
安心して子育てができるよう、地域ぐるみでの子育て支援や仕事と育児を両立できる
ことを目的とした会員制有償ささえあい活動。入会説明会参加後、会員登録。

対象〈利用会員（預けたい方）〉：生後57日～小学校6年生のお子さんがいる方。（市内居住）
〈提供会員（預かる方）〉：子育て支援に熱意と理解があり、安全に子どもを
                               預かることができる満20才以上の健康な方。（市内居住）
〈両方会員〉：利用会員と提供会員の両方を兼ねる会員種類。両方の入会資格を満たす方。

☎ 045-547-6422（火～土 9:00～17:00）申込先：港北区支部事務局
利用料：月～金（7:00～19:00）800円／時  土・日・祝・年末年始及び時間外900円／時 ※詳細はHP参照

保護者などのパート就労や疾病、入院などにより一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の
育児不安の解消を図り、負担を軽減するために子どもを預かる制度。

※実施園一覧は『港北区保育所情報』ホームページに掲載。（区役所でも配布）

対　象：認可保育所に在籍していない未就学児
種　類：非定型的保育（保護者の就労のため）・緊急保育（保護者の疾病・入院などのため）・
          リフレッシュ保育（保護者の身体的、心理的負担解消のため）の３種類。

横浜市一時保育事業
２４時間型緊急一時保育

内　容：突発的に起きてしまう病気･事故･または急な出張などで緊急に　
　　　　お子さんを預けなくてはいけなくなったとき、２４時間３６５日
　　　　預けられます。

対　象：原則生後６か月～未就学児

●あおぞら保育園　横浜市神奈川区六角橋5-35-15
（24時間受付　☎ 045-488-5520）
●港南はるかぜ保育園　横浜市港南区日野8-31-36
（24時間受付　☎ 045-849-1877、FAX：045-849-1855）

子育て中の家庭には、誰かに「ちょっと」
手を貸してもらいたい場面がよくあります。
そして、「ちょっと」手伝ってあげたいという
方もいるはず！そんな、お互いの「ちょっと」
を地域でつなげられるよう、「子育て応援
隊FROM こうほくnet ほいっぷ」という子
育て当事者グループの企画・発案で「子
育て応援隊缶バッジ」ができました。“ち
ょっと手を借りたいな”という時にまわり
にこの缶バッジを身につけている方がい
たら、思い切って声をかけて、頼ってみては
いかがですか？

●日吉周辺 ●綱島東周辺 ●綱島西周辺 ●大曽根周辺 ●樽町周辺 ●菊名周辺 
●新横浜周辺 ●師岡周辺 ●大倉山周辺 ●篠原周辺 ●城郷周辺 
●新羽周辺 ●新吉田周辺 ●高田周辺

乳幼児健診
福祉保健センターで行っている健診は、４か月児、１歳６か月児、３歳児の３回で
す。健診日の約３週間前に健診の案内が届きます。（指定日にご都合が悪い場合
は次回以降の健診日に受診可能。）
☎ 045-540-2340 港北区福祉保健センターこども家庭支援課

問い合わせ先：　
横浜市こども青少年局子育て支援課
☎ 045-671-4157

乳幼児歯科相談
毎月開催（予約制）。日程は区の広報紙、区のホームページで確認してください。
子どもの歯について気になるときは乳幼児歯科相談で。歯科医師、歯科衛生士が
対応します。
☎ 045-540-2340 港北区福祉保健センターこども家庭支援課

予防接種
「予防接種法」によって定められた定期の予防接種については、市内の協力医療機関
で無料で接種できます。接種を受ける際には、「母子健康手帳」と「予診票」を持参。横
浜市保健所ホームページ、福祉保健センターで配付している「横浜市予防接種協力医
療機関名簿」に掲載されている医療機関で接種します。希望者が受ける任意接種（費
用自己負担）もあります。かかりつけ医に相談し計画的に行うことがおすすめです。
☎ 045-540-2362 港北区福祉保健センター福祉保健課

