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�保育園や幼稚園、学校、学童保育の送迎や、
それらの開始前・終了後の子どもの預かり。
�保護者が通院や冠婚葬祭等の用事ででか
ける際の、子どもの預かり。
�子どもは原則、提供会員の自宅で預かりま
す。病児、病後児の預かりや宿泊は行いま
せん。

援助できる内容

依頼会員…�市内在住または在勤で生後6か月
から小学校6年生までの子どもを
養育している方

提供会員…�市内在住で心身ともに健康で子育
てに熱意と意欲のある20歳以上
の方（栃木県が実施する講習を受
講した後の登録となります。）

両方会員…�依頼会員と提供会員の両方を兼ね
る方

会員の条件

依頼会員が利用した時間に対し、1時間あた
り200円を補助します。（利用料が半額の場合
は100円）申請には下記のものが必要となり
ます。
�真岡市ファミリー・サポート・センター事
業利用料補助金交付申請書
�真岡市ファミリー・サポート・センター事
業利用補助金交付請求書
援助活動報告書の写し　　 印鑑
申請者名義の金融機関通帳

利用料金の一部補助

　「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）」が
会員となります。子どもの一時的な預かりや送迎等を依頼できます。ご利用には会員登録が必要
ですので、こども家庭課へお問い合わせください。

問 こども家庭課 子育て支援係 ☎83-8131 83-8619

真岡市ファミリー・サポート・センター

　保護者が、疾病、出産、看護などの理由で、お子さんの養育が一時的に困難な時に、ご家族に代
わってお子さんを乳児院や児童養護施設等で短期間お預かりし、子育てを応援します。
　こども家庭課家庭相談係へ電話、または窓口でご相談ください。

問 こども家庭課 家庭相談係 ☎82-1113 83-8619

子育て短期支援事業（ショートステイ）

利用料金

平日の7：00～19：00 1時間あたり700円

上記以外の時間及び
土日・休日 1時間あたり800円

�1時間を超える場合は、30分単位で料金の半額
を加算します。
�交通費や食事・おやつ代等のかかった費用は、依
頼会員の実費負担となります。
�同一世帯の子どもを複数預かる場合は、2人目か
ら半額となります。
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市内に住所を有する18歳未満のお子さんで、次
の理由によって家庭での養育が一時的に困難
な場合
疾病や出産等で入院、療養などをする場合
育児不安や育児疲れにより、保護者の育児
負担軽減が必要な場合

対象者

原則として7日（6泊）以内

利用期間

1．生活保護世帯及び市民税非課税世帯…無料
2．その他の世帯

利用料金（1日あたり）

2歳未満児 2歳以上児 小学校1年生以上の女児
乳児院 2,140円 1,100円 ―

児童養護施設 2,200円 1,120円 ―
ファミリーホーム ― ― 1,212円

家族の疾病などによりその介護に従事す
る場合
出張や冠婚葬祭に出席する場合
事故や災害にあった場合

※ 要件の確認ができる証明等を提出していた
だく場合があります。
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No 運営主体 放課後児童クラブ名 電話番号
1 保護者会 真岡小学校留守家庭児童会 ☎84-5574
2 保護者会 真岡東小学校留守家庭児童会 ☎84-0180
3 保護者会 真岡西小学校留守家庭児童会 ☎84-5575
4 西真岡保育園 生活体験悠々塾1 ☎84-1313
5 西真岡第二保育園 生活体験悠々塾2 ☎80-1760
6 牧が丘幼稚園 牧が丘学童つばさ教室 ☎84-2353
7 真岡児童館（めばえ保育園） めばえ児童クラブ ☎80-6980
8 真岡児童館（めばえ保育園） 第2めばえ児童クラブ ☎80-6980
9 真岡児童館（めばえ保育園） 第3めばえ児童クラブ ☎80-6980

