
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

🄫小鹿野町 

お子さんとの暮らしに生かしていただくような、子育ての情報や窓口のガイドです。手元にお

いて、集まりに参加したい、個別に相談したい、子どもを預かってもらえる方法は？など知りた

いときにご活用してください。 

 

 気軽にご相談ください 

★ 妊娠期からの子育て総合相談窓口 

子育て包括支援室   

 ０４９４－７５－４１０１ 

両神庁舎 住民生活課 平日８：30～17：15 
※上記時間外を希望の場合は事前にご連絡ください 

★ 身近な相談窓口  

子育て支援センター     ０４９４－７５－０５５０ 

 

おがの子育てガイド 

令和３年６月現在 

令和３年度版 

「ほっとママステーション」 



・・・・・おがの子育てガイドブック もくじ・・・ 

 

みなさまへ 

 令和 3年度 小鹿野町子育てサービス一覧 

 

 

早期不妊・不育症検査費用助成事業                ・・・・１ 

 早期不妊治療費用助成事業                    ・・・・１ 

 マイベイビー支援事業（不妊・不育症治療費用助成）        ・・・・１ 

 

 

 母子健康手帳・父子健康手帳の交付                ・・・・２ 

 妊婦健康診査費用助成・新生児聴覚検査費用助成          ・・・・２ 

 パパ・ママ応援ショップ                     ・・・・２ 

 妊産婦栄養強化事業                       ・・・・３ 

 妊婦体験・沐浴体験                       ・・・・３ 

 妊婦訪問（育児ギフト）                     ・・・・３ 

 

 

 出生届                             ・・・・４ 

子育て支援金 こども医療費 ひとり親家庭等医療費        ・・・・４ 

 児童手当 児童扶養手当・特別児童扶養手当            ・・・・５ 

新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問 離乳食訪問         ・・・・６ 

 産後健診費用助成 母乳ケア費用助成 産後ママのストレッチ教室  ・・・・６ 

 産後ケアプログラム講座 ベビーウェアリング体験教室       ・・・・７ 

 ほっとハグくむ…ママサロン 育児支援家庭訪問事業        ・・・・７ 

 赤ちゃんに誕生祝い品を送るウッドスタート            ・・・・８ 

 子育ておむつ券給付 紙おむつ用ごみ袋の支給 母子手帳アプリ   ・・・・９ 

 秩父ファミリー・サポート・センター 民生委員・児童委員     ・・・・９ 

 はぐくみ相談 子育てこころの相談 子どもの発達相談     ・・・・１０ 

 妊娠・出産・子育て相談 栄養相談 育児相談         ・・・・１０ 

 オンライン子育て相談                    ・・・・１０ 

 子どもの健診                        ・・・・１１ 

 予防接種                          ・・・・１２ 

 未熟児養育医療制度 障害者手帳 重度心身障害者医療費    ・・・・１３ 

 育成医療 児童発達支援事業                 ・・・・１３ 

  

妊娠を希望する方へ 

妊娠がわかったら 

赤ちゃんが生まれたら 



 

 

 子育て支援センター                      ・・１４～１６ 

 小鹿野町立図書館                       ・・・・１７ 

 公民館・社会教育                       ・・・・１８ 

 

 

 保育所（園）＆こども園の入所（園）              ・・・・１９ 

 一時保育                           ・・・・１９ 

 

 

学童保育                           ・・・・２０ 

放課後等デイサービス                     ・・・・２０ 

小鹿野未来塾                         ・・・・２０ 

教材費の一部及び給食費の全額補助 ヘルメットの支給      ・・・・２１ 

オンライン学習通信環境整備費補助金              ・・・・２１ 

中学校３年生インフルエンザ予防接種（任意）費用助成      ・・・・２１ 

高等学校に入学したら                     ・・・・２２ 

 

 

マイホーム取得奨励金（子育て世帯の住宅取得） 定住促進奨励金 ・・・・２３ 

民間賃貸住宅家賃助成金 良好な住環境維持・改善のための助成制度 ・・・２３ 

町営住宅                           ・・・・２３ 

結婚新生活支援事業                      ・・・・２４ 

移住相談窓口 移住支援金                   ・・・・２４ 

ちちぶ空き家バンク お試し住宅 埼玉県起業支援金       ・・・・２５ 

 

 

 秩父ミューズパークスポーツの森プール利用           ・・・・２６ 

 クライミンパーク神怡舘                    ・・・・２６ 

 みどりの村                          ・・・・２６ 

 

●役場担当連絡先一覧                  ・・・・２７ 

 

 

 

いつでも健康相談 埼玉県救急電話相談 こども医療電話相談事業 ・・・・２８ 

休日急患当番医・平日夜間小児初期救急 誤飲事故        ・・・・２９ 

町内医療機関一覧 町内歯科医院一覧              ・・・・３０  

施設・子どもの遊び場 

病気やケガなどの相談 

小中学校・高等学校に入学したら 

住まいの相談・支援 

友だちを作ろう 

お子さんを預けたいとき 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み な さ ま へ 

町では、あなたの子育てを応援します。 

安心して産み育てられる子育て支援として、きめ細かく「妊娠期からの切

れ目のない支援」をすすめています。また、子どもと家族の皆さんが健康で

幸せになるように応援していきます。 

このガイドは皆さんの子育ての一助となるよう作成いたしました。ご活用

いただければ幸いです。 

ゆたかな自然や 

地域の伝統文化

に触れた子育て

ができる町 

 

日本の滝百選「丸神の滝」 

ダリア園のダリア 

日本の地質百選「ようばけ」 

両神山頂からの紅葉 

子ども歌舞伎をはじめ神楽等、子どもたちが地域の伝統文化

や自然環境に触れながら、地域全体で子どもをはぐくむ風土

が根付いています。 

小鹿野子ども歌舞伎 

尾ノ内氷柱 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-JyEgpfHBNNE/UZoVeq44JrI/AAAAAAAATi4/9Ai4NjmZV54/s800/fukidashi04.png&imgrefurl=https://manmaru.org/wp-content/themes/manmaru/images/202004_kitagami_houmon.pdf&tbnid=vNpXNBAPSJaydM&vet=10CNYBEDMoyQFqFwoTCNih7d_7sfACFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=re5yLSkT3CEr8M&w=466&h=417&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%94%A3%E5%BE%8C%E3%82%B1%E3%82%A2&hl=ja&ved=0CNYBEDMoyQFqFwoTCNih7d_7sfACFQAAAAAdAAAAABAC
http://www.kanko-ogano.jp/wp-content/uploads/2012/03/fl_09-11au_daria.jpg
http://www.kanko-ogano.jp/wp-content/uploads/2012/03/tr_image_ryo01.jpg
http://www.kanko-ogano.jp/wp-content/uploads/2012/03/tr_image_maru01.jpg
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_800.html&psig=AOvVaw2XQRVLeNXO-DGOAUL9KSzj&ust=1621390940272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj6j5SW0vACFQAAAAAdAAAAABAI
https://oganokabuki.com/2020/12/04/%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e4%b8%ad%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%97%ef%bc%81%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%9c%b0%e8%8a%9d%e5%b1%85%e3%82%b5/
http://www.kanko-ogano.jp/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0053.jpg
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離乳食訪問  歯科衛生士による歯科指導 

マイベイビ-支援事業 

（不妊治療・不育症治療費助成） 

 

産後健診費用補助 母子健康手帳交付 

早期不妊・不育症検査費用助成 

 

小・中学校給食費全額補助 

パパママ応援ショップカード 

教材費の補助 

住まいの相談・支援 

〇町営住宅について 

建設課  

℡0494-79－1204 

〇良好な住環境の維持・

改善のための助成制度 

産業振興課 

℡0494-79-1101 

〇マイホーム取得奨励金 

〇民間賃貸住宅家賃助成金 

〇定住促進奨励金 

〇移住相談窓口 

〇お試し住宅 

総合政策課℡0494-75－1238 

おがの保育所 

ひまわり保育園（私立） 

学童保育 

 

