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清水町役場
〒411-8650　静岡県駿東郡清水町堂庭 210 番地の 1

開庁時間　午前８時 30分～午後５時 15分

子育て支援センターの情報や幼稚園・保育園施設、
子育てに関する情報などを発信しています。

【 Facebook アカウント名 】
   清水町子育てのわきみず「わ toわ」
【 アドレス 】
   https://www.facebook.com/
　　　　　  shimizutown.watowa/

こども未来課 電話　055-981-8227
こども未来課では、インスタグラム・Facebookを開設しています。

電話　055-973-1111

 

二次元コードをスキャンしてください 

清水町の子育て情報を発信！ 

 

こども未来課公式 



　子どもが幸福に暮らし、笑顔で子育て
できる町を実現するために子は町の宝と
し、地域と行政とが手をつなぎ、みんなで
子育て家庭を一緒にサポートしていきま
しょう。

　子育ては楽しいけど、時には誰かに手を貸してほしいと思うことはあり
ませんか?
　ほかの人はどんな子育てをしているのか聞いてみたいと思うことは、あ
りませんか?

　そんなとき、この清水町子育てのわきみずガイドブック「わ to わ」を
開いてみてください。

　子育てのために必要な町の手続きの方法、子どもの遊び場、保育施設、
幼稚園、一時預かり、病気やケガ…町のさまざまな情報を集めました。

　インスタグラムでは、公立保育所や幼稚園の活動の様子や子育て支援イ
ベントの様子、保育所の空き状況になどの情報発信もしています。

　笑顔あふれる子育てのために、ぜひご活用ください。

未来輝く湧水（ゆうすい）の子をみんなで応援しよう！
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子育て総合支援センター子育て総合支援センター

地域交流センター地域交流センター
清水町図書館
保健センター複合施設
（まほろば館）

清水町図書館
保健センター複合施設
（まほろば館）

こども交流館こども交流館

体育館体育館

清水町役場清水町役場

防災センター防災センター

温水プール温水プール

1 清水北幼稚園清水北幼稚園

4
清水幼稚園清水幼稚園

2
清水西幼稚園清水西幼稚園

11
伏見ぽんぽん保育園伏見ぽんぽん保育園

15 南洲伏見園南洲伏見園

14
夢咲き保育園夢咲き保育園

12
柿田ぽんぽん保育園柿田ぽんぽん保育園

13ハピネスランドハピネスランド

5

清水保育所清水保育所

6

南保育所南保育所

8

しいの木保育園しいの木保育園

9

すこやか保育園すこやか保育園

7
恵明キッズ恵明キッズ
ローズビレッジローズビレッジ

10

アドバンアドバン
かわせみ保育園かわせみ保育園

3
清水南幼稚園清水南幼稚園

総合運動公園総合運動公園

保育施設・幼稚園・託児所・町施設マップ保育施設・幼稚園・託児所・町施設マップ
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施   設   名 所在地 詳細 電話番号

055-975-7325

055-973-2320

055-931-0299

055-975-2494

055-975-8935

055-932-5016

055-943-5519

055-933-4123

055-971-7600

055-955-8808

055-946-5245

055-939-7333

055-943-5275

055-939-9788

055-981-8585

伏見647 -２

長沢238 -１

中徳倉30

堂庭95 -１

伏見47 -１

徳倉345 -１

堂庭89-16

徳倉1603-10

長沢296 -１

伏見176 -９

伏見629 -３

柿田168
 
-10

長沢181 -１

卸団地126

伏見596 -８

Ｐ27

Ｐ28

Ｐ28

Ｐ27

Ｐ29

Ｐ29

Ｐ31

Ｐ30

Ｐ30

Ｐ33

Ｐ32

Ｐ32

Ｐ34

Ｐ34

Ｐ35

施   設   名

町施設一覧表町施設一覧表
所  在  地 電話番号

清 水 北 幼 稚 園

清 水 西 幼 稚 園

清 水 南 幼 稚 園

清 水 幼 稚 園

清 水 保 育 所

南 保 育 所

恵明キッズローズビレッジ

し い の 木 保 育 園

す こ や か 保 育 園

アド バ ン か わ せ み 保 育 園

伏 見 ぽ ん ぽ ん 保 育 園

柿 田 ぽ ん ぽ ん 保 育 園

ハ ピ ネ ス ラ ン ド

夢 咲 き 保 育 園

南 洲 伏 見 園

こども未来課「児童育成係」
こども未来課「子育て支援係」
教育総務課「学校教育係」
子育て総合支援センター
こども交流館
まほろば館（清水町図書館・保健センター複合施設）
保健センター　
まほろば館（清水町図書館・保健センター複合施設）
図書館
温水プール「わくわく」
体育館
地域交流センター
防災センター

玉川24 -１サントムーン柿田川２階
玉川61 -44サントムーン柿田川２階

堂庭63 -１

堂庭63 -１

柿田166
 
-１

堂庭287
 
-１

堂庭６-１
徳倉1603-40

055-981-8227
055-981-8215
055-981-8221
055-972-2712
055-981-7700

055-971-5151

055-973-0351

055-976-8711
055-971-0160
055-972-6678
055-932-3333

堂庭210 -１

公
立
幼
稚
園

私
立
保
育
園

役
場
内

町
内
施
設

公

立

保
育
所

小

規

模

保
育
施
設
認

可

外

保
育
施
設

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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6 谷口公園谷口公園

7 伏見児童遊園地伏見児童遊園地

8
新宿児童遊園地新宿児童遊園地

9
玉川公園玉川公園

10
玉川児童遊園地玉川児童遊園地

13
八幡児童遊園地八幡児童遊園地

11
旧道広場旧道広場

12
長沢児童遊園地長沢児童遊園地

14
柿田児童遊園地柿田児童遊園地

24
外原公園外原公園

22
中徳倉公園中徳倉公園

25
徳倉コミュニティー広場徳倉コミュニティー広場

21
下徳倉児童遊園地下徳倉児童遊園地 18

湯川児童遊園地湯川児童遊園地
19

的場児童遊園地的場児童遊園地

20
的場公園的場公園

16
堂庭児童遊園地堂庭児童遊園地

26
上徳倉児童遊園地上徳倉児童遊園地

27
杉沢公園杉沢公園

23
外原児童遊園地外原児童遊園地

５ 丸池公園丸池公園1
総合運動公園総合運動公園

2
柿田川公園柿田川公園

3
本城山公園本城山公園

15
久
米
田
児
童
遊
園
地

久
米
田
児
童
遊
園
地

17
戸
畑
児
童
遊
園
地

戸
畑
児
童
遊
園
地

4
狩野川ふれあい広場狩野川ふれあい広場

公園マップ公園マップ
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総 合 運 動 公 園

伏見52-17

柿 田 川 公 園

伏見71-7

本 城 山 公 園

徳倉1921-1

丸 池 公 園

玉川11

狩 野 川 ふ れ あ い 広 場

徳倉701

町内公園案内町内公園案内

１ 2

3

5

4

トイレあり 遊具あり

ベンチあり

駐車場あり

水飲み場あり
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谷 口 公 園 伏見児童遊園地 新宿児童遊園地

玉 川 公 園 玉川児童遊園地 旧 道 広 場

長沢児童遊園地 八幡児童遊園地 柿田児童遊園地

久米田児童遊園地 堂庭児童遊園地 戸畑児童遊園地

町内公園案内町内公園案内

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17
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湯川児童遊園地 的場児童遊園地 的 場 公 園

下徳倉児童遊園地 中 徳 倉 公 園 外原児童遊園地

外 原 公 園 徳倉コミュニティー広場 上徳倉児童遊園地

杉 沢 公 園

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27

町内公園案内町内公園案内

遊具ありトイレあり

ベンチあり

駐車場あり

水飲み場あり
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子育てカレンダー

妊娠中

赤ちゃんの
発達

届出

健診

予防接種

相談訪問

教室

保育所

保育所
小規模

幼稚園

おめでとう はじめまして
赤ちゃん

一日のほとんどを
寝て過ごします

首がすわって
きます

はいはいが
上手になります

赤ちゃん誕生 生後１か月頃 生後３～４か月頃 生後７～８か月頃

２

母子健康手帳交付
出産応援給付金

マタニティ教室
ベビママ交流会

出生届
新生児出生通知書
低体重児の届出

子育て応援給付金

こども医療費助成（０歳から18歳に達した後最初の３月31日まで）

新生児聴覚検査

前期 (３か月～６か月）
離乳食講習会

産婦健診妊婦健診

１か月健診（自費）

生後２か月から　ヒブ初回３回  追加１回　

生後２か月から　ロタウイルス　

生後２か月から　小児用肺炎球菌  初回３回・追

生後２か月から　Ｂ型肝炎 ３回　　　　　　　

乳児家庭全戸訪問（４か月未満）子育て応援給付金の申請書を渡します

乳幼児健康相談

産休明けの翌月から就学前まで

産休明けの翌月から２歳児クラス終了まで

生後 2か月から　４種混合（ジフテリア・破傷風

生後３か月から  ＢＣＧ１回　

４か月児健診

6か月児健康相談
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物を上手に
つかみます

つかまり立ちが
上手になります

上手に歩ける
ようになります

自我が芽生
えてきます

おしゃべりも
上手になります

もうすぐ
小学生です

生後１０か月頃 １歳頃 １歳６か月頃 ２歳頃 ３歳頃 ６歳頃

はみがき教室後期（７か月～１歳）
離乳食講習会

加１回　

　５歳未満

　５歳未満

こどもの発達相談

ことばの相談

・百日せき・ポリオ）　１期初回３回・追加１回

麻しん・風しん（ＭＲ）１期１回

水痘（みずぼうそう） ２回  １～３歳未満

フッ素塗布（１歳６か月・２歳・２歳６か月・３歳）

日本脳炎 １期初回２回・追加１回

３歳児クラスから就学前まで

１歳６か月児健診 ３歳児健康診査

１０か月児健診 就学児健診

麻疹・風しん
（ＭＲ）２期１回

１歳未満

１歳未満
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清水町子育て包括支援センター3

『みんなでいっしょに』
　町では、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行うことを目的に、保健セン
ター内に、子育て世代包括支援センター『みんなでいっしょに』を設置しています。
　母子保健コーディネーター（保健師）を中心に、妊娠・出産・子育てについての相談に応じ、
関係機関と連携しながら支援を行っています。困ったときは、ひとりで悩まないで、まずご連
絡ください。保健師が相談に応じます。

保健センターは
図書館との複合施設
「まほろば館」内
南側です

教室等の予約は、
アプリで簡単に
出来ます。
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妊娠したら4
妊娠されたら保健センターへ  健幸づくり課　保健予防係　☎ 971-5151
　妊娠されたら、「清水町保健センター」へ届け出てください。
　町内に住民票のある方が妊娠の届出をされると、母子健康手帳や、妊娠中及び赤ちゃん
の健診費用が補助される受診票が交付されます。体調に支障がなければ、妊婦さんご本人
がお越しください。安心して出産・子育てができるよう、保健師が相談に応じます。また、母
子健康手帳交付時の面談後、出産応援給付金の支給申請を受付します。
　妊婦さん以外の方にお越しいただくときには、【委任状】の提出が必要となります。
　委任状は町ホームページからダウンロードできます。
受付時間 月～金曜日・第１土曜日　８時30分～16時（毎月第１土曜日の翌月曜日は休所日です）
届出場所 保健センター（まほろば館内）
持  ち  物 妊娠届出書・個人番号（マイナンバー）のわかるもの
 本人確認書類（写真付きのものであれば１点、写真なしのものであれば２点）
 振込先口座の分かるもの（通帳・キャッシュカード等）