10 真岡ひかり幼稚園 真岡ひかり幼稚園学童保育 ☎82-3982

　保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校に就学する児童に対し、安全な生活の場を提供
し、遊びを主体とする活動を通じて児童の健全な育成を図ることを目的とした、児童福祉施設で
す。一部の小学校、保育園、認定こども園等で実施しています。

問 保育課 保育係 ☎83-8035 83-8554

放課後児童クラブ

真岡市第一子育て
支援センター

真岡市第二子育て
支援センター 真岡市二宮地域サロン にのみや保育園

子育て支援センター

場所 田町14番地4 大谷台町25番地1
石島893番地15
市公民館二宮分館
205会議室

久下田西一丁目
1番地

開設
日時

毎日
祝日・年末年始を除く
　9：00～11：30
12：30～16：15

月曜日～金曜日
祝日・年末年始を除く
　9：00～11：30
12：30～16：15

毎週水曜日
祝日・年末年始を除く
9：00～11：45

月曜日～金曜日
祝日・年末年始を除く
9：00～正午
13：00～15：00

対象 就学前まで 2歳の誕生日前日まで 就学前まで 就学前まで
（在宅乳幼児）

お問い
合わせ ☎・ＦＡＸ84-1545 ☎・ＦＡＸ84-4100 ☎・ＦＡＸ84-1545 ☎73-2200

ＦＡＸ74-2611

子育て支援センター・サロン
　市では、就学前のお子さんと保護者の方が子ども同士、親同士の交流ができ、安心して一緒に
遊べる子育て支援センターを開設しています。いずれの施設も保育士が常駐しており、気軽な雰
囲気の中で育児相談ができます。また保護者向けのミニ講座や、季節の行事などを定期的に行っ
ています。
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※�利用料金、利用時間、バスの送迎等利用内容
詳細については、各放課後児童クラブにて
ご確認願います。
※�ご利用にあたっては、保育園と同様、児童の
保育に欠けることが確認できる証明書等の
提出が必要です。

直接、各放課後クラブへ

利用申込み受付

　就学前の親子を対象にした子育て学級です。月1回（活動年10回、5月開講～2月閉講、主に土
曜日午前中活動）

《おんぶコース》
1～3歳までのお子さんと保護者
《さくらコース》
3～6歳未満のお子さんと保護者
各コース30組

対　象

毎年4月に真岡新聞掲載の「Weekly�News�も
おか」でお知らせしています。

募　集

問 生涯学習課 ☎82-7150 83-4070

コアラちゃんクラブ

就園前のお子さんが保育所（園）等の子どもた
ちと楽しく遊んだり、母親同士の交流や、育児
についての悩みなどを保育士と一緒に考えた
りする場として、保育所（園）等を開放してい
ます。

エンゼル広場

育児についての悩みなどお気軽にお問い合わ
せください。
毎月1回　第1水曜日（4月を除く）。
ただし、第1水曜日が休みの場合は第2水曜日

エンゼル広場 9：30～11：00
�もしもしテレフォン相談室 13：00～16：00

※�実施保育所（園）等については、保育施設一
覧（P35、36、37）をご覧ください。

もしもしテレフォン相談室

「エンゼル広場」と「もしもしテレフォン相談室」

No 運営主体 放課後児童クラブ名 電話番号
11 にしだ幼稚園 にしだわんぱくクラブ ☎82-1174
12 真岡ふたば幼稚園 真岡ふたば児童クラブ ☎84-5151
13 せんだん幼稚園 キッズせんだん児童クラブ ☎74-0252
14 にのみや認定こども園 にのみや放課後児童クラブ ☎74-3021
15 萌丘幼稚園 いきいき萌丘クラブ ☎84-2622
16 高ノ台幼稚園 高ノ台学童クラブ ☎82-2325
17 萌丘東幼稚園 萌丘東学童クラブ ☎84-6722
18 真岡さくら幼稚園 真岡さくら幼稚園児童クラブ ☎82-2089
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