出産・子育て
妊娠・出産
⹂▶長野市保健所健康課（若里六丁目） ☎ 026-226-9963

妊娠

MAP P127 F-5

出産

母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票・長野市妊婦
歯科健康診査受診券・産婦健康診査受診票をお渡ししま
す。
●届け出先
各保健センター、市保健所健康課、各支所、市役所健
康課窓口（第一庁舎2階）
●必要なもの
□妊娠届出書
□本人確認できる書類

リンク

h-kenkou＠city.nagano.lg.jp

施設ガイド
「保健所・保健センター」

P101

⹅マタニティセミナー

⹅産後ケア事業

出産後（退院後）の育児不安などにより、特に保健指
導が必要な産婦と新生児を対象とし、委託医療機関また
は助産所に入院（延長入院）または通所して、母体の管
理や育児指導を行います。詳しくは、市保健所健康課（若
里六丁目、☎026-226-9963）へお問い合わせいただ
くか、市ホームページをご覧ください。

リンク

届け出・手続き「戸籍届出」出
生届

P42

⹅赤ちゃんのしおり

出生届の際に各種健康診査票と予防接種予診票の入っ
た「赤ちゃんのしおり」をお渡しします。他市町村に届
け出をした人、または転入した人は、母子健康手帳をお
持ちになり、市役所健康課窓口（第一庁舎2階）
、市保
健所健康課（若里六丁目）、各保健センター、各支所で
お受け取りください。

⹅新生児訪問（はじめまして！赤ちゃん事業）

保健師、助産師が訪問し育児の相談に応じます。出生
後、母子健康手帳に添付されている出生連絡票をお早め
にお出しください（3か月まで）。

⹅長野市子育てガイドブック

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-7062 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp
長野市の子育てに関する情報を
1冊にまとめた「長野市子育てガ
イドブック」を、子育て支援課（第
二庁舎2階）、市民窓口課総合窓
口（第一庁舎2階）、市保健所健
康課（若里六丁目）、各保健セン
ター、各支所、こども広場、子育
て支援センターなどの窓口でお渡
ししています。
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出産・子育て

第1子出産予定で妊娠20～30週の妊婦と、そのご家
族が対象です。妊娠中、出産後について知っておきたい
ことや育児について楽しく学びましょう。開催日・申込
日が決まっています。
詳しくは、市保健所健康課（若里六丁目、☎026226-9963）へお問い合わせいただくか、市ホームペー
ジをご覧ください。

生まれた日を含めて14日以内に市民窓口課または各
支所へお届けください。
●必要なもの
□出生証明書
□印鑑
□母子健康手帳

⹅長野市出産・子育て応援LINE
（ながのわくわく子育てLINE）

⹅児童手当制度

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-5031 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-5031 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

お腹の中の赤ちゃんや生まれた後の成長に応じたタイ
ムリーなアドバイスやお役立ち情報をLINEでお届け。
「生まれてから〇〇日目」とカウントしてくれる機能も
嬉しい♪ぜひご家族みなさんで登録してください。
●対象
市内在住のお父さん・お母さん（妊婦含む）
とそのご家族
●登録料 無料（通信費は登録者の負担です）
●登録方法
①LINEの友だち追加から、2次元コード
を 読 み 込 む か、ID（@427bgotw）
で検索し、友だちに追加
②トーク画面下部に表示されるメニュー
LINE友だち追加
2次元コード
「登録・変更・解除」をタップ
③「登録用URL」から出産予定日または誕生日を登録

⹅子どもの救急・急病ガイドブック
出産・子育て

⹂▶長野市保健所総務課（若里六丁目） 
☎ 026-226-9941 
h-soumu＠city.nagano.lg.jp
出生届の際に、お子さんの病状と初期対応についてま
とめた「子どもの救急・急病ガイドブック」をお渡しし
ます。また、転入した人にも、市保健所総務課、各保健
センター、各支所、市民窓口課、市役所健康課窓口（第
一庁舎2階）などの窓口でお渡ししています。