母子健康手帳
　妊娠、出産、育児に関する記録となるとともに、お子様の大切な成長記録です。
　大切に保管し、健診や育児相談、予防接種の時には必ず持参してください。

『パパカード』～４種類の小冊子でアドバイス～        
　『パパカード』はパートナーや子どもとの関わり方に応じて、(1)「お父さんになるんですね。
おめでとう～父親の世界へようこそ～」、（2）「お父さん一緒にお話ししましょう～こどもと
の関係～」、(3)「お父さん、自分を大事にしようね！～こころとからだの充実～」、（4)「お父さ
ん、守ってね～～子どもの安全と安心～」の4種類を配布しています。
　パートナーや家族とカードを読んで、その時の気持ちや思いを語り合ってみてください。  
      

妊婦健康診査費用助成
　母子健康手帳交付時に、受診票をお渡ししています。
利用回数　最大１４回（届出日の週数・双子など状況に応じて変わります。）
健診場所　指定医療機関
＊公費助成分を越えた金額につきましては、自己負担となります。

マタニティ教室
　妊娠中から産後までを元気で安心して過ごしていただけるように、「マタニティ教室」を
開催しています。妊娠中のどの時期でも、何回でも参加できます。
　母子健康手帳アプリから予約をしてお越しください。     
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赤ちゃんが生まれたら5
出生届  住民課 戸籍住民係　☎ 981-8208
　赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を提出してください。
届出地　父母の本籍地、子の出生地、父母の住所・所在地のいずれかの市区町村
届出人　生まれた子の父又は母
届出に必要な書類　出生届（医師又は助産師の出生証明があるもの）、印鑑（任意）、母子健
　　　　　　　　　康手帳
※閉庁後、土曜、日曜及び祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。ただし、この場合は、母
子健康手帳への記載などはできませんので、後日住民課で手続きしてください。

※赤ちゃんの名前は人名用漢字、カタカナ、ひらがなの中からつけてください。
※出生届後、続けて児童手当・こども医療費助成の手続きをする場合があります。
　必要なもの（児童手当） 請求者名義の通帳
  請求者と配偶者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの
　必要なもの（こども医療費助成）
  父などの健康保険証

　母親が産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族などを対象に、産じょく婦や新
生児の身の回りの世話や育児を行う産後ヘルパーの利用者に対し、その実費の一部を助成
しています。

　助成の対象者は、次の要件を満たすことが必要です。
（1） 町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている人
（2） 出産後、退院した翌日から１か月以内の人。ただし、多胎出産の場合は、出産後、退院した
　　翌日から１年以内の人
（3） 日中、家族などから支援が受けられず、身の回りのことや家事、育児が困難な状態にある人
　　助成額　産後ヘルパーの利用１時間につき200円

　お母さんと赤ちゃんともに医療行為の必要がない方で、心身の不調や育児不安がある方
または休養や栄養管理等について保健指導を必要とする方は、病院で日帰り（通所）または
宿泊してお母さんと赤ちゃんの心身の休養及び回復のためのケアを受けることができます。
【宿泊型】　
　★対　象　者　　生後２か月未満までの乳児とママ    
　★利用負担額　　※ 5,400円（税込） ＜１泊２日（４食）＞利用上限４泊５日
  　 非課税・生活保護者世帯は負担なし   
【通所型（日帰り）】 　
　★対　象　者 生後４か月未満までの乳児とママ   
　★利用負担額 ※ 1,800円（税込） ＜１日（２食）＞利用上限２日
  　 非課税・生活保護者世帯は負担なし   
   【協力医療機関】　 島田産婦人科医院、三島総合病院、田中産婦人科、
　　　　　　　　　  かぬき岩端医院、桃太郎助産院、菜桜助産所
【訪問型】 
　助産師がご自宅に訪問し、授乳の相談や赤ちゃんの体重測定ができます。費用は無料です。

産後ヘルパーの利用者助成制度 こども未来課 子育て支援係　☎ 981-8215

助成の対象者

産後ケア事業 健幸づくり課　保健予防係　☎ 971-5151

　赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳別冊の中にある「新生児出生通知書」に必要事項を
記入し、切手を貼って投函いただくか、保健センターにお持ちください。赤ちゃんとお母さん
の状況に合わせ概ね、生後４か月になる前に、保健師や助産師が訪問させていただきます。
その際に、子育て応援給付金の申請書をお渡しします。

赤ちゃん訪問　 健幸づくり課　保健予防係　☎ 971-5151
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　概ね、生後６ゕ月ごろまでの赤ちゃんとママが対象です。
　子育てや生活の中での悩みや思いを率直に語り合い、共感すること、情報交換する場所
です。
　助産師による母乳についての相談や産後の体調についての相談などもできます。
　★会　　場　保健センター和室        
　★開催日時　原則　毎月第２、第４金曜日　　午前９時３０分～午前11時30分
　★スタッフ　助産師        

赤ちゃんとママの交流サロン 健幸づくり課　保健予防係　☎ 971-5151

　※ 状況によって中止することがあります。

　町では、チャイルドシート、ベビーシート、ジュニアシートのリサイクル事業を行っています。
不用になったチャイルドシートなどをお持ちの方や、譲り受けたい方はご連絡ください。

チャイルドシートリサイクル こども未来課 子育て支援係　☎ 981-8215

対象者　中学校卒業まで（15歳に達した後最初の３月31日まで）の子どもを養育している方
児童手当の支給を受けるには・・・        
　「認定請求書」を提出する必要があります。出生届や転入届の提出時に窓口で発行されま
すので、その場で記入し提出してください。
　児童手当の支給は、出生日や転入日ではなく申請日が基準となり、原則申請した月の翌月
からの支給となりますので、支給要件に該当した場合には、早めに申請を行ってください。
支給額        

※４か月分まとめて支給されます。
※支給条件や所得制限などについては、こども未来課までお問い合わせください。
申請に必要なもの 請求者名義の通帳 
 請求者・配偶者の個人番号（マイナンバー）のわかるもの   
※この他にも必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

児童手当  こども未来課 子育て支援係　☎ 981-8215

児童手当の額（１人当たり月額）
15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

    

児童の年齢
３歳未満

中学生
特例給付

支給月
6月
10月
2月

支給対象月
2月・3月・4月・5月
6月・7月・８月・9月
10月・11月・12月・1月

第 1子・第 2子
第 3子以降 
 

3 歳以上
小学校終了前

支給時期

　概ね、生後４か月頃までの赤ちゃんとお母さんを対象に交流会を行います。お子さんとの
おでかけの第一歩としてお母さん同士で情報交換をしたり、地域の先輩お母さんからのア
ドバイスをもらえる場です。
　★会場　　　　　保健センター        
　★スタッフ　　　一般社団法人いちご（事前申込み制です）     
   

ベビママ交流会　　 健幸づくり課　保健予防係　☎ 971-5151

※令和 5 年３月現在の情報です
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こども医療費助成 こども未来課 子育て支援係　☎ 981-8215
　お子さんの養育と、病気の早期発見、早期治療や保護者の経済的負担の軽減を目的に、医
療機関の入院・通院にかかる自己負担金を助成します。     
※助成を受けるには　こども医療費受給者証の交付を受けてください。
対　象　者 　０歳から18歳に達した後最初の３月31日までの子ども
 　本人（子ども）と保護者の住所が清水町にあり、健康保険に加入している子ども
自己負担額 　入院及び通院　無料（保険診療分のみ）
 　※予防接種や容器代などの各種保険適用とならない費用は対象外です。

救急医療機関
　夜間の急な発熱やけがなどでお困りの時や、救急病院を受診するべきか迷っているとき、
小児科医や看護師から電話でアドバイスが受けられます。

病児保育（病児対応型保育）施設利用料の助成

　病気または病気の回復期で集団保育や集団生活が困難なお子さんを保育する施設（病児
対応型保育施設）を利用した場合に、助成金が支給されます。
※利用した日から１年以内に「清水町病児保育利用料助成金交付申請書」に、領収書等の金
額がわかる書類を添付して、申請してください。

　対象者 町内に住所を有し、病児保育施設を利用した児童の保護者。
　補助額 １日の利用料の２分の１（上限1,000円）の額　※同月内３日分まで

　救急医療協力医は変更になる場合がありますので、テレホンサービスでご確認いただく
か、検索サービスをご利用ください。        

相談時間  平日：18時～翌朝８時  土曜：13時～翌朝８時　日・祝・年末年始：８時～翌朝８時
＜参考サイト＞        
こども救急ホームページ「子どもの救急（ＯＮＬＩＮＥ-ＱＱ)］　 対象年齢 （生後1か月～６歳）
http://kodomo-qq.ｊｐ/index.php  公益社団法人日本小児科学会

〇医療機関を受診する際、保険証と一緒に「受給者証」を必ず提出してください。
〇「受給者証」は有効期間の間、大切に保管してください。
〇静岡県外の医療機関では使用できません。県外で受診した場合は、医療機関で自己負
担額をお支払いいただき、後日、こども未来課で「払い戻し」の手続きをしてください。

　その際、「領収証」「受給者証」「お子さんの保険証」をご持参ください。
〇保育所・幼稚園・学校などでけがをされた場合、日本スポーツ振興センターなどの公
的機関より災害共済給付金が支給されますので、「こども医療費受給者証」は使用せ
ず健康保険証のみで受診してください。

静岡こども救急電話相談　　♯8000  または  054-247-9910

救急医療協力医（夜間、土・日曜日、祝休日）

電話で問い合わせ
救急医療協力医テレホンサービス

〇 本日の救急担当医を教えてくれます。 
 ☎ 055-958-0119 

清水町公式ホームページから

こども未来課　子育て支援係　☎ 981-8215

〇 町ホームページトップの「日曜祝日夜間
緊急当番医」のリンクからご覧ください。
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沼津夜間救急医療センター ☎ 055-926-8699
住　　所　沼津市日の出町１-15      
　　　　　（ぬまづ健康福祉プラザ（サンウェルぬまづ）１階東側） ※出入口は南側
診療科目 内科　　小児科　　外科
休  診  日　なし      
診療時間　２０時３０分から翌朝７時　土・日・祝日・年末年始は１８時から翌朝７時   
           

救急車を呼ぶ時は？　　 ☎ 局番なしの 「119」
　明らかに重症の場合は、迷わず１１９番をご利用ください。通報の際、普段何気なく使用し
ている自宅の電話番号さえ、とっさに言えないケースがあります。自宅や携帯の「住所・電話
番号」をメモしておくなど準備をしておくといいですね。

①子育て家庭を地域、企業、行政が一体となって応援すること
②地域との触れ合いの中で子育ての孤立感をなくすこと
③子どもと保護者とのふれあいを深めること
を目的として実施しています。
対　　象　18歳未満の子どものいる「子育て家庭」と妊娠中の方
使用方法 18歳未満の子どもを同伴した保護者又は妊娠中の方が、協賛店舗にて『しずおか

