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最大

200万円

建築助成
最大

200万円

給食主食代
（小・中学校）

全額補助

子育て世帯に

割引制度
あり

子育て世帯に

割引制度
あり

医療費
（０歳～小学校６年生）

無料

医療費
（０歳～小学校６年生）

無料

観光協会特販所

町内で採れた新鮮な野菜を販売しています。ほかにも
町特産品の販売やキャベツキムチラーメンや南幌ジン
ギスカン丼などが食べられる軽食コーナーも併設して
います。
●特産品販売　９：００～１７：００
※定休日：農産物直売 火・水曜日／軽食コーナー 水曜日

●ふるさと物産館ビューロー内

中学生までのお子さんがいる世帯に、南幌産の新米を
１人につき10㎏プレゼント！

朝　市

町内の生産者がこだわりを持って育てた、採れたて新
鮮野菜を直接お届けします。
●7～10月：毎週日曜日8：00～　売り切れ次第終了
●ふるさと物産館「ビューロー」駐車場

学校給食

南幌産食材を使ったメニュー。米は100%南幌産！

稲作体験学習

小学校では、お米を育てて食べるまでの体験学習を実施。

子育て支援米

P42へ
P18へ

P41へ
P41へ

P21へ

P21へ
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乳幼児

育児を通して人々がふれあい
助け合える環境を提案

町ぐるみで子育て世代を応援します

Infancy
子育て奮闘中のパパ・ママを応援します！！
開放時間内、好きな時間に来てください。
子育て情報や友達をつくりたいなど、保護者の皆さんの声にお応えするのが
「子育て支援センター」です。ぜひ、足を運んで下さい。

南幌町子育て支援センター

Ⅰ　遊び　～遊びの場がいっぱいです～

 開 放 日 	 月曜日～金曜日

 開放時間 	 		8時30分～11時30分（水曜日は12時）　
	 15時30分～17時30分
※10時～11時30分（水曜日は12時）は曜日ごとにいろいろなメニューがあります。

曜日 対象年齢 種　類 内　　容
月 ０歳～就学前 ふわふわランド 自由遊び（コーナー遊び）
火 ０歳～就学前 ふわふわランド 自由遊び（設定遊び）

水 ０歳～１歳６ヶ月 赤ちゃんサロン コーナー遊び・講話・座談会・
ふれあい遊び

木 ０歳～就学前 ふわふわランド 自由遊び、手作りおもちゃ、
行事など

金 ０歳～就学前
ふわふわランド
ママの
リフレッシュタイム （月２回）小物作りなど

 場　　所 	 南幌いちい保育園２階

 対　　象 	 ０歳～就学前

毎月「わくわく通信」（広報誌）を発行しています。
曜日ごとの楽しいメニューが詳しく載っています。

問い合わせ 南幌いちい保育園　  011-378-2734
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乳幼児 Ⅱ　保育教育　～楽しい幼稚園・保育園～

学校法人 柏学園　認定こども園　南幌みどり野幼稚園

 対象年齢 	 １歳～就学前
 場　　所 	 南幌町南14線西７番地
 電　　話 	 011-378-0070
 保育時間 	 月曜日～金曜日　8時20分～14時30分（教育認定）
　　　　　月曜日～土曜日　7時30分～18時30分（保育認定）
　　　　　　※3歳～5歳のお子さんは認定に関わりなく教育を一緒に受けます。
　　　　　　※バス利用の場合は、バス時刻により多少変更があります。
 そ の 他 	 ①	預かり保育（別途保育料がかかります。）
　　　　　　	平　日　7時30分～8時20分、保育終了後～18時30分
　　　　　　	土曜日　7時30分～18時30分
	 ②	すくすくぴよちゃん教室
　　　　　　	入園前のお子さんの遊び場として、年７回～８回程度、親子登園で遊べ

　	ます。
	 ③	親子プレールーム
　　　　　　	すくすくぴよちゃん教室の会員制コースです。入園前のお子さんが自分

　	で遊びをみつけ、遊びの中からいろいろな経験や友達作りを促す場とし
　	て、年20回程度、親子登園で遊べます。

◦体力作り ⇒ 温水プールによる水泳指導、広い園庭でサッカー、マラソン、はだし保育
◦小さな国際人として ⇒ 英語を楽しく学ぶ幼稚園
◦知能あそび ⇒ 習字などによる文字、数字あそびを通しての知育教育
◦ 自然とのふれあい ⇒ ちびっこ農園でじゃがいも、トマト、ピーマンなどの収穫、虫取り、観察
◦週５回の給食の実施

特色

すくすく広場

ブックスタート

 対　　象 	 １歳４ヶ月～就学前のお子さんと保護者
 開 催 日 	 月２回程度
 内　　容 	 この時期は、豊かな情操を育成するには、とても大切なとき。お子さんと

一緒に遊んだり、体を動かしたりスキンシップを通して親子のコミュニケ
ーションを図る場です。

　　　　　子育てを経験したお母さんたちの手助けを得て、お子さんの友だちづくり
や保護者の交流の場にもなります。

 対　　象 	 ７ヶ月健診対象のお子さんと保護者
 開 催 日 	 ７ヶ月健診時
 内　　容	 子供はお話が大好き、絵本が大好き。そして、絵本は多くの恵みを子ども

にもたらします。
　　　　　読み聞かせサークルの会員の皆さんが絵本の読み聞かせの際のアドバイス

をしてくれます。また、絵本が入ったブックスタートパックのプレゼント
もあります。

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620 南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ
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乳幼児

