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　子どもの健やかな育ちは、大きな喜びであり、子どもの笑顔は、すべて
の人を温かい気持ちにさせてくれます。
　多賀城市は、宮城県の中でも、転入される家庭や出産される家庭の多い
ところです。子育てには不安や悩みがつきもの。
　「はじめての子育て・・・どうしたらいいのか不安」
　「引っ越してきたばかりで、知らない人ばかりで・・・」
というお父さん、お母さんの子育てに関する不安や悩みを少しでも解消
できるようにとの願いを込めて、子育てに関わる情報をまとめた「子育て
ガイドブック」を作成いたしました。
　いのちを授かったそのときから、お手元に置いて活用していただき、
地域とふれあいながら、子育てを楽しんでいただければと思います。

多賀城市

はは めめ にに じ  じ 

お母さんもお父さんも地域もみんなつながって、ハッピーな子育てに。
お母さんお父さんがニコニコなら、こどももニコニコ。

すくすく育ってみーんなハッピーに！！
そんな思いから、すくっぴーは生まれました。
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利用できるサポートを
ご紹介します！
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社会福祉課

教育総務課
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防災＆減災

生涯学習課

すくっぴーひろば（子育てサポートセンター）

鶴ヶ谷児童館 西部児童センター

市民プール市立図書館

総合体育館中央公民館

保育所等

小学校

太陽の家（児童発達支援センター）

放課後児童クラブ

危機管理課

地域
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１ 

相
談
し
た
い

子ども家庭課
多賀城市役所（代表）
☎022-368-1141

子ども家庭課とすくっぴーひろば、どちらでも相談できます！

　妊娠期から子育て期の「情報」や「制度・施設等」をまとめ、「記録」もできる４種類の冊子
を配布しています。ぜひ活用してください！

内　　容：保健師、助産師、栄養士、
歯科衛生士などの専門ス
タッフによる相談

開庁時間：8:30～17:15
閉 庁 日：土日祝日、年末年始　

子育てサポートセンター
（すくっぴーひろば）
☎022-355-7085

内　　容：子育てコンシェルジュな
どの子育て応援スタッフ
による相談

開館時間：9:00～16:30
閉 館 日：水曜日、祝日の翌日、

年末年始

子育て世代包括支援センター（窓口）

子育てに関する
どんなことでも
相談できます。
お気軽にご利用
ください！

保健師、助産師による相談です。妊娠、出産、子育てに関する
不安や悩みなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください！

☎022-368-1021（直通）
利用時間　9:00～16:00　
（平日のみ）

⇩
メール相談

子育て応援サポートツール

妊娠期

情　報

記　録

制度、施設等

配布時期 母子健康手帳交付時 赤ちゃん訪問または乳幼児健診

新生児期 乳児期 幼児期

①はぐはぐ

④子育てガイドブック

②すくすく

③すこやか
　ファイル

その時期にあった情報や
育児のヒントがいっぱい！

多賀城市の
子育て支援施設や制度が
のっています！

健診、保育所、学校、
すくっぴーひろばなど
さまざまな場所で
活用します！

多賀城市ホームページ
「ほっとライン」で検索
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１ 

相
談
し
た
い　妊娠中や子育て中の方が困ったときに利用できる相談窓口があります。

　「ちょっとモヤモヤ」「夜泣き」「イヤイヤ期」「利用できるサービスが分からない」
「生活をするのが大変」「家族関係で悩んでいる」…など、まずは話してみませんか。
　スタッフが一緒に考えて解決に向けたお手伝いをします。

なかなか仕事が休めない・・・
もしものときに子どもを
預けるところはあるのかな？
→一時預かり、病後児保育
　（P17）へ

産後の体調がよくなくて・・・
育児の仕方がよく分からない
→子育て世代包括支援センター
　（Ｐ2）へ

これって虐待？
どうしたらいいの？
→家庭児童相談
　（Ｐ19）へ

家賃の支払いが大変・・
住むところの支援は
あるのかな？
→自立相談支援窓口
　（Ｐ19）へ

基幹保育所
（志引保育所、桜木保育所）

子育て世代
包括支援センター
（すくっぴーひろば）

子育て世代
包括支援センター
（子ども家庭課）

自立相談支援窓口
（社会福祉課）

家庭児童相談
（子ども家庭課）

8:30～17:15（土日祝日除く）
直通：022-368-1021
市役所（代表）：022-368-1141

9:00～16:30（水、祝日の翌日除く）
電話：022-355-7085

9:30～16:00（土日祝日除く）
志引保育所：022-368-9887
桜木保育所：022-794-7253

8:30～17:15（土日祝日除く）
市役所（代表）：022-368-1141

8:30～17:15（土日祝日除く）
直通：022-368-1631
市役所（代表）：022-368-1141

例えば…
健康管理、育児、発育、発達、
栄養、歯のことなど

例えば…
育児、発達、遊び、保護者自
身のことなど

例えば…
育児、発達、遊び、保護者自
身のことなど

例えば…
住居、就労、家計管理など、
生活困窮に関すること

例えば…
ＤＶや家庭内の人間関係、
児童の養育のことなど
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　大雨、台風、土砂災害、地震、津波など、自然災害はいつ発生するか分かりません。
災害に備え、日頃からご家庭で最も安全な避難行動を考えておくとともに、食料品
（３日分）、生活必需品を備えておくことが重要です。

それぞれのご家庭の状況によって「本当に必要なもの」は変わってきます。
子育て家庭に役立つ備えの一例をご紹介します。

子育て家庭の防災 ＆ 減災

LINEでも
最新の情報を
掲載しています！

多賀城市公式LINE

くらしの
情報を
手軽に確認！

非常時の
持ち出し品

マザーズバッグを防災バッグに！
【いつものグッズ】
□　紙おむつ
□　おしりふき
□　タオル
□　粉ミルク+お湯、液体ミルク
□　水
□　おやつ
□　母子健康手帳

□　健康保険証
□　常備薬、お薬手帳
□　おんぶひも や 抱っこひも　
□　ガーゼ
□　おもちゃ、絵本など
□　着替え
□　ビニール袋
□　消毒剤

□　モバイルバッテリー　　　
□　ＬＥＤライト
□　ホイッスル
□　マスク
□　除菌シート
□　生理用品

□　ベビーフード
□　携帯トイレ
□　紙コップ、スプーン
□　食料（栄養補助食品）
□　アレルギー対応食品など

（あるとよいもの）

多賀城市防災情報アプリ

　多賀城市内の地震情報や防災
情報、防災無線の放送内容など
の「命を守る行動」につながる
情報をアプリで受け取ることが
できます。
　プロモーション
動画では、アプリ
の機能をご紹介し
ています。

絵　きくち りえ

※画面はイメージです。アプリは
　無料で利用できますが、通信料
　は利用者の負担となります。

防災情報の
確認
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２ 

子
ど
も
と
お
で
か
け
し
た
い

　市内には、0歳からのお子さんが遊べる公共施設が３か所あり、子育てに関する情
報提供や子育て中の親子の交流・育児相談などを行っています。
　「たがママパーティー」「どこでもハッピー」「出前児童館」など、３か所の施設
が共催して事業を行い、多賀城で楽しく子育てができるようお手伝いしています。