子連れおでかけマップ

「子育て応援隊」缶バッジ 横浜市子育て応援事業「ハマハグ」
子育て中（小学生以下の子どものいる）の方やプ
レママ・プレパパが、「ハマハグ」アプリまたは「ハ
マハグ」ホームページから登録証を入手し、協賛
店舗や施設で登録証を見せるとちょっとした心
配り、安心・便利な設備・備品の提供、お得な割
引・優待、子育てを応援するサービスを受けられ
ます。アプリやホームページに、協賛店やサービ
ス内容の情報が詳しく載っています。「ハマハグ
」を活用して、子どもとのお出かけをもっと楽し
みましょう！

予防接種についての相談

横浜市予防接種コールセンター
9:00～17:00 （土・日・年末年始を除く）

☎ 045-330-8561
子育て中のママやパパが自分たちの住んでいる地域にある公
園やお店などのおすすめ情報を集めて地図を作っています。お
出かけする時に役立つマップです。どろっぷ・どろっぷサテライ
トでは、全てのマップを手に入れることができます。（随時改訂
しています）またHPでも随時発行情報を更新しています。

民生委員は、厚生労働大臣より委嘱をうけ、それぞれの地域において、常に住民の
立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、
「児童委員」を兼ねています。児童委員は地域の子どもたちが元気に安心して暮らせ
るように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援
等を行います。

民生委員・児童委員

児童委員の中で、担当地域の子育て支援・健全育成について専門的に担当。子育て
サロンを実施（協力）している方も多く、気軽に相談に応じてくれます。

主任児童委員

子育ての経験者で各区の指定を受けた支援者。自らの経験や情報を生かして、地区セ
ンターや地域ケアプラザなどでの相談や、子育てグループの支援などを行っています。

子育て支援者

有料親子学級
子育て中の親や地域の子育て支援ボランティアが企画・運営している同学年の親子の
触れ合い、友だちづくりの情報交換の場。

遊公園あそび
定期的に公園で地域のボランティアなどが主催。主に乳幼児の親子がいつもの公園
あそびプラスアルファの楽しみ方ができるあそびの場。

親子サークル
子育て中の親同士が情報交換したり、親子で友だちづくりができる集まり。
※どろっぷ・どろっぷサテライトにサークル情報あり

プレイパーク
公園等の一部を冒険的遊び場として活用し、子どもの想像力・冒険心を育む場。
※『ＮＰＯ法人横浜にプレイパークを創ろうネットワーク（ＹＰＣネットワーク）』ＨＰ参照

保育所の地域交流
保育所で実施している育児相談・育児講座・園庭開放・交流保育などの地域交流。一部の幼稚
園でも実施（横浜市私立幼稚園等はまっこ広場事業）。※『港北区保育所情報』ＨＰ参照

障害児地域訓練会
横浜市より助成を受けて、親たちが自主的に運営・活動を行っている。親の学習会、地
域への啓発など自主的な活動を通して、仲間づくりを行っている会。

地区センター・コミュニティセンター・コミュニティハウス
地域の身近な生涯学習や地域活動の場として利用できる施設。乳幼児の交流の集まり
や育児講座などを行っているところもある。

地域ケアプラザ
高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、身近な福祉・保健の拠点と
してさまざまな取組を行っている施設。福祉・保健の行事・育児講座などの催しも開催。

町内会館・自治会館
地域住民の親睦や福祉増進を目的とした活動のために利用できる施設。
※問い合わせ先：港北区役所地域振興課地域活動係　TEL：045-540-2234

日常生活エリアである「地区・地域」ご
とに組織された任意の団体で、小地域で
の福祉活動における「主役」です。地域の
課題や問題を住民自らが考え『誰もが住
みやすいまちづくり』実現に向け日々、
様々な活動に取り組んでいます。港北区
内には連合町内会を単位として13の地区
社協があり、区の社協と連携をとりなが
ら地域の特性を活かした福祉活動を行っ
ています。

