子育てガイド

ホッとおれんじこくぶんじ【正誤表】
平成28年７月15日現在

ページ
P6

正
子育てを助けてほしい

P7

誤

育児支援家庭訪問事業

育児支援ヘルパー

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

母子健康手帳の受け取り場所＝
母子健康手帳をもらいにいきましょう いずみプラザ・子ども家庭支援セン
ターぶんちっち
P8
「母と子の保健バッグ」に
入っているもの

妊娠中の健康診査受診票（14回分）・
子宮がん検診受診票（１回分）
出生通知書&返信用封筒 など

妊娠中の健康診査受診票（14回分）
出生通知書&返信用封筒など

◆お母さんの健康とお腹の赤ちゃんの
ために，とても大切な妊娠中の健康診
査です。「母と子の保険バッグ」の中に
全文：
14回分の受診表と，超音波検査・子宮
◆お母さんの健康と～
頸がん検診の受診表が入っています。
◆出産予定日に～
受診費用の一部公費負担を実施して
います。
（◆出産予定日に～：削除）

P9

P10

「プレパパ・プレママセミナー」

申込み必要

申込み不要

P11

親子ひろば

もちろん妊娠中の方もＯＫ

もちろん妊婦中の方もＯＫ

P12

乳幼児医療証の交付申請

子ども子育てサービス課

子育て支援課

児童手当

子ども子育てサービス課

子育て支援課

子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

18歳未満の子どもの発達や発育など～（冒頭）子どもの発達や発育など～
P16

P20
P21
P22

P25

こどもの発達センターつくしんぼ

心配のあるお子さんにとって心強い施
(末尾）心配のあるお子さんにとって心
設です。相談支援事業所を開設しまし
強い施設です。
た。

みんなで支えよう産後のお母さん

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

定員35名

定員28名

こころがつらくなったときなどの相談場所

虐待など緊急性のある相談
離乳食講習会

子育てサポート 育児を助けてもらい
育児支援家庭訪問事業
たいとき

育児支援ヘルパー

児童虐待とは

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

P26

ねんね期の赤ちゃんと

赤ちゃんは

２行目：の赤ちゃんは

P27

遊んであげなきゃだめかしら？

「この人大好き」と思える

３段落目：「この人大好き」思える

２歳半歯科検診

※対象／概ね２歳３か月～２歳11か月 ※対象／概ね２歳３か月～２歳９か月
児
児

むし歯や歯みがき相談

乳幼児歯みがきクラス（概ね１歳～１
歳５か月児）
２歳児歯みがきクラス（概ね２歳～２歳
５か月児）

P28

P30

子育てサポート 育児を助けてもらい
育児支援家庭訪問事業
たいとき

P36

３歳半歯科検診

乳幼児歯みがきクラス（1歳～１歳５か
月児）
２歳児歯みがきクラス（２歳～２歳５か
月児）
育児支援ヘルパー

※対象／概ね３歳３か月～３歳11か月 ※対象／概ね３歳３か月～３歳９か月
児
児

ページ

正
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P37

子育てサポート 育児を助けてもらい
育児支援家庭訪問事業
たいとき

育児支援ヘルパー

P38

誰かに相談したい時
育児や家庭についての総合相談

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

P41

学童保育所

子ども子育てサービス課

子育て支援課

電話042-325-0111（内383）

電話042-325-0111（内465）

P42

自分の子どもに関わることや
興味のあることに、着目して
14行目 社会教育課

社会教育・スポーツ振興課

17行目 社会教育課

社会教育・スポーツ振興課

育児支援ヘルパー

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

市内にお住まいの方で，退院後90日
以内（多胎の場合，満１歳になる日ま
親戚や近所に育児の協力者がいなく
で）で，親戚や近隣に日中家事や育児
て，以下の支援を必要とする家庭
を手伝う人がおらず，育児を支援する
必要がある家庭

