
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

お子さんの

発達 

妊娠前 妊娠中 出産 
生後１か
月頃 

生後３～４か月
頃 

生後６か月頃 １歳頃 １歳６か月頃 ３～５歳頃 ６歳～ 12歳～ ～18歳 

 

   

 
首がすわってきます 寝返りやお座りがで

きるようになります 

 
つかまり立ちが上

手になります 

 
ゆっくりと歩けるよ

うになります 

 
おしゃべりも上手にな

ります 

 
小学校入学 

 

 
中学校入学 

 

 

 

 

 

 

 

高校生 

手続き  
母子健康手帳 

 P３ 
出生届P４  

健康・医療 

 妊婦相談P３  乳幼児健康診査 Ｐ８  

 母子保健訪問事業 Ｐ３・４   

  
先天性股関節脱臼

検診P８ 
離乳食教室 P１１ 歯科検診・フッ化物歯面塗布（３歳６か月まで） P８ （立歯式）  

 
新生児聴覚検査

費用助成P４ 
産後ケア事業 P５  

 定期・任意予防接種 P１０ 

 キッズふれあいひろば P１１  

子育て支援  
誕生祝金P６ 体調不良児支援事業 P２２  

ファミたんカード P１２ 

手当・助成 

磐梯町こうのとり支

援事業P２ 
妊産婦健康診査費

助成P３ 
出産育児一時金・出産手当金 

P６・７ 
育児休業給付金P７  

 児童手当P１２  

 
妊婦歯科健康診

査費助成P３ 
乳幼児医療費助成及び子ども医療費助成 P１２ 

 

児童扶養手当 P１３ 

ひとり親家庭等医療費助成 P１３ 

特別児童扶養手当・障害児福祉手当 P１５ 

自立支援医療（育成医療） P１６ 

未熟児養育医療給付 P１２  

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成 P１５ 

保育・教育  
 

保育所 P１８ 幼稚園 P１９  

一時保育 P１９ 
幼児クラブ 

（こども館）P２０ 

放課後 

児童クラブ P２０ 

（児童館） 

 

 幼小中一貫教育 P２１ 
 

 

子育て 

サポートナビ 
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平成３０年４月より磐梯町保健福祉センター内に「磐梯町子育て世代包括支援セン

ター」を設置いたしました。 

 

   子育て世代包括支援センターとは… 

 

妊娠初期から子育て期にわたって、お母さんとお子さん、ご家族を切れ目なく支

援させていただきます。 

母子健康手帳の交付時から、担当の保健師または助産師が継続して関わり、妊娠

期、出産、子育て期と支援を行っていきます。困りごと、不安なこと、お子さんの

成長の様子など、気軽にお話していただければと思います。 

お母さんやご家族と一緒に考え、必要に応じて関係機関とも協力しながら、安心

した子育てができるようサポートをさせていただきます。 

 

 

★ 担当保健師または助産師と楽しい子育てを目指して、一緒に考える機

会を設けています。 

 
・ 今後の健診やいろいろなサービスの確認。 

・ 不安なことや困っていることの相談を行いながら、その時期にあったプラン

を一緒に作成します。 

  

   ●マタニティープラン …  母子手帳交付のとき 

  ●ママ＆ベビープラン …  赤ちゃん訪問のとき 

   ●赤ちゃんプラン …  ３か月児健診のとき 

   ●幼児プラン  …  １歳児健康相談のとき 

 

 

★ 電話相談・来所相談・お子さんの身体測定など、随時行っていますの

で、お気軽にご連絡ください。 
 

 

 問合せ先：保健福祉センター内「磐梯町子育て世代包括支援センター」 

 ☎７３－３１０１（保健福祉センターと同じ） 
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不妊症または不育症の検査及び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、

その費用の助成を行っています。 

 

<対象者> 次の要件をすべて満たす方です。 

① 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、医師の診断に基づいて不妊症また

は不育症の治療を受けている方。 

② 婚姻の届出をしており、申請日時点で夫婦のどちらか一方が１年以上磐梯町に住所

を有している方。 

③ 申請者が所属する世帯で町税等の滞納のない方。 

 

 <助成内容及び助成額> 

● 不妊症の検査料 

自己負担額に相当する額の全額 

● 不妊症の治療費 

継続した１回の治療に対し２０万円を限度とし、 

同一夫婦に対して５年度分まで助成 

● 不育症の治療費 

継続した１回の妊娠期間の治療に対し、２０万円まで 

 