社会福祉法人 水の会　南幌いちい保育園
仕事、病気、冠婚葬祭、その他の事情で、家庭での保育が困難となる場合に、一時的
に保育します。

 対　　象 	 満１歳以上で就学前の幼児
 場　　所 	 南幌いちい保育園（住所：中央２丁目２番２号）
 保育時間 	 保育所の休日および運動会・生活発表会を
　　　　　除く8時～18時まで。
	 原則週３日。

　　　　　※保育料がかかります。

南幌町ファミリーサポートセンター（ファミサポ）
南幌町ファミリーサポートセンターは、子育てに協力してほしい会員（依頼会員）を
協力したい会員（提供会員）がサポートする会員組織（有料）です。幼稚園、保育園、
学童保育などへの送迎や開始前・終了後の預かり、保護者の外出時の預かりなど、さ
まざまな理由で利用できます。

 対　　象 	 ０歳～小学校６年生
 会員の種類 	 子育てに協力してほしい会員（依頼会員）
	 　・南幌町内にお住まいの方

	 子育てに協力したい会員（提供会員）
	 　・南幌町内にお住まいの方
	 　・20歳以上の心身共に健康で、子ども好きな方
	 　　（特に資格の有無は問いません）
	 　・原則、センターの実施する講習会を受講した方

	 子育てに協力してほしいし、協力もしたい方（両方会員）
	 　・提供会員と依頼会員の両方を兼ねる方

南幌いちい保育園での一時預かり

 対　　象 	 保護者が仕事や病気のため家庭で保育できない生後43日目～就学前の乳幼児

 場　　所 	 南幌町中央２丁目２番２号

 電　　話 	 011-378-2734

 保育時間 	 月～土曜日　7時30分～18時30分（保育標準時間）
	 　　　　　　8時30分～16時30分（保育短時間）
	 延長保育有（利用料別途）

 そ の 他 	・	季節の行事（いちご狩り、七夕、もちつきなど）や子どもの発達特性を
ふまえたストーリー性のある運動会や生活発表会を行っています。

	 ・全園児完全給食で主食もすべて保育園内で作っています。（遠足等のぞく）

※ホームページを開設しています。『社会福祉法人 水の会』で検索してください。

「自然から学ぶ」という設立理念のもとで、幼児期は遊びを通して学んでいくことを
大切にし、子どもの意欲や自発性を引き出す子ども主体の保育（子どもの視点に立つ
保育）を保育方針にしています。そして、日々の園生活で子どもの健康面や安全面に
配慮しながら、健やかな成長を支えていく養護の面と、０歳から６歳までの発達に沿
って行う幼児教育（就学前教育）の両方のバランスを考慮した全体的な計画・指導計
画・運営計画を作成して保育に取り組んでいます。

Ⅲ　サポート　～子育てパパ・ママの味方です～

特色

南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ 南幌町保健福祉総合センターあいくる

（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ

問い合わせ 南幌いちい保育園　  011-378-2734
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乳幼児

母親・両親学級
妊娠中やお産のこと、子育てのことを同じ町内の妊婦さんと
一緒に楽しく学びましょう。対象者には通知します。

子育て世代包括支援センター
健やかに安心して妊娠・出産・子育てができるように、妊娠期から子育て期にわた
り、切れ目なくサポートするさまざまな事業を行っています。

 対　　象 	 妊婦及びご家族
 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センターあいくる

新生児訪問

 対　　象 	 お子さん及びご家族

予 防 接 種

産前・産後サポート/産後ケア

病気の予防のため、接種時期をむかえたら予防接種を受けましょう。
町立病院や町外医療機関で無料で受けられます。事前に予約が必要です。
新生児訪問の時に詳しくお伝えしています。

「はじめての妊娠・出産で不安・・・」「なんとなく気分が沈む・・・」「母乳やミルクは足り
ているのか心配・・・」「引っ越してきたばかりで知っている人がいない・・・」など、妊娠・
出産・子育てについての不安や悩みを保健師や助産師、子育て経験者などに相談でき
ます。

離乳食相談会
離乳食は生涯の味覚・体の基礎を作っていく大切なものです。好
き嫌いやアレルギーがどうして起きるのか、お子さんの発達に合
った食の進め方について学びましょう。４ヶ月児乳幼児健康診査
で実施しています。

 対　　象 	 ４～６ヶ月前後のお子さん及びご家族
 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センターあいくる

Ⅳ　子育て応援　～成長を一緒に応援します～

子どもの健康や子育て、食事、排泄など、その時の月齢、年齢に応じた成長を一緒に
確認しましょう。また、１歳６ヶ月から３歳までの間に半年ごとで、歯科検診・フッ
素塗布を行います。虫歯予防のためにぜひ受けましょう。健診対象月の１ヶ月前に対
象者に通知します。

 対　　象 	 ４ヶ月児、７ヶ月児、10ヶ月児、
	 　１歳６ヶ月児、３歳児
	 　（２歳児、２歳６ヶ月児は、
	 歯科検診・フッ素塗布のみ）
 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センター　あいくる

乳幼児健康診査／歯科検診・フッ素塗布

 相談時間 	 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）8時30分～17時

産後、ご自宅に保健師が訪問し、赤ちゃんとお母さんの健康の確認と、子育ての相談
に応じます。日程については、保健師から電話で連絡します。

南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ
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乳幼児

４歳児・５歳児健康相談
３歳児健康診査を終えたあとの４歳・5歳のお子さんの健康状態や発育の確認を一緒に
行いましょう。「言葉のことが心配だったので、利用して安心できました」等の声をい
ただいています。２ヶ月に１回開催しています。対象者には通知します。

 対　　象 	 ４歳児、５歳児
 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センターあいくる

南幌町発達支援センター  おひさまひろば
心身の発達に心配や障がいのある乳幼児とその家族
に対し、早期に発達相談や必要な療育を行い、子ど
もの豊かな発達を促すことによって、家庭や地域で
健やかに育っていくことを目的としています。