P43
緊急一時保育

P44

病児・病後児保育

P45

保育課

電話042-325-0111（内383）

電話042-325-0111（内439）

（削除）

まめまめ託児室

(右記に追加）
ひかり保育園「りんご保育室」

国分寺病院「ひまわり保育室」
西国分寺保育園「おひさま保育室」
恋ヶ窪保育園「たんぽぽ保育室」

子ども子育てサービス課

保育課

電話042-325-0111（内383）

電話042-325-0111（内439）

一時保育
一時保育をしている保育園

Ｐ44

子ども子育てサービス課

実施施設

詳細・申込み

保護者が出産・看護・介護・冠婚葬祭・
保護者が疾病・出産・看護・介護・冠婚
災害や事故で一時的に緊急止むを得
葬祭・災害や事故で一時的に子どもの
ず子どもの

ショートステイ

申し込みは 子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

ファミリー・サポート・センター

P46

リード文

育児の援助をしたい方

育児の援助をする市民

受付曜日

月～土

火～土

費用 1時間800円

８：00～18：00

９：00～17：00

費用1時間900円

６：00～８：00、18：00～22：00

６：30～９：00、17：00～22：00

活動時間

６：00～22：00

６：30～22：00

育児支援や家庭のこと

子ども家庭支援センターぶんちっち

子ども家庭支援センター

保育園，障害児保育など

子ども子育てサービス課

保育課

経済的援助・福祉相談など

障害福祉課

障害者相談室

発達・発育に心配な子どもたちの支
援

ページ
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正
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А-２ こどもの発達センターつくしんぼ
リード文3行目

関係機関と連携しながら，お子さんの 関係機関と連携しながら、お子さんの
発達や子育てに関する総合的な支援 発達や子育てに関する総合的な支援を
を行います。
行います。
未就学児に対しては，親子の遊びの
教室や通園教室，集団指導など多彩
な支援活動を行っており，就学後児童
に対しては，専門家による相談（不登
校や不適応等）や関係機関との連絡
調整を行っています。子どもの福祉
サービスの利用をお手伝いする相談
支援事業所を併設しています。

こどもの発達センターつくしんぼの事 発達相談
発達相談
業
・心理相談 （適宜） お子さんの育ち・ (専門指導)
子育ての心配のある方の心理相談に
対応しています。心理士との面談によ
り，発達経過を見守ります。
・専門相談 （月５～６回） 外部より専
門家を招き，対応します。18歳未満が
対象。（医療・言語・運動機能・摂食・発
達など）
外来グループ
親子の遊びの教室（月２～４回）
・親子の遊びの教室 （月１～４回）
・集団指導教室（週１回）
運動発達がゆっくりなお子さんや言葉
の少し遅いお子さん，集団行動が苦手
なお子さんを対象にした親子のグルー
プが３つ，親子分離のグループが２つ
あります。
通園教室（児童発達支援事業）
個別支援計画を基に，総合的な療育
指導を行います。

通園教室
３行目 総合的な療育指導を行います。

４～５歳の児童を対象に、学校見学や （就学前相談）の全文
特別支援教育に関する説明会当等の 幼稚園・保育園に在籍する～行なって
情報提供を行なっています。就学に向 います。
けて、お子さんの状況を把握するグ
ループや個別訪問も行なっています。
相談支援事業所 （適宜）
児童発達支援や放課後等デイサービ
ス等を利用するための利用計画を作
成します。

