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6歳5歳4歳3歳2歳1歳11か月10か月9か月8か月7か月6か月5か月4か月3か月2か月1か月0か月妊娠月齢

１人で立つ

１人で歩く 階段をあがる

スプーンを使う

物の材料が
わかる

コップから水を飲む

手に触れたものを
つかむ

首がすわる 寝返りをする

見たものに手を出す

支えな      しで１人で座る 伝い歩きする

はいは      いする

親指と人指し指でつまむ

元気な声で泣く

大きな声で反応する 声を出して笑う 身振りを真似する 人見知りをする

「パパ」「ママ」
などと呼ぶ

要求を理解する

大きい・小さいがわかる

年齢・氏名を言える

発音が
はっきりしてくる

自分の経験した事を
話せる

人にむかって声を出す

あやすと微笑む

大きな声で反応する

人の顏をじっと見つめる 指しゃぶりをする

あやすと笑う おもちゃを一方の手から
他方に持ち変える

記憶力が向上し、
言葉を理解し始める

つかまり立ちする くつをはく 質問が
増えてくる

想像遊び・空想遊びができる

名前を呼ぶと振り向く

先天性代謝異常等検査（生後５～７日目）
4か月児健康診査（4～6か月未満）

10か月児健康診査
（10か月～1歳未満）

1歳6か月児健康診査
（1歳6か月～2歳未満）

2歳児歯科健診

3歳児健康診査
（3歳～4歳未満）

妊婦健康診査

運動

社会性

言語

赤ちゃんの
様子

行事

助成金制度・手続き

健康診断

●初誕生日 ●七五三 ●七五三
●命名式

●お宮参り

●出産届（生まれた日を含めて14日以内）

●児童手当（０歳～中学生修了後まで）

●幼稚園就園奨励費補助金
　（幼稚園在園中）

●私立幼稚園就園奨励費補助金
　（私立幼稚園在園中）

●子育て支援医療費助成事業（0歳～中学生）

●未熟児養育医療給付（0～1歳未満）

●母子手帳交付

●生後100日目
　お食い初め●出生届の提出

●赤ちゃんの特徴

子育てカレンダー

0～2か月
産声から始まり、生まれて初め
てのことばかりの赤ちゃんは、
何かに「興奮」すると、すべてを
泣くことで伝えようとします。
この時期の「泣き」は、お腹が
空いていたり、おむつが濡れて
いたり、疲れたり、飽きてしまっ
たり・・・全てが赤ちゃんからの
メッセージです。

3か月～
3か月ごろには、相手を見分け
ることができるようになりま
す。顔をじっと見つめたり、声の
するほうに向くなど、周囲に感
心を示します。4か月ごろにな
ると、お母さんの顔はしっかり
わかるようになるので、話しか
けるなどのコミュニケーション
が取れるようになります。

6か月～
6か月ほどからは、体を乗り出す、
あとを追う、しがみつくなど、お母
さんに近づこうとするようになり
ます。しっかりと受けとめてあげ
ましょう。また、これまで漠然とし
た不快感だけだったのが、嫌う･
怒る･恐れるなどの種類に分かれ
るなど、より細かに感情を示すよ
うになります。

8か月～
8か月ごろから、初めての場所で
不安そうにしたり、人見知りした
りすることもありますが、成長の
上で大事な発達のひとつです。周
囲の状況を判断できていないと
きは、信頼できるお母さんやお父
さんの反応を頼りにします。泣い
てしまうこともあるため、抱きしめ
て安心させてあげてください。

1歳半～
1歳を過ぎると、感情の種類がさ
らに増え、意味を持った単語を発
するようになります。ゆっくりと最
後まで聞いてあげることが大切
です。聴いて言葉を覚えていく時
期になるので、耳を傾けて会話を
楽しみましょう。また、自我が芽生
える時期です。やりたいというこ
とを暖かく見守りましょう。

乳幼児揺さぶられ症候群を予防しましょう
乳幼児揺さぶられ症候群とは、赤ちゃんが全身を激しく揺さぶられるこ
とで脳震盪（のうしんとう）を起こしてしまう状態のことです。赤ちゃん
の頭は体に比べて大きく、首がすわっていない状態です。揺さぶられる
と脳自体や脳神経・眼の網膜などが傷つき、重い障害が残ったり、命に
かかわります。「なだめても泣きやまない。なぜ泣いているのか分から
ない・・・」とストレスを感じたら赤ちゃんから少し離れて、気持ちを落ち
着かせることが大事です。感情的になってしまうのは仕方がありません
が、無理に泣き止ませようとはせず、決して激しく揺さぶらないように
してください。

32
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妊娠したら・赤ちゃんが生まれたら

子どもの発達

●生活や療育の相談

発達相談

あゆみファイル

のびのび教室

乳幼児健康診査·幼児歯科健康診査

約束健康診査（経過観察健康診査）

育児相談

栄養·歯科相談

りんご教室（2歳6か月児歯科健康診査フォロー教室）

就学前のお子さんの発達などに心配のある人に、発達相談員・保健師などが電話相談または来所での相談をお受けします。
〈対　象〉就学前のお子さん
〈申込み〉電話相談は随時行っています。面接相談は予約制です。事前に保健センターにご連絡ください。

心身の発達に支援が必要な乳幼児・児童・生徒が就学前から就学、その将来にわたり支援の経過を記録するためのファイルです。
保護者と関係機関が相互に協力して作成するものです。

言葉が遅い、落ち着きがない、育てにくさがあるなど発達について経過観察が必要なお子さんに対し、遊びを通して成長・発
達を促します。また保護者に対してお子さんへの対応の方法など助言を行います。保護者同伴で、週1回参加します。

〈対　象〉乳幼児健康診査などで経過観察が必要となったお子さんと保護者
　　　　必要なご家庭には保健師よりご案内します。

乳幼児健康診査は、お子さんの健康状態や成長発達を知るための大切な機会です。必ず受診してください。
●個別健康診査
　・乳児一般健康診査…１歳未満　母子健康手帳別冊についている受診券を指定医療機関に提出して受診します。
　・乳児後期健康診査…９か月～１歳未満　生後８か月頃のお子さん宛に封書で郵送される「乳児後期健康診査受診券」を

指定医療機関に提出して受診します。
●集団健康診査（保健センターで実施）
　4か月児健康診査…4か月～6か月未満、1歳6か月児健康診査…1歳6か月～2歳未満
　2歳6か月児歯科健康診査…2歳6か月～3歳未満、3歳6か月児健康診査…3歳6か月～4歳未満
ご案内は、事前に郵送します。

お子さんの心身の成長や発達過程で経過をみる必要がある人、心配ごとのある人に専門医による診察と発達・栄養・育児に関
する相談を行います。

〈対　象〉就学前のお子さん　※必要なご家庭には保健師よりご案内します。予約制です。

妊娠・出産、育児について助産師、保健師、保育士、理学療法士等に相談できます。
〈対　象〉妊産婦・子育て中の方や家族
〈申込み〉電話相談は随時行っています。面接相談は予約制です。事前に保健センターにご連絡ください。

栄養や歯科について管理栄養士・歯科衛生士に相談できます。
〈対　象〉岸和田市民
〈申込み〉電話相談は随時行っています。面接相談は予約制です。事前に保健センターにご連絡ください。

虫歯予防のための歯みがき指導やフッ化物塗布を実施しています。（奇数月に開催）
〈対　象〉2歳6か月児歯科健康診査を受診された人で、3歳6か月児健康診査までに1回参加できます。

妊娠届出と母子健康手帳の交付

離乳食講習会

妊婦健康診査

パパママ教室

ママにっこり相談

妊産婦·乳幼児訪問

新生児·産婦訪問

低出生体重児訪問

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）

医療機関で妊娠が確認されたら妊娠届出が必要です。妊娠届出時に妊婦さんや赤ちゃんの健康管理・予防接種に必要な母子
健康手帳を交付します。なお、妊娠届出の際は妊婦の個人番号カード（マイナンバー）、または通知カードと本人確認ができる
運転免許証やパスポートなどをお持ちのうえ（代理の人が届出する場合は事前に保健センターにお問い合わせください）保健
センターまでお越しください。

離乳食の開始から完了までの講義、簡単な調理実習、保護者のみ試食を行います。
〈対　象〉原則3か月～1歳未満児の保護者（各回24組、子どもの保育は各回5名まで）
〈申込み〉電話申込みで先着順。（別途、調理実習費必要） 開催日は広報きしわだ、ホームページ、チラシでご案内しています。

妊婦健康診査の費用助成をしています。
＊＊ 妊婦健康診査受診券は妊娠届出時に母子健康手帳と同時に別冊としてお渡しします。
・＊他市町村で妊娠届出をした後に岸和田市に転入した人は、母子健康手帳と現在使用中の妊婦健康診査受診券を持って保健

センターにお越しください。
・＊大阪府外で受診する予定の方はお問い合わせください。

沐浴実習、歯科健診、先輩パパママの体験談、パパの妊娠擬似体験、歯科医師・助産師・管理栄養士・保健師の話などを3回1コー
スで行います。1回のみの参加も可能です。

〈対　象〉妊婦と配偶者・家族（各回20組）
〈申込み〉電話またはメール、FAXでお申し込みください。（先着順） 開催日はホームページやチラシでご案内しています。

妊婦さんや産婦さんご自身の体調や、妊娠・出産、産後の育児について保健センターで気軽にゆっくり、助産師に相談できます。
赤ちゃんの体重測定や授乳相談もできます。

〈対　象〉妊産婦・家族
〈申込み〉相談は予約制です。相談を希望する人は、保健センターにご連絡ください。

保健師・助産師・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・保育士などが訪問して、生活、育児、発達・発育、健康などの相談に応じ
ます。

