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～新しい命を迎えるにあたり～
　妊娠おめでとうございます。これから始まる妊娠・出産・子育てが自分らしく過ごせ
るように、遠野市では様々な支援をしています。まずは子育て世代包括支援総合窓口
「遠野市助産院」まで、ご連絡ください。
　母子健康手帳の交付・健康相談・助成金の申請等を行っています。授乳スペースも
ありますので、気軽にお立ち寄りください。

◎電話相談【直通】
利用時間 電話番号 対応内容

平日
9：00～17：00

0198-62-1103
0198-62-1108 妊娠・出産・産後に関わる相談

090-7660-1108 子育て・子どもの成長発達に関わる相談

もくじもくじ

※訪問等で不在の場合は、戻ってからの対応となりますのであらかじめご了承ください。

逆子と言われた
直ったかな？

これって陣痛？

私が使える
子育て支援はある？

母乳を飲んでくれない。
ミルクの増やし方が
わからない。

子育てがつらい
誰か話を聞いて欲しい。

話す言葉が
少ない気がする何をしても寝てくれない。

何をしても泣き止まない。

～子育て世代包括支援体制～
総合相談窓口

遠野市助産院

妊娠中の体重
管理難しい。

日中赤ちゃんと
二人きりで不安。

どこに相談したら
いいの？

相談内容にあった子育て
支援へナビゲート

◉母子保健コーディネーター（助産師）
　☎0198-62-1103又は1108
◉母子保健コーディネーター（保健師）
　090-7660-1108

母子安心課

周産期医療機関
療育センター

認定こども園・
幼稚園・保育園
子育て支援センター
病児等保育こども政策課
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1. 母子健康手帳の交付 　つわり等の体調が落ち着いたら、市内の歯科医院に予約をして歯科健診を受け
ましょう。妊娠中に1回歯科健診を無料で受けることができます。※妊婦歯科健診
受診票は市外の歯科医院では使用できません。市内歯科医療機関一覧は20ページ
にありますので、ご確認ください。

★妊婦歯科健康診査を必ず受けましょう！
　妊娠中はむし歯や歯周病になりやすく、女性の一生の中で歯科疾患のリスクが
とても高まる時期です。歯周病は早産や低出生体重児のリスクを高める可能性が
あります。
　また、子どものむし歯の最大の原因が保護者の「だ液」を介することによるむ
し歯菌の感染です。このような感染を防ぐためにも、健康なお口で元気な赤ちゃ
んを迎えましょう。

★妊娠中の歯の治療について
　体調が悪くなければ治療可能です。歯科医と相談しながら治療を進めることを
お勧めします。産後は育児で手が離せず、いっそう歯科への道が遠のきがちで
す。妊娠中に歯のケアを済ませておくといいですね。

母子健康手帳の交付（要予約）

【県外で里帰り出産をする場合】

【母子健康手帳の交付時に渡すもの】
■母子健康手帳　■子育てお助けブック（本誌）
■妊婦一般健康診査受診票（ピンク・黄・白）　■妊婦歯科健康診査受診票（水） 
■新生児聴覚検査受診票（黄緑）　■産後健康診査受診票（橙）

妊婦歯科健康診査受診票

　新生児聴覚検査を受ける際に、医療機関へ提出してください。初回検査の費用
を5,000円を上限に助成します。新生児聴覚検査とは、赤ちゃんの聞こえに異常が
ないかを早く見つけるための検査で、生まれてすぐの入院中に実施されます。

新生児聴覚検査受診票

　産後2週間健診、1か月健診を受ける際に、医療機関へ提出してください。1回に
つき5,000円を上限に費用を助成します。（産後2週間健診は必要な方のみ、あるい
は医療機関の健診実施状況により実施しない場合があります。）

産後健康診査受診票（2回分）

　母子健康手帳は、妊娠初期からのお母さんとお子さんの成
長の記録です。健康診査、保健指導、予防接種を受ける時に
は、母子健康手帳を必ず持参しましょう。母子健康手帳の保
護者記入欄も記入しておきましょう。

※妊婦一般健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、産後健康診査受診票は、
いずれも県内の医療機関で使用でき、受診票に記載された費用が助成されます。
（上限額以上は有料）

妊婦一般健康診査受診票（14回分）
　妊婦健診を受ける際に、医療機関へ提出してください。（妊娠届出時の妊娠週数
によっては、13枚以下の発行となる場合があります。）
　妊婦健診は妊娠23週までは毎月1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1
回、妊娠36週以降は週1回の健診になります。健診を受けて、赤ちゃんの育ち具合
や、妊婦自身の健康状態をみてもらいましょう。

　県外での受診を希望される方は、事前に遠野市助産院にご相談ください。

【遠野市から転出した場合】
　遠野市から転出した場合は、受診票を使用することができません。
　転出先の市町村担当窓口に受診票を持参し、ご相談ください。

母子健康手帳交付窓口
遠野市助産院　☎62-1103
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

問い合わせ・受診票発行先
遠野市助産院　☎62-1103
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内
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1. 母子健康手帳の交付

　妊娠5か月（16週）に達する月の初日から出産した日の属する月の翌月の末日ま
での期間、医療費の一部負担金を助成します。

■母子健康手帳　■健康保険証（妊婦本人）　■印鑑（インク浸透印不可）
■妊婦本人又は夫名義の通帳
■受給者及び配偶者の所得課税扶養証明書
※受給者及び配偶者の所得状況を遠野市で確認できない場合のみ必要です。
　手続き時期によって必要な年度等が異なりますので、下記をご確認のうえ、
当時の住所地から交付を受けてください。

妊産婦医療費受給者証 ◎あなたの申請できる月は　　月からです。

　産科医療補償制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんで、分娩に関
連して重度脳性まひとなった場合、看護・介護のために一時金と分割金が補償
金として支払われる制度です。
　詳しくは出産する医療機関にお問い合わせください。

