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しぜんと、いっしょに、はんのうで
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自然の中で、子育てができる
飯能市は、埼玉県南西部に位置する

市域の約 75％が森林の自然あふれるまちです。
市内には、豊かな森林、山、川や湖があり

その環境は〝子育て先進国〞
フィンランドにどこか似ています。

自然に恵まれた環境での子育て

は、子どもたちの知的好奇心や

感性が豊かに育まれ、自尊心や

自己肯定感の向上も期待できる

といわれています。

Meets! ×子育て
スマイルプロジェクトとは？
子育てに関わるすべての保護者・子どもに笑顔があふれるように

飯能市がしっかりサポートするという想いを込めたプロジェクトです。

2

希望をもって不妊治療に取り組める環境を提供します。

愛情をもって子育てができる環境を提供します。

長期にわたって誠実に子育てをサポートします。

子どもだけでなく保護者も幸せが実感できる環境を提供します。

飯能市の や く そ く
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不妊検査・不育症検査開始時の妻の年齢が 43歳未満で
・夫婦そろって実施した不妊検査費用
・夫婦または妻のみ実施した不育症検査費用
に対して、それぞれ 2万円（それぞれ一回限り）を上限として助成します。

不妊治療開始時の妻の年齢が 43歳未満
で、都道府県等が実施する不妊治療費
助成制度の交付決定を受けた方を対象
に、治療内容に応じて上限 10万円また
は 5万円を助成します。

コウノトリ事業 子育て世代
包括支援センター

飯能市では、不妊に悩むご夫婦を支援するため、不妊検査費・不育症検査費・

不妊治療費の一部を助成しています。ぜひお気軽にご相談ください。

妊娠前

不妊検査・不育症検査費助成事業

不妊治療費助成事業

助成金＊ 100,000円
または 50,000円

＊治療開始時に妻の年齢が 35 歳未満である夫婦の初回の
　特定不妊治療の場合は、上限 20 万円を助成します。

飯能市では、子どもを授かったその日から、子どもの成長に合わ

せた切れ目ない支援を行っています。地域のつながりの希薄化等

により、妊産婦や保護者の孤立感や負担感が高まっているといわ

れている現代、少しでも辛いときや不安なとき、子育て世代包括

支援センター（子育てMAP 1）を頼っていただけるとうれしいです。

子育て世代包括支援センターでは

妊娠届出・母子健康手帳交付のと

きに、保健師・助産師が、妊婦や

家族から丁寧に悩みや不安、健

康状態の聞き取りを行います。出

産で分からないこと、産後の健康

管理や子育ての心配ごとなどもご

相談ください。

うまれ
たら①

不妊検査・不育症検査開始時

助成金 上限 各20,000円（各１回限り）

43歳未満（妻の年齢）

43歳

「妊娠したかも？」
「誰に相談したらいいの…」

「泣き止まなくてイライラしちゃう！」
など、子育ての悩みや不安に寄り添い

ながらサポートします。
お子さんの成長をともに分かち
合いたいと思っています。

令和４年度からは、不妊治療費の一
部に医療保険が適用され、本事業は
一部の方のみが対象となります。詳
しくはお問い合わせください。

◀ 母子健康手帳

◀ 支援プランの作成



76

0歳児おむつ無償化事業
「赤ちゃんスマイル」

新生児訪問＆2か月児相談
離乳食相談会

うまれ
たら③

子育て中の家庭の経済的な負担を軽減し、子育

て支援の一層の充実を図るため、０歳児の保護

者を対象として、おむつ等の育児用品の購入に

使えるクーポン券を支給しています。

うまれ
たら②

産後まもなくの心身ともに不安定な時
期に、助産師や保健師が産後のお母さ
んの自宅を訪問し、赤ちゃんの身体計
測、発育の状況、お母さんの体調、母
乳の状態など、赤ちゃんとお母さんの
さまざまな相談に応じています。

新生児訪問

生後２か月の乳児がいる親子が集まり、身体計測・育児相
談を実施します。育児に対する不安や負担が少しでも和ら
ぐように、助産師が赤ちゃんとの心地よい関わり方を伝え
る「ふれあいタイム」等を実施するほか、同月齢の子ども
がいる保護者同士の交流の場としても活用できます。

