
健康・福祉
予防接種
▶▷�健康福祉課 健康増進係（保健センター）  ☎92-2045

　予防接種法に基づいて、基山町内に住所登録がある方を対象に予防接種を実施しています。予防接種を受けて感染
症にかからないように、かかっても軽くすむように強い体をつくりましょう！

◦乳幼児および児童・生徒を対象とした予防接種
　佐賀県内の委託医療機関で実施する個別（接種）です。

予防接種名 接種をお勧めする年齢
（標準の接種年齢）と接種方法

無料で受けられる年齢
（接種対象年齢）

ヒブ
初回 生後2か月～7か月未満の間に27～56日の間隔で3回

生後2か月～60か月未満
追加 初回接種終了後、7か月～13か月の間に1回

小児用
肺炎球菌
ワクチン

初回 生後2か月～7か月未満の間に27日以上の間隔で3回
生後2か月～60か月未満

追加 初回接種終了後、生後12か月以降に60日以上あけて1回（生後12
か月～15か月）

四種混合
三種混合
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
不活化ポリオ

1期 初回
接種 生後3か月～12か月の間に20日～56日の間隔で3回

生後3か月～90か月未満
1期 追加

接種 初回接種終了後12か月～18か月の間に1回

BCG 生後5か月～8か月未満の間に1回 生後1歳未満
麻しん風しん混合
または
麻しん・風しん単独

1期 生後12か月～24か月未満の間に1回 生後12か月～24か月未満

2期 5歳～7歳未満で、小学校入学1年前の4月1日から入学の年の3月
31日まで間に1回

5歳～7歳未満で、小学校入学1年前の
4月1日から入学の年の3月31日まで

日本脳炎

1期 初回
接種 3歳中に6日～28日の間隔で2回

生後6か月～90か月未満
1期 初回

追加
4歳中に1回
（1期初回接種終了後おおむね1年後）

2期 9歳中に1回
（1期追加接種終了後おおむね5年後）

9歳～13歳未満
※�平成7年4月2日～平成19年4月1日
までに生まれたお子さんについて
は、20歳になるまでの間不足回数を
接種することができます。

二種混合
・ジフテリア
・破傷風

2期 11歳中に1回 11歳～13歳未満

子宮頸がん予防 中学1年生の間に3回 小学校6年生～高校1年生相当の女子

健康
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◦65歳以上の方を対象にしたインフルエンザ予防接種
　委託医療機関で実施します。

対象者（年齢など） 接種方法
接種を希望し、次の1、2のいずれかに該当する方
1．65歳以上の方（65歳の誕生日の前日から接種の対象となります）
2．�60～64歳の方で、心臓・腎臓・または呼吸器などの病気で日常生活が制限されている方や、
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活が困難な方

実施期間内（10月～12月）に1回接種
（500円の個人負担）

◦その他（任意接種）
予防接種名 対象者 助成内容
子どものイ
ンフルエン
ザ予防接種

町内在住の0歳～中学3年生（町内指定医療機関） 10月～12月に1回の接種費用から1,500円
が控除されます。（2回まで）

風疹の予防
接種

基山町にお住まいの方で、(1)・(2)・(3)のいずれかに該当する方
(1)妊娠を予定又は希望する女性。ただし、未就学児を除く。
(2)妊婦と同居している者。ただし、定期接種年齢対象者を除く。
(3)�里帰り出産により妊婦と同居している者。ただし、定期接種年齢対象者
を除く。

※ただし、下記の方は対象外です。
　・今までに風しんにかかったことがある方
　・�風しんの予防接種を受けたことがある方（MRワクチンの予防接種含む）

MR(麻しん風しん混合ワクチン)もしくは、
風しんワクチンの予防接種にかかる費用を
助成します。
助成回数は1人1回のみで全額助成します。
※�風しんの予防接種は、現在MR（麻しん風
しん混合ワクチン）をお勧めしています。

