


　この手帳は、小さい体重で生まれたお子さんの保
護者の方にお配りしているものです。
　小さく生まれたお子さんは、生まれてからの成長
がゆっくりだったり、乳幼児健診受診のタイミング
が異なったりする場合があります。
　また、必要に応じて様々な市の制度を利用できた
り、支援を受けられたりする場合があります。
　そういった行政の制度や手続き、市の相談窓口に
関する情報を掲載しているほか、担当する保健師の
連絡先などを記載するページを盛り込んでいます。
　この手帳を活用いただくことで、皆さんのご心配
やご負担が少しでも減り、日々の生活や子育ての支
えになることを願っています。

　この手帳は、小さい体重で生まれたお子さんの保
護者の方にお配りしているものです。
　小さく生まれたお子さんは、生まれてからの成長
がゆっくりだったり、乳幼児健診受診のタイミング
が異なったりする場合があります。
　また、必要に応じて様々な市の制度を利用できた
り、支援を受けられたりする場合があります。
　そういった行政の制度や手続き、市の相談窓口に
関する情報を掲載しているほか、担当する保健師の
連絡先などを記載するページを盛り込んでいます。
　この手帳を活用いただくことで、皆さんのご心配
やご負担が少しでも減り、日々の生活や子育ての支
えになることを願っています。

あまっ子すくすく手帳とは？
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　　最初は小さく生まれて心配したけど、こんなに大きくなっ

て安心しました。

　　あんなに細い身体だったのに、むちむちになりました。

　　外出時、生まれたばかり？と声を掛けられることが多い。

当時は気にしていたけど、最近は「小さく生まれたんです」

と言えるようになった。

　　小さいからすぐに病気になって死んじゃうんではないか

と不安だった。

　　風邪とかひかないか気にしてしまう。

　　小さく産んだから頑張って大きく育てたい。

　　それでも元気に育ってる。

（1,000g 以下で生まれた子どもの母）

　緊急帝王切開に。あれよあれよという間に出産となり、気

持ちがついていかなかったが、出産してすぐ子どもの産声が

聞けたのでとりあえず安心した。面会はコロナの関係で 1 週

間に 1 回、1 時間のみで、会えないさみしさがあったが、面

会するにつれ成長を感じることができた。

（2000ｇ台で生まれた子どもの母）

　　出産後しばらくして子どもの呼吸状態が悪化。子どもの
み他の病院へ救急搬送され心配した。産後しばらく子ども
の元へ行くことができなかったが、会えるようになってか
らは毎日病院に通い、母乳を持って行った。日々元気になっ
ていく子どもの姿に励まされた。
　　悩むこともあるかもしれないが、周りの人に手伝っても
らいながらみんなで子どもの成長を見守っていきたい。

（切迫早産、帝王切開。1,350g で出産）
　　生まれてきた子どもと、子どもの生命力を信じるのみで
した。いろんなハンディがあったとしても子どものキャラ
クターと捉え、ただただ保護者として、栄養と環境を整え
て見守っています。
　　入院中は主治医と助産師・看護師の方々、保健師、職場・
保育園・学校・学童保育の関係者、それぞれの場で出会う
同じ立場の父母、家族やご近所、いろんな人々のお世話と
見守りの中、親子ともども成長させてもらっています。

先輩ママからの
メッセージ

　　風邪とかひかないか気にしてしまう。　　風邪とかひかないか気にしてしまう。　　風邪とかひかないか気にしてしまう。　　風邪とかひかないか気にしてしまう。

　　それでも元気に育ってる。

　　小さく産んだから頑張って大きく育てたい。　　小さく産んだから頑張って大きく育てたい。　　小さく産んだから頑張って大きく育てたい。
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と不安だった。

　　風邪とかひかないか気にしてしまう。

　　小さく産んだから頑張って大きく育てたい。
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　緊急帝王切開に。あれよあれよという間に出産となり、気

