
　　　　　　　　  支援センター

交番

音更町役場

千畳敷公園
音更神社

音更中

希望が丘公園

家庭保育園ひだまり

もーるの森こども園

十　　勝　　川
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