
●子育ての「困った」時や「悩んだ」時に！
●定住、子育てするなら豊丘村！

豊丘村子育て・定住促進

サポートブック

豊丘村子育て支援センター げんきっこ



飯田市健和会病院「おひさま」でお預かりします。

在宅乳幼児とその家族の支援を行います。

村の史跡めぐりや特産物の収穫体験を行います。

教育委員会
35-9053

子
ど
も
教
育

夜間【22：30～8：30】
休日夜間テレフォンセンター（音声案内）　※24時間対応
TEL0265-23-3636
内科輪番病院が小児の診察をします。ただし、内科輪番病院が小児を扱ってい
ない場合、必要に応じて他の小児科に紹介します。

夜間【19：00～23：00】
長野県小児救急電話相談　※365日対応
TEL　＃8000
アナログ回線・携帯電話・IP電話の場合
TEL  0263-72-2000
「すぐに受診」、「救急車をよぶ」、「緊急対応の必要がない」、といった助言をおこ
ないます。すぐに受診をすすめられた場合は、休日夜間テレフォンセンター（上
記）で確認してください。

保育料負担軽減

保育園完全給食事業

延長保育事業

一時預かり保育事業

放課後児童クラブ

朝は７：３０から夕方は１７：３０まで行っています。

特別保育事業
（中央保育園）

春休み・夏休み・年末年始休み中に在園児をお預かりします。

放課後に小学生をお預かりします。

子育て短期支援事業
家庭で児童を養育できない時、１８歳未満の児童を慈恵園でお預かりします。
（夜間・休日）

障害児保育事業

医
療

健康福祉課

保健衛生係

35-9061

誤飲事故相談体制

中毒110番　市民専用電話
大阪　　　　　　　　　　　TEL 072-727-2499(24時間対応)
つくば　　　　　　　　　　 TEL 029-852-9999(9：00～21：00対応)
たばこ誤飲専用電話　TEL　072-726-9922（24時間対応）

事業 内容区分 担当課

未就園児園開放保育

保育園体験隊活動

月に１回入園予定の保育園に親子であそびに行けます。

病児・病後児保育事業

子育て支援センター事業
（保健センター内）

３歳以上児の第３子・同時入所第２子の保育料は全額無料です。（３歳未満児
は半額減免）
豊丘産の安全でおいしいお米を提供しています。アレルギー代替食も行っていま
す。

朝は７：３０から、夕方は１９：００まで保育を行っています。

中央保育園で保護者に代わって入所前の子どもさん（1歳以上）を一時的にお預
かりします。

心身に障害をお持ちの子どもさんも相談のうえお預かりします。

子ども課

子育て

支援センター

35-9078

中央保育園

35-4953

土曜保育事業
（中央保育園）

休日・夜間
小児医療体制

休日【9：00～18：00】
※日曜、祭日、年末年始（12月30日～1月3日）、お盆（8月14～16日）】
内科・外科・小児科・産婦人科（9：00～正午）の当番があり、休日の診療を受け
入れています。

豊丘村ホームページ（休日・夜間当番医）
http://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/12kenkou/04toubani/index.html
新聞に毎月の休日当番医が掲載されています。

夜間【19：00～22：30】
休日夜間診療所（内科・小児科）　※365日対応
〒395-0025　　飯田市中央通り5-96　　TEL0265-23-3636
休日・夜間の診療をしています。
〔診療時間〕
9：00～17：00（電話受付は16：30まで）
19：00～22：30（電話受付は22：00まで）