リンク

届け出・手続き「国民健康保険」
出産育児一時金

P50

妊娠・出産・子育ての相談窓口（ながの版ネウボラ）
⹂▶三陽保健センター 住 大字西尾張部1124-6 
☎ 026-259-3434
⹂▶吉田保健センター 住 吉田3-22-41 ノルテながの1階 
☎ 026-263-7361
⹂▶東部保健センター 住 大字富竹1570-1 
☎ 026-295-3330
⹂▶西部保健センター 住 大字安茂里1777-1 
☎ 026-224-1101
⹂▶犀南保健センター 住 里島62 
☎ 026-293-8080
⹂▶真島保健センター 住 真島町真島1361-22 
☎ 026-286-1010
「ネウボラ」とは、フィンランド語で「アドバイスの
場所」を意味します。上記の保健センターでは妊娠届出
書の受付時などに、妊娠期から子育て期にわたる情報提
供やアドバイスを行うため、専門の保健師（母子保健コー
ディネーター）が相談に応じます。また、電話での相談
も受け付けています。
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中学校3年生修了前までの間にある児童を養育してい
る人は、請求することにより支給されます。お子さんが
生まれたり、長野市に転入した人は、お早めに子育て支
援課、各支所に請求してください。
請求がないと支給されません。原則、請求をした日の
翌月分から支給。ただし、出生日、転入日が月末などで
同月中に請求ができない場合は、出生日、転入日（前住
所地での転出予定日）の翌日から15日以内に請求いた
だければ、出生日、転入日の翌月分から支給。
なお、請求が遅れた分は、さかのぼっての支給はされ
ませんのでご注意ください。
●支給額（月額）
◦3歳未満および3歳から小学生までの第3子以降→

1万5,000円
◦3歳から小学生までの第1子、第2子および中学生→

1万円
※所得制限世帯へは児童1人当たり月額5,000円を支給。
●支払時期
年3回（2、6、10月）支払月の前4か月分を支給
●必要なもの
□請求者名義普通預貯金通帳
□請求者の健康保険被保険者証の写し
※そのほか、必要に応じて提出していただく書類があり
ますので、事前に子育て支援課へご確認ください。

リンク

出産・子育て「子育て支援・児
童福祉」児童扶養手当制度

P70

⹅福祉医療制度

子ども（0歳～中学3年生）、障害者（児）、母子・父
子家庭の母子・父子に、医療機関など（薬局を含む）で
支払った保険診療の自己負担分を支給します。

リンク

障害者福祉「福祉医療制度」

P83

母子保健
⹂▶長野市保健所健康課（若里六丁目）

h-kenkou@city.nagano.lg.jp

MAP P127 F-5

乳幼児健康診査・健康教室
⹂▶母子保健担当

☎ 026-226-9963

健診名

場所

内容

4か月児健康診査
（3～5か月児）

保健センターなど

問診、身体計測、内科診察、保健相談、歯科相談、栄養相談

乳児一般健康診査
（3～11か月児）

県内の小児科・内科などの
医療機関

内科診察、身体計測など
※日程は医療機関にご相談ください。

7～8か月児健康教室
（7～9か月児）

保健センターなど

身体計測、保健相談、栄養相談、歯科相談

9～10か月児健康診査

市内の指定医療機関
（赤ちゃんのしおり参照）

内科診察、身体計測など
※日程は医療機関にご相談ください。

1歳6か月児健康診査
（1歳6か月～1歳11か月児）

保健センターなど

問診、身体計測、内科診察、歯科健診、保健相談、発達相談、栄養相談、
歯科相談、保護者の歯科相談

2歳児健康教室
（2歳～2歳11か月児）

保健センターなど

身体計測、親子であそぼう、保健相談、発達相談

3歳児健康診査
（3歳～3歳11か月児）

保健センターなど

問診、身体計測、内科診察、歯科健診、検尿、保健相談、発達相談、歯科
相談、栄養相談
※対象者には健康診査票、検尿容器をお送りします。

※日程・会場は「健康カレンダー」および市ホームページでお知らせします。上記のほか、健康相談、栄養・歯科相談を定期的に実施し
ていますので、日程・会場をご確認の上、お出掛けください。

