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小児救急
２４時間３６５日

受入れ

市立病院では 時間・３６５日、小児二次

救急患者を受け入れています。また、症状

の軽い患者向けには、地域医療センターで

救急医療を実施しています。

放課後の

安心な居場所が

充実

小学生対象の放課後児童クラブ 学童 も、

待機児童０。ほかに学習支援を受けなが

ら、子どもたちが安心して過ごせる「放課

後寺子屋やまと」などを実施しています。

大和市 子育て支援のの

チカラ、入れてます

・助産師さん何でも相談（妊娠、出産、授乳など）

・ひとり親家庭・いつでもメール相談

・発達相談（運動や言葉の発達など）

・やまと２４時間健康相談（大和市民限定。急なけがや病気の相談）

子育て何でも相談・応援センター

046-260-5675
妊娠・出産・子育ての
悩みは なんでも

妊娠を考えたときから子育て期まで、

専任の保健師や相談員が、皆さんの

気持ちに寄り添って対応します。

まずはお電話ください。 月～金曜日 ８：３０～１７：００ （祝日、振替休日、年末年始を除く）

困った時に、チカラになります

６年連続

保育所等の

待機児童０

保育所等の新設などを進め、着実に入所

定員を拡大。平成２８年度から６年連続で、

４月１日時点での待機児童０を達成しました。
※平成２９年度以降は、厚生労働省の待機児童の新定義に

よるものです。

。
※
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「市民の掲示板」

「サークル会員募集」

掲載号 締め切り 掲載できるイベント

やまとニュース（３ １４発行予定） １ ３１（月） ３ ２３（水）以降

やまとニュース（４ １８発行予定） ２ ２８（月） ４ ２７（水）以降

年 月 日 月 発行／ 号

【問】市役所市民税課 個人市民税第１・第２係 ☎ ０ ５２３３ ０４６ ２６４ ６０９３

市役所での令和３年分確定申告の「相談」「作成」は、予約が必要です。

作成済みの申告書の「提出」と、市・県民税の申告は、どなたも予約不要です。

前年の収入が 「公的年金等のみの人」 または 「公的年金等と給与のみの人」。

※収入が「給与のみの人」など、上記以外の人は、電子申告や大和税務署での申告をご利用ください。

※詳しくは、国税庁のホームページをごらんください。

予約
できる人

「相談」 「作成」 は 予約制市役所での確定申告

広報やまとに掲載している、市民の皆さんからの情報

コーナー「市民の掲示板」「サークル会員募集」の掲載を、

３月からやまとニュースに移行します。

※広報やまとには、３ １号まで掲載します。

※掲載ルールなどに変更はありません。

「市民の掲示板」掲載依頼締め切り

【問】市役所広報広聴課 広報係 ☎ ０ ５３１３ ０４６ ２６１ ４５９２

へから

広報

「やまと起業家支援スペース」の利用者を募集
ベテルギウス内に設置しているレンタルオフィス「やまと起業家支援スペース」の利用

者を募集しています。市内で起業を目指す人、起業したばかりの人が、店舗や事務所と

して利用できます。ぜひ、ご利用ください。

【問】市役所産業活性課 企業活動サポート係 ☎ ０ ５１３５ ０４６ ２６０ ５１３８

予約１件につき、１件の申告書を受け付けます（予約は１人１件でお願いします）。
相談・作成
受付枠

会 場 日 程 時 間

渋谷学習センター

３階情報スペース
２月１６日（水）～１８日（金）

右記

②～⑥

① 午前９時～１０時

② １０時～１１時

③ １１時～正午

④ 午後１時～２時

⑤ ２時～３時

⑥ ３時～４時

⑦ ４時～５時

市役所会議室棟

２月２１日（月）～３月１５日（火）
（土・日曜日、祝日を除く）

右記

①～⑦

２月２０日（日）・２７日（日）
右記

①～③

予約方法
（先着順）

インターネット

大和市役所 確定申告 予約 検 索

２月７日（月）

午前９時～

046-200-7167
※この番号以外からは予約できません

専用ダイヤル
２月７日（月）～１０日（木）

午前９時～正午、午後１時～４時

やまと起業家支援スペース

利用期間 最長２年（延長なし）

利用時間 ９：００～２１：００
毎月第３月曜・ ～ を除く

使用料 月額 約１万円

面 積 約１０平方㍍

申し込み ２月１４日（月）までに、産業活性課へ。

必要書類は同課、各学習センターで配布。市ホームページからダウンロードもできます。

募 集 数 ５室
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やまとニュース（３ １４発行予定） １ ３１（月） ３ ２３（水）以降

