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子育て子育て子育て子育て便利帳便利帳便利帳便利帳は、すくすくネットかしわざきは、すくすくネットかしわざきは、すくすくネットかしわざきは、すくすくネットかしわざき・柏崎市ホームページ・柏崎市ホームページ・柏崎市ホームページ・柏崎市ホームページからからからからご覧になれます。ご覧になれます。ご覧になれます。ご覧になれます。    

ぜひぜひぜひぜひご活用ください。ご活用ください。ご活用ください。ご活用ください。    
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子育ては喜びでいっぱいです子育ては喜びでいっぱいです子育ては喜びでいっぱいです子育ては喜びでいっぱいです    
 

 

子育てに心配はつきもの。でも、みんな一緒です。子育てに心配はつきもの。でも、みんな一緒です。子育てに心配はつきもの。でも、みんな一緒です。子育てに心配はつきもの。でも、みんな一緒です。    

子どもの笑顔に癒されて、子どもの成長に充実感を覚え、子どもの笑顔に癒されて、子どもの成長に充実感を覚え、子どもの笑顔に癒されて、子どもの成長に充実感を覚え、子どもの笑顔に癒されて、子どもの成長に充実感を覚え、

一歩ずつ親子そろって大きくなっていくものです。一歩ずつ親子そろって大きくなっていくものです。一歩ずつ親子そろって大きくなっていくものです。一歩ずつ親子そろって大きくなっていくものです。    

柏崎市は、子育て真っ最中のお母さん・お父さんを柏崎市は、子育て真っ最中のお母さん・お父さんを柏崎市は、子育て真っ最中のお母さん・お父さんを柏崎市は、子育て真っ最中のお母さん・お父さんを    

応援しています。応援しています。応援しています。応援しています。    

 

「かしわざキッズ」の元気と

笑顔を写真でお届けします。 

困ったり悩んだときは、

こちらのＱ＆Ａを確認し

てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.kashiwazaki-kosodate.net/ 

イベント告知・報告・ 

お知らせコーナー!! 

 

妊娠中～中学・高校生

まで、年齢別に検索で

きます。 

誕生日を入力すると、 

予防接種と乳幼児健診の

日程を確認できます。 

施設の住所や位置が分かり

ます。お出かけ前にチェッ

クしてください。 

柏崎市のさまざまな子

育て制度や情報が載っ

ています。 

柏崎市の子育て 

情報発信中。 

見てくれゴン!! 

イベント情報・予防接種・

乳幼児健診の日程を、

Google カレンダーに連携

できます。 
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１ 母子健康手帳の交付 

２ 妊産婦医療費助成 

３ 出産前のパパママセミナー 

４ 妊婦一般健康診査 

５ 特定不妊治療費助成事業 

 

    

１ 出生届 

２ チャイルドシートの貸し出し 

３ 児童手当 

４ 子どもの医療費助成 

５ こんにちは赤ちゃん訪問 

６ すくすく広場 

７ ２歳児子育てと歯科相談 

８ 養育支援事業 

９ 未熟児養育医療給付 

１０ 自立支援医療（育成医療）給付 

１１ 子育て相談 

１２ ＢＰ（ベビープログラム）講座 

１３ 男性の育児休業取得促進事業 

１４ 指定ごみ袋無料配布 

 

    

１ 予防接種 

２ 乳幼児健診 

 

 

１ 保育園 

２ 幼稚園・認定こども園 

３ 一時保育 

４ 休日保育 

５ 柏崎市ファミリー・サポート・センター 

６ 子育て短期支援（ショートスティ） 

７ フォンジェ内 一時預かり ちびっこ館 

８ 病児保育室 ムーミンハウス 

９ 病後児保育室 ぴっころ 

１０ 児童クラブ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各種制度は、年度途中で 

変更になる場合があります。 

    もももも        くくくく        じじじじ        

１ ジャングルキッズ（元気館内） 

２ 子育て支援室 

３ 地域の子育て支援の場 

４ 子育て支援施設に関する苦情の申し出 

 

 

 

１ 早期療育事業 

２ 福祉サービス 

３ 特別児童扶養手当 

４ 障害児福祉手当 

    

 

１ 児童扶養手当 

２ ひとり親家庭等日常生活支援事業 

３ ひとり親家庭等医療費助成 

４ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

５ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 

６ 柏崎市高等職業訓練促進給付金等事業 

 

 

 １ 新入学 

 ２ 就学援助 

 ３ 転校手続き 

 

 

 

１ 私立保育園 

２ 幼稚園・認定こども園 

３ 市立保育園 

４ 児童館 

５ 子育て支援室 

６ 地域の子育て支援の場 

７ 児童クラブ 

８ 小学校 

９ 中学校 

１０ 特別支援学校 

１１ 乳幼児の定期予防接種委託医療機関 

１２ 医療機関 

（病院・診療所・歯科診療所・休日夜間診療） 

１３ 行政などの関係機関 

１４ 親子で楽しめる施設 

ⅡⅡⅡⅡ    赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから                                ----５５５５----    

ⅠⅠⅠⅠ    妊娠から妊娠から妊娠から妊娠から赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで    

----４４４４----    

ⅢⅢⅢⅢ    お子さんの健康のためにお子さんの健康のためにお子さんの健康のためにお子さんの健康のために                                ----９９９９----    

ⅣⅣⅣⅣ    入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど                        ----１１１１１１１１----    

ⅤⅤⅤⅤ    親子の集いの場親子の集いの場親子の集いの場親子の集いの場（（（（主に乳幼児向け主に乳幼児向け主に乳幼児向け主に乳幼児向け））））    ----１５１５１５１５----    

ⅥⅥⅥⅥ    成長や発達に不安のある成長や発達に不安のある成長や発達に不安のある成長や発達に不安のある    

お子さんのためにお子さんのためにお子さんのためにお子さんのために                                        ----１６１６１６１６----    

ⅨⅨⅨⅨ    子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧    

----２１２１２１２１----    

ⅦⅦⅦⅦ    ひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのために                ----１８１８１８１８----    

ⅧⅧⅧⅧ    小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校                                                        ----１１１１９９９９----    



－４－ 

 

    

    

【【【【    １１１１    母子健康手帳の交付母子健康手帳の交付母子健康手帳の交付母子健康手帳の交付    】】】】    

 

医療機関を受診し妊娠届出書（証明書）が発行されたら、住民票のある市町村で早めに母子健康手帳の交付を

受けましょう。併せて、妊婦健康診査受診票および、該当者に妊産婦医療費助成受給者証を交付します。 

 母子健康手帳は、妊娠中の経過や出産時の状況、お子さんの成長・発達や予防接種の記録などを記入するもの

です。就学後も役立ちますので、大切にご活用ください。 

●交付曜日・時間・・・月～金曜日 8：30～17：15（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●持ち物・・・妊娠届出書（証明書）、健康保険証、印鑑、マイナンバーカード又は通知カード 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

【【【【    ２２２２    妊産婦医療費助成妊産婦医療費助成妊産婦医療費助成妊産婦医療費助成    】】】】    

 

健康保険証、妊娠証明書もしくは母子健康手帳、印鑑を持参し申請してください。受給者証を交付します。  

この制度は、定期健診以外で保険証を使って治療を受けた場合に助成の対象となります。産婦人科での治療（貧

血、切迫流早産での入院、帝王切開など）のほか、風邪や歯の治療を受けた場合も助成対象となります。 

●助成額・・・ 

■①医療機関の場合      ※１    ※２ 

（支払った医療費）—（一部負担金＋附加給付金） × １／２ 

②調剤薬局の場合 

（支払った医療費） × １／２   （一部負担金は引きません） 

※１ 一部負担金    

通院……１回   ５３０円    （同一の医療機関では月5回目以降一部負担金は引きません） 

入院……１日 １，２００円  

※２ 附加給付金   

それぞれの健康保険組合及び共済組合独自の給付制度で給付額は加入している保険により異なります。 

 ■減額された入院時食事療養費の半額（標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ） 

●受給期間・・・妊産婦医療費助成を申請した翌月の１日から出産した日の翌月末までの診療分 

●助成申請期間・・・医療を受けた月の末日から６か月以内 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317 

    

【【【【    3333    出産前のパパママセミナー出産前のパパママセミナー出産前のパパママセミナー出産前のパパママセミナー    】】】】    

    

 赤ちゃんを健やかに生み育てるために、妊婦さんとその夫を対象として妊娠中の過ごし方や出産の準備、育児

などについての学級を行っています。 

●費用・・・無料 

●持ち物・・・母子健康手帳 

●会場・・・柏崎市健康管理センター 

●日程は、広報かしわざき・柏崎市ホームページ・すくすくネットをご覧ください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

ⅠⅠⅠⅠ    妊娠から妊娠から妊娠から妊娠から赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで赤ちゃんが生まれるまで    



－５－ 

【【【【    ４４４４    妊婦一般健康診査妊婦一般健康診査妊婦一般健康診査妊婦一般健康診査    】】】】    

 

妊娠中に起こりやすい病気などを予防し、母子の健康状態を確認するために健康診査費用を助成します。 

母子健康手帳交付時に健診１４回分の受診票が交付されます。 

※すでに母子健康手帳をお持ちで柏崎市に新たに転入してきた方には、柏崎市の受診票を交付いたしますのでお

問い合わせください。 

※転出した場合には、柏崎市の受診票は使用できません。転入先で残り回数分の受診票を受ける際に、柏崎市の

ものをお渡しください。 

●健診場所・・・県内の医療機関（妊婦健康診査委託医療機関） 

●県外の医療機関や助産所で健診を受ける場合は、柏崎市の受診票は使用できず自費になります。ただし、申請

により健診費用について市が定めた一定金額を上限に還付します。最後の受診日から６か月以内に、健診の領

収証原本、母子健康手帳、預金通帳、印鑑、未使用の受診票を持って、還付の手続きにお越しください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

【【【【    ５５５５    特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業    】】】】    

 

 特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に要した費用の一部を助成します。 

●対象者・・・治療を受けた夫婦で、次のすべてに該当する方 

 ①特定不妊治療以外の治療法では妊娠が見込めないか、極めて少ないと判断された方 

 ②夫婦のいずれかが柏崎市内に住所を有する方 

 ③県事業の助成を受けた方 

●助成内容・・・県事業の助成額を差し引いた額の３分の２（１回あたり10万円を上限とする） 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

 

 

