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したい 相談名称 内容 日時 会場 電話
母子健康相談 保健師による面接・電話相談 月～金  9:00▶ 11:00

保健センター 627-4111母子栄養相談
管理栄養士による妊産婦、乳
幼児の食事に関する相談

月曜日（要予約）

心理相談 癖、しつけ、発達の悩みなど 要予約
子育て電話相談 子育てに関する電話相談 月～金   8:30▶17:00 焼津南保育園 629-0240
育児相談

子育ての不安や疑問など

月 1回（要予約） なかよし保育園 629-2525

子育て支援センター
による育児相談

月～土   9:00▶17:00 子育てサポートルーム 627-2999
水～月   9:00▶17:00 親子ふれあい広場 626-3388
月～金13:30▶17:00 なかよし保育園 620-0115
月～金12:30▶16:30 さくら保育園 656-0676
月～金   8:30▶17:00 焼津南保育園 293-7474
月～金13:30▶16:30 第三ゆりかご保育所 623-1551
月～金13:30▶16:00 たかくさ保育園 629-5430
火～日   9:00▶17:00 とまとぴあ 662-2300

相談名称 内容 日時 会場 電話

ことばの相談
（ことばの教室）

４歳児から小学生までの言語
面についての相談

月～金 8:00 ▶ 16:30
大井川南小学校 622-0288
焼津南小学校 627-7771
小川小学校 624-3117

発達障害等の相談
（まなびの教室）

小学生の発達障害等について
の相談

月～金 8:00 ▶ 16:30
大井川南小学校 622-0288
焼津南小学校 627-7771
小川小学校 624-3117

障害についての相談 障害等についての相談 月～金 8:30 ▶ 17:00
生活支援センターわおん 624-3077
相談支援事業所「暁」 620-9202

ぽぷら 就学前児童の発達やことばに
関する相談 月～金 9:00 ▶ 15:00

児童発達支援センタ
ーぽぷら

627-0600

家庭児童相談室 子どものいる家庭の悩み相談
月～金 8:30 ▶ 17:00

アトレ庁舎１階
家庭児童相談室

626-1165幼児の発達障害の相談 主に３～５歳の幼児の発達相談

育児についての相談
発達・発育についての相談

相 談
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みんなが応援！
ァミリー・サポート・

センター。通称ファミサポと
呼ばれている事業をご存知で
すか。子育てを手助けしたい
人（提供会員）と、手助けを
して欲しい人（依頼会員）が
会員となって、地域で子育て
を助け合う組織、それがファ
ミサポです。提供会員と依頼
会員を兼ねる人（両方会員）
もいます。
　５月１日現在、会員数は
723人、昨年度の活動件数
は1,611件で、およそ１日

４件の利用があります。一番
利用が多いのは保育施設への
送迎で、そのほかにも放課後
児童クラブや習い事の送迎、
冠婚葬祭などで外出するの際
の預かりなど、さまざまな利
用があります。
　会員になるには事前登録が
必要です。登録方法や利用料
金など、詳しくは問い合わせ
てください（提供会員登録に
は同センターで開催する講座
の受講が必要です）。
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ファミリー・サポート・センター
問合先　事務局　K620-3339

子

　地域のみんながあなたの子育てを応援しています。子育て奮闘中のお父
さんお母さん。悩みを抱え込まず、困ったことは気軽に相談してください。
　今回は子どもを預けたり、子どもを遊ばせたりできる施設・制度や、各
種相談窓口を紹介します。

　５月１日の午後、山下さ
んは、依頼会員の風

かざ

間
ま

真
ま

波
なみ

さんの長男、正
まさ

宗
むね

くん（９
カ月）を自宅で預かりまし
た。正宗くんを預かるのは
今回で６回目。真波さんが
仕事をしている間の預かり

です。この日は、山下さん
の２人の娘、寧

ね

々
ね

さん（小
３）、乃

の

穏
の

さん（年長）も正
宗くんのお世話をしました。
　寧々さんが小さい頃、依
頼会員としてファミサポを
利用していた山下さんは、

昨年から両方会員として活
動しています。「小さな子
どもに癒やされます。とに
かくかわいい。預かるのが
楽しみです」と山下さん。
正宗くんも慣れた様子でニ
コニコしていました。