やまとニュース（４ １８発行予定） ２ ２８（月） ４ ２７（水）以降

年 月 日 月 発行／ 号

【問】市役所市民税課 個人市民税第１・第２係 ☎ ０ ５２３３ ０４６ ２６４ ６０９３

市役所での令和３年分確定申告の「相談」「作成」は、予約が必要です。

作成済みの申告書の「提出」と、市・県民税の申告は、どなたも予約不要です。

前年の収入が 「公的年金等のみの人」 または 「公的年金等と給与のみの人」。

※収入が「給与のみの人」など、上記以外の人は、電子申告や大和税務署での申告をご利用ください。

※詳しくは、国税庁のホームページをごらんください。

予約
できる人

「相談」 「作成」 は 予約制市役所での確定申告

広報やまとに掲載している、市民の皆さんからの情報

コーナー「市民の掲示板」「サークル会員募集」の掲載を、

３月からやまとニュースに移行します。

※広報やまとには、３ １号まで掲載します。

※掲載ルールなどに変更はありません。

「市民の掲示板」掲載依頼締め切り

【問】市役所広報広聴課 広報係 ☎ ０ ５３１３ ０４６ ２６１ ４５９２

へから

広報

「やまと起業家支援スペース」の利用者を募集
ベテルギウス内に設置しているレンタルオフィス「やまと起業家支援スペース」の利用

者を募集しています。市内で起業を目指す人、起業したばかりの人が、店舗や事務所と

して利用できます。ぜひ、ご利用ください。

【問】市役所産業活性課 企業活動サポート係 ☎ ０ ５１３５ ０４６ ２６０ ５１３８

予約１件につき、１件の申告書を受け付けます（予約は１人１件でお願いします）。
相談・作成
受付枠

会 場 日 程 時 間

渋谷学習センター

３階情報スペース
２月１６日（水）～１８日（金）

右記

②～⑥

① 午前９時～１０時

② １０時～１１時

③ １１時～正午

④ 午後１時～２時

⑤ ２時～３時

⑥ ３時～４時

⑦ ４時～５時

市役所会議室棟

２月２１日（月）～３月１５日（火）
（土・日曜日、祝日を除く）

右記

①～⑦

２月２０日（日）・２７日（日）
右記

①～③

予約方法
（先着順）

インターネット

大和市役所 確定申告 予約 検 索

２月７日（月）

午前９時～

046-200-7167
※この番号以外からは予約できません

専用ダイヤル
２月７日（月）～１０日（木）

午前９時～正午、午後１時～４時

やまと起業家支援スペース

利用期間 最長２年（延長なし）

利用時間 ９：００～２１：００
毎月第３月曜・ ～ を除く

使用料 月額 約１万円

面 積 約１０平方㍍

申し込み ２月１４日（月）までに、産業活性課へ。

必要書類は同課、各学習センターで配布。市ホームページからダウンロードもできます。

募 集 数 ５室



とき（各回５０分） 講座名／市民講師名 とき（各回５０分） 講座名／市民講師名

１日 火 １１：００～
介護保険を利用して最期まで自宅で暮らすには
／藤井順子

１６日（水）１１：００～
海外でのおもしろ生活
／国方慶子

２日（水）１１：００～
着物リメイク～再び輝く！タンスに眠る主役たち
／吉田みわ子

１７日（木）１５：００～
歯科治療からアレルギーを考える
／石塚義彰

３日（木）１５：００～ ２０日（日）１１：００～
地域コミュニティづくり～学校との協働・連携、他
／坂本健一

６日（日）１１：００～
バックパッカーの世界へようこそ！～バックパッカー入
門／宮崎久徳

２１日（月）１５：００～
東洋医学を学ぶ～春の養生法とは？
／高尾智美

７日（月）１５：００～