【【【【    １１１１    出生届出生届出生届出生届    】】】】    

 

 子どもの名前が戸籍に記録されます。出生日から１４日以内に届け出てください。 

●届出場所・・・出生地、子の本籍地、または届出人の住所地 

●費用・・・無料 

●持ち物・・・出生証明書（生まれた病院が発行）、届出人の印鑑と健康保険証、母子健康手帳 

●子どもの名に用いる文字は、常用漢字・人名用漢字・平仮名・カタカナに限られています。 

●問い合わせ・・・市民課市民窓口係/TEL２１-2200 

 

【【【【    ２２２２    チャイルドシートの貸チャイルドシートの貸チャイルドシートの貸チャイルドシートの貸し出しし出しし出しし出し    】】】】    

 

 チャイルドシートをクリーニングして、希望する方に貸し出しを行っています。 

●問い合わせ・・・（公社）柏崎市シルバー人材センター/TEL24-2148 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから赤ちゃんが生まれてから    



－６－ 

【【【【    ３３３３    児童手当児童手当児童手当児童手当    】】】】    

 

 次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与するために０歳～中学３年生の子どもを養育している方に手

当を支給します。出生届および転入届の際に手続きをしますので、出生日・転出予定日の翌日から１５日以

内に手続きしてください。 毎年６月に現況届を提出していただきます。 

●支給対象者・・・中学３年生までの子どもを養育している方で、柏崎市に住民登録のある方 

●届出場所・・・柏崎市子育て支援課育成支援係、高柳町事務所、西山町事務所、公務員の場合は勤務先 

●手当月額（子ども一人につき） 

所得制限額未満（月額） ※１ 

３歳未満 １５，０００円 

３歳以上小学校終了前 ※2 
第１子・第２子 １０，０００円 

第３子以降 １５，０００円 

中学生 １０，０００円 

所得制限額以上（月額） ※１ 

一律 ５，０００円 

●支払時期・・・原則として６月、１０月、２月にそれぞれの前月分まで 

●持ち物・・・請求者の健康保険証のコピー（国民年金以外の方のみ）、請求者名義の預貯金通帳、印鑑 

※この他にも書類が必要となる場合があります。 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317 

 

【【【【    ４４４４    子どもの医療費助成子どもの医療費助成子どもの医療費助成子どもの医療費助成    】】】】    

 

お子さんが病気にかかったときの医療費に対して助成を行います。 

健康保険証（赤ちゃんが加入する予定のもの）、母子手帳、印鑑を持参し申請してください。受給者証を交付し

ます。 

●届出場所・・・柏崎市子育て支援課育成支援係、高柳町事務所、西山町事務所 

●受給期間・・・ 通院：中学校卒業まで 入院：高校卒業まで 

●窓口で支払う額・・・ 通院 １回   ５３０円（同一医療機関では月５回目以降無料） 

 入院 １日 １，２００円 

 ※標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、入院時食事療養費の助成が受けられます。 

●県外の医療機関にかかった場合は、後日、そのときの領収証（保険診療点数のわかるもの）、健康保険証、受

給者証、預金通帳、印鑑を持って、医療を受けた月の末日から６か月以内に還付の手続きにお越しください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 所得制限があります。詳細はお問い

合わせください。 

※２ 児童出生順位の数え方 

養育する「１８歳に達した日以降の最初

の３月３１日を迎えるまでの児童（児童

養護施設等に入所の児童を除く）」のう

ち、年長者から順に数えます。 



－７－ 

【【【【    ５５５５    こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問    】】】】    

 

◆こんにちは赤ちゃん訪問［助産師］ 

  ＊出生連絡票（母子手帳の後ろに添付）を記入しお持ちください。（出生届を市外に出す場合は、柏崎市で

児童手当等の手続時にお持ちいただくか、郵送でもかまいません。） 

誕生されたお子さん全員に助産師が訪問します。 

赤ちゃんとお母さんの健康や母乳（ミルク）に関することや、育児の相談を無料でお受けします。新潟県内であ 

れば里帰り先でも訪問できます。また、県外の場合は柏崎に戻り次第訪問します。（時期は応相談） 

●届出場所・・・柏崎市子育て支援課育成支援係、高柳町事務所、西山町事務所 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

◆こんにちは赤ちゃん訪問［主任児童委員］ 

 「おめでとう」の気持ちをこめて、赤ちゃんが誕生したご家庭に地域の主任児童委員が訪問し、子育てに関す

る情報や相談窓口を紹介します。 ◎主任児童委員とは、子どもの生活や子育てについて、相談相手になったり一緒に考えるスタッフです。  

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL47-7786 

 

【【【【    ６６６６    すくすく広場すくすく広場すくすく広場すくすく広場    】】】】 

 

 生後２か月、５か月、１２か月の赤ちゃんと家族を対象に、子育ての学級を行っています。 

●会場・・・柏崎市健康管理センター 

●日程は、広報かしわざき・柏崎市ホームページ・すくすくネットをご覧ください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-421５ 

 

【【【【    ７７７７    ２歳児子育てと歯科相談２歳児子育てと歯科相談２歳児子育てと歯科相談２歳児子育てと歯科相談    】】】】 

 

 ２歳児の子育て相談と、歯科衛生士による歯科相談を行います。 ●会場・・・柏崎市健康管理センター   

●日程は、広報かしわざき・柏崎市ホームページ・すくすくネットをご覧ください。   

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-421５ 

    

【【【【    ８８８８    養育支援事業養育支援事業養育支援事業養育支援事業    】】】】    

 

 双子・三つ子のお子さんを養育している家庭や、病気等で家事が十分に行えず養育が困難な家庭の子育てを支

援するため、家事援助サービス利用料の一部を助成します。 

●申請申し込み・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL47-7786 

●利用申し込み・・・（公社）柏崎市シルバー人材センター/TEL24-2148 

    

【【【【    ９９９９    未熟児養育医療給付未熟児養育医療給付未熟児養育医療給付未熟児養育医療給付    】】】】    

 

 出生時の体重が２，０００g 以下、又はからだの発達が未熟なまま生まれ、指定医療機関の医師が入院養育を

必要と認めた時は、その治療に必要な医療費を市が負担します。ただし、世帯の所得税額等に応じて自己負担が

生じます。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 



－８－ 

【【【【    １０１０１０１０    自立支援医療（育成医療）給付自立支援医療（育成医療）給付自立支援医療（育成医療）給付自立支援医療（育成医療）給付    】】】】    

 

１８才未満のお子さんで、身体の障害を軽減するために指定病院で手術などを受ける必要がある時に医療費の

助成が受けられます。また、補装具の支給もあります。 

●問い合わせ・・・福祉課障害福祉係／TEL21-2234 

 

【【【【    １１１１１１１１    子育て相談子育て相談子育て相談子育て相談    】】】】    

 

◆元気館では、１８歳未満の子育てで悩んでいることや心配ごと、子どもの健康や成長・発達で気になること、

子どもの虐待（疑いを含む）などについて相談をお受けします。保健師・助産師・保育士・家庭児童相談員等が

対応します。 

●受付・・・月～金曜日 8:30～17:15（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

◆助産師の相談日 

 妊娠に関すること、産後の体や赤ちゃんの育児、母乳などについて助産師が相談をお受けします。 

●実施日・・・毎週月曜日 9:00～16:00（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●場所・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

◆こころの相談 

 小学生～成人の方を対象に、いじめ、不登校、発達障害などの相談をお受けします。臨床心理士・専門相談員

が対応します。 

●受付・・・月～金曜日 9:00～17:00（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●問い合わせ・・・こころの相談支援課相談支援係（教育センター内）/TEL32-3397 

 

◆いじめ不登校電話相談 

 小学生～高校生の児童生徒とその保護者を対象に、いじめや不登校について匿名で電話相談をお受けします。

臨床心理士・専門相談員が対応します。 

●受付・・・月～金曜日 9:00～17:00（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●電話・・・（教育センター内）22-4115【愛称：よい いい 子】 

 

◆ひきこもり支援 

 高校生以降を対象に、ひきこもりについての相談や訪問相談、更に関係機関と連携することで解決に向けた支

援を行います。臨床心理士・専門相談員が対応します。 

●受付・・・月～金曜日 8:30～17:15（祝日・振替休日・年末年始を除く） 

●問い合わせ・・・ひきこもり支援センター（教育センター内）/TEL41-6005 

 

◆民生委員児童委員・主任児童委員 

 地区の民生委員児童委員や主任児童委員がいろいろな心配ごとや悩みをお聞きします。 

●問い合わせ・・・福祉課総務係/TEL21-2234  

子育て支援課家庭支援係/TEL47-7786 

 



－９－ 

↑ 

日程など詳しくはこちらで確認できます 

【【【【    １２１２１２１２    ＢＰ（ベビープログラム）講座ＢＰ（ベビープログラム）講座ＢＰ（ベビープログラム）講座ＢＰ（ベビープログラム）講座    】】】】    

 

育児の喜びや困りごと、親としての迷いなどを話し合いながら、これからの子育てに必要な知識を学ぶ、全４

回の参加型プログラムです。 

●場所・・・柏崎市市民プラザ   

●対象・・・生後２～５か月の第一子とその母親 

●受講料・・・１，８６４円（テキスト代含む） 

●問い合わせ・・・文化・生涯学習課学習推進係/TEL20-7500 

    

【【【【    １３１３１３１３    男性の育児休業取得促進男性の育児休業取得促進男性の育児休業取得促進男性の育児休業取得促進事業事業事業事業    】】】】 

 

 男性の育児休業を促進するため、連続5日以上の育児休業を取得した場合、奨励金が支給されます。 

詳しくはお問い合わせください。 

●対象・・・中小企業にお勤めで、子どもが１歳 2か月になるまでに、勤務を要しない日を除く連続５日以上の

育児休業を取得し復帰している男性   

●奨励金額・・・一日5，0００円（上限10万円） ※事業主にも20万円支給されます 

●問い合わせ・・・人権啓発・男女共同参画室/TEL20-7605 

 

【【【【    １４１４１４１４    指定ごみ袋無料配布指定ごみ袋無料配布指定ごみ袋無料配布指定ごみ袋無料配布    】】】】    

 

 ３歳未満児のいる世帯には、負担を減らすため、年２回（４月・１０月）に分けて、指定ごみ袋（小サイズ：

１０㍑）を１人当たり年間で最大１２０枚無料配布します。 

 なお、市民課へ出生届、又は住民異動届を提出することで対象となりますので、申請手続きは不要です。 

●問い合わせ・・・環境課資源循環係/TEL23-5170 

 

