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妊娠したら 
母子健康手帳交付  

産科医療機関から妊娠届出書をもらい、保健センターまたは健康課（地域包括ケアセンター内）

へ提出してください。母子健康手帳、妊婦一般健康診査受診票（１４回分）、妊婦歯科健康診査受

診票（１回分）等をお渡しします。お渡しする時に、個人に応じた妊娠期の健康管理についてア

ドバイスを行っています。また、父親の育児に役立つ情報を掲載した父子手帳を交付します。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

妊婦訪問・相談

安心して出産や子育てができるように、初妊婦さんへの電話連絡（電話相談）を行っています。 

また、妊婦一般健康診査の結果で指導が必要となった方やご希望がある方に、保健師または管理

栄養士が訪問や相談を行います。お気軽にご相談ください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

出産支援交通費助成 

市内に出産できる医療機関がないことから、妊婦一般健診のために医療機関等へ通院される交通

費の一部を助成します。助成対象は南砺市内に住所がある妊娠６か月以降の妊婦さんです。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

子育て支援ポータル 

マイナンバーカードで個人認証をすることにより、妊婦一般健診の受診状況やお子さんの乳幼児健

診の結果、予防接種の記録・予定などをテレビ画面などで確認したり、妊娠週数やお子さんの月齢

にあわせた地域の子育て情報を受け取ることができます（ご利用には申込みが必要です）。 

また、保健センターの母子保健事業や予防接種、子育て支援に関する情報をまとめたホームページ

「すこやかひろばｉｎなんと」もぜひご覧ください。 

http://sukoyakahiroba-nanto.city.nanto.toyama.jp/
（申込み・お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

妊産婦医療費助成 

妊娠中又は出産した翌月までに特定の疾病（妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾

患、切迫早産）の診断を受けている妊産婦さんに対し、その疾病にかかる医療費の自己負担分を

助成します。 

（お問い合わせ：こども課子育て支援係 TEL ２３－２０１０ または 最寄りの行政センター） 
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赤ちゃんが生まれたら 

１ 手当て・助成

○ 出生祝い金

    出生時にお子さんと父もしくは母の住所が市内にあり、ともに引き続き市内に住む方に出生

祝い金として、南砺市商工会が発行する商品券を支給し、世代間で相互に安心して暮らせる家

庭環境づくりを推進します。 

【支給額】１０万円までは南砺市商工会が発行する商品券で支給します。 

区 分 出生祝い金支給額 三世代同居世帯支給額 

第１子 ３５，０００円 ６５，０００円

第２子 １００，０００円 ２００，０００円

第３子 １５０，０００円 ３００，０００円

第４子 ２５０，０００円 ５００，０００円

第５子以降 ５００，０００円 １，０００，０００円

【申請に必要なもの】○印鑑  ○振込口座のわかるもの（１０万円以上の支給の場合のみ） 

【受付窓口】    最寄りの行政センター窓口で手続きを行ってください。 

         （お問い合わせ：こども課子育て支援係 または 最寄りの行政センター） 

○ とやまっ子 子育て応援券 

子育て家庭の経済的・精神的負担の軽減を図るとともに、各種の子育て支援サービス等の利用

を促進するため、県と市の共同で、サービス等の利用券「とやまっ子 子育て応援券」（以下「応

援券」といいます。）を交付します。 

なお、この応援券は、保育料、延長保育料、休日保育料、ミルク・おむつ代等には利用できま

せんので、ご注意ください。 

【応援券の金額】 第１子、第２子 １万円分（500円券×20枚×1セット） 

            第３子以降   ３万円分（500円券×20枚×3セット） 

【申請に必要なもの】 印鑑 

【有効期限】 誕生日から３年間 （３歳の誕生日の前日までにご利用ください。） 

【利用区域】 原則南砺市内 ＊なお、「読み聞かせ絵本」の購入、任意の予防接種や乳児健康

診査、フッ素塗布、母乳相談、母乳マッサージ、乳児の沐浴指導は、県内全域で

利用できます。

【利用方法】 サービス提供機関窓口において、応援券で支払いできます。券は切り取らず、

必ずそのままお出しください。応援券は 1枚あたり 500 円ですので、１回あた

りの費用がこれに満たない時は、使用できません。また、お釣りはでませんので、

端数は現金でお支払い願います。 
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【とやまっ子 子育て応援券 利用できるサービス】 