港北区社会福祉協議会は港北区にお住まいの
地域のみなさんや福祉関係者・団体のみなさ
んと連携・恊働して「誰もが安心して暮らせ
る福祉のまちづくり」を実現するために地域
福祉事業を行っている民間団体です。子育て
やボランティアを始めとした福祉活動につい
てぜひご相談ください。

地区社会福祉協議会
（地区社協）

社会福祉協議会（社協）

※利用方法、料金など詳細については、実施施設へお問い合わせ下さい。

缶バッジマーク

横浜市教育総合相談センター 幼児相談（電話相談）幼児期の子育てに関する相談窓口
平日 9:00～17:00（木曜を除く） ☎ 045-671-3796

よこはま子ども虐待ホットライン
虐待や虐待が疑われる時の相談･連絡 ☎ 0120-805-240

※24時間365日

横浜市男女共同参画センター
■心とからだと生き方の電話相談
火・水・金・土  9:30～16:00（年末年始除く）金 18:00～20:00（祝日・年末年始除く）☎ 045-871-8080

■男女共同参画に関する人権侵害の相談 9:30～16:00（木・日・年末年始除く） ☎ 045-862-5063

電話児童相談室 子どものことに関する心配ごとの相談
月～金 9:00～17:30　土 9:00～16:30 ☎ 045-260-4152

横浜市母子家庭等就業・自立支援センター ひとり親サポートよこはま
ひとり親家庭の日常生活や仕事のことなどについての相談
■ひとり親生活相談 月～金 9:00～20:30（祝日・年末年始除く） ☎ 045-663-4188
■就労相談 月～金 9:00～17:00（祝日・年末年始除く）☎ 045-227-6337

月～金 9:00～17:00（祝日・年末年始除く）☎ 045-717-6740

横浜型児童家庭支援センター ラ・コッコラ港北
横浜市認可の児童福祉施設。０～18歳のお子さんに関する地域の身近な相談窓口

●電話での相談

ハローベビーかながわ 妊娠・出産・子育てなど助産師による無料電話相談
月～土 10:00～16:00 ☎ 045-502－3932

※神奈川県内の「かながわ子育て応援
　パスポート」協力施設でも使えます。

このマークが
目印です

おはなし会
定期的に図書館や施設で絵本の読み聞かせ、手あそび、紙芝居、パネルシアター、
交流タイムなどを行う場。

横浜市において各区１～２か所の市立保育園が育児支援センターに指定されており、育児
相談・育児講座・交流保育・施設の地域開放、子育てに関する情報提供や港北区内の
保育園との協力・連携を実施。港北区では港北保育園。

港北区育児支援センター園

移動図書館
移動図書館「はまかぜ号」が約3,000冊の図書を載せて図書の貸出、返却を行ってい
る。港北区内の巡回場所はコンフォール南日吉と綱島東三丁目公園。

地域のボランティアとともに運営している国際交流活動の場。地域に住む外国人住民
へ日常生活に役立つ身近な情報・相談、日本語学習支援などを実施。異なる文化や生
活習慣の理解を深めるためのさまざまな国際交流活動を行っている。

横浜市港北国際交流ラウンジ

地域で暮らす障がい児者やその家族の地域での生活をサポートする施設。地域の子
どもたちが一緒に遊べるおもちゃ文庫、コーヒーが飲めるカフェあり。

しんよこはま地域活動ホーム

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
障害者がスポーツ・レクリエーション・文化活動を通じて健康づくりや社会参加の促進を
はかる市域中核施設。おもちゃ図書館では、小学６年生までの障害・発達に心配のある
子どもが自由に遊べ、図書館のようにおもちゃを借りられる。また、おもちゃ病院や工作
ひろば、お楽しみ会などの定期的なプログラムの他、さまざまな行事も開催。なお、障害
のない未就学の子どもも利用できる時間あり。