予防接種 

 ロタ・ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・4 種混合・ＢＣＧ・MR・日本脳炎等 

子どもの発達相談 

  

ブックスタート・ブックチャレンジ 図書館 

おむつごみ袋の給付（3 歳まで）住民生活課・保健課にて 1 年度分を給付します。 

乳幼児健診 

3、6、12 か月健診、1･6 か月・2 歳児健診、3歳児健診、5 歳児健診 

小鹿野町いつでも健康相談  

※利用は小鹿野町の方に限ります 

℡：0120-554-245 

育児ギフト 

 

保  健  課   ℡0494-75－0135 住  民  生  活  課 子育て包括支援室「 ほっとママステーション 」 ℡0494-75－4101 

３キュー子育てチケット 

 

牛乳配付 

おむつ券 

出 

生 

届 

妊娠を望む方への助成 学校教育課 ℡0494-79-1201  

子育て支援金 

児童手当 

こども医療費等 

早期不妊治療費用助成 

 

一時保育（要予約） 

リフレッシュ保育・緊急保育 

鉄道・バス通学定期券購入費の一部補助 

住民生活課℡0494-75-4101 

ほっとはぐくむ…ママサロン 

（定住自立圏事業） 

 

子育てこころの相談 

専任保育士等スタッフが、 

あなたの子育てを応援し

ています。 

子育て支援センター 

℡0494-75-0550 

妊婦訪問 

妊娠中の相談・沐浴物品貸出 

妊婦シミュレータ貸出 

妊婦健診

受診券 

新生児聴覚

検査受診券 

マタニティーキー

ホルダー配付 

第 3 子以降：50 万円 

（分割支給） 

新生児訪問 

はぐくみ相談（運動・言葉） 

産後ママのストレッチ教室 母乳相談等の費用補助 

産後ケアプログラム講座 

ベビーウェアリング講座 

🌲ウッドスタート事業🌲産業振興課 

秩父産木材で作ったおもちゃをプレゼント 

おがのこども園 

ヘルメット配付 

オンライン学習通信環境整備

費補助金 

   新婚世帯の新居の取得・引っ越し費用の一部補助を行います。 

 詳しい内容については、町のホームページで確認いただくか、お問い合わせください。 

  お問合せ：住民生活課 0494-75-4101 

秩父ファミリーサポートセンター事業 
秩父ファミリーサポートセンター℡0494-22-3311 

 

 

父子健康

手帳交付 
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◆早期不妊・不育症検査費用助成事業 

夫婦（事実婚含）そろって不妊検査または、不育検査を受け、対象となる不妊症検

査・不育症検査に対して、それぞれ１回、２万円を上限に助成します。 
お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

小鹿野町 早期不妊・不育症検査費用助成事業ホームページ⇒ 

申請書のダウンロードも可能です。  

 

令和３年４月１日から、内容が一部変更となりました。 

指定医療機関等の規定がありましたが、どちらの医療機関でも、実施証明書があれば申請ができるようになりました。 

 

◆早期不妊治療費用助成事業 
埼玉県特定不妊治療費の初回助成（治療区分 C,F を除く）を受けた方へ治療費の一部

を助成します。 

対象となる方は、初回治療開始時の妻の年齢が 35 歳未満の夫婦（事実婚含）です。夫

婦１組につき１回まで、上限１０万円まで助成します。 

※埼玉県不妊治療費助成事業の対象となる方は、先に県へ申請をしてください。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

小鹿野町 早期不妊治療費費用助成事業ホームページ⇒ 

申請書のダウンロードも可能です。  

 

 

◆マイベイビー支援事業（不妊・不育症治療費用助成）  

不妊・不育症治療を行っている夫婦(事実婚含)に対して、不妊治療・不育症治療に要し

た費用を助成します。不妊治療（体外受精・顕微授精）に要した費用は上限額３５万円

まで助成します。体外受精・顕微授精以外の不妊治療・不育症治療に要した費用は上限

額５万円まで助成します。 

※埼玉県不妊治療費助成事業の対象となる方は、先に県へ申請をしてください。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

小鹿野町 マイベイビー支援事業ホームページ⇒  

申請書のダウンロードも可能です。  

 

令和３年１月１日から、マイベイビー支援事業の内容が一部変更となりました。 

①所得制限がなくなりました。 

②令和３年１月１日から令和３年３月３１日までの間に治療が終了したものについては、令和3年6月30日まで 

申請の受付を行い、令和2年度分の申請として取り扱います。 

 

※各助成事業の申請は、原則当該年度となります。また、対象となる要件があるため、

詳しくは小鹿野町ホームページをご覧ください。  

妊娠を希望する方へ  
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◆母子健康手帳の交付 

この手帳は、母親の健康状態や赤ちゃんの成長、予防接種などを記録する大切なもので、 

乳幼児健診や予防接種などを受ける時にも必要です。また、交付時には保健師等が母子健

康手帳や町のサービスについて説明し、妊娠中の生活などについて相談をうけます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

 

 

 

 

◆父子健康手帳の交付 

この手帳は、父親が育児を一層楽しめるように、母子手帳交付時に交付しています。 

何もかも初めてで、分からないことだらけ。パートナーの妊娠を知って嬉しいけれど、不

安や戸惑いも抱いている・・・そんなお父さんたち向けの手帳です。赤ちゃんのお世話や

母体の変化やサポートのこと、お産のことなどが載っています。  

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆妊婦健康診査費用助成  

母子健康手帳の交付時に妊婦健診の助成券をお渡しします。 

妊婦健診 14 回分助成・HIV 検査・子宮頸がん検査・超音波検査等の助成があります。  

助成券を委託医療機関でご使用いただくことで、記載されている検査項目について、公費

負担を受けられます。公費負担には上限額があり、助成券の金額を超えた場合は自己負担

となります。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆新生児聴覚検査費用助成 

母子健康手帳の交付時に新生児聴覚検査の助成券をお渡しします。  

赤ちゃんの聴覚に問題がないかを早期に確認する検査が、助成券を委託医療機関でご使用

いただくことで、自動 ABR5,000 円・OAE3,000 円を上限に公費負担を受けられます。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

  

必要なもの 妊娠届、マイナンバーがわかるもの、身分が証明できるもの（免許証、

マイナンバーカード等）、印鑑 

マタニティーキーホルダ

ーをお渡しします。 

妊娠がわかったら  
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◆パパ・ママ応援ショップ   

１８歳に達して次の３月３１日を迎えるまでの子ども又は妊娠中の方がいる家庭に配

布する「パパ・ママ応援ショップ優待カード」または「アプリ版」を全国の協賛店舗で

提示すると、代金の割引やポイントの加点などのサービスが受けられます。  

 

  

お手持ちのスマートフォンに「ポケットブックまいたま」をダウンロード  

してスマートフォンアプリ画面で優待カードを提示することができます。  

埼玉県パパ・ママ応援ショップ QR コード⇒ 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆妊産婦栄養強化事業  

出産予定日の 3 か月前から牛乳の配布をしています。 

〈例〉1 月 1 日予定日の場合、配布期間は 10・11・12 月となります。 

※申請用紙は母子健康手帳交付時にお渡しします。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆妊婦体験・沐浴体験  

地区の担当保健師が訪問等を行い、妊婦シミュレーターや沐浴等の体験をすることが出

来ます。沐浴セットの貸し出しも行います。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆妊婦訪問（育児ギフト） 

保健師が対象の妊婦さんに、赤ちゃんを迎えたあとの過ごし方や出産後の母子保健サー

ビスの説明などをしています。また、妊娠 8 か月以降の妊婦さんに育児ギフトをお渡しし

ます。地区担当の保健師から連絡します。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

 

