
相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
こども支援課
0859-23-5177

【ふれあいの里】

・保育所
・延長保育、一時預かり、休日保育、病児・病後児保育
・幼稚園　　・認定こども園
・小規模保育事業所
・ファミリー・サポート・センター
・児童手当　　・児童扶養手当
・就学援助　・特別支援教育就学奨励費
・子育て応援パスポート
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付
・ひとり親家庭への支援事業　・災害遺児手当

こども施設課
0859-23-5441

【ふれあいの里】

・放課後児童クラブ
・児童館

こども相談課
0859-23-5467

【ふれあいの里】

・母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票の交付
・産後ケア（ショートステイ・デイケア）
・産後ヘルプ
・マタニティー＆ベビー相談
・お子さんの健診
・赤ちゃん訪問、赤ちゃんすくすく相談
・離乳食講習会　・未熟児養育医療の給付
・子育て応援パスポート
・子育て支援センター
・児童発達支援センター（あかしや）

発達相談ホットライン
0859-23-5456

・子どもの発達に関する相談

家庭児童相談室
0859-23-5176

・家庭児童相談
・ショートステイ、トワイライトステイ

健康対策課
0859-23-5472

【ふれあいの里】

・予防接種

障がい者支援課
0859-23-5159

・障害児福祉手当
・特別児童扶養手当

保険課
0859-23-5121

・出産育児一時金（国民健康保険加入者）

市民二課
0859-23-5123

・特別医療（小児、ひとり親、特定疾病）

地域生活課
0859-56-3118

【淀江支所】

・児童手当
・児童扶養手当
・子育て応援パスポート

６か月児健診のときに、絵本の読み聞かせと絵本のプレゼントを行っています。
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　母子保健コーディネーターを中心に、妊婦期から出産、子育て期までを切れ目なく安心して子育てができる
ように支援を行います。

日吉津版ネウボラ　～子育て世代包括支援センター　 すまいるはぐ” ～

育児パッケージ
　日吉津版ネウボラの一環として、出産育児のお祝い・応援の気持ちを込めて、妊娠届出時、出生時、就学時に
育児パッケージをプレゼントします（就学時は、入学時に必要な学用品、教材等の購入費用を助成します）。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
市民課
0859-47-1036

・出産育児一時金（国民健康保険加入者）
・特別医療（小児、ひとり親、特定疾病）

子育て支援課
0859-47-1046
0859-47-1077

・乳児等おむつ代助成
・保育園　・幼稚園　・認定こども園
・一時預かり　・休日保育　・延長保育
・病児・病後児保育　・子育て世代訪問支援事業
・地域子育て支援センター
・ファミリー・サポート・センター
・ファミリー・サポート・センター利用料助成
・家庭児童相談室・児童手当・児童扶養手当
・ひとり親家庭への支援事業
・未就園児等全戸訪問事業
・子育て応援パスポート　・子育てサークル助成
・食物アレルギーをもつ子どもの保護者交流会

詳細は、市のホームページから見る
ことができます。
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/
index.php?view=9236

健康推進課
0859-47-1042

・母子健康手帳交付　・母子手帳アプリ
・安心メール相談　・赤ちゃん登校日　・子育ての旅
・こんにちは赤ちゃん訪問　・ハイハイ期親子応援事業
・産後・１か月健診　・３、４か月健診
・９、10か月健診　・６か月・１歳半・３歳児健診
・１歳半事後健診　・５歳児発達相談　・フッ素塗布
・妊産婦・乳幼児健康相談　・離乳食講習会
・産後ヘルパー派遣事業　・ファーストシューズプレゼント
・産後デイケア・ショートステイ事業　・不妊相談
・不妊治療費助成　・すくすく教室
・ようこそ♡赤ちゃん教室
・ブックスタート　・ブックスタートプラス
・妊娠期からの絵本の読み聞かせ
・未熟児養育医療給付　・予防接種
・新生児聴覚検査費助成　・妊産婦タクシー助成
・不育症治療費助成

自治防災課
0859-47-1023

・チャイルドシート購入費助成

環境衛生課
0859-42-3803

・市指定ごみ袋40ℓの無料配布 出産時、１歳半健診時に配布

農政課
0859-47-1049

・伯州綿新生児おくるみ配布

福祉課
0859-47-1121

・特別児童扶養手当　・障害児福祉手当
・育成医療　・障がい児への支援サービス

教育委員会
教育総務課
0859-47-1085

・放課後児童クラブ（学童保育）
・就学援助費（小・中学校）
・特別支援教育就学奨励費（小・中学校）
・奨学資金貸付（高等学校）

境港市版ネウボラ～子育て世代包括支援センターをご利用ください～
妊娠期からきめ細かい子育てを支援する専門のコーディネーター（保健師）を配置し、不安な気持ちや悩みを気

