
保育園・認定こども園
学童保育所

温かく見守って育てる幼児教育・保育

【➊保育園】
昼間、児童の保護者が就労などのため、家庭におい
てその児童を保育することができない場合に、保護
者に代わって保育をする児童福祉施設です。
認可保育園
▪ ひまわり保育園 58-1945
▪ コスモス保育園 58-0896
認可外保育園
▪ 山之上保育園ピノキオ 57-0659

【➋認定こども園】
児童の保護者が就労している、していないに関わら
ず、先生や友達と一緒に生活しながら家庭ではでき
ないさまざまな経験を通して、生きる力の基礎とな
る心情・意欲・態度や、思いやりの心などを育てます。
▪ 竜王こども園　 57-0009

【➌学童保育所】
昼間保護者が労働などにより家庭にいない小学校に
通う子どもたちに、放課後を安全で楽しく過ごせる
居場所を提供します。
▪ まつぼっくり児童クラブ（竜王小学校区）
▪ 西っ子児童クラブ（竜王西小学校区）

070-2449-1899

➊➋は教育総務課 58-3710
➌は健康推進課 　 58-1006

竜王町子育て支援サイト竜王町子育て支援サイト

http://ryu-suku.town.ryuoh.shiga.jp/http://ryu-suku.town.ryuoh.shiga.jp/

竜王町保健センター（健康推進課）
平日8:30～ 17:15

0748-58-1006  FAX 0748-58-1007

竜王町で子育てをするパパ・ママのために、子育てに必要な情報
を集めました。詳細は二次元コードを読み取ってご覧ください。

赤ちゃんサロン
１歳未満の赤ちゃん親子の集い

保健師・管理栄養士・助産師などが、育児相談、離
乳食相談、授乳相談を行います。

健康推進課 58-1006

交流

障がいや病気のある
お子さんのために

子の集い障がいや病気のある子どもとの暮らしをサ
障がいや病気のある子どもとの暮らしをサポート
▪特別児童扶養手当
▪障害児福祉手当
▪心身障害児福祉年金
▪自立支援医療 (育成医療 )
▪自立支援医療 (精神通院医療 )
▪ 身体障害者手帳／療育手帳
／精神障害者保健福祉手帳の発行

自立支援課 58-5323

障がいや病気のある
子育て

乳幼児健康診査
赤ちゃんの成長発達を節目ごとに確認

母子保健法に基づいて行われる乳幼児に対する健康
診査です。赤ちゃんの成長確認や育児をアドバイス
します。

健康推進課 58-1006

健診

こどもひろば
ママ友・パパ友づくりの輪がひろばる交流の場

0 歳から未就園児とその保護者が自由に利用でき、
地域の人との出会いや、おしゃべりや遊びを親子で
楽しめます。

社会福祉協議会 58-1475

交流

りゅうすくレシピ
離乳食や毎日の献立に役立つレシピ集

学校給食からのレシピや管理栄養士や健康推進員が
食育や健康を考えた、竜王産食材を使用したバラエ
ティー豊かなレシピを公開しています。
▪離乳食レシピ
▪学校給食メニュー
▪まるごと竜王産レシピ
▪めざましon野菜～ de減塩～

健康推進課 58-1006

食育

ひとり親の子育て
ひとり親家庭等をサポートする各種支援制度

▪児童扶養手当
▪福祉医療費助成制度
▪母子・父子福祉年金
▪遺族基礎年金
▪母子・寡婦福祉資金
▪各種奨学金
▪ 母子家庭自立支援教育訓練給付金
▪母子家庭高等技能訓練促進費

健康推進課 58-1006

ひとり親の子育て

子育て

子どもの予防接種
入院・通院・調剤薬局にかかる医療費の無償化

新生児訪問時に「予防接種と子どもの健康」と「赤
ちゃん手帳」をお渡ししています。
※ 予防接種は医療機関での個別接種となります。

健康推進課 58-1006

子どもの予防接種
予防接種

竜王町保健センター（健康推進課）

保育園・認定こども園
教育

年齢別の子育て教室「学年別ひろば」要予約
▪ぴよぴよひろば（0歳児）
▪よちよちひろば（1歳児）
▪わくわくひろば（2歳児）

【乳幼児健診の種類】
▪４カ月児健診
▪ 10カ月児健診
▪１歳６カ月児健診
▪２歳６カ月児健診
▪３歳６カ月児健診

【定期予防接種の種類】
ロタウイルス／ B型肝炎
小児用肺炎球菌
４種混合／２種混合
ヒブ／ BCG／日本脳炎
麻しん風しん混合／水痘
子宮頸がん予防

ティー豊かなレシピを公開しています。

めざましon野菜～ de減塩～

健康推進課 58-1006



若者定住のための
住まい補助金

住宅の新築・リフォーム経費・家賃の一部を補助
【補助対象者】
町税や料金などの滞納がなく、次のいずれかの要件
を満たしている人
▪  40 歳未満で町内に住んでいる人
▪  40 歳未満で令和５年 3月末までに竜王町に転入
する人

