
AD　90mm×30mm
163

AD　90mm×30mm
164

子どものために
子育て情報

問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　近隣センター・児童センターなどで配布する「かしわこそ
だてハンドブック」、無料アプリ「LINE」、子育てサイト「は
ぐはぐ柏」で、子育てに関する情報を提供しています。

妊娠子育て相談センター
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　保健師・助産師・看護師による、妊娠・出産・子育てなど
の相談窓口です。

【場　　所】  柏駅前ファミリかしわ 3 階、市役所別館 3 階、
ウェルネス柏3階、沼南支所1階

※転入・転出される場合は必ず連絡を

妊娠届出と母子健康手帳の交付
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　妊娠したら「妊娠届出」を提出し、「母子健康手帳」の交付
を受けてください。妊産婦や乳幼児の健康診査・予防接種を
受ける際に必要です。母子健康手帳は、医師・助産師の診断
を受けてから受け取ってください。

【申し込み】  妊娠子育て相談センターへ直接

妊婦一般健康診査（妊婦健診）
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　妊娠中は、月数に応じて定期的に健康診査を受け、安全・
安心に出産できるよう身体の状態を確かめましょう。この健
診を指定医療機関で受ける場合、14回分の健診費用（一定の
範囲内）が助成されます。母子健康手帳を交付する際に受診
票（母子健康手帳別冊）を渡しています※転入・転出の場合
は必ず連絡を

ちばの子育て家庭優待カード「チーパス」
問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　全国各地の協賛店へカードを提示することで、いろいろな
子育て応援サービスを受けることができます。

【対　　象】  妊娠中のかたがいるか、中学校修了前までのお
子さんがいるご家庭

【配布場所】  子育て支援課、沼南支所窓口サービス課、柏駅前
行政サービスセンター、児童センター、近隣セ
ンター、出張所、妊娠子育て相談センターなど

ママパパサロン
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】初めての出産を迎える夫婦
【内　　容】  先輩ママパパへの質問コーナー、沐浴（もくよ

く）・妊婦体験、栄養とお口の健康について
【日　　時】市のホームページか電話で確認を
【場　　所】ウェルネス柏
【申し込み】保健所地域保健課へ電話で

新生児産婦訪問
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】生後3カ月までの新生児・乳児と産婦
【内　　容】  保健師・助産師が家庭訪問し、母子の心身の健

康や育児相談、保健指導等をします
【申し込み】  赤ちゃんが生まれたら、出生連絡票（母子健康手

帳別冊）をできるだけ早く提出を

こんにちは赤ちゃん事業
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  柏市で新生児訪問を受けていない、生後3〜5カ
月ごろまでの赤ちゃんのいるご家庭

【内　　容】  看護師・保健師が家庭訪問し、地域の子育て情
報を案内したり、子育ての相談に応じています

養育医療給付事業
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  指定医療機関で入院治療が必要な未熟児（出生
時体重おおむね2,000g 未満）

【内　　容】  入院治療が必要な未熟児に対し、必要な治療費
の一部を助成しています
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健康保険でご自宅や施設で、はり・きゅう・マッサージが受けられます。

ケアプラン作成、介護保険申請代行、在宅生活に関する相談など

医療処置、健康観察、生活支援・相談、リハビリテーションなど

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

柏市くらしの便利帳 047－343－5481

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：

163
033

ライフエンタープライズ 御中 2校原稿
柏市くらしの便利帳

2019年7月11日
8FL546H0A
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2 歳の歯☆ピカランド
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  満2歳0カ月児には個人通知します。※転入され
て間もないとき等は、通知が届かない場合あり

【内　　容】  食事や歯みがきの座談会、歯みがき実習のほか、
希望者には個別相談を行います

【日程など】市のホームページで確認を

フッ化物歯面塗布
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  2歳6カ月になる月に、該当者へは個人通知します
　　　　　    ※転入されて間もないとき等は、通知が届かな

い場合あり
【内　　容】  むし歯予防のフッ化物歯面塗布を行います。は

がきを持参し、予約の上受診してください
【場　　所】  市内の指定医療機関（歯科医院）※指定医療機関

名簿は、市のホームページで確認を

3歳児健康診査
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  3歳6カ月になる月に個人通知します※転入され
て間もないとき等は、通知が届かない場合あり

【内　　容】  小児科、眼科、耳鼻科、歯科などの健診や尿検査
によって、子どもの発育・発達や健康状態を確
かめ、育児・食事・歯科などの相談を行います

【日程など】個別通知か市のホームページで確認を

地域ぐるみの子育て支援（母と子のつどい等）
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】妊婦、1歳ごろまでの乳幼児と保護者
【内　　容】  地域で親子の遊びを通して触れ合い、交流を深

めます。身体計測や子育ての相談もできます
【場　　所】近隣センターなど
【日程など】市のホームページなどで確認を。申し込み不要

児童センター
問  しこだ児童センター
　 ☎7145-2522　FAX  7145-5665
　就学前のお子さんと保護者の支援、子ども（18歳以下）の
居場所、地域の人たちとの触れ合いの場です。自由に遊べる
ほか、さまざまな催しも行っています。詳しくは子育てサイ
ト「はぐはぐ柏」をご覧ください。

【利 用 料】無料※催しにより一部有料
【場　　所】  しこだ児童センター、高柳児童センター、豊四

季台児童センター、光ケ丘遊戯室、布施遊戯室、
永楽台児童センター※所在地等はP.104参照

乳児一般健康診査（乳児健診）
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　赤ちゃんの発育・発達状況などを確かめるために、定期健
康診査を受けましょう。指定の医療機関で受診する場合、生
後3〜6カ月の間に1回、9〜11カ月の間に1回、健診費用
が助成されます。該当するかたには、母子健康手帳を交付す
る際に受診票（母子健康手帳別冊）を渡しています。
※転入・転出の場合は、必ず連絡を

8カ月児相談
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  生後8カ月になるお子さん
【内　　容】  保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士・保育士

による相談事業。詳しくは、市のホームページ
で確認を

予防接種
問  保健所健康増進課　☎7128-8166　FAX  7164-1263
　接種を希望されるかたは、指定医療機関にお問い合わせの
上、必ず母子健康手帳を持参してください。

【対　　象】  接種時に市内に住民票があり、各予防接種の対
象年齢のかた

【内　　容】  接種の時期・対象年齢等は、出生届出時・転入
届出時に配布している予防接種ノートをご覧く
ださい。詳しくは、市のホームページで確認を

1歳 6か月児健康診査
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  1歳7カ月になる月に個人通知します※転入され
て間もないときなどは、通知が届かない場合あり

【内　　容】  幼児初期の心身の発育・発達など、健康状態を
確かめ、育児・食事・歯科などの相談を行いま
す。また、健診会場において絵本を通した子育
て支援事業「ブックスタート」を行います

【日程など】個人通知か市のホームページで確認を

柏市離乳食教室
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  生後4〜6カ月の乳児の保護者
【内　　容】離乳食の進め方、食事の形態の確認など
【日　　時】  市のホームページでお知らせします
【場　　所】中央保健センター　 MAP 10・D-2

【申し込み】保健所地域保健課へ電話で（先着順）
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子どものために
子育て情報

問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　近隣センター・児童センターなどで配布する「かしわこそ
だてハンドブック」、無料アプリ「LINE」、子育てサイト「は
ぐはぐ柏」で、子育てに関する情報を提供しています。

妊娠子育て相談センター
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　保健師・助産師・看護師による、妊娠・出産・子育てなど
の相談窓口です。

【場　　所】  柏駅前ファミリかしわ 3 階、市役所別館 3 階、
ウェルネス柏3階、沼南支所1階

※転入・転出される場合は必ず連絡を

妊娠届出と母子健康手帳の交付
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　妊娠したら「妊娠届出」を提出し、「母子健康手帳」の交付
を受けてください。妊産婦や乳幼児の健康診査・予防接種を
受ける際に必要です。母子健康手帳は、医師・助産師の診断
を受けてから受け取ってください。

【申し込み】  妊娠子育て相談センターへ直接

妊婦一般健康診査（妊婦健診）
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732
　妊娠中は、月数に応じて定期的に健康診査を受け、安全・
安心に出産できるよう身体の状態を確かめましょう。この健
診を指定医療機関で受ける場合、14回分の健診費用（一定の
範囲内）が助成されます。母子健康手帳を交付する際に受診
票（母子健康手帳別冊）を渡しています※転入・転出の場合
は必ず連絡を

ちばの子育て家庭優待カード「チーパス」
問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　全国各地の協賛店へカードを提示することで、いろいろな
子育て応援サービスを受けることができます。

【対　　象】  妊娠中のかたがいるか、中学校修了前までのお
子さんがいるご家庭

【配布場所】  子育て支援課、沼南支所窓口サービス課、柏駅前
行政サービスセンター、児童センター、近隣セ
ンター、出張所、妊娠子育て相談センターなど

ママパパサロン
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】初めての出産を迎える夫婦
【内　　容】  先輩ママパパへの質問コーナー、沐浴（もくよ