〈申込み〉保健センターへ気軽にご相談ください。

助産師または保健師が訪問して、計測や育児相談・母乳相談を行います。
〈申込み〉母子健康手帳別冊についている「新生児訪問依頼票」のはがきを保健センターへ送付するか、電話でお申し込みください。

助産師または保健師が訪問して、計測や育児相談・母乳相談を行います。
〈対　象〉出生体重が2,500ｇ未満の赤ちゃんとその保護者
〈申込み〉出生体重が2,500ｇ未満の場合は市長に届け出ることが母子保健法で義務付けられています。母子健康手帳別冊に
　　　　ついている「低出生体重児出生届」のはがきを保健センターへ送付するか、電話でお知らせください。

民生委員児童委員協議会の協力により、生後2か月頃の赤ちゃんがいるすべてのご家庭を訪問し、育児情報をお届けしています。

就学前児童…保健センター・岸和田保健所
就園中…所属保育所（園）・幼稚園・児童発達支援センターなど
就学中…所属校

              保健部健康推進課（岸和田市立保健センター）　☎072-423-8811 FAX072-423-8833
　〈メールアドレス〉 kenko@city.kishiwada.osaka.jp
　〈受付時間〉 月曜日～金曜日　午前9時～午後5時30分（祝日・年末年始を除く）

問合先

問合先
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予防接種
定期予防接種の対象と受け方

予防接種は体調のよい時に受けましょう○予防接種期間は通年です。対象期間内に接種回数を市内実施医療機関で接種すれば、費用は無料となります。
○市内実施医療機関で個別接種を実施しています。予約が必要な場合が多いので、事前に医療機関へご確認ください。

平成30年3月現在

※生後6か月から3歳までに、海外渡航などにより日本脳炎ワクチン接種を希望される場合は、定期接種として受けることができます。

一般的な注意
●予診票と母子健康手帳は必ず持参してください。
●予防接種はワクチンを体内に接種して、病気に対する

抵抗力（免疫）をつけるため、体調の良い時に受けるこ
とが原則です。

●当日は朝から子どもの健康状態をよく観察し、体調が
悪いと思ったら見合わせてください。

●予診票は、接種を行う医師への大切な情報です。
責任を持って正しく記入してください。

●接種を受ける子どもの健康状態をよく知っている保護
者（父・母・養親）が同伴してください。保護者以外（接種
を受ける子どもの健康状態をよく知っている祖父母、
親族など）の人が同伴する場合は「委任状」を持参して
ください（その場合も予診票は必ず保護者がご記入く
ださい）。

●発熱している人（37.5℃以上）
●急性の病気で薬を飲んでいる人
●接種液の成分によって、アナフィラキシー症状を起こしたことがある人
●前回の予防接種から規定の間隔があいていない人

●麻しんにかかった人は、治って4週間程度経過してから
受けてください。

●風しん、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、水痘（水ぼう
そう）などのウイルス性疾患にかかった人は、治って2
～4週間程度が経過してから受けてください。

●体調の安定をみるためには、治ってから2週間ほどがお
よその目安となります。予防接種をするかどうかは、接
種医師とご相談ください。

次に該当する人は予防接種を受けられません。

感染症にかかった人は、
回復して体調が安定してから予防接種を受けてください。

種別 対象 受け方

ヒブ

（不活化ﾜｸﾁﾝ）
生後2か月から
5歳の誕生日の前日まで

【生後2か月から7か月に至るまでの間に接種開始の場合】
初回免疫：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて3回接種

（1歳を超えた場合は2回目、3回目を接種しない。追加接種は可能）
追加免疫：初回免疫（3回）終了後 、7か月以上の間隔をあけて1回接種

【生後7か月から12か月に至るまでの間に接種開始の場合】
初回免疫：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて2回接種

（1歳を超えた場合は2回目を接種しない。追加接種は可能）
追加免疫：初回免疫（2回）終了後、7か月以上の間隔をあけて1回接種

【1歳の誕生日から5歳に至るまでの間に接種開始の場合】
1回接種で終了

小児
肺炎球菌

（不活化ﾜｸﾁﾝ）

生後2か月から
5歳の誕生日の前日まで

【生後2か月から7か月に至るまでの間に接種開始の場合】
初回免疫：27日以上の間隔をあけて3回接種（1歳を超えて2回目の接種を受けた場合は
3回目を接種しない。また、2歳を超えた場合は2回目、3回目を接種しない。追加接種は
可能）
追加免疫：初回免疫（3回）終了後、3回目の接種日の翌日から60日以上の間隔をあけて
1歳以降に1回接種

【生後7か月から12か月に至るまでの間に接種開始の場合】
初回免疫：27日以上の間隔をあけて2回接種（2歳を超えた場合は2回目を接種しない。
追加接種は可能）
追加免疫：初回免疫（2回）終了後、2回目の接種日の翌日から60日以上の間隔をあけて
1歳以降に1回接種

【1歳の誕生日から2歳に至るまでの間に接種開始の場合】
60日以上の間隔をあけて2回接種で終了

【2歳の誕生日から5歳に至るまでの間に接種開始の場合】
1回接種で終了

Ｂ型肝炎
（不活化ﾜｸﾁﾝ）

1歳の誕生日の前日まで
（標準的接種期間は生後2か月
から生後9か月に至るまで）

1回目の接種から27日（4週後の同じ曜日）以上あけて2回目接種
1回目の接種から139日（20週後の同じ曜日）以上あけて3回目接種（計3回接種）

四種混合
ジフテリア

破傷風
百日せき
ポリオ

（不活化ﾜｸﾁﾝ）

生後3か月から
7歳6か月の前日まで

1期初回：20日以上の間隔をあけて3回接種
1期追加：初回接種（3回）終了後6か月以上、標準的には12か月から18か月までの間隔を
あけて1回接種（計4回接種）

BCG
（結核）

（生ﾜｸﾁﾝ）

1歳の誕生日の前日まで
（標準的接種期間は生後5か月
から8か月に至るまで）

1歳の誕生日の前日までに1回接種

麻しん
（はしか）

風しん

（生ﾜｸﾁﾝ）

〈1期〉
1歳から
2歳の誕生日の前日まで

原則として麻しん風しん混合ワクチンを1回接種

〈2期〉
小学校就学前年の
4月1日から翌年3月31日まで

（保育所・幼稚園等の年長児）

原則として麻しん風しん混合ワクチンを1回接種
＊2期の対象者には予診票を個別通知します。

水痘
（みずぼうそう）
（生ワクチン）

1歳から
3歳の誕生日の前日まで 標準的には6か月以上（最低3か月以上）の間隔をあけて2回接種

日本脳炎

（不活化ﾜｸﾁﾝ）

〈1期〉
3歳から（※）
7歳6か月の前日まで

1期初回：6日以上の間隔をあけて2回接種
1期追加：初回接種（2回）終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて1回
接種（計3回接種）

〈2期〉
9歳から13歳の誕生日の前日
まで

1回接種　＊対象年齢になる頃に予診票を個別通知します。

二種混合
ジフテリア

破傷風
（不活化ﾜｸﾁﾝ）

11歳から
13歳の誕生日の前日まで 1回接種　＊対象年齢になる頃に予診票を個別通知します。

子宮頸がん
ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ

（不活化ﾜｸﾁﾝ）
小学6年生から
高校1年生相当の女子

サーバリックス：1回目の接種から1か月後に2回目接種、
1回目から6か月後に3回目接種（計3回接種）
ガーダシル：1回目の接種から2か月後に2回目接種、
1回目から6か月後に3回目接種（計3回接種）

P06 P07
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各種手当・医療費助成制度
●手当

●働く女性のための制度

●医療費助成制度

名称 内容 問合先

児童手当
日本国内に居住し、中学校修了前まで（15歳に達する日以後最初の3月31日まで）の児
童を養育している父母等に支給されます。ただし父母ともに収入がある場合は、恒常的
に収入が高いほう（生計中心者）が受給資格者となります。 子育て給付課 子育て給付担当

☎072-423-9624
児童扶養手当

ひとり親家庭で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童（特別児童扶養手当を
受給または同等の障害の程度にある児童は20歳未満）を扶養している父、母または養育
者に支給されます。ただし所得制限等があります。

名称 内容

妊産婦の就業

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようにしな
ければなりません。
事業主が母性健康管理について適切な対応ができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事
業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。

産前産後の休業
労働基準法では、産前は6週間、産後は8週間、事業主が女性を働かせることを禁止しています。（ただし、産後6週間経過
後、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務について、働かせることは問題ありません。）また、生後満1年に達し
ない赤ちゃんを育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

育児休業
1歳に満たない赤ちゃんを育てる労働者は、男女を問わず、希望する期間中は育児のために休業することができます。会
社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始１か月前までに会社へ育児休業申出書を提出しましょ
う。

育児休業給付
1歳未満の赤ちゃんを育てるために育児休業を取得したなど、一定要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時賃
金日額×支給日数の67％（育児休業の開始から6か月経過後は50%）相当額が最長1年6か月まで支給されます。詳細は最
寄りのハローワークまでお問い合わせください。

名称 内容 問合先

子ども医療費
助成

健康保険に加入している0歳から中学校3年生までの児童の入通院にかかる保険診療費
用を助成します。健康診断料・予防注射料等の保険診療外の費用は対象となりません。
ただし、一医療機関あたり1日500円を上限とした一部自己負担額の支払いが必要とな
ります。（一医療機関で支払う一部自己負担額は1か月に2日が限度となります。） 子育て給付課 医療助成担当

☎072-423-9480
ひとり親家庭
医療費助成

ひとり親家庭で18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を扶養している父、母
または養育者、およびその児童の入通院の医療費が助成されます。それぞれ健康保険へ
の加入が必要です。所得制限があります。

小児慢性特定疾病
医療費助成

慢性に経過する生命を長期に脅かす疾病にかかっている児童について、その医療費の一
部を助成します。悪性新生物群、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、
膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患群、脈管系症候群が対
象となります。