持ちがついていかなかったが、出産してすぐ子どもの産声が

聞けたのでとりあえず安心した。面会はコロナの関係で 1 週

間に 1 回、1 時間のみで、会えないさみしさがあったが、面

会するにつれ成長を感じることができた。

（2000ｇ台で生まれた子どもの母）

　　出産後しばらくして子どもの呼吸状態が悪化。子どもの
み他の病院へ救急搬送され心配した。産後しばらく子ども
の元へ行くことができなかったが、会えるようになってか
らは毎日病院に通い、母乳を持って行った。日々元気になっ
ていく子どもの姿に励まされた。
　　悩むこともあるかもしれないが、周りの人に手伝っても
らいながらみんなで子どもの成長を見守っていきたい。

（切迫早産、帝王切開。1,350g で出産）
　　生まれてきた子どもと、子どもの生命力を信じるのみで
した。いろんなハンディがあったとしても子どものキャラ
クターと捉え、ただただ保護者として、栄養と環境を整え
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生まれた時の記録 ＮＩＣＵ・ＧＣＵでの記録

生 年 月 日　　　　　　年　　　　月　　　　日　

出産予定日　　　　　　年　　　　月　　　　日

在 胎 期 間　　　　　　週　　　　日

出 生 体 重　　　　　　　　　　g

身　　　長　　　　　　　　　　cm

頭　　　囲　　　　　　　　　　cm

胸　　　囲　　　　　　　　　　cm

人 工 呼 吸 器　　あり　／　なし

　　　　　　　　　チューブが外れた日：　　年　　月　　日

酸　素　療　法　　あり　／　なし

　　　　　　　　　終了した日：　　　年　　　月　　　日

輸血・血液製剤　　赤血球・血小板・その他（　　）

保　　育　　器　　あり　／　なし

　　　　　　　　　保育器からコットへ移った日　　年　　月　　日

経　管　栄　養　　あり　／　なし

経口哺乳スタート　　　　年　　　月　　　日

未熟児網膜症　　あり　／　なし

　　　　　　　　　（あり：治療無し・光凝固・その他）

未 熟 児 貧 血　　あり　／　なし

　　　　　　　　　（あり：鉄剤・エリスロポエチン・その他）

頭 部 Ｍ Ｒ Ｉ　　　　年　　　月　　　日　所見（　　　　　）

聴　覚　検　査　　　　年　　　月　　　日　結果（　　　　　）　

手　　　　　術　　あり　／　なし
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生まれた時の記録 ＮＩＣＵ・ＧＣＵでの記録

生 年 月 日　　　　　　年　　　　月　　　　日　

出産予定日　　　　　　年　　　　月　　　　日

在 胎 期 間　　　　　　週　　　　日

出 生 体 重　　　　　　　　　　g

身　　　長　　　　　　　　　　cm

頭　　　囲　　　　　　　　　　cm

胸　　　囲　　　　　　　　　　cm

人 工 呼 吸 器　　あり　／　なし

　　　　　　　　　チューブが外れた日：　　年　　月　　日

酸　素　療　法　　あり　／　なし

　　　　　　　　　終了した日：　　　年　　　月　　　日

輸血・血液製剤　　赤血球・血小板・その他（　　）

保　　育　　器　　あり　／　なし

　　　　　　　　　保育器からコットへ移った日　　年　　月　　日

経　管　栄　養　　あり　／　なし

経口哺乳スタート　　　　年　　　月　　　日

未熟児網膜症　　あり　／　なし

　　　　　　　　　（あり：治療無し・光凝固・その他）

未 熟 児 貧 血　　あり　／　なし

　　　　　　　　　（あり：鉄剤・エリスロポエチン・その他）

頭 部 Ｍ Ｒ Ｉ　　　　年　　　月　　　日　所見（　　　　　）

聴　覚　検　査　　　　年　　　月　　　日　結果（　　　　　）　

手　　　　　術　　あり　／　なし
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Q

Q

A

Q
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Q

Q & A

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6850

養育医療 出生体重が 2,000ｇ以下等身体の発
育が未熟のまま出生した子どもの
養育に必要な医療の給付を行いま
す。出生後引き続き入院しており、
指定医療機関で入院養育を受けて
いる 1歳未満の子どもが対象です。

