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　市はコロナ禍でも子育て世代を支えるために、地域や民間と一体となってさまざまな取り組みを進めて
います。地域子育て支援センターで楽しく過ごす写真の親子のように、子育て世代が安心して子育てに臨
めるような事業をまとめました。
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「蘖」とは伐（き）った草木の根株から出た芽のことです。

草木の根元から力強く萌え出る姿に、市民の皆さんと共

に築いていく「明日のとりで」への思いを託しました。



子育て支援、活用しています。

　立地の良さや、きょうだい2人で入れること
から戸

とがしら
頭東保育園を選びました。お昼寝用の布団

の準備を自分でやるなど、自立心を育ててくれる
ので、ここに決めてよかったと思います。小学校
就学を見据えてくれていると感じています。
　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、パー
ティションを早めに準備し、メールでまめに連絡
を取ってくれたので、とても助かりました。

自立心を育ててくれます

森田さん親子

#戸頭東保育園　#自立　#安心して預けられる

　白山保育所は自然の中にあり、広くて子ども
にとっていい環境です。非接触型の ICT の導入
でスマートフォンに子どもの成長記録や、食事・
おやつなどの内容が届きます。子どもとの会話
のきっかけになり、接点を増やしてくれました。
　仕事がある日は、保育所へ子どもを送ってい
ます。それ以外の家事・育児を妻に任せている分、
休日は、全て私が担当するようにしています。

ICT が子どもとの接点に

志賀さん親子

# 白山保育所　#ICT　#夫婦で子育て

打
うちや

矢さん親子

　地域子育て支援センターでは、専門の先生が
いろいろな相談に乗ってくれたり、同じ月齢の
子どもを持つママさんたちと交流できます。上
の子の園を選ぶ際にも、各園の特色を教えてく
れたりと、とても助かりました。
　コロナ禍でなかなか外出しにくい状況ですが、
子どもが遊べ、アドバイスももらえる、気軽に
来られるいい場所だと感じています。

気軽に来られる場所です

# 地域子育て支援センター　#遊べる　#相談

齋藤さん親子&宮下さん親子

　赤ちゃん訪問の時に、保健師さんから勧めら
れ、参加しました。コロナ禍

か
ですが、子どもを

連れて外に出るきっかけになりました。
　私たちはBP1プログラム（P5参照）を通して
知り合い、お互いの家に遊びに行くなど、今も
交流が続いています。保健師さんは子育てのこ
と以外も相談に乗ってくれたり、親身に話を聞
いてくれたりと、不安の解消につながりました。

BP1 プログラムで友達に

#BP1 プログラム　#ママ友　#不安も解消
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新型コロナウイルス感染症対策・支援子育て世帯向け

　安心して利用できるよう、市内全ての施設では備品・消耗品の購入や、施設整備
をしました。感染症対策として寄付されたマスクも活用しています。

全公立保育所の水栓・照
明の自動化など、施設整
備を進めています。

消毒液やマスク、非接触型
の体温計などを購入し、感
染症対策を行っています。

ICT を活用しています
　市内の教育・保育施設では、ICT（情報通信技
術）を活用しています。登園自粛の把握や緊急
情報の一斉配信など、対面が難
しい状況でも保護者とのコミュ
ニケーションを図っています。

各施設での感染症対策

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援しました。市
は国の支援のほかに、独自に全ての子育て世帯へ応援給付金を支給しています。

引き続き支援をしています
　新生児特別給付金、子育て世帯生活支援特別
給付金など、市は引き続き経済支援を行ってい
ます。詳しくは市ホームページも
併せてご覧ください。

児童１人当たり1万円を
給付しました。

子育て世帯応援
臨時給付金

¥10,000

児童扶養手当の受給世帯
に、1世帯当たり2万円を
給付しました。

ひとり親世帯応援
臨時給付金

¥10,000
¥10,000

経済支援を行いました

　コロナ禍
か
の今、さまざまな不安を抱える方がいます。相談を継続して受け付け、

皆さんの不安に寄り添い、解決のサポートをしています。

保健センターでは、子ども
の年齢ごとに段階を分け、
育児相談を行っています。

家庭児童相談室では、子育
て・心と身体の発達・虐待
などの相談を受け付けます。

子育ての専門家が相談に乗ります
　地域子育て支援センターに「子育てコーディ
ネーター」、子育て支援課に「保育コンシェルジュ」
を配置。子育てに関する相談や役立
つ情報提供を、身近な場所で気軽に
受けられるようにしています。

不安に寄り添う相談窓口

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市は子育て世帯をさまざまな形で支援
しています。主なものを紹介します。
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コロナ禍
か

