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広域対応用 

 

 

 

 

 

 

 

 

多子世帯用 

毎日の暮らしに役立つ情報 
ももっこカード（おかやま子育て家庭応援カード） 

 

 妊婦や小学校６年生までの子どもがいる家庭へ交付され，協賛店で提示するだけで割引やサービスなどの特典が受けられる

カードです。子どもが３人以上の家庭には「多子世帯対応ももっこカード」を発行します。また，子育て支援パスポート事業の

全国共通展開がスタートし，４７都道府県で共通利用できる全国共通ロゴマーク入りのカードもあります。こども課窓口にて

発行しています。 

 ●ももっこカード協賛店は，ミニのぼり旗とステッカーが目印。 

  ポータルサイト「おかやま はぐくま～れ」でも検索できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ  こども課子育て支援係 TEL 92－8268 

 

 

赤ちゃんの駅 
 

 赤ちゃん連れの家族が安心して外出を楽しむことができるように，おむつ替えや授乳などで立ち寄ることができる施設を「赤

ちゃんの駅」に登録しています。赤ちゃんの駅には入口などにステッカーを貼っています。（詳細は市 HP参照） 

 問い合わせ  こども課子育て支援係 TEL 92－8268 

 

赤ちゃんの駅を設置している市内施設 

総社市図書館 サンロード吉備路 

きびじアリーナ 総社駅前観光案内所 

きよね夢てらす 清音ふるさとふれあい広場 

山手公民館 三宅内科小児科医院 

岡山県立大学 やまもと医院 

西出張所 高杉こどもクリニック 

総社ふれあいセンター 清音クリニック 

働く婦人の家 吉備路歯科医院 

総社市役所 おかやまコープ コープ総社東 

山手出張所 農マル園芸 吉備路農園 

天満屋ハピータウンリブ総社店 谷口レディスクリニック 

山手保健センター ホームプラザナフコ総社店 

サントピア岡山総社 鬼城山ビジターセンター 
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「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度 
 

 「ほっとパーキングおかやま」の案内表示がある駐車場で妊娠７ヶ月～産後１年の方 

（産後は乳幼児同乗の場合のみ）などが利用できます。 

有効期限を過ぎた利用証は，ご返却ください。 

また，駐車場の有効利用を図るため，介助者等第三者が運転される場合は，利用証を 

交付されている方の乗降が済み次第，自動車を一般駐車場へ移動していただくなど，譲 

りあって駐車場を利用してください。 

 問い合わせ  福祉課障がい福祉係 TEL 92－8269 

 
 

総社市新生活交通「雪舟くん」 
 

 予約センターに電話予約すると，自宅などに迎えに行き，希望する目的地までお送りします。乗り合いなので，別の利用者の

お宅や目的地を回りながら運行します。 

【 運 行 日 時 】月曜日から金曜日までの午前８時台から午後４時台までの１時間ごと。 

土・日・祝日・お盆期間（８/１３～１５）年末年始は運休。 

【 運 賃 】１人１乗車３００円 

（小学生は２００円，未就学児は保護者同伴で無料） 

【 利 用 受 付 】事前に利用の登録が必要です。 

        月～金曜日 午前７時３０分～午後５時 

        （土・日・祝日・年末年始は除く） 

【予約専用電話】TEL 92－1111 

 問い合わせ  交通政策課 TEL 92－8249 

 

防災かるた 
 

 日ごろから防災について考え記憶に残すことが，いざというとき命を救うこと 

になります。絵でイメージをわかせながら，防災かるたで繰り返し遊び，いざと 

いうときに備えましょう。総社市危機管理室で貸出を行っていますのでご利用く 

ださい。 

 問い合わせ  危機管理室 TEL 92－8599 

 

防災情報ホームページ 
 

 身の回りの防災情報を知ることができます。ハザードマップで急な災害に備えましょう。 

総社市ホームページからご覧ください。 

「家族だそうじゃ！みんなで減災・みんなのために！」 

〔URL〕http://sojabousai.city.soja.okayama.jp/kazoku/ 

 問い合わせ  危機管理室 TEL 92－8599 

 

そうじゃメールマガジン 
 

 総社市では個人の携帯電話のメールに，市からの情報を発信しています。 

 子育てイベントや防災などのタイムリーな情報が配信されます。 

 ご登録は右の QRコードか，t-soja@sg-m.jp まで空メールを。 

 問い合わせ  市政情報課広報広聴係 TEL 92－8214 

 