0 歳～小学 3 年生までの子どもの
医療費の一部又は全部を助成しま
す。所得制限があります。（ただし、
未就学児は所得制限はありませ
ん。）お子さんの健康保険被保険者
証が交付されてから申請してくだ
さい。

制度の名称 制度の内容 相談窓口

乳幼児等医療 福祉医療課
TEL:06－6489－6359
FAX:06－6489－6398

小学 4 年生～中学 3 年生の子ども
の医療費の一部（通院は 1/3、入院
は全部）を助成します。所得制限
があります。

こども医療

身体に障害又はそのおそれのある
児童（18 歳未満）が指定医療機関
に入・通院して障害の改善が期待
できる場合に、医療費の一部を助
成します。（所得制限あり）

自立支援医療
（育成医療）

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6850

小児慢性特定疾病（慢性腎疾患、
慢性呼吸器疾患、内分泌疾患、血
友病等）にかかっている児童等の
医療費の一部を助成します。厚生
労働大臣が定める疾病の程度であ
る児童（18 歳未満）が対象です。

小児慢性特定疾病
医療費支給事業

　　予防接種はどうすればいいの？
　生まれた日の月齢で予防接種を受けることが勧められているので、
生後２か月から接種を行えます。
赤ちゃんの体調によってはスケジュールどおりとならないこともあり
ます。かかりつけ医と相談のうえ、進めていきましょう。

　　乳幼児健診は受けたほうがよい？
　成長・発達の確認だけでなく、さまざまな情報提供が行われる場と
なるので受診しましょう。気になること、心配なことがあれば、専門
職（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）が電話相談を実施しています
ので、赤ちゃんテレホンをお気軽にご利用ください。
北部保健福祉センター　北部地域保健課　赤ちゃんテレホン TEL:06-4950-0645
南部保健福祉センター　南部地域保健課　赤ちゃんテレホン TEL:06-6415-6351

　　退院後の受診はどのようにしたらよい？
　入院していた医療機関でのフォローアップ外来で発育・発達の相談
ができます。予防接種や風邪などの受診はお近くの医療機関でよい場
合も多いので、退院前に主治医と相談し、かかりつけ医を決めましょ
う。かかりつけ医は、できれば「小児科」を専門にしているところが
よいです。小さく生まれた赤ちゃんは、感染症が重症化しやすいため、
風邪症状がありミルクが飲めないなどの症状がある場合には早めに受
診し相談しましょう。

　　離乳食の進め方は？
　離乳食の開始は修正月齢を参考にしながら、お子さんの発達ととも
に食べる機能（唇や舌などの動き）を見ながら離乳食を始めましょう。
体重増加や食欲がある場合には、お子さんの修正月齢に関わらず、お
子さんに合わせて早く進めてもよいでしょう。

Q

A

Q
医療費の助成制度

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6550

健診と予防接種 ＊母子健康手帳をお忘れなく！！
４か月児健診 身体計測、診察（小児科）、育児・歯・離乳食の話
９～１０か月児健診 身体計測、診察（小児科）、育児・歯・離乳食の話
１歳６か月児健診 身体計測、診察（小児科・歯科）、育児・歯・食事の話
２歳児親子歯科健診 ２歳児と保護者の歯科健診、希望者へのフッ素塗布

３歳６か月児健診

予防接種 市内の定期予防接種実施医療機関で個別接種を行っています。

身体計測、尿検査、診察（小児科・歯科・耳鼻科（必要な方）・
眼科（必要な方））、育児・歯・食事の話
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Q & A