※事前申請が必要です。

肺炎球菌
予防接種 基山町に住所を有する65歳以上の方

助成回数は1人2回以内で、1回につき3,000
円を限度に助成します。
※�2回目の接種は、初回接種から5年以上の
間隔が必要です。

不妊治療の一部助成

障害者手帳と療育手帳
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦�身体障害者手帳
　身体障がいのある方に対して、相談や各種の福祉サー
ビスを受けやすくするための手帳です。
○交付対象となるのは
　�視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、
肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に
一定以上の永続する障がいを有する方

○障がい程度
　1級、2級、3級、4級、5級、6級

障がい者福祉
　基山町では、不妊治療を希望しているにもかかわらず
経済的負担を感じている夫婦の方に対し、治療費の一部
助成をします。
対　象　者：�治療終了の日において、夫及び妻の両方が

基山町に住所を有し、引き続き1年以上住
所を有する見込みであること

助成限度額：1年度あたり20万円（通算5年まで）
所�得�制�限：�夫と妻の所得の合計額が730万円未満（町

税等を滞納していない世帯）
助�成�内�容：�医療機関に支払った助成対象費用額から、

佐賀県不妊治療支援事業助成金等（他都道
府県・市町村含む）を差し引いた額の10分
の7の金額

助成対象の治療
　体外受精、顕微授精、人工授精
助成方法
　不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づい

て助成金を交付する償還方式です。申請書類を基山町保
健センターへ提出してください。
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障がい福祉の給付・助成
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦障害者総合支援法について
　平成25年4月より障害者総合支援法が施行され、身体・
知的・精神の障がい種別に関係なく共通の制度の中で、
サービスを利用することができるようになりました。

居宅介護
（ ホ ー ム
ヘルプ）

ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれ
ます。（着替えや入浴の手伝い、食事の用意、部屋の
掃除や洗濯の手伝い　等）

重度訪問
介護

ヘルパーが、体に重い障がいがある人の家に来て、
日常生活や外出の手伝いをしてくれます。

行動援護
重い障がいのある人のことをよくわかっているヘ
ルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよ
うに支援してくれます。

重度障害
者等包括
支援

重い障がいのある人が生活するために必要なサー
ビスを組合わせて使うことができます。（重度訪問
介護と短期入所、生活介護と共同生活介護　等）

同行援護 視覚障がいがある人が対象で、ヘルパーがそばにい
て、安心して外出できるように支援してくれます。

短期入所
（ショートステイ）

家族に用事があるとき等に、施設に短期泊まること
ができます。

療養介護 重い障がいがある人が、入院して医療を受けながら
日常生活の手伝いを受けることができます。

生活介護 施設で、日中活動の支援を受けることができます。
（入浴、トイレ、食事の手伝い、作業　等）

施設入所
支援

日常の手伝いを受けながら、施設で暮らすことがで
きます。

共同生活
介 護（ケ
アホーム）

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮ら
します。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝
いを受けることができます。（入浴、トイレ、食事の
手伝い、お金の管理　等）

○手帳交付申請に必要なもの
　（1）身体障害者手帳交付申請書
　（2）�医師の意見書・診断書（県が指定した医師が作成

したもの）
　（3）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮

影）
　（4）印鑑

◦療育手帳
　知的障がいのある方に対して、相談や各種の福祉サー
ビスを受けやすくするための手帳です。
○障がい程度
　A（重度）　B（中・軽度）
○手帳交付申請に必要なもの
　（1）療育手帳交付申請書
　（2）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮

影）
　（3）印鑑

◦精神障害者保健福祉手帳
　精神障がいのある方に対して、指導・相談や各種の福
祉サービスを受けやすくするための手帳です。
○障がい程度
　1級、2級、3級
○手帳交付申請に必要なもの
　（1）障害者手帳申請書
　（2）�診断書（精神障害者手帳用）、または障害年金証書

などの写し
　（3）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内

撮影）
　（4）印鑑

◇介護給付

◇訓練等給付
自立訓練
（機能訓練）

体に障がいがある人が、体をうまく動かすことがで
きるように、訓練を受けることができます。

自立訓練
（生活訓練）

障がいのある人が、地域での生活で困らないよう
に、自分で身の回りのことをする訓練を受けること
ができます。

就労移行
支援

会社に就職するための訓練を受けることができま
す。仕事探しの相談にものってもらえます。

就労継続
支援

会社以外の場所で、支援を受けながら働くことがで
きます。

共同生活
援助（グルー
プホーム）

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮ら
します。世話人たちから、日常生活の手伝いを受け
ることができます。（お金の管理、食事の用意　等）