 

 

【【【【    １１１１    予防接種予防接種予防接種予防接種    】】】】    

 

柏崎市の定期予防接種は、医療機関で行う個別接種です。          （平成30年4月１日現在） 

◎事前に予約が必要です。接種を希望する委託医療機関［施設一覧表は 23 ページ］への予約は、診療時間

内に行いましょう。 

◎お子さんの接種時期にあわせて、ご自宅へ接種券と予診票を郵送します。 

◎対象年齢内に受けましょう。（対象年齢を過ぎると接種費用は全額自己負担となります。） 

◎里帰り出産等の理由で県外の医療機関で接種する場合は自費接種になりますが、事前に柏崎市から「予防

接種依頼書」の発行を受け、医療機関に提出したうえで自費接種すると、柏崎市から規定範囲内で接種費

用を払い戻します。依頼書の発行は数日かかりますので、事前に子育て支援課家庭支援係（元気館内）へ

ご相談ください。 

 

 

 

ⅢⅢⅢⅢ    お子さんの健康のためにお子さんの健康のためにお子さんの健康のためにお子さんの健康のために    



－１０－ 

種 類 対象年齢 標準的な接種年齢 受 け 方 ワクチンの種類 

Ｂ Ｃ Ｇ 生後12 か月未満 生後5か月～8か月の間 １回 生ワクチン 

Ｂ型肝炎 生後12 か月未満 生後2か月～9か月の間 

全３回 
①生後 2 か月以降②１回目の接種か
ら 27 日以上あける③１回目の接種
から139 日以上あける 

不活化ワクチン 

 
四 種 混 合 
百日せき 
ジフテリア 
破 傷 風 
ポ リ オ 

生後３か月～ 
 ９０か月未満 

初回 生後3か月～１２か月 
20 日以上、標準的に５６日までの間
隔で３回 

不活化ワクチン 

追加 
初回接種終了後 

１２～１８か月の間 
初回終了１２か月経過後に１回 

 
麻 し ん 
風 し ん 

 

生後１２か月～ 
 ２４か月未満 

１期  
1 期・2期にそれぞれ１回ずつ 
計２回 

生ワクチン 
５歳以上７歳未満 

（ 小 学 校 就 学 前 １ 年 間 ） 
２期  

日 本 脳 炎    

生後6か月～ 
 90 か月未満 

初回 3 歳 
６日以上、標準的に２８日までの間
隔で２回 

不 活 化 ワ ク チ ン 追加 4 歳 
標準的に初回接種から１２か月経過
後に１回 

９歳以上１３歳未満 ２期 9 歳 １回 

水  痘 1歳以上3歳未満 

初回 生後12か月～15か月 

初回・追加にそれぞれ1 回ずつ 生ワクチン 

追加 
初回接種終了後 
6～12 か月の間 

二種混合 
１１歳以上 

１３歳未満 
小学６年生 １回 不 活 化 ワ ク チ ン 

子宮頸がん※1 
（ﾋﾄﾊ゚ ﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ） 

12 歳となる年度～ 
16 歳となる年度末 

中学1年生 
全 3 回 製品により接種間隔が異な
ります 

不 活 化 ワ ク チ ン 

種類 接種開始年齢 受 け 方 注 意 事 項 種類 

ヒ
ブ

感
染

症
 

 
※

２
 

生後2か月～ 
7 か月未満 

初回 
27 日以上、標準的に56 日までの間隔を
おいて3 回 間隔があき、初回２回目の接種が生後 12 月

を超えた場合は３回目の接種は行わない。追
加接種は実施可能。※2 不

活
化

ワ
ク

チ
ン

 

追加 
初回の最後の接種終了後 7 月以上、標準
的に13 月までの間隔をおいて1 回 

生後7か月～ 
12 か月未満 

初回 
27 日以上、標準的に56 日までの間隔を
おいて2 回 初回２回目の接種が生後 12 月を超える場合

は行わない。追加接種は実施可能。※3 
追加 

初回の最後の接種終了後７月以上、標準
的に13 月までの間隔をおいて１回 

1 歳以上5 歳未満  １回 － 

小
児

用
肺

炎
球

菌
 

 
※

２
 

生後2か月～ 
7 か月未満 

初回 
標準的に生後 12 か月までに 27 日以上
の間隔をおいて3 回 間隔があき、初回２回目の接種が生後 12 月

を超えた場合は３回目の接種は行わない。追
加接種は実施可能。※２ 

不
活

化
ワ

ク
チ

ン
 

追加 
生後 12～15 月を標準的な接種期間とし
て、初回接種終了後 60 日以上の間隔を
おいて１回 

生後7か月～ 
12 か月未満 

初回 
標準的には生後 13 月までに 27 日以上
の間隔をおいて2 回 初回２回目の接種が生後２４月を超える場合

は行わない。追加接種は実施可能。※２ 
追加 

生後12 か月以降に、初回接種終了後60
日以上の間隔をおいて1 回 

1 歳以上2 歳未満 
初回 60 日以上の間隔をおいて2回 － 

追加 なし － 

2 歳以上5 歳未満  １回接種 － 



－１１－ 

※１ 子宮頸がん予防ワクチンは、持続的な痛みを訴える重い副反応が報告され、Ｈ25.6.14 から厚生労働省の勧  

   告に基づき、積極的な勧奨はしておりません。ワクチンの.有効性と接種による副反応のリスクを十分理解した

上で希望される場合は、定期予防接種として接種が可能です。 

※2 接種を開始した年齢により接種回数が異なります。 

※3 接種間隔があきすぎた場合は個別にご相談ください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

    
【【【【    ２２２２    乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診    】】】】    

 

お子さんの病気などを早期に発見し、健康を守るため健康診査を行っています。 

健 診 会 場 実施日 受付時間 費用・その他 

４か月児健診 健康管理センター 
第２水曜日 

第４木曜日 

12:50 ～ 

13:50 
無料 

６か月児健診 
最寄りの小児科 

要予約 

  無料（生後２か月までに郵送する 

水色の受診票を使ってください） 

10か月児健診 健康管理センター 
第１・第３ 

木曜日 

12:50 ～ 

13:50 
無料 

１歳６か月児健診 健康管理センター 
第１・第４ 

火曜日 

12:50 ～ 

13:50 
無料 

１歳６か月児 

歯科健診 
健康管理センター 

第１・第３ 

水曜日 

12:50 ～ 

13:30 

無料（希望者にはフッ化物歯面塗布を

行います） 

３歳児健診 

（内科・歯科） 
健康管理センター 

第２木曜日 

第４水曜日 

12:50 ～ 

13:50 

無料（希望者にはフッ化物歯面塗布を

行います） 

●健康管理センターで実施する健診の日程は、広報かしわざき・すくすくネットかしわざき・柏崎市ホームペー

ジで確認のうえおいでください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/TEL20-4215 

 

 

 

 

 

【【【【    １１１１    保育園保育園保育園保育園    】】】】                                                                                         ［施設一覧表は21・22ページ］    

 

 両親とも働いている、家族が病気であるなど、家庭で子どもの保育ができないとき保護者にかわって保育しま

す。 

●入園の申し込み・・・４月からの入園は、前年１０月に保育園で受付けます。年度の途中での入園は定員に余

裕があれば随時受け付けます。 

●費用・・・保護者の市民税額により決定します。 

●保育時間・・・月～土曜日  標準時間認定 7:30～18:30（園によって異なります） 

短時間認定 8:30～16:30 

希望者には延長保育を実施しています。 

        日曜日、祝日、年末年始（12／29～1／3）は休園します。 

●問い合わせ・・・保育課保育係/TEL21-2233、各保育園 

 

ⅣⅣⅣⅣ    入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど入園・保育サービスなど    



－１２－ 

【【【【    ２２２２    幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・認定こども園・認定こども園・認定こども園・認定こども園    】】】】                                                                        ［施設一覧表は21ページ］    

 

幼稚園は学校教育法に基づいて設置されている教育機関です。３歳以上のお子さんが対象で、家庭にお世話で

きる人がいても入園できます。 

認定こども園は、幼稚園と保育園の機能をあわせ持った施設です。 

●入園の申し込み・・・４月からの入園は、前年１０月に各園で受け付けます。年度の途中での入園は、定員に

余裕があれば随時受け付けます。 

●費用・・・保護者の市民税額により決定します。この他に、園ごとに決められた実費徴収等がかかります。 

●保育時間・・・各園により異なります。また、希望者には延長・預かり保育を実施しています。 

●問い合わせ・・・幼稚園、認定こども園 

 

【【【【    ３３３３    一時保育一時保育一時保育一時保育    】】】】                                                                                        ［施設一覧表は21・22ページ］    

 

 保護者のさまざまな理由（就労・けが・病気・冠婚葬祭・リフレッシュなど）により保育できないとき、一時

的にお預りします。 

●対象・・・生後６か月以上のお子さん（一部の園では産休明けから） 

●費用・・・4時間以内 ９００円  ４時間超 １，８００円（私立は園によって異なります） 

      給食、早朝・延長の利用の場合は、別途加算があります。 

●保育時間および休日・・・実施している保育園の通常の保育時間・休日と同じです。 

●申し込み・・・西部、松波、中通、高田、北条、南鯖石、中鯖石、米山、高柳、はらまち、米山台、なかよし、 

ふたば、半田、とうぶ、にしやま保育園 

●問い合わせ・・・保育課保育係/TEL21-2233、上記保育園 

 

【【【【    ４４４４    休日保育休日保育休日保育休日保育    】】】】 

 