P48

P50

P50

P51～53

総合相談

国分寺市立子ども家庭支援センター
ぶんちっち

ひとり親家庭の相談
ひとり親家庭ホームヘルプサービス

市内に住む義務教育終了前のお子さ
市内に住む義務教育終了前のお子さ
んがいて～ひとり親家庭に一定期間ヘ
んがいて～ひとり親家庭にヘルパーを
ルパーを

国分寺市立子ども家庭支援センター

子育てを経済的に支援します
養育医療給付

（削除）

文末：※所得に応じて自己負担あり

児童手当

子ども子育てサービス課

子育て支援課

乳幼児医療費助成

子ども子育てサービス課

子育て支援課

義務教育就学医療費助成

子ども子育てサービス課

子育て支援課

子ども子育てサービス課

子育て支援課

子育てを経済的に支援します
自立支援医療
（育成医療）

ページ
P51～53

正

誤

大気汚染健康被害者医療費助成

（削除）

２行目：（全年齢）

特別児童扶養手当

子ども子育てサービス課

子育て支援課

児童育成手当
（障害手当）

子ども子育てサービス課

子育て支援課

心身障害児童福祉手当

子ども子育てサービス課

子育て支援課

障害児福祉手当

障害福祉課

障害者相談室

重度心身障害者

障害福祉課

障害者相談室

心身障害者（児）医療費助成

障害福祉課

障害者相談室

自立支援医療（精神通院医療）

障害福祉課

障害者相談室

小児精神障碍者入院医療費助成

障害福祉課

障害者相談室

児童扶養手当

子ども子育てサービス課

子育て支援課

児童育成手当
（育成手当）

子ども子育てサービス課

子育て支援課

ひとり親家庭等医療費助成

子ども子育てサービス課

子育て支援課

子ども子育てサービス課

学務課☎042-574-4042

認証保育所等保護者助成制度

子ども子育て事業課

保育課

P56

いずみ保健センター

開館時間：９：00～17：00

開館時間：８：30～17：00

P57

国分寺市立子ども家庭支援センター

国分寺市立子ども家庭支援センター
ぶんちっち

国分寺市立子ども家庭支援センター

かるがも相談

お子さんや子育てについての悩みなど
を相談員（専門職員）がお受けします。
お子さんを預けての相談も可能です。
※事前に電話で要予約。日程は毎月1
日号市報または市ＨＰを確認。

お子さんや子育てについての悩みなど
を相談員（専門職員）が受け付けていま
す。お子さん連れでもＯＫです。※事前
に電話で要予約

子育てサポートの申し込み窓口

育児支援家庭訪問事業

育児支援ヘルパー

削除

お茶しませんか･

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助
金
幼稚園等就園奨励費補助金

P58

親子ひろば
①国分寺市立子ども家庭支援セン
ター親子スペース

東部地区拠点親子ひろば「BOUKENた
まご」
（マーク削除）
アクセス 国分寺駅徒歩２分
南町3-9-25都営住宅１階
042-312-0414
月～金曜（第3火曜除く），第2・4土曜
10：00～16：00
日・祝・年末年始・第3火曜・第1・3・5土
②駅前子育てサロン「BOUKENたま 曜はお休み
ご」

駅前子育てサロン「BOUKENたまご」
プール・市の事業（マーク）
アクセス 国分寺駅徒歩３分
本町2-3-37メゾン北斗1F
042-326-9770
月～金※月/12：30～16：00，火～金
/10：00～16：00

カウンセラーのいる日（月・金曜10：00
～14：00※第2月曜は13：00～16：00）
ふたごちゃんの日（第1火曜午前）
助産師のいる日（木曜午前）
（全文）毎週水曜はカウンセラーのいる
ちょこっと気になる「チョコの日」（第1土 日～情報提供など
曜午前）
プレママカフェ（第2土曜午前）
パパの日（第4土曜午前）

P59

⑥西恋ヶ窪親子ひろば
「BOUKENとっとこ」

西恋ヶ窪親子ひろば「コアラッコ」
070-4133-4770
削除
月～木曜10：00～15：00（月曜は第1・3
除く，水曜は月２回。）第1月曜が祝日
の場合翌日の火曜がお休み）

西恋ヶ窪親子ひろば「BOUKENとっとこ」
042-326-9770
（NPO法人冒険遊び場の会）
月・火・木曜（月曜は第2・4・5）10：00～
15：00

ページ
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（前頁より続き）
⑥西恋ヶ窪親子ひろば
「BOUKENとっとこ」

わらべ歌やお誕生会など，みんなで楽
しめる活動や第３火曜日午前中は助
（全文）第4・5月曜10～12時は～和室で
産師相談もやっています。妊娠期の
たっぷり遊べます。
方，乳幼児と保護者を対象とした，子
育て情報，交流，相談など

⑧スポーツセンター親子ひろば

和室（24畳）でゆったりと過ごせます。
子育て仲間の輪を広げましょう。おむ （全文）わらべうた～アットホーム。
つ替え，授乳スペースもあります。

P60

⑭泉町親子ひろば

※9：30～12：15
※10：00～12：00
ガラス張りの明るいひろば。楽しく集
（全文）毎回，手遊び～開催していま
まっています。赤ちゃんもたくさん来て
す。
います。手遊び・ふれあい遊びなど。

