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出生届

住民生活課 戸籍住民係 ☎：26-8313

◆届出期間

生まれた日から１４日以内（生まれた日を１日とします。１４日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで）

◆届出場所

住民生活課 戸籍住民係

◆受付日時

午前８時４５分～午後５時３０分

（早朝・夜間・休日などの執務時間外の届出は、宿日直者がお預かりします。ただし、母子健康手帳

の記載や各種保険証等の手続は後日の開庁日に行っていただくことになります。）

◆必要書類

・出生届（右側に医師等の出生の証明があるもの）

・母子健康手帳

保健福祉課 保健推進係 ☎：22-2500

こんにちは 赤ちゃん訪問

斜里町 子育てガイドブック

安心して子育てができるよう、赤ちゃんが生まれたすべてのご家庭に、保健師が訪問しています。

赤ちゃんの発達・発育などを確認し、子育てのアドバイスをはじめ、健診や予防接種の進み方など

子育てに必要な情報をお届けします。

乳児健診

保健福祉課 保健推進係 ☎：22-2500

健康診査名 対 象 日程 内 容 持 ち 物

４ヵ月児 月１回
身体計測、問診

診察、栄養相談
⺟⼦⼿帳・問診票

9ヵ月児 月１回

身体計測、問診

診察、栄養相談

⻭科相談

⺟⼦⼿帳

１歳６ヶ月健診
１歳７ヵ月児

１歳８ヵ月児
２ヶ月に１回

身体計測、問診

診察、栄養相談

⻭科相談

⺟⼦⼿帳、問診票

⻭科健康診査票

アンケート

乳児健診
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健康診査名 対 象 日程 内 容 持 ち 物

２歳6カ月児

健康相談

２歳５ヵ月児

２歳６ヵ月児
２ヶ月に１回

身体計測、問診

栄養相談・⻭科相談

発達相談

⺟⼦⼿帳、問診票、アンケート

３歳6カ月児

健診

３歳５ヵ月児

３歳６ヶ月児
２ヶ月に１回

身体計測、問診

診察、栄養相談

⻭科相談、発達相談

⺟⼦⼿帳、問診票、

尿検査キット、アンケート

※健診の場所はすべて「ぽると２１ ２階検診室」で行います。費用は無料です。

フッ素塗布

保健福祉課 保健推進係 ☎：22-2500

場所 対象 日程 持ち物

1歳〜未就学児 年4回

フッ素塗布手帳

⻭ブラシ 
小学1〜6年⽣ 年6回

漁村センター 1歳〜⼩学6年⽣ 年2回

ぽると21

※費用は無料です。

※保育園（所）・幼稚園に通園しているお子さんで塗布を希望する場合は、年２回各園で塗布します。

※日程は斜里町ホームページ、広報、学校で配布される案内（実施日の約1か月前に配布）をご確認

ください。

※フッ素塗布手帳をお持ちでない方は、当日受付で発行します。

予防接種

保健福祉課 保健推進係 ☎：22-2500

赤ちゃんは病気に対する抵抗力が弱く、細菌やウイルスによる感染症にかかりやすいと言われていま

す。そんな細菌やウイルスから赤ちゃんを守る方法のひとつがワクチン接種です。接種が可能な月齢

になったら、できるだけ早くワクチンを接種し感染症を予防しましょう。

※詳細については斜里町ホームページ等にてご確認ください。

予防接種の種類

定期接種
ＢＣＧ・四種混合・ヒブ・小児肺炎球菌

麻疹風疹混合・水ぼうそう・日本脳炎・Ｂ型肝炎・ロタウイルス

任意接種 おたふくかぜ・インフルエンザ
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児童手当

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

◆対象

・中学校修了前（１５歳に達した最初の３月３１日）までの児童を養育している方

・公務員の方は勤務先に申請してください。

◆手当月額

◇所得限度額未満の場合

３歳未満（一律） 一人当たり月額１５，０００円

３歳以上小学校修了前（第１子・第２子） 一人当たり月額１０，０００円

３歳以上小学校修了前（第３子） 一人当たり月額１５，０００円

中学生（一律） 一人当たり月額１０，０００円

◇所得限度額以上の場合

一律 一人当たり月額５，０００円

乳幼児等医療費助成制度

中学校修了前（１５歳に達した最初の３月３１日）までのお子さんが健康保険証を使って医療機関

を受診した時の保険診療の自己負担分を町が助成するものです。

受診する際に保険証と乳幼児等医療費受給者証を提示すれば、病院窓口での医療費の自己負担分が

なくなります。

病院を受診した際の自己負担額

年齢区分 自己負担額

３歳未満(入院・通院)

３歳以上未就学(入院・通院)

小学生(入院)

中学生(入院)

北海道・斜⾥町の助成により 自己負担なし

※ 所得限度額を超えている世帯については、助成の対象外となります。詳しくは住民生活課 医療年

金係にお問い合わせください。

知っておきたい制度と手当

住民生活課 医療年金係 ☎：26-8314

※手当の額は年度によって変更となる場合があります。

詳しくは各担当へお問い合わせください。

支給は年３回！

毎年６月に現況届
を提出しよう！

斜里町 子育てガイドブック
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児童扶養手当

保健福祉課 福祉係 ☎：22-2500

ひとり親家庭の子育て支援

◆対象

母子・父子家庭または同様の家庭に支給される手当です。

・次のいずれかに該当する１８歳に達した最初の３月３１日までの児童または、２０歳未満で一定

の障害を有する児童を養育している方

1 父母が婚姻を解消した児童

2 父または母が死亡した児童

3 父または母が一定程度の障害の状態にある児童

4 父または母の生死が明らかでない児童

5 父または母から1年以上遺棄されている児童

6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7 父または母が1年以上拘禁されている児童

8 母が婚姻しないで生まれた児童

9 父・母ともに不明である児童

・ただし、次のような場合は手当は支給されません。

１ 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき

２ 父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係（内縁関係など）があるとき

３ 父や母などが日本国内に住所を有しないとき

４ 父や母などが老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき

◆手当月額

・対象児童１人目 １０，１６０円～４３，０７０円

申請者の前年または前々年の所得により変わります。

・対象児童２人目 ５，０９０円～１０，１７０円を加算

・対象児童３人目以降 ３，０５０円～６，１００円を加算

※手当の認定期間が５年を経過したときなどは、手当額の一部又は全部が停止される場合があります。

ひとり親家庭等医療費助成制度

住民生活課 医療年金係 ☎：26-8314

ひとり親世帯等で、お子さんとそのお子さんを養育している方に保険診療の自己負担分（全部または

一部）を助成します。助成の対象は、１８歳に達する日の属する年度の末日まで又は２０歳に達する日

の属する月の末日までお子さんを扶養している方。または、その児童になります。

病院を受診した際の自己負担額

年齢区分 自己負担額

未就学児 北海道・斜⾥町の助成により 自己負担なし
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病院を受診した際の自己負担額