地 域 子 育 て 支 援 拠 点

子育てサポートセンター（すくっぴーひろば）
●利用対象者　　乳幼児とその保護者・妊婦とその配偶者
●登　録　料　　市民の方は無料。他市町村の方は
　　　　　　　　お子さんひとりにつき初回のみ500円
●開 館 時 間　　９時から16時30分まで　　
●休　館　日　　水曜日、祝日の翌日、年末年始
●場　　　所　　多賀城市中央2丁目8-1 多賀城駅北ビルＢ棟２階
　　　　　　　　電話：022-355-7085
●駐　車　場　　JR多賀城駅南口立体駐車場をご利用ください。
　　　　　　　　（すくっぴーひろばご利用の方は２時間まで無料。以降30分毎100円）

すっくぴーひろばの
詳細はこちら！

鶴ヶ谷児童館
●利用対象者　　０歳から18歳までの方
　　　　　　　　（乳幼児には保護者の方の付き添いが必要です。）
●開 館 時 間　　９時から16時30分まで
●休　館　日　　日曜日、祝日、年末年始
●場　　　所　　多賀城市鶴ケ谷1丁目10-5
　　　　　　　　電話：022-362-0763
●駐　車　場　　総合体育館の第二駐車場をご利用
　　　　　　　　ください。

鶴ヶ谷児童館の
詳細はこちら！

西部児童センター
●利用対象者　　０歳から18歳までの方
　　　　　　　　　（乳幼児には保護者の方の付き添いが必要です。）

●開 館 時 間　　９時から16時30分まで
●休　館　日　　日曜日、祝日、年末年始
●場　　　所　　多賀城市新田字下1-1　
　　　　　　　　電話：022-368-4142
●駐　車　場　　敷地内の専用駐車場をご利用
　　　　　　　　ください。

西部児童センターの
詳細はこちら！
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子
ど
も
と
お
で
か
け
し
た
い

　すくっぴーひろば は「多賀城市子育てサポートセンター」の愛称です。 
　お子さんがすくすく元気に育ち、パパ・ママたちがハッピーに子育てできるよう
に応援します！

～みんなで子育てできたらいいな～～みんなで子育てできたらいいな～

明るく開放感のあるひろば。
スタッフが見守る中で
安心してお子さんと
過ごすことができます。

これからパパ・ママに　　　
なる方もどうぞ遊びに　　

来てください。

HP Instagram

HPやInstagram等で
情報発信もしています。
HPやInstagram等で
情報発信もしています。

小さい子はお兄さんとお姉さん
の遊びを観察して、真似るよう
になります。

小さい子はお兄さんとお姉さん
の遊びを観察して、真似るよう
になります。

保護者が中心となって
行う育児サークル活動
の支援も行っています。

保護者が中心となって
行う育児サークル活動
の支援も行っています。

ダウン症をもつ
お子さんがいる
保護者の会

おやじの会が
開催され、パパたちが
積極的に交流しています。

おやじの会が
開催され、パパたちが
積極的に交流しています。

身体測定も行っています。
発育や授乳量など不安な方は
スタッフにお声掛けください。

身体測定も行っています。
発育や授乳量など不安な方は
スタッフにお声掛けください。

この他、さまざまな講座（イベント）も行っていますこの他、さまざまな講座（イベント）も行っています

育児サークル

身長体重測定

ぷらすわん

1.6歳健診終了後の
子どもの発達でお悩
みの保護者の会

発達凸凹ゆっくり
さんのママの会

双子・三つ子などの
お子さんがいる保
護者の会

双子ちゃん集まれ！

ひろばひろば

「何か月ですか？」「こんなときどうしてる？」
親子の交流や相談が気軽にできます。
「何か月ですか？」「こんなときどうしてる？」
親子の交流や相談が気軽にできます。

お誕生日お
めでとう☆

お誕生日お
めでとう☆
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子
ど
も
と
お
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　子育て中はお子さんの成長と
ともに悩みも変わっていきます。
　大変なときや不安なとき、イ
ライラしている自分に気づいた
ときは、どうぞお話をしにきて
ください。これからパパ・ママ
になる方のご相談もＯＫです！

　一時預かりの利用には登録が必要で
す。専用のお部屋で保育士がお子さん
をお預かりしています。
　土日・祝日も利用できます。
　理由は問いません。
　特別な配慮が必要なお子さんについ
ても、安心して利用いただけるようお
話を伺いますので、まずはご相談くだ
さい。

　子育てコンシェルジュが個別にお話を伺います。
　お子さんの預け先のことや発育・発達、日々
の生活の中で困っていることなど、お話を聴い
て一緒に考え、必要な情報を提供します。
　「こんなこと」と思わずに気軽にご相談くだ
さい。　　　　　　　電話：022(355)7085

子育て相談子育て相談

一時預かり一時預かり

　「お子さんを預かってほしい方（利用会員）」と「お子さんを預かる
ことができる方（協力会員）」がお互いに支え合う活動です。安心し
て利用していただけるよう、アドバイザーがお話を伺います。

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

子育てコンシェルジュ
何でも相談 相談

協力会員さんのお宅で
お預かり。安心して
過ごしています。

協力会員さんのお宅で
お預かり。安心して
過ごしています。

協力会員さんと一緒にすくっぴー
ひろばで遊びながらママのお迎え
を待っています。

協力会員さんと一緒にすくっぴー
ひろばで遊びながらママのお迎え
を待っています。

ファミサポ

楽しい
お弁当タイム
楽しい
お弁当タイム

いろんな
お友だちと
遊べるよ

いろんな
お友だちと
遊べるよ

一時預かり

協力会員さんが
保育施設等に送迎をします。
協力会員さんが
保育施設等に送迎をします。

やったーやったー
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子
ど
も
と
お
で
か
け
し
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い

　多賀城市総合体育館のすぐそばにあります。国道45号線沿いでアクセ
スが良く、子どもを安全にのびのびと遊ばせることの出来る広い館庭も
あります。保護者の皆さんの声も取り入れながら遊びを提供しています。

