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加茂市役所
子育て支援に関する窓口

加茂市では子どもが健やかに育ち、またそのご家族も安心して育児ができるよう�
サポートしています。子どものことや自分、家族のことなど、子育てをする中で不安や
心配ごと、困ったことがあれば一人で悩まず相談してください。

加茂市役所へのお問い合わせは 0256-52-0080

妊娠から出産、子育てについての相談窓口です。保育園などの手続き、児童手当、�
児童扶養手当などに関することを行っています。

業　務 ●妊娠・出産に関する手続き
●育児健康相談
●予防接種
●保育園・幼稚園・認定こども園
●ひとり親家庭の支援

●健診・教室
●赤ちゃん訪問
●児童手当
●子どもの発育・発達支援
●虐待などの相談

加茂市役所 1 階こども未来課

小・中学校の学校教育、就学支援などに関することを行っています。

業　務 ●小学校・中学校
●奨学金制度

●放課後児童クラブ
●就学援助制度

加茂市役所4階学校教育課

男女共同参画の推進を行っています。

加茂市役所3階総務課

各種医療費助成制度や心身の健康などに関する相談窓口です。

業　務 ●妊産婦医療費助成
●子どもの医療費助成
●ひとり親家庭等医療費助成

加茂市役所1階健康福祉課

●身体障害者手帳
●精神障害者保健福祉手帳
●未熟児養育医療
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妊娠期から出産、子育て期までサポートできる電子母子手帳アプリをご利用ください。�
妊婦健診や乳幼児健診の結果、予防接種記録の入力などはもちろん、登録した成長�
記録を自動でグラフ化し、確認できます。加茂市からのお知らせも随時お届けします。

母子手帳アプリ『かも子育て応援アプリby母子モ』

も く じ

●妊娠がわかったら�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5～6
●赤ちゃんが生まれたら�・・・・・・・・・・・・・・　7～8
●各種制度を利用しよう�・・・・・・・・・・・・・・　8～9
●健診・講習会に行こう�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10
●あそびの広場に行ってみよう　� �
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11～12

妊娠・出産

●小学校�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　19
●中学校�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20
●学校に関する制度�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　21

小学校・中学校

●子どもたちのあそび場�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　22
●子育て応援マップ�・・・・・・・・・・・・・・・・・　23～24
●図書館に行こう�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　25

おでかけ

●障がいや難病のあるお子さんのために�
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　26～30
●ひとり親家庭への支援�・・・・・・・・　31～32
●各種相談窓口�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　33

知りたい・相談したい

●各種医療機関・病児保育�・・・・　34～35
●子育て救急ダイヤル�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　36
●いざという時の備え�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　37

医療・救急・防災

●保育園・認定こども園�・・・・・・・　　13～16
●幼稚園�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　17～18

保育園・幼稚園・認定こども園

●子育てカレンダー�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3～4
●加茂市役所�子育て支援に関する窓口�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

●加茂市公式SNSのご紹介／加茂市防災・市民情報配信サービス�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　38

ダウンロードは 
こちらから
App Store、

Google Play 共通

・�アプリに登録したデータ
の引継ぎ、バックアップ
設定が可能

■主な機能
・予防接種のスケジュール管理
・妊娠期から続く記録機能が充実
・加茂市からの情報を通知でいち早く確認



3 4

生後～就学前 小学生 中学生 18歳 20歳

1歳 2歳 3歳 4～6歳

１
歳
６
か
月
児
健
診

２
歳
、２
歳
６
か
月
児
歯
科
健
診

３
歳
児
健
診

妊娠中 出産 生後～就学前
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6～

7か月 9か月

●妊娠届
●�母子健康手帳の交付
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産前・産後休業は正社員・パートといった雇用形態に関わらず取得できます。
また、育児休業について正社員だけでなくパートタイム労働者も一定の要件を�
満たしていれば取得できます。勤め先に請求方法を確認しておきましょう。

●就学援助支援� LOOK P.21

●産後ケア事業� LOOK P.7

●予防接種� LOOK P.8

●子どもの医療費助成� LOOK P.8

●児童手当� LOOK P.8

●児童扶養手当� LOOK P.31

●特別児童扶養手当� LOOK P.27

●障害児福祉手当� LOOK P.28

●未熟児養育医療� LOOK P.28

●自立支援医療（育成医療）� LOOK P.30

●療育手帳� LOOK P.26

●ひとり親家庭等医療費助成� LOOK P.31

●中学校
LOOK P.20

●�放課後�
児童クラブ
LOOK P.21

カレンダー
子 育 て



妊娠がわかったら妊娠・出産
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母子健康手帳の交付

子育て世代包括支援センター（こども未来課内）手続き場所

妊娠届出書、保険証必要なもの

妊娠がわかったら、妊娠届出書を提出してください。母子健康手帳を交付します。母子�
健康手帳はお母さんとお子さんの大切な記録です。乳幼児健診や予防接種、医療�
機関受診の際には必ずお持ちください。

子育て応援プランの作成
母子健康手帳の交付の際に、「子育て応援プラン」を作成します。「子育て応援プラン」�
とは、一人一人のイメージする妊娠中の過ごし方や心配なことなどを聞かせてもらい、�
保健師も一緒に考えて作成するものです。
※作成に30分ほどかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

妊娠・出産・子育てに関する相談について、�
関係機関と連携しながら必要なサービスの提供�
をワンストップで行う窓口です。不安なことが
あれば一人で悩まずお気軽にご相談ください。

子育て世代包括支援センター（こども未来課内）

こども未来課お問い合わせ

妊産婦の方向けに産前・産後のアンケートを実施します。その結果を元に、心理的
不調を感じる妊産婦の方が、通院せずにオンライン上で専門医の健康相談を受ける
ことができます。

