地域子育て支援センター 一覧
富
山
市

富山市子育て支援センター
丸の内

大門子育て支援センター

TEL 076-444-1110

中村

大島つばさ子育て支援センター

八尾町福島 TEL 076-455-3714

新開発

婦中中央子育て支援センター

射水おおぞら子育て支援センター

婦中町速星 TEL 076-466-5012

小島

じんぼ子育て支援センター

下村子育て支援センター

婦中町上吉川 TEL 076-469-6676

加茂中部

下大久保

TEL 076-468-2670

魚
津
市

堀川町

TEL 076-424-8833

友道

TEL 076-437-7081

新金屋

TEL 076-424-9121

六郎丸

TEL 076-483-1043

光陽もなみ子育て支援センター
布瀬町南
高
岡
市

TEL 076-421-4964

北鬼江
氷
見
市

TEL 0766-28-4114

鞍川

小久米

伏木子育て支援室「フレンドリー伏木」

すくすくサロン

伏木東一宮 TEL 0766-44-0595

飯久保

野村子育て支援室「フレンドリーのむら」

キラキラキッズサロン

TEL 0766-23-3893

泉

西部子育て支援室「フレンドリーせいぶ」
千石町

戸出町
射
水
市

TEL 0766-63-2370

窪
滑
川
市

新湊子育て支援センター
本町

海老江

TEL 0766-86-5050

小林
黒
部
市

新湊くらし応援団グランパ（つどいの広場）
本町

三日市

TEL 0766-82-8787

太閤山

TEL 080-1952-8975

ふらっと（つどいの広場）
太閤山
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TEL 0766-56-6661

田家新
砺
波
市

TEL 0765-54-1711

北部子育て支援センター
林

TEL 0763-33-7515

太田子育て支援センター
太田

TEL 0763-33-6288

見

本

金額
● 第1子、第2子 1万円分
● 第3子以降
3万円分

応援券の利用手続きについて

サービス利用
例：3,200円

サービス
提供機関

子育て家庭

有効期間
3年間（3歳の誕生日の前日まで）

支払い
応援券3,000円分
＋現金200円

配付窓口
市町村の児童福祉担当窓口等

※端数は現金にてお支払いください。

TEL 0763-82-1356

応援券を利用できるサービス一覧 （県のホームページで確認できます）

TEL 0763-52-8200
TEL 0763-22-3898

子育て支援センターたんぽぽ
百町

TEL 0763-22-8229

上
市
町

子育て支援室ありんこひろば

立
山
町

子育て支援室のびのび広場

中江上

TEL 076-472-2402

高原八ツ屋 TEL 076-462-2248

つどいの広場
蔵本新

TEL 076-463-0622

ニコニコサークル
竹林

TEL 076-463-1430

どんぐり広場

TEL 0765-54-1064

田家保育所子育て支援室

TEL 0766-55-5582

太閤山子育て支援センター

二日町

TEL 0765-57-0485

宇奈月町下立 TEL 0765-65-2455

TEL 0763-52-4647

配付対象
平成20年4月1日以降に生まれた子どもを持つ家庭
（生まれた子どもの兄弟姉妹にも利用できます。）

横沢

TEL 076-463-0061

入
善
町

入善町子育て支援センター

朝
日
町

朝日町子育て支援センターひまわり幼児園

入膳

荒川

TEL 0765-72-1990
TEL 0765-82-2288

朝日町子育て支援センターいちご保育園
藤塚

保
育
・
育
児
支
援

保
健

H24.2月現在

サービス提供機関

サービス内容等

子育て支援室アルカス

TEL 076-475-3837

宇奈月子育て支援センター

小杉北部子育て支援センター
戸破

福光

黒部子育て支援センター
三日市

TEL 0763-62-7305

子育て支援センターひよこ広場

三日市保育所子育て支援室

TEL 0766-84-4077

新湊作道子育て支援センター
殿村

TEL 076-476-6565

理休

岩屋

中加積保育園子育て支援室ちびっ子広場

TEL 0766-82-8018

海老江子育て支援センター

四間町

県と市町村では、子育て家庭の精神的・身体的・
経済的負担の軽減を図るとともに、地域における
各種保育サービス等の利用を促進するため、保育サー
ビス等の利用券「とやまっ子 子育て応援券」を配
付しています。

