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あなたのお手持ちのPCや
スマートフォンからも
無料でご覧いただけます。

電子書籍でCHECK 子育て応援アプリ 母子モ
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は じ め に

　「小樽市子育てガイドブック」は、これから出産される方や

現在子育てをされている方への情報誌として、親子で楽しめ

る施設や子育てに役立つ情報、行政サービス、相談窓口など

を紹介しています。

　身近な場所に置いていただき、子育てについて疑問に思っ

たことがあれば、ぜひガイドブックを開いてみてください。

　お子さんの成長を知って“子育てって大変だけど楽し

い！”と思える子育てとなるように願っています。

小樽
市子育てガ

イドブック 2021
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　妊娠中の方や、小学生以下のお子さんがいる家
庭が対象で、協賛店舗で買い物等をする際に「どさ
んこ・子育て特典カード」を提示すると、特典サー
ビスが受けられる取組です。

どさんこ・子育て特典制度

　店舗には「協賛ステッカー」
が掲示されています。店舗・対
象世帯・サービス内容は、北海
道のホームページからご確認
ください。

協賛店舗・特典サービス

　母子手帳交付時にお渡ししています。カードを
お持ちでない方には、子育て支援課、駅前・銭函・塩
谷の各サービスセンター、げんき・風の子・あそぼ
の各子育て支援センターで配布しています。

配布方法

北海道HP

どさんこ・
子育て特典カード

どさんこ・
子育て特典カード

小樽市民ニュース

HP Facebook Twitter Instagram
ホームページ・ＳＮＳ

ラジオ（FMおたる 76.3MHz）

　毎月1日に「広報おたる」を発行し、道新・朝日・毎日・
読売・日経の朝刊に折り込んでお届けしています。新聞
を購読されていない方は、無料で配達しますので広報広
聴課までご連絡ください。
※設置場所
　市役所市民相談コーナー、駅前・銭函・塩谷サービスセン
ター、市内のローソン、セイコーマートなど

広報おたる

問 広報広聴課
TEL 32-4111（内線223）

問 子育て支援課 TEL 32-4111（内線398）

FAX 27-4331

市役所本庁舎
住所 花園2-12-1
TEL 32-4111

保健所
住所 富岡1-5-12
TEL 22-3117

教育委員会庁舎
住所 緑3-4-1
TEL 32-4111

駅前サービスセンター
住所 稲穂2-22-10
TEL 22-7535

銭函サービスセンター
住所 見晴町3-26
TEL 62-2017

塩谷サービスセンター
住所 塩谷1-18-7
TEL 26-1500

小樽市役所

市の情報・お知らせはこちらから！

※災害時には「小樽市緊急災害情報」を
お知らせします。

時間 毎週月～日曜日　午前9時台の5分間

…

…
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遊びのひろば

相談・支援

定員あり
申込制講座・育児教室など

住所 奥沢3-22-1（奥沢保育所併設）

時間 9：30～15：00
※月曜日の13：00～15：00、
　木曜日の  9：00～11：30は
　「赤ちゃんタイム」

開放日 月・火・水・木・金曜日（不定期）
TEL 21-5039

げんき

開放日 月・水曜日、金曜日（不定期）

住所 赤岩2-21-1（赤岩保育所内）

時間 9：30～11：00

TEL 22-0822

風の子

開放日 月・火・水・木・金曜日（不定期）

住所 銭函2-23-13（銭函保育所併設）

※月曜日の13：00～15：00、
金曜日（不定期）の9：30～
11：30は「赤ちゃんタイム」

時間 9：30～15：00

TEL 62-0059

あそぼ

　子育てに役立つお話や、体を動か
してリフレッシュする『子育て講座』
を行っています。
　赤ちゃんのお世話や子どもの健
康・栄養などについて学べる『育児教
室』は、「妊婦・出産・健康」のページ
をご覧ください。　▶P.21

　子育ての不安、悩みに対する相談などをお受け
しています。お気軽にご利用ください。

　保育士が絵本やおもちゃを持って地域に出向き、親子で楽しめる“遊びのひ
ろば”を開いています。

　子育て支援センターは、親子が自由に遊び交流できる
場所です。市内に3か所あり、就学前のお子さんと保護者
の方ならどなたでも利用できます。センター開放のほか、
子育て講座や遊びのひろばなども行っています。

地域子育て
支援センター
地域子育て
支援センター

対象 就学前のお子さんと保護者
場所 市内の町内会館

ままごとや木のおもちゃ、絵本な
どで楽しめます。工作タイムもあ
ります。 対象 1歳6か月までの

お子さんと保護者
場所 富岡公民館

月齢の近い赤ちゃんがゆった
りと遊べます。

対象 1歳6か月までの
お子さんと保護者

場所 いなきた児童館

小さいお子さんが体を動かし
て遊べるコーナーがあります。

対象 就学前のお子さんと保護者
場所 いなきたコミュニティー

センター体育室

プログラムに沿って、親子で一緒に
楽しめます。（年3回、6・9・12月）

設置場所 各センター、駅前・銭函・塩谷サービスセンター、保健所、図書館など

　毎月1回、「げんき」「風の子」「あそぼ」のスケジュールや、子育て講座の募集記事な
どを掲載したニュースを発行しています。市ホームページでもご覧いただけます。 ◀市ホーム

　ページ

子育て支援ニュース

定員あり申込制

1 2 3

　赤ちゃんのお世話や子どもの健
康・栄養などについて学べる『育児教
室』は、「妊婦・出産・健康」のページ
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1 2 3

内　容
問合せ先

げんき 風の子 あそぼ

育児相談 子育ての悩みなど、ひとりで抱えずにご相談ください。▶P.40 ○ ○ ○

育児支援訪問 保育士がご家庭を訪問し、育児に関するお話や情報提供のほか、
楽しい親子遊びも紹介します。（予約制） ー ○ ○

親子通園
子育てや子どもの発達に不安を持つ方が安心して子育てができ
るように応援します。※こども家庭課又はこども発達支援セン
ターから紹介された方が対象です。

○ ー ー

※各施設の最新情報は、市ホームページで確認してください。
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何して遊ぶ？児童館を楽しもう！

住所 新光1-3-10（朝里幼稚園内ログハウス）
TEL 54-8003

わくわく広場
　就学前のお子さんを持つ親子が、気軽に
集う広場。朝里幼稚園内の専用ログハウス
に開設されていて、参加型のさまざまな子
育て支援を行っています。

設置場所 小樽市役所、小樽駅前・
銭函・塩谷サービスセンター、
保健所など

　わくわく広場の日程や子育て
に役立つ情報を盛り込んだ情報
誌を毎月1回発行しています。

　乳幼児から小中高生までの児童と保護者が自由に来館し、遊戯室や図
書室で遊ぶことができる施設です。季節ごとの行事も楽しめます。

TEL 27-3120
住所 富岡1-5-10（小樽市総合福祉センター2階）

開館時間 9：00～16：00
休館日 月曜日、12月29日～1月3日

　絵本や児童書をたくさん揃える児童館。オセロ
や将棋などのゲームやおままごと遊びが楽しめ
ます。不定期でジャングルジムやボールプールも
開催しています。

とみおか児童館

住所 稲穂5-10-1（小樽市いなきたビル4階）

開館時間 10：00～17：00
休館日 日曜日、12月29日～1月3日TEL 27-7679

　ゲームやおままごと遊びのほか、遊戯室では、すべ
り台に乗って遊ぶことができます。不定期で幼児トラ
ンポリンやマンガビデオの会なども開催しています。

いなきた児童館

休館日 日曜日、12月29日～1月3日
TEL 26-4466住所 塩谷1-23-7

開館時間 10：00～17：00

　集会室でカプラやおままごと遊びができるほ
か、広い遊戯室ではボール遊びやバドミントン、一
輪車など体を動かして遊ぶこともできます。

塩谷児童センター

　お子さんと保護者が集い、交流できる場所「子
育てひろば」。親子で自由に遊んだり、友達づく
りの場として利用できます。お子さんと一緒に
おでかけしてみませんか？

子育てひろば・
児童館

子育てひろば・
児童館

曜日 月・水・金曜日
時間 9：00～14：00

　ログハウス前の園庭でも遊べま
す。夏は水遊び、冬は雪遊びなど季
節を感じることができます。

事前申込不要

対象 各回の内容による

　毎月1回、親子と一緒に楽しめる
講座を開講しています。詳細は広報
おたるや小樽市ホームページ、わく
わく通信をご覧ください。

申込制

曜日 月・水・金曜日
時間 9：00～14：00

　お子さんの成長や育児の悩み
などの相談に応じます。

事前申込不要
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何して遊ぶ？児童館を楽しもう！

住所 新光1-3-10（朝里幼稚園内ログハウス）
TEL 54-8003

わくわく広場
　就学前のお子さんを持つ親子が、気軽に
集う広場。朝里幼稚園内の専用ログハウス
に開設されていて、参加型のさまざまな子
育て支援を行っています。

設置場所 小樽市役所、小樽駅前・
銭函・塩谷サービスセンター、
保健所など

　わくわく広場の日程や子育て
に役立つ情報を盛り込んだ情報
誌を毎月1回発行しています。

　乳幼児から小中高生までの児童と保護者が自由に来館し、遊戯室や図
書室で遊ぶことができる施設です。季節ごとの行事も楽しめます。

TEL 27-3120
住所 富岡1-5-10（小樽市総合福祉センター2階）

開館時間 9：00～16：00
休館日 月曜日、12月29日～1月3日

　絵本や児童書をたくさん揃える児童館。オセロ
や将棋などのゲームやおままごと遊びが楽しめ
ます。不定期でジャングルジムやボールプールも
開催しています。

とみおか児童館

住所 稲穂5-10-1（小樽市いなきたビル4階）

開館時間 10：00～17：00
休館日 日曜日、12月29日～1月3日TEL 27-7679

　ゲームやおままごと遊びのほか、遊戯室では、すべ
り台に乗って遊ぶことができます。不定期で幼児トラ
ンポリンやマンガビデオの会なども開催しています。

いなきた児童館

休館日 日曜日、12月29日～1月3日
TEL 26-4466住所 塩谷1-23-7

開館時間 10：00～17：00

　集会室でカプラやおままごと遊びができるほ
か、広い遊戯室ではボール遊びやバドミントン、一
輪車など体を動かして遊ぶこともできます。

塩谷児童センター

　お子さんと保護者が集い、交流できる場所「子
育てひろば」。親子で自由に遊んだり、友達づく
りの場として利用できます。お子さんと一緒に
おでかけしてみませんか？

子育てひろば・
児童館

子育てひろば・
児童館

曜日 月・水・金曜日
時間 9：00～14：00

　ログハウス前の園庭でも遊べま
す。夏は水遊び、冬は雪遊びなど季
節を感じることができます。

事前申込不要

対象 各回の内容による

　毎月1回、親子と一緒に楽しめる
講座を開講しています。詳細は広報
おたるや小樽市ホームページ、わく
わく通信をご覧ください。

申込制

曜日 月・水・金曜日
時間 9：00～14：00

　お子さんの成長や育児の悩み
などの相談に応じます。

事前申込不要
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巡回場所や日程
は、図書館HPを
ご覧ください。

利用方法

住所 花園5-1-1

開館時間 火～金曜日 9：30～19：00（土・日曜日・祝日は17：00まで）

市内にお住まいの方、通勤・通学、後志管内にお住まい
の方なら利用可能
※本人証明書類（運転免許証、健康保険証、小樽市民証、パス

ポート、学生証など）が必要です。

利用方法

休館日 ・毎週月曜日（月曜が祝日の時は開館）
・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）
・特別整理（6月中の6日間）
※詳しくは図書館にお問合せください。

TEL 22-7726 FAX 34-0733

住所 手宮1-3-6
開館時間 9：30～17：00
休館日 火曜日（祝日の場合は翌平日）

年末年始（12月29日～1月3日）
入館料 中学生以下無料

一般400円（冬期300円）、
高校生・市内在住の70歳以上の方
200円（冬期150円）

TEL 33-2523 FAX 33-2678 住所 色内2-1-20
開館時間 9：30～17：00
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）
入館料 中学生以下無料

一般300円、
高校生・市内在住の70歳以上の方150円

TEL 22-1258 FAX 22-2350

　子ども向けの図書コーナー（児童室）があり、絵本
や児童図書などを楽しむことができます。靴を脱い
でゆっくり過ごせるスペースもあります。

市立小樽図書館

　市内の歴史と自然、交通史、科学技術に触れることができます。
博物館は、本館と運河館があります。総合博物館

乗り物や
科学を楽しく
勉強しよう

　市内の図書館や資料館をご紹介しま
す。レトロな空気をまとう市内の施設
を巡ってみてはいかがですか？

楽しく学べる施設楽しく学べる施設

移動図書館バス
「わくわくブック号」

対象 0歳からの子どもと保護者

　絵本の紹介や、手遊びなども楽しめる「おはなしの会」
です。どんな本が良いか悩んだときは、ご相談ください!