妊産婦メンタルヘルスオンライン健康相談

こども未来課お問い合わせ

①産婦全員（産後の「こんにちは赤ちゃん訪問」時）
②妊娠中～産後1年未満の方で心理的不調を感じる方

アンケート
実施対象者



妊娠がわかったら
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妊産婦医療費助成
妊娠がわかった日から出産の翌月末日分までの医療費の自己負担額を一部助成します。�
市外から転入された方は、転入した日から出産の翌月末日までとなります。

健康福祉課　保険医療係手続き場所

保険証必要なもの

妊婦健康診査
妊娠中の健康診査14回分の受診費用を助成します。受診票は新潟県内の医療機関で�
使用することができます。里帰りなどで県外の医療機関で受診した分については、�
後日、領収書と母子健康手帳などをお持ちいただければ指定した口座へ振り込みます。

妊婦全員対 象 者

14回（かかりつけ医で受診してください）実施回数

受診票ごとに定められた公費負担額を超えた額は自己負担です費　　用

妊婦歯科健診
妊娠中に1回無料で指定された歯科医院で受診できます。

妊婦全員対 象 者

新潟県おもいやり駐車場制度
妊婦のほか、障害者手帳を所持する人などで、歩行が困難な方が制度の表示がある�
駐車スペースを利用できる制度です。利用するためには、申請をして、県から利用証
の交付を受ける必要があります。

妊娠7か月以降の妊産婦などで歩行が困難または歩行に配慮が必要な人対 象 者

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

母子健康手帳または障害者手帳必要なもの



赤ちゃんが生まれたら
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こども未来課手続き場所

母子健康手帳、� �
振込先口座の通帳

必要なもの

第3子以降のお子さんを出産した方に
お祝い金10万円を支給します。

誕生祝い金

出生届出の際に可愛いおでかけトートをお渡ししています。

子育て世代包括支援センター（こども未来課内）手続き場所

出生連絡票（母子健康手帳の裏に綴じてあります）必要なもの

生まれたお子さんとお母さんのために助産師による全戸訪問を生後4週間以内に�
1回無料で行います。赤ちゃんの体重・身長測定、お母さんの血圧測定のほか、育児
相談も行います。

こんにちは赤ちゃん訪問

産後ケア事業

子育て世代包括支援センター（こども未来課内）手続き場所

�産後1年未満のお母さんとお子さんで、�産後の体調不良や育児不安�
などがある方

対 象 者

出産後、自宅での生活が始まると、育児のことや母乳のことなど、想像とは違う現実に�
戸惑うことが多くなります。不安なときは、宿泊や日帰り、または助産師などの家庭�
訪問により、産後の体調管理や育児サポート（授乳・沐浴・育児相談など）を受ける�
ことができます。

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日
以内に市民課へ届け出てください。

出生届

市民課手続き場所

出生届、��
父または母の印鑑、��
母子健康手帳など

必要なもの



赤ちゃんが生まれたら

各種制度を利用しよう
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お子さんの保険証、認印必要なもの

子どもの医療費助成
高校卒業までの児童を対象に、医療機関に受診した際の医療費の一部を市が助成します。

�6、10、2月に前月までの4か月分をまとめて支給支給時期

保険証、振込先口座の通帳など必要なもの

児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方を対象に児童手当を支給します。支給額は
保護者の所得によって異なります。

領収書、振込先口座の通帳必要なもの

チャイルドシート購入費用助成
チャイルドシートの購入費用の20％（上限1万円）を助成します。

市内に住所がある生後６か月以上13歳未満のお子さん対 象 者

1回につき1,500円（年度内一人2回まで）助 成 額

毎年10月1日から翌年3月31日まで実施期間

予防接種
生後2か月から、予防接種法に基づく定期予防接種を公費（無料）で受けることが�
できます。接種を受けるには、出生届の手続き時にお渡しした「予防接種手帳」に�
つづられた予診票と母子健康手帳が必要です。医療機関に予約をして受けてください。

13歳未満のインフルエンザ予防接種費用助成



各種制度を利用しよう
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出産育児一時金として、1児につき原則42万円（産科医療補償制度に加入していない�
分娩機関で出産したときは40万8千円※）が支給されます。なお、一時金は国保が�
直接医療機関に支払うことができるため、医療機関の窓口で申請手続きをして�
いただくと、出産費用から一時金42万円を差し引くことが可能です。

出産育児一時金（国民健康保険）

※年度途中で金額が変更になることがあります。

健康福祉課　保険医療係お問い合わせ

社会保険等の医療保険者において、被保険者または被扶養者の出産について、出産
育児一時金として、1児につき原則42万円（産科医療補償制度に加入していない
分娩機関で出産したときは40万8千円※）が支給されます。なお、加入している保険
によって金額が異なる場合がありますので、ご確認ください。

出産育児一時金（国民健康保険以外）

※年度途中で金額が変更になることがあります。

勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会などお問い合わせ

企業や店舗の皆さまにご協力いただき、安心して子育てができる街づくりを目指して�
中学3年生までのお子さんがいる世帯へ協賛店で割引サービス等を受けることが�
できるパスポート「加茂市子育て応援パスポート」の交付を始めました。ぜひ、協賛店�
でのお買い物にご利用ください。