子育て支援室なかよし広場

TEL 0766-72-5674

滑川市子育て支援センター

TEL 0766-67-5360

子育て支援センターさくらんぼ

高宮

TEL 0766-91-1277

TEL 0766-91-1301

TEL 0766-67-0442

ふれ愛きじま地域子育て支援室ぴよぴよ広場

TEL 0766-76-2613

たんぽぽサロン

TEL 0766-26-1347

戸出子育て支援室「フレンドリー戸出」

南
砺
市

TEL 0766-74-7550

親と子のともだちサロンはやかわ

野村

新富町

TEL 0766-74-8453

福岡町大滝 TEL 0766-64-2090

TEL 0766-67-0833

わくわく子育て支援センター

TEL 0765-23-0500

福岡子育て支援センター

TEL 0766-67-8615

とやまっ子 子育て応援券って？

地域子育て支援センターあおば

野端

氷見市地域子育てセンター
中央町

鷲島

石動西部保育園子育てひろば「さくらんぼ」

TEL 0765-23-5133

TEL 0765-23-0522

TEL 0763-32-7978

小矢部市子ども家庭支援センター

観音町

マヤ子育て支援センター

高岡子育て支援センター
御旅屋町

太郎丸
小
矢
部
市

TEL 0765-25-0375

すずめ児童センター親子教室

上滝子育て支援センター
上滝

ちゅうりっぷ子育て支援センター

ひばり児童センター親子教室

常盤台子育て支援センター
経堂

庄川町青島 TEL 0763-82-6470

TEL 0766-59-8088
TEL 0765-24-0415

TEL 0763-32-2712

庄川子育て支援センター

つばめ児童センター親子教室

萩浦子育て支援センター
高畠

苗加

とやまっ子 子育て応援券

TEL 0763-37-0005

東野尻子育て支援センター

TEL 0766-51-6262

魚津市子育て支援センターのびのび
吉島

東保

TEL 0766-51-6060

魚津市子育て支援センターあいあい

わかば子育て支援センター

東般若保育園子育て支援センター

TEL 0766-52-1303

八尾子育て支援センター

大久保子育て支援センター

H24.2月現在

利用対象者

一時保育

保育所

子どもの一時預かりや送迎、
産前産後の世話等の家事・育児
サービス（シルバー人材センターのみ）

ファミリー・サポート・センター、
シルバー人材センター

病児・病後児保育

オープン型病児・病後児保育実施施設

読み聞かせ絵本の購入

指定書店

任意の予防接種（インフルエンザ、
水痘、おたふく風邪、ヒブ、肺炎球菌）、
乳児健康診査、母乳相談、
母乳マッサージ、乳児の沐浴指導

医療機関、助産所

フッ素塗布（保険外診療（自由診療）が対象）

歯科医療機関

各サービス提供
機関ごとに定め
られた方を対象
（配付対象の子
どもの兄弟姉妹
を含む）
※予防接種につ
い て は 、中 学 生
までを対象

※市町村が独自に定めるサービスがありますので、詳細はお住まいの市町村担当窓口にご確認ください。
※通常保育料（延長保育等）や医療費、指定絵本以外の物品購入（ミルク・オムツ代等）には利用できません。
また、
「とやま子育て応援団」の協賛店では利用できません。

●応援券を利用できる区域
原則お住まいの
市町村内

保育・育児支援サービス（「読み聞かせ絵本の購入」を除く）

原則として県内全域

保育・育児支援サービスのうち、
「読み聞かせ絵本の購入」及び保健サービス

TEL 0765-83-3716

● お問い合わせ先

子育て応援券

富山県

検 索

県児童青年家庭課 TEL 076-444-3208 または、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
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児童館・児童センター一覧
富山県こどもみらい館
富
山
市