 日曜日や祝日に仕事の都合で保育ができないとき、お子さんをお預りします。 

●場所・・・柏崎保育園子育て支援室（住所：柏崎市学校町1-7） 

●対象児・・・市内の保育園・幼稚園・認定こども園に入園している１歳以上の幼児 

●申し込み・・・利用希望者は、利用日の一週間前までに通常通園している保育園・幼稚園・認定こども園に申

し込みをしてください。 

●利用時間・・・8:30～16:00（事情により時間の延長が必要な場合は7:30～18:00の間で利用できます） 

●利用料金・・・ 

＊保育園または認定こども園の保育園部分を利用していて、保育認定事由と同じ事由で利用する場合 

⇒通常の保育料に含まれているので料金はかかりません。ただし、保育短時間認定の方が 

午後4時30分を超えて利用する場合は別途延長料金（30分につき100円）がかかります。 

  ＊幼稚園または認定こども園の幼稚園部分を利用している児童が利用する場合 

  ＊保育園または認定こども園の保育園部分を利用していて、保育認定事由と異なる事由で利用する場合 

   ⇒基本料金 4時間以内 １，０００円 

         4時間超  ２，０００円 

    早朝・延長料金 １時間につき １００円（午前７時３０分～８時２９分、午後４時１分～６時） 

●その他・・・給食はありません。 

●問い合わせ・・・保育課保育係/TEL21-2233、各保育園・幼稚園・認定こども園 

 

 



－１３－ 

【【【【    ５５５５    柏崎市ファミリー・サポート・センター柏崎市ファミリー・サポート・センター柏崎市ファミリー・サポート・センター柏崎市ファミリー・サポート・センター    】】】】    

 

仕事や家事と育児の両立を支援します。子育てのお手伝いをしてほしい方と（依頼会員）と、お手伝いをして

くださる方（提供会員）が、お互いに助け合う子育て応援ネットワークをご利用ください。 

●会員の資格・・・柏崎市在住であれば資格、性別、経験は問いません 

  ○依頼会員＝生後５７日から小学６年生までのお子さんをお持ちの方 

  ○提供会員＝健康で自宅で援助活動ができる方（研修を受けていただく場合があります） 

○両方会員＝依頼会員と提供会員を兼ねることができます 

●活動内容・・・＊保育施設の開始前や終了後の預かり ＊学校の放課後や児童クラブ終了後の預かり 

        ＊冠婚葬祭時の預かり ＊リフレッシュ ＊習いごとの送迎 など 

●利用時間と料金・・・ 

月～金曜日の基本時間（7:00～19:00）内 １時間 ７００円 

３時間を超えてから １時間 ５００円 

土曜日、日曜日、祝日、基本時間外、年末年始 １時間 ８００円 

●その他・・・＊伝染病、体調不良、緊急時または条件に合う提供会員がみつからない場合は対応できないこと

があります。 

＊きょうだいの同時利用は、二人目からは半額 

＊提供会員が自家用車を利用した場合、燃料費は別途必要（1キロ25円） 

＊食事代（３００円）おやつ代（１００円）は別途必要 

       ＊キャンセル料…前日までなら無料、当日なら半額、連絡がない場合は全額 

●問い合わせ・・・柏崎市ファミリー・サポート・センター（元気館子育て支援課内）/TEL２１-1310 

    

【【【【６６６６    子育て短期支援（ショートスティ）子育て短期支援（ショートスティ）子育て短期支援（ショートスティ）子育て短期支援（ショートスティ）    】】】】    

    

家庭において、保護者の病気や出産・育児疲れなどで一時的に養育することができなくなったとき、柏崎市が

委託契約している施設でお子さんを一定期間お預かりします。ただし、宿泊を伴う場合に限ります。 

●対象になる方・・・市内に住む０歳から１８歳未満の児童で、保護者が次の事由のいずれかに該当し、他に当

該児童を養育する人がいない場合に利用できます。 

＊児童の保護者の疾病 ＊育児疲れ、他家族の看病疲れ等の事由 

＊出産、看護、事故、災害など家庭養育上の事由 ＊冠婚葬祭や出張など社会的な事由 

●利用できる期間・・・ひと月に７日まで 

●預かり先・・・ 

○障害者短期入所施設 ここ・はうす（運営主体：（福）ロングラン） 

    住所：柏崎市四谷一丁目１４番３７号 

  ○新潟県の認定及び登録を受け、柏崎市内に住所を有する里親 

    ※里親とは、他人の子を預かり親に代わって養育する方 

●利用料金・・・ 

   ≪児童1人1日当たり≫ 

世帯区分 ２歳未満児 ２歳以上児 

生活保護世帯 ０円 ０円 

市民税非課税世帯 

（父子・母子家庭含む） 
１，１００円 １，０００円 

その他世帯 ５，３５０円 ２，７５０円 

●問い合わせ・・・子育て支援課家庭支援係（元気館内）/47-7786 



－１４－ 

【【【【    ７７７７    フォンジェ内フォンジェ内フォンジェ内フォンジェ内    一時預一時預一時預一時預かかかかりりりり    ちびっこ館ちびっこ館ちびっこ館ちびっこ館    】】】】    

 

 買い物・通院・学校行事・就職活動・リフレッシュ等ちょっとした用事のある時にお子さんをお預かりします。 

●場所・・・フォンジェ１Ｆ キッズマジック隣 「ちびっこ館」 

●対象年齢・・・生後１１か月～小学校入学前の児童 

●利用日時・・・月～土曜日・祝日（日曜日は休み）9:00～17:30※１日５時間までの預かりを限度とします。 

（9:00～10:00の預かりは、前日の17:30までに予約が必要です） 

（10:00～17:30 利用人数によっては当日預かりもできます。ただし、必ず事前に連絡してください） 

●利用料金・・・１時間３００円（３０分１５０円） 

●申込方法・・・利用の前日までに、ちびっこ館に申し込みをしてください。 

●持ち物・・・おむつ、着替え、タオル、水かお茶、おやつ、弁当など 

●問い合わせ・・・ちびっこ館/TEL32-5010 

 

【【【【    ８８８８    病児保育室病児保育室病児保育室病児保育室    ムーミンハウスムーミンハウスムーミンハウスムーミンハウス    】】】】    

 

病気の始まりから治るまでのお子さんをお預かりします。毎日、医師の診察があり、その時に登園許可証の記

入もできます。毎年度、事前登録が必要です。急な利用に備えて事前に登録しておくことをおすすめします。 

●場所・・・国立病院機構新潟病院内（住所：柏崎市赤坂町3-52 TEL20-6331） 

●対象年齢・・・生後２か月から小学校３年生 

●申し込み・・・直接、病児保育室ムーミンハウスへ。利用の際は医師の診断を受け、病児保育室を利用できる 

ことを証明する医師連絡票が必要です。 

●費用・・・１日あたり ２，０００円 （１名につき）   

●定員・・・５人 

●利用日・利用時間・・・月～金曜日 8:00～18:00  ※祝日・年末年始はお休みです。 

●問い合わせ・・・国立病院機構新潟病院内 病児保育室ムーミンハウス/TEL20-6331 

    

【【【【    ９９９９    病後児保育室病後児保育室病後児保育室病後児保育室    ぴっころぴっころぴっころぴっころ    】】】】    

 

保育園・幼稚園・認定こども園・小学校に通園、通学しているお子さんが、病気の回復期にあって集団保育、 

生活ができないときにお子さんをお預りします。事前登録が必要です。急な利用に備えて事前に登録しておくこ

とをおすすめします。 

●場所・・・柏崎総合医療センター内（住所：柏崎市北半田2-11-3 TEL21-5540） 

●対象年齢・・・生後６か月から小学校３年生 

●申し込み・・・直接、病後児保育室ぴっころへ。利用の際は医師の診断を受け、病後児保育室を利用できる 

ことを証明する医師連絡票が必要です。 

●費用・・・５時間以内 １，０００円  ５時間超 ２，０００円  ●定員・・・４人 

●利用日・利用時間・・・月～金曜日 8:00～18:00  ※祝日・お盆・年末年始はお休みです。 

●問い合わせ・・・柏崎総合医療センター内 病後児保育室ぴっころ/TEL21-5540 

 

 

 

 

 

 



－１５－ 

↑ 

年間予定はこちらで確認できます 

【【【【    １０１０１０１０    児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ    】】】】                                                                                        ［施設一覧表は24ページ］    

 

保護者の就労などにより、昼間保護者のいない家庭の小学生児童をお預かりします。 

●対象・・・放課後帰宅しても保護者のいない小学生児童。 

●開設時間・・・月～金曜日 13:30～18:30  土曜日及び学校休業日 8:30～18:30 

※土曜日及び学校休業日（春・夏・秋・冬休み）は7:30から希望者を対象に早朝受け入れを行っています。 

●使用料・・・月４，７５０円（８月のみ９，５００円）の使用料と、各クラブの保護者会で定めたおやつ代等

月２，５００円（クラブにより金額が異なる場合があります）が必要です。 

※保護者会費は夏休み期間中の８月は月５，０００円です。 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317、各児童クラブ 

 

 

 

 

    

【【【【    １１１１    ジャングルキッズジャングルキッズジャングルキッズジャングルキッズ    （元気館内）（元気館内）（元気館内）（元気館内）】】】】    

 

小さいお子さんとその保護者が利用できます。 

マナーを守って楽しく遊びましょう。 

●場所・・・元気館 

●開館時間・・・月～金曜日8:30～19:00 （１２月から翌年２月、18:00まで） 

土・日・祝日9:00～17:00 

●休館日・・・毎月第１日曜日及びその前日、１２月２９日～翌年１月３日 

●平日のお楽しみタイム・・・ワクワクタイム10:30～11:00 

              キラキラ絵本 、ニコニコ歯磨き13:00～ 

●その他・・・毎月、子育て講座、ソフィアセンターによる絵本の読み聞かせ、保育士によるベビーマッサージ

（ハイハイ前がおすすめ）、身体測定（おおむね１歳以上）、誕生会を開催しています。 

●問い合わせ・・・保育課保育支援係/TEL47-7785    

 

【【【【    ２２２２    子育て支援室子育て支援室子育て支援室子育て支援室    】】】】                                                                                        ［施設一覧表は23ページ］    

 

保育園や幼稚園に併設されている子育て支援室は、入園前のお子さんと保護者や妊婦が自由に過ごすことので

きる場所です。また、子育てに関する不安や悩みの相談をお受けします。（市内各保育園・幼稚園でも子育て相

談をお受けしています。） 

●各施設によって開設曜日・時間等が異なりますのでご確認ください。 

    

【【【【    ３３３３    地域の子育て支援地域の子育て支援地域の子育て支援地域の子育て支援の場の場の場の場    】】】】                                                                        ［施設一覧表は23ページ］    

 

主に地域のコミセンを会場に、入園前のお子さんと保護者が一緒に遊んだり情報交換をして過ごすことのでき

る場所です。お気軽に参加してみませんか。 

●各施設によって開設曜日・時間等が異なりますのでご確認ください。 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ    親子の集いの場親子の集いの場親子の集いの場親子の集いの場（主に乳幼児向け）（主に乳幼児向け）（主に乳幼児向け）（主に乳幼児向け）    