児 童 館 イ ベ 　鶴ヶ谷児童館
つるがやじどうかん

●主なイベント

広々
みんなで も
きれいに 。

広広々広々広広々広々広々広々広々広々広
みみん もももももももももももももみ
ききききき 。。

広々とした館庭。
みんなで植えたお花も
きれいに咲きました。

「あそびのひろば」では、大人気の
コンビカーやトランポリンで遊ぶ
ことができるよ！

「おいでよPON!」のプレミアムバージョン！
フォトコーナーで記念撮影もできるよ。

ふれあいふふふふふふふふふふふれれれふれ
「あつまれ0～1歳児」での
ふれあい遊びの様子です。

 毎年の夏の恒例行事「水あそび」 
冷たいお水でいい気分  

イベント名 対象者 あそびの内容

ホッとサロン 妊娠中の方
乳幼児と保護者 子育て相談員を交えて、日頃の子育てに関する悩みを相談できます。

あつまれ！０～１歳児 ０～１歳児と保護者 親子のふれあい遊びと身長・体重測定をします。

あそびのひろば 乳幼児と保護者 いつもとは違った、たくさんのおもちゃで遊べます。
楽しい「おはなし会」もあります。

おいでよPON！ 乳幼児と保護者 絵本の読み聞かせなどを行っています。

おいでよPON！
プレミアム 乳幼児と保護者 季節に合わせた工作やふれあい遊びを行います。

キラキラ☆mama 子育て中の方
（お子さんと一緒も可）

リラックスできる体験や手作り講座など、ママたちからの要望を
もとにさまざまな内容を行っています。

出前児童館 乳幼児と保護者・
小学生

公民館や児童クラブに、児童館の職員が出向いてイベントを行い
ます。

こどもまつり 市民なら誰でも 鶴ヶ谷児童館の一大イベントです。
工作・体験コーナーなどで遊べる他、出店もあります。

幼児クラブ・親子サークル 対象者 あそびの内容

すきっぷ♪つるちゃん ２～３歳児の親子 季節の行事や年齢に合った遊びを親子で楽しみます。
※登録制の幼児クラブです。

ライオンの会 １歳前後～未就園児の親子 季節の行事や年齢に合った遊びを親子で楽しみます。
※登録制の親子サークルです。（会費200円/月）

※その他にも小学生・中高生向けの行事も多数実施しております。
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　多賀城市立山王小学校に隣接しています。広い館庭・
遊戯室があり思い切り遊ぶことができます。

ン ト 情 報 西部児童センター
せいぶじどうせんたー

●主なイベント

大人気！プラレールの日大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人大人人人人人人人人人人人人人大人人人人人人人人人人人人気人気人気人気人気人気人人人気人気人人気人人人 ！プププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププラプラプラプラプララプラララプラプララララララララララララララララララララレラレレラレレラレレラレレレレレラレレレレレラレレレールルールールールールールールールールールールールールールールールールールールールののルのルののルルルのルのルのルのルのルのルのルのルのルのルのルルルルのののの日日大人気！プラレールの日

大きな館庭には、ブランコやすべり台、
砂場もあります。大きいホールでも遊べます。

行事（おはなしぱれった）の様子です。

イベント名 対象者 あそびの内容

ホッとサロン 妊娠中の方
乳幼児と保護者 子育て相談員を交えて、日頃の子育てに関する悩みを相談できます。

ママカフェSEIBU 乳幼児と保護者 ママ同士の交流を目的としたハンドメイドやリラクゼーションな
どを実施します。

はっぴぃ０・1 0～1歳児と保護者 わらべ歌や親子でのふれあい遊び、手遊びなどをします。

もくもくひろば 乳幼児と保護者 さまざまな種類の木のおもちゃで遊びましょう。

わくわくタイム 乳幼児と保護者 親子でさまざまな遊びを楽しみ、保護者同士で子育てに関する情
報を交換しましょう。

ぷくぷく測定 乳幼児と保護者 お子さんの成長を記録しましょう。

おはなしぱれった 乳幼児と保護者 絵本の読み聞かせや手遊びなどをします。
お誕生日や記念日のお祝いもします。

プラレールの日
トミカの日 乳幼児と保護者 プラレール、トミカを出して遊びます。

出前児童館 乳幼児と保護者
小学生

公民館や児童クラブに、児童センターの職員が出向いてイベント
を行います。

こどもフェスティバル 市民なら誰でも 西部児童センターの一大イベントです。
工作・体験コーナーなどで遊べる他、出店もあります。

幼児クラブ・親子サークル 対象者 あそびの内容
幼児クラブ
「スマイル」 2歳以上の幼児と保護者 親子同士で交流しながら、ふれあい遊びなどをします。

※登録制の幼児クラブです。
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　図書館利用カードは0歳から作成する
ことができます。
　氏名・住所・生年月日の確認できるもの（健康
保険証など）をお持ちください。

　　　　体育室のほか、集会室や和室なども
　あります。未就学児が利用できる子ども遊
戯室もあります（保護者の付き添いが必要です）。

　本館には「よみきかせ
の部屋」や「こどもの家」
「キッズテラス」があり、
子どもたちが本に親しみ
やすい空間になっていま
す。

　図書館で借りた本を通
帳に記帳できるサービス
で、市内の中学生以下の
お子さんには無料で通帳
を配付しています。
　事前に登録が必要です。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

市内の
主な施設

キッズライブラリー

　本館や分室で、職員や
ボランティアのみなさん
による絵本の読み聞か
せ会をしています。

おはなし会

　図書館から離れた地
域にお住まいの方などが
気軽に本を楽しめるよう、
移動図書館さざんか号
が市内11か所と小学校
6校を巡回しています。

　毎月発行している『図書館だより』で、新着図書やお
すすめ図書の案内、イベントのお知らせをしています。

移動図書館

読書通帳

　年に4回発行している
“うさちゃんだより”で、
未就学児向けのおすす
め本や育児に役立つ本
を紹介しています。

おすすめブックリスト

本館　多賀城市中央2丁目4-3　多賀城駅北ビルＡ棟
　　　9:00～21:30／年中無休
　　　022-368-6226
分室　山王地区公民館内（022-368-6212）
　　　大代地区公民館内（022-364-8447）
　　　11:00～17:00／月曜日、休日の翌日、年末年始、
　　　その他公民館の休館日、特別整理期間はお休み

多賀城市総合体育館
多賀城市下馬5丁目9-3
022-365-1918/1911
※開館日や料金などは直接
　お問合せください

多賀城市市民プール
多賀城市伝上山2丁目6-6
022-365-3232
※開館日や料金などは直接
　お問合せください

多賀城市市民活動サポートセンター(たがさぽ)
多賀城市中央2丁目25-３
月～土曜日 9:00～21:30　日曜祝日 9:00～17:00
毎週水曜日休館（水曜日が祝日の場合はその翌日が休館）
022-368-7745

総合体育館多賀城市立図書館

　一般用と幼児用の温水プールがあります。幼
児（3歳以上でおむつが取れてから)1人につき、
保護者1名の付き添いが必要です。

市民プール

　「もっとまちを良くしたい！」「地域にある困
りごとを解決したい！」という想いをもって活
動している人・団体（ＮＰＯ、ボランティアグル
ープなど）を応援する「地域づくり」の拠点施
設です。

　多賀城周辺で市民
活動やボランティア
活動を行っている団
体の情報収集や、これ
から地域で何か始め
たい方からの活動立
ち上げ・運営の相談も
受け付けています。

たがさぽ
多賀城市市民活動サポートセンター

マット運動、トランポリン、リズム体操などを体験
する親子体操教室(参加料あり)があります。

館内に多賀城市スポーツ少年団
の事務局もあります

キッズ水泳スクール
（月の会費あり）
もありますよ！

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

仲間づくり

情報収集

サークル活動
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地域の
子育て応援サポーター

　子育て中は、「どうしよう…」と悩むこと
があります。
　体験や交流、ときには相談ができる、地
域の居場所や頼れる人を紹介します。

訪問産後ケア Hug mom smile
                     （産後ドゥーラ）

　家事や育児はもちろん、ママの産前産後の
生活や、その日の気持ちに合わせたお手伝い
をします。
◆問合せ
　電　話：090-7566-7684
　e-mail:doula-yukiko@yahoo.co.jp

家庭教育支援チーム  あんだんて
　保護者の「学び」と「育ち」を応援し、安心
して子育てや家庭教育が行えるように、相談
に乗ったり、地域とのつながりや関係機関へ
のつなぎのお手伝いをしています。
　有償でご自宅での託児も行います。
◆問合せ
　電　話：090-7665-7437