軽に相談でき、安心して子育てができるよう支援しています。お気軽にご相談ください。〔連絡先〕0859-47-1040

境港市子育て支援センター「ひまわり」「きらきら」
　乳幼児と保護者がいっしょに安心して遊ぶことができ、子育てについて相談することもできます。毎月情
報誌による情報提供をしています。保護者同士等の仲間づくりを応援する場です。
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　母子保健コーディネーターを中心に、妊婦期から出産、子育て期までを切れ目なく安心して子育てができる
ように支援を行います。

日吉津版ネウボラ　～子育て世代包括支援センター　 すまいるはぐ” ～

育児パッケージ
　日吉津版ネウボラの一環として、出産育児のお祝い・応援の気持ちを込めて、妊娠届出時、出生時、就学時に
育児パッケージをプレゼントします（就学時は、入学時に必要な学用品、教材等の購入費用を助成します）。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
福祉保健課
0859-27-5952

・赤ちゃん訪問　・乳幼児健診
・産後健診　・ぴよっこ体験
・育児パッケージ　・新生児聴覚検査助成
・歯科健診・フッ素塗布
・育児学級　・ブックスタート
・離乳食講習会　・ブックスタート・プラス
・予防接種　・任意予防接種費用助成
・特別医療費助成
　（小児・ひとり親家庭・特定疾病）
・ひとり親家庭入学支度金
・不妊治療費助成
・特別児童扶養手当　・障害児福祉手当等
・児童手当　・産後デイケア、ショートステイ
・児童扶養手当　・保育所入所手続
・在宅育児サポート　・小規模保育所
・病児・病後児保育事業
・子育て支援アドバイザー
・子育て短期支援事業（ショートステイ）
・子育て応援パスポート

〔ぴよっこ体験〕
生後４か月頃に保健師と一緒に子育
て支援センターを体験します。

ファミリー・サポート・
センター
0859-27-3637

・ファミリー・サポート・センター 概ね１歳から

児童館
0859-27-3634

・児童館・母親クラブ
・放課後児童クラブ（学童保育）
・夏休みひえづっ子クラブ

夏休みひえづっ子クラブは、小学校
附属特別棟で実施

子育て支援センター
0859-27-3654

・子育て親子の交流の場の提供、交流の促進
・子育て等に関する相談、援助
・子育て関連情報の提供
・子育てに関する講習等
・子育てサークルの育成・活動支援
・一時預かり

月～土曜日
９：00～12：00
13：30～16：00
育児講座・絵本の読み聞かせなど

日吉津保育所
0859-27-0708

・延長保育　・障がい児保育
・乳児保育　・育児相談

７：15～18：45
満６か月から

教育委員会
0859-27-5956

・奨学金　　・就学奨励費
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　町のホームページと連携し、子育てに関する情報をお届けします。アプリをダウンロード
した後、お住まいの地域情報を登録していただくと「母子モ」から「はぐなびN＠NBU」になります。

はぐなびN＠NBU（子育てアプリ）

　母子健康手帳交付時などに申請していただくと、お子さん１人につき１枚交付。町内の子育てに関する行事
などに参加してスタンプを集めると記念品と交換できます。スタンプラリーカードの有効期限はお子さんの
２歳の誕生日までになります。

子育て応援スタンプラリー

1,000円/日！
1,000円/日でご利用いただけます。

　母子保健コーディネーターを中心に、妊婦期から出産、子育て期までを切れ目なく安心して子育てができる
ように支援を行います。

日吉津版ネウボラ　～子育て世代包括支援センター　 すまいるはぐ” ～

育児パッケージ
　日吉津版ネウボラの一環として、出産育児のお祝い・応援の気持ちを込めて、妊娠届出時、出生時、就学時に
育児パッケージをプレゼントします（就学時は、入学時に必要な学用品、教材等の購入費用を助成します）。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
こども課
子育て世代包括支援センター
0859-54-5205

・母子健康手帳の交付　・妊婦健康診査費助成
・産後健康診査費助成 ・新生児聴覚検査費助成
・赤ちゃん訪問　　　　　・産後ケア事業
・歯科検診・フッ素塗布　・乳幼児健診
・離乳食講習会　　　　　・幼児食講習会
・子育てサポートセミナー　・家庭保育支援給付金
・定期予防接種　　・任意予防接種費用助成
・不妊治療費助成、不育治療費助成
・未熟児養育医療給付　・子育て応援パスポート
・チャイルドシート購入補助　・放課後児童クラブ（学童保育）
・ファミリー・サポート・センター
・ブックスタート、ブックセカンド
・高等学校等通学定期乗車券購入補助
・学校給食費助成　・修学旅行費助成
・すくすくタイム　・マタニティタイム