年齢区分 自己負担額

小・中学生(入院) 北海道・斜⾥町の助成により 自己負担なし

小・中学生(通院)

⾼校⽣〜２０歳(通院・入院)

⽗・⺟(入院)

北海道・斜⾥町の助成により

<課税世帯> １割負担

<非課税世帯> 自己負担なし

特別児童扶養手当

保健福祉課 福祉係 ☎：22-2500

障がい児の子育て支援

◆対象

２０歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している方に支給される手当

です。

◆手当月額

・１級 ５２，４００円

・２級 ３４，９００円

障害児福祉手当

保健福祉課 福祉係 ☎：22-2500

◆対象

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある

在宅の２０歳未満の方に支給される手当です。

◆手当月額

１４，８５０円

重度心身障害者医療費助成制度

住民生活課 医療年金係 ☎：26-8314

身体障害者手帳の等級１・２級(内部障がいの場合は３級を含む)、療育手帳A判定及び重度の知的障

がいと診断された方を対象に助成します。

精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方は、通院のみ助成します。(入院は対象外です。)

特別児童扶養手当

障がい児の子育て支援

斜里町 子育てガイドブック



8

病院を受診した際の自己負担額

年齢区分 自己負担額

未就学児

小・中学生(入院)

⼩学⽣〜65歳未満(通院)

北海道・斜⾥町の助成により

<課税世帯> １割負担

<非課税世帯> 自己負担なし

北海道・斜⾥町の助成により 自己負担なし

誕生おめでとう！みずなら・森のスプーンプレゼント

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

お誕生をお祝いして、お子さんの名前・生年月日を刻印した町の木「ミズナラ」製のスプーンを贈ら

せていただきます。対象のお子さんには出生後２～３ヵ月頃に町から案内を送付いたします。

◆対象者：・斜里町で誕生したお子さん（斜里町に住所のある方のお子さん）

・0歳児で斜里町に転入したお子さん

子育てが始まったばかりの一時必要となる「ベビーカー」「ベビーバス」を無償でお貸ししています。

希望される方は、お電話でお申込みください。

◆対象者：・ベビーカー：斜里町に住所を有する３歳未満の乳幼児の保護者

・ベビーバス：斜里町に住所を有する生後６ヶ月未満の乳児の保護者

ベビーカー・ベビーバス貸与事業

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

チャイルドシート短期貸付事業

住民生活課 住民活動係 ☎：26-8312

小さなお子さんを乗用車に乗せる際に必要となるチャイルドシートを、一時的に使用したい方にお貸し

します。長期休業期間やお盆などで帰省してくるお孫さんや里帰り出産のほか、一時的に小さなお子さん

を預かるなど短期間利用したい場合にご利用ください。

貸与を受けたい方は住民生活課住民活動係 窓口にてお申込みください。

◆対象者：斜里町に住所を有する方 ◆貸出期間：14日間（2週間）以内

◆貸出事由：一時帰省・里帰り出産や通院・一時預かり等

（使用されるお子さんは斜里町以外に在住している方も構いません。）

・台数に限りがありますので貸出を希望される際にはあらかじめ確認のうえ来庁してください。

・ウトロ地区にお住いの方は、利用を希望される2日前までには連絡をお願いします。
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乳幼児家庭用ごみ袋配布事業

環境課 生活環境係 ☎：26-8217

斜里町で生まれたお子さんと、斜里町に転入された２歳未満のお子さんがいる世帯に、生まれた家族

をお祝いする意味を込めて、乳幼児家庭用ごみ袋（３０ℓ家庭用一般ごみ指定袋）を配布しています。出

生届・転入届が提出された際に庁舎1階 住民生活課 住民活動係またはウトロ支所にて受け渡しを行っ

ています。

◆配布枚数

・１００枚(１歳以上２歳未満のお子さんが転入してきた場合は５０枚)

※配布はお子さん１人につき１回限りです。※交換チケットの有効期限は配布日より３か月以内です。

ブックスタート事業・えほんクラブ事業・親子で読書応援事業

斜里町立図書館 ☎：23-3311

《 ブックスタート事業 》

斜里町で乳幼児健診（４ヵ月・９ヵ月）を受診されるお子さんに、絵本をプレゼントしています。

《 えほんクラブ事業 》

斜里町で０歳～小学校入学前までのお子さんのいるご家庭に、お子さんの年齢に合わせた絵本３冊

を１セットとして、２週間に１度無料でご自宅にお届けしています。届けた絵本の回収も行っています。

◆申込み方法

・図書館カウンター、またはお電話（23-3311）でお申込みください。

《 親子で読書応援事業》

未就学のお子さん向けの絵本を、「０～２歳」「３～４歳」「５～６歳」の年齢向けに３冊１セットで

バッグに入れ、すぐに借りていただけるよう図書館にご用意しています。また、内容の関連する小学生・

保護者向けの本それぞれ１冊ずつをセットにしたバッグもご用意しています。

斜里町 子育てガイドブック

快適住まいのリフォーム事業

建設課 ☎：26-8378

出産を予定している方や中学３年生までの子どもがいる世帯に対し、住宅の安全性、耐久性、省エネ化

等のリフォーム費用の一部を、町が補助する事業です。

◆事業期間

令和２年4月1日～令和７年3月31日までの５年間

◆補助対象基準等

<補助金の額>

・対象工事費用が30万円以上（消費税を除く）から補助対象となります。

・中古住宅リフォームは、対象工事費の100分の20以内の額、持ち家住宅リフォームは100分の10

以内となります。

・上限が中古住宅リフォームは40万円、持ち家住宅リフォームは20万円となります。
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いつでも気軽に子育て相談

相談窓口 (住所) 相談の内容・時間など TEL／FAX

子育て支援センター (朝日
町5番地／双葉保育園内)

お子さんのことで悩んだり、困ったりしていることはありません
か。子育て全般に関わる様々な相談をお受けします。

●子育て相談(月～金 9：00～17：３0）

●子育て相談ルーム（16：30～17：30）※要予約

TEL：23-5355

FAXも同様です

庁舎(こども支援課)／各保育園
(本町12番地)

保育料や保育園入園に関する相談、仲よしクラブ等に関わる相談
をお受けします。
●こども支援課 児童育成係 (月～金 8：45～17：30)
●各保育園

TEL：26-8315
FAX：22-2040

ぽると２１

(青葉町40番地2)

妊娠、出産、育児等の相談に応じます。
●保健福祉課 保健推進係（月～金 8：45～17：30）

生活に困っている方、保護、援助を必要とする方の相談をお受け
します。

●保健福祉課 福祉係（月～金 8：45～17：30）
●民生児童委員（お近くの委員はぽると21で確認してください）

教育委員会
各小中学校

義務教育学校
(本町12番地)