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6850

養育医療 出生体重が 2,000ｇ以下等身体の発
育が未熟のまま出生した子どもの
養育に必要な医療の給付を行いま
す。出生後引き続き入院しており、
指定医療機関で入院養育を受けて
いる 1歳未満の子どもが対象です。

0 歳～小学 3 年生までの子どもの
医療費の一部又は全部を助成しま
す。所得制限があります。（ただし、
未就学児は所得制限はありませ
ん。）お子さんの健康保険被保険者
証が交付されてから申請してくだ
さい。

制度の名称 制度の内容 相談窓口

乳幼児等医療 福祉医療課
TEL:06－6489－6359
FAX:06－6489－6398

小学 4 年生～中学 3 年生の子ども
の医療費の一部（通院は 1/3、入院
は全部）を助成します。所得制限
があります。

こども医療

身体に障害又はそのおそれのある
児童（18 歳未満）が指定医療機関
に入・通院して障害の改善が期待
できる場合に、医療費の一部を助
成します。（所得制限あり）

自立支援医療
（育成医療）

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6850

小児慢性特定疾病（慢性腎疾患、
慢性呼吸器疾患、内分泌疾患、血
友病等）にかかっている児童等の
医療費の一部を助成します。厚生
労働大臣が定める疾病の程度であ
る児童（18 歳未満）が対象です。

小児慢性特定疾病
医療費支給事業

　　予防接種はどうすればいいの？
　生まれた日の月齢で予防接種を受けることが勧められているので、
生後２か月から接種を行えます。
赤ちゃんの体調によってはスケジュールどおりとならないこともあり
ます。かかりつけ医と相談のうえ、進めていきましょう。

　　乳幼児健診は受けたほうがよい？
　成長・発達の確認だけでなく、さまざまな情報提供が行われる場と
なるので受診しましょう。気になること、心配なことがあれば、専門
職（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）が電話相談を実施しています
ので、赤ちゃんテレホンをお気軽にご利用ください。
北部保健福祉センター　北部地域保健課　赤ちゃんテレホン TEL:06-4950-0645
南部保健福祉センター　南部地域保健課　赤ちゃんテレホン TEL:06-6415-6351

　　退院後の受診はどのようにしたらよい？
　入院していた医療機関でのフォローアップ外来で発育・発達の相談
ができます。予防接種や風邪などの受診はお近くの医療機関でよい場
合も多いので、退院前に主治医と相談し、かかりつけ医を決めましょ
う。かかりつけ医は、できれば「小児科」を専門にしているところが
よいです。小さく生まれた赤ちゃんは、感染症が重症化しやすいため、
風邪症状がありミルクが飲めないなどの症状がある場合には早めに受
診し相談しましょう。

　　離乳食の進め方は？
　離乳食の開始は修正月齢を参考にしながら、お子さんの発達ととも
に食べる機能（唇や舌などの動き）を見ながら離乳食を始めましょう。
体重増加や食欲がある場合には、お子さんの修正月齢に関わらず、お
子さんに合わせて早く進めてもよいでしょう。
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Q
医療費の助成制度

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
FAX:06－6430－6550

健診と予防接種 ＊母子健康手帳をお忘れなく！！
４か月児健診 身体計測、診察（小児科）、育児・歯・離乳食の話
９～１０か月児健診 身体計測、診察（小児科）、育児・歯・離乳食の話
１歳６か月児健診 身体計測、診察（小児科・歯科）、育児・歯・食事の話
２歳児親子歯科健診 ２歳児と保護者の歯科健診、希望者へのフッ素塗布

３歳６か月児健診

予防接種 市内の定期予防接種実施医療機関で個別接種を行っています。

身体計測、尿検査、診察（小児科・歯科・耳鼻科（必要な方）・
眼科（必要な方））、育児・歯・食事の話
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　自宅へ帰れるのはうれしいけれど、不安もいっぱいで…という声
を聞きます。でも、ご安心ください。病院のフォローアップ外来で
相談したり、保健福祉センターで相談もできますよ。
　かかりつけ医は決めましたか？予防接種やちょっとした風邪の時
など、地域の小児科の先生は心強い味方です。