加茂市子育て応援パスポート

中学3年生以下のお子さんがいるご家庭対 象 者

�〈新規〉�第1子が生まれた時、転入時にこども�
未来課でお渡しします

�〈継続〉毎年4月に郵送してお届けします

交付時期



健診・講習会に行こう
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健診・講習会に行こう

子育てやお子さまの健康・発達のことで
心配になったら、いつでもご相談ください。

0256-52-0080
子育て世代包括支援センター（こども未来課）

Email：kodomo@city.kamo.niigata.jp

乳児健診 3～4か月児 身体計測、問診、内科健診、育児相談、
ブックスタート

離乳食講習会 4～5か月児 離乳食の必要性と進め方、初期と中期の
調理の仕方についてのお話、育児相談

乳児一般 
健康診査 6か月～1歳未満児

生後6か月頃を目安に医療機関で受ける
健康診査費を助成します。出生届受付時に
交付した受診票が利用できます。

育児学級 9～10か月児
身体計測、問診、歯の健康のお話、
遊び方の指導、後期離乳食の進め方、
育児相談

1歳6か月児 
健診 1歳6か月児 身体計測、問診、内科健診、育児相談、

歯科健診、歯の健康のお話、フッ素塗布

歯科健診 2歳児～ 2歳6か月児 歯の健康のお話、歯科健診、フッ素塗布

3歳児健診 3歳児 身体計測、問診、尿検査、内科健診、育児相談、
歯科健診、歯の健康のお話、フッ素塗布



あそびの広場に行ってみよう
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加茂市の子育て支援センターです。たくさんのおもちゃと絵本が
利用できます。育児相談や食事相談、身体計測など、お子さんの�
成長を確認しながら、アドバイスを行っています。絵本・紙芝居を楽し�
める絵本のへや、子ども用品のリサイクル掲示板、本のリサイクル�
会（年1～2回）を実施！詳しくは毎月20日発行の� �
おたより「ぴよぴよ」をご覧ください。

？あそびの広場ってどんなところ

「ぴよぴよ」は加茂市のホームページで公開しています。

住所 加茂市神明町2-6-27

電話 0256-57-0341

開館日時 午前9時～午後5時、年末年始以外の毎日

休館日 12/29～1/3

乳幼児あそびの広場

住所 加茂市大字後須田661-1

電話 0256-53-2078

開館日時 午前9時～午後5時、月～土（祝日を含む）

休館日 日曜日、12/29～1/3

須田憩いとあそびの広場



あそびの広場に行ってみよう

12

原則第3土曜日�午前10時～11時30分活動日

下条コミュニティーセンターほか場　所

参加費や持ち物などは「ちょっといい加茂」ブログ
または市ホームページをご覧ください。

持ち物

妊娠中から子育て中の家族、子育てを応援したい人たちが情報交換や交流したり、
子ども同士の遊びを見守りながらホッと一息ついたりできる時間を共有します。

育児サークル　ちょっといい加茂 育ち合いCafe

親子のつどいの場
就学前の子どもたちと保護者が交流する育児サークルをご紹介します。情報交換や
友達作りにご活用ください。

広場の様子
０歳から就学前までの親子が気軽に楽しめるイベントや、子育て中の不安や疑問に�
お答えする相談会など、たくさんの行事をご用意しています。

特別なおもちゃが楽しめる日です。新聞紙あそび、�
いちご摘みや野菜収穫体験など、いつもの広場
とちょっと違った体験ができます。

スペシャルお楽しみデー

●身体計測、健康相談
●すくすく相談
●子育て相談

その他の行事

月に１回、月曜から金曜までの間、いつ来ても
親子で季節の制作やおもちゃ作りが楽しめる�
コーナーを設けています。工作セットの持ち帰り�
ができる場合もあります。気軽に参加してね。

ぴよぴよ工作ルーム

ねんねの赤ちゃんとママがゆったり過ごす�
スペースです。図書コーナーにはファッション雑誌�
や写真集など、�育児以外の書籍もあります。

赤ちゃんコーナー

お誕生月のお友だちを
みんなでお祝いします。�
お祝いカードをプレゼント！

ぴよぴよハッピーバースデー



保育園・幼稚園・認定こども園
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保育園・認定こども園は、ご家族が仕事や病気などのために家庭で保育できない
場合に、代わって保育を行います。利用するためには、就学前の乳幼児で、入園の要
件に該当する認定を受ける必要があります。次年度の入園の受付は例年10月中に、
広報などでお知らせします。また、年度途中の入園は随時申し込むことができます。�
入園を希望する方は園に直接お申し込みください。

原則として、早朝保育は午前7時30分からお預かりできます。ただし、保育園によって�
若干早く預かれるところもありますので各保育園におたずねください。

早朝保育

延長保育・土曜日保育ともに預かり時間や料金は各保育園によって異なります。�
各保育園におたずねください。

延長保育・土曜日保育

一時保育とは、保護者のパート就労や病気等により、一時的に家庭での保育が困難
となる場合や、保護者の育児負担軽減のため、お子さんをお預かりする制度です。

一時保育

通園バスの運行区域や乗車できる年齢�
などについては、各保育園におたずね
ください。

通園バス
3歳以上児は副食給食（ご飯の準備が
必要です）、3歳未満児は完全給食です。

給食

保育園・認定こども園一覧

保育料は、4月1日の満年齢で3歳未満児の児童について、父母の市町村民税額※の�
合計で決定します。ただし、同一世帯に祖父または祖母がいるときなどは、祖父または�
祖母の市町村民税額※も合算する場合があります。また、保育時間が標準時間か短時間�
かでも、保育料は異なります。

保育料

※保育料は、市町村民税額の所得割額に応じた階層区分があります。



保育園・認定こども園
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公立保育園 公立保育園の「土曜保育」は全園が加茂西宮保育園で行っています

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 1歳～ 120人 ○ ○ ○ ー ○

■園の方針・取り組み
「心身ともに豊かな子ども」を保育目標に、異年齢�
児と関わりを持ちながら運動遊びやゲーム遊びを�
楽しんでいます。また野菜作りを行い、食に関心
を持つようにしています。

西加茂保育園

住所 加茂市栄町8-25

電話 0256-52-5580

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 1歳～ 90人 ○ ○ ○ ー ○

■園の方針・取り組み
「心身ともに豊かな子ども」を保育目標に、子ども�
が楽しく通える保育園をめざして、子どもの気持ち�
に寄り添いながら保育を行っています。

芝野保育園

住所 加茂市柳町2-12-23

電話 0256-53-0294

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 生後2か月～ 90人 ○ ○ ○ ー ○

加茂西宮保育園

住所 加茂市青海町1-1-44

電話 0256-52-9193

■園の方針・取り組み
「心身ともに豊かな子ども」を保育目標に、のびのび�
とした雰囲気の中、子どもたちの自主性を大切に�
しながら、元気な「心」と「体」の育みを支えます。