子育て優待カード』を提示すると、お店が定めた『応援サービス』が受けられます。
カードは、全国共通ロゴマークのある協賛店舗で使えます。

協  賛  店 協賛店舗は、ステッカー、ポスター、ミニのぼりを掲示しているお店です。
 県のホームページでは、県内全ての協賛店舗をご覧いただけます。
お  願  い カードの裏面にお子様の氏名、生年月日を記入してください。
 子どもが満18歳になった場合は、ご使用できませんのでご了承ください。
 「応援サービス」などについては、変更となる場合がありますので、使用時にご確
　　　　　認ください。

しずおか子育て優待カード こども未来課 子育て支援係　☎ 981-8215
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乳児家庭全戸訪問　　　　　
　町内在住の生後４か月未満の赤ちゃんのいるご家庭に保健師などが訪問して、体重測定
や育児・産後の相談を行います。        

４か月・10か月児健康診査　　
　母子健康手帳交付時に交付した生後４か月児と10か月児の健康診査受診票を使用して
指定医療機関で受診してください。
　　会　　場　指定医療機関（事前に予約などお問い合わせください。）
　　持 ち 物　母子健康手帳　健康診査受診票　保険証　こども医療費受給者証
　　　　　　　お子さんに必要なもの

乳幼児健康相談　　　　　　 

離乳食講習会　　　　　　 　　

　お子さんの健やかな成長を願って、「乳幼児健康相談」を行っています。育児の不安や疑問
の解消のためにもお気軽にご利用ください。相談は保健師・栄養士が行います。
　　内　　容　身体測定、尿検査、子育てのお悩み相談、食事についての相談
　　　　　　　事前に保健センターにご連絡ください。(個別相談は予約制）
　　日　　時　毎月第２、４金曜日　　　      
　　受付時間　９時30分～11時00分      
　　会　　場　保健センター（図書館・保健センター複合施設「まほろば館」内）  

子どもの健康について　　　健幸づくり課　保健予防係　☎９７１－５１５１
　お子さんが小さい頃は健康や発達など成長に関することで悩みはつきものですね。健診
や相談は、赤ちゃんの発育、栄養状態・病気などの健康状態を見逃さないために実施されます。
　普段気になっていることや心配なことを相談するチャンスですので、大いに活用してくだ
さいね。        

  
〇これから離乳食を始めようと思っている   
〇離乳食を始めたばかり、始めて見たけれど   
　これでいいのか心配　など  
〇母子健康手帳アプリから予約をしてください。
〇お持ち帰りレシピ付き。
〇調理実演があり、やわらかさや大きさを確認できます。
〇疑問はその場でどんどん投げかけてください。

会　場
日　時

持ち物
 

保健センター（図書館・保健センター複合施設「まほろば館」内）
（前期）偶数月　第１木曜日　13時00分～概ね１時間
（後期）奇数月　第１木曜日　13時00分～概ね１時間
筆記用具　　母子健康手帳　　抱っこひもまたはおんぶひも
赤ちゃんに必要なもの      

前期　離乳食講習会
生後３か月～６か月のお子さん対象   

〇なんとなく進めているけれど、この後どうしよう
〇離乳食を食べてくれない、食べ過ぎてしまう
〇体重が思うようにのびない　など

後期　離乳食講習会
生後７か月～1歳児のお子さん対象 
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子どもの健康について 健幸づくり課　保健予防係　☎971-5151
6 か月児健康相談

内　容

日時・受付時間
会　場
持ち物

3歳児健康診査

内　容

日時・受付時間
会　場

持ち物

1歳 6か月児健康診査

６か月児健康相談・１歳６か月児健診・３歳児健診
注意事項
・ 対象者には対象前月にお知らせを郵送します。
・ 貴重品は各自で管理してください。
・ お子さんの成長を確認する大事な機会です。
必ずお受けください。

身体測定、内科診察、歯科健診・育児相談、歯科相談、栄養相談（希望者）
原則毎月第2火曜日　　午後（通知をご確認ください）
保健センター（図書館・保健センター複合施設「まほろば館」内）
母子健康手帳・問診票・バスタオル・お子さんに必要なもの

身体計測・栄養、歯のお話・育児相談・個別栄養相談（希望者）
ブックスタート
原則毎月第1火曜日　　午前（通知をご確認ください）
保健センター（図書館・保健センター複合施設「まほろば館」内）
母子健康手帳・問診票・お子さんに必要なもの

内　容
日時・受付時間
会　場
持ち物

身体測定、内科診察、歯科健診・眼科検査・尿検査、育児相談、歯科相談
栄養相談(希望者）
原則毎月第4火曜日　　午後（通知をご確認ください）
保健センター（図書館・保健センター複合施設「まほろば館」内）
母子健康手帳・問診票・採取した尿・バスタオル・お子さんに必要なもの
☆健診当日の朝起きてすぐの一番尿を自宅で採取し、容器に入れてお持
　ちください。（前日は果実や清涼飲料水、ビタミンCを含む物の摂取を
　控えてください。）
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子育てに悩んだら6

☆事前申し込み制になります。希望日時・相談内
容を事前に保健センターまでご連絡 ください。

相談時間　毎週月曜～金曜　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）
相談方法　電話・メール（kosodate@town.shizuoka-shimizu.lg.jp）
　　　　　または来庁（予約優先）

保健センターでの相談 健幸づくり課　保健予防係　☎971-5151

清水町子ども家庭総合支援拠点　こども未来課　子育て支援係　☎981-8215

東部児童相談所 　相談受付　☎ 920-2085　虐待通報電話　☎ 189

ことばの相談
　ことばがなかなか出てこない、何を言っているのか聞き取れない、どもる、音が置き換わっ
てしまうなど、お子さんのことばについて心配や不安のある方は、ご相談ください。
日程　月２～３回　概ね金曜日（日程については、広報掲載）

こどもの発達相談
　発達が遅いのではないか、視線が合いにくい、ことばがなかなか出てこない、手がかかり
どうしたら良いか悩むなど、お子さんの発達について心配や不安のある方は、心理士等が発
達・心理相談に応じます。
日程　月３回（日程については、広報掲載）

　１８歳未満のお子さんのさまざまな相談に応じたり、児童虐待が疑われる場合の通報を受
け付け、改善に向けた支援を行います。
相談の内容　虐待の通報・相談、発達に関する相談、性格・行動などの相談、非行相談、家庭

で育てられない子どもの相談
相談受付日　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 
相談受付時間　８時３０分～１７時

　町内すべての子どもとその家庭・妊産婦を対象に、様々な相談に対応し
関係機関と連携を図りながら、実情に応じた適切な支援に繋げていきます。
　子育ての大変さをひとりで抱えるのではなく相談してみてください。
　子ども家庭支援員がより良い方法を一緒に考えます。

・虐待通報電話（189）は、24時間 365日、つなが
ります。
・お住まいの地域の児童相談所につながります。
・連絡は匿名で行うことも可能です。
・連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
・相談は無料です。
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予防接種7
予防接種について　　　　　 健幸づくり課　保健予防係　☎971-5151

予防接種一覧表

　お母さんから赤ちゃんに受け継がれた免疫は、自然に失われていきます。赤ちゃん自身が
免疫をつくって病気を予防するために予防接種を行います。
　赤ちゃんは発育と共に外出の機会が増え、感染症にかかる可能性も高くなりますので、時
期が来たら早めに接種することをお勧めします。

　接種場所は指定医療機関になります。     
年齢対象者には、個別にご案内を送ります。     
（転入の方は、接種券を交付しますので、母子健康手帳を
ご持参のうえ、保健センターにお越しください。     

★接種間隔を守りましょう。
★接種期間・間隔が短いものもありますので、よく確認して早めに受けましょう。
★名前入りの実施通知書（接種券となります）を紛失した場合は再発行します
ので、母子健康手帳を持って、保健センターにお越しください。

★病気や長期療養などで定期の期間で受けられない場合は、保健センターにご
相談ください。
★母子健康手帳アプリを登録しておくと、最適な接種日の自動表示や、プッ
シュ通知による接種日お知らせ機能を利用でき、簡単に予防接種の管理が
できます。

ヒブ

小児用肺炎球菌

B型肝炎

４種混合

BCG

MR（麻しん風しん）１期

水痘

日本脳炎１期

MR（麻しん風しん）2期

日本脳炎２期

２種混合

１期初回３回
追加１回

予防接種名
　　　　　　

生後 2か月から５歳の誕生日の前日まで

生後 2か月から５歳の誕生日の前日まで

生後 2か月から 1歳の誕生日の前日まで

生後 2か月から７歳６か月になる日の前日まで

生後３か月から 1歳の誕生日の前日まで

１歳の誕生日から２歳の誕生日の前日まで

１歳の誕生日から 3歳の誕生日の前日まで

３歳から７歳６か月になる日の前日まで

５歳以上７歳未満で小学校就学の１年前児

９歳から 13歳未満

11歳から 13歳未満

   

対象者 回　数

初回３回 追加１回 

初回３回 追加１回 

３回

１回

１回

２回

初回２回 追加１回 

１回

１回

１回

 

ロタウイルス※
①生後２か月から生後24週０日
②生後２か月から生後32週０日

①２回
②３回

※ ワクチンの種類によって、対象期間と回数が異なります。



清水町子育てのわきみずガイドブック わ to わ清水町子育てのわきみずガイドブック わ to わ24

子どもの教育と保育8
幼稚園と保育施設を利用する    こども未来課　児童育成係　☎981－8227

公立幼稚園・公立保育所の1日の流れについて
《幼稚園の一日の流れ》

☆保育を受ける為の認定…子ども・子育て支援新制度により、保育の利用を申し込む際、
認定申請も併せて行っていただきます。

1号認定
教育時間
標準認定 お子さんが満３歳

以上で教育を希望
する場合

◯新制度幼稚園
○認定こども園
　（幼稚園部分）

2号認定
保育認定

お子さんが満３歳
以上で「保育の必要
な事由」に該当し、
保育所などでの保
育を希望する場合

3号認定
保育認定

お子さんが満３歳
未満で「保育の必要
な事由」に該当し、
保育所などでの保
育を希望する場合

次のいずれかに区分されます。
a. 保育標準時間（１日の保育利用時間11時間）
　フルタイムを想定し、就労時間月120時間以上
b. 保育短時間（１日の保育利用時間８時間）
　パートタイムを想定し、就労時間月64時間以上