　自宅へ帰れるのはうれしいけれど、不安もいっぱいで…という声
を聞きます。でも、ご安心ください。病院のフォローアップ外来で
相談したり、保健福祉センターで相談もできますよ。
　かかりつけ医は決めましたか？予防接種やちょっとした風邪の時
など、地域の小児科の先生は心強い味方です。

退院後に地域で関わる機関

退院後はどこに相談したら
いいの？

赤ちゃんのいるご家庭への支援事業

お役立ち講座

子どものための
アレルギー予防
教室

事業名 内　　　容 問い合わせ先
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
　FAX:06－6430－6850

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
　FAX:06－6430－6850

　子どものアレルギーについて知って
おきたいことや、アレルギーの予防な
どについて、アレルギーの専門家によ
る教室です。個別相談もあります。

1 歳からの
むし歯予防教室

　仕上げみがきやおやつの摂り方、フッ
素の利用などのむし歯予防法をアドバ
イスします。

親子で楽しむ
離乳食講習会

　離乳の開始～３回食への進め方のお
話と家族の食事と一緒にできる取り分
け離乳食の試食もあります。（おすすめ
の時期：離乳食開始後）

心と体を育む
幼児食講座

　子どもの心と体を育む食習慣づくりに
ついて、みんなで楽しく学びませんか。
家族そろって食べられるメニューの紹介・
試食もあります。

ふたごのための
育児教室

　医師や助産師、先輩ママの講話や同
時授乳の実技座談会などを行っていま
す。託児もあります。

健康増進課
TEL:06－4869－3033
　FAX:06－4869－3049

母乳育児支援

産後ケア事業

　できれば母乳で育てたいけど、母乳
育児には、「おっぱい足りてるのかな？」
「リズムが上手くつかない」「乳首に傷
ができた」など悩みやトラブルも。
　市内助産院や医療機関で外来や電話
等で母乳育児について相談ができます。
利用には事前予約や利用料金の支払い
が必要です。詳細は各機関にお問い合
わせください。（医療機関は、市のホー
ムぺージから「母乳育児支援」で検索
できます。）

※相談時間は、いずれも月～金曜日の9時～17時30分です。

乳幼児育児相談 　身体計測、診察（小児科）、育児・歯・
食事の話（予約制です）

　出産後 1 年未満のご家族と赤ちゃん
を対象に、助産師が訪問します。
　お母さんの心やからだのケア、授乳
や赤ちゃんのお世話について相談やア
ドバイスなどを行います。一部自己負
担があります。回数は 4 回（ふたごな
どは 6回）まで。

こんにちは
赤ちゃん事業

事業名 内　　　容 相談窓口
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0645
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6351
　FAX:06－6430－6850

　生後2カ月頃の赤ちゃんがいらっしゃ
るご家庭を保育士が訪問し、お子様の
お誕生をお祝いすると共に、子育ての
様子をお聞きしたり、子育てに役立つ
情報をお届けします。
　事前に連絡いたしますが、直接訪問
させていただく場合もあります。

赤ちゃん
テレホン相談

　育児に関する疑問・質問等、お気軽
にご連絡ください。
　妊娠中から、妊婦さんの体調につい
て、出産に向けて気になること、また
子育てで困っていること等ご相談いた
だけます。

34



　自宅へ帰れるのはうれしいけれど、不安もいっぱいで…という声
を聞きます。でも、ご安心ください。病院のフォローアップ外来で
相談したり、保健福祉センターで相談もできますよ。
　かかりつけ医は決めましたか？予防接種やちょっとした風邪の時
など、地域の小児科の先生は心強い味方です。

　自宅へ帰れるのはうれしいけれど、不安もいっぱいで…という声
を聞きます。でも、ご安心ください。病院のフォローアップ外来で
相談したり、保健福祉センターで相談もできますよ。
　かかりつけ医は決めましたか？予防接種やちょっとした風邪の時
など、地域の小児科の先生は心強い味方です。