いじめや不登校、学校の事に関する相談をお受けします。
●教育委員会（月～金 8：45～17：30）
●各小中学校・義務教育学校

TEL：26-8391
FAX：23-5354

北見児童相談所

(北見市東陵町36-3)

障がい、虐待、いじめ、不登校や子どもの権利を守る為にお力に
なります。
●北見児童相談所 (月～金 8：45～17：30)

TEL:0157-24-3498
FAX:0157-24-3558

TEL：22-2500
FAX：23-6670

斜里地域
子ども通園センター

(本町43番地1)

落ち着きがない、対人関係が苦手、集団活動に馴染めない等、発
達について気になることや、育児で困っていることがありました
らご相談下さい。
◎発達相談(月～水曜日 9:00～11:30)…予約制

◎電話相談（月～金曜日 ※常時受付けています）

TEL：23-6418

FAXも同様です

放課後等デイサービス
わたぼうし

（朝日町39番地5）

学習・遊び・運動・言葉・社会との関わりなど、お子さんの療育
計画に沿って個別療育・集団療育を実施しています。ご利用につ
いてお問い合わせください。

●斜里町在住の小学生～高校生（受給者証が必要です）

●開所時間：平日／学校終了後13：00～17：00

学校休業日（長期休暇含む）／9：00～17：00

TEL：26-7302

FAXも同様です
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「相手の気持ちを読み取りづらい」「落ち着きがなくじっとしていられない」など、様々な「困り感」

や「生きづらさ」を感じている子どもが少なくありません。そんな子どもが自分の力を伸ばして育って

いくためには、周囲の人達の理解や手助けが必要になりますが、今までは就学や進学で子どもの情報が上

手く引き継がれないことがありました。

『子育てサポートファイルきずな』は、家庭と町内の関係機関が「連携・協力」し、子どもに関する

情報を1冊のファイルにまとめていくものです。関係機関と家庭が情報を引き継いでいくことで、一貫

した支援を図り、成長をサポートしていきます。

子育てサポートファイル きずな

生涯学習課 学校教育係 ☎：26-8391

◆『きずな』の作成を希望される方は◆

関係機関の担当者からの働きかけ、本人・保護者からの依頼により作成がはじまりますので、まずは下
記の関係機関へご相談ください。※町内の関係機関に限ります。

保健師、子育て支援センター、斜里地域子ども通園センター、保育園、保育所、

認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、教育委員会

斜里地域子ども通園センター

お子さんの言動に「あれ？」と思うことや、発達について疑問に思うことがあれば、いつでも相談して
ください。一人で悩まない事が「これからの親子の明るい未来」に繋がる第一歩です。

☆個別・小集団での療育が受けられます☆

子ども通園センター 療育推進係 ☎：23-6418 地図：P30

【対象児】

・未就学児

【療育内容】

・未就学児を対象に、運動面や対人・社会性に苦手意識を抱える児童に対して、週1回程度の個別療育、小集

団での活動を通して様々な発達を促します。また、利用計画、個別支援計画を作成し個々に応じた療育を

行います。

【家庭支援】

・家庭での対応の仕方についてアドバイスを行ったり、保護者と一緒に考えながら対応させていただきます。

また、必要に応じて医療機関（発達外来）を紹介するなど専門機関と連携して適切な支援を行います。

【療育訓練・相談会】

・北見赤十字病院の理学療法士の協力を得て専門的な見解から療育を行います。

【発達相談】（毎週水曜日9：00～ ※要予約）

・育児の事で悩んだり、発達の事について検索する前に、まずはご相談ください。

※電話での発達相談については、毎日受付けていますので、ご相談ください。

【園児発達サポート事業】

・当センター職員が直接所属先に出向き、集団での児童の様子を確認し、今後について検討します。

斜里町 子育てガイドブック
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子ども・子育て支援新制度

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために、すべての家庭が安心して子育て

でき、育てる喜びを感じられるように平成２７年４月に、「子ども・子育て支援新制度」

がスタートしました。

斜里町では、令和2年4月からの第2期斜里町子ども・子育て支援事業計画の基本理念

『子どもの笑顔と輝く未来は地域の宝 子育て家庭をまん中に、寄り添い支え合い

夢と希望を育むまち しゃり』のもと、子育て支援をすすめます。

☆「保育の必要性の認定」について

保育園（所）・認定こども園を利用するためには、下記の「保育の必要性の認定」が必要です。

認定区分 対象となるお子さん 斜⾥町内で利⽤できる施設

１号認定 ３〜５歳で保育の必要なし 認定こども園、へき地保育所（ウトロのみ）

２号認定※ ３〜５歳で保育の必要あり 常設保育園、へき地保育所、認定こども園

３号認定※ ０〜２歳で保育の必要あり

常設保育園、認定こども園

※０歳児(生後６ヶ月以上)の受⼊れは双葉保育園・⼤⾕幼稚園のみ

へき地保育所

※3歳以上の受入後、定員に余裕がある場合のみ2歳児の受入可

※２号、３号認定は、保護者の就労時間などの保育の必要量に応じて「保育標準時間(１日１１時間まで)」もしくは

「保育短時間(１日８時間まで)」の２種類に区分されます。

☆町内「認定こども園」と「常設保育園」と「へき地保育所」の違

区

分

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園
常設保育園

●双葉保育園●はまなす保育園

へき地保育所
●ウトロ保育所●中斜⾥保育所

幼稚園機能 保育園機能

種類 幼保連携型認定こども園 認可保育所 認可外保育所

利⽤

対象

保護者の就労等の条件

はありません。

保護者が就労するなど、保育の必要性がある場合。
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区 分

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園 常設保育園

●双葉保育園

●はまなす保育園

へき地保育所

●ウトロ保育所

●中斜⾥保育所幼稚園機能 保育園機能

特 徴

○幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地

域の⼦育て⽀援を⾏う施設

○保護者が働かなくなったなど、就労状況が変

わった場合も、継続して利⽤可能

○保護者の就労等にあわせて保育を実施

○利⽤できる保護者は、共働き世帯など、家庭で保育ので

きない者

対 象 満３〜５歳

０〜５歳

※０歳児(生後６ヶ月以上)の受入れは

双葉保育園・⼤⾕幼稚園のみ

満３〜５歳

※保育に余裕のある場合は

２歳児のみ受入れ有

利⽤時間

<3歳〜5歳>

５時間20分

(※預かり保育あり)

⽀給認定により利⽤できる時間が決まっています

○保育標準時間

最⻑１１時間までの利⽤

○保育短時間

最⻑８時間までの利⽤(※延⻑保育あり)

