
⼦どもたちの健やかな成⻑を促すため、すべての幼稚園で
給⾷を提供しています。
⼦どもたちの栄養バランスを考えた温かい給⾷を⾷べるこ
とができます。
また、児童の登園・降園時の「安全・安⼼」を確保するた
め、スクールバスを各1便運⾏しています。
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栗原市では、⼦どもを安⼼して産み・育てられる環境整備をまちづくりの
中⼼プロジェクトとして位置づけ取組んできました。
そして、⼦どもたちが描く10年後、20年後の未来に向けて、⼼⾝ともに
たくましく、⼼豊かで、創造性や感性を育むまちづくりをさらに進めてい
ます。今号では、そんな「⼦育ての街、くりはら」の⼦育て環境や⽀援策
を紹介します。

栗原で、子どもを育てよう。
そうだ。

宮城県の北部に位置する栗原市。⾯積の８割近くが森林や⽥畑でしめられ
た⾃然豊かな⽥園都市です。気候は、栗駒⼭に近い北⻄部は少し雪が多め。
逆に南東部の平地では雪が少なく温暖です。
（※栗原の暮らしぶりについては、ニュースレター№1をご覧ください。）

市内には東北新幹線「くりこま⾼原駅」や⾼速道路
のインターチェンジが２つあり、都市部へのアクセ
スが意外と容易なんです。

「子育ての街、くりはら」特集

都会と⽥舎のちょうどいい距離感

アクセス
▽⾞でお越しの場合

東北⾃動⾞道 浦和IC→築館IC 約4時間50分
▽電⾞でお越しの場合

東北新幹線 東京駅→くりこま⾼原駅 約2時間
仙台駅→くりこま⾼原駅 約25分

▽⾼速バスでお越し場合 仙台駅→築館 約1時間

教育施設の状況・⼦育て環境の特徴
市内には、保育所が16施設（市⽴:13、私⽴:3）、幼稚園が11施設（市
⽴:9、私⽴:2）、⼩学校が12校、中学校が8校あります。

▼築館幼保⼀体型施設（園舎も園庭も広々♪♪）

※表1の市⽴保育所のほか、地域型保育施設が3施設
あります。

※表2の幼稚園のほか、私⽴幼稚園が2施設あります。
※瀬峰幼保⼀体型施設は、現在建設中です。

[表2]
幼稚園の園児数の状況（H29.5.1現在）

[表1] 
保育所の⼊所状況（H29.8.1現在）

0〜2 3〜5
歳児 歳児

1 築館 93 0 93 ○

2 築館⻄ 28 3 31
3 築館北 31 0 31 ○

4 若柳川北 43 4 47
5 若柳川南 47 7 54 ○

6 栗駒 68 0 68 ○

7 ⾼清⽔ 36 3 39 ○

8 ⼀迫 44 0 44 ○

9 瀬峰 31 0 31 ○

10 鶯沢 28 0 28 ○

11 ⾦成 61 6 67 ○

12 ⾦成萩野 8 2 10
13 志波姫 63 0 63 ○

№ 保育所名
合計

⼀時
保育

⼊所数

栗原市では、⼦どもたちが健やかに成⻑するための環境づくりの⼀環と
して、幼稚園と保育施設の⼀体型の施設整備を進めており、既に6施設が
整備完了しています。
⼀体型の施設にすることで、保育と教育を⼀緒に受けられることや年齢
が異なる、より多くの⼦どもと接することで、就学の不安の軽減や就学
後、集団⽣活に馴染みやすくなるなどの効果が期待できます。

保育期間が3年になることで、⼦どもたちは集団⽣活の中で
様々な経験を積むことができます。
集団⽣活におけるルールを学んだり、多くのお友達と関わ
り、遊び、学習する中で多くの刺激を受けて、⼦どもたち
は⼤きく成⻑することができます。