退院後に地域で関わる機関

退院後はどこに相談したら
いいの？

赤ちゃんのいるご家庭への支援事業

お役立ち講座

子どものための
アレルギー予防
教室

事業名 内　　　容 問い合わせ先
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
　FAX:06－6430－6850

北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6342
　FAX:06－6430－6850

　子どものアレルギーについて知って
おきたいことや、アレルギーの予防な
どについて、アレルギーの専門家によ
る教室です。個別相談もあります。

1 歳からの
むし歯予防教室

　仕上げみがきやおやつの摂り方、フッ
素の利用などのむし歯予防法をアドバ
イスします。

親子で楽しむ
離乳食講習会

　離乳の開始～３回食への進め方のお
話と家族の食事と一緒にできる取り分
け離乳食の試食もあります。（おすすめ
の時期：離乳食開始後）

心と体を育む
幼児食講座

　子どもの心と体を育む食習慣づくりに
ついて、みんなで楽しく学びませんか。
家族そろって食べられるメニューの紹介・
試食もあります。

ふたごのための
育児教室

　医師や助産師、先輩ママの講話や同
時授乳の実技座談会などを行っていま
す。託児もあります。

健康増進課
TEL:06－4869－3033
　FAX:06－4869－3049

母乳育児支援

産後ケア事業

　できれば母乳で育てたいけど、母乳
育児には、「おっぱい足りてるのかな？」
「リズムが上手くつかない」「乳首に傷
ができた」など悩みやトラブルも。
　市内助産院や医療機関で外来や電話
等で母乳育児について相談ができます。
利用には事前予約や利用料金の支払い
が必要です。詳細は各機関にお問い合
わせください。（医療機関は、市のホー
ムぺージから「母乳育児支援」で検索
できます。）

※相談時間は、いずれも月～金曜日の9時～17時30分です。

乳幼児育児相談 　身体計測、診察（小児科）、育児・歯・
食事の話（予約制です）

　出産後 1 年未満のご家族と赤ちゃん
を対象に、助産師が訪問します。
　お母さんの心やからだのケア、授乳
や赤ちゃんのお世話について相談やア
ドバイスなどを行います。一部自己負
担があります。回数は 4 回（ふたごな
どは 6回）まで。

こんにちは
赤ちゃん事業

事業名 内　　　容 相談窓口
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0645
　FAX:06－6428－5110

南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6351
　FAX:06－6430－6850

　生後2カ月頃の赤ちゃんがいらっしゃ
るご家庭を保育士が訪問し、お子様の
お誕生をお祝いすると共に、子育ての
様子をお聞きしたり、子育てに役立つ
情報をお届けします。
　事前に連絡いたしますが、直接訪問
させていただく場合もあります。

赤ちゃん
テレホン相談

　育児に関する疑問・質問等、お気軽
にご連絡ください。
　妊娠中から、妊婦さんの体調につい
て、出産に向けて気になること、また
子育てで困っていること等ご相談いた
だけます。
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家庭児童
相談

　児童専門のケースワーカーが子どもの養
育や児童虐待等の相談支援を実施します。

こども相談支援課
●電話相談
TEL:06－6430－9989（総合相談）

子ども・子育て相談

総合相談
事業名 相談内容 問い合わせ先

いくしあ総合相談
　TEL:06－6430－9989（総合相談）

　0 歳から概ね 18 歳までの身近な子育て
相談から専門的な相談まで幅広く対応しま
す。

発達相談 　発達や行動で気になることや困り事があ
る子どもと家族を対象に、医師や保健師、
保育士、作業療法士、言語聴覚士が必要に
応じて相談支援を実施します。

子育ての全般的な相談

その他の子育て相談

こどもなんでも
相談

事業名 相談内容 問い合わせ先
こども福祉課
TEL:06－6489－6349
　FAX:06－6482－3781

　「引っ越ししたばかりで、子育てが不
安。」「ママ友を作りたい。」「子どもの
遊び場はどこ？」「子どもを預けるに
は？」など、子育てに関わるいろいろ
な疑問や悩みをお気軽にご相談くださ
い。小学校就学前の子どもをもつ子育
て家庭が対象です。