く）・妊婦体験、栄養とお口の健康について
【日　　時】市のホームページか電話で確認を
【場　　所】ウェルネス柏
【申し込み】保健所地域保健課へ電話で

新生児産婦訪問
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】生後3カ月までの新生児・乳児と産婦
【内　　容】  保健師・助産師が家庭訪問し、母子の心身の健

康や育児相談、保健指導等をします
【申し込み】  赤ちゃんが生まれたら、出生連絡票（母子健康手

帳別冊）をできるだけ早く提出を

こんにちは赤ちゃん事業
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  柏市で新生児訪問を受けていない、生後3〜5カ
月ごろまでの赤ちゃんのいるご家庭

【内　　容】  看護師・保健師が家庭訪問し、地域の子育て情
報を案内したり、子育ての相談に応じています

養育医療給付事業
問  保健所地域保健課　☎7167-1257　FAX  7167-1732

【対　　象】  指定医療機関で入院治療が必要な未熟児（出生
時体重おおむね2,000g 未満）

【内　　容】  入院治療が必要な未熟児に対し、必要な治療費
の一部を助成しています
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A
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070

社会福祉法人 新柏会 特別養護老人ホーム新柏ヴィヴァンホーム 御中

介護 エリアマップ12図 E‐3
社会福祉法人 新柏会

特別養護老人ホーム 新柏ヴィヴァンホーム
長期入所・ショートステイ・デイサービス・ケアプラン

■柏市中原1815-5
■TEL:04-7168-5001
■FAX:04-7168-5002
■URL:http://www.vivant-home.jp あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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はぐはぐひろば
問  はぐはぐひろば沼南　☎7128-5665　FAX  7190-5181
　 はぐはぐひろば若柴　☎080-7888-2525
　就学前の乳幼児と保護者・妊娠中のかたが、気軽にご利用
いただける施設です。子どもの遊び場や交流の場としてだけ
ではなく、子育てに関する情報の提供、子育てに役立つ育児
講座も実施しています。また、「子育て支援アドバイザー」
が、子育てなどの悩みごとに応じます。状況に応じて、さま
ざまな支援や専門の窓口へのつなぎ役となってサポートし
ます。詳しくは子育てサイト「はぐはぐ柏」をご覧ください。

【利 用 料】無料

地域子育て支援センター
公立は
問  保育運営課　☎7128-5517　FAX  7164-0741
私立は
問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　各センターでは、子育て中のかたを応援するために、次の
事業を行っています。いずれも費用は無料です。
①子育てサロン
　 就学前の子どもと保護者、妊婦さんが、手遊び・お話会・

体操などをしながら情報交換や友達づくりをします
②フロア・園庭開放
　お部屋や園庭を開放して、親子で自由に遊べます
③その他
　 育児相談や子育て関連の情報提供、園の行事参加など、各

支援センターにおいてさまざまな企画をしています
 ■地域子育て支援センター一覧

名称（実施園・所在地） 地図座標 電話番号
公
立

こあら（酒井根保育園） 14・D-1 7172-2001
らっこ（富勢保育園）  7・E-4 7131-0179

私
立

あしびなぁ（北柏駅前保育園わらび） 10・D-1 7166-7355
おいかけっこ（認定こども園柏こばと学園）  7・B-4 7131-4515
おひさまクラブ（花の井保育園）  7・B-1 7197-7710
おやこの広場あ・そ・ぼ（柏みどり保育園） 12・D-4 7192-6548
Kids Square（ひかり隣保館保育園）  6・D-3 7135-3715
くるみサロン（豊四季台わらび保育園） 10・A-3 7144-1647
子育て玉手箱（ココファン・ナーサリー柏の葉）  3・C-2 7137-0860
さっちゃん家（おお田保育園）  4・D-4 7131-2795
サンサンたいよう組（巻石堂さくら保育園）  1・D-5 7166-7374
ステップ（柏中央保育園）  1・B-4 7147-3922
ひ・ま・わ・り（柏の葉キャンパス保育園）  3・D-3 7134-4774
ぺんぎん組（吉野沢保育園） 10・A-5 7100-2200
まことちゃん（柏さかさい保育園） 14・E-2 7172-3939
ゆうゆう（みなみ高柳保育園） 15・C-2 7192-3745

※ この他、市内の保育園（P.91参照）では育児相談や育児講
座、地域交流のための園庭開放などを実施

児童手当
問  こども福祉課　☎7128-9923　FAX  7162-1077

【対　　象】  中学3年生までの児童を養育しているかた
【支 給 額】  3 歳 未 満 は 月 額 15,000 円。3 歳 〜 小 学 生 は

10,000円（第3子以降は15,000円）。中学生は
10,000円※所得が一定額以上の場合は児童1人
につき5,000円

【支給時期】10月・2月・6月の年3回
【申し込み】  養育者名義の預金通帳、養育者の保険証、印鑑を

持って、こども福祉課・沼南支所窓口サービス
課・出張所へ。その他、状況に応じて必要な書
類があります。なお、公務員のかたは勤務先へ
申請してください。詳しくはお問い合わせくだ
さい

　　　　　  ※  児童手当の支給額は申請をした月の翌月から
計算し、さかのぼっての請求は不可

　　　　　  ※  転入・出生の場合はその翌日から 15 日以内
に申請を。また、届け出の内容によっては、出
張所で受け付けできない場合あり

　　　　　  ※  受給中のかたで、住所・養育児童数など申請
内容に変更があった場合は、必ず連絡を

子ども医療費助成制度
問  こども福祉課　☎7128-9923　FAX  7162-1077

【対　　象】  入院・通院＝0歳〜中学3年生
【助成内容】  健康保険適用分の医療費（医科・歯科・調剤等） 

や入院中の食事療養費標準負担額の一部が助成
されます

【自己負担額】  通院＝1回300円か無料、調剤＝無料
　　　　　  入院＝1日300円か無料

【申し込み】  子ども医療費助成受給券の交付申請は、子ども
の健康保険証、印鑑を持って、こども福祉課・
沼南支所窓口サービス課・柏駅前行政サービス
センター・出張所へ
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健康保険でご自宅や施設で、はり・きゅう・マッサージが受けられます。

ケアプラン作成、介護保険申請代行、在宅生活に関する相談など

医療処置、健康観察、生活支援・相談、リハビリテーションなど

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

柏市くらしの便利帳 047－343－5481

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：
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ライフエンタープライズ 御中 2校原稿
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 ■市内の認可保育園
※保育年齢は毎年4月1日現在の満年齢

【公立】

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数

桜台保育園 桜台9-6 10・D-3 7167-5924 生 後57日
〜5歳 160

若葉保育園 若葉町4-36  2・D-5 7167-7655 生 後57日
〜5歳 130

あけぼの
保育園

あけぼの
3-4-18  1・C-2 7143-7654 1〜5歳 90

富勢保育園 布施834-1  7・E-4 7131-0012 生 後57日
〜5歳 150

東中新宿
保育園

東中新宿
4-5-24 12・D-4 7173-9087 生 後57日

〜5歳 130

豊四季
保育園

豊四季台
2-1-120 10・A-3 7145-3414 3〜5歳 135

増尾保育園 増尾6-6-1 13・A-4 7172-1347 1〜5歳 100

豊住保育園 豊住3-1-43 12・D-3 7174-7197 生 後57日
〜5歳 130

土南部
保育園 逆井1305-2 15・A-2 7173-7811 生 後57日

〜5歳 130

豊四季乳児
保育園

かやの町
2-26 10・A-2 7144-7506 生 後57日

〜2歳 110

西原保育園 西原1-4-20  6・B-2 7154-7964 生 後57日
〜5歳 130

豊町保育園 豊四季
698-28 12・D-1 7174-8484 生 後57日

〜5歳 165

富士見
保育園

豊四季
126-2  9・D-2 7145-1721 生 後57日

〜5歳 130

酒井根
保育園

酒井根
4-10-33 14・D-1 7173-1647 生 後57日

〜5歳 220

名戸ケ谷
保育園

名戸ケ谷
683-1 13・A-1 7164-8783 生 後57日

〜5歳 130

田中保育園 正連寺100  7・A-1 7133-3731 1〜5歳 100

旭町保育園 旭町5-3-25 10・B-4 7143-8240 生 後57日
〜5歳 130

東町保育園 東2-1-27 10・D-4 7164-5967 生 後57日
〜5歳 130

高野台
保育園 根戸416-67  7・D-5 7133-6460 生 後57日

〜5歳 130

しこだ
保育園

篠籠田
1275-5 10・A-1 7143-8882 生 後57日

〜5歳 130

松葉保育園 松葉町4-11  7・B-3 7132-3200 生 後57日
〜5歳 150

高柳保育園 高柳1503-9 15・C-3 7191-1344 生  後4カ
月〜5歳 60

高柳西
保育園

しいの木台
5-31-2 15・A-3 7108-1000 生  後4カ

月〜5歳 85

認定こども園・保育園・小規模認可保育への入園
問  保育運営課　☎7167-1137　FAX  7164-0741

【保育時間】
保育標準時間
(就労時間が月120時間以上の場合)