富山市立五福児童館
五福4431-1

TEL 076-432-9750

大型児童館

射
水
市

堀岡児童館
射水町1-10-1

TEL 0766-86-1447

黒
部
市

黒部市立中央児童センター

蓮町1-4-11

東明東町3-5

三日市2581-1

TEL 076-437-4006

TEL 0766-86-1518

TEL 0765-52-4670

富山市立山室児童館

戸破児童館

高屋敷573-5

戸破2475

TEL 076-492-1377

TEL 0766-55-0154

富山市立蜷川児童館

三ケ児童館

砺波市立東山見児童館

下堀77-7

三ヶ933-1

庄川町金屋1378

TEL 076-491-2618

TEL 0766-55-0780

TEL 0763-82-4099

富山市立水橋児童館

太閤山児童館

砺波市立青島児童館

水橋中村町240-11

中太閤山13-3-2

庄川町青島3374-2

TEL 076-478-0478

TEL 0766-56-3002

TEL 0763-82-6470

富山市立中央児童館

大門児童館

砺波市立種田児童館

丸の内1-4-50

大門164-2

庄川町筏47

TEL 076-442-6577

TEL 0766-52-0273

TEL 0763-82-5430

富山市立大沢野児童館

大島児童館

高内64

小島677

TEL 076-468-3737

TEL 0766-52-2570

富山市立大久保児童館

下村児童館

南砺市福野児童センター「アルカス」

加茂中部838-2

福野二日町435-1

TEL 0766-59-8088

TEL 0763-22-3898

魚津市立こばと児童センター

南砺市福光児童館「きっずらんど」

本町1-1-10

福光1269-1

TEL 0765-24-2402

TEL 0763-52-8200

富山市立婦中中央児童館
婦中町速星750-2

TEL 076-466-3011

魚
津
市

南
砺
市

砺波市立出町児童センター
本町7-5

南砺市城端児童館
城端1582-1

TEL 0763-62-2897

魚津市立かもめ児童センター

婦中町上吉川403-1

浜経田1096

TEL 076-469-4648

TEL 0765-23-1777

富山市立山田児童館

魚津市立つばめ児童センター

大岩児童館

山田中瀬106

新金屋1-12-50

大岩156

TEL 076-457-2080

TEL 0765-23-5133

TEL 076-472-2302

高岡市伏木児童館

魚津市立ひばり児童センター

上市町こどもの城

伏木東一宮17-3

六郎丸1250-1

上法音寺17-3

TEL 0766-44-0595

TEL 0765-23-0500

TEL 076-473-0001

高岡市野村児童センター

魚津市立すずめ児童センター

野村898-4

北鬼江418-1

TEL 0766-23-3893

TEL 0765-23-0522

高岡市戸出児童センター
戸出町3-19-31

TEL 0766-63-2370

氷
見
市

氷見市児童館
中央町12-21

TEL 0766-74-8063

上市児童館
南町2-6

立
山
町

立山町西部児童館

入
善
町

入善児童センター

蔵本新387-52

TEL 076-463-0622
入膳4517-3

TEL 0765-72-1990

速川児童館

入善西部児童館

千石町1-16

小久米83-5

入膳7832-4

TEL 0766-26-1347

TEL 0766-76-2613

TEL 0765-74-2222

福岡町福岡新574

TEL 0766-64-2919

滑
川
市

滑川市児童館
上小泉317

TEL 076-475-3706

朝
日
町

富山市ファミリー・サポート・センター
［本

部］ 富山市丸の内1-4-50 市立図書館本館1階

TEL 076-432-7212

［大沢野支部］ 富山市春日96-1 大沢野健康福祉センター2階

TEL 076-467-5232

［大山支部］ 富山市上滝523 大山地域市民センター1階

TEL 076-483-2213

［八尾支部］ 富山市八尾町福島200 八尾健康福祉総合センター１階

TEL 076-454-3150

［婦中支部］ 富山市婦中町速星754 婦中総合行政センター2階

TEL 076-465-3050

高
岡
市

高岡市昭和町1-2-9 アバンサルプラザ高岡1階

射
水
市

射水市小島700-1 大島社会福祉センター内

魚
津
市

魚津市新金屋2-13-26 魚津市福祉センター百楽荘2階

氷
見
市

氷見市鞍川975 氷見市社会福祉会館内

滑
川
市

滑川市吾妻町426 滑川市民交流プラザ2階

黒
部
市

黒部市三日市3309 自由空間「かって屋」内

砺
波
市

砺波市林1086 北部子育て支援センター内

小
矢
部
市

小矢部市鷲島15 小矢部市社会福祉協議会内

南
砺
市

南砺市二日町435-1 福野児童センター「アルカス」内

高岡市ファミリー・サポート・センター
射水市ファミリーサポートセンター
魚津市ファミリーサポートセンター
氷見市ファミリーサポートセンター
滑川市ファミリー・サポート・センター
パパママサポートセンターたんぽぽ