【ウトロ・中斜⾥】

８時間

(※17時まで延⻑保育あり)

休 み

土曜・日曜・祝日

開園記念日

お盆休業日

年末年始

園で指定した日

夏･冬･春の⻑期休業

日曜・祝日

開園記念日

お盆休業日

年末年始

園で指定した日

日曜・祝日・年末年始
【ウトロ・中斜⾥】

日曜・祝日・年末年始

保育料 斜⾥町で定める保育料基準表に基づいた⾦額 

利⽤選考 定員を上回る希望があった場合は園にて選考 保育の必要度に応じて町が利⽤調整を⾏う 

☆認定の有効期間について

原則として１号認定は小学校就学前まで、２号・３

号認定は保育を必要とする理由にもよりますが、２

号認定は小学校就学前まで、３号認定は満３歳の誕

生日の前々日までとなります。また、３号から２号

への切り替えについては、有効期間に合わせて町か

ら２号の支給認定証を交付しますので、申請書の提

出などの手続きは必要ありません。

☆保育を必要とする理由

ア 就労

イ 妊娠・出産

ウ 保護者の疾病・障がい

エ 同居⼜は⻑期⼊院等している親族の介護・監護

オ 災害復旧

カ 求職活動

キ 就学

ク その他

斜里町 子育てガイドブック
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◎へき地保育所

保育園名 住所 電話番号
開所

期間
保育時間 休所日

乳児保育

（0歳児）

未満児保育

（2歳児）

ウトロ保育所 ウトロ中島36番地 24-2723 通年

[平日]

通常保育 8︓00〜16︓00

延⻑保育 16︓00〜17︓00

[土曜]

通常保育 8︓00〜12︓00

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施してい

ません

原則3歳以上保育

に余裕がある場合

は、2歳児のみ受

入有

中斜⾥保育所 字中斜⾥38番地 23-2372 通年

[平日]

通常保育 8︓00〜16︓00

延⻑保育 16︓00〜17︓00

[土曜]

通常保育 8︓00〜12︓00

・日曜日

・祝日

・年末年始

保育園・保育所

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

保育園(所)は、保護者が仕事や病気などの理由で、昼間お子さんの面倒をみることができない場合、

保護者に代わって保育をするところです。

◎常設保育園

保育園名 住所 電話番号
開所

期間
保育時間 休園日

乳児保育

（0歳児）

未満児保育

（1〜2歳児）

双葉保育園 朝日町5番地 23-3340 通年

[⽉〜⼟曜日]

保育短時間 8︓00〜16︓00

保育標準時間 7︓30〜18︓30

延⻑保育① 7︓30〜 8︓00

延⻑保育② 16︓00〜18︓30

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施 実施

はまなす保育園 文光町10番地4 23-1263 通年

[⽉〜⼟曜日]

保育短時間 8︓00〜16︓00

保育標準時間 7︓30〜18︓30

延⻑保育① 7︓30〜 8︓00

延⻑保育② 16︓00〜18︓30

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施してい

ません
実施

園庭開放日 毎月最終土曜日の8︓30〜11︓30まで ※雨天中止

園庭開放日

(ウトロ保育所のみ)
第２・第４⾦曜日（６⽉〜１０⽉までの期間）
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申 込

●申込み期間

●新規入園を希望

される場合

●在園中のお子さん

がいる場合

広報しゃり・町ホームページでお知らせ（例年11月中旬予定）

入園申込書等に必要事項を記入し、必要な書類を添付した上で役場こども支援

課・ウトロ支所のいずれかに提出

⼊園申込書は現況届を兼ねており、毎年提出が必要です。通っている保育園

(所)から書類を配布しますので、必要事項を記入し、各保育園(所)に提出

保育園・保育所の入園の手続き

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

利⽤調整
利⽤定数を上回る申し込みがあった場合は、選考基準に基づき保育の必要度の⾼い順に「利⽤調整」

し、入園を決定をします。

支給認定

⼊所承諾通知
斜⾥町から「⽀給認定証」と「⼊所承諾通知」が送付され、保育園(所)の利⽤が開始されます。

認定こども園 斜里大谷幼稚園

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園

区分 幼稚園機能 保育園機能

住所 本町46番地10

電話番号／FAX 23-3880(FAXも同様)

開所期間
通年

(夏季・冬季・春季の⻑期休業日を除く)
通年

保育時間
[⽉〜⾦]

３歳〜５歳児 8︓10〜13︓30

[⽉〜⼟]

保育短時間 8︓10〜17︓10

保育標準時間 7︓30〜18︓30

休園日 土曜日

◎夏季休業日︓7/25〜8/22

◎冬季休業日︓12/26〜1/18

◎春季休業日︓3/20〜4/4

乳児保育

未満児保育
実施していません 実施

日曜日・開園記念日

祝日・お盆休業日・年末年始

園で指定した日

斜里町 子育てガイドブック
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認定こども園の入園の手続き

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

申 込

●申込み期間

●入園を希望

される場合

広報しゃり・町ホームページ・園ホームページでお知らせ（例年11月上旬）

「入園願書」「幼児生活調査票」「入園申込書兼施設型給付費等支給認定申請書

(現況届)」「申⽴書(保育を必要とする方のみ)」に必要事項を記入し、必要な書

類を添付した上で認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園に提出

認定・利⽤調整

「保育の必要性の認定」「１・２・３号の認定」「保育時間区分の認定」を斜⾥町で⾏い「⽀給認定

証」を交付します。利⽤定数を上回る申し込みがあった場合は、認定こども園にて選考を⾏い、⼊園を

決定します。

利⽤開始 町から交付した「⽀給認定証」の利⽤区分に基づいて、認定こども園の利⽤が開始されます。

一時預かり事業

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

在園時以外の斜里町内の１歳～5歳までのお子さんを一時的にお預かりします。預かりを希望する３

日前までに斜里大谷幼稚園にお申込みください。

実施園 認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園

対 象 1歳〜5歳

利⽤時間
◎⽉〜⼟曜日

◎8︓10〜17︓00まで

利⽤料⾦

【満３歳以下】

◎ 1日 ／ 1,500円

◎半日 ／ 750円

【満４歳以上】

◎ 1日 ／ 1,000円

◎半日 ／ 500円（8︓10〜13︓00／13︓00〜17︓00）

注意事項

※お弁当を持参してください。

※申込みは預かりを希望する３日前までとします。

※園の休園日には実施しません。
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一時保育

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

保護者の通院・冠婚葬祭や妊娠・出産などにより、家庭での保育が困難な場合にお子さんを一時的

に保育します。

実施園 双葉保育園・はまなす保育園

保育料

①一日保育

(8︓00〜16︓00)
2,000円／日

※一日保育・午前保育は給

⾷費を含む料⾦になりま

す。

②午前保育

(8︓00〜13︓00)
1,200円／半日

③午後保育

(13︓00〜16︓00)
800円／半日

備 考

◎１週間につき３日以内、１ヵ⽉に１４日以内の利⽤となります。

◎⾮常勤保育⼠の対応になることから、希望日を提⽰していただいても利⽤でき

ない場合があります。

◎遅くとも利⽤日の２日前までに申請・許可が必要です。

お問合せ先

◎役場 こども支援課 児童育成係

◎双葉保育園

◎はまなす保育園

◎TEL︓26-8315

◎TEL︓23-3340

◎TEL︓23-1263

対 象 満１歳〜⼩学校就学前の児童

斜里町 子育てガイドブック
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斜里町ファミリー・サポート・センター