午前7 時〜午後6時
（公立保育園の場合）

保育短時間
(就労時間が月120時間未満の場合)

午前8時30分〜午後4時
30分（公立保育園の場合）

※ 認定こども園、私立保育園の保育時間は園により異なるた
め各園に問い合わせを
 ■認定こども園（教育・保育を一体的に行う施設です）

※ 保育年齢は毎年4月1日現在の満年齢。定員は教育利用と
保育利用との合計

認定
こども園名 所在地 地図

座標 電話番号 保育年齢 総定
員数

柏こばと学園 十余二
287-270  7・B-4 7131-4515 生後4カ月

〜5歳 269
（分園
含む）（分園：柏こばと

保育園たまご）
松葉町
3-15-1  7・B-4 7137-0770 生後57日

〜2歳

みくに学園 旭町
1-6-14  1・B-5 7145-2843 生後6カ月

〜5歳 230

くるみ幼稚園 豊四季台
1-1-113 10・A-3 7144-1647 3〜5歳 190

柏みどりこども
園

東中新宿
3-23-10 12・D-4 7172-0426 3〜5歳 200

柏めぐみ園 若葉町
7-17  2・C-5 7167-8743 生後6カ月

〜5歳 126

手賀の丘幼稚園・
保育園

五條谷
423-5 13・E-1 7191-3059 生後6カ月

〜5歳 315

ホザナ幼稚園 東3-2-5 10・D-5 7167-6790 １〜５歳 232
柏の葉
こども園

十余二
363-48  7・A-4 7157-3933 １〜５歳 186

認定こども園
みくになかよし
こども園

大室
3-15-2  5・B-4 7157-1005 １〜５歳 110

認定こども園
とみせ幼稚園

根戸
351-2  7・E-5 7131-6871 生後６カ月

〜５歳 218

認定こども園
まつがさきの森
幼稚園

松ヶ崎
225-3  7・C-4 7132-8622 生後６カ月

〜５歳 224

幼稚園型認定
こども園柏ひがし
幼稚園

布施新町
1-5-10  8・A-3 7132-3415 ３〜５歳 170

認定こども園
くりの木幼稚園

豊四季
633-15 12・D-2 7174-0433 １〜５歳 216
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はぐはぐひろば
問  はぐはぐひろば沼南　☎7128-5665　FAX  7190-5181
　 はぐはぐひろば若柴　☎080-7888-2525
　就学前の乳幼児と保護者・妊娠中のかたが、気軽にご利用
いただける施設です。子どもの遊び場や交流の場としてだけ
ではなく、子育てに関する情報の提供、子育てに役立つ育児
講座も実施しています。また、「子育て支援アドバイザー」
が、子育てなどの悩みごとに応じます。状況に応じて、さま
ざまな支援や専門の窓口へのつなぎ役となってサポートし
ます。詳しくは子育てサイト「はぐはぐ柏」をご覧ください。

【利 用 料】無料

地域子育て支援センター
公立は
問  保育運営課　☎7128-5517　FAX  7164-0741
私立は
問  子育て支援課　☎7168-1034　FAX  7162-1055
　各センターでは、子育て中のかたを応援するために、次の
事業を行っています。いずれも費用は無料です。
①子育てサロン
　 就学前の子どもと保護者、妊婦さんが、手遊び・お話会・

体操などをしながら情報交換や友達づくりをします
②フロア・園庭開放
　お部屋や園庭を開放して、親子で自由に遊べます
③その他
　 育児相談や子育て関連の情報提供、園の行事参加など、各

支援センターにおいてさまざまな企画をしています
 ■地域子育て支援センター一覧

名称（実施園・所在地） 地図座標 電話番号
公
立

こあら（酒井根保育園） 14・D-1 7172-2001
らっこ（富勢保育園）  7・E-4 7131-0179

私
立

あしびなぁ（北柏駅前保育園わらび） 10・D-1 7166-7355
おいかけっこ（認定こども園柏こばと学園）  7・B-4 7131-4515
おひさまクラブ（花の井保育園）  7・B-1 7197-7710
おやこの広場あ・そ・ぼ（柏みどり保育園） 12・D-4 7192-6548
Kids Square（ひかり隣保館保育園）  6・D-3 7135-3715
くるみサロン（豊四季台わらび保育園） 10・A-3 7144-1647
子育て玉手箱（ココファン・ナーサリー柏の葉）  3・C-2 7137-0860
さっちゃん家（おお田保育園）  4・D-4 7131-2795
サンサンたいよう組（巻石堂さくら保育園）  1・D-5 7166-7374
ステップ（柏中央保育園）  1・B-4 7147-3922
ひ・ま・わ・り（柏の葉キャンパス保育園）  3・D-3 7134-4774
ぺんぎん組（吉野沢保育園） 10・A-5 7100-2200
まことちゃん（柏さかさい保育園） 14・E-2 7172-3939
ゆうゆう（みなみ高柳保育園） 15・C-2 7192-3745

※ この他、市内の保育園（P.91参照）では育児相談や育児講
座、地域交流のための園庭開放などを実施

児童手当
問  こども福祉課　☎7128-9923　FAX  7162-1077

【対　　象】  中学3年生までの児童を養育しているかた
【支 給 額】  3 歳 未 満 は 月 額 15,000 円。3 歳 〜 小 学 生 は

10,000円（第3子以降は15,000円）。中学生は
10,000円※所得が一定額以上の場合は児童1人
につき5,000円

【支給時期】10月・2月・6月の年3回
【申し込み】  養育者名義の預金通帳、養育者の保険証、印鑑を

持って、こども福祉課・沼南支所窓口サービス
課・出張所へ。その他、状況に応じて必要な書
類があります。なお、公務員のかたは勤務先へ
申請してください。詳しくはお問い合わせくだ
さい

　　　　　  ※  児童手当の支給額は申請をした月の翌月から
計算し、さかのぼっての請求は不可

　　　　　  ※  転入・出生の場合はその翌日から 15 日以内
に申請を。また、届け出の内容によっては、出
張所で受け付けできない場合あり

　　　　　  ※  受給中のかたで、住所・養育児童数など申請
内容に変更があった場合は、必ず連絡を

子ども医療費助成制度
問  こども福祉課　☎7128-9923　FAX  7162-1077

【対　　象】  入院・通院＝0歳〜中学3年生
【助成内容】  健康保険適用分の医療費（医科・歯科・調剤等） 

や入院中の食事療養費標準負担額の一部が助成
されます

【自己負担額】  通院＝1回300円か無料、調剤＝無料
　　　　　  入院＝1日300円か無料

【申し込み】  子ども医療費助成受給券の交付申請は、子ども
の健康保険証、印鑑を持って、こども福祉課・
沼南支所窓口サービス課・柏駅前行政サービス
センター・出張所へ
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月1日

柏市くらしの便利帳
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070

社会福祉法人 新柏会 特別養護老人ホーム新柏ヴィヴァンホーム 御中

介護 エリアマップ12図 E‐3
社会福祉法人 新柏会

特別養護老人ホーム 新柏ヴィヴァンホーム
長期入所・ショートステイ・デイサービス・ケアプラン

■柏市中原1815-5
■TEL:04-7168-5001
■FAX:04-7168-5002
■URL:http://www.vivant-home.jp あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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【私立】

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数
ひかり隣保館
保育園

十余二
175-42  6・D-3 7134-0115 生 後57日

〜5歳 110

おお田
保育園

大青田
1507-8  4・D-4 7131-2795 生 後57日

〜5歳 90

花の井
保育園

大室
1285-12  7・B-1 7135-7010 生 後57日

〜5歳 90

柏保育園
南柏中央6-5 
クイーンビ
ル1・2階

12・C-2 7171-6700 生 後57日
〜5歳 81

あいみ
保育園

大津ケ丘
3-3-2 13・C-3 7191-8161 生 後57日

〜5歳 120

巻石堂さくら
保育園 柏3-10-28  1・D-5 7166-7374 生 後57日

〜5歳 60

柏 の 葉 キ ャ
ン パ ス 保 育
園

若柴173-8柏
の 葉 キ ャ ン
パス151街区
A棟1階

 3・D-3 7134-4774 生 後57日
〜5歳 90

みなみ高柳
保育園 高柳1337-2 15・C-2 7192-3745 生 後57日

〜5歳 90

吉野沢
保育園 豊平町11-18 10・A-5 7145-4438 生 後57日

〜5歳 90

柏さかさい
保育園 逆井1377-1 14・E-2 7172-3939 生 後57日

〜5歳 120

とばり
保育園 戸張1588-2 10・E-3 7138-5183 生 後57日

〜5歳 120

西口保育園 布施1211-1  8・A-3 7134-2491 生 後57日
〜5歳 60

柏中央
保育園

明原1-2-10
1〜3階  1・B-4 7147-3922 生 後57日

〜5歳 90

あい保育園
柏たなか駅前 小青田2-8-1  5・A-4 7135-1137 生 後57日

〜5歳 90

ヴ ィ ヴ ァ ン
保育園 新柏2-6-4 12・E-3 7168-2525 生 後57日

〜5歳 90

小学館アカデ
ミー柏しこだ
の森保育園

篠籠田573-1  1・B-1 7140-2025 生 後57日
〜 5歳 90

うぃず南柏
保育園

新富町
1-2-39 10・A-5 7197-3936 生 後57日

〜5歳 90

咲保育園 大井1187-1 13・D-1 7192-3739 生 後57日
〜5歳 90

日 生 か し わ
保育園
ひびき

柏6-8-37
K2 ビル2階  1・E-3 7189-8235 生 後57日

〜5歳 90

ピノキオ
幼 児 舎 南 柏
保育園

南柏1-6-12
穂高第20
ブラザーズ
ビル南柏

12・C-1 7142-7461 生 後57日
〜2歳 27

ニチイキッズ
柏保育園

新柏1-13-9
ニチイケア
プラザ柏2階

12・E-2 7163-3659 生 後57日
〜2歳 47

ニチイキッズ
逆井みなみ
保育園

逆井5-15-19 15・A-1 7160-7110 生 後57日
〜5歳 65

北の杜
保育園

正蓮寺
434-26中央
128街区1

 6・E-1 7199-8335 生 後57日
〜5歳 60

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数
柏しんとみ
保育園 豊四季336-6  9・E-4 7197-3949 生 後57日