▲築館幼保⼀体型施設に隣接する⼈⼯芝の公園

⼀体型による保育環境づくり！幼・保

市内のすべての幼稚園で３年保育！幼

給⾷提供＆スクールバス送迎！幼

3 4 5
歳児 歳児 歳児

公⽴ 築館 95 91 98 284 ○

公⽴ 栗駒 63 54 52 169 ○

公⽴ ⾼清⽔ 23 29 26 78 ○

公⽴ ⼀迫 39 49 48 136
公⽴ 瀬峰 28 21 24 73
公⽴ 鶯沢 20 12 20 52 ○

公⽴ ⾦成 46 42 45 133 ○

公⽴ 志波姫 39 44 45 128 ○

公⽴ 花⼭ 2 4 3 9

区分 幼稚園名
合 計

幼保
⼀体

園児数
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▽午前7時30分〜午後6時30分（⽉曜〜⼟曜）
保育が必要な時間により、保育標準時間（11時間）と、
保育短時間（8時間）に区分されます。

▽午前9時〜午後1時（⽉曜〜⾦曜）
※登園時間は午前8時30分頃からとなります。また、⼟曜・⽇曜及び祝⽇、

春・夏・秋・冬休みは休業⽇となります。
▽授業料は、保護者の市町村⺠税の課税状況により、右の表5のとおりです。

また、⼀定の要件を満たす⺟⼦・⽗⼦世帯、多⼦世帯では、授業料が軽減
される場合があります。

出典:宮城県⼦育て⽀援課

[表7] 宮城県内の待機児童数（H29.4.1現在）
待機 待機

児童数 児童数
仙台市 232 柴⽥町 44
⽯巻市 78 川崎町 0
塩釜市 3 丸森町 0

気仙沼市 27 亘理町 42
⽩⽯市 1 ⼭元町 0
名取市 44 松島町 0
⾓⽥市 3 七ヶ浜町 0

多賀城市 30 利府町 0
岩沼市 17 ⼤和町 70
登⽶市 3 ⼤郷町 3
栗原市 24 ⼤衡村 0

東松島市 39 ⾊⿇町 0
⼤崎市 23 加美町 0
富⾕市 24 涌⾕町 26
蔵王町 5 美⾥町 20

七ヶ宿町 0 ⼥川町 4
⼤河原町 22 南三陸町 0
村⽥町 6

市町村市町村

▼広い園庭での活動の様⼦♪市内での待機児童数の状況は左の表7のとおりです。
24⼈には、保護者が「就労中」の⽅だけでなく、「求
職中」の⽅などもすべて含まれていますので、これ以上
の「隠れ待機児童」はいません。