1

　蒸気機関車「しづか号」をはじめ、北海道を代表する50
車両もの鉄道車両の展示があり、乗り物好きのお子さん
にピッタリな空間です。ほかにも、プラネタリウムや科学
展示室もあります。

2

　小樽の歴史と自然について学べる施設です。建物は明
治時代に建てられた旧小樽倉庫を利用しています。北前
船の資料、大正時代を復元した街並み、小樽の多様な自然
を紹介する展示などがあります。

対象 どなたでも

　季節や行事にあわせたおはなし会や工作など図書館
に来るのがもっと楽しくなる時間です。

まちの
時代風景が
まるわかり～

イロイロある！図書館のミリョク♪

子育てガイドブック小 樽 市8
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巡回場所や日程
は、図書館HPを
ご覧ください。

利用方法

住所 花園5-1-1

開館時間 火～金曜日 9：30～19：00（土・日曜日・祝日は17：00まで）

市内にお住まいの方、通勤・通学、後志管内にお住まい
の方なら利用可能
※本人証明書類（運転免許証、健康保険証、小樽市民証、パス

ポート、学生証など）が必要です。

利用方法

休館日 ・毎週月曜日（月曜が祝日の時は開館）
・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）
・特別整理（6月中の6日間）
※詳しくは図書館にお問合せください。

TEL 22-7726 FAX 34-0733

住所 手宮1-3-6
開館時間 9：30～17：00
休館日 火曜日（祝日の場合は翌平日）

年末年始（12月29日～1月3日）
入館料 中学生以下無料

一般400円（冬期300円）、
高校生・市内在住の70歳以上の方
200円（冬期150円）

TEL 33-2523 FAX 33-2678 住所 色内2-1-20
開館時間 9：30～17：00
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）
入館料 中学生以下無料

一般300円、
高校生・市内在住の70歳以上の方150円

TEL 22-1258 FAX 22-2350

　子ども向けの図書コーナー（児童室）があり、絵本
や児童図書などを楽しむことができます。靴を脱い
でゆっくり過ごせるスペースもあります。

市立小樽図書館

　市内の歴史と自然、交通史、科学技術に触れることができます。
博物館は、本館と運河館があります。総合博物館

乗り物や
科学を楽しく
勉強しよう

　市内の図書館や資料館をご紹介しま
す。レトロな空気をまとう市内の施設
を巡ってみてはいかがですか？

楽しく学べる施設楽しく学べる施設

移動図書館バス
「わくわくブック号」

対象 0歳からの子どもと保護者

　絵本の紹介や、手遊びなども楽しめる「おはなしの会」
です。どんな本が良いか悩んだときは、ご相談ください!

1

　蒸気機関車「しづか号」をはじめ、北海道を代表する50
車両もの鉄道車両の展示があり、乗り物好きのお子さん
にピッタリな空間です。ほかにも、プラネタリウムや科学
展示室もあります。

2

　小樽の歴史と自然について学べる施設です。建物は明
治時代に建てられた旧小樽倉庫を利用しています。北前
船の資料、大正時代を復元した街並み、小樽の多様な自然
を紹介する展示などがあります。

対象 どなたでも

　季節や行事にあわせたおはなし会や工作など図書館
に来るのがもっと楽しくなる時間です。

まちの
時代風景が
まるわかり～

時代風景が
まるわかり～

イロイロある！図書館のミリョク♪
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住所 富岡1-5-1
開館時間 月～土曜日 9：30～21：00

（日曜日は17：00まで）
休館日 ・祝日　・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL 24-3363 FAX 24-3291

住所 花園5-2-2
開館時間 月～日曜日 9：00～21：00
休館日 ・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）
利用料 一般200円、高校生・市内在住の70歳以上の方 100円

※中学生以下の方、障がい者とその介護者 無料
※大会などの専用利用は、料金が異なります。
　詳しくは体育館にお問合せください。

TEL 33-3710 FAX 24-4334

・バスケットボール／バレーボール／ソフトバレーボール・
ミニバレー／バドミントン／テニス・ミニテニス・スポン
ジテニス／柔道／剣道／空手／体操など

休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は、その翌日）

住所 幸1-53
開館時間 9：00～17：00（10月1日～11月10日は16：00まで）

入園料 無料

TEL 27-6061

住所 高島5-6-1
開放時間 ・平日　6～9月  13：00～20：00

　　  10～5月  10：00～20：00
・夏休み期間の平日　10：00～20：00
・土曜日・日曜日・祝日　10：00～18：00

休館日 ・月曜日（祝日のときは開館）　・祝日の翌日
・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）

利用料 一般450円、高校生・市内在住の70歳以上の方 220円
※中学生以下の方、障がい者とその介護者 無料

TEL 25-0003

住所 花園2-10-18

開館時間 月～土曜日 
9：00～21：00

（託児室は月～金曜日の9：00～17：00）
休館日 ・日曜日、祝日

・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL／FAX 22-6081

住所 稲穂5-10-1 いなきたビル4・5階

開館時間 月～日曜日 9：00～21：3０
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）

TEL 27-7676 FAX 27-7678

TEL／FAX 62-2654住所 銭函2-28-10
開館時間 火～日曜日 9：00～22：00
休館日 ・月曜日　

・年末年始（12月29日～1月3日）

　音響・映像設備、
ピアノを備えたふ
れあいホール、学習
室 、和 室 な ど 各 種
サークルに利用で
きる空間です（要予
約）。また、子育て中
の方を対象とした
講座のほか、生涯学
習講座も開講して
います。

　2,425㎡のアリーナを始め、
体育室、トレーニング室、シャ
ワー室などを備えています。

生涯学習プラザ（レピオ）

　手宮公園の東側、小樽港を一望
できる丘にある緑化植物園。園内
には15区に分けられた見本園があ
り、様々な植物を季節ごとに楽し
むことができます。休憩所内（旧緑
の相談所）の多目的トイレには、ベ
ビーシート、ベビーチェア、フィッ
ティングボードがあります。

手宮緑化植物園

総合体育館

　学び・交流・地域づくりの場として、集会室（和室・洋室）
や体育室、調理実習室を利用できます。

　高島小学校では、学
校事業に支障がない時
間帯にプールを一般の
方に開放しています。

いなきたコミュニティセンター

　 女 性 団 体 等 の 研 修 や
サークル活動の場として、
講習室や軽運動室、調理
室、和室・茶室を利用でき
ます。託児室（生後6か月
以上の乳幼児・要予約）も
用意しています。

勤労女性センター

　学び・交流・地域
づ く り の 場 と し
て、集会室（和室・
洋室）や体育館を
利用できます。

銭函市民センター

　園内にある「森の
自然館」には、学習
室や図書コーナー、
工作室、展示室があ
り、なえぼ公園の情
報センターになっ
ています。

長橋なえぼ公園・森の自然館

高島小学校 温水プール

周辺では、
野鳥や小動物に

バッタリ
会えるかも!?

　ママ・パパたちが交流できるス
ポットもあります。おはなし会や
身体を動かす施設もあり、リフ
レッシュできる場所です。

親子サークルなどの
活動に♪

親子サークルなどの
活動に♪

　市内には体育館やプールなど身体を動
かし、気分転換できる施設もあります。スポーツを楽しもう♪スポーツを楽しもう♪

　市内には、お子さんと一緒に緑を楽
しむさまざまなスポットがあります。自然を満喫しよう！自然を満喫しよう！ その1

調理実習室のご案内

　調理台3台を設置してお
り、親子クッキングや各種料
理講習会等に利用できます。

住所 手宮3-12-1 開園時間 9：00～17：00
休憩所休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は、その翌日）
入園料 無料
開園期間 4月29日～11月3日

（託児室は月～金曜日の9：00～17：00）

年末年始（12月29日～1月3日）

（託児室は月～金曜日の9：00～17：00）

年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間

休館日

TEL／FAX

24-3291

わが子のウィークリープランわが子のウィークリープラン 1週間の予定をリストにしておきましょう。1週間の予定をリストにしておきましょう。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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住所 富岡1-5-1
開館時間 月～土曜日 9：30～21：00

（日曜日は17：00まで）
休館日 ・祝日　・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL 24-3363 FAX 24-3291

住所 花園5-2-2
開館時間 月～日曜日 9：00～21：00
休館日 ・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）
利用料 一般200円、高校生・市内在住の70歳以上の方 100円

※中学生以下の方、障がい者とその介護者 無料
※大会などの専用利用は、料金が異なります。
　詳しくは体育館にお問合せください。

TEL 33-3710 FAX 24-4334

・バスケットボール／バレーボール／ソフトバレーボール・
ミニバレー／バドミントン／テニス・ミニテニス・スポン
ジテニス／柔道／剣道／空手／体操など

休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は、その翌日）

住所 幸1-53
開館時間 9：00～17：00（10月1日～11月10日は16：00まで）

入園料 無料

TEL 27-6061

住所 高島5-6-1
開放時間 ・平日　6～9月  13：00～20：00

　　  10～5月  10：00～20：00
・夏休み期間の平日　10：00～20：00
・土曜日・日曜日・祝日　10：00～18：00

休館日 ・月曜日（祝日のときは開館）　・祝日の翌日
・毎月最終金曜日　・年末年始（12月29日～1月3日）

利用料 一般450円、高校生・市内在住の70歳以上の方 220円
※中学生以下の方、障がい者とその介護者 無料

TEL 25-0003

住所 花園2-10-18

開館時間 月～土曜日 
9：00～21：00

（託児室は月～金曜日の9：00～17：00）
休館日 ・日曜日、祝日

・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL／FAX 22-6081

住所 稲穂5-10-1 いなきたビル4・5階

開館時間 月～日曜日 9：00～21：3０
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）

TEL 27-7676 FAX 27-7678

TEL／FAX 62-2654住所 銭函2-28-10
開館時間 火～日曜日 9：00～22：00
休館日 ・月曜日　

・年末年始（12月29日～1月3日）

　音響・映像設備、
ピアノを備えたふ
れあいホール、学習
室 、和 室 な ど 各 種
サークルに利用で
きる空間です（要予
約）。また、子育て中
の方を対象とした
講座のほか、生涯学
習講座も開講して
います。

　2,425㎡のアリーナを始め、
体育室、トレーニング室、シャ
ワー室などを備えています。

生涯学習プラザ（レピオ）

　手宮公園の東側、小樽港を一望
できる丘にある緑化植物園。園内
には15区に分けられた見本園があ
り、様々な植物を季節ごとに楽し
むことができます。休憩所内（旧緑
の相談所）の多目的トイレには、ベ
ビーシート、ベビーチェア、フィッ
ティングボードがあります。

手宮緑化植物園

総合体育館

　学び・交流・地域づくりの場として、集会室（和室・洋室）
や体育室、調理実習室を利用できます。

　高島小学校では、学
校事業に支障がない時
間帯にプールを一般の
方に開放しています。

いなきたコミュニティセンター

　 女 性 団 体 等 の 研 修 や
サークル活動の場として、
講習室や軽運動室、調理
室、和室・茶室を利用でき
ます。託児室（生後6か月
以上の乳幼児・要予約）も
用意しています。

勤労女性センター

　学び・交流・地域
づ く り の 場 と し
て、集会室（和室・
洋室）や体育館を
利用できます。

銭函市民センター

　園内にある「森の
自然館」には、学習
室や図書コーナー、
工作室、展示室があ
り、なえぼ公園の情
報センターになっ
ています。

長橋なえぼ公園・森の自然館

高島小学校 温水プール

周辺では、
野鳥や小動物に

バッタリ
会えるかも!?

　ママ・パパたちが交流できるス
ポットもあります。おはなし会や
身体を動かす施設もあり、リフ
レッシュできる場所です。

親子サークルなどの
活動に♪

親子サークルなどの
活動に♪

　市内には体育館やプールなど身体を動
かし、気分転換できる施設もあります。スポーツを楽しもう♪スポーツを楽しもう♪

　市内には、お子さんと一緒に緑を楽
しむさまざまなスポットがあります。自然を満喫しよう！自然を満喫しよう！ その1

調理実習室のご案内

　調理台3台を設置してお
り、親子クッキングや各種料
理講習会等に利用できます。

9：00～17：00（10月1日～11月10日は16：00まで）
27-6061

9：00～17：00（10月1日～11月10日は16：00まで）

周辺では、
野鳥や小動物に

会えるか

9：00～17：00（10月1日～11月10日は16：00まで）

夏休み期間の平日　10：00～20：00

住所 手宮3-12-1 開園時間 9：00～17：00
休憩所休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は、その翌日）
入園料 無料
開園期間 4月29日～11月3日

わが子のウィークリープランわが子のウィークリープラン 1週間の予定をリストにしておきましょう。1週間の予定をリストにしておきましょう。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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住所 最上2-16-15

料金 中学生以上 往復　1,400円
小学生以下 往復  　 700円
※詳しくは、お問合せください。
※未就学児の場合、大人1名につき1名無料

運行期間 通年運行（4月、11月 整備運休期間あり）
TEL 33-7381 TEL 23-3468

開園期間 4月下旬～11月下旬

住所 清水町26-30
開園時間 9：00～17：00 休園日 期間中無休
入園料 3歳以下 無料　4歳～小学生 100円

中学生以上 200円

使用料 利用する施設ごとに異なります。
詳しくはお問合せください。

住所 天狗山1丁目国有林野4152林班
TEL 25-1701 FAX 25-8120

住所 最上2-16-15

詳しくはお電話又は、ホームペー
ジでご確認ください。

【天狗山スキー場HP】
https://tenguyama.ckk.chuo-
bus.co.jp/

営業期間・時間・料金
TEL 33-7381

住所 朝里川温泉1

詳しくはお電話又は、ホーム
ページでご確認ください。

【朝里川温泉スキー場HP】
https://asari-ski.com

営業期間・時間・料金
TEL 54-0101

住所 春香町357 TEL 62-2228

住所 祝津3-303
営業期間・時間【通常】  3月20日～10月15日　　9：00～17：00（入館は16：30）

　　　10月16日～11月23日　　9：00～16：00（入館は15：30）
【冬期】12月11日～ 2月23日　 10：00～16：00（入館は15：30）

入館料【通常】3歳以上 300円　小中学生 600円　高校生以上 1,500円
【冬期】3歳以上 220円　小中学生 440円　高校生以上 1,100円
※市内在住の70歳以上の方は、無料　※年間パスポートあり

