子育て応援事業が変わります
町では︑次代を担う子どもたち

の健やかな成長を願って
﹁笑顔と

が ん ば り 子 育 て 応 援 金 ﹂を 贈 り︑

また子育て世代の経済的負担の軽

減を図るため
﹁育児世帯支援給付

金 ﹂の 支 給 な ど の 各 種 施 策 を 実 施

しています︒

令和４年度は︑子育て応援事業

の支援内容について見直しを行

い︑出産から子育て期にわたる切

れ目のない支援と安心して子育て

ができる環境を整えるため︑新た

に子育ての段階に応じた節目ごと

に応援金などを支給することとし

見直し後

笑顔とがんばり子育て応援金

０歳

ました︒

見直し前

子育て段階

誕生

新たな支援策として︑小学校就

学前の３年間︑栄養費の助成を行

うほか︑小学校・中学校入学祝金

を支給し︑一人当たりの支給総額

も拡充します︒詳細は下記のとお

りです︒

なお
﹁笑顔とがんばり子育て応

援 金 ﹂は 減 額 と な り ま す が︑ 令 和

４年度は経過措置としてこれまで

と同様の金額で支給し︑令和５年

度から変更となる予定です︒

今年度の子育て応援事業の対象

となる方には︑個別にご案内をす

る予定です︒

子育て支援課 ☎７２ ２２１２

−

笑顔とがんばり子育て応援金

第１子

100,000円

第１子

50,000円

第２子

150,000円

第２子

100,000円

第３子以降

200,000円

第３子以降

150,000円

※令和４年度の支給額は据え置きとし、令和５年度から変更
となる予定です。

満１歳

育児世帯支援給付金

20,000円

育児世帯支援給付金

20,000円【同額継続】

満２歳

育児世帯支援給付金

20,000円

育児世帯支援給付金

20,000円【同額継続】

未就学
︵幼児教育施設︶

満４歳

（保育料無償）

栄養費の助成
月1,800円×12カ月＝21,600円【新規】（保育料無償）
※1,800円（認定こども園主食費相当分）

満５歳

栄養費の助成
月1,800円×12カ月＝21,600円【新規】
※1,800円（認定こども園主食費相当分）

満６歳

栄養費の助成
月1,800円×12カ月＝21,600円【新規】
※1,800円（認定こども園主食費相当分）

小学校

小野小学校運動着支給
（新１年生に入学前支給）
※令和４年４月入学児童までで終了

中学校入学祝金（新１年生に入学前支給）
※令和５年４月入学予定生徒から対象
30,000円【新規】

中学校

１人当たりの
支給総額

小学校入学祝金（新１年生に入学前支給）
※令和５年４月入学予定児童から対象
30,000円【新規】

第１子
第２子
第３子以降

140,000円
190,000円
240,000円

第１子
第２子
第３子以降

214,800円
264,800円
314,800円
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健やかな成長を願って

笑顔とがんばり子育て応援金贈呈
新たな町民の誕生を祝福し、赤ちゃんの健やか
な成長を願い、「小野町笑顔とがんばり子育て応援
金」が贈られました。あわせて町有林の間伐材で作
られた子ども用いす「おめでたいっすー」と乳児期
から読書にふれてもらうための「絵本セット」が贈
られました。
贈呈を受けたお子さんは次のとおりです。
（敬称略）
きよか

阿部

心香

薄井

寧凰

先﨑

色羽

永林

隼翔

ね

お

いろは
はやと

宮内にいな

24 ページ
日程記載

親子で参加できる教室を
開催しています

今年度からは子育て支援課キッズルームに加え、子育て世代包括支援センター分館（旧夏井おおすぎ保
育園）を会場に開催する予定です。親子で一緒に遊んだり、参加者同士の交流や、子育ての相談にも応じ
ていますので、お気軽にご参加ください。
各教室については次のとおりです。

幼児のわくわくタイム
運動遊びや制作、参加者同士

おやこの食育教室
おやつ作りや離乳食、食事
についての相談を行います。

の交流を行います。
屋内での遊びだけでなく、外
での活動も予定しています。

親子ふれあい教室
おもちゃの制作や参加者同
士の交流、夏祭りやクリスマ
ス会を予定しています。
ベビーマッサージを実施す
るときもありますので、赤ちゃ
んと一緒の参加もお待ちして
います。

9
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参加希望の場合、子育て支援課（☎72-2212）まで申し込みください。