母も子も笑顔になれるリズム体操×ベビーマッサージ教室
まんどろスマイル

（リズム体操×ベビーマッサージ）

Happiness
（赤ちゃんヨガ＆ベビーマッサージサロン）

　寝つきがよくなるベビーマッサージ。
楽しく癒される時間を過ごしませんか♪
赤ちゃんが動き始めても参加できます
◆問合せ
　電　話：090-2985-3810
　e-mail:ｍandoro_smile@yahoo.co.jp

家庭文庫（絵本図書室）
「ちいさいおうち」

　自宅の一室と蔵書を開放して絵本との時
間を楽しんでもらっています。
　読み聞かせ、絵本の貸し出し、おはなし会
をしています。
　赤ちゃんから楽しむことが
できますよ。
◆問合せ
　電　話：090-6224-8931
　Blog:https://ameblo.jp/tiisaiouti116/

たんぽぽこども造形教室
　3才から12才までの
お子さんのための造形教室です。
　ゆったりわくわく・・・描いたり作ったり、
ときにはおやつづくりもするよ！
◆問合せ
　電　話：090-2279-7110
　ホームページ:https://twig71.wixsite.com/tanpopo

赤ちゃんほっとステーション
おむつの交換場所、調乳用のお湯を提供できる施設です。
外出した際、お気軽にご利用ください。

このサービスが利用できます！

お気軽にご利用ください。お気軽にご利用ください。

授乳場所

宮城県多賀城市

調乳用お湯たがじょう
子育て応援キャラクター
すくっぴー

おむつ替え場所

赤ちゃんほっとステーション赤ちゃんほっとステーション赤ちゃんほっとステーション
登録施設一覧

このステッカーが目印です →

◆問合せ
　e-mail：hap331@yahoo.ne.jp

ママって楽しい！が増えるベビー
マッサージ。楽しくなる子育て期を
過ごしましょう♪

Instagram

「さいえんじこども文庫」
　お寺の境内にある文庫。子どもから大人ま
でどなたでもご利用頂けます。毎月の開館日、
催しの日程はホームページを
ご確認ください。
◆問合せ
　電　話：022-362-4672
　ホームページ：www.saienji.jp

「サーラ文庫」
　絵本の楽しさを再発見！
　親子でゆったり、おとなも絵本に癒されます
よ。文庫は自宅の一室を開放し、絵本の読み聞
かせ、本の貸し出しと折り紙や小物つくりも。
　気軽にお越しください。
◆問合せ
　電　話：022-364-2613

詳しくはこちら
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教育・保育施設の種類

認可保育所
就労などのために保
育が必要な世帯の児
童を必要な時間保育
する施設

利用時間
朝から夕方までのほか、
園により延長保育を実施。

利用できる保護者
共働き世帯、求職活動、就学、病気な
どの事情で保育が必要な理由がある保
護者

幼稚園
幼児教育を行う
施設

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園
により午後や土曜日、夏休みなどの長
期休業中の預かり保育などを実施。
利用できる保護者
制限なし

地域型保育
(小規模、事業所内)

保育所より少人数の
単位で、就労などの
ために保育が必要な
世帯の児童を必要な
時間保育する事業

利用時間
朝から夕方までのほか、
園により延長保育を実施。

利用できる保護者
共働き世帯、求職活動、就学、病気な
どの事情で保育が必要な理由がある保
護者

認定こども園
「幼児教育部分」と
「保育部分」の機能
があり、教育・保育
を一体的に行う施設

0～2さい
利用時間
朝から夕方までのほか、
園により延長保育を実施。

利用できる保護者
共働き世帯、求職活動、就学、病気な
どの事情で保育が必要な理由がある保
護者

3～5さい
利用時間
朝から昼過ぎころまでの教育時間に加
え、保育を必要とする場合には朝から
夕方までの保育を実施。園により延長
保育を実施。

利用できる保護者
制限なし
※就労などの保育が必要な理由が無く
なっても、通い慣れた園に継続して通
うことができます。

0～5さい

0～5さい

3～5さい

0～2さい
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幼児教育・保育の無償化
　幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から開始されました。
　無償化を受けるには、認定の申請が必要な場合があります。制度の詳細や申請書類
等については市ホームページをご覧ください。

・教育時間利用料は満3歳児から無償化の対象となります。
・預かり保育料は、原則、満３歳になって初めての４月１日から３年間が無償化の対象となります。
　ただし、住民税非課税世帯のみ、満3歳児から無償化の対象となります（上限16,300円/月）。

なし

あり

※１　認可保育所（園）、認定こども園（保育利用）、小規模保育事業、事業所内保育事業、
　　　家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）をいいます。

３～5歳児
クラス

はい

いいえ
0～2歳児
クラス

※２　認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業、病(後)児保育事業をいいます。

なし

3～5歳児クラス

0～2歳児クラス

はい

いいえ
あり

◆問合せ
　多賀城市役所（代表）：022-368-1141
　子ども政策課

●対象・無償化金額
　① 幼稚園、認定こども園（幼児教育部分）を利用するお子さん

●認定申請方法
　下記の施設を利用する場合は、認定の申請が必要です。

　② 認可保育所、認定こども園（保育部分）等（※１）を利用するお子さん

　③ ①、②を利用しておらず、認可外保育施設等（※２）を利用するお子さん　

利用施設種別 申請書配布場所 申請書提出先

　私学助成幼稚園
利用（予定）施設 利用（予定）施設で申請を取りまとめます。

（各施設からの案内に従い、提出してください。）幼稚園・認定こども園の
　預かり保育
認可外保育施設等

(企業主導型保育事業含む) 子ども政策課 子ども政策課

・認可保育所、新制度幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業を利用
している場合は、利用申請の際に認定を行っているため、申請は不要です。
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　令和2年4月から、「子育て支援の充実」と「保育の質の向上」を目指して志引保育所と桜木保育
所が“基幹保育所”としてスタートし3年目に入りました。
　地域の親子を対象に、わらべ歌やパネルシアターなどを一緒に楽しんだり、おしゃべりタイム！
などお母さん方と情報交換もできます。また、保育士が、子育て相談にも応じています。
「こんなときどうするの？」育児で困ったときはご相談ください。費用は無料です。
　＜電話番号＞志引保育所：022-368-9887、桜木保育所：022-794-7253
　　※9時30分から16時まで（土日祝日除く） メール相談→