※ 治療内容によっては、福島県特定不妊治療費助成事業及び福島県不育症治療費助成

事業でも助成を受けられます。その場合、県事業による助成を優先させます。 

※ 文書料、入院室料等、助成の対象とならないものもありますので、ご確認ください。 

 

 <申請先> 

  必要書類を磐梯町保健福祉センターにご提出ください。 

   

 

※ 詳細については、「磐梯町こうのとり支援事業のお知らせ」をご覧いただくか、 

保健福祉センターにお問い合わせください。 

 

  

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

  

Ⅰ 妊娠に向けて 
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妊娠がわかったら、保健福祉センターで手続きをし、母子健康手帳をお受け取りく

ださい。 

※妊娠中から出産後も、母子の健康状態を記録していく大切な手帳です。各種健

診や予防接種などを受ける時に持参してください。 

＜手続き＞ 

①妊娠がわかったら、保健福祉センターへおいでください。 

②所定の用紙に記入していただき、母子健康手帳を発行します。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

母子健康手帳の交付時に『妊産婦健康診査受診票』を発行します。 

妊産婦一般健康診査に係る費用を公費負担するもので、県内の産

婦人科医療機関で妊婦健診１５回分と産後１か月健診が無料で受

けられます。       

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

母子健康手帳の交付時に『妊婦歯科健康診査受診票』を発行します。 

妊娠１６～２７週に１回、無料で磐梯町医療センターにおいて歯科健診と口腔ケ

ア指導を受けることができます。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

  妊娠・出産・育児への理解を深めてもらい、安心して出産にのぞめるよう、母子

健康手帳交付時に、妊婦相談とマタニティプランの作成を行っています。また、妊

娠８か月を過ぎた頃、保健師または助産師が電話もしくは訪問し、出産に備えての

身体状況の確認や不安の相談等を行います。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

✿✿ 妊娠中の過ごし方 ✿✿ 

食生活・・・いつもの食事をちょっと見直しましょう！ 

食事はきちんと３食とりましょう。 

特定の料理や食品に偏らないように気をつけましょう！ 

二人分の食事はいりません。太りすぎにも注意しましょう。 

 

運 動・・・妊娠中の運動は、血行をよくして、肩こりや腰痛などの 

不快な症状を緩和します。手軽な運動に、ウォーキングや 

ストレッチ運動がおすすめです！お産のときに使う筋肉や 

骨盤をきたえて、安産を目指しましょう。 

体調をみながら、お腹が張ってきたら中止しましょう。 

Ⅱ 妊娠がわかったら 
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＊届出期間：生まれた日を含めて１４日以内 

＊届出人：父または母（父母が届出人になれない場合は、同居者、医師でも可能） 

＊届出地：本籍地、父母の住所地、生まれたところのいずれかの市区町村窓口へ 

＊届出に必要なもの：①出生証明書 ②母子健康手帳 ③届出人の印鑑 

④国保加入者は健康保険証 

 ★注意★子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。 

問合せ先：町民課 生活環境係 ☎７４－１２１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師または助産師がご家庭を訪問し、体重測定・育児相談・育児に関する情報

を提供します。 

対象：生後２か月頃までの全ての赤ちゃん。 

訪問日時：出生届の提出後、訪問日時の連絡をいたします。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

母子健康手帳交付時に『新生児聴覚検査受検票』を発行いたします。新生児を対

象に行う「耳のきこえ」の検査費用の一部助成を受けることができます。

指定医療機関での初回検査・確認検査・再確認検査の助成を行っております。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

Ⅲ 赤ちゃんが生まれたら 

●出生届時に役場窓口で行う主な手続（磐梯町の場合） 

  ・出生届 

  ・出産育児一時金（町民課 ※国民健康保険加入者のみ 詳しくはＰ６） 

    ※社会保険加入の方は、勤務先または健康保険組合、共済組合等に 

お問い合わせください。 

  ・誕生祝金支給申請（こども課 ※詳しくはＰ６をごらんください。） 

  ・児童手当の申請（こども課 ※詳しくはＰ１１をごらんください。） 

  ・子ども医療費助成の申請（こども課 ※詳しくはＰ１１をごらんください。） 

  ・ファミたんカード交付申込（こども課 ※詳しくはＰ１１をごらんください。） 

 

手続きに時間がかかりますので、 

できるだけ時間に余裕をもってお越しください。 
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＊＊＊産後ケア事業＊＊＊ 