〜5歳 90

ヴィヴァン
亀甲台
保育園

亀甲台町
2-13-12 13・A-1 7166-1010 生 後57日

〜5歳 90

Kid's 
Encourage 加賀3-23-6 13・A-4 7157-1398 生 後57日

〜5歳 65

ら・くれしゅ
柏駅前
保育園

旭町1-6-1
サザンテナ
柏2階

 1・C-5 7141-0036 生 後57日
〜2歳 28

北柏駅前
保育園わらび 北柏3-2-5 10・D-1 7166-7355 1〜5歳 30

柏みどり
保育園

東中新宿
3-23-1 12・D-4 7192-6548 生 後57日

〜2歳 48

豊四季台
わらび保育園

豊四季台
1-1-113 10・A-3 7144-1647 生 後57日

〜3歳 45

ココファン・
ナ ー サ リ ー
柏の葉

若柴227-6
柏 の 葉 キ ャ
ンパス147街
区コモンD棟

 3・C-2 7137-0860 生 後57日
〜5歳

120
（分園
含む）（ココファン・

ナーサリー
柏 の 葉 分 園
ニーノ）

若柴227-6
柏 の 葉 キ ャ
ンパス147街
区E棟

 3・C-2 7135-7005 1〜5歳

プチ・ナーサ
リ ー 柏 の 葉
保育園

若柴276-1
中央161街区
6

 3・D-4 7135-4941 生 後57日
〜5歳 99

（分園
含む）（プチ・ナーサ

リー柏の葉
保育園分園）

若柴175らら
ぽ ー と 柏 の
葉1階

 3・C-3 7168-1627 生 後57日
〜2歳

咲さく良
保育園 高柳2-6-4 15・C-3 7130-9102 生 後57日

〜5歳 90

かしわのは
こころ保育園

若柴280-10
中央171街区
3

 3・C-5 7135-5629 生 後57日
〜5歳 80

かしわたなか
こころ保育園

小青田
3-6-18  5・A-4 7170-1782 生 後57日

〜5歳 90

さくらさく
み ら い 柏 の
葉

若柴178-4
柏 の 葉 キ ャ
ンパス148街
区1

 3・C-2 7199-9525 生 後57日
〜5歳 90

めばえ保育園 若柴226-14
中央145街区6  3・D-2 7133-1155 生 後57日

〜5歳 60

柏ECEC
保育園 柏6-4-26  1・D-4 7193-8839 生 後57日

〜5歳 80

豊 四 季 は ぐ
くみ保育園

篠籠田
1082-2 10・A-2 7128-8975 生 後57日

〜5歳 60

まなびの森
保育園豊四季 豊四季185-1  9・D-2 7170-4643 生 後57日

〜5歳 64

あい・あい
保育園新柏園 豊住1-3-27 12・D-2 7170-4481 生 後57日

〜5歳 48

※ 豊四季保育園と豊四季乳児保育園は、2019年秋ごろを目途に統合し、
現豊四季保育園隣接地に移転予定
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年8月5日

柏市くらしの便利帳
8FL546H0A

167
061

寺島商店 御中

学生服・婦人服 エリアマップ2図 D‐2
老舗の学生服屋

柏に店を構えて90有余年、皆さまの信頼に応えるべく技術を磨き、
年々多様化するニーズにも対応できる商品の導入を行っています。
■柏市柏2-5-8 柏セントラルビル2F
■TEL:04-7163-8133 ■FAX:04-7166-3780
■営業時間:AM 10:00 ～ PM 7:00 ■定休日:火曜日
■Eメール:m-terajima@mui.biglobe.ne.jp あり

047－343－5481
柏市くらしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



AD　90mm×30mm
169

施設名 所在地 地図座標 電話番号

認
可
外
保
育
施
設
等

認
可
外
保
育
施
設

チコル

若 柴178番 地4　
柏の葉キャンパス
148街区1
パークシティ柏の
葉キャンパス ザ・
ゲートタワーウェ
スト3階

 3・C-2 7189-8653

企
業
主
導
型
保
育
施
設（
地
域
枠
の
か
た
の
み
）

ふくしあ保育園
柏園 中央2丁目11-13  2・C-4 7126-0233

みどりの木 東中新宿1丁目23-16 12・D-4 7137-7554
りとるうぃず南柏
保育園 新富町1丁目2-39 10・A-5 7128-9550

保育ルームFelice
柏Ⅱ園

明原2丁目6-5
クレシェンド106号  1・B-4 7136-2471

モラージュ
こばと保育園 大山台2丁目3番地  7・B-5 7157-2525

保育ルーム
ひまわり

柏3-7-11
柏タウンハイツ103  2・D-2 7196-6342

一時預かり
問  保育運営課　☎7128-5517　FAX  7164-0741

 ■公立保育園
【日　　時】月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時
　　　　　    土曜日は午前8時30分〜午後0時30分（緊急保

育サービスだけ）※祝日、年末年始は除く
【対　　象】  他の幼稚園・保育園等に籍のない市内在住の生

後4カ月児から就学前児童
　　　　　    ※豊四季乳児保育園は2歳児まで。高柳西保育

園は1歳児から。豊四季保育園、増尾保育園は1
歳6カ月以上かつ離乳食完了後から（他の保育
園・幼稚園等に籍のないお子さんが対象）

【利用形態・費用】

保育時間
対象児童

0･1･2歳児
以下 3歳児以上

月〜金曜日

午前8時30分〜午後5時 2,300円 1,100円
午前8時30分〜
午後0時30分 1,150円 550円

午後1時〜午後5時 1,150円 550円
土 曜 日（ 緊 急 保
育事業だけ）

午前8時30分〜
午後0時30分 1,150円 550円

※年齢は、利用日の属する年度の4月1日を基準とする
【申し込み】  各保育園にある利用申請書に必要事項を書き、

母子健康手帳・健康保険証を持って、利用日の
3日前までに各保育園へ直接。面接あり

 ■私立保育園
　保育園により事業内容が異なりますので、詳細については
直接保育園にお問い合わせください。

 ■一時預かり実施園
【公立保育園】

保育園名 所在地 地図座標 電話番号
若葉保育園 若葉町4-36  2・D-5 7167-7655
豊四季乳児保育園 かやの町2-26 10・A-2 7144-7506
豊町保育園 豊四季698-28 12・D-1 7174-8484
高柳西保育園 しいの木台5-31-2 15・A-3 7108-1000
豊四季保育園 豊四季台2-1-120 10・A-3 7145-3414

 ■小規模認可保育

施設名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数

よしだ
ベビーハウス

柏 3 - 1 1 - 2 7
ア ー バ ン パ
ルム柏111

 2・D-2 7136-2283 生 後57日
〜2歳 15

豊四季もりの
保育園 旭町7-4-58 10・A-4 7157-4152 1・2歳 19

チェリー
ガーデン

十余二248-
126  7・A-5 7157-2288 1・2歳 19

ココファン・
ナ ー サ リ ー
柏豊四季台

豊四季台
1-3-1　2階 10・A-3 7141-8351 1・2歳 19

キ ッ ズ ル ー
ムアリス
高柳保育園

高柳1498-1 15・C-3 7100-4154 生 後57日
〜2歳 19

柏こばと
保育園ぷりん

十余二287-
273  7・B-4 7138-6201 1・2歳 19

北 柏 小 規 模
保育園わらび

北柏1-1 
VERDE GRANDE 0011号室 10・D-1 7115-7171 生後57日

〜2歳 19

たなかわんぱ
くの森保育園 大室1263  7・B-1 7192-6152 生後57日

〜2歳 19

フェアリー
ガーデン

大津ヶ丘
1-44 13・D-2 7191-7904 1・2歳 19

 ■事業所内保育

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数

つじなか
柏の葉保育園

若柴277-5
中央165街区
1

 3・C-5 7138-5100 生 後57日
〜2歳

14
（地域
枠）

委託乳幼児扶助費制度
問  保育運営課　☎7167-1137　FAX  7164-0741
　家庭での保育ができない5歳（保育年齢）以下の乳幼児を
市内の認定を受けた保育ルームか、一定の条件を満たした認
可外保育施設に預けることで利用できる制度があります。就
労等の一定の要件を満たし、この制度を利用した場合、お子
さんの年齢と保護者の所得に応じた助成をしています。

