
 となみっ子 子宝券 が
 子育てをサポートします！

●交付対象・・・三世代同居（または近居）
　　　　　　　　している家庭で、平成30
　　　　　　　　年4月1日以降に生まれた
　　　　　　　　お子さまを持つ家庭
 　　　　　　     ※ただし、ご家族に市税等の未納
 　　　　　　　　　　　  がある場合は、交付できません。

●金　　額・・・第1子、第2子は1万円分
                      （500円券×20枚×1冊）
　　　　　　　   第3子以降は3万円分
                      （500円券×20枚×3冊）

　核家族化や少子高齢化が進展する中で人口減少
を抑制するためには、家庭内での子育てや高齢者
の介護など、世代間で支えあう機能を維持するこ
とが効果的です。
　このことから、砺波市では三世代以上の同居を
望む家族が同居を継続・実現できるようにするた
め、三世代同居推進事業を実施しています。
　本事業の一環として、市内における各種子育て
サービスに利用できる砺波市三世代家庭「となみ
っ子 子宝券」を交付しています。
 ※「砺波市三世代家庭「となみっ子 子宝券」交付事業実施要綱」に
　　基づき、実施しています。

●有効期限・・・お子さまの３歳お誕生日前日まで
                       （ただし、上記期限内に砺波市外へ転出

　　　　　　　　 　　　される場合は転出日まで）

●申　　請・・・こども課及び市民福祉課窓口

●利 用  先・・・砺波市内にある子育てサービス
         　　　　　事業者
　　　　　　　　※裏面を参照ください。

●利用手続・・・下記のとおり

利用料は、子宝券（500円未満の端数は現金）でサービス提供事業者へお支払いいただきます。
【現物払い】

三世代
子育て家庭

5,400円の子育て
サービスを利用（例）

支払いは、
5,000円分の子宝券と

現金400円で

☆医療機関

☆助産所

☆書店

☆保育所・保育施設　　　
　                                    など

砺波市教育委員会　こども課　児童家庭係
       〒939－1398　砺波市栄町7番3号
        TEL 0763－33－1590

＜問い合わせ＞



事業者 所在地 電話番号 事業者 所在地 電話番号
その他の利用
可能サービス

あおい病院 堀内18-1 33-7888 安念歯科医院 永福町5-31 33-2445 歯

あみたに医院 山王町4-6 32-1511 エントランス歯科 庄川町青島188-3 82-6734 歯

いなむら内科 豊町2-4-26 58-5156 おくだ歯科医院 杉木五丁目18 34-1182 歯

井上皮フ科医院 苗加477-10 34-5510 澤越歯科医院 鍋島110 34-8280 歯

大沢内科クリニック 平和町146 33-1047 高田歯科･矯正歯科医院 中央町4-8 32-2153 歯

おおた内科クリニック 庄川町青島701-1 82-7700 田守歯科クリニック 表町10-2 34-7108 歯

力耕会　金井医院 深江一丁目210 32-8903 となみ大木歯科クリニック 中神一丁目174　ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ内 58-5136 歯

かねきホームクリニック 本町7-11 32-5110 となみ野歯科診療所 林837 33-4788 歯

河合医院 中央町1-2 32-4580 藤の丘歯科医院 東石丸1-3 34-5313 歯

桐沢医院 本町13-7 33-5353 芳尾歯科医院 豊町二丁目11-5 32-2834 歯

けやきひふ科 となみ町11-11 58-5670 さかえ助産院 大門523-2 32-5903 母

さかした医院 太郎丸一丁目8-6 32-8788 はぐはぐ助産院 庄川町青島3654-4 090-6271-9504 母

佐藤内科クリニック 杉木三丁目215 58-5811 五島書店 本町6-13 32-2052 本

さわだクリニック 杉木二丁目121 34-0121 BOOKSなかだ砺波店 豊町二丁目1-15 33-6571 本

住田小児科医院 となみ町13-16 34-5001 舟木書店MEGAドン・キホーテＵＮＹ砺波店 太郎丸三丁目69　MEGAドン・キホーテＵＮＹ砺波店内 32-7856 本

高橋外科医院 寿町2-40 33-2727 未来屋書店となみ店 中神一丁目174　ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ2F 32-7135 本

津田産婦人科医院 杉木四丁目69 33-3035 東般若保育園 東保966 37-0005 保

砺波サナトリウム福井病院 太田570 33-1322 出町認定こども園 表町18-3 32-2679 保

砺波サンシャイン病院 鷹栖575 33-0800 南部認定こども園 鹿島153 32-3530 保

砺波誠友病院 大窪17-1 33-7766 北部認定こども園 林1086 32-9041 保

となみ三輪病院 頼成605 37-1000 太田認定こども園 太田1439 32-3526 保

とよだ眼科クリニック 太郎丸一丁目8-2 34-6960 ちゅうりっぷ認定こども園 太郎丸二丁目29-2 33-4478 保、病後

なす整形外科クリニック 豊町一丁目14-18 55-6677 あぶらでん認定こども園 三郎丸213-1 23-4455 保

ひがしでクリニック となみ町13ｰ10 33-7677 砺波市シルバー人材センター 高道217-2 33-4341 預、家育

藤井整形外科医院 栄町613 32-5220 ファミリーサポートセンター （北部） 林1086 33-7515 預

ものがたり診療所　 太田1382 55-6100 　　　　　　　 〃　　 　　 　 　（庄川） 庄川町青島3374-2 82-6470 預

ものがたり診療所　山王 山王町2-12 55-6635 善福寺デイサービス聚楽 東中171 32-1882 障

ものがたり診療所　庄東 宮森461 37-2566 デイサービスしょうずんだ 庄川町金屋2833-1 82-7667 障

柳下小児科内科医院 中神三丁目1 34-7730 デイサービスいろり 五郎丸333 32-2369 障

柳澤医院 深江一丁目174 34-0811 福祉作業所庄川 庄川町青島401 82-5506 障

やました医院 永福町5-11 34-8810 福祉作業所油田 宮丸466-4 33-6895 障

山本内科医院 出町中央6-14 32-3802 大空と大地のぽぴー村 宮森461 37-2280 障

ゆあさ眼科 大辻619 33-5885 富山県立砺波学園 福山1164 37-0157 障

寿康堂　吉田医院 中央町1-5 33-2112

市立砺波総合病院 新富町1-61 32-3320 ※　歯･･･フッ素塗布（保険外診療）

※　母･･･母乳相談、母乳マッサージ、沐浴指導

※　本･･･読み聞かせ絵本の購入

※　保･･･一時保育　　　　　　病後･･･病後児保育　　　　　　　 

※　預･･･子どもの一時預かり、送迎

※　家育･･･出産前後の世話（家事・育児サービス）

※　障･･･障害児に対する日中一時支援、ショートステイ

　　任意の予防接種（インフルエンザ、おたふく風邪）や乳児健康診査に使用できる医療機関は
　左側の一覧です。それ以外に使用できるサービスについては、右側の一覧を参照ください。
　　詳しくは直接利用したい事業者にお問い合わせください。

（R3.7.1改正）

となみっ子　子宝券 利用サービス一覧

砺波市以外では
ご利用できませんので、

ご注意ください。