総社市公式 LINE 

 市の防災情報やイベント情報を LINE で発信しています。災害発生時は災害情報を発信するとともに， 

市民の皆さまから写真や動画を送信してもらい，現場情報を収集します。 

 友だち追加は右の QRコードか，@soja_city で ID検索。 

問い合わせ  市政情報課広報広聴係 TEL 92－8214 



 

 

 

おでかけをもっと楽しくしたい 

36 

「子育て王国そうじゃ」情報  
 

 “チュッピー”のＣＤと踊りのＤＶＤ 
 

 「子育て王国そうじゃ」イメージキャラクター“チュッピー”の歌のＣＤ＆ＤＶＤを貸し出しています。子どもから大人まで楽

しめるリズムとメロディーで，かわいい振り付けになっています。保育園，幼稚園，小学校の運動会やお祭り，地域の子ども会

行事などでもご活用ください。 

【 曲 目 】●チュッピー ＤＥ ハッピー！ 

        ●チュッピー音頭 

        ●悠久（総社市の花・鳥・木の歌） 

【貸し出し場所】①魅力発信室 

        ②市図書館 

 問い合わせ  魅力発信室 TEL 92－8308 

 

 

チュッピーの着ぐるみ 

「子育て王国そうじゃ」イメージキャラクター“チュッピー”の着ぐるみを貸し出しています。 

保育園，幼稚園，小学校の運動会やお祭り，地域の子ども会行事などでご活用ください。 

（ただし先着順。また，利用条件によっては貸し出せない場合もあります。） 

 問い合わせ  魅力発信室 TEL 92－8308 

 

 

チュッピーの SNS 

暮らしのお役立ち情報や総社市のおすすめスポット，チュッピーの日常などを YouTube・Twitterで紹介しています。 

かわいいチュッピーの YouTubeチャンネル・Twitterは下のQRコードから見ることができます。 

 

◆YouTube                            ◆Twitter 

 

 

 

 

 

 問い合わせ  魅力発信室 TEL 92－8308 

 

 

総社市子ども条例 
 

 子どもたち一人ひとりがかけがえのない存在です。すべての子どもが，家族，地域から愛され，心豊かに健やかに育ってほし

い，そして未来の総社のまちを担ってほしいという願いをこめてこの条例（みんなの約束ごと）ができました。まち全体で子ど

もの育ちを支え合う仕組みを整えるため，それぞれの役割をしめしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ  こども課子育て支援係 TEL 92－8268 
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市内施設・医療機関・公園一覧 
 

公共施設                                                            マップはこちらから ▶ 

 