保 育 所 等 一 覧
　市で申請受付をする保育所等の一覧は次のとおりです。

種類
施設名

定員 電話番号 保育標準時間 入所可能
月齢 保育所地域活動事業

所在地

認
可
保
育
所

多賀城市志引保育所
90 022-368-9887

  7時15分～
18時15分 3か月

水遊び、園庭遊びなど
東田中2丁目30-8

多賀城市八幡保育所
90 022-367-5200 園庭遊びや体験遊びなど

八幡2丁目3-13

多賀城市桜木保育所
60 022-794-7253

7時～18時

2か月

体験遊び、製作、行事への参加など桜木2丁目4-2
市営桜木住宅2号棟206

多賀城泉保育園
80 022-362-8926 夏祭り、もちつき会、人形劇、ひな

祭り会など伝上山3丁目10-25

大代保育園
80 022-362-0356 夏祭り、芋煮会など

大代1丁目4-3

浮島保育所
100 022-368-0440 園庭遊び、米粉粘土で遊ぼう会など

浮島2丁目10-1

あかね保育所
100 022-368-9154 水遊び、園庭遊びなど

新田字下207

下馬みどり保育園
60 022-361-3385 園庭遊び、水遊び、保育園見学など

下馬1丁目10-4

多賀城はるかぜ保育園
90 022-368-6870 6か月 園庭遊び、保育園見学など

高橋4丁目1-6

つめ草保育園
60 022-794-8255

2か月

園庭遊び、リズム遊びなど
南宮字町73-3

アルシュ多賀城保育園
60 022-781-9155 保育園児との交流、水遊び、うたの

会など中央2丁目8-1
多賀城駅北ビルB棟２階

鶴ヶ谷保育園
70 022-363-1856

  7時15分～
18時15分

10か月 子育て相談
園庭・保育室、随時開放鶴ケ谷1丁目11-2

くりの木保育園
50 022-794-8845 2か月 園庭開放、食育など

東田中1丁目23-15
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◆問合せ
　多賀城市役所（代表）：022-368-1141
　子ども政策課

保育所
地域活動事業
ってなあに？

　保育所では、子育て支援として、地域の親子（未就
学児）を対象にした地域活動を行っています。
　同年代の在園児と遊び等の体験や保護者同士の交
流を通して、お子さんとの関わり方のヒントが得られ
ることもあります。
　問合せや申し込みは直接各保育所へ
お願いします。

R4年度日程表→

種類
施設名

定員 電話番号 保育標準時間 入所可能
月齢 保育所地域活動事業

所在地

認
定
こ
ど
も
園

多賀城東幼稚園・
あずま保育園 80 022-368-1667 7時30分～

18時30分 6か月 未就園児教室、地域のお祭り参加
浮島1丁目13-5

多賀城バンビの丘こども園
60 022-368-4302 7時～18時

2か月

保育室遊び、園庭遊びなど
＊月曜～金曜の10時から11時まで、
園庭を開放しています新田字北1-3

認定こども園ドリームチルドレン
66 022-290-8833

7時15分～
18時15分

園庭遊び、シャボン玉遊び、製作など
＊毎週木曜日に園庭を開放しています高崎1丁目6-19

笠神認定こども園
75 022-365-6962 保育園での遊び、プレママサロンなど

笠神5丁目10-33

山王こども園
80 022-352-6466 園庭遊び、製作など

＊毎週木曜日に園庭を開放しています山王字山王三区58

せいがん幼稚園
9 022-368-2180 7時30分～

18時30分
3歳児
クラス 園開放、未就園児親子学級

新田字下216

小
規
模
保
育

明月託児所
12 022-364-2564

7時30分～
18時30分

2か月 　　－
明月1丁目7-10

メーデルキッズ保育園
12 022-362-8676

6か月

　　－東田中2丁目40-32
多賀城ロジュマンG棟204号室

おおぞら保育園
12 022-385-7608 7時30分～

18時30分 　　－
高崎1丁目21-1

もりのなかま保育園
多賀城高橋園 12 022-353-9960 7時～18時 3か月 　　－
高橋4丁目19-8

保育園れいんぼーなーさりー
多賀城高橋館 12 022-253-7117 7時15分～

18時15分 2か月 　　－
高橋3丁目4-24

きらり保育園多賀城
12 022-253-6601 7時30分～

18時30分 2か月 　　－
新田字後8-2

保育園ドリームリトルチルドレン
12 022-794-9779 7時15分～

18時15分 2か月 　　－八幡3丁目11-3
ニューわだやビル1階

事
業
所

内
保
育

まめまめ保育園
15 022-766-9101 7時30分～

18時30分 3か月 　　－
桜木2丁目2-22

※日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は休業日です。
※保護者やお子さんの状況により、お預かりの時間が短くなる場合があります。
※保育標準時間を超える時間の預かりとして「延長保育」があります。

※保育所の種類については12ページをご覧ください。
※認定こども園の定員は保育部分の人数です。
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認可外保育施設認可外保育施設

私立幼稚園・認定こども園（幼児教育部分）

施設名 所在地 電話
土日祝日の保育

一時預かり
土 日・祝

いちご保育園 栄1丁目5-18 022-362-4449 ○ × ○
（P17参照）

にじっこ園 笠神3丁目12-3 022-209-4166 × × ○
（P17参照）

せいがん保育園 新田字下216 022-368-2180 × × ×

六丁目農園ほいくえん 中央2丁目5-3 022-357-0974 ○ × ×

鈴の花保育園 町前2丁目3-30 022-794-9179 ○ × ○
（P17参照）

多賀城コアラ保育園 町前3丁目1-36 022-363-0628 ○ × ○
（P17参照）

※入園や一時預かりについては、各保育施設へお問合せください。
※せいがん保育園、六丁目農園ほいくえん、鈴の花保育園、多賀城コアラ保育園は
　企業主導型保育事業所です。

種類 幼稚園名 所在地 電話
預かり保育

平日 土曜日

※
私
立
幼
稚
園

東北学院幼稚園 高崎3丁目7-7 022-368-8600 ○ ×

桜木花園幼稚園 桜木3丁目5-7 022-363-0515 ○ ×

八幡花園幼稚園 八幡字庚田54 022-389-2188 ○ ×

柏幼稚園 大代5丁目17-50 022-362-0732 ○ ○

多賀城高崎幼稚園 城南2丁目21-1 022-368-5975 ○ ○

★
認
定
こ
ど
も
園

多賀城東幼稚園・
あずま保育園 浮島1丁目13-5 022-368-1667 ○ ○

多賀城バンビの丘
こども園 新田字北1-3 022-368-4302 〇 〇

認定こども園
ドリームチルドレン 高崎1丁目6-19 022-290-8833 ○ ○

（預かり保育無償化
  認定者のみ対象）

笠神認定こども園 笠神5丁目10-33 022-365-6962 × ×

山王こども園 山王字山王三区58 022-352-6466 ○ ×

せいがん幼稚園 新田字下216 022-368-2180 ○ ×

※公立の幼稚園はありません。送迎バスは全ての私立幼稚園にあります。
★認定こども園は、幼児教育部分は直接園へ申込み、保育部分は市役所子ども政策課へ申込みします。
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一時預かり保育

病児・病後児保育

　入院・通院・出産・介護・冠婚葬祭・リフレッシュ・ボランティア活動・学校行事・
パート・自営業の繁忙期・就労等、理由を問わずご利用いただけます。各施設に直接持
ち物を確認し、利用希望日の1か月前から2週間前までに余裕をもってお申込みください。

　保育所等や小学校に通う児童が、病気（当面病状の急変が認められない場合）又は病
気やけがの回復期にあり集団生活が適当ではなく、保護者の仕事の都合で家庭での保育
が困難な場合に保育や看護を行います。利用方法は直接施設にお問合せください。

施設名 対象者 保育時間等 利用料金
①ファミリー・サポート・
　センター

概ね生後2か月から
小学6年生

⑴月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで　600円
⑵土曜日・日曜日、祝日及び年末年始、
　上記⑴以外　700円