保育園・認定こども園

15

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 生後2か月～ 20人 ○ ○ ○ ○ ○

私立保育園・認定こども園

■園の方針・取り組み
定員を20名にし少人数で家庭的な雰囲気の中
ゆったりと過ごしています。個性を大切にひとり
ひとりに寄り添った保育を行っています。

下条保育園

住所 加茂市中村6-4

電話 0256-53-2266

■園の方針・取り組み
昭和55年から乳児保育実施。看護師常勤。平成�
29年から幼保連携型認定こども園となり、豊かな�
教育・保育を実施。
早朝保育／7：20～8：00、延長保育／16：00～19：20

住所 加茂市五番町13-15

電話 0256-52-0910

本量寺こども園〔認定こども園〕

時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
保育園部分 8：00～16：00 生後2か月～ 105人

○ ○ ○ ○ ○
幼稚園部分 8：00～16：00 3歳～ 15人

■園の方針・取り組み
一人の子どもを職員みんなで見る、という開園以来�
のモットーのもと、きめ細かい保育・教育を実践し、�
自主性と本物の自信を子どもとともに育みます。

住所 加茂市大字前須田31-2

電話 0256-52-8863

須田保育園〔認定こども園〕

時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
保育園部分 8：00～16：00 生後2か月～ 45人

○ ○ ○ ○ ○
幼稚園部分 9：00～15：00 3歳～ 15人



保育園・認定こども園
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私立保育園・認定こども園

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 生後6か月～ 20人 ○ ○ ○ ○ ○

■園の方針・取り組み
子どもの最善の利益を守り、一人ひとりが大切
にされる事で生きる基礎を培います。保護者の
方々から信頼され、地域に愛される保育園を�
目指します。

七谷保育園

住所 加茂市大字黒水677-2

電話 0256-52-2751

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 生後2か月～ 70人 ○ ○ ○ ー ○

■園の方針・取り組み
笑顔あふれる保育園
・健康で明るい子ども
・思いやりのある子ども
・意欲的に取り込む子ども

宝が丘保育園

住所 加茂市八幡1-10-8

電話 0256-52-1392

保育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 通園バス
8：00～16：00 生後3か月～ 70人 ○ ○ ○ ○ ー

■園の方針・取り組み
少人数クラスで行き届いた保育を行っています。�
毎月、外部講師による運動指導を実施し、バランス�
感覚を養う身体の動かし方を体感します。大駐車�
場があり、冬場の送迎も安心。

住所 加茂市大字加茂新田6309-2

電話 0256-53-2714

加茂新田保育園



幼稚園
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幼稚園は、保護者の就労の有無に関わらず、家庭では体験できない集団生活やその
ルールを学ぶ就学前の教育と保育の場です。入園できるのは、年度当初の年齢が満�
3歳から5歳の幼児です。園によっては、小規模保育などで3歳未満のお子さんの入園�
を受け付けているところがあります。詳しくは各園にお問い合わせください。

幼稚園一覧

時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 小規模保育 通園バス
保育園部分 8：00～16：00 1歳～ 12人

○ ○ ○ ○ ○ ○
幼稚園部分 8：30～14：30 3歳～ 25人

■園の方針・取り組み
満１歳より入園可。開園時間も長く、働く方でも
安心！給食有。市内一の広い園庭と豊かな自然�
環境の下、一人一人を大切に心身ともに健やかに�
育みます。静坐・体育教室・英語教室・音楽指導�
有。随時見学OK！

住所 加茂市松坂町6-3

電話 0256-52-1984

加茂葵幼稚園

■園の方針・取り組み
子どもの心と身体の健やかな成長のために、�
キリスト教精神に基づき、一人一人と丁寧に関わる�
幼児教育を行っています。地元のおいしい食材を�
使った自園調理の完全給食です。

住所 加茂市寿町6-22

電話 0256-52-2248

加茂白百合幼稚園

教育時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 小規模保育 通園バス

8:30～14:30 1歳～ 75人 ー ○ ー ○ ○ ○



幼稚園

18

園によっては、保育園の見学や入園の相談をお子さんが生まれる�
前の妊娠中からすることができます。出産後すぐに仕事復帰を
予定されている方は、安定期に入ったら体調に無理のない範囲
で早めの行動をおすすめします。

Q1.公立保育園と私立保育園で保育料は違いますか？
A1.市内の保育園であれば、公立と私立の違いはありません。

A2.�保育料は同一世帯から同時に2人以上入園（幼稚園含む）した場合、� �
2人目は半額に、3人目からは無料となります。

Q2.2人入園させた場合の保育料はどうなりますか？

A3.�保育園の保育料は毎年4月1日現在の満年齢を基準とするため、年度途中での変更はありません。
ただし、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分は、満3歳から無償化の対象です。

Q3.年度途中で3歳になったら、保育料は変更になりますか？

保育料についてよくある質問

■園の方針・取り組み
・�キリスト教保育の愛や縦割り保育を通して�
豊かな感性や思いやりの心を育みます。

・�自然豊かな環境の中で一人一人の個性を大切
にし、心の根っこを育みます。
英語・体育指導あり。満1歳より入所可。

住所 加茂市新町2-11-17

電話 0256-52-0348

加茂テモテ・ルーテル幼稚園

時間 受入年齢 定員 早朝保育 延長保育 土曜保育 一時保育 小規模保育 通園バス
保育園部分 8：00～16：00 1歳～ 10人

○ ○ ○ ○ ○ ○
幼稚園部分 8：30～15：00 3歳～ 25人



加茂市内に住所があるお子さんは教育委員会が指定する小中学校へ入学します。
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小学校・中学校 小学校