 施設名 所在地 電話番号 

1 総社市駅前観光案内所 駅前一丁目１－１ ９３－１４７０ 

2 総社市役所 中央一丁目１－１ ９２－８２００ 

3 総合福祉センター/総社市保健センター 中央一丁目１－３ ９２－８２５５ 

4 総社市図書館 中央三丁目１０－１１３ ９３－４４２２ 

5 中央公民館 中央三丁目１－１０２ ９２－３４９１ 

6 総社市民会館 中央三丁目１－１０２ ９２－３４９１ 

7 勤労青少年ホーム 中央三丁目１－１０２ ９２－８３７１ 

8 ハローワーク総社出張所 中央三丁目１５－１１１ ９２－６００１ 

9 総社ふれあいセンター 中央六丁目６－１０２ ９３－４９８０ 

10 まちかど郷土館 総社二丁目１７－３３ ９３－９２１１ 

11 働く婦人の家 総社三丁目１５－１ ９３－１１８０ 

12 総社市消防本部 小寺３７７ ９２－８３４６ 

13 総社市営斎場 小寺７４１－１ ９３－６３１７ 

14 総社市シルバー人材センター 門田７１７－１ ９３－９１１０ 

15 総社市武道館 真壁４２３－１ ９２－６３３０ 

16 総社警察署 真壁４２６－１ ９４－０１１０ 

17 サンワーク総社 駅南一丁目５－７ ９３－８８０７ 

18 スポーツセンター（きびじアリーナ） 三輪１３００ ９３－２１００ 

19 総社吉備路文化館 上林１２５２ ９３－２２１９ 

20 国民宿舎サンロード吉備路 三須８２５－１ ９０－０５５０ 

21 東公民館 南溝手４７７－７ ９３－２９９５ 

22 岡山県立大学 窪木１１１ ９４－２１１１ 

23 鬼城山ビジターセンター 黒尾１１０１－２ ９９－８５６６ 

24 北出張所（池田分館） 見延６３８ ９５－８７０６ 

25 西公民館 秦３５０ ９２－０４４６ 

26 西出張所 新本７７４３ ９６－０４２０ 

27 昭和出張所/昭和公民館 美袋１９１５－１ ９９－１１０１ 

28 山手公民館 岡谷１５１－１ ９３－１２４１ 

29 山手保健センター 地頭片山１４３－１ ９３－９８３４ 

30 山手出張所 地頭片山１７－１ ９２－１２４１ 

31 山手福祉センター 地頭片山１５０１ ９０－０２００ 

32 山手ふれあいセンター 地頭片山１４７ ９３－５５１８ 

33 吉備路もてなしの館 宿４１８ ９４－１０４８ 

34 清音福祉センター 清音軽部１１３５ ９２－２４００ 

35 清音出張所/清音公民館 清音軽部１１３５ ９４－０１１１ 

36 きよね夢てらす 清音軽部６６６－６ ９２－０３５５ 
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病院                                                                マップはこちらから ▶ 

 

 施設名 所在地 電話番号 

1 森下病院 駅前一丁目６－１ ９２－０５９１ 

2 パーク統合クリニック 駅前二丁目１７－１ ９２－３６６１ 

3 きび皮膚科形成外科クリニック 中央二丁目６－３６ ９０－２００７ 

4 たなか耳鼻咽喉クリニック 中央三丁目１０－１０５ ９２－９５００ 

5 こうら整形外科 中央六丁目１０－１０３ ９０－２０２０ 

6 薬師寺慈恵病院 総社一丁目１７－２５ ９２－０１４６ 

7 長野病院 総社二丁目２２－４３ ９２－２３６１ 

8 総社みみ・はな・のどクリニック 総社二丁目２０－１０ ９０－３３８７ 

9 松尾皮膚科医院 総社二丁目２３－１４ ９３－３１８８ 

10 高杉こどもクリニック 井手５８５－１ ９４－８８３９ 

11 三宅内科小児科医院 井手９１９ ９３－８５１１ 

12 谷向内科 井手１２０８－２ ９４－８８０１ 

13 原田整形外科 井手１２０８－２ ９４－８８８１ 

14 服部耳鼻咽喉科医院 井手１２０８－３ ９４－８８８７ 

15 泉クリニック 小寺９９５－１ ９４－５０５０ 

16 くにとみクリニック 門田７８－１ ９２－０２５５ 

17 診療ドクター杉生 門田３１５ ９２－５７７１ 

18 渡辺医院 真壁１５１－５ ９２－７２２２ 

19 すぎもと眼科医院 真壁１５８－５ ９４－５５５０ 

20 さかえ外科内科クリニック 真壁２１２ ９３－８８００ 

21 谷口レディスクリニック 真壁２１３ ９４－３３００ 

22 みやした内科医院 真壁１２３１－１ ９５－２８６０ 

23 やまもと医院 三輪６１８ ９３－７７７３ 

24 杉生クリニック 三須１３４２ ９２－０２５２ 

25 岡ハートクリニック 岡谷１７０ ９３－３０３３ 

26 清音クリニック 清音三因６０６－１ ９４－４１１１ 

27 あさのクリニック 中央二丁目３－５ ９３－８８０８ 

28 佐藤医院 清音上中島１６６－６ ９３－１６０６ 

29 しおつか泌尿器科クリニック 金井戸１６８－１ ９０－００５５ 

30 昭和医院 美袋１２６７ ９９－２７６２ 

31 杉本クリニック 駅前二丁目１８－２１ ９２－１０００ 

32 旦医院 美袋１７９２ ９９－１１２０ 

33 友野内科医院 富原３４４－１ ９２－８８２２ 

34 平川内科クリニック 久代４９６４－１ ９６－２００２ 

35 藤井クリニック 駅南二丁目１７－１ ３１－７６１６ 

36 きびじ整形外科・内科・リハビリクリニック 岡谷３３７－１ ９３－１２２１ 

37 こころ診療所 中央六丁目１５－１０８ ３１－５５６１ 

38 薬師寺医院 中央一丁目２２－１０３ ９３－６５５５ 

39 ふじかわ眼科 小寺７－７ ９３－００４７ 
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歯科医院                                                            マップはこちらから ▶ 

 