 ■対象施設一覧
施設名 所在地 地図座標 電話番号

認
定
を
受
け
た
保
育
施
設

保
育
ル
ー
ム

エンジェルキッズ 花野井420-1
ヴィラグラニッツ1階  7・C-2 7128-8308

カンガルー
ぽけっと保育園

柏6-7-8
オーキスビル1A  1・E-4 7168-6781

チャイルドホーム 十余二276-298  7・B-5 7133-8544

豊四季駅前保育園 豊四季1008-15
フォーシーズンベル1階  9・D-3 7186-6219

ぴーくあぶー
保育園 松葉町2-14-4  7・C-4 7136-8444

保育ルームFelice
柏園

明原4-11-1
リライアンス1階  1・A-4 7147-4575

認
可
外
保
育
施
設
等

認
可
外
保
育
施
設

リトルガーデン柏
の葉キャンパス校 松葉町3-23-1  7・B-4 7157-1724

保育所ちびっこ
ランド　まつば園 松葉町2-15-6  7・C-3 7133-8055
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AD　90mm×30mm
167

AD　90mm×30mm
168

【私立】

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数
ひかり隣保館
保育園

十余二
175-42  6・D-3 7134-0115 生 後57日

〜5歳 110

おお田
保育園

大青田
1507-8  4・D-4 7131-2795 生 後57日

〜5歳 90

花の井
保育園

大室
1285-12  7・B-1 7135-7010 生 後57日

〜5歳 90

柏保育園
南柏中央6-5 
クイーンビ
ル1・2階

12・C-2 7171-6700 生 後57日
〜5歳 81

あいみ
保育園

大津ケ丘
3-3-2 13・C-3 7191-8161 生 後57日

〜5歳 120

巻石堂さくら
保育園 柏3-10-28  1・D-5 7166-7374 生 後57日

〜5歳 60

柏 の 葉 キ ャ
ン パ ス 保 育
園

若柴173-8柏
の 葉 キ ャ ン
パス151街区
A棟1階

 3・D-3 7134-4774 生 後57日
〜5歳 90

みなみ高柳
保育園 高柳1337-2 15・C-2 7192-3745 生 後57日

〜5歳 90

吉野沢
保育園 豊平町11-18 10・A-5 7145-4438 生 後57日

〜5歳 90

柏さかさい
保育園 逆井1377-1 14・E-2 7172-3939 生 後57日

〜5歳 120

とばり
保育園 戸張1588-2 10・E-3 7138-5183 生 後57日

〜5歳 120

西口保育園 布施1211-1  8・A-3 7134-2491 生 後57日
〜5歳 60

柏中央
保育園

明原1-2-10
1〜3階  1・B-4 7147-3922 生 後57日

〜5歳 90

あい保育園
柏たなか駅前 小青田2-8-1  5・A-4 7135-1137 生 後57日

〜5歳 90

ヴ ィ ヴ ァ ン
保育園 新柏2-6-4 12・E-3 7168-2525 生 後57日

〜5歳 90

小学館アカデ
ミー柏しこだ
の森保育園

篠籠田573-1  1・B-1 7140-2025 生 後57日
〜 5歳 90

うぃず南柏
保育園

新富町
1-2-39 10・A-5 7197-3936 生 後57日

〜5歳 90

咲保育園 大井1187-1 13・D-1 7192-3739 生 後57日
〜5歳 90

日 生 か し わ
保育園
ひびき

柏6-8-37
K2 ビル2階  1・E-3 7189-8235 生 後57日

〜5歳 90

ピノキオ
幼 児 舎 南 柏
保育園

南柏1-6-12
穂高第20
ブラザーズ
ビル南柏

12・C-1 7142-7461 生 後57日
〜2歳 27

ニチイキッズ
柏保育園

新柏1-13-9
ニチイケア
プラザ柏2階

12・E-2 7163-3659 生 後57日
〜2歳 47

ニチイキッズ
逆井みなみ
保育園

逆井5-15-19 15・A-1 7160-7110 生 後57日
〜5歳 65

北の杜
保育園

正蓮寺
434-26中央
128街区1

 6・E-1 7199-8335 生 後57日
〜5歳 60

保育園名 所在地 地図
座標 電話番号 保育年齢 総定

員数
柏しんとみ
保育園 豊四季336-6  9・E-4 7197-3949 生 後57日

〜5歳 90

ヴィヴァン
亀甲台
保育園

亀甲台町
2-13-12 13・A-1 7166-1010 生 後57日

〜5歳 90

Kid's 
Encourage 加賀3-23-6 13・A-4 7157-1398 生 後57日

〜5歳 65

ら・くれしゅ
柏駅前
保育園

旭町1-6-1
サザンテナ
柏2階

 1・C-5 7141-0036 生 後57日
〜2歳 28

北柏駅前
保育園わらび 北柏3-2-5 10・D-1 7166-7355 1〜5歳 30

柏みどり
保育園

東中新宿
3-23-1 12・D-4 7192-6548 生 後57日

〜2歳 48

豊四季台
わらび保育園

豊四季台
1-1-113 10・A-3 7144-1647 生 後57日

〜3歳 45

ココファン・
ナ ー サ リ ー
柏の葉

若柴227-6
柏 の 葉 キ ャ
ンパス147街
区コモンD棟

 3・C-2 7137-0860 生 後57日
〜5歳

120
（分園
含む）（ココファン・

ナーサリー
柏 の 葉 分 園
ニーノ）

若柴227-6
柏 の 葉 キ ャ
ンパス147街
区E棟

 3・C-2 7135-7005 1〜5歳

プチ・ナーサ
リ ー 柏 の 葉
保育園

若柴276-1
中央161街区
6

 3・D-4 7135-4941 生 後57日
〜5歳 99

（分園
含む）（プチ・ナーサ

リー柏の葉
保育園分園）

若柴175らら
ぽ ー と 柏 の
葉1階

 3・C-3 7168-1627 生 後57日
〜2歳

咲さく良
保育園 高柳2-6-4 15・C-3 7130-9102 生 後57日

〜5歳 90

かしわのは
こころ保育園

若柴280-10
中央171街区
3

 3・C-5 7135-5629 生 後57日
〜5歳 80

かしわたなか
こころ保育園

小青田
3-6-18  5・A-4 7170-1782 生 後57日

〜5歳 90

さくらさく
み ら い 柏 の
葉

若柴178-4
柏 の 葉 キ ャ
ンパス148街
区1

 3・C-2 7199-9525 生 後57日
〜5歳 90

めばえ保育園 若柴226-14
中央145街区6  3・D-2 7133-1155 生 後57日

〜5歳 60

柏ECEC
保育園 柏6-4-26  1・D-4 7193-8839 生 後57日

〜5歳 80

豊 四 季 は ぐ
くみ保育園

篠籠田
1082-2 10・A-2 7128-8975 生 後57日

〜5歳 60

まなびの森
保育園豊四季 豊四季185-1  9・D-2 7170-4643 生 後57日

〜5歳 64

あい・あい
保育園新柏園 豊住1-3-27 12・D-2 7170-4481 生 後57日

〜5歳 48

※ 豊四季保育園と豊四季乳児保育園は、2019年秋ごろを目途に統合し、
現豊四季保育園隣接地に移転予定

子どものために

92

子
ど
も
の
た
め
に

kashiwa_P088_097_190802.indd   92 2019/08/05   11:10



AD　90mm×30mm
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保育園名 所在地 地図座標 電話番号
増尾保育園 増尾6-6-1 13・A-4 7172-1347
名戸ケ谷保育園 名戸ケ谷683-1 13・A-1 7164-8783
高野台保育園 根戸416-67  7・D-5 7133-6460

【私立保育園】
保育園名 所在地 地図座標 電話番号

ひかり隣保館保育園 十余二175-42  6・D-3 7134-0115
おお田保育園 大青田1507-8  4・D-4 7131-2795
花の井保育園 大室1285-12  7・B-1 7135-7010

柏保育園 南柏中央6-5
クイーンビル1・2 階 12・C-2 7171-6700

巻石堂さくら保育園 柏3-10-28  1・D-5 7166-7374
みなみ高柳保育園 高柳1337-2 15・C-2 7192-3745
吉野沢保育園 豊平町11-18 10・A-5 7145-4438
柏さかさい保育園 逆井1377-1 14・E-2 7172-3939
西口保育園 布施1211-1  8・A-3 7134-2491
柏中央保育園 明原1-2-10  1・B-4 7147-3922
うぃず南柏保育園 新富町1-2-39 10・A-5 7197-3936
北柏駅前保育園わらび 北柏3-2-5 10・D-1 7166-7355
柏みどり保育園 東中新宿3-23-1 12・D-4 7192-6548
とばり保育園 戸張1588-2 10・E-3 7138-5183
豊四季台わらび保育園 豊四季台1-1-113 10・A-3 7144-1647
ヴィヴァン保育園 新柏2-6-4 12・E-3 7168-2525