社会福祉協議会 ☎：23-4704

平成３０年度から町が設置し、社会福祉協議会が運営する、地域における子育ての相互援助活動を

行う会員組織です。

ファミリー・サポート・センターの会員って？

援助する人も、援助を受ける人もセンターに入会し、会員として登録することが必要です。セン

ターと会員は雇用契約によるものではなく、有償ボランティアです。活動は会員同士の意志に基づき

行い、センターはその調整役となります。会員の種類は次の３つです。

あずかり会員

・斜里町内に居住の方

・心身ともに健康で子育てに理解と熱意があり、原則として

自宅で安全にお子さんを預かることのできる満20歳以上の方

・センター実施の会員講習会を受講された方

おねがい会員

・斜里町内に居住の方

・生後6ヶ月から小学校6年生までのお子さんをお持ちの方

両方会員

・あずかり会員とおねがい会員に同時になることができます。

☆会員登録の方法 ☆活動の内容

・入会申込書に必要事項を記入し、センターへ提出

してください。

※入会金はかかりません。

※必要な書類はセンター（斜里町社会福祉協議会

内）にあります。

※おねがい会員は随時受け付けます。あずかり会員

は毎年開催する「ファミリー・サポート・セン

ター講習会」受講後に登録いただきます。

・保育園等の開始前、終了後の子どもの預かり

・保育園等までの送り迎え（送迎方法については会

員同士の合意のうえ行うこと。別途交通費（実

費）が生じます。）

・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子ども預

かり

・買い物等の際の一時的な子どもの預かり

・その他、会員の育児に必要な援助（要相談）

☆援助活動の利用時間

利⽤区分 利⽤時間

日中利⽤ ・午前7時〜午後7時

早朝・夜間利⽤
・早朝 午前6時〜午前7時

・夜間 午後7時〜午後9時

基準料⾦

400円／30分

450円／30分

利⽤者実質負担額

（町助成後）

200円／30分

250円／30分

※土曜・日曜・祝祭日等も上記の時間の利用は可能ですが、あずかり会員と要相談です。

※利用者負担には30分200円の町助成があります。
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町立学校への入学について

生涯学習課 学校教育係 ☎：26-8391

入学前

入学後

④⼊学説明会︓２⽉上旬

就学する学校は、住所による通学区域に基づき教育委員会が指定します。

②学校の指定︓１⽉下旬

各学校主催で2月上旬に入学準備等の説明会があります。

①就学時健康診断(小学校新入学時)︓１０⽉〜１１⽉

⼊学を予定しているお⼦さんの健康診断を⾏います。10〜11月に教育委員

会から、案内を送付いたします。

③就学通知書︓１⽉下旬

1月下旬に教育委員会より、「就学通知書(就学する学校を指定する通知)」
を保護者あてに送付いたします。

就学援助

【町⽴学校に在籍する児童⽣徒の保護者】

経済的な理由により就学に要する経費の⽀出が困難だと認定された保護者を

対象に、費⽤の⼀部を援助する制度です。

☆斜里町の学校一覧

学校種 学校名 所在地 電話番号

斜⾥⼩学校 文光町29番地2 23-3217

朝日小学校 朝日町6番地2 23-3321

中学校 斜⾥中学校 文光町51番地7 23-3212

義務教育学校 知床ウトロ学校 ウトロ高原20番地 24-2838

高等学校 斜⾥⾼等学校 文光町5番地1 23-2145

小学校

毎年4⽉に募集しますが、前年の収⼊状況等を基に認定しますので、6⽉以降
の決定となります。

＜援助費の支給費目＞

１．学用品費、体育実技用具費（小1年・⼩4年、中1年のみ）、オンライン学習通信費

２．医療費（トラコーマ及び結膜炎、⽩せん・かいせん及び膿か疹、中⽿炎、副⿐腔炎及

びアデノイド、⾍⻭、寄⽣⾍）

３．給食費

４．修学旅⾏費・宿泊研修費

５．PTA会費・生徒会費・クラブ活動費・卒業アルバム代

6. 新入学用品費（入学前支給は１月に、入学後支給は他の費目と同じ４月に募集）

⑤⼊学︓4月

斜里町 子育てガイドブック
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① 対象児童

１）就労等により保護者が家にいない1～6年生の児童。

２）その他、町が認める場合（スクールバス待機の間、仲よしクラブの利用を希望する場合など。）

② 開設日

・月曜日～土曜日

③ 休所日

・日曜日、祝日、年末年始

・臨時休校、悪天候による集団下校、学校閉鎖等で学校が休みの時

・新年度の準備期間

・その他町長が特に認めた時

④ 開設期間と開設時間

クラブ名 使用施設 平日 ⼟曜・⻑期休業・振替休⽇等 開設期間

斜⾥仲よしクラブ 斜⾥⼩学校
下校時間〜

18︓30まで
7︓45〜18︓30まで

朝日仲よしクラブ 朝日小学校
下校時間〜

18︓30まで
7︓45〜18︓30まで

ウトロ仲よしクラブ 漁村センター
下校時間〜

18︓00まで
8︓00〜18︓00まで

４⽉〜３⽉まで

（１２ヵ月間）

⑤ 利用申込・退所の手続き

提出書類を利用予定の仲よしクラブの支援員に提出してください。書類一式は児童育成係、各仲よ

しクラブで配布しています。もしくは斜里町ホームページからダウンロードすることができます。

年度の途中で仲よしクラブを退所する場合には、「仲よしクラブ退所届」を提出してください。ま

た、退所した場合でも再度入所が必要となった際は、所定の入所手続きの上、利用申請することがで

きます。

放課後児童クラブ（仲よしクラブ）

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

放課後児童クラブ（仲よしクラブ）は、就労等により放課後保護者のいない家庭の1～6年生の児童
に対し、適切な遊びと生活の場を与え、健全な育成を図ります。
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斜里町内には、親子で交流しながら子育ての仲間づくりや情報交換ができる場や、お子さんと自由