 対　　象 	 発達状態に不安や心配のある	
就学前のお子さん

 相談時間 	 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く）	
８時30分～17時

 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センターあいくる

「あい」は触れ「合い」、支え「合い」、自然「愛」、人間「愛」。
「くる」は多くの人々が「来る」。
「あいくる」はみなさんに気軽に利用していただくふれあい広場です。

 場　　所 	 南幌町中央３丁目４番26号
 電　　話 	 011-378-5888
 開館時間 	 ８時30分～20時（水曜日・金曜日は8時30分～17時）
　　　　　ただし、ふれあいの湯は14時30分～19時50分
 休 館 日 	 12月31日～1月5日

（ふれあいの湯は水曜日・金曜日、1月1日～1月3日が定休日です。）
 施設案内 	
　　　１階 　ふれあいコーナー（喫茶コーナー）、ふれあいの湯、陶芸室、

調理実習室、	プレイルーム、あいくるホール、ふれあいホール
　　　２階 　	南幌町発達支援センター、大・小会議室、	

教養娯楽室、杉の間、図書コーナー

※各部屋利用料金がかかります。

南幌町のゆたかな自然にかこまれた「あいくる」は、
みなさんの心のやすらぎとふれあいの広場です。

体の不自由な方々にも優しく対応できるように設備も充実しています。
人々の豊かな生活を応援する「あいくる」をお気軽にご利用ください。

子育て相談
子育ての中で困っていること、心配なことなどをお気軽にご相談ください。相談内容
に応じて、保健師・栄養士・作業療法士・言語聴覚士が対応します。

 相談時間 	 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く）
	 ８時30分～17時
 場　　所 	 南幌町保健福祉総合センターあいくる（電話での相談もお受けします）

南幌町保健福祉総合センター
あ い く る

南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ
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地域とのつながりを大切にした学びを支援
子どもたちの成長を応援します

School

Ⅰ　学校　～学校は魅力がいっぱい～

南幌町立南幌小学校
住所／南幌町美園２丁目６番１号
電話／011-378-3131

■ 児童数　277名
■ 学級数　16学級（うち特別支援４学級）
■ 通級指導教室（ことばの教室）併設
■ スクールバス通学可能地区あり

（令和元年５月１日現在）

児童交流学習事業

姉妹町の熊本県多良木町との児童交流学習事業です。
日本の北と南に位置する両町を相互に訪問し、歴史、気候、風土などが全く違う地域
での体験を行うことにより、児童の社会的視野の拡大など、子ども達の将来のための
事業として実施しています。

派遣事業（南幌町→多良木町）
 対　　象 	 南幌町の小学６年生　10名
 時　　期 	 ７月下旬
 行　　程 	 出発式、歓迎レセプション、
　　　　　民泊家庭滞在
	 　その他、多良木町の文化、自然を体験学習する。

受入事業（多良木町→南幌町）
 対　　象 	 多良木町の小学６年生　10名
 時　　期 	 ２月上旬
 行　　程 	 歓迎レセプション、民泊家庭滞在
	 　その他、北海道の冬の自然の楽しさな

どを体験学習してもらう。

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620
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小学生による稲作体験学習について

公設学習塾「なんぽろ塾」

バケツ稲づくり学習
種からお米になるまでどのように成長していくか、どんな作業があるのかを学ぶため田んぼ
ではなく、バケツを使って実際に育てる体験を授業の一環として行っています。先生に協力
してもらいながら一人一つバケツを使い、
責任を持って育てています。収穫後は機
械を使って脱穀・もみすり・精米を体験
しています。精米されたお米は、小学校
へ渡され、給食などで食べています。

教育田学習
小学校の近くにある田んぼへ歩いて行き、田植えや収穫の体験を授業として行っています。
お米についてや田植え・収穫作業方法を勉強した後、作業時期になると裸足で田んぼに入り
泥まみれになって楽しみながら田植えを体
験します。秋を迎えるとみんなで田植えを
した田んぼで鎌を持ち一つ一つ大切に刈り
取って束にします。また、刈り残しや落ち
た稲を拾い集めるまでを体験します。収穫
した稲は脱穀・もみすり・精米を行った後、
小学校へ届けられます。

子どもたちの基礎学力と学習意欲の向上、家庭学習の定着（1日の家庭学習の時間を多くする）
を図るため、民間学習塾と連携し、「なんぽろ塾」を開設しています。

南幌町立南幌中学校
住所／南幌町栄町３丁目３番２号
電話／011-378-2429

中学校の魅力ある学校づくりと課外活動の振興を図るため、部活動の活動支援及び大会
参加に係る費用の補助を行っています。
 課外体育文化振興事業補助金 
　部活動用具費や大会等参加に係る参加料・旅費・手続費用などを一部補助しています。
 部活動全道大会等補助金 
　�北海道中学校体育連盟等が主催若しくは後援する部活動の全道及び全国大会の出場
に係る費用の一部を補助しています。

 派遣期間 	 ７月下旬もしくは８月上旬から10日間
 派遣場所 	 オーストラリア　ケアンズ
 研修内容 	 ◦現地語学学校での英語授業
	 ◦ホームステイによる生活体験
 負 担 金 	 50,000円（ただし、就学援助受給世帯は負担なし）
	 （その他別途個人負担あり：パスポート、ホームステイ先へのお土産代等）
 参加要件 	 基礎的な英会話能力を有し、かつ、国際社会に興味を持っている町内に居