▪ 令和３年 12月 29 日～令和５年 3月末に婚姻届
を提出または提出予定で町内に住んでいる人

▪  18 歳以下の子どもを養育中の人で、町内に住ん
でいる人

※必ず着工前に申請してください。

建設計画課 58-3716

ダイハツ竜の子
ファミリー車提供制度

２人目・３人目ご出産のご家庭に３年間無償提供
ダイハツ工業㈱および滋賀ダイハツ販売㈱の協力に
より下記の提供車両を登録日から３年間無償で提供
します。

【対象者の条件】
▪ 第３子以上（①～⑤の条件を全て満たす人）
▪ 第 2子（①～⑥の条件を全て満たす人）
① 町内に住民登録し出産時点で 6カ月以上前から引
き続き町内に居住している人
② 対象児童全てと同居する親
③ 本制度を以前に受けていない人
④ 町税等の滞納がない人
⑤ 納車後、速やかに車両を使用する人
⑥ 町内に住民登録し、出産時点で 6カ月以上前から
引き続き居住している第 2子の祖父または祖母が
同居もしくは近居している人
※出生した日から３カ月以内に申請が必要です。
※ロッキーは第３子以上の人が対象

未来創造課 58-3701

福祉医療費助成制度
入院・通院・調剤薬局にかかる医療費の無償化

医療機関受診に伴う自己負担を補助します。対象要
件を満たしていても、申請がないと交付できません。
住民課へ受給券の交付申請を行ってください。
【対象者】
町内在住の 0歳～中学３年生
※ 保険適用外の医療、入院時の食事費用、診断書作
成料、特定療養費等は助成対象外

住民課 58-3702

福祉医療費助成制度
医療

医療・救急
町内医療機関・近隣の医療施設

【町内の医療機関】
▪弓削メディカルクリニック  ･････････ 57-1141
▪にしぶち医院  ･････････････････････ 58-2932
▪石塚内科クリニック････････････････ 58-0025
▪かりもと整形外科クリニック ･････････ 28-1100
▪ あえんぼクリニック
（竜王町国民健康保険診療所：医科） ･･ 57-0610

医療

児童手当
子どもの健やかな成長を支援する給付金

【支給対象】
▪ 0～ 3歳未満の児童  ････････････ １万 5000円
▪ 3歳～小学校修了
　（第 1子・第 2子） ･････････････････････ １万円
　（第 3子以降） ･･･････････････････ １万 5000円
▪中学生  ･･･････････････････････････････ １万円
▪所得制限以上で所得制限未満の受給者  ･･5000 円

健康推進課 58-1006

給付金

交通

若者定住のための
住まい

路線バス通学定期
利用促進プロジェクト

通学支援補助
近江鉄道バス・近江タクシーと共同で通学定期の半
額補助と夜間特別便 ( 予約制相乗りタクシー ) を運
行を実施しています。

未来創造課 58-3701

路線バス通学定期
交通

【対象者】
30 歳未満の町民で、中・高・大
学生その他学生

子育て相談
（利用者支援事業）
妊娠中や就学前までの子育ての悩み相談

子育て期の悩み事、困り事について専門の保育士や
保健師がお話を伺います。

健康推進課 58-1006

悩み

軽自動車購入助成事業
子育て世帯への経済支援・町内企業への経済対策
子育てのために使用する軽自動車の購入費用の一部
を助成します。
【補助対象者】
町内に居住する子育て世帯（高校生以下の子と同居）
の人で、子育てのために使用する軽自動車を町内の
自動車販売店で購入する人
▪１台当たり５万円
▪人数制限あり（先着順）
▪１世帯１回限り

商工観光課 58-3718

軽自動車購入助成事業

交通

発達上の相談
発達についての心配や気になること

子どもの発達について心配事相談や、支援が必要な
人とその家族が安心して生活できるようお手伝いし
ます。

自立支援課 58-3741

悩み

仕事の相談
子育てと仕事の両立を応援！

仕事と子育てが両立しやすい求人情報の提供や、 こ
れから仕事を始めようと思うママのお仕事探しの相
談を受け付けています。求人情報はハローワークイ
ンターネットサービスでも探すことができます。
▪ハローワーク東近江

0748-22-1020
▪ハローワーク東近江マザーズコーナー

0748-37-3882

しごと

竜王町に住みたい
若者を応援します！

新 築新 築

リフォームリフォーム

家 賃家 賃


