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母子健康手帳
母子健康手帳とは、お母さんの妊娠・出産の経過
や健康状態と、お子さんの成長や予防接種の記
録をする大切な手帳です。医療機関で妊娠の診
断を受けたら早めに子育て健康課（保健福祉セ
ンター内）へ妊娠届出書を提出し、母子健康手帳
の交付を受けましょう。代理での手続きも行え
ます。乳幼児健診や予防接種を受ける時に必要
となりますので、大切に保管してください。

□妊娠届出書（妊娠届出書は子育て健康課窓口
にあります）
□本人の個人番号、または通知カード

母子健康手帳の交付に必要なもの

妊婦健康診査
妊婦さんの健康管理のために、健康診査の補助を行っています。
1回目　10,000円　　2～14回目　5,000円
定期的に妊婦健康診査を必ず受けましょう。お腹の赤ちゃんの育ちぐあいや妊婦さんの健
康状態を確認するために、血圧•尿などの検査をします。妊娠期の健診費用負担を軽減し、継
続的に医療機関で健診を受けていただくために妊婦健康診査費用の助成を行っています。
妊婦健康診査費用補助券（母子健康手帳と同時発行）は再発行しないため、紛失しないよう
大切に保管してください。
転入により補助券をお持ちでない方、健康診査で補助券が使用できなかった方には、健診料
を負担していただいた後に償還払いという方法があります。必要な書類、申込み期限、手続
きなどがありますので詳しくは子育て健康課へお問い合わせください。また、町外に転出し
たその日から大井町で発行した補助券は利用できません。継続的な助成を受けるために、速
やかに転入先で手続きをしてください。

妊産婦歯科健康診査
妊婦中に1回、産後1年以内に1回、歯科検診が受診できます。
また、歯科健診を利用する際のファミリーサポート事業の補助
も行っています。転入により受診券をお持ちでない方は、子育て
健康課（保健福祉センター内）へお問い合わせください。

妊婦訪問
妊娠中の生活や、病気など健康に心配のある妊婦さんを対象に、
希望により保健師が訪問します。

赤ちゃんが
できた
～ 妊娠がわかったら ～

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012
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エンジョイ！マタニティ
妊婦さん同士の交流を図り、新しい生命を迎える準備をするマタニティスクールです。日程
や内容については「大井町生活カレンダー」を参照してください。
　■ 対　象　　妊婦さんとその夫
■ 服　装　　動きやすい服装（ズボン等）
■ 持ち物　　母子健康手帳、筆記用具　※「ママと赤ちゃんのお口の話」の日には、歯ブラシ
■ 場　所　　保健福祉センター　2階　保健指導室
■ 時　間　　13：00～16：00

内　容

登録方法

妊娠SOSかながわ

妊娠に関する健康相談
妊娠中は心も身体も不安定になりやすい時期です。安心して出産や子育てに臨めるよう、
心身の健康に関する相談を保健師や栄養士がお受けします。お気軽にご利用ください。
　■ 一般健康相談　　　月１回　木曜日（日程は「大井町生活カレンダー」を参照してください）
■ 電話等による相談　月～金曜日（祝日、年末年始は除く）8：30～17：15

子育て世代包括支援センターって？
子育て世代包括支援センターとは、妊娠出産から子育て時期までサポート
し、母子保健や子育て支援に関わる様々な相談を受け付けるワンストップ・
サービスを行っているところです。
大井町では、子育て世代包括支援センターを子育
て健康課に設置し、妊娠中から出産、お子さんが
就園するまで継続した支援を行っています。皆さ
んが安心して出産、子育てができ、気軽に相談で
きるよう事業の充実を図っていきます。

いきいき・おおい・健康ステーション（未病センターおおい）
健康機器で自分の身体の状態が確認できます。
　■ 場　所　　保健福祉センター　１階
■ 時　間　　月～金曜日（祝日、年末年始は除く）9：00～17：00
■ 費　用　　無料

「生理がこない！妊娠したかも…」「どうしよう！学校•仕事は？」妊娠や出産に関する悩み
に電話で相談に応じます。妊娠•出産•子育てに関して悩みを抱える本人、パートナー、家族
等どなたでも大丈夫です。
　■ 相談時間　　毎週水曜日及び木曜日の9：00～12：00及び13：00～16：00

ただし、祝祭日や年末年始は除く。
■ 電話番号　　046（263）2720（直通）
■ 相談対応者　保健師など

不妊・不育相談

参加を希望される方は電話もしくは窓口にて申し込んでください。

・ 妊婦体操
・ 妊娠中の心と体の変化
・ 母乳育児とおっぱいケア
・ お産について

・ ママと赤ちゃんのお口の話
・ おなかの赤ちゃんが食べたいごはん
・ 赤ちゃんのお風呂
・ 胎児体感　　・ 妊婦体験

不妊治療を受けるか迷っている、検査や治療について知りたい、精
子無力症などの男性不妊について知りたい、治療が続いて心身と
もに疲れた…等の不妊の相談、繰り返す流産や死産いわゆる不育
症についての相談を医師•助産師•臨床心理士がお受けします。
※電話相談、面接相談の詳細はお問い合わせください。
　■ 相談場所　県不妊•不育専門相談センター

（平塚市豊原町6-21神奈川県平塚保健福祉事務所）
■ 面接予約の申込み•問い合わせ先

県健康増進課 ☎045（210）4786

神奈川県不妊•不育専門相談センター

町では神奈川県が行う「不妊に悩む方への特定治療支援事業」により助成決定を受けたご夫
婦に、治療費の一部を助成します。対象となる治療、必要な書類、手続き等がありますので詳
しくはお問い合わせください。町への申請は、県事業の助成決定後になります。

特定不妊治療費助成事業

不育症治療を受けられて出産されたご夫婦に対し、医療保険適用外の治療費の一部を助成
します。
対象となる治療、必要な書類、手続きなどがありますので詳しくはお問い合わせください。

不育症治療費助成事業

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 小田原保健福祉事務所足柄上センター　保健福祉課 ☎83-5111
　　　　　 子育て健康課（保健福祉センター1階） 　　　　　　 ☎83-8012
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出生届
赤ちゃんを出産した日から14日以
内に、町民課へ提出してください。

□出生届　　　　□印鑑
□母子健康手帳　□本人確認書類

届け出る際に必要なもの

□お子さんの健康保険証
□所得等が確認できる証明書（申請者の方が転入の場合）

医療証の交付申請に必要なもの

■ 県内の医療機関等で受診する場合
医療証と保険証を病院•薬局の窓口で提示
することで、保険診療の自己負担分が無料
になります。

■ 子ども医療証が提示できない場合や、
　 県外の医療機関等で受診した場合
窓口でお支払いいただき、後日、町へ申請
することにより、保険診療の自己負担分を
助成します。

助成の方法

□領収書（原本）　　　　　　□振込先口座（申請者の名義の通帳等）
□お子さんの健康保険証　　□印鑑 　　※その他、必要に応じて必要な書類があります。

助成申請に必要なもの

出生連絡票
赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳に付いてい
る出生連絡票（ハガキ）を子育て健康課へ提出し
てください。

子ども医療費助成制度
0歳～18歳到達後、最初の3月31日までのお子さんの通院•入院によ
る医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。健診・
予防接種・入院時の食事療養費、薬の容器代等は対象になりません。

出産育児一時金
出産に関わる費用を加入している健康保険で補います。
出産に要する経済的負担を軽減するために、一定の金額が「出産育児一時金」として支給さ
れます。支給額は、1子につき42万円です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象の出産でない場合は

40万4000円となります。詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。

ようこそベビー♥
～ 窓口での手続き ～

児童手当　※勤務先によって申請が異なる場合があります

中学3年生（15歳到達後、最初の3月31日）までの児童を養育している方に支給される手当
です。出生から15日以内に申請してください。
　■ 手当額　　下記の表のとおりです
　　　　　　 （所得が一定額以上のときには、所得制限以上の額になります）
■ 支払時期　原則、2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支払われます。

出産祝い金
第3子以降のお子さんが誕生した家庭に、出産祝い金を支給します。
　対　象　　出産の日まで6カ月以上町内に住んでいる方で、2児を養育し、第3子以降の子

を出産した方に、対象のお子さん1人につき、50,000円を支給します。
　申　請　　出産日から2カ月以内に子育て健康課（保健福祉センター内）に申請してくだ

さい。

問い合わせ 
　 町民課（庁舎1階） ☎85-5006問い合わせ 

子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 【国民健康保険の場合】町民課（庁舎1階） ☎85-5007
　　　　　 【国民健康保険以外の場合】加入している健康保険の窓口

