
こども

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
こども家庭課
0857-30-8236

・児童手当・保育所・幼稚園・認定こども園
・延長保育・一時預かり・休日保育
・病児・病後児保育
・ひとり親家庭への各種支援（児童扶養手当他）
・子育て支援センター　・児童館
・０・１・２・子育てひろば　・子育て支援カード

保険年金課
0857-30-8223
0857-30-8222

・小児特別医療費助成 ・ひとり親家庭医療費助成
・特定疾病医療費助成・未熟児養育医療給付
・出産育児一時金（国民健康保険加入者）

鳥取市保健所 健康・子育て推進課 ・母子健康手帳交付、妊婦・産後健診等受診票の交付
・妊娠、出産、育児、食事、歯科に関する相談
・新生児訪問、新生児聴覚検査費用助成
・乳幼児健診、発達相談
・子育てサークル
・不妊検査、不妊・不育治療費助成、相談
・小児慢性特定疾病の医療費助成
・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

子育て支援係
0857-30-8584
親子保健係
0857-30-8585
子育て相談ダイヤル
0857-20-3203
食育推進係
0857-30-8582

鳥取市保健所 保健医療課
0857-30-8640

・予防接種

こども家庭相談センター ・妊娠期からの生活相談
・育児困難等の相談
・乳児一時預かり　　・母子ショートステイ
・母子デイサービス　・ショートスティ
・平日日帰りステイ　・トワイライトステイ
・妊娠SOS相談

子育て相談ダイヤル
0857-36-0505
こども家庭相談
0857-20-0122
妊娠SOS相談
0857-36-0506

こども発達支援センター
0857-30-8561

・子どもの発達や療育に関する相談
・就学及び特別支援教育に関する相談

児童発達支援センター
若草学園
0857-28-1233

障がい福祉課
0857-30-8218

・障害児福祉手当　・特別児童扶養手当
・障害児通所サービス相談

学校教育課
0857-30-8411

・放課後児童クラブ
・放課後子ども教室

学校保健給食課
0857-30-8416

・就学援助（小・中・義務教育学校）
・特別支援教育就学奨励（小・中・義務教育学校）

総合教育センター
0857-36-6060

・不登校児童生徒への支援
　（サポートルーム「すなはま」「レインボー」「かわはら」）

・お問い合わせ先　　こども家庭課　育成係   電話  （0857） 30-8491（児童手当、子育て支援カード事業等専用）
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こども

岩美町情報アプリ 因幡ノ国 岩美ナビ 運用開始
　町のホームページと連携し、子育てに関する情報を始めとした岩美町の情報をお届けしま
す。QRコードから簡単＆無料で登録できます。
★町の子育て情報が充実！
　妊娠・出産に関する各種支援情報など町の子育てサービスの情報を簡単に調べられます。
★予防接種をまるごとおまかせ！
　生年月日から予防接種のスケジュールを自動作成します。
★子育ての記録を保存！
　母子手帳の記録を入力したり、画像で保存しておくことで万一のときにも安心です。
★プッシュ通知で安心！
　予防接種の予定日・町内の子育てに関するイベント情報などがプッシュ通知で届きます。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
住民生活課
0857-73-1415

・保育所　  ・出産（育児）一時金（国保加入者）
・児童手当　  ・出産祝金
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病、未熟児養育）
・児童館 ・一時預かり ・病児・病後児保育
・ショートステイ・トワイライトステイ
・ブックスタート・セカンド・サード
・母子健康手帳の交付
・妊婦・歯科・産後健診 ・新生児聴覚検査公費助成
・不育・不妊検査及び治療費助成
・訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）
・１か月児健診費用助成
・乳幼児健診　・乳児用おむつ購入費助成
・離乳食講習会　・歯科健診、フッ素塗布
・子育て応援パスポート ・在宅育児世帯給付金
・産後母子支援事業（デイサービス・ショートステイ）
・産前産後ヘルパー派遣事業

〔ブックスタート・セカンド・サード〕
・６、７か月児健診時、絵本２冊とボ
ランティア作成による手作り絵本
バッグをプレゼント

・１歳半児健診時、絵本１冊プレゼント
・５歳児健診時、絵本１冊プレゼント
〔保育料軽減〕
・第３子以降無償
・第２子半額、ただし低所得世帯は無償
・令和元年10月から３歳児以上、０～
２歳児の低所得世帯は無償

・町立保育所の３歳児以上の副食費無償
〔乳児用おむつ購入費助成事業〕
・購入した乳児用おむつに対し、３万
円を上限に助成を行う

子育て支援センター
子育て世代包括支援センター
0857-72-2922

・子育て広場　　・すくすくひろば
・ファミリーサポートシステム
・チャイルドシート貸出サービス
・ママパパクラス　・赤ちゃんサロン
・子育て相談 ・母乳相談 ・放課後児童クラブ