でも安心できる

子育て支援

産後ケア事業

　これから親になる方や保護者と未就学児のための施設で、市内に 4
カ所（白山・戸

とがしら
頭・藤代・井野なないろ）あります。同じ年代の友達

と一緒に遊んだり、交流することで社会性が身につくだけでなく、保
護者も子育ての楽しさを発見できます。
　また、子育て世代包括支援センターの役割として、保健センターと
連携し、妊娠期から子育て期まで「切れ目のない子育て支援」を行っ
ています。不安や悩みを抱えている保護者が安心して子育てできるよ
うに、保育士・保健師に、より専門的な相談をすることができます。

　「産後ケア」とは、母親の心身を回復
させて、育児指導を行うためのサポート
です。出産退院後すぐに利用でき、少し
ずつ育児に慣れ、母親としての自信にも
つながります。身近な方から家事や育児
の援助が受けられない、育児に不安があ
る場合、医療機関で専門知識を持ったス
タッフが、個々の悩みに応じた支援を提
供します。

　取手ウェルネスプラザの中にあり、雨の日でものびのびと体
を動かせる屋内の遊び場です。大型遊具を備え、頭と体と心を
使いながら子どもと楽しく遊べます。保護者同士の交流の場に
なるほか、子育てに関する相談を受けるスペースもあり、ちょっ
とした不安や悩みなどを保育士に気軽に相談できます。

電話相談
　小さな不安や悩みからじっくり
話したいことまで気軽に電話で相
談することができます。必要に応
じて専門の機関を紹介しています。

L
ラ イ ン
INE で配信

　毎月の予定表のほかに、コロナ
禍による休館時には、家庭で楽し
める、手遊びやパネルシアターな
どの動画配信を各地域子育て支援
センターが独自に行っています。

産後ケアのメリット
ゆったりとした気持ちで育児
をすることで母子の「愛着」の
形成を促します。産後の親子関
係の質が、成長していく子ども
の心理的な健康に影響すると考
えられています。

　コロナ禍により、生活スタイルや働き方に
変化が生じています。そのような中、市では
さまざまなニーズに合わせて利用できる子育
て支援を整えています。

　市では新生児訪問 (こんにちは赤ちゃん訪問 )時に、キッ
ズプレイルームの利用券 (1 時間 100 円× 5枚 ) を渡して
います。

地域子育て支援センター
（子育て世代包括支援センター）

キッズプレイルーム

親子でおでかけ
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コロナ禍
か

でも安心できる

子育て支援

親子の絆づくりプログラム (通称：BP1プログラム）

一時的に利用できる保育サービス

　初めて赤ちゃんを育てている母親と、
0歳の赤ちゃんが一緒に参加する全４回
のプログラムです。
　少し先を見通した子育ての知識を学
び、育児不安の解消や虐待防止、産後う
つ病などの予防にもつながります。同じ
くらいの月齢の赤ちゃんを育てている母
親が集まり、子育てについて話し合った
り、共感し、学び合うことで、母親同士
の友達の輪も広がります。

　保護者が就労・就学・傷病・私的な理由などにより、子どもを
見ることができない場合、保育施設で一時的に預かります。

一時保育

休日保育
　保護者が就労などで、日曜日や祝日に子どもを見ることがで
きない場合、保育施設で預かります。

病児・病後児保育
　病気や病気回復期の子どもを、保護者が就労や傷病などで見る
ことができない場合、保育施設で預かります。

一時保育

公立保育所（白山・永山・久賀・井
野なないろ）、私立保育園・認定こど
も園（稲

いな
・たちばな・どんぐり・た

かさごスクール取手・藤代駅前ナー
サリースクール）

休日保育 どんぐり保育園

病児保育 どんぐり保育園

病後児保育 どんぐり保育園
稲保育園

とりで
ファミリー
サポート
センター

①
援助の
申し込み

③
協力会員
の紹介

②
援助依頼

⑤
活動報告

④
事前打ち合わせ・援助

協力会員利用会員

　子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）と子育てのお手伝いをした
い方（協力会員）のネットワークをつくり、地域で子育てを助け合う会員
組織です。協力会員の自宅で、利用会員の子どもを一時的に預かったり、
保育園・幼稚園などの送迎を行います。

ファミリー・サポート

　コロナ禍により、生活スタイルや働き方に
変化が生じています。そのような中、市では
さまざまなニーズに合わせて利用できる子育
て支援を整えています。
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1．相談・サポート体制を充実させます
　子育てに対する不安の解消や、核家族化・地域のつながりの希薄化のために相談相手がいな
い方の支援を行います。