未熟児養育医療給付
出生体重が2,000ｇ未満の赤ちゃんで、医師が指定養育医療機関において、入院養育を必要
と認めた場合に給付されます。

必要な方のみの制度となります

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

小児慢性特定疾病医療給付
対象疾病ごとに定められた認定基準を満たしていると認められた場合、指定医療機関で治
療を受けた医療の給付をします（世帯の所得や疾病の重症度に応じた自己負担上限額あ
り)。※年齢：18歳未満更新申請は20歳未満まで継続可能）

問い合わせ 小田原保健福祉事務所足柄上センター　保健福祉課 ☎83-5111

□印鑑　　□申請者の健康保険証の写し（厚生年金の方）
□申請者名義の口座が確認できるもの
□申請者•配偶者の個人番号カード、または通知カード
公務員の方は勤務先に申請してください。

申請に必要なもの

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

区分
3歳未満

第1・2子
第3子以降3歳～小学生

中学生

所得制限未満 所得制限以上
15,000円（月額）

10,000円（月額）

15,000円（月額）

10,000円（月額）

5,000円（月額）
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さまざまな助成や手当

母子健康手帳を活用しましょう
母子健康手帳にお子さんの名前や赤ちゃん誕生を迎
えたときの気持ちなどを記入しましたか。母子健康手
帳は、母と子の成長を記録して、乳幼児健康診査や予
防接種、病院受診のときなどに使います。お子さんの
成長の喜びが記された素敵な手帳になるように、積極
的に活用しましょう。

新生児家庭訪問・こんにちは赤ちゃん訪問
赤ちゃんのいるすべての家庭に訪問し、子育てを応援しています。

妊娠や出産に関すること、乳幼児の健康、食事や育児について、気軽にご相談ください。
　■ 日　時　　月～金曜日（祝日、年末年始除く）8：00～17：15

電話相談

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

自立支援医療（育成医療）給付
18歳未満の身体に障がい（肢体、視覚・聴覚、音声言語機能、心臓機能等）のある児童が、指定
医療機関で治療を受け、確実な治療効果が見込まれる場合に、費用の全額または一部を支給
します。適用には、所得制限があります。

問い合わせ 介護福祉課（保健福祉センター1階） ☎83-8024

重度障がい者（児）医療費助成
重度障がい児の医療費を助成する制度です。保険診療の自己負担分が該当になります。

問い合わせ 小田原保健福祉事務所足柄上センター　生活福祉課 ☎83-5111

特別児童扶養手当
精神・知的または身体の中程度以上の障がいや、疾病のある20歳未満の児童を監護してい
る方に支給されます。適用には、所得制限があります。

ひとり親で子育てをする方
ひとり親で子育てをする方のために、さまざまな助成や手当があります。所得によって、利
用の制限があります。ご不明な点は、ご相談ください。

ひとり親家庭の方の自立に向けた相談窓口（母子・父子自立支援員）
母子・父子家庭や寡婦（寡夫）の方を対象に、生活や仕事、子育てなどの生活一般について
相談に応じます。

母子父子寡婦福祉資金
母子・父子家庭や寡婦（寡夫）の方を対象に、経済的な自立や子どもの修学のための資金貸
付をしています。

自立支援教育訓練給付金
職業能力開発のための教育訓練を受講した場合、受講料の一部を支給します。（受講前申請）

高等職業訓練促進給付金
看護師などの資格を取得するため、養成機関で2年以上修業する場合に支給されます。

（支給期間あり）

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

す く す く
健 や か  
～ 子どもの健康 ～

初めての赤ちゃんも、第2子以降の赤ちゃんも！
保健師または助産師等が訪問します。赤ちゃんの体重測定やお母さんの体調、授乳相談など
に応じます。町外に里帰りの方は、里帰り先の市町村等に依頼することも可能です。ご相談
ください。

医療機関名 電話番号
83-0351
83-1800

 
47-0823

 
82-2539
82-8971
83-5611
82-7886
83-7733
82-1301

 
86-0777

所在地
松田町松田惣領866-1
開成町吉田島580
 
小田原市酒匂2-32-16
 
金子48
上大井409-5
金子1922-3
山田1133
金子1375
金子849-1
 
金子2601-1

診療科目
内科・小児科（他、多数）
内科・小児科（他当番制）
内科・小児科・耳鼻咽喉科・眼科

（時間により異なる）
内科・小児科・糖尿病内科
内科
内科、外科、整形外科、泌尿器科
内科・小児科・心療内科
耳鼻咽喉科
内科・皮膚科・泌尿器科・循環器内科
内科・小児科・リウマチ科
アレルギー科・リハビリテーション科

※夜間緊急医療機関の問い合わせ　　小田原市消防本部　☎49-0119

県立足柄上病院
足柄上地区休日急患診療所
小田原市休日夜間
急患診療所
渥美医院
大井町クリニック
佐藤病院
瀬戸クリニック
武田耳鼻咽喉科クリニック
堀内医院
 
まえかわクリニック

問い合わせ 
子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

児童扶養手当

ひとり親家庭等
医療費助成

原則として18歳以下のお子さんを育てているひとり親家庭等に手当を
支給します。所得制限があります。
原則として、18歳以下のお子さんを育てているひとり親家庭等に保険診
療で支払った自己負担額を助成します。所得制限があります。

【対象】母子家庭、父子家庭、祖父母等の養育者がお子さんを養育している家庭、父または母
に障がいがある家庭、父または母の生死が明らかでない家庭等。

※手続きについては、事前に子育て健康課へご相談ください。必要書類等をご案内します。

町内及び近隣の医療機関
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乳幼児健康診査 ■ 日程/生活カレンダーまたは町ホームページをご確認ください。
■ 場所/保健福祉センター２階 保健指導室、おもちゃ館等

お子さんの成長を確認でき、安心して子育てができるよう乳幼児健康診査を実施しています。
3か月児健診、1歳6か月児健診、2歳6か月児健診、3歳6か月児健診の対象者には事前に通
知します。
日程については「生活カレンダー」を参照してください。
※お誕生前健診のみ指定医療機関での個別健診です。直接予約してから受診してください。

相談・教室

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012 問い合わせ 介護福祉課（保健福祉センター1階） ☎83-8024

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

お子さんも1歳を迎えると成長がめざましいことでしょう。いろいろ悩み、不安が出てくる頃では
ありませんか？
1歳児育児教室では、この時期の子どもとの遊び方や、生え始めた歯を守るためのブラッシング方
法などをご紹介します。その他、育児等の悩みに保健師をはじめ専門スタッフが相談にのります。
お気軽にお越しください。
■ 対　象　1歳になったお子さんと保護者（対象者には母子保健推進員が訪問し、お知らせをします）
■ 場　所　保健福祉センター　2階　保健指導室　
■ 日　程　年6回開催（詳しくはお問い合わせください）
■ 持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ、よだれかけ、タオル、筆記用具

1歳児育児教室

初めてのお子さんをお持ちのお母さんたちの集いの場として、毎月いろいろなテーマ（お菓子づ
くりやハンドメイド、ストレッチなど）を用意して活動しています。お母さんたちのリフレッシュ
タイムにもなりますので、お気軽にご参加ください。
■ 対　象　3か月から2歳のお誕生月までの1人目のお子さんと保護者（対象者には母子保健推進

員が訪問し、お知らせをします）
■ 場　所　保健福祉センターもしくは生涯学習センター　■ 持ち物　各月のテーマによる
■ 日　程　毎月第1火曜日　9：30～（詳しくは「生活カレンダー」参照、もしくはお問い合わせく

ださい）

ぞうさんくらぶ

毎日お子さんと接する中で、お子さんとの関わり方や育児、成長などに不安や悩んでいることはあ
りませんか？ 誰にも話せずに1人で抱え込んでいませんか？ 育児相談の専門スタッフや臨床心
理士が相談にのります。プライバシーが守られた中、安心してゆっくりお話ししてみませんか？
■ 場　所　保健福祉センター
■ 日　程　毎月1回（木曜日）（詳しくは「生活カレンダー」参照、もしくはお問い合わせください）

親子相談

子育てが思うようにいかない時、悩みを1人で抱えていませんか？ しつけのたびにイライラして
しまう、自分の子どもなのにかわいいと思えない、つい叩いたり怒鳴ったりしてしまうなど、この
ような思いがよぎったら、相談専門スタッフにご相談ください。
■ 場　所　保健福祉センター
■ 日　程　月～金曜日　8：30～17：15（祝日、年末年始は除く）

