保育園・幼稚園・小学校など
●利用料

子育て短期支援事業

区分

疾病・仕事・冠婚葬祭などで、一時的に子どもを家庭でみることができないときに指定施設で、子
ども（生後３か月以上 18 歳未満）を預かります。なお、利用定員があるため、希望に添えない場合
があります。
※利用には事前登録と申請が必要です。利用等詳細は、お問い合わせください。
●利用区分

ショートステイ（短期入所）（宿泊を伴うもの、原則７日を上限）

ショートステイ（短期入所）
宿泊を伴うもの原則７日を上限

２歳未満児

返送先FAX番号： 047−343−5481

夜間養護（保護者が残業のときなどに預かります）
商品名：
育てガイドブック
かまがや子育てガイドブック

夜間養護
18：00～22：00

住民税課税世帯

１日 5,500 円

１日 2,850 円

１回 1,400 円

１回 800 円

住民税非課税世帯

１日 1,100 円

１日 1,100 円

１回

１回 350 円

●利用登録・申請 こども総合相談室

休日養護（休日に仕事などで不在になる場合などに預かります）

休日養護
7：00～18：00

２歳以上児

350 円

☎ 445-1328

返送先FAX番号： 047−343−5481

返送

商品名：
かまがや子育てガイドブック
小学校の入学までの流れ

乳児院ほうゆうベビーホームは、
ショートステイのみ

小学校入学前までの主な流れは次の通りです。
【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。

、□へチェックをお願いします。
【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。

就学時健康診断通知書
□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。

住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。
□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。

●夜間養護等事業
●短期入所生活援助事業
権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお
入学する子どもの健康診断があります。
保護者に対し、
保護者が、仕事その他の

保護者が、疾病・疲労な

●窓口 学校教育課 学務保健室 ☎ 445-1501
①修正がない場合、
名・捺印をお願いします。
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
主な対象事由
となり児童の養育が困難
となった場合等
①修正がない場合、 ②修正がある場合、

保護者の疾病／社会的事由（冠婚葬祭、仕事など）

① 身体上、精神上の事由／家庭養育上の事由
修 正 な し （ 校 了 ）② 修 正 あ り

（校了）
日

上の理由により児童の養
育が困難となった場合等
②修正がある場合、

年

印

年
日

月

月
印

日

②修正あり
入学通知書
年

印

月

保育園・幼稚園・小学校など

保育園・幼稚園・小学校など

る場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予め
９月下旬頃に「就学時健康診断通知書」が届きます。
理由により、夜間に不在
ど身体上・精神上・環境

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印

②修正

①修正なし（校了）

入学式の日付や学校名などが記載された入学通知書が
日
年
月
日
印

1 月下旬に届きます。もし届かない場合はお問い合わせ

年

印

ください。市内の小学校以外（国立・私立小学校等）の

■画像著作権：確認済

学校に入学する方は、学校教育課に届け出が必要です。
■画像著作権：確認済

●窓口 学校教育課 学務保健室

【指定施設】

☎ 445-1501

入学説明会

児童養護施設晴香園

乳児院ほうゆうベビーホーム

松戸市根木内 145【１歳以上 18 歳未満】

八千代市上高野 157【生後３か月以上３歳未満】

習い事

AD W60mm ×Ｈ 45mm

スポーツクラブ

エリアマップ7図 B‐2

AD W60mm ×Ｈ 45mm

049
公文式
東道野辺教室

乳幼児期の子育てはとても大切です。たくさん歌を歌って聞
かせ、絵本をたっぷり読んであげましょう。お手伝いをさせ
て下さい。

充実のクラスをご用意。お子様の健やかな成長をお手伝いします。
スイムスクール・親子スクール
空手スクール・ダンススクール・その他

■鎌ケ谷市東道野辺5-10-24 東部産機ビル1Ｆ
■TEL:047-446-6195 ■FAX:047-446-6195

■鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 アクロスモール新鎌ケ谷3F
■TEL:047-446-3900
■URL:http://www.nas-club.co.jp/shinkamagaya/
★ 25mプール・トレーニングジム・スタジオ
★ ホットヨガスタジオ美温・エステ・整体