TEL 0766-23-6116
TEL 0766-52-7081
TEL 0765-22-8388
TEL 0766-74-8407
TEL 076-475-7000
TEL 0765-56-8541

TEL 076-473-2355

高岡市西部児童センター

高岡市福岡児童館

H24.2月現在

TEL 0763-33-3890

富山市立神保児童館

上
市
町

富
山
市

TEL 0765-54-4007

黒部市立東部児童センター

砺
波
市

ファミリー・サポート・センター 一覧

金屋464-1

海老江児童センター

TEL 076-467-1043
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TEL 0766-56-9000

富山市立北部児童館

下大久保2433-1

高
岡
市

射水市黒河 太閤山ランド内

H24.2月現在

朝日町児童館
荒川262-1

TEL 0765-83-3387

立
山
町

砺波市ファミリー・サポート・センター
小矢部市ファミリー・サポート・センター
南砺市ファミリー・サポート・センター
立山町ファミリーサポートセンター
立山町前沢2350-32 立山町社会福祉協議会内

入
善
町

入善町上野2793-1 入善町健康交流プラザ（サンウェル）2階

朝
日
町

朝日町荒川283 ひまわり幼児園内

入善町ファミリー・サポート・センター
朝日町子育てたすけ愛の会

TEL 0763-33-7515
TEL 0766-67-8611
TEL 0763-22-3898
TEL 076-463-3356
TEL 0765-72-5686
TEL 0765-82-2288
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病気や事故、ケガをしたとき

子育てについての情報や相談については

とやま医療情報ガイド

情報を得る

●休日夜間当番医のご案内ほか、県内の病院・診療所等の検索ができます。
http://www.qq.pref.toyama.jp/
●携帯電話でもご覧になれます。

小児救急医療ガイドブック

富山県児童青年家庭課HP

富山県児童青年家庭課

検 索

子育てネッ！とやま

検 索

http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1201/

http://www.qq.pref.toyama.jp/kt/

〜夜間や休日の上手なお医者さんのかかり方〜

子育てネッ！とやま

●子育て情報と子育てに関する相談窓口を紹介するホームページです。
http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/

お子さんが病気やケガなどをしたときの適切な対応や医療機関の上手なかかり方等
を紹介したガイドブックがダウンロードできます。
http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1204/kj00002327.html

●携帯電話でもご覧になれます。

http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/k/

とやま子育て応援団

検 索

とやま子育て応援団

毎月、
「とやま家族ふれあいウィーク」
（「とやま県民家庭の日」
（毎月第3日曜日）から

休日夜間急患センター

夜間や休日に地域の医師が交代で診察をしています。

始まる1週間）の期間中を中心に、18歳未満（高校等在学者含む）の子ども連れの家族が、
協賛店を利用した場合に、応援団マークを提示することで、協賛店が設定している割引

●富山市・医師会急患センター（小児科、内科、外科、眼科、耳鼻科、皮膚科）
富山市今泉北部町2-76
TEL 076-425-9999

や特典等の各種サービスが受けられる制度です。

http://kosodate.derideri.jp/
応援団マーク

●高岡市急患医療センター （小児科、内科、外科）
高岡市本丸町7-1

TEL 0766-25-7110

●新川医療圏小児急患センター （小児科）
黒部市三日市1108-1

TEL 0765-54-2211

児童相談所

TEL 0763-34-7744

児童福祉司など専門の職員が、子どもの養育や虐待、発育・発達などあらゆる問題に
関して相談受付、指導などを行っています。子育てテレフォン相談もご利用ください。

●砺波医療圏急患センター （小児科、内科）
砺波市新富町1-61

相談する

●富山児童相談所

TEL 076-423-4000
TEL 076-422-5110

子育てテレフォン相談 （365日、24時間）

富山県小児救急電話相談 （＃８０００）
●高岡児童相談所
夜間におけるお子さんの急な病気やケガなどの際に、電話で相談ができ、看護師等
から、症状に応じた適切な対処の仕方や受診に関するアドバイス等を受けられます。
TEL #8000（短縮ダイヤル）または、076-444-1099 午後7時〜翌朝9時（365日）