2か月児相談

離乳食の進め方・つくり方など、い
ろいろな疑問に答える相談会を開催
しています。それぞれの月齢に合わ
せた試食を用意して、栄養士が離乳
食のポイントをお話しします。

離乳食相談会

何でも
お聞かせください！

クーポン券は、出生届の手続き時

のほか３回に分けて直接手渡すこ

とで、保護者が育児の悩みや不安

を相談する場にもなっています。

年間5万円分の
クーポン券

クーポン

利用者の声

０歳児のころは、
育児を始めるにあたり

揃えなくてはならないものも多く
出費が多くなってしまうため
ありがたい制度でした。

また、０歳児はおむつ替えが頻繁に
必要なので、おむつの無償化は
本当に助かりました！

担当保健師

※対象育児用品：紙おむつ／布おむつ／おしり拭き／粉ミルク
液体ミルク／おむつカバー

※使用方法：市が指定したドラッグストア等の取扱店で使用可能

支給時期 支給場所

出生届の
手続き時

乳児健診時 保健センター

８か月児
クーポン券交付時

市役所
子育て支援課

子育て
総合センター

16,000円分

18,000円分

16,000円分

金　額

［支給内容］
０歳児1人に対し額面 1,000 円分のクーポン券を
下表のとおり支給します。

子育てに悩みや不安は、
多かれ少なかれ必ずあると思います。

一人ひとりの個性や、生活環境も違う中で
抱える不安も人それぞれです。

悩んでいる方の、お話を聞かせていただいて
少しでもお力になれるように
がんばりたいと思っています。

クーポン券クーポン券
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すこ
やかに 親子で子どもの医療 子育て総合センター

山手保育所２階にある子育て総合セ

ンター（子育てMAP 2 ）では、地域子

育て支援拠点の「どんぐりルーム」

で遊べるほか、相談室や研修室があ

り、子育てに関するさまざまな相談

や子育て教室、保護者向け講演会な

どを開催しています。

子どもの健康をサポートするため、０歳から18
歳年度末までの子どもが医療機関等にかかった場
合、医療費の自己負担金を助成しています。

飯能市に住民登録がある生後 6か月から
中学３年生の子どもは、インフルエンザ
の予防接種を無料で受けられます。

「子どもの健康ナビ」は、予防接種ス
ケジュールの自動作成、接種予定日
や健診日のメール通知など、子ども
の健康管理をサポートするサービス
です。「飯能市ご当地アプリ」の機能
として、お持ちのスマートフォン、
タブレット端末から利用できます。

子ども医療費

インフルエンザ予防接種費用無料

子どもの健康ナビ

接種履歴の管理、未接種分のスケジュール自動作成、
接種予定日変更時のスケジュール自動再作成機能に
より保護者の負担を軽減します。

子育てに関する不安や悩みは子育て

総合センターにご相談ください。

接種日・健診日が近づくと
メールが届きます！

子ども医療費

インフルエンザ

自己負担金を助成

予防接種費用：無料

0歳

生後６カ月 中学３年生

中学３年生 18歳年度末

以前に住んでいたところは
インフルエンザの予防接種費用が
無料ではなく、子どもが３人いる
ので結構な金額でした。飯能市で
はインフルエンザ予防接種が無料

なので、助かっています。 他市町村から転入された方
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あそぶ はなす地域子育て支援拠点
市内には地域子育て支援拠点が 6か所あります（利用料無料）。

０歳～就学前の親子を対象に、子ども同士の遊び、親同士の交流、

また、相談や学習の場として活用されています。

「西川材」をふんだんにつかったあたたか
みあふれる空間でのびのび遊べます。部
屋が分かれているので、小さな赤ちゃん
も安心して遊ばせることができます。

牛乳パックを活用してボールプールや
キャラクターをかたどった椅子を製作す
るなど工夫がいっぱいの施設。実際にモ
ビールなどもつくれ、つくる楽しさも体
験できます。