 

 

  

優待カードを希望される場合 

必要なもの 母子健康手帳や健康保険証など住所・年齢が

確認できるもの 

育児ギフトの例（ベビー服、短着、長着、スリーパーなど） 

※内容は年度により異なりますので、ご了承ください。 
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※生まれた日を含めて 14 日以内に提出してください。 

必要なもの 出生届・印鑑・母子健康手帳 

お問合せ：住民生活課  ℡0494-75-1418 

〇子育て家庭を応援する助成・手当等 

いずれの制度も受給要件等がありますので、手続き内容について事前にお問合せのうえ、

ご確認いただきますようお願いします。 

 

◆子育て支援金 

次世代を担う児童の健全育成と子育て家庭の経済的負担を軽減し、少子化対策を図るこ

とを目的として、お子さんが生まれた家庭に子育て支援金を支給します。  

第一子・第二子 5 万円 第三子以降 ５０万円（分割支給） 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆こども医療費 

小鹿野町在住の健康保険に加入している 18 歳までの児童（満 18 歳になった最初の 3

月 31 日まで）が、医療保険制度で医療機関等を受診した場合、医療費の一部を支給しま

す。※高額療養費、附加給付金、入院時食事療養費標準負担額等を除きます。 

必要なもの 印鑑・健康保険証（対象となる子どものもの）・保護者の預金通帳  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆ひとり親家庭等医療費  

ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険

制度で医療を受けた場合、その医療費の一部を支給します。  

※高額療養費、附加給付金、入院時食事療養費標準負担額等を除きます。  

ただし、所得制限等があります。 

必要なもの 印鑑・健康保険証（対象者全員のもの）・保護者の預金通帳 

なお、保育所・幼稚園・学校等で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付金」

の医療給付を受ける場合は、『こども医療費』及び『ひとり親家庭等医療費』は支給対象外とな

ります。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

  

出生届 

必要なもの 印鑑・保護者の預金通帳・滞納のない証明書 

赤ちゃんが生まれたら 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_1032.html&psig=AOvVaw0lV1to7ct62G6RJMNQa8px&ust=1622540745038000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiv9MfR8_ACFQAAAAAdAAAAABAj
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◆児童手当   

中学校修了前の児童を養育している人に支給します。  

申請した翌月分から該当となります。 

3 歳未満 一律 月額 １５，０００円 

3 歳以上小学校終了前 
第一子・第二子 月額 １０，０００円 

第三子以降 月額 １５，０００円 

中学生 一律 月額 １０，０００円 

特例給付（所得制限以上の世

帯） 

一律 月額  ５，０００円 

6 月、１０月、２月に前月分まで、４か月分を支給します。  

※児童手当を受けている人は、毎年６月に現況届の提出が必要となります。 

必要なもの 印鑑・保護者の預金通帳・父、母のマイナンバー  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆児童扶養手当  

父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている

人や、児童を育てている父又は母に一定の障害があるときに支給します。ただし、所得制

限があり、本人や同居親族の所得状況等により、手当が一部または全額支給停止となる場

合があります。申請の翌月から手当の対象となります。  

※児童扶養手当を受けている人は、毎年 8 月に現況届の提出が必要となります。 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆特別児童扶養手当  

身体または精神に重い障害がある 20 歳未満の児童を家庭で育てている人に支給します。

ただし、所得制限があり本人や同居親族の所得状況により、手当が全額支給停止となる場

合があります。 

※特別児童扶養手当を受けている人は、毎年 8 月に現況届の提出が必要となります。 

必要なもの 印鑑・保護者の預金通帳・その他必要書類  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

 

 

  

必要なもの 印鑑・保護者の預金通帳・その他必要書類  
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〇出産後の子育て  

◆新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問  

 地区の担当保健師が、生まれた赤ちゃん全員を訪問します。赤ちゃんやお母さんの健

康状態を伺い、育児の相談や、赤ちゃんの体重の確認、予防接種の受け方、子育て支援

に関する必要な情報提供等を行います。保健師から産婦さんへ連絡をします。  

 また、🌲ウッドスタート事業🌲として、木のおもちゃのプレゼントがあります。訪問の

際に、保健師からお渡しいたします。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆離乳食訪問 

生後５か月になるとそろそろ離乳食がスタートします。なにを食べさせたら良いの

か、嫌がったらどうしよう、料理は苦手等の様々な心配事に、管理栄養士がお子さんの

生活スタイルに合った離乳食の相談を行います。第１子や希望者の方に訪問します。管

理栄養士から産婦さんへ連絡をします。 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

〇産後のサポート事業 

◆産後健診費用助成   

産後健診にかかる費用について、上限 5,000 円まで助成します。対象は出産後、 

およそ１か月頃に行う健診となっています。  

必要なもの 領収書原本・内容がわかるもの（診療明細書等）・印鑑・母の預金通帳 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆母乳ケア費用助成 

助産師が行う母乳ケア等に対して上限 10,000 円までの費用を助成します。 

必要なもの 領収書原本・内容がわかるもの（診療明細書等）・印鑑・母の預金通帳 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆産後ママのストレッチ教室（予約制） 
 産後５か月までのお母さんを対象としたストレッチの教室です。  

年３回行っており、対象の方には個別にお知らせします。  

教室では、講師から個別に相談・施術を受けられます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 
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◆産後ケアプログラム講座～産後も私らしくプロジェクト～（予約制） 

 産後は子育てに追われて、自分自身のことが後回しになりがちです。産後の様々なピン

チをチャンスに変えて、産前より私らしく輝けるようになることを目指します。産後１か

月から１年くらいまでのお母さんを対象にした、産後のケアプログラムです。  

全４回コースで、産後の体やこころの変化について・産後の骨盤ストレッチ・姿勢や呼

吸法・骨盤にやさしい抱っこの仕方等お母さん同士の座談会を行い、産後の身体やこころ

についてケアができる内容となっています。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆ベビーウェアリング体験教室（予約制） 

ベビーウェアリングとは、道具を使って抱っこやおんぶをすることです。  

快適な抱っこやおんぶについて学び、自分たちに合う方法を探してみませんか？  

心地のよい抱っこやおんぶの講話やベビーウェアリング体験を行います。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆ほっとハグくむ…ママサロン♪ 

ちちぶ定住自立圏事業として助産師による相談日を設けています。横瀬町児童館にて、

水曜日・金曜日の午前 10 時から１２時、午後１時から３時に実施しています。 

◎各町への巡回相談も行っていますのでお気軽にご利用ください。  

毎月 第１金曜日   長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 

毎月 第２・第４金曜日 秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）  

偶数月 第２水曜日   皆野町皆野総合センター 

奇数月 第２水曜日   小鹿野町子育て支援センター 

場所が変更になる可能性もあります。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆育児支援家庭訪問事業   

 子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭に対して、保健師やホームヘルパー等の訪

問による支援を行ないます。 

※ホームヘルパーによる訪問は町が支援を必要であると認め、その対象家庭が支援を受け

ることを承諾しなければ受けられません。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 
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 ◆赤ちゃんに誕生祝い品を贈るウッドスタート 

 

町では、秩父産木材を使った木製おもちゃを誕生祝い品として 

贈るウッドスタート事業を実施しています。 

乳幼児期から木材に触れ、森林や自然を大切にする心を育む「木育」を家族 

みんなではじめましょう！ 

 

配付方法：新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問時にお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ちちぶの幸】    【TUMICCO】  【おがのダリアブロック】  

 ※おもちゃについては、変更になる場合があります。 

 

 

 

木育とは   ～ 木とふれあい、木に学び、木と生きる～ 

 

 