◇地域生活支援事業

相談支援 困ったことがあるときや、新しくサービスを利用し
たいときに相談に乗ってくれます。

移動支援 ヘルパーが、外出する手伝いをしてくれます。
日中一時支援 施設において見守り、訓練を行います。
意思疎通支援 意思疎通を仲介するために、手話通訳者を派遣します。
日常生活用
具給付事業

障がい者や難病患者の方に対し、日常生活をより便利に
していくため、各種日常生活用具の給付を行っています。
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◦医療・年金などについて
重度心身
障害者医
療助成

重度の心身障がい者の方が病院などで診療を受け
られた場合に、要した医療費のうち保険診療にかか
る自己負担分の一部を助成します。

特別障害
者手当

20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあ
るため、日常生活において常時特別の介護を必要と
する障がい者本人に支給されます。

障害児福
祉手当

20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、
日常生活において常時介護を必要とする障がい児
本人に支給されます。

特別児童
扶養手当

身体または精神に中程度以上の障がいのある在宅
の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対
し支給されます。

心身障害
児（者）扶
養共済制
度

心身障がい児（者）の保護者（加入者）が、一定の掛金
を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の
障がい者になられた場合に、障がい者に年金が支給
されるものです。

更生医療
の給付

身体に障がいのある方が手術などによって、障がい
の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障が
いの進行を防ぐことが可能な場合に、必要な医療を
給付する制度です。

精神通院
医療の給
付

精神疾患で、通院治療による医療費の内、自己負担
の一部を公費で負担することにより精神障がい者
の適正な医療を確保する制度です。

補装具の
交付・修理
について

身体障害者手帳をお持ちの方に対し、日常生活や社会
生活をより容易にするため補装具の購入・修理にかか
る費用について補装具費の支給を行っています。

障がい児の通所
障がい児の通所サービス
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦障がい児通所支援の内容
（1）児童発達支援
　�障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

（2）医療型児童発達支援
　�上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、
児童発達支援及び治療を行います。

（3）放課後等デイサービス
　�就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の
休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との
交流促進等を行います。

（4）保育所等訪問支援
　�保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団
生活への適応のための専門的な支援等を行います。

名称 住所 利用日 利用時間 利用料金 電話番号

基山町
老人憩の家

佐賀県三養基郡基山町
大字宮浦1026番地1

月曜日～土曜日
（祝日・8月13日～15日・12月
28日～1月4日を除く。）

午前9時～
午後5時

65歳以上　�� � 50円
65歳未満　�� 150円
※�また、個人や、団体で和室の
利用ができます

利用料金（部屋代）
65歳以上　�� 820円（1回）
65歳未満　1,030円（1回）

☎0942-92-8295

高齢者福祉
高齢者の能力活用・社会参加

◦老人クラブ
　軽スポーツや友愛活動などさまざまな活動を行って
います。
会員対象者：おおむね60歳以上の方

▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦老人憩の家
　高齢者の健康増進とレクリエーションのための施設です。
　老人憩の家は、小高い丘のうえの、緑に囲まれた静か
な場所にあり、趣味活動、お風呂などで、一日を楽しくす
ごせるところです。
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在宅福祉サービス
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

項目 内容 対象者 備考

食の自立支援事業

栄養のバランスのとれた弁当を自宅に訪
問してお届けし、安否確認と健康状態の異
常等の早期発見や孤独感の解消につとめ
ます。昼食・夕食のお届けを毎日実施して
いますが、利用回数等は、対象者の身体状
況、家族の状況等により決まります。
＊�高血圧症や糖尿病などの治療食ではあ
りません。

おおむね65歳以上のひとり暮らし及
び高齢者のみの世帯やこれに準じる
世帯。また、身体障害者であって、老
衰、心身の障害、傷病などにより食事
の調理が困難な方で生活支援が可能
な方。