  助産院に滞在して、出産後のお母さんをサポートします。 

 お母さんの疲れた身体と心をゆっくり休ませ、一人ひとりに合っ

たケアを受けることができます。 

◆事前に申請が必要です。 

＜利用できる方＞ 

※下記の項目がすべて当てはまる方 

・ 産後１年未満のお母さんとお子さん 

・ 磐梯町に住民票のある方 

・ お母さんの体調や育児などに不安のある方      ※兄弟同伴での利用はできません 

 利用期間 利用時間 利用料金（税込） 

宿泊ケア 最大５日間 ― 

１泊２日 6,480円 

（１泊追加ごとに 3,240円加算） 

【ふたごの場合】 

１泊２日 7,560円 

（１泊追加ごとに 4,320円加算） 

※食事・リネン代が含まれます 

日帰りケア 最大５日間 10：00～16：00 １回 1,620円（ふたごの場合も同料金） 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 
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お子様の誕生・入学をお祝いし、町からお祝い金の支給をしま

す。 

 

○誕生祝金 

＜支給要件＞ 

①出生児の父または母が、対象児の出生前６ヶ月以上磐梯町に居住

している 

②出生児と父母が、出生後１ヶ月以上磐梯町に居住している 

③①・②の条件を満たし、磐梯町に居住の実態がある 

④町税・使用料・手数料・分担金等に滞納がない 

⑤磐梯町に定住する意思がある（３年以上） 

 

＜支給額＞ 

第一子   １０万円 

第二子   １０万円 

第三子以降 ２０万円 

 ※申請書に出生届後の住民票の添付が必要です 

 

○入学祝金（平成３１年３月３１日までに出生したお子様は入学祝金の対象外となり

ます） 

＜支給要件＞ 

①磐梯町に居住の実態がある 

②町税・使用料・手数料・分担金等に滞納がない 

③磐梯町に定住する意思がある（３年以上） 

※支給は小学校及び中学校への入学確定後となります 

 

＜支給額＞ 

  小学校入学時 １０万円  

  中学校入学時 １０万円 

 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

Ⅳ 出産・育児の経済的支援 
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国民健康保険に加入されている方が出産した際は、出産児１人につき４２万円の

一時金が支給されます。 

その他の健康保険に加入している方は、勤務先等にご確認ください。 

※医療機関で出産費用を全額支払わなくてもいい「直接支払制度」がありますので

お問合せください。 

問合せ先：町民課 生活環境係 ☎７４－１２１５ 

 

 

働いていた女性が出産のために仕事を休み、勤務先から給与を受けられないとき

に申請により支給される手当金です。本人名義の社会保険（国保は対象外）に加入

していることが条件です。 

詳しくは勤務先もしくは健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合、雇用保険から休業前賃

金の５０％が２か月ごとに支給されます。 

詳しくは勤務先もしくは健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。 

 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

 

  



- 8 - 

 

 

 

  

※ 実施場所：保健福祉センター 

※ 対象者には、健診日の１か月前に個別通知いたします。 

 

先天性股関節脱臼検診 
整形外科医による診察 

レントゲン撮影（希望者） 
３～５か月児 

※ 指定医療機関にて個別実施 

※ 赤ちゃん訪問時に、問診票等をお渡しします。 

 

４歳児健診 

身体測定 小児科診察 

お絵かき等課題の実施 

集団活動 

幼稚園４歳児クラス 

（年中児） 

年３回 

午後 

※ 実施場所：磐梯幼稚園 

※ 対象者には、健診日の約１か月前に個別通知いたします。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

健診名 内容 対 象 日時 

３か月児健診 
身体測定 小児科診察 

保健師・栄養士による相談 
３～４か月児 毎月第２木曜日の午後 

７か月児健診 身体測定 小児科診察 

保健師・栄養士による相談 

歯科衛生士のお話 

６～７か月児 
偶数月の第２木曜日の 

午後 
１０か月児健診 ９～１１か月児 

１歳児健康相談 
身体測定 

保健師による育児相談 
１歳（１歳のお誕生月） 

毎月第３火曜日 

９時３０分から 

１歳６か月児健診 

身体測定 小児科診察 

保健師・栄養士による相談 

歯科診察 

歯科衛生士のお話 

１歳６～８か月児 
奇数月の第２木曜日の 

午後 
 

２歳児育児相談 
臨床心理士による育児相談 

歯科診察 フッ化物歯面塗布 
２歳０～２か月 

フッ化物歯面塗布 歯科診察 フッ化物歯面塗布 
２歳児～３歳６か月児まで

計４回半年ごと 

３歳児健診 

身体測定 目・耳・尿検査 

保健師・栄養士による相談 

小児科診察 歯科検診 

臨床心理士による育児相談 

フッ化物歯面塗布 

３歳６～８か月児 

Ⅴ 子どもの健康・医療 
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夜間、急にお子さんの身体の具合が悪くなった場合に、電話により医師・看護師