子どもをはじめとするすべての人が『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取組で

す。 それは、子どもの頃から木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との

関わりを主体的に考えられる豊かな心を育むことです。  

   

 

 

 

 

 

お問合せ：産業振興課℡0494-79-1101 
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〇子育てサポート事業 

◆子育ておむつ券給付 

 お子さんの 1 歳になる誕生月まで、おむつ、おむつ関連商品等を月 1，500 円分助

成します。 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆紙おむつ用ごみ袋の支給 

3 歳の誕生月まで、1 年度分６０枚（1 ヵ月５枚）をまとめて支給します。3 歳の誕生

月の属する年度は誕生月分までの支給となります。年度毎に支給窓口で支給します。母子

手帳をお持ちください。 

※前年度分を翌年度以降には支給いたしません。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

 

◆母子手帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」 

妊娠から出産、育児までの子育てを応援するため、母子手帳アプリ「ほっと子育て  おが

ニャプリ」を始めています。スマートフォン・タブレット端末・パソコンに対応したサー

ビスで、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実していますので、

ぜひご活用ください。利用料金は無料です。  

 

 

 

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆秩父ファミリー・サポート・センター  

ファミリー・サポート・センターとは、地域の子育てを応援するため、育児の援助をし

てほしい人（依頼会員）と支援できる人（協力会員）とをつなぐ有償ボランティアの会員

組織です。 

依頼会員 生後６か月～小学校６年生までのお子さんをお持ちの方  

協力会員 心身ともに健康で子育てに意欲のある１８歳以上の方  

お問合せ：秩父ファミリー・サポート・センター（秩父市シルバー人材センター内）℡0494-22-3311 

 

◆民生委員・児童委員 

お住まいの地域には担当の民生委員がおり、地域福祉のサポートを行っています。子育ては元よ

りあらゆる生活上の困りごとについてご相談いただければ、適切な対応機関に繋げていただけます。 

お問合せ：福祉課（民生委員事務局）℡0494-75-4109 または直接地域の民生委員へ  

  

必要なもの 母子健康手帳 
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〇子育てについての相談  

◆はぐくみ相談 （予約制）           

お子さんの言葉や運動の発達について、理学療法士、言語聴覚士が相談に応じます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

◆子育てこころの相談 (予約制)          

臨床心理士がお子さんへの関わり方や心配事などの子育ての相談に応じます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

◆子どもの発達相談 （予約制） 

お子さんの発達について、臨床発達心理士が相談に応じます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

◆妊娠・出産・子育て相談 

町の保健師が妊娠・出産・子育ての相談に応じます。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

◆栄養相談 

 町の管理栄養士が、乳幼児の各段階に応じた離乳食等の相談に応じます。  

 妊娠中や産後の栄養についての相談もできます。  

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

◆育児相談 

 町の保育士が、トイレトレーニング、しつけ、食事などの疑問、不安等の相談に応じま

す。 

お問合せ：子育て支援センター ℡0494-75-0550 

 

 

 

 

 妊娠中・産後・子育て中の方を対象のオンラインによる子育て相談です。  

相談日●平日の８：３０～１７：００  

申し込み●メールまたは電話でお申し込みください。 

☎75-4101  メール kosodate@town.ogano.lg.jp 

 

相談の日程を調整後、メールアドレスに相談日の案内を送信いたします。  

詳しい実施方法についは、町のホームページ等でご覧ください。  

お問合せ：住民生活課  子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

  

申込メール QR コード  

 
保健師・保育士 

管理栄養士との 

 

お気軽に 

相談ください 

mailto:メールkosodate@town.ogano.lg.jp
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子どもの健診         

対象者には個別に通知します。日程は小鹿野町広報、小鹿野町ホームページ等でご確認

ください。※月齢は概ねとなります。 

健康診査名 対象者 場所 

乳児健診 生後３か月になる乳児 

生後６か月になる乳児 

生後１２か月になる乳児 

 

 

 

小鹿野町けんこう交流館 １歳６か月、２歳児健診 １歳６か月になる幼児 

２歳になる幼児 

３歳児健診 ３歳になる幼児 

５歳児健診 ５歳になる幼児 

 

 

 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おがニャッピー親子体操 

 おがニャッピーが健康づくりのために親子体操を考えました。音楽に合わせて親子で一

緒にできる内容となっています。おがのこども園・おがの保育所のホームぺージ、母子手

帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」、YouTube にて動画を公開しています。親子で一

緒に行ってみましょう。 

埼玉県小鹿野町 YouTubeQR コード⇒ 

 

 

  

持ち物 母子健康手帳、健康診査票など 

＜小鹿野町けんこう交流館地図＞ 

親子で一緒に 

やってみよう！ 

おすすめ！ 
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◆予防接種 お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

新生児訪問時、予防接種の受け方について説明をし、予診票をお渡しします。  

※就学後のワクチンに関しては、対象時期に予診票をお送りします。  

予防接種の種類  定期対象期間  標準的な接種期間  
回数

（回） 

ヒブ 
生後 2 か月～5 歳未満 

接種開始月齢によって接種回数が異

なります 小児用肺炎球菌  

ロタ 

ロタリックス  出生 6 週～２４週  初回接種は、出生２か月か

ら出生 14 週 6 日後までの

間 

２ 

ロタテック  出生 6 週～３２週  ３ 

B 型肝炎 生後 1 歳未満 

生後２か月から生後９か月

までの期間、27 日以上の

間隔をおいて 2 回接種 

1 回目の接種から 139 日以

上の間隔をおき３回目を接

種 

3 

BCG 生後１歳未満  生後５か月～８か月未満  １ 

四種混合 

ジフテリア・

百日関・破傷

風・ポリオ  

1 期

初回 生後３か月～７歳６か月未

満 

生後３か月～１歳未満  3 

１期

追加 

初回接種後１２か月～１８

か月までの間隔  
１ 

麻疹・風疹混

合 

１期 生後１歳～２歳未満   1 

２期 
小学校入学前の１年間  

（5 歳から 7 歳未満） 
 １ 

日本脳炎 

1 期

初回 生後６か月～７歳６か月未

満 

３歳～４歳未満  2 

１期

追加 

初回接種後６か月以上あけ

る４歳～５歳未満  
１ 

２期 ９歳以上１３歳未満  ９歳～１０歳未満  1 

水痘 

初回 生後１歳～３歳未満  １歳～１歳３か月未満  １ 

追加  
初回接種後６か月～１２か

月までの間隔  
１ 

二種混合 

（ジフテリ

ア・破傷風）  

２期 １１歳～１３歳未満  １１歳 １ 

HPV ワクチ

ン（ヒトパピ

ロマウイルス）  

 
小学校６年生から高校１年

生 

１３歳となる年度の初日か

ら末日まで  
3 



13 

 

 〇特別な支援を要する子どもたちのために 

◆未熟児養育医療給付制度   

身体が未熟なままで生まれ、入院治療を要するお子さんに対して、その治療に必要な医

療費を県や町で負担する制度です。出生後 2週間以内に住民生活課へ申請が必要です。 
 

小鹿野町 未熟児養育医療給付制度ホームページ⇒ 

申請書のダウンロードも可能です。 

 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆障害者手帳 

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の３種類あり、障害の程度に応じて

各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。 

お問合せ：福祉課 ℡0494-75-4109 

 

◆重度心身障害者医療費 

 重度の心身障害者手帳が交付されている方を対象に、医療保険制度で医療機関等を受診

した場合、医療費の一部（高額療養費、附加給付金、入院時食事療、養費標準負担額等を除

く）を支給します。 

お問合せ：福祉課 ℡0494-75-4109 

 

◆育成医療  

 育成医療は、身体に障害があるか又は将来障害を残すと認められる疾患があるお子さん

が、その身体障害を除去、軽減する手術等により確実に治療の効果が期待できる場合に、そ

の治療に必要な医療費を支給する制度です。 

お問合せ：福祉課 ℡0494-75-4109 

 