サービス内容 サービス提供機関 利用対象者

一時預かり
（連絡先はＰ１３の一覧をご覧ください）

県内在住者

（満１歳以上の未就学・未就園

児、(私)喜志麻保育園は生後
８週から 月１２日以内）

病後児保育
城端さくら保育園 （62-7300） 

井波にじいろ保育園（82-7810） 

福野ひまわり保育園（22-8225） 

福光どんぐり保育園（52-6701） 

福光東部かがやき保育園 

         （52-7320） 

喜志麻保育園      （52-4647） 

市内在住者

（病気回復期の満１歳以上の

未就学児）

「読み聞かせ絵本」の購入 

（指定された絵本のみ） 
指定書店 子育て家庭

子どもの一時預かりや送迎

ファミリー・サポート・センター 

＊福野おひさま保育園子育て支援

センターあっぷる（22-8722） 

＊福光児童館きっずらんど 

（52-8200） 

市内在住者

（小学生以下）

子どもの一時預かり

＊公民館等で行う場合のみ

子どもの送迎 

＊徒歩で行える範囲内

産前産後の世話等の家事・育

児サービス

(公社)南砺市シルバ-人材センタ- 

（代表 22-8050） 

市内在住者

（３歳～小学３年生）

任意の予防接種や健診

① インフルエンザ（新型を含

む）､おたふく風邪､

Ｂ型肝炎（H29.3.31生まで）※
② 乳児健康診査（1ヶ月健診等） 

医療機関 
県内在住者

①は中学生までが対象

③ フッ素塗布（保険外診療） 歯科医療機関 県内在住者

母乳相談、母乳マッサージ

乳児の沐浴指導

医療機関・助産所 
＊母乳相談、母乳マッサージ 

南砺市内の実施施設としては 

・金子医院 （52-0800） 

・なんと母乳育児ルームひだまり 

（090-7749-2075） 

・さつき助産院（090-2098-9146） 

があります

県内在住者

親子参加型のふれあい･

リフレッシュ行事等（市独自）

＊体育施設等が開催する

イベント、行事等で親子で

参加するもの

福野体育館（22-1115） 

福光体育館（52-2831） 

市内在住者

（小学生以下の子どもと保護

者）

※平成28年4月以降に生まれたお子さんは、B型肝炎ワクチン接種が定期接種の対象となった（平成２８年１０月

より実施）ので市町村が配布する接種券を利用することで１歳までの間に３回の接種を無料で受けることができます。 

応援券の利用については次の通りです。 

◇平成２７年度までに発行した応援券（グリーン、イエロー）：平成３１年３月３１日までの有効期限において利用可 

◇平成２８年度に発行した応援券（ピンク）：やむをえず１歳に至るまでに定期接種を受けることができなかったお子 

さんについて、平成３１年３月３１日までの間に任意接種を受ける場合に利用可 

◇平成２９年度以降に発行する応援券（オレンジ）以降：利用不可 

（お問い合わせ：こども課子育て支援係 または 最寄りの行政センター）
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○ こども医療費助成 

市内に住所があるこどもに係る医療費（保険適用分）の自己負担額を中学３年生まで助成します。 

保育園や学校でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付（スポーツ保険）に該

当する場合は、こども医療費助成は利用できません。 

【資格申請・変更の手続き】 

出生・転入等により新たに受給資格が生じる場合は「こども医療費受給資格登録申請」

の手続きをしてください。こどもの加入保険内容に変更があった場合は、「保険変更」の手

続きをしてください。 

【資格申請・変更の手続きに必要なもの】 

★「受給資格登録申請」の場合 

○印鑑  ○個人番号が確認できるもの  ○本人確認書類 

○健康保険証（お子様のもの、出生の場合はお子さんの加入される保険証） 

○必要に応じて他にも書類を提出していただく場合があります 

★「保険変更」の場合  ○受給資格証 ○健康保険証（お子様のもの） 

【助成の方法】助成方法はこどもの年齢と診療を受ける医療機関により異なります。

年 齢 

富山県内 

県 外 
呉西６市（南砺市、
砺波市、高岡市、小

矢部市、射水市、氷

見市）の医療機関 

呉西６市外 

０歳 
（誕生日の前日の属する月の末日まで） 

① 現物給付 ② 償還払い 

１歳以上 ～ 中学生 ① 現物給付 ② 償還払い 

① 現物給付（福祉医療費請求書により医療機関窓口での負担なし） 

医療機関等で診療を受ける際に健康保険証と一緒に受給資格証、福祉医療費請求書を提出

してください。福祉医療費請求書(ピンク色の用紙)の使える医療機関は上記のとおりです。

福祉医療費請求書が不足の場合は、行政センター又はこども課子育て支援係でお渡しします。 

【発行に必要なもの】 

○受給資格証 ○健康保険証（お子様のもの） 

② 償還払い（医療機関窓口での支払い後、申請することで返還を受ける） 

行政センターまたはこども課子育て支援係で申請手続きをお願いします。 

【申請に必要なもの】 

○受給資格証 ○医療機関で支払った医療費の領収書の原本 

○認め印 ○振込口座のわかるもの（※受給資格証に記載の保護者名義のもの） 

※受診した月の翌月以降に１ヶ月分まとめて申請ください。振込日は申請した翌月２５日です。 

       （お問い合わせ：こども課子育て支援係 または 最寄りの行政センター）
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○ 児童手当

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校３年生までの児

童を養育している方に支給される手当です。 

【手当金額】

年 齢 区 分 児童１人あたり手当月額 

３歳未満 １５，０００円 

３歳～小学校修了前（第１子、第２子） １０，０００円 

３歳～小学校修了前（第３子以降） １５，０００円 

中学生 １０，０００円 

所得制限世帯 ５，０００円 

※第３子は１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある子どもの中で数えます。 

【支払時期】 原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。 

支払月は、２月・６月・１０月の年３回です。 

【申請手続き】出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」、出生等によ

り支給対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。 

【申請に必要なもの】 

★「認定請求書」の場合 

○印鑑  ○健康保険証（請求者のもの） ○請求者の振込口座のわかるもの 

○個人番号カード又は通知カード（請求者と配偶者のもの） 

○運転免許証など官公署が発行した写真付きの身分証明書 

○必要に応じて他にも書類を提出していただく場合があります 

★「額改定認定請求書」の場合  ○印鑑 

【毎年必要な手続き】 毎年６月に「現況届」の提出が必要です。（６月初めに案内します。） 

【受付窓口】     最寄りの行政センター窓口で手続きを行ってください。 

        （お問い合わせ：こども課子育て支援係 または 最寄りの行政センター） 

【各行政センター・各課の連絡先一覧】 

行政センター  電 話 番 号 行政センター  電 話 番 号 

城端 行政センター ６２－１２１３ 井波 行政センター ８２－１１８１ 

平 行政センター ６６－２１３２ 井口 行政センター ６４－２２１２ 

上平 行政センター ６７－３２１２ 福野 行政センター ２２－１１０１ 

利賀 行政センター ６８－２１１２ 福光 行政センター ５２－１５７１ 

教育部 こども課子育て支援係（井波庁舎内）２３－２０１０ 
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２ 乳幼児の保健サービス 