生活習慣病と今日からできる運動の紹介！
／岡原隆之介

２２日 火 １１：００～
相続の話～基本的なルールについて
／佐藤學

８日（火 １１：００～
介護保険について
／大和市介護保険課

２３日（祝）１１：００～
グラフで読み解く、迫り来る温暖化の限度
／山川廣之介

９日（水）１１：００～
食品添加物って何？なぜ？どうして？
／前原恵子

２４日（木）１５：００～
ボールペンできれいな字を書くために～くずし字の基
本／村上龍生

１０日（木）１５：００～
ホームコンサートやってみませんか
／戸ヶ崎正次

２７日（日）１１：００～
５０分でわかる相続税
／嶋澤常次

１３日（日）１１：００～
小学生の学び準備講座～運動・学習・心の発達
／鈴木幸輔

２８日（月）１５：００～
福田開拓九人衆
／大津嘉久

１４日（月）１５：００～

１５日 火 １５：００～
実践しよう！認知症予防に笑顔と指体操！
／佐々木孝法

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎

月の 健康都市大学 市民でつくる健康学部月

講師は市民、受講生も市民

会場

定員

シリウス４階健康テラス

各回３５人

申込

費用

不要

無料

（開始１５分前まで、会場前で抽選券を配布）

検 索健康都市大学最新情報は

市民講師を随時募集しています！

受講ポイント、ヤマトン健康ポイントを各１ポイント差し上げます。

こうりゅうこうりゅう

易に学び、歴史を知る～「亢竜悔いあり」とイギリス王室

／狩野秀夫

画夢人の独り言～絵が語ります

／鈴木良一

画夢人画夢人
か む と

市ホームページ

市民相談窓口・電話など
組織名の記載がないものは市役所担当課。曜日の記載がない

ものは毎週月～金曜日。 は予約制（当日予約はできません）。
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☎市長室 広報広聴課編 集 FAX

子育てに関する情報は「大和の子育てを応援するサイト」へ

・送迎ステーション
（幼稚園の前後の預かり保育。保育をする同ステーションと幼稚園間は園バスで送迎）

・病児保育
（市内３か所）

・ファミリーサポートセンター
（有償ボランティアによる子育て支援）

・妊婦健康診査・産後健康診査費用を助成

・不妊症、不育症の治療費を助成

・第３子以降の出産費用を助成

・第３子以降の学校給食費を助成

・ひとり親家庭等の医療費を助成

・ひとり親家庭等の家賃を助成
※いずれも、助成には要件あり。

など

・思い切り体を動かせる外遊びの場所
（大和ゆとりの森、泉の森、星の子ひろば、ボール遊びもできる公園、スカイ広場 など）

・屋内の遊び場・親子の居場所
（ポラリス、シリウス屋内こども広場、子育て支援センター、つどいの広場「こどもーる」 など）

・図書館も充実
（シリウス内図書館、中央林間図書館、渋谷図書館 など）

・小学生の放課後の居場所
（放課後児童クラブ、放課後寺子屋やまと、放課後子ども教室、児童館） など

大和市の子育て支援の取り組み

年 月 日 月 発行
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大和市の子育て支援の取り組み

・中学生まで、小児医療費を助成
（一部、所得制限あり）

・子どもと保護者の健康を応援
プレママ・パパ教室、産後ケア、予防接種、乳幼児健診、親子 健診、

離乳食教室、２歳児歯科相談、子育て何でも応援メール など

・市立小・中学校で完全給食 など

で