◆児童発達支援事業  

 就学前の障害を持つ乳幼児を対象に、遊びや運動を通して発達を促すとともに、その子に

あった関わり方の指導等を実施します。 

 事前に保健師等により乳幼児の状況を確認し、福祉課への申請が必要です。 

お問合せ：福祉課 ℡0494-75-4109 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 
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お問合せ：℡0494-75－0550  

 

 

 

自由に参加してください 

事業名 日 時 対象者 内 容 

開  放 

事業日毎日（年

齢別講座、イベ

ント日以外） 

0 歳～3歳の 

お子さんと 

保護者等 

ホール（遊戯室）・庭・赤ちゃんのお部屋で

遊びましょう。 

にこにこタイム 

月曜日～金曜日 

11:30～11:45 

16:00～16:15 

0 歳～3歳の 

お子さんと 

保護者等 

保育士の手遊びや絵本の読み聞かせもあり

ます。 

すくすく 

(赤ちゃんのお

部屋) 

毎週金曜日 

10:00～11:30 

1 歳未満の 

お子さんと 

保護者等 

第 1 週金曜日・計測 

第 2 週金曜日・離乳食 

第 3 週金曜日・赤ちゃんとのかかわり方 

第 4 週金曜日・ふれあい遊び 

発育測定 

栄養相談 

第 1 週木曜日 

10:00～11:30 

0 歳～3歳の 

お子さんと 

保護者等 

身長体重を測定します。毎月利用できる計測

カードも用意してあります。栄養相談もお受

けします。 

ふれあい遊び 
第 2 週木曜日 

10:00～11:30 

1 歳以上の 

お子さんと保護者 

保育士が親子のふれあい遊びを紹介します。

一緒に楽しみましょう。 

サーキット遊び 
第 3 週木曜日 

10:00～11:30 

1 歳半以上の 

お子さんと保護者 

運動遊具を組み合わせて、のぼったり、すべ

ったり、くぐったり、体を使った遊びです。 

お庭で遊ぼう 10:00～11:30 
1 歳以上の 

お子さんと保護者 

砂遊びや水遊び、お庭でのびのびと遊びまし

ょう。季節の野菜の栽培や収穫体験も行います。 

誕生会 

おはなし会 

3 カ月に一回 

10:00～11:30 

0 歳～3歳の 

お子さんと 

保護者等 

誕生月のお子さんには、手作り誕生カードに

手形を取ってプレゼントします。図書館司書

によるお薦め絵本の読み聞かせもあります。 

子育て相談 月～金曜日 保護者等 
トイレトレーニング、しつけ、食事などの疑

問・不安・悩みを気軽にご相談ください。 

絵本の貸出 
月～金曜日 

9：30～16：00 

0 歳～3歳の 

お子さんと保護者 
お子さんの好きな絵本を貸し出します。 

子育て支援センター 

 

友だちを作ろう 

 

子育て支援センターでは、専任保育士が常駐し、開放や遊びの教室・育児相談・子育てサーク

ル育成支援など、子育て関連情報の提供を行っています。室内の施設では、天気を気にせず安心

して遊べます。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e4%bf%9d%e8%82%b2%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc&view=detailv2&qpvt=%e4%bf%9d%e8%82%b2%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc&id=19CCB6946904CFB0980710F452E22CFD9DB0EDD8&selectedIndex=11&ccid=dRRalplB&simid=608002289099604631&thid=OIP.M75145a969941bf7d414d9b05e39610bao0
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予約制（事前に来所か電話でお申込みください）  

     ℡0494-75-0550 

◆年齢別子育て講座 

事業名 日 時 対象者 内 容 

よちよち 
第 1 週火曜日 

10:00～11:30 

１歳代の 

お子さんと 

保護者 
同年齢のお子さんと保護者が集い、交

流しましょう。（年齢に応じた遊びや

手を洗ったり、トイレに行ったり、生

活の流れに沿った活動をします。） 

てくてく 
第 2 週火曜日 

10:00～11:30 

２歳代の 

お子さんと 

保護者 

じゃんぷ 
第 3 週火曜日 

10:00～11:30 

３歳代の 

お子さんと 

保護者 

ベビーマッサ

ージ 
不定期 

2～7 か月のお子

さんと保護者 

歌を添えたベビーマッサージで、心も

体も豊かにしましょう。 

手作り講座 
不定期 

10:00～11:30 

０歳～３歳の 

お子さんと保護

者等 

牛乳パックの椅子や乳幼児が遊べる

おもちゃ等を手作りします。 

運動あそび 

講座 

不定期 

10:00～11:30 

１歳半～３歳の 

お子さんと保護

者等 

親子一緒に運動遊びをします。 

すくすく 

離乳食試食 

奇数月  

第 2 金曜日 

10:00～11:30 

１歳未満のお子

さんと保護者等 

離乳食の試食をしながら、離乳食の形

や与え方などの相談ができます。予約

制です。 

 

 

場所 秩父郡小鹿野町飯田２７３２番地 
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予約制（事前に来所か電話でお申込みください） 

    ℡0494-75-0550 

◆楽しいイベントをたくさん開催しています。 

事業名 日 時  対象者 内 容 

季節のイベント 10:00～11:30 

0 歳～３歳の 

お子さんと保護者

等 

こいのぼり作り・母の日父の日イベン

ト・七夕・ミニ運動会・ハロウィン・

クリスマス・豆まき・ひなまつり・お

おきくなったね！等、季節に応じた

行事を行います。 

公園で遊ぼう 
不定期 

10:00～11:30 

１歳以上の 

お子さんと保護者 

みどりの村や国民宿舎両神荘前庭等

で親子一緒に外遊びをします。現地集

合現地解散です。雨天時は子育て支援

センターで遊びます。 

子育て講演会 年 3 回 

０歳～３歳の 

お子さんをお持ち

の保護者等 

（1２人程度） 

※保育あり 

丈夫な体作り、乳幼児安全法、愛着形

成について、子育てについ等、テーマ

ごとに専門的な指導が受けられます。 

子育てサークル 
水曜日貸出 

10:00～11:30 

子育てサークル 

団体 

お母さんたちが自主的に活動してい

るサークルへ部屋を貸し出します。 

 

 

◆にこにこルーム 

～リフレッシュしてハッピー子育て～ 

対象年齢：生後８か月から５歳までのお子さん 

利用日時：月～金曜日、９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

    ※祝日、年末年始及び子育て支援センターの行事などがある場合はお休みです。 

利用上限：午前３時間又は午後３時間程度。 月に２回までの利用。 

利用金額：１回１，８００円 

申込＆問合せ：ご利用の１週間前までに両神庁舎住民生活課 子育て包括支援室へ電話 

（0494-75-4101）でお申し込みください。後日、面談をいたします。 

 

※日程や内容は変更となる場合がありますので、毎月発行の広報「おがの」または、

子育て支援センターだよりをご確認ください。  

小鹿野町子育て支援センター短時間一時預かり事業 
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◆あかちゃん絵本コーナーの設置 

館内には、赤ちゃんにおすすめの絵本をあつめた「あかちゃんえほん」コーナー 

があります。ここには、０歳～２歳児向けの絵本が並べてあり、背表紙のオレンジ色

（0 歳～1 歳）とピンク色（1 歳～2 歳）の丸いラベルが目印です。コーナーの前に

は、絵本をゆっくり楽しむことができるスペースもあります。親子で、絵本をひろげ

て読み聞かせをしてみませんか？赤ちゃんへの読み聞かせや絵本の選びかたについ

て聞きたいことがありましたら図書館司書におたずねください。 

 