－１６－ 

【【【【    ４４４４    子育て支援施設子育て支援施設子育て支援施設子育て支援施設に関する苦情の申し出に関する苦情の申し出に関する苦情の申し出に関する苦情の申し出    】】】】    

 

 公立・私立保育園、子育て支援室、ジャングルキッズ（元気館内）利用者の意見・要望等（苦情）の円滑な解決

を図るため、公平・中立な立場としての第三者委員を設置してあります。お気軽にご相談ください。 

（任期：28.12.1～31.11.30） 

氏 名 住  所 電話番号 備 考 

綱島アキ子 北園町２-２２ 22-0692 主任児童委員 

品 田 信 子 比角二丁目9-63 090-2639-7599 主任児童委員 

小 林 京 子 朝日が丘8-4 24-5330 主任児童委員 

藤 巻 恭 子 安田5779 24-0477 主任児童委員 

吉川セイ子 高柳町岡野町1918-4 41-2568 主任児童委員 

駒谷あさの 西山町灰爪713-1 47-3270 主任児童委員 

 

 

 

 

 

【【【【    １１１１    早期療育事業早期療育事業早期療育事業早期療育事業    】】】】    

 

◆プレー教室 

主に就園前の心身の成長・発達に心配のあるお子さんとその保護者を対象に、遊びを通して必要な助言や支援

を行います。 

◆さくらんぼ教室 

就園後に集団活動にうまく適応できないお子さんとその保護者を対象に、小集団活動を通して必要な支援を行

います。 

◆ことばの相談室 

主に就園後のことばの発音や吃音等で不安のあるお子さんとその保護者を対象に、ことばの発達・成長に必要

な助言や支援を行います。 

◆キッズ・サポート 

就園しているお子さんを対象に、子育てやお子さんの発達について専門の職員が園を巡回し、相談・助言を行

います。 

◆親子で遊ぼう！ らっこクラブ（子育て相談） 

子育てやお子さんの発育・発達に心配のある親子を対象に、ふれあい遊びを体験しながら個別の相談を行いま

す。事前の申し込みが必要です。 

●問い合わせ・・・こころの相談支援課療育係（元気館内）/TEL20-4216 

 

    

    

    

    

    

    

ⅥⅥⅥⅥ    成長や発達に不安のあるお子さんのために成長や発達に不安のあるお子さんのために成長や発達に不安のあるお子さんのために成長や発達に不安のあるお子さんのために    



－１７－ 

【【【【    ２２２２    福祉サービス福祉サービス福祉サービス福祉サービス    】】】】    

 

特別な支援が必要なお子さんが利用できる福祉サービスには次のものがあります。 

 ◎児童通所サービス 

  ＊児童発達支援：日常生活の基本的動作の習得や、集団生活への参加のための療育支援活動などを行います。 

  ＊放課後等デイサービス：放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、社会との交流促進

などの支援を行います。就学している児童が対象です。 

  ＊保育所等訪問支援：保育園等を訪問し、集団生活への適応のための支援などを行います。 

◎障害福祉サービス 

＊居宅介護：自宅にヘルパーが出向き、入浴や排せつ、食事の介助などを行います。 

＊短期入所：家で介護を行う人が病気などの場合、短期の入所による入浴や排せつ、食事などの介助を行 

います。 

  ＊移動支援：屋外での移動が困難な方に、ヘルパーが付き添って外出の支援などを行います。 

  ＊日中一時支援：施設などで日中の一時的な預かり支援を行います。 

  ＊訪問入浴サービス：在宅の重症心身障害児で入浴が困難な方に、ヘルパー・看護師が出向き、訪問入浴車 

による入浴介助を行います。 

◎相談支援：福祉サービスの利用や日常生活上の様々な相談などの支援を行います。 

相談支援事業所名 電話番号 所 在 地 

茨内（いばらない）地域生活支援センター 22-1215 茨目1260-1 

障がい児(者)生活支援センター ふくし・ぱーとなー 21-8814 豊町3-4 シャンポール8 104 

元気館障害者デイサービスセンター 35-6933 栄町18-26 元気館１階 

相談支援事業所おうぎまち 32-1008 扇町3-37 

相談支援事業所 ふらぽーと秋桜 22-1118 半田1-2-33 

●問い合わせ・・・福祉課障害相談係/TEL21-2234 

 

【【【【    ３３３３    特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当    】】】】    

 

 精神または身体（内科的疾患を含む）に一定の障害のある児童を養育している方に手当を支給します。ただし、

所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当が支給されないことがあります。 

（平成30年４月１日現在） 

支給対象者 ２０歳未満で、施設などに入所していない重度または中度障害のある児童を養育している方 

支給額（月） １級51,700円 ２級34,430円 

支 払 時 期 毎年４月（12～3月分）、８月（4～7月分）、１１月（8～11月分）に支給されます。 

●問い合わせ・・・福祉課障害福祉係/TEL21-2234 

 

 

 

 

 

 

 

 



－１８－ 

【【【【    ４４４４    障害児福祉障害児福祉障害児福祉障害児福祉手当手当手当手当    】】】】    

    

 心身に重度の障害があり、日常生活において常時介護を要する方に支給します。ただし、扶養義務者等の所得

が一定額以上の場合には、所得制限により手当が支給されないことがあります。 

（平成30年４月１日現在） 

支給対象者 

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時、介護を必要とする状態に

ある20歳未満の方。 

ただし、施設などに入所している場合は、対象になりません。 

支給額（月） 14,650円 

支 払 時 期 毎年5月、８月、１１月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。 

●問い合わせ・・・福祉課障害福祉係/TEL21-2234 

 

 

 

 

    

【【【【    １１１１    児童児童児童児童扶養手当扶養手当扶養手当扶養手当    】】】】    

 

離婚やその他の理由で父親または母親と生計を同じくしていない子どもを育てている方（母子家庭の母、父子

家庭の父、または養育者）に児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的とし手当を支給します。 

●支給対象者・・・離婚やその他の理由で父親または母親と生計を同じくしていない児童（１８歳に達する日以

後最初の３月３１日までにある者、または２０歳未満で一定の障害のある者）を監護（養育）している方 

●手当額（平成30年４月１日現在） 

対象児童数 全部支給 一部支給 

１人 42,500円 42,490円～10,030円 

２人 上記金額に10,040円を加算 上記金額に10,030円～5,020円を加算 

３人以上 １人増えるごとに6,020円を加算 １人増えるごとに6,010円～3,010円を加算 

●児童扶養手当所得制限額 

税法上の扶養親族等の数 
本人 

扶養義務者 
全部支給 一部支給 

０人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円 

１人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円 

２人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円 

３人以上 １人増えるごとに３８万円を所得制限額に加算する。 

※所得が一部支給の限度額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317 

 

【【【【    ２２２２    ひとり親家庭等日常生活支援事業ひとり親家庭等日常生活支援事業ひとり親家庭等日常生活支援事業ひとり親家庭等日常生活支援事業    】】】】    

 

 ひとり親家庭のお母さんやお父さんが就職活動又は出張や家族の病気など、一時的に生活援助や保育サービス

が必要な場合に家庭生活支援員を派遣します。事前の登録が必要です。 

●問い合わせ・・・柏崎地域振興局健康福祉部企画調整課/TEL22-4166 

ⅦⅦⅦⅦ    ひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのためにひとり親家庭などのために    



－１９－ 

【【【【    ３３３３    ひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成ひとり親家庭等医療費助成    】】】】    

 

１８歳に達する日以後最初の３月３１日までにある児童（一定の障害のある児童は２０歳未満）を養育してい

る母子・父子家庭などに対して医療費の助成を行います。ただし、所得が一定額以上の場合には、所得制限によ

り助成が受けられないことがあります。 

●助成額・・・■（支払った医療費）－（一部負担金） 

        ※一部負担金 通院  １回   ５３０円（同一医療機関では月５回目以降無料） 

               入院  １日 １，２００円 

 ■減額された入院時食事療養費又は生活療養費（標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ） 

●県外の医療機関にかかる場合は、後日そのときの領収証（保険診療点数のわかるもの）、健康保険証、受給者

証、通帳、印鑑を持って還付の手続きにお越しください。 

●問い合わせ・・・子育て支援課育成支援係/TEL21-2317 

 

【【【【    ４４４４    母子母子母子母子父子寡婦父子寡婦父子寡婦父子寡婦福祉資金の貸付福祉資金の貸付福祉資金の貸付福祉資金の貸付    】】】】    

 

 母子・父子および寡婦の方の生活の自立を応援するため、福祉資金の貸し付けを行っています。お母さんの就

労やお子さんの就学などに必要となった場合１２種類の資金貸付があります。 

●問い合わせ・・・柏崎地域振興局健康福祉部企画調整課/TEL22-4166 

 

【【【【    ５５５５    母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭等等等等自立支援教育訓自立支援教育訓自立支援教育訓自立支援教育訓練練練練給付金事業給付金事業給付金事業給付金事業    】】】】    

 

 ひとり親家庭のお母さんやお父さんが適職につくために必要な技能や資格を取得する目的であらかじめ指定さ

れた教育訓練講座を受講する場合、費用の一部を支給します。受講する前にご相談ください。受講開始後の申請

は対象になりません。 

●問い合わせ・・・福祉課総務係/TEL21-2234 

 

【【【【    ６６６６    柏崎市柏崎市柏崎市柏崎市高高高高等等等等職職職職業訓業訓業訓業訓練練練練促進給付金促進給付金促進給付金促進給付金等事業等事業等事業等事業    】】】】    

 

ひとり親家庭のお母さんやお父さんが専門的な資格取得（看護師、保育士、美容師、調理師など）のために 

1年以上修学する場合、訓練促進費（生活費）等を支給します。 

●問い合わせ・・・福祉課総務係/TEL21-2234 

 

 

 

    

【【【【    １１１１    新新新新入学入学入学入学    】】】】                                                                                            ［施設一覧表は24・25ページ］    

 