②子育てサポートセンター
　（すくっぴーひろば）

生後6か月から
就学前までの
乳幼児

９時～16時30分
※水曜日（祝日は除く。）、
　祝日の翌日、年末年始は休館

市民の方　1時間700円
               （以降30分毎350円）
市外の方　1時間800円
　　　　　（以降30分毎400円）

③浮島保育所 概ね1歳から
就学前までの
乳幼児

平　日　８時30分～17時
（半  日  ８時30分～12時30分）
土曜日　８時30分～12時30分

一日2,000円　半日1,000円
（給食なしは300円差し引きます。）
布団利用希望一日100円　
雑費一日100円（多賀城バンビの丘こども園のみ。）④多賀城バンビの丘こども園

⑤にじっこ園

16ページの認可外保育施設へお問い合わせください。
⑥いちご保育園
⑦鈴の花保育園
⑧多賀城コアラ保育園
①～②は6ページの子育てサポートセンター（ファミリー・サポート・センター事務局）へお問合せください。
③～④は14ページの保育所等一覧をご確認ください。

●病後児保育
施設名 電話番号 対象者 保育時間 利用料金 その他所在地

下馬みどり保育園
022-361-3385

1歳から
小学3年生
まで

8時～18時
土曜日は
8時～17時

4時間未満 1,000円
　　  一日 2,000円
※生活保護世帯は免除

日・祝日、年末年始は
お休みです。
定員は3名です。
事前登録が必要です。下馬1丁目10-4

●病児保育（多賀城市内で病児保育を実施している施設はありません。）
施設名 電話番号 対象者 保育時間 利用料金 その他所在地

済生会こどもクリニック
こどもケアルーム 022-293-1285 6か月から

小学生まで 8時～18時
一日　3,300円
※利用時間による割
引はありません

土日祝日・年末年始・
お盆はお休みです。
事前登録が必要です。仙台市宮城野区東仙台6丁目1-1

きゃんばすmini
陸前高砂保育園+M 022-388-5001 6か月から

未就学児まで 9時～17時
一日　2,000円
（食事代込み）
※利用時間による割
引はありません

土日祝日・休園日・年
末年始はお休みです。
定員は5名です。
事前登録が必要です。
（登録料3,000円、き
ょうだい2人目以降は
1,500円。１回のみ。）仙台市宮城野区福室2丁目6-21

もりのなかま保育園
中野栄園病児保育室 080-7483-5472 3か月から

小学生まで
9時～
17時30分

一日目　1,000円、
二日目以降　500円
※利用時間による割
引はありません

土日祝日・12月29日～
1月3日はお休みです。
定員は3名です。
事前登録が必要です。仙台市宮城野区出花3丁目28-6

ファミーユ中野108
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児童発達支援

わたしたちの目標
　発達の面でほかの子と少し違う、いわゆる〝気になる子〟や障害の
ある子にとって、育てられる環境はとても重要です。地域や社会との
関わり合いを通じて、心身ともに健やかに成長することでより良い社
会生活を自ら営む力が育まれます。地域療育の中核を担う施設として
「療育」を総合的に提供しながら、豊かに伸びていく可能性を秘めて
いる子ども一人ひとりが、今をもっと良く生き、望ましい未来を作り
だしていけるようサポートします。

　集団生活での遊びや個別の訓練により、生活習
慣の基礎を作り、社会性を身につける支援を行い
ます。専門職（心理士、言語聴覚士、作業療法
士）による養育支援も行います。

◆一日の流れ
  9:30　登所
10:00　朝のおあつまり
　　　  お着替え
　　　  運動（全クラス合同）
　　　  お着替え
　　　  活動（クラス）
11:30　給食
　　　  自由活動又はお昼寝
13:00　活動（クラス）
13:45　帰りのおあつまり・身支度
14:00　降所

◆年間行事
●誕生会（毎月）・避難訓練
●はじまりの会
●遠足・運動会
●七夕・冬のおたのしみ会
●豆まき会・ひな祭り
●お別れの会
※この他にご家族向けの
　勉強会を開催します

単独通園（定員30名） 相談支援
　お子さんの発達に関することなどの相談を行い、
お子さんの状況を把握し、必要な支援へとおつな
ぎします。専門職（心理士・言語聴覚士・作業療
法士）による専門相談も行います。

◎相談申込みの流れ
事前にお電話で相談申込みをしていただき、
相談日のご予約をお願いいたします。
【☎（専用）022-365-2861】

利用料金について（補足）
利用者負担の上限額 該当※児童発達支援※保育所等訪問支援

設置主体（施設管理主体）/多賀城市
事業運営主体/一般社団法人 宮城県手をつなぐ育成会

〒985-0872 宮城県多賀城市伝上山一丁目1番3号
［代表］☎022-365-2752/Fax022-365-2863
［相談専用］☎022-365-2861（土・日・祝日はお休みとなります）

おひさまひろば
　親子通園により、小集団での遊びなどを通して、
お子さんの発達を促します。保護者の方には、お
子さんの成長を促すためのアドバイスを行います。

親子通園

保育所等訪問支援
　保護者からの要望に応じて、専門の職員が保育
所や幼稚園などを訪問し、お子さんの状況に応じ
た専門的な療育や先生方への助言指導などを行い
ます。

児童発達支援センター児童発達支援センター

対　　象
心身の発達に障害を有し、または発達等に遅れ
がある概ね2歳から小学校就学前の児童で、障害
児通所受給者証の交付を受けた方

開園・時間 月～金 9:30 ～ 14:00
登降園方法 送迎有（停留所方式）
給　　食 有

利用料金
有料（1日1,000円程度〈要件により加算あり〉。
その他に給食費などの実費負担分があります）
※所得によって利用者負担の上限があります

対象 内容 利用時間 利用料金

基本
相談

発達等に不
安のある児
童（18歳未
満）と、そ
のご家族

相談の窓口になります。
相談員が相談をお受けし
ます。
専門相談員をご希望の方
もまずはこちらでお受け
します。
☎（専用）022-365-2861

8:30 ～
17:15 無料

専門
相談

基本相談でお受けした内
容によって、相談内容に
適した専門職（心理士、
言語聴覚士、作業療法士）
による相談を行います。

計画
相談

お子さまの状況やご家族
の意向等を踏まえて、必
要なサービスを利用する
ための計画を作成します。

巡回
相談

保育所・幼
稚園の先生
方

専門職（心理士、言語聴
覚士、作業療法士）が保
育所などに訪問し、先生
方にお子さんや保護者と
のかかわり方などについ
て助言指導を行います。

訪問する施設
で、児童が集
団生活を営む
時間内

無料

対　　象 発達等に不安のある小学校就学前の児童および
その保護者

開園・時間 月～金 9:30 ～ 11:30
登降園方法 保護者と同伴
給　　食 －
利用料金 無料

対　　象
保育所・幼稚園などに在籍し、心身の発達に障害
を有し、または発達等に遅れがある児童で、障
害児通所受給者証の交付を受けた方

開園・時間 訪問する施設で、児童が集団生活を営む時間内

利用料金 有料（1日1,700円程度）
※所得によって利用者負担の上限があります

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市民税所得割額が28万円以上の世帯 37,200円

※一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。
※幼児教育・保育の無償化の対象となります。対象期間は、満3歳になって
初めての4月1日から3年間です。
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子育て家庭への支援