福祉介護課
0859-54-5207

・障害児福祉手当 ・ひとり親家庭入学支度金
・児童扶養手当　・特別児童扶養手当
・特別医療費助成（小児·ひとり親・特定疾病）

住民課
0859-54-5210

・児童手当

健康対策課
0859-54-5206

・出産育児一時金（国民健康保険加入者）

教育委員会
幼児・学校教育課

（幼児教育室）
0859-54-5219

・保育所　・小規模保育事業所
・一時預かり　・病児保育　・病後児保育
・ブックサード　・延長保育

教育委員会
幼児・学校教育課

（学校教育室）
0859-54-5211

・就学援助費・就学相談
・いじめ・不登校の教育相談

教育支援センター「寺子屋」
0859-54-2037

・不登校等の教育相談

地域子育て支援センター
子育て支援センターなかやま
0858-58-6062
子育て支援センターなわ
0859-54-2395（ふれあい会館）
子育て支援センターだいせん
0859-53-1157

・子育て親子の交流の場の提供・交流の促進
・子育て等に関する相談、補助
・子育て関連情報の提供
・子育てに関する講座
・子育てサークルの紹介、育成、活動支援

月～金躍日
9：00 ～ 12：00 、 13：00 ～ 16：00
土曜日（1 ヶ所開設）
9：00 ～ 12：00
※日、祝日、年末年始は閉館

中高児童館　　　0859-53-4952
あすなろ児童館　0859-54-2286
下田中児童館　　0858-58-3922

子育てサポートセミナー
　「ハッピー子育てプログラム（対象：０～２歳の子の保護者）」・「ペアレントサポートプログラム（対象：３
～６歳の子の保護者）」を実施しています。子育てがより楽しくなる方法を皆で学びます。

家庭保育支援給付金
　生後２か月を超えて１歳になるまでの乳児を保育所等に預けずに家庭で保育する保護者に給付金を支給し
ます。（育児休業給付金を受給している場合は対象外）
※支給金額　１か月あたり30,000円（乳児１人につき）
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　町のホームページと連携し、子育てに関する情報をお届けします。アプリをダウンロード
した後、お住まいの地域情報を登録していただくと「母子モ」から「はぐなびN＠NBU」になります。

はぐなびN＠NBU（子育てアプリ）

　母子健康手帳交付時などに申請していただくと、お子さん１人につき１枚交付。町内の子育てに関する行事
などに参加してスタンプを集めると記念品と交換できます。スタンプラリーカードの有効期限はお子さんの
２歳の誕生日までになります。

子育て応援スタンプラリー

1,000円/日！
1,000円/日でご利用いただけます。

　母子保健コーディネーターを中心に、妊婦期から出産、子育て期までを切れ目なく安心して子育てができる
ように支援を行います。

日吉津版ネウボラ　～子育て世代包括支援センター　 すまいるはぐ” ～

育児パッケージ
　日吉津版ネウボラの一環として、出産育児のお祝い・応援の気持ちを込めて、妊娠届出時、出生時、就学時に
育児パッケージをプレゼントします（就学時は、入学時に必要な学用品、教材等の購入費用を助成します）。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
健康管理センターすこやか
○子育て支援課（子育て包
括支援センターネウボラ）
0859-66-5525
○健康福祉課
0859-66-5524
○福祉事務所
0859-66-5522

・母子健康手帳交付　 ・新生児訪問　 ・乳幼児相談
・乳幼児健診    ・予防接種    ・不妊治療費助成
・特別医療費助成　・児童手当
・児童扶養手当　・ひとり親家庭医療費助成
・特別児童扶養手当　・病児・病後児保育
・産後ケア事業　・パパママ教室　・離乳食講習会
・パパスクール　・誕生祝い事業　・はぐなびN＠NBU
・子育て親育ち教室　・育児パッケージ
・在宅育児世帯支援給付金　・絵本の進呈
・子育てサロン　・子育て応援スタンプラリー
・子育て応援パスポート
・保育サービス（入退所の手続き）
・ショートステイ（子育て短期支援事業）
・ファミリー・サポート・センター
・児童館　　・放課後児童クラブ

〔誕生祝い事業〕
令和２年４月１日以降にお生まれに
なったお子様が、満１歳及び満３歳
になられた際に、誕生祝いを贈呈し
ます。
１歳…防災に利用する物品及び町内
　　　で生産された農産物
３歳…町内観光施設の利用体験

〔パパスクール〕
男性の育児参加を応援するパパス
クールを開講します。

すみれこども園
0859-66-2040
つくし保育園
0859-66-2143
さ＜ら保育園
0859-64-2065
ひまわり保育園
0859-64-2824
小規模保育園
南部町ベアーズ
0859-36-8220