P101

施設ガイド「保健所・保健センター」

予防接種
⹂▶感染症対策担当

☎ 026-226-9964

予防接種の種類

対象年齢

内容

生後2か月～5歳未満

▶初回：27～56日の間隔で1歳になるまでに3回接種
▶追加：3回目終了後、7～13か月の間に1回接種
※上記の間隔は、生後2～7か月未満の間に接種を開始した場合です。
7か月以降に接種する場合回数が異なります。

小児用肺炎球菌

生後2か月～5歳未満

▶初回：27日以上の間隔で1歳になるまでに3回接種
▶追加：3回目終了後、60日以上あけて1歳以降に1回接種
※上記の間隔は、生後2～7か月未満の間に接種を開始した場合です。
7か月以降に接種する場合回数が異なります。

B型肝炎

1歳未満

▶初回：27日（4週）間隔で2回接種
▶追加：3回目は1回目の接種から139日（20週）以上あけて接種

右記のとおり

2種類のワクチンのどちらかを選択
初回接種は出生14週6日後までに接種
◦ロタリックス（1価ワクチン）で接種する場合：27日以上の間隔で
出生24週0日後までに2回接種
◦ロタテック（5価ワクチン）で接種する場合：27日以上の間隔で出
生32週0日後までに3回接種

ヒブ

Hib
（インフルエンザ菌b型）

ロタウイルス
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出産・子育て

リンク

予防接種の種類

DPT-IPV
（ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ）
IPV（ポリオ）

対象年齢

生後3か月～7歳6か月未満

内容
▶初回：20～56日の間隔で3回接種
▶追加：3回目終了後、12～18か月の間に1回接種
DPTとIPVをそれぞれ接種し、DPTが未完了の人は次の方法で接種し
てください。
◦IPVが完了している場合：DPT-IPVで残りの回数を接種
◦IPVが未完了で、残りの回数が揃っていない場合：
ⓐIPVの方が接種回数が多い場合：DPT-IPVに切り替えて接種
ⓑDPTの方が接種回数が多い場合：IPVを接種し残りの回数を揃え
てからDPT-IPVに切り替えて接種

DT（ジフテリア・破傷風） 11～13歳未満

1回接種

BCG（結核）

生後3か月～1歳未満

1回接種

MR（麻しん・風しん）

第1期：1～2歳未満
第2期：小学校就学前1年の間

1回接種

1～3歳未満

6～12か月の間隔で2回接種

第1期：3歳～7歳6か月未満（予
防接種法に基づき生後6
か月～3歳未満での接種
も可能）

▶初回：6～28日の間隔で2回接種
▶追加：2回目終了後、おおむね1年あけて1回接種

第2期：9～13歳未満

1回接種
※特例措置：平成13年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は、第1
期、第2期の対象年齢を過ぎた場合でも、20歳の誕生日
の前日まで接種を受けることができます。

小学6年生～高校1年生の学年に
相当する女性

2種類のワクチンのどちらかを選択
◦サ ーバリックス（2価ワクチン）で接種する場合：1回目の接種か
ら1か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目
◦ガーダシル（4価ワクチン）で接種する場合：1回目の接種から2か
月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目
※接種を希望する場合は、健康課感染症対策担当へお問い合わせくだ
さい。

すいとう

水痘（水ぼうそう）

日本脳炎

子宮頸がん

出産・子育て

※定期の予防接種は市内の指定医療機関で実施します。指定医療機関は「赤ちゃんのしおり」、「予防接種と子どもの健康」または市ホー
ムページをご覧ください。
※接種間隔が規定よりあいた場合でも、接種できる場合があります。市保健所健康課へご相談ください。
※表示がない予防接種（おたふくかぜなど）は任意接種（有料）です。

●持ち物
□母子健康手帳
□予診票
●予診票
「赤ちゃんのしおり」のとじ込みの予診票をお使いく
ださい。DTと日本脳炎2期については対象年齢になっ
た人に郵送します。予診票がお手元にない場合は、予診
票をお渡ししますので母子健康手帳をお持ちの上、お近
くの保健センター（信州新町支所・中条支所を含む）、
市役所第一庁舎2階健康課窓口または長野市保健所健康
課にお越しください。
※若穂ステーションでは取り扱っていません。