さらに

◯公立・私立保育所　　◯小規模保育施設
◯認定こども園（保育所部分）

保育標準時間や保育短時間の時間帯は
施設によって異なります。
最大利用時間である11時間や８時間を超え
る保育を受ける場合には、延長保育料が発
生します。

時間 備　考8：00～
預かり保育 友達との遊び登園

身支度

8:30
降園
14:00

預かり保育
～17：00

昼食準備
昼食
片付け

11:00
降園準備
帰りの会
読み聞かせ

通常日課
月～金　８：30～14：00

預かり保育
8:00～8:30・14:00～17:00

13:009:00
友達との遊び
12:30

内容

時間 備　考8：00～
預かり保育 預かり保育友達との遊び登園

身支度

8:30 ～17：00
昼食準備
帰りの会
読み聞かせ

11:00
短縮日課 (研修・園行事・随時)
８：30～11：30
預かり保育

8:00～8:30・11:30～17:00

9:00
降園
11:30

内容

《保育所の一日の流れ》
時間 備　考7：15～

乳児内容
(0・1・2歳児）

順次登所
自由遊び
視診

出席調べ

降所

土曜日
18：00

主な経験や活動
　

健康・遊び・
生活

おやつ・片付け
順次降所

異年齢児交流保育

おやつ 昼食

生活指導
遊び

午睡（年間）
9:00 ～19：0010:45

通常日課
月～金　7：15～19：00
土曜日　7：15～18：00

15:009:30 12:30

時間 備　考7：15～

幼児内容
(3・4・5歳児）

順次登所
自由遊び
視診

出席調べ

降所

土曜日
18：00

おやつ・片付け
順次降所

異年齢児交流保育

主な経験や活動
　生活指導・リズム表現

遊具遊び・自然体験
体育遊び・言語活動

造形活動
その他年齢に伴う活動

昼食
遊び

午睡
（3・4歳児 年間）
（5歳児　7・8月）

9:00 ～19：0011:00
通常日課

月～金　7：15～19：00
土曜日　7：15～18：00
＊土曜日・希望保育は、全年齢午睡

15:0013:00
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【預かり保育について】
対象者　年少クラス以上の保育の必要性の認定を受けた幼稚園利用者（新２号認定）
無償となる上限金額　月額上限11,300円又は月内利用日数×450円のうち低い方
　（住民税非課税世帯の満３歳児は、月額上限16,300円又は月内利用日数×450円のうち低い方）

【給食費の取り扱いについて】
　幼児教育・保育の無償化に伴い、３歳～５歳児の給食費が施設での実費徴収となります。
　なお、下記条件のいずれかを満たす世帯については、副食費が免除となります。
　（副食費の免除額は施設によって異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。）

記

１　年収360万円未満相当（市町村民税所得割額が77,100円以下）の世帯
２　１号認定児童（幼稚園利用者）：小学３年生以下の児童から数えて第３子以降の児童
３　２号認定児童（保育園利用者）：小学校入学前の児童から数えて第３子以降の児童

※幼児教育・保育の無償化の詳細については、町のホームページ又は内閣府ホームページ
をご確認ください。

町のホームページ 内閣府のホームページ

幼児教育・保育無償化について　   　　　　 児童育成係　☎９８１-８２２７

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化制度が施行されました。

【利用料について】
対象者　３歳～5歳児クラスのすべての子ども※幼稚園満３歳児クラスを含む
　　　　（０～２歳児クラスについては住民税非課税世帯のみ対象）
無償となる上限金額
　・ 認可施設利用者　なし
　・ 新制度未移行幼稚園利用者　月額上限25,700円　※給付認定の申請が必要です。
　・ 認可外保育施設利用者　　　月額上限37,000円　※給付認定の申請が必要です。
　　　　　　　　　　　　　（０～２歳児の住民税非課税世帯は月額上限42,000円）
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町立幼稚園預かり保育について

町立幼稚園共通事項

町立幼稚園の申し込み方法

●お問い合わせ先●
こども未来課 児童育成係　電話 981-8227

〇町立幼稚園では子育て支援策の一つとして、幼稚園在園児対象に預かり保育を実施して
います。
対象園児

預かり保育実施日
及び保育時間

預かり保育を
行わない日

８時30分～14時     
土曜日・日曜日・祝日・春季休暇・夏季休暇・冬季休暇
一斉給食　火曜日（清水・南・西）・木曜日（北）・金曜日（全園）
お弁当・給食選択日　一斉給食日以外
（園外保育に行くときはお弁当をお願いすることがあります）
徒歩通園
＊ベビーカー（未就園児）自転車の利用は可能です。
＊自家用車での送迎はご相談ください。

＊各幼稚園に直接お申し込みください。
＊申し込み用紙等必要書類は、各幼稚園及びこども未来課で配布しております。
＊年度初め（４月）の入園の申し込みは、前年度の９月上旬とさせていただいておりま
す。

＊年度途中の入園の申し込みも、随時受け付けております。
＊幼稚園の見学ができます。各幼稚園にお問い合わせください。

詳しくは、こども未来課までお問い合わせください。

開園時間
園の休日

昼食

通園方法

〇一時預かり利用料（新２号認定を受けてない方の保育料）

早朝保育
通常保育14時降園
午前保育11時半降園

長期休業期間

８時から保育開始まで  
保育終了～17時  
保育終了～17時  
８時～17時  
８時～12時  
12時～17時  

保育の種類 開設時間 利用料

在園児のうち、保護者が預かり保育を希望する園児
幼稚園の保育実施日 ８時から保育開始時間まで
 保育終了時間から17時まで
長期休業中（春休み・夏休み・冬休み）　　８時～17時
土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始
園長が特に必要と認めた日     
（運動会・行事などの代休日・卒園式・離任式・年度末等）

０円  
150円  
250円  
450円  
200円  
250円  

※事前に園にご相談ください。（仕事や通院、学校行事等で利用できます。）
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入園式・親子遠足・家族参観日・七夕まつり・体験保育・じゃがいも堀・運動会・さつまいも堀・秋の遠足
わくわくランド（発表会）・クリスマス会・お茶会・たこあげ・豆まき・ひなまつり・お別れ会・卒園式
年間を通じて…誕生会・お話会・野菜の栽培・収穫・栄養教室・避難訓練（地震・火災）・防犯訓練
　　　　　　　園外保育・交通教室・えいごで遊ぼう・遊ぼう会

　清水幼稚園は、町の中心部にありながらも、芝生が広がる広い園庭からは田畑が見渡せ、季節
の虫や自然を身近に感じながら遊ぶことができます。平家の園舎もすぐに園庭に出かけて遊べ
る環境であり、戸外遊びが活発です。園内にある畑では特色でもある食育活動として、子供たち
が自分たちで野菜を育て収穫するだけでなく、保護者サークルに協力していただきながら、一緒
に調理をしたり、みんなで一緒に食べる実践活動も行っています。地域の方や講師の方に来て
いただいての読み聞かせ会や栄養教室・英語で遊ぼうなども子どもたちの保育活動に生かして
います。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

園目標
ねらい

☆ 心豊かな　たくましい子 ☆
〇思い切り遊べる子　　〇思いやりのあるやさしい子　　〇自分でできる子
通常保育時間　　８時30分～14時
預かり保育時間　８時～８時30分　14時～17時

堂庭95-１

玉川・堂庭・久米田・戸田・畑中・的場・湯川通園区
定員
120名

975-2494清水町立清水幼稚園

入園式　卒園式　親子遠足　参観日　七夕まつり　体験保育　運動会　じゃが芋堀　さつま芋堀
秋の遠足　おたのしみのくに（発表会）　クリスマス会　お茶会　たこあげ　豆まき　ひなまつり　お別れ会
年間を通して・・・英語で遊ぼう　お話会　誕生日会　避難訓練　防犯訓練　園外保育　
　　　　　　　 栄養教室　シニアクラブ交流　遊ぼう会　父親保育体験

　北幼稚園は、『おひさまのように』を合言葉に、子ども達はもちろん保護者の方々や地域の皆さんとの
温かい繋がりを大切にしています。「おひさま活動」と称して異年齢交流や、父親・母親の保育体験など
も実施。人とのふれあいを大切に、「遊びの中での学び」を大切にした保育を行っています。きれいに生
えそろった芝生は子どもたちの大好きな遊び場所です。体を動かして元気いっぱい遊びを楽しむことが
できます。また、地域のボランティアさんによるお話会やお楽しみ劇場・サッカー教室や講師の先生をお
呼びしての英語で遊ぼう・栄養教室なども行い、様々な体験を楽しむことができる幼稚園です！！

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

園目標
ねらい

☆ 心豊かにたくましく生きる子 ☆ 合言葉『おひさまのように』
   ～豊かな心をもち生き生きと活動する子～

〇目を輝かせて遊べる子   
〇思いやりのある子   
〇自分で表現できる子   

お：おおきなこえであいさつしよう
ひ：ひろげよう！ともだちのわ
さ：ささえあおう！みんななかま
ま：まいにちげんきにあそぼう！

通常保育時間　　８時30分～14時
預かり保育時間　８時～8時30分　14時～17時

伏見647-２

新宿・伏見・八幡（国道1号以北）通園区
定員
180名

975-7325清水町立清水北幼稚園
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参観日・親子遠足・七夕まつり・花火教室・運動会・秋の遠足・ゆうすいまつり・いもほり
わくわくランド（発表会）・クリスマス会・お茶会・豆まき・ひなまつり・お別れ会・園外保育
年間通して…お話ポケット・誕生日会・避難訓練・防犯訓練・交通教室・栄養教室・クッキング
サッカー教室・フットサル教室・保・小中高との交流会・園外保育・子育てふれあいランド

　南幼稚園は、広い園舎に広い園庭、園庭にはきれいな芝生が生えそろい、子どもたちは体を十分
に動かして元気いっぱい遊びを楽しむことができます。
　わくわく・どきどき子どもたちの興味関心を大切に、いろいろな体験活動や遊びを通じた総合的
な指導を行っています。       
　地域交流（南保育所・しいの木保育園・南小学校・南中学校・沼津商業高校・シニアクラブなど）を
通じて、様々な方とのかかわりを大切に子どもたちの心の教育に繋げています。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

園目標
ねらい

☆ 心も体も元気な子 ☆　みんな　なかよし　みなみっこ
〇元気に遊べる子　　〇自分で考えて行動できる子　　〇人の気持ちがわかる子
通常保育時間　　８時30分～14時       
預かり保育時間　８時～８時30分　14時～17時

中徳倉30

徳倉・中徳倉通園区
定員
290名

931-0299清水町立清水南幼稚園

入園式・親子遠足・七夕まつり・水遊び・探検ごっこ・花火教室・運動会・秋の遠足・いもほり・お祭り
ごっこ・発表会・クリスマス会・もちつき・お茶会・豆まき・ひな祭り・お別れ会・サッカー教室・卒園式
年間を通じて…園外保育（各学年様々な場所に）・参観会・地域との触れ合い（未就園児・小学校・保
育園・高齢者）・お話会・交通教室・誕生日会・避難・防犯訓練・栄養教室・クッキング・季節の野菜
収穫・英語であそぼ

　西幼稚園は「うんどう大好き・ともだち大好き・あそび大好き」を３つの柱とし、遊び・様々な活動・
感動体験を通して「生きる力」の基礎を育てています。
　絵本に親しむ保育・食育活動（野菜栽培・クッキング）地域との交流・英語に親しむを園の特色と
して、年間を通じて活動を行っています。現在英語を話せる職員もおり、子ども達は園生活の中で、
常に英語のシャワーを浴びることが出来ます。
　また、小学校と隣接しているため西小との連携が取りやすく、日々の登降園が小学校の登下校の
練習にもなります。
　未就園児対象の園庭開放もありますので、元気いっぱいの西幼稚園に遊びに来てくださいね。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