産科医療補償制度

出産育児一時金
　妊娠4か月以上の方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
　出産前に医療機関窓口で手続きをすることで、産婦が加入している医療保険者
から、出産した病院へ直接出産育児一時金が支払われます（直接支払制度）。
　これにより、あらかじめ多額の出産費用を準備しなくて済みます。
　直接支払制度を利用しなかった場合は、出産育児一時金の申請が必要になりま
す。社会保険の場合は、会社を通じて申請します。国民健康保険の場合は、市民
課国保年金係又は宮守総合支所で申請してください。

限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
　手術や入院の際、妊産婦医療費受給者証とあわせて「限度額適用認定証（住民税非
課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証）」を提示すると、術後及び退院後の
手続きが少なくなります。（住民税非課税の方は入院時の食事代が軽減されます。）
　国民健康保険に加入している方は市民課国保年金係へ、国民健康保険以外の健
康保険に加入している方は、事業所又は保険者へ必要な持ち物を確認のうえ、申
請してください。
※妊産婦医療費受給者証の交付時に、認定証をお持ちか確認することがあります。
※認定証は妊娠期以外にも使用することができます。

問い合わせ・申請先
市民課給付係　☎62-2111（内146、147）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

問い合わせ・申請先
市民課給付係　　　☎62-2111（内146、147）
市民課国保年金係　☎62-2111（内144、145）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階

申請先
市民課国保年金係　☎62-2111（内144、145）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

問い合わせ
遠野市助産院　☎62-1103
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

【必要な持ち物】

申請月 必要な方 所得確認書類の年度

平成30年8月から
平成31年7月まで

平成30年1月1日
時点で遠野市外に
住所があった方

平成30年度分（平成29年中の所得）
※平成30年1月1日時点の住所地から取
得してください。

平成31年8月から
平成32年7月まで

平成31年1月1日
時点で遠野市外に
住所があった方

平成31年度分（平成30年中の所得）
※平成31年1月1日時点の住所地から取
得してください。
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1. 母子健康手帳の交付

妊婦教室・ファミリー教室（要予約）
　赤ちゃんを健康に生み育てるために教室を開催します。ぜひご参加ください。

●妊婦教室（毎月1回開催）：会場　遠野市助産院（遠野健康福祉の里内）
　・妊娠中の過ごし方や分娩経過についてのお話

●ファミリー教室（年4回開催）：会場　遠野健康福祉の里
　・沐浴体験、赤ちゃんのお世話の仕方等
　・配偶者、祖父母、家族どなたでも参加できます。
　※託児はありませんのでご協力をお願いします。

問い合わせ
遠野市助産院　☎62-1103
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

　出産予定日の1か月前（妊娠36週前後）頃に、助産師が家庭訪問を行います。
　出産する医療機関まで長距離を移動しますので、安全に入院できるタイミン
グやお産の準備、出産後に必要な手続きについて説明します。
　お電話で訪問日程をご相談しますが、早めに訪問を希望される方は遠野市助
産院へご連絡ください。

妊婦訪問

メ　モメ　モ
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2. 遠野市助産院「ねっと・ゆりかご」 「ねっと・ゆりかご」で妊婦健診を受けられる連携医療機関

「ねっと・ゆりかご」の開院日時

★健康相談…無料（誰でも利用できます。来所前にお電話頂くと、待ち時間が
なくスムーズです。）
■自分の身体のこと、家族のことなど、お気軽にご連絡ください。
■超音波検査（エコー）や胎児心拍モニタリングで、赤ちゃんの様子を確認します。

★お産が始まった際
　■緊急対応等のサポート…お産の進み方等不安な際は相

談ください。（緊急搬送時、母体管理料として1時間
3,000円が有料となることがあります。）

★乳房管理
　■乳房トラブル、授乳困難、断乳等のケアを行います。
■相談は無料です。（状況により乳房管理料3,000円が有
料となることがあります。）

★母と子のリフレッシュクラス
■子育て中のお母さんを対象に、リフレッシュクラ
スを開催しています。ヨガをしながら、お母さん
とお子さんのリフレッシュを図ります。

★遠野型産後ケア…料金無料
■退院後、自宅等へ訪問し、授乳のお手伝い、乳房マッサージ、赤ちゃんの体重測
定、黄疸のチェック、お臍の手入れ、沐浴などの支援を行います。赤ちゃん、お母さ
んの心配事に対応します。お気軽に声をかけてください。

■主治医の許可があり、妊娠経過が良好で、助産院での妊娠健診を希望する方は、
妊婦健康診査受診票を使用して、「ねっと・ゆりかご」で妊婦健診を受けることが
できます。

■主治医の許可が得られた場合は、電話又は来所にて予約をしてください。利用同
意書をお渡しします。予約制なので、ゆっくり健診を受けることができます。

「ねっと・ゆりかご」の利用について

盛岡赤十字病院 産科婦人科吉田医院（盛岡）

岩手県立大船渡病院 村井産婦人科医院（盛岡）

岩手県立釜石病院 黒川産婦人科医院（盛岡）

岩手県立中部病院（北上） KUBOクリニック（花巻）

北上済生会病院 工藤医院（花巻）

医療機関の名称

●曜日 平日（祝日除く）
 ※12月29日～1月3日は休診です。

●時間 9:00～12:00　13:00～17:00

相談・お問い合わせはこちら

☎　0198-62-1103（いいおさん）
〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1

遠野健康福祉の里内

　遠野市助産院「ねっと・ゆりかご」は、妊婦健診や出産のため遠くの病院に通
院する妊婦さんと、そのご家族の不安や負担を軽減するため、医療機関と連携
し、妊婦健診や各種相談を行っています。妊産婦さんが安心・安全にお産を迎
え、子育てできるようにサポートしています。

※超音波・各種相談・教室は、誰でも利用できます。
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3. 赤ちゃんが生まれたら

出生届

【必要な持ち物】
■出生届（出生証明書に医師・助産師の証明がされているもの）
■印鑑　■母子健康手帳　■健康保険証（産婦）　■来庁者の本人確認書類

産後健康診査受診票（2回分）

乳児一般健康診査受診票

　出生後14日以内に、住所地・本籍地・出生地のいずれかの市区町村に出生届を提出
してください。遠野市へ提出する場合は、市民課市民係又は宮守総合支所に提出して
ください。