岸和田保健所 地域保健課
☎072-422-6071

未熟児養育
医療給付

様々の未熟性により入院治療を要する乳児に対して、指定養育医療機関での入院治療に
限り、医療費を公費で負担します。世帯の所得課税等に応じて自己負担額があります。

子育て給付課 医療助成担当　
☎072-423-9480

結核児童
療育給付

結核にかかっている児童が療養のため指定療育機関に入院した場合、保健医療による医
療費の自己負担分の補助のほか、日用品・学習用品が給付されます。なお、所得に応じて
自己負担があります。

岸和田保健所 地域保健課　
☎072-422-6071
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児童発達支援センター 岸和田市立総合通園センター

医療型児童発達支援センター　いながわ療育園

児童発達支援センター　パピースクール

問合先  岸和田市野田町1-5-5　☎072-423-0033

岸和田市立総合通園センターでは、肢体不自由のお子さんへ療育を行う「いながわ療育園」と知的や行動面において支援が必要な
お子さんの通所施設「パピースクール」をご利用いただけます。詳細や利用の手続きについては直接施設にお問合せください。

（どちらの施設も療育、食事の各サービスに対し、前年の所得に応じた費用の負担があります。）

〈 設 置 目 的〉　  岸和田市にお住まいの身体に障害を持つ就学前の児童に療育を行うことにより、乳幼児の成長、発達及び基
本的な生活能力を養うことを目的としています。

〈 開 園 日 時〉　月曜日から金曜日の9時から17時30分まで（祝日及び国民の休日、12月29日から1月3日を除く）
　　　　　　※療育時間は9時から15時30分までとなっています。

〈 利用対象者〉　市内在住の上肢、下肢または体幹の機能に障害のある就学前の児童 
〈 利 用 定 員〉　25名

〈 設 置 目 的〉　 岸和田市にお住まいの、就学前の発達支援が必要な児童に、集団での遊びや生活の楽しさを経験してもらい、
豊かに成長、発達していくことを保障することを目的としています。

〈 開 園 日 時〉　月曜日から金曜日の9時から17時30分（祝日及び国民の休日、12月29日から1月3日を除く）
療育時間は9時から15時30分となっています。（水曜日午前中は親子保育）

〈 利用対象者〉　岸和田市内にお住まいの知的障害等のある児童（原則として、満1歳から満5歳までの児童） 
〈 利 用 定 員〉　35名

P10 P11

●心身の発達に支援の必要がある子どものための制度
名称 内容 問合先

障害児福祉手当
精神（知的を含む）又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必
要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。所得制限があり、障害を支給
理由とする年金給付を受けている場合や施設入所による支給制限があります。 障害者支援課　障害福祉担当

☎072-423-9446
FAX 072-431-0580特別児童

扶養手当

中程度以上の身体障害または知的障害のため、日常生活において監護を必要とする20
歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があり、児童が障害を支給理
由とする年金給付を受けている場合や施設入所による支給制限があります。

重度障害児
医療費助成

岸和田市に住所を有し、健康保険に加入している方で、次の要件のいずれかに該当する
方の保険診療費用の一部を助成します。なお、一部自己負担額が必要となりますが、1か
月あたりの上限額を超えてお支払いされた場合は、申請により払い戻しを受けることが
できます。             
①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方             
②知的障害の程度が重度（療育手帳「A」など）の判定を受けられた方             
③知的障害の程度が中度（療育手帳「B1」など）の判定を受けられた方で、身体障害者
　手帳をお持ちの方             
④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方             
⑤特定医療費（指定難病）受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、              
　障害年金1級又は特別児童扶養手当1級に相当する方             
※こども医療費助成又はひとり親家庭医療費助成に該当している方は、そちらの制度に
よる助成を受けていただくことになります。

障害者支援課　福祉医療担当
☎072-423-9090
FAX 072-431-0580

育成医療

障害の程度を軽くし､日常生活を容易にするために医療が必要な18歳未満の児童に対
し、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。
18歳未満で身体に障害のある児童、又は現存する疾患を放置しておくと将来において
障害を残すと認められる児童が対象です。
医療費の1割が一部自己負担額となりますが、本人と同一の健康保険に加入している家
族の所得に応じて、1か月あたりの自己負担額の上限額が設定されます。
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岸和田地域子育て支援センター

子育て支援センターってなぁに？

園庭開放

利用案内

センター開放　9：30〜11：30

あそび教室

子育てサロン（小地域ネットワーク）やボランティアサークルの支援

育児相談・発達相談（電話･面接）

～懸命に子育てしているあなたのために家庭との架け橋として～
　　　 ☎072-428-2880　FAX 072-428-2777
〒596-0823　岸和田市下松町4-1-13

〈URL〉   http://www.koyohoikuen.com/kosodate/

赤ちゃんの誕生。こんなうれしいことはありません。しかし、子育てをしていると、さまざまなことで心配したり、悩んだり、ちょっ
としたことに不安がでてきます。お母さん、お父さん、そんな時1人で考えたり悩んだりしていませんか？
子育てに不安や疑問を持っている方や情報交換したい方はお気軽にご相談、ご参加ください。

毎週水曜日　9：30～11：30
子ども達は季節に問わず、外で遊ぶのが大好きです。外で思い切り体を使って遊び、楽しい時間を過ごしませんか。

〈対象者〉市内に住む未就園児とその保護者
〈利用者〉すべての事業は無料です。事故が発生した場合のために保険に加入しています。（代金は集めません）
〈会館時間〉月～土　9：00～17：00 〈休館日〉日・祝・年末年始

●元気っこサロン 医師、看護師、助産師、薬剤師、管理栄養士、保育士などによる
 専門的な話が聞けます。
●キッズクラブ 歌、手遊び、パネルシアター、紙芝居など年齢にあった遊びを
 親子で楽しみながら交流します。
●マザーズクラス 親としてのマナーやしきたり、生活のリズムの重要性など、
 お母さんのスキルアップを目的とした会です。
●ダディーズクラス 子どもとの接し方、出番、役割などお父さん向けの会です。
 お父さんも子育てに参加しましょう。
●ファミリーズクラス ご家族揃って参加していただける催しです。
●プチこうよう 1歳児プレイクラス　遊びの環境を通し、成長基盤を築いていきます。
 2歳児プレイクラス　意欲的に遊ぶ力や、集中力、創造力などを
  身につけていきます。
●その他 身体測定、お誕生日会など。

七夕まつり、縁日、ミニ運動会、移動動物園、人形劇、クリスマス会など季節の行事を経験する会です。

育児サークルや親子交流を手伝ったり、絵本や紙芝居、玩具などの貸し出しもしています。
講師や保育士を派遣し、子育ての知識や技術の情報を提供しています。

一人で悩まず“子育ては楽しいネ”と思える気持ちを分かち合いたいと思っております。どんな小さなことでもお気軽にどうぞ！！
専門機関への紹介もおこなっています。電話相談と面接相談があります。
相談時間　月～土　9：00～15：00（面接時間は要予約で、緊急時は随時）

　☎072-428-2880問合先

問合先

こんなとき
ご利用

ください

広報にてお知らせ

広告

P12 P13

2018岸和田KS_6校.indd   15-16 2018/06/05   9:12



11

岸和田市立子育て支援センターさくらだい

お気軽にどうぞ!　申し込みは不要です★

利用案内

こんな事もしています
●サークル、子育てサロン、公民館などへ遊びの出前講座を行って

います。
●子育て情報の提供を行っています。子育てに関することなら何

でもご相談ください。

●子育て支援に関わっておられる方を対象に講座を開催しています。
子育て支援センターは、いつでも気兼ねなくご利用していただ
ける場所です。どうぞお越しください。事業内容など詳しいこ
とは広報や市のHPでもご覧になれます。

〈対象者〉市内に住む乳幼児とその保護者 〈開館時間〉月～金 9：00～17：30
〈利用料〉すべての事業無料です。 〈休館日〉土・日・祝・年末年始
※お子さんが参加される事業については傷害保険料として、年間で100円を徴収させていただきます。

問合先  住所　岸和田市尾生町5-3-40　☎072-445-1962　FAX 072-445-1963
〈メールアドレス〉 sakuradai@city.kishiwada.osaka.jp

自由来館さくら
親子が自由に集う場としてお部屋を開放しています。
安心してゆっくりと過ごしていただけます。（未歩行
の赤ちゃんが対象です）
●月・水・木曜日　13：00～16：00
●毎月第1・3金曜日　13：00～16：00
●毎月第2・4金曜日　10：00～12：00

親子でほっこり・にっこり
子育てのことなら何でもご相談ください
●電話で相談
●支援センターで子どもを遊ばせながら相談
　月曜日～金曜日 9：00～17：30
　まずはお電話ください。
●おうちde子育て相談
　～保育士があなたのお家にうかがいます～
子育てのこと、ちょっと相談してみたいけれど支援センター
まで行けない、引っ越してきたばかりで岸和田のことがわか
らないなど気軽にお電話ください。保育士が子育て情報や手
作りおもちゃなどを持ってお家に伺います。
●ほっとスペース「ゆるり」

乳幼児を持つ保護者、家族の方に、ゆっくりしていただく
場です。子どもさんと一緒に横になるのもOK。ご相談に
も応じます。どうぞご利用ください。

ふたごちゃん・みつごちゃん
あつまれ～☆　ぐりぐらくらぶ

多胎児を持つ親同士の交流の場です。
妊婦さんもご参加ください。
●毎月第2金曜日 14：00～16：30（8月と9月は休み）
　（0歳～就学前までの親子対象）
　春木市民センター2階 児童保育室