TEL 33-1400

季節によって営業時間が変更になることがあります。詳しくはお問合せください。
【おたる水族館HP】https://otaru-aq.jp/

詳しくはお電話又は、ホームページで
ご確認ください。

営業期間・時間・料金

【スノークルーズ
 オ ー ン ズ  

ONZEHP】
https://onze.jp/

おたる自然の村
　小樽の豊かな自然を満喫できるキャン
プ場です。天狗山の展望台からは小樽の街
並みと海が望め、コテージやバンガローな
ど、いろいろな設備が充実していてキャン
プ初心者も安心して楽しめます。敷地内に
は、木製遊具もあります。

天狗山ロープウエイ
　標高532.4mの天狗山には、全長735mのロープウエイが
あり、山麓から八合目まで一気に上ることができます。山頂
には展望台のほかスキー資料館や天狗の館、シマリス公園
などもあります。山頂樹木のライトアップも幻想的です。

中野植物園
　園内にはエゾヤマザクラ、ツツジなど80種類の樹木
があり、鳥類や昆虫なども多いため、自然学習にもピッ
タリです。またブランコやシーソーなどの遊具もあり、
親子でゆっくりと遊ぶことができます。

おたる水族館
　常時約250種類以上の動物や魚の生態を間近で感じら
れる水族館です。大人気のイルカショーのほか、トドやア
ザラシ、ペンギンショーも毎日開催。イベントや遊園地も
併設されており、家族で1日中楽しむことができます。

天狗山スキー場
　小樽市街から一番近いスキー
場。初級から上級まで幅広いコー
ス が あ り 、市 内 の 小 中 学 校 の ス
キー学習にも利用されます。ゲレ
ンデからは小樽市街が見下ろせ、
海の抜ける風景が広がります。

朝里川温泉スキー場
　朝里川温泉地区にあるスキー場。山の
中腹あたりから真っ青な日本海の向こう
に増毛連山や雄冬岬までが見渡せます。
宿泊施設や日帰り入浴施設も近く、温泉
でゆったりするのもオススメです。

スノークルーズONZE
　札樽自動車道銭函インターチェンジ
から約10分の位置にあるアクセスし
やすいスキー場。雪が積もっていない
11月からゲレンデにまく人工造雪機
を導入しているため、いち早くスキー
遊びができます。ゲレンデからは、日本
海の青い海が一望できます。

オーンズ

アスレチックや
広い運動公園で
遊んじゃおう♪

山
頂
に
あ
る

「
鼻
な
で
天
狗
さ
ん
」は
、

長
い
鼻
に
ふ
れ
る
と

願
い
事
が
叶
う
!?

日本海を
バックに、

トドがダイブ！

　豊かな自然に囲まれた市内には、驚き
と感動がつまったレジャー施設がたく
さんあります。小樽でしか味わえないレ
ジャースポットをご紹介します。

レジャー施設に
行ってみよう！
レジャー施設に
行ってみよう！

ましけれんざん おふゆみさき

自然を満喫しよう！自然を満喫しよう！ その2

冬の小樽といえば・・・コレでしょ！

わが子のウィークリープランわが子のウィークリープラン 1週間の予定をリストにしておきましょう。1週間の予定をリストにしておきましょう。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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住所 最上2-16-15

料金 中学生以上 往復　1,400円
小学生以下 往復  　 700円
※詳しくは、お問合せください。
※未就学児の場合、大人1名につき1名無料

運行期間 通年運行（4月、11月 整備運休期間あり）
TEL 33-7381 TEL 23-3468

開園期間 4月下旬～11月下旬

住所 清水町26-30
開園時間 9：00～17：00 休園日 期間中無休
入園料 3歳以下 無料　4歳～小学生 100円

中学生以上 200円

使用料 利用する施設ごとに異なります。
詳しくはお問合せください。

住所 天狗山1丁目国有林野4152林班
TEL 25-1701 FAX 25-8120

住所 最上2-16-15

詳しくはお電話又は、ホームペー
ジでご確認ください。

【天狗山スキー場HP】
https://tenguyama.ckk.chuo-
bus.co.jp/

営業期間・時間・料金
TEL 33-7381

住所 朝里川温泉1

詳しくはお電話又は、ホーム
ページでご確認ください。

【朝里川温泉スキー場HP】
https://asari-ski.com

営業期間・時間・料金
TEL 54-0101

住所 春香町357 TEL 62-2228

住所 祝津3-303
営業期間・時間【通常】  3月20日～10月15日　　9：00～17：00（入館は16：30）

　　　10月16日～11月23日　　9：00～16：00（入館は15：30）
【冬期】12月11日～ 2月23日　 10：00～16：00（入館は15：30）

入館料【通常】3歳以上 300円　小中学生 600円　高校生以上 1,500円
【冬期】3歳以上 220円　小中学生 440円　高校生以上 1,100円
※市内在住の70歳以上の方は、無料　※年間パスポートあり

TEL 33-1400

季節によって営業時間が変更になることがあります。詳しくはお問合せください。
【おたる水族館HP】https://otaru-aq.jp/

詳しくはお電話又は、ホームページで
ご確認ください。

営業期間・時間・料金

【スノークルーズ
 オ ー ン ズ  

ONZEHP】
https://onze.jp/

おたる自然の村
　小樽の豊かな自然を満喫できるキャン
プ場です。天狗山の展望台からは小樽の街
並みと海が望め、コテージやバンガローな
ど、いろいろな設備が充実していてキャン
プ初心者も安心して楽しめます。敷地内に
は、木製遊具もあります。

天狗山ロープウエイ
　標高532.4mの天狗山には、全長735mのロープウエイが
あり、山麓から八合目まで一気に上ることができます。山頂
には展望台のほかスキー資料館や天狗の館、シマリス公園
などもあります。山頂樹木のライトアップも幻想的です。

中野植物園
　園内にはエゾヤマザクラ、ツツジなど80種類の樹木
があり、鳥類や昆虫なども多いため、自然学習にもピッ
タリです。またブランコやシーソーなどの遊具もあり、
親子でゆっくりと遊ぶことができます。

おたる水族館
　常時約250種類以上の動物や魚の生態を間近で感じら
れる水族館です。大人気のイルカショーのほか、トドやア
ザラシ、ペンギンショーも毎日開催。イベントや遊園地も
併設されており、家族で1日中楽しむことができます。

天狗山スキー場
　小樽市街から一番近いスキー
場。初級から上級まで幅広いコー
ス が あ り 、市 内 の 小 中 学 校 の ス
キー学習にも利用されます。ゲレ
ンデからは小樽市街が見下ろせ、
海の抜ける風景が広がります。

朝里川温泉スキー場
　朝里川温泉地区にあるスキー場。山の
中腹あたりから真っ青な日本海の向こう
に増毛連山や雄冬岬までが見渡せます。
宿泊施設や日帰り入浴施設も近く、温泉
でゆったりするのもオススメです。

スノークルーズONZE
　札樽自動車道銭函インターチェンジ
から約10分の位置にあるアクセスし
やすいスキー場。雪が積もっていない
11月からゲレンデにまく人工造雪機
を導入しているため、いち早くスキー
遊びができます。ゲレンデからは、日本
海の青い海が一望できます。

オーンズ

アスレチックや
広い運動公園で
遊んじゃおう♪

山
頂
に
あ
る

「
鼻
な
で
天
狗
さ
ん
」は
、

長
い
鼻
に
ふ
れ
る
と

願
い
事
が
叶
う
!?

日本海を
バックに、

トドがダイブ！

　豊かな自然に囲まれた市内には、驚き
と感動がつまったレジャー施設がたく
さんあります。小樽でしか味わえないレ
ジャースポットをご紹介します。

レジャー施設に
行ってみよう！
レジャー施設に
行ってみよう！

ましけれんざん おふゆみさき

自然を満喫しよう！自然を満喫しよう！ その2

詳しくはお電話又は、ホーム
ページでご確認ください。

【朝里川温泉スキー場HP】

詳しくはお電話又は、ホーム

冬の小樽といえば・・・コレでしょ！

わが子のウィークリープランわが子のウィークリープラン 1週間の予定をリストにしておきましょう。1週間の予定をリストにしておきましょう。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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住所 花園5-3外

　市の花に指定されているツツジが美しい
公園。市街地の中心にあり、緑と花を楽しむ
ほかにも、数多くのこどもの国ゾーンや体
育館・球場などの運動施設があります。

小樽公園

住所 幸1

　四季を通じて小樽の自然に触れること
のできる森林公園。野鳥が多く、天然記念
物のクマゲラに出会うことも珍しくあり
ません。春には、約3,000本の桜の名所と
しても楽しむことができます。

長橋なえぼ公園

　自由気ままに遊べる市内の公園をご
紹介します。お子さんと緑を探しに、の
んびりおでかけしてみませんか？

のびのび遊べる公園のびのび遊べる公園 その1

お散歩時間に、クマゲラに遭遇するかも!?

見晴台からは

市街地や

港を一望♪

住所 色内3

　重要文化財・旧日本郵船小樽支店
の目の前にある公園。噴水池や室内
の遊具施設があり、歴史的景観でお
散歩を楽しめます。

運河公園

住所 入船5-18

　コンビネーション遊具などの施設
が豊富にある公園。公園の入口にある
ポプラ並木も印象的なスポットです。

入船公園

住所 築港

　小樽築港駅の海側にあり、木製遊具で遊
べたり、小樽港マリーナなどの風景を楽し
めます。公園からは港を一望できるので、
ちょっと優雅な遊び時間を過ごせます。

築港臨海公園

トイレ（べビーチェア） トイレ（おむつ換えシート） 遊具 水飲み場駐車場P凡例
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住所 花園5-3外

　市の花に指定されているツツジが美しい
公園。市街地の中心にあり、緑と花を楽しむ
ほかにも、数多くのこどもの国ゾーンや体
育館・球場などの運動施設があります。

小樽公園

住所 幸1

　四季を通じて小樽の自然に触れること
のできる森林公園。野鳥が多く、天然記念
物のクマゲラに出会うことも珍しくあり
ません。春には、約3,000本の桜の名所と
しても楽しむことができます。

長橋なえぼ公園

　自由気ままに遊べる市内の公園をご
紹介します。お子さんと緑を探しに、の
んびりおでかけしてみませんか？

のびのび遊べる公園のびのび遊べる公園 その1

お散歩時間に、クマゲラに遭遇するかも!?

見晴台からは

市街地や

港を一望♪

住所 色内3

　重要文化財・旧日本郵船小樽支店
の目の前にある公園。噴水池や室内
の遊具施設があり、歴史的景観でお
散歩を楽しめます。

運河公園

住所 入船5-18

　コンビネーション遊具などの施設
が豊富にある公園。公園の入口にある
ポプラ並木も印象的なスポットです。

入船公園

住所 築港

　小樽築港駅の海側にあり、木製遊具で遊
べたり、小樽港マリーナなどの風景を楽し
めます。公園からは港を一望できるので、
ちょっと優雅な遊び時間を過ごせます。

築港臨海公園

トイレ（べビーチェア） トイレ（おむつ換えシート） 遊具 水飲み場駐車場P凡例
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住所 桜3-24､25､26外

　朝里川に面した公園で、
園内のどこからでも川のせ
せらぎを聞くことができま
す。斜面を利用した長～い
すべり台や高台にある遊具
ゾーンからの景色は抜群。

朝里川公園

手宮公園

　広大な海原を臨め、開
放感のある公園。散策路
の休憩スポットでは、潮
風の香りを感じること
ができます。（一部立ち
入り禁止区域あり）

色内埠頭公園

　大型コンビネー
ション遊具や起伏
を利用した2台の
大型すべり台があ
ります。

　市内を見下ろす高台に
あり、海と花々のコント
ラストがきれいな公園。
　園内には桜や栗の木が
多く、緑化植物園からは
市内を一望できます。市
内屈指の桜の名所です。

望洋東公園

　園内は、ほとん
どが平坦で起伏
がない公園です。
大型複合遊具
やターザンロー
プで遊べます。

　築港地区の大
型商業施設や小
樽港マリーナな
どを見渡せる平
磯岬の丘陵地に
ある公園です。

　園内は平坦で、
その一角に遊具
やトイレなどの
施設があり、広々
とした広場で遊
べます。

住所 色内3-12

住所 手宮2-4、5外
住所 望洋台１

住所 桜1-15

　小樽市ならではの絶景を望むことが
できる公園もたくさんもあります。のびのび遊べる公園のびのび遊べる公園 その2

住所 若竹町20 住所 銭函3

トイレ（べビーチェア） トイレ（おむつ換えシート） 遊具 水飲み場駐車場P凡例
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初めての妊娠・
育児で不安。

保育所や幼稚園の
情報を知りたいな。

妊娠・出産・健康

小樽市子育て世代包括支援センター　にこにこ
妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポートを提供する「ワンストップ相談窓口」です。
お子さんと一緒でも、お子さんを遊ばせながらでもお話ができます。妊娠・産後のこころのこと、育児や生活のことな
ど、お気軽にご相談ください。子育て支援機関などと連携し、子育てをサポートします。