待機児童の状況を⾒ると、0歳児がほとんどで、また、
保護者の勤め先などにより特定地区の保育所への⼊所待
ちがあるなどの課題があります。

都市部に⽐較すれば、待機児童の問題はそこまで⼤きく
ないとはいえ、待機児童ゼロに向けた取組みを進めてい
ます。

▲幼稚園での給⾷の時間♪

保育標準 保育 保育標準 保育
時 間 短時間 時 間 短時間

1 ⽣活保護世帯 0 0 0 0
[市町村⺠税]
 ⾮課税世帯

3  均等割のみの課税世帯 12,800 12,700 10,100 10,000

4  [所得割課税額]48,600円未満 17,500 17,300 14,800 14,600

5   48,600円〜72,000円未満 21,000 20,600 18,800 18,500

6-1   72,000円〜77,101円未満 24,000 23,600 21,600 21,200

6-2   77,101円〜97,000円未満 24,000 23,600 21,600 21,200

7   97,000円〜133,000円未満 29,000 28,500 25,000 24,600

8   133,000円〜169,000円未満 35,600 35,100 29,000 28,600

9   169,000円〜213,000円未満 37,900 37,400 31,900 31,400

10   213,000円〜257,000円未満 40,200 39,700 34,800 34,200

11   257,000円〜301,000円未満 42,700 42,000 37,700 37,100

12   301,000円〜397,000円未満 56,000 55,100 46,200 45,400

13   397,000円以上 72,800 71,600 60,600 59,600

0〜2歳児 3〜5歳児

2 8,100 8,000 5,400 5,300

階層 世帯の課税状況

[表3] 保育所の保育料⾦表（⽉額）

保育時間・保育料⾦保

▽保育料⾦は左の表3のとおりで、毎年9⽉が保育料の切り
替え時期になります。

単位：円

延⻑保育時間・保育料⾦保
▽保護者のお仕事などの事情で、規定の保育時間を超えて、

保育が必要な場合は延⻑保育を利⽤することができます。
（保育料と別に料⾦がかかります。）

▽利⽤時間（⽉曜〜⼟曜）
朝:午前7時〜7時30分 ⼣⽅:午後6時30分〜午後7時

[表4] 延⻑保育の利⽤料⾦（⽉額） 単位：円

平⽇利⽤ ⼟曜⽇利⽤

朝のみ・⼣⽅のみ 2,000 400
朝と⼣⽅ 3,000 600

利⽤形態
利⽤料⾦

区分 世帯の課税状況 授業料

1 ⽣活保護世帯 0

[市町村⺠税]
⾮課税世帯・均等割のみの課税世帯

3  所得割課税世帯 3,500

2 1,800

[表5] 幼稚園の授業料（⽉額） 単位：円

[表6] 幼稚園の経費（⽉額） 単位：円

※上記のほか、教材費、学級費、絵本代、園外学習費、保護者会費などが
あります。

※預かり保育を利⽤する場合は、預かり保育料⾦に給⾷費が2,000円程度
加算されます。

教育時間・授業料幼

預かり保育・延⻑保育幼
▽預かり保育は、教育時間の前後に保護者のお仕事、産前・産後、病気、親

族の介護などで、家庭での保育ができない⽅が利⽤できます。
▽預かり保育時間

①⽉曜〜⾦曜…午前7時30分〜午前８時30分、午後1時〜午後6時30分
②⼟曜⽇、春・夏・秋・冬休み期間…午前7時30分〜午後6時30分
※園児の送迎は、保護者が⾏うことになります。
※⽇曜・祝⽇、年末年始（12⽉29⽇〜1⽉3⽇）は、

預かり保育を利⽤できません。
▽預かり保育料

表6のとおりです。
また、⼀定の要件を満たす⺟⼦・⽗⼦世帯、多⼦世帯
では預かり保育料が軽減される場合があります。

▽延⻑保育は、預かり保育を利⽤する⽅で、預かり保育
の時間内に園児の送迎が難しい⽅が利⽤できます。

▽延⻑保育時間
午前7時〜午前7時30分、午後6時30分〜午後7時

待機児童の状況保

⽉〜⾦曜利⽤ ⽉〜⼟曜利⽤ 区分 保育料

朝 250

⼣⽅ 250

延⻑保育

概ね4,000
〜5,000

3,000 4,000

給⾷費
預かり保育料
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▽幼稚園に同時に2⼈以上のお⼦さんが就園している場合、第2⼦以降の授業料が
無料になります。（保護者の所得制限なし。）
また、第2⼦以降の給⾷費も全額補助されます。

保育所保育料は 2⼈⽬以降が無料！保

幼稚園も2⼈⽬以降の授業料が無料！給⾷費も補助！幼

⼦育てサポートメニュー
⼦育て世代の住みやすい街を⽬指して。

イ

栗原市では、⼦育て世代の住みやすい街を⽬指して、保育環境整備のほか、⽣活が
より豊かになるよう様々な⾓度からの⽀援メニューを⽤意しています。
主なラインナップをご紹介します。

子育ての街、くりはら。ビッくりはら！特集

▽同時に2⼈以上のお⼦さんが保育所・幼稚園・認定こども園に⼊所している場合、
2⼈⽬以降のお⼦さんの保育料が無料になります。
（保護者の所得制限はありません。）

病後児保育も安⼼サポート！保
▽⽣後6か⽉以上で、病気の回復期にあるお⼦さんが、保護者のお仕事などの理由

で家庭での保育が困難な場合、⼀時的に保育施設に預けることができます。
▽預かり時間 ▽利⽤可能な症状

⽉曜〜⼟曜 午前8時30分〜午後5時30分 気管⽀炎、胃腸炎、湿疹、創傷、
▽預かり先 インフルエンザ等の回復期

築館保育所 専⽤室 ▽利⽤料⾦
▽利⽤可能⽇数 １⽇利⽤ ⽇額2,300円

利⽤開始⽇から連続5⽇間まで 半⽇利⽤ ⽇額1,200円

栗原では、医療費が18歳まで無料！医
▽⼦育て応援医療費助成事業

栗原市では、保護者の所得制限なく、0歳〜18歳までの⼊院・
通院の医療費を全額助成しています。
しかも、県内の医療機関であれば受給者証を提⽰すれば、窓
⼝での⽀払いもありません。
※県外の医療機関にかかった場合は、⾃⼰負担額を後⽇、振