 施設名 所在地 電話番号 

1 大村歯科医院 中央一丁目８－２６ ９３－５５７６ 

2 タナベ歯科医院 中央二丁目７－３３ ９３－６４８０ 

3 吉井歯科医院 総社一丁目１１－８ ９２－５３７０ 

4 亀山歯科医院 総社一丁目１－３３ ９２－８０２０ 

5 いぬつか歯科医院 総社二丁目１－２８ ９３－４１８２ 

6 たんぽぽ歯科クリニック 小寺９８５－１ ９０－０６００ 

7 西歯科医院 門田１２５８－２ ９４－１１８２ 

8 むらき歯科医院 門田３６４－１２ ９３－９８７６ 

9 はやし歯科クリニック 溝口１２２－１１ ９０－１４１８ 

10 みやお歯科クリニック 真壁１５６－１ ９２－０１８１ 

11 高木歯科医院 真壁１０２１ ９３－６７１０ 

12 真壁歯科医院 真壁１６３８－１６ ９３－６７４０ 

13 吉備路歯科医院 駅南二丁目２８－１８ ９４－８２２６ 

14 中田歯科医院 南溝手４０９－１ ９４－３３６０ 

15 あおぞら歯科クリニック 東阿曽１８９７－１ ９９－７１１８ 

16 秋山第２歯科 富原３４４－７ ９４－４７７７ 

17 角谷歯科医院 久代４９６５－１ ９６－０２２７ 

18 山手グリーン歯科 岡谷１１９－５ ９２－８１４８ 

19 みより なのはな歯科 清音三因１１４－４ ９０－３４１０ 

20 小西歯科医院 中央二丁目１５－２５ ９３－４１７８ 

21 さおり歯科 清音軽部７７０－２ ３７－５９４３ 

22 清水歯科医院 中央一丁目２３－１０８ ９２－１０７７ 

23 髙橋歯科医院 久代３８１４－１ ９６－０１１８ 

24 はっとり歯科クリニック 井手６０５－５ ９０－０８０１ 

25 ひかり歯科クリニック 駅南二丁目３１－１ ９０－０３００ 

26 むかえ歯科・小児歯科 井手１０６６－３ ３１－８５００ 

27 むとう歯科 総社１９４７－７ ９４－４１１８ 

28 総社みなみ歯科 駅南一丁目２９－１ ３１－７６９４ 

29 大森歯科医院 井手４１１－１ ３１－８５５８ 
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公園                                                                マップはこちらから ▶ 

 

 施設名 所在地 その他参考情報 

1 石原公園 中央一丁目１１－１０１ 蒸気機関車を展示しています 

2 文化筋公園（まちかどの泉） 中央一丁目２２－１１０ 噴水があります 

3 市成児童公園 中央二丁目４－１０３ 遊具と広場があります 

4 川崎公園 中央三丁目８－１０１ 図書館の隣です 

5 中央記念公園（昔公園） 中央四丁目１９－１０１ 小さな丘があります 

6 中央東公園 中央五丁目８－１０９ 遊具と広場があります 

7 石原南公園 中央六丁目５－１０１ 遊具と広場があります 

8 総社北公園（ももたろう広場） 福井１２００ 陸上競技場や親水広場もあります 

9 常盤公園 駅南一丁目２４－１ 遊具のほか防災機能も備えています 

10 総社運動公園 三輪１３００ スポーツセンター敷地内にあります 

11 弥生広場 真壁地内 昔の住居があります 

12 砂川公園 黒尾７９２ キャンプ場や親水施設があります 

13 長良交通公園 長良１００－１ 交通安全が学べます 

14 鬼ノ城ふれあい広場 西阿曽地内 遊具と広場があります 

15 井風呂谷川砂防公園 見延地内 砂防の歴史が学べます 

16 総社西公園 秦３５８ 総社西公民館の隣です 

17 西部ふれあい広場 久代２６３５－１ 西部親子ふれあいプラザの隣です 

18 角力取山公園 岡谷２８３－２ 角力取山古墳の隣にあります 

19 平山公園 宿１６７７ 遊具のある眺めの良い公園です 

20 宿公園 宿５５２－１ 遊具と広場があります 

21 山手スポーツ広場 宿１７７８－１ グラウンドやテニスコートがあります 

22 清音いずみの森公園 清音軽部６５１－２ きよね夢てらすの隣です 

23 清音ふるさとふれあい広場 清音三因１０１７－４ 遊具や遊水広場があります 

24 水辺の楽校（そうじゃ） 高梁川流域 遊水路や芝生広場があります 

25 水辺の楽校（きよね） 高梁川流域 遊水路や芝生広場があります 

26 吉備路クリーンセンター学習広場 倉敷市真備町箭田４８１ 木製遊具やスプリング遊具があります 

27 高梁川河川敷グラウンド 真壁地先 サッカーや野球ができます 

28 清音河川敷グラウンド 清音上中島地先 サッカーや野球ができます 

 

 

 