に過ごせる公園など、親子で出かける場所がたくさんあります。

親子でお気に入りの場所を見つけに出かけませんか。

子育て支援センター

住所：朝日町５番地(双葉保育園内) ☎：23-5355 地図：P33

子育ての不安や悩みを解消して、楽しいと感じる子育てのお手伝いをします。

遊びの広場

「いつも⼦どもと２⼈きり、遊び友達を探しているの」「同じ⼦を持つお⺟さんと話が
してみたい…」とお考えのお⺟さん、親⼦で遊び楽しさを味わってみませんか。

◎曜日・場所・時間

◎内容︓⼿遊び、触れあい遊び、製作など年齢に合わせて、親⼦⼀緒に⾊々な遊びを楽

しみます。

◎申込︓センターに電話等でお申し込みください。（※⾒学もできます）

開放日

センターを開放しています。親子で自由に遊んでください。

◎曜日︓⽉・⽊曜 9︓30〜11︓30、13︓00〜16︓30

⽕⽔⾦曜 13︓00〜16︓30

第１土曜日 10︓00〜11︓30（4〜11⽉︓⽉1回）（12〜3⽉︓⽉2回）

講座の開催 乳幼児をもつ⽗⺟を対象に、⼦育てを考える機会や親⼦で参加できる内容を⾏います。

サークル支援 育児サークル活動の場所におじゃまして、遊びや子育ての相談をお受けしています。

子育て体験事業 将来、親となる中・高校生に乳幼児とふれあう体験を実施しています。

グループ名 ぴよぴよ よちよち てくてく にこにこ（ウトロ）

対象 0～1歳・妊婦 1～2歳 2～3歳 0歳～就学前

場所 子育て支援センター
漁村センター

2階子どもセンター室

開催曜日
水曜日（月1回）

木曜日（月1回）
金曜日(月2回) 火曜日(月2回) 水曜日(月1回)

時間
・10：00～11：30

・13：00～14：00
10：00～11：30

具体的な日程は広報しゃり・支援センター通信「のびのび」でお知らせします。

斜里町 子育てガイドブック
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「子育て中に知り合ったパパ・ママ・子どもたちを大事にしたいな」「もっとひろがりをもって

楽しみたいな」とお考えの方は、サークル作りはいかがですか？。子育てサークルは就学前の乳幼

児と保護者が、自由に遊び、交流しながら、子育ての仲間づくりや情報交換ができる場です。これ

からサークルを作りたいとお考えの方や、何か情報が必要であれば、斜里町子育て支援センターに

お尋ねください。

斜里町児童館『あそぼっくる』

住所：青葉町２９番地６ ☎：23-5245 地図：P32・P34

児童館ってどんなところ？

◎児童館は、自由に遊べる楽しいところです。

◎児童館には体を使って遊べる「多目的ホール」、大型木製遊具やおままごとブース、木のボールプー

ルで遊べる「遊戯室」、乳幼児向けのおもちゃで遊べたり、保護者の方々の交流の場となる「乳幼児用

スペース」、読書や勉強、工作・手芸ができ、さまざまな人と交流のできる「交流スペース」などがあ

り、みんなで楽しく遊べます。

◎児童館には「チャイルドアドバイザー」という趣味や特技を活かした活動を子ども達と一緒に行って

くれる指導者がいます。講座などの活動を通して子ども達の豊かな人間性と創造性を育みます。

◎児童館には児童館を活動の拠点として子育ての共同の場を提供し、クラブ活動を通して保護者の子育

てを支援していく「児童館サポートクラブ」があります。小さなお子さんがいるお母さんもクラブ活

動などに参加できます。興味のある方は児童館の職員に声をかけてください。

住所 ⻘葉町２９番地６

利⽤対象
０歳から１８歳までの児童とその保護者

※就学前のお子さんは、保護者の付き添いをお願いします。

開館時間 １０︓００〜１７︓４５

休館日
日曜日、祝日、年末年始

※⾏事によっては休館日に開館する場合があります。

利⽤⽅法
自由来館

※多目的ホールで遊ぶ時は上靴が必要です。

利用案内

☆子育てサークルを立ち上げたい…という方は☆
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ウトロ子どもセンター

住所：ウトロ香川1番地 漁村センター内 ☎：24-2433 地図：38

◎保護者の就労に関係なく、子ども達が一緒に学び、遊べる楽しいところです。

◎乳幼児向けのおもちゃで遊べたり、読書や勉強、工作・手芸ができ、みんなで楽しく遊べます。

斜里町 子育てガイドブック

住所 ウトロ香川1番地 漁村センター内

利用対象 乳幼児～高校生とその保護者（※未就学児が利用する場合は保護者同伴）

開設日／時間 通常開設：月曜日～土曜日／10：00～18：00

休所日
日曜日、祝日、年末年始、年度末・年度始

※仲よしクラブ休所時（悪天候等）は子どもセンターもお休みとなる場合もあります。

利用方法
自由来館で申込みは不要です。

児童・生徒は、学校終了後一度家に帰ってから利用してください。

利用案内

ゆめホール知床

住所：本町４番地 ☎：22-2222 地図：P31

ゆめホール知床は平成10年10月10日10時10分10秒にオープンした多目的ホールです。文化会館の機

能と、会議室や実習室などの公民館の機能も備えています。町民の文化芸術活動の場としてだけでなく、広

く生涯学習の拠点として使用できます。

ゆめホール知床では小学生を対象とした講座を行っています。講座の内容など詳細についてはゆめホール

知床へお問い合わせください。

ゆめホール知床で行っている講座

講座名 内 容

ゆめクラブ
「⼩学⽣」を対象とした講座で、学校や学年が違う仲間が集まって地域の

人と一緒に遊びます。

子ども向け分館講座

ゆめコミュ

ウトロ地区の⼦ども達の⽣活環境の中から地域に即したものを、地域住⺠

と協⼒して、講座を⾏っています。

社会教育施設

利用案内

住所 本町4番地

開館時間 9︓00〜22︓00

休館日 毎週⽉曜日・年末年始・臨時休館日

ウトロ子どもセンターでは、ご家庭で不要になった衣類・小物などをお譲りいただき、必要な方が持ち帰

ることができる「チャイルドバンク」を行っています。（漁村センター１階ロビー）
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斜里町立図書館

住所：文光町５１番地９ ☎：23-3311 地図：P32

図書館では、本を借りたり・読んだり、CD／DVDの貸出や館内視聴、パソコンを使ったインター
ネット検索もできます。また、絵本や紙芝居のほか、大型紙芝居や手あそびなど、みんなにお話しを
楽しんでもらう「おはなし会」も開催しております。

その他「としょかんまつり」や「古本市」、学校の夏休みや冬休みの時期には「工作講座」など、
図書館イベントも随時開催し「学びの場」「憩いの場」「交流の場」として使用できます。