○ 産後ケア事業 

お母さんが元気に安心して子育てをスタートできるよう子育て支援を行います。おっぱいのこと、赤

ちゃんのお世話、産後の生活リズムづくりなど、助産師が訪問で授乳指導や育児相談等を行います。 

対象者は、生後３か月未満の乳児とお母さんで、ご家族から十分な産後の援助が受けられない方です。 

◎利用者負担額 １回１，２００円（非課税、生活保護の方は減免・免除があります） 

利用希望日の３日前まで申請書を提出してください。 

申請窓口は保健センター・健康課保健係（地域包括ケアセンター内）です。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ 新生児訪問

出生連絡票（母子健康手帳交付時に配布するハガキ）にて新生児訪問を希望された方へ、保健師や助

産師が家庭訪問します。訪問を希望されない方も、ハガキの内容を記載して、出生届出時に行政センタ

ー窓口に提出されるか、保健センターへ郵送ください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ 低体重児訪問

低体重児（出生体重が２，５００ｇ未満）の場合は、保護者は市町村に届出が必要です。出生連絡票

（母子健康手帳交付時に配布するハガキ）を必ず、出生届出時に行政センター窓口に提出されるか、保

健センターへ郵送ください。 

低体重児（出生体重が２，５００ｇ未満）やＮＩＣＵに入院された赤ちゃんは、退院後に希望の有無

に関わらず保健師が訪問します。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ こんにちは赤ちゃん訪問

生後４か月までの赤ちゃんがいるご家庭すべてに保健師、助産師、または市が委嘱した母子保健推進

員が訪問します。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 
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○（新）産後ママ対象 『すこやかサロン ～ママの部屋～ 』 

 ０歳児とそのお母さんを対象に、毎月１回（１０：００～１２：００）、福光保健センターで開催しま

す。助産師・保健師・地域のボランティアなどのスタッフや保護者同士と気軽に情報交換し、交流を通し

て育児不安の軽減を図ることを目的としています。お気軽にご参加ください。 

＊事前予約は不要です。開催日については、福光保健センターへお問い合わせください（個別に案内チラ

シを配布しています）。  

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ 乳幼児健康診査

３か月児健診、１歳６か月児健診、歯科健診（２歳児、２歳６か月児、３歳児対象）、３歳６か月児

健診を行っています。 

＊ 実施場所・日時については、広報「なんと」市民健康カレンダーに掲載しておりますので、随時ご確

認のうえ、お子さんと一緒にお越しください。また、年間スケジュールを知りたい方のために、こど

も健康カレンダーを福光保健センター・健康課・各行政センターで配布しておりますので、必要な方

はお申し出ください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ 乳幼児発育相談

毎月２回（受付時間９：００～１０：００）、乳幼児相談を福光保健センター・井波保健センター（地

域包括ケアセンター内）で実施しています。保健師による身体計測や発達確認、助産師による母乳育児

相談、管理栄養士による離乳食相談等を行います。 

＊ 個別に対応するため、事前の予約が必要です。相談日は広報「なんと」市民健康カレンダーに掲載し

ておりますので、随時ご確認ください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 

○ 離乳食教室 

５か月児を対象に離乳食教室を福光保健センターで実施しています。 

管理栄養士による離乳食相談、保健師による身体計測や発達の確認、歯科衛生士による歯みがき指導

を行います。 

＊ 日時については、広報「なんと」市民健康カレンダーに掲載しておりますので、随時ご確認のうえ、

お子さんと一緒にお越しください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 
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○ お口もぐもぐ教室 

歯がはえ始めてきている１歳前のお子さんを対象に、むし歯予防のための講義、歯みがき指導、離乳

食や栄養の相談等を井波保健センター（地域包括ケアセンター内）で実施しています。 

＊ 日時については、広報「なんと」市民健康カレンダーに掲載しておりますので、随時ご確認のうえ、

お子さんと一緒にお越しください。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 
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○ 定期予防接種 

予防接種の予診票は、生後２か月頃に３か月児健診のご案内と一緒に送付します。

・接種については指定医療機関で実施されますので、ご確認のうえ受けてください。 

予防接種名 標準的な接種期間 回数 

個

別

接

種

B型肝炎 

生後２か月～９か月に至るまで 

対象年齢：生後１歳に至るまで 

※１回目・２回目は２７日以上の間隔、３回目は１回目か

ら１３９日以上の間隔 

３回 

ＢＣＧ接種 
生後５か月～８か月に至るまで 

対象年齢：生後１歳に至るまで 
１回 

ヒブワクチン 
初回 

生後２か月～７か月に至るまでに接種を開始する 

初回は生後１２か月に至るまでに完了する 

※２７日から５６日までの間隔をおいて 

３回 

追加 初回接種終了後７か月～１３か月までの間隔をおいて １回 

小児用肺炎球菌 

初回 

生後２か月～７か月に至るまでに接種を開始する 

初回は生後２４か月に至るまでに完了する 

※２７日以上の間隔をおいて 

３回 

追加 
生後１２か月～１５か月に至るまで 

※初回接種終了後６０日以上の間隔をおいて 
１回 

 四種混合 １期 生後3か月～1２か月に至るまで 
3回 

ジフテリア 

百日咳 

破傷風 

不活化ポリオ 

初回 ※２０日から５６日までの間隔をおいて 

１期 １期初回接種終了後12か月～18か月までの間隔を 

おいて 
１回 

追加 

麻しん（はしか) 