【提供会員】
　増

ます

田
だ

弘
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子
こ

さん　（本中根）
【活動歴】　10年
【趣味】　旅行・小物作り

遠慮なんかしな
いで。安心して
預けて欲しい

■ 子育て時代、助けてくれたの
は近所のおばあちゃんたち

　私は子育て時代に、夫の転勤
で福島県に引っ越しました。知
り合いが誰もいない所で、２歳
の長女と生まれたばかりの双子
の男の子を抱え、身動きがとれ
ず大苦労。そんな時、親切に助
けてくれたのは近所のおばあ
ちゃんたちでした。その経験か
ら、もしかして私でも役に立て
るかもしれないと思い、ファミ
サポの提供会員に登録しました。
■どの子も自分の孫みたいな存在
　提供会員の活動は、子どもの
成長を見ることができてとても
嬉しいです。１歳から関わって
いる子どもが小学生になり、「ば
あば、ばあば」と言ってくれる
んですよ。関わった子はどの子
も自分の孫みたいな存在です。

■ 信頼関係の先にある安心感
　子育てに気分転換は必要で
す。リフレッシュのためにも、
遠慮なんかしないでファミサポ
で子どもを預けてほしいです。
初めは預けることが不安かもし
れません。でも、１回、２回と
預けるうちに、子どもはもちろ
ん、依頼会員と提供会員の間に
信頼関係が生まれ、安心して
預けられるようになりますよ。
せっかく預けても「気になって、
気になって…」では預けたかい
がないですよね。安心して預け
てもらって、徹底的にリフレッ
シュして欲しいです。
　「結婚記念日に夫婦で出掛け
るから子ども３人預かって」と
か、「スポーツしたいから下の
子どもだけ朝から晩まで預かっ
て」という依頼もありますよ。

は1,611件で、およそ１日

預かるのが楽しみです

　　どもを預かる施設・事業
　詳しくはホームページで
「やいづ子育てすくすくガ
イド」をご覧になるか、各
施設に問い合わせてくださ
い（ホームページはＱＲコードから）。

保育所（園）（０～５歳）

h 保育所（園）は、保護者が継続的な
就労などで子どもを家庭で保育でき
ない場合、保護者に代わって必要な
保育をする施設です

h 通常保育のほか、最長午後７時まで
預かる延長保育もあります

幼稚園（３～５歳：一部公立は４、５歳）

h 幼稚園は、幼児期の教育を行う学校です
h 昼過ぎ頃までの教育時間のほか、早
朝や夕方、長期休業期間の預かり保
育を実施している園もあります

保育所（園）一時預かり（０～５歳）

h 保育所（園）に通っていない子ども
の保護者が、短期間の就労や、病気、
出産、育児疲れなどの事由により一
時的に家庭で保育できない場合に
利用できる事業です

h 実施している保育所（園）は、ホー
ムページなどで確認してください

病後児保育（０歳～小学３年生）

h 子どもが特定の傷病の回復期にあっ
て集団保育が困難な時、保護者が継
続的な就労などで家庭で保育できな
い場合に利用できる事業です（医師
の病後児利用証明などが必要）

h 焼津南、第三ゆりかご、大井川の各
保育所（園）で実施しています

放課後児童クラブ（小学１～６年生）

h 継続的な就労などで保護者が昼間家
庭にいない児童に対して、適切な遊
びや生活の場を提供する事業です

h市内16カ所で実施しています

放課後等デイサービス（障害のある子ども）

h 就学中の障害のある子どもの自立を
促進し、放課後等の居場所づくりを
推進する事業です

h ７カ所で実施しています

ショートステイ（２～17歳）

h 保護者の仕事、入院、冠婚葬祭など
で子どもを一時的に預けることが必
要となった時、６泊７日を限度に利
用できる事業です

h 詳しくは家庭児童相談室に問い合せ
てください

NEW!
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保育所 (園 )・幼稚園の園庭開放
　未就園児でも利用できます。親子で遊びに行ってみましょう。
地区 園名 開放日 所在地 電話