【必要な持ち物】
・第1子出生の場合
■健康保険証（請求者）　■請求者及び配偶者のマイナンバーカード（通知カード）
※通知カードでの申請は、請求者の本人確認書類（運転免許証等）も必要です。
■印鑑（インク浸透印不可）　■請求者名義の通帳
・第2子以降の出生の場合
■印鑑（インク浸透印不可）

　出生届を提出した際に、3回分を発行します。（遠野市以外に出生届を提出した場合
は後日市民課市民係又は宮守総合支所でお受け取りください。）医療機関で乳児の健
康診査を受ける際に使用します。遠野市で実施していない1か月・9～10か月・1歳児の
健康診査を受けることをお勧めします。受診票の有効期限は1歳1か月になる前日ま
でです。

　産後2週間健診、1か月健診を受ける際に、医療機関へ提出してください。1回に
つき5,000円を上限に費用を助成します。（産後2週間健診は必要な方のみ、あるい
は医療機関の健診実施状況により実施しない場合があります。）

新生児聴覚検査受診票
　新生児聴覚検査を受ける際に、医療機関へ提出してください。初回検査の費用
を5,000円を上限に助成します。新生児聴覚検査とは、赤ちゃんの聞こえに異常が
ないかを早く見つけるための検査で、生まれてすぐの入院中に実施されます。

【県外で乳児一般健康診査を受診する場合】
　県外での受診を希望される方は、事前に母子安心課にご相談ください。

【遠野市から転出した場合】
　遠野市から転出した場合は、受診票を使用することができません。
　転出先の市町村担当窓口に受診票を持参し、ご相談ください。

問い合わせ・提出先
市民課市民係　☎62-2111（内142、143）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

問い合わせ
発行に関して：市民課市民係　☎62-2111（内142、143）
 〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
 宮守総合支所　☎67-2111
 〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77
内容に関して：母子安心課　☎68-3186
 〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

問い合わせ・受診票発行先
遠野市助産院　☎62-1103／母子安心課　☎68-3186
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

児童手当
　0歳から中学校卒業までのお子さんがいる方に支給されます。出生の翌日から15日
以内に市民課給付係又は宮守総合支所（請求者が遠野市以外にお住まいの場合は請
求者の住所地。請求者が公務員の場合は勤務先）で手続きをしてください。
※配偶者と比較して所得の多い方が請求者となるため、手続きを行ってください。

問い合わせ・申請先
市民課給付係　☎62-2111（内146、147）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77
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妊産婦通院費助成

新生児産婦訪問

3. 赤ちゃんが生まれたら

乳幼児医療費受給者証
　お子さんの医療費の一部負担金を助成します。出生の翌月末日までに手続きをしま
しょう。4歳の誕生月末日まで、所得制限はありません。

【受給者証の交付に必要な持ち物】
■お子さんの健康保険証または資格取得証明書　
■印鑑（インク浸透印不可）　■保護者名義の通帳
■保護者の所得課税扶養証明書
　※保護者の所得状況を遠野市で確認できない場合のみ必要です。
　手続きの時期によって必要な年度等が異なりますので、下記をご確認のうえ、当時
の住所地から交付を受けてください。配偶者が扶養に入っていない場合は、配偶
者分も必要です。

　　お母さんの妊産婦医療費受給者証手続きにて、当該年度の所得課税扶養証明書
を提出した場合は、省略することができます。

　出生届を提出した時に、3枚発行します。（遠野市以外に出生届を提出した場合は後
日市民課市民係又は宮守総合支所で受け取ってください。）医療機関で乳児の健康診
査を受けるときに使用します。遠野市で実施していない1か月・9～10か月・1歳児の健
康診査を受けることをお勧めします。受診票の有効期限は1歳1か月になる前日まで
です。

　産後2週間健診、1か月健診を受ける際に使用しますので、医療機関へ提出して
ください。1回につき5,000円を上限に費用を助成します。（産後2週間健診は必要
な方のみ、あるいは医療機関の健診実施状況により実施しない場合があります。）

　新生児聴覚検査を受ける際に使用しますので、医療機関へ提出してください。
新生児聴覚検査とは、赤ちゃんの聞こえに異常がないかを早く見つけるための検
査で、生まれてすぐの入院中に実施されます。

問い合わせ
母子安心課　☎68-3186
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

問い合わせ・申請先
市民課給付係　☎62-2111（内146、147）
　〒028-0592　遠野市中央通り9-1　市役所とぴあ庁舎2階
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

問い合わせ・申請先
遠野市助産院　☎62-1103
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内
宮守総合支所　☎67-2111
　〒028-0392　遠野市宮守町下宮守29-77

　赤ちゃんが生まれた時の体重が2,000g以下の場合や、身体の諸機能が未熟なま
ま生まれた乳児が指定医療機関に入院したとき、保険診療の自己負担分の医療費
が給付されます。詳しくは母子安心課にご相談ください。

養育医療給付
問い合わせ
遠野市助産院　☎62-1103／母子安心課　☎68-3186
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

【助成対象となる期間】

【必要な持ち物】

　妊娠届出以降から産後1か月までの妊産婦定期健康診査の通院回数に応じ、交通
費が助成されます。遠野市内から通院した妊婦健診のみ対象となります。（里帰り
先からの通院、入院中や遠野市助産院での健診は除く。）

　市内に出産できる医療機関がないため、市外に通院する妊産婦さんへ経済的
支援として交通費の助成をしています。お母さんの産後1か月健診終了後、90日
以内に申請してください。

　出産された方全員に対し、産後1か月前後に市の保健師や助産師が赤ちゃんと
お母さんの様子を伺いに家庭訪問します。体重測定や育児の相談などに対応し
ています。お電話で訪問日程をご相談します。
　長期里帰り等で市外での訪問を希望される方はご相談ください。