利用料：350円（1食）

あんま・はり・きゅ
う等の施術料助成

町指定の施術師に、あんま・マッサージ・指
圧・はり・きゅう等の施術を受けた場合、そ
の料金の一部を助成します。
1回当り1,000円以内（月あたり2枚とし、
年間24回まで）
※�施術を受ける前に、施術券の申請が必要です。

満65歳以上の方（65歳になる月から
申請できます。）

緊急通報システム
家庭で火災・急病などの事故により、自ら
119番通報ができない場合に通報装置に
よって、町が委託した事業所に連絡するこ
とにより迅速な救急援助が受けられます。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの
方など。

費　用：�通報装置、取付けは無料
です（通話料は本人負
担）

家族介護用品
支給事業

介護用品（紙おむつ、尿取りパット）を支給
します。

次の（1）（2）に該当する方。
（1）�在宅の65歳以上の方で常時失禁

状態にある方。
（2）家族全員が所得税非課税世帯

軽度生活援助事業
ホームヘルパーが、軽易な日常生活上の援
助を行い、要支援状態にならないようお手
伝いします。

おおむね65歳以上のひとり暮し及び
高齢者のみの世帯等で、日常生活の
援助が必要な方（要介護認定の結果、
「非該当」となった方）

利用料：�1時間未満222円� �
※�生活保護世帯につい
ては、上の費用負担は
ありません。

通所入浴サービス 施設の特殊浴槽を利用して入浴（送迎もで
きます）を行います。

おおむね65歳以上の寝たきりの状態
の方で、在宅での入浴が困難な方。 利用料：無料

生活管理指導
短期宿泊事業

養護老人ホームにおいて、高齢者に短期間
の入所（原則として、7日以内）を行い、自立
した生活をするための支援、指導を行いま
す。送迎はありません。

おおむね65歳以上の方
利用料：1,700円（1日）
場　所：�養護老人ホーム施設「寿

楽園」

老人日常生活用具
給付事業

日常生活用具（電磁調理器・火災報知器・自
動消火器・老人用電話）の給付（貸与）によ
り、日常生活の便宜を図ります。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの
世帯等。給付内容により異なります。

費用：�本人及び世帯の所得によ
り負担割合が異なります。

寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業

年2回、寝具の洗濯・乾燥・消毒を行い、健康
保持のため衛生管理のお手伝いをします。
ご利用の際は、代わりの寝具も無料で準備
します。

おおむね65歳以上のひとり暮らし及
び高齢者のみの世帯等で、心身の障
害及び疾病等により寝具の衛生管理
等が困難な方（要介護3・4・5と認定
された方）。

対象寝具：�掛布団・敷布団・毛布
の3種類。� �
ベッド使用について
は、掛布団・毛布・介護
用マットレス・ベッド
パットの4種類

利用料：無料
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養護老人ホーム
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

　65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により、自宅において養育を受けることが困難な方が入所（措置）で
きます。
　前年の所得に応じ、本人及び扶養義務者の費用負担があります。

母子の健康
▶▷�健康福祉課 健康増進係（保健センター）  ☎92-2045

児童福祉

◦母子健康手帳交付
　「妊娠の届出」と「母子健康手帳の交付」は保健セン
ターで行っております。
　お子さんの健康診査や予防接種を受けるときに必要
なものですので、大切に保管してください。

月齢/年齢 健診・相談名 場所 連絡事項

出生～1か月頃 産婦・新生児訪問 ご自宅
訪問を希望される方は保健センターまでご連絡ください。
また、他市町村へ里帰りされている方で、訪問を希望される方は保健センター
にご相談ください。