住する中学生（派遣者は選考審査を経て決定）
 派遣人数 	 10名以内

 実施内容 	 小学生は算数、英語（小学6年生）
　　　　　中学生は数学
　　　　　※必ず身につけたい「基礎的・基本的な内容」
 場　　所 	 南幌小学校・南幌中学校　※授業終了後に各学校で実施
 実 施 日 	 月曜日	年間25回	1回あたり60分　※英語は年間10回
 対　　象 	 小学4年生～中学3年生の参加希望児童生徒
 受 講 料 	 無料（全額町で負担）

中学生国際留学プログラム事業
（i-SAP=International Study Abroad Program）

部活動補助

国際社会で活躍できる人材を育成するために、次代を担う中学生を外国に派遣し、現
地語学学校における短期留学及びホームステイにおける生活体験を通して、生きた英
語力を身につける「中学生国際留学プログラム事業」を実施しています。

■ 生徒数　164名
■ 学級数　９学級（うち特別支援３学級）
■ スクールバス通学可能地区あり

（令和元年５月１日現在）

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620 問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620

問い合わせ 南幌町産業振興課　  011-378-2121
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北海道南幌高等学校
住所／南幌町元町３丁目２番１号
電話／011-378-2248

南幌高等学校支援 小学校・中学校の給食

せわずき・せわやき隊
高等学校等通学費補助金

南幌高校の生徒の皆さんが可能性を伸ばし、将来に向けた進路実現を応援するととも
に、充実した学校生活が送れるよう支援制度を行っています。

 進学入学金補助制度 
	南幌高校の指定校推薦枠等を活用し、大学、短期大学、専門学校（２年制以上）にか
かる入学金の一部を補助し、進学を応援しています。
 資格取得検定料補助制度 
就職に役立つ各種資格の取得にかかる検定料を全額補助し、就職活動を応援しています。
（例）：簿記検定、秘書検定、ビジネス文書検定、珠算・電卓実務検定、英語検定、漢字検定など

 入学祝い金補助制度 
南幌中学校を卒業し、南幌高校に入学する際の就学に係る費用の一部を補助しています。

子育てに関して世話好きで、世話を焼きたい人たちのボランティア組織、通称『すき
やき隊』が、通学路で声かけや見守り等を行っています。
 主な活動内容 
 通学路での声かけ、見守りなど
　交通安全街頭啓発に合わせて、通学路における声かけ、見守り
 道民育児の日の推進
　毎月19日道民育児の日にあわせて、通学路における声かけ、見守り
 子育て家庭に対する日常からの目配り、助言、アドバイス
　子育て経験等を活かした助言やアドバイス
 地域の子ども・親子に対する声かけ、相談
　日常生活の中での声かけなどにより、地域の子どもや家庭と顔なじみになるなど、目配り及び相談

小学校や中学校で提供している給食は、学校給食セ
ンターで作られています。ごはんは給食センターで炊
いているため、温かくふっくらとしたごはんが食べら
れます。また、各学校と給食センターの距離が近いた
め、作ってからすぐに運ぶことができるので温かくお
いしい給食が食べられます。

南幌町で米や小麦が生産されていることを小学生・中学生、その保護者の方に知っていただ
くことや地産地消、子育て支援の一つとなることを目的として米や麺、パンの費用を町が負
担し給食費負担の軽減を行っています。

南幌町に在住し、高等学校等に通う生徒の保護者を対象に、通学費の一部を補助するこ
とで、子育て家庭を応援しています。
 対　　象 
　・高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部に通学する保護者で、南幌町に居住の方。
　・町税等の滞納がないこと。

 補助金額 　入学より3年間。通学先の学校ごとに定額補助（最大月額1万円）

　おいしいごはん

 主食代全額町負担

北海道南幌養護学校
住所／南幌町緑町５丁目１番１号
電話／011-378-2313

■ 生徒数　34名
■ 学級数　３学級
■ スクールバス通学可能地区あり

（令和元年５月１日現在）

■ 生徒数　124名
　 小学部46名 中学部29名 高等部49名
■ 学級数 小学部 11学級（うち訪問教育学級１学級）
　 中学部 8学級 高等部 10学級

（令和元年５月１日現在）

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620

問い合わせ 南幌町学校給食センター（南幌町教育委員会）　  011-378-2649

南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ
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リーダー養成事業
異年齢の子どもたちが集い、様々な体験活動を通して、
単位子ども会のリーダー育成をします。
子どもたち自らがキャンプや祭りなどの企画立案を行い、
その企画を実践することで主体性や責任感を育成します。

  主な事業 夏休み自然体験活動
南幌町をとびだして北海道の大自然の中でキャンプやカヌー、
登山、共同生活などを通して、
自然と触れ合い、豊かな心とたくましい体を育てます。
共同作業により、物を大切にする心や助け合う心、
自立心や忍耐力を培い、
将来の地域活動のリーダーを育成します。

けん玉、こま回し、かるたなどの昔からの遊びを通して、
高齢者と子ども、保護者が交流するお祭りです。
子どもリーダーが企画したゲームや出店もあります。

たくみ祭り

Ⅱ　遊び　～充実した遊びの体験メニュー～

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620

南幌町子ども会育成連絡協議会
南幌町子ども会育成連絡協議会は、昭和53年４月にそれぞれの地域にあった単位子
ども会を全町的に統合し設立した組織です。
小・中学生が会員となり、自然体験活動やリーダー養成研修、ミニバレーボール大
会、かるた大会などを開催し、子どもの健全育成や地域・世代間交流を目的として
活動しています。
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あそびの達人教室