風しん（3日はしか） 

混合 

１期 生後１２か月～２４か月に至るまで １回 

２期 小学校就学前の１年間 １回 

水痘（水ぼうそう） 
１回目 生後１２か月～生後１５か月に至るまで 

２回 
２回目 １回目終了後６か月～１２か月の間隔をおいて 

日本脳炎 

１期 ３歳～４歳に至るまで 

※６日から２８日までの間隔をおいて 
2回 

初回 

１期 ４歳～５歳に至るまで 

※１期初回接種終了後おおむね１年をおいて 
１回 

追加 

＊ 標準的な接種期間とは「予防接種実施要領」に規定された望ましい接種年齢です。ただし、予防接種法では、水痘ワクチンは生後３６か

月未満、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンは生後６０か月未満、四種混合・日本脳炎は生後90か月未満まで接種が可能です。対

象年齢以外は有料です。 

＊ 「至るまで」とは、到達月・年齢の前日までです。 例：８か月に至るまで⇒８か月になる前日 

＊ ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについては、初回接種を開始する月齢によって接種回数が異なります。詳細については、福光保

健センターへお問い合わせください。

＊ 就学後は、小学４年生で日本脳炎第２期、小学６年生でジフテリア・破傷風の予防接種があります。

  （お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７） 
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【保健センター連絡先一覧】

業 務 内 容 地区担当 担当部署 電 話 番 号 

母子の健診や相談・

予防接種・歯科健診 

成人の検診や相談

について 

井波・井口・福野地域 健康課 保健係 ２３－２０２７ 

城端・福光地域 福光保健センター ５２－１７６７ 

平・上平・利賀地域 平保健センター ６６－８０２６
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遊びに行こう！ 