P61

⑲北町親子ひろば「みんなの寄って
けサロン」

月金※月10：00～12：00
金10：00～14：00

（曜日らん）火金※10：00～12：00

you should say "Kodomo Kosodate
Service-Ka Onegai shimasu.
(Childrearing Service Sectin（子ども
子育てサービス課 [KodomoKosodate-Service-Ka])"

you should say "Hoiku-Ka Onegai
shimasu.(Childrearing Support Sectin
（保育課[Hoiku-ka])"

（削除）

If you need Engrish assistance，
please call or visit Collaboration and
Community Section（協働コミュニティ課
[Kyodo-komyuniti-ka]） ☎042-3250111 extension 358

P59

P87

Notice!

New Child Allowance（児童手当）

Monthly Allowance of 5,000～15,000
Monthly Allowance of 5,000 Yen
Yen

P88

P89

Where to apply

P92

保育施設

P92

P94

（削除）

This allowance program may change in
April 2011

Childrearing Service Sectin（子ども
子育てサービス課 [KodomoKosodate-Service-Ka]

Childcare Sectin（子育て支援課
[Kosodate－Shien-ka]

説明文

※～国分寺市子ども子育てサービス
課にお申し込みください。なお，最新の
※～国分寺市保育課にお申し込みくだ
施設情報については「保育所等入所
さい。
案内（子ども子育てサービス課にあり
ます）をご覧ください。

保育施設

削除

認可保育施設（４施設追加）

㉔こもれびの森保育園
東恋ヶ窪５-８-３ ☎０４２-３１２-４７８
８
産休明け生後57日 ７時～18時
㉕ひだまりの森保育園
富士本１-２-16 ☎０４２-５０５-７１９９
産休明け生後57日 ７時～18時

㉖キャリー保育園国分寺
本多５-２-３ ☎０４２-３５９-４５７１
産休明け生後57日 ７時～18時

日吉保育園

ページ

P94

正
前頁より続き（４施設追加）

誤

㉗ひよし保育園
日吉町２-20-５ ☎０４２-５７２-４１７５
（最新の施設情報については「保育所
等入所案内」をご覧ください。）

P95

上記㉔～㉗追加，
①～㉓，
保育施設・幼稚園マップ左下 一覧表 □で囲んだ数字 ２８～３５(右記を1ず
□で囲んだ数字２４～３１
つずらす）

P95

年末保育事業

子ども子育てサービス課

保育課保育係

P100

市内の休日急病診療

０４２－３２２－７７００

０４２－３２２－７７７０

P101

近隣の救急医療機関

（2016年12月，立川駅北口に移転）

立川相互病院

P101

国分寺市内のお医者さん

（削除）

安藤医院・三澤医院

（削除）

津島母乳育児相談ルーム

所在地を「府中市」のみとする。

助産師 熊澤貞子
こうののりこ母乳育児相談室

うち助産院まんまるーむ
府中市本町４-６-１ ☎315-1118

うち助産院まんまるーむ
府中市武蔵台２-32-20 ☎328-2363

小金井・小平・府中・国立・立川のお
医者さん

削除

浮田医院・宮元産婦人科内科医院

市への意見・要望・苦情など

国分寺市子ども家庭部第三者委員

国分寺市子ども福祉部第三者委員

国分寺市子ども家庭部第三者委員

子ども子育て事業課
子育て相談室

子育て支援課
保育課
子育て相談室

Ｐ109

索引

障害福祉課

障害者相談室

P111

電話帳

子ども子育てサービス課

子育て支援課

障害福祉課

障害者相談室

（削除）

協働コミュニティ課☎042-325-0111

社会教育課 ☎042-574-4044
（☎042-573-4670は削除）

社会教育・スポーツ振興課

障害福祉課

障害者相談室

P103

P104

国分寺市と近くの助産所・助産師

P107

おでかけマップ

市内の主な施設へのアクセス