等に相談ができ、家庭で可能な対処方法などについてのアドバイスを聞くことがで

きます。また、必要に応じ受診可能な医療機関の案内をします。 

 相談時間  毎日 １９：００ ～ 翌朝８：００  

      （対応者：看護師、保健師、医師） 

電話番号  短縮ダイヤル＃８０００ 又は 

      ０２４－５２１－３７９０（アナログ回線） 

 年中無休  受付１８：３０ ～ ２２：３０  

診療科目 ： 内科・小児科（※休日は小児専門医が診療） 

住所：会津若松市山鹿町１番２２号  

 

※詳しくは会津若松医師会ＨＰ：http://www.aizu.fukushima.med.or.jp/ 

問合せ先：夜間急病センター ☎２８－１１９９ 

 

 診療時間  ８：３０～１８：００（12：00～14：00昼休み）  

診療科目 ： 内科・小児科・整形外科・歯科 ほか 

※歯科を除き、３６５日２４時間医師が常駐しており、夜間を含め、土日祝日の  

急病に対応しています。 

問合せ先：磐梯町医療センター ☎７３－２１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子の病気やケガなどの参考ホームページ 

『こどもの救急』（社）日本小児科学会 

http://kodomo-qq.jp/ 

『キッズクラブ』日本医師会 

          http://www.med.or.jp/kids/index.html 

日本赤十字社 

    http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/index.html 

 

http://www.aizu.fukushima.med.or.jp/
http://kodomo-qq.jp/
http://www.med.or.jp/kids/index.html
http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/index.html
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法律で受けることが定められている予防接種で、全額公費負担です。 

種  類 対象者年齢 接種回数 

ヒブ感染症 生後２か月～５歳未満 
初回３回、追加１回 

※接種開始年齢により回数が異なります 

小児用肺炎球菌 生後２か月～５歳未満 
初回３回、追加１回 

※接種開始年齢により回数が異なります 

Ｂ型肝炎 生後2か月～１歳未満 ３回  

ＢＣＧ 生後３か月～１歳未満 １回 

４種混合 

（ジフテリア、百日せき、ポ

リオ、破傷風） 

生後３か月～７歳６か月

未満 
初回３回、追加１回 

麻しん風しん混合（ＭＲ） 

【１期】１歳～２歳未満 

【２期】５歳～７歳未満 

（小学校就学前の１年間） 

1回ずつ 

水痘（みずぼうそう） １歳～３歳未満 ２回 ※水痘にかかった場合、対象とはなりません 

二種混合 

（ジフテリア、破傷風） 
11歳～13歳未満 1回 

日本脳炎１期 ３歳～７歳６か月未満 初回２回、追加１回 

日本脳炎２期 ９歳～１３歳未満 1回 

子宮頸がん（HPV） 
中学1年生～ 

高校1年生まで 
※副作用などにより現在接種は控えています。 

※赤ちゃん訪問等の際に、予防接種の冊子等をお渡しします。 

※主治医や保健師などとご相談のうえ、各自で予防接種の計画をたてましょう。 

※接種方法は個別接種です。各自で医療機関にご予約のうえ、予防接種をうけてください。 

※ヒブ・小児用肺炎球菌は、接種開始が生後7か月以降の場合は、接種回数が変わります。医師にご相談ください。 

※日本脳炎は対象年齢外でも公費負担で接種できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

●対象年齢とは、それぞれの予防接種を受けるのに適した年齢であり、公費負担となる期間のことです。対象年齢を

過ぎてしまうと実費となりますので、期間内に受けてください。 

（平成３０年４月現在） 

 

 

個人の希望により接種する予防接種で一部助成があります。 

 

種  類 標準的な対象年齢 接種回数 申込み 

インフルエンザ 
１歳～１８歳以下 

及び妊婦 

１～２回（毎年） 

【町独自の助成があります。】 

 （上限４，５００円） 

直接医療機関

へ予約 

※任意予防接種は他に、おたふくかぜ、ロタウィルスなどがあります。（公費負担はありません。） 

 

 

 

 

 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 
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問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１ 

 

 

 

 

 

  