子育て支援センター 

家庭で子育てをしている方に、子育てに関する情報や親子の交流の場を提供しています。 

身体測定、育児相談や講座、季節の行事、誕生会等のほか、公民館等の公共施設で開催する教室

等もありますので、是非お子さんと一緒にお越しください。妊婦さんもお気軽にどうぞ。 

毎月の行事については、広報「なんと」または市のホームページをご覧ください。 

子育て支援センター「たんぽぽ」と「にこにこ」は、「子育て交流サロン（なんとで育児 and 育

自事業）」として土・日曜日も開所しています。 

【施設一覧】

名 称 住 所 電話番号 開所時間 休所日 

さくらんぼ 理休240 （城端さくら保育園併設） 62-7305 

月～金曜日 

午前９～12時 

午後１～３時 

土・日曜日

祝日 

年末年始

きらきら 山見2000-14 （井波にじいろ保育園併設） 82-7812 

なかよし広場 岩屋155 （山野保育園内） 82-1356 

あっぷる 柴田屋209 （福野おひさま保育園併設） 22-8722 

コスモス 小坂694-8 （福光南部あおぞら保育園併設） 52-7672 

ほほえみ 荒木1305-1 （福光東部かがやき保育園併設） 52-7322 

たんぽぽ 百町101-1 （福野ひまわり保育園併設） 22-8230 月～日曜日 

午前９～12時 

午後１～３時 

祝日 

年末年始 にこにこ 福光３８１-1 （福光どんぐり保育園併設） 52-6703 

ぴよぴよ広場 高宮663 （喜志麻保育園併設） 52-4647 
月～土曜日 

午前9時～ 

午後3時30分

日曜日 

祝日 

年末年始

 （お問い合わせ：こども課保育園係 ＴＥＬ ２３－２０１０） 

児童館・児童センター 

子どもたちに健全な遊びを与え、健康の増進や情操を豊かにすることを目的とした施設です。毎

月の行事は、児童館からのお便りや、広報「なんと」をご覧ください。 

児童館では運動遊びや室内遊びができます。児童館によっては、体験活動やイベントも開催して

います。遊びに来てね！ 

【児童館（センター）一覧】

（お問い合わせ：各児童館） 

名   称 住    所 電 話 番 号 開 館 時 間 休館日 

城端児童館 

 “さくらっこ” 
城端1582-1 ６２-２８９７ 月曜日～金曜日 

午後１時～午後６時 

土曜日、夏季・冬季・学年末休業日 

午前９時～午後６時 

日曜日 

祝日 

年末 

年始 

井波児童館 

“きぼりっこ” 
山見１３６５ ８２-５７７０ 

福野児童センター 

“アルカス” 
二日町435-1 ２２-３８９８ 

福光児童館 

 “きっずらんど” 
福光1269-1 ５２-８２００ 

月曜日～土曜日 

午前９時～午後６時 
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図書館

絵本や児童図書の貸出のほか、読み聞かせおはなし会や工作などの楽しいイベントを行っていま

す。詳しくは広報「なんと」や、南砺市立図書館のホームページをご覧ください。 

【図書館一覧】

名  称 住    所 電話番号 開館時間 休館日 

中央図書館 福光7336-4 52-0317 
【火～金】9:30～19:00 

【土・日・祝】9:30～17:00 

■月曜日・第４木曜日 

■年末年始（12/29～1/3） 

■特別図書整理期間 

城端図書館 城端953 62-0312 
【火～金】9:30～18:00 

【土・日・祝】9:30～17:00 

■月曜日・第４木曜日 

■年末年始（12/29～1/3） 

■特別図書整理期間 

平図書館 下梨2271 66-2240 【火～日・祝】9:30～17:00 

■月曜日・第４木曜日 

（上記が祝日の場合は翌日） 

■年末年始（12/29～1/3） 

■特別図書整理期間 

井波図書館 山見1400 82-0150 
【火～金】9:30～18:00 

【土・日・祝】9:30～17:00 

■月曜日・第４木曜日 

■年末年始（12/29～1/3） 

■特別図書整理期間 

福野図書館 
やかた100 

福野文化創造センター 

ヘリオス2階 

22-1128 
【月・水～金】9:30～19:00 

【土・日・祝】9:30～17:00 

■火曜日・第４木曜日 

（上記が祝日の場合は翌日） 

■年末年始（12/29～1/3） 

■特別図書整理期間 

【図書サービスコーナー】 （予約図書の貸出・図書の返却を行います。）

名  称 住    所 電話番号 開館時間 休館日 

上平 細島８７９ 67-3211 

【月～金】8:30～17:15 
■土曜・日曜・祝日 

■年末年始（12/29～1/3） 
利賀 利賀村171 68-2111 

井口 蛇喰1009 64-2211 

（お問い合わせ：各図書館） 
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子どもを預けたい 

保育園・認定こども園 

保育園は、保護者が仕事・病気・介護などのため、家庭で保育ができない就学前の乳幼児を保育し

ます。また、認定こども園は保護者の就労等の有無にかかわらず、就学前の子どもに幼児教育と保育

を一体的に提供します。 

通常の入園申込みは、前年度１１月の入園申込期間に受け付けをします。年度途中（５月以降）

の入園を希望される方は、申込期間以降も随時、定員に満たない園の入園申込みを受け付けしてい

ますので、希望される保育園にご相談のうえ、入園希望月の前月２０日までに各園で手続きをして

ください。 

詳しくは広報「なんと」や南砺市のホームページでお知らせします。入園申込書兼支給認定申請

書は１０月上旬から各保育園でお渡しするほか、南砺市のホームページからダウンロードすること

もできます。 

○保育料の軽減について 

市では、子育て支援の一環として、平成２７年４月から軽減内容をさらに拡充しました。 

・同時入園による多子軽減の範囲が、未就学児（国基準）から小学3年生までになりま

した。 

・他に軽減されていない三世代同居世帯（本人・父母・祖父母又は曽祖父母等）は軽減

対象になる場合があります。 

・第 3子以降の保育料は無料となっています。 

○保育時間について 

平成２７年4月1日に「子ども・子育て支援新制度」が導入され、保護者の就労時間等

によって利用時間帯が３つに分けられました。 

・教育標準時間（認定こども園井波にじいろ保育園１号認定） 

…9時～１５時（預かり保育 １５時～１８時） 

・保育短時間 …８時～１６時（延長保育 ７時～８時、１６時～１９時） 

・保育標準時間…７時～１８時（延長保育 １８時～１９時） 

種別 時間 金額 

預かり保育料 

１５時～１６時 

１６時～１７時 

１７時～１８時 

各１００円／回 

延長保育料 

７時～ ８時 １００円／回 

１６時～１７時 

１７時～１８時 

各１００円／回 

※上限３，０００円／月 

１８時～１９時 
１５０円／回 

※上限２，５００円／月 

※私立保育園、幼保連携型認定こども園（幼稚園）については各園にお問い合わせください。 
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【乳児保育】  

生後３ヶ月からのお子さんを保育します。 

実施保育園と月齢要件については保育園一覧でご確認ください。 

【休日保育】 

保育園に入園している満１歳以上の健康なお子さんで、保護者が日曜日・祝祭日に勤務などのた

めに保育する家族がいない場合、保育します。 

実施保育園 休日保育料 

城端さくら保育園、 

認定こども園井波にじいろ保育園、 

福野ひまわり保育園、福野おひさま保育園、 

福光どんぐり保育園、福光南部あおぞら保育園 

福光東部かがやき保育園 

原則として前後１週間以内に 

代替休園を取得してください。 

（私）喜志麻保育園 ※在園児０歳から 
無料 

（ただし、代替休園を取得してください。） 

【病後児保育】 

病気の回復期にあり、まだ保育園での集団生活に入れないお子さんや、未就園児で同様の状態

にある満１歳以上のお子さんで、保護者やご家族の勤務などのために看ることができない場合に

代わって保育します。 

・実施保育園  城端さくら保育園  認定こども園井波にじいろ保育園 

福野ひまわり保育園 福光どんぐり保育園 

福光東部かがやき保育園 （私）喜志麻保育園 

・病後児保育料 １日 ２，０００円  半日 １，０００円 

※事前に保育園で登録手続きが必要です。  

※喜志麻保育園では体調不良児も受け入れしています。 

【一時預かり】 

保育園に入園していない健康なお子さんで、保護者が諸般の事情で保育できない場合に利用で

きます。 

・実施保育園   市内全保育園 

・対象年齢    満１歳以上（（私）喜志麻保育園は、生後８週から） 

・利用可能回数  月１２回以内 

・一時預かり料  １日 ２，０００円  半日 １，０００円 

※ただし、給食を食べられる場合は半日でも２，０００円になります。 

※（私）喜志麻保育園は他に給食費２００円が必要です。 

【保育園開放】 

保育園では園の開放日を設け、入園していないお子さんと保護者に保育園を開放しています。 

※保育園によって開放日や内容が異なりますので、詳細は各園にお問い合わせください。 

         （お問い合わせ：最寄りの保育園） 
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【保育園・認定こども園 連絡先一覧】  