かまっこ応援団

AD W60mm ×Ｈ 45mm

051

駅前徒歩1分 駐車場完備で通いやすい

あり
（3台）
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エリアマップ8図 D‐2

050
スポーツクラブNAS

幼児から学習できます

就学時健康診断の際にご案内しますが、日程については小学校ごとに異なります。
学校生活での不安や疑問など、この機会に聞いてみましょう。

あり

習い事

AD W60mm ×Ｈ 45mm

エリアマップ4図 D‐1

052

万能をのばす総合学習

共栄会そろばん
＜かずの基本は幼児期から＞「そろばん」は右脳を鍛えます。
そろばん・暗算・漢字・算数・英語・電卓技能
＜英語＞小４〜中３（教科書準拠）
■鎌ケ谷市北中沢2-15-10
■TEL:047-445-6031
【入塾のご案内】月謝・総合学習コース（週２回）
児童：フラッシュ暗算・百マス計算・英語読上算
幼児：数・もじ・図形・漢字・英語・算数基礎学習

かまっこ応援団
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月

保育園・幼稚園・小学校など
学校選択制について

放課後児童クラブ（学童保育）

「学校選択制」は、保護者や子どもが決められた学区の学校以外に、学びたい学校を選ぶことができ
る、入学時だけに認められている制度です。決められた学区の学校へ入学を希望される場合には、手

保護者が仕事や病気などにより、放課後や夏休みなどの長期休み期間の昼間、家庭で子どもだけに
なってしまう児童の生活と遊びの場として、各小学校単位で設置している施設です。

続きは必要ありません。

【原稿確認のお願い】
来春小・中学校に入学する新 1 年生で、10 月 31 日時点で鎌ケ谷市に住民登録がある方
（１）授業のある日 ▶ 放課後〜 下記にご記入のうえ、ご返送お願い致
19：00
●利用日

●対象者

●選択できる範囲 市内の小・中学校

返送先FAX番号： 047−343−5481

育てガイドブック

（２）授業のない日（夏休みなどの長期休みの平日 ･ 土曜日）▶ 8：00 〜 19：00

返送先FAX番号： 047−3

商品名： かまがや子育てガイドブック

●申し込み 申請期間内に学校教育課学務保健室にお越しください。

（３）お 休 み の 日 ▶ 日曜日・祝日・年末年始

※申請期間・選択可能校等は毎年 10 月 1 日から広報かまがやおよび市のホームページで公開します。
●利用料金
【原稿確認のお願い】
確認後、□へチェックをお願いします。
、□へチェックをお願いします。
※通学方法は、学校が定めた基準に従っていただきます。
利用料金は、児童 1 人につき、月額 8,000 円です。

住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。

□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。

権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
申し出人数が受け入れ枠の範囲を超えた場合は、抽選とさせていただきます。

□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
ただし、生活保護世帯、準要保護（就学援助認定）世帯、ひとり親家庭の

※学区内の児童生徒数に基づき、受け入れ枠を検討いたします。

（別途おやつ代が必要になります。
）

保育園・幼稚園・小学校など

●窓口 学校教育課 学務保健室②修正がある場合、
名・捺印をお願いします。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
☎ 445-1501

②修正あり

（校了）
日

就学援助
印

年

月

日

印

国・公立の小・中学校へ就学している子どもを持ち、学校教育上

①修正がない場合、
②修正がある場合、
●申込方法
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてく
下記の申請書類をこども支援課へ提出してください。
②修正あり

①（１）入会申請書
修正なし（校了）

（２）就労証明書または自営申告書

年

月

日

印

※申請書類は、こども支援課窓口や各放課後児童クラブで配布して

年

月

日

印

いるほか、市のホームページでもダウンロードできます。

必要な学用品の購入や給食等の費用でお困りのご家庭に対して、
●問い合わせ先

それらの一部を市が援助します。

こども支援課 こども支援係
☎ 445-1320

詳しくはお問い合わせください。
●窓口 学校教育課 学務保健室
☎ 445-1501

習い事

AD W60mm ×Ｈ 45mm

エリアマップ7図 B‐3

053
鎌ケ谷ミナトスイミングスクール
ミナトスポーツクラブ鎌ケ谷
広いスイミングプールがいい！

AD W60mm ×Ｈ 45mm

054

プールは生後6ヶ月から行える親子コースや2〜3歳のお子様対象のキンダーコース、3歳〜児童コースがあります。
スポーツクラブはアスレチックジム、スタジオ等のエクササイズをお楽しみ頂けます。
また運動後はお風呂、サウナもご利用になれます。

32

■事業内容
AD W60mm ×Ｈ 45mm

055

・放課後子ども総合プラン企画運営
・認可保育園の運営
・病院内保育施設企画運営
・介護施設内保育施設企画運営
・児童館の企画運営
・事業所内・企業内保育施設企画運営
・子育て支援に関する企画運営
・商業サービス施設内保育施設企画運営
・イベント保育施設企画運営