児童相談

身近な相談役として、各地区に母子保健推進員がいます。お母さんたちやお子さんの様子を伺い
に、成長に応じて声かけ訪問をしています。赤ちゃんの健診の問診票配布や、母子保健事業の案内
もしています。

母子保健推進員

住み慣れた地域で、安心して暮らせるためのお手伝いをしてくださる方々です。民生委員・児童委
員は地域から選ばれ、厚生労働大臣からの委嘱を受けて、無報酬で地域の人々の福祉向上のため
に活動するボランティアです。主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当する民生
委員・児童委員です。子育てに関する悩み、家族や福祉のことなど、遠慮せずにご相談ください。

民生委員・児童委員、主任児童委員

赤ちゃんとブックスタート
新生児訪問で赤ちゃんとの絵本の楽しみ方をご紹介します。
絵本もプレゼントしています。

事業・対象 内容

身体計測•診察•栄養相談

場所・受付時間
保健福祉センター
13：00～13：15

持ち物
母子健康手帳
問診票3か月児健診

身体計測•診察 所定の小児科
病院、診療所等

母子健康手帳
診査票お誕生前健診

身体計測・診察・歯科診察・ブラッシング指導
栄養相談・育児相談・心理相談

保健福祉センター
13：00～13：15

母子健康手帳
問診票・歯ブラシ1歳6か月児健診

身体計測・診察・歯科診察・予防処置
ブラッシング指導
栄養相談・育児相談・心理相談

保健福祉センター
13：00～13：15

母子健康手帳
検診票・歯ブラシ2歳6か月児健診

身体計測・診察・歯科診察・ブラッシング指導
栄養相談・育児相談・心理相談

保健福祉センター
13：00～13：15

母子健康手帳
問診票・歯ブラシ他3歳6か月児健診

離乳食講習会

日頃、赤ちゃんと接していると育児に関して不安に思うことや、聞きたいことなどがあると思いま
す。そんなお母さんたちの悩みに役に立てたらと思い、各種相談や計測（身長、体重）を行っています。
助産師による母乳相談、栄養士による食事に関する相談、保健師による育児の相談が受けられま
す。「こんな時どうしたらいいの？」「体重や身長はどれくらいかしら？」と思うことがありました
らお気軽にご相談ください。
■ 対　象　赤ちゃんから4歳までのお子さんと保護者（予約不要）　■ 持ち物　母子健康手帳
■ 場　所　保健福祉センター　2階　おもちゃ館
■ 日　程　毎月第4木曜日　9：30～10：30

（詳しくは「生活カレンダー」参照、もしくはお問い合わせください）

赤ちゃん健康相談

生後5～6か月になると、母乳やミルクだけでは成長に必要な栄養が補えなくなるため、離乳食が
始まります。離乳食を食べる１年間は、赤ちゃんの一生の食生活に影響を与えるための大切な時
期です。赤ちゃんの個性を大切にしながら一歩ずつ進めることが必要ですが、食べてくれなかっ
たり、うまく進まなかったりして悩むことが多いかと思います。
離乳食の作り方や進め方について、調理実習をとおして栄養士が説明・アドバイスをします。
■ 対　象　お子さんの保護者（託児あり、予約制）
■ 場　所　生涯学習センター　3階　調理実習室
■ 日　程　年6回偶数月の第1金曜日

■ 費　用　500円
■ 持ち物　母子健康手帳、米0.5合、筆記用具

託児に必要な物（ミルク・オムツ等）
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予防接種
予防接種はお子さんを病気から守り、感染症の流行を防ぐものです。
母子手帳や生活カレンダー、冊子「予防接種と子どもの健康」などを読んで、お子さんの体調
の良いときに受けましょう。予診票は医療機関にあります。予防接種を実施している医療機
関については、町内の医療機関のほか、町外にも大井町の予防接種を扱っているところがあ
りますので、詳しくは子育て健康課（保健福祉センター内）へお問い合わせください。

定期予防接種※個別接種（町契約医療機関では無料です）

□母子健康手帳
□健康保険証（または、住所•生年月日がわかるもの）
※町契約医療機関以外で接種を希望する場合は、接種

前にお問い合わせください。

 • 明らかに発熱している
　（体温が37.5℃を超えている）
 • 重篤な急性疾患にかかって

いる
 • 予防接種を受けてひどいア

レルギーを起こしたことが
ある

 • その他、医師が不適当な状態
と判断した場合

予防接種時に必要なもの 予防接種を受けられない
お子さん

問い合わせ 
子育て健康課

（保健福祉センター1階）
 ☎83-8012
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お子さんをお持ちの方、安心して子育てが
できるように大井町ファミリーサポートセンター

ではお手伝いをしています。
サポートしていただきたい方
に、サポートをしてくださる
方をご紹介します。

問い合わせ 大井保育園 ☎82-4249　一時保育室直通 ☎82-4299

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

子育てをサポート♪
～ 支援と施設 ～

その他問い合わせ先

アレルギーの心配があるとき
アレルギー疾患とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結
膜炎、花粉症、食物アレルギーなどですが、中には突然の症状の変化により、生命に影響を及
ぼすこともあります。
アレルギーに関する心配があるときは、まず、かかりつけの医療機関に相談しましょう。妊
産婦や乳幼児でかかりつけ医療機関がなく相談がある場合は、下記にご連絡ください。

発達に心配のあるお子さんのために
お子さんの発育や発達に心配がある場合や、障がいのあるお子さんを養育されるご家庭へ
の支援をご紹介します。

厚生労働省ホー厶ページ「リウマチ•アレルギー対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ryumachi/index.html
一般社団法人日本アレルギー学会アレルギー相談センター
https://www.a llergy-sodan.jp/
　■ 相談時間　　月～金曜日（祝日•年末年始は除く）10：00～12：00、13：00～16：30
■ 電話番号　　☎03-5817-8589（診療はありません）

健診や教室等のほか、電話や窓口でいつでも保健師などの専門ス
タッフが相談をお受けします。お気軽に声をおかけください。

発達等の相談

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活での適応訓練な
どを実施します。利用には町の支給決定が必要です。

児童発達支援事業

学校在学中の障がいのあるお子さんに対して、放課後や長期休業等
において生活能力向上のための訓練等を行います。利用には町の支
給決定が必要です。

放課後等
デイサービス

児童の発達支援にかかわる専門的スタッフが、園や学校、施設など
に月1，2回程度訪問し、個別的な支援を行うサービスです。利用に
は町の支給決定が必要です。

保育所等訪問支援

問い合わせ 介護福祉課（保健福祉センター1階） ☎83-8024

手当の種類 対象者 問い合わせ先

小田原保健福祉事務所
足柄上センター ☎83-5111

身体や精神に著しい障がいがあるため、日常
生活で常時介護を必要とする状態の児童に
対して支給されます。（支給要件あり）

障害児福祉
手当（国）

子育て健康課
（保健福祉センター1階）
 ☎83-8012

精神、知的または身体障がいの状態にある
20歳未満のお子さんを育てている方に支給
されます。（支給要件あり）

特別児童扶養
手当（県）

介護福祉課（保健福祉センター1階）
 ☎83-8024

重度の障がいのある児童に対して支給され
ます。（支給要件あり）

神奈川県在宅重度
障害者等手当（県）

ファミリーサポートセンターのしくみ

ファミリーサポートセンター
「子育ての支援を受けたい方（依頼会員）」と「子育
ての支援をしたい方（支援会員）」が登録（無料）
し、子育ての相互援助活動をする会員組織です。

一時保育
一時保育とは、保護者の急病や冠婚葬祭、学校行
事、育児疲れ解消等の理由により、一時的に保育が
できなくなった時に利用していただくサービスで
す。大井町では、大井保育園で実施しています。
■ 対象（年齢）　満1歳児から就学前のお子さん
■ 場所　　　　大井保育園
■ 保育時間　　月曜日～金曜日（休日および年末年始を除く）8：30～17：00
■ 申込　　　　直接大井保育園へ連絡してください。お話を聞いた上で大井保育園にて面

接となります。希望される方は前日の午前中までにご連絡してください。
緊急の場合は相談に応じます。

１　支援の申し込み
■保育所、幼稚園、学童保育、習い事などの送迎や放

課後に子どもを預かってほしいとき
■保護者のリフレッシュのために子どもを預かっ

てほしいとき
●依頼会員　生後3か月～小学6年生のお子さんを

お持ちの方
　２　支援の依頼
●支援会員　心身ともに健康で、自宅や子育て支援

センター等でお子さんを預かったり、送迎したり
することができる方（特別な資格等は必要ありま
せん。支援会員研修を受けていただきます）

　３　支援について事前打ち合わせ
アドバイザー立ち会いのもと、支援の詳細、お子さ
んとの顔合わせ、アレルギーの確認等を行います。
　４　支援活動スタート
活動終了後、そのつど料金を受け渡しします。
■ 活動時間　　原則として　6：00～22：00まで
■ 料金　　　　1時間700円（月～金曜日7：00～19：00）