名   称 住  所 電話番号 定 員 乳児保育 
延長 

預かり 

一時 

預かり 

休日 

保育 

病後児 

保育 

公

立

城端さくら保育園 理休240 62-7300 ２６５ 満3か月から ○ ○ ○ ○ 

平みどり保育園 下梨2580 66-2350 ４０ 満3か月から ○ 

上平保育園 東赤尾10 67-3651 ３０ 満3か月から ○  

利賀ささゆり保育園 
利賀村坂上

33 
68-2242 ２０ 満3か月から ○ 

認定こども園 

井波にじいろ保育園

保育園

部分 山見

2000-14 
82-7810 

２１０ 満3か月から ○ ○ ○ 

○ 
幼稚園

部分 
２０  

預かり

保育 

山野保育園 岩屋155 82-1356 ６５ 満3か月から ○ ○ 

井口保育園 井口116 64-2150 ４５ 満3か月から ○ ○  

福野ひまわり保育園 
百町

101-1 
22-8225 ２２０ 満3か月から ○ ○ ○ ○ 

福野おひさま保育園 
柴田屋 

２０９ 
22-8720 ２３０ 満3か月から ○ ○ ○ 

福光どんぐり保育園 
福光

381-1 
52-6701 ２２０ 満3か月から ○ ○ ○ ○ 

福光南部 

あおぞら保育園 

小坂

694-8 
52-7670 ６５ 満3か月から ○ ○ ○  

福光東部 

かがやき保育園 

荒木

1305-1 
52-7320 ２２０ 満3か月から ○ ○ ○ ○ 

私

立

喜志麻保育園  高宮663 52-4647 ７５ 生後8週から ○ ○ ○ ○ 

認定こども園 

福野青葉幼稚園 

保育園

部分 福野 

1071 
22-2530 

４８ 概ね満１歳から ○ ○ 

幼稚園

部分 
３２ ○ ○ 

認定こども園 

福光青葉幼稚園 

保育園

部分 荒木 

1301-1 
52-1008 

４０ 概ね満１歳から ○ ○   

幼稚園

部分 
１５ ○ ○   

 （お問い合わせ：こども課保育園係 ＴＥＬ ２３－２０１０）
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ファミリー サポート センター 

ボランティアによる子どもの一時預かり制度です。少しの間お子さんを預かってほしい時、研修

を受けた保育サポーターがお子さんをお預かりします。急な用事、残業、通院等、理由は何でも構

いません。お気軽にご相談ください。 

・時間  概ね午前７時から午後７時 

    ・料金  １時間 ６００円 

・手続き 事前の予約が必要です。印鑑を持って「子育て支援センター“あっぷる”（福野お

ひさま保育園内）」または「福光児童館 “きっずらんど”」までお越しください。  

※ひとり親家庭、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯への助成制度があります。詳しくはお問

い合わせください。 

（お問い合わせ：子育て支援センター「あっぷる」（福野おひさま保育園）ＴＥＬ ２２－８７２２

福光児童館「きっずらんど」 ＴＥＬ ５２－８２００）
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小学生、中学生になったら 

小中学校

○ 入学するとき 

入学予定児童生徒の保護者に、入学する年の１月末日までに教育委員会から

学校名・入学式期日等を記載した入学通知書が送付されます。 

◎ 転校の手続き 

【南砺市外へ転出】 

行政センターで転出を届け出される前に、教育総務課と在学する学校に転校の申出をしてくだ

さい。 

在学する学校で、書類①在学証明書 ②教科書給与証明書を受け取ってください。 

新住所地で転入を届け出された後、指定される学校に書類① ② をご提出ください。 

【南砺市内で転居】 

行政センターで転居を届け出される前に、教育総務課と在学する学校に転校の申出をしてくだ

さい。  

在学する学校で、書類① ② を受け取ってください。 

転居を届け出された後、指定される学校に書類① ②をご提出ください。 

【南砺市外から転入】 

行政センターで転入を届け出された後、転入前に在学していた学校から受け取った書類① ②

を指定された学校にご提出ください。 

◎ 就学援助費・就学奨励費制度 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者、また、特別支援学級に就学

する児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため、学用品、通学用品、給食費等を

援助する制度があります。領収書等の提出が必要な場合があります。詳細については、就学す

る学校にご相談ください。 

【南砺市立小中学校一覧】

小学校名 所 在 地 電話番号 中学校名 所 在 地 電話番号 

城端小学校 城端1610 ６２－０１０９ 城端中学校 泉沢700 ６２－０２３５ 

上平小学校 皆葎１５７３ ６７－３３０１ 平中学校 下梨446 ６６－２３５５ 

利賀小学校 利賀村184 ６８－２０４０ 利賀中学校 利賀村184 ６８－２１５１ 

井波小学校 山見1368 ８２－３２８０ 井波中学校 井波700-1 ８２－０２２５ 

井口小学校 蛇喰1001 ６４－２０５２ 井口中学校 蛇喰1001 ６４－２０５３ 

福野小学校 二日町50 ２２－４１８１ 福野中学校 福野1339 ２２－２２２２ 

福光中部小学校 法林寺1 ５２－００６９ 福光中学校 福光720 ５２－１１０８ 

福光南部小学校 小坂708 ５２－４０５０ 吉江中学校 荒木581 ５２－０３２８ 

福光東部小学校 荒木456 ５２－０２２７ 

（お問い合わせ：教育総務課 ＴＥＬ ２３－２０１２ ）
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放課後児童クラブ   

