新生活をはじめる皆様に

平成２６年６月に

コウノトリの赤ちゃんがうまれました！

…
きくりんが
ちょっといいこと
教えちゃうリン！
めくって中身を
見てみてリン！

たけふ菊人形
マスコットキャラクター「きくりん」

保育施設が充実

妊娠・赤ちゃん

市内に認定こども園・市立保育園・私立保育
園合わせて２３園が整備されています。
通常の保育のほかに、延長保育、休日
保育、一時預かりなど幅広いサービス
で、働くパパとママを応援します。

保 育 園

ブックスタート
〜夢をはぐくむはじめのいっぽ〜

妊婦健診を助成
県外の医療機関でも助成可能
妊婦の健康管理の充実、また、経済的負担を
軽くして安心して妊娠・出産ができるように、
１４回の妊婦健診助成を行っています。

専門家による子育てアドバイス
赤ちゃんが生まれたら保健師や在宅助産師が
訪問し、お子さんの発育の確認や育児相談を
行います。

こどもの健康診査
お子さんが０歳から３歳になるまでの間に、
５回の健康診査を行っています。
赤ちゃんを産む時も
安心だリン！

※越前市では、子ども条例を制定しています。
その趣旨に則り、子どもの最善の利益を考え、
子どもの自立につながる取組みを推進します。

赤ちゃんと保護者が、こころ触れ合うひとと
きを持つきっかけの一つとして、ブックスター
ト〜夢をはぐくむはじめのいっぽ〜事業を実
施しています。
５か月児セミナーの当日、３種類の絵本の中
から保護者が選んだ１冊を、読み聞かせボラ
ンティアが読み聞かせします。
絵本は、越前市出身の切り絵アーティスト「辻
紗也香」さんがコウノトリをデザインしたエ
コバッグに入れて贈ります。

book start
保育園

越前市にお住まいの、０歳から中学生までの
お子さんの通院費・入院費などを助成します。
小学校就学前のお子さんについては全額助成
します。（保険適用分のみ）
※小・中学生のお子さんについてはこのパン
フレットの右下をご覧下さい。

「子育てがうまくいかない」「悩みをどこに相
談したらいいの」「子どもの発達が気になる」
「集団生活での悩みがある」など、お子さんと
ご家庭のあらゆる相談に専門スタッフが対応
する窓口があります。
（アルプラザ武生４階・福祉健康センター内
子ども・子育て総合相談窓口までお気軽に
お越し下さい）

地域子育て支援センター
子育て中の親子が気軽に集まって自由に遊ぶ
ことができる支援センターを市内に 3 ヶ所設
置しています。
お友達をつくったり、子育ての悩みを話し合っ
たり、情報交換などに利用されています。

幼 稚 園
希望者全員が入園可能

教育環境が充実

市内には、市立幼稚園が１４園、私立幼稚園が５
園整備されています。
このうち、１２園の市立幼稚園で３歳児から、
４園の私立幼稚園で２歳児から入園ができます。
２歳児から受入 : 私立幼稚園 ４ 園
３歳児から受入 : 市立幼稚園１２園
私立幼稚園 １ 園
４歳児から受入 : 市立幼稚園 ２ 園

市内には、小学校１７校、中学校８校、県立
高校が 4 校、私立大学が 1 校、看護専門学校
が１校設置されており、教育環境が充実して
います。また、安全で楽しく学べる学校を目
指して、小中学校の校舎及び体育館の耐震化
率を平成２７年度に１００％にします。

預かり保育

小学校と一部の中学校では
自校直営方式給食を実施

私立幼稚園及び北日野・服間・南中山・岡本の市
立幼稚園で通常の保育時間を超えてお預かりする
預かり保育を実施しています。

市内の小学校全校と中学校１校で、自校直営
方式給食を教育の一環として実施しており、
食育・地産地消の推進に役立てられています。

市立幼稚園の全園で
直営方式給食を実施

Delici

ous!

市立幼稚園には、同じ地区の小学校又は保育
園から給食が届きます。
小学校及び保育園では直営方式の給食を実施
しており、幼稚園でもできたての給食が食べ
られます。

きくりんもおいしい
給食食べたいリン！

Han

各保育園では園の開放日を設けて、育児
の悩みや不安などの相談に応じています。
また、親子遊びなどを実施し、在宅親子
の支援をしています。

幼稚園

同じ世帯内にきょうだいがいる場合、そのきょうだいの年齢などの状況に応じて、
保育料の軽減制度があります。
きょうだい
半額！
無料！
●一番上のお子さんが１８歳以下のとき
⇒２人目以降は保育料半額！
⇒３人目以降が３歳未満の保育園児なら保育料無料！ 18 歳以下 幼稚園児 ３歳未満・保育園児
●お子さんが幼稚園か保育園に３人以上同時に入園しているとき
⇒同時に入園している３人目以降は保育料無料！

きょうだい

無料！

●きょうだいが別々の園に通っていても対象になります。
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせ下さい。
保育園について：子ども福祉課 ☎0778-22-3006
幼稚園について：教育振興課 ☎0778-22-7452