■母子健康手帳　■印鑑（インク浸透印不可）
■産婦本人名義の通帳
　※結婚により名字が変わった場合は通帳の名義変更を行ってください。
　※市内で出産できる医療体制が整備されたときは、中止となります。

申請月 必要な方 所得確認書類の年度

平成30年8月から
平成31年7月まで

平成30年1月1日
時点で遠野市外に
住所があった方

平成30年度分（平成29年中の所得）
※平成30年1月1日時点の住所地から取
得してください。

平成31年8月から
平成32年7月まで

平成31年1月1日
時点で遠野市外に
住所があった方

平成31年度分（平成30年中の所得）
※平成31年1月1日時点の住所地から取
得してください。
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3. 赤ちゃんが生まれたら

【集団健診・育児相談・歯科相談会場】
　遠野健康福祉の里　健診室　〒028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1
　（宮守育児相談の会場は宮守児童館です。）

【持参するもの】
　母子健康手帳・問診票・バスタオル・オムツ・ミルク等

【健診の開催日・時間等】
　「乳幼児健診・予防接種の日程表」、広報「遠野」で確認しましょう。

乳 幼 児 健 診 等
事業名 実施日 受付時間・内容等 その他

１歳児
健康相談

毎月
第３水曜日

第３金曜日

９：30～10：00受付 フッ化物配合スプレー
配布

絵本の贈呈と
読み聞かせ

育児相談 毎月
第４水曜日

９：30～10：00受付

宮守
育児相談

毎月 10：00～10：30受付

事業名 対　象 日　時 内　容

2歳児
歯科相談
3歳児
歯科相談

2歳の誕生月児

3歳の誕生月児

毎月1回
受付時間は個別に

通知

問診・計測・育児の
アドバイス・むし歯
予防のお話・おやつ
のお話

問診・計測・育児のア
ドバイス

問診・計測・育児のア
ドバイス

育児相談

歯科相談（集団）　会場：遠野健康福祉の里

会場：宮守児童館
☎67-2210

住所：遠野市宮守町下宮守
26-99-1

問い合わせ
母子安心課　☎68-3186
　〒028-0541　遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1　遠野健康福祉の里内

３～４か月児
健診

６～７か月児
健診

１歳６か月児
健診

３歳６か月児
健診

毎月
第１水曜日

毎月
第２水曜日

毎月
第３水曜日

毎月
第４水曜日

13：00～13：20受付

13：00～13：20受付
問診・計測・診察・歯科
健診・育児のアドバイ
ス・むし歯予防のお話

問診・計測・診察・育児
のアドバイス・離乳食の
お話

BCG接種
歯科衛生士による個別
歯科指導

フッ化物配合スプレー
配布

１歳６か月児健診時
むし歯予測検査

健診名 実施日 受付時間・内容等 その他
乳幼児健診（集団）　会場：遠野健康福祉の里

1か月児健診

9～10か月児
健診

1歳児健診

乳児一般健康診査受診票（詳細は11ページに記載）を使用し、
医療機関に予約をして受けましょう。受診票は県内の医療機関
で使用することが出来ます。実施日・時間等は、医療機関に直接
お問い合わせください。

※受診票の有効期限は1歳1か月になる前日まで
　です。

健診名 内　　　　　容
乳幼児健診（個別）　受診先：各医療機関

歯科衛生士による歯科
相談、ブラッシング指
導等

事業名 対　象 受診方法 その他

2歳6か月児
歯科健診

歯科健診（個別）　受診先：市内歯科医院

フッ化物配合
スプレー配布

2歳6か月になる月から
2歳8か月になる月まで
※受診票の有効期限は
3か月間です。

受診票受け取り後、
市内の歯科医院に
予約をして受診
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3. 赤ちゃんが生まれたら

B型肝炎

ヒブ

四種混合

定期

定期

定期

BCG

二種混合（DT）

定期

定期

団
集
別
個

定期 麻しん風しん
（MR）

定期 日本脳炎

ロタウイルス
（一部助成）任意

定期 小児用肺炎球菌

任意 おたふくかぜ
（無料）

定期 みずぼうそう

任意 インフルエンザ
（一部助成）

任意

定期

任意接種の接種
できる年齢

定期予防接種の
対象年齢

定められた期間内で受ける場合
は、原則として無料（公費負担）

同時接種。同 　時に複数のワクチンを接種
することがで 　きます。安全性は、単独で
ワクチンを接 　種した場合と変わりません。

おすすめ　  の接種時期
　　 は、　  接種回数遠野健康福祉の里

市指定医療機関生ワクチン
別の種類のワクチンは、4週間後
の同じ曜日から接種できます。

不活化ワクチン
別の種類のワクチンは、1週間後
の同じ曜日から接種できます。

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

～予防接種は小さいうちに完了させましょう～
保育園や幼稚園に入るまでにできるものには予防接種で免疫をつけ、
感染症にかからないように、また、他の人に感染させないように予防しましょう。

２
歳

２

月
か接種

方法
３

月
かワクチン名

団
集

別
個

毎年10月から11月頃までに接種し
ましょう。

※罹患済の場合は、不要です。

※罹患済の場合は、不要です。

接種を希望する方のみ。

月
か

月
か

別
個

別
個

2か月から開始します。
四種混合と同時接種が可能です。

3か月から開始します。
ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎と同時接種が可能です。

７

月
か

８

月
か

９

月
か

２

月
か

３

月
か

４

月
か

月
か

６

月
か歳

１

月
か

１ ５

遠野市では6～7か月児      健診で接種します。

４

月
か

５

月
か

1回
11～12歳

2期
小学校入学前

団
集

別
個

団
集

生後6週から接種できます。　　できるだけ生後14週6日までに接種を
開始しましょう。希望される　　方は、小児科でご相談ください。

第1期：2歳の誕生日前日まで接種できます。

2期：1回
9～12歳

６

月
か

７

月
か

８

月
か

９

月
か

月
か

月
か

団
集

団
集

団
集

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

予防接種スケジュール予防接種スケジュール

予防接種法に基づかない予防接
種。遠野市では、無料又は一部
助成をしています。     　　
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4. 遠野っ子のむし歯予防