⹅長野市子育て応援アプリ「すくすくなび」
「すくすくなび」とは妊娠、出
産、子育てなどに関する情報収集
や、お子さんの成長記録、予防接
種記録などをスマートフォンで確
認・管理ができるアプリです。病
院や子育て関連施設などが検索で
きる機能もあり、子育て世代の人
をバックアップします。
●ダウンロード用コード

iOS用
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Android用

子育て支援・児童福祉
⹂▶保育・幼稚園課（第二庁舎2階）
⹂▶

☎ 026-224-8032

こども相談室（第二庁舎2階） ☎ 026-224-7849

⹅こども広場

主に0～3歳の乳幼児とその保護者の皆さんの遊びと
交流の広場です。スタッフが子育てに関する相談をお受
けしたり、各種講座・イベントも開催していますので、
お気軽にお出掛けください。
●じゃん・けん・ぽん ☎026-219-0022
◦開館時間：午前10時～午後6時
◦休館日：毎月第1・3水曜日（祝休日の場合はその翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）
●このゆびとまれ ☎026-293-8860
◦開館時間：午前10時～午後6時
◦休館日：毎月第2・4水曜日（祝休日の場合はその翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）
※イベントなどの内容・予定はこども広場により異なり
ます。詳しくは各こども広場へ直接お問い合わせくだ
さい。

施設ガイド「こども広場」

P104

⹅地域子育て支援センター

保育園などに併設している市内17カ所の地域子育て
支援センターでは、専門のスタッフが育児に関するアド
バイスや育児情報を提供し、子育ての応援をしています。
●育児相談
電話または面接での相談
●育児に関する情報提供
一時預かりや祝休日の保育などの保育サービスや子育
てサークルの紹介
●子育てサークルへの支援
地域の子育てサークル、ボランティアの育成や支援
●併設園の園庭やプレイルーム（遊び場）の開放
※内容や園開放日は、センターにより異なります。詳し
くは各センターヘ直接お問い合わせください。

リンク

施設ガイド「地域子育て支援セ
ンター」

P104

kodomosoudan＠city.nagano.lg.jp

⹅おひさま広場

長野市内の保育園、幼稚園、認定こども園では「おひ
さま広場」として園開放や育児相談を行っています。未
就園のお子さんと保護者の皆さん、お近くの保育園・幼
稚園・認定こども園へ気軽にお出掛けください。
※実施の有無は各園へ直接お問い合わせください。

⹅一時預かり（平日）

保護者の仕事や勉強、病気・けが、冠婚葬祭などの理
由により一時的にお子さんをお預かりします。
●利用できる人
保育園や幼稚園などに入所していない就学前のお子さ
ん
●利用方法
利用を希望する園に電話でお問い合わせの上、事前に
利用登録（予約）を行ってください。
●指定園
皐月かがやきこども園、加茂保育園、善光寺保育園、
山王保育園、柳町保育園、杉の子あぴっく保育園、松ヶ
丘保育園、中央保育園、共和保育園、綿内保育園、長野
大橋保育園、丹波島こども園、ひかりほいくえん
※上記以外の保育園などでも定員などの状況に受け入れ
可能な場合があります。利用可能な日や費用など詳し
くは各園へ直接お問い合わせください。

⹅祝休日の一時預かり

保護者の仕事や勉強、病気・けが、冠婚葬祭などの理
由により日曜、祝休日などにお子さんをお預かりします。
●実施園
柳町保育園（三輪一丁目）
☎026-241-2373 MAP P122 B-4
●利用できる人
生後4か月以上で、就学前のお子さん
●利用方法
柳町保育園に電話でお問い合わせの上、事前に利用登
録（予約）を行ってください。
※利用時間・保育料など詳しくは市ホームページでご覧
いただくか、保育・幼稚園課または柳町保育園へ直接
お問い合わせください。
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出産・子育て

リンク

ko-hoiku＠city.nagano.lg.jp

⹅祝休日の通常保育

●実施園
皐月かがやきこども園（上野二丁目）
☎026-295-4100 MAP P137 C-4
●利用できる人
市内の認可保育園、認定こども園、地域型保育事業所
に入所している満1歳以上児で、日曜日・祝休日に保育
を必要とする児童（一定要件あり）
●利用方法
皐月かがやきこども園で利用登録の上、同園に利用申
込書を提出してください。
※利用時間など詳しくは市ホームページをご覧いただく
か、保育・幼稚園課または皐月かがやきこども園に直
接お問い合わせください。