園目標
ねらい

☆ 豊かな心の子 ☆
〇自分で表現できる子  　〇自分で考えて行動できる子　　〇思いやりのある子
通常保育時間　　８時30分～14時       
預かり保育時間　８時～８時30分　14時～17時

長沢238-1

柿田・長沢・八幡（国道1号以南）通園区
定員
180名

973-2320清水町立清水西幼稚園



清水町子育てのわきみずガイドブック わ to わ清水町子育てのわきみずガイドブック わ to わ 29

産休明けの翌月から就学前まで受け入れ可能月齢

産休明けの翌月から就学前まで受け入れ可能月齢

入所式・誕生会・参観日・所外保育 
季節の行事（こどもの日・プール開き・七夕・秋祭り・もちつき・クリスマス会・豆まき・ひな祭り）
シニアクラブとの交流・避難訓練・防犯訓練・小中学生との交流
おはなし会・えいごで遊ぼう・お別れ会・修了式　　など

　清水保育所は、近くに大型商業施設をはじめ、柿田川公園や丸池、総合運動公園などの自然環境
に恵まれた好立地にあります。身近な自然の中で季節を感じ、地域の人々とのふれあいの中で、心
優しい豊かな心を育んでいます。恵まれた環境の中で、いろいろな遊びや経験を通して、子ども一
人ひとりの育ちを大切にした保育と地域に愛される保育所を目指しています。

主な行事

開所時間

アピール
ポイント

保育
目標
ねらい

保育
目標
ねらい

☆ 心豊かで、いきいきとした子どもに育てる ☆

平日　７時15分～19時　　土曜日　７時15分～18時

〇丈夫な身体、元気な子　　〇思いやりのある子　
〇みんなと仲良く遊べる子　　〇感謝できる子　　〇自分のことは自分でする子

〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

伏見47-１ 定員
100名

975-8935清水町立清水保育所

入所式・誕生会・季節の行事（こどもの日・プール開き・七夕・秋まつり・クリスマス会・もちつき・
豆まき・ひな祭り・お別れ会）・所外保育・参観日・運動会・発表会・修了式・幼稚園小中高校生との
交流会・シニアクラブとの交流会・おはなし会・英語であそぼう・栄養教室・交通教室・避難訓練・
防犯訓練　など

　南保育所は、保育所周辺に緑が多く、自然に囲まれています。天気の良い日はお散歩に出かけ、
のびのびと過ごすことができる保育所です。また、異年齢での活動や小中高生・地域との交流を行
い、人との関わりを大切にしています。
　「心豊かでいきいきとした子どもに育てる」を保育方針として、一人一人の子どもを大切に保有
しています。

主な行事

開所時間

アピール
ポイント

☆ 心豊かでいきいきした子どもに育てる ☆

平日　７時15分～19時　　土曜日　７時15分～18時

〇丈夫な体、元気な子　　〇思いやりのある子　
〇みんなと仲良く遊べる子　　〇感謝できる子　　〇自分のことは自分でする子

〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

徳倉345-１ 定員
150名

932-5016清水町立南保育所
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保育
目標
ねらい

保育
目標
ねらい

４月 入園式　 ５月 親子遠足　 ６月 父親参加奉仕の日・運動会　 ７月 プール遊び・七夕夏祭り
８月 流しそうめん大会　　９月 敬老お遊び会　　10月 ハロウィン・作品展
12月 保育発表会・クリスマス会・餅つき大会　　１月 正月遊び・保護者懇談会
２月 豆まき　　３月 ひな祭り・お別れ遠足・卒園・修園式

　すこやか保育園は、はだし保育やマーチングを通してすこやかな子ども達が育つ保育を行って
います。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

☆ つよいからだ　やさしいこころ ☆

平日　７時～19時　　土曜日　７時～18時

〇　心身ともにじょうぶなからだ
〇　人に対してやさしく思いやる心
〇　前向きで意欲のある子

〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

長沢296-１

産休明けの翌月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
90名

971-7600私立すこやか保育園

しいの木保育園は、「人と人　心と心を大切に」をモットーに保育を心掛けています。　　　　
園庭は芝生化(安心・安全の場所)を実施しております。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

☆ 共生と貢献　よく食べ、よく生き、まっすぐな心で、輝け瞳！ ☆

平   日  ７時～19時　　土曜日　７時～18時
日曜日  ８時～17時30分

〇健康な体をもち、人との関わりの中で主体的に活動できる子

〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

徳倉1603-10

産休明けの翌月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
100名

933-4123私立しいの木保育園

春

夏

毎月 誕生会・お茶会・体操・サッカー・避難訓練・その他、地域交流行事など

秋

冬

10月　さつま芋堀り・ハロウィン  
11月　秋を探そう  
12月　発表会・クリスマス会  
１月　たこあげ　繭玉つくり　  
２月　豆まき・親子ふれあい参観日  
じゃがいも植え付け・チャイルドオリンピック
３月　ひな祭り・お別れ会・卒園式  

４月　入園進級式・子どもの日
５月　さつま芋のつるさし
６月　じゃが芋堀り・カレークッキング
７月　プール遊び・七夕・夏まつり
８月　流しそうめん・すいか割り
９月　運動会・敬老訪問・防災の日
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●お問い合わせ先●
こども未来課 児童育成係　電話 981-8227

※見学希望の際は、各施設に直接お問い合わせください。

認可保育園の申し込み方法
＊清水町役場こども未来課でお申し込みください。
＊申し込み用紙等必要書類は、こども未来課で配布しております。
＊年度途中の入所の申し込みを受け付けております。
　入所希望月の前月の15日までにお申し込みください。（15日が休日の場合は、直前の
平日が締切日となります。）

＊年度初め（４月）の入所ご希望の場合は一斉申し込み期間を設けております。
　入所希望年度の前年度の11月頃を、申し込み期間とさせていただいております。
＊1号認定（幼稚園）の入園希望の方は、直接園にお申し込みください。

詳しくはこども未来課（☎981-8227）までお問い合わせください。

恵明キッズローズビレッジは、周囲を田んぼに囲まれ、５月には園庭の水路沿いに植えられたつ
るバラが満開になり、水路で鴨が泳いだり、自然環境に大変恵まれた場所に設置され、小学校・病
院も近くにあります。　また、農園保育、食育に力を入れています。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

保育
目標
ねらい

☆ 子どもには子どもの世界がある ☆

平日　7時～19時　　土曜日　７時～18時
〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

堂庭89-16

産休明けの翌月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
96名

943-5519私立（保育所型認定こども園）
恵明キッズローズビレッジ

４月
５月
６月
７月
８月
９月

入園進級式　慣らし保育　さくら祭り
こどもの日の集い　ローズ祭　内科健診
歯科健診　にこにこ運動会（0.1.2歳児）
プール開き　あじさい祭り
すいか割り大会　プール収め
恵明なかよし運動会

１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

ハロウィンお誕生日会　コスモス祭り
親子遠足　七五三御祝会  
クリスマス会　おもちつき大会  
新年の会  
節分豆まき　お楽しみ会  
卒園式  

〇子ども達が様々な経験や体験の中で《優しく思いやりのある豊かな心》が育まれることを願
い、ひとりひとりの子どもが持つ無限の可能性を大切にし、穏やかに生き生きと成長できる保
育を心がけていきます。
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保育
目標
ねらい

主な行事

開園時間
平日　７時～19時　　土曜日　７時30分～18時30分
〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

伏見629-３

産休明けの翌月から２歳児クラス終了まで受け入れ可能月齢
定員
19名

９４６-5245小規模保育Ａ型事業所
伏見ぽんぽん保育園

アピール
ポイント

柿田168-10

産休明けの翌月から２歳児クラス終了まで受け入れ可能月齢
定員
19名

939-7333小規模保育Ａ型事業所
柿田ぽんぽん保育園

☆「生きるって楽しい」を持ち続けられる人生であるために、「生きるって楽しい」を感じ取れる
環境であり続ける☆       

〇楽しく温かい雰囲気の中で、子どもの些細な心の動きや体調の変化に対応した保育に努めま
す。       

〇子どもの主体性を尊重します。
〇家庭とともに、子どもの成長の喜びを共有できる活動を創作します。
〇職員は、継続して保育者としての資質向上に努めます。
〇社会と園児の間に保育園を存在させるべく、積極的に地域社会と交流します。

お誕生日会…その子の誕生日当日に行うお誕生日会と参観会。
表 現 活 動…アトリエリスタ（舞台監督・写真家・デザイナー等）と保育時間を過ごします。
各季節行事…じゃが芋掘り・流しそうめん・運動会ごっこ・クリスマス会などの行事は、子ども

たちの姿を見て、時期や開催を決定するので園や年度により異なります。

　ぽんぽん保育園の園名には、「お腹《ぽんぽん》の中のような安心感ある場所であるように」
「感動や喜びがたくさん《ぽんぽん》生まれる時となるように」との願いを込めています。
　それを目指すべく、充実した職員体制が、愛着・信頼関係の形成や豊富な実体験を可能として
います。       
　是非、見学にお越しいただき、園の雰囲気を感じてください。
　Ｗｅｂサイトは「ぽんぽん保育園」で検索。　ＵＲＬ http://www.ponpon-hoiku.com
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　アドバンかわせみ保育園を運営する株式会社アドバンは語学学校を経営しております。
　英語は世界の共用語として、小学校から英語授業が重視されています。アドバンかわせみ保育
園では、社員である英語教師（外国人）を招き、０歳から正しい発音で絵本の読み聞かせや、歌や
ダンス、フラッシュカードを使った英語遊びを楽しんでいます。日常保育に簡単な英単語も卒園
までに学習しています。

保育
目標
ねらい

〇各季節行事
   こどもの日・父・母の日・七夕・ハロウィン・クリスマス会など主な行事

開園時間

アピール
ポイント

平日、土曜日　　７時～19時

〇友だちと楽しく遊び思いやりのある子ども
〇感性豊かな子ども
〇自分で考え行動する子ども
〇子どもの気持ちに寄り添いながら愛情を持って豊かな保育をしていきます。

〇保育標準時間・短時間認定により利用できる時間が異なります。
〇認定時間外の利用は別途延長料金がかかります。

伏見176-９

産休明けの翌月から２歳児クラス終了まで受け入れ可能月齢
定員
19名

955-8808小規模保育Ａ型事業所
アドバンかわせみ保育園

小規模保育Ａ型事業所について

小規模保育園の申し込み方法
＊清水町役場こども未来課にてお申し込みください。
＊申し込みに必要な書類は、こども未来課で配布しております。
＊年度途中の入所のお申し込みも受け付けてしております。　　
　入所希望月の前月15日までにお申し込みください。（15日が休日の場合は、直前の平
日が締切日となります。）       

＊年度初め（４月）の入所を希望の場合は、一斉の申し込み期間を設けております。　　
　入所を希望する年度の前年度、11月頃をお申し込み期間とさせていただいております。
＊1号認定（幼稚園）の入園希望の方は、直接園にお申し込みください。　　

詳しくはこども未来課（☎981-8227）までお問い合わせください。

＊ 小規模保育事業については、町による認可事業として、児童福祉法に位置付けられて
おり、家庭的な雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。

定員

対象児

職員資格

給食

 

19名以下

０～２歳児まで

保育士 

自園調理

  

