令和

４
年度

子育てナビ
入善町では、若い世代の結婚・出産・子育て・教育などのライフステージに対し、

入善町役場（富山県下新川郡入善町入膳3255）
結婚･子育て応援課 子育て支援係 TEL 72-1857
結婚･子育て応援課 少子化対策係 TEL 72-1853
結婚･子育て応援課 保育所係

TEL 72-1852

保険福祉課 医療保険係

TEL 72-1850

教育委員会事務局 学校教育係

TEL 72-3854

（サンウェル内） TEL 72-0343
元気わくわく健康課
教育

切れ目なく支援し、「子どもを産み育てやすいまち」を実現します。

結婚・子育て応援課 少子化対策係

入学お祝い金

こちらでは支援の一部をご紹介します。

小中学校に入学する児童・生徒の保護者
に入学祝い金を贈呈

ジャンボ～ル商品券10,000円分
保育所

結婚・子育て応援課 子育て支援係

子宝支援金
妊活
結婚

元気わくわく健康課

不妊･不育症治療費助成
結婚・子育て応援課 少子化対策係

それ行け!結婚プロジェクト
独身男女にさまざまな出会い
の機会を提供します。

不妊治療または不育症治療を受けている
ご夫婦に助成

検査・治療費９割助成（限度額なし）
産前

元気わくわく健康課

出産準備ギフトボックス
結婚

結婚・子育て応援課 少子化対策係

結婚お祝い金
婚姻後、町に２年以上住む意思のある
ご夫婦に助成

お祝い金10,000円
結婚

産前・産後

元気わくわく健康課

妊婦の健診に助成
妊 産 婦 の 妊 婦 一 般 健 康 診 査 14 回 分 に
助成

結婚・子育て応援課 少子化対策係

新婚世帯住居費等支援事業
婚姻後、町に２年以上住むご夫婦の住居
費や引っ越し費用に支援

最大

ママの外出支援として授乳服などを贈呈

300,000円

ヘルパーの派遣
産後のママにヘルパーを派遣し、家事を
支援します。

産後ケア
デイサービス型や訪問型、宿泊型の産後
ケアを行います。

町に１年以上、居住する方のお子さん
誕生に対し、支援金を支給

第1子：

50,000円
第2子： 100,000円
第3子： 200,000円
第4子：1,400,000円

以降 （200,000円を7年間）

出産

結婚・子育て応援課 少子化対策係

体操服購入支援事業
小中学校に入学する児童・生徒の体操服
購入費用を補助

子ども子育て応援券

保育料の軽減

1歳～6歳の未就学児の保護者に対し、
商品券を2回に分けて支給

３歳未満のお子さんの保育料を町が軽減
（３歳以上は全国一律で無料）

教育 教育委員会事務局 学校教育係
I C T 教育の推進

結婚・子育て応援課 子育て支援係

ジャンボ～ル商品券10,000円分
子育て

結婚・子育て応援課 子育て支援係

乳幼児在宅育児支援金
保育所などの施設を利用せず、家庭で
育児されている３歳未満の乳幼児に支給

一人あたり月額
子育て

10,000円

結婚・子育て応援課 子育て支援係

オ リ ジ ナ ル バ スタオルを贈呈

中学校修了前まで手当が支給されます。
所得や年齢により変動します。

とやまっ子子育て応援券
保育・保健サービスに利用できる応援券
を配付（有効期限３年間）

第1子：

10,000円分
第2子：
20,000円分
第3子以降：30,000円分

一人あたり月額