乳児一般健康診査
受診票交付

生後3～11カ月のお子さんの健康診査に要する費用を助成します。
※飯田下伊那の医療機関では、お子さんの生後1ヵ月健診に使用することがで
きます。

健康の記録配布
（予防接種手帳）

出生届時または乳児家庭訪問時に飯伊地区包括医療協議会発行の「健康の
記録」を配布します。高校生までの健診や予防接種の記録ができる手帳です。

乳幼児健診

保護者の方が、お子さんの成長発達を確認でき、養育環境（栄養・運動・生活リ
ズム・子どもとの関わり方）を見直せるために、各月年齢において健診・相談を
行っています。
・4ヶ月児健診　     ・7ヶ月児健診　      ・10ヶ月児健診
・12ヶ月児健診　   ・1歳6ヶ月児健診　 ・2歳児健診
・2歳6ヶ月児健診　・3歳児健診
【内容】身体計測、小児科・歯科医による診察、健康・栄養相談
【場所】豊丘村保健センター1Ｆ
【スタッフ】保健師・管理栄養士・保育士・医師・歯科衛生士・視能訓練士（3歳
児健診のみ）

対象年齢の方は、以下のワクチンを無料で接種することができます。

・Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）　　　　　　　　　　　　　…全4回、対象5歳未満
・小児用肺炎球菌ワクチン（13価結合型）　　　　　…全4回、対象5歳未満
・四種混合：ジフテリア・百日せき・破傷風 ・ポリオ…全4回、対象7歳未満
・ＢＣＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…全1回、対象生後5～8ヶ月
・水ぼうそう（水痘）   　　　　　　　　　　　　　　　　　…全2回、対象3歳未満
・麻しん・ 風しんⅠ期　　　　　　　　　　　　　　　　　…全１回、対象1歳
・日本脳炎Ⅰ期初回　　　　　　　　　　　　　　　　　…全2回、対象3歳

豊丘村めばえ支援事業
（不妊治療費助成事業）

村でお子さんを望むご夫婦に、医療保険適用外の不妊治療費について助成しま
す。
【対象者】1年以上豊丘村に住所があるご夫婦で、医師より不妊症と診断を受け
ている方。
【助成額】一組のご夫婦に対し、「かかった不妊治療費の1/2」を助成いたしま
す。 （限度：1年度当たり15万円）
※県の不妊治療費助成を受ける場合は、県の助成金額を差し引いた治療費を
村の助成金額の対象とします。

保
健

健康福祉課

保健衛生係

35-9061

定期予防接種補助

区分 担当課 事業 内容

妊婦一般健康診断
受診票交付

妊婦の方が安心して安全に出産を迎えられるよう、全14回（計115,790円）の妊
婦健康診査費用を助成します（医療機関によっては、追加の費用が必要な場合
があります）。

プレママ教室
（妊婦教室）

妊娠から出産まで、妊婦と胎児の健康・栄養等について指導と相談を行っていま
す。3回で１コースとなっており、ご家族の方の出席も可能です。
【内容】
第1回：からだの変化と赤ちゃんの発育発達、妊娠期の食事
第2回：妊娠中からの歯の健康・妊婦歯科健診
第3回：助産師による分娩の話、妊婦ストレッチ
【場所】豊丘村保健センター1Ｆ

出産祝金

村では、出産された方に祝金を支給しています。
【金額】
第1子、第2子……ひとりにつき5万円
第3子以降………ひとりにつき25万円
※支給決定日から3年以内に村外に転出された場合は、その全額を返還してい
ただきます。

乳児家庭訪問
（2ヶ月児訪問）

生後2ヶ月前後のお子さんのご家庭に保健師が訪問させていただき、お子さんの
成長発達についてのご相談や、今後の乳幼児健診、予防接種についての説明を
行います。

マザーズフラワー事業
ご出産された方に、お祝いと日々の育児の感謝をこめ、村より最初の母の日の花
「マザーズ・フラワー」をお贈りします。乳児家庭訪問の際に、保健師がお渡ししま
す。