♦住所　富岡1-5-12（小樽市保健所2階）　　　♦TEL　☎32-5208

♦受付・相談時間　月～金曜日　午前9時～午後5時（土、日、祝日除く） ※事前に電話でお問合せください。

対象年齢にあわせた内容で、遊びながら、保護者同士の交流や保健師などの専門職に相談ができます。

にこにこの開放事業

♦おひさまひろば
　対象　 1歳6か月までのお子さんと保護者
　内容　 自由遊び・身体測定・育児相談・栄養相談・歯科相

談・保育士によるふれあい遊び

♦のびのびひろば
　対象　 1歳6か月～2歳6か月までのお子さんと保護者
　内容　 発達のおはなし・情報交換・自由遊び・育児相談・

栄養相談・歯科相談・保育士によるふれあい遊び

開放事業の日程は、広報おたるや市ホーム
ページでご覧いただけます。

こんな悩みはありませんか？

おっぱいが足りている
のかわからない。

気持ちが落ち込む。
育児で疲れて
イライラする。

子どもの発達が気になる
けど、どこに相談したら

よいのかわからない。
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妊娠妊娠 ２か月２か月 4か月4か月出産出産 6か月6か月 8か月8か月 10か月10か月 1歳1歳 2歳2歳 3歳3歳 4歳4歳 5歳5歳 ６歳６歳

●母子健康手帳の交付

健
診・教
室・訪
問

●出生時手続
　出生届
　児童手当
　医療費の助成など
●指定ごみ袋の配布
●産後ケア事業

●小学校入学手続 ▶p.34

手
続

妊婦訪問

母親・両親教室

予防接種デビュー
▶p.22

4か月児健康診査
▶p.20

ぴよぴよくらぶ（5か月まで）�▶p.21 すくすくひよこくらぶ（6か月から9か月まで）�▶p.21

こんにちは赤ちゃん訪問 離乳食講習会�▶p.20

10か月児
健康診査�▶p.20

1歳6か月児
健康診査�▶p.20

3歳児健康診査
▶p.20

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）　�p.28

保育所・認定こども園（保育所部分）�▶p.28

おひさまひろば（1歳6か月まで）�▶p.17

のびのびひろば（1歳6か月から2歳6か月まで）�▶p.17

●5歳児セルフチェック
　　　　　　  ▶p.20

子育てカレンダー

妊娠したら

母子健康手帳はお子さんの健康の大切な記録になりま
す。病院・医院などで妊娠届出書をもらい、子育て世代
包括支援センター「にこにこ」（保健所庁舎2階）又は銭
函・塩谷サービスセンターで母子健康手帳の交付を受
けましょう。

母子健康手帳の交付
問 �こども家庭課　☎�32-5208

お母さんの健康管理と元気な赤ちゃんの出産のため
に、妊婦健診を定期的に受診しましょう。
※ 妊婦一般健康診査14回分と超音波検査6回分の受診

費用の一部を助成しています。（受診票は、母子健康
手帳交付時に配布）

妊婦健診
問 �こども家庭課　☎�32-5208

妊娠経過に不安のある方や20歳未満又は35歳以上で
初めて出産される方を対象に、安心して出産を迎えら
れるよう、保健師や助産師が訪問し、健康管理などにつ
いての相談に応じます。

妊産婦訪問指導
問 �こども家庭課　☎�32-5208

経済的な理由で出産費用の負担が困難な方に、出産費
用の一部を助成します。（所得制限や一部自己負担があ
ります。）
市内の助産施設は、おたるレディースクリニック及び
小樽協会病院です。

入院助産制度
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

「国民年金第1号被保険者」の方が対象で、産前産後の4
か月間（多胎は6か月間）国民年金保険料が免除されま
す。
出産予定日の6か月前から届け出ができます。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度
問 �保険年金課　☎�32-4111（内線292）

出産を迎えるお母さんとお父さんなどが、出産・妊娠・
育児について学ぶ教室です。不安や悩みを解消し、楽し
いマタニティライフを送りましょう。日程は、広報おた
る等でお知らせします。（予約制）

母親・両親教室（にこたまクラブ）
問 �こども家庭課　☎�32-5208
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妊娠妊娠 ２か月２か月 4か月4か月出産出産 6か月6か月 8か月8か月 10か月10か月 1歳1歳 2歳2歳 3歳3歳 4歳4歳 5歳5歳 ６歳６歳

●母子健康手帳の交付

健
診・教
室・訪
問

●出生時手続
　出生届
　児童手当
　医療費の助成など
●指定ごみ袋の配布
●産後ケア事業

●小学校入学手続 ▶p.34

手
続

妊婦訪問

母親・両親教室

予防接種デビュー
▶p.22

4か月児健康診査
▶p.20

ぴよぴよくらぶ（5か月まで）�▶p.21 すくすくひよこくらぶ（6か月から9か月まで）�▶p.21

こんにちは赤ちゃん訪問 離乳食講習会�▶p.20

10か月児
健康診査�▶p.20

1歳6か月児
健康診査�▶p.20

3歳児健康診査
▶p.20

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）　�p.28

保育所・認定こども園（保育所部分）�▶p.28

おひさまひろば（1歳6か月まで）�▶p.17

のびのびひろば（1歳6か月から2歳6か月まで）�▶p.17

●5歳児セルフチェック
　　　　　　  ▶p.20

妊娠、出産、子育てとお母さんの体の負担は大変なものです。特に、出産後は、赤ちゃんのお世話に加えて、さまざまな
届出や手続などがありますので事前にチェックしておきましょう。

出産したら

赤ちゃんが生まれた日から14日以内に届け出を出し
てください。出生証明書、印鑑、母子健康手帳、健康保険
証が必要です。

出生届
問 �戸籍住民課　☎�32-4111（内線285・286）

各手続は「手当・助成」のページをご覧ください。 ▶p.24

児童手当・こども医療費助成・出産育児一時金

出生届の提出時に窓口でお渡しするか、翌月にご自宅へ
送付します。また、転入時に2歳未満のお子さんがいる
世帯に、転入届の届け出の翌月にご自宅へ送付します。

指定ごみ袋の配布
問 �生活環境部管理課　☎�32-4111（内線464）

赤ちゃんが生まれたら、助産師や保健師が家庭を訪問
し、赤ちゃんの発育や発達の相談、育児のアドバイスを
行います。出生届後、早めに「こんにちは赤ちゃん訪問
連絡票」を郵送してください。（連絡票は、母子健康手帳
交付時に配布）

こんにちは赤ちゃん訪問
問 �こども家庭課　☎�32-5208

生後1年未満のお子さんとお母さんで、家族等から十
分な家事・育児等の援助が受けられず、かつ、心身の不
調又は育児不安等のある方が対象で、助産師による訪
問型又は日帰り型のケアや育児指導等を受けることが
できます。（要申請）

産後ケア事業
問 �こども家庭課　☎�32-5208

子育てガイドブック小 樽 市 19
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子どもの健診
問 �こども家庭課　☎�32-5208

♦4か月児健康診査
　受診場所　指定医療機関
　 生後4か月の間（生後4か月になってから5か月にな

る前の日まで）に健診を受けましょう。
　※ 健康診査の費用を助成しています。（受診票は母子

健康手帳交付時に配布）

♦10か月児・1歳6か月児・3歳児健康診査
　受診場所　保健所
　 お子さんの総合的な健康診査や生活全般にわたる指

導・相談を行っています。健診日は、個別にご案内し
ます。

乳児期から絵本にふれて心を育み、絵本を通して親子
のスキンシップやコミュニケーションを深めていきま
しょう。10か月児健康診査時に絵本をプレゼントして
います。

ブックスタート
問 �こども家庭課　☎�32-5208

健康相談
問 �こども家庭課　☎�32-5208

♦総合健康相談　 予約制
　 医師、保健師、栄養士、歯科衛生士などが子育てや発

育、発達などの相談をお受けします。

♦発達相談　 予約制
　 専門の相談員が、お子さんのことばの遅れや性格、行

動などの発達に関する相談をお受けします。

♦5歳児セルフチェック事業
　 5歳を迎えるお子さんに発達に関するセルフチェッ

ク表を送付します。成長・発達の相談がある場合は、
総合健康相談や発達相談で対応します。

離乳食講習会
問 �保健所健康増進課　☎�22-3110

離乳食の調理方法や進め方について学ぶ講習会です。
日程は、広報おたる等でお知らせします。

♦対象
　おおむね4か月から6か月までのお子さんと保護者

♦内容
◦離乳食の進め方
◦離乳期のお口の機能
◦情報交換

5～6か月のお子さんをお持ちの初産婦や育児不安の
ある方を対象に、母親同士の交流や相談支援を行いま
す。個別にご案内します。

ハツベビサロン
問 �こども家庭課　☎�32-5208

問 �保健所健康増進課　☎�22-3110

♦栄養相談　 予約制
　 栄養士がお子さんの食事に関する相談をお受けしま

す。

♦小児歯科相談　 予約制
　 乳幼児期のむし歯を予防するため、4か月おきに歯

科健診・フッ化物塗布を受けましょう。
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各医療機関の出産予約状況は毎日変わりますので、受診の際は事前に電話などでご確認ください。 

お産のできる医療機関

◦�小樽協会病院
住所：住ノ江1-6-15　☎23-6234
ＨＰ：http：//www.otarukyokai.or.jp

◦�おたるレディースクリニック
住所：稲穂4-1-7　☎25-0303
ＨＰ：http：//www.otaru-ladies.com

赤ちゃんとの関わり方など育児について学ぶ教室です。日程は、広報おたる等でお知らせします。
ぴよぴよくらぶ
対象　5か月までのお子さんと保護者
内容　 ◦ふれあい遊び 

◦赤ちゃんのお世話について 
◦参加者交流　など

すくすくひよこくらぶ
対象　6か月から9か月までのお子さんと保護者
内容　 ◦健診、予防接種、お口や離乳食・栄養のお話

◦絵本の読み聞かせ 
◦参加者交流　など

育児教室 申込制 定員あり

問 �子育て支援センター「風の子」　☎�0134-22-0822
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ワクチン
乳児期 幼児期 学童期

接種回数 対象年齢 その他出
生

1
か
月

2
か
月

3
か
月

4
か
月

5
か
月

6
か
月

7
か
月

8
か
月

9
か
月

10
か
月

11
か
月

12
か
月

15
か
月

18
か
月

19
か
月

2
歳

3
歳

4
歳

5
歳

6
歳

7
歳

8
歳

9
歳

10
歳

11
歳

12
歳

B型肝炎 3回 1歳未満 ◦1回目接種後27日以上あけて2回目接種
◦ 3回目は1回目接種後から139日以上あけて接種

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

ロタリックス 2回 出生6週0日後から出生
24週0日後まで ◦ 27日以上あけて接種

ロタテック 3回 出生6週0日後から出生
32週0日後まで ◦ それぞれ27日以上あけて接種

BCG 1回 1歳未満

インフルエンザ菌
b型（Hib）

初回・3回
追加・1回 生後2か月以上5歳未満 ◦ 接種開始年齢により、接種回数が異なるため、詳しくは保健所ホー

ムページをご覧ください。

小児肺炎球菌 初回・3回
追加・1回 生後2か月以上5歳未満 ◦ 接種開始年齢により接種回数が異なるため、詳しくは保健所ホーム

ページをご覧ください。
四種混合

（DPT-IPV）
1期初回・3回
1期追加・1回

生後3か月以上7歳6か月
未満

◦初回（3回）はそれぞれ20日以上あけて接種
◦追加接種は、初回接種（3回目）終了後から6か月以上あけて接種

二種混合
（DT） 2期・1回 11歳以上13歳未満 ◦小学6年生になる年度当初に個別通知

麻しん・風しん
（MR）

1期・1回 1歳以上2歳未満
◦2期の接種は、小学校入学前の年度当初に個別通知

2期・1回 5歳以上7歳未満で
小学校入学前の1年間

水痘
（水ぼうそう） 2回 1歳以上3歳未満 ◦1回目は1歳になったらなるべく早く接種

◦2回目は1回目から3か月以上あけて接種

日本脳炎

1期初回・2回
1期追加・1回

生後6か月以上7歳6か月
未満

◦1期初回は6日以上あけて2回目接種
◦ 1期追加は初回（2回目）終了後から6か月以上（標準的には概ね1年）

あけて接種
＊ 対象年齢以外の方でも特例措置に該当して、接種を受けられる場合

があります。
2期・1回 9歳以上13歳未満

予防接種について
お子さんの成長と共に外出の機会も多くなりますが、同時に感染症にかかる可能性も高くなります。大切なお子さん
を守るため、予防接種は忘れずに受けましょう。受ける時期や順番など、お子さんの体調を見てかかりつけ医に相談
しながら計画的に受けてください。

持ち物

◦ 母子健康手帳　◦ 予診票（母子健康手帳セットに同封又は接種対象時期に郵送しています。）
※日本脳炎ワクチンの予診票は、医療機関に備えてあります。
※ 「予診票を紛失された方」又は「転入された方で接種がお済でない定期の予防接種がある方」は、予診票をお渡しし

ますので、母子健康手帳をお持ちの上、保健所までお越しください。

市内の予防接種ができる医療機関で年間を通して接種を行っています。
※ 下の表の の期間は、予防接種法で定められた「定期予防接種の対象者」となる期間です。これらの期間中であ

ればいつでも無料で接種できますが、病気にかかりやすい年齢を考慮して定められた期間（標準的な接種期間）で
ある の期間中にできるだけ接種を受けましょう。（↓は接種の例です。）

※ ヒトパピローマウイルス予防接種（対象は小学6年生～高校1年生の年齢に相当する女子）について、詳しくは保健
所ホームページをご覧ください。

予防接種スケジュール
問 �保健所保健総務課　☎�22-3117

ロタリックス又はロタテックを接種しますが、どちらのワク
チンも初回接種は出生14週6日後までに接種してください。
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ワクチン
乳児期 幼児期 学童期