床と腰板は「西川材」の杉を使用。手づ
くりの木のキッチンやたくさんの絵本・
ぬいぐるみがあります。部屋が広く、お
もちゃを大きく使って遊べます。

おもちゃや絵本がたくさんあります。園
庭でも遊べます。ベビーベッドもあるの
で遊び疲れて寝てしまっても大丈夫です。

陽の光がぽかぽか暖かい部屋で親子で遊
べます。おもちゃの他にも木のすべり台
やたくさんの絵本があります。

子育て総合センター内

元氣保育園本園内

どんぐりルーム
のびのび～の

いるかひろば

ひなたぼっこ にこにこひろば

山手町19-4
永田 547

下赤工 442-2

双柳 1284-1 岩沢 1243

ぽかぽか保育園 2階 加治東小学校内

年齢に合わせたたくさんの手づくりおも
ちゃで遊べます。アットホームな空間で、
赤ちゃんもくつろげます。すぎのこ保育園向かい

ゆりかご

双柳87-89

原市場小学校内

子どもたちに大人気のボールプール▶
頑丈なつくりで、思いきり遊べます

1

2

3

4

5

6
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保育士の育成

飯能市では、保育士育成のために独自の「ベー
シックガイド」があります。これはすべての保
育士に配布される保育の基本を確認するための
ガイドです。

子どもに対する接し方や遊び方等の保育の基本
的な内容や、経験に頼ることなく実務に活用で
きる指針等が記載されており、新任の保育士や
復職したばかりの保育士をはじめ、全ての保育
士が基本を確認するために活用しています。

独自の「ベーシックガイド」

改訂を重ねる
「ベーシックガイド」

飯能市 保育所等コンサルティング
飯能市では保育の質の向上を目的とし

て、子どもの発育過程において、子ど

もが過ごしやすい保育施設の環境を整

備する「飯能市 保育所等コンサルティ

ング」を実施しています。

この取り組みは、飯能市と植草学園大学

の小川晶准教授が共同で実施しており、

小川准教授が、飯能市内の保育所等へ巡

回しています。実際に保育施設で過ごす

子どもの様子を見て、子どもの自立を手

助けするレイアウトを考案し、保育施設

に取り入れています。

保育動線を整理して子どもの
欲求や要求に対応する量も質
も高め「大事にされている」
と子ども自身が感じ取れるよ
うにすることが重要です。

小川晶准教授
（  　　　　　  ）植草学園大学
発達教育学部

あずけ
る

すごし
やすさ

子どもの気持ちに寄り添って
保育を行うこと、自主性を尊重すること
を大切にしています。飯能市は自然が豊
かでのびのび遊べ、さまざまな子育て支
援策が充実しているので、一人で子育て
している感覚に陥りにくいのも特長です。

保育士からメッセージ
小川先生

memo

Before After
以前は、全てのおもちゃが１か所に収
納されており、目に入るものを次から
次へと出して、ひっくり返すことが遊
びになっていました。小川先生の指導
を経て「ままごと」「積み木」など遊
ぶ目的ごとにエリアを分けた結果、自
ら遊びを選び、エリアの中で落ち着い
て過ごせるようになりました。

おもちゃが全て 1か所
にまとめられていたと
きの様子

おもちゃごとにコーナー
分けしたときの様子
（手前：ままごと／奥：
ぬいぐるみ）

飯能市で行われている実践：おもちゃの整理場所

子どもが毎日楽しい！
と思える、保護者が安心して預けられる
保育を心がけています。朝お預かりする
ときの様子は必ず聞いて、その日一日過
ごした様子をお伝えするようにしてい
ます。実際に私も飯能市で子育てをして
いて、安心して子育てができる環境だと

実感しています。
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活用
する

ほいく
しょ

妊産婦や子育て中の保護者等が、身近で利用しやすい場所にある市内

９か所の公立保育所を「マイ保育所」として登録することができます。

「マイ保育所」を利用し始めた当初は、
保育所の入所児と一緒に遊んでも大丈夫か心配でし
た。実際に利用してみると、子どもが楽しそうに笑っ
ている姿が見られ、とても嬉しい気持ちになりまし
た。また、先生も一緒になって子どもの世話をしてく
れるため、気が楽になって、周囲の人と話す

余裕もできママ友も増えました。

よく泣く子どもだったので
中々出かけることができず、産後一
年ほど美容院にも行けませんでした。
リフレッシュでの利用もOKと聞き、
預かっていただいて美容院に行きま
した。短い時間の利用でも気分転換
になり、とても助かりました。