乳児先天性股関節脱
臼検診

生後3～4ヶ月のお子さんへ先天性股関節脱臼の検査を無料で行っています。
【内容】医師の診察及びレントゲン検査
【場所】指定する医療機関



子育てママの就活応援事業 専門相談員が、企業との連携を図り、企業体験等を通じて、就職活動等を応援します。

定
住

定住相談＆定住後の
フォローの充実

移住定住専門員を配置し、空き家の相談や定住後のフォローを行います。

就
労

産業建設課

35-9056

教
育

ＣＡＴＶ加入により、子育てに必要な情報をＣＡＴＶで紹介しています。

音声告知放送の活用

地産地消推進事業
（子育て米飯給食支援）

保育所、学校給食のお米を支援します。

農業体験実施事業 小中学生を対象とした農業体験を実施します。

生
活
環
境

公園整備の充実 子育てしやすい公園環境を整えます。

生活道路の整備 生活環境に配慮した道路の計画的整備を促進します。

買い物弱者支援事業

研修制度、住宅支援、営農支援、就農祝い金等、新規就農者を歓迎・応援します。

農業法人の設立支援
農業経営を法人化することによって、後継者の確保と経営の改善を図り、就農環境を整
えるための支援をします。

起業家育成支援
（創業支援補助金）

村内で新規に起業する方に、事務所の取得や改修経費、法人登記費用などを助成しま
す。
また、コワーキングスペースや若者向けアントレプレーナー支援プログラムを整えます。

U・Iターン者が空き家に入居する際、改善に要する経費を助成します（上限あり）。

空き家情報活用事業 空き家のデータベース化を行い、入居希望者の案内をします。

新規就農者支援

福
祉

保健衛生係 福祉医療制度

0～18歳のお子さん、重度心身障害者、母子および父子家庭の父母が、医療機関にか
かった場合の診療に要した費用を給付金として支給します。
※ただし、ひと月一医療機関当たり300円の手数料がかかります。また、入院時の食事療
養費は支給の対象となりません。

買い物弱者に配慮した小売店を応援します。

リフォーム助成金事業 住宅等をリフォームする際に助成金を支給します。

その他
健康福祉課
保健衛生係 食育活動 食生活改善推進員を中心に、小学校や中学校へ郷土料理の伝承を行っています。

生
活
環
境

総務課総務係 村営バスの運行 高校生以下の利用は無料です。

総務課
広報係

35-9052

ケーブルテレビの活用

ＣＡＴＶ加入により、音声告知端末から学校行事などのお知らせが聞こえます。

生
活
情
報

ケーブルインターネット
環境整備

ＣＡＴＶに加入し、ケーブルインターネット申込みにより、ケーブルインターネット環境に接続
できます。

ＮＨＫ受信料
団体一括割引

ＣＡＴＶに加入し、ＮＨＫ受信料団体一括に申し込むと受信料が割引になります。

空き家改修費

家族の健康守り隊♪
未満児のお子さんを持つお母さんを対象に、家族の健康について、保健師・栄養士と体の
こと・食べ物のことを学ぶ学習会を行っています。毎回学習後にバランスの良い食事を作
り、試食をしています。

中学校生活習慣病
予防講座

中学校で保健師が、生活習慣病予防のための身体のメカニズムの講義を年に1回行って
います。

中学校健康相談
中学校で実施された血液検査で、数値に心配があるお子さんとその保護者の方に相談・
生活指導を行っています。

任意予防接種補助
18歳以下のお子さんがインフルエンザの予防接種を受けた場合、お子さん一人につき1
回、商品券1000円分を交付します。

区分 担当課 事業 内容
・日本脳炎Ⅱ期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…全1回、対象9～13歳
・二種混合：百日ぜき・破傷風　　　　　　　　　　　…全1回、対象小学6年生
・子宮頸がん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　…全3回、対象中学1年生女子（※副反
応の問題から、村では積極的勧奨をしておりません）
・不活化ポリオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…不足分、対象7歳未満

保
健

子育て支援センター 「げんきっこ」
〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120 保健センター内

電話：0265-35-9078

豊丘村役場
〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話：0265-35-3311 FAX：0265-35-9065

電子メール：info@vill.nagano-toyooka.lg.jp