接種回数 対象年齢 その他出
生

1
か
月

2
か
月

3
か
月

4
か
月

5
か
月

6
か
月

7
か
月

8
か
月

9
か
月

10
か
月

11
か
月

12
か
月

15
か
月

18
か
月

19
か
月

2
歳

3
歳

4
歳

5
歳

6
歳

7
歳

8
歳

9
歳

10
歳

11
歳

12
歳

B型肝炎 3回 1歳未満 ◦1回目接種後27日以上あけて2回目接種
◦ 3回目は1回目接種後から139日以上あけて接種

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

ロタリックス 2回 出生6週0日後から出生
24週0日後まで ◦ 27日以上あけて接種

ロタテック 3回 出生6週0日後から出生
32週0日後まで ◦ それぞれ27日以上あけて接種

BCG 1回 1歳未満

インフルエンザ菌
b型（Hib）

初回・3回
追加・1回 生後2か月以上5歳未満 ◦ 接種開始年齢により、接種回数が異なるため、詳しくは保健所ホー

ムページをご覧ください。

小児肺炎球菌 初回・3回
追加・1回 生後2か月以上5歳未満 ◦ 接種開始年齢により接種回数が異なるため、詳しくは保健所ホーム

ページをご覧ください。
四種混合

（DPT-IPV）
1期初回・3回
1期追加・1回

生後3か月以上7歳6か月
未満

◦初回（3回）はそれぞれ20日以上あけて接種
◦追加接種は、初回接種（3回目）終了後から6か月以上あけて接種

二種混合
（DT） 2期・1回 11歳以上13歳未満 ◦小学6年生になる年度当初に個別通知

麻しん・風しん
（MR）

1期・1回 1歳以上2歳未満
◦2期の接種は、小学校入学前の年度当初に個別通知

2期・1回 5歳以上7歳未満で
小学校入学前の1年間

水痘
（水ぼうそう） 2回 1歳以上3歳未満 ◦1回目は1歳になったらなるべく早く接種

◦2回目は1回目から3か月以上あけて接種

日本脳炎

1期初回・2回
1期追加・1回

生後6か月以上7歳6か月
未満

◦1期初回は6日以上あけて2回目接種
◦ 1期追加は初回（2回目）終了後から6か月以上（標準的には概ね1年）

あけて接種
＊ 対象年齢以外の方でも特例措置に該当して、接種を受けられる場合

があります。
2期・1回 9歳以上13歳未満

予防接種について

種類の違う予防接種を受ける場合の間隔

※ なお、同じ種類のワクチンを数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔がありますので、下表の「その他」を
ご覧ください。

☆生後2か月になったら予防接種デビュー☆

接種で得られる効果と安全性のために、生ワクチン（注射）を接種後に違う種類の生ワクチン（注射）を接種する場合
は、次の期間をあけることになっています。

※接種をした翌日から数えて27日以上あける（28日目から接種可）

前回と違う種類の
生ワクチン（注射）27日以上あける

BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ（任意）等

生ワクチン（注射）
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手当・助成

各種手当
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線311・314）

児童手当

♦受給資格
　 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を

養育している方

♦支給月額
　3歳未満　　　　　　　  15,000円 
　3歳以上中学校卒業まで　10,000円
　※所得制限により、支給額が変わる場合があります。
　※ 第3子以降の児童については、支給額が変わる場

合があります。
　※ 公務員の方の児童手当は、勤務先で手続きをお願

いします。

児童扶養手当

♦受給資格
　 父母が離婚（ひとり親家庭）又は父（母）が重度障が

い・死亡・行方不明等である児童（18歳到達後最初の
3月31日までの間）を養育している方

♦支給月額
　第1子　　　43,160円（全部支給額）
　第2子　　　10,190円加算（全部支給額）
　第3子以降　1人6,110円加算（全部支給額）
　※所得制限等の条件により支給額が変わります。
　※令和3年4月現在の手当額

災害遺児手当

♦受給資格
　 交通事故、労働災害事故、火災、天災等の不慮の災害

により生計の中心者が死亡・重度障がいとなった、義
務教育終了までの間にある児童を養育している方

♦支給月額
　対象児童1人につき4,000円

♦受給資格
　 国民健康保険では、加入者が出産されたときに出産

育児一時金（42万円）を支給しています。
　※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で

出産された場合や同制度の対象とならない出産の
場合、支給額は40万4千円です。

　※ 他の健康保険に加入されている場合は、それぞれ
の健康保険にお問合せください。

出産育児一時金
問 �保険年金課　☎�32-4111（内線289～291）

あなたの管理リストあなたの管理リスト 気になる費用や条件などを記録しておきましょう。
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医療費の助成
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線311）

こども医療費助成

0歳から中学校3年生（15歳に達する日以降の3月31
日まで）のお子さんの医療費の一部を助成します。

♦受給資格�
　①健康保険に加入していること 
　②生活保護を受けていないこと
　※ 主たる生計維持者の所得額により対象外となる場

合があります。

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の親及び児童に対し、医療費の一部を
助成します。

♦受給資格�
　 健康保険に加入し、生活保護を受けていない方のう

ち、次の①～③のいずれかに該当する方
　①母子家庭又は父子家庭の親及び児童
　②母又は父以外の方に扶養されている児童
　③ 母又は父が身体障害者手帳1級・2級及びこれに準

ずるものを交付されており、かつ労働能力を喪失
している家庭の親及び児童

　※ 対象となる児童の年齢は20歳未満です。18歳以上
の方は無職又は在学中であることが条件です。

　※ 主たる生計維持者の所得額により対象外となる場
合があります。

各種医療　
問 �保健所保健総務課　☎�22-3115

未熟児養育医療

♦受給資格
　 出生時体重が2,000ｇ以下又は生活力が特に薄弱で

医師が入院を必要と判断する未熟児に、医療の給付
を行っています。

自立支援医療（育成医療）

♦受給資格
　 18歳未満で身体に障がいのある児童又は現存する

疾患を放置すれば将来において障がいを残すと認め
られる児童に対して、生活能力を得るために必要な
医療の給付を行っています。

小児慢性特定疾病医療

♦受給資格
　 18歳未満（18歳になる前に本医療の認定を受けて

いて、18歳になった後も引き続き治療が必要な場合
は20歳未満）の小児慢性特定疾病児童に対して医療
の給付を行っています。

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高
いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

電
車
や
職
場
、学
校
な
ど

人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
や
ろ
う

３
つ
の
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

せ
き

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

マスクが
ない時 とっさの時

咳
エチケット

首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成出 典
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一時的に預ける
一時的にお子さんを預かるサービスを紹介します。

♦利用料の無償化について
　一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター事業は、無償化の対象となる場合があります。
　詳しくは「幼児教育・保育の無償化」のページをご覧ください。▶p.31

保護者の病気や出産など、家庭での養育が困難な場合
に、一時的にお子さんをお預かりします。

♦実施施設　市外の児童養護施設

♦対象年齢　 1歳から17歳までの子ども 

♦利用時間　原則7日以内

♦利 用 料　 世帯区分により、利用料の一部負担があ
ります。

子育て短期支援事業（ショートステイ）
問 �こども家庭課　☎�32-5208保護者の緊急事態やリフレッシュに対応するため、一

時的にお子さんをお預かりします。
※ 利用申込み等については、直接施設へお問合せくだ

さい。

♦実施施設

一時預かり

施設名 住所 電話番号
日赤保育所 緑1-9-9 22-5223
認定こども園
ゆりかご保育園 入船5-24-12 25-8898

あおぞら保育園 勝納町16-13 26-6226

♦対象年齢　1歳から小学校就学前までの子ども
　　　　　　 ※ 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っ

ていない、又は在籍していないこと。

♦利用時間　1日当たり8時間以内（1か月15日まで）

♦利 用 料　 3歳未満の子ども　1,950円／1日 
3歳以上の子ども　1,550円／1日

区分
1人当たりの利用料／1日
2歳未満の

子ども
2歳以上の

子ども
（1）生活保護世帯
（2） ひとり親世帯（市町

村民税非課税世帯）
0円

（1） 市町村民税非課税
世帯

（2） ひとり親世帯（市町
村民税非課税世帯
を除く）

  860円   470円

その他の世帯 4,330円 2,370円

連絡先リスト連絡先リスト 問い合わせしたい情報は書いておきましょう。問い合わせしたい情報は書いておきましょう。

なまえ 電話番号 住所
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病気により集団生活が困難な子どもで、
保護者の仕事などにより家庭で保育がで
きない場合に、専用の施設でお子さんを
お預かりします。
※ 事前登録が必要です。登録方法等については、市HP

又は直接施設へお問合せください。

♦実施施設
　病児保育施設「たつのこルーム」
　（稲穂3-22-11 認定こども園いなほ幼稚園隣接）

♦対象年齢
　1歳6か月から小学校3年生までの子ども
　※ 保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、小

学校等に通っていること

♦利用時間　月～金曜日　午前8時30分～午後5時

♦利用人数　1日3名まで

♦利 用 料

病児保育
問 �病児保育施設「たつのこルーム」　☎�23-7876

区分 利用料 食事・おやつ代
住民税課税世帯 2,000円   300円
住民税非課税世帯
及び生活保護世帯     0円   300円

※利用料は1日当たりの金額です。
※ 住民税非課税世帯及び生活保護世帯の場合、利用料

等の免除があります。詳しくは子育て支援課【☎32-
4111（内線428）】までお問合せください。

子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と
援助をしたい方（提供会員）が会員となっ
て助け合い、地域の子育て支援を行う会
員制の組織です。
※事前登録が必要です。

おたるファミリーサポートセンター
問 おたるファミリーサポートセンター　☎�27-1020

♦援助内容
◦保育所や幼稚園の送迎や通園前後の預かり
◦小学校・放課後児童クラブ前後の預かりや送迎
◦病児の預かり　　など

♦対象年齢
　0歳から小学校6年生までの子ども

♦利 用 料
　日常的な預かり 300円～／30分
　病気のときの預かり 900円／1時間
　※ 緊急のときの預かりや宿泊を伴う預かりも行っていま

す。利用料などはお問合せください。
　※ 食事・おやつ代、送迎に係る交通費については、依頼会員

の負担となります。
　※ 「病気・緊急のときの預かり」については、市町村民税非

課税世帯、ひとり親世帯又はダブルケア負担の世帯の場
合に、利用料の一部助成があります。詳しくは子育て支
援課【☎32-4111（内線428）】までお問合せください。

援助活動・利用料の授受

援助の依頼

ファミリー
サポート
センター

依頼会員
子どもを
預ける方

提供会員
子どもを
預かる方

援助了承

援助の申込み

提供会員
の紹介

正しい手の
洗い方

首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣
（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成出 典

ドアノブや電車のつり革など様々なも
のに触れることにより、自分の手にもウ
イルスが付着している可能性がありま
す。外出先からの帰宅時や調理の前後、
食事前などこまめに手を洗います。

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬ
らした後、石けん
をつけ、手のひら
をよくこすります

１
手の甲をの
ばすように
こすります

２ 指先・爪の
間を念入
りにこす
ります

3

指の間を
洗います

4 親指と手のひ
らをねじり洗
いします

5 手首も忘
れずに洗
います

6

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
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保育所・認定こども園・幼稚園

施設の種類

利用の申込み先 子育て支援課 ▶p.29
保護者が月64時間以上就労しているなど、家庭で保育
ができない乳幼児を保育する施設です。

認可保育所

利用の申込み先 各幼稚園 ▶p.30
保護者の就労の有無などに関わりなく、希望により利
用できる幼児期の教育を行う施設です。

幼稚園

利用の申込み先  【保 育 部 分】子育て支援課　 ▶p.29  
【幼稚園部分】各認定こども園 ▶p.30

保育所と幼稚園が一体又は併設（隣接）され、保育所と
幼稚園の機能や特徴を併せ持つ施設です。

認定こども園

利用の申込み先 各施設 ▶p.30
児童福祉法に基づく保育所の認可を受けていない保育
施設です。それぞれ独自性を持って保育に取り組み、運
営しています。

認可外保育施設

利用の申込み先 各施設 ▶p.30
認可外保育施設のうち、従業員の子どもを対象とした
保育施設の設置・運営に係る費用助成を国から受けて
いる保育施設です。従業員の子ども以外の受け入れも
可能です。

企業主導型保育施設

♦施設選びのフローチャート

お
子
さ
ん
の
年
齢
は
？

0
～
2
歳

※ 認可外保育施設、企業主導型保育施設の利用要件は、各施設にお問合せください。

3
～
5
歳

急に保育が必要になった場合は、
一時預かり等をご利用ください。 （▶p.26）家庭で保育できる

◦認可保育所 ◦�認定こども園（保育部分） ▶p.29仕事などで保育を必要としている

仕事などで保育を必要としている ◦認可保育所 ◦認定こども園 ◦幼稚園� ▶p.29、30

家庭で保育できる ◦�認定こども園（幼稚園部分）  ◦幼稚園 ▶p.30

子育てガイドブック小 樽 市28

保
育
所・認
定
こ
ど
も
園・幼
稚
園

２１０６小樽市子育て2(KG)行政最終.indd   28 2021/06/14   11:31:41



利用申込み

認可保育所・認定こども園（保育部分）
問 子育て支援課　☎�32-4111（内線304）

認可保育所は、0歳から小学校就学前までの子どもについて、保護者が仕事や病気などで日中保育する
ことができない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
認可保育所の利用要件（就労など）は「保育所等利用申込みの御案内」をご覧ください。