赤ちゃんの成り立ちや出生について理解を深め、「命の始まり」「胎児の成長」「赤ちゃ
んの誕生・発育」などを実感することで命の尊さや親子のつながりを再認識します。

 命の誕生についての学習会  	
　針の穴ほどしかない受精卵から新生児として生まれるまでを学び、命の重さを実感
します。
　自分自身の心臓に検査機器を当てて心拍の音を聞いて生きていることを確認します。
また、２ヶ月の胎児から新生児までの赤ちゃんの人形を順に抱き、だんだん成長し重
くなる命を体感します。小学生対象授業。

 命のふれあい交流会  	
　町内の０歳児と１歳児の親子に協力してもらい、
実際に赤ちゃんの温かみに触れます。赤ちゃんの
かわいさとともに、親子のつながりや命の大切さ
を実感し、自己肯定感を育みます。中学生対象授業。

　 南幌町ファミリーサポートセンター （ファミサポ）

命のふれあい交流事業

南幌町にお住まいで、保護者や同居する家族が仕事な
どで放課後や春・夏・冬休み等の日中、留守となる家
庭のお子さんのための場所です。放課後や学校休校日
に家庭に代わる生活の場を提供し、適切な遊びや指導
を行います。

 対　　象 	 南幌町立南幌小学校に通学する小学生
 場　　所 	 なんぽろ児童会（南幌町立南幌小学校内）
 保育時間 	 月曜日～金曜日　放課後～18時30分
	 土曜日、春・夏・冬休み　8時00分～18時30分
	 （小学校で給食のない日には、お弁当を持参して頂きます。）
	 延長保育　18時30分～19時00分
 休　　日 	 日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月5日）
	 学校集団下校及び臨時休校時（学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖含む）

学童保育

 対　象 	 小学１年生～６年生

 開催日 	 普通教室年30回・特別教室年10回

 内　容 	 スポーツ活動や文化活動を行う異学
年交流の場です。夏休みや冬休みに
は、勉強会や楽しい親子体験などの
特別教室もあります。

 対　象 	 小学１年生～６年生

 開催日 	 月２回程度

 内　容 	 勉強用具を持ち寄る自学自習の勉強
会です。地域の皆さんが勉強のお手
伝いをしてくれます。

Ⅲ　サポート　～子育てパパ・ママの味方です～

P11へ

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620 南幌町保健福祉総合センターあいくる
（南幌町保健福祉課）  011-378-5888問い合わせ

放課後子ども教室
地域の皆さんの協力を得て、学校や町の施設を活用し、子ども
たちが放課後等を安全、安心に過ごすことができる居場所を開
設しています。
また、子どもたちが放課後等において、いろいろな体験や活動
を行うプログラムを実施しています。

なんぽろMANABI家
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レジャー

レジャー

豊かな心を育て健やかな体をつくる
子どものための施設や行事を展開しています

Leisure

Ⅰ　芸術・読書　～心を磨く楽しいメニュー～

こどもシアター
 開催日 	 年９回程度
 内　容 	 春・夏・冬休み中にアニメ映画を上映します。
	 大きなスクリーンに映る画と大きな音で映画が

楽しめます。

芸術鑑賞会（幼児）
 対　象 	 未就学児
 開催日 	 年１回
 内　容 	 未就学児を対象に人形劇の

鑑賞会を実施しています。

芸術鑑賞会（児童）
 対　象 	 小学生
 開催日 	 年１回
 内　容 	 小学生を対象に音楽・

演劇など様々なジャン
ルの鑑賞会を実施して
います。

キッズ・ライブラリアン（子ども司書体験）
 対　象 	 小学４年生～６年生
 開催日 	 年１回
 内　容 	 本の貸出・返却の受付、書架の

整理など図書室の仕事を体験し
ます。図書室のバックヤードを
体験できます。

子どもたちの豊かな心を育てるため芸術鑑賞会や読書活動を実施しています。

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620
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 住　　所 	 南幌町栄町３丁目３番１号
 電　　話 	 011-378-6620
 開館時間 	 ９時～21時
	 　◦図書室　10時～17時（火曜日・金曜日は20時まで）
	 　◦郷土資料室　10時～17時
 休 館 日 	 月曜日（多目的ホールは毎月第１月曜日）、年末年始
 施設案内 	 １階　図書室、多目的ホール
	 ２階　郷土資料室、交流室、ミーティングルーム
	 ３階　調理実習室、会議室、研修室、視聴覚室、木工室
	 屋外　野球場

図書室読み聞かせ

学校巡回文庫

 開催日 	 年10回程度
 内　容 	 読み聞かせサークルが、幼稚園や保育園を訪問し

大型絵本の読み聞かせやエプロンシアターなどを
実施しています。「子ども読書の日」にちなんで「は
るのおはなし会」や「人形げきのつどい」も開催し、
パネルシアターやエプロンシアター、うた遊び等
を実施しています。