⹅ショートステイ

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-7062 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

出産・子育て

保護者の病気、出産、同居の親族の介護、育児疲れ、
冠婚葬祭などにより、お子さんの養育が一時的に困難に
なった場合、児童養護施設などにおいてお子さんを一時
的にお預かりします。入所期間は7日以内で、日帰りは
対象としません。入所対象者、費用など、詳しいことは
子育て支援課へお問い合わせください。

⹅トワイライトステイ

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-7062 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp
保護者が、仕事などにより、平日の夜間または祝休日
に不在となり、お子さんを養育することが困難な場合に、
児童養護施設においてお子さんを一時的にお預かりしま
す。
利用時間は平日（午後5時から午後10時まで。ただし、
保護者の勤務形態等によりこれらによりがたいときは、
午後5時から翌日の午前10時まで）
、祝休日（午前8時
から午後6時まで）です。
利用対象者、費用など、詳しいことは子育て支援課へ
お問い合わせください。
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⹅ながの子育て家庭優待パスポート
⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-7062 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

●協賛店
ホームページ、パンフレットをご覧ください。
http://pass.nagano-kosodate.net/ksearch/
携帯サイトはこちら→

妊娠している人および18歳未満の子ども（18歳に達
する年度の3月末まで）がいるご家庭に「ながの子育て
家庭優待パスポートカード（全国共通）」を配布してい
ます。協賛店で買い物などの際にカードを提示すると、
協賛店ごとに定めた各種割引きなどのサービスが受けら
れます。また、18歳未満の子どもが3人以上いるご家庭
には「多子世帯応援プレミアムパスポートカード（県内
限定）」を配布しています。通常のパスポートより更な
る割引きなどのサービスが受けられます。

⹅ファミリー・サポート・センター

⹂▶もんぜんぷら座2階こども広場
「じゃん・けん・ぽん」内 
MAP P116 C-2
☎ 026-267-6006
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】が子育ての相互援
助活動を行う会員組織です。仕事と育児を両立して安心
して働くことができるよう、また、子育て中の人が幅広
い社会参画ができるよう応援します。
●会員の種類
◦依頼会員：市内もしくは長野地域連携中枢都市圏（※）
に在住、または市外の方でも長野市に勤務・
通学し、生後3か月～小学校6年生までの
お子さんをお持ちの保護者
◦提供会員：市内に在住する心身共に健康な人。原則と
して自宅での預かりが可能で養成講習を修
了した人
◦両方会員：依頼・提供の両方を兼ねる人
※長野地域連携中枢都市圏…長野市・千曲市・須坂市・
飯綱町・信濃町・小布施町・坂城町・小川村・高山村
の9市町村
●入会方法
電話で入会説明会の参加申し込みをしてください。入
会説明会では、センターの趣旨や規則などを説明し、ご
理解いただいた上で「入会申込書」を提出していただき
ます。会員になるための費用は一切掛かりません。

●紹介方法
センターにお問い合わせください。アドバイザーが条
件に合う提供会員を紹介します。
●報酬金額
◦月〜土曜日、午前7時〜午後7時→1時間600円
◦日曜日、祝休日、年末年始、上記以外の時間→

1時間700円

⹅入園

⹂▶保育・幼稚園課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-8031 
ko-hoiku＠city.nagano.lg.jp

リンク

施設ガイド「公立保育園」「私立
保育園」
「認定こども園」
「幼稚園」

P104

⹂▶保育・幼稚園課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-8406 
ko-hoiku@city.nagano.lg.jp
病気中（入院治療が不要で、症状の急変が認められな
い場合に限る。「病児」）または、病気からの回復期（「病
後児」）のため、在籍する保育園などへ登園できない乳
幼児を、病院に併設された専門の施設で看護師・保育士
が一時的にお預かりします。利用については以下の施設
に直接お問い合わせください。
●長野松代総合病院 
病児保育室「バオバブのおうち」（病児・病後児）
⹂▶ 住 長野市松代町松代 
MAP P139 E-5
☎ 026-278-2031
◦時 間：午前8時30分～午後5時30分
◦利用料：2,000円／1日（昼食持参）
●南長野医療センター篠ノ井総合病院 
病児保育室「あいあい」（病児・病後児）
⹂▶ 住 長野市篠ノ井会 
☎ 026-292-1457