AD W60mm ×Ｈ 45mm

056

鎌ケ谷市放課後児童クラブ支援員募集

株式会社アンフィニ

■鎌ケ谷市南鎌ケ谷3-2-27
■TEL:047-443-3711 ■FAX:047-446-3544
■営業時間／平日 9:30〜23:00 土曜日 9:00〜22:00 日曜・祝日 9:00〜19:00
■URL:http://www.minato3710.co.jp/club/kamagaya/facilities.html
TEL:スイミングスクール 047-445-5381 TEL:スポーツクラブ 047-443-3711
あり（100台）

かまっこ応援団

保育園・幼稚園・小学校など

□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
子どもについては減免があります。

る場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
※学校選択制の対象外となる学校もあります。詳しくはお問い合わせください。

かまっこ応援団
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保育園・幼稚園・小学校など

手当・助成・相談など

●市内小学校・放課後児童クラブ一覧
学校名

ひとり親家庭などへの支援

電話番号

所在地

小学校

マップ

放課後児童クラブ

児童扶養手当

（第１）445-9311

確認のお願い】
鎌ケ谷小学校

中央 2-1-1

18 歳までの児童を監護しているひとり親家庭などが対象です。

下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します
問 こども支援課 給付係
（第３）445-9903
442-1105

（第２）445-9312

東部小学校

鎌ケ谷 8-3-11

443-2070

445-5758

南部小学校

中沢 726-41

443-5148

446-1500

： かまがや子育てガイドブック

北部小学校
粟野 735
443-2410
認のお願い】
確認後、□へチェックをお願いします。
初富 110

6図D-1

446-5774

443-6621

両親または父母の一方が死亡、もしくは身体が不自由になった場合、義務教育終了前の子どもに支

1図B-3

給します。申請前にご相談ください。

2図D-1

就学奨励金 小学生月額 3,000 円

保育奨励金 月額 2,500 円

（第２）未定
像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
443-0029

正がない場合、
正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
初富小学校
東初富 1-20-1
445-2321

①修正なし（校了）
道野辺小学校

年

月

五本松小学校

東道野辺 5-5-1

日

印

南初富 1-16-1

ひとり親家庭等医療費等助成
4図E-2
（第２）未定
②修正がある場合、
18 歳までの児童を養育しているひとり親家庭などの保険診療にかかる医療費の一部を助成します。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
（第１）445-0200
事前に資格申請手続きが必要ですのでお問い合わせください。
5図D-1
②修正あり
（第 2）444-4252
問 こども支援課 給付係 ☎ 445-1325

445-5401

445-3789

年

（第１）445-9327
445-2366

（第２※）401-5107
（住所：南初富 1-2-9）

月

6図F-2

日

3図C-3

※五本松小学校第２放課後児童クラブは、学校敷地外の施設となります。

印

手当・助成・相談など

保育園・幼稚園・小学校など

道野辺中央 3-12-2

中学生月額 3,500 円

問 こども支援課 給付係 ☎ 445-1325

治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
（第１）441-1825
中部小学校

☎ 445-1325

返送先FAX番号：
047−343−5481
遺児手当
7図C-1

（第１）445-8092
称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。
西部小学校

手当の額は、監護する児童の人数や所得額によって異なりますので、申請前にご相談ください。

5図B-1

ひとり親家庭等援護支度金
ひとり親家庭などの児童が小・中・高校入学時または中・高校卒業後就職時に支度金を支給します。
所得制限がありますのでお問い合わせください。
小学校入学 8,000 円

中学校入学 9,000 円

高校入学 10,000 円

就職 20,000 円

問 こども支援課 給付係 ☎ 445-1325

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が職業能力開発のための教育訓練給付の指定講座（パソコン講座・医療事務講座・
介護事務講座など）を受講した場合、
講座修了後に受講料の一部を支給します。事前に申請が必要です。

お陰様で47周
AD 年
W60mm ×Ｈ 45mm

AD W60mm ×Ｈ 45mm

株式
会社

057

日建住宅
058

注文住宅ならキラリ輝くラディアンホーム
土地

■本

新築
分譲

リフォーム

賃貸

不動産の事ならおまかせ下さい

店：船橋市咲が丘1−34−9

フリーダイヤル

0120−599−750

所得の制限があります。
問 こども支援課 こども総合相談室 ☎ 445-1349

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が看護師・介護福祉士・保育士などの経済的自立に効果的な資格を取得するため
養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のため高等職業訓練促進給付金を支給す
るとともに、養成課程の修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。事前に申請が必要です。
所得の制限があります。
問 こども支援課 こども総合相談室 ☎ 445-1349

千葉県知事免許（12）第4934号 http://nikken47.com「鎌ヶ谷大仏」駅から徒歩3分
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