 内　容 	 より多くの図書に触れる機会を与えるため学校図書室へ、生涯学習センター
図書室の蔵書を巡回しています。

公民館と図書館の機能をもち、
「見る、調べる、学ぶ、集う」という生涯にわたる
学習活動を支援するための施設です。

南幌町生涯学習センター
ぽ ろ ろ

郷土資料室

一般図書室

問い合わせ 南幌町生涯学習センターぽろろ（南幌町教育委員会）　  011-378-6620

ブックスタート・プラス
 対　象 	 小学１年生
 開催日 	 年１回
 内　容 	 ブックスタートを契機として、家庭で

保護者から子どもへの読み聞かせを、
更に子ども自らが読書に親しみ、楽し
さを広めていくことを目的に、絵本１
冊をプレゼントします。

児童図書室
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ジュニアアスリートクラブ

Ⅱ　スポーツ　～身体を磨く元気いっぱいメニュー～

 対　象 	 ５歳児（年長）
 開催日 	 隔週１回
 内　容 	 楽しみながら基礎的な運動能力やバランス能力を育て

ます。跳び箱・マット・平均台・鉄棒の他、ボールや
フラフープを使ったレクリエーションなどを行います。

小学生水泳教室
 対　象 	 小学生
 開催日 	 夏休み期間	前期・後期各４日間
 内　容 	 インストラクターによる短期集中の水泳

教室です。
	 水泳の基礎と正しい泳ぎ方を学びます。

 対　象 	 小学１年生～４年生
 開催日 	 毎週１回
 内　容 	 運動能力の基礎が形成される小学校低学年期に運動の基本動作（俊敏性、バ

ランス能力、反応能力、リズム能力など）を習得するために様々なトレーニ
ングを行います。

 対　象 	 小学生
 開催日 	 毎週１回（５月～９月）
 内　容 	 初級者を対象に、毎週実施する教室です。
	 それぞれの能力に応じた指導を行います。

キッズスポーツ教室

スイミングスクール

各種スポーツ
子ども達の体力・運動能力の向上とスポーツの楽しさを知ってもらうことを目的に
様々なスポーツ教室を実施しています。

問い合わせ 南幌町スポーツセンター（南幌町教育委員会）　  011-378-3190
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 リーダー研修会 
リーダーとしての資質向上を目的として各団体の高学年が参加します。今後、少年団活
動だけでなく学校生活や地域活動の中でもリーダーとして活躍する人材を育成します。
　※過去の開催内容：	マナーキッズ教室、パフォーマンスUPのためのコーディネーシ

ョントレーニング、リーダーのための元気アップトレーニング
 運動適正テスト会 　
少年団に加入している全団員が年１回「運動適正テスト」を実施します。日頃の練
習により、１年間で自分の体力がどのくらい向上したかを確認します。
 スポーツ少年団フェスティバル 
少年団に加入していない小学生及び幼児を対象とした体験会。各少年団員がそれぞ
れのスポーツの体験会場を運営し、参加者に対してそれぞれの競技の楽しさを伝え
ます。
 指導者研修会 
少年団活動における指導力の向上だけでなく、団員の保護者や一般町民の方も参加
し、スポーツの視点から見た子ども達との関わり方や手法等を学びます。

　※過去の開催内容：	傷害予防テーピング教室、日本ハムファイターズ管理栄養士による講演会、
万が一に備えて応急手当とAEDの使用方法についての実技講習、ヨガの体
験会など

 対　象 	 小学１年生・２年生
 開催日 	 冬休み期間　３日間
 内　容 	 小学校低学年を対象に、楽しみながらスキー技術の向上

を目指します。グループ毎にレベルに応じた指導を行い
ます。最終日には全員が頂上から滑り降りることを目標
とします。

小学生スキー教室

キャベッジマラソン

 対　象 	 南幌町民および南幌町で勤務している方
 開催日 	 10月第２土曜日
 内　容 	 南幌町民を対象としたマラソン大会。小学生の３kmコースの他、中学生以上

の５kmコース、親子ペアで参加するクラスもあります。すがすがしい秋空の
下、緑豊かな南幌町を気持ちよく駆け抜けます。

スポーツ少年団
8団体154人の団員（令和元年度現在）が体力作りと競技力向上のため、熱意のある指
導者と地域の協力の下で、活発に活動を続けており、毎年全道大会に出場する競技が
あるなど、各種大会で好成績を収めています。
また、各団体の活動を支援するスポーツ少年団本部では、本部独自の事業も実施して
おり、多くの子ども達にスポーツの楽しさを知ってもらい、スポーツを通じた身体作
りと仲間作りをサポートしています。

野球少年団／柔道少年団／バドミントン少年団／
サッカー少年団／ミニバスケットボール少年団／
バレーボール少年団／空手少年団／剣道少年団

現在活動中のスポーツ少年団

スポーツ少年団本部事業

問い合わせ 南幌町スポーツセンター（南幌町教育委員会）　  011-378-3190 問い合わせ 南幌町スポーツセンター（南幌町教育委員会）　  011-378-3190



35
Childcare Guide

34
NANPORO

レジャー

女子更衣室

幼児用プール

 住　　所 	 南幌町中央２丁目４番１号
 電　　話 	 011-378-6301
 利用期間 	 ５月１日～10月下旬
 開館時間 	 10時～20時まで
	 　★入館については、スポーツセンター玄関からとなります。
 休 館 日 	 毎月第１月曜日　※ただし、祝日に当たる場合はその翌日
 利用料金  区　　分 １回につき（町民） １回につき（町民以外）

小学生・中学生・高校生 50円 100円
一般 150円 300円
満65歳以上 50円 100円

水に親しみ健康維持
町民プール

健康・体力づくりの拠点
南幌町スポーツセンター

 住　　所 	 南幌町中央２丁目４番１号

 電　　話 	 011-378-3190

 開館時間 	 ９時～21時まで

 休 館 日 	 毎月第１月曜日　※ただし、祝日に当たる場合はその翌日

 利用料金  区　　分 １時間につき（町民）１時間につき（町民以外）
小学生・中学生・高校生 20円 40円
一般 30円 60円
満65歳以上 20円 20円

町民プールはスポ－ツセンタ－に併設し、競泳用（一般）プ－ル４コ－スのほか、
幼児用・歩行用プール、採暖室、観覧ギャラリ－も設置され、幼児から高齢者まで
幅広い年齢層にご利用いただける施設となっています。また、柱や内装材には道産
材カラマツをふんだんに使用し、木の温もりと優しさに包まれた空間を演出してい
ます。