MAP P135 D-5

◦時 間：午前8時～午後6時
◦利用料：2,000円／1日（昼食代含む）
●長野赤十字病院 
病後児保育室「ゆりかご」（病後児のみ）
⹂▶ 住 長野市若里 
☎ 026-226-7753

出産・子育て

●保育園
保育園は、保護者が仕事や病気など、家庭で保育でき
ないときに、お子さんを預かる児童福祉施設ですので、
入園要件があります。年度途中の入園は、各月ごとに申
し込み期間があります。市ホームページに空き状況を公
開しますので、空き状況を確認の上、申込受付期間内に
第1希望園に直接お申し込みください。入園申込書は、
保育・幼稚園課、各保育園、各支所にあります。
◦入園要件
①市内在住の児童
②保育園での集団生活に支障のない児童
③何らかの事情により家庭内で保育できない児童
◦入園申込書に添付する書類
保育を必要とする事由の証明書類、口座振替依頼書な
ど
※添付書類が提出されない場合、入園できなかったり、
保育料が最高額になったりすることがあります。
●認定こども園
認定こども園は、幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ
持ち、保護者の就労状況が変わった場合も、3〜5歳児
は継続して利用可能な地域の子育て支援を行う施設です。
入園については各園にお問い合わせください。
●幼稚園
幼稚園は、就学前満3歳からのお子さんが、発達の基
礎となるさまざまな力を培うための教育機関です。幼稚
園教育要領に基づく豊かな体験活動のカリキュラムによ
り、教育に取り組んでいます。入園については各幼稚園
へお問い合わせください。

⹅病児・病後児保育

MAP P127 F-5

◦時 間：午前8時～午後5時30分
◦利用料：2,200円／1日（昼食代含む）
※各施設の申込書は、各病院（ホームページ）
、保育・
幼稚園課、各支所にあります。
※市外にある以下の施設についても利用可能です。詳し
くは各施設にお問い合わせください。
◦さかた山風の子保育園（病後児のみ）
（須坂市大字坂田）
☎026-248-8920
◦須坂やすらぎの園「やすらぎ病児保育園」
（病児・病後児）
（須坂市大字日滝字寺窪）
☎026-214-6555
◦千曲中央病院「あぷりこっこ」（病児・病後児）
（千曲市大字杭瀬下）
☎026-273-1212
◦飯綱町病後児保育室「はぐくみ」（病後児のみ）
（飯綱町大字黒川）
☎026-253-4769

（飯綱町教育委員会）

69

⹅放課後子ども総合プラン

⹅児童扶養手当制度

子どもたちの安全で安心な居場所を確保し、遊びや交
流、体験活動を通して、子どもたちの健やかな育ちと保
護者の仕事・子育ての両立を支援する事業です。
利用申し込みは、児童が通学または居住する小学校区
の放課後子ども総合プラン施設へお問い合わせください。
●利用料
児童1人当たり月額2,000円（延長利用料：施設の延
長時間に応じて児童１人当たり月額350円または700円）
●利用料の減免

母子・父子家庭などの、18歳到達の年度末（特別児
童扶養手当を受給している場合は20歳未満）までの児
童を対象とし、その児童を監護する母、父、または養育
者に支給されます。
所得による制限がありますので、詳しくは子育て支援
課へお問い合わせください。

⹂▶こども政策課放課後子ども総合プラン担当
（第二庁舎2階） ☎ 026-224-6796 
ko-seisaku＠city.nagano.lg.jp

減免項目

減免理由
生活保護を受給している世帯の児童

経済的
事情

⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-5031 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