おはなし会やイベント内容など詳細については、図書館へお問い合わせください。

社会教育施設

日 時 主な内容

毎週木曜日(祝日を除く)

10︓30〜11︓30

絵本や紙芝居のよみきかせ、手あそび、かんたんな工作

など親子で楽しむおはなし会です。

お

は

な

し

会
毎月第３土曜日

10︓30〜11︓00
図書館職員による絵本や紙芝居のおはなし会です。

※おはなし会への参加は申込み不要ですので、お気軽にご参加ください。またおはなし会は急きょ

お休みになる場合や時間が変更となる場合があります。詳しくは図書館へお問い合わせください。

利用案内

住所 文光町51番地9

開館時間 10︓00〜19︓00

休館日 毎週⽉曜日・年末年始

知床博物館

住所：本町４９番地２ ☎：23-1256 地図：P31

博物館の受付横に絵本やおもちゃを置いています。小学生以上のお兄さんお姉さん向けの本や、

顕微鏡、iPadもあります。開館時間中であればいつでも利用可能です。トイレにはおむつ交換台もあ

ります。ご家族で遊びにきてください。

社会教育施設

利用案内

住所 本町49番地２

開館時間 9︓00〜17︓00

休館日

◎4⽉〜10⽉︓⽉曜日(祝日・振休日は開館)、祝日の翌火曜日

◎11⽉〜3⽉︓⽉曜日・祝日(月曜日が祝日の時は翌火曜日も休館)

◎年末年始

⼊館料
高校生以上300円(高校生以上の団体15名以上250円、⼩中学⽣︓無料)

※こどもミュージアムのみの利⽤は無料となります。
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公園・運動施設一覧

施設名(公園) 住所・問い合わせ先 地図

はまなす公園 斜⾥町⻘葉町 P34

あさひ公園（噴水公園） 斜⾥町朝日町 P33

ウトロ公園 斜⾥町ウトロ⾹川 P38

以久科農村公園

みどり工房しゃり 多目的広場 斜⾥町以久科北586番地 ℡︓22-2125 P36

B&G 海洋センター 体育館 斜⾥町朝日町20番地17 ℡︓23-2911 P33

B&G 海洋センター プール 斜⾥町朝日町20番地17 ℡︓23-1775 P33

陸上競技場 斜⾥町朝日町3番地3 ℡︓23-2911 P31

町⺠公園・シーサイド 斜⾥町朝日町・前浜町 P31

ウナベツスキー場
斜⾥町字峰浜110番地14

℡︓22-2125または28-2225
地図記載なし

ウトロスキー場 斜⾥町ウトロ⾹川42番地 ℡︓24-3303 P39

スケートリンク
斜⾥町⽂光町51番地7 ℡︓23-1775

※斜⾥中学校グランドを利⽤し開設しています。
P32

テニスコート 斜⾥町朝日町3番地2 ℡︓23-2911 P31

アスレチックコース 斜⾥町朝日町 P31

斜里町 子育てガイドブック
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夜間、子どもの急な病気や事故などのとき、どのように対応すればよいか、医療機関にかかる

必要があるかなどについて、電話で看護師が助言・アドバイスします。

●電話相談受付時間

毎日 19時～翌朝８時

●電話番号

・家庭の電話でプッシュ回線・携帯電話を利用の場合：＃8000

・その他のダイヤル回線、PHSの場合：011-232-1599

斜里町内の病院

◆水柿内科医院

診療時間：①9時～12時 ②13時30分～17時30分

◆斜里町国民健康保険病院

診療時間：①８時３０分～11時 ②13時30分～16時

<救急外来>

緊急に治療が必要な重症の場合、時間外・土日・祝日も緊急患者を受入れし

ています。まずは病院に電話連絡をお願いします。

＜発熱外来＞

発熱症状で受診を希望される場合は、まずは病院に電話で相談してください。

診療時間：平日10時～11時

◆北海道ウトロ診療所

診療時間：①9時～11時30分 ②13時～15時

☎ 0152-23-2102（代表）

夜間に急病となった時の電話相談

①119番に連絡する。(携帯電話からも同様)

「救急車をお願いします。」

②場所を告げる

住所、番地、アパート名、氏名を告げ、目印があればそ
れも言う。

③病気、事故の内容の説明

どういった状態か、患者の年齢、性別、容体等を落ち着
いて伝え、必要により応急処置の指示を受ける。

④救急車の誘導

まわりにいる人に救急車を出迎え、誘導してもらう。

⑤救急車が到着したら

・応急処置の内容を報告する。

・持病があればかかりつけの病院、医師名を告げる。

・病院に行く時は健康保険証を持っていく。

危険なものを飲んでしまった時は…？

「虐待かな？」「子育てがつらい」と
思ったらお電話を

ひとりで悩まないでお電話ください

生活における問題等についての
相談はこちらへ

◎つくば中毒110番(9時〜21時)

029-852-9999

◎大阪中毒110番(24時間対応)

072-727-2499

㈶日本中毒情報センターより抜粋

◎社会福祉法人

子どもの虐待防止センター

平日︓10時~17時

⼟︓10時~15時

03-5300-2990

◎全国子育て・虐待防止ホットライン
（⽉〜⼟︓10時〜17時）

0570-011-077

◎児童相談所全国共通ダイヤル
（24時間対応）

189（いちはやく）

◎斜⾥町総合保健福祉センター
ぽると21 保健推進係

平日︓8時45分~17時30分
（土・日・祝日休み)
0152-22-2500

休診日：土・日・祝日

休診日：土・日・祝日

休診日：土・日・祝日
※小児科は水・土・日・祝日休診
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◎かかりつけの病院・医院

・小児科 ☎

・外科 ☎

・皮膚科 ☎

◎夜間・休日に利用できる医療機関

☎

☎

☎

◎緊急時の連絡先

☎

☎

病院名 住所／TEL 診療科 診療時間

網走厚生病院

網⾛市北6条⻄1丁目9

0152-43-3157

小児科
午前︓7時45分〜11時00分(⽉〜⾦)

午後︓12時30分〜15時00分(予約診療)

皮膚科

午前︓7時45分〜11時00分(木）

7時45分〜10時30分(⾦）

午後︓休診

外科
午前︓7時45分〜12時00分(⽉・⽕・⽊・⾦)

午後︓12時30分〜15時00分（⽕・⽔・⾦）

角谷こどもクリニック
網⾛市潮⾒5丁目120番地5

0152-61-2332
小児科

午前︓8時30分〜12時30分(⽉〜⾦)

8時30分〜13時00分(土)

午後︓16時00分〜19時00分(⽉⽕⽔⾦)