込みとなります。（市役所への申請が必要）

⼦どもの任意予防接種も無料！医
▽任意予防接種費⽤助成事業

栗原市では医療費だけでなく、お⼦さんが、り患した際の重
篤化を防ぐため、任意予防接種費⽤を全額助成しています。
※指定医療機関以外で接種した場合、⾃⼰負担で接種後、市

に申請することにより全額助成されます。

医療・健康サポート

⼦どもの成⻑を⾒守る健診環境も充実！医
▽乳幼児の病気の予防と早期発⾒や健康の保持・増進を図るため、

⽉齢や年齢に合わせた乳幼児健診等を実施しています。
▽お⼦さんの健やかな成⻑を⾒守るため、市の保健師等と医療機

関が連携し、健診環境の充実を図っています。

育児サポート

スマイル⼦育てサポート券の交付！育
▽⾚ちゃん⽤品⽀給事業

栗原市では、⼦育て家庭の経済的負担を軽減するため、育児⽤品
の⽀給券（栗原市⾚ちゃん⽤品⽀給券）を交付しています。

▽対象者
満1歳未満の乳児の保護者

▽交付限度額
対象乳児ひとりにつき、36,000円
※1枚あたり3,000円の⽀給券を最⼤12枚交付します。出⽣後に

転⼊した場合は、転⼊⽇の翌⽉から交付の対象となります。
▽⽀給券の使⽤

栗原市から指定を受けた取扱店のみでの使⽤となります。
▽⽀給対象⽤品

おむつ、粉ミルク、離乳⾷などの乳児⽤⾷品、清拭剤、哺乳瓶、
哺乳瓶乳⾸、哺乳瓶の消毒剤、⻭ブラシ、保湿剤、ベビーパウ
ダー、⽯鹸・シャンプー、沐浴剤、⾐類⽤洗剤・柔軟剤、肌着
などの⾐類

[表8] 対象となる任意予防接種

※接種費⽤（相場）は医療機関によって異なります。

接種 接種費⽤（相場）
回数 （1回あたり）

ロタリックス ⽣後6週〜24週まで 2回

ロタテック ⽣後6週〜32週まで 3回

おたふくかぜ 1歳以上 7歳未満 1回 5,000〜7,000円

Ｂ型肝炎 1歳以上 3歳未満 3回 5,000〜10,000円

1歳以上 13歳未満 2回

13歳以上 中学3年⽣まで 1回

10,000〜15,000円

インフルエンザ 3,000〜4,000円

種 類 対象年齢
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⼦育てサポートメニュー
⼦育て世代の住みやすい街を⽬指して。 子育ての街、くりはら。ビッくりはら！特集育児

⼦育て⽀援センターによる育児サポート！育
⼦育て⽀援センターは、家庭で⼦育てをしている皆さんが利⽤できる
施設で、市内10か所において定期的に⾏事などを⾏っています。
▽利⽤⽅法

申込み不要。利⽤時間内に各⼦育て⽀援センターを利⽤できます。
※⾏事によって事前申込みが必要な場合あり。

▽利⽤料⾦ 無料
※⾏事によって参加費やおやつ代などの実費をいただく場合あり。

▽利⽤時間
⽉曜〜⾦曜 午前9時〜午後5時
※施設によって利⽤⽇が限定されているものもあります。

緊急時などの⼀時保育もサポート！育
▽⼀時保育事業

⼀時的・緊急的な理由で家庭での保育ができない場合や、保護者の
リフレッシュのために利⽤できるサービスです。
利⽤する際は、事前に利⽤保育所に申請書を提出し、⾯接を受ける
必要があります。

▽利⽤時間
⽉曜〜⾦曜 午前7時30分〜午後6時30分
※利⽤可能⽇数は、⼀時的保育、緊急時保育などの理由により異なります。

▽利⽤可能な保育所
市内10か所（1ページ[表1]を参照。）
[表9] 利⽤料⾦（⽇額）

育児の悩み・不安解消に向けてサポート！育
市内5か所に保健推進室(総合⽀所内)を設置し、育児相談や新⽣
児訪問など、保健師などがきめ細かに相談に応じています。
▽のびのび⼦育て相談