施設はアリーナ（バレーボール２面可能）、格技場があります。
そのほかにアリーナ２階にはランニングコース、スポーツセンター1階にはトレー
ニングルームがあり、１年を通じて健康・体力づくりの拠点として多くの方に利用
されています。

一般プール

※回数券（22枚綴り）があります。
※回数券（11枚綴り）とシーズン券があります。
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毎年８月上旬に開催されるＪＡなんぽろ夜まつり。地域住
民との交流の場として毎年多くの町民が参加して盛大に開
催されています。夜まつりでは子ども対象のゲームやビン
ゴ、金魚すくいにヨーヨー釣りなど、子どもが楽しめる内
容が盛りだくさんのほか、物まねショーや豪華賞品が当た
るジャンボビンゴゲームなど大人も楽しめる催しも多く、
南幌の夏の風物詩となっています。

 場　所 	 エーコープなんぽろ

毎年2月上旬に観光協会が開催している冬
のおまつり。会場内では本格的な雪合戦や
巨大すべり台をはじめ、迫力満点のスノー
モービル試乗会など冬のアクティビティが
楽しめるほか、南幌町産米の無料配布や豪
華景品等が当たる大抽選会なども実施して
おり、冬の寒さを忘れてしまうほど楽しめ
るイベントとなっております。

 場　所 	 南幌町スポーツセンター駐車場他

毎年、町内外の家族連れの方など、1,000人程度が来場され、
来場者参加型のイベントやステージショーが行われるほか、
多種の露店が出ております。最後には、間近で見られる花
火が打ち上げられます。

 場　所 	 南幌町スポーツセンター駐車場

まちの若手農業者たちにより立ち上げら
れた団体「農猿」が開催している活気溢
れるお祭りです。
農産物の還元販売やトラクター綱引き対
決、抽選会など他にも子どもから大人ま
で楽しめる内容が盛りだくさんとなって
おり、毎年大変盛り上がっております。

 場　所 	 南幌町役場駐車場

観光協会では、町で採れた旬の野菜を多
くの方に味わっていただこうと、秋の大
収穫祭を開催しています。地元の農家さ
んが収穫したピュアホワイトやキャベツ、
新米などを生産者自ら販売。他にも特産
品のキャベツキムチや南幌ジンギスカン
などの販売や町内飲食店も参加しており、
毎年多くの来場者で賑わっています。

 場　所 	 南幌温泉

Ⅲ　イベント　～楽しいお祭り～

ＪＡなんぽろ夜まつり

商工会ふれあいまつり 野祭　～ＹＡＳＡＩ～ 秋の大収穫祭

なんぽろ冬まつり

南幌町の特産品に直接触れていただく催しや地元との　　　　　　　“ふれあい”を感じられるイベントを開催します。

問い合わせ 南幌町産業振興課　  011-378-2121
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釣りとピクニックに最適なファミリーゾーン。大
型のヘラブナが生息するため人気が高く、休日に
はBBQなどを楽しむ家族連れの姿が湖畔に映し出
されています。また、キャンプ場にはバンガロー、
遊戯広場には水遊び場があり、ファミリーキャン
プ場としても人気があります。

市街地のほぼ中央に７．４ヘクタールの広大な敷地を
持つこの公園は、子どもから大人までが楽しめるテニ
スコートやパークゴルフ場があります。
また、遊戯施設は水遊び場、ターザンロープなどで楽
しめます。

役場の隣にあるこの公園は、多くの樹
木に囲まれており、自然の中を散歩す
ることのできる人気の公園です。

Ⅳ　公園　～水・陸・空の楽しさいっぱいです～

なんぽろリバーサイド公園 三重湖公園
夕張川河川敷を利用した総合運動公園でレーシン
グカート、サッカー、野球、キャンプなど多目的
アミューズメントパークとして人気がある公園で
す。スポーツだけでなく広大な水辺のうるおい空
間としてレクリエーション、憩いの場としても利
用されています。

中央公園 柳陽公園

豊かな自然に囲まれ、リバーサイド、レイク　　　　　　　サイドを有する南幌町はレジャーが満載です。

問い合わせ 南幌町都市整備課　  011-378-2121
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問い合わせ 南幌町住民課　  011-378-2121

―― 農薬使用量を削減した安全・安心なお米を子どもたちに ――

暮らし

子どもとの生活を安心して過ごすために
経済的なサポートを用意しています

Living

Ⅰ　子育て支援米　～南幌産の新米プレゼント～

子育て支援米
北海道のなかでお米の生産量が有数の南幌町では、地元で採れたお米を子ども達に食
べてもらうことで、健康や成長を促すとともに、食に対する関心や知識を身につけて
もらうことを目的に、子育て支援米をプレゼントします。
農薬の使用量を削減するために、お湯のみで種子を消毒する温湯種子消毒を行ってい
るほか、畦（あぜ）にハーブを移植することで害虫発生の抑制を図る取り組みを行っ
ています。その他、完熟たい肥の利用による化学肥料を削減しており、環境と人に配
慮したお米の生産に取り組んでいます。

 対　　　象 	 ０歳～中学３年生
 支　給　量 	 １人あたり10㎏
 お米の種類 	 一般のお米より農薬使用量を約60％削減した
　　　　　　安全・安心な「なんぽろピュアライス」です。

問い合わせ 南幌町産業振興課　  011-378-2121

―― 子どものために安心して医療を受けられる町 ――

子どもたちの健やかな成長を願って北海道医療給付事業等の所得制限を廃止し、入院・
通院に係る保険診療分（食事療養費標準負担額は除く）の無料化を実施しています。
なお、中学生及び高校生については今までどおり１割負担となります。（月額上限　通
院18,000円　入院57,600円 ）