内容 対象 日時 

キッズふれあいひろば 

「遊び」を通してお子さんの発達を 

促すとともに、保護者同士の交流を 

図ります。 

・ 自由遊び、リズム遊び、 

作って遊ぼう など 

・ 保健師や栄養士による 

個別相談（希望者） 

・ 身体測定（希望者） 

幼稚園入園前のお子さんと 

保護者 

毎週金曜日 

10：00～11：30 

 

離乳食教室 

・離乳食の進め方、試食 

・栄養士の相談 

５か月～１歳６か月児までの

お子さんと保護者 

奇数月の第３火曜日 

１０：００から 

手作りおやつ教室 

・親子で楽しくおやつ作りをします。 

幼稚園入園前のお子さんと 

保護者 

年３回 

１３：３０から 
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中学校修了前の子どもを養育している方を対象に支給される手当です。 

＜支給月額＞  

●所得制限未満 

３歳未満                 １５，０００円 

３歳以上小学校修了前（第１子・第２子）  １０，０００円 

３歳以上小学校修了前（第３子以降）      １５，０００円 

中学生                   １０，０００円 

●所得制限以上 

一律（０歳～中学生）             ５，０００円 

＜支 給 月＞ 

６月（２～５月分）・１０月（６～９月分）・２月（１０～１月分） 

＜現 況 届＞ 

   引き続き受給の要件確認のため、毎年６月に現況届の提出が必要です。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

子育て世帯の医療費のうち、保険診療の自己負担分を公費で負担します。入院時

の食事療養費等についても対象です。 

所得制限はありません。 

＜対象者＞１８歳（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日）までの子ども 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

出生体重が２，０００グラム以下の未熟児や生理的に種々の未熟性があり、家庭

保育が困難な乳児で、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も

のに対して医療費の給付をおこないます。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

社会全体で子育て家庭を応援しようと、全国の協賛店

で割引などの様々なサービスを受けることができます。 

  令和元年１０月現在 協賛店 ４，０４４店舗！！ 

※出生届の際に手続きし、その場で発行します。 

協賛店は福島県 HPファミたんのページから検索 

できます。 

  問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

Ⅵ 手当・助成 
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ひとり親家庭に対する自立を支援するため、１８歳未満の子どもを養育している

方に支給されます。（お子さんに障がいのある場合は２０歳未満） 

ただし、所得制限があります。 

＜手 当 月 額＞  

１人の場合        ４２，９１０円（上限額） 

２人の場合        最大１０，１４０円を加算 

３人目以降        最大 ６，０８０円を加算 

※ 手当額は、消費者物価指数等により毎年度変更されます。（平成３１年４月現在） 

＜支 給 日＞ 

※令和元年１１月から支払月が２ヶ月ごとに変更になります 

   １２月１１日（８月～１１月の４か月分） 

４月１１日（１２月～３月の４か月分） 

８月１１日（４月～７月の４か月分） 

 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

１８歳（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日）までのお子さんを養育し

ている、ひとり親とお子さんの医療費の一部を公費で負担します。 

＜助成内容＞ 

医療機関で支払った保険診療の自己負担分のうち、同一受

診月毎に１世帯の自己負担額を合計して１，０００円を超え

た場合、１，０００円を超えた額を助成します。 

 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

児童扶養手当の支給を受けている世帯は、通勤定期乗車券の割引購入制度が利用

できます。※割引率 ３割 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

 

経済的な自立や子どもの修学などに必要な資金を借りることができます。母子・

父子自立支援員が資金の借入や償還の相談に応じます。貸付の種類には、修学資金・

生活資金・修学支度資金など１２種類の内容があります。 

問合せ先：会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム ☎２９－５２７８ 

 

Ⅶ ひとり親家庭への支援 



- 14 - 

 

 

 

能力があるにも関わらず、経済的理由により修学困難と認められる高校生・大学

生等に奨学資金が貸与されます。奨学生は、応募者の中から書類選考の上決定され

ます。この他、「高等学校就学支援金制度」「高校生等奨学給付金制度」があります。

詳細は在学する学校にお問い合わせください。 

問合せ先：在学する学校 

 

雇用保険法の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「一般教育訓練

給付金」という）の支給を受けることができないひとり親家庭の父母を対象に、厚

生労働大臣の指定する「指定教育訓練講座」を受講し、修了した場合、受講料等の

一部（受講料・入学料の６０％）を助成します（限度額２０万円）。 

雇用保険法の規定による一般教育訓練給付金の支給を受けることができるひとり

親家庭の父母に対しては、教育訓練用の６０％相当額との差額（４０％相当額）を

支給します。 

受講開始前に、あらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。 

問合せ先：福島県こども未来局児童家庭課 ☎０２４－５２１－７１７６ 

 