♦利用手続　申込書類の配布・受付は、子育て支援課の窓口で行っています。

♦保育料　 保護者の市町村民税の所得割額等に応じて小樽市が決定します。  
※幼児教育・保育の無償化については31ページをご覧ください。

利用開始希望月
の前々月頃

利用開始希望月の
前々月の16日から
前月の15日まで

利用開始希望月
の前月の25日頃

利用開始希望月
の前月末頃 利用開始希望月

1月上旬 1月5日～
 2月15日

2月下旬～
 3月中旬 3月中 4月

①申込書類の受取 ②申込書類の提出※1 ③ 利用調整（選考）
及び決定

④ 園と保護者・  
子どもの面談

⑤利用開始

① 申込書類の  
配布開始

② 申込書類の提出  
（第1次選考）※1※2

③ 利用調整（選考）
及び決定

④ 園と保護者・  
子どもの面談

⑤利用開始

※1　受付締切日が土・日、祝日の場合はその前日までとなります。
※2　第2次選考の受付は2月16日～3月15日です。

5月～3月利用開始の場合

4月利用開始の場合

利用不可の場合は翌月に再度利用調整

利用不可の場合は翌月に再度利用調整
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幼稚園は、満3歳から小学校就学前までの子どもを対
象とする学校です。子ども・子育て支援新制度に移行し
ていない幼稚園と新制度に移行した幼稚園があり、利
用手続などが異なります。

♦利用手続
　 4月からの利用については、10月上旬から各園で願

書の配布が始まります。それ以外の月からの利用は、
各園に随時お問合せください。

　 利用申込みは、各園で行っていますの
で、詳細は直接お問合せください。

　 私立幼稚園連合会のホームページにも
情報が掲載されています。

♦保育料
　 新制度に移行した幼稚園・認定こども園（幼稚園部

分）は、保護者の市町村民税の所得割額等に応じて小
樽市が決定します。新制度に移行していない幼稚園
は、各園で定めた料金になります。

　※ 幼児教育・保育の無償化については次のページを
ご覧ください。

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）
問 �幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）…各園

児童福祉法に基づく保育所としての認可を受けていな
い保育施設です。それぞれ独自性を持って保育に取り
組み、運営しています。
♦利用手続・保育料
　 利用申込みは、各施設で行っていますので、詳細は直

接お問合せください。
　保育料は、各施設で定めた料金になります。
　※ 幼児教育・保育の無償化については次のページを

ご覧ください。

従業員の子どもを対象とした保育施設の設置・運営に
係る費用助成を国から受けている保育施設です。従業
員の子どもだけでなく、保育を必要とする地域の子ど
もの受け入れも可能です。
♦利用手続・保育料
　 利用申込みは、各施設で行っていますので、詳細は直

接お問合せください。
　保育料は、各施設で定めた料金になります。
　※ 幼児教育・保育の無償化については次のページを

ご覧ください。

企業主導型保育施設
問 �各施設

認可外保育施設
問 �各施設
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♦対象者・利用料
◦3歳から5歳までの子どもの利用料を無償
　※ 対象期間は、幼稚園は3歳になった日から、保育所

は3歳児クラス（3歳になった後の最初の4月以降）
から小学校入学前までとなります。

　※ 新制度に移行していない幼稚園の利用料は、月額
25,700円を上限として無償化されます。

　※ 一部費用（給食費、通園バス代、行事費など実費で
負担しているもの）は、引き続き利用者の負担とな
ります。

◦ 0歳から2歳までの子ども（住民税非課税世帯）の利
用料を無償
♦対象施設等
　保育所、認定こども園、幼稚園

保育所・認定こども園・幼稚園を利用する場合

令和元年10月から、保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等を利用する「3歳から5歳までの子ども」及び「0
歳から2歳までの子ども（住民税非課税世帯）」の利用料が無償化されました。お子さんの年齢や世帯状況、利用する
施設によって無償化の内容が異なりますので、ご確認ください。

♦預かり保育とは？
　 幼稚園の教育時間（おおむね午前9時から午後2時ま

で）以外の時間に園で子どもを預かってもらうことを
いいます。なお、認定こども園（幼稚園部分）に通う子
どもが一時預かり事業を利用する場合も含みます。
♦対象者・利用料
◦ 3歳児クラス（3歳になった後の最初の4月以降）から

5歳までの子どもは、幼稚園の利用料に加えて月額
11,300円まで無償

◦ 3歳になってから最初の3月31日までの間の子ども
（住民税非課税世帯）は、月額16,300円まで無償

　※ 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受
ける必要があります。

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の
預かり保育を利用する場合

♦対象者・利用料
◦3歳児クラスから5歳までの子どもは、月額37,000

円まで無償
　※ 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受

ける必要があります。
◦0歳から2歳児クラスまでの子ども（住民税非課税世

帯）は、月額42,000円まで無償
　※ 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受

ける必要があります。

♦対象施設等
　 認可外保育施設、一時預かり事業（▶p.26）、病児保

育事業（▶p.27）、ファミリー・サポート・センター事
業（▶p.27）など

認可外保育施設等を利用する場合

企業主導型保育施設については標準的な利用料が無償
化されます。
詳細は直接企業主導型保育施設にお問合せください。

企業主導型保育施設を利用する場合

幼児教育・保育の無償化� 問 子育て支援課　☎�32-4111（内線304）

連絡先リスト連絡先リスト 問い合わせしたい情報は書いておきましょう。問い合わせしたい情報は書いておきましょう。

なまえ 電話番号 住所
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市内認可保育所等一覧表

認可保育所

各保育所等の詳しい情報は、市のホームページ「保育所・幼稚園等の御案内」をご覧ください。

施設名 年齢区分 住所 利用
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他

公
　
立

奥沢保育所 0～5歳 奥沢3-22-1 78 22-4641 ○ ○ 世代間交流事業
地域子育て支援センター事業

銭函保育所 0～5歳 銭函2-23-13 80 62-2890 ○ ○ 地域子育て支援センター事業
手宮保育所 0～5歳 梅ヶ枝町3-23 75 23-1810 ○

赤岩保育所 0～5歳 赤岩2-21-1 80 22-9536 ○ ○ 世代間交流事業
地域子育て支援センター事業

最上保育所 0～5歳 最上2-9-10 40 22-2770 （○） 乳児保育（生後6か月から）

私
　
立

中央保育所 0～5歳 堺町2-9 100 29-3154 ○ ○ 休日保育（12/31～1/5を除
く日曜日、祝日）

相愛保育所 0～5歳 長橋1-2-20 50 32-7564 ○ 異年齢児交流事業
日赤保育所 0～5歳 緑1-9-9 90 22-5223 ○ 一時預かり
若竹保育所 0～5歳 若竹町5-2 30 22-6539 ○
龍徳保育園 0～5歳 真栄1-3-8 70 25-3073 ○ 異年齢児交流事業
新光保育園 0～5歳 新光1-33-7 90 54-8145 ○ ○ 世代間交流事業
愛育保育園 0～5歳 花園4-3-14 60 33-5858 ○ ○ 異年齢児交流事業
杉の子保育園 0～5歳 入船1-5-16 40 32-1223 ○
龍徳オタモイ保育園 0～5歳 オタモイ1-19-6 40 26-2905 ○
蘭島保育園 0～5歳 蘭島1-3-27 20 64-2567 ○ 世代間交流事業
さくら乳児保育園 0～2歳 桜1-4-30 40 51-5557 ○ ○
あおぞら保育園 0～5歳 勝納町16-13 90 26-6226 ○ ○ 一時預かり

認定こども園　※幼稚園部分は満3歳から

施設名 年齢区分 住所 幼稚園部分
定員

保育部分
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他 種類

私
　
立

認定こども園
あかつき保育園 0～5歳 塩谷1-25-20 15 20 26-0618 ○ 保

認定こども園
さくら保育園 2～5歳 桜1-4-13 15 60 54-2119 ○ 保

認定こども園
桂岡幼稚園 0～5歳 桂岡町5-16 130 45 62-4138 ○ ○ 幼保

認定こども園
手宮幼稚園 3～5歳 梅ヶ枝町

11-12 35 15 22-0067 幼

認定こども園
かもめ保育園 0～5歳 張碓558-1 6 71 62-1284 ○ ○ 保

認定こども園
小樽杉の子幼稚園 2～5歳 幸4-25-14 100 20 27-3898 幼

認定こども園
小樽オリーブ幼稚園 3～5歳 松ヶ枝1-9-5 35 5 23-7890 ※土曜日は閉園 幼

認定こども園
いなほ幼稚園 0～5歳 稲穂4-11-2 80 40 23-7876 （○） 乳児保育（生後

6か月から） 幼保
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※乳児保育＝産休明け（生後57日目）から利用可能　※延長保育＝19：00まで延長保育が可能
※保＝保育所型：保育所に幼稚園の機能（幼児教育）を備えた施設
※幼＝幼稚園型：幼稚園に保育所の機能（保育）を備えた施設
※幼保＝幼保連携型：学校と児童福祉施設の両方の法的性格で、教育と保育を一体的に行う施設

施設名 年齢区分 住所 幼稚園部分
定員

保育部分
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他 種類

私
　
立

認定こども園
さくら幼稚園 2～5歳 桜1-5-1 60 40 54-6106 ○ 幼

認定こども園
ゆりかご保育園 0～5歳 入船5-24-12 5 60 25-8898 ○ 保

幼稚園

認可外保育施設

認可外保育施設　※認可外保育施設への入所申込み等は、直接各施設にお問合せください。

施設名 年齢区分 住所 定員 電話番号 その他

青い鳥保育園 0～5歳 潮見台1-5-29 27 24-1655 プライベート預かり（一時的
保育や時間単位での預かり）

キッズルームアップルいりふね 0～5歳 入船4-30-24 12 65-7154 乳児保育（生後2か月から）、
延長保育、一時的保育

にしだ靖江 0～5歳 桜2-15-3 3 090-
6265-2351

乳児保育（生後3か月から）、
一時的保育、病児保育

小樽藤保育所 2歳 富岡1-21-12 12 23-3834

ベビーシッターしゃぼんだま 0歳～ 星野町15-6 5 080-
5585-0891

※このほかの認可外保育施設としては、各病院の職員の子どもを受け入れる院内保育施設などがあります。

企業主導型保育施設　※企業主導型保育施設への入所申込み等は、直接各施設にお問合せください。

※企業主導型保育施設については、地域の子どもの受け入れが可能な施設のみを掲載しています。

施設名 年齢区分 住所 定員 電話番号 その他

ウィングベイ小樽すこやか保育園 0～5歳 築港11-5 30 61-1631 乳児保育（生後5か月から）、
一時的保育、病児保育

キッズルームアップルはなぞの 0～5歳 花園5-6-17 30 65-7151 乳児保育（生後2か月から）、
延長保育、病児保育

ココラソ保育園 0～5歳 桜2-1-27 10 54-7459 乳児保育（生後5か月から）、
一時的保育

OrangeSTAR 銭函保育園 0～1歳 春香町328-2 20 62-0770 乳児保育（生後2か月から）、
病後児保育、体調不良児保育

OrangeSTAR 銭函保育園本園 2～5歳 春香町360-2 48 61-1774 病後児保育、体調不良児保育

♦新制度に移行していない幼稚園
施設名 住所 定員 電話番号

小樽中央幼稚園 富岡1-4-13 60 22-3842
小樽藤幼稚園 富岡1-21-12 75 23-3834
小樽幼稚園 若松1-4-17 80 22-6536
ロース幼稚園 富岡1-8-2 60 22-1406

♦新制度に移行した幼稚園
施設名 住所 定員 電話番号

まや幼稚園 緑1-23-8 120 32-5449
長橋幼稚園 長橋3-13-9 100 22-7255
小樽高田幼稚園 住ノ江2-3-11 120 25-0907
朝里幼稚園 新光1-3-10 210 54-8003
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小学校

入学・転校

♦入学までの流れ�
10月上旬  新年度に入学予定のお子さんの保護者の方

へ「就学時健康診断通知書」を郵送します。  
健康診断は、通知書に記載された会場・日
時等を確認の上、受診してください。

1月中旬  保護者の方へ「入学通知書」を郵送します。  
※ 通知書が届かない場合は、学校教育支援

室までご連絡ください。
1月下旬～
2月上旬　

 各学校で入学説明会を行います。  
案内については、1月中旬に学校より郵送
します。

♦転入・転居に伴う入学予定校の変更
　 住所変更手続後、学校教育支援室より保護者へ「入学

通知書」を郵送します。
　※ 手続後、1週間以内に通知書が届かない場合や、4

月直前に手続をする場合等は学校教育支援室まで
ご連絡ください。

入学手続
問 �教育委員会学校教育支援室� �
☎�32-4111（内線7526）

♦転出するとき�
　 現在通学している学校から交付される「在学証明

書」、「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出手続
後、転入先の市町村で手続を行ってください。

♦転入・校区外へ転居するとき
　 現在通学している学校から交付される「在学証明

書」、「教科用図書給与証明書」と、住所変更手続の際
に窓口で交付される「転校連絡票」を受け取り、転校
先の学校へ提出してください。

転校手続
問 �教育委員会学校教育支援室� �
☎�32-4111（内線7526）

心身に不安や障がいのあるお子さんの入学や学校での
悩みについては、学校教育支援室へご相談ください。

障がいのあるお子さんの入学（就学相談）
問 �教育委員会学校教育支援室� �
☎�32-4111（内線7529）

就学援助
問 �教育委員会学校教育支援室� �
☎�32-4111（内線7526）

世帯収入が一定額以下であるなど経済的にお困りの家
庭に、学用品費や給食費などを援助します。
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放課後児童クラブ

対象校 塩谷小学校
余市養護学校 稲穂小学校 左記以外の小学校14校

（忍路中央小学校を除く）
開設場所 塩谷児童センター 勤労女性センター 各小学校

開設時間
通常日 下校時～午後6時 下校時～午後6時 下校時～午後6時
土曜日・長期休業 午前8時～午後6時 午前8時30分～午後6時 午前8時20分～午後6時

問合せ先

担当 塩谷児童センター こども未来部放課後児童課
住所 塩谷1-23-7 緑3-4-1
電話番号 26-4466 32-4111（内線7535・7536）

受付時間 午前10時～午後5時
（日曜日を除く）

午前9時～午後5時20分
（土・日曜日、祝日を除く）

就労等で昼間に保護者がいない家庭の小学生（1～6年生）を対象に、専任の支援員等が“遊び”や“生活の場”を提供
し、集団生活や児童の自主性を身につけるよう支援します。