保護者が仕事などで昼間いない家庭の小学校低学年児童等を対象に、授業の終了後（放課後）に

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的としています。 

【放課後児童クラブ一覧】

名  称 住    所 電話番号 開館時間 休館日 

さくらっこクラブ 
城端1582-1 

(城端児童館内) 
62-2897 

月曜日～金曜日 

午後１時 ～ 午後6時３０分 

土曜日、夏季・冬季・学年末休業日 

 午前８時 ～ 午後６時３０分 

日曜日 

祝日 

年末 

年始 

井波子どもホーム 

山見1365 

(井波児童館 

きぼりっこ内) 

82-5770 

アルカスクラブ 二日町435-1 

(福野児童センター 

アルカス内) 

22-3898 
アルカス 

のびのびひろば 

きっずらんど 

クラブ 

福光1269-1 

(福光児童館 

きっずらんど内) 

52-8200 

福光中部っ子 

クラブ 

法林寺1 

(福光中部小学校内)
52-7611 

福光東部っ子

クラブ 

荒木456 

(福光東部小学校内) 
52-7633 

東部げんきっ子 

クラブ 

荒木５７４ 

(旧吉江保育園内)  
52-0660 

福光南部っ子 

クラブ 

小坂708 

(福光南部小学校内) 
52-1115 

（お問い合わせ：こども課子育て支援係 ＴＥＬ ２３－２０１０） 

とやまっ子さんさん広場事業

地域の方々が主体となって、放課後の子どもの預かりをしている事業です。 

【平成２９度開設予定】 

名  称 地 域 実施団体等 

北野子どもふれあい広場  城端地域  公民館が実施主体で公民館内で実施  

五箇山こども広場 平・上平地域 地域の団体が公民館内で実施 

子育て支援寺子クラブ  井波地域  町内会が実施主体で寺院内で実施  

井口放課後クラブ  井口地域  
社会福祉協議会が実施主体で  

社会福祉センター内で実施  

福野南部公民館なかよし広場  福野地域  公民館が実施主体で公民館内で実施 

（お問い合わせ：こども課子育て支援係 ＴＥＬ ２３－２０１０） 
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放課後子ども教室・土曜学習 

平日の放課後や週末・休日に小学校や公民館等を活用して、地域の方々を教育活動サポーターや

ボランティアとして配置し、勉強やスポーツ、文化活動など学ぶ意欲のある子どもたちに活動の場

を提供しています。対象学年の児童はどなたでも参加できます。 

【放課後子ども教室・土曜学習一覧】 

地域 教室名 活動場所 活動内容 対象学年 

全
域

市
内

桜ヶ池ネーチャースクール 桜ヶ池公園周辺 自然体験活動 3～6年 

城
端

城端Ｊｏｙっ子塾 城南屋内グラウンド他 スポーツ活動 1～2年 

平
・
上
平

五箇山放課後子ども教室 平文化複合施設 

スポーツ活動 

文化活動 

学習活動 

1～6年 

上平週末子ども教室 
上平小学校体育館 

タカンボースキー場他 

スポーツ活動 

学習活動 
1～6年 

利
賀

利賀放課後子ども教室 
複合教育施設 

アーパス 

体験活動 

学習活動 
1～2年 

井
波

井波放課後子ども教室 
井波小学校体育館 

井波総合文化センター 

スポーツ活動 

学習活動 
1～2年 

寺子クラブ 真教寺（井波） 
体験活動 

学習活動 
1～6年 

井
口

サタスポ 井口屋内グラウンド他 
スポーツ活動 

体験活動 

小学生 

中学生 

福
野

放課後タグラグビー教室 福野体育館 スポーツ活動 1～６年 

(

南
蟹
谷) 

福
光

土曜子ども教室 
南蟹谷公民館 

南蟹谷体育館 

スポーツ活動 

体験活動 

学習活動 

1～6年 

市
内

全
域中学生土曜学習 

地域包括ケアセンター内 

大学サテライト他 
学習活動 中学３年 

（お問い合わせ：生涯学習スポーツ課 ＴＥＬ ２３－２０１３） 
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悩まずに相談してください 

女性・こども相談室 

「女性・こども相談室」では、女性相談員、母子・父子自立支援員、家庭児童相談員が、女性や

こども、ひとり親家庭に関するさまざまな問題や心配事の相談をおこなっています。 

「どこに相談したらいいかな？」と迷ったら、まずこちらへご相談ください。相談室でお話を伺

いますので、周りを気にすることはありません。秘密は守られますのでご安心ください。相談は無

料です。 

【女性・こども相談室】 

相談時間 午前８時３０分 ～ 午後５時 （来庁の場合は事前予約をお願いします。） 

【言語の発達に関する相談】 

実施時期  年６回 ＊事前申し込みが必要です。 

相談時間  午後 1時３０分～午後４時３０分 

相談会場  地域包括ケアセンター（井波高校跡地） 

対 象  年長児、小学生とその保護者 

相 談 者  言語聴覚士 俵順子先生、南砺市民病院、南砺中央病院の言語聴覚士 

【こどもの発達に関する相談】 

実施時期  毎月 年１２回 ＊事前申し込みが必要です。 

相談時間  午前９時３０分～午前１１時３０分 

相談会場  地域包括ケアセンター（井波高校跡地） 

対 象  未就学児とその保護者 

相 談 者  臨床心理士 吉牟田 まどか 先生 

（お問い合わせ：女性・こども相談室 ＴＥＬ ２３－２０２６） 

乳幼児に関する相談  ６～８ページの乳幼児の保健サービスをご覧ください。 

民生委員・児童委員 

子どもたちの安全で安心な生活を守ることも、民生委員・児童委員の大切な役割のひとつです。

子どもたちの安全に関することについては、それぞれの地区担当の民生委員・児童委員にご相談く

ださい。 

 （お問い合わせ：福祉課 TEL ２３－２００９ または 最寄りの行政センター） 
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教育相談等 