 毎年９月に翌年４月の小・中学校就学予定者の名簿を作成し、この名簿に基づいて移行学級や体験入学を行い

ます。これは健康診断（小学校）のほか、学校生活になじんでもらうように心の準備をしていただくものです。 

 新しく入学する児童・生徒の保護者には１月に入学通知書をお送りします。１月中に通知書が届かない場合は

ご連絡ください。通知後に住所の異動があった場合は、その都度、入学すべき学校を改めて通知します。 

● 問い合わせ・・・学校教育課学事保健班/TEL21-2366 

ⅧⅧⅧⅧ    小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校    



－２０－ 

【【【【    ２２２２    就就就就学援助学援助学援助学援助    】】】】    

 

小・中学生がいる家庭で、経済的な理由で就学をさせることが困難な場合は、学用品費・通学用品費・学校給

食費などを援助します。  

●問い合わせ・・・学校教育課学事保健班/TEL21-2366 

 

【【【【    ３３３３    転転転転校手校手校手校手続続続続きききき    】】】】    

 

小・中学生のいる家庭では、転居（校区が変わるとき）や転出をする場合には、転校の手続が必要です。 

●市内の転居（校区の変更）・・・在学中の学校から「転校に必要な書類」、教育委員会から「入学通知書」を

もらい、新しく転入学する学校に届けてください。 

●市外への転出・・・在学中の学校から「転校に必要な書類」、新しく住む市町村の教育委員会から「入学通知

書」をもらい、転入学する学校に届けてください。 

●問い合わせ・・・学校教育課学事保健班/TEL21-2366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－２１－ 

 

 

 

【【【【    １１１１    私私私私立保育園立保育園立保育園立保育園    】】】】    

    

保育園名 定員 所 在 地 
電話番号  

FAX 番号 
開園時間 受付年齢 その他 

こ み の 110 小倉町9-2 
22-5458 

22-5521 
7:00～18:30 産休明けから  

明  照 70 西本町2-4-11 24-0357 7:00～19:00 産休明けから  

はらまち 170 原町3-23 
24-6190 

24-6288 
7:15～18:45 産休明けから 一時保育 

米 山 台 65 米山台東4649-6 22-6830 7:30～18:30 産休明けから 一時保育 

剣  野 100 剣野町1-11 24-3727 7:30～18:30 産休明けから 
 

 

なかよし 80 ゆりが丘27-18 24-0317 7:30～19:00 産休明けから 一時保育 

ふ た ば 60 西山町新保780 
48-2154 

47-7634 
7:30～19:00 産休明けから 一時保育 

柏崎さくら 110 三和町9-33 24-8971 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
 

半  田 150 希望が丘4-5 24-1696 7:30～19:00 産休明けから 一時保育 

枇 杷 島  116 関町9-13 22-2690 7:15～18:45 産休明けから  

と う ぶ 88 藤元町28-20 22-5622 7:15～18:45 産休明けから 一時保育 

にしやま 120 西山町坂田231-2 31-7007 7:30～19:00 産休明けから 一時保育 

※土曜日の開園時間は、各園にお問い合わせください。 

    

【【【【    ２２２２    幼稚園・認定こども園幼稚園・認定こども園幼稚園・認定こども園幼稚園・認定こども園    】】】】    

    

施 設 名 定 員 所 在 地 
電話番号 

FAX 番号 
利用時間 ※ 受付年齢 

幼稚園型認定こども園 
柏崎中央幼稚園 
柏崎中央保育園 

教育認定： 88 

保育認定： 32 
西本町1-10-41 

23-6366 

23-6368 

 

 

教育認定（１号認定）の方 

…8:30～14:30 

 

 

保育認定（2・3号認定）の方 

…各園により異なりますの

で直接お問い合わせくだ

さい。 

教育認定（１号認定）の方 

満３歳から 

 

保育認定（2・3号認定）の方 

柏崎中央保育園 

11 か月から 

やまざくら保育園 

１歳児から 

こばと保育園 

11 か月から 

にこにこ保育園 

11 か月から 

幼稚園型認定こども園 
柏崎二葉幼稚園 
やまざくら保育園 

教育認定： 120 

保育認定： 48 
藤井字山崎756-3 

24-9050 

21-4550 

幼稚園型認定こども園 
小鳩幼稚園 
こばと保育園 

教育認定： 99 

保育認定： 36 
東本町2-4-5 

22-3492 

21-8601 

幼稚園型認定こども園 
柏崎カトリック白百合幼稚園 

にこにこ保育園 

教育認定：170 

保育認定： 30 
柳橋町3-10 

23-6906 

24-0314 

 
花ぞの幼稚園 
 

教育認定：120 新花町12-20 
22-4618 

22-4618 
8:30～14:30 満３歳から 

※希望者には、延長・預かり保育を実施しています。 

各施設の地図は、すくすくネットかしわざきでご覧ください。 

ⅨⅨⅨⅨ    子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧子育て・教育・医療関係機関一覧    



－２２－ 

【【【【    ３３３３    市立保育園市立保育園市立保育園市立保育園    】】】】    

    

保育園名 定員 所 在 地 
電話番号 

FAX 番号 
開園時間 受付年齢 その他 

柏  崎 160 学校町1-7 22-3014 7:15～19:00 産休明けから 
 

 

大  洲 60 緑町4-4 22-2636 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
 

西  部 70 番神2-10-58 22-2465 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

比  角 129 比角2-10-15  22-3285 7:15～19:00 産休明けから 
 

 

松  波 120 松波4-1-83 22-3488 7:15～19:00 産休明けから 一時保育 

荒  浜 40 荒浜3-7-22 22-4592 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
 

北 鯖 石 94 中田2295-1 22-4452 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
 

安  田 69 安田3169-2 22-3071 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
 

中  通 60 曽地172-1 28-2331 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

高  田 92 新道3081-1 23-4447 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

北  条 90 北条2910 25-3009 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

南 鯖 石 40 山室2923-6 27-2019 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

中 鯖 石 45 加納2564-1 27-2169 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

田  尻 149 安田1421-1 22-3676 7:15～19:00 
おおむね 

６か月から 
 

米  山 30 米山町1317-1 26-2002 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

高  柳 60 高柳町岡野町695-1 41-2149 7:30～18:30 
おおむね 

６か月から 
一時保育 

 

【【【【    ４４４４    児童館児童館児童館児童館    】】】】    
    

児童館名 所 在 地 電話・ＦＡＸ 対象児童・開設時間 

にしやま児童館 西山町坂田231-2 31-7036 

〈対象〉 １８歳未満の者 

〈開設時間〉 

月～金曜日  13:30～18:30 

土曜日・学校休業日（春・夏・秋・冬休み）     

7:30～18:30 

    

    

    

    



－２３－ 

【【【【    ５５５５    子育て支援室子育て支援室子育て支援室子育て支援室    】】】】    
    

施 設 名 名   称 開室曜日・時間 所 在 地 電話番号 

 

 

 

 

 

保 

 

 

育 

 

 

園 

 

 

 

 

 

 

柏崎保育園 おひさまルーム 
月～金 9:00～14:00 
月・金 赤ちゃん優先日 
木・午前 グループ利用日 

学校町1-7 22-7580 

西部保育園 どんぐりルーム 
月～金 9:00～14:00 
水 赤ちゃん優先日 

番神2-10-58 22-2465 

比角保育園 すまいるキッズ・ひすみ 
月～金 9:00～14:00 
水 赤ちゃん優先日 

比角２-10-１5 32-5735 

松波保育園 かんがるうのおへや 
月～金 9:00～14:00 
木 赤ちゃん優先日 

松波4-1-83 21-5921 

北鯖石保育園 バンビちゃんルーム 
月～金 9:00～14:00 
木 赤ちゃん優先日 

中田2295-1 32-3215 

北条保育園 あそびのへや「こあら」 
月～金 9:00～14:00 
火 赤ちゃん優先日 

北条2910 25-3009 

南鯖石保育園 えくぼちゃんの部屋 第3 火か金 9:30～11:30 山室2923-6 27-2019 

中鯖石保育園 よいこクラブ 第2・4 火 9:30～11:30 加納2564-1 27-2169 

こみの保育園 ぴょんたんのおへや 月・火・木 9:30～11:30 小倉町9-2 22-5458 

はらまち保育園 子育てひろば ニコちゃん・くらぶ 月・水・金 9:00～11:30 原町3-23 24-6190 

ふたば保育園 つくしんぼルーム 月～金 9:00～14:00 西山町新保780 48-2154 

柏崎さくら保育園 龍のひげ 月～金 10:00～15:00 三和町9-33 24-8971 

半田保育園 ほんわかルーム 月～金 8:30～13:30 希望が丘3-19 22-9671 

とうぶ保育園 トコちゃん・くらぶ 月・水・金 9:00～11:30 藤元町28-20 22-5622 

にしやま保育園 らっこルーム 月～金 9:00～14:00 西山町坂田231-2 31-7007 

 

幼

稚 

園 

柏崎中央幼稚園 manma のおうち 月～金 9:30～12:00 西本町１-9-21 41-5022 

柏崎二葉幼稚園 たんぽぽ 火・木 10:00～11:30 藤井756-3 24-9050 

小鳩幼稚園 いっしょにあそぼ 月・火・木・金 10:00～11:30 東本町2-4-5 22-3492 

柏崎カトリック白百合幼稚園 にこにこルーム 火・水・金 10:00～11:30 柳橋町3-10 23-6906 

花ぞの幼稚園 はなちゃんルーム 火 10:00～11:30 新花町12-20 22-4618 

    

【【【【    ６６６６    地域の子育て支援地域の子育て支援地域の子育て支援地域の子育て支援の場の場の場の場    】】】】    
    

地区名 団 体 名 開設曜日・時間 会   場 連 絡 先 

枇杷島 子育てひろば 
第４水 10:00～11:30 
（12 月は第３水） 

枇杷島コミセン 24-7449 

田 尻 
田尻のびのびチビッ子広場 月１回 9:30～11:30 

田尻コミセン 
22-4301 

田尻あそびの広場 
第１火 9:30～11:30 
（5 月と１月は第2 火、4 月は休み） 

保育課保育支援係 
47-7785 

高 田 ちびっこランド 年6～7回 
高田保育園 
高田コミセン 

23-4447 
22-4401 

中鯖石 三つ子共育 月～金 9:30～11:30 中鯖石コミセン 27-2102 

南鯖石 えくぼ 火 9:30～11:30 南鯖石コミセン 27-2002 

西 山 ふれあい子育てサロン 
月・金 10:00～12:00 
（月１回金 9:30～11:30） 

いきいき館 
社会福祉協議会西山支所 
47-2505 

剣 野 けんの子育てルーム 火 10:00～11:30 剣野コミセン 21-7533 

 

