令和２年度 ながの子育て家庭優待パスポート 市町村担当窓口

担当部署

市町村名

電話番号

FAX

メールアドレス

長野市

子育て支援課

026‐224‐7062

026‐224‐7698

ko-shien@city.nagano.lg.jp

松本市

こども育成課 児童担当

0263-34-3261

0263-34-3309

kodomo-i@city.matsumoto.lg.jp

上田市

子育て・子育ち支援課

0268-23-5106

0268-26-6171

kosodate@city.ueda.nagano.jp

岡谷市

子ども課 子育て支援担当

0266-23-4811

0266-24-2755

kodomo@city.okaya.lg.jp

飯田市

子育て支援課 子育て支援係

0265-22-4511（内線：5344）

0265-53-8867

icjidour4@city.iida.lg.jp

諏訪市

こども課・子育て支援係

0266-52-4141（内線：441）

0266-57-2246

kodomo@city.suwa.lg.jp

須坂市

教育委員会子ども課 子育て支援係

026-248-9026

026-248-8825

kodomo@city.suzaka.lg.jp

小諸市

子ども育成課 子ども育成係

0267-22-1700（内線：2294）

0267-23-8857

kikusei@city.komoro.lg.jp

伊那市

子育て支援課子育て支援係

0265-78-4111（内線：2322）

0265-73-4151

kos@city.ina.lg.jp

駒ケ根市

子ども課子育て家庭教育係

0265-83-2111

0265-83-2181

kodomo@city.komagane.lg.jp

中野市

子育て課 子ども支援係

0269-22-2111（内線：356）

0269-22-5901

kosodate@city.nagano-nakano.lg.jp

大町市

子育て支援課子育て支援係

0261-22-0420

0261-23-7730

kosodateshienka@city.omachi.lg.jp

飯山市

子ども育成課 子育て支援係

0269-62-3111（内線：364）

0269-62-5990

kodomo@city.iiyama.lg.jp

0266-73-9843

kodomoka@city.chino.lg.jp

0263-54-2705

kyoudou@city.shiojiri.lg.jp

0267-62-2172

jidou@city.saku.lg.jp

茅野市
塩尻市
佐久市

教育委員会事務局 こども部 こども課
0266-72-2101（内線：614）
こども・家庭支援係
男女共同参画・若者サポート課
0263-52-0894
若者サポート係
子育て支援課 子育て支援係