※見学希望の際は、各施設に
　直接お問い合わせください。
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※企業主導型保育施設をご利用になる場合は、保育認定が必要となります。
　希望する施設に直接お申し込みをしていただいた後、町こども未来課（981-8227）まで
ご連絡ください。

企業主導型保育施設　＜入園希望の際は、各施設に直接お申し込みください。＞　

保育
目標
ねらい

進級・卒園式・プール・七夕会・夏祭り・お月見会・ハロウィン・発表会・クリスマス会・おしるこ会・節分・消防車見学
「毎日」リズム遊び・年齢に合わせた絵本の読み聞かせ　「毎月」避難訓練・お誕生日会・食育・近隣の方との交流

〇通常時間でお預かりする保育とは別に、保護者の多様な働き方に対応できるよう、100時間の保
育プランを用意しています。

〇登降園の時間設定はありませんので、保護者の勤怠日時に合わせた登降園が可能です。
※状況によりご希望に添えない場合がございます。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

365日、開所しています。　

「人間性」と「柔軟性」を大切に、人としての「優しさ」や「厳しさ」をこどもたちに。
地域から愛される託児所を目指しています。

7時30分～18時30分　　※利用状況により休所日あり

清水町長沢181-1

生後６ヶ月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
15名

943-5275託児所
ハピネス ランド

保育
目標
ねらい

入園・進級式・遠足・水遊び・花火教室・七夕会・スイカ割り大会・運動会・お餅つき大会・かるた遊
び・豆まき・ひな祭り・お別れ会・イースター・ハロウィンパーティー・収穫祭・クリスマス・発表会
【毎月】お誕生日会・避難訓練・交通安全教室
英語教育に注力するため、「アンジー＆トニーメゾット」を導入しています。

〇夢咲き保育園は安全・安心を第一に、子どもの心に寄り添う温かく家庭的な保育園です。
〇英語教育に力を入れ、毎日、英語の時間を設けると共に、保育生活に英語のフレーズを取り入
れています。【アンジー＆トニーメゾットを導入しています】

〇子育てと就労の両立を応援する保育園として、週７日、７時から20時まで開園しています。

主な行事

開園時間

アピール
ポイント

月曜日～日曜日の毎日開園　７時～20時まで　＊年指定休園日あり　　

１人１人の個性や発達、自主性を尊重し、個々の持っている力を伸ばしていきます。
集団生活を通じて、仲間と共に自発性や自立性を高めます。
心動く体験を多くし、人と関わる力や、他人を感じる豊かな感性を育てます。

清水町卸団地126

生後４か月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
40名

939-9788夢咲き保育園
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　児童福祉法第35条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法59条
の2に基づき、静岡県への設置届け出を義務付けられた施設です。

認可外保育施設　＜入園希望の際は、施設に直接お申し込みください。＞　

ベビーシッター　　＜ご利用の際は直接お申し込みください＞
　

保育
目標
ねらい

①食育　食材を厳選の上　　★50℃洗い　★一物全体食
 ★酵素・ミネラルを大切にする低温調理
 ★一日25種類の食材を用いて昼食を調理
②体育
　オリジナルの遊具設備で「プチ危機」を体験し生き抜く力を養います。又、定期的に海あそび、冬
あそび、ツリークライムや登山などの野外活動を行っています。
③教育
　郷中教育及び寺子屋と名付けた独自の学習法で、高い知能（ＩＱ140以上）の習得を目指します。

開園時間 休園＜土・日・祝日＞
７時30分～19時00分　（時間外延長は要相談）

清水町伏見596-８

生後６ヶ月から就学前まで受け入れ可能月齢
定員
25名

981-8585南洲　伏見園

アピール
ポイント

アピール
ポイント

★ ０歳から15歳のお子様のお預かりが可能。
★ ご自宅でサポートのため、荷物を用意する手間なくお出掛けいただけます。
★ 安心の保険加入で、万が一の事故に備えております。

保育内容
〇外遊び　〇沐浴・入浴　〇送迎サポート
〇病児・病後児対応  ※お預かりしたことのある方に限ります。
〇悩んだ時の育児相談

詳しくはホームページをご覧ください   
htｔps://babysitterkotori.wixsite.com/kotori   

すくすくえいど・えらべる倶楽部・福利厚生倶楽部・ＷＥＬＢＯＸ
※　福利厚生サービスの内容は、お勤め先の契約内容により異なります。

利用時間

ご利用
内容

助成
サービス

24時間対応致します。（予約優先）

保育園・幼稚園13年勤務、4人の子育ての経験を活かしベビーシッターへ。
親御様の気持ちに寄り添ったサポートを目指します。お気軽にご相談ください！！　

こばやしたかえ 清水町在住

静岡県庁届出済ベビーシッター   保育士   幼稚園教諭資　格
ＢＡＢＹＳＩＴＴＥＲ
 KOTORI 

徳育・頭脳教育（IQ140以上）
徳育とは・・・私達は他者のお蔭なる力で生きている」ということを学び、実感するために食育
/体育/教育の三本の『育み』を行っています。
これらを総称して「徳育」と呼びます。
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子どもとおでかけ9

利用時間
休館日

おはなし会

子育て講座

育児相談

その他

　清水町では、親子で遊べる場、保護者同士の交流の場として、「地域子育て支援センター」
が町内にあります。育児相談、育児講座も行っています。

清水町子育て総合支援センター ☎ 972-2712

清水町こども交流館 ☎ 981-7700

10：00～12：00　　13：00～17：00  
水曜日　年末年始（12/29～１/３）
奇数月の第３土曜日　14：00～14：30
☆ボランティアの方の読み聞かせです。どうぞお気軽にご参加ください。
偶数月の月1回講師をお呼びして、親子で楽しめるものからママ向けまで子育て
についての講座を行っています。      
☆先着６名程度、事前予約制です。
子育てに関する悩みがありましたら、お気軽に職員に声を掛けてください。
☆秘密は厳守します。
☆専門スタッフによる相談日があります。
清水町以外の方もご利用できます。料金は無料です。

利用時間
休館日

おはなし会

ゆうゆう
工作ランド

その他

10：00～12：00　　13：00～17：00  
水曜日　年末年始（12/29～1/3）　蔵書点検日（臨時休館）
偶数月の第３土曜日　14：00～14：30
☆ボランティアの方が絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。お気軽にご参加
　ください。
奇数月の月１回（土曜日）　14：00～16：00
☆親子で一緒に楽しめる工作教室です。
  ・ 材料費が掛かります。　親子一組　200円
  ・ 事前予約制です。
清水町以外の方もご利用できます。
料金は無料です。
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清水町立図書館 社会教育課　図書係　☎973－0351

　清水町立図書館は、まほろば館内（図
書館・保健センター複合施設）にある図
書館です。
♦住所　清水町堂庭63番地の１
♦開館時間　　
　火～金曜日（祝日を除く）９時～19時
　土曜日・日曜日・祝日　９時～17時　
♦休館日　
　月曜日（祝日を除く）・年末年始（12月
29日～１月３日）・館内整理日（月末の最
終平日）・特別整理期間など（蔵書点検日）
♦利用者カードの作成
　住所・氏名・生年月日が確認できる身
分証明書　※利用者カードの有効期限は、
登録、または、更新した日から５年です。
　　

　図書館では乳幼児や児
童を対象に、絵本や紙芝居
の読み聞かせなどをして
います。
★おはなしの玉手箱
毎月　第４木曜日
時間　午前10時30分～
場所　図書館
※０歳児～３歳児が対象
です。
★おはなしのいずみ
毎月　第１土曜日
時間　午後２時30分～
場所　図書館
※小学校までの子どもが
対象です。　

★本・雑誌・紙芝居は合計で１人10冊２週間借りられ
ます。
★DVDは本とは別に、１人２点２週間借りられます。
★本やDVDを借りるときには、利用者カードと一緒に
借りる本やDVDの貸出カードをカウンターへ出して
ください。
自動貸出機もご利用になれます。

♦読み聞かせ会♦

♦本・DVDを借りるとき♦

　２階屋上広場には、子どもたちがあそべる
遊具がありファミリーベンチも設置されてい
ます。
　また、天気の良い日は、屋上からの望めも良
く大人用には、足つぼ回廊があります。

清水町立図書館・まほろば館屋上 ☎ 971-5151
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清水町地域交流センター　　　　　　　　　　社会教育課　　☎972-6678　

清水町温水プール「わくわく」　　健幸づくり課 健幸増進係（スポーツ振興係）
 直通番号　　☎981－8206
　 温水プール　☎976－8711

　地域交流センターでは、大人から
子どもまで、だれでも気軽に、いつ
でも、学ぶことができる身近で親し
みやすい学習の場、学習の機会、学
習の情報を提供します。
♦住　所　清水町堂庭６－１　
♦休館日　毎月第３日曜日
　年末年始　(12月29日～１月３日）

柿田川の湧き水を利用した室内プールで、１年中楽しめます。
♦住　所　清水町柿田166－１　
♦休館日　第３月曜日（除祝日）・年２回の清掃日（５月・10月）・年末年始（12月29日
～１月３日）・10月第３火～金

地域交流センターでは、年間を通した様々な事業を実施しています。　　
♦土曜チャレンジキッズ教室　　♦キッズわくわく体験教室　　♦ボランティア体験
活動など様々な企画を実施しています。※詳細については、お問い合わせください。

★３歳未満のお子様は利用でき
ません。
★浮輪、ビーチボール、水中メガ
ネ（ガラス類）などは使用でき
ません。
★児童（小学２年生まで）利用す
る場合は、18歳以上の方が水
着を着用し、付き添わなけれ
ばなりません。

利用時間

休館日

その他

児童館　（清水町福祉センター2F） ☎ 981-1666
9：00～16：30
第3月曜日を除く月曜日　第3日曜日 
年末年始　（12/29から1/3）
児童館入口で、受付簿に記入の上ご利用ください。
清水町以外の方もご利用できます。料金は無料です。
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保育施設内の支援センター
〇清水町内の保育施設では支援センターを開設している施設があります。
〇一部のイベントを除き、予約は不要で料金はかかりません。
〇小さな月齢のお子さんから過ごせます。
〇子育て相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
〇詳しくは各支援センターにお問い合わせください。
※行事予定や利用方法が変更になる場合があります。

　　　　 徳倉1603-10（２階） 電話　933-4123
月曜日～金曜日　９時～12時　13時30分～16時　(開園時間の変更有)
園庭開放　　11時～12時    
誕生会・お茶会・講師によるリトミック・身体測定・親子製作
季節によるお楽しみ行事（すいか割り・遠足・運動会・クリスマス会
お楽しみ会・etc）
広いホールで遊べます。
行事が掲載されたおたより「どんぐりひろば」を毎月発行。
親子で楽しく遊べる場としてはもちろん、ママ友づくりの場とし
ても、未就学児迄利用できる施設です。.
ぜひご利用ください。
園舎横、園舎内15台あり　自転車、ベビーカー置き場あり

　　　　 伏見47-１（１階）　　電話　975-8935
月曜日から金曜日（10時～12時）
月曜日から金曜日（９時～16時）
月1回（リトミック、水遊び、体育遊び、おはなし会など）