須田小学校

住所 加茂市大字前須田380-1

電話 0256-52-6533

下条小学校

住所 加茂市中村1-1

電話 0256-52-0466

加茂小学校

住所 加茂市青海町1-1-5

電話 0256-52-0171

加茂南小学校

住所 加茂市五番町7-1

電話 0256-52-0172

石川小学校

住所 加茂市石川2-2-7

電話 0256-52-9853

七谷小学校

住所 加茂市大字下高柳35

電話 0256-52-0943



中学校
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七谷中学校

住所 加茂市下高柳25

電話 0256-52-0944

葵中学校

住所 加茂市矢立15-1

電話 0256-52-5174

加茂中学校

住所 加茂市学校町1-1

電話 0256-52-0262

須田中学校

住所 加茂市大字後須田809

電話 0256-52-6019

若宮中学校

住所 加茂市若宮町1-21-12

電話 0256-52-0472



学校に関する制度
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放課後児童クラブ
学校から帰っても保護者が仕事などで常時留守になる家庭の小学校3年生までの�
児童を、放課後や長期休暇中に市内各小学校内で保育します。

学校教育課お問い合わせ

学校教育課お問い合わせ

就学援助支援
小・中学生がいる家庭で、経済的な理由で就学させることが困難な場合には、学用品・�
給食費などの援助をしています。

教育支援センター「やすらぎ」
（勤労青少年ホーム2階、TEL：0256-53-3199）
学校教育課

お問い合わせ

教育支援センター「やすらぎ」
教育支援センターでは、学校に関する悩みや困りごとへの相談に応じています。その他�
いろいろな事情で学校へ登校できないでいるお子さんを対象として、お子さんの
ペースにあった勉学やレクリエーションを実施しています。

奨学金の貸付
経済的な理由で就学が困難な高校生・大学生等に対して、貸付を行います。申し込み�
の受付は毎年3月ですが、中途開始も随時受け付けています。

学校教育課お問い合わせ

〈高校生〉月額12,000円以内
〈短大生（専門学生）〉�自宅通学　：月額20,000円以内� �

自宅外通学：月額28,000円以内
〈大学生（大学院）〉　�自宅通学　：月額27,000円以内� �

自宅外通学：月額30,000円以内

貸 付 額

①貸付期間の開始のとき、市内に居住する世帯のお子さん
②奨学金を受けなければ本人の就学が困難であること

貸付条件

※他の奨学金制度と併用可能
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子どもたちのあそび場おでかけ

住所 加茂市千刈1-1107

トイレ 有 おむつ替台 無

千刈公園
7月頃には大賀ハスが咲きます

若宮公園
広い芝グラウンドでボール遊びもできる！

住所 加茂市若宮町2

トイレ 有 おむつ替台 無

石川公園
バーベキューもできて近くには河川敷も！

住所 加茂市石川1-8

トイレ 有 おむつ替台 無

加茂山公園
新潟県の木「雪椿」の群生地で4月には�
約5万本の雪椿と桜が同時に楽しめます。�
園内には、彫刻の森、児童公園、大型�
スライダー、リス園など多数のスポットが�
あり、家族連れや散策客で賑わいます。

※おむつ替台は近くの公民館内、多目的トイレに有

住所 加茂市加茂228

トイレ 有 おむつ替台 ※ 駐車場 50台

加茂市温水プール
ウォータースライダーや幼児用プールがあります

※おむつが外れていない子は入館できません

住所 加茂市神明町1-10-1

トイレ 有 おむつ替台 無 駐車場 84台



子育て応援マップ
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⓬西加茂保育園（公立）
加茂市栄町8-25

⓭加茂西宮保育園（公立）
加茂市青海町1-1-44

⓮芝野保育園（公立）
加茂市柳町2-12-23

⓯本量寺こども園（私立）
加茂市五番町13-15

⓰下条保育園（私立）
加茂市中村6-4

⓱須田保育園（私立）
加茂市大字前須田31-2

⓲宝が丘保育園（私立）
加茂市八幡1-10-8

⓳七谷保育園（私立）
加茂市大字黒水677-2

⓴加茂新田保育園（私立）
加茂市大字加茂新田6309-2

㉑加茂葵幼稚園（私立）
加茂市松坂町6-3

㉒加茂白百合幼稚園（私立）
加茂市寿町6-22

㉓�加茂テモテ・ルーテル幼稚園（私立）
加茂市新町2-11-17

保育園・幼稚園・認定こども園

❼石川公園
加茂市石川1-8

❽若宮公園
加茂市千刈1-1107

❾千刈公園
加茂市柳町2-12-23

❿加茂市温水プール
加茂市神明町1-10-1

⓫加茂山公園
加茂市加茂228

遊び場

小児科

❻監物小児科医院
加茂市旭町7-11

❺�いからし小児科アレルギークリニック
加茂市幸町2-9-23

市役所など

❷加茂市母子健康センター
加茂市幸町2-3-5　加茂市役所となり

❶加茂市役所
加茂市幸町2-3-5

❹須田憩いとあそびの広場
加茂市大字後須田661-1

❸乳幼児あそびの広場
加茂市神明町2-6-27

子育て支援センター
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加茂市立図書館

住所 加茂市神明町2-6-29

トイレ 有 おむつ替台・�授乳スペース 有

ブックスタートとは、絵本をひらく楽しい「体験」と「絵本」をセットでプレゼントする�
活動です。加茂市では、絵本とオリジナルバッグを乳児健診（生後3～4か月）の際に�
プレゼントします。絵本を開くことで広がる豊かな時間やふれあいを大切にして子育て�
期を過ごして欲しいと願っています。

ブックスタート事業について

図書館では映画鑑賞会やおはなし会、講座など�
各種催しを行っています。夏休みには影絵スタンド�
作りなど特別な催しも企画していますので、�
ぜひご参加ください。催しの日程や最新情報に�
ついては広報や市ホームページなどでお知らせ�
していますのでご覧ください。