0267-62-2111（内線：223）
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千曲市

こども未来課・子育て支援係

026-273-1111（内線：1251）

026-273-8011

kosodate@city.chikuma.lg.jp

東御市

子育て支援課子育て支援係

0268-64-5814

0268-64-3128

kosodate@city.tomi.nagano.jp

子ども支援課児童係

0263-71-2255

0263-72-2065

kodomoshien@city.azumino.nagano.jp

小海町

子育て支援課・子育て支援係

0267-92-2580

0267-92-2580

kosodate@koumi-town.jp

川上村

保健福祉課・福祉係

0267-97-3600

0267-97-3515

fukushi@vill.nagano-kawakami.lg.jp

南牧村

住民課・住民係

0267-96-2211

0267-96-2158

jidoh-fukushi@vill.minamimaki.lg.jp

南相木村

住民課・住民係

0267-78-1050

0267-78-1051

jyuumin@vill.minamiaiki.lg.jp

北相木村

住民福祉課 福祉係

0267-77-2111

0267-77-2879

jyuuminhukusi@vill.kitaaiki.nagano.jp

佐久穂町

教育委員会 こども課 子育て支援係 0267-86-4940

0267-86-2633

kodomoshien@town.sakuho.lg.jp

軽井沢町

こども教育課児童係

0267-45-8672

0267-46-1152

jido@town.karuizawa.ｌg.jp

御代田町

町民課 こども係

0267-32-3114

0267-32-3929

kodomo@town.miyota.lg.jp

立科町

町民課・子育て支援係

0267-88-8405

0267-56-2310

kosodate@town.tateshina.nagano.jp

青木村

住民福祉課住民係

0268-49-0111

0268-49-3670

hukusi@vill.aoki.lg.jp

長和町

こども・健康推進課

0268-75-2069

0268-68-3798

kosodate@town.nagano-nagawa.lg.jp

下諏訪町

教育こども課 子育て支援係

0266-27-1111（内線：714）

0266-28-0131

kosien@town.shimosuwa.lg.jp

富士見町

子ども課子ども支援係

0266-62-9237

0266-62-4481

kodomoshien@town.fujimi.lg.jp

安曇野市
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原村

子ども課子育て支援係

0266-78‐4430

0266-79‐4815

kosodate@vill.hara.lg.jp

辰野町

こども課 こども支援係

0266-41-1111

0266-41-3379

kodomo@town.tatsuno.lg.jp

箕輪町

子ども未来課 子育て支援係

0265-79-3111

0265-79-0230

kodomo@town.minowa.lg.jp

飯島町

教育委員会こども室

0265-86-3111

0265-86-5596

gakkou@town.iijima.lg.jp

子育て支援課 子育て支援係

0265-98-8310

0265-73-9799

lg-sien@vill.minamiminowa.lg.jp

中川村

保健福祉課・地域福祉係

0265-88-3001（内線：26）

0265-88-3890

wel-chiiki@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

宮田村

教育委員会こども室 子育て支援係

0265-85-4128

0265-85-5701

kyoiku@vill.miyada.nagano.jp

松川町

教育委員会こども課こども係

0265-36-7023

0265-36-5091

kodomo@town.matsukawa.lg.jp

高森町

教育委員会事務局 こども支援係

0265-35-9416

0265-35-2973

kodomomirai@town.nagano-takamori.lg.jp

阿南町

民生課 福祉係

0260-22-4051

0260-22-2576

minsei@town.anan.lg.jp

阿智村

民生課・福祉係

0265-43-2220

0265-43-3940

fukushi@vill.achi.lg.jp

平谷村

住民課

0265-48-2211

0265-48-2212

juumin-05@vill.hiraya.lg.jp

根羽村

住民課・住民係

0265-49-2111

0265-49-2277

juumin4102@nebamura.jp

下條村

福祉課 福祉係

0260-27-1231

0260-27-1228

fukushi@vill.shimojo.lg.jp

売木村

住民課 住民係

0260-28-2311

0260-28-2135

juumin04@vill.urugi.lg.jp

天龍村

住民課 住民福祉係

0260-32-2001

0260-32-2525

jumin@vill-tenryu.jp

南箕輪村
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泰阜村

住民福祉課 保険係

0260-26-2111

0260-265-2553

jumin@vill.yasuoka.nagano.jp

喬木村

教育委員会 子ども教育係

0265-33-2002

0265‐33‐3682

kyoiku@vill.takagi.nagano.jp

豊丘村

子ども課 子育て支援係

0265-35-9078

0265-35-5115

kodomo@vill.nagano-toyooka.lg.jp

大鹿村

保健福祉課 福祉係

0265-39-2001

0265-39-2788

fukusi@vill.ooshika.lg.jp

上松町

教育委員会子育て支援係

0264-52-2111

0264-52-5151

kosodate@town.agematsu.lg.jp

住民課 福祉係

0264-57-2001

0264-57-2270

fukusi@town.nagiso.lg.jp

木祖村

住民福祉課 福祉係

0264-36-2001

0264-36-3344

jidou@vill.kiso.lg.jp

王滝村

福祉健康課 福祉係

0264-48-3155

0264-48-2275

fukushi@vill.nagano-otaki.lg.jp

大桑村

教育委員会 子ども教育係

0264-55-1020

0264-55-2067

kosodate@vill.okuwa.lg.jp

木曽町

保健福祉課子育て支援係

0264-22-4035

0264-24-2789

jido@town.kiso.lg.jp

麻績村

住民課 住民係

0263-67-3001

0263-67-3094

omi-jumin@vill.omi.lg.jp

生坂村

健康福祉課 福祉係

0263-69-3500

0263-69-3505

kenkokanri@vill.ikusaka.lg.jp

山形村

子育て支援課 子育て支援係

0263-98-5600

0263-50-5611

kosodate@vill.nagano-yamagata.lg.jp

朝日村

子育て支援課 子育て支援係

0263-99-4105

0263-99-2745

kyouiku@vill.nagano-asahi.lg.jp

筑北村

こども支援課 こども支援係

0263-67-1161

0263-67-2170

kodomo@vill.chikuhoku.lg.jp

池田町

健康福祉課 多世代相談センター

0261-61-5000

0261-62-9441

tasedai@town.nagano-ikeda.lg.jp

南木曽町
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松川村

福祉課・健康推進係

0261-62-3290

0261-62-1030

kenkousuishin@vill.matsukawa.lg.jp

白馬村

子育て支援課・子育て支援係

0261-85-8101

0261-85-0723

kodomoshien@vill.hakuba.lg.jp

小谷村

住民福祉課住民係

0261-82-2581

0261‐82‐2232

zyuumin@vill.otari.nagano.jp

坂城町

福祉健康課・福祉係

0268-75-6205

0268-82-3702

hukusi@town.sakaki.nagano.jp

小布施町

健康福祉課 福祉係

026-214-9108

026-247-3113

fukushi@town.obuse.nagano.jp

村民生活課生活環境係

026-214-9267

026-248-0066

sonmin@vill.nagano-takayama.lg.jp

山ノ内町

健康福祉課・子ども支援係

0269-33-3116

0269-33-1104

kofukushi@town.yamanouchi.lg.jp

木島平村

教育委員会子育て支援課子育て支援係

0269-82-3111（内線：162）

0269-82-4121

kosodate@vill.kijimadaira.lg.jp

教育委員会事務局 子ども支援係

0269-85-3115

0269-85-3995

kyoiku@vill.nozawaonsen.nagano.jp

信濃町

信濃町教育委員会事務局
子ども支援係

026-255-5923

026-255-5460

kodomosien@town.shinano.lg.jp

小川村

住民福祉課・小川村保育園

026-269-3585

026-269-2567

nikoniko@vill.nagano-ogawa.lg.jp

飯綱町

教育委員会 子育て支援係

026-253-4769

026-253-6020

kosodate@town.iizuna.lg.jp

住民福祉課・生活福祉係

0269-87-3114

0269-87-3083

hoji@vill.sakae.nagano.jp

高山村

野沢温泉村

栄村