東
益
津

たかくさ保育園 月～金 坂本 449-1 629-5430
東益津幼稚園 火（不定期）石脇下 791-2 628-0138
弘香幼稚園 第１・３月 浜当目 3-14-7 627-9004

大
村

旭町保育園 水 駅北 3-17-10 627-3232
さつき幼稚園 第２・４火 大覚寺 3-5-1 627-3902
西町幼稚園 月～金 大村 1-12-1 629-3277

焼
津

焼津南保育園 月～金 焼津 5-13-14 629-0240
焼津幼稚園 月（不定期）焼津 5-4-2 628-2851
新屋幼稚園 月～金 本町 1-1-10 628-3895
みなと幼稚園 年 45 回程度 中港 1-7-23 628-2736
焼津中央幼稚園 金 西小川 1-2-14 628-9612

小
川

小川保育園 水 東小川 4-7-4 628-4349
なかよし保育園 月～金 西小川 6-15-6 629-2525
小川幼稚園 月 東小川 6-3-35 629-2188

港
石津保育園 水 石津中町 16-7 624-5839
さくら保育園 月～金 北新田 378-1 624-3073
まどか幼稚園 月～金 田尻北 1223-2 624-6415

豊
田

ふたば保育園 月～金 小土 79-1 628-5720
ゆりかご保育所 月～金 五ケ堀之内 759-1 629-3637
焼津豊田幼稚園 月 小土 1059-1 628-4004
みやじま幼稚園 年 45 回程度 三ケ名 807-1 628-9084

大
富

なかよし大富保育園 月～金 中新田 1148-1 623-2225
大富幼稚園 火（不定期）中根新田 638 624-3668
三和幼稚園 月３回 三和 614-2 624-0046

和
田

第三ゆりかご保育所 月～金 一色 722 623-1551
明星保育園 月～金 一色 448 623-2727
すみれ台幼稚園 月～金 すみれ台 1-25-1 623-1545

大
井
川

大井川保育園 水 下江留 41 622-7420
静浜幼稚園 月１～２回 宗高 88 622-0101
静浜幼稚園下藤分園 月１回 下小杉 1361 622-2147
大井川西幼稚園 月１回 下江留 2300-1 622-4187
大井川南幼稚園 月１回 吉永 334-2 622-5147

子育て支援センターを利用しよう
　子どものあそび場や他の親子と交流する仲間づくりの場として
ご利用ください。主に０歳から３歳が対象です（親子ふれあい広
場は６歳まで、とまとぴあは 18 歳未満が対象）。
※未就学児童には、必ず保護者の方が付き添ってください。

センター名 利用日 所在地 電話
子育て広場なかよし

（なかよし保育園内）
月～金（園外活動は
火・木） 西小川 6-15-6 620-0115

さくら
（さくら保育園内）

月～金（園外活動は
第２・３水曜日） 北新田 378-1 656-0676

みなみ
（焼津南保育園内）

月～金（園外活動は
月１回・水曜日） 焼津 5-13-14 293-7474

１・２・３
（ワン・ツー・スリー）
（第三ゆりかご保育所内）

月～金（園外活動は
第３・４木曜日） 一色 722 623-1551

たかくさ
（たかくさ保育園内）

月～金（園外活動は
第３水曜日） 坂本 449-2 629-5430

とまとぴあ
※ 18 歳未満が利用可

月、第３日曜日を除
く（閉園日が祝日の
場合は翌日休）

宗高 1205-1 662-2300

子育てサポートルーム
（総合福祉会館２階） 日曜日、祝日を除く 大覚寺 3-2-2 627-2999

親子ふれあい広場
（市役所アトレ庁舎１階）

火曜日を除く（閉園日
が祝日の場合は翌日休）本町 5-6-1 626-3388

相談名称 内容 日時 会場 電話
母子健康相談 保健師による面接・電話相談 月～金  9:00 ▶ 11:00

保健センター 627-4111母子栄養相談
管理栄養士による妊産婦、乳
幼児の食事に関する相談

月曜日（要予約）

心理相談 癖、しつけ、発達の悩みなど 要予約
子育て電話相談 子育てに関する電話相談 月～金   8:30▶ 17:00 焼津南保育園 629-0240
育児相談