子育て

①第１子：
４分の１
②第２子：
２分の１
③第３子以降： 全額
副食費は国の無償化の対象外ですが、
町が負担し無料としています。

副食費を無料化

保育所英語であそぼう事業

15,000円

保険福祉課 医療保険係

子ども医療費の助成
自己負担分の全額を助成

国際交流員（ＣＩＲ）を配置し、外国人や
英会話に慣れ親しむ機会を提供します。

保育所担当看護師を配置
保育所で体調不良になったお子さんの
応急対応や衛生管理などを行います。

病児・病後児保育施設への移送

18歳までの子どもの入院や通院にかか
る保険診療の医療費

保育所で体調不良となったお子さんを
保護者がすぐに迎えにくることが困難な
場合、依頼により、保育所担当看護師が
病児・病後児保育施設まで送ります。

町の子育て専用サイト

母子手帳アプリ

子育てほっとステーション

にゅうぜん子育てサイト

にゅうにゅうアプリ

妊娠・出産・子育ての支援拠点施設です。保健師
や助産師、子育てコーディネーターが、妊産婦と
乳幼児をサポートします。
場所 サンウェル内 (入善町上野2793-1）
問い合わせ 元気わくわく健康課（保健センター）
TEL 72-0343

本紙に記載されている子育

スマートフォンなどに健康

て支援の最新情報やイベン

診査や予防接種、各種教室

トの日程などがご覧になれ

などの情報をお届けする

ます。

アプリです。

にゅうにゅう

体操服購入支援 最大10,000円分

小中学校の児童・生徒には、タブレット
端末を1人1台運用するほか、ICT支援員
を配置し、授業支援ソフトなどを活用

スタディメイトを派遣
全ての小中学校に特別支援教育支援員
（スタディメイト）を派遣

小中学校の給食費に助成

一人あたり助成月額

特別保育を実施
乳児保育、一時保育、延長保育、障がい
児保育を実施しています。

児童手当

結婚・子育て応援課 子育て支援係

結婚・子育て応援課 少子化対策係

仕事などの理由により、保護者が家庭で
保育できないおおむね生後６か月以上の
お子さんをお預かりしています。
開所時間7:00～18:00 延長19:00まで

出産祝い品
出産

教育

町立保育所

子育て
出産

結婚・子育て応援課 保育所係

教育

1,000円

結婚・子育て応援課 子育て支援係

学童保育
全小学校区で放課後、保護者が家庭に
いない小学1~6年生をお預かりします。
利用料は軽減し、2,000円+間食代です。

一人あたり助成月額
教育

1,000円

教育委員会事務局 学校教育係

奨学資金制度
各学校長の推薦が必要です。
高校生：月額 5,000円 (返済不要)
大学生：月額50,000円 (無利子)

住まいの補助金に子育て世帯加算
次の補助金は、子育て世帯に10万円を加算します。
①安心定住促進事業（近居・同居支援）
②空き家バンク活用（空き家・空き地購入など）
③認定民間宅地購入
問い合わせ 住まい･まちづくり課 定住促進･住宅係
TEL 72-3841

交流する・出かける

休日や夜間の病気･ケガ

わくわくドーム

★新川医療圏小児急患センター

わくわくドームは、中央公園内にある屋内施設で、
テニスコート２面分の「多目的室」や大型遊具が設置
される「子どもの国」などがあり、天候にかかわらず

児童センター

（黒部市民病院内)