♦利用方法　入会手続が必要となります。入会申込書類は児童クラブに配置しています。
　※新1年生の利用については、小学校の入学説明会で説明があります。
　※特別支援学級に在籍するなど特別な配慮が必要な児童については、児童の受け入れが可能な場合のみとなります。

♦利用手数料　月額4,000円（児童2人以上の利用　月額6,000円）
　※生活保護世帯、就学援助世帯には、手数料の減免があります。
　※手数料のほか、別途「スポーツ安全保険料」、「おやつ代（塩谷児童センターを除く）」がかかります。

♦開設場所・時間

小学校一覧� 問 学校教育支援室　☎�32-4111（内線7526）

小学校名 住所 電話番号
奥沢小学校 奥沢2-5-1 23-6295
潮見台小学校 新富町9-13 23-9251
桜小学校 桜1-16-1 54-6417
望洋台小学校 望洋台1-8-25 52-2007
朝里小学校 新光2-6-1 54-6414
張碓小学校 春香町215 62-3220
桂岡小学校 桂岡町23-1 62-2176
銭函小学校 見晴町5-2 62-2004

小学校名 住所 電話番号
忍路中央小学校 忍路1-171 64-2301
塩谷小学校 塩谷2-18-1 26-1103
高島小学校 高島5-6-1 25-1854
幸小学校 幸4-21-1 24-0425
長橋小学校 長橋4-5-1 22-3427
手宮中央小学校 末広町13-5 25-0037
稲穂小学校 富岡1-5-1 23-8382
花園小学校 花園5-4-1 25-5233
山の手小学校 花園5-2-20 32-2200
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ひとり親家庭への支援

母子・父子自立支援員が生活全般にわたる相談をお受
けします。（▶p.41）

母子・父子相談
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

主な支援（手当・助成等）

詳しくは「手当・助成」のページをご覧ください。
▶p.24～25

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親世帯等に対し、水道料金・下水道使用料の減免
を行っています。（適用条件があります）

♦減免後の金額
◦水道料金…基本料金と超過料金の合計額の4分の3
◦下水道使用料… 基本使用料と超過使用料の合計額の  

4分の3

水道料金・下水道使用料の減免
問 �福祉総合相談室　　　☎�32-4111（内線576、577）� �
水道局料金センター　☎�32-4111（内線562、563、567）

児童扶養手当を受給中のひとり親世帯は、ＪＲの通勤
定期乗車券が3割引になります。（学割など他の割引と
は併用できません。）

JR通勤定期乗車券の割引
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線314）

詳しくは「一時的に預ける」のページをご覧ください。
▶p.26

子育て短期支援事業（ショートステイ）利用料の減免
問 �こども家庭課　☎�32-5208

児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受給中
のひとり親世帯等には、「病気・緊急のときの預かり」に
限り、利用料の一部助成が受けられます。
※事前登録が必要です。（▶p.27）

おたるファミリーサポートセンター利用料の一部助成
問 �子育て支援課　☎�32-4111（内線428）

相談窓口
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給付金・貸付金

ひとり親家庭の経済的な自立を支援するための給付事
業です。事前の相談が必要です。

♦自立支援教育訓練給付金
　 市の指定する教育訓練に関する講座を受講し、修了

した場合に受講料の一部を支給します。
　資格例） 介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研

修、医療事務など 

♦高等職業訓練促進給付金
　 看護師、保育士などの専門的な資格取得のため、1年

以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活
資金の一部を支給します。

母子・父子家庭自立支援給付金
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

母子・父子家庭と寡婦の経済的自立を支援するため、必
要な資金を低金利又は無利子で貸し付ける制度です。
事前の相談が必要です。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

生活支援サービス等

ひとり親家庭で、保護者の疾病等により、一時的に家事
援助が必要となった場合にホームヘルパーを派遣し、
支援します。

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業
問 �こども家庭課　☎�32-5208

18歳未満の児童を養育している母子家庭など、生活上
の問題を抱えた母親と児童が一緒に入所して、自立の
ための支援を受けられる施設です。

母子生活支援施設（相愛の里）
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

ひとり親世帯等の中学生を対象として、週に1回、学力
の向上を目的とした学習支援を行うとともに、進学や困
りごと相談に応じるなど生活支援を実施しています。

おたる子ども未来塾
問 �こども福祉課　☎�32-4111（内線319）

連絡先リスト連絡先リスト 問い合わせしたい情報は書いておきましょう。問い合わせしたい情報は書いておきましょう。

なまえ 電話番号 住所
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子どもの発達や障がいへの支援

お子さんの発育や発達に心配がある場合や、障がいのあるお子さんへの支援については、次の窓口にご相談ください。

相談窓口� 問 福祉総合相談室　障害福祉グループ　☎�32-4111（内線302）

住所 電話番号
小樽市こども発達支援センター 花園5-10-1 27-6100
小樽市さくら学園 桜2-11-16 51-5020

※ 就学や教育に関する相談については、教育委員会 学校教育支援室【☎0134-32-4111（内線7529）】までご相談く
ださい。

内容 問合せ先

特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育してい
る方に支給されます。（所得制限があります。）

こども福祉課
☎32-4111（内線311・314）

障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅
重度障がい児で、規定の条件にあてはまる方に支給され
ます。（所得制限があります。）

福祉総合相談室
障害福祉グループ
☎32-4111（内線303）

重度心身障害者医療助成
制度

重度の障がい児（者）の方に、医療費の一部を助成します。
（所得制限があります。）

こども福祉課
☎32-4111（内線311）

（申請窓口：福祉総合相談室）

自立支援医療（育成医療） 「手当・助成」のページ（▶p.25）をご覧ください。 保健所保健総務課
☎22-3115

児童の通所サービス 次ページ（▶p.39）をご覧ください。
福祉総合相談室
障害福祉グループ
☎32-4111（内線303）

補装具・日常生活用具等
の提供

障がい児（者）の方に、体の機能を補うための用具の交付・
修理や、日常生活を容易にするための用具の給付を行い
ます。（費用の一部負担があります。）

心身障害者扶養共済制度
※北海道の制度

障がい児（者）を扶養している方が加入して掛金を納付す
ることにより、加入者が死亡又は重度の障がい者になっ
た場合に、障がい児（者）に対して年金が支給されます。

後志総合振興局
保健環境部社会福祉課
☎0136-23-1938

お子さんの障がいの状況に応じて、各種制度を利用できます。

主な支援（手当・助成等）
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障がいのあるお子さんや療育の必要なお子さんが対象のサービスです。

♦利用までの流れ�
　 相談支援事業所（こども発達支援センター・さくら学園等）又は市役所（福祉総合相談室　障害福祉グループ）に相

談し、申請手続を行い、支給決定を受ける必要があります。

児童の通所サービス� 問 福祉総合相談室　障害福祉グループ　☎�32-4111（内線302）

♦サービスの種類

♦利用料について　利用する施設によって異なります。

♦児童発達支援等の利用者負担の無償化について
　 就学前の障がいのある子どもを支援するため、市の支給決定を受けている方を対象に、上記サービス①、③、④の利

用者負担が無料となります。
　※無償化の期間は、「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」です。
　※無償化に当たり、新たな手続は必要ありません。
　※一部費用（医療費や食費等の実費で負担しているもの）は、引き続き利用者の負担となります。

① 児童発達支援 未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を
行います。

② 放課後等デイサービス 学校通学中の児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のた
めの訓練等を行います。

③ 保育所等訪問支援 専門職員が保育所や幼稚園、小学校などを訪問し、児童が集団生活に適応するため
の専門的な支援を行います。

④ 居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援等の通所サービスを受けるために外出が困難な児童の居宅を訪問し、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

相談 市役所に
申請

利用計画
案の作成

支給決定
（受給者証交付）

利用計画
の作成 利用開始

♦小樽市こども発達支援センター� 問 こども発達支援センター　☎�27-6100
　心身の発達に心配のあるお子さんの相談のほか、お子さんにあった支援をご提案します。

◦巡回児童相談
　 療育手帳※の更新のための相談をお受けして

います。
　※ 療育手帳の新規申請は、北海道中央児童相談所

【☎011-631-0301】へお問合せください。

◦ペアレントメンター事業
　 障がいのあるお子さんの保護者が、ご自分の

経験を生かして子育てに関する相談を受け、
みなさんの子育てを応援します。
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相談

内容 受付時間 問合せ先

育児相談
育児の不安、悩みなど

月～金曜日
午前10時～午後4時
※面談は予約制です。
※ メール相談もお受けし

ています。

地域子育て支援センター「げんき」
奥沢3-22-1　☎21-5039
MAIL：genki-kosodate@city.otaru.lg.jp
地域子育て支援センター「風の子」
赤岩2-21-1　☎22-0822
MAIL：kazenoko-kosodate@city.otaru.lg.jp
地域子育て支援センター「あそぼ」
銭函2-23-13　☎62-0059
MAIL：asobo-kosodate@city.otaru.lg.jp

妊娠・出産・育児相談
妊娠期や育児の不安、悩みなど

月～金曜日
午前9時～午後5時
※面談は予約制です。

子育て世代包括支援センター「にこにこ」
富岡1-5-12（保健所2階）　☎32-5208

総合健康相談
子育てや発育・発達の相談、健康診
断など

※ 予約制のため、日程等は
お問合せください。

こども家庭課
富岡1-5-12（保健所内）　☎32-5208

小児歯科相談
お子さんのお口に関すること

※ 予約制のため、日程等は
お問合せください。 保健所健康増進課

富岡1-5-12　☎22-3110栄養相談
お子さんの食事に関すること

※ 予約制のため、日程等は
お問合せください。

♦子育てに関すること

内容 受付時間 問合せ先

子どもの発達や障害のあるお子さ
んに関する相談

月～金曜日
午前9時～午後5時

こども発達支援センター
花園5-10-1　☎27-6100

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

さくら学園
桜2-11-16　☎51-5020

発達相談
ことばや発達についてなど

※ 予約制のため、日程等は
お問合せください。

こども家庭課
富岡1-5-12（保健所内）　☎32-5208

♦発達に関すること

 ※相談日が祝日・年末年始（12月29日～1月3日）の場合はお休みになります。

各種相談窓口
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内容 受付時間 問合せ先

教育相談
教育全般にかかわる心配事

月～金曜日
午前8時50分～午後5時20分
※ メール相談もお受けしてい

ます。

小樽市教育研究所
教育委員会庁舎1階　☎22-4812
MAIL：kyoiku-sodan@city.otaru.lg.jp

不登校などの相談

月～金曜日
午前8時50分～午後5時20分

小樽市教育支援センター・登校支援室
教育委員会庁舎2階　☎32-4111（内線7530）

月・木曜日
午前11時～午後5時
※面談は予約制です。

教育委員会スクールカウンセラー
教育委員会庁舎2階　☎24-4314

♦就学、不登校、学校生活に関すること
※相談日が祝日・年末年始（12月29日～1月3日）の場合はお休みになります。

内容 受付時間 問合せ先
家庭児童相談
養育、家庭内問題など

月～金曜日
午前9時～午後5時20分

こども家庭課
保健所3階　☎32-5208

母子・父子相談
ひとり親家庭の生活や貸付金など

月～金曜日
午前9時～午後3時30分

こども福祉課
市役所別館5階　☎32-4111（内線319）

地域のお子さんや家庭に関する相談
※ 石狩・後志管内に住む18歳まで

のお子さんについての相談に
応じます。

24時間対応（年中無休）
※ メール相談もお受けしてい

ます。
エンゼルキッズこども家庭支援センター
北広島市中央4-5-7　☎011-372-8341

♦家庭に関すること

内容 受付時間 問合せ先

生活保護相談 月～金曜日
午前8時50分～午後5時20分

福祉総合相談室　福祉相談グループ
市役所本館1階　☎32-4111（内線317）

福祉相談
◦ 各種福祉制度等に関する相談
◦ 経済的に困っていることや生

活上の不安についての相談

月～金曜日
午前8時50分～午後5時20分
※ 面談は、事前にご連絡くだ

さい。
※ メール相談もお受けしてい

ます。

福祉総合相談室　自立支援グループ
市役所本館1階　☎33-1124、33-1128
MAIL：jiritu-sien@city.otaru.lg.jp

生活全般の相談
生活上の心配事や家庭・健康・子
育ての悩みなど

火～土曜日
午前8時50分～午後5時20分

小樽市民生児童委員協議会事務局
☎23-7844
※ 担当地区の委員の連絡先をお知らせします。

♦生活に関すること

内容 受付時間 問合せ先
就職に関する相談

（ハローワーク小樽マザーズコーナー）
子育てと仕事の両立をサポートします。

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分
※お子さんの同伴可

ハローワーク小樽
色内1-10-15　☎32-8689（内線100）

「子どもの人権」に関する相談
※ お子さんのほか、大人からの相談もお

受けします。

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

法務省「子どもの人権110番」
☎0120-007-110（全国共通・無料）

月～金曜日
午前9時～12時
午後1時～5時
※ 毎週木曜日の午後4時～6時

は、事前受付不要の弁護士
直接相談です。

※ お盆期間（8/13～15）もお
休みです。

札幌弁護士会「子どもの権利110番」
☎011-281-5110

♦その他
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利用者支援相談
保育所や幼稚園等の教育・保育施設や子育てサービスを案内しています。また、子育て中の
保護者の皆さんの不安や悩みを解決するお手伝いをします。専門の研修を修了した利用者
支援専門員が相談を担当します。
電話相談・面談： 月～金曜日　午前9時30分～午後4時（祝日を除く） 