TEL 0766-21-2124
TEL 0766-25-8314

子育てテレフォン相談 （365日、24時間）

子育てほっとライン

TEL 076-433-4150

専門の相談員が子育てに関する相談を受け付けています。
（月〜金 10:00〜22:00 土曜 17:00〜22:00）※これ以外の時間帯はファックス及び留守番電話で対応しています。

中毒110番 （（財）日本中毒情報センター）
化学物質（タバコ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによっておこる急性中毒
について、情報提供しています。 http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf
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●大阪中毒110番 （365日、24時間）

TEL 072-727-2499

●つくば中毒110番 （365日、9時〜21時）

TEL 029-852-9999

●タバコ専用電話 テープによる情報提供 （365日、24時間）

TEL 072-726-9922

子育てメール相談

子育てネッ！とやま

検 索

子育てについての悩み事や不安に思っていることについて、相談員が電子メールで
回答します。（365日、24時間）
子育てネッ！とやまのHP、
「相談窓口」のメール相談フォームから送信してください。

家庭教育カウンセリング
臨床心理士が直接会ってお話しします。電話による相談もお受けします。
（月曜 9:00〜17:00） ※予約が必要です。TEL 076-433-4150
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関係先窓口一覧

厚生センター・保健所

IKU MEMO

連 絡 先 を 書 こう

マイ保育園

保 育 所（園 ）
・幼 稚 園

https://www.toyama-minporen.jp/
my/myhoikuen.asp

県新川厚生センター

〈所管市町村〉 黒部市、入善町、朝日町

TEL 0765-52-1224

県新川厚生センター魚津支所

〈所管市町村〉 魚津市

TEL 0765-24-0359

県中部厚生センター

〈所管市町村〉 滑川市、舟橋村、上市町、立山町

TEL 076-472-1234

県高岡厚生センター

〈所管市町村〉 高岡市

TEL 0766-21-9411

県高岡厚生センター射水支所

〈所管市町村〉 射水市

TEL 0766-56-2666

県高岡厚生センター氷見支所

〈所管市町村〉 氷見市

TEL 0766-74-1780

県砺波厚生センター

〈所管市町村〉 砺波市、南砺市

TEL 0763-22-3511

県砺波厚生センター小矢部支所

〈所管市町村〉 小矢部市

TEL 0763-67-1070

富山市保健所

〈所管市町村〉 富山市

TEL 076-428-1153

TEL

マイ保育園

市町村

TEL

ファミリー・サポート・センター

TEL

か かりつ け 医

夜間や休日の
当番医を調べる
とやま医療情報ガイド
http://www.qq.pref.toyama.jp/
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医院
TEL

富 山 市

こども福祉課

〒930-8510 富山市新桜町7-38

TEL 076-443-2059

高 岡 市

児童育成課

〒933-8601 高岡市広小路7-50

TEL 0766-20-1377

射 水 市

子ども課

〒934-8555 射水市本町2-10-30

TEL 0766-82-1953

魚 津 市

こども課

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1

TEL 0765-23-1006

氷 見 市

福祉課

〒935-8686 氷見市丸の内1-1

TEL 0766-74-8117

滑 川 市

子ども課

〒936-8601 滑川市寺家町104

TEL 076-475-2111（代表）

黒 部 市

こども支援課

〒938-8555 黒部市三日市725

TEL 0765-54-2111（代表）

砺 波 市

こども課

〒939-1398 砺波市栄町7-3

TEL 0763-33-1111（代表）

小矢部市

社会福祉課

〒932-0821 小矢部市鷲島15

TEL 0766-67-8603

南 砺 市

こども課

〒932-0292 南砺市井波520

TEL 0763-23-2010

舟 橋 村

生活環境課

〒930-0295 中新川郡舟橋村仏生寺55

TEL 076-464-1121（代表）

上 市 町

福祉課

〒930-0393 中新川郡上市町法音寺1

TEL 076-472-1111（代表）

立 山 町

健康福祉課

〒930-0292 中新川郡立山町前沢2440

TEL 076-462-9955

入 善 町

健康福祉課

〒939-0693 下新川郡入善町入膳3255

TEL 0765-72-1100（代表）

朝 日 町

子ども家庭課

〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133

TEL 0765-83-1100（代表）
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