子育ての不安や疑問など

月 1 回（要予約） なかよし保育園 629-2525

子育て支援センター
による育児相談

月～土   9:00▶ 17:00 子育てサポートルーム 627-2999
水～月   9:00▶ 17:00 親子ふれあい広場 626-3388
月～金 13:30 ▶ 17:00 なかよし保育園 620-0115
月～金 12:30 ▶ 16:30 さくら保育園 656-0676
月～金   8:30▶ 17:00 焼津南保育園 293-7474
月～金 13:30 ▶ 16:30 第三ゆりかご保育所 623-1551
月～金 13:30 ▶ 16:00 たかくさ保育園 629-5430
火～日   9:00▶ 17:00 とまとぴあ 662-2300

相談名称 内容 日時 会場 電話
青少年教育相談セン
ター

幼児から 20 歳代までの青少年
の教育相談 月～金 8:30 ▶ 17:00 大井川庁舎１階 662-0513

女性相談（面談形式）
女性が抱えるさまざまな悩みの
相談（家族、夫婦、職場、生き
方など）

要予約 予約時にお伝えします 626-1178

子どもに関する相談 18 歳未満の子どもに関する相談
月～金 8:30 ▶ 17:00 児童家庭支援センター

はるかぜ（春風寮） 656-3456

月～金 8:30 ▶ 17:15 静岡県中央児童相談所
藤枝市岡出山 2-2-25 646-3570

ハロー電話ともしび 青少年や保護者の悩み、教育 毎日   9:00 ▶ 17:00 289-8686

子ども・家庭 110 番 保護者の育児不安 平日   9:00 ▶ 20:00　土日 9:00 ▶ 17:00 273-4152

静岡いのちの電話 子どもや保護者の悩み（匿名可）毎日 12:00 ▶ 21:00 272-4343

その他の相談

せ た い

その他の支援
　不安を抱えた保護者のお宅を養育支援
員（保育士）が訪問し相談をお受けします。
妊婦または３歳未満の子どもをもつ家庭
で、特に見守りが必要な場合が対象です。
問合先　家庭児童相談室　K626-1165

子育て応援隊派遣事業
　妊娠 32 週から出産後１年までの軽度の
生活支援が必要な家庭に対して、ヘルパー
を派遣し、家事や育児をお手伝いします。利
用方法は、下記にお問い合わせください。
利用時間　１日２時間まで
利用料　１回 500 円
問合先　子育て支援課　K626-1137

養育支援訪問事業

　

　とまとぴあは、主に乳幼児を対象と
する子育て支援センターと、満 18 歳
未満の子どもを対象とする児童セン
ターの複合施設で、小学生以上は子ど
もだけで利用することができます。
　名前のとおり、「トマト」の正門が
目印です。平日の午前中には、乳幼児
の親子連れ、放課後や休日には多くの
子どもたちが訪れます。
　５月８日、学校の仲間とよく利用す
るという４人の小学生は、トランポリ
ンが大好き。元気のよいジャンプを見
せてくれました。
　とまとぴあの相談員高橋さんは、「ト
ランポリンが一番ですが、卓球や工作、
一輪車も人気が高いです。特に夏休み
などの長期休暇には子どもたちで賑わ
います。オセロやソリティア、マンカ

と
ま
と
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あ
で
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プ

ラなどのゲーム、クッキングやクリスマス
会などたくさんの「あそび」を用意してい
ます。また乳幼児の親子さん向けに、絵本
の読み聞かせや手遊び、子育て講座、季節
の行事などを行っています。子どもが小さ
なときから長く利用できる施設ですので、
ぜひ活用してください」と笑顔で紹介して
くれました。

NEW!

NEW!

みんなが応援！
あなたの子育て

　地域のみんながあなたの子育てを応援しています。子育て奮闘中のお父
さんお母さん。悩みを抱え込まず、困ったことは気軽に相談してください。
　今回は子どもを預けたり、子どもを遊ばせたりできる施設・制度や、各
種相談窓口を紹介します。
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