入善児童センターは、子育て中のパパやママ、ご家
族などがお子さんと一緒に楽しく過ごせる場所です。
毎月さまざまな楽しい行事を企画しています。館内に

走りまわって遊ぶことができます。

は子育て支援センターも併設され、子育てアドバイザー

※多目的室の貸し切りは有料です。

が育児相談などに応じます。

場所

入善町入膳456（中央公園内）

場所

入善町入膳4517-3

開館時間

火～土曜 9:00～21:00（子どもの国 17:00）

開館時間

10:00～18:00

日曜
休館日

月曜日（祝日除く）、休日の翌日、年末年始

問い合わせ 屋内多目的施設

来院前に電話連絡をしてください。
日時

夜間
日曜日･祝日

日時 平日
土曜日

18:45～21:45
8:45～11:45

★休日当番医（歯科）
町のホームページや新聞などでご確
認ください

19:00～翌9:00
13:00～翌9:00

日曜日･祝日 9:00～翌9:00

13:45～16:45
18:45～21:45

（学校などの長期休み期間 8:00～）

9:00～17:00

TEL 0765-54-2211

★小児救急電話相談（相談のみ）
TEL（局番なし）＃8000
または 076-444-1099

預ける・送迎する

定休日

日曜日、祝日、年末年始

問い合わせ

入善児童センター

★子どもデイケア「暖家」

★町ファミリー・サポート・センター

★ままほっと

TEL 0765-72-1990

（嶋田医院内）

（町社会福祉協議会内）

（町社会福祉協議会）

TEL 0765-72-3760

TEL 0765-76-0153
病気や病後のお子さんを預けること

TEL 0765-72-5686

TEL 0765-72-5686

会員登録をしたうえで、協力会員の

美容院や病院などの利用時に、お子

ができます。

方にお子さんを一時的に預けたり、

さんを預けることができます。予約

日時

平日 8:00～17:30

送迎をお願いしたりする仕組みです。

なしでも、空きがあれば利用できます。

場所

入善町高畠269

預かり場所 会員宅や児童センター

日時

料金

①５時間まで 1,500円

料金 平日7:00～19:00 500円/1時間

預かり場所

②５時間以上 2,500円

上記時間外 700円/1時間

子育てサロン

開館時間

9:30～18:00（休館日は広報などに記載）

問い合わせ

場所

入善町入膳3200

問い合わせ

図書館 TEL 0765-72-0180

★にゅうぜん電子図書館
インターネットに接続されたスマート
フォン、タブレット、パソコンなどの端
末で、電子書籍を読むことができます。
利用には図書館カードが必要です。

★おはなしぽっけ
絵本や育児雑誌などをそろえた図書コーナーで、お子さ
んとゆったり過ごせます。授乳室が併設されているほか、
ベビーカーでの利用も可能です。
毎週土曜日10:30から読み聞かせを行っています。

町社会福祉協議会

500円/1時間

発達相談
TEL 0765-72-5686

乳幼児の親子が交流する場です。開催日や時間は、事前
に広報や町社会福祉協議会ホームページでご確認ください。
名称

コスモ21・まちカフェ
（入善町椚山1336）

料金

図書館

毎週水曜日 13:00～16:00

場所

開催日

時間

上原
サロン

産業展示会館
(入善町上野777-1)

第４
金曜日

10:00～12:00

飯野
サロン

飯野ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ
(入善町東狐171-1)

第３
木曜日

9:30～11:30

小摺戸
サロン

小摺戸地区公民館
(入善町一宿622-1)

第３
水曜日

9:30～11:30

椚山
サロン

椚山公民館
(入善町椚山3410)

第２
木曜日

10:00～11:30

★にこにこ相談会
（教育委員会事務局）
TEL 0765-72-3854
お子さんの発達や生活、行動、進路

★家庭児童相談室
（新川厚生センター）
TEL 0765-52-1233
育児やしつけ、保育所、心身障がい、

★子育てテレフォン
（富山児童相談所）
TEL 076-422-5110
子どもの発達、しつけの悩み、虐待

などについて、専門家が相談を受けて

非行など、子どもや家庭のことで

相談など、18歳未満の子どもに関する

います。事前にお申し込みください。

心配ごとがあればご相談ください。

相談に電話で応じます。

日時

日時

日時

14:00～16:00

平日 9:00~16:30

24時間 365日

（相談時間は40分程度）
会場

サンウェル・検診室

ひとり親支援
★新川厚生センター福祉課
TEL 0765-52-1233
ひとり親家庭の悩み相談や制度の
情報提供、就業支援などを行います。
日時

平日 9:30～16:30

★母子家庭等就業･自立支援ｾﾝﾀｰ
（富山県母子寡婦福祉連合会内）

TEL 076-432-4210
就業相談や養育費相談などの支援

★結婚・子育て応援課
TEL 0765-72-1857
★保険福祉課
TEL 0765-72-1850

サービスを提供しています。

児童扶養手当やひとり親家庭等医療費

場所

富山市安住町5-21

助成の手続きができます。

サンシップとやま3階

日時

平日 8:30～17:15