 

看護師や介護福祉士等の資格を取得するために、養成機関で修業する場合、一定期

間の生活の安定を図るための費用を支給します。 

※ 仕事をしながら資格取得を目指す場合等で、受講状況の確認ができる場合は、

通信制を利用することができます。 

問合せ先：福島県こども未来局児童家庭課 ☎０２４－５２１－７１７６ 

 

 

  ひとり親家庭や寡婦の相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導等を行う専

門の相談員です。子育て・生活支援・経済支援などの相談を受け付けます。 

問合せ先：会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム ☎２９－５２７８ 
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心身の発達・発育が気になるお子さんの相談など随時相談を受け付けています。

お気軽に保健福祉センターまでご相談ください。 

問合せ先：町民課 保健福祉センター ☎７３－３１０１  

問合せ先：地域生活支援センターいなわしろ ☎９３－８０１１  

身体や精神に政令で定める障がいを有する２０歳未満の児童を養育している方

に支給されます。ただし所得制限があるほか、施設に入所している場合や児童が障

がいを理由とした公的年金を受けることができる場合は対象外となります。 

 ＜手 当 月 額＞１級該当児童 1人につき   ５２，２００円 

２級該当児童 1人につき   ３４，７７０円 

※ 手当額は、消費者物価指数等により毎年度変更されます。 

（平成３１年４月現在） 

 ＜所得状況届＞ 

   引き続き受給の要件確認のため、毎年８月に所得状況届の提出が必要です。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

心身に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする２０歳未満のお子さんに

支給されます。ただし所得制限があるほか、施設に入所している場合や児童が障がい

を理由とした公的年金を受給している場合は対象外となります。 

 ＜手当月額＞１４，７９０円（平成３１年４月現在） 

 ＜現 況 届＞引き続き受給の要件確認のため、毎年８月に現況届の提出が必要です。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

Ⅷ 障がい・発達が気になるときは 
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身体に一定の障がいがあるか、治療を行わないと将来障がいを残すと認められる

１８歳未満のお子さんが、手術等により確実な治療効果を期待できる場合に、その

医療費の自己負担分を一部公費で負担します。ただし所得制限があります。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴のお子さんの保護者の方に、補聴器購

入等費用の一部を助成します。 

＜対象者＞要件をすべて満たす対象児童の保護者 

① 磐梯町に住所を有する 18歳未満の児童。 

② 両耳の聴力レベルが原則 30デシベル以上 70デシベル未満の児童。

ただし、30 デシベル未満でも医師が補聴器の装用の必要を認めた

児童も支給の対象とする。 

③ 市町村民税所得割の額が 46万円以上の者がいない世帯に属する方。 

④ 他の法令等に基づき補聴器購入等の助成を受けていない方。 

＜助成額＞ 購入：基準額の範囲内で購入費用の２／３。(原則片耳) 

  修理：基準額の範囲内で購入費用の１／３。 

購入前に申請が必要です。事前にお問い合わせください。 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

放課後等デイサービス、短期入所、日中一時支援などのサービスが受けられます。

利用したい場合はご相談ください。（原則利用料の 1 割を負担していただきます。ま

た所得制限があります） 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

 

身体上の障がいを補うために、補装具の購入または修理に要する費用の支給を行い

ます。身体障害者手帳の障がいの種類や程度に応じて支給されます。（原則利用料の 1

割を負担していただきます。また所得制限があります。） 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 
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   家庭における児童の養育、言葉の遅れ、しつけ、家族関係など、子どもに関する家

庭内のさまざまな問題について、専門員（児童福祉司等）が相談に応じます。相談は

原則予約制で、お申込は電話で受け付けます。 

  相談場所：会津児童相談所 

住所：会津若松市一箕町大字八幡字門田 1-3（会津大短期大学東側） 

問合せ先：会津児童相談所 ☎０２４２－２３－１４００ 

 

 

 

虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。 

２４時間いつでも児童相談所の職員が対応します。 

連絡は匿名でも可能です。 

連絡者や内容に関する秘密は守られます。 

 ☎ １８９（いちはやく） 

 

育児上の悩みや精神的な悩みなどの相談に主任保育士が応じます。 

 

問合せ先：磐梯町保育所（子育て電話相談室） ☎７３－３３９５ 

 