お話しましょう　ひまわりひろば

発達に支援の必要な子どもと保護者が集うひろばです。
●毎月第2・3・4月曜日
　10：00～11：30

親子で遊ぼう（就学前までの親子）
場所：八木市民センター 偶数月第3土曜日

光陽地区公民館 偶数月第3水曜日
東岸和田市民センター 6/30（土）

時間：10：00～11：30
その他開催は広報やホームページで随時お知らせします。

こやぎちゃんルーム（就学前児童）
●毎月第1水曜日（1月・8月休み）10：00～11：30
　八木市民センター（駐車場有）

ぷちママ （妊婦さんのためのひろば）
赤ちゃんのおもちゃづくりや沐浴の練習など行います。
●毎月第2火曜日 支援センターさくらだい
●毎月第4火曜日 桜台市民センター
　※いずれも13：30～14：30です。

えほんひろば（就学前児童）

絵本にふれながら、親子で自由に過ごしてください。
（ひろばの時間内、出入り自由です）
●毎月第1月曜日 10：00～12：00
　※絵本の貸し出しも行っています。

ふれんどパーク
公園で元気いっぱい楽しく遊べます。
●東岸和田公園（土生町4179番地）
　毎月第3木曜日 10：00～11：00（8月休み）
　※雨天の場合はめだか保育園で遊びます。
●岸和田市内各所の公園
　開催は広報きしわだやホームページなどでお知らせします。

赤ちゃんパーク
未歩行の赤ちゃんを対象に色々なあそびを紹介してい
ます。
日時：5/22、7/24、8/21、10/9、3/12 （各火曜日）
時間：午前10：00～11：30
場所：保健センター

お友だち作りしませんか?
同じぐらいの年齢の子どもと保護者が集まり、あそび
や育児のヒントを学びながら交流するひろばです。
●赤ちゃんひろば（3か月～1歳未満）
　※赤ちゃんひろばは、3回講座で申し込みが必要です。
　支援センターさくらだいへお電話ください。
●あそびのひろば（歩き始め～3歳未満）
　第2木曜日 支援センターさくらだい
　第4木曜日 女性センター 10：00～11：30（2月・3月休み）

広告
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児童家庭支援センター岸和田

親子で遊ぼう

多胎児のつどい

ベビーマッサージ

子育て講座

電話相談・来所相談

地域の子育て支援や相談援助活動に取り組んでいます。申込み要（HP・お電話からお申込みいただけます）
〈URL〉http：//hannan-fukushi.org/kishien/

室内ホールでのびのび遊ぼう♪子育ての相談にもお応えします。親子で気軽に遊びに来てみませんか？
〈日時〉原則毎週木曜、第1・2・4・5金曜（但し3・7・8・12月の第四金曜日は多胎児のつどいのためお休み）
　　　10：00～12：00頃　※時間内出入り自由・無料

〈対象〉就学前のお子さんとその保護者、ごきょうだい

多胎児ならではの育児の楽しさや大変さ、同じ多胎児ママ同士で分かち合いましょう！（多胎児ママのスタッフもいます）
〈日時〉原則３・７・８・12月（長期休み）の第４金曜日
　　　10：00～14：00頃　※時間内出入り自由・無料　※お昼ごはん持ち込み可

〈対象〉多胎出生のお子さんと保護者、ごきょうだい　※多胎出産予定のプレママの参加歓迎

お母さんとお子さんの癒しの時間。少しの間ゆったり過ごしてみませんか。
〈日時〉原則毎月第2火曜・第3金曜　10：00～11：00頃
〈講師〉西面三代子
〈対象〉1歳未満のお子さんとその保護者　※ベビーマッサージ無料　※保育有（一人200円）。保育は前月末締切。

子育てにおける子どもとの接し方などについて学んでいただくプログラムを用意いたします！
※受講無料。有料で預かり保育有（対象：1歳以上のお子さん　費用：お子さん一人につき、1回300円）
※開催の有無・講座の内容・対象等詳細はHP参照、又はお問い合わせください。

子育て中は色んな悩みや不安がつきもの。子育てのあれこれ一緒に考えてみませんか？

電話相談　相談員対応時間：原則平日9:30～17：00（24時間受け付けております）
来所相談　原則平日10：00～16：00（土日祝日、年末年始を除く）
※来所をご希望の方は、まずはお電話でご連絡ください。

〈親子で遊ぼう〉

　☎072-421-2090

　☎072-421-2000

お問合せ・予約専用

相談専用

広告
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●他地区の人でも参加可能なサロンは◎がついています。
●地区の事情により開催日程が変更となることがあります。
●詳細に関しては、町内掲示板または社協へお問い合わせください。

　岸和田市社会福祉協議会　地域福祉係　☎072-437-8854
　ホームページ：http：//www.syakyo.or.jp/

問合先

校区 サロン名 場所 曜日 時間

城内 城内パーク 南公園　南上町1-431-1 （雨天時は体育館内） 第4木曜　 10：00～11：00

朝陽 ◎ ちょうよう 上野町西町会館　上野町西27-8 奇数月
第2水曜 10：00～11：30

東光 とうこう
東光こども園　藤井町2-10-20
東光幼稚園　作才町1-8-8
保健センター　別所町3-12-1

（各町内掲示板を参照）
毎月1回火曜日 10：00～11：30

旭
◎ 作才っこ 作才町会館　作才町86 第3金曜

5月のみ第4金曜 10：00～12：00

◎ バンビ 土生町会館　土生町1361-30 第4木曜 10：00～12：00

修斉 めだか 葛城町会館　葛城町1257-7 第1金曜 10：00～11：30

天神山 ◎ あいあい 天神山地区公民館　天神山町2-9-1 第1水曜 10：00～12：00

春木 ◎ フレンズはるき 春木地区公民館　春木宮川町5-16 第2金曜 10：30～12：00

大芝 ◎ みるきぃ 大芝地区公民館　磯上町1-14-41 第2金曜 10：00～12：00

新条 ◎ なかよし 新条地区公民館　荒木町2-22-8 第4水曜 10：00～11：30

城北 ◎ この実 城北地区公民館　吉井町1-21-1 第2水曜 10：00～11：30

八木 ◎ てんとうむし 八木幼稚園　大町3-21-10 第3月曜
（祝日の場合第4月曜）10：00～12：00

八木北 ◎ メェーメェーやぎきた 箕土路町中央会館
憩いの家 第3月曜 10：00～11：30

八木南 ◎ かるがも 八木市民センター　池尻町339-2 第3木曜 10：00～11：30

八木
八木北
八木南

◎ こやぎちゃんルーム 八木市民センター　池尻町339-2 第1水曜 10：00～11：00

城東 ◎ Sun・サン 城東小学校　三田町146 第1土曜 10：00～11：30

山直北 ◎ ワンワン 山直市民センター　三田町715-1 第2水曜 10：00～11：30

山直南 ◎ ももたろう 山滝地区公民館　稲葉町134-15 毎月1回
土曜（10月は休み） 10：00～11：00

常盤
ベビーさくらんぼ

桜台市民センター　下松町4-17-1

第1金曜
（祝日は休み） 10：00～11：30

さくらんぼ 第3金曜
10月は休み 10：00～11：30

大宮 親子サロン
カンガルー 大宮青少年会館　宮前町4-25 第3水曜

8月は休み 10：00～11：30

光明 こうみょう 光明地区公民館　尾生町1231-3 第2水曜 10：00～11：30

山滝 ◎ やまたき 山滝幼稚園　内畑町1041 第2水曜 10：00～11：30

箕土路町3-5-36

地域で楽しく子育てしませんか?　地域の子育てサロンを紹介します♪

子育てサロン一覧

広告
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「誰もが集えるリビング」一覧
校区 リビング名 開催日時 会場住所