幼稚園児

保育園児

保育園児

学童保育

学校がいっぱいあって
通いやすいリン！

小学校・中学校
教育関連

育児相談・親子教室

保育料の軽減制度

子どもの医療費助成制度

子育てのことを
何でも相談できる窓口

働くパパママにも
優しいリン！

市内２６ヶ所で児童クラブが開設されています。
共働きなどで保護者が留守の家庭のお子さんを安心
して預けることができます。
児童クラブでは、遊びを通していろいろな体験がで
き、きょうだいが少なくなった現在、子どもたちに
タテのつながりや社会性をもたせる貴重な場となっ
ています。

dma

de

夢の教室「ユメセン」
日本サッカー協会の「こころのプロジェクト・夢の
教室」を活用し、全小中学校を対象に、夢について
考える授業を実施しています。
夢先生が子どもたちと語り合う授業を通して、夢の
大切さや仲間と協力することのすばらしさについて
考えます。

Hea
lthy
中学校ではＩＴ給食を実施

中学校５校で、ＩＴの特性を活用した選択
制中学校給食「スクールランチ」を実施
しています。
望ましい食習慣を身につけるための学習
の一環として実施される給食で、隔週ご
とにランチメニュー・ボックスメニュー
から選んで申し込むことができます。

かこさとしふるさと絵本館
「 石石（らく）」
越前市出身の日本を代表する
絵本作家である、かこさとし
さんの絵本や関連資料を集め
た絵本館があります。
館内には２ ,０００を超える
様々な作家の絵本や紙芝居の
ほか、伝承遊びコーナーや絵
本の主人公に変身できる遊び
場があり、親子で楽しめます。

子どもの医療費助成は
中学生まで対象
【小学生〜中学生】
○外来
１月に支払った保険適用分の医療費のうち、
１医療機関あたり５００円を差し引いた額を
助成します。
（中学生の助成は、保護者に所得の制限があ
ります。）
○入院
１月に支払った保険適用分の医療費のうち、
１医療機関１日あたり５００円（４ ,０００円
が上限）を差引いた額を助成します。

小学生以下の市民バス料金が無料
市内を運行している越前市民バス「のろっさ」
に１回１００円で乗車できます。
小学生以下のお子さんは、無料で乗車できま
す。

新婚夫婦の家賃補助金

住

☎２２-３０１２

【問合先】 都市計画課

平成２５年４月１日以降に婚姻した新婚夫婦が越前市内の民間賃貸住宅に居住する場合、
最長３年間家賃の一部を補助します。（所得による制限有り）
【補助金額】毎月１万円、（夫婦とも市外から転入してきた場合、月額５千円を加算、
まちなか（中心市街地内）に居住する場合、月額１万円を加算します。）
※ただし、月額最高２万円で家賃の１／２が上限

マイホームを取得するなら！まちなかがおすすめ☆

まちなか住宅取得資金利子補給金
【問合先】 都市計画課

☎２２-３０１２

まちなか（中心市街地内）で自己用住宅を取得（新築、購入、借地上のみ建替えを含む）し、
居住している人に対して、借入金返済時にかかる利子の一部を補給します。
【補助金額】年間１０万円限度で最高５０万円（補給対象期間は６０ヶ月まで）

まちなか空き家等リフォーム補助金
【問合先】 都市計画課

☎２２-３０１２

まちなか（中心市街地内）の空き家（築１０年以上で半年以上居住していな
い家屋が対象）をリフォームし、売買または賃貸借しようとする人に対して、
リフォーム費用の一部を補助します。
【補助金額】一戸建て住宅または長屋の各住戸の場合は最高１００万円、賃借共同住
宅の場合は最高５０万円（水回りの改修や間取りの変更などの補助対象
工事の費用が３０万円以上の工事が対象）
【補 助 率】工事費用の１/２

多世帯同居のリフォーム支援事業補助金
【問合先】 都市計画課

☎２２-３０１２

補助対象者が自ら居住している持家住宅で、工事後の直系親族の世帯数が１以上増加す
る住宅をリフォームする際にかかる経費の１／２を補助します。補助対象経費は間取り
の変更、離れの増築、バリアフリーの改修、設備の増設等にかかる費用とします。
【補助金額】まちなか（中心市街地内）が最高８０万円、それ以外は最高４０万円

まちなか事業及び地域助け合いビジネス（コミュニティ・ビジネス）の開始に関する補助金
【問合先】 商業・観光振興課

☎２２-３００７

働きたい！を応援します☆

まちなか（中心市街地内）で事業を始める事業者に対し家賃や設備設置、
光熱水費等の経費について、３年間補助します。
【補助金額】１年目 : 最高５０万円（対象経費の２／３以内）
２年目 : 最高４０万円（対象経費の１／２以内）
３年目 : 最高３０万円（対象経費の１／３以内）

新規就農者支援事業（経営安定支援事業）
【問合先】 農政課

☎２２-３００９

就農初期の経営安定のための奨励金や、経営開始時期に必要な小農具等を整備
するための補助金を交付します。
また、福井県外からの新規就農者の住宅費に対し助成します。
【補助金額】対象者によって助成区分が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

働く人のための融資制度
【問合先】 産業政策課

☎２２-３０４７

生活の安定と福祉の向上を図るため、各融資制度があります。
・勤労者生活安定資金
・就業者生活安定資金
・福井県育児・介護休業生活資金
※このパンフレットに記載されているのは、平成２６年７月１日現在の事業内容です。編集；越前市建設部都市計画課 ☎０７７８-２２-３０１２

働