減免割合
全額

児童扶養手当を受給している世帯の児童
市町村民税が非課税である世帯の児童

1/2

就学援助を受けている世帯の児童
地域性

スクールバス、スクールタクシー、路線
バスなどを利用して帰宅する児童

多子利用

同一世帯に利用児童
が複数いる場合

2/5

2人目の児童

1/2

3人目以降の児童

全額

出産・子育て

※減免項目が重複する場合は、減免割合を乗じて計算します。

リンク
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施設ガイド「放課後子ども総合
プランの施設」

P103

⹅そのほかのひとり親世帯の福祉制度
⹂▶子育て支援課（第二庁舎2階） 
☎ 026-224-5031 
ko-shien＠city.nagano.lg.jp

それぞれに対象となる資格や所得による制限などがあ
りますので、詳しくは子育て支援課へお問い合わせくだ
さい。
◦ひとり親家庭児童高等学校通学費援護金（母子・父子
関係）
◦自立支援教育訓練給付金事業（母子・父子関係）
◦高等職業訓練促進給付金等事業（母子・父子関係）
◦ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
（母子・父子関係）
◦JR通勤定期乗車券の特別割引（母子・父子関係）
◦母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業（母子・父子・寡
婦関係）
◦ひとり親家庭子どもの学習支援（母子・父子関係）

学校・教育
⹂▶学校教育課（第一庁舎4階） ☎ 026-224-5081

⹅小・中学校の新入学

新しく小・中学校に入学するお子さんの入学通知書は、
小学校を通じて保護者にお渡しします。必ず入学式当日、
入学指定学校に提出してください。また、入学通知書に
は、入学指定学校、住所および氏名が記載されています
のでご確認ください。

リンク

施設ガイド「市立小学校」
施設ガイド「市立中学校」

P106
P107

⹅転校

転入・転居したときは、住民票異動届の届け出時に学
校指定書を発行します。受け取った学校指定書は、指定
学校へ提出してください。市外へ転出する場合は、転出
先の教育委員会にご連絡ください。

⹅指定学校の変更

⹅学校安全安心ネット

長野市立小・中学校に関係する防災・防犯などの安全・
安心情報や各種学校情報を、教育委員会や学校から保護
者や地域関係者の登録されたメールアドレス宛てに配信
しています。

⹅就学援助制度

⹂▶教育委員会事務局総務課（第一庁舎4階） 
☎ 026-224-8597
国公立の小・中学校に在学しているお子さんのいるご
家庭で、経済的にお困りの方に、学用品費・給食費・修
学旅行費・医療費等の援助を行います。通学先の学校ま
たは教育委員会事務局総務課にて申請書を受け取り、通
学先の学校（国立・県立学校の場合は教育委員会）へご
提出ください。
※所得制限等の認定基準により、認定とならない場合が
あります。
※申請書類は市ホームページからダウンロードすること
もできます。

⹅奨学金制度

⹂▶教育委員会事務局総務課（第一庁舎4階） 
☎ 026-224-8597
経済的な理由で高等学校・高等専門学校での修学が困
難な学生を支援するため、奨学金の貸し付けを行います。
貸し付けを希望する場合は、教育委員会事務局総務課へ
ご相談してください。
※申 込書類は教育委員会窓口で受け取るか、市ホーム
ページからダウンロードできます。
※出願期限は、4月25日（前期）または9月25日（後期）
です。
●貸付金額（無利子）
公立高校

月額

18,000円以内（21,000円以内）

私立高校

月額

30,000円以内（40,000円以内）

国立高等専門学校

月額

21,000円以内（24,000円以内）

※（

）内は、特に優秀と認める場合

●返済方法
高校等卒業後1年を経過した後から、貸付期間の3倍
の期間以内に全額返済していただきます。

⹅教育に関する相談

⹂▶長野市教育センター（大字鶴賀） 
0120-783-041
（相談および来所予約電話専用） MAP P128 A-2
いじめ、不登校、学校生活、家庭生活、発達障害、就
学支援など、さまざまな悩みに関して電話で相談をお受
けいたします。また、電話で予約の上、来所による相談
にも応じます。
●相談日・相談時間
月曜日～金曜日（祝休日・年末年始除く）
午前8時30分～午後7時30分
●料金
無料

リンク

障害者福祉「障害福祉」
障害者福祉「福祉医療制度」

P80
P83
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出産・子育て

指定学校の変更は、市教育委員会が定める許可基準に
該当する場合に限り、申請に基づき許可しています。許
可事由に該当するかどうかは、お問い合わせください。

gakukyou＠city.nagano.lg.jp