1時間900円（土•日曜日、祝日、年末年始、上記の時間帯以外の時間）
※きょうだい預かりの場台、2人目からは半額になります。
※子どもの送迎に係る交通費や飲食物などの代金は依頼会員の負担となります。

問い合わせ ファミリーサポートセンター事務局（ふれあい館1階） ☎82-6046
　　　　　 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

保育料学齢区分単位利用料金
500円
400円
300円
100円

3歳未満児
3歳以上児1時間

給食
おやつ

一時保育

ファミリーサポートセンター
アドバイザー

①支援の依頼を
　申し込む

③事前打ち合わせ・活動後の利用料金の授受

②支援活動
　紹介

依頼会員
育児の支援を
受けたい方

支援会員
育児の支援が

できる方

育児の支援を受けたい依頼会員が、ファ
ミリーサポートセンター（アドバイザー）
を通して育児の支援ができる支援会員の
紹介を受けます。当事者間の綿密な打ち
合わせ（アドバイザー立ち会い）の後、支
援活動を行います。支援活動終了後、依頼
会員は利用料金を支払います。

ファミリーサポートセンターのシステム

子育て支援センター
内広場で、スタッフに
ご相談できます。

障がいのあるお子さんのための手当
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入園の手続き

保育園

大井町立大井保育園

保育園とは、保護者が就労や病気などの理由で、日中家庭でお子さんを保育することができ
ない場合に、そのお子さんを保護者に代わって保育するための施設です。大井町には3つの
保育園があります。

子育て健康課で随時受け付けします（希望月の前々月末日
までに申し込み）。ただし、4月からの入園を希望される方
は、前年の10～11月頃に受け付けします。
■ 提出書類
　①保育所入所申込書　④保育を必要とする理由を証明する書類（就労証明書、診断書等）
　②支給認定申請書　　⑤保育料算定のための課税資料（該当する世帯）
　③家庭状況調査票　　⑥その他必要とされる書類（該当する世帯）
■ 保育料　保護者の市町村民税所得割額などにより異なります。
■ 保育料の負担軽減　同一世帯から2人以上の児童が入園している場合は、保育料が軽減

されます。さらに、幼稚園、認定こども園などに在園している場合
も、同様の軽減措置を行います。

※申し込み順ではなく家庭の諸事情•園の入園状況など総合的に判断し、必要性の高い児童から内定します。

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

月～金曜日　7：30～19：00
土曜日　　　8：00～17：30
1歳 ～ 就学前
80名
〒258-0019 大井町金子2854
電話／FAX 82-4249

（福）育秀会　栄光愛児園
月～金曜日　7：00～19：00
土曜日　　　7：00～17：30
産休明け（産後8週頃） ～ 就学前
90名
〒258-0017 大井町西大井385-1
電話 83-3225 ／ FAX 20-6860

（福）育秀会　栄光愛児園　さみどり分園
月～金曜日　7：00～19：00
土曜日　　　7：00～17：30
産休明け（産後8週頃） ～ 2歳
20名
〒258-0017 大井町西大井231-1
電話／FAX 43-8852

入園の手続き（町立幼稚園）

幼稚園

大井町立相和幼稚園

幼稚園は、子どもが初めて出会う「学校」です。幼稚園では遊びを通じての総合的な指導を大
切にした教育活動を行っています。子どもは主体的に遊びや生活に関わりながら、人への信
頼感や健康な身体•思考力•表現力•生活習慣など、生きる力を身につけていきます。この生
きる力は、小学校以降の学びへとつながります。

翌年4月から入園を希望される方は、11月に各幼稚園と教育委員会で申し込みを受け付け
ます。
年度途中入園は随時受け付けますが、なるべくお早めにご連絡ください。
　■ 提出書類　教育総務課へお問い合わせください。
■ 保育料　　保護者の市町村民税所得割額などにより異なります。

※平成27年度から、相和幼稚園は町内全域が通園区域となりました。

3歳児　　月や曜日により異なる
4・5歳児　9：15～14：00
※4月は9：00～11：30（午前保育）
3歳 ～ 5歳児

〒258-0015 大井町山田566
電話 82-3656 ／ FAX 82-3659

早朝保育・延長保育・長期休業保育について

7：30～保育時間の開始まで

9：00～14：00
9：00～14：00

1回につき150円
保育時間終了後～最長18：30まで 1回につき500円 （教材費含む）

7,500円
1回につき350円

早朝保育
保育時間

長期休業保育（8月分）
長期休業保育（8月以外）

延長保育

利用料

保育時間

受入年齢
篠窪・柳・高尾・赤田・山田ほか町内全域通園区域

所在地
連絡先

保育時間

受入年齢
定　員
所在地
連絡先

保育時間

受入年齢
定　員
所在地
連絡先

保育時間

受入年齢
定　員
所在地
連絡先

問い合わせ 教育総務課（庁舎1階） ☎85-5015

※長期休業保育は、夏季・冬季・学年末・学年始の各長期休業における保育です。土曜日、日曜日、祝日
と12月29日から1月3日は行いません。早朝保育、延長保育も併せて利用できます（早朝・延長保育
の利用料が別にかかります）。

※7月の長期休業保育は9：00～11：30までとし、その前後の時間は早朝保育と延長保育の取扱いと
なります。

※給食の提供はありません
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大井町立大井幼稚園

大井町立大井第二幼稚園

小学校

大井町立相和小学校

大井町には3つの小学校があります。その中でも、地域の自然、伝統などの恵まれた環境を生
かし、少人数によるきめ細やかな指導や特色ある教育活動を行っている相和小学校において、
一定の条件のもと大井町内にある現在の住所のまま就学を認める「小規模特認校制度」を平
成28年4月から導入しています。また、相和小学校に就学している全児童を対象に、放課後な
どに相和小学校の施設を活用して、学習やスポーツ・遊びなどの活動をする場を提供し、児童
が心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、「放課後教室」を開設しています。

問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012 問い合わせ 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

3歳児　　月や曜日により異なる
4・5歳児　9：00～14：00
※4月は9：00～11：30（午前保育）
3歳 ～ 5歳児

〒258-0018 大井町金手451-1
電話  82-3650 ／ FAX 85-1809

保育時間

受入年齢

所在地
連絡先

3歳児　　月や曜日により異なる
4・5歳児　9：00～14：00
※4月は9：00～11：30（午前保育）
3歳 ～ 5歳児

〒258-0019 大井町子1270-1
電話／FAX 83-0545　 

保育時間

受入年齢

金手・河原・新宿・市場通園区域

上大井・西大井・根岸上・根岸下・坊村・
馬場・宮地・吉原通園区域

所在地
連絡先

預かり保育について（大井・第二共通）

保育時間終了後～
最長17：00まで 1回につき500円（教材費含む）

保育時間 利用料 ※午前保育の日には実施しません。
※3歳児は、9月からお弁当の日に限り実施し

ます。

病児保育事業
病児保育とは、病気中で集団保育などが困難なお子さんを、専用の保育室で看護師や保育士
がお預かりして、お子さんにとって無理のない環境で保育をする事業のことです。
開成町にある病児保育施設を、大井町のお子さんも利用できます。

【利用条件】1．生後4カ月から小学校3年生までの、大井町・開成
町・松田町・中井町・山北町に在住している子ども。

2．病気中で、集団保育が困難であること。（病気中で
あるかどうかは医師の判断が必要です。）

※ただし、麻疹および流行性結膜炎（はやり目）など
に罹患している場合を除きます。

【場所】社会福祉法人一燈会サウスポート内
「病児保育室 ピーターパン」
（開成町みなみ5丁目4番17　電話 85-3223 /
 Fax 85-3224）

【定員】1日あたり6人まで　　　　【保育時間】7：30～18：30まで
【料金】1日あたり2,000円（生活保護世帯は0円、町民税非課税世帯は1,000円）
※事前に登録が必要ですので、必要書類を子育て健康課へ提出してください。必要書類は

ホームページからダウンロードできます。

児童コミュニティクラブ（学童保育）
留守家庭児童の健全育成を図ることを目的として実施しています。

【対象児童】小学校1年から6年に在学し、放課後の生活について
保護者などで育成のできない留守家庭の児童
保護者が就労などにより留守家庭の児童
保護者が長期疾病などで保護者に代わる者がいない
家庭の児童