お子さんの貸出カードに対して、希望する�
方へ可愛い記録帳を配布しています。�
ご希望の方は貸出カウンターまでお申し出�
ください。

読書の記録帳

夏休みはこの他にもいつもと違った特別�
な催しを企画していますのでお楽しみに！
●�ワクワクドキドキお話しのへや� �
毎月第3土曜日午前10時～

●�子ども読書会� �
毎月第2土曜日午後2時～

影絵スタンドをつくろう！



障がいや難病のあるお子さんのために知りたい・相談したい
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療育手帳
知的障がいのある方が、各種サービスを受けるために利用する手帳を交付します。

こども未来課手続き場所

申請をいただいた後、児童相談所（知的障がい者更生相談所）より�
面接日の通知があります。

手続き方法

写真（4cm×3cm）、認印必要なもの

身体障害者手帳
身体障害者福祉法などに基づく各種サービスを受けるために必要な手帳を交付します。

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

視覚や聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、
呼吸器機能などに永続すると認められる障がいのある人

対 象 者

医師の診断書、写真必要なもの

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

精神障がいまたは発達障害のために長期にわたって日常生活や�
社会生活への制約があると認められた人

対 象 者

医師の診断書または精神障がいを支給理由とする障害年金の年金�
証書など、写真

必要なもの

精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方の福祉や社会参加、社会復帰をしやすくするために交付しています。

詳細は担当課へお問い合わせください



障がいや難病のあるお子さんのために
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特別児童扶養手当
20歳未満の重度または中度の精神あるいは身体に障がいのある子どもを養育して
いる保護者に支給します。保護者の所得が一定額以上の方は支給されません。

こども未来課手続き場所

父または母、父母以外の養育者対 象 者

①障がいを事由とする公的年金を受給していない
②法令に定める障がいの状態にある
③児童福祉施設などに入所していない

支給要件

4、8、11月に前月までの4か月分をまとめて支給支給時期

診断書、戸籍謄本（請求者とお子さんのもの）、
療育手帳など（お持ちの方）、振込口座申出書、認印

必要なもの

紙おむつ購入助成券の支給
寝たきりで常時おむつを使用している重度心身障がい者に、紙おむつ購入助成券
（1枚2,000円）を年間に12枚支給します。市内の薬局で、希望する種類のおむつ
とお引き換えください。

加茂市社会福祉協議会手続き場所

重度心身障がい者（身障手帳1・2級、療育手帳Ａ）対 象 者

タクシー利用券の支給
タクシー利用券を交付し、料金の一部を助成します。

加茂市社会福祉協議会手続き場所

身障手帳1・2級及び3級の一部、療育手帳Ａ、
精神保健福祉手帳1級所持者

対 象 者



障がいや難病のあるお子さんのために
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障害児福祉手当
20歳未満の重度の障がいのために日常生活で常時介護が必要な児童に支給します。�
保護者の所得が一定額以上の方は支給されません。

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

2、5、8、11月に前月までの3か月分をまとめて支給支給時期

診断書、所得状況届、戸籍謄本または抄本、
マイナンバーがわかる書類、療育手帳など（お持ちの方）、
通帳、口座振込申込書、認印

必要なもの

対 象 者 ①�障がいを事由とする公的年金を受給していない
②�児童福祉施設などに入所していない

未熟児養育医療
指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のある子どもに対して、医療費の給付を行う�
制度です。世帯の所得額に応じて自己負担金が生じますが、子ども医療費助成で�
全額助成します。

健康福祉課　保険医療係手続き場所

未熟児養育医療母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、
医師が入院養育を必要と認めたもの

対 象 者

療育教室（えくぼ会）
えくぼ会とは、ことばや発達に心配のあるお子さんが親子遊びを通して、お子さんの�
興味・関心を広げるなどの発達を促す教室です。保護者に対してはお子さんへの�
関わり方や子育てなどについて保健師や保育士が相談・アドバイスを行います。

こども未来課お問い合わせ
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放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、小学1年生から高校3年生（6歳から18歳。特例で20�
歳まで）の障がいを持っているお子さんが利用できる福祉サービス施設です。通所に�
必要な受給者証の発行については、こども未来課で手続きができますのでお問い�
合わせください。

わくわくクラブ（加茂市）、ピース（加茂市）など提供事業所

幼児ことばの教室
ことばの遅れや発音の誤りがあったり、滑らかに話せなかったりする年少～年長児
のための教室です。一人ひとりのお子さんの状態に応じて、個別指導を行います。

園に在籍している方は、まず園にご相談ください。
その後、こども未来課にご連絡ください。

手続き方法

キッズ倶楽部（三条市）、つばめ療育館（燕市）
スパークスタジオ県央（三条市）、ユニコーン（長岡市）、
長岡療育園（長岡市）など

児童発達支援
【児童発達支援】
心身の発達が気になる就学前の乳幼児が安心して日常生活を送るための支援・訓練�
を行う通所型福祉サービスです。通所に必要な受給者証の発行については、こども
未来課で手続きができますのでお問い合わせください。
令和4年現在
利用がある事業所

【医療型児童発達支援】
身体機能に障がいのある就学前の乳幼児が児童発達支援および治療を行います。

はまぐみ小児療育センター（新潟市）施　設
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自立支援医療（育成医療）
日常生活能力の向上のため、障がいの軽減・除去に必要な医療（手術など）の給付
を行います。

こども未来課手続き場所

身体に障がいがあるか、またはその障がいを残すと認められる
18歳未満の児童

対 象 者

自立支援医療（更生医療）
日常生活を容易にするため障がいの軽減・除去を目的とした医療の給付を行います。

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人対 象 者

自立支援医療（精神通院医療）
精神障がいの通院医療を受ける場合、医療費の9割を公費で負担する制度です。

健康福祉課　障がい支援係手続き場所

精神疾患を有する人のうち、当該疾患にかかる通院医療を
受けている人

対 象 者



ひとり親家庭への支援
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ひとり親家庭等医療費助成
医療費の自己負担額を一部助成します。保護者の所得が一定額以上の方などは対象
外です。