　遠野市でむし歯を保有している児は平成29年度、1歳6か月児で1.3％、2歳6か
月児で8.3％、3歳6か月児で26.0％にも及んでおり、岩手県のむし歯有病者率の平
均値を大きく上回っています。

●遠野市のむし歯状況

①むし歯菌を感染させない！
　むし歯菌の多くは身近な大人からの「だ液」を介して感染し
ます。噛んだ物を与えたり、箸やスプーン、コップの共有はや
めましょう。

②定期的な歯科健診を！
　かかりつけ歯科医を早めに持ち、歯科健診を年に3～4回受けましょう。歯科健
診ではむし歯の有無以外にも、歯磨き指導や食事指導等その子の状態にあった細
かいアドバイスを受けることができます。

③効果的なフッ化物の使用を！
　むし歯菌から作られる酸の生成を防ぎ、歯を溶かす酸に対して抵抗力の強い丈
夫な歯をつくります。また、初期のむし歯になりかけた歯にフッ素が取り込まれ
ることで再石灰化を促し、溶けかかった部分を修復します。

★フッ化物塗布をしよう！…定期的歯科健診の際にフッ化物塗布をしましょう。3
か月に1度のペースでの塗布が理想です。

★フッ化物配合の歯磨き剤を使おう！

④歯磨きの習慣化と仕上げ磨き！
　食事の後は子どもに自分磨き用の歯ブラシを持たせ、歯みがきをする習慣をつ
けましょう。その後、保護者が仕上げ磨き用の歯ブラシを使って仕上げ磨きをし
てケアします。うがいができるようになったらフッ化物配合の歯磨き剤を使用し
ましょう。寝る前の歯みがきは特にも大切です。

⑤規則正しい食生活を！
　バランスのとれた食生活と、むし歯の心配が少ないおやつの選択をしましょ
う。よく噛んでだ液の分泌を促すこともむし歯予防につながります。

●5つの習慣でむし歯予防

　生まれたばかりの赤ちゃんの口の中はむし歯菌がゼロです。むし歯菌の多くは身
近にいる保護者、家族の「だ液」を通して感染します。大人が噛んだものを直接口
移しで与えたり、箸やスプーン、コップを共有するのはやめましょう。

●むし歯菌の家族伝播に注意！

　乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く柔らかい為むし歯になりやすく、一度
むし歯になると進行しやすい特徴があります。また、乳歯のむし歯は永久歯の歯
並び、歯質にも悪影響を及ぼします。

●「乳歯」はむし歯になりやすい！

　むし歯には、①歯質、②むし歯菌（ミュータンス菌）、③糖分の3つの要素に、④
時間の経過が加わってできると言われています。
①歯　　質：乳歯は特にもエナメル質が弱い。
②むし歯菌：主なむし歯菌はミュータンス菌。このミュータンス菌がプラーク（歯

垢）をつくり、また歯を溶かす酸を作り出します。
③糖　　分：甘い物はミュータンス菌が歯を溶かす酸を作る材料に使われます。甘

い物をたくさん食べるということは、ミュータンス菌が活発に働く
原因をつくることになります。

　これらの3つの要素が重なり合う時間や面積が大きいと、むし歯のリスクが高ま
ります。

●むし歯になる4つの原因

❷むし歯菌

むし歯 むし歯

❸食べ物（糖分）

食べ物 むし歯菌

❹時間

❶歯質

歯質

食べ物 むし歯菌

歯質

遠野市の歯質強化事業
歯質強化のため、1歳児健康相談、1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳6
か月児健診の際に、フッ化物配合スプレーを希望者に無料配布しています。また、
保育園等に通う5歳児（年長児）の希望者には各施設でフッ化物洗口を実施してい
ます。
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5. 主な医療機関の紹介 6. 元気わらすっこセンター

医　科
病院等の名称 診療科 電話番号

岩手県立遠野病院 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻科など 62-2222
あいずみ内科医院 内科・胃腸科・呼吸器科・放射線科・小児科 63-2021
柏原医院 内科 67-3016
鱒沢診療所 内科 66-2273
上組町ほほえみスキンクリニック 皮膚科・美容皮膚科 68-3330
川上医院 消化器科・内科 62-2051
菊池俊彦内科クリニック 内科・胃腸科・呼吸器科・循環器科 62-8600
千葉医院 皮膚科・内科 62-4039
時田医院 整形外科・外科・泌尿器科 62-2147
とおの宮本眼科 眼科 62-2035
守口医院 内科・脳神経外科・リハビリ科 63-2170
六角牛病院 精神科・神経科・内科 62-2026
遠野市国民健康保険 中央診療所 内科 62-2277
遠野市国民健康保険 小友診療所 内科 68-2260

アベ歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科 62-3166
飯高歯科医院 歯科 62-8917
打越歯科医院 歯科、小児歯科 60-1010
かしわばら歯科クリニック 歯科、矯正歯科、小児歯科 67-2010
佐藤歯科医院 歯科、小児歯科 62-0303
遠野歯科クリニック 歯科、矯正歯科、小児歯科 62-2101
ながね歯科医院 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 62-6454
沼崎歯科医院 歯科 62-4108
松原歯科医院 歯科 68-3222
宮守歯科診療所 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 67-2225
両川歯科医院 歯科 62-3211

病院等の名称 診療科 電話番号
歯　科

※1 診療日、診療時間は、各医療機関に確認してください。
※2 休日急患診療当番医については、遠野健康福祉の里（☎62-5111）・遠野市役所（☎62-2111）
　にお問い合わせください。