市内の保育所

マイ保育所

利用者の声

一時保育
利用者の声

山手保育所 第二区保育所 富士見保育所山手町 19-4 小瀬戸 19-1 双柳 429-1

1

浅間保育所 双柳 1185-3 加治保育所 川寺 531-4 加治東保育所 岩沢 1283-1

吾野保育所 長沢 78-1美杉台保育所 美杉台 1-2-1 原市場保育所 原市場 1048-1

マイ保育所
一時保育（一時預かり）

「どうしても用事があって面倒を見られない…」
「仕事がいつもと違う時間になりそう…」
「たまには息抜きしたい…」
そんなときに、一時保育をご利用いただけます。
（※事前に面接などが必要になります）

一時保育（一時預かり）

一時保育
受け入れ保育所

・山手保育所

・ぽかぽか保育園

・飯能元氣保育園

･････････････････

････････

････････

公立保育所

私立保育所

子育て相談
同年齢クラスでの保育体験や給食の試食など
保育所施設、保育士のおむつ交換や授乳などの様子の見学
安全な環境で安心して遊べる園庭開放
保育所で行われる行事への参加
絵本の貸し出し
身長や体重の測定 

2 3

4 5 6

7 8 9

すぎのこ保育園
双柳 87-10

10

飯能元氣保育園
永田 547

12

飯能元氣保育園分園
永田 544

13

1

12

13

「マイ保育所」でできること

わかば保育室(地域型 )
小久保 146

17

シーザースクリーク
チャイルドケア分園
川寺 466-2

15

シーザースクリークチャイルドケア
双柳 353-121

14

Nicot飯能
南町 1-15

16

ぽかぽか保育園
双柳 1284-1

11
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おで
かけ

ようち
えん 市内の幼稚園・こども園 市内の主な公園

中央公園 山手町 217-1 ほか

あさひ山展望公園 美杉台 5-5・5-28

龍崖山公園 茜台2-8-1

阿須運動公園 阿須 812-3 ほか

市内には、31の公園と５つの児童遊園

があります。遊具や環境もさまざま。

その一部を紹介します。

名栗幼稚園 上名栗 2951

公立幼稚園 1

私立幼稚園

飯能幼稚園 山手町 9-14

5

わかば幼稚園 小久保 146

6

大東幼稚園 永田 530

7

認定こども園

認定こども園さゆり幼稚園 緑町 2-5

2

加治幼稚園 川寺 462-2

3

認定こども園白鳥幼稚園 岩沢 1129

4

1

2

3

4
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よむ
あそぶ

本に
出会う こども図書館

飯能市立こども図書館（子育てMAP 1）は、全国的にも珍しい０～ 12 歳

までを対象とした子どもの本、紙芝居、児童文学に関する研究書を所

蔵する、子どもと子どもの読書に関わる大人のための専門図書館です。

建物は、木をふんだんに用

いたログハウスのような外

観で、靴をぬいで入る館内

は、木のぬくもりあふれる

あたたかな空間。

定期的に開催される絵本や紙芝居の

読み聞かせのほか、工作教室や人形

劇も開催され、一年を通じて、子ど

もたちが本やさまざまなイベントに

親しみながら、楽しく過ごせる図書

館です。飯能市は、小さな頃から子

どもがたくさんの本と出会える環境

を整えています。

木々に囲まれた静かな環境の中で、ゆっ

くり本に親しむことができます。

地元産木材「西川材」を使った木
の香りあふれる図書館。あたた
かみのある空間の中、親子で絵
本を楽しめます。「はいはいコー
ナー」では、「おはなし会」も開催
しています。子育てに関する本
や情報もそろっています。

総合福祉センターの３階にありま
す。地域の子どもたちに健全な遊
び場を提供する施設です。遊びを
通して、児童の健康を増進し、情
操を育てることを目的としていま
す。自由に好きな遊びや、イベン
トに参加することができます。

飯能市立図書館

美杉台児童館

児童センター

「はいはいコーナー」

美杉台地区行政センター・美杉台
保育所と同じ建物の２階にありま
す。思いきり遊べる広々とした空
間、たくさんのおもちゃ、乳幼児
向けの部屋、図書室などがありま
す。子育てサロンや人形劇などの
イベントも盛りだくさん！ぜひ遊
びに来てください。

2

3

4
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しぜんと、いっしょに
自然豊かな飯能市には、子どもと一緒に遊べるスポットがたくさん。

山に、川に、湖に、季節を変えて、のんびり楽しむことができます。

低山ハイキング

飯能河原で川遊び

奥武蔵自然歩道で虫捕り

森のようちえん

天覧山 山頂

くつ
ろぐトーベ・ヤンソン

あけぼの子どもの森公園
トーべ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園（子育てMAP 5）は、