城内
喫茶ひだまり 第2金曜日

13：00～15：00
南上町1丁目会館
南上町1-32-32

カフェ「なごみ」 第3木曜日
10：00～11：30

南上町2丁目会館
南上町2-21-2

朝陽

桜井珈琲 毎週水・土曜日
14：00～17：00

個人宅で開催
下野町5-11-13

いこい 第3木曜日
10：00～11：45

高齢者ふれあいセンター朝陽
下野町5-3-8

茶話きたの 第2木曜日
10：00～12：00

北野町集会所
下野町2-11

東光

こころの居場所 奇数月第3土曜日
14：00～16：00

福祉センター
野田町1-5-5

別所♪茶居夢 第2・4水曜日
13：00～16：00

個人宅で開催
別所町1-20-28

カフェのだ 第1・3土曜日
13：00～16：00

野田町会館
野田町1-4-13

ふらっとスペース 月・水・木・土曜日
10：00～16：00

ころころはうす
野田町1-8-8

太田

フラワーサロン 第1土曜日
9：00～11：00

府営土生住宅集会所
土生町5-12-18

緑カフェ 第1金曜、第2土曜日
14：00～16：00

グループホーム大阪緑ヶ丘
神須屋町662-2

緑寿カフェ 第3月曜日
13：30～15：00

デイサービスセンター緑寿荘
流木町668-1

畑村サロン 第1・3月曜日
13：00～16：00

畑町会館
畑町1-5-22

修斉 土生滝町ホットサロン 第3日曜日
13：30～16：00

土生滝町会館
土生滝町615-1

天神山

あいサロン 第4水曜日
13：00～15：00

天神山地区公民館
天神山町2-9-1

3丁目ミニあいサロン 奇数月最終金曜日
13：00～16：00

天神山3丁目Ｆ自治会館
天神山町3-7-2

1丁目ミニあいサロン 第1火曜日
13：00～15：00

府営天神山団地集会所
天神山町1-4-3

春木

リビング 第4月曜日
11：30～15：00

ＵＲ都市機構春木団地集会所
春木泉町1-6

おしゃべり処
Free Space 和が家

月・火・木・金曜日
10：00～17：00

Free Space 和が家
春木若松町5-8グレースマリンアベニュー1Ｆ

リビングねんばん 毎週金曜日
10：00～15：00

春木年番本部
春木大小路町10-19

大芝
磯のカメ 毎週火曜日

13：00～16：00
岸和田北特別養護老人ホーム
磯上町3-3-13

ほっとリビング 花ちゃん 月～木曜日
9：30～15：00

個人宅で開催
戒町5-1

八木

ふれあいさつき「たから箱」 毎月1日
11：00～14：00

五月ヶ丘町集会所
今木町410

ふれあい喫茶 もみじ 毎週火曜・木曜日
9：00～11：30

府営大町住宅集会所
大町4-18

カフェ「ひなた」 第3日曜日
9：30～11：30

阪南医療生協デイサービスひなた
大町4-1-10

校区 リビング名 開催日時 会場住所

八木北

ふれあいの里 毎週土曜日
8：30～11：00

府営下池田住宅集会所
下池田町3-13-5

かふぇ てぃえら 第3水曜日
14：00～16：00

有料老人ホーム ティエラ岸和田下池田
下池田町1-5-2

おしゃべりカフェ 第2・4水曜日
15：45～17：00

ＮＰＯ法人　あゆみ
下池田町1-9-21

楽しいおうち 第1金曜日
14：00～17：00

箕土路町老人憩の家
箕土路町3-5-4

八木南

チャムール 第4土曜日
13：30～15：00

グループホーム アムール 岸和田
池尻町686-7

みんなのＯＫハウス 第3土曜日
13：00～15：00

ＯＫハウス友
小松里町2064ＭＫビル101号

カフェテラスよってって 第1木曜日・第3金曜日
13：30～夕ぐれ

個人宅で開催
小松里町1159-2

Photo Cafe 第2土曜日
13：00～16：00

個人宅で開催
額原町400-2

新条 ふれあいリビングほしがおか 月・水・金・日曜日
9：00～16：00

府営荒木住宅集会所
荒木町2-22

城北
ふれあいリビング春ケ丘の郷 毎週水・土曜日

10：00～15：00
府営春木住宅集会所
吉井町1-5-11

リビングゆずる 第4木曜日
13：30～15：30

府営春木旭住宅集会所
春木旭町12-2-101

常盤

おしゃべり喫茶「たんぽぽ」 第1・3水曜日
13：30～16：00

上松台西町会館
上松町358-280

喫茶さくら 第1・3土曜日
13：30～16：00

上松台東町会館
上松町610-284

サンフォレストときわ 第2・4木曜日
13：30～15：30

個人宅で開催
下松町2-13-20

大宮

ほっとリビング西之内 第1・3木曜日・第3日曜日
9：30～13：00

西之内町会館
西之内町56-16

街角ほっとサロン 水～土曜日
10：00～15：00

個人宅で開催
加守町4-26-3

ニコニコサロン 第1水曜日・第3日曜日
10：30～13：30

加守町4丁目町会館
加守町4-26

山直北

ピアノカフェ 第3木曜日
13：00～16：00

個人宅で開催
田治米町79

カフェこがね 毎週水曜日
10：00～15：00

黄金塚Ⅰ期町会館
岡山町810-144

きらきら喫茶 毎週金曜日
10：00～15：00

黄金塚Ⅱ期町会館
岡山町780-107

城東
いきいきサロン憩いの場 第4土曜日

13：30～15：30
田治米団地集会所
田治米町250

いきいきカフェ 第1火曜日
13：00～15：30

東ヶ丘町町会館
東ケ丘町808-644

山直南 お亀茶屋 第2日曜日
13：30～15：00

特別養護老人ホーム千亀利荘（デイサービス内）
積川町358

山滝
カフェ山滝 奇数月の第4火曜日

13：30～15：00
内畑町会館
内畑町955

山荘茶屋 偶数月の最終火曜日
13：30～15：30

大沢山荘
大沢町440

子どもから高齢者まで、誰もが集える居場所です。ぜひ、お近くのリビングへお越しください。

　岸和田市社会福祉協議会　地域福祉係　☎072-437-8854問合先
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子育て支援サービス
●市立公民館（岸和田市生涯学習課）（堺町）

●旭地区公民館（東岸和田市民センター内）

●市立公民館分館（春木市民センター内）

●常盤地区公民館（桜台市民センター内）

●八木地区公民館（八木市民センター内）

●山直地区公民館（山直市民センター内）

●ファミリー・サポート・センター ●家庭児童相談●子育て短期支援事業

●病児保育事業

あかちゃんサロン 第1木曜日　10：00～12：00
対象：未歩行児とその保護者　各回先着20組　2か月前から受付開始（要予約）

市立公民館キッズルーム
（未就学児と保護者対象） 毎週木曜日　10：00～16：00（第1週は午後のみ）

家庭教育学級
子育てについて学習します

対象：乳児・幼児のいる保護者（他の年齢の学級もあります）
1歳半～就学前までの保育もあります。
＊「たんぽぽ」市立公民館（堺町）
＊「のび・のび・のび」旭地区公民館（東岸和田市民センター内）
＊「すまいる」山直地区公民館（山直市民センター内）　問い合わせは各公民館まで

あさひキッズルーム
（未就学児と保護者対象）

毎週水曜日　10：00～12：00
14：00～16：00

☎072-428-6711

はるきキッズルーム

＊毎週水曜日　10：00～12：00
　対象：2歳未満の子どもとその保護者
＊毎週木曜日　14：00～16：00
　毎週金曜日　10：00～12：00
　対象：4歳以下の子どもとその保護者　
☎072-436-4500

ときわキッズルーム
（未就園児と保護者対象）

第2・4木曜日　10：00～12：00
☎072-428-9229

やぎキッズルーム
（未就学児と保護者対象）

第2・3・4・5水曜日　10：00～15：30
☎072-443-6848

やまだいキッズルーム
（未就学児と保護者対象）

第1・3水曜日　10：00～12：00
☎072-441-1451

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と
育児の援助ができる人（協力会員）から
なる会員組織で、助けたり、助けられた
りして相互援助活動を行います。保育
所等の送迎や子どもの一時的な預かり
などの支援を有償で行います。

〈対象〉生後3か月～小学生の子ども
＊事前に会員登録が必要です。

〈利用料〉700～800円（1時間あたり）
問合先  ファミリー・サポート・センター

☎072-437-7933

子育てや家庭内の問題（育児や家庭、学
校、子どもの虐待等の悩みなど）につい
て相談に応じます。費用は無料、秘密
は固く守ります。
電話での相談にも応じていますので、
お気軽にご相談ください。
＊相談にお越しの場合はできるだけ事前に
お電話ください。（当日でも結構です）
問合先  子育て給付課　家庭児童相談担当

☎072-423-9625

病気などの理由により一時的に子ども
の面倒がみられなくなった場合に、保
護者に代わって7日までの間、子どもを
施設でお預かりします。
◎ショートステイ　〈対象〉3か月～小学6年生
◎トワイライトステイ　〈対象〉2歳～小学6年生
◎所得に応じて負担があります。
問合先  子育て給付課　家庭児童相談担当

☎072-423-9625

保育所等に通っている児童が「病気の回復期に至らないが症状の急変が認められない場合」において、集団保育が困難な時期に一時
的にお子さんを専用施設でお預かりする事業です。詳細は岸和田市のホームページでご確認ください。

〈対　　象〉市内に居住している生後57日から小学校3年生までの児童
〈施　　設〉らっこ病児保育室（あぶみ小児科クリニック内）　岸和田市下松町1-3-9　☎072-439-0041

東光みやまえ病児室　岸和田市宮前町24-5　2F　☎072-440-0038
〈利用時間〉月曜日～金曜日 （土日、祝祭日、年末年始は休所）7：30～19：00（らっこ病児保育室は、金曜日は18：00まで）
〈利 用 料〉1日2,000円
〈利用定員〉1日に9名程度です。当日及び前日に空き情報等を各施設へ確認ください。
〈利用方法〉 事前に「利用登録票（様式第1号）」（岸和田市のホームページからダウンロードできます）を子育て施設課・東光みやまえ病児室・東光こども園・

らっこ病児保育室のいずれかへ提出してください（利用登録は毎年必要です。1回登録をすると両方の施設が利用できます。）基本的には
前日予約でお願いしておりますが、当日でも可能です。

〈対　　象〉6か月～小学3年生まで
〈施　　設〉病児保育室　ピープル小松里（自主事業）　岸和田市小松里町911-1　☎072-448-6617
〈利用定員〉1日3名　前日までにご確認下さい。
〈利用時間〉月曜日～金曜日　8：30～17：00
〈利 用 料〉1日2,000円（給食申込み時　500円　その他　実費）

事前登録が必要になりますのでお問い合わせください。
※平成30年7月より事業開始予定。上記の内容は自主事業のものとなりますので詳細はお問い合わせください。

P22 P23

病児保育事業

2018岸和田KS_6校.indd   25-26 2018/06/05   9:12



民
間
保
育
施
設

岸和田市認定こども園　子育て支援情報

岸和田市認定こども園　一時預かり情報

●電話育児相談　随時　大阪府知事認定の地域貢献支援員（スマイルサポーター）が在籍しています。

平成30年4月1日現在の情報です。詳細は各施設にお問い合せください。

●電話育児相談　随時　大阪府知事認定の地域貢献支援員（スマイルサポーター）が在籍しています。
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民間保育施設

保育園名 電話 情報 住所
双葉児童園 422-2801 園庭開放 毎週水曜日　9：30～11：00 電話問い合せ 春木中町2-3

光陽保育園 427-8855
園庭開放 毎週水曜日　9：30～11：30　電話問い合せ
あそび教室 広報にてお知らせ
※岸和田地域子育て支援センターもご覧下さい

下松町849

久米田保育園 443-1056
つくしんぼ文庫 毎週月曜日　14：00～17：30
　　　　　　　 第1土曜日　12：00～14：00
園庭開放 第1・3火曜日 9：30～11：00