お子さんの教育や発達に関するご相談 

【にこにこ相談会（砺波地区相談会）】 

実施時期  ５月から２月まで年１８回 

相談時間  午後１時３０分～午後４時３０分 

相談会場  南砺市地域包括ケアセンター、福光保健センター、砺波市健康センター、 

小矢部市総合保健福祉センター 

対 象  乳幼児から成人まで、本人、保護者、関係機関の方 

相 談 者  特別な支援を必要とする子どものための教育相談員、厚生センター、 

保健センター、福祉施設、保育園、幼稚園、特別支援学校の各教職員など 

＊秘密は守ります。相談は無料です。 

＊事前申込みが必要です。教育総務課までお問い合わせください。 

（お問い合わせ：教育総務課 ＴＥＬ ２３－２０１２） 

【教育相談のつどい（教育センター）】 

《子育て全般に関する相談》 

実施時期  ５月から２月まで年８回 ＊事前申し込みが必要です。 

相談時間  午前１０時～午後３時 

相談会場  福野文化創造センター（ヘリオス）、福光福祉会館、井波総合文化センター 

対 象  小中学生とその保護者 

助 言 者  富山大学保健管理センター 准教授 西村優紀美先生 

臨床心理士・精神保健福祉士 大浦暢子先生 

教育センター相談専用（８２－８３０１）までお問い合わせください。 

【教育センターによる電話相談等】 

    相談者の求めに応じての電話相談や訪問相談 

相談時間  午前８時３０分～午後５時   

対 象  小中学生とその保護者 

相 談 者  スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）・・・菊地、吉田 

電 話  ０８０－６３５６－２９５４（菊地） 

           ０８０－６３５６－２９５３（吉田） 

                   ８２ ８３０１（教育センター相談専用）

【適応指導教室「いおう教室」】 

    不登校の児童生徒の支援 

開設時間  午前９時～午後３時（月～金） 

場  所  福光１１３７-２  福光青少年センター３階 （ＴＥＬ ５２－５５９３）      

対  象  小中学校の児童生徒 

＊ 通級手続きは、所属している学校を通じて行います。詳しくは学校にお問い合

わせください。 

（お問い合わせ：教育センター ＴＥＬ ２３－２０３１、相談専用８２－８３０１） 
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とやま子育て応援団（富山県知事政策局） 

１８歳未満の子ども連れ家族が協賛店を利用した場合、協賛店が設定している割引や各種のサー

ビスが受けられます。 

   【サービス期間】 毎月の「とやま家族ふれあいウィーク」（「とやま県民家庭の日」（毎月第

３日曜日）から始まる１週間）を中心に協賛店が設定します。 

【利用方法】   優待券、優待カード、携帯画面の応援ステッカー画像のいずれかを協賛店

で提示してください。 

   【サービス内容】 各協賛店で設定 

＊ 詳しくは「とやま子育て応援団ホームページ（http://kosodate.derideri.jp/）」を

ご覧ください。 

 （お問い合わせ：こども課子育て支援係 TEL ２３－２０１０ または 最寄りの行政センター） 

不妊治療費助成制度 

妊娠を希望するご夫婦が不妊治療を受けている場合、その治療に要した費用の一部を助成します。 

（お問い合わせ：福光保健センター ＴＥＬ ５２－１７６７）

その他 



担当窓口一覧 

業務内容 部署名 住所 電話番号 備考 

保育園や児童福祉

に関すること 

こども課 井波５２０ ２３－２０１０  

女性・こども相談室 井波５２０ ２３－２０２６ 

母子の健診や相談 

予防接種 

歯科健診について 

健康課 保健係 北川１６６－１ ２３－２０２７ 
井波・井口・ 

福野地域 

福光保健センター 荒木１５２８ ５２－１７６７ 
城端・ 

福光地域 

平保健センター 下梨２２７１ ６６－８０２６ 
平・上平・ 

利賀地域 

民生委員に関する

こと 
福祉課 北川１６６－１ ２３－２００９ 

教育や就学に関す

ること 

教育総務課 井波５２０ ２３－２０１２  

教育センター 井波５２０ ２３－２０３１ 

放課後子ども教室

に関すること 
生涯学習スポーツ課 井波５２０ ２３－２０１３  

各種申請の受付 

・相談窓口 

城端 行政センター 城端１０４６ ６２－１２１３ 

平 行政センター 下梨２２４０ ６６－２１３２  

上平 行政センター 上平細島８７９ ６７－３２１２ 

利賀 行政センター 利賀村１７１ ６８－２１１２  

井波 行政センター 井波５２０ ８２－１１８１ 

井口 行政センター 蛇喰１００９ ６４－２２１２  

福野 行政センター 苗島４８８０ ２２－１１０１ 

福光 行政センター 荒木１５５０ ５２－１５７１  