第１子の０歳児とその家族、プレママ・プ
レパパの集まり。各地区で原則年10回開
催。保健師・子育て支援者・民生委員・児
童委員などとママ・パパとの地域の情報
交換、友だちづくりの場。

※このマークが
　ついてます

赤ちゃん会
（０歳児地域育児教室）って？ 子育て支援者会場って？

原則週１回各地区毎に地域の身近な相
談役「子育て支援者」がいて、出入り自
由・予約不要で遊びに行け、乳幼児期
の子育ての悩みなども気軽に相談でき
る場。

ベビーステーションって？
お出かけ中、急なオムツ
交換や授乳で困った時、
必要なスペースを無料で
利用可能な保育所・公共
施設・商業施設など。

お出かけ中、急なオムツ
交換や授乳で困った時、
必要なスペースを無料で
利用可能な保育所・公共
施設・商業施設など。

パパの育児教室って？
パパと子どもたちとの関わり方を
学んだり、子どもと一緒に参加し
て触れ合える、パパ同士の交流・
情報交換の場。

離乳食教室って？
７～８か月頃のお子さんと保護者
対象の離乳食のすすめ方につい
ての話、作り方（実演）や試食。

子育てサロンって？
各地区の施設で開催されている
地域の親子が集う場。主に地域
の民生委員・児童委員、主任児
童委員や地域ボランティアなど
が運営している。

両親教室って？
同じ時期に初めて赤ちゃんを迎え
る予定のプレママ・プレパパ対象の
講座。平日開催（区役所）は３回連
続講座、土曜開催（どろっぷ・どろっ
ぷサテライト・地域ケアプラザなど）
は１回のみ。

子赤

ハマハグ 検索

横浜　予防接種 検索
どろっぷ 検索

缶バッジはどろっぷ・どろっぷ
サテライトでもらえます。地
域のお祭りなどでの配布キャ
ンペーンを行なっています。

港北区でよく使う子育て関連用語
利用者支援事業

「横浜子育てパートナ
ー」

火～土　9:30～16
:00（年末年始除く）

☎ 045-547-1180
（直通）※どろっぷ内

☎ 045-547-1182
（直通）※どろっぷサテ

ライト内

子育て期のいろいろ
な悩みごと、困りごと

等について、地域子

育て支援拠点の専任
スタッフ「横浜子育

てパートナー」が必

要な情報を調べたり
、適切な支援機関を

紹介したりします。

月～金　8:45～12
:00／13:00～17:0

0

（年末年始・祝日を除
く）

☎ 045-540-2388

港北福祉保健センター

子どもと養育者の総合
相談

乳幼児期から小・中・
高校生までの子育て

や子どものことでの

心配ごとについての相
談。

就学前の子どもの預け
先（認可保育

所、横浜保育室、一時
預かり事業、

幼稚園の預かり保育な
ど）を探す際

の相談や情報提供な
ど。

月～金（4月～9月・1
2月・3月）

9:00～12:00／14:
00～16:00

  窓口相談は1週間前
から電話受付

☎ 045-540-2337
※上記以外の時期は港北区

役所こども家庭支援課保育
担当

　窓口または電話で相談  ☎
 045-540-2280

※秘密は厳守します

各地区社協や地域ケアプラザ、
地域のみなさまの協力・応援に
よりつくられています。

用 語 辞 典

し

し

す

し

A

横浜市総合リハビリテーションセンター
0歳から小学生までの発達療育の相談。港北区の地域療育センター ☎ 045-473-0666

の

●対面での相談
港北区地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場 など
※詳細はMAP面を参照

A G～

横浜子育てサポートシステム A

H

せ

て

ぬ

25 26

A A

横浜市乳幼児一時預かり事業
用事を済ませたい、リフレッシュしたい、急に仕事が入ったなど、
理由を問わず子どもを預かる制度。
対　象：生後５７日～未就学児（市内居住）
利用料：300円／時 以下（おやつなど実費）

I くじら保育園 J ワーカーズ・コレクティブ・ココット

K あいあい

保育・教育コンシェルジ
ュ