下池田町1-22-10

杉乃木保育園 438-6585
園庭開放 毎週火曜日10：00～
子育て相談 9：00～17：00
フリーダイヤル 0120-073-078

八阪町3-15-12

光明保育園 443-6410 園庭開放 毎週金・土曜日 9：30～11：30 尾生560-1

めだか保育園 422-2923 公園で遊ぼう!ふれんどパーク 第3木曜日
10：00～11：00（東岸和田公園・雨天時保育園） 土生町4175

城東保育園 443-4451 園庭開放 バンビちゃん毎週水曜日 9：30～11：00
※園行事等により、変更になる場合があります 三田町166

中央保育園 438-1981 園庭開放 毎週火曜日 9：30～11：00
赤ちゃんルーム　毎週火曜日13：30～14：30 北町16-14

保育園名 対象年齢 曜日・時間 利用料金
杉乃木保育園 4・5歳（要面接） 月～土曜日8：30～18：00 2,000円～
光明保育園 0歳～就学前 月～金曜日8：30～16：30 お問い合せください

めだか保育園 0歳～5歳 月～金曜日9：00～17：00
（相談可） お問い合せください

城東保育園 0歳～就学前 月～金曜日9：00～17：00 1日 2,000円、半日 1,200円
中央保育園 3か月～就学前 月～金曜日9：00～17：00 1日 2,000円、半日 1,200円

認定こども園名 電話 情報 住所
八木こども園 445-2472 園庭開放 毎週水曜日 9：30～11：00 雨天の時は園舎内で 今木町397-1

認定こども園五風会 431-3449 おやこ教室 月2回（水曜日）開催は電話問い合せ
園庭開放 毎週水曜日 9：30～11：00、16：00～日没 岸城町18-11

山直南こども園 445-0482 園庭開放 毎週火曜日 9：30～10：30 山直中町1012-1

星光こども園 443-4819 園庭開放　※電話申込 第1・3火曜日 10：00～11：30
お話の会（絵本・手遊び） 第2・4火曜日 10：00～11：30 荒木町1-28-17

はちまん認定こども園 438-4541 園庭開放 毎週木曜日 9：30～11：00 八幡町13-85
この花こども園 444-5087 園庭開放 毎週火曜日 9：00～11：00 春木旭町3-16
認定こども園

やまだい保育園 444-6857 園庭開放 毎週木曜日 10：00～11：30 今木町160

認定こども園
天神山保育園 426-6031 子育てあいあい 第1水曜日 10：00～11：30（天神山公民館）

園庭開放 毎週月～金曜日 10：00～11：30 16：00～17：00 天神山町2-5-1

東岸和田こども園 426-6000 園庭開放 毎週月～金曜日 10：00～11：30 土生町5-1-3

認定こども園
ピープル久米田

チャイルドスクール
448-6236

園庭開放 毎週木曜日 10：00～11：30
育児相談受け付けています

「チャイルドひろば」6月28日（木） 9：30受付11：30まで
　親子で遊びましょう！座談会、園見学も実施しています
　要予約　☎448-6763（山崎）

池尻町693-2

認定こども園
ピープル八木南

チャイルドスクール
441-0506

園庭開放 毎週木曜日  9：30～11：00
育児相談受け付けています

「チャイルドひろば」8月22日（水） 9：30受付11：30まで
　親子で遊びましょう！座談会、園見学も実施しています
　要予約　☎441-0506（井上）

小松里町1119

東光こども園 429-1050 園庭開放 毎週木曜日 9：30～11：00 藤井町2-10-20
認定こども園 ピープル大芝
チャイルドスクール 438-3571 園庭開放 毎週火曜日  9：30～11：00

育児相談受け付けています 磯上町3-14-12

Dolce Bambini
ドルチェバンビーニ 445-2671 園庭開放 毎週火曜日 9：30～11：00 荒木町2-4-36

認定こども園名 対象年齢 曜日・時間 利用料金

八木こども園 0歳～ 8：30～16：30 月額・日額・時間額があります
のでお問い合せください

認定こども園五風会 概ね1歳～就学前 定員空きがあれば随時実施
（空き状況は要問合せ）

年齢別のためお問い合せくだ
さい

山直南こども園 原則受入れしていないが、保護者の事由や配置基準等の
状況により、入園児と同年齢・同日時で実施

0歳 3,000円、1・2歳 2,700円
3歳以上 2,000円

認定こども園
ピープル久米田

チャイルドスクール 1歳～就学前
月～金曜日
１日  9：00～17：00
半日  9：00～13：00
　　  13：00～17：00

1日利用
1・2歳 3,500円、3～5歳 2,500円
半日利用
1・2歳 1,800円、3～5歳 1,300円

（初回登録料 500円要）
認定こども園ピープル八木南

チャイルドスクール

東光こども園 3か月～就学前 月～金曜日
8：30～16：30 1回 2,000円

認定こども園 ピープル大芝
チャイルドスクール ピープル久米田チャイルドスクール・ピープル八木南チャイルドスクールと同じ

Dolce Bambiniドルチェバンビーニ 6か月～5歳 月～金曜日9：00～16：30 1日 2,000円
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保護者がパートなどで週1～3日位断続的に働いたり、育児疲れの解消や出産、看護、疾病等で家庭での保育が困難となった場合、
一時的にお子さんを保育所でお預かりする事業です。

〈利用できる場所〉
●やまだい保育園　一時保育室（田治米町425-1　☎445-7585）
●岸和田市立桜台保育所（尾生町5-3-40　☎444-6291）

〈利用できるとき〉
①保護者の短時間、断続的労働、職業訓練、就学等により、原則として週3日くらい家庭における育児が困難なとき ⇒週3日を限度
②保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を解消するなど私的な理由により一時的な保育が必要なとき　⇒週3日を限度
③保護者の出産、看護、介護、災害、傷病、冠婚葬祭等及び出産に伴うつわりや通院、検診などにより緊急一時的に家庭における育
児が困難となり保育が必要なとき ⇒ 年間10日間を限度

〈対象児童の年齢〉　生後３か月から就学前までの乳幼児
〈利用期間及び時間と料金〉
●やまだい保育園　一時保育室　月曜日～土曜日（日曜日、祝祭日、年末年始等は休みです）
7：00～19：00 基本時間（9：00～17：00）内　４時間を超える場合 2,000円　４時間以内の場合 1,200円　
※延長保育時間（7：00～9：00、17：00～19：00）のご利用は別途延長保育料が必要となります。
●岸和田市立桜台保育所　月曜日～金曜日　（土・日曜日、祝祭日、年末年始は休みです）
１日利用の場合 2,000円　9：00～17：00　半日利用の場合 1,200円　9：00～12：00または12：00～17：00
※利用方法等詳細については各施設にお問い合せください
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公立保育所で園庭開放「おひさま」

保育施設利用申込について

公立保育所赤ちゃんルーム

緊急一時保育を実施しています（１日１組）

〈対象〉　未就園児と保護者　〈場所〉　公立保育所　各園　〈日時〉　毎週火曜日　9：30～11：00
※徒歩・自転車・バギーでお越しください　※事前申し込みは要りません
※参加費は無料（傷害保険料として初回100円が必要です。年度内全園有効）
　就学前の子どもたちの遊び場です。親子で一緒に身体を動かして遊びましょう。
　同じ年齢の子どもたちと触れ合って、楽しく遊びましょう。

申し込みは、市役所子育て施設課で随時受付しています。また市内各保育施設に利用申込書を提出することもできます。（ただし、サー
ビスセンターでの受付はできません。）
各年4月から利用を希望する場合は、申込書の提出期限はおおむね毎年12月下旬頃になりますが、提出期限が変わることがあります。
また、年度途中から利用を希望する場合は、入所希望日によって申込書の提出期限が変わります。それぞれ詳細は子育て施設課保育・
幼稚園担当までお問い合わせください。
申込用紙は、子育て施設課、各保育施設、市民センター及びサービスセンターに置いています。岸和田市のホームページからダウンロー
ドもできますのでご利用ください。 

〈対象〉　未歩行のお子さんと保護者　〈場所〉　公立保育所　各園　〈日時〉　毎週火曜日　13：30～14：30
※徒歩・自転車・バギーでお越しください　※事前申し込みは要りません
※参加費は無料（傷害保険料として初回100円が必要です。年度内全園有効）
　看護師・調理師がいます。健康・離乳食のことなど、お気軽にご相談ください。　

桜台保育所以外の各公立保育所では下記の緊急一時預かりを実施しています。
〈利用できる時〉
① 保護者の出産、看護、介護、災害、傷病、冠婚葬祭、出産に伴うつわりや通院など、緊急一時的に家庭における育児が困難となり

保育が必要なとき。
② 引越し、兄弟の学校行事、就職面接、育児疲れなど私的な理由（育児リフレッシュ）
　  ⇒　年度内15日利用できます。（事由ごとに15日利用可。ただし②は週3日限度）

〈対象児童〉　生後3か月から就学前児童　※浜保育所のみ満1歳からになります。
〈利用期間及び時間と料金〉
●月曜日～金曜日（土日、祝祭日、年末年始は休所です。）
●１日利用の場合　2,000円　9：00～17：00
●半日利用の場合　1,200円　9：00～12：00または12：00～17：00

公立保育所

保育所名 電話番号 所在地
浜保育所 422-0198 中之浜町 10-9

千喜里保育所 422-1344 上野町西 15-20
大宮保育所 445-7464 加守町 4-6-38
旭保育所 427-7934 土生町 7-5-1

山直北保育所 445-0355 岡山町 177-2
春木保育所 439-6431 春木泉町 1-5
城北保育所 444-3785 吉井町 1-16-24
城内保育所 439-9981 上町 33-5