【開所時間】月曜日～金曜日　放課後　～18：30
（長期休業中　7：30～18：30）
※土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始は閉所

問い合わせ 教育総務課（庁舎1階） ☎85-5015

問い合わせ 教育総務課（庁舎1階） ☎85-5015

〒258-0015 大井町山田580
電話 82-1611 ／ FAX 83-5766

所在地
連絡先

2,000円（年額）（入所時のみ）
2,000円（月額）
5,000円（月額）　ただし7、8月は10,000円（月額）
1,500円（月額）　相和小学校に通学の児童のみ

就学相談／就学援助制度
発達に心配のあるお子さんの就学の不安な
どの相談について、予約制で相談を行って
います。
また、経済的な理由により、学校教育に必要
な学用費や給食費などの支払いにお困りの
保護者の方に、その費用の一部を援助して
います。

大井町立大井小学校
〒258-0019 大井町金子1436
電話 82-0918 ／ FAX 82-0191

所在地
連絡先

大井町立上大井小学校
〒258-0016 大井町上大井171
電話 83-1151 ／ FAX 83-1153

所在地
連絡先

おおい児童
コミュニティクラブ

かみおおい児童
コミュニティクラブ

・ 傷害保険料
・ おやつ代
・ 運営費
・ お迎え利用料
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親子のふれあいの場として「子育てひろば」をご
利用してください。お友達と来ても、ひとりで来
ても安心して過ごせる空間です。親子で自由に
遊んだり、情報掲示板を使って子育ての情報交
換をしたりすることもできます。

親子交流の場「子育てひろば」

毎月第1，3木曜日に、赤ちゃんたちの
ふれあいやお母さん同士の交流の場
として「あつまれ！赤ちゃん」を開催
しています。対象はおおむね1歳まで
の赤ちゃんで、予約は不要です。詳し
くは「生活カレンダー」をご参照くだ
さい。

【場所】ふれあい館2階　多目的室　　
【時間】第1木曜日　13：30～15：30
　　　第3木曜日　 9：30～12：00

あつまれ！赤ちゃん

おでかけしよう♪
子育て支援センター
就学前の親子を対象とした、自由に遊んだりゆったり過ごせたりできるサロン的空間を
ご用意しています。子育て中の皆さんの、リフレッシュやくつろぎの場として気軽にご利用
してください。

問い合わせ 子育て支援センター（ふれあい館）      ☎82-6046
　　　　　 子育て健康課（保健福祉センター1階） ☎83-8012

南足柄市子育て支援センター（南足柄市広町48番地1　保健医療福祉センター内）　電話／FAX  73-8850
開館日　フリースペース…月曜日～金曜日　10：00～15：00
　　　　ご相談・問い合わせ…月曜日～金曜日　9：00～16：30
福沢子育てひろば　＊福沢コミュニティセンター…毎週水曜日　利用時間：10：00～11：30
岡本子育てひろば　＊中部公民館…毎週水曜日　利用時間：13：30～15：00
　　　　　　　　　※毎月第2土曜日　10：00～11：30

南足柄市

開成町

近隣の子育て支援センター
子育て支援センターは、町内町外問わずご利用は自由です。子育ての悩みを
お持ちの方、息抜きをしたい方、ママ友を作りたい方など、お気軽にお出か
けください。子育て中のママ、パパはもちろん、おばあちゃん、おじいちゃん
のご利用も歓迎です。ご利用は無料です。予約の必要はありません。

松田町子育て支援センター（松田町松田惣領1192番地5）　電話 83-3088
開館日　月曜日～金曜日
　　　　フリースペース…10：00～15：30／ランチルーム…11：00～13：00
　　　　電話相談…9：00～16：00
休館日　土曜日（原則第4土曜日は開所）、日曜日、祝日、年末年始、夏季休館日、毎月第3月曜日午後

松田町

開成町子育て支援センター 酒田保育園（開成町円通寺55番地1）
酒田子育て支援室（開成町円通寺63番地1）　電話 82-2277 ／ FAX 82-7881 
開館日　ともだち広場（えほんランド・保育園庭開放）
　　　　毎週月曜日　10：00～12：00（11：30より園庭開放）　地域の6ヶ月以上の未就園児対象
　　　　おでかけ保育　地域の6ヶ月～3歳児対象（公園や町内施設・団体へ出前保育をします）
　　　　毎週木曜日　午前中
　　　　開成町駅前子育て支援センター　あじさいっこ
　　　　（開成町吉田島4319番地1　小田急開成駅前ビルぷらっと・かいせい3階）　電話 20-9720
　　　　月曜日～金曜日と第2土曜日（祝日を除く）
　　　　プレイルーム（子育てひろば）…10：00～15：30
　　　　子育て何でも相談・電話相談…9：00～17：00

中井町子育て支援センター（中井町比奈窪137番地2）　電話／FAX 81-3365
開館日　月曜日～金曜日 
休館日　土、日、祝日、年末年始（12/28～1/4）
利用時間　○ご相談・お問い合わせ…9：00～17：00
　　　　　○ひまわりひろば（屋内）…9：30～15：00
　　　　　○あおぞらひろば（屋外）…9：00～12：00，13：00～16：00

中井町

山北町子育て支援センター（山北町山北1971番地2　健康福祉センター2F）　電話／FAX 75-0818
開館日　フリースペース（子育てひろば）
　　　　月曜日～金曜日・第１土曜日　10：00～15：00（第1土曜日が祝日の場合は、第2土曜日開館）
　　　　ご相談・お問い合わせ…9：00～17：00
　　　　あかちゃんひろば（1歳未満）
　　　　毎月第2水曜日（第2水曜日が祝日の場合は振替なしでお休み）　13：30～15：00
休館日　土曜日（第1除く）・日曜日・祝日・お盆期間（8月）・年末年始
　　　　毎月第3月曜日の午後（12：00までは、ご利用可）
　　　　※第3月曜日が祝日の場合は、振替で第4月曜日の午後はお休みとなります。
　　　　　毎月第2水曜日12：30～13：30（あかちゃんひろば準備のため）

山北町

●利用時間
月曜日~金曜日
9：00~16：00
※祝日と年末年始を除く

大井保育園

神明社神明社
かつや

すき家

ラーメン春
坊村

ビバホーム↓至小田原↓至小田原

↑至松田

ふれあい館
１階

255

子育て支援センター
（ふれあい館）
【住所】大井町金子2833
【電話/FAX】82-6046

ファミリーサポート
センターの登録・相談も
ここでできます。

日常での「ため息」や「つぶやき」などを子育てア
ドバイザーがお聞きします。遊びや成長につい
てなど、子育ての悩みを一緒に考えていきます
ので、気軽にご相談してください。面談、電話、
FAX、手紙など、どれでもお受けしています。

子育てに関する相談

年間8回、行事に合わせた楽しいイベントをふれ
あい館2階の多目的室で開催しています。親子体
操やおいもパーティ、クリスマス会など毎回多
くの親子の参加があります。予約不要ですので、
ご気軽にご参加下さい。
※1階「子育てひろば」はお楽しみ会の日も通常

どおり利用できます。

お楽しみ会
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問い合わせ 生活環境課（庁舎1階） ☎85-5010 問い合わせ 生活環境課（庁舎1階） ☎85-5010

相模金子駅前公園（さがみかねこえきまえこうえん）

金子児童公園（かねこじどうこうえん）

水神宮公園（すいじんぐうこうえん）

コンビネーション
遊具

ボール
スウィング

砂場

公園へ行こう♪
（仮）大井中央公園

Map番号 ①
現在、みんなが気軽に触れ合える公園をめざして、大井町役場前に（仮）大井中央公園を計画
中です。
遊びゾーンや多目的広場ゾーンのほか、自然・植栽ゾーン、憩いゾーン等計画されています。
※建設計画は、今後変更する可能性があります。

遊びゾーン
 • 子どもや親子連れが楽しく遊べる魅

力的な遊具を設置し、安全な遊びのた
めの空間を整備します。

 • 遊びゾーンの配置は、子どもの歓声、
周辺道路の飛び出し防止、周辺眺望に
も配慮します。

多目的広場ゾーン
 • 多様なスポーツ、レクリエーション、

健康づくり、子どもの自由な遊び、休
息等が可能で、開放的な芝生広場を中
心とした空間を整備します。

 • 水辺や四季の植物を観賞しながらの
散策可能な空間を整備します。

 • 広さ（幅、奥行）だけでなく、高さの魅
力がある空間を整備します。

 • 多目的広場ゾーンの配置は、公園の中
央に配置します。

 • 町の拠点やにぎわいの創出を目的に、
象徴的で魅力的な空間演出を行い
ます。

コンビネーション遊具

楽しみに待っていて

　　　　  くださいね！！

先輩ママメッセージ

明るく見通しがよいです。遊具は少
ないですが、ゆっくり遊べます。小さ
なお子さんには午前中がオススメで
す。公園の横には駅があるので、電
車が見られます。

先輩ママ
メッセージ 奥まっていて分かりづらい場所にあります

が、小さな子どもが急に飛び出しても、車
の通りはないので安心です。芝生で広さ
も手ごろ。トイレ（おむつ替えＯＫ）、水道
完備。ブランコがあることが魅力的。
※毎月第3水曜日は「あそびばミニ」が開