2か月 2か月児相談 保健センター 個別通知でお知らせします。

3か月 3か月児訪問 ご自宅 事前にお約束した日程に、保健師または栄養士と母子保健推進員（※）がお伺い
します。

4か月 4か月児健診 保健センター 2か月児相談時に日程等のお知らせをします。

6～7か月頃 乳児一般健診 かかりつけの
医療機関

乳児一般健康診査受診票を使い体調の良い時に健診を受けましょう。（医療機
関によっては予約が必要な場合があります。事前に確認しましょう。）

7～8か月 7～8か月児相談 保健センター 個人通知でお知らせします。また、日程が近くなりましたら、母子保健推進員が
お知らせに伺います。

9～10か月頃 乳児一般健診 かかりつけの
医療機関

乳児一般健康診査受診票を使い体調の良い時に健診を受けましょう。（1歳にな
ると健診票が使えなくなります。）

1歳7～8か月頃 1歳6か月児健診 保健センター 個別通知でお知らせします。
3歳6～7か月頃 3歳児健診 保健センター 個別通知でお知らせします。
※母子保健推進員…�町から委嘱を受け、地域のお母さん方の身近な子育てサポーターとして家庭訪問や乳幼児健診、

育児教室等で活動しています。

◦健診を受けましょう
　次のとおり健診を予定しています。広報や個人通知等
でお知らせしています。
　お気軽にご相談ください。

◦育児教室に参加しませんか
○ぽっぽの会（2回/月）
　対象：0歳児とママ（家族）
　内容：�赤ちゃんとママの集いの広場です。育児の気分

転換やママ友作りに来てみませんか。参加申し
込みは必要ありません。� �
身体計測や保健師・助産師による育児相談、育児
に関する講話なども行っています。

　場所：保健センター

○バンビの会（2回/月）
　対象：1歳～未就園児とママ（家族）
　内容：�子どもとママの集いの広場です。希望者へは身

体計測（月1回）や育児相談も実施しています。
参加申し込みは必要ありません。

　場所：保健センター
※�教室の詳しい日程・内容等については保健センターに
お問い合わせください。
　お問い合わせ　保健センター・☎92-2045
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▶▷�こども課  ☎92-7968
子育て支援

◦児童手当認定制度
　児童手当は、児童を養育している方に手当を支給する
ことにより、家庭等における生活の安定に寄与するとと
もに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するこ
と目的として、中学校修了前の児童（満15歳以後の最初
の3月31日までの間にある子ども）を養育する親等に手
当を支給する制度です。（所得制限があります。）
　児童手当は、「認定請求書」を提出して町の認定を受け
なければ、受給権が生じませんので、ご注意ください。
支給対象者：�中学3年生までの児童を養育している方
支給月額：�3歳未満　一律　　　　15,000円� �

3歳以上小学校修了前　10,000円� �
（第3子以降は　　　　��15,000円）� �
中学校　� 一律　　　　10,000円

窓　　　口：こども課子育て支援係
必要なもの：�養育者の健康保険証・印鑑� �

口座番号の分かるもの

◦子どもの医療費助成制度
　お子様がかかった医療費（保険診療分のみ）の一部を
負担します。小学校就学前のお子様については、「子ども
の医療費受給資格証」の交付申請手続きが必要です。
　小学生・中学生のお子様については、事前にしていた
だく手続きはありませんが、医療機関を受診された場合
は、「子どもの医療費助成申請書」を提出してください。
支給対象者：中学3年生の年度末まで
窓　　　口：こども課子育て支援係
※資格登録に必要なもの…お子様の健康保険証、印鑑

◦医療費や生活の支援制度
○医療費支援制度
子どもの医療費助成制度
　お子様がかかった医療費（保険診療分のみ）の一部を
負担します。
支給対象者　中学3年生の年度末まで
※�助成申請に必要なもの…領収証、印鑑、保険証、口座番
号の分かるもの

病院の受診にあたって…
・�かかりつけの病院を持って、まずは医師に相談しま
しょう。同じ病院で、むやみに医療機関を変えると、医
療費を増やすだけでなく、重複する検査や投薬で体に
悪い影響を与えることもあります。
・�夜間（午後7時～翌朝午前7時）の場合は、小児救急電話
相談（♯8000）により症状に応じた適切な対処方法や
アドバイスを受けることができます。
・�できるだけ平日の時間内受診を心がけましょう。休日、
夜間の救急医療機関の利用は、緊急性の高い患者さん
の受入れに支障が出ることがあります。