健康長寿課
0857-73-1322

・定期予防接種
・任意予防接種費助成

〔任意予防接種費助成対象ワクチン〕
・おたふくかぜ
・季節性インフルエンザ
・大人の風しん予防接種

総務課
0857-73-1411

・チャイルドシート等購入費助成

教育委員会
学校教育係
0857-73-1301

・奨学金
・要保護・準要保護援助費
・特別支援教育就学奨励費
・岩美中学校生徒通学費補助金
・高等学校生徒通学費補助金
・中学生自転車保険加入補助金

福祉課
0857-73-1333

・特別児童扶養手当　・児童年金
・災害遺児手当　・障害児通所サービス相談
・母子父子寡婦福祉資金

福祉事務所
0857-73-1339

・児童扶養手当　・障害児福祉手当
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こども

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
町民課
0858-82-2233

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・特別医療費助成
・児童手当
・就学前子育て支援　・子育て応援給付金
・出産祝金　・子育て応援パスポート

（就学前子育て支援）
新小学１年生に算数・粘土セットを
プレゼント

福祉保健課
0858-82-2232

・特別児童扶養手当　・障害児福祉手当等
・ひとり親家庭への各種支援

わかさこども園
0858-82-0011
町民課
0858-82-2233

・わかさこども園入園お祝い
・いきいきわかさっ子サポート事業
・延長保育　・一時預かり
・土曜日午後保育　・病後児保育
・ファミリーサポートシステム

（わかさこども園入園お祝い）
新入園児に園服・体操服等をプレゼント
（いきいきわかさっ子サポート事業）
若桜町民の保育料・副食費無料

子育て支援センター
（わかさこども園内）
0858-82-0011

・子育て広場　・子育て講演会
・子育て相談　・ママサークル

（毎月の行事）
大きさ調べ
お誕生会

保健センター
0858-82-2214

・不妊治療費公費助成
・妊婦健康診査費用助成
・妊婦歯科健診費用助成
・未熟児養育医療費給付
・新生児聴覚検査費用助成　　・新生児訪問
・産後ケア（母子ショートステイ・母子デイ）
・ショートステイ　　・トワイライトステイ
・生後1ヶ月・産後健診費用助成
・離乳食講習会　　・乳幼児健診
・５歳児健診　　　・２歳児歯科教室
・フッ素塗布、フッ化物洗口
・任意予防接種費用全額助成
（インフルエンザ：乳児から高校生相当まで）

教育委員会
0858-82-2213

・通学助成金（高等学校）
・児童 • 生徒に通学定期券・回数券支給
・教材費等補助　　　・就学援助費
・入学祝金　　　　　・中学校進学祝金
・ブックスタート　　・絵本の読み聞かせ
・「羽ばたけわかさっ子」事業
・学校給食費無料　　・放課後児童クラブ
・わかさ温水プール夏休み等利用料無料
・放課後学習支援教室　・サマースクール
・大学等奨学資金制度

（ブックスタート）
６ヶ月乳児に絵本プレゼント（６・７ヶ
月健診時に配布）
（絵本の読み聞かせ）
わかさ読み聞かせグループ「もこも
こ」による読み聞かせ（わかさ生涯学
習情報館）
（「羽ばたけわかさっ子」事業）
若桜学園９年生に本を１冊プレゼント

経済産業課
0858-82-2238

・わかさ氷ノ山スキー場リフト券助成

　子育て家庭を応援し、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、わかさこども園の保育料及
び副食費の無料化に取り組んでいます。
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倉吉市子育て世代包括支援センター「くらっこ」
　妊娠期から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支援する体制がさらに充実しました。専門機
関と連携をとりながら、子育て世代の皆さんをよりきめ細やかに支援します。お気軽にご相談ください。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
福祉課（ほのぼの内）
0858-75-4101

・母子健康手帳の交付 ・妊産婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費助成 ・不育症検査治療費助成
・新生児聴覚検査費助成　・不妊治療費助成 
・家庭訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）
・乳幼児健康診査　　　・２歳児歯科健康診査
・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・未熟児養育医療
・特別医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾患）
・子育て相談（電話・訪問）　・予防接種事業
・離乳食講習会・栄養相談 ・産前・ 産後サポート事業
・産後ケア事業　・産前・産後整体事業

福祉課（福祉事務所）
0858-75-4102

・障害児福祉手当 ・特別児童扶養手当 ・児童虐待
・ひとり親家庭への各種支援
・障がい児への各種サービス利用 ・育成医療
・ショートステイ・トワイライトステイ
・生活相談（全般）　・災害遺児手当