北の杜保育園 正連寺434-26
中央128 街区1  6・E-1 7199-8335

柏しんとみ保育園 豊四季336-6  9・E-4 7197-3949
プチ・ナーサリー
柏の葉保育園分園

若柴175
ららぽーと柏の葉1 階  3・C-3 7168-1627

ヴィヴァン亀甲台保育園 亀甲台町2-13-12 13・A-1 7166-1010

めばえ保育園 若柴226-14
中央145街区6  3・D-2 7133-1155

柏ECEC保育園 柏6-4-26  1・D-4 7193-8839

病児・病後児保育
問  保育運営課　☎7128-5517　FAX  7164-0741

 ■病児・病後児保育とは
内容

病児保育
病気の回復期に至らないが当面の急変が認められ
ない場合、専用の施設で一時的に保育を行います

病後児保育
病気の回復期であり、集団保育が困難な期間、専用
の施設で一時的に保育を行います

【対　　象】次の全ての要件に該当する子ども
　　　　　  ① 生後6カ月から小学校に就学している
　　　　　  ② 保護者が勤務している、または傷病・事故・

出産・冠婚葬祭により家庭における保育が困
難である

　　　　　  ③ 市内に住民登録をしている、または市外から
市内の保育園・こどもルーム等に入園・入所
している

【実施施設】① 名戸ケ谷病院病児・病後児室おりーぶ 
（☎7167-3835）

　　　　　　  住所　  名戸ケ谷672-2　 MAP 13・A-1

　　　　　　　　　    （柏駅東口5番バス乗り場から名戸ケ谷
車庫行きバスで終点下車、徒歩1分）

　　　　　  ② 柏たなか病院病児・病後児保育室たんぽぽ 
（☎7134-1155）

　　　　　　  住所　  小青田一丁目2-11　 MAP 5・A-4

　　　　　　　　　    （つくばエクスプレス　柏たなか駅か
ら、徒歩1分）

【利用時間】※①②いずれも月〜土曜日　午前7時〜午後7時
　　　　　  ※日曜日、祝日、年末年始を除く

【利用料金】
対象 1日 4時間以内

市内在住 2,400円 1,200円
市外在住 3,600円 1,800円

※ 午後6時〜7時の利用は、延長料金500円が別途かかりま
す

【予　　約】各施設へお問い合わせください

子ども短期入所（ショートステイ）
問  こども福祉課　☎7167-1458　FAX  7162-1077
　保護者のかたが病気、出産、看護、育児疲れなどで一時的
に子どもを見られないときに、宿泊または日帰りで児童養護
施設で預かります（連続7日間まで。夜間の預かりあり）。利
用には申請が必要なほか、所得が一定以上の場合に利用者負
担金がかかります。

私立幼稚園
 ■私立幼稚園

幼稚園名 所在地 地図座標 電話番号
南柏幼稚園 今谷上町19 12・C-2 7174-2606
柏幼稚園 中央1-7-7  2・C-3 7164-2215
すみれ幼稚園 みどり台1-11-1  6・B-1 7131-3333
ますお幼稚園 増尾1-10-7 13・A-4 7172-4606
豊四季幼稚園 旭町7-4-58 10・A-4 7157-4152
柏陽幼稚園 新富町2-1-11 10・A-5 7145-0509
柏さくら幼稚園 十余二248  7・B-5 7143-0084
吉田幼稚園 弥生町4-6 10・D-5 7164-1150
百合園幼稚園 南増尾2-15-2 14・E-2 7172-4522
沼南幼稚園 高柳1364 15・C-1 7191-0154
田中幼稚園 大室1263  7・B-1 7131-5453
きたかしわ幼稚園 十余二287-61  7・B-4 7131-6664
第二ますお幼稚園 増尾台4-6-60 14・E-1 7173-7944
にしはら幼稚園 西原2-9-1  6・B-2 7153-1728
高柳台幼稚園 高柳623-4 15・D-1 7191-6765
大津ケ丘幼稚園 大津ケ丘1-44 13・D-2 7192-0306
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寺島商店 御中

学生服・婦人服 エリアマップ2図 D‐2
老舗の学生服屋

柏に店を構えて90有余年、皆さまの信頼に応えるべく技術を磨き、
年々多様化するニーズにも対応できる商品の導入を行っています。
■柏市柏2-5-8 柏セントラルビル2F
■TEL:04-7163-8133 ■FAX:04-7166-3780
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047－343－5481
柏市くらしの便利帳
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 ■市内の学童保育所
　各小学校の地図座標はP.106に掲載しています。

公立
ルーム 所在地 地図座標 電話番号

柏六小こどもルーム 豊四季台4-2-1 10・A-3 7146-2471
酒井根東小こどもルーム 酒井根1-2-1 12・D-5 7175-0288
柏五小こどもルーム 柏932-7 10・D-3 7164-8353
富勢小こどもルーム 布施925-1  7・E-4 7133-5155
柏三小こどもルーム 若葉町4-54  2・C-5 7163-1080
中原小こどもルーム 中原1821-1 12・E-3 7168-2222
旭小こどもルーム 旭町6-5-17 10・A-4 7144-2332
柏七小こどもルーム 篠籠田723-1 10・A-2 7147-2220
増尾西小こどもルーム 増尾台3-5-9 12・E-5 7176-2015
酒井根小こどもルーム 酒井根19-2 14・D-1 7172-6610
土南部小こどもルーム 新逆井1-10-1 14・E-2 7172-7170
柏一小こどもルーム あけぼの1-7-6  1・C-3 7148-1065
藤心小こどもルーム 藤心880-1 15・B-1 7176-8710
柏二小こどもルーム 豊四季310  9・E-4 7144-4641
松葉二小こどもルーム 松葉町2-16  7・C-4 7132-6741
光ケ丘小こどもルーム 流山市向小金4-20-1 12・C-3 7175-8481
柏四小こどもルーム 松ケ崎1182-9 10・B-1 7143-4341
田中小こどもルーム 大室1193-3  7・B-1 7134-9141
西原小こどもルーム 西原4-17-1  6・C-3 7152-3566
十余二小こどもルーム 柏の葉4-4-1  6・D-2 7133-2533
土小こどもルーム 増尾4-4-1 13・A-3 7176-7317
酒井根西小こどもルーム 酒井根662-1 14・C-1 7176-7253
富勢西小こどもルーム 布施84-2  7・D-3 7135-2333
高田小こどもルーム 高田376-3 10・A-1 7144-2666
柏八小こどもルーム 永楽台2-8-1 12・E-2 7162-5020
名戸ケ谷小こどもルーム 名戸ケ谷474-1 13・B-1 7162-3690
大津ケ丘一小こどもルーム 大津ケ丘3-50 13・C-2 7192-1960
大津ケ丘二小こどもルーム 大津ケ丘4-8 13・C-3 7191-8810
高柳小こどもルーム 高南台3-14-12 15・C-3 7192-2564

高柳西小こどもルーム しいの木台3-2 15・A-4 047-
383-5077

風早北部小こどもルーム
（第1）

大井1852-10
（風早北部小学校隣） 13・D-2 7192-1150

風早北部小こどもルーム
（第2）

大島田25
（沼南庁舎バス乗継場隣） 13・D-2 7192-1802

風早南部小こどもルーム 藤ケ谷新田111-2 15・E-1 7191-4747
豊小こどもルーム 豊四季610-2 12・D-2 7175-8501
松葉一小こどもルーム 松葉町5-3  7・B-3 7133-6333
逆井小こどもルーム 逆井452-2 15・A-2 7174-1900
花野井小こどもルーム 花野井1652-34  7・C-1 7133-7488
旭東小こどもルーム 旭町5-3-9  2・A-4 7148-6669

柏の葉小こどもルーム
十余二348-48中央
404街 区3（ 柏 の 葉
小学校隣）

 7・A-4 7135-2595

手賀西小こどもルーム 泉541 16・B-1 7192-0025
富勢東小こどもルーム 布施2176-2  8・A-3 7133-3911
田中北小こどもルーム 大青田1536-1  4・D-4 7134-0080
手賀東小こどもルーム 手賀479-7 16・D-1 7160-9052

幼稚園名 所在地 地図座標 電話番号
さかいね幼稚園 酒井根11-4 14・D-1 7173-5551
加賀幼稚園 加賀2-13-1 12・E-4 7173-7878

晴山幼稚園 しいの木台4-1-2 15・A-4 047-
386-3251

風早幼稚園 大津ケ丘4-7 13・C-3 7192-1515
麗澤幼稚園 光ケ丘2-1-1 12・C-4 7173-3526
松葉幼稚園 松葉町5-8  7・B-3 7133-8831