未熟児の医療給付（養育医療）
　入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療
機関において医療を受ける場合に限り、その養育に必要
な医療の給付を行っています。
対 象 者：�出生児体重が2,000グラム以下の未熟児� �

生活力が特に薄弱で入院養育が必要な未熟児

小児慢性特定疾患医療
　下記の疾病で治療を受けた場合、医療費の一部を
公費で負担します。
対象疾病：�悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、

慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、
先天性代謝異常� �
血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器
疾患

自己負担：前年分の所得税等に応じて異なります。
対象年齢：18歳になるまで
▶▷�鳥栖保健福祉事務所  ☎83-2172
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◦保育所
　仕事を持つ保護者等のために、生後6か月から就学前
までのお子様の保育を行い、子育てと就労の両立を支援
します。
対 象 者：�保護者や同居の親族（65才未満）が就労や病

気等のため、家庭で保育できない生後6か月
から就労前までのお子様

申請窓口：こども課子育て支援係
保 育 料：�父母の前年分の所得税額等と児童の年齢で決

まります。

保育園（所）・子育て支援施設
▶▷�こども課  ☎92-7968

◦放課後児童クラブ
　放課後児童クラブとは、仕事、病気などにより学校か
らの帰宅時に保護者が不在の児童に、適切な生活や遊び
の場を与えて、健全な育成を行うものです。
対 象 者：�保護者の仕事、病気などにより、学校からの帰

宅時に保護者等が不在である家庭の小学校1
年生から6年生までの児童

申請窓口：こども課子育て支援係
町内の放課後児童クラブ：
　�ひまわり教室（基山小学校敷地内）、コスモス教室（若
基小学校校舎内）
各教室開所日時：
　平日…学校修了後～午後6時
　（※午後7時までの延長保育あり）
　�土曜日、振替休日（学校振替休日含む）、長期休業中等
…午前8時～午後6時（※午後7時までの延長保育あり）
各教室閉所日：
　日曜日、祝祭日、臨時休校日、年末年始、お盆
保護者負担金等：
　●保護者負担金　�通常（月額）2,000円［延長・土曜日�

保育は別料金］
　　　　　　　　　長期休業中（夏休み等）別料金
　●おやつ代等　　（月額）2,200円
　●保険料　　　　（年額）820円

○一時預かり

　保護者の就労や病気、災害、事故等により、緊急・一
時的に家庭での保育ができないとき、お子様を保育
園でお預かりします。
対 象 者：�基山町に住所があり、保育園等の集団保育

に入っていない、生後6か月以上就学前の
お子様

時　　間：平日の午前8時30分～午後5時
利用時間：1月　14日以内
利用料金：1日　2,000円
申込方法：直接保育所へお問い合わせください。

○育児サポートセンター

　子育ては一人では大変なもの。保育園への送り迎
えや帰宅後の援助、兄弟の通院時や急な冠婚葬祭等
どうしても手助けが必要な時があります。そのよう
なときは、ぜひご連絡ください。アドバイザーが、お
手伝いをしていただく方の紹介や利用日等の調整を
行います。（事前登録が必要です。）
　※詳しくはお尋ねください。
利用料
　平日　午前9時～午後5時…1時間当たり600円
　上記の時間の前後2時間と土曜日の午前中…1時間
当たり700円

町内の公立保育所及び私立（認可）保育所
保育園名 保育所開所時間

●基山保育園（公立）
午前7時30分～午後7時
（内．延長保育　午後6時30分～午
後7時）

●たんぽぽ保育園（私立）
午前7時～午後7時
（内．延長保育　午後6時～午後7
時）

◦子育て交流広場
　きやま子育て交流広場では、乳幼児の子育て相談をは
じめ、施設の一部を開放し、子育てに関する情報交換や
保護者・乳幼児の交流の場を提供しています。
　ママも友達がほしい。同じくらいの年齢の子と遊ばせ
たい。少し集団になれさせたい。手遊び歌や親子遊びを
知りたい。こんな方は、気軽に遊びに来てください。
場所：基山町保健センター2階　　☎92-6630
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