◆０歳の赤ちゃんでも図書館利用カードが作れます！ 
0 歳の赤ちゃんでも図書館利用カードが作れます。赤ちゃんの 

住所・氏名の確認ができるもの（母子手帳、健康保険証など） 

をお持ちください。 

 

◆おはなし会                

                
 

 

 

 

 

令和３年度日程 

内容・対象 
日  程 （ 月・日 ） 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

プチ  

 ０歳～３歳 
 24   30   26  24  

おはなしひろば 

幼児～小低学年 
29 26 31 お休み 4 16 13 18 22 26 26 

◆ブックスタート・ブックスチャレンジ  会場：乳幼児健康診査実施会場 
赤ちゃんと保護者が、絵本をとおしてふれあいや絆を深め、 

楽しいひとときをすごしてもらえるよう実施しています。 

※ 日程は、６か月、12か月（１歳児）、２歳児の健康診査と同じです。 

 

 

≪プチ≫ 11:10～11:30 

 場所：子育て支援センター  

対象：赤ちゃんから３歳ぐらいまでの 

小さいお子さま 

内容：えほん、かみしばい、てあそび 

 

≪おはなしひろば≫  10:00～11:00  

 場所：おがのこども園  遊戯室 

 対象：幼児から小学校低学年まで 

内容：絵本、紙芝居、手遊び、 

ミニ工作 

≪ブックスタート≫  

対象：生後６か月児 
内容：絵本の読み聞かせ 

絵本の紹介 

絵本１冊プレゼント 

 

≪ブックスチャレンジ≫  

 対象：12か月児(１歳児)及び２歳児 

内容：絵本の読み聞かせ、絵本の紹介 

絵本１冊プレゼント      

小鹿野町立図書館  親子・子ども向け事業 
お問合せ：図書館本館 ℡0494-79-0150  
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公民館・社会教育  親子・子ども向け事業 

◆家庭教育推進事業 
親子の絆を深め、心身ともに健やかで、心豊かな子どもを育てるために、親やその家族を

対象に子育てに関する学習機会を提供し、家庭の教育力を向上させることを目的として、家

庭教育に関する講座等を行います。 

お問合せ：社会教育課 ℡0494-75-0063 

 

◆スポーツ少年団 

現在、剣道・柔道・野球・サッカー・バレーボール・ミニバスケットボール（男・女）の

７団が、子どもたちに地域を基盤としたスポーツの場を提供し、正しいスポーツを計画的、

継続的に実践することにより、子どもたちの健全育成推進のため活動しています。 

お問合せ：社会教育課 ℡0494-75-0063 

 

 

 

◆親子・子ども向け講座 

公民館主催で親子を対象としたお菓子作りや料理教室を開催しています。また、休日や夏

休みには、子ども達を対象とした教室、楽しく学べる講座も多数開催しています。 

お問合せ：中央公民館 ℡0494-75-0063 

 

 

 

◆小鹿野町結婚相談所 

結婚を希望する独身者を対象に結婚支援を行っています。結婚相談室の開設や年３回ほ

ど婚活イベントを開催し、出会いの場を提供します。 

お問合せ：中央公民館 ℡0494-75-0063 

 

※詳細は、広報おがのや、町のホームページ、チラシ等でお知らせします。 
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〇保育所(園)＆こども園の入所(園) 

♦保育所（園） 
両親及び祖父母などが働いていたり、病気や家族の看護、出産等により家庭で保育でき

ないお子さんをお預かりし、保護者に代わって保育します。 

５月以降に入所（年度途中入所）を希望する場合は、入所希望日（各月１日）の前々月

末までに申込書を提出してください。 

０～２歳児の保育料（利用者負担額）は子どもの年齢・世帯の町民税額（４月～８月分

は前年度の町民税）・保育時間によって算出されます。（家計の中心となっている方が祖父

母と判断される場合は、祖父母の税額により保育料が決定されます。） 

公私別 保育所（園）名 所在地 対象児 開所時間 

公立 おがの保育所 

0494-75-0342 

小鹿野町小鹿野

2744 番地 

0～2 歳児 

（生後 8 か月から） 

月～土 7:30～18:30 
国民の祝日及び 

12/29～1/3 は休み 

私立 ひまわり保育園 

0494-75-3354 

小鹿野町小鹿野

598 番地 2 

0～5 歳児 

（生後 45 日から） 

7:00～19:00 
（1 月 1 日以外全日開所） 

 

申込に必要なもの 支給認定（現況）申請書兼入所申込書 

＜添付書類＞保育児童家庭調査票・勤務証明書（父・母）その他必要書類 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

♦こども園 
認定こども園は幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。 

公私別 こども園名 所在地 対象児 開所時間 

公立 おがのこども園 

0494-75-3292 

小鹿野町小鹿野

2743 番地 

3～5 歳児 月～土 7:30～18:30 
国民の祝日及び 

12/29～1/3 は休み 

 

保育の必要性のない方は、月～金

8：40～14：00 

（春・夏・冬に長期休業あり） 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

◆一時保育（要事前予約）  
保護者の病気や冠婚葬祭などで、緊急に保育が必要となったとき又は保護者のリフレッ

シュのため一時的に保育が必要になったときなどにご利用できます。 

 保育所の都合により、利用できない場合もあります。 

 ◇リフレッシュ保育・・・月２回 

 ◇緊急保育    ・・・一時的に保育が欠ける期間 連続利用は 7 日まで 

利用日（時間） 月曜日から金曜日の保育時間内 

利用料 1 日 1,800円 

利用できる保育所 おがの保育所、子育て支援センター、ひまわり保育園 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

  

お子さんを預けたいとき 
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◆学童保育              

学童保育室は、昼間、両親(保護者)が共に働いていたり病気や家族の看護などにより、 

家庭で保育できない小学生を保護者に変わって保育する施設です。 

公私

別 
学童保育室名・所在地 連絡先 対象 開・閉室時間 

公立 
両神学童保育室 

(小鹿野町両神薄 2762番地) 

0494- 

79-1377 

（午後のみ） 

両神小学校

の児童 

平日(月曜～金曜日) 

放課後～18:00 

土曜日、小学校休校日 

 7:30～18:00 

私立 

小鹿野学童クラブ 

(小鹿野町小鹿野 2790番地) 

0494- 

75-116２ 

（午後のみ） 小鹿野小学

校の児童 
平日(月曜～金曜日） 

 12:00～18:30 

 

土曜日・小学校休校日 

 7:30～18:30 

小鹿野学童クラブ「遊」 

(小鹿野町小鹿野 2662 番地 1) 

0494- 

75-5180 

（午後のみ） 

長若学童クラブ 

(小鹿野町般若 906 番地) 

0494- 

75-0034 

（午後のみ） 

長若小学校

の児童 

三田川学童クラブ 

(小鹿野町飯田 2770 番地) 

0494- 

75-0770 

（午後のみ） 

三田川小学

校の児童 

 

◆放課後等デイサービス 

 就学中の障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長

期休暇に利用できる福祉サービスです。 

お問合せ：福祉課 ℡0494-75-4109 

 

◆小鹿野未来塾 

子どもたちの学力向上と家庭・地域連携による親子共学を目的に、平成２８年度から毎月

第２・４土曜日を中心に講座を開設しています。 

お問合せ：学校教育課 ℡0494-79-1201 

  

小・中学校・高等学校に入学したら 

 



21 

 

 〇小・中学生を応援する助成制度 

◆教材費の一部及び給食費の全額補助      

小・中学校に在籍する児童生徒に係る教材費の一部及び給食費の全額を補助します。 

教材費の一部補助 当該学級の全児童・生徒が必ず購入することになっている準教科書、副

読本的図書、ワークブックなどに要する費用を全額補助します。なお、

そろばん、ハーモニカ、笛、書道用具、家庭科教材などは対象となりま

せん。 

給食費の全額補助 小学校入学から中学校卒業までの間の全額を町が補助します。 

※補助金は、町から直接小・中学校へ交付されます。 

お問合せ：学校教育課 ℡0494-79-1201 

 