2．民間と連携し、保育所の適正な配置を行います
　仕事と子育てを安心して両立できるよう、待機児童の解消を図ります。多様な保育ニーズに
応えるために、民間の教育・保育施設と連携をとります。

　市は「取手市第二期子ども・子育て支援事業計画」を定め、「子ども・親・地域・ともに育
つまち取手」の実現を目標としています。実現に向けた課題の解決のため、以下のような取り
組みを進めています。

1．悩んでいる・困っている人を支えます
　各部署・機関と連携し、子育てに関する不安や悩みを解消できるよう相談・サポート体制を
構築しています。

家庭児童相談室
　家庭児童相談室は、「子ども家庭総合支援拠点」の役割を果
たします。支援を必要としている家庭に適切な支援を行える
よう、児童相談所などほかの機関と連携を取ります。

こども発達センター

　心身の発達に偏りや遅れ、心配がある子どもに、個別や小
集団での活動を通して、成長していけるように支援していま
す。継続的な通所の中で、子どもの発達に関することや就学
などの相談も行っています。

ひとりで悩まずに相談を

　子育て支援課や地域子育て支援センターなどで相談を受け
付けています。適切な機関の紹介なども行います。ひとりで
悩まず、相談してください。
問 子育て支援課☎ 0297-74-2141 内線 1351

これからも、
子育て世代を
支えるために。
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2．民間と一体になって、市全体で支援体制を作ります

民間の教育・保育施設　特色ある取り組み

　民間の保育園・認定こども園では、施設ごとにさまざまな取り組みを行っています。子育
て支援課では「保育コンシェルジュ」が、地域子育て支援センターでは「子育てコーディネー
ター」が、入所案内やそれぞれの特徴などを紹介しています。

保育・子育て支
援施設一覧

私立認定こども
園・幼稚園一覧

待機児童の解消を図り、多様なサービスを提供します

共生保育園

静かな落ち着いた時間の中、礼儀作法
を学びながら茶道を楽しんでいます。

取手保育園

年長クラスでは就学に向け、月 1回体
操教室を行っています。

保育所の適正な配置

　市は、第四次取手市保育所整備計画に基づき、公立保育所・子育て支援施設の適正な配置を
目指します。四つの区域ごとに受け入れ人数を確保し、利用者のニーズに応じます。

公立保育所

・民間との連携
・福祉的支援を必要とする方の入所対応
・地域に合わせた定員の確保
・国の基準を上回る、市独自の基準で保育士を配置

民間の教育・保育施設
・特色ある幼児教育や保育の実施
・定員確保の中心的な役割
・休日保育や病児保育など、 ニーズに合わせた対応

地域子育て支援センター ・地域の子育て支援の中核
・子育て世代包括支援センターとしても機能

カ所23

民間の保育施設、全 23 カ所
と連携します

区域44

市内を 4区域に分け、区域ご
とに支援体制をつくります

地域人口や、保護者の送迎の便など
も考慮し、以下の4区画としました。
▶取手第一中学校区域
▶取手第二中学校区域
▶永山・戸

とがしら
頭中学校区域

▶藤代・藤代南中学校区域
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公共施設にも授乳室を整備しています

イチオシのポイント
　多目的広場や、スケートボード場、健
康遊具のコーナーなど、気軽にスポーツ
に親しむことのできる緑地です。大型複
合遊具は子どもたちに人気です。

保護者の声
　車ですぐのところに公園があり、駐
車場も広く自然に恵まれていて遊具も
たくさんあるので、楽しく遊べて助かっ
ています。

保護者の声
　家のそばに施設の充実した公園があ
りとてもいいです。公園は平らでよく
見渡すことができ安心して遊ばせるこ
とができます。

近くの公園で、楽しく遊びましょう！
　子育て世帯の心と体の健康を保つため、体を動かしたり、屋外でリフレッシュする
ことも大切です。マナーと思いやりをもって、身近な公園を利用しましょう。

　令和 2年 11 月に新しい遊具が設置さ
れました。ボルダリングができる柱や、
ターザンロープなどが含まれたアスレ
チック系コンビネーション遊具となって
います。

イチオシのポイント

北浦川緑地

とがしら公園

・保健センター
・取手庁舎
・藤代庁舎
・障害者福祉センターふじしろ（藤代庁舎敷地内）
・ふじしろ図書館
・市民会館
・福祉会館（市民会館隣）
・地域子育て支援センター（白山、戸

とがしら
頭、藤代、井野なないろ）

　赤ちゃんとお出かけしやすいよう授乳室を設置しています。
オムツ交換スペースもありますので、自由にご利用ください。

　育児を応援する
　行政サービス情報ガイド

施設の設備一覧などの情報提供　　　
をしています。
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