催されます。

施　設

遊　具

②Map番号

ボールスウィング、コンビネー
ション遊具、砂場

日よけ

施　設

③Map番号

ブランコ、コンビネーション遊具、砂場遊　具

施　設

遊　具

④Map番号

コンビネーション遊具

コンビネー
ション遊具

ブランコ

砂場

閑静な住宅街の中にいっぱい走り
回れる、広さのある穴場スポットが！！
トイレも水道もあります。

先輩ママメッセージ
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西大井第一，第二，第三公園（にしおおいだいいち，だいに，だいさんこうえん）

エバラ公園（エバラこうえん）

農村公園（のうそんこうえん）

金手児童公園（かなでじどうこうえん）

おおいグリーンタウン公園（おおいグリーンタウンこうえん）

上大井駅前公園（かみおおいえきまえこうえん）

滑り台

砂場

砂場

※トイレは上大井駅に
　あります。

※遊具はなし

第一公園

※遊具はなし

※遊具はなし

第二公園

問い合わせ 生活環境課（庁舎1階） ☎85-5010 問い合わせ 地域振興課（庁舎1階） ☎85-5013

問い合わせ 生活環境課（庁舎1階） ☎85-5010

滑り台と砂場、広場で遊べます。
近くにお店があり、買い物ついでに
便利です。

住宅地にある小さな公園。
ベンチで一休みできます。

先輩ママメッセージ

先輩ママメッセージ

先輩ママメッセージ

第三公園

コンビネー
ション遊具

丸太の遊具

丸太の遊具

施　設

⑤Map番号

滑り台、砂場遊　具

日よけ

施　設

⑥Map番号

砂場遊　具

施　設

⑦

（トイレは上大井駅にあります）

Map番号

日よけ

特になし遊　具

施　設

⑧Map番号

施　設

⑨Map番号

特になし遊　具

施　設

遊　具

⑩Map番号

丸太アスレチック遊具（ブラン
コ、つり橋、登り綱、登り棒）

日よけ

土の上をおもいっきり走れます。
何もない広い場所なので、ボールや
三輪車で遊べます。通路は自転車や
通行する人がいますので、注意してね！

遊具はないけれど、目の前に富士山
が見えて景色が最高。ベンチが何個
かあるので、お弁当を持って富士山を
見ながらのランチをしてみては？

富士山が見え最高眺望が堪能で
きる。
遊具が5つもあり木造であたたかみ
がある。散策路もあり、お散歩にも
よい。トイレも水道も完備！

先輩ママメッセージ

先輩ママメッセージ

先輩ママメッセージ

住宅街にある公園です。第一、第二、
には遊具はありませんがお散歩の休
憩に♪冬場、雪が降った時には子ども
たちが作った雪だるまがあることも♪

遊　具 コンビネー
ション遊具
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中屋敷公園（なかやしきこうえん）

湘光園開発公園（しょうこうえんかいはつこうえん）

（仮）新湘光公園（しんしょうこうこうえん）

問い合わせ 生活環境課（庁舎1階） ☎85-5010

コンビネーション
遊具

ちょっと遠くへ♪
近隣のおすすめ公園

　先輩ママ
オススメの公園を
ピックアップ
  しました♪

スプリング遊具

コンビネーション
遊具

施　設

コンビネーション遊具遊　具

⑪Map番号

施　設

遊　具 コンビネーション遊具、スプリン
グ遊具

⑫Map番号

施　設

特になし遊　具

⑬Map番号

住宅街の中にある小さな公園。
遊具、水道あり。近所の子どもたちが
よく遊んでいます。

先輩ママメッセージ

小さな子ども向けの遊具があり、
楽しく遊べます♪

先輩ママメッセージ

広場

藤棚

駐
車
場

先輩ママメッセージ

ボールあそびや自転車
の練習に最適！
春には桜が咲きお花
見したくなりますよ♪

小田原フラワーガーデン（おだわらフラワーガーデン）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　小田原市久野3798-5　駐車場あり

小田原フラワーガーデンは、季節によって見られる花が
違うので行くたびに楽しむことができます。夏にはアル
カディア広場の踊る噴水で、水遊びができます。ハー
ブ園内に滑り台があります。管理棟2階の休憩室に子ども用の椅子があります。2階
の研修室が空いている時は、授乳室として使えます（受付に声をかけてね）。ベンチは
数多く点在しています。

おだわら諏訪の原公園（おだわらすわのはらこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　小田原市久野3821-1　駐車場あり

おだわら諏訪の原公園は、全長169ｍのローラー滑
り台あり！走り回れる多目的広場。公園でとれた木
の実などで工作のできるクラフトコーナーもあります
（100円）。パークセンター前の池は、夏季水遊びが
できますよ♪

上府中公園（かみふなかこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　小田原市東大友113　駐車場あり

範茂史跡公園（のりもちしせきこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　南足柄市怒田 125-1　駐車場あり

広い芝生が広がっていて、ヨチヨチ歩きの子どもも安
心して遊べます！遊具、水飲み場、トイレ、ベンチなど完
備されているため、子連れには安心です。高台にあり
眺望最高！

総合運動公園です。小田原球場やスポーツ広場な
どの本格的スポーツ施設があり、遊具、池、芝生が全
てある広い公園です！飽きずに長く遊べます！ウォーキ
ングコースもなっている季節の花に彩られた散策路な
ど、親子でのんびり楽しめる公園です。
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お得に
おでかけしてみよう♪

かながわ子育て応援パスポート事業では、地域全体で子育て家庭を応援することで、「子ど
もを産むなら神奈川」「子育てをするなら神奈川」と思える神奈川をめざします。協力施設で

「かながわ子育て応援パスポート」を見せると、お得な特典や子育て家庭にやさしいサービ
スが受けられます。

ともしびショップとは・・・
神奈川県社会福祉協議会「ともに生きる福祉社会づくり」を
めざす「ともしび運動」の輪を地域に広げていくための一つ
の形としてオープンしたお店です。
　 大井町の「ともしびショップ　ゆう」では、定食や麺類、「今川
焼」や「白玉あずき」など、ホッとするデザートメニューも揃い
ます。期間限定メニューや、毎月第3水曜日に開催する「限定食
の日」には月替わりメニューが楽しめます。
ショップ内では、障がい者の方たちが製作
した雑貨も販売。人気商品は「無公害手作り
固形石けん」です。

神奈川県では、社会全体で子育て家庭を応援す
るために、「かながわ子育て応援パスポート」事
業を実施しています。妊娠中の方や子どものい
る家庭からの登録を受け、携帯電話•スマート
フォンやパソコンなどを通じて神奈川県が発行
した登録証（名称「かながわ子育て応援パスポー
ト」）を、協力施設（店舗等）に提示することによ
り、商品の割引や景品の提供など各施設が設定
する優待サービスを受けることができます。
大井町内にも、協力施設がありますので、ぜひご
活用ください（パスポート登録は無料）。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://c.rakuraku.orjp/k-pass/

神奈川県
PRキャラクター
かながわキンタロウ

かながわ子育て
応援パスポート

県内在住の妊娠中の
方や小学生以下の子
どものいる家庭
(登録は、上記のホー厶
ページからできます)

バスポート登録の対象

問い合わせ 福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課企画グループ ☎ 045-210-4687

所　在　地　　大井町金子1964-1（保健福祉センター1階）
電　　話　　83-8011（内線614）
営業時間　　10：30～14：00（変動あり）
休　業　日　　土・日・祝日、夏季・年末年始（臨時休業あり）
席　　数　　テーブル16席＋カウンター4席

携帯サイトは
こちら→

かながわ子育て
応援パスポート

ともしびショップ ゆう

中井中央公園（なかいちゅうおうこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　中井町比奈窪580　駐車場あり

遊びの広場には、子どもたちに大人気の遊具が14種
類設置され、休日は親子連れでいっぱいです。水辺
の広場では、おもいっきりジャブジャブできちゃう！夏
休みにはパラソルあり。