　　　　 徳倉345-１（１階） 電話　932-5016
月曜日～金曜日　９時30分～12時　13時30分～16時
　　　　　　　　　　　　（土・日・祝日・年末年始など休所）
園庭開放　　月曜日～金曜日　11時～12時　13時30分～15時
体操・リズムあそび・製作・水遊び・お散歩・身体測定・誕生会
健康講座など
未就園児対象の支援センターです。
生後数ヶ月の小さなお子様でも安心してご利用いただけます。
園舎北側に12台・思いやり区域２台あり

南保育所 子育て支援センター

開園日時  

主なイベント
「にこにこランド」

おすすめポイント

駐車場

支援センター外観
駐車場風景
支援センタ－内

しいの木保育園「どんぐり広場」

開園日時  

主なイベント

おすすめポイント

駐車場

支援センター外観
駐車場風景
支援センタ－内

清水保育所
園庭開放
子育て相談
にこにこランド
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●お問い合わせ先●
　清水幼稚園　　975-2494 清水北幼稚園　　975-7325
　清水南幼稚園　931-0299 清水西幼稚園　　973-2320

月に１回程度 
 （10時～11時30分）
月に１・２回程度
（10時～11時）
平日の14時～16時
平日の10時～16時

子育てふれあいランド
南幼稚園

園庭開放

降園後の園庭開放
長期休暇中の園庭開放

〇お車での来園はご遠慮ください。
〇日程や詳細については、広報しみずを
ご覧ください

〇天候等により、園庭開放が出来ない場
合もありますので、直接、園にお問い
合わせください  

町立幼稚園の子育て支援
　町立幼稚園では未就園児を対象に子育てふれあいランド・園庭開放や育児相談を行っています。

日　　時 備　　　考

　　　　 堂庭89-16（２階） 電話　943-5519

　　　　 長沢296-１（２階） 電話　971-7600

恵明キッズローズビレッジ
子育て支援センター「ローズ」

開園日時
  

主なイベント

おすすめポイント

駐車場

支援センター外観
駐車場風景
支援センタ－内

月曜日～金曜日　10時～12時　13時～16時
園庭開放　月曜日～金曜日　10時～12時　13時～16時
おやこであそぼう：月曜日　木曜日　10時30分～11時30分 
フラワーアレンジメント　野菜の収穫　クッキング　水あそび
クリスマスリース作り 寄せ植え作り 親子の触れ合い遊びリトミック
毎月身体測定を行っています。
農園保育の拠点として、食育にも力を入れています。
その為、支援センターローズでも、親子で四季を感じることができる
よう季節に合ったイベントを行っています。
秋には、箱根西麓にある畑にワンワンバスに乗ってサツマイモ堀り
に行ったり、園庭にあるピザ釜で、収穫したサツマイモでスイートポ
テトを作ったりします。
保育園玄関前に７台あり    
 

月曜日～金曜日　９時30分～12時　13時30分～16時
　　　　　　　　　　　　（土・日・祝日・年末年始など休所）
園庭開放　　月曜日～金曜日　11時～12時　13時30分～15時
体操・リズムあそび・製作・水あそび・お散歩・身体測定・誕生会
健康講座など     
未就園児対象の支援センターです。
生後数ヶ月の小さなお子様でも安心してご利用いただけます。
園舎北側に12台・思いやり区域２台あり    
 

すこやか保育園「はぐくみ」

開園日時

主なイベント
「にこにこランド」
おすすめポイント

駐車場

支援センター外観
駐車場風景
支援センタ－内
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子どもを預かってほしいとき【一時保育】10

受け入れ可能時間 日数 料金 備考

認可保育施設     ※一時保育の申し込みは、各施設へお問い合わせください。
　保育施設では保護者の傷病、冠婚葬祭などの緊急時に、お子様を一日単位で保育施設で
お預かりしています。各施設に直接お問い合わせください。
※各施設の受け入れ態勢などでお預かりできないこともあります。事前に、必ずお問い合わせをお
願いします。        
※町内在住のお子さんに限ります。

認可外保育施設     ※各施設へ直接お問い合わせください。
認可外保育施設も一時預かりをおこなっています。

清水保育所
975-8935
南保育所
932-5016

南洲伏見園 981-8585

943-5275

939-9788

土・日・祝

年末・年始

年末・年始夢咲き保育園

託児所
ハピネスランド

生後６ゕ月から
（応相談）
生後６ゕ月から
（応相談）
生後６ゕ月から
就学まで

７時15分～18時00分
慣らし保育あり

しいの木保育園
933-4123

すこやか保育園
971-7600

恵明キッズ
ローズビレッジ
943-5519

子育て総合支援
センター

小規模保育A型事業所
アドバンかわせみ

保育園
955-8808

小規模保育施設（Ａ型）
伏見ぽんぽん保育園

946-5245

小規模保育施設（Ａ型）
柿田ぽんぽん保育園

939-7333

月14日
以内

月14日
以内

月14日
以内

水曜日・
年末年始

８時30分～16時30分
慣らし保育あり

８時30分～16時30分
慣らし保育あり

10時30分～16時30分
１日１回３時間まで

９時00分～17時00分
慣らし保育あり

９時00分～18時00分

事前予約制

事前予約制

事前予約制
※余裕活用型

事前予約制
※８時間以上利用す
る場合は、延長料金が
かかります。

事前予約制
※受け入れ年齢は１
歳以上、離乳食が完
了していること

月６日
以内

０.１.２歳
１日…1,200円
３.４.５歳
１日…500円
０.１.２歳
１日…2,500円
３.４.５歳
１日…1,500円
１.２歳
１日…2,500円
3.4.5歳
１日…1,500円
０.１.２歳
１日…2,500円
３.４.５歳
１日…1,500円

０.１.２歳
１日…2,500円

月14日
以内

①８時30分～12時30分
②12時30分～16時30分
③①と②の時間にかかる
時間帯（４時間以下を含
む） 

①８時30分～12時30分
②12時30分～16時30分
③①と②の時間にかかる
時間帯（４時間以下を含
む） 

事前予約制
※余裕活用型

０.１.２歳
①②…1,250円
③……2,500円

０.１.２歳
①②…1,250円
③……2,500円

月14日
以内

事前予約制
※余裕活用型

生後６か月から
就学前まで　　
１時間…600円

私的
月６日以内
お仕事
週3日
緊急

連続2週間

施設名 電話

７時30分～19時00分

７時30分～18時30分

７時00分～18時00分

保育時間 預かり不可 預かり可能月齢

972-2712 事前予約制
※余裕活用型
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ファミリー・サポート・センター ☎ 972-2712

活動内容
１ 保育所、幼稚園の送り迎え
２ 保育所、幼稚園の開園前や、閉園後の子どもの預かり
３ 学校の放課後や放課後児童教室閉所後の子どもの預かり
４ 通院・参観日等の急な用事で、子どもを連れていけない時の子どもの預かり
５ その他、アドバイザーが認め、まかせて会員の了解を得られる範囲での様々な援助
　 例：子育てを離れてリフレッシュしたい時や、ショッピングやスポーツなどで、自分の時間を保ちたい時など

※　援助を必要とする場合、預かる場所は、原則、「まかせて会員」の自宅となります。
※　援助活動には、早朝や夜間の場合もありますが、原則、子どもの宿泊は行いません。

♦食事代、おやつ代については「おねがい会
員」が実費を負担

♦「おねがい会員」が育児に必要なものを希
望する場合は、「おねがい会員」が用意

♦交通費については、公共交通機関やタク
シーを利用する場合は実費とする。

7時から19時まで
上記以外
終　　日 

600
700
700

時　間　帯
子ども一人当たりの利用料金

曜  日

平　日

土・日・祝日

円/時間
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地域で応援11

ふぃる親子教室
「てとて」
発達につまづきや心配を
感じているお子さんと保
護者を対象にした「親子
教室」

毎週２回 
１０時～１2時 
地域交流センター 
NPO法人エシカフォーム
はったばた園
費用  ８００円前後（ラ
イフサポート使用時）

月１回 　水曜日 
（第３か第４のどちらか）
１０時～１2時 
主に柿田公民館

ドリームケアふぃる 
「とくら園」 
935-4655 
福祉介護課 
981-8204

対象：育てにくさを感じて
いるお子さんとその保護者
リトミック・マッサージ（ス
キンシップ）・講話など、親
子で楽しく参加して、集団
に入るための準備をします。

●各種サークルなど

サークル名など 対象及び活動内容など 活動場所・時 連絡先など

子育て支援ネットワーク
「スイートピー」
親子で楽しめる交流の場

「いちご」
ここにくれば誰かに会え
る、安心できる場所　　
人と人との出会いを大切
に「あったらいいな」をカ
タチにします。

対象：生後2か月～３歳の未
就園児の親子

子育てを一緒に楽しめるお
友達づくりの場、先輩ママ
への相談の場、地域とつな
がる場、「つながる」お手伝
いをします。 

毎月親子が楽しめる
季節にちなんだワー
クショップや、リトミッ
クを定期的に開催し
ています。
主な活動場所は、清水
町福祉センターや沼
津第3地区センターな
どです。
お気軽にご参加くだ
さい♪

子育て支援ネットワー
ク「スイートピー」 
代表　柏木恵美子 
090-5876-6637
https://kosodate-sw
eetpea.jimdo.com/

「いちご」 
代表　藤井さやか 
090-1620-6337 
ichigo15news@yah
oo.co.jp 

活動予定をお知らせし
ますので、公式LINEに
ご登録ください。 

対象：０歳～小学生

ネットワーク作り

　その他、子育て総合支援センター、各保育施設の支援センターで行うイベント講師のサー
クルも多くありますので、ぜひ支援センターに遊びに来てください。

●地域親子ふれあいランド「カンガルー」

子育て支援係
981-8215

カンガルー

 ・子育て支援アドバイザーがイベ
ントを通して育児サポートや支
援を行います。

インスタグラム・町ホーム
ページ・広報しみずに次
回の活動内容や場所を
掲載しています。
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 　妊婦さんが陣痛時に慌てることなく、迅速かつ安全にご指定の産院までご乗車いただく
輸送サービスです。        
 ※事前登録が必要です。        
 ●サービスのご利用は個別契約となります。
●サービス内容・利用料・支払方法などは、事前にお問い合わせください。

子育て応援！お産応援タクシー

静岡県タクシー協会沼津・三島支部加盟各社　電話番号一覧
※印は２４時間対応可

伊豆観光タクシー※    
伊豆箱根タクシーグループ（沼津地区）※    
伊豆箱根タクシーグループ（三島地区）※    
函南タクシー    
沼津第一交通※    
原町タクシー    
富士急伊豆タクシー※    
富士交通※    
平和タクシー※    
ベルタクシー    
三島合同タクシー    

0120-75-1866  
0120-15-0818  
0120-75-0818  
0120-022-820  
0120-55-7233  
0120-16-5121  
0120-249-001  
0120-258-417  
0120-74-8814  
0120-27-2950  
0120-75-0337  
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ひとり親支援12
児童扶養手当　　 こども未来課 子育て支援係 ☎ 981-8215
　ひとり親世帯で児童を養育している家庭の生活の安定と、自立促進に寄与するために支
給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象者　父母が離婚した児童等（18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある児