小学校・中学校へ入学するとき
問  学校教育課　☎7191-7367　FAX  7191-1212

【市内在住者】
　小・中学校へ入学する前年の9月中旬ごろ、教育委員会か
ら入学予定の子どもがいる全世帯へ、入学する学校と入学式
の日を記載した「入学通知書」を郵送します。
　また、発送後に転入したかたがいる世帯にも、順次「入学
通知書」を郵送します。ただし、転入手続きが入学式直前に
なる場合には、転入手続きの際にその場で交付します。

転校するとき
問  学校教育課　☎7191-7367　FAX  7191-1212
　転入・転居により子どもが柏市の学校へ転校するときは、
住所で指定される学校（指定校）への「入学通知書」を転入・
転居手続きの際にその場で交付しますので、これまで就学し
ていた学校から受け取った書類（在学証明書等）と併せて、
速やかに入学する学校へ提出してください。なお、指定校以
外の学校への就学を希望する場合はご相談ください。
　また、市外転出により子どもが柏市の学校から転校すると
きは、現在就学している学校から転校に必要な書類（在学証
明書等）を受け取り、新住所地で入学手続きを行う際に持参
してください。各自治体によって、入学手続きが行える場所
や方法などが異なりますので、詳しくは転出先の教育委員会
へお問い合わせください。

学童保育所（こどもルーム）
問  学童保育課　☎7167-1294　FAX  7167-1383
　保護者が働いているなどの理由で、昼間帰宅しても保育す
る人がいない家庭の小学1〜6年生の児童の保育を行い、児
童の健全な育成を図る施設が学童保育所（こどもルーム）で
す。現在市内には、43カ所のこどもルームが設置されていま
す（別表）。
　入所の方法・手続きは、学童保育課へお問い合わせくださ
い。毎年11月に ｢広報かしわ｣ で新年度の入所案内をお知ら
せします。

柏市 くらしの便利帳 95

子
ど
も
の
た
め
に

kashiwa_P088_097_190826_下版.indd   95 2019/08/27   15:41

AD　90mm×30mm
167

AD　90mm×30mm
168

保育園名 所在地 地図座標 電話番号
増尾保育園 増尾6-6-1 13・A-4 7172-1347
名戸ケ谷保育園 名戸ケ谷683-1 13・A-1 7164-8783
高野台保育園 根戸416-67  7・D-5 7133-6460

【私立保育園】
保育園名 所在地 地図座標 電話番号

ひかり隣保館保育園 十余二175-42  6・D-3 7134-0115
おお田保育園 大青田1507-8  4・D-4 7131-2795
花の井保育園 大室1285-12  7・B-1 7135-7010

柏保育園 南柏中央6-5
クイーンビル1・2 階 12・C-2 7171-6700

巻石堂さくら保育園 柏3-10-28  1・D-5 7166-7374
みなみ高柳保育園 高柳1337-2 15・C-2 7192-3745
吉野沢保育園 豊平町11-18 10・A-5 7145-4438
柏さかさい保育園 逆井1377-1 14・E-2 7172-3939
西口保育園 布施1211-1  8・A-3 7134-2491
柏中央保育園 明原1-2-10  1・B-4 7147-3922
うぃず南柏保育園 新富町1-2-39 10・A-5 7197-3936
北柏駅前保育園わらび 北柏3-2-5 10・D-1 7166-7355
柏みどり保育園 東中新宿3-23-1 12・D-4 7192-6548
とばり保育園 戸張1588-2 10・E-3 7138-5183
豊四季台わらび保育園 豊四季台1-1-113 10・A-3 7144-1647
ヴィヴァン保育園 新柏2-6-4 12・E-3 7168-2525

北の杜保育園 正連寺434-26
中央128 街区1  6・E-1 7199-8335

柏しんとみ保育園 豊四季336-6  9・E-4 7197-3949
プチ・ナーサリー
柏の葉保育園分園

若柴175
ららぽーと柏の葉1 階  3・C-3 7168-1627

ヴィヴァン亀甲台保育園 亀甲台町2-13-12 13・A-1 7166-1010

めばえ保育園 若柴226-14
中央145街区6  3・D-2 7133-1155

柏ECEC保育園 柏6-4-26  1・D-4 7193-8839

病児・病後児保育
問  保育運営課　☎7128-5517　FAX  7164-0741

 ■病児・病後児保育とは
内容

病児保育
病気の回復期に至らないが当面の急変が認められ
ない場合、専用の施設で一時的に保育を行います

病後児保育
病気の回復期であり、集団保育が困難な期間、専用
の施設で一時的に保育を行います

【対　　象】次の全ての要件に該当する子ども
　　　　　  ① 生後6カ月から小学校に就学している
　　　　　  ② 保護者が勤務している、または傷病・事故・

出産・冠婚葬祭により家庭における保育が困
難である

　　　　　  ③ 市内に住民登録をしている、または市外から
市内の保育園・こどもルーム等に入園・入所
している

【実施施設】① 名戸ケ谷病院病児・病後児室おりーぶ 
（☎7167-3835）

　　　　　　  住所　  名戸ケ谷672-2　 MAP 13・A-1

　　　　　　　　　    （柏駅東口5番バス乗り場から名戸ケ谷
車庫行きバスで終点下車、徒歩1分）

　　　　　  ② 柏たなか病院病児・病後児保育室たんぽぽ 
（☎7134-1155）

　　　　　　  住所　  小青田一丁目2-11　 MAP 5・A-4

　　　　　　　　　    （つくばエクスプレス　柏たなか駅か
ら、徒歩1分）

【利用時間】※①②いずれも月〜土曜日　午前7時〜午後7時
　　　　　  ※日曜日、祝日、年末年始を除く

【利用料金】
対象 1日 4時間以内

市内在住 2,400円 1,200円
市外在住 3,600円 1,800円

※ 午後6時〜7時の利用は、延長料金500円が別途かかりま
す

【予　　約】各施設へお問い合わせください

子ども短期入所（ショートステイ）
問  こども福祉課　☎7167-1458　FAX  7162-1077
　保護者のかたが病気、出産、看護、育児疲れなどで一時的
に子どもを見られないときに、宿泊または日帰りで児童養護
施設で預かります（連続7日間まで。夜間の預かりあり）。利
用には申請が必要なほか、所得が一定以上の場合に利用者負
担金がかかります。

私立幼稚園
 ■私立幼稚園

幼稚園名 所在地 地図座標 電話番号
南柏幼稚園 今谷上町19 12・C-2 7174-2606
柏幼稚園 中央1-7-7  2・C-3 7164-2215
すみれ幼稚園 みどり台1-11-1  6・B-1 7131-3333
ますお幼稚園 増尾1-10-7 13・A-4 7172-4606
豊四季幼稚園 旭町7-4-58 10・A-4 7157-4152
柏陽幼稚園 新富町2-1-11 10・A-5 7145-0509
柏さくら幼稚園 十余二248  7・B-5 7143-0084
吉田幼稚園 弥生町4-6 10・D-5 7164-1150
百合園幼稚園 南増尾2-15-2 14・E-2 7172-4522
沼南幼稚園 高柳1364 15・C-1 7191-0154
田中幼稚園 大室1263  7・B-1 7131-5453
きたかしわ幼稚園 十余二287-61  7・B-4 7131-6664
第二ますお幼稚園 増尾台4-6-60 14・E-1 7173-7944
にしはら幼稚園 西原2-9-1  6・B-2 7153-1728
高柳台幼稚園 高柳623-4 15・D-1 7191-6765
大津ケ丘幼稚園 大津ケ丘1-44 13・D-2 7192-0306
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児童扶養手当
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  ひとり親家庭で、支給要件に該当するかた。な
お、配偶者に重度の障害がある場合や拘禁中で
あっても該当する場合があります

　　　　　  ※ 児童が18歳に達する日以降の最初の3月31
日までであること

【支 給 額】1人目の児童は最大で月額42,910円
　　　　　    2人目の児童は最大で月額10,140円を加算
　　　　　    3人目以降の児童については、1人増すごとに最

大で月額6,080円加算。所得が一定額以上の場
合は、支給されないか、一部支給となります

【支給時期】  4月・8月・11月・1月・3月の年5回 
（令和2年度以降は奇数月の年6回）

【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

遺児等養育手当
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  両親か両親のいずれかと死別した児童（義務教
育修了前まで）を養育しているかた

【支 給 額】幼　児　月額8,000円
　　　　　  小学生　月額8,500円
　　　　　  中学生　月額9,000円
　　　　　  ※所得が一定額以上の場合は対象外

【支給時期】9月、3月の年2回
【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

ひとり親家庭等医療費等の助成
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  母子・父子家庭の母、父、児童、父母のいない児
童とその児童を養育するかた（一部除く）

　　　　　    ※児童が18歳に達する日以降の最初の3月31
日までであること

【助成内容】  健康保険適用分の医療費（医科・歯科・調剤等）
や入院中の食事療養費標準負担額の一部を助成
します。ただし、所得が一定額以上の場合は助
成されません