⼼理⼠が、お⼦さんの成⻑発達や育児に関する悩み、お⺟さん
の気分の落ち込みや不安などの相談に応じます。（要申込み）

▽10〜11か⽉育児相談
離乳⾷もぐもぐ期の相談、⽣え始めた⻭のお⼿⼊れの仕⽅、⼦
育てや遊びなど、⼦どもの成⻑発達に関する相談に応じます。

▽すくすく育児相談
お⼦さんの成⻑発達、離乳⾷についてなど、⼦育てで⼼配なこ
とについて保健師・栄養⼠が相談に応じます。

▽⼦ども家庭⽀援員訪問事業
⼦育てに関する不安・悩みを抱える家庭に、⼦ども家庭⽀援員
が伺い、育児や家事のお⼿伝いや育児相談に応じます。

▲くりでん公園芝⽣広場♪

「本」に親しむ機会をつくります！育
▽ブックスタート事業

3〜4か⽉児健診の際に、読み聞かせボランティアの皆さんが、
絵本を開く楽しい体験の機会をつくり、絵本をプレゼントして
います。

▽セカンドブック事業
3歳児健診の際、受診するお⼦さんに市⽴図書館が指定する絵
本の中から気に⼊った1冊をプレゼントしています。

妊娠中などの健康をサポート！産
▽妊婦健康診査助成事業

市の指定医療機関で妊婦健診を受けた場合、健診費⽤を助成します。
また、⾥帰りなどにより指定外の医療機関で妊婦健診を受けた場合
も、申請により健診費⽤を助成します。

▽妊婦⻭科健康診査助成事業
妊娠期のむし⻭・⻭周病の予防などのために、市が指定する⻭科医
院で健診を受けた場合、健診費⽤を全額助成します。（1回のみ）

▽特定不妊治療費助成事業
夫婦が⾏う特定不妊治療（対外受精・顕微授精）にかかる経費を助
成します。（1回あたりの助成上限額:10万円）

▽すこやか⼦育て⽀援⾦
出⽣祝⾦…1〜2⼈⽬:2万円、3⼈⽬:5万円、4⼈⽬:10万円、

5⼈以上で20万円
⼊学祝⾦…第3⼦以降のお⼦さんが⼩学校⼊学の際10万円を交付。

出産 教育環境の充実を図ります！教
▽⼩学校⼊学⽀援事業

第3⼦以降のお⼦さんが⼩学校に⼊学する際、購⼊した学⽤品な
どの経費を助成します。（助成上限額:3万円）

▽放課後児童クラブ
保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児童に対して授業
終了後、適切な遊びや⽣活の場を提供します。

▽少⼈数学級推進事業・補助教員配置事業
⼩中学校において、1学級あたりの児童・⽣徒数を35⼈以下に
編制し、柔軟な指導ときめ細かな対応をしています。
また、必要に応じて補助教員（補助員）を配置し、教育環境の
充実を図っています。

▽⼩中学校ＩＣＴ環境推進事業
すべての⼩中学校でタブレット端末を活⽤した「分かる授業」
を⾏い、⼦どもたちの確かな学⼒の育成に取り組んでいます。

教育

地
域
情

報
移住者視点の
"生"の情報を知りたい場合はコチラ！！

ロクパパ

栗原のリアルな⽣活をもっと知りたい⽅におススメするのは、こち
らのブログ。「絵描きパパの⽥舎育児実験記録LABO」です！
今年7⽉に、奥さんの実家である栗原市に親⼦そろって移住したリア
ルますおさん（ロクパパ
さん）の⼦育てブログ
をご覧ください。

今号で紹介した⽀援制度の詳しい内容などは、栗原市⼦育て⽀援情報
特設サイト「ビッくりはら！」をご覧ください！

利⽤区分 利⽤時間 利⽤料⾦

午前8時30分〜午後5時30分 2,300円

午前7時30分〜午後5時30分

午前8時30分〜午後6時30分

午前7時30分〜午後6時30分 2,700円

午前8時30分〜午後5時30分までの間の４時間 1,200円

午前7時30分〜午後6時30分までの間の5時間 1,400円

半⽇
利⽤

１⽇
利⽤

2,500円