◆ヘルメットの支給 

 小・中学校に在籍する全ての児童生徒に通学・自転車用ヘルメットを支給します。 

お問合せ：学校教育課 ℡0494-79-1201 

 

◆オンライン学習通信環境整備費補助金 

 町内小中学校に在籍する児童生徒がオンライン学習を行うため、家庭に新たにインター

ネット環境を整備するための費用の一部を最大 1万円補助します。 

お問合せ：学校教育課 ℡0494-79-1201 

 

◆中学校 3 年生インフルエンザ予防接種（任意）費用助成 

中学校 3 年生で予防接種を希望する生徒へ接種費用を全額助成します。 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

 

町内小中学校一覧 

  

 学 校 名 連絡先 住   所 

小学校 

小鹿野町立小鹿野小学校 0494-75-0049 小鹿野町小鹿野 962-1 

小鹿野町立長若小学校 0494-75-0161 小鹿野町般若 1192 

小鹿野町立三田川小学校 0494-75-0142 小鹿野町飯田 2770 

小鹿野町立両神小学校 0494-79-0006 小鹿野町両神薄 2662 

中学校 小鹿野町立小鹿野中学校 0494-75-0009 小鹿野町小鹿野 146 
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高等学校に入学したら 

 

◆鉄道・バス通学定期券購入費の一部の補助 

鉄道・バス通学定期券購入費の一部を補助します。 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

奨学金 
◆高等学校、専修学校（修学年限が２年以上）、大学に入学が決定した方に奨学金の貸

付けを行っています。 

お問合せ：学校教育課 ℡0494-79-1201 

 

◆小鹿野町の指定する医療機関で看護師として勤務する意志のある看護学生へ奨学金

の貸付を行っています。 

お問合せ：保健課 ℡0494-75-0135 

 

 

 

 

 

 

秩父地域高等学校一覧 

 

 

  

学 校 名 連絡先 住   所 

埼玉県立小鹿野高等学校 0494-75-0205 小鹿野町小鹿野 962-1 

埼玉県立秩父高等学校 0494-22-3606 秩父市上町 2 丁目 23-45 

埼玉県立秩父農工科学高等学校 0494-22-3017 秩父市大野原 2000 

埼玉県立皆野高等学校 0494-62-2076 皆野町大渕 19-1 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.illust-box.jp/sozai/163060/&psig=AOvVaw1iCSkQYJMKSpZK0y-mSYms&ust=1622611507275000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjiuZHZ9fACFQAAAAAdAAAAABAU
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〇住まいの助成制度 
◆マイホーム取得奨励金（子育て世帯の住宅取得） 

満 15 歳以下のお子さんのいる子育て中の世帯（いわゆる 2 世帯住宅を含む）又は、申

請日現在において夫婦のいずれか一方が４５歳未満である婚姻後 5 年を経過していない世

帯が、新たに住宅を取得した場合、奨励金を交付します。 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238 

 

◆定住促進奨励金 

５年以上の町外居住期間がある方や新たに転入した方が、新築・購入により住宅を取得し

た場合、住宅にかかる固定資産税の納付相当額を奨励金として５年間または２年間交付し

ます。 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238  

 

◆民間賃貸住宅家賃助成金 

新たに民間賃貸住宅に入居した「新婚世帯」又は「転入若年世帯」の家賃を助成します。 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238 

 

 

 

◆良好な住環境の維持・改善のための助成制度 

店舗・住宅リフォーム資金助成を実施します！  

町民の皆さんが、店舗・住宅・併用住宅をリフォーム（改修工事）する場合、その経費の

一部を助成します。 

お問合せ：産業振興課 0494-79-1101 

ホームページ QR コード⇒ 

 

◆町営住宅   

２０団地２９７戸の町営住宅があります。一定基準額以下の所得金額の方で入居を 

希望する方が対象となります。 

お問合せ：建設課 ℡0494-79-1204 

 

  

住まいの相談・支援 

 

小鹿野町 HP 

・マイホーム取得奨励金 

・定住促進奨励金 

・民間賃貸住宅家賃助成金 
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◆結婚新生活支援事業 

新婚世帯の新居の取得・引っ越し費用の一部補助を行います。補助金額は 1 世帯当たり

29 歳以下 60万円、39歳以下 30 万円を上限とします。（年齢区分は、夫婦のどちらかの

高い方とします。） 

対象世帯は、婚姻届けを令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日までに提出し受理さ

れた夫婦で、夫婦の年間所得金額の合算が 400万円未満である等の要件を全て満たす世帯

です。 

お問合せ：住民生活課 子育て包括支援室「ほっとママステーション」℡0494-75-4101 

 

小鹿野町ホームページ QR コード⇒ 

 

 

 

 

〇移住支援等 

 

◆移住相談窓口 

 小鹿野町への移住を検討されている方を対象に、移住者である地域おこし協力隊員と移

住支援コーディネーターが移住相談員として相談に応じます。 

 田舎暮らしを検討されている方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。 

お問合せ：平日 0494-75-1238 総合政策課内 

      土日 0494-26-6760 小鹿野町観光交流館内 

小鹿野町移住相談窓口 QR コード⇒ 

 

◆移住支援金 

一定の条件で東京圏（東京都、千葉県、神奈川県）から小鹿野町に移住した方に、国及び

埼玉県と協力し、移住支援金（世帯１００万円、単身６０万円）を交付します。 

 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238  

小鹿野町ホームページ 移住相談 QR コード⇒ 
 

  

自然豊かで文化的な小鹿野町で暮らしてみませんか？ 
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◆ちちぶ空き家バンク 

 秩父地域の空き家及び空き地の利用を希望する方に情報を提供します。 

物件を購入したい、秩父にこれから住みたい方、空き家バンク利用登録していただけます

と希望物件の内覧ができます。 

 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238 

ちちぶ空き家バンクホームページ QR コード⇒ 
 

 

 

◆お試し住宅 

小鹿野町への移住を検討されている方を対象に、移住前に町の住み心地や魅力をお伝え

するための施設です。お子さまと一緒にテレワークも可能です。 

 お試し住宅で体験できるのは、古民家での理想の田舎暮らしではありません。リアルな田

舎暮らしです。ぜひ一度当町の暮らしやすさを実感してください。 

 施設利用料 無料 

 利用期間  １泊２日～９泊１０日まで（５名以内） 

 

お問合せ：総合政策課 ℡0494-75-1238 

小鹿野町お試し住宅ホームページ QR コード⇒ 

 

 

 

◆埼玉県起業支援金 

 埼玉県に在住か居住を予定している方で、小鹿野町を含む県内９市町村へ新たに起業す

る方又は第二創業する方等を対象に、上限２００万円（補助率２分の１）の補助を行います。 

 

お問合せ：創業・ベンチャー支援センター埼玉 048-711-2222 

埼玉県ホームページ QR コード⇒ 
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◆秩父ミューズパークスポーツの森プール利用  
プール利用カードを 1 枚 2,000 円で購入いただきますと、営業期間中はカード 1 枚に

つき 1 家族６名まで何度でも利用できます。（カードは 1 世帯につき 1 枚発行されます。） 

また、カードの提示によって駐車場が無料となり、プール内のレンタル機器やコテージな

ども割引になります。 

必要なもの 
プール利用カード発行申込書 身分を証明できるもの(運転免許証など) 

購入金額 2000円 

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、秩父ミューズパークスポーツ

の森プールの営業は休止いたします。 

お問合せ：おもてなし課 ℡0494-79-1122 

 