八木北保育所 443-2995 大町 3-21-20
桜台保育所 444-6291 尾生町 5-3-40
修斉保育所 427-9767 真上町 55

広告
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幼
稚
園

私立幼稚園一覧（市外局番 072）

幼稚園入園申込について

公立幼稚園一覧（市外局番 072）
公立幼稚園では平成28年度から3歳児保育がスタートしました。3歳児実施園は9園あり、願書の提出できる校区は以下の通りです。3歳児は同年
齢児学級保育、4・5歳児は異年齢児学級保育を行っています。質問など気になることがございましたら、各園にお問い合わせください。

20

幼稚園

幼稚園名 電話番号 所在地 3歳児実施園 3歳児の願書が提出できる校区
岸城幼稚園 422-0881 岸城町1-21 ○

城内・中央・浜
朝陽・東光

浜幼稚園 431-2790 中ノ浜町7-1
朝陽幼稚園 439-6160 上野町西1-28 ○
東光幼稚園 422-6278 作才町1丁目8番8号
旭幼稚園 427-4973 土生町7-5-15 ○

旭・太田・天神山
修斉・東葛城

太田幼稚園 427-8884 畑町3丁目12-2
天神山幼稚園 428-6113 天神山町1丁目1-1
修斉幼稚園 428-5329 土生滝町1310

東葛城幼稚園 446-3416 河合町1874-1
春木幼稚園 422-1477 春木宮川町11-52

春木・大芝・大宮
城北・新条

大芝幼稚園 439-8258 磯上町2丁目4-1 ○
大宮幼稚園 445-1053 宮前町7-1
城北幼稚園 444-3668 吉井町1丁目17-13 ○
新条幼稚園 444-2461 荒木町2丁目4-33

八木北幼稚園 443-6577 下池田町3丁目6-5

八木北・八木・八木南
光明・常盤

八木幼稚園 445-4552 大町3丁目21-10 ○
八木南幼稚園 444-1090 小松里町1148-1 ○
光明幼稚園 444-0763 尾生町528-1
常盤幼稚園 427-1441 下松町885 ○

山直北幼稚園 444-1115 田治米町468 ○
山直北・城東
山直南・山滝

城東幼稚園 444-7186 三田町161
山直南幼稚園 479-0836 稲葉20
山滝幼稚園 479-0807 内畑町1041

幼稚園名 電話番号 所在地
春木カトリック幼稚園 443-5225 吉井町1丁目6-15

聖母幼稚園 437-1687 筋海町18-17
岸和田いずみ幼稚園 427-1952 土生町9丁目16-3

公立幼稚園23園で園庭開放 ぴよちゃんひろば

公立幼稚園　3歳児体験保育

 公立幼稚園　預かり保育実施中！
親子で安心して遊ぶことができる場として幼稚園の園庭を開放します。
申し込み不要です。

〈対象〉　未就園児（0～5歳児）と保護者
〈日時〉　毎週月曜日10：30～11：30
※＊天神山幼稚園は幼小一貫園のため、園庭開放の時間は
　 9：30～10：30となります。
※＊園行事や雨天の場合、開放しない園もありますので各園にお問い

合わせください。
※＊車での来園はご遠慮ください。
※＊傷害保険に加入していただきます。1年間有効、子ども一人100円

満3歳児を対象に親子で遊びます。日時・申し込み等、詳細について
は各園にお問い合わせください。
※＊全園、満3歳児から参加できます。

公立幼稚園23園全てが、預かり保育を行っています。
（アフタースクール）
在園児で希望する子どもを引き続き幼稚園でお預かりし、家庭的な
雰囲気の中で教育活動を行っています。子どもたちに遊びの場を提
供して、先生や友達と安全で楽しい時間を過ごすことを目的として
います。また、保護者の皆様が安心して仕事や家事・用事ができ、子ど
もと親がより良い親子関係が築けるよう『家庭の子育て支援』も目的
にしています。どうぞ、ご利用ください。
※＊料金などの詳細はお近くの幼稚園にお問い合わせください。
※＊保育終了後から午後6時までお預かりします。
※＊長期休業中（春休み・夏休み・冬休み）も実施しています。
　 （8：30～18：00）
※＊就労証明は必要ありません。（働いていなくても預けられます。）

私立幼稚園 市立幼稚園
新入園児については、各幼稚園で9月初旬から願書交付、10月初旬に
受付します。日程などの詳細は各園までお問合せください。
　　　　市内各私立幼稚園

新入園児については、各幼稚園で3歳児が9月下旬、4・5歳児が10月下旬に願
書交付・受付します。3歳児保育実施園については一覧でご確認ください。
　　　　子育て施設課 保育・幼稚園担当 ☎072-423-9483問合先 問合先
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ベランダ

リビング

ダイニング

キッチン

トイレトイレ

浴室浴室

洗面所洗面所押し入れ

和室（寝室）

本棚

テ
レ
ビ

食器棚 冷蔵庫

タンス

廊
下

玄関

階段

起こりやすい事故

ベランダ

落下・転落

やけど

誤飲 指はさみ

窒息

溺水

リビング

□内側から鍵をかけて締め出されないよう注意していますか？
□柵が低いなど転落の危険性はないですか？
□よじ登って柵を越えてしまいそうな場所はないですか？

□テーブル上のクリップやコ
イン、タバコや灰皿、ボタン電
池など誤飲しそうなものはあ
りませんか？

□アイロンやストーブなど触
れてやけどしそうなものはあ
りませんか？

□ソファーやベッドなど高い
ところからの転落を防げてい
ますか？

□コンセントは感電防止対策
がされていますか？

浴室・洗面所

ふとした瞬間にソファに寝かせたり、ベッドの柵を下げっぱなし
にしたりすると、赤ちゃんが少し動いただけで転落してしまう可
能性があります。落下や転落が予想される場所には寝かさず、
赤ちゃんが動いても安全であるよう気をつけましょう。

赤ちゃんはたった数センチの水でも溺れてしまうことがありま
す。ちょっとだから大丈夫という油断が事故を引き起こします。
浴槽に水をためるときはドアを開けっ放しにしない、水をためっ
ぱなしにしない、目を離さない、を徹底しましょう。

興味があるものは何でも触ってしまうのが赤ちゃんです。特に
ポットや炊飯器の湯気は想像以上に高温で、気付かずやけどを
してしまうことがあります。電気毛布や使い捨てカイロなども、
長時間同じ部位を温めていると低温やけどをしてしまう可能性
があるので注意してください。

赤ちゃんの事故死のうち、約80％が窒息死によるものだと言わ
れています。小さな玩具、電池などの誤飲や、吐いたものが詰ま
ることが原因です。赤ちゃんの手の届くところに小さいものを
置かず、授乳や食事の直後はこまめに様子を見ましょう。

特に多いのがたばこの誤飲です。たばこが捨てられている水を
飲んだり濡れたたばこを誤飲してしまうと、たばこに含まれる毒
性の強いニコチンが水に溶けだしており、急激に体内で吸収さ
れてしまうため、早急な処置が必要になります。その他、口に含む
だけで危険なものが多くあります。細心の注意を払いましょう。

指をはさんでしまう事故は、場所を限定せず、どこでも起こる
ものです。打撲や擦り傷などの軽いものから、ひどい場合には
指の切断に至ってしまうものもあります。家の中や車のドアの
開閉、ベビーカーや家具、エスカレーターなどの可動部は特に
注意してください。

つい気がゆるみがちな家の中、大人では問題ない場所・物でも、赤ちゃんや子どもにとっては多くの危険が潜んでいます。
普段から気をつけることで予防できる事故があります。実際に、事故の経験をしてしまった保護者の80％以上が、
「少しの気配りをすることで、事故を防ぐことができた」とアンケートで回答しています。
赤ちゃんや子どもを守るために、家の中こそ、気をつけましょう。

リビングダイニング

キッチン

□洗剤や化粧品など誤飲し
そうなものが手の届くところ
にありませんか？

□浴槽に水をためっぱなしに
していませんか？

□浴室の床やタイルは滑りに
くくしてありますか？

□テーブルクロスなど赤ちゃん
が引っ張って物が落ちそうなも
のはないですか？

□おはしやフォーク、歯ブラシな
どをくわえたままで歩かせたり、
走り回ったりさせていませんか？

□コンロや鍋、やかん、卓上の
料理、ポット、炊飯器の蒸気口な
どやけどの原因に近づかない
対策はできていますか？

□びんなど割れやすいものが
床に置いてありませんか？

□包丁などの器具は使用後に
必ず片付けていますか？

その他
□引き戸など手を挟みそうな場
所の対策はされていますか？

□カーテンのひもなど窒息の原
因になりそうなものは取り外し
ていますか？

玄関
□玄関の段差は危険な高さではあ
りませんか？

□戸外がすぐ道路に直面しているな
ど危険が想定される場合、簡単に出ら
れないように対策がされていますか？

21 22
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病気・ケガのための対応マニュアル

熱が
出た

お腹が
痛い

乳幼児突然死
症候群（SIDS）
の予防のために
乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ：Sudden Infant 
Death Syndrome）は、それまで元気だった赤ちゃ
んが、事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡
してしまう病気です。
ＳＩＤＳの原因はまだわかっていませんが、男児、早産
児、低出生体重児、冬季、早朝から午前中に多いこと
や、うつぶせ寝や両親の喫煙、人工栄養児で多いこと
がわかっています。

予防のポイント
(1) うつぶせ寝は避けましょう。
(2) たばこはやめましょう。
(3) できるだけ母乳で育てましょう。

吐いた 下痢を
した

咳が
出た

誤飲
した

痙攣を
した

①熱があるかどうか　②便の状態はどうか　③お腹が
痛いかどうか　④おなかを見て大きくなっているかど
うか　⑤頭が痛いかどうか　⑥耳が痛いかどうか
などを確認します。