そ　の　他

多賀城市役所（代表）
電話：022-368-1141
子ども政策課
子ども家庭課
健康長寿課
社会福祉課　
国保年金課

0歳から中学校修了前の児童を
養育されている方への手当です。
支給額は、年齢やお子さんの
人数によって異なります。

●児童手当●
ー子ども政策課ー

自立相談支援窓口
ー社会福祉課ー

0歳から18歳になる年度末まで、
医療機関や調剤薬局でかかった
自己負担額を助成します。
※令和４年10月１日からは
  所得制限がなくなります

●子ども医療費助成●
ー国保年金課ー

特定不妊治療を受けているご夫婦の経済的
負担を軽減するため、高額の医療費がかかる
特定不妊治療費の一部を１回に限り助成します

※治療開始期間の初日が令和4年3月31日
以前にあった方が対象です。

●特定不妊治療費助成事業●
ー健康長寿課ー

　生活相談（衣食住、健康、子育てや家
庭内の困りごとなど）や、就労相談（求
人情報の提供、履歴書の書き方や面接の
アドバイス）、ひきこもりなどについて、
専門の相談員が相談支援を行います。
※生活保護を受けている方は相談の対象
となりません。
8：30～17：15　※土日・祝日を除く

家庭児童相談
ー子ども家庭課ー

　家庭内での暴力や人間関係、子ども
の養育や子育ての悩みについて相談支
援を行います。
　児童虐待の相談や通報の窓口にもな
っています。
　「虐待かも」と思ったら迷わず連絡
ください。あなたの一言が子どもと親
を救うきっかけになるかも知れません。
※連絡をした方の秘密は守られます。
8：30～17：15　※土日・祝日を除く

　中央公民館では、主催・共催を含めて様々な
事業を実施しています。
　「子育て支援講座」「心や体のリフレッシュ」
「自己啓発」など、講座やイベントに参加して
みませんか。

中央公民館・市民会館（文化センター）
多賀城市中央2丁目27-1
月曜日、祝日の翌日休み
電話：022-368-0133
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ひとり親家庭への支援

多賀城市役所（代表）
電話：022-368-1141
子ども政策課　
国保年金課

●児童扶養手当●
ー子ども政策課ー

　親にとって、日常生活で子どもの成長を感じる
ことは、とてもうれしいことです。
　一方、経済面や育児で悩みや不安を感じるこ
とは誰にでもあり、特にひとり親となられた方は、
より不安に感じられることもあるのではないで
しょうか。
　皆さんが抱える悩みや不安を解消し、サポート
していくため、様々な取り組みを行っています。
　ぜひ、相談窓口（P3）をご活用ください。

ひとりで悩まず、相談してみませんか？

　0歳から18歳になる年度末までの児
童を養育されているひとり親家庭への
手当です。
　支給額は、所得やお子さんの人数に
よって異なります。
　所得制限があります。
　遺族年金や障害年金等を受け取って
いる場合には支給制限があります。

ー国保年金課ー
　ひとり親家庭の母または父と、その
家庭の児童が、医療機関や調剤薬局の
窓口でかかった1か月分の自己負担額
が下記の額を超えた場合に、超えた分
を助成します。
　所得制限があります。
　入　院：1か月につき2,000円
　入院外：1か月につき1,000円

●母子・父子家庭医療費助成●

ー子ども政策課ー
　ひとり親家庭の母または父が、看護
師や保育士等の専門的な資格を取得す
るために、指定された養成機関で1年
以上修業し、一定の要件を満たす場合
に、給付金を支給します。
（事前相談が必要です）

●高等職業訓練促進給付金●

ー子ども政策課ー
　ひとり親家庭の母または父が、ハロ
ーワークが指定する教育訓練講座を受
講、修了し、一定の要件を満たす場合
に、受講にかかった費用の一部を支給
します。（事前相談が必要です）

●自立支援教育訓練給付金●

ー子ども政策課ー
　児童扶養手当を受給している
方やその世帯の方が、通勤する
ための定期券を3割引で購入す
ることができます。

●ＪＲ通勤定期券の割引●
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障害のある子どもへの支援 多賀城市役所（代表）
電話：022-368-1141
子ども政策課
介護・障害福祉課　
国保年金課
教育総務課

●特別児童扶養手当●
ー子ども政策課ー

　特別な支援を必要とするお子さんの就学先を決定するまでの流れや手続きにつ
いて、毎年5月に説明会を実施しています。
　なお、相談は、随時教育委員会（教育総務課）で受け付けていますのでお問合せ
ください。

就 学 相 談

　20歳未満の精神または身体に一定
の障害のあるお子さんを監護・養育し
ている保護者等への手当です。
　支給額は障害の程度によって異なり
ます。
　所得制限があります。

●障害児福祉手当●
ー介護・障害福祉課ー

　日常生活において常時介護を必要と
する重度の障害がある20歳未満の在
宅のお子さんへの手当です。
　所得制限があります。

●自立支援医療（精神通院）●
ー介護・障害福祉課ー

　精神疾患（てんかんを含む）の治療
を受けている方が、外来で保健診療を
受けた際に、医療費（薬剤処方を含む）
の一部を公費で支給します。
　所得制限があります。

●自立支援医療（育成医療）●
ー介護・障害福祉課ー

　身体に障害のある18歳未満のお子
さんが、比較的短期間の治療（手術）
で障害が改善される場合に、医療費の
一部を公費で支給します。
　所得制限があります。

●心身障害者医療費助成●
ー国保年金課ー

　障害者手帳の等級が重い方等が、医
療機関や調剤薬局でかかった自己負担
額を助成します。
　所得制限があります。

ー教育総務課ー
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地域の
子育て応援サポーター

お仕事を頼みたい方は
こちらをクリック！

　子育て中は、「どうしよう…」と悩むこと
があります。
　体験や交流、ときには相談ができる、地
域の居場所や頼れる人を紹介します。

　地域の方々が運営している「こども食堂」をご紹介します！
※コロナ対策のため、活動内容を食品の配布やお弁当の提供にしている場合
がありますので直接お問合せください。

　子育てをしているご家庭で“掃除、洗濯、調理、子供の遊び相手、子供の送迎（徒歩による）、留
守番”など、様々なご要望に対応させていただきます。お手伝いに当たっては、利用者のご自宅等で
のお手伝いになります。なお、留守番は小学生以上のお子さんに対応しております。

　民生委員・児童委員は、それぞれが担当する地域で、生活上のさまざまな
相談に応じ、適切な支援への「つなぎ役」と、「地域の見守りや安否確認」などをしています。
　主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。
　お住まいの地区担当の民生委員・児童委員、主任児童委員についてはお問合せください。

シルバー人材センター

民生委員・児童委員／主任児童委員

◆問合せ
　多賀城市シルバー人材センター
　多賀城市中央２丁目２５番１号
　電話：022-368-2350　FAX：022-368-4259
　e-mail　tagajo.sjc@gaea.ocn.ne.jp

