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泉野学童保育所

学童保育所

町内に3か所ある学童保育所では、子ども達が安
心して遊んだり、勉強したりできるよう指導員
が温かく見守っています。
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健康で安心して暮らせる
まちづくり
誰もが健康で生きがいを持ち、生まれてきた喜びを感じるまち。

1歳6か月児健診

デイサービスセンター

日帰り介護サービスが受けられる施設です。趣味
や季節の行事を楽しんでいただきながら、身体機
能の維持、増進を図ります。また、介護者の負担
軽減を図ります。

健康相談

保健センター

乳幼児健診をはじめ、子どもの予防接種、歯科教室、育児相談など子ども
たち一人ひとりの健康を支援する事業を行っています。また、健康相談、
各種検診、各種健康教室も開催し、町民の健康保持、増進を促し、疾病の
予防を図ります。
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センターでは子育ての不安を少しでも軽減でき

し、 子 育て 中の家 庭 を支 援しています。 保 健

けることができるよう努めています。 必要な時

機関との連携によっていつでも適切な医療を受

また、 埼 玉 医 科 大 学 病 院を中 心 とした医 療

発見などにも力を入れています。

るよう、妊婦のころから母親学級への参加を呼

に高 度 医 療 が受 けられる機 関 が身 近にあるこ

町では子 どもを産み育てやすい社 会 を目 指

びかけ、出産後は乳児健診を通じて、コミュニ

とは、この町の大きな特徴でもあります。

高齢者が健康で生きがいを持って生活を送る

ケーションを図っています。 進む核家族化のな

か、幼児期の子どもを持つ家庭の孤立化解消を

今では3歳児対象の幼児クラブに

ために社会参加や趣味活動の支援、要介護者に

ら通っています。

目 的に、 児 童 館 などの施 設で は、 子 ど もの発

した。それからは親子で楽しみなが

ならないための健康づくり、また介護が必要と

の持つ可能性をあらためて実感しま

育 を促 す 遊びを通じて 保 護 者が出 会えるよう

にし、うれしい気持ちと共に子ども

なったときにはデイサービスの利用など、一人ひ

りました。息子の成長を目の当たり

なイベントが企画されています。

習った踊りを真似て見せるようにな

とりに合ったサービスの充実を図っています。

ていたはずなのに家に帰ってから、

また、子どもを持つ家庭が安心して働けるよ

り、しばらくすると、会場では泣い

さらに、障害を持つ人が住み慣れたまちで、

丈夫」と言われました。その言葉通

うに保育所、学童保育の充実に努め、現在では

て、ちゃんと吸収していますよ。大

自分らしく生活するための支援をしています。

いていても耳はしっかり聞いてい

その結果が大きく実を結んでいます。そして子

もありました。先生に相談すると「泣

「ノーマライゼーションとリハビリテーション」

気がして、やめようかと思った時期

毛 呂 山 町は誰 もが生 き がいを持 ち、 健 康で

いていたので皆さんに申しわけない

安心して暮らせるまちづくりを目指します。

は泣いてばかりいました。いつも泣

育て世代の経済的負担を軽減するために、こど

我が家は親子3人家族で、子ども
にはちょっと人見知りもあり、最初

を理 念に、 自 立して 生 活で きる社 会 作 り を目

7か月から参加しています。

も医療費の支給対象を中学３年生まで拡大しま

ぴょんぴょん広場には息子が1歳

指しています。

息子には、人とのふれあい
を体験できる場所、私には
気分転換の場所です。

した。

（児童館利用者）

保健センターでは、予防接種をはじめ、病気

たくみ

佐藤 典子さん 工くん

にならないための保健指導や相談、病気の早期

ople
towns pe

も参加し、週2回児童館へ通ってい
ます。
「明日、児童館へ行くよ」と言
うと息子は張り切ってご飯をいっぱ
い食べます。誰も知り合いのいなかっ
た毛呂山町に子どもを通じてたくさ
んの友人ができました。児童館は子
育ての悩みを分かち合える人達と過
ごせる大切な場所となっています。

埼玉医科大学病院

地域の医療機関と連携し、地
域医療における高度医療を提
供する役割を担っています。
Developing a town where people can live safely and healthily.
Our town aims at developing a society where, one can feel safe to have and raise children
have.The health center for the society communicates with parents or guardians through
Mother’s class and infant health checks. The facility such as Child’s Hall holds events that
give guardians the chance to meet each other.Also, we have improved the care program
for younger children and nursery center and subsidized a part of the medical expense for
children up to junior high school students.In order to reduce the financial burden of families.
We support elderly people to have healthy lives and improve the services such as dayservice for elders who need care. We support disabled people to live in ways they like.
Health Center focuses on various types of vaccinations, health guidance and counselling, as
well as prevention and early detection of illnesses. The town’s merit is a strong cooperation
between medical institutions headed by Saitama Medical University Hospital where one can
receive high quality medical treatment.
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