國分医院網走

皮膚科クリニック

網走市南6条⻄１丁⽬5-2

0152-43-2409
皮膚科

午前︓9時00分〜12時30分(⽉〜⾦)

9時00分〜12時00分（土）

午後︓14時00分〜18時00分(⽉⽕⽔⾦)

⿇⽣北⾒病院
北⾒市東三輪2丁目54-8

0157-23-4133
耳鼻科

午前︓9時00分〜12時00分(⽉〜日・祝日)

午後︓13時30分〜16時30分(⽉〜日・祝日)

夜間︓18時00分〜19時00分(⽉〜⾦)

※まずは病院へお問い合わせください。（診療時間が異なる場合や、予約が必要な場合があります。）

斜里町外の病院

斜里町 子育てガイドブック



「天気がいいから子どもを外で遊ばせたい」、「雨が降って

いるけど家の中でずっと過ごすのはかわいそう」、などなど

考えている人も中にはいるのではないでしょうか。

そんな時はこの斜里町子育てマップをお役立てください。

外で駆けまわることのできる広い公園や、遊具のある公園、

室内におもちゃのある施設などを紹介しています。

ほかにも「子どもを保育園に預けたい」、「自宅から近い

保育園は？」、「仕事があるから一時的に預かってほしい」など、

子どもの保育についてのこと、日常生活するにあたって必要

になる施設、病院や小児歯科のある歯医者、郵便局、学校など、

町内のどこにあるのかをマップ上にマーク(右枠参照)にて表示

しています。

～斜里町子育てマップについて～

■ どさんこ・子育て特典制度

どさんこ・子育て特定制度は、妊娠中の方もしくは小学生以下の子どもが

いるご家庭が、子どもと同伴で買い物や施設などを利用する際に、特典カー

ドを提示することで、協賛店舗から様々なサービスを受けられる子育て家庭

を応援する取組です。特典カードは、役場こども支援課児童育成係、または

総合保健福祉センターぽると２１保健福祉課保健推進係で配布しています。

左図の特典カードを協賛店舗に提示す

ると、協賛店舗から特典サービスが受け

られます。

協賛店舗には「協賛ステッカー」が掲示

されていますので、特典を受ける際の目

印にしてください。

博物館

学校 消防署 駅 体育館

病院 保育施設 町関係施設 プール

歯医者
子ども用

おもちゃ有
郵便局 スキー場

公園 警察署 図書館

2
8



⑥中斜里
(Ｐ３５)

⑦以久科
(Ｐ３６)

⑧朱円
(Ｐ３７)

オ ホ ー ツ ク 海

ウトロ地区①・②
(Ｐ３８・３９)

①
(Ｐ３０)

②
(Ｐ３１)

④
(Ｐ３３)

③
(Ｐ３２)

⑤
(Ｐ３４)

2
9



知床斜里駅

●

←網⾛⽅⾯

斜里高等学校

砂丘公園

斜里中央歯科

道の駅しゃり

斜里地域子ども
通園センター

3
0

水柿内科医院

コンビニ



●
●

●
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1

シーサイド
パークゴルフ場

斜里町民公園

知床博物館

認定こども園
大谷幼稚園

斜里神社

本行寺
禅龍寺

斜里町役場
ゆめホール知床

アスレチック
コース

陸上競技場

野球場

テニスコート

町民公園
パークゴルフ場

斜⾥⾃動⾞

学校

外の芝⽣の周りに柵があるので

道路に⾶び出すことなく安⼼して遊べます︕

スポンジのブロックや絵本、ピアノがあり

⾃由に使うことができます︕



●

親⼦で参加できるイベント「おはなし会」を

毎週⽊曜⽇・毎⽉第 3⼟曜⽇に⾏っています。

3
2

斜里高等学校

たきかわ歯科

斜里中学校

斜里町立図書館

すずき歯科

・斜里小学校
・斜里仲よしクラブ

はまなす保育園
(一時保育可)

児童館

総合保健福祉センター
ぽると２１

斜里町国民健康保険病院

スーパー



ＶＶＶＶ

●

光 陽 団 地

●
●

●

ウトロ⽅⾯→

3
3

双葉保育園
(一時保育可)

子育て支援センター
(双葉保育園内)

・朝日小学校
・朝日仲よしクラブ

北のアルプ美術館

秀岳寺

コンビニ

コンビニ

町武道館

さんかく公園

あさひ公園
(噴水公園)

丹羽歯科

B&G 海洋センター
体育館・プール

放課後デイサービス
わたぼうし



←網⾛⽅⾯

ウッドデッキが新設︕晴れた⽇は⽇

向ぼっこができます。
おままごとブースや⽊のすべり

台、⽊のおもちゃがあります。

多⽬的ホールで体をたくさん動

かして遊べます︕

住宅街の中にある広い公園

⽊の遊具もたくさん︕

斜⾥国道 244 号線

知
床
国
道

３
３
４
号
線

●

●● ●

児童館
スーパー

はまなす公園

コンビニ コンビニ

ドラッグストア

●●
ドラッグストア

ミナミデンタル
クリニック

५
␗
ঃ
␗

3
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総合保健福祉センター
ぽると２１

斜里町国民健康保険病院



以久科⽅⾯→

ホ
ク
レ
ン
製
糖

市街地

中斜⾥駅

知床国道334号線

斜⾥国道244号線

知
床
国
道
３
３
４
号
線

清⾥⽅⾯
↙

3
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中斜里保育所
(斜里町公民館中斜里分館と併設)



←中斜⾥⽅⾯

⽊の遊具やロープのジャングルジムは
⼦ども達に⼤⼈気︕

市街地

斜⾥国道244号線

知床国道 334号線

3
6

みどり工房しゃり

旧以久科小学校



ウトロ⽅⾯→

オ ホ ー ツ ク 海

市街地

斜⾥国道244号線

知床国道 334号線

3
7

旧朱円小学校



●

●

オ ホ ー ツ ク 海

プールのすぐ隣です。

知床ウトロ学校↓ ↓ウトロ保育所

3
8

●

知床世界遺産センター

道の駅
うとろ・シリエトク

・ウトロ支所
・ウトロ漁村センター
・ウトロ仲よしクラブ
・ウト子どもセンター

ウトロ診療所

● コンビニ

スーパー

ウトロ公園

ペレケ海岸公園

斜⾥バス

遠⾳別神社

知床デンタルクリニック



●

↑ペレケ海岸公園
⽅⾯

遠⾳別神社⽅⾯↑
↑ウトロ公園⽅⾯

3
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知床ウトロ学校

ウトロ保育所

ウトロスキー場

宇登呂神社
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斜里町子育てガイドブック

斜里町役場・こども支援課・児童育成係

(〒099-4192 斜里町本町１２番地)

☎ 0152-26-8315（直通）