三角堤公園（さんかくづつみこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　松田町松田惣領6

飛行機に乗った気分になれるよ♪
遊具あり。景色がGOOD！！晴れた日には雄大な富士山
の姿が眺められます♪

ぐみの木近隣公園（ぐみのききんりんこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　山北町岸4031-1　駐車場あり

トイレあり（和洋）、車椅子用あり。自動販売機1台、
駐車スペースあり。広々 として隅 ま々で見渡せるので、
のびのびと遊ぶことができます！
広いグラウンドが横にあるのでボール遊びができます。景色もいいので大人もリフレッシュ
にオススメです♪ただ、夏季は日陰がないことと近くに川があるので注意が必要です。

丸山公園（まるやまこうえん）

先輩ママからのメッセージ

所在地　　山北町山北981-8

スリル満点の芝すべりが楽しめます！！ソリを持参して
お出かけください。高台からの景色を眺めながら、広い
芝生でお弁当でもいかがでしょうか？

開成水辺スポーツ公園（かいせいみずべスポーツこうえん）
所在地　　開成町吉田島2710　駐車場あり
先輩ママからのメッセージ

電車が近くに見えて、遊具も充実！室内休憩所もあり
オススメです！小さな子ども向けの滑り台や砂場、ボ
ルダリングなどの遊具があります。
談話室は、飲食休憩スペースとして利用可能。女性用トイレに、おむつ交換用の収納
式ベビーベッド設置してあります。

お子さま連れも
大歓迎！！

乳幼児健診の日は
便利です♪
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問い合わせ 社会福祉協議会 ☎84-3294 問い合わせ 社会福祉協議会 ☎84-3294

地域の活動にも参加してみよう♪
子育てしている皆さんにも優しい「ふくしの会」等の

イベントがありますよ！
　小地域福祉活動推進組織（ふくしの会）は、自治会を単位に様々な福祉活動に取り組まれ
ている団体です。現在、町内19自治会の内、13自治会にて活動が展開されています。

 • ふれあいサロン（年間3回）
 • お茶飲み会（遠方に出られない方を対象に、お茶を飲みな

がらふれあう）　　 • 子育て支援事業（正月飾りづくり）
 • サークル活動（グラウンドゴルフ、お茶を楽しむ会、

俳句等）　　 • 広報紙の発行

金手ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • 世代間交流事業つどい（毎月第2土曜日）
 • 木曜ふれあいサロン（毎週木曜日）
 • ティーサロン（毎月第3木曜日）
 • ふれあい花の道の整備　　 • ふれあい里山事業
 • 小学校児童・保育園園児との交流　　 • 広報紙の発行

上大井福祉わかばの会

主
な

活
動
内
容

 • 井戸端いきいきサロン（毎月第3木曜日）
 • 子育てスクスク応援隊（年間5回）
 • みんなで楽しむお茶飲み会（年間4回）
 • 小学生宿泊交流活動
 • 自治会館まつり　　 • 広報紙の発行

西大井ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • 中学生とふれあい奉仕活動
 • 敬老の祝い　　 • どんど焼き
 • 夏祭り　　　　 • 三嶋社祭典協力

篠窪ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • お花見会　　 • 敬老祝品の進呈
 • グリーンベルトに花植え
 • 高齢者との懇親会
 • 広報紙の発行

柳ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • 里山ガーデン春（花見）、秋（餅つき）
 • 地域ふれあい活動
 • 「見守り花壇」の管理・運営
 • 広報紙の作成

上山田福祉推進協議会

主
な

活
動
内
容

 • 自治会、ふくしの会夏祭り
 • 公民館美化活動　　 • 天神社祭典
 • 子ども会とともに道祖神

中屋敷ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • 新宿会食会（年間2回）
 • にじいろの会（どなたでも参加できるサロン、毎月10日）
 • コーヒーカフェ
 • 広報紙の発行

新宿ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • おしゃべり会（年間2回）
 • ふれあいウォークラリー
 • 世代間交流のためのパークゴルフ、もちつき大会など
 • 広報紙の発行

河原ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • 骨密度測定と生活習慣病講座
 • 正しいラジオ体操体験
 • お月見会と紙芝居
 • 歩いてふれあい会

根岸上自治会福祉悠々部会

主
な

活
動
内
容

 • お楽しみ会交流会パークゴルフ
 • 敬老の集い　　 • 中学生の交流会
 • 輪投げ大会　　 • ふれあい活動花植え
 • 広報紙の発行

根岸下ともしびの会

主
な

活
動
内
容

 • 夏の思い出～流しそうめん・竹細工づくり～
 • 市場でカフェ　　 • カラオケ、囲碁教室
 • 手打ちそばづくり教室
 • 広報紙の発行

市場ふくしの会

主
な

活
動
内
容

 • おしゃべり会（年間4回）
 • 足柄の春との交流会　　 • 敬老の祝い
 • 焼いも大会　　　　　　 • 買い物支援活動の研究
 • 広報紙の発行

馬場ふくしの会

主
な

活
動
内
容

★活動場所は主に自治会館です。
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内　容　　あそびばは、みんなの居場所。地域で子育て、みんなで子育てを合言葉に活動し
ています。子育て世代に限らず、どなたでも大歓迎です。外に出て一緒にあそび
ましょう！！

活動日　　あそびばミニ　　毎月第3水曜　金子児童公園
　　　　　あそびば　　　　年4回　季節ごと篠窪富士見塚見晴台等
代　表　　重田有紀
連絡先　　https://ja-jp.facebook.com/asoviva.oitown/

内　容　　2018年5月にうま年の子を持つママ達で発足しました。色々な世代の方々も巻
き込んで、楽しく、子育てしやすい地域をめざして活動していきます☆大井町の
イベントや近隣の市民グループともコラボしていく予定です。

活動日　　土日祝（月1回程）ブログをご参照ください。
代　表　　大澤祥子
連絡先　　ohmama2018@gmail.com

生涯学習情報誌　https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/16/shougaigakushu.html
※子育て関連サークル以外にも、たくさんのサークルが掲載されています。

子育て応援グループ 大井町図書館へ
行ってみよう♪
図書館は、生涯学習センターの一階にあります。児童書、
一般書、雑誌、新聞、視聴覚資料など、多数そろえていま
す。おすすめの絵本は、読み始めの時期から四段階に分け
て置いています。（色シール別）
おはなしの部屋では、毎週土曜日におはなし会が開かれ、
絵本や紙芝居が読まれます。

開館時間
 • 9：00～17：15
 休館日
 • 第2、第4月曜日（祝日にあたった場合は翌日）　　 • 蔵書点検期間　　 • 年末年始
 図書館の利用のしかた

はじめて本を借りるときは「図書館カード」が必要です。「図書館カード申込書」に名前
や住所、電話番号など、必要なことを書いてください。
○本を借りるとき　　借りたい本を「図書館カード」と一緒にカウンターへ出してくだ

さい。
○返すとき　　 • 返す本をカウンターへ出してください（返すときは「図書館カード」

は不要です）。
 • 休館日は、返却ポストに入れてください。

 借りられる数・日にち
1人8冊，2週間 まで借りられます。

 予約をするとき
読みたい本が、図書館にないときは、

「リクエストカード」に本の題名を書
いて、図書館の人に渡してください。
1人8冊まで予約ができます。

 おはなし会
 • 開催：毎週土曜日
 • 時間：10：30～11：00
 • 場所：おはなしのへや（図書館内）
 • 申込：不要

 親子いっしょのおはなし会
 • 開催：毎月第2木曜日（8月はお休み）
 • 時間：10：30～11：00
 • 講師：子どもの本箱（大井町上大井）
 • 場所：おはなしのへや（図書館内）
 • 申込：不要 
※就園前のお子さんを対象にした親子で楽しむおはなし会

です。おはなし会の後には、子どもの本の相談もお受けし
ます。

 大井町金子1995　大井町生涯学習センター1階　　☎83-5409

オススメの本を、
ひょうたんの実に書いて
紹介してくださいね♪

● あそびば

● 子育てサポートおうママの会
＊型式変更予定です

★★ その他町内のサークル紹介については、こちら↓

内　容　　大井町の自然と文化の再発見を目的に行っている「大井のかかし祭り」
は、子供たちの自由な発想で創作かかし作りをして、出来上がったかかし
を農村公園に飾ってみんなでかかし祭りを行っています。当日はウォー
クラリー、かかしのコンテスト、お土産いっぱいの表彰式など楽しさいっ
ぱい。参加を待っています！！