教育委員会　教育課
0858-75-3112

・就学援助費・奨励費
・通学費助成（小・中学生）

教育委員会　教育課
次世代育成推進
0858-75-4119

・放課後児童クラブ（学童保育）
・保育所入所
・子育て応援パスポート

・在宅育児給付金
・高校生等通学費助成
・育カフェ・のびっこ相談

ちづ保育園
0858-75-0144

・一時預かり　　・病児・病後児保育
・延長保育　・乳児保育　・障がい児保育

智頭町給食センター
0858-75-0581

・学校給食費無償化

総務課
0858-75-4111

・児童館

税務住民課
0858-75-4118

・児童手当
・児童扶養手当

企画課
0858-75-4112

・おせっかい奨学パッケージ事業

智頭町子育て支援センター
0858-75-0145

・子育て講座・子育て相談
・チャイルドシート貸出サービス
・絵本の読み聞かせ　・子育て広場
・育児支援家庭訪問
・ファミリーサポート・センター

ちえの森ちづ図書館
0858-75-4123

・おはなし会　・子育てコーナー
・ブックスタート　・子どもと本を知る講座

保育料完全無償化
　保護者の皆さんの安心した子育てを応援するため、令和４年度から公立保育園に通う智頭町在住の子
ども全員の保育料が無償となりました。
病児・病後児保育
　保育園に入所している児童が病気又は病気の回復期に、病院内に併設された一室で預かっています。
医師及び看護師の回診が１日３回程度あります。
利用料　500円 / 日
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倉吉市子育て世代包括支援センター「くらっこ」
　妊娠期から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支援する体制がさらに充実しました。専門機
関と連携をとりながら、子育て世代の皆さんをよりきめ細やかに支援します。お気軽にご相談ください。

相談窓口 子育て支援の制度 備　　　考
保健課
0858-72-3566

・妊婦健診費助成　 ・妊婦歯科健診費助成 
・母子健康手帳の交付　 ・特定不妊治療費助成
・不育症検査治療費助成
・訪問（妊産婦、新生児、乳幼児等）  
・乳幼児健診・フッ素塗布
・新生児聴覚検査費助成     ・予防接種
・育児相談（電話・訪問） 　 ・養育医療申請
・離乳食講習会　 ・産前産後ヘルパー
・産後健診費助成
・産後ケア事業（デイケア母子ショートステイ）
・ショートステイ、トワイライトステイ

町民課
0858-76-0205

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・児童手当　・乳児家庭保育支援給付金事業
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病）
・保育所　　 ・延長保育　　・土曜午後保育
 ・病後児保育　・一時預かり　・特別利用保育
・フッ化物洗口　・子育て支援センター
・ファミリー・サポート・センター
・出産お祝い金支給事業
・妊婦・子育て支援タクシー利用費助成事業
・子育て応援パスポート
・指定ごみ袋の無料配布

保育料第２子以降無料
保育所副食費（３歳以上児）免除
リユース事業（子育て支援センター）

福祉課（福祉事務所）
0858-72-3590

・障害児福祉手当　・特別児童扶養手当
・障がい児への各種サービス利用
・ひとり親家庭への各種支援（児童扶養手当他）

教育委員会　学校教育課
0858-84-1231

・特別支援教育就学奨励費
・要保護・準要保護就学援助費
・小学校等入学祝い金
・放課後児童クラブ（学童保育）

やず教育支援センター
みどりヶ丘教室
0858-76-0151

・不登校の相談
・不登校児童生徒の通級

教育委員会　社会教育課
0858-84-1232

・子育て講座の開催
・地域子育てグループ活動の支援

家庭教育支援チーム
（子育て支援センター内）
0858-76-7020

・子育て・家庭教育相談
・子育て講座等の企画へのアドバイス

八頭町出産お祝い金支給事業
　急速に進行する高齢化社会の中で次代を担う子どもたちの出生を祝し、
児童を出産した者に対し、児童１人につき３万円を支給します。

ブックスタート・ブックセカンド・ブックサードの実施
　絵本の読み聞かせの重要性や、本に親しむ楽しさを伝えます。

子育て支援センター事業
　豊かな自然に囲まれたセンターは四季折々の風景を楽しむことができ、センター内では親子でゆったり過ごせる
遊びの広場やベビーマッサージやリトミックなどの育児講座や育児相談も受けられます。ぜひ遊びに来てください。
開所　平日9：00～16：00　土曜日9：00～12：00（日曜日・祝日は休み） 八頭子育て支援センター 電話 0858-72-3345

