
 

 
 

子育て支援の施設とサービス 
 あア 

子育てがしやすい町を目指し、様々な施設・サービスを用意しています。 

新十津川保育園 

 仕事や病気等の理由により家庭で乳幼児・児童を保育できない場合に、年

齢や発達段階に応じて保育を行います。お子さんの健やかな成長と保護者の

就労や社会参加を支援する施設です。 

●場 所 新十津川町字中央72番地48 

●入園対象者 本町に住所のある６か月児から小学校入学前までの児童 

●保 育 時 間 

・保育標準時間 ７時30分～18時30分 

・保育短時間 ８時30分～16時30分 

●定 員 90人（うち６か月以上の０歳児は３人まで） 

●入園の申込 

・年度当初の入園 前年11月頃から申し込みを受け付けます。 

・年度中途の入園 随時、申し込みを受け付けています。 

        定員に余裕がある場合に入園できます。 

●保 育 料 入園する年度の４月１日現在満年齢と両親等の住民税額等に

より決定します。 

●延 長 保 育 止むを得ない理由がある場合、有料で保育を実施します。 

●送 迎 大和区、花月区、徳富区にお住まいの場合は、３歳児クラス 

以上の児童を対象に申し込みにより、月額3,000円で実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

平成28年度から令和元年度まで、所得に関係なく、第３子以降の保育

料は無料としています。 

お問合せ  保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 

保育園                       ☎76-2419 



 

 
 

  子育て支援センター 

 お子さんとお父さん・お母さんが楽しく遊べる施設です。 

 様々なイベントを実施し、育児仲間づくりをサポートするほか、子育てに

関するアドバイスを行っています。 

●開 所 日 平日（年末年始を除く） 

●開 所 時 間 ９時30分～16時30分 

●場 所 児童館内 

●対 象 者 0歳児～就学前の幼児・保護者 

●イベント情報 LINEでイベント情報を発信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちゃっぷーる  

子育て支援センター横に深さ10㎝の屋外幼児用プールがあります。開放期

間中、無料で遊ぶことができます。 

●開放期間 ７月１日（月）～８月13日（火） 

       ※第１・第３日曜日及び悪天候の日はお休みです。 

 ●開放時間 9時30分～16時00分 

●利 用 料   無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE QR ｺｰﾄﾞ 

お問合せ 子育て支援センター（児童館内）                 ☎72-2088 

お問合せ 子育て支援センター（児童館内）                  ☎72-2088 



 

 
 

絵本を通じた子育て支援 

 絵本は、赤ちゃんとその保護者の心を通わせる魔法のツールです。 

 親子で絵本を読むきっかけづくり、読書を習慣化することを目的に、絵本

のプレゼントやおはなし会を開催しています。 

●絵本ふれあい事業（ブックスタート） 

・実 施 日 ３～４か月児健康相談時（P7参照） 

・内    容 絵本２冊と手作り布バックをプレゼント 

●絵本ふれあい事業（セカンド） 

・実 施 日 ２歳５～６か月児健康相談時（P7参照） 

・内  容 幼児向けの絵本２冊をプレゼント 

●おはなしころりんミニ 

・実施日時 第２・第４木曜日 10時30分～11時00分 

・場  所 図書館 

・対  象 就学前の幼児・保護者 

・内  容 手遊び・パネルシアター・絵本の読み聞かせなど 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

子育て情報誌「ほほえみ」 

 教育委員会では、家庭教育に関する情報誌「ほほえみ」を発行していま

す。子育て中のご家庭からの生の声、子育てに関する行事のお知らせなど、

みなさんのお役に立つ情報を掲載しています。 

●発 行 月 ５月、７月、９月、11月、１月、３月 

●配布場所  ゆめりあ、図書館、子育て支援センター等 

 

 

お問合せ 図書館                        ☎76-3746 

お問合せ 教育委員会社会教育グループ（改善センター内）  ☎76-4233 



 

 
 

②ポイントを貯める（満点＝500P） 

子ども生活応援事業 

 妊婦さんや高校生以下のお子さんがいる世帯に町内のポイントカード会

加盟店（次のページ参照）で使えるポイントカード「得きっずカード」を

配付しています。 

このカードは100円（税抜）で１P貯まり、満点（500P）になると

5,000円分のお買い物または、商品券と交換できます。 

 

●対象世帯 妊婦さんまたは高校生以下のお子さんがいる世帯 

●有効期限 申請日～当該年度の3月31日 

●交付枚数 子ども１人世帯   ５枚 

子ども２人世帯   ６枚 

       子ども３人以上世帯 ７枚 

～得きっずカード申請から利用の流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子  

ゆめりあで申請書を提出

し、カードを受け取る 

 

会計の際に提示 

（ポイント加盟店） 

①カードの申請・受領 

ポイント付与事業に参加 

（スポーツクラブ行事等） 

満点特典③ 

ポイントカード会の 

イベント参加 

+4,500 円分の 

ふれあい商品券 

または、お買い物 

（商工会） 

満点特典② 

5,000 円分の 

ふれあい商品券と交換 

 

 

 

（商工会） 

満点特典① 

5,000 円分お買い物 

 

 

 

 

（ポイントカード会加盟店） 

③満点になったカードを使う 

上記特典から１つご利用いただけます！ 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内）  ☎72-2000 



 

 
 

【ポイントカード会加盟店一覧表】 

平成 31 年４月１日現在 

加盟店名 電話番号 住 所 

(有)大畠精肉店 76-2929 中央 70-29 

(有)三枝商店 フードセンターSAIGUSA 76-2630 中央 309-26 

ＪＡピンネＡコープ 新十津川店 76-2226 中央 6-29 

(株)イースト文具商会 76-4738 中央 19-14 

(株)松葉 ホームショップ MATSUBA 76-2266 中央 18-11 

(株)松葉 昭和シェル石油新十津川給油所 76-2645 中央 6 

(株)山本石材 新十津川店 72-1483 中央 157-1 

堀川商店 76-2237 中央 37-8 

タケダ時計店 76-2121 中央 18-18 

武藤薬局 76-2666 中央 18-17 

しんとつかわ調剤薬局 74-4563 中央 336-12 

お梅茶屋 76-2556 中央 7-28 

新十津川物産館（くじら館） 76-3141 中央 5-1 

サンヒルズ・サライ 76-3000 総進 188-5 

デザートハウスニース 76-4655 中央 73-31 

ピットイン 76-3621 中央 49-36 

クリーニングルック 76-2828 中央 302-5 

伊藤自動車整備工場 76-2426 中央 134 

新十津川ボデー工業(株) 76-3131 中央 49-11 

とこやさん 76-4668 中央 12-174 

ヘアーサロンアベ 76-4515 中央 331-1 

理容・洋服のキタ 74-5101 中央 18-101 

(株)セキュメント 76-2197 中央 315-1 

(株)櫻井板金 76-4339 弥生 31-6 

第一興産(株) 新十津川支店 76-2501 中央 20-12 

金滴酒造(株) 76-2341 中央 71 

アトリエロカル 

（新十津川ぴあネットワーク） 

74-5058 

（74-6503） 
中央 7-11 