 



－２４－ 

【【【【    ７７７７    児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ    】】】】    
 

児童クラブ名 所 在 地 電話番号 ・ＦＡＸ番号 対象児童・開設時間 

比角第一児童クラブ 扇町2-22 24-3741 

〈対象児童〉 

小学生児童 

 

〈開設時間〉 

月～金曜日 13:30～18:30 

土曜日     8:30～18:30 

学校休業日   8:30～18:30 

（春・夏・秋・冬休み） 

  

 

※土曜日及び学校休業日は 

7:30 から早朝受け入れを

します。 

比角第二児童クラブ 豊町3-59 20-6320・22-1441 

東部児童クラブ 橋場町1-63 22-6122 

剣野第一児童クラブ 常盤台25-3 21-8981 

剣野第二児童クラブ 常盤台25-24 22-7722 

半田第一児童クラブ 南半田1-1 32-4633 

半田第二児童クラブ 南半田9-24 24-8778 

田尻第一児童クラブ 安田1455 22-4105 

田尻第二児童クラブ 安田1455 22-4325 

新道児童クラブ 新道4977 24-8119 

枇杷島児童クラブ 関町9-34 21-3990 

荒浜児童クラブ 荒浜1-2-35 32-1924 

北鯖石児童クラブ 中田1743-２ 32-3209 

日吉児童クラブ 土合806 24-0211 

柏崎児童クラブ 学校町1-88 21-8758 

鯖石児童クラブ 与板2370-1 27-2262 

大洲児童クラブ 大久保2-10-13 22-2240 

にしやま児童クラブ 西山町坂田231-2 31-7036 

中通児童クラブ 曽地130 28-2499 

北条児童クラブ 北条1981-1 25-3070 

米山児童クラブ 米山町304-4 26-2286  

鯨波児童クラブ 鯨波乙1032 22-2556  
    
【【【【    ８８８８    小学校小学校小学校小学校    】】】】    
    

小 学 校 名 所  在  地  電話番号 ・ FAX番号 

柏崎小学校 学校町1-88 22-2196・24-0304 

比角小学校 扇町2-22  22-5213・22-5214 

枇杷島小学校 関町9-34 22-2511・22-3660 

半田小学校 南半田1-1 24-6150・21-3438 

大洲小学校 大久保2-10-13 22-2330・24-2594 

剣野小学校 常盤台25-24  22-7715・22-7702 

鯨波小学校 鯨波乙1032  22-2389・20-1766 

槇原小学校 春日3-4-31 22-4090・22-4997 

日吉小学校 土合806 22-3017・20-1762 

荒浜小学校 荒浜1-2-11 23-6611・23-6982 

新道小学校 新道5001-1 22-4404・23-7638 

田尻小学校 安田1455 22-4315・22-1518 

北鯖石小学校 中田1743-2 22-4454・20-1753 

中通小学校 曽地130 28-2004・20-5206 

米山小学校 米山町304-4 26-2013・31-1200 

鯖石小学校 加納2628-1 27-2109・31-2205 

北条小学校 北条1981-1 25-3004・31-5209 

高柳小学校 高柳町岡野町1485-3 41-2006・41-2007 

二田小学校 西山町長嶺1718 48-2054・48-2080 

内郷小学校 西山町上山田668-2 47-2054・47-2150 



－２５－ 

【【【【    ９９９９    中学校中学校中学校中学校    】】】】    

 

中 学 校 名 所  在  地  電話番号 ・ FAX番号 

第一中学校 学校町5-27 22-4158・22-4159 

第二中学校 比角1-3-6 22-2822・24-2400 

第三中学校 新赤坂1-2-10 23-2821・20-4413 

鏡が沖中学校 枇杷島2842-1 21-0555・21-0771 

瑞穂中学校 小金町2-11 22-3593・21-3111 

松浜中学校 松波3-7-5 22-3714・22-4986 

南中学校 新道3447 22-4414・21-3730 

東中学校 下田尻2002-1 24-2247・24-2248 

第五中学校 宮平96-1 27-2113・27-2410 

北条中学校 北条1996 25-3209・25-3324 

高柳中学校 高柳町岡野町1516 41-2039・43-2121 

西山中学校 西山町鬼王179 48-2150・48-2252 
 

【【【【    １０１０１０１０    特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校    】】】】    

 

学 校 名 所  在  地  電話番号 ・ FAX番号 

柏崎特別支援学校 赤坂町3-63 24-7476・24-4299 

はまなす特別支援学校 松波4-10-1 24-7833・22-2062 

 

【【【【    １１１１１１１１    乳幼児の定期乳幼児の定期乳幼児の定期乳幼児の定期予防接種予防接種予防接種予防接種委託委託委託委託医療機関医療機関医療機関医療機関    】】】】    

（五十音順） 

名   称 所 在 地 電 話 番 号 

おぎた小児科医院 西本町1-4-34 22-2457 

柏崎市国保高柳診療所 高柳町岡野町1849-1 41-2025 

柏崎市国保野田診療所（一部） 野田922-6 29-2005 

柏崎総合医療センター 北半田2-11-3 23-2165 

刈羽診療所 刈羽村刈羽705-6 45-3555 

国立病院機構新潟病院 赤坂町3-52 22-2126 

西山ふれあいクリニック（一部） 西山町礼拝430-2 47-3333 

宮尾医院 東本町1-4-29 23-5768 

村井こどもクリニック 北半田2-14-8 21-1717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

［ 新潟県おもいやり駐車場制度 ］ 

 

身体に障害のある方、高齢者、妊産婦など、歩行が困難な

方に県が利用証を交付します。 

申請には、申請書と証明書（母子手帳の表紙の写し等）が

必要です。 

●問い合わせ・・・福祉課障害福祉係/TEL21-2234 

 

［ にいがたバリアフリーガイドマップ ］ 

 

新潟県内の公共施設等のバリアフリー情報を

調べることができます。 

授乳スペースの有無も確認できますので、お

出かけの際はご活用ください。 

↑ 詳しくは、新潟県のホームページをご覧ください。 

http://www.niigata-bgm.jp/ 

 



－２６－ 

【【【【    １２１２１２１２    医療機関医療機関医療機関医療機関    】】】】    

                                                        詳しい情報は、戸別配付済みの「医療・介護ガイドブック」をご覧ください。 

＊＊病院＊＊＊＊病院＊＊＊＊病院＊＊＊＊病院＊＊    

名   称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

柏崎総合医療センター 

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、 

内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、神経内科、小児科、精神科、 

外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、 

眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーショ

ン科、放射線科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科 

北半田2-11-3 23-2165 

柏崎中央病院 
内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内科、外科、 

整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、 

消化器外科、こう門外科、乳腺外科、神経内科 

駅前2-1-25 23-6254 

国立病院機構新潟病院 
内科、リウマチ科、小児科、神経内科、外科、リハビリテーシ

ョン科、脳神経外科、☆心療内科、☆精神科、放射線科、 

(整形外科)(歯科)  ※☆は児童対象 ※( )は主に入院患者対象 

赤坂町3-52 22-2126 

柏崎厚生病院 内科、精神科、歯科 ※歯科は完全予約制 茨目二ツ池2071-1 22-0111 

関病院 精神科 元城町1-42 23-4314 

 

＊＊診療所＊＊＊＊診療所＊＊＊＊診療所＊＊＊＊診療所＊＊    

名   称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

会田内科医院 内科、神経内科 東本町2-2-31 22-4580 

あらき眼科 眼科 扇町1-7 32-8008 

石井整形外科 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 東長浜町3-13 32-1300 

五十川医院 内科 関町12-5 24-3277 

稲田医院 内科、消化器科、胃腸科、アレルギー科 春日1-6-23-10 32-0777 

うえはら眼科医院 眼科 扇町2-3 22-9081 

内山整形外科医院 整形外科 駅前1-4-33 22-2001 

駅前クリニック前畑医院 内科、心療内科、精神科、アレルギー科、リハビリテーション科 駅前2-2-3 32-1700 

扇町皮膚科医院 皮膚科 扇町3-84 
32-1241 
予約専用 32-1240 

おぎた小児科医院 小児科 西本町1-4-34 22-2457 

恩田クリニック 心療内科、内科、精神科 東本町1-8-54 21-6788 

かさき眼科 眼科 中央町3-32 21-2600 

柏崎市谷根診療所 内科 大字谷根3256-1 26-2502 

柏崎市鵜川診療所 内科 大字女谷4762-1 29-2206 

柏崎市国保野田診療所 内科 大字野田922-6 29-2005 

柏崎市国保北条診療所 内科、神経内科 大字大広田93 25-3215 

柏崎市国保高柳診療所 内科 高柳町岡野町 1849-1 41-2025 

川田胃腸クリニック 内科、胃腸科、こう門科 東本町1-12-8 22-2024 

北村医院 耳鼻いんこう科 中央町4-17 22-3773 

木村内科循環器科医院 内科、循環器内科 松美1-1-35 22-1220 

こんどう医院 アレルギー科、耳鼻いんこう科 東長浜町3-15 21-8087 

佐藤医院 内科、消化器内科、放射線科 土合663-1 22-2837 

佐藤医院吉井出張所 内科 吉井2030 28-2406 

さとう内科クリニック 内科、呼吸器科、アレルギー科 三和町3－43 23-0908 

杉本医院 消化器内科、内科、乳腺外科、肛門外科 田中24-11 20-0770 



－２７－ 

名   称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

高木医院 内科、心療内科、精神科 西本町2-8-17 22-4388 

高橋医院 リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科 春日1-6-23-5 22-0753 

田村医院 内科、脳神経外科 西本町2-3-4 24-3262 

たむら脳外科クリニック 内科、外科、脳神経外科、リハビリテーション科 柳田町7-31 32-2956 

中沢消化器科内科医院 内科、消化器科 北半田2-7-18 32-3650 

西山ふれあいクリニック 高齢医学、内科、心療内科、アレルギー科 西山町礼拝430-2 47-3333 

のざわ内科医院 内科、消化器内科 中央町11-33 32-2225 

はらクリニック 脳神経外科、内科、リハビリテーション科 茨目2-15-22 28-1600 

平野内科医院 内科 幸町3-11 21-0655 

平松医院 内科、神経内科 石曽根3068-1 31-2201 

本田医院 内科 比角1-2-3 21-2555 

本間内科医院 内科 北半田1-1-48 21-3666 

前畑医院米山分院 内科 米山町1313-10 26-2302 

宮尾医院 内科、産婦人科 東本町1-4-29 23-5768 

むなかた眼科医院 眼科 東本町1-8-36 22-2947 

村井こどもクリニック 小児科 北半田2-14-8 21-1717 

産科・婦人科山田医院 産婦人科、産科、婦人科 駅前2-1-27 23-6070 

横田整形外科医院 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 穂波町2-8 20-6110 

刈羽診療所 内科、小児科 刈羽村刈羽705-6 45-3555 

    