童）または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害がある児童を監護し生計を
同じくする母（父）または母（父）に代わって児童を養育している人

支給額  （令和５年４月～）
　　　　１人 ・・・44,140円/月 （全額支給の場合）
　　　　２人目 ・・・10,420円/月 （全額支給の場合） 加算
　　　　３人目以上 ・・・  6,250円/月 （全額支給の場合）１人ずつ加算
　　　　※ 支給額は、消費者物価指数により改定される場合があります。
　　　　※ 請求者や同居者の所得が制限額以上の場合は、手当が支給されません。
　　　　※ 手続きなどの詳細は、直接、お問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成制度 こども未来課 子育て支援係 ☎ 981-8215
　所得税非課税世帯のひとり親家庭等のお母さん・お父さんとそのお子さんが病気やケガ
で医療機関を受診したとき、医療費の自己負担金を助成しています。
対象者　所得税非課税かつ母子または父子家庭の世帯であって、20歳の誕生日の属する月

の末日までの間にある児童を扶養している方
支給額　医療保険の自己負担額（２～３割）※入院時の食事負担分は対象になりません。
　　　　※ 制度を利用するには申請が必要です。こども未来課窓口へ申請をしてください。
　　　　＜申請に必要なもの＞       
　　　　・現在加入している健康保険証（世帯全員分）
　　　　・振込先の預金通帳（子の名義は不可）
　　　　・本人及び同一世帯員の所得証明書（１月１日現在清水町に住所がない方）

ひとり親サポートセンター　東部支所　　　　　　  ☎・ＦＡＸ　951-8255　
　ひとり親家庭の総合相談窓口として、就業相談、技能講習、就業情報の提供などの支援や、
生活相談、養育費の取り決め、その他さまざま専門的な相談に応じます。
所　在　地  東部支所　沼津市大手町１-１-３　沼津産業ビル２階
相 談 時 間  月～金　９：00～17：00　（土・日・祝日年末年始休み）
ホームページ  http://www.shizuboshi.jp/
　　　　　　　　「ぼしず＠ほーむ」で検索できます。
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小学校への入学13

町内小学校一覧

※伏見の一部とは、伏見148番地の３、148番地の４、148番地の17～148番地の19、
　148番地の23、149番地の１、150番地の１～150番地の３、150番地の５～150番地の７
　154番地の１～154番地の３、199番地の１のことをいいます。

　通学区が清水町立清水小学校の児童の一部にあっては学校選択制を導入しています。
具体的には、下記（１）～（３）に該当し、かつ選択可能区域にお住いの場合は、清水町立西小
学校も選択することができる制度です。
（1）翌年度に小学校１年生に入学する児童及びその者の兄並び姉
（2）町内において転居をし、引き続き小学校に就学する児童
（3）町外から転入し、小学校に就学する児童
　対象の方には、例年10月頃に書類をお送りしますので、清水町立西小学校へ就学を希望
する方は、教育総務課に申請書を提出してください。

清水町立清水小学校
清水町立南小学校
清水町立西小学校

堂庭87番地
湯川182番地の１
長沢220番地  

975-2744
971-1180
972-6673

名　称 電話番号住　　所

通学区一覧

学校選択制

新入学児童の健康診断

清水町立清水小学校
清水町立南小学校
清水町立西小学校

玉川、新宿、伏見（伏見の一部を除く）、堂庭、久米田
戸田、畑中、的場、湯川、徳倉、中徳倉
伏見の一部、八幡、長沢、柿田

学校名

選択可能学校名 選択可能区域

区域（字）

清水町立西小学校

　新年度に小学校に入学する幼児を対象として、健康診断を行います。

入学説明会
　入学予定児童を対象とした説明会です。学校生活の話や学校用品の購入など、お子さんが入
学するために必要な説明がありますので、必ずご出席ください。
　病気などでやむを得ず欠席される場合には、必ず入学を予定している学校にご連絡ください。
　入学説明会の案内は、新入学児童の健康診断時に配布します。

例年10月頃
対象幼児の保護者あてに９月中に通知を発送します。
通知がお手元に届かない場合は、学校教育係までお問い合わせください。

健 診 時 期 
申請手続き 

例年１月下旬から２月上旬頃
入学予定の小学校

説明会開催時期 
会　　　　　場  

小学校入学まで　　　　　　　　教育総務課 学校教育係　☎ 981-8221

・伏見西ノ原391番地の１から489番地の３まで
・伏見沖田490番地の１から537番地の14まで
・伏見川端538番地の１から562番地の３まで
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就学援助制度 教育総務課 学校教育係

清水小学校第１放課後児童教室
清水小学校第２放課後児童教室
西小学校第１放課後児童教室
西小学校第２放課後児童教室
南小学校第１放課後児童教室
南小学校第２放課後児童教室

973-2203
976-2204
973-4466
973-4455
973-9081
971-3360

40名
60名
30名
70名
80名
60名

清水小在籍児童

西小在籍児童

南小在籍児童

教室名 電話番号 対象児童 定員

生活保護を受けている方
生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる方
入学後、直接、通学先の学校へ相談してください。

対　象　者 

申請手続き 

月曜日から金曜日まで ：　放課後から18時30分まで
土曜日・長期休業中等 ：　７時30分から18時30分まで

日曜日・国民の祝日・年末年始（12月29日から１月３日まで）
※気象警報等により、休所となる場合があります。

放課後帰宅時に、保護者等同居 （同一敷地内等も含） の大人が、就労等によ
り自宅にいない、町内の小学校に通学する小学校１年生から６年生までの
児童。
※入所条件があり、全ての児童が入所できる施設ではありません。

基本月額　6,300円（８月のみ9,300円）　※おやつ代含む
※別途、傷害保険料が必要となります。

各小学校の放課後児童教室に、直接お申し込みください。

平日　14時から18時まで

※新年度、４月１日からの入所申し込みは、例年１月頃を予定しています。
※申し込み用紙等は、放課後児童教室で配布しています。
※詳細につきましては、各小学校で配布している入所案内をご覧ください。

　経済的理由によって就学が困難と認められる小中学生の保護者に対して、
学用費や学校給食費などの一部を援助する制度です。

放課後児童教室 こども未来課 児童育成係
　放課後児童教室は、保護者が就労や疾病等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切
な生活や遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的としています。放課
後児童教室には、放課後児童支援員が配置されており、児童の安全管理や生活指導等を行
います。        
放課後児童教室の名称

※お問い合わせは、平日14時以降、各放課後児童教室にお願いいたします。

開 所 時 間

休  所  日

対  象  者

利 用 料 金

申し込み先

申し込み時間

そ   の   他
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地域ポイント14
ゆうすいポイント　　　　　　　　　 産業観光課　　　☎981-8239

Ｑ1 ポイントはどこで貯まるの？
Ａ1 加盟店又は公共施設等で貯まります。 

Ｑ2 ゆうすいポイント加盟店はどこなの？
Ａ2 ポイント発行施設等で配布している「加盟店
　　一覧」や、地域情報サイト「まいぷれ三島」内
の特設ページからご確認ください。

　　アプリなら「使えるお店」のボタンから140
店舗以上が検索できます。

Ｑ3 ポイントの利用期限はあるの？
Ａ3 ポイントは最終利用（貯める・使う）から
　　１年間有効です。

施　設　名

利用者に ３pt
利用者に 10pt
利用者に 3 pt
利用者に 3 pt
利用者に 1 pt
利用者に 10pt

施　設　利　用　時

まち歩きアプリ「PLUS-Walk清水町」で貯めた「けんこうポイント」を「ゆうすい
ポイント」に交換できます!

アプリ（ゆいふぃる）の
ダウンロードはこちらから

町 立 図 書 館

温 水 プ ー ル（わ く わ く）

子育て総合支援センターひまわり

こども交流館“絵本と遊びの広場”

地 域 交 流 セ ン タ ー

町 内 循 環 バ ス

町 の イ ベ ン ト・講 座

※1日 1度限り

イベント内容に応じて、参加者へポイント付与

※カードは小学生以上の方であれば誰でも、各加盟店・公共施設等で無料で発行できます。
※循環バスではカードの発行を行っていません。

★ゆうすいポイントのことを詳しく知りたい !★
地域情報サイト「まいぷれ三島」ゆうすいポイント特設ページ

こちらから最新情報を
確認してください。

ポイントは加盟店で
1ポイント 1円 で
使えます！

★ゆうすいポイントが貯まる公共施設一覧表★
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○清水町制施行50周年を記念して、清水町ふるさと大使　宮西達也先生（町出身の絵
本作家）が清水町をイメージして生み出したキャラクターで、令和５年の町制60周
年で10歳になります。

○ゆうすいくんは、町の発行する紙面ではもちろんのこと、町主催イベントや各幼稚
園・保育所等の行事など、いろいろな場面で活躍中です。

　※絵本「ドロドロドロンキーとゆうすいくん」は、全国の書店にて発売中

ぼくは、清水町イメージキャラクター

です！

頭は富士山をイメージ
季節によって色が変わるよ

マントは柿田川
アユやミシマバイカモ

がいるよ

ポケットには町の特産品
「緑米（みどりまい）」を入れているよ

●お問い合わせ先●
産業観光課 観光振興係　電話 981-8239
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～未来ある子どもたちをみんなで育てよう～～未来ある子どもたちをみんなで育てよう～

【募集職種】
１. 保育士　　２. 幼稚園教諭　 ３. 看護師
４. 准看護師　５. 調理師　6. 栄養士  など
※いずれの職種もすべて資格証必須となります。

詳細 /役場２階　こども未来課　児童育成係
電話：981-8227

清水町保育士等人材バンク制度に登録しませんか清水町保育士等人材バンク制度に登録しませんか

　清水町の公立保育所・幼稚園の人材不足を補う

新しい制度として、清水町保育士等人材バンク登

録制度を開始しました。

　清水町保育士等人材バンク登録制度は、登録い

ただいた方のニーズに合わせ、町内の公立保育所・

幼稚園で働いていただく制度です。

　あなたの生活スタイルに合わせて働くことがで

きます。

　ぜひ、清水町保育士等人材バンク登録制度に、

登録してください。皆様のご協力をお待ちしてお

ります。
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Q.　子ども・子育てコンシェルジュはどこで会えますか
A.　通常は役場のこども未来課の窓口にいますが、保健セン

ターの健診や子育て支援センターなどにも出張しています。
　　コンシェルジュに相談がありましたら、事前にこども未来

課（電話 981-8227）までご連絡ください。

Q.　子育てのサービスを詳しく聞きたいです
A.　子ども・子育てコンシェルジュにご相談ください。ご家庭

のニーズに沿った施設をご案内させていただくとともに、
一時預かりなど、地域の子育て支援事業について、ご案内
いたします。

Q.　幼稚園か保育所かを迷ってます
A.　お仕事をされていても、３歳児以上で

あって８時から17時の間で送り迎え
ができる場合は、幼稚園で対応が可能
です。詳しくは、子ども・子育てコン
シェルジュにご相談ください。

　子育てのわきみずガイドブック「わ to わ」に掲載されている情
報は令和 5年２月末現在のものです。
　社会情勢などの理由により内容が変更される場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

子ども・子育てコンシェルジュQ&A子ども・子育てコンシェルジュQ&A