健康福祉課　保険医療係手続き場所

保険証、認印必要なもの

母子・父子家庭などで児童（18歳になる年の年度末までの児童）
およびその保護者

対 象 者

児童扶養手当
離婚などにより児童（18歳になる年の年度末までの児童。一定の障がいがある児童�
は20歳になるまで）が父または母と生計を同じくしていないときなどにその児童を�
養育している父または母、養育者に支給されます。保護者の所得が一定額以上の方は�
支給されません。

こども未来課手続き場所

奇数月に前月までの2か月分をまとめて支給支給時期

マイナンバーがわかる書類、戸籍謄本（請求者とお子さんのもの）、�
振込先口座の通帳、年金手帳、認印

必要なもの

①�父または母が離婚した児童
②�父または母が死亡した児童
③�父または母が重度の障がいの状態
④�父または母の生死が明らかでない児童
⑤�父または母から引き続き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�父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧�母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨�父母ともに不明である児童

対 象 者
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母子寡婦福祉資金貸付
20歳未満の児童を扶養している母子家庭及び寡婦の方に、県が貸し付けます。修学
資金など13種類の資金があります。

三条地域振興局�健康福祉環境部地域福祉課（TEL：0256-36-2232）手続き場所

母子・父子家庭などで児童（18歳になる年の年度末までの児童）
およびその保護者

対 象 者

子どもの未来応援プロジェクト（こども宅食応援活動）
「フードバンクかも・たがみ」では、個人や企業などから食品や日用品、農産物の寄付を�
受け、それを必要とする家庭や福祉施設、こども食堂などに無償で提供しています。

コミュニティセンター古民家巣立ち手続き場所

ひとり親家庭などで経済的な困難さを抱えているが
頼り先が得られない世帯

対 象 者

市民活動支援センター・フードバンク事務局（TEL：0256-34-8960）お問い合わせ

JR 通勤定期券割引制度
児童扶養手当受給者、生活保護世帯の方の通勤定期代が3割引になります。

こども未来課手続き場所
児童扶養手当証書、認印、写真（3cm×4cm、６か月以内撮影のもの）必要なもの

除雪費用の助成
住宅の屋根などの除雪に要した費用の一部を助成します。ただし、所得が一定額以上�
の方は対象になりません。

加茂市社会福祉協議会手続き場所

母子家庭などで、親戚や知人などの協力が得られない世帯対 象 者

①1回あたり助成金11,000円を上限とし、3回まで助成
②11,000円未満の場合は実費を助成

助 成 額



各種相談窓口
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民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された地域の相談役として活動する�
委員です。生活の中でお困りのことがありましたら、お気軽に地域の民生委員・児童�
委員にご相談ください。各委員の連絡先などについては、健康福祉課までお問い�
合わせください。

健康福祉課　福祉係お問い合わせ

虐待の相談について
虐待かもと思ったときは、市役所や児童相談所へすぐに相談してください。通告・
相談は匿名で行うことができます。

こども未来課お問い合わせ
児童相談所虐待対応ダイヤル 189（通話無料）

DVの相談について

配偶者などからの暴力、性犯罪、売春強要、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為�
などの被害について、どこに相談すればよいか分からない方のために全国共通の�
相談窓口があります。

【DV相談ナビ】

お問い合わせ 専用ダイヤル ＃8008



医療・救急・防災｜各種医療機関・病児保育園 

小児科のある医療機関 

 

小児科以外の医療機関 

名 称 住 所 電 話 診療科目 

小池内科消化器科 

クリニック 
加茂市仲町 1－37 0256-53-3355 内科、消化器科、 

胃腸科 

さくらクリニック 加茂市寿町 9－10 0256-52-9511 内科、人工透析内科 

徳友医院 加茂市高須町 1－6－11 0256-53-0167 内科、呼吸器科、皮膚科 

ながば耳鼻咽喉科医院 加茂市番田 8－16 0256-53-0751 
耳鼻咽喉科、 

アレルギー科 

中村医院 加茂市五番町 3-29 0256-52-0095 内科、外科、 

消化器科、肛門科 

にのみや内科クリニック 加茂市新栄町 4-1 0256-57-0770 内科 

服部クリニック 加茂市幸町1－16－28 0256-53-4680 心療内科、精神科、 

内科（精神保健指定医） 

堀内医院 加茂市加茂新田 8358 0256-52-0953 内科、整形外科、 

皮膚科、麻酔科 
松橋アイクリニック 加茂市千刈 1－6－18 0256-53-3777 眼科 

みながわ整形外科 加茂市番田 7－11 0256-53-3877 整形外科、 

リハビリテーション科 

吉田内科医院 加茂市柳町 2－5－4 0256-57-7511 内科、消化器科 

鷲塚内科医院 加茂市穀町 7－7 0256-52-2054 内科、循環器科 

わたなべ医院 加茂市栄町 2－5 0256-53-3850 泌尿器科、皮膚科、内科 

須田医院 田上町大字羽生田丙 151－14  0256-41-5025 
内科、脳神経外科、 

リハビリテーション科 

田上診療所 田上町大字田上丙 1225 0256-57-5015 内科、精神科 

星野内科医院 田上町大字川船河甲 1330－6  0256-41-4141 
内科、呼吸器内科、 

アレルギー科 

県立加茂病院 加茂市青海町 1－9－1 0256-52-0701 ※下記に記載 

 