◆クライミングパーク神怡舘 

 雨でもクライミングを楽しめる、屋内ボルダリングジムが誕生しました。館内にはボルダ

リングエリアはもちろん、小学生以下のお子様が保護者の方と楽しめるキッズウォールエ

リアやキッズスペース、さらには、ロッカールームにストレッチルーム、休憩室を整備して

おります。 

大人はもちろん、お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方にお楽しみいただけます

ので、思いっきり体を動かして日々の運動不足を解消しましょう。 

詳細はクライミングパーク神怡舘HPをご覧ください。 

お問合せ：小鹿野町クライミングパーク神怡舘 ℡0494-26-7805 

クライミングパーク神怡舘ホームページ QR コード⇒ 

 

 

◆みどりの村  

自然の中で身体を動かして遊べます。森林浴でリフレッシュ。 

不定期で日曜日にイベントを開催しています。 

詳細は「みどりの村」で検索、公式 HP にてご確認ください。 

開園期間：１月４日～１２月２８日 

開園時間：午前９時～午後４時３０分 

入園料金：無料 

みどりの村ホームページQR コード⇒ 

 

  

施設・子どもの遊び場など 
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●役場担当連絡先一覧 

担 当 課 連 絡 先 施   設 住   所 

住民生活課 

子育て包括支援室 

（ほっとママ 

ステーション） 

0494-75-4101 

(0494-26-5397) 

小鹿野町役場 

（両神庁舎） 

小鹿野町両神薄

2906 番地 

総合政策課 0494-75-1238 

(0494-26-5362) 

保健課 0494-75-0135 保健福祉センター 小鹿野町小鹿野

300 番地 福祉課 0494-75-4109 

子育て支援 

センター 

0494-75-0550 子育て支援センター 小 鹿 野 町 飯 田

2732 番地 

学校教育課 0494-79-1201 両神ふるさと総合会館 

 

 

小鹿野町両神薄

2713 番地 1 

 

小鹿野町立図書館 0494-79-0150 

両神公民館 0494-79-1311 

中央公民館 

社会教育課 

0494-75-0063 小鹿野文化センター 小鹿野町小鹿野

167 番地 1 

建設課 0494-79-1204 小鹿野町役場 

（両神庁舎） 

小鹿野町両神薄

2906 番地 おもてなし課 0494-79-1122 

産業振興課 0494-79-1101 

おがのこども園 0494-75-3292 

 

おがのこども園 小鹿野町小鹿野

2743 番地 

おがの保育所 0494-75-0342 おがの保育所 小鹿野町小鹿野

274４番地 

 

 

 

 

  

お知らせ 

総合政策課と住民生活課が両神庁舎に移転している間は、「７５番」と「２６番」どちらでもか

けることができます。ただし、こちらから電話をさせていただく際の電話表示が、「２６番」で表

示されますので、ご了承ください。 
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病気やケガなど緊急相談 

◆いつでも電話相談  

町民の皆さんの心や体の健康に関する｢不安｣や｢疑問｣、また人に話しづらいような｢相

談｣もお受けできるよう、２４時間年中無休でおこなう電話相談サービスです。 

小鹿野町民の方だけがご利用になれます。 

０１２０－５５４－２４５ 
（ここよ  ２４時間コール ） 

たとえば・・・・ 

・夜中に赤ちゃんが熱を出したときの対処について 

・怪我の応急手当を教えて 

・ストレスがたまって精神的にまいっている 

・家族の介護のことで相談したい 

・夜間、休日などに受診できる医療機関を教えて 

こんなときは、上記のフリーダイヤルまで 

 

○ 住所やお名前は、原則聞きません。プライバシーは守られます。 

○ 旅行先からでもご利用になれますが、国内に限ります。 

○ ＩＰ電話では、利用できないことがあります。（フリーダイヤル対応であることが必要です。） 

○ この事業は「ティーペック株式会社」に委託しております。 

お問合せ：保健課 ℡0494-75－0135 

 

 

◆埼玉県救急電話相談（大人・小児） ２４時間年中無休対応 

#７１１９   

０４８－８２４－４１９９（ダイヤル回線電話・IP 電話・ひかり電話） 

急な病気やけがに関して、家庭での対処方法や、受診の必要性について、看護師の相

談員に相談できます。 

また、緊急に受診できる医療機関（歯科、口腔外科、精神科を除く）のご案内もして

います。 

 

 

家庭での対処方法や受診の必要性について、看護師の相談員に相談できます。 
 

 

◆こども医療電話相談事業    ２４時間年中無休対応 

#8000 

０４８－８３３－７９１１（ダイヤル回線電話・IP 電話・ひかり電話） 
 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%80%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%9b%b8%e8%ab%87&view=detailv2&&id=EF170AB150521C13375FD1C87A2FD9FB85BEB959&selectedIndex=175&ccid=t8A/SMhE&simid=608055937529938235&thid=OIP.t8A_SMhEVsnAUTuGKU5LUQEsEs
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◆休日急患当番医・平日夜間小児初期救急 

毎月、広報「おがの」に医療機関等が記載されますので、ご確認ください。 

また、医療機関の都合で変更になることがあります。直接医療機関に連絡をいただくか、 

秩父消防署西分署 ℡0494-72-0119で確認ください。 

秩父郡市医師会のホームページで、急患当番医院等が載っています。 

秩父郡市医師会ホームページ QR コード⇒ 

 

初期救急医療：入院の必要がなく外来で処置できると思われる帰宅可能な救急患者 

診療時間/9：00～18：00（医師会休日診療所は 10:00～17:00） 

 

二次救急医療：入院治療を必要と思われる救急患者、救急車にて搬送された重症救急

患者 診療機関/8：30～翌日の 8：30※18：00 以降は必ず電話で連絡のうえ、受

診してください。 

平日夜間小児初期救急 

平日受付１９：30～22：00（祝日は行いません） 

 

 

 

◆誤飲事故 

 公共財団法人 日本中毒情報センターの中毒１１０番では、化学物質（たばこ、家庭用品

等）、医薬品、動植物の毒などによる急性中毒について、事故が発生している場合に限定し

て、応急処置や受診の必要性を情報提供しています。 

 

中毒１１０番   大  阪 ℡ 072-727-2499 

           つくば ℡ 029-852-9999 

 

 食中毒、異物誤飲（プラスチック、石、押しピン等）や食中毒、慢性中毒、医薬品の

常用量による副作用やショックについては相談に応じていないため、ご注意ください。 

 

 

◆こどもの救急ホームページ 

日本小児科学会サイト 

※対象年齢生後１か月～６歳 

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、判断の目安がわかります。 
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町内医療機関一覧 

医療機関名 連絡先 住   所 

国保町立小鹿野中央病院 0494-75―2332 小鹿野町小鹿野 300 

鈴木内科眼科クリニック 0494-72―7072 小鹿野町小鹿野 327-1 

堤医院 0494-79―0501 小鹿野町両神薄 1290 

原医院 0494-72―8088 小鹿野町両神薄 228－2 

本間医院 0494-75―0020 小鹿野町小鹿野 399 

横田内科・呼吸器科クリニック 0494-72―7447 小鹿野町小鹿野 473 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内歯科医院一覧 

 

◆秩父郡市医師会ホームページ 

 秩父郡市内の病院の情報や、休日の急患当番医院等が載っています。 

秩父郡市医師会ホームページ QR コード⇒ 

 

 

 

 

歯 科 名 連絡先 住   所 

加藤デンタルクリニック 0494-72-0077 小鹿野町小鹿野 354-1 

しまだ歯科医院 0494-72-7201 小鹿野町小鹿野 1679−3 

高宮歯科医院 0494-75-0204 小鹿野町小鹿野 966−2 

逸見歯科医院 0494-75-1848 小鹿野町小鹿野 258 

みつはし歯科クリニック 0494-75-0050 小鹿野町小鹿野 1750 
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