【市外局番 0198】

【市外局番 0198】

☎

夜間の病気や救急処置などの相談は夜間の病気や救急処置などの相談は夜間の病気や救急処置などの相談は

　様々な年齢にあわせた玩具や絵本などがあり、親子が自由に遊べる場です。飲
食できるスペースもあります。お気軽にご利用ください。

わらすっこルーム・ちびっこルーム・おやこふれあいスペース

　赤ちゃんの誕生をお祝いして市内の木材を使用した記念品と、10,000円分の
「わらすっこ応援券」を贈呈しています。わらすっこ応援券は、インフルエンザ
やロタウイルスの予防接種料金や病児保育等の特別保育の利用料金に充てること
が出来ます。ご誕生から約3か月の間に、地区の主任児童委員が家庭訪問して贈
呈します。

わらすっこの誕生応援事業

こども医療電話相談

【場　　所】 〒028-0515　遠野市東舘町8-12　遠野市役所東舘庁舎
 元気わらすっこセンター1階
【利用時間】 平日　  9:00～17:00
 日曜　10:00～16:00

 ※午前中は療育支援事業が開催されている日もありますので、遠野市
のホームページや電話などでご確認ください。

元気わらすっこセンターに関する問い合わせ
こども政策課　☎62-0189
　〒028-0515　遠野市東舘町8-12　遠野市役所東舘庁舎　元気わらすっこセンター内

　「元気わらすっこセンター」には親子のふれあいや子どもが自由に遊べるス
ペースがあります。また、わらすっこセンター内にある「こども政策課」では、保育
園や認定こども園の利用案内や申し込み、児童扶養手当、特別児童手当などの申
請、ファミリー・サポート・センター事業の案内などを行っているほか、ご家庭やこ
どもに関する様々な相談窓口にもなっています。
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6. 元気わらすっこセンター

7. 市内のいろいろな子育て施設

遠野市病児等保育施設
「わらっぺホーム」
遠野市病児等保育施設
「わらっぺホーム」

①事前に会員登録。支援が必要になったら、
　ファミリー・サポート・センターに電話（62-0189）で利用申込
②おねがい会員、まかせて会員、アドバイザーで顔合わせ
③原則、まかせて会員の自宅で託児
④お迎えのときに、かかった実費（食事代やおむつ代など）
　と利用料金を支払い預かり終了

わらすっこファミリー・
サポート・センター事業
わらすっこファミリー・
サポート・センター事業

ファミサポって？

利用方法は？
対象は？

利用時間と料金は？

「ちょっとしたときに、子どもを
安心して預けられる場所が欲しいなぁ…」
そんな子育て世代の声にお応えします。

活動日等 活動時間 基準額（1時間当たり）

平日
（祝日及び年末年始を除く）

元気わらすっこセンター
【アドバイザー】

【注意】子どもの宿泊と
　　　　家事援助は行いません

託児を依頼する
【おねがい会員】

地域の
【まかせて会員】

土曜日、日曜日及び祝日
（年末年始を除く）

年末年始
（12月29日から1月3日まで）

基 本 時 間（  7時～19時） 500円
基本時間外（19時～21時） 600円
基 本 時 間（  7時～19時） 600円
基本時間外（19時～21時） 700円
基 本 時 間（  7時～19時） 700円
基本時間外（19時～21時） 800円

生後概ね2か月から
小学校6年生までです

依頼依頼

安心して託児
（利用料：1時間あたり500円～）

● 保育施設への送迎ができない時
● 放課後すぐに迎えに行けない時
● 保護者が通院したい時
● 冠婚葬祭で育児できない時
● 買い物などで外出する時
● 上の子どもの学校行事の時 など

どんな時に利用できる？

【利用できるお子さん】

仕事で忙しいお母さん、お父さんに代わって
看病の必要なお子さんをお預かりします。

・医療処置や入院の必要のない子

・生後６か月から小学校６年生までの子

・仕事など家庭の都合で保護者が看病できない子

【保育時間】
平日の8：00～18：00まで（土日祝日・12月29日～１月３日は休み）

2,000円（4時間未満の利用は1,000円）

遠野市松崎町白岩14-74　県立遠野病院看護師宿舎1階（県立遠野病院隣）

☎62-8851

【利用料金】

【所在地】

★利用を希望する方は事前に登録し、担当看護師との面接が必要になります。
　詳しくは「わらっぺホーム」にお問い合わせください。

　「わらっぺホーム」では、感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や、水痘
（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）など伝染性の病気などにか
かったとき、または回復期にある子どもを保護者に代わって保育するサービ
スを行っています。

　ファミリー・サポート、通称「ファミサポ」は、託児をお願いしたい人と預かってく
れる人を結ぶ、子育て世代を地域で応援する会員制の取り組みです。託児は、子育て経
験が豊富で、専門の研修を受けた地域の人が自宅で預かります。託児をお願いする人を
「おねがい会員」、子どもを預かる人を「まかせて会員」といいます。
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7. 市内のいろいろな子育て施設

【保 育 日】
【保育時間】
【対 象 者】
【申し込み】
【特別保育】　　　　　

日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く毎日
7：30～18：30
就学前の乳幼児（乳児については概ね生後2か月以降）
申し込みは随時

【保育園一覧】　

保育園保育園

　乳幼児の保護者が働いていたり、病気にかかっていたり、出産や病人の介
護などで日中お子さんの保育ができないときなどに、お子さんを保育すると
ころです。お預かりしたお子さんの心身の健全な発達を促します。

遠野市地域子育て支援センター
「まなざし」
遠野市地域子育て支援センター
「まなざし」

子育てサークル子育てサークル

遠野市内には、11か所の子育てサークルがあります。
活動内容等詳しくは、直接お問い合わせください。

　★詳しくは、子育て支援センター「まなざし」にお問い合わせください。

【市外局番 0198】

保育園名 電話番号
【市外局番 0198】

遠 野 保 育 園
神 明 保 育 園
綾 織 保 育 園
岩 滝 保 育 園
附 馬 牛 保 育 園
白 岩 保 育 園

62-2034
62-2036
62-2812
68-2333
64-2330
62-2395

サークル名 電話番号
ひよこクラブ（遠野児童館） 62-5438
すくすくクラブ（綾織児童館） 62-9062
にこにこクラブ（小友児童クラブ） 68-2464
つくしんぼクラブ（附馬牛児童館） 64-2933
おしゃべり会（白岩児童館） 62-2806
ひまわりクラブ（土淵児童クラブ） 60-1551
たけのこクラブ（青笹児童館） 62-9321
かみごうっ子（上郷児童館） 65-3055
聖光カンガルークラブ（認定こども園めぐみ遠野聖光こども園） 62-2150
宮守カンガルー教室（宮守児童館） 67-2210
ラッコクラブ（光の園幼稚園） 62-3341