おのまちスプリング・ショート・プログラム
３月23日に小野小学校を卒業した子どもたちを対
象として
「おのまちスプリング・ショート・プログ
ラム」が、多目的研修集会施設で開かれました。今
回の春休み学習会には、希望した56人が参加しまし
た。
25日の開講式では、有賀教育長から
「やれば、で
きる。やらなければ、できない。この３日間が有意
義なものとなるよう、真剣に学習会に臨んでほしい」
とのエールが子どもたちに送られました。
子どもたちは、１日２コマの算数と英語の学習だ
けでなく、講義の合間に盛り込まれた民間の学習塾
の先生による勉強の仕方や将来の夢を持つことの大
切さなどの話を聞き、中学校での学習や生活への新
たな希望を持てたようです。
３日間の学習会を終えた子どもたちからは、
「分
かりやすかった」
「中学校での学習や生活が楽しみに
なった」
「これからも続けてほしい」などの声が聞か
れました。閉講式では、受講した参加者全員が講師
に大きな声で
「ありがとうございました」と感謝の言
葉を届けることができました。

ご寄附
ありがとう
ございます

小野小町ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の寄附状況
「小野小町ふるさと応援寄附金」
にご協力いただき、誠にありがとうございます。
令和４年１月から３月までの
「小野小町ふるさと応援寄附金」
の寄附状況は次の
とおりです。
寄附にご協力いただいた皆さんに改めてお礼申し上げます。

《令和４年１月から３月までの寄附状況》
■寄附額：319,000円
■寄附者：山田 泰祐さん（愛知県日進市）ほか15人
※寄附申し込み時に、広報紙への氏名などの掲載に
ついて承諾をいただいた方を記載しています。
《令和３年度 １年間の寄附状況》
子育て環境の向上
美しい里山風景を残す
読書・新聞に親しむ環境づくり
小野高校の魅力向上
発酵のまちづくり
交通弱者の支援
町の事業全般
合計

3,366,000円
1,495,000円
182,000円
1,392,000円
345,000円
423,000円
6,428,000円
13,631,000円

■寄附の内訳
子育て環境の向上
美しい里山風景を残す
小野高校の魅力向上
町の事業全般

52,000円
45,000円
50,000円
172,000円
合計 319,000円

ふるさと納税の返礼品
募集しています！

町では、ふるさと納税の返礼品を募
集しています。
自社製品をふるさと納税の返礼品に
したい！という方はご相談ください。
問企画政策課

☎72-6939

ONOMACHI May_2022
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小野

小

通信

◆ 55 人のかわいい入学生
４月６日に入学式を執り行い、55人の新
入生がピカピカのランドセルを背負って校
門をくぐりました。
入学式では、６年生の堂々とした「校旗入
場」や「歓迎のあいさつ」をびっくりした表情
で見つめていました。
入学した次の日からは給食が始まりまし
た。自分たちで配膳をしましたが、思った
より時間がかからずに準備をすることがで
きました。
新型コロナウイルス感染症のため「黙食」
で、楽しい会話をしながらの給食はできま
せんが、ご飯のおかわりをするたくましい
子もいました。
かわいい子どもたちが事故や事件に巻き
込まれないように、地域の方々の見守りを
よろしくお願いします。
入学式と給食

小野高通信

◆入学式
39人の新入生を迎え、令和４年度入学式を４月11日
（月）
に執り行いました。今年度の入学式も、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止策として、一部式次第を変更し
て実施しました。
新入生を代表して、熊耳葵さんが誓いの言葉を述べ、
小野高生としての新たな一歩を踏み出しました。
新入生の皆さん、「夢をカタチに」できるよう、学習や
部活動などさまざまな活動を通して充実した高校生活を
送れるよう励んでください。

入学式の様子

◆対面式・生徒会オリエンテーション

オリエンテーションの様子

君の夢をカタチに！！

福島県立小野高等学校
11
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対面式・生徒会オリエンテーションを４月12日
（火）に行
いました。
新入生を代表して、西牧陽南さんがお礼の言葉を述べ、温
かい雰囲気の中、２・３年生に迎え入れられました。
１年生には、一日も早く高校生活に慣れ、小野高生の一員
として活躍の場を広げていってほしいと思います。

福島県田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63
TEL 0247−72−3171 FAX 0247−72−6211
http://www.ono-h.fks.ed.jp