【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

母子父子寡婦福祉資金の貸付
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母、児童、寡婦（かつて母子家庭の母
だったかたで現在配偶者がいないかた）、寡婦の子、母子・
父子福祉団体などに、目的に応じた各種資金を無利子低利子

（年1.0%）で貸し付けします。

母子家庭（父子家庭）自立支援給付金
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母が就労のために教育訓練講座を受講
したり、看護師等の資格取得のために修学したりする場合な
どに給付金を支給します（所得制限や事前申請あり）。

母子・父子自立支援相談
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や寡婦のかたの日常生活上の悩みや
困りごとの相談、自立のための相談、母子父子寡婦福祉資金
の貸し付けなどの相談を、母子・父子自立支援員がお受けし
ます。

【日　　時】月〜金曜日　午前9時〜午後4時
【場　　所】市役所別館3階 こども福祉課内

ひとり親家庭の就業支援
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や寡婦のかたを対象に、ハローワーク
などと連携し、就労支援を行います。また、ひとり親家庭の
父母や寡婦を対象に、就業のための講習会を行います。

こども発達センター
問  こども発達センター　☎7128-2223　FAX  7167-8588
　発育や発達に不安や心配のある就学前の子どもと家族に、
育ちを助けるお手伝いをします。

 ■併設する児童発達支援センター
施設名 内容 電話番号

キッズルーム
ひまわり

さまざまな発達に遅れやつまづき
のある就学前の児童が通園し、社会
生活に適応する力を身に付けます

7128-2224

キッズルーム
こすもす

運動の発達に遅れやつまづきのあ
る就学前の児童が通園し、機能訓練
などを行うことで心身の発達を図
ります

7128-2225

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業

問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や児童が、学び直しや就労のために、
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する
場合に給付金を支給します（所得制限や年齢制限、事前申請
あり）。
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ひとり親等かしわファミリー・サポート・
センター援助活動利用料助成制度

問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077
【対象】
　かしわファミリー・サポート・センターの利用会員で、生
後6カ月〜小学6年生の子どもがいるひとり親または養育者。

【助成制度】
　ファミリー・サポートの援助活動に対して、利用会員が協
力会員に支払う報酬と交通費の半額が助成されます（限度額
1月当たり30,000円）。所得が一定額以上の場合は助成でき
ません。

【申し込み】
　こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接。

家庭児童相談
問  こども福祉課　☎7167-1458　FAX  7162-1077
　子どもの性格、しつけ、子育て、不登校、児童虐待など、
18歳未満の子どもと家庭の問題についての相談です。

【日時】月〜金曜日　午前9時〜午後4時
【場所】こども福祉課（市役所別館3階）

就学援助制度
問  学校教育課　☎7191-7367　FAX  7191-1212
　柏市に在住し、子どもが公立小・中学校に在学していて、
経済的な理由でお困りの保護者に対し、就学に関する援助を
行っています。

【援助対象】給食費、学用品費・修学旅行費の一部など

特別支援教育就学奨励費制度
問  学校教育課　☎7191-7367　FAX  7191-1212
　市立小・中学校の特別支援学級に在籍または通常学級に
在籍し、学校教育法施行令第22条の3に定める程度の障害
に該当する子どもの保護者に対し、就学に関する援助を行っ
ています。

【援助対象】給食費、学用品費・修学旅行費の一部など

市立柏高等学校
問  市立柏高等学校　☎7132-3460　FAX  7132-3470

【所 在 地】船戸山高野325-1　 MAP 4・D-2

【学校の概要】
　唯一の市立高校で、昭和53年に開校。全日制の課程で、男
女共学校です。普通科・スポーツ科学科があります。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077
　看護師・准看護師・保育士・介護福祉士の資格取得を目
指すために、養成機関において修業されるひとり親家庭の父
母に対し、月額50,000円を最大3年間貸し付けます（返済免
除要件あり）。

かしわファミリー・サポート・センター
問  柏市社会福祉協議会かしわファミリー・サポート・センター
　 ☎7190-5225　FAX  7190-5181
　ファミリー・サポート・センターは地域で育児の援助を受
けたいかたと援助を行いたいかたが会員となり、育児につい
て助け合う会員制度です。

【利用会員】
　市内在住・在勤で、生後6 カ月〜小学6 年生の子どものい
る保護者。

【協力会員】
　市内在住で心身ともに健康なかた※資格不問

【両方会員】
　育児の援助を受けることもあるが、援助を行うこともでき
る

【援助活動の例】
　保育施設や習い事までの送迎をしたり、協力会員の自宅で
子どもを預かったりします。

 ■預かる場合
・保育施設の保育開始時間までと保育終了時間後
・保護者の病気や急用などの場合
・  冠婚葬祭、兄弟の学校行事やリフレッシュ等での保護者の

外出時
・  子どもの病気の回復期、保育施設などが休みのときや、そ

の他の事由がある場合
【報酬などの支払い（1 時間）】
援助活動時間は、午前6 時〜午後10 時
月〜金曜日 午前7 時〜午後8 時＝ 700 円
前記の時間帯以外、土・日曜日、祝日、年末年始＝ 800 円

【会員登録方法】
 ■利用会員

　入会申込書に必要事項を書いて、〒277-0924　柏市風早
一丁目2番地2へ郵送するか直接持参してください。
・  入会申込書の配布場所
はぐはぐひろば沼南・若柴、各児童センター、各妊娠子育て
相談センター、子育て支援課、こども福祉課、地域保健課、
保育運営課、こども図書館、いきいきプラザ等
※市のホームページでダウンロード可

 ■協力会員・両方会員
　基礎研修会を受講していただきます。日程の詳細は同セン
ターまでお問い合わせください。
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児童扶養手当
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  ひとり親家庭で、支給要件に該当するかた。な
お、配偶者に重度の障害がある場合や拘禁中で
あっても該当する場合があります

　　　　　  ※ 児童が18歳に達する日以降の最初の3月31
日までであること

【支 給 額】1人目の児童は最大で月額42,910円
　　　　　    2人目の児童は最大で月額10,140円を加算
　　　　　    3人目以降の児童については、1人増すごとに最

大で月額6,080円加算。所得が一定額以上の場
合は、支給されないか、一部支給となります

【支給時期】  4月・8月・11月・1月・3月の年5回 
（令和2年度以降は奇数月の年6回）

【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

遺児等養育手当
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  両親か両親のいずれかと死別した児童（義務教
育修了前まで）を養育しているかた

【支 給 額】幼　児　月額8,000円
　　　　　  小学生　月額8,500円
　　　　　  中学生　月額9,000円
　　　　　  ※所得が一定額以上の場合は対象外

【支給時期】9月、3月の年2回
【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

ひとり親家庭等医療費等の助成
問  こども福祉課　☎7167-1595　FAX  7162-1077

【対　　象】  母子・父子家庭の母、父、児童、父母のいない児
童とその児童を養育するかた（一部除く）

　　　　　    ※児童が18歳に達する日以降の最初の3月31
日までであること

【助成内容】  健康保険適用分の医療費（医科・歯科・調剤等）
や入院中の食事療養費標準負担額の一部を助成
します。ただし、所得が一定額以上の場合は助
成されません

【申し込み】  こども福祉課か沼南支所窓口サービス課へ直接

母子父子寡婦福祉資金の貸付
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母、児童、寡婦（かつて母子家庭の母
だったかたで現在配偶者がいないかた）、寡婦の子、母子・
父子福祉団体などに、目的に応じた各種資金を無利子低利子

（年1.0%）で貸し付けします。

母子家庭（父子家庭）自立支援給付金
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母が就労のために教育訓練講座を受講
したり、看護師等の資格取得のために修学したりする場合な
どに給付金を支給します（所得制限や事前申請あり）。

母子・父子自立支援相談
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や寡婦のかたの日常生活上の悩みや
困りごとの相談、自立のための相談、母子父子寡婦福祉資金
の貸し付けなどの相談を、母子・父子自立支援員がお受けし
ます。

【日　　時】月〜金曜日　午前9時〜午後4時
【場　　所】市役所別館3階 こども福祉課内

ひとり親家庭の就業支援
問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や寡婦のかたを対象に、ハローワーク
などと連携し、就労支援を行います。また、ひとり親家庭の
父母や寡婦を対象に、就業のための講習会を行います。

こども発達センター
問  こども発達センター　☎7128-2223　FAX  7167-8588
　発育や発達に不安や心配のある就学前の子どもと家族に、
育ちを助けるお手伝いをします。

 ■併設する児童発達支援センター
施設名 内容 電話番号

キッズルーム
ひまわり

さまざまな発達に遅れやつまづき
のある就学前の児童が通園し、社会
生活に適応する力を身に付けます

7128-2224

キッズルーム
こすもす

運動の発達に遅れやつまづきのあ
る就学前の児童が通園し、機能訓練
などを行うことで心身の発達を図
ります

7128-2225

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業

問  こども福祉課　☎7167-1455　FAX  7162-1077
　ひとり親家庭の父母や児童が、学び直しや就労のために、
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する
場合に給付金を支給します（所得制限や年齢制限、事前申請
あり）。

子どものために
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