62-2826
62-2458
62-2022
65-2030
67-6131
66-2210

保育園名 電話番号
松 崎 保 育 園
土 淵 保 育 園
青 笹 保 育 園
上 郷 保 育 園
達 曽 部 保 育 園
鱒 沢 保 育 園

保育園によっては、次のような特別保育を実施しています。
※延長保育、一時保育、休日保育の利用には、別途料金がかかります。
◎障害児保育 心身に障がいがあるお子さんをお預かりします。
◎延 長 保 育 開閉園時間の前後30分保育時間を延長します。
◎一 時 保 育 保育所等を利用していないお子さんを、保護者の

病気や冠婚葬祭などの時にお預かりします。
◎休 日 保 育 日曜・祝日等の保護者の勤務等により保育が必要

な場合、お預かりします。

　子育て支援センターは、ご家庭で子育てをしている親子がいつでも遊びに
行くことのできる施設です。親子で遊びたいとき、子育てで困ったときや育
児に関する情報を知りたいときなど、気軽に利用することができます。

【開 所 日】 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く毎日
【開所時間】 ９：00～16：30
【開 所 日】 遠野市松崎町白岩13-42-1（白岩保育園隣）
 ☎60-1187

問い合わせ・申込先
こども政策課　児童家庭担当　☎62-0189（直通）
　〒028-0541　遠野市東舘町8-12　遠野市役所東舘庁舎　元気わらすっこセンター内
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7. 市内のいろいろな子育て施設

認定こども園認定こども園

　幼稚園における幼児教育と、保育所における保育を総合的に提供するなど、教
育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ってい
ます。

　幼稚園における幼児教育と、保育所における保育を総合的に提供するなど、教
育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ってい
ます。

平日（土曜保育もあります。）
※休園日は、施設や保育内容によって異なります。
7：30～18：30
※施設や保育内容によって保育時間は異なります。
幼児教育（幼稚園機能）……3歳以上の小学校就学前児童
保育（保育園機能）……概ね生後2か月以上の小学校就学前児童
障がい児保育、延長保育、一時保育、預かり保育など、園によって実施
する保育内容は異なります。
園に直接申し込みます。
認定こども園めぐみ 遠野聖光こども園　☎62-2150
認定こども園 宮守保育園　　　　　　　☎67-2130

【保 育 日】

【保育時間】

【対象年齢】

【特別保育】

【申し込み】
【施 設 名】

幼稚園幼稚園

　満3歳から小学校就学までの幼児を保育し、年齢にふさわしい適切な環境を整
え、心身の発達を助長するための教育施設です。
　満3歳から小学校就学までの幼児を保育し、年齢にふさわしい適切な環境を整
え、心身の発達を助長するための教育施設です。

平　日
（休園日：土日祝日、夏・冬・春休み期間のほか、園で定める休園日）
8：00～14：00
3歳～5歳
在園児については、保護者の希望により保育時間を延長して保育します。
園に直接申し込みます。
光の園幼稚園　☎62-3341

【保 育 日】

【保育時間】
【対象年齢】
【預り保育】
【申し込み】
【幼稚園名】
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遠野市 マタニティセルフプラン（母子健康手帳交付〜産後２か月頃）