＊＊歯科診療所＊＊＊＊歯科診療所＊＊＊＊歯科診療所＊＊＊＊歯科診療所＊＊    

名   称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

阿部歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 日吉町1-2 24-5800 

いしかわ歯科 歯科、矯正歯科、小児歯科 東長浜町8-45 22-1177 

石川歯科医院 歯科 東本町2-5-19 22-0300 

石黒歯科医院 歯科、矯正歯科（第1 日曜）、小児歯科、歯科口腔外科  長峰町20-51 22-0478 

犬井歯科クリニック 歯科、矯正歯科（第 4 土曜）、小児歯科、歯科口腔外科 岩上10-30 21-7650 

井比歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 小倉町7-8 22-2955 

駅南歯科 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 幸町2-4 20-4618 

大塚歯科医院 歯科 米山台4-1-7 24-0968 

岡島歯科医院 歯科、小児歯科、矯正歯科 東本町2-7-55 22-2854 

おだ歯科クリニック 歯科、小児歯科 北半田2-5-13 41-4618 

柏崎市国保高柳歯科診療所  歯科、矯正歯科（第３火曜）、歯科口腔外科 高柳町岡野町 1849-1 41-2002 

片桐eco歯科医院 歯科 西本町2-3-26 22-3456 

勝海歯科医院 歯科 諏訪町12-4 22-2316 

きたざわ歯科・かみあわせ研究所  矯正歯科、小児歯科、歯科 幸町1-7 22-6231 

クオリス歯科医院 歯科、歯科口腔外科 安田2060-1 21-3115 

久代歯科医院 歯科、矯正歯科 藤元町13-4 21-0978 

小林歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 城東1-1-9 22-8555 

新沢歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科 穂波町2-2 22-4500 

静雅堂歯科医院 歯科 西本町2-7-4 23-8840 



－２８－ 

名   称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

せきや歯科医院 歯科、小児歯科 常盤台22-18 22-8885 

高橋歯科医院 歯科、矯正歯科（月１回） 中央町8-13 23-7727 

登内歯科医院 歯科、小児歯科、小児矯正歯科 田中23-7 22-7766 

ながおか歯科ミユ 歯科 西山町坂田5369-2 48-2095 

ながおか歯科ユウ 歯科 加納5898 27-2230 

ばんば歯科クリニック 歯科、矯正歯科（月１回） 松美1-1-31 23-0204 

ひまわり歯科医院 歯科、矯正歯科（月2回）、小児歯科 西山町西山206-11 48-2152 

平田歯科医院 歯科、小児歯科 藤元町9-2 21-4151 

藤井歯科医院 歯科、小児歯科 中央町1-14-2Ｆ 24-4727 

ほほえみ歯科医院 歯科 春日1-1-10 23-8430 

ホワイト歯科 歯科 半田2-6-11 21-5038 

前川歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 東本町2-2-40 24-4624 

まつなみ歯科 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 松波1-19-43 24-4337 

まつむら歯科柏崎診療所 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 松美2-2-38 20-0310 

安田歯科 歯科 安田1921-2 22-0663 

山川歯科医院 歯科 諏訪町5-22 21-2131 

山本歯科医院 歯科、小児歯科 土合659 20-0220 

刈羽村歯科診療所 歯科 刈羽村刈羽1026 45-3553 

    

＊＊休日夜間診療（急患対応）＊＊＊＊休日夜間診療（急患対応）＊＊＊＊休日夜間診療（急患対応）＊＊＊＊休日夜間診療（急患対応）＊＊    

名   称 診療科目 所 在 地 電話番号 

柏崎休日・夜間急患センター 内科、小児科 
北半田2-11-3 

柏崎総合医療センター内 
23-2165 

休日の受付…日曜日、祝日、12/31～1/3、8/15の9:00～11:30 

夜間の受付…月～金曜日（休日を除く）の19:00～21:30 

※受診前に電話をしてください。 

柏崎歯科休日急患診療所 歯科 
栄町18-3 

健康管理センター内 

23-1463 

（受付時間のみ） 

午前のみの受付…日曜日、祝日、8/15の9:00～11:30 

午前・午後の受付…1/1～1/3、5/3～5の9:00～11:30、13:00～16:00 

※受診前に電話をしてください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



－２９－ 

【【【【    １３１３１３１３    行政行政行政行政などの関係機関などの関係機関などの関係機関などの関係機関    】】】】    

 

機  関  名 所 在 地 電 話 番 号 備 考 

 

子育て支援課育成支援係 中央町5-50 21-2317 市役所１Ｆ 

〃   家庭支援係 

栄町18-26 

20-4215 

元気館１Ｆ 家庭児童相談室 47-7786 

ファミリー・サポート・センター 21-1310 

保育課保育係 中央町5-50 21-2233 教育分館2Ｆ 

〃 保育支援係 栄町18-26 47-7785 元気館１Ｆ 

 

 

学校教育課学事保健班 

 

中央町5-50 

 

21-2366 教育分館２Ｆ 

福祉課総務係 21-2234 

市役所１Ｆ 
〃 障害福祉係 21-2234 

〃 障害相談係 21-2234 

市民課市民窓口係 21-2200 

人権啓発・男女共同参画室 20-7605 市役所4Ｆ 

ソフィアセンター 学校町2-47 22-2928  

健康推進課 栄町18-26 20-4210 元気館2Ｆ 

文化・生涯学習課学習推進係 東本町1-3-24 20-7500 市民プラザ2Ｆ 

こころの相談支援課療育係 栄町18-26 20-4216 元気館１Ｆ 

    〃    相談支援係 
軽井川4803-2 

32-3397 
教育センター内 

ひきこもり支援センター 41-6005 

高柳町事務所（市民窓口係） 高柳町岡野町1849-1 41-2239  

西山町事務所（市民窓口係） 西山町池浦117-2 47-4001  

健康管理センター 栄町18-3 23-1463  

柏崎市社会福祉協議会 豊町3-59 22-1411  

柏崎地域振興局健康福祉部 鏡町11-9 22-4166  

(公社)柏崎市シルバー人材センター 田塚3-11-30 24-2148  

柏崎警察署 日吉町5-10 21-0110  

長岡児童相談所 長岡市四郎丸町237 0258-35-8500 長岡児童・障害者相談センター内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 子どもの泣き叫ぶ声とともに 

親の怒鳴り声が聞こえる 

 暗くなったのに子どもたち 

だけで外で遊んでいる 
 不⾃然な傷やあざがある もしかして子ども虐待？ 

と思ったら… 

相談・通告するときは、分かる範囲で結構 

ですので、次の点をお伝えください 

 

・子どもの名前、住所、何歳くらいか 

・虐待だと思った、虐待の疑いを持った状況について 

□いつどこで 

□何を⾒たのか、何が聞こえたのか 

□誰からされていたか 

□今の子どもの様子   など 

激しい暴⼒を目撃するな

ど命の危険がある場合は

すぐに通報を！ 
相談・通告 通報 

子育て支援課 47-7786 

※夜間あるいは早朝等の時間外は、柏崎市役所

（23-5111）へ連絡してください。 

※ただし、緊急の場合は、柏崎警察署あるいは⻑

岡児童相談所へ連絡してください。 

⻑岡児童相談所 

0258-35-8500 

又は 189 

柏崎警察署 

0257-21-0110 



－３０－ 

【【【【    14141414    親子で親子で親子で親子で楽楽楽楽しめる施設しめる施設しめる施設しめる施設    】】】】    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設情報は、すくすくネットかしわざきや 

柏崎市ホームページ「市民便利帳施設編」でご覧いただけます。 

 

 

 

かかかか    しししし    わわわわ    ざざざざ    きききき    子子子子    育育育育    てててて    便便便便    利利利利    帳帳帳帳    

平成３０年４月 

 

屋 外 施 設 

 

〇佐藤池運動広場（佐藤池新田） 

〇荒浜運動場野球場（荒浜１） 

〇海岸公園運動広場 少年広場（東港町） 

〇陸上競技場（学校町） 

〇白竜公園テニスコート（四谷１） 

〇駅前公園テニスコート（錦町） 

〇港公園プール（中浜２） 

〇西山総合グランド 西山野球場（西山町浜忠） 

〇柏崎港観光交流センター「夕海」（番神１） 

〇柏崎国民休養地（笠島） 

〇柏崎さけのふるさと公園（青海川） 

〇県立こども自然王国（高柳町高尾） 

〇ガルルスキー場（高柳町岡野町） 

〇西山自然体験交流施設「ゆうぎ」（西山町別山） 

〇西遊園（西山町坂田） 

〇赤坂山公園（赤坂町・緑町） 

〇潮風公園（学校町・栄町・北園町） 

〇駅前公園（鏡町・錦町） 

〇みなとまち海浜公園（西港町） 

〇松雲山荘（緑町） 

〇鯖石川改修記念公園（橋場町） 

〇柏崎･夢の森公園（軽井川） 

 

 

屋 内 施 設 

 

〇元気館（栄町） 

〇総合福祉センター（豊町） 

〇西山町いきいき館（西山町池浦） 

〇西山ふるさと館（西山町坂田） 

〇西遊館（西山町坂田） 

〇市民プラザ（東本町１） 

〇ソフィアセンター（学校町） 

〇博物館（緑町） 

〇柏崎ふるさと人物館（東本町１） 

〇総合体育館（半田１） 

〇武道館（栄町） 

〇スポーツハウス（東港町） 

〇県立柏崎アクアパーク（学校町） 

〇西山総合体育館（西山町浜忠） 

〇ミュージシャン人形館（青海川） 

〇綾子舞会館（女谷） 

〇県立こども自然王国（高柳町高尾） 

〇エネルギーホール（駅前２） 

〇カムフィー（東本町１） 

〇フォンジェキッズマジック（東本町１） 

 