◆問合せ
　多賀城市役所（代表）：022-368-1141　社会福祉課

活動内容 団体名 活動日時 活動場所 対象者・1回あたりの料金 問合せ先

食品の提供等 高崎こども食堂
らっこ広場

第3・第4火曜日
14時～18時30分
＊ホームページ、twitter
　でご確認ください

高崎3丁目
（ゆうやけ薬局の裏）

多賀城市の子育て世帯、無料
（18歳まで） 080-9628-4201

食品の提供等 多賀城
こども食堂

第１・第３金曜日
17時30分～18時30分

みやぎ生協
多賀城店内

生活保護、児童扶養手当、就学援助を
受けている世帯等の小学生～高校生ま
でのお子さんと保護者、無料

022-781-5576

食品の提供等 こども食堂
多賀城わーど 不定期、要問合せ

八幡4丁目
（末日聖徒イエス・
キリスト教会内）

中学生までのお子さんと保護者
無料（要予約） 080-1150-0870

利用方法 利用料金
利用者の名前、住所、連絡先、お子さんの人数、年齢
と利用したい時間帯、内容を電話またはメール等でご
注文ください。

７時～17時　１時間あたり　880円
７時前または17時以降：１時間あたり　1,100円
利用料金は、後日事務局より請求書を郵送いたします。
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市 内 の 小 学 校

　小学校へ入学する予定のお子さんは、入学前に就学時健康診断
を受けることになります。
　教育委員会がお子さんの心と体の状況を把握し必要なアドバイ
スなどを行うために、健康診断や面接などを、小学校単位で実施
します。

多賀城市役所（代表）
022-368-1141
教育総務課

●就学時健康診断

入学準備 

　経済的な理由で、小学校・中学校に通うお子さんの就学に困っている保護者の方に、
学用品費や学校給食費などの一部を援助する制度です。

　多賀城市内に住所を有し、本市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の
保護者で、次のいずれかに該当する世帯の方
　・生活保護世帯
　・市民税が非課税である世帯（世帯全員が非課税）
　・児童扶養手当を受給している世帯（原則、全額支給の方）
　・生活福祉資金の貸付を受けている世帯
　・国民年金の掛金が免除されている世帯
　・国民健康保険の保険料が減免されている世帯
　・個人の事業税・固定資産税が減免されている世帯
　　（ただし、家屋新築による固定資産税の減免は対象外）
　・東日本大震災に伴う被災世帯（大規模半壊以上）
　・その他の経済的理由

●対象者

就学援助制度

学校名 所在地 電話 ＦＡＸ

多 賀 城 小 学 校 伝上山1丁目1-1 022-362-2551 022-363-0621

多賀城東小学校 笠神5丁目8-1 022-362-2621 022-364-1220

山 王 小 学 校 新田字北320 022-368-9101 022-368-9102

天 真 小 学 校 鶴ケ谷2丁目21-1 022-363-0396 022-364-1226

城 南 小 学 校 城南1丁目17-1 022-368-2111 022-368-2112

多賀城八幡小学校 八幡字六貫田172 022-368-1007 022-368-1009
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●開所時間
　・平　日：授業終了後から18時まで（延長利用の場合は19時まで）
　・土曜日：8時から18時まで
　・学校の休業日など：8時から18時まで（延長利用の場合は19時まで）
　※延長利用は事前申請が必要です。

●休所日
　・日曜・祝日及び年末年始

●使用料（児童１人あたり）
　・通常使用分：月額3,000円
　・延長使用分：月額1,000円
　・長期休業のみ使用の場合、春休み（年度始め）・秋休み・冬休み・春休み（年度末）は
　　各1,000円、夏休みのみ3,000円。
　　※減免制度もあります

●申請書配付・申込・問合せなど

多賀城市役所（代表）
022-368-1141
子ども政策課

　授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ること
を目的として実施しています。
　登録できるのは、児童の要件（集団生活ができる、身辺自立ができる等）と、保護
者等の同居家族の要件（就労している、病気等）を満たす場合になります。
　市内に住んでいる小学1年生から小学6年生が利用できます。

　授業の 了後後等終了 に適切な遊びび及び生活の場を提供し、児
をを目的としてとし 実施実施 すしています。
登録登 できるのはは 児童児童のの要件（集団生活ができる 身辺

放課後児童クラブ

クラブ名 申請書配付・申込・問合せ 受付時間

多賀城小学校放課後児童クラブ
鶴ヶ谷児童館

鶴ケ谷１丁目10-５
022-362-0763 9時～16時30分

※日曜・祝日及び
　年末年始を除く

多賀城東小学校放課後児童クラブ

天真小学校放課後児童クラブ

山王小学校放課後児童クラブ
西部児童センター

新田字下１-１
022-368-4142

城南小学校放課後児童クラブ

多賀城八幡小学校放課後児童クラブ
・使用開始希望日によって申請の締切日が異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
・継続して使用を希望する場合でも、毎年度申請が必要です。

夜間・休日の急病・救急案内

受診のタイミングについて

受診に迷ったら、、、

　夜間や休日などの診療時間外にお子さんが体調を崩した際など、どう対応したら
よいか迷うこともあると思います。情報を整理しておきましょう！

　あわてて病院に受診する前に、お子さん
の全身状態をよく観察しましょう。
　発熱、咳、下痢、嘔吐などの症状があっ
ても食欲があり機嫌が良ければ、様子を見
ていてよい場合があります。
　反対に主な症状は無いのに、ぐったりし
ている時、また、３か月未満の赤ちゃんが
発熱したときはすぐに受診しましょう。

●つくば中毒１１０番
　０２９-８５２-９９９９
　（９時～２１時　365日対応）
●大阪中毒１１０番
　０７２-７２７-２４９９
　（24時間　365日対応）
●たばこ専用回線
　０７２-７２６-９９２２
　（24時間　365日対応
　　　　テープによる情報提供）

　受診する場合は小児科へ行きましょう。
普段お子さんをみている人以外の方が連れ
て行く際に病状などが説明できない場合が
ありますので、受診前に下記を確認しまし
ょう。　
（医師へ説明のポイント）
　●どんな症状がいつからあるのか
　●最初の症状と、時間とともに
　　どう症状が変化したか
　●家庭で実施した対処法

上手なお医者さんへのかかり方

♦休日の診療

♦タバコや洗剤、医薬品等の誤飲

応） こんなときも
あわてず
お電話を

みやぎのお医者さんガイド

普段から、かかりつけを
決めておきましょう！

宮城県こども夜間安心コール 塩釜地区休日急患診療センター

休日救急歯科診療

連 絡 先

相談時間

内　　容

料　　金

毎日19時～翌朝８時

看護師が電話で相談に応じます

相談無料（通話料のみかかります）

●プッシュ回線の固定電話・携帯電話
　→♯8000
●プッシュ回線以外のお電話からは
　→022-212-9390

診療日 受付時間 診療時間 診療科目

内科、
小児科9時～17時

8時45分～
　11時30分
13時～
　16時30分

日曜・休日
（国民の祝日）
年末年始

（12月31日～1月3日）

土曜日
（休日に当る日を除く）

問合せ　所在地:塩竈市錦町7-10　電話022-366-0630

管内（2市3町）の歯医者さんが、当番制で対応しています。
当番医は広報・多賀城市ホームページでご確認ください！

18時30分～
21時30分

小児科
（15歳まで）19時～22時