各公立保育所
の育児相談

　乳幼児期の子育ての不安や悩みなど
の相談や、育児情報の提供などを行い、
子育てを応援しています。
・場所：全公立保育所
・対象：就学前の子どもをもつ保護者

各公立保育所

●いくしあ（子どもの育ち支援センター）への相談

一人で悩まないで相談を
　子どもの発達への不安や学校にまつわる悩みなど、どんな小さな
ことでも、皆さんの相談をお待ちしています。「ちょっとしんどいな。」
「困ったな。」というときに、何でも相談できる場として、いくしあ（子
どもの育ち支援センター）をご利用ください。

一人で悩まないで相談を
　子どもの発達への不安や学校にまつわる悩みなど、どんな小さな
ことでも、皆さんの相談をお待ちしています。「ちょっとしんどいな。」
「困ったな。」というときに、何でも相談できる場として、いくしあ（子
どもの育ち支援センター）をご利用ください。

●民生児童委員
　民生児童委員※は、あなたのお住まいの地域の身近な相談相手とし
て、生活上のお困りごとがあった場合、必要に応じて福祉制度や子
育て支援サービスの情報提供や関係機関につなぐ活動をしています。
　また、民生児童委員には、民生委員法により守秘義務が課せられ
ていますので、安心してご相談ください。
　あなたの地域の民生児童委員をお知りになりたい場合は、お住ま
いの行政区の尼崎市社会福祉協議会の各支部事務局までお問い合わ
せください。
※民生委員と児童委員はそれぞれ根拠法が民生委員法と児童福祉法に分かれており、
民生委員は児童委員を兼務すると規定されています。

　いくしあは、０歳から概ね 18 歳までの子どもや子
育て家庭を対象に、福祉・保健・教育の分野が連携し、
切れ目なく継続的に支援していくための総合施設で
す。日々の暮らしの中で課題や困難を抱える子ども
や子育て家庭に寄り添います。

【0歳～ 3歳のお子様】
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110
南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6432
　FAX:06－6430－6850

※相談時間は、いずれも月～金曜日の9時～17時30分です。

※相談時間は、「こどもなんでも相談」は月～金曜日の9時～17時30分、保育所の
　相談時間は、各保育所により異なります。

各支部社会福祉協議会

中央 TEL:06-6482-1790FAX:06-6489-9300 小田
TEL:06-6488-5443
FAX:06-6488-5459 大庄

TEL:06-6419-8225
FAX:06-6419-8226

立花 TEL:06-6427-7770FAX:06-6427-7773 武庫
TEL:06-6431-7884
FAX:06-6431-9542 園田

TEL:06-6491-2361
FAX:06-4950-0410

教育相談 　4 歳から 18 歳までの子どもに関する教
育相談。子ども本人、家族などからの教育
相談に対応し、学校と連携した不登校児童
生徒への支援も実施します。

こども教育支援課
●面接相談（要予約）
TEL:06－6430－9989

【4歳～ 18 歳のお子様】
発達相談支援課（要予約）
TEL:06－6430－9989（総合相談）
　FAX:06－6409－4298
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家庭児童
相談

