
いろいろな機関が子育てのお手伝いをします。

けいしょう保育園

◎開設時間 7時30分～18時30分 ◎その他
育

子育てを支援する総合施設として、地域の子育て家庭に対する育児支援を総合的に行います。

TEL 2-0540

総合振興
計 画

保育時間：9時～17時
延長保育：18時30分～19時（別途利用料がかかります）

土曜保育：13時～18時30分（両親共に勤務されている方や
急用等で家庭で育児ができない方）

一時保育：１日2,000円（半日1,000円）
病後児保育：１日1,500円（３歳以上児）

１日2,000円（３歳未満児）
※半日単価あり

子育て支援センター「つぼみ」

等 半 単価 り

◎開設時間：月～金曜日：9時～15時

乳幼児と保護者同士の交流の場を提供します。いろいろな相談に応じたり情報を発信します。
TEL 2-0540

◎子育 サポ ト事業
◎開設時間：月 金曜日：9時 15時

土曜日：9時～12時
◎育児相談：相談者の希望する時間に

対応します。
◎その他

◎子育てサポート事業
両親共に急用等で、育児ができない時など
に子育てサポーターがお世話をします。

対象年齢：小学6年生まで
サポ タ 募集中◎その他

子育て通信発行・育児講座の開催等

TEL 2-0540放課後児童クラブ「あまっ子」

利用料金：1時間あたり200円
サポーター募集中

◎開設時間
月～金曜日：小学校就業時～18時30分

土曜日：8時～18時30分

◎利用料金
月額：2,000円

（おやつ代、活動費、保険料等）

放課後に適切な遊びや集団生活、生活の場を提供します。

温たまたまクラブ（社会福祉協議会）

時 時 分
長期休み中：8時～18時30分

（ 動費 等
※夏休み期間の利用は12,000円
（年間登録者は6,000円）

TEL 2-0010

教育委員会

◎開放時間：9時～17時
◎利用料：無料

自由な空間でほっとしたひと時を過ごせます。（フリースペース型サロン）

T L教育委員会
豊かな体験活動の企画や、子育てに関する学習機会を提供します。

◎ダッシュ村（自然体験など）
◎アドベンチャーキャンプ（小5～中3）

◎中央図書館（隠岐総合開発センター内）
開設時間：9時～18時（土日祝日は17時まで）

TEL 2-1221

◎アドベンチャ キャンプ（小5 中3）
◎通学合宿（小4）
◎生活学校（中2）など

開設時間：9時 18時（土日祝日は17時まで）
休館日：月曜日
※絵本コーナーも充実しています。

あまマーレ（集落支援員・地域共育課） TEL 2-2525

◎ママ会＆島ばっば交流会
親子と地域のおばあちゃん達の交流会を行っています。
場所 あま レ

あまマ レ（集落支援員 地域共育課）

◎開設時間：10時～17時
◎休館日：木曜日

「趣味」をキーワードに「あそぶ、つくる、くつろぐ」ことが交流や学びにつながる場所です。
TEL 2 2525

役場（健康福祉課）

TEL 2-1822

場所：あまマーレ
内容：（H26)茶話会・ベビーマッサージ・郷土料理等
開催日はIP告知または、ホームページでお知らせします。

◎利用料：無料
※施設内や園庭で自由に遊べます。

TEL 2 1822役場（健康福祉課）
保健師や栄養士が育児に関する相
談や情報の提供を行っています。

◎乳幼児相談・交流

◎育児ヘルパー派遣事業
妊娠中または出産後に家事や育児支援を行う支援
サ ビスを行います

TEL 2-1822

◎乳幼児相談 交流
毎月第２金曜日
隠岐総合開発センター

◎経済的支援（子育て支援条例）
など

サービスを行います。
対象：妊娠中および産後６か月までの子がいる家庭
利用時間：9時～17時（１日２時間まで、計20時間まで）
利用料金：１時間あたり500円

育児ヘルパー募集中

第４期海⼠町エンゼルプラン 概要版
［ 編集・発⾏・問合せ先 ］

海⼠町役場 健康福祉課

など 育児ヘルパ 募集中

海⼠町役場 健康福祉課
〒684-0403 島根県隠岐郡海⼠町⼤字海⼠1490番地 電話 08514-2-1823（直通）FAX 08514-2-0208

〜海⼠町住みよいまちづくり計画〜
概要版

子育てを取り巻く新たな課題を踏まえ、子ども・子育て支援の総合的な施策の展開を図
るための計画を策定し、引き続き子育てにやさしいまちづくりを推進します。

基本理念

るための計画を策定し、引き続き子育てにやさしいまちづくりを推進します。

海士まるごと家族、天使のほほえみ、みんなのほほえみ

施 策 内 容

(1)安心して出産するための支援

基 本 目 標

基本目標１
安心して子どもを産み育て

(1)安心して出産するための支援

(2)子どもの健やかな成長を支援

安心して子どもを産み育て
られる環境づくり (3)保育事業の充実

(4)経済的支援の充実(4)経済的支援の充実

(1)地域における子育て支援の強化

基本目標２
子どもと子育て家庭を見守り

支える地域づくり

(2)要保護児童対策の強化

(3)地域活動の充実支える地域づくり (3)地域活動の充実

(4)住民に対しての意識啓発

基本目標３

(1)子どもと子育てにやさしい街づくり

