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イイとこどりで 子育てしよう。

栗原市は豊かな⾃然環境でのびのびと⼤きく⼦どもたちを育ててい
くことのできる環境として⾃信があります。
でも⾃然豊かな環境は⼦育てにいいのは分かるけど、⽥舎は不便で
⼼配…。という若い⼦育て世代の皆さま、安⼼してください。
栗原市から東北⾃動⾞道（⾼速道）を利⽤すれば仙台駅までなんと
約60分以内（栗原市役所付近から）で着いちゃうんです。
休⽇には野球観戦や、駅前でのショッピングなど都⼼を謳歌し、⽇
常は⾃然豊かな環境でゆっくりと我が⼦の成⻑を⾒守る。
「栗原暮らし×都⼼利⽤」という、⼦育て環境を⽇常の中⼼にした
新しい暮らしを栗原市はご提案します。
「栗原暮らし×都⼼利⽤」という⼦育て環境を重視した暮らしを
はじめてみませんか。

栗原暮らし×都心利用
⼦育て世代へ新しいご提案、⼦育てを⽀える⼤きな⽀援。

右のグラフは、栗原市第2次総合計画（計画期間:2017〜2026年度）
の策定にあたり、それまでの市の取組みを「満⾜度」として評価し
ていただいたものです。（2015年4⽉調査結果）
将来像別の満⾜度では、将来像Ⅲ:⼦育て・健康・福祉に関する取組
みの満⾜度が⾼い結果となりました。

その将来像Ⅲの内訳となる基本⽅針別の満⾜度を⾒ると、特に「⼦
育て」に関する取組みは、満⾜度が7割超と突出しており、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
クトとして取組んできたことに⼀定の評価をいただいています。

▽栗原市総合計画に関する市⺠アンケート【将来像別の満⾜度】

▽栗原市総合計画に関する市⺠アンケート【来像Ⅲ:基本⽅針別の満⾜度】

栗原市の⼦育て⽀援で特に⼒を⼊れたものは、医療費やお⼦さまが
増えたときの費⽤負担軽減、住宅購⼊をお考えの若者世代への助成
や、移住を検討している⽅への⼼強いサポート体制など、栗原で家
族とともに暮らし、ずっと笑顔で暮らすことのできる⼤きな⽀援制
度を設けています。

[表-1]
市⽴幼稚園の園児数の状況（H30.5.1現在）

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。
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7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。

一体型による保育環境づくり幼・保

[表-2]
市⽴保育所の⼊所状況（H30.8.1現在）

※表1の幼稚園のほか私⽴幼稚園が2施設あります。
※表2の市⽴保育所のほか、地域型保育施設が3施
設あります。Instagram公開中！

ビッくり原くんの毎⽇

「子育て環境」市民満足度 70％超！

子育て世代への心強いサポート体制！

3 4 5
歳児 歳児 歳児

1 築館 71 96 90 257 ○

2 栗駒 46 62 53 161 ○

3 ⾼清⽔ 17 23 29 69 ○

4 ⼀迫 43 36 48 127
5 瀬峰 33 27 22 82 ○

6 鶯沢 14 21 12 47 ○

7 ⾦成 41 51 40 132 ○

8 志波姫 48 40 47 135 ○

9 花⼭ 2 3 5 10

№ 幼稚園名
園児数 幼保

⼀体合 計
0〜2 3〜5
歳児 歳児

1 築館 92 0 92 ○
2 築館⻄ 36 0 36
3 築館北 26 0 26 ○
4 若柳川北 41 0 41
5 若柳川南 53 0 53 ○
6 栗駒 64 0 64 ○
7 ⾼清⽔ 32 6 38 ○
8 ⼀迫 39 0 39 ○
9 瀬峰 34 0 34 ○
10 鶯沢 29 0 29 ○
11 ⾦成 58 0 58 ○
12 ⾦成萩野 0 0 0
13 志波姫 66 0 66 ○