出産予定日　　　　　年　　　月
妊娠おめでとうございます。
あなたの大切な妊娠・出産・子育て期を安心して過ごせるよう、セルフプランを提案します。

わたしができること 家族の方ができること サービス名 お助けブック
掲載ページ 備　　　考 費　用 連絡先・電話番号

□�妊婦健診・歯科健診を受
ける。

□�体調について医師や助産
師に相談する。

□�体調の良い時に教室等に
参加する。

□�出産の準備や産後のこと
でわからないことがあれ
ば周囲に相談する。

□�悩み事は抱え込まず、誰
かに話を聞いてもらう。

□�現在使える社会資源を確
認しておく。

□�分娩時の病院までの移動
手段を確保しておく。

□�産後の滞在先を決めて産
後にサポートしてくれる人
をみつけておく。

□�赤ちゃんとの生活をイ
メージし、産後の心と身
体の変化やその対処方法
について知っておく。

□妊婦の体調を確認する。

□�妊婦健診の受診に協力す
る。

□�お腹の赤ちゃんの成長を
一緒に確認する。

□教室に一緒に参加する。

□�家事など、できることから
協力する。

□�緊急時や産前・産後のサ
ポートについて何ができ
るか話し合う。

□�出産後の育児・家事分担
について話し合う。

□妊婦一般健康診査受診票
（14回分） P２ 県内産科医療機関で使用できますので、妊婦健診の際、

医療機関に提出してください。
記載された
検査以外は
有料

遠野市助産院
（遠野健康福祉の里内）

☎62-1103□妊婦歯科健康診査受診票
（1回分） P３ 市内の歯科医院で歯科健診を受ける際に使用してください。 無料

□妊産婦医療費受給者証 P４ あなたの申請できる月は　　　月からです。市民課又は
宮守総合支所で手続きしましょう。

市民課給付係（とぴあ庁舎2階）
　　　　　　　　　�☎62-2111�
宮守総合支所　　　�☎67-2111

□妊婦教室
□ファミリー教室 P６ 妊婦教室　毎月1回開催（お勧めの参加時期　　月〜　　月）

ファミリー教室　年4回開催（お勧めの参加時期　　月開催） 無料

遠野市助産院
（遠野健康福祉の里内）

☎62-1103
□妊婦訪問 P６

妊娠36週頃（あなたへの訪問時期は　　月頃です）市外
へ里帰りの場合は、里帰りされる前にご連絡ください。
産後の手続き等についての説明があります。

無料

□電話相談
□来所相談 P８ 平日（祝日除く）9:00〜17:00

※エコーを希望の場合は事前に遠野市助産院へ予約が必要です。 無料

□出生届 P10 出生後14日以内に住所地・本籍地・出生地のいずれかの
市区町村に提出してください。

市民課市民係（とぴあ庁舎2階）
　　　　　　　　　�☎62-2111
�宮守総合支所　　　�☎67-2111

□児童手当 P10 保護者の住所地（公務員の場合は勤務先）へ出生の翌日
から15日以内に手続きしましょう。 市民課給付係（とぴあ庁舎2階）

　　　　　　　　　�☎62-2111�
宮守総合支所　　　�☎67-2111□乳幼児医療費受給者証 P12 お子さんの保険証または資格取得証明書ができたら出生

の翌月末日までに手続しましょう。

□新生児聴覚検査受診票
（1回分） P11 入院中に赤ちゃんが受ける検査です。新生児聴覚検査を

受ける際、医療機関に提出してください。
記載された
検査以外は
有料

母子安心課
（遠野健康福祉の里内）

☎68-3186
□産後健康診査受診票
（2回分） P11 県内産科医療機関で使用できますので、産後2週間健診

や産後1か月健診の際、医療機関に提出してください。

□乳児一般健康診査受診票
（3回分） P11 県内医療機関で赤ちゃんが健診を受ける際に使用できます。

□遠野型産後ケア P８
助産師が赤ちゃんのケア（沐浴・体重測定・黄疸チェッ
ク）とお母さんの乳房管理・授乳指導、産後のからだや
育児などの相談に応じます。

無料
遠野市助産院

（遠野健康福祉の里内）
☎62-1103

□新生児産婦訪問 P13 産後1か月前後に保健師または助産師が訪問します。 無料 母子安心課
（遠野健康福祉の里内）

☎68-3186□妊産婦通院費助成 P13 お母さんの産後1か月健診を受診後90日以内に申請しま
しょう。

【市外局番 0198】

今後の予定
□　　　　月頃に（助産師・保健師から）お電話します。　　　　　□　　　　月頃に訪問します。　　　　　□何かご相談があればご連絡ください。

作成日　　　　年　　　月　　　日

担当者
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□�体調について周囲に相談
する。

□�育児でわからないことが
あれば、病院や保健師、
助産師に相談する。

□�悩み事は抱え込まず、誰
かに話を聞いてもらう。

□�赤ちゃんの健診や予防接
種の必要性を理解する。

□�利用できる社会資源を知
り、活用する。

□�産婦の体調を確認し、必
要な時は周囲に相談す
る。

□�乳幼児健診や予防接種の
受診に協力する。

□�赤ちゃんの成長を一緒に
確認する。

□�できることから協力する。

□乳幼児一般健康診査 P11

【医療機関で受ける健診】
乳児一般健康診査受診票を使用（出生届提出時に渡します）
□1か月健診
□9〜10か月児健診
□1歳児健診（受診票は1歳1か月になる前日まで利用できます）
【遠野健康福祉の里で受ける健診】
□3〜4か月児健診（新生児訪問時に問診票を渡します）
□6〜7か月児健診（3〜4か月児健診時に問診票を渡します）
□1歳6か月児健診（歯科健診と同日開催）
□3歳6か月児健診（歯科健診と同日開催）

無料

母子安心課
（遠野健康福祉の里内）

☎68-3186

□育児相談 P14

身長や体重の計測、保健師や歯科衛生士に相談すること
ができます。
・育児相談　　　毎月第4水曜日（遠野健康福祉の里）
・宮守育児相談　毎月第3金曜日（宮守児童館）
□1歳児健康相談

無料

□予防接種 P16 生後2か月以降から接種します。新生児産婦訪問時に予
診票を渡します。

定期接種　
無料

□母と子のリフレッシュクラス P８ ヨガをしながらお母さんとお子さんのリフレッシュを図り
ます。離乳食（おやつ）の試食もあります。 無料

遠野市助産院
（遠野健康福祉の里内）

☎62-1103

□歯科健康診査 P14

【遠野健康福祉の里で受ける歯科健診】
□1歳6か月児歯科健診（健診と同日開催）
□3歳6か月児歯科健診（健診と同日開催）
【市内の歯科医院で受ける歯科健診】
□2歳6か月児歯科健診

無料 母子安心課
（遠野健康福祉の里内）

TEL68-3186

□歯科相談 P14 2歳と3歳の誕生月に歯科衛生士による個別歯科相談が
あります。

□元気わらすっこセンター P21 親子でふれあい、子どもと一緒に遊ぶことができる施設です。 無料

こども政策課
（元気わらすっこセンター内）

☎62-0189

□わらすっこの誕生応援事業 P21 記念品と予防接種等に使える「わらすっこ応援券」を贈呈
します。 無料

□�ファミリー・サポート・セ
ンター事業 P22 地域において、育児を手伝ってもらいたい人と手伝いたい

人が会員となり子どもの預かりをするサービスです。 有料

□保育園入園相談 P25 相談や申し込みができます。利用は概ね生後2か月からで
す。

□病児等保育施設
　「わらっぺホーム」 P23 お子さんが病気にかかった時、または回復期にあるお子

さんを保護者に代わって保育するサービスです。 2,000円 わらっぺホーム（県立遠野病院隣）
☎62-8851

□子育て支援センター
　「まなざし」 P24 親子で遊びたいとき、子育てで困ったときや育児に関す

る情報を知りたいときなど、気軽に利用できる施設です。 無料 まなざし（白岩保育園隣）
☎60-1187

□お子さんの発達について
　の相談

お子さんの成長や発達に気になることや心配なことを相
談できます。

こども政策課��☎62-0189
（元気わらすっこセンター内）
母子安心課����☎68-3186
（遠野健康福祉の里内）
母子安心課携帯�☎090-7660-1108

【市外局番 0198】
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