飯能市が誇る人気スポット！ 爽やかな風や木漏れ日を感じながら

だれもがそれぞれくつろげる空間です。

園内には遊具がないかわりに、個性豊かな建物

たちとたくさんの自然があります。子どもたち

はその中で思い思いに遊び方を見つけます。

2018 年には「Café PUISTO」が新たにオープン。

2019 年にはライトアップが始まり、世代を超

えて愛されながら、進化を続けています。

© (2023) Moomin Characters /R&B
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子育て
ＭＡＰ

子育て
ＭＡＰ

公
立
保
育
所

1 山手保育所 山手町 19-4 042-978-8216

2 第二区保育所 小瀬戸 19-1 042-972-3676

3 富士見保育所 双柳 429-1 042-972-2112

4 浅間保育所 双柳 1185-3 042-973-5101

5 加治保育所 川寺 531-4 042-972-2235

6 加治東保育所 岩沢 1283-1 042-974-4547

7 美杉台保育所 美杉台 1-2-1 042-972-5851

8 吾野保育所 長沢 78-1 042-978-0004

9 原市場保育所 原市場1048-1 042-977-0052

私
立
保
育
所

10 すぎのこ保育園 双柳 87-10 042-972-5760

11 ぽかぽか保育園 双柳 1284-1 042-974-8300

12 飯能元氣保育園 永田 547 042-975-1288

13 飯能元氣保育園分園 永田 544 042-975-1288

14 シーザースクリーク
チャイルドケア 双柳 353-121 042-978-4000

15 シーザースクリーク
チャイルドケア分園 川寺 466-2 042-978-8448

16 Nicot 飯能 南町 1-15 042

17 わかば保育室（地域型） 小久保 146 042
公 立
幼稚園 1 名栗幼稚園 上名栗 2951 042-979-0257

認
定
こ
ど
も
園

2 認定こども園
さゆり幼稚園 緑町 2-5 042-973-3456

3 加治幼稚園 川寺 462-2 042-973-5444

4 認定こども園
白鳥幼稚園 岩沢 1129 042-974-2341

私
立
幼
稚
園

5 飯能幼稚園 山手町 9-14 042-973-1332

6 わかば幼稚園 小久保 146 042-972-2781

7 大東幼稚園 永田 530 042-975-1550

市
内
の
主
な
公
園

1 中央公園 山手町217-1ほか ー

2 阿須運動公園 阿須812-3ほか ー

3 あさひ山展望公園 美杉台 5-5・5-28 ー

4 龍崖山公園 茜台 2-8-1 ー

5 トーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの森公園 阿須 893-1 042-972-7711

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

1 どんぐりルーム 山手町 19-4 042-972-1301

2 ひなたぼっこ 双柳 1284-1 042-974-8311

3 ゆりかご 双柳 87-89 042-972-5796

4 のびのび～の 永田 547 0120-415-004

5 にこにこひろば 岩沢 1243 042-971-3001

6 いるかひろば 下赤工 442-2 042-970-3010

図
書
館

1 こども図書館 稲荷町 25-8 042-974-2414

2 飯能市立図書館 山手町 19-5 042-972-2114

そ
の
他

1 子育て世代包括
支援センター 双柳 371-13 042-974-7500

2 子育て総合センター 山手町 19-4 042-978-8415

3 美杉台児童館 美杉台 1-2-1 070-7605-4240

4 児童センター 双柳 371-13 042-973-0022

吾野駅

東吾野駅

原市場小

武蔵横手駅

高麗駅

高麗川

東飯能駅 双柳小

精明小

宮沢湖

西武池袋線

Ｊ
Ｒ
八
高
線

飯能駅
元加治駅

名栗湖

郵便局

市立博物館

飯能一小

東
飯
能
駅

飯能駅

飯能市役所

富士見小

1

8

6

9

2

12
137

6

4
3

4
4

6

3

1

5

5

1

15

1410

1

3

2

1

1

2

駅周辺地図

7

5

2

3

4

武蔵横手駅

武蔵横手駅

飯能河原

2 11

17

5
2

飯能河原

至 西武秩父

至 川越

至 八王子

至 池袋

美杉中

3
4

16
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