 
 

 

 

Ⅸ 子育てに悩んだときは 
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磐梯町保育所 定員５０人 住所：大字磐梯字漆方１０６０－１ 

 

  磐梯町保育所の入所対象は、生後３か月から満２歳児です。 

平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度により、「保育が必要」な認定を受

ける必要があります。 

※保育認定、入所手続きの詳細は、「保育所入所ガイド」をご覧ください。 

 

＜保育時間＞ □保育標準時間 （11時間） ７：３０～１８：３０ 

    □保育短時間  （８時間） ８：３０～１６：３０ 

   ※保育認定を受ける事由により、保育サービスを利用できる時間が変わります。 

   ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月 29日～1月 3日）はお休みです。 

 

＜保 育 料＞ 前年分の市町村民税所得割額により決定します。 

◎ 保育料の多子軽減について… 中学３年生以下の範囲において最年長の子ども 

から順に第２子以降は無料となります。 

 ◎ 保育料の適用年齢について… ４月１日時点の年齢による基準額を適用します。 

 

＜４月新規入所＞ 毎年１１月に保育所で実施する説明会においで下さい。  

＜４月入所以外＞ 定員に空きがある限り、随時受付しています。 

         ※事前申出がなく、年度途中に入所される場合は、保育士の配置

などによりご希望通りに入所できない場合があります。 

 

【２号・３号認定 保育料基準額表（保育標準・短時間とも）】 

世 帯 の 階 層 区 分 基準月額（単位：円） 

区分 定 義 ３歳未満 ３歳以上 

第１階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） ０ ０ 

第２階層 
市町村民税非課税 ０ ０ 

※うち、ひとり親世帯、障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 ０ ０ 

第３階層 
市町村民税所得割額     ４８，６００円未満 ７，０００ ６，０００ 

※うち、ひとり親世帯、障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 ６，０００ ５，０００ 

第４階層 市町村民税所得割額     ９７，０００円未満 １０，０００ ９，０００ 

第５階層 市町村民税所得割額    １６９，０００円未満 ２０，０００ １４，０００ 

第６階層 市町村民税所得割額    ３０１，０００円未満 ２５，０００ １５，０００ 

第７階層 市町村民税所得割額    ３０１，０００円以上 ３０，０００ １６，０００ 

問合せ先：磐梯町保育所 ☎７３－３１３３ または こども係 ☎７４－１２１６ 

Ⅹ 子どもを預けたいときは 
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家庭保育をしている保護者の冠婚葬祭や農繁期、育児リフレッシュなどで一時的

に保育が必要な場合、保育所で一時的な預かり保育を実施しています。 

令和元年１０月からの幼児教育無償化制度により、対象となる方は「保育が必要」

な認定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

＜利用できる日時＞ 保育所開所日の開所時間内（基本時間８：３０～１６：３０） 

            ※事情により、早朝・延長保育ができます。 

＜利 用 料 金＞ １日２，０００円（町外者３，０００円 ※里帰り出産など） 

             ※給食費を含み、半日の場合は半額 

             ※早朝及び延長保育の場合は、それぞれ２００円（町外者３０ 

０円）の加算となります。 

＜手 続 き＞ 事前に電話で確認のうえ、利用したい１０日前までに申込書を

保育所に提出してください。 

問合せ先：磐梯町保育所 ☎７３－３１３３ 

 

 

 

 

 

磐梯幼稚園 定員１６０人 住所：大字磐梯字小原１８７２ 

入所対象は、３歳、４歳、５歳児です。 

 

＜保育時間＞  ９：００～１４：００ 

＜保 育 料＞  無 料  

（食材料費・行事費などは保護者負担となります） 

※令和元年１０月からの幼児教育無償化制度により対象となる方は副

食費（おかず・おやつ等）の費用が免除となります。対象となる条

件等につきましてはお問い合わせください。 

 

＜入園申込＞  毎年１１月の町弘報誌でお知らせいたします。また幼稚園で実施する

説明会においで下さい。 

なお、子ども・子育て支援新制度により、１号認定を受ける必要があ 

ります。 

途中入園は、定員に余裕がある限り、随時受付しています。 

 

問合せ先：磐梯幼稚園 ☎７３－３４７４ または 教育課 ☎７３－２０１７ 
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磐梯町こども館（幼児クラブ）  住所：大字磐梯字小原１９４７－１ 