№ 保育所名
⼊所数 ⼀時

保育合計
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子育てを全力で応援。

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）

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
を防ぐため、下記の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。

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。

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-3] 対象となる任意予防接種

※接種費⽤は医療機関によって異なります。
※Ｂ型肝炎は、2019年3⽉末までの助成となります。

栗原市は、子どもの子育て環境を第一に考えるご家族を全力で応援したい。

0歳～18歳まで医療費無料！

栗原市は⼦育て環境として、とても適しているという⾃信があります。
でも、環境だけで⼦育てを応援できるとは考えません。
⼦どもが⼤きくなるにつれて、教育費や医療費などいろんなものに負担もかかってきます。
そこで栗原市が考えたのが⼦育て⽀援策です。教育費から医療費、住宅購⼊補助まで、⼤家族になればなるほど
⼤きな⽀援ができるよう、栗原市が応援できることをたくさん⽤意しました。
⼦どもたちがここ栗原市で⼤きく育ち、そして⽴派な⼤⼈になるまで、未来を⾒据えた⽀援策。
それが栗原市の⾃慢の⼦育て⽀援策です。

Vision

子どもの各種任意予防接種も無料！

スマイル子育てサポート券の交付！

子育てアプリ 『スマイル栗なび！』 を配信！

⼦育てアプリ「スマイル栗なび！」を無料配信しています。
配信されるのは、⼦育て⽀援に関する⾏政情報や
健康診断や予防接種、市内のイベント情報です。
さらに、アプリ内の電⼦⺟⼦⼿帳機能を活⽤す
ると、⼦どもの成⻑記録や画像データをスマー
トフォンに記録し、データを家族と共有するこ
とも可能です！

子どもの成長を見守る健診環境も充実！

「本」に親しむ機会をつくります！

▽ブックスタート事業
3〜4か⽉児健診の際に、司書とボランティアの皆さんが、読み聞か
せを⾏い、絵本に親しむ機会をつくるとともに、絵本のプレゼント
もあります。

▽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選んだ絵本の中
から気に⼊った1冊をプレゼントしています。

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。
【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 9:00〜17:00

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 7:30〜18:30
【利⽤可能な保育所】

市内10か所（1ページ[表-2]を参照）

子育て支援センターによる育児サポート！

緊急時などの一時保育もサポートします！ [表-4] 利⽤料⾦（⽇額）

2018年10⽉1⽇現在
接種 接種費⽤
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

種 類 対象年齢

10,000〜15,000円

インフルエンザ 3,000〜4,000円

利⽤区分 利⽤時間 利⽤料⾦

8:30〜17:30 2,300円

7:30〜17:30

8:30〜18:30

7:30〜18:30 2,700円

8:30〜17:30までの間の4時間 1,200円

7:30〜18:30までの間の5時間 1,400円

１⽇
利⽤

2,500円

半⽇
利⽤
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▽7:30〜18:30（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。

▽保育料⾦は右の表-5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。

▽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
な場合は延⻑保育を利⽤することができます。
※保育料とは別に料⾦がかかり

ます。
▽利⽤時間（⽉曜〜⼟曜）
【朝】7:00〜7:30
【⼣⽅】18:30〜19:00

保育時間・保育料金保

延長保育時間・保育料金保

保育料は ２人目以降が無料！保

▽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。）

▽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】⽉曜〜⼟曜 8:30〜17:30
【預かり先】築館保育所 専⽤室（利⽤開始⽇から連続5⽇間まで利⽤可）
【利⽤可能な症状】 気管⽀炎、胃腸炎、インフルエンザ の回復期等
【利⽤料⾦】1⽇利⽤：⽇額2,300円、 半⽇利⽤：⽇額1,200円

病後児保育も安心サポート！保

市内での待機児童数の状況は左の表-7のとおりです。
19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。
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。