活動日　　9月初旬　かかし作り　そうわ会館にて／9月下旬　かかし展示・かかし祭り
代　表　　原田征史　　連絡先　83-0809

大井のかかし祭り実行委員会と連携しています♪

大井のかかし祭り実行委員会

内　容　　1992年に発足した会員9名のボランティアグループです。紙芝居・絵本・パネル
やエプロンシアター等を行い、大井町図書館での読み聞かせを中心に、依頼があ
ればどこへでも出向いて行きます。大井町昔話紙芝居の普及や、ももたろう、き
んたろう、花さかじじいなどの昔話のパネル、歌などを皆で楽しみます。毎年7
月末には「とくべつおはなし会」を開催しています。ぜひ見に来てください。

活動日　　おはなし会　　大井町図書館
　　　　　※詳しくは、大井町図書館☎83-5409へお問い合わせください
代　表　　寺下かつ子
連絡先　　83-6819

● 紙芝居ドリーム
★お子さんが本を借りる
と、「どくしょがんばりひょ
う」にスタンプがもらえま
す。がんばって集めてみま
しょう♪集めたら素敵な
プレゼントがあります。
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休日夜間に受診したいとき
受診を迷ったとき、薬物中毒の疑いのとき
子育てに悩んだときなど…迷わずご相談ください。

困ったときは…
～ 相談と窓口 ～
子どもの急病時、医療機関へ受診させた方が良いか迷ったとき

夜間、お子さんの体調のことで判断に迷ったことはありませんか。家庭でどのように対処すれば
良いか、すぐに医療機関にかかる必要があるかなどについて、電話で相談に応じます。
　■ 相談時間　　毎日 18：00～24：00
■ 電話番号　　市外局番が042以外のプッシュ回線、携帯電話でご利用の場合

　＃8000（市外局番なし）
ダイヤル回線、IP電話、PHS、市外局番が042のプッシュ回線でご利用の場合
　045-722-8000

■ 相談内容　　お子さんの体調の急変等に関する一般的な助言
■ 相談対応者　専任の相談員（看護師等）
■ 注意　　　　この電話相談は、助言を行うものであり、電話による診断・治療を行うものではあ

りませんので、あらかじめご了承ください。

かながわ小児救急ダイヤル

夜間や休日などの診療時間外に、病院を受診するかどうか判断の目安を提供しています。
　　http://kodomo-qq.jp/
　■ 対象　　生後1か月～6歳のお子さん
お子さんの症状に近い症状の項目をクリックすると対処方法が表示されるものです。病院を受診
するかどうかの最終診断は、保護者ご自身でお願いします。

こどもの救急 社団法人日本小児科学会

ご紹介した制度や内容については、変更される場合もありますので、ご了承ください。

月～金
（土日祝・年末年始

は除く）

月～金
（土日祝・年末年始

は除く）
児童に関するあらゆることの相談。
虐待、一時保護、里親等に関するこ
と。

育児の悩み、子どものしつけ、発
育や発達に関すること。
虐待の相談、通報

子どもの体調の急変時等に対す
る一般的な助言

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
性の中毒についての情報提供、相談

子ども・虐待に関する電話相談
0463-90-2260
伊勢原市桜台1-5-31
チェリーヒルズ金田2階B号室

月・水（祝日除く）
10：00～16：00

虐待相談かながわ
認定NPO法人
チャイルドファーストジャパン

32-8000
小田原市荻窪350-1

（小田原合同庁舎1階）
小田原児童相談所

児童に関するあらゆることの相談。
虐待に関すること。

83-8012
大井町金子1964-1

（大井町保健福祉センター内）
大井町子育て健康課
児童相談担当

0466-84-7000
藤沢市亀井野3119
中央児童相談所

毎日
9：00～20：00子ども・家庭110番

子ども・虐待に関する電話相談 189（市外局番なし） 毎日24時間児童相談所全国共通ダイヤル

毎日
18：00～24：00

かながわ小児
救急ダイヤル

薬物情報 045-210-4969
月～金（祝日・年末年始は除く）
 8：30～12：00
13：30～17：00

薬物情報電話サービス
（神奈川県薬務課薬事指導
 グループ）

中毒 045-262-4199 毎日24時間神奈川県医師会中毒情報相談室

072-727-2499 毎日24時間大阪中毒110番

中毒について 029-852-9999 毎日9：00～21：00つくば中毒110番
テープによる情報提供 072-726-9922 毎日24時間たばこ誤飲事故専用回線

045-722-8000
（市外局番が042以外のプッシュ回線、
携帯番号でご利用の場合は「＃8000」）

連絡先一覧
医療機関
医療機関名 電話番号 所在地 診療科目

園名 電話番号 所在地 受入年齢

83-0351
83-1800

47-0823

82-2539
82-8971
83-5611
82-7886
83-7733
82-1301

86-0777

83-6121

20-9400

85-1622
83-1181
83-1357
83-5000
83-5622
85-0008

松田町松田惣領866-1
開成町吉田島580

小田原市酒匂2-32-16

金子48
上大井409-5
金子1922-3
山田1133
金子1375
金子849-1

金子2601-1

金手127-1

金子343
ミマスモール2階2-05

金手1081-9
西大井26
金子2593-1
金手955-3
金子210
上大井104-1

内科・小児科（他、多数）
内科・小児科（他当番制）

内科・小児科・耳鼻咽喉科・眼科
（時間により異なる）

内科・小児科・糖尿病内科
内科
内科、外科、整形外科、泌尿器科
内科・小児科・心療内科
耳鼻咽喉科
内科・皮膚科・泌尿器科・循環器内科

内科・小児科・リウマチ科
アレルギー科・リハビリテーション科

人工透析
　
歯科

歯科
歯科
歯科
歯科
歯科
歯科

県立足柄上病院
足柄上地区休日急患診療所

小田原市休日夜間
急患診療所

渥美医院
大井町クリニック
佐藤病院
瀬戸クリニック
武田耳鼻咽喉科クリニック
堀内医院

まえかわクリニック

友和クリニック
　
大井松田ファミリー歯科

岡部歯科医院
小宮歯科医院
鈴木歯科医院
楢山歯科医院
間宮歯科医院
めぐみ歯科医院

82-4249
83-3225

43-8852

82-3656
82-3650
83-0545

金子2854
西大井385-1

西大井231-1

山田566
金手451-1
金子1270-1

1歳 ～ 就学前
産休明け（産後8週頃） ～ 就学前

産休明け（産後8週頃） ～ 2歳

3歳 ～ 5歳児
3歳 ～ 5歳児
3歳 ～ 5歳児

大井町立大井保育園
（福）育秀会　栄光愛児園

（福）育秀会　栄光愛児園
　　　　　　さみどり分園

大井町立相和幼稚園
大井町立大井幼稚園
大井町立大井第二幼稚園

保育園・幼稚園

※夜間緊急医療機関の問い合わせ　　小田原市消防本部　☎49-0119
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小中学校・児童コミュニティクラブ（学童保育）

学校名・施設名 電話番号 所在地

公共機関

82-1611

82-0918

83-1151

82-2541

83-3962

83-8317

山田580

金子1436

上大井171

金子1950

金子1908

上大井284-1（上大井小学校グラウンド内）

大井町立相和小学校

大井町立大井小学校

大井町立上大井小学校

大井町立湘光中学校

おおい児童コミュニティクラブ

かみおおい児童コミュニティクラブ

施設名 電話番号 所在地

83-1311 金子1995大井町役場

総務安全課　85-5001　　防災安全室　85-5002
企画財政課　85-5003　　町民課　　　85-5006（戸籍担当） 85-5007（国保担当）
税務課　　　85-5008　　生活環境課　85-5010（環境担当） 85-5011（上下水道担当）
地域振興課　85-5013　　都市整備課　85-5014
会計室　　　85-5017　　議会事務局　85-5000
教育総務課　85-5015

82-2761 上大井287-1学校給食センター

83-5409 金子1995大井町生涯学習センター

生涯学習課　85-5016

82-9799 金子1970大井町総合体育館

85-1601 山田502そうわ会館

83-8011 金子1964-1大井町保健福祉センター

介護福祉課　83-8024　　子育て健康課　83-8012

82-6046 金子2833
大井町ふれあい館

（子育て支援センター,ファミリー
 サポートセンター）

発　　行　平成31年3月
編集発行　大井町子育て健康課
　　　　　〒258-0019 足柄上郡大井町金子1964-1
電　　話　0465-83-8012
E - m a i l　kosodate@town.oi.kanagawa.jp
印　　刷　株式会社アルファ

♥ ご協力いただいた子育てガイドブック ♥
ボランティアの皆様

どうもありがとうございました！！

子育てガイドブック