名 称 住 所 電 話 診療科目 

いからし小児科 

アレルギークリニック 
加茂市幸町 2－9－23 

0256-53-2250（代表） 

0256-53-5199（診察予約用） 
小児科、 

アレルギー科 

監物小児科医院 加茂市旭町 7－11 0256-52-0800 小児科、内科 

※県立加茂病院の診療科目：内科、総合診療科、緩和ケア内科、外科、心臓血管・呼吸器外科、 

整形外科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、神経内科、リハビリテーション科 
P34 

更新版 



医療・救急・防災｜各種医療機関・病児保育園 

加茂市の身近な歯医者さん 

名 称 住 所 電 話 

あおやぎ歯科医院 加茂市下条甲 503－16 0256-53－5010 

上条渡辺歯科医院 加茂市上条 4-36 0256-52-0151 

すぎもと歯科 加茂市五番町 4-6 0256-52-3100 

武内歯科医院 加茂市旭町 10-18 0256-53-0648 

永井こども歯科医院 加茂市新栄町２-２ 0256-52-1182 

皆川歯科医院 加茂市穀町 6-17 0256-52-0232 

やおえだ歯科医院 加茂市穀町 8-29 0256-52-0438 

米山歯科医院 加茂市旭町 13-25 0256-53-4184 

渡辺歯科医院 加茂市松坂町２-24 0256-52-0645 

川名歯科医院 田上町大字川船河甲 1073-17  0256-53-4180 

櫻木歯科医院 田上町大字田上丙 1209-8 0256-57-5097 

潤歯科 田上町大字原ヶ崎新田 2019-4 0256-46-8822 

瀬高歯科医院 田上町大字田上丙 2494-6 0256-57-5441 

ひまわり歯科医院 田上町大字田上丁 2402-49 0256-57-6480 

 

 

休日当番医（医科） 

日曜日、祝日の 9：00～17：00 は加茂市、田上町の医療機関が当番制で診療していま

す。当番医療機関は広報、加茂市ホームページなどでご確認ください。 

 

加茂・田上病児保育園 

病児保育園は、病気や回復期などにあるお子さんを、仕事などの都合によって、家庭で

保育できない保護者に代わり、保育士と看護師が医師と連携をはかりながら一時的にお

預かりする施設です。利用するためには事前に利用申込が必要です。 

申込書は直接病児保育園または所属の園へ提出してください。 

※利用申込書は当施設のほか、小児科等の一部医療機関、加茂市内・田上町内の保育施

設および小学校、加茂市役所、田上町役場にあります。また、加茂市ホームページから

もダウンロードできます。 
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一般社団法人 加茂市医師会、一般社団法人 加茂市歯科医師会 提供 
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子育て救急ダイヤル
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子育て救急ダイヤル

お子さんの急な発熱やケガなどで休日・夜間に具合が悪くなった時に看護師が�
電話相談に応じます。

19：00～翌朝8：00受付時間

025-288-2525�または�＃8000電話番号

夜間小児救急医療電話相談

0256-32-0909電話番号

比較的、症状が軽い方の診療のほか、入院治療や高度な医療が必要な重傷者の人へ
必要な救急医療が受けられるように手配を行います。

【夜間】19：00～22：00（年中無休）
【休日】�土曜／19：00～22：00��

日・祝・お盆・年末年始／ �9：00～12：00、� �
13：00～16：30、� �
19：00～22：00

受付時間

三条市興野1-13-67（三条地域振興局となり）住　　所

県央医師会応急診療所

けがや急病などで、緊急に病院に�
行く必要がある時は、迷わず�
119番に通報し救急車を要請して�
ください。



いざという時の備え

37

非常用持ち出しバッグを用意しよう！
自宅が被災したときは、安全な場所に避難することになります。�
非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰めて�
おき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。

赤ちゃんのためにも非常時の備えが必要です

□ミルク
□紙おむつ
□おしり拭き

□哺乳瓶
□母子健康手帳
□ベビーフード

□�飲料水、食料品� �
（カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）

□預金通帳
□現金
□�救急用品� �
�（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）

□ヘルメット、防災頭巾
□軍手
□携帯ラジオ、予備電池
□衣類、下着、タオル
□洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉など）
□使い捨てカイロ
□携帯用トイレ
□予備のメガネ、コンタクトレンズ
□ゴミ袋

□印鑑
□健康保険証
□マスク
□懐中電灯、予備電池
□携帯電話のモバイルバッテリー
□毛布
□ウェットティッシュ
□生理用品（ナプキンなど）
【他、必要なもの】
□
□
□
□
□

非常用持ち出しバッグの内容の例

□
□
□

人数分を用意
しましょう！
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加茂市公式 SNS のご紹介

加茂市防災・市民情報配信サービス
加茂市では、メールやLINEなどのSNSによる情報�
配信サービスを行っています。利用者登録（無料）を�
していただくことにより、スマートフォンや携帯電話�
で防災情報などの緊急情報やお知らせを受け取る�
ことができます。

メールでの配信を
希望する場合

※�夜間や休日などの場合、配信が遅れたり、配信でき
ない場合がございますのでご了承ください。
※�市として重要度の高いものを発信します。市で発信する�
情報の全てではありませんので、ご注意ください。

利用者登録はこちら

LINEでの配信を
希望する場合

他にもTwitter、Facebookより配信登録が可能です。詳しくは各SNSアカウントをご覧ください。

友達追加はこちら

Facebook

加茂市防災・市民情報配信サービス 
＠Kamo.bousai.information

当協会事業及び在住外国人向け情報

加茂市国際交流協会
＠KamoInternationalAssociation

Instagram

遊びから仕事、まちづくりまで色々な形で�
加茂市に関わりたい人に向けた加茂市の�
さまざまな情報

加茂市総務課政策推進室
（＠kamo_niigata）

加茂市内の風景・イベント情報
＃かもぴく

加茂市広報
（＠kamo_koho）

加茂市の観光・イベントに関する情報

加茂市商工観光課
（＠trip_kamo）

YouTube

加茂市の魅力を動画で発信
加茂市公式チャンネル

Twitter

遊びから仕事、まちづくりまで色々な形で�
加茂市に関わりたい人に向けた加茂市の�
さまざまな情報

加茂市総務課政策推進室
（＠kamo_niigata）

加茂市の観光・イベントに関する情報

加茂市商工観光課
（＠kamo_kankou）

広報紙、公式ホームページ、
加茂市のイベント、防災などの情報

加茂市役所広報
（＠koho_kamo）
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