待機児童の状況保

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。

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。

市内すべての幼稚園で３年保育！幼

2人目以降の授業料が無料！給食費も補助！幼
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。

給食提供＆スクールバス送迎！幼

▼築館幼保⼀体型施設（園舎も園庭も広々♪♪）

▲築館幼保⼀体型施設に隣接する⼈⼯芝の公園

[表-5] 保育所の保育料⾦表（⽉額）

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

階層 世帯の課税状況
0〜2歳児 3〜5歳児

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

単位：円

平⽇利⽤ ⼟曜⽇利⽤

朝のみ・⼣⽅のみ 2,000円 400円
朝と⼣⽅ 3,000円 600円

利⽤形態
利⽤料⾦

[表-6] 延⻑保育料⾦表（⽉額）

[表-7] 宮城県内の待機児童数（2018.4.1現在）
待機 待機 待機 待機

児童数 児童数 児童数 児童数
仙台市 138 登⽶市 3 柴⽥町 29 ⼤郷町 6
⽯巻市 21 栗原市 19 川崎町 0 ⼤衡村 0
塩釜市 18 東松島市 24 丸森町 0 ⾊⿇町 0

気仙沼市 20 ⼤崎市 64 亘理町 16 加美町 6
⽩⽯市 3 富⾕市 0 ⼭元町 0 涌⾕町 2
名取市 82 蔵王町 6 松島町 5 美⾥町 28
⾓⽥市 1 七ヶ宿町 0 七ヶ浜町 0 ⼥川町 0

多賀城市 40 ⼤河原町 24 利府町 7 南三陸町 0
岩沼市 0 村⽥町 6 ⼤和町 45

市町村市町村 市町村 市町村

出典:宮城県⼦育て⽀援課
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移
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談
私たち、くりはら移住定住チームが

ご相談に対応します！！
交通アクセス

栗原市

・仙台1時間55分

21分

46分

東京
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最短1時間55分

最短21分 最短46分

【ＪＲ東北新幹線】

【東北自動車道】
南北に２つのインターチェンジがあり、

市外への移動もスムーズ

■築館IC→仙台まで約45分（60㎞）

■若柳金成IC→盛岡まで約1時間25分

（110㎞）

【レンタカー（くりこま高原駅）】
■駅レンタカーくりこま高原営業所

■トヨタレンタリース宮城くりこま高原駅前店

■ニッポンレンタカーくりこま高原駅東口営業所

教育時間・授業料幼
▽9:00〜13:00（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、下記の表-8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。

▽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、保育が必要な⽅が利⽤できます。

【預かり保育時間】
①⽉曜〜⾦曜…7:30〜8:30、13:00〜18:30
②⼟曜⽇、春・夏・秋・冬休み期間…7:30〜18:30
※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）は利⽤できません。

【預かり保育料】
表-9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】7:00〜7:30、18:30〜19:00

預かり保育・延長保育幼

[表-8] 幼稚園の授業料（⽉額）

※上記のほか教材費・学級費などがかかります。
※預かり保育を利⽤する場合、預かり保育料に給⾷費が

2,000円程度加算されます。

[表-9] 幼稚園の経費（⽉額）

妊娠中などの健康をサポート！

▽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、健診費⽤の⼀部を助成
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
けた場合においても、申請により健診費⽤の⼀部を助成します。

▽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

教育環境の充実を図ります！

▽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。

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）

育児の悩み・不安解消に向けたサポート！
▽10〜11か⽉育児相談

離乳⾷カミカミ期の相談、⽣え始めた⻭のお⼿⼊れの相談、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。

育児

地⽅移住を考えている⽅が思い描く
新たな⽣活が、より豊かなものにな
るように。
相談会での出会いをきっかけに、継
続的に相談対応・各種情報提供させ
ていただきます。
（鈴⽊・⼆階堂・松・阿部）

区分 世帯の課税状況 授業料

1 ⽣活保護世帯 0円

[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円

2 1,800円

⽉〜⾦曜利⽤ ⽉〜⼟曜利⽤ 区分 保育料

朝 250円

⼣⽅ 250円

給⾷費
預かり保育料 延⻑保育

概ね4,000
 〜5,000円

3,000円 4,000円