(2)保護者 学習機会や相談体制 充実子どもが安全に健やかに
育つための環境づくり

(2)保護者の学習機会や相談体制の充実

(3)生きる力の育成

基本目標４
若者の出会いの環境づくり

(1)若者の交流促進

海 士 町

若者の出会いの環境づくり (2)男女の出会い創出

海 士 町



結婚祝い金として５万円！1

（詳しい内容・必要書類は健康福祉課へお問い合わせください。）

結婚祝い金として５万円！

海士町にお住まいの方が結婚し
た場合、結婚お祝いとして１組
５万円を支給します

昨年度「第４期海士町エンゼルプラン」が策定

ことがうたわれました。今後、子育てを支援する

れから子どもを産み育てていく方の声を聞きなが

1

５万円を支給します。 れから子どもを産み育てていく方の声を聞きなが

年度は、それぞれの機関で以下のような事業を行

た、子育て支援に力を貸して頂ける方のネットワ

出産準備金として10万円！

士の子どもを育てていく気持ちで、ぜひ、お力を

2
7

出産準備金として10万円！

妊婦１人につき出産に係る交通費等、
出産準備金として１０万円を支給しま
す。（4/1以降に母子手帳交付者）

18歳以下

18歳以下の子ども
小学生：島後（

7

す。（4/1以降に母子手帳交付者）
（申請時と出産後に２分割）
※健診費用14回分の助成は継続

（
中学生；島後（
保護者：島後（

出産待機中の宿泊費の助成！

分娩のために本土または隠岐の島町に行 た日から出産

3

分娩のために本土または隠岐の島町に行った日から出産
日までの宿泊代を助成します。
レインボープラザ：2,000円助成（本人負担1,000円）
レインボープラザ以外：2,000円助成

お子さんのご誕生

赤ちゃんが生まれたらお祝い
を支給します

6

を支給します。
１人目10万円 ２人目
３人目50万円 ４人目

4 里帰りして出産する人の交通費を助成！

町外出身妊婦が分娩のため里帰りする
際の交通費を５万円まで助成します

不妊治療のためにかかる費用の

4
5

際の交通費を５万円まで助成します。
一般不妊治療等を受けているご夫婦に対して
用の助成と、交通費・宿泊費を助成します。
不妊治療に要した医療費：１年間で３万円
交通費：島後（2,500円）、本土（6,000円）
宿泊費：4,000円 ※交通費・宿泊費は限

さらにこんなことも考えています。

保育事業の充実を目指します！

◆園舎並びに子育 支援セ タ 等 拡張 事を行 ます

地域における子育て支援の強

◆子育 サポ タ 育成や制度◆園舎並びに子育て支援センター等の拡張工事を行います。

◆待機児童をださないために保育所以外の預かりの場を検討します。

◆医療機関と連携した病児保育・病後児保育を検討します。

◆子育てサポーターの育成や制度の

◆転入してきた人に「島親」的な役

の導入等を検討していきます。

子どもの医療費助成を中学３年生まで拡大！8 子どもの医療費助成を中学３年生まで拡大！

中学３年生までの医療費を助成します。
１か月・１医療機関あたりの本人自己負担額の限度額：
入院2 000円 通院1 000円

8

定され、地域全体での子育て支援を進めていく

るあらゆる関係機関と連携し、子育て中の方こ

がら子育てしやすい環境を整えていきます 今

入院2,000円、通院1,000円
※4/1～6/30は償還払い（医療機関の領収書を役場に持参）
7/1以降は6月末に配布する受給資格証を県内医療機関に
ご提示ください。

がら子育てしやすい環境を整えていきます。今

行います。あなたの子育てにご活用下さい。ま

ワークも今後整備していきます。町全体で、海

をお貸し下さい。

9 保育料第３子以降無料！

第３子以降の保育料を無料にします。

下の子どもの通院費を助成！

が精密検査等で通院したときの交通費と宿泊費を助成します。
（1,000円）、本土（3,000円）

9

チャイルドシート購入費の助成！

（ 本 （
（2,000円）、本土（5,000円）
（2,500円）、本土（6,000円）、宿泊費１泊(4,000円）

10 チャイルドシ ト購入費の助成！

チャイルドシートの購入金額の1/2を助成します。
(補助基準額上限：４万円)

1

生にお祝い金！

い金（分割支給）
引っ越してきた子どもに奨励金！11

目20万円
目100万円

18歳以下の児童等が転入してきたとき、
１人につき５万円を支給します。
（転入６か月後に支給）

の助成！ 大会や試合のための遠征費等の助成！12
、不妊治療等に要する費

）

小・中・高校生が、本土等で開催される学校行
事以外の各種大会、コンクール、発表会、その
他教育長が認めた行事に参加する時、１回の大
会等につき１万円（練習試合は5,000円）、を

限度額30万円 補助します。

強化を目指します！

周知に努 ます

子どもと子育てにやさしい街づくりを目指します！

◆遊び場 整備 危険箇所 改善に努 ますの周知に努めます！

役割を持つ「グッドファミリー（仮称）」

◆遊び場の整備と危険箇所の改善に努めます。

◆子ども連れが自由に利用できる新たな公園の整備を検討します。