　児童専門のケースワーカーが子どもの養
育や児童虐待等の相談支援を実施します。

こども相談支援課
●電話相談
TEL:06－6430－9989（総合相談）

子ども・子育て相談

総合相談
事業名 相談内容 問い合わせ先

いくしあ総合相談
　TEL:06－6430－9989（総合相談）

　0 歳から概ね 18 歳までの身近な子育て
相談から専門的な相談まで幅広く対応しま
す。

発達相談 　発達や行動で気になることや困り事があ
る子どもと家族を対象に、医師や保健師、
保育士、作業療法士、言語聴覚士が必要に
応じて相談支援を実施します。

子育ての全般的な相談

その他の子育て相談

こどもなんでも
相談

事業名 相談内容 問い合わせ先
こども福祉課
TEL:06－6489－6349
　FAX:06－6482－3781

　「引っ越ししたばかりで、子育てが不
安。」「ママ友を作りたい。」「子どもの
遊び場はどこ？」「子どもを預けるに
は？」など、子育てに関わるいろいろ
な疑問や悩みをお気軽にご相談くださ
い。小学校就学前の子どもをもつ子育
て家庭が対象です。

各公立保育所
の育児相談

　乳幼児期の子育ての不安や悩みなど
の相談や、育児情報の提供などを行い、
子育てを応援しています。
・場所：全公立保育所
・対象：就学前の子どもをもつ保護者

各公立保育所

●いくしあ（子どもの育ち支援センター）への相談

一人で悩まないで相談を
　子どもの発達への不安や学校にまつわる悩みなど、どんな小さな
ことでも、皆さんの相談をお待ちしています。「ちょっとしんどいな。」
「困ったな。」というときに、何でも相談できる場として、いくしあ（子
どもの育ち支援センター）をご利用ください。

一人で悩まないで相談を
　子どもの発達への不安や学校にまつわる悩みなど、どんな小さな
ことでも、皆さんの相談をお待ちしています。「ちょっとしんどいな。」
「困ったな。」というときに、何でも相談できる場として、いくしあ（子
どもの育ち支援センター）をご利用ください。

●民生児童委員
　民生児童委員※は、あなたのお住まいの地域の身近な相談相手とし
て、生活上のお困りごとがあった場合、必要に応じて福祉制度や子
育て支援サービスの情報提供や関係機関につなぐ活動をしています。
　また、民生児童委員には、民生委員法により守秘義務が課せられ
ていますので、安心してご相談ください。
　あなたの地域の民生児童委員をお知りになりたい場合は、お住ま
いの行政区の尼崎市社会福祉協議会の各支部事務局までお問い合わ
せください。
※民生委員と児童委員はそれぞれ根拠法が民生委員法と児童福祉法に分かれており、
民生委員は児童委員を兼務すると規定されています。

　いくしあは、０歳から概ね 18 歳までの子どもや子
育て家庭を対象に、福祉・保健・教育の分野が連携し、
切れ目なく継続的に支援していくための総合施設で
す。日々の暮らしの中で課題や困難を抱える子ども
や子育て家庭に寄り添います。

【0歳～ 3歳のお子様】
北部保健福祉センター
北部地域保健課
TEL:06－4950－0637
　FAX:06－6428－5110
南部保健福祉センター
南部地域保健課
TEL:06－6415－6432
　FAX:06－6430－6850

※相談時間は、いずれも月～金曜日の9時～17時30分です。

※相談時間は、「こどもなんでも相談」は月～金曜日の9時～17時30分、保育所の
　相談時間は、各保育所により異なります。

各支部社会福祉協議会

中央 TEL:06-6482-1790FAX:06-6489-9300 小田
TEL:06-6488-5443
FAX:06-6488-5459 大庄

TEL:06-6419-8225
FAX:06-6419-8226

立花 TEL:06-6427-7770FAX:06-6427-7773 武庫
TEL:06-6431-7884
FAX:06-6431-9542 園田

TEL:06-6491-2361
FAX:06-4950-0410

教育相談 　4 歳から 18 歳までの子どもに関する教
育相談。子ども本人、家族などからの教育
相談に対応し、学校と連携した不登校児童
生徒への支援も実施します。

こども教育支援課
●面接相談（要予約）
TEL:06－6430－9989

【4歳～ 18 歳のお子様】
発達相談支援課（要予約）
TEL:06－6430－9989（総合相談）
　FAX:06－6409－4298
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