※面談は事前予約もできます。

◦保育所等関係
相談内容
◦保育所等の入所方法や保育料について
◦延長保育・一時預かり・休日保育について
◦ 保護者が病気や妊娠、出産のときの保育所利用に

ついて
◦育児休業後の保育所利用について
問合せ先：子育て支援課（市役所別館5階）
電話番号：32-4111（内線304）

◦子育てコンシェルジュ
身近な場所において、日常的に相談者の目線に寄

り添った支援をコーディネートします。
相談内容
◦子育てに関する相談について
◦子育てに関する情報提供について
◦ 子育てに関する相談内容に応じた専門機関等や

関係機関の調整及び紹介
問合せ先：こども家庭課（保健所3階）
電話番号：32-5208
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防ごう！子どもの虐待
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。
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。

♦虐待の種類
身体的虐待 ネグレクト

殴る、蹴る、叩く、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さ
ぶる、逆さ吊りにする、火傷を負わせる、布団蒸しにす
る、溺れさせる、冬に戸外に閉め出す、縛り付けて拘束
する、異物を飲ませる、髪を掴みあげる、頭を強く押さ
えつける など

食事を与えない、汚れた衣服を着続けさせる、入浴させ
ない、重大な病気になっても受診させない、不衛生な環
境のままにする、生活に必要なものを購入しない、家に
閉じ込める、自動車の中に放置する、子どもにとって必
要な情緒的要求に応じない、乳幼児を残したままたび
たび外出する、子どもの意思に反し、登校・登園させな
い、虐待行為が行われていても黙認する など

性的虐待 心理的虐待

子どもの体や性器に触る、子どもに性器を触らせる、性
的な行為の強要、児童ポルノの被写体にする、性器や性
交、わいせつなビデオや写真などを子どもに見せる など

言葉による脅し、無視、拒否的態度、子どもの心を傷つ
けることを繰り返し言う、他のきょうだいとの著しい
差別、ドメスティック・バイオレンス（DV）を子どもの
前で見せる など

『児童虐待かも…』と思ったら連絡をお願いします。連絡は匿名で行うこともできます。

児童虐待が疑われる時の連絡（通告）先
問 �こども家庭課　☎�32-5208� �
※夜間・休日の場合は、市役所当直室（☎�32-4111）でお受けします。� �
北海道中央児童相談所　☎�011-631-0301　小樽警察署　☎�27-0110 189

児童相談所全国共通
3けたダイヤル

精神的暴力 身体的暴力
大声で怒鳴る、無視する、傷つく言葉を言う、物を破壊
して恐怖心を与える、親族や友人との付き合いを制限
する など

殴る、蹴る、つねる、たたく、刃物など凶器をからだに突
き付ける、髪の毛を引っ張る、首を絞める など

経済的暴力 性的暴力
生活費を渡さない、外で働くことを禁じる、家計を厳し
く管理する、仕事を辞めさせたりする など

性行為を強要する、避妊に協力しない、アダルトビデオ
を無理やり見せる など

配偶者などからの暴力（DV）に悩んでいたら
ドメスティック・バイオレンス（DV）とは、配偶者やパートナーなど親密な間柄で起こる暴力のことをいいます。児
童虐待が起きている環境では、同時にDVが行われているケースが多く見られます。子どもの前での夫婦間における
暴力（面前DV）は、子どもへの心理的虐待に当たります。どんな事情があったとしても、暴力は決して許される行為
ではありません。

♦主なDVの種類�～「殴る」「蹴る」などの身体に対する暴力だけがDVではありません～

小樽市女性相談室  　☎22-6010（相談専用）　　受付時間　 午前9時～午後5時20分  
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

北海道立女性相談援助センター 　 ☎011-666-9955　　　　受付時間　午前9時～午後5時（年末年始を除く）  
※夜間受付時間　午後5時30分～午後8時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

小樽警察署   　☎27-0110

主な相談窓口�～�秘密は守られますので、一人で悩まず勇気を出して相談してみませんか�～�
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災害に備えて
避難場所・避難所を確認しておきましょう

災害時の避難場所・避難所とそこまでの
経路について事前の確認が必要です。避
難場所・避難所は、市のホームページや、
市が作成している「防災マップ」から確認
できます。
☆ 「防災マップ」は、市役所や駅前・銭函・塩谷サービス

センター、いなきたコミュニティセンター・銭函市民
センターで配布しているほか、市ホームページから
も確認できます。

子どものための備蓄品を用意しておきましょう

市で備蓄できるものの種類や数量には限りがあるため、各家庭でも必要なものをそろえましょう。小さ
いお子さんのための備蓄品として、次のものがあると安心です。また、家庭備蓄品は、市ホームページか
ら確認できます。

連絡手段を決めておきましょう

災害は、家族が全員そろっているときに起こるとは限
りません。災害時に子どもを保育所・幼稚園・学校など
から引き取る方法や、連絡方法（連絡網・メール）を確認
しましょう。

♦災害用伝言ダイヤル「171」
　 災害時には、電話が通じにくくなることがある

ため、安否確認などの手段として災害用伝言ダ
イヤルの利用が有効です。

1 7 1 をダイヤルした後
ガイダンスに従ってください。

災害はいつ起きるかわかりません。大切な家族を守るため、日ごろから災害への備えを心がけましょう。

※ 普段は子どもに母乳を与えているお母さんでも、環境
の変化によって母乳が出にくくなることもあります。 
また、粉ミルクの調乳に必要なお湯を確保できない場
合もあるため、液体ミルクの利用が有効です。

哺乳瓶

ビニール袋抱っこひも
紙おむつ・おしりふき
タオル・清浄綿

粉ミルク※・液体ミルク※

水・離乳食・おやつ
母子手帳・お薬手帳
健康保険証のコピー

①備蓄する ② 古いものか
ら消費する

③ 消費した分
を買い足す

♦ローリングストックを知っていますか？
　 ミルクや離乳食を備蓄していても、賞味期限が

切れていたら使うことができません。普段から
消費（ローリング）しながら備蓄（ストック）す
る方法（ローリングストック）がおすすめです。
最低3日分の備蓄を心がけましょう。

避難とは［難］を［避］けること。安全な場所
にいる人まで避難場所に行く必要はありま
せん。

マスク・消毒液・体温計が不足し
ています。できるだけ自ら携行し
てください。

市町村が指定する避難場所、避難所が変更・
増設されている可能性があります。災害時に
は市町村ホームページ等で確認してください。

避難先は、小中学校・公民館だけではありま
せん。安全な親戚・知人宅に避難することも
考えてみましょう。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しない
よう周囲の状況等を十分確認してください。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

「新型コロナウイルス感染症」が収束しない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

出典：内閣府防災情報のページ
「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について」

知っておくべき

つのポイント
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子どもの病気・ケガ

日頃の健康状態を知っておくと、受診の目安になります。

◦平熱は何度くらい？
◦いつもの食欲は？
◦いつものウンチの回数は？固さは？色は？
◦いつものおしっこの回数は？色は？
◦機嫌はいい？
◦顔色は？

♦気になる症状～受診の目安～
　 ウェブサイト「こどもの救急」で

は、子ども（生後1か月～6歳）の救
急時の情報（病院受診の目安）が提
供されています。

☆ 緊急時に備えて、必要な事項を印刷しておきま
しょう。

健康状態のチェックポイント

お母さんと一緒のときに具合が
悪くなるとは限らないので、お父
さん・おじいちゃん・おばあちゃ
んなどお子さんに関わる皆さん
が知っておくといいですね。

どんな表情、体調なのかを
日々チェックしましょう。

◦①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの｢密｣を避けてください。
◦ 子どもは家庭内で感染していることが多いとの報告があるため、まずはご家族の感染予防が大事です。家庭内に感

染の疑いがある方がおられる場合は、別室で過ごすなど接触を避けてください。
 ※厚生労働省HP「子どもがいるご家庭へ」PDFより、編集し作成。

子どもの感染予防

♦子どもの特徴　 体温調整機能が未熟なため、熱中症にかかりやすい
◦ 地面の照り返しにより、高い温度にさらされやすい　◦ 汗腺などが未熟

熱中症・マスク熱中症に気をつけましょう

出典：総務省消防庁「熱中症リーフレット」室温28℃以下を目安にエアコンや窓を上手に使って換気しましょう。

◦ 涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる。
◦ エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風をあて、体を冷やす。

熱中症の応急処置
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病院受診に迷ったときは…
♦�北海道子ども医療電話相談

☎011-232-1599 又は 【#8000】
　受付時間　午後7時～翌日午前8時
　 専任の看護師や医師から、症状に応じた助言・アドバ

イスを受けられます。
　※ 短縮ダイヤル［#8000］は、ご家庭のプッシュ回線

及び携帯電話から利用できます。
　※電話による診断・治療ではありません。小児科一覧

医療機関 住所 電話
朝里中央病院 新光1-21-5 54-6543
梅ヶ枝内科・眼科クリニック 梅ヶ枝町1-3 27-2323
大橋内科胃腸科クリニック 緑2-34-3 22-7089
小樽協会病院 住ノ江1-6-15 23-6234
おたるこどもクリニック 稲穂1-7-14 61-7736
小樽市立病院 若松1-1-1 25-1211
小野内科医院 奥沢2-6-12 22-5792
つだ小児科 稲穂4-2-21 32-1744
中垣内科小児科医院 入船2-4-8 22-9631
本多医院 松ヶ枝1-18-10 23-0873
三ツ山病院 稲穂1-9-2 23-1289

「かかりつけ医」とは、初期的な治療や、健康に不安を感
じたときに相談ができる身近なお医者さんです。小さ
な子どもは、大人に比べて感染症などにかかりやすい
ため、自宅近くの「かかりつけ医」を利用し、お子さんの
様子が普段と違う場合は、早めに相談し、適切なアドバ
イスを受けましょう。

かかりつけ医を持ちましょう

※詳細は各医療機関にお問合せください。

♦市内の医療機関
　 市ホームページや小樽市医師会のホームペー

ジのほか、ウェブサイト「北海道救急医療・広域
災害情報システム」から確認できます。

市HP 小樽市
医師会HP

ウェブサイト
「北海道救急医療・広域

災害情報システム」

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち運びでき、
お好きなシーンで活用できます。使いやすいインターフェイスと電子書籍
ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたでもご利用いただけます。

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

いつでも
持ち歩ける
利便性

ダウンロード方法や対応端末など
詳しくはこちら

パソコンやスマホや
タブレットで

ご覧になれます！に！！が 電子書籍

ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたでもご利用いただけます。
利便性

子育てガイドブック小 樽 市

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

閲覧に伴う通信料は
ご負担ください
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急に具合が悪くなったら…

♦小樽市夜間急病センター�
　住ノ江1-7-16　☎22-4618
　診療科目　内科、小児科、外科
　診療時間　 午後6時～翌日午前7時（日曜日、祝日、年

末年始の朝は9時まで）
　　　　　　※  土曜日（祝日、年末年始を除く）は、午後

2時から開設

夜間の急病

♦当番医（内科、外科、眼科）�
　 日曜日や祝日の急病は、当番病（医）院をご利用くだ

さい。当番病（医）院は、当日の朝刊（市内版）や小樽市
医師会のホームページ、小樽市当番医案内でお知ら
せしています。

　診療時間　午前9時～午後6時（眼科は正午まで）

休日の急病

救命が必要な場合は、119番へ連絡しましょう。
指令員からの質問に、落ち着いて正確な情報を伝えて
ください。

緊急のときは　119番

♦ポイント
①「救急」か「火事」か、はっきり伝える。
②「場所」を伝える。
　 住所、番地、アパート名がわからない場合は、近

くの建物の住居表示を探したり、目立つ建物や
バス停などを伝える。

③「状況」を具体的に説明する。
　 誰がどうしたのか、子どもの年齢、性別、容態、意

識の有無などを、ゆっくりはっきり伝える。
④「連絡者の氏名・電話番号」を伝える。

♦�小樽市当番医案内
☎22-4618（小樽市夜間急病センター）
受付時間　 土曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前7時～午後2時 
日曜日、祝日 
午前9時～午後6時

♦当番医（歯科）
　 ゴールデンウィーク、祝日、年末年始の歯科救急は、

当番医をご利用ください。当番医は、当日の朝刊（市
内版）や小樽市歯科医師会のホームページでお知ら
せしています。

　診療時間　午前10時～午後2時

異物を飲み込んでしまった場合の処置について、情報
提供しています。
·大阪中毒110番
　☎072-727-2499（365日対応・24時間）
·つくば中毒110番
　☎029-852-9999（365日対応・9：00～21：00）
·たばこ専用電話
　☎072-726-9922
　（365日対応・24時間・テープによる情報提供）

中毒110番

♦ポイント
①赤ちゃんの月齢
②いつ
③何を
④どのくらいの量を飲んだか
⑤現在の赤ちゃんの状態
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

株式会社サイネックス
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3

TEL.03-5275-5022

発 行

小樽市こども未来部 こども家庭課
〒047-0033 北海道小樽市富岡1-5-12

TEL.0134-32-5208
https://www.city.otaru.lg.jp/

Email：kodomo-katei@city.otaru.lg.jp

令和3年6月発行

子育て
ガイドブック

小 樽 市

株式会社サイネックス　札幌支店
〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西1丁目10-1

TEL.011-737-7167

※掲載している広告は、令和3年5月現在の情報です。

広告販売
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