・延長保育
・子育て交流室あいあい（すみれこども園）
・一時預かり（すみれこども園）

法勝寺図書館
0859-66-4463
天萬図書館
0859-64-3791

・絵本・木のおもちゃの貸し出し
・読み聞かせのアドバイス
・おはなし会

教育委員会
総務・学校教育課
0859-64-3787

・教材費（小１～３）/学級費（小学校）無償化
・小学生（黄色帽子、レインコート）、中学生（ヘルメット）購入助成
・就学相談　・就学援助費
・特別支援教育就学奨励費
・高校生等通学定期・回数券助成
・中学１年制服購入助成

教育委員会
人権・社会教育課
0859-64-3782

・進学奨励金　・子育てセミナー
・孫育てセミナー　・子ども発達支援セミナー
・みんな集まれ！あそぼう広場　・戸別家庭訪問

教育支援センター「さくらんぼ」
0859-64-3701

・不登校等の教育相談

町民生活課
0859-64-3781

・チャイルドシート購入費の補助 ６歳未満の乳幼児１人１回に限り、
１万円を限度として補助

はぐなびN＠NBU
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　町のホームページと連携し、子育てに関する情報をお届けします。アプリをダウンロード
した後、お住まいの地域情報を登録していただくと「母子モ」から「はぐなびN＠NBU」になります。

はぐなびN＠NBU（子育てアプリ）

　母子健康手帳交付時、または申請していただくと、お子さん１人に付き１枚交付。町内の子育てに関する行
事などに参加してスタンプを集めると記念品と交換できます。スタンプラリーカードの有効期限はお子さん
の２歳の誕生日までになります。

子育て応援スタンプラリー

1,000円/日！
1,000円/日でご利用いただけます。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
子育て世代包括支援セン
ター（健康対策課内）　 
0859-68-5536

・子育て相談   ・母子健康手帳交付   ・新生児訪問
・離乳食講習会　　　・幼児食育教室
・特別医療費助成　・妊婦・産後・乳幼児健診
・町医療費助成　・妊婦歯科健診　・定期予防接種
・産後ケア事業　・任意予防接種費用助成
・助産師訪問ケア　・子育てカウンセリング事業
・不妊症・不育症治療費助成
・病院交通費助成（出産時のタクシー利用費助成）
・6歳臼歯むし歯予防教室　・歯科健診、フッ素塗布

福祉課
福祉支援室
0859-68-5534

・子ども家庭総合支援拠点　・ファミリーサポート
・出産祝金　・児童手当　・児童扶養手当
・子育て短期支援事業（ショートステイ）
・特別児童扶養手当　　　・災害遺児手当
・保育所への入所    ・放課後児童クラブ（学童保育）
・一時預かリ　　　・子育て応援パスポート
・休日保育　　　　・病児・病後児保育
・チャイルドシート購入費補助
・乳児家庭保育支援手当

伯耆町子育て支援セン
ター
0859-39-8011
（パルプラスオン内）

・子育て相談（電話での相談も可能）
・子育て親子の交流、情報交換の場
・遊びの紹介、おもちゃ作り　
・絵本の貸し出し　　　・読み聞かせ

日程、内容は広報ほうき又は支援セ
ンターだより「すくすく」（町HPに掲
載）をご覧ください。

各保育所 ふたば保育所　0859-68-2078
あさひ保育所　0859-68-2076
こしき保育所　0859-68-2122
溝口保育所　　0859-62-1317
二部保育所　　0859-62-7179

保育料第２子軽減事業
全員1/3

小規模保育事業所 小規模保育所こどもパル　0859-39-8211

教育委員会
0859-62-0927

・就学援助（小中学校）　  ・教育支援センター「えがお」
・放課後子供教室　   ・児童館
・高等学校等通学助成金　・伯耆未来塾

教育支援センター「えがお」
いじめ、不登校、困りごと
0859-62-1490

溝口図書館
0859-62-0717
岸本図書館
0859-68-3605

・ブックスタート、セカンド、サード事業

乳児家庭保育支援手当
伯耆町の乳児を家庭で保育される保護者に対し、手当を支給します。
①育児休業給付金を受給中の場合…育児休業給付金支給基準額の1/6を支給（乳児の月齢満９月～満12月の間）
②①以外の場合…月額33,000円を支給（乳児の月齢満３月～ 12月の間）
③全員…月額20,000円を支給（乳児の月齢満13月～ 18月の間）

健康ポイント
母子健診や子育て関連事業へ参加すると、ポイントが付与されます。
10ポイント貯まったら500円相当の町内施設等利用券と交換します。
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