ご注意：健康保険が適用にならないものや入院時の食事代等は助成対象外となります。

対　象 通 院 入 院
０歳～小学校６年生 無料 無料
中学生～満18歳に達した最初の３月31日まで １割負担 １割負担

小学校６年生までの入院・通院に係る医療費の全額助成

Ⅱ　医療費　～小学校６年生まで医療費無料～
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暮らし

南幌町では、子育て世代のマイホームづくりを応援するため、最大で200万円の住宅建
築費を助成しています。また、この制度を利用して「南幌ニュータウンみどり野」を購
入する場合、宅地価格を定価から割引するタイアップキャンペーンも実施しています。

「南幌ニュータウンみどり野」は南幌町の中心地にあり、平均区画面積が約90坪という
広さで、充分な広さの庭が確保でき、家庭菜園やバーベキューなどを楽しめます。

【南幌町子育て世代住宅建築助成】
 対　象 	 中学生以下のお子さんがいる世帯又は夫婦ともに年齢が40歳未満の世帯

 内　容 	 住宅建築費の助成

	

　

※既に町民の方の助成額は、転入者の方の半額です。
※「南幌ニュータウンみどり野」とは北海道住宅供給公社が保有する分譲住宅をいいます。
※本助成制度は2021年３月31日で終了する予定です。

南幌ニュータウン
みどり野
限定区画

南幌ニュータウンみどり野
限定区画以外

南幌町

助成額最大 200万円
＋

宅地価格割引
（『南幌町子育て支援タイアップキャンペーン』）適用

助成額最大 100万円
＋

宅地価格割引
（『南幌町子育て支援タイアップキャンペーン』）適用

助成額最大 50万円

住宅リフォームにより良好な住環境を保つことで、住宅団地や地域の活性化を推進す
るとともに、子育て世帯における負担の軽減を図ることを目的として30万円を上限に
助成しています。

「南幌ニュータウンみどり野」限定区画

「南幌ニュータウンみどり野」限定区画以外

上記以外

Ⅲ　住宅　～ゆったりとした住まい～

―― 大切な家をよりよい環境にするために ――

住宅リフォーム助成

転
入
者
の
方

―― マイホームづくりを応援 ――

子育て世代住宅建築助成

問い合わせ 南幌町まちづくり課　  011-378-2121

問い合わせ 南幌町都市整備課　  011-378-2121

子育て支援住宅は、子育て世帯（中学校を卒業する年齢までのお子さんがいる世帯）に
対して住宅を賃貸し、安心して子育てしやすい環境づくり
を進めることを目的としています。

 入居資格 
入居資格は、公営住宅の入居要件を満たしていることと、
中学校を卒業するまでの年齢のお子さんがいる世帯である
ことです。
公募戸数に対して申込みが多数になった場合は、抽選により入居者を決定します。

 入居期限 
一番末のお子さんが中学校を卒業する年の３月31日までとなります。
ただし、入居期限後に住替えるための住宅がなかった場合には、６カ月間の延長をす
ることができます。

町公営住宅・道営住宅は、住宅に困窮している比較的所得の低い方や、子育て世帯の
方に健康で文化的な生活が出来るよう安価な家賃で住宅を賃貸することを目的として
います。

栄町公営住宅87-2A 元町公営住宅 道営住宅A

道営住宅C 道営住宅H 夕張太公営住宅95

―― 子どもの成長を見守る期間限定賃貸住宅 ――

―― 家賃を抑えて家計をサポート ――

子育て支援住宅

町公営住宅・道営住宅

問い合わせ 南幌町都市整備課　  011-378-2121
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各種手当等
内　容 担　当 住　所 電 話

出生届 住民課 栄町3丁目2番1号
南幌町役場１階 011-378-2121

母子手帳交付

保健福祉課
中央３丁目４番26号
南幌町保健福祉総合センター
あいくる

011-378-5888

児童手当

児童扶養手当

母子父子寡婦福祉資金の貸付

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

補装具の交付と修理

日常生活用具の助成

障がい福祉サービスの利用

小学校・中学校の就学援助 	教育委員会
栄町３丁目３番１号
南幌町生涯学習センター
ぽろろ

011-378-6620

医療費関係
内　容 担　当 住　所 電 話

乳幼児等医療費助成

住民課 栄町３丁目２番１号
南幌町役場１階 011-378-2121

児童生徒等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

重度心身障がい者医療費助成

未熟児養育医療

保健福祉課
中央３丁目４番26号
南幌町保健福祉総合センター
あいくる

011-378-5888

特定不妊治療費助成

妊婦一般健康診査・
妊婦超音波検査受診票交付

産婦健康診査事業

新生児聴覚検査費助成

自立支援医療

Ⅳ　その他手続場所一覧

患者様、ご家族の立場に立って、やさしく・親切・ていねいに対応し、心のかよったあたたか
い医療を提供します。
安心・安全な医療を行い、地域の住民の皆様の生命と健康を守ることに全力をつくし、より信
頼される病院づくりを目指します。

 住　　所 	 南幌町元町２丁目２番１号
 電　　話 	 011-378-2111
 診 療 科 	 内科・小児科・眼科・整形外科
 受付時間 	

※小児予防接種は月曜日・木曜日の午後となります。(接種希望日前週の木曜までに要予約)

※整形外科の診察は予約患者様が優先です。

診療科 受付時間

	内科・小児科
　月曜日～金曜日
　　　８時３０分～１１時３０分
　　１３時３０分～１６時３０分

	眼科
　火曜日
　　　８時３０分～１2時
　　１３時３０分～１５時３０分

	整形外科 　第１・第３金曜日の午後
　　１３時３０分～１５時４５分

町立南幌病院
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暮らし Ⅴ　地 図
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暮らし Ⅵ　アクセス
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