やずぴょんタッチ

母子モ（ボシモ）で検索

福祉課（福祉事務所）
0858-72-3590

家庭教育支援チーム
（子育て支援センター内）
0858-76-7020

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・児童手当　・乳児家庭保育支援給付金事業
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病）
・保育所　　 ・延長保育　 ・土曜午後保育
・病後児保育 ・一時預かり ・フッ化物洗口
・子育て支援センター
・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
・出産お祝い金支給事業
・子育て応援パスポート
・指定ごみ袋の無料配布

八頭町出産お祝い金支給事業
　急速に進行する高齢化社会の中で次代を担う子どもたちの出生を祝し、
児童を出産した者に対し、児童１人につき３万円を支給します。
ブックスタート・ブックセカンド・ブックサードの実施
　絵本をとおして親子で楽しい時間を過ごしたり、年齢に応じた絵本に触れることにより豊かな心を育みます。
子育て支援センター事業
豊かな自然に囲まれたセンターは四季折々の風景を楽しむことができ、センター内では親子でゆったり過ごせる
遊びの広場やベビーマッサージやリトミックなどの育児講座や育児相談も受けられます。ぜひ遊びに来てください。
開所　平日9：00～16：00　土曜日9：00～12：00（日曜日・祝日は休み）八頭子育て支援センター 電話 0858-72-3345

やずぴょんタッチ

母子モ（ボシモ）で検索

・母子健康手帳の交付　・妊産婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費助成
・新生児聴覚検査費助成　　・不妊治療費助成
・家庭訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）
・乳幼児健康診査　　　・２歳児歯科健康診査
・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・産前・産後子育て相談事業　・未熟児養育医療
・特別医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾患）
・子育て相談（電話・訪問）　・予防接種事業
・離乳食講習会・栄養相談　・産前・産後サポート事業
・産後ケア事業　・産前・産後整体事業

・就学援助費・奨励費
・通学費助成（小・中学生）

・一時預かり　・病児・病後児保育
・延長保育　・乳児保育　・障がい児保育

・子育て講座・子育て相談
・チャイルドシート貸出サービス
・絵本の読み聞かせ　・子育て広場
・育児支援家庭訪問
・ファミリー・サポート・センター　・のびっこ相談
・おはなし会　・子育てコーナー
・ブックスタート　・子どもと本を知る講座

ちえの森ちづ図書館
0858-75-4123

35

福祉課（福祉事務所）
0858-72-3590

家庭教育支援チーム
（子育て支援センター内）
0858-76-7020

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・児童手当　・乳児家庭保育支援給付金事業
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病）
・保育所　　 ・延長保育　 ・土曜午後保育
・病後児保育 ・一時預かり ・フッ化物洗口
・子育て支援センター
・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
・出産お祝い金支給事業
・子育て応援パスポート
・指定ごみ袋の無料配布

八頭町出産お祝い金支給事業
　急速に進行する高齢化社会の中で次代を担う子どもたちの出生を祝し、
児童を出産した者に対し、児童１人につき３万円を支給します。
ブックスタート・ブックセカンド・ブックサードの実施
　絵本をとおして親子で楽しい時間を過ごしたり、年齢に応じた絵本に触れることにより豊かな心を育みます。
子育て支援センター事業
豊かな自然に囲まれたセンターは四季折々の風景を楽しむことができ、センター内では親子でゆったり過ごせる
遊びの広場やベビーマッサージやリトミックなどの育児講座や育児相談も受けられます。ぜひ遊びに来てください。
開所　平日9：00～16：00　土曜日9：00～12：00（日曜日・祝日は休み）八頭子育て支援センター 電話 0858-72-3345

やずぴょんタッチ

母子モ（ボシモ）で検索

・母子健康手帳の交付　・妊産婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費助成
・新生児聴覚検査費助成　　・不妊治療費助成
・家庭訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）
・乳幼児健康診査　　　・２歳児歯科健康診査
・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・産前・産後子育て相談事業　・未熟児養育医療
・特別医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾患）
・子育て相談（電話・訪問）　・予防接種事業
・離乳食講習会・栄養相談　・産前・産後サポート事業
・産後ケア事業　・産前・産後整体事業

・就学援助費・奨励費
・通学費助成（小・中学生）

・一時預かり　・病児・病後児保育
・延長保育　・乳児保育　・障がい児保育

・子育て講座・子育て相談
・チャイルドシート貸出サービス
・絵本の読み聞かせ　・子育て広場
・育児支援家庭訪問
・ファミリー・サポート・センター　・のびっこ相談
・おはなし会　・子育てコーナー
・ブックスタート　・子どもと本を知る講座

ちえの森ちづ図書館
0858-75-4123
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子育てに便利な情報一覧

35市町村の子育て相談窓口