幼稚園の保育時間前や降園後、休園日（日曜日、祝日、年末年始を除く）に、

保護者の都合を問わず、誰でも利用できます。一時預かりも利用できます。 

幼稚園との連携により、幼児教育を基本とした保育を実施しています。 

 

＜開設時間＞ 

平日 幼稚園降園後 ～１８：３０ 

土曜日・長期休業日等幼稚園休業日 ８：３０～１８：３０  

   ※保護者の都合（就労等）により、早朝７：３０からの利用も可能です。 

   ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月 29日～1月 3日）はお休みです。 

＜利 用 料＞ 無料  

※おやつ代は別途かかります。＜月 2,000円、一時登録は 100円/日＞ 

問合せ先：こども館 ☎７３－２１２６ または 教育課 ☎７３－２０１７ 

 

 

磐梯町児童館（放課後児童クラブ）  住所：大字磐梯字道割堂２６０ 

放課後及び土曜日に留守家庭となる児童が安心・安全に過ごせる「生活の場」です。 

子どもたちが家庭で過ごすのと同じように、友達と遊んだり、おやつを食べたり、

学習したりしながら、放課後や長期休業期間を過ごします。一時利用も可能です。 

 

＜開設時間＞ 平日 授業終了後 ～１８：３０ 

       土曜日・長期休業日等学校休業日 ７：３０～１８：３０  

        ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月 29日～1月 3日）は 

お休みです。 

＜利 用 料＞ 無料  

※おやつ代は別途かかります。 

＜月 2,000円、一時登録は 100円/日＞ 

 

問合せ先：児童館 ☎７３－４５４６ 
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基礎学力の向上を願って、幼稚園から中学校までの一貫性を考

えた教育を行っています。 

特に、カナダ国オリバー市との交流を進めてきた経緯から、英

語教育についてはＡＬＴ（外国人指導助手）を２名体制により、

幼稚園・小学校では週２回、中学校では常駐し日本語を全く使用

しない英語活動をしています。さらに、中学１～３年生の英語検

定受験希望者に１回に限り検定料を全額補助しています。 

問合せ先：教育課 ☎７３－２０１７ 

 

 

小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施を図るために、教育に係る費用

の一部を助成するものです。ただし、所得制限があります。 

問合せ先：教育課 ☎７３－２０１７ 

 

 

  

Ⅺ 学校教育 
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子育てと就労の両立を支援することを目的に、お子さん

が学校等で医師の診療が必要な体調不良となった際、保護

者等（父・母・祖父母等）がどうしても迎えに来られない

場合のみ、保護者に代わって町の保健師等が「磐梯町医療

センター」や「かかりつけ医」まで同行または受診します。 

＜登録制となります＞ 

 保護者不在の（迎えに来られない）際の対応となるので、

保護者の同意と児童の身体情報等を付した申請が必要です。 

＜磐梯町医療センターでの受診について＞                               

診療とその後の見守りを保護者が迎えに来るまでの間行います。 

＜磐梯町医療センター以外での受診について＞                                

磐梯町医療センター以外の「かかりつけ医」の受診を希望する場合は、会津管内

に限り、保健師等が「かかりつけ医」まで同行し、診療受付まで行いますが、受診

は保護者が到着してからとなります。（保護者不在での受診はできません。） 

※学校等から医療機関までの交通手段は、タクシーを利用します。（町負担） 

 

＜本支援事業での対応がとれない、または対象とならない場合について＞              

 ・インフルエンザ等の感染症（学校感染症）、及びその疑いがある場合 

 ・救急搬送された場合 

問合せ先：こども課 こども係 ☎７４－１２１６ 

Ⅻ 仕事中に子どもが体調不良に 



 

 

磐梯町の子育て支援の窓口   

磐 梯 町 役 場   （磐梯町大字磐梯字中ノ橋１８５５番地）  

こども課   こども係 ℡ 74-1216 FAX 73-2115 

こども課 保育所 ℡ 73-3133 FAX 73-3395 

こども課 児童館 ℡ 73-4546 FAX 73-4546 

町民課 保健福祉センター ℡ 73-3101 FAX 74-1377 

 

磐梯町教育委員会   （磐梯町大字磐梯字仁渡１０１８番地）  

教育課   教育総務係 ℡ 73-2017 FAX 73-2449 

教育課   幼稚園 ℡ 73-3474 FAX 73-3474 

教育課   こども館 ℡ 73-2126 FAX 73-2126 

    

磐梯町社会福祉協議会（民生児童委員・児童相談事業） 

    ℡ 73-2181 FAX 73-2181 
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