症状

嘔吐以外の症状がはっきりしている場合には、病院を受診してくだ
さい。嘔吐以外の症状が軽いか、無い場合には様子を見ましょう。
ポイントは繰り返し吐くかどうかです。繰り返し吐く場合は病院に
連れていきましょう。吐いた後は、３０分ぐらい時間をあけ「お茶」や

「イオン飲料水」を少し与えてください。それでも吐くかどうか観察
します。その後、吐かなければ飲み物を少しずつ増やして与えます。

対策や注意

①何となく元気がない
②いつも以上にひっついてくる　③よく泣く
④顔色が悪い　⑤嘔吐　⑥腹痛
などの症状や態度を示します。

症状

体を触って熱があると感じたときには体温計で測り、３７度～３７度５
分ほどのときは注意してみておきましょう。
３７度５分以上の場合は熱が上がる可能性が高いため、早めにかか
りつけ医などの診断を仰ぎましょう。また、起床時、午前、午後、夜そ
れぞれの時間帯での平熱を測っておき、発熱を判断できるようにし
ておきましょう。

対策や注意

①熱があるかどうか　②風邪の症状があるか
③便の状態　④お腹が張っていないか
⑤呼吸が正常か　などを確認します。

症状

症状が軽いものでも慎重に判断するようにしてください。痛みが強
くなるようであれば急ぎ対応が必要です。
また、心理的な問題からも痛みが引き起こされることがあります。身
体的・心理的両面から観察し、対応するようにしましょう。

対策や注意

誤飲時の処置は、気付いた時点で舌の奥を下の方へ押
し、液状異物の場合は水や牛乳を（10～15ml位／体
重）を飲ませてすぐに吐かせるのが原則です。

※ただし、①意識障害がある　②けいれんを起こしている
③揮発性の灯油、ガソリン、ベンジン、マニュキュア除光
液などの誤飲　④強酸、強アルカリ（漂白剤やトイレ用
洗剤など）の誤飲　⑤血を吐いた　⑥とがったものの誤
飲など吐かせてはいけない場合もあります。

症状
①熱があるかどうか　②せきの持続期間はどうか
③呼吸状態　などを確認します。

症状

呼吸困難があるときや、眠れないときには急いで病院へ連れて行っ
てください。肺炎、喘息発作、細気管支炎、気管支異物のあるときに
はこのような状態になることがあります。痰（たん）が確認できる場
合には、痰を軟らかくして、出しやすくするために加湿してください。
咳で痰をうまく出せない子どもには、咳をしているとき背中をさすっ
たり軽くたたいて補助してあげるとよいでしょう。

対策や注意

①けいれんが何分続いているか（3分以上続いている
場合、救急車を呼ぶ準備をします。）　
②どのようなけいれんか（全身けいれんなのか、左だけ
のけいれんなのか、顔だけなのかなど）観察することが
診断の重要な情報になります。 

症状

けいれん中に舌を噛むのを防ぐために無理して口に何かを入れる
のはやめてください。嘔吐を誘発して、吐いたものが気管に入る危
険があるためです。けいれんが止まった後は、病院へ連れて行くま
で呼吸状態、顔色、手足がきちんと動いているかどうか観察してく
ださい。意識状態も重要な情報です。 

対策や注意

①水のような下痢、血便かどうか
②激しい嘔吐を伴うか　③水分がとれているか　
などを確認します。

症状

一時的な軽いものか、治療が必要そうなものか、注意して見るよう
にして、改善が見られなければ受診してください。下痢の原因とし
て多いのが胃腸炎です。特にウイルス性が多く考えられますが、細
菌性の場合もあります。下痢が続くと脱水症状を引き起こすことも
あるため、十分な水分補給を心がけましょう。

対策や注意

23 24
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SOS
#

あなたの身近に、親か近親者などによる赤ちゃんや子どもへの虐待と思われる様子はありませんか。
または、あなた自身が抱えている子育てに関する悩みはありませんか。
望まぬ「虐待」が起きてしまうその前に。少しの勇気が予防につながります。

児童虐待の予防

通告は、直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。
体に殴られたようなあざや切り傷がある、汚れた衣服を着て食事を与えられていない様子がある、
寒い日に長時間戸外にいる、姿は見えないけれど火がついたように泣いているのがいつも聞こえる、
両親が頻繁に外出して食事や世話を十分にしていない、などに気づいた方は地域の児童相談所に連絡してください。
通告は、電話でも手紙でもかまいません。通告した人の秘密は守られます。
通告した後で虐待でないとわかっても、通告した人に罰則はありません。

子育て中は迷うことや困ることばかりで、気づけばひとりで抱え込んだり、
良くない方向に考えてしまいがちになります。
気になる親子の様子を見かけたら、声を掛け合い地域で支えあいましょう。
受け止めきれないと感じたら無理することなく早めに相談してください。
通告は匿名で行えます。少しでも「おかしいな」と感じたら行動に移すようにしましょう。
早期発見と早期対応がその子の未来を左右します。

主な虐待の種類

虐待かなと思ったら迷わずご連絡ください。

SOSを発信できない親に代わって連絡（通告）

様子がおかしい子どもを見つけたら

身体的虐待

放置や養育の拒否（ネグレクト）

☎072-441-0125
月～金　9：00-17：45
（祝休日・年末年始を除く）

大阪府岸和田
子ども家庭センター

☎072-423-9477
月～金　9：00-17：30
（祝休日・年末年始を除く）

岸和田市
児童虐待ホットライン

☎１８９
24時間365日

児童相談所
全国共通ダイヤル

心理的虐待

性的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう
（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）　など

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かない　など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にする　など

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、
縄などにより一室に拘束する　など
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子育て支援機関一覧
電話相談（来所相談）できるところ

保育所・保育園・認定こども園一覧（市外局番　072）

幼稚園一覧（市外局番　072）

その他お問い合わせ一覧（市外局番　072）

下松町　光陽保育園内
育児・発達相談（祝・休日、年末年始のぞきます）
●電話相談　月～土曜日　9：00～15：00
●来所相談　月～土曜日　9：00～15：00
　要予約（緊急の場合は随時）

●電話育児相談　随時
　連絡先は下記「保育所・保育園・認定子ども園一覧」をご参照くだ

さい
●大阪府知事認定の地域貢献支援員（スマイルサポーター）が在籍

しています
●電話相談　月曜～土曜　7：00～19：00

●電話相談　月曜～土曜　9：00～17：00

●電話相談　月曜～金曜　8：30～17：00

●電話相談　月曜～金曜　9：00～17：30

●電話育児相談　月～金曜日　9：00～17：30
●来所相談　　　月～金曜日　9：00～17：30（要予約）

●電話相談　専属心理相談員による相談対応時間　原則平日（水
　曜を除く）　9：30～17：00（24時間受け付けております）
●来所相談　原則　平日10：00～16：00　（水曜、土日祝日、年末
　年始を除く） ※要予約

●私立幼稚園

●公立幼稚園

●私立保育園

岸和田地域子育て支援センター ☎428-2880 民間保育園・認定こども園全園

公立保育所全園　連絡先は下記一覧をご参照ください

公立幼稚園全園　連絡先は下記一覧をご参照ください

岸和田市立保健センター ☎423-8811

子育て支援センターさくらだい ☎445-1962

児童家庭支援センター岸和田 ☎421-2000
または　フリーダイヤル ☎0120-45-0720

●認定こども園

●公立保育所

双葉児童園 422-2801
光陽保育園 427-8855

久米田保育園 443-1056

認定こども園ピープル久米田チャイルドスクール 448-6236
認定こども園ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506
認定こども園ピープル大芝チャイルドスクール 438-3571

浜保育所 422-0198
山直北保育所 445-0355
八木北保育所 443-2995

八木こども園 445-2472
認定こども園五風会 431-3449

山直南こども園 445-0482
星光こども園 443-4819

はちまん認定こども園 445-0355
この花こども園 444-5087

認定こども園やまだい保育園 444-6857
認定こども園天神山保育園 426-6031

東岸和田こども園 426-6000
東光こども園 429-1050

岸城幼稚園 422-0881
旭幼稚園 427-4973

東葛城幼稚園 446-3416
城北幼稚園 444-3668

八木南幼稚園 444-1090
城東幼稚園 444-7186

浜幼稚園 422-0881
太田幼稚園 427-4973
春木幼稚園 446-3416
新条幼稚園 444-3668
光明幼稚園 444-1090

山直南幼稚園 444-7186

朝陽幼稚園 439-6160
天神山幼稚園 428-6113
大芝幼稚園 439-8258

八木北幼稚園 443-6577
常盤幼稚園 427-1441
山滝幼稚園 479-0807

東光幼稚園 422-6278
修斉幼稚園 428-5329
大宮幼稚園 445-1053
八木幼稚園 445-4552

山直北幼稚園 444-1115

杉乃木保育園 438-8646
光明保育園 443-6410

めだか保育園 422-2923

千喜里保育所 422-1344
春木保育所 439-6431
桜台保育所 444-6291

城東保育園 443-4451
中央保育園 438-1981

D
ドルチェ

olce B
バ ン ビ ー ニ
ambini 445-2671

大宮保育所 445-7464
城北保育所 444-3785
修斉保育所 427-9767

旭保育所 427-7934
城内保育所 439-9981

春木カトリック幼稚園 443-5225

子育て施設課 423-9482
教育委員会学校教育課 423-9683

子育て給付課 423-9625
社会福祉協議会 437-8854

ファミリーサポートセンター 437-7933
市立公民館（生涯学習課） 423-9615
東岸和田市民センター 428-6711

八木市民センター 443-6848

岸和田地域子育て支援センター 428-2880
市立子育て支援センターさくらだい 445-1962

健康推進課（保健センター） 423-8811
児童家庭支援センター岸和田 421-2090

春木市民センター 436-4500
山直市民センター 441-1451
桜台市民センター 428-9229

聖母幼稚園 437-1687 岸和田いずみ幼稚園 427-1952
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