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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

妊
娠
し
た
ら 

妊娠の届出と 

母子健康手帳交付 

母子健康手帳と妊婦健康診査受診票 

などを交付 

保健師による面談あり（要妊娠届） 

健康増進課 母子保健 HP 

（池田市保健福祉総合センター） 

TEL：072-754-6034 

マタニティクラス 

対象：妊婦とその夫など 

お母さん・お父さんになる方の教室 

歯と栄養の講座や、妊婦体操、沐浴実習

など 

プレママ 

 mini スクール 

対象：妊婦とその夫など 

お母さん・お父さんになる方のミニ講座 

相談会・交流会もあり 

助産師・保健師等

による相談 

（電話・来所等） 

対象：希望者 

妊娠中の不安や悩みに関する相談 

お
お
む
ね
乳
幼
児 

こんにちは 

赤ちゃん訪問 

対象：退院直後より生後 4 か月以内の 

全ての赤ちゃん 

助産師や保健師が訪問し、お母さんや 

赤ちゃんの健康、育児、授乳などの相談 

乳幼児健康診査 

4 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳 6 か月

児健康診査は保健福祉総合センターで

実施 

乳児一般健康診査（1 歳未満）、 

乳児後期健康診査（9 か月～1 歳未満）

は医療機関で実施 

2 歳 6 か月児 

歯科健康診査 

対象：2 歳 7 か月児 

歯科検診・ブラッシング、歯科相談など 

よい歯の教室 
0～7 歳の誕生月までのフッ素塗布を 

希望する保護者 

幼児のフッ素塗布 
よい歯の教室受講済みの登録児 

（1～7 歳の誕生月まで） 

離乳食講習会 
5～8 か月頃の離乳食の進め方 

9～18 か月頃の離乳食の進め方 

ひよこ育児相談会 

対象：生後 3 か月までの赤ちゃんと 

保護者 

助産師によるミニ講話、体重測定、 

交流会 

子育て（母子保健、相談、子育て教室、遊び場、一時預かり） 
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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

お
お
む
ね
乳
幼
児 

保健師による 

電話育児相談 

育児や妊産婦の健康に関する不安や 

悩みについての相談 
健康増進課 母子保健 HP 

（池田市保健福祉総合センター） 

TEL：072-754-6039（専用電話） 
助産師による 

授乳相談 

授乳に関する不安や悩みについての 

相談 

家庭訪問 

及び 

保健相談 

対象：妊産婦、乳幼児の保護者 

妊娠中、出産後の健康相談や乳幼児の 

育児・保健についての相談を保健師や 

助産師が家庭訪問や来所面接、 

電話により実施 

栄養士や歯科衛生士による相談もあり 

健康増進課 母子保健 HP 

（池田市保健福祉総合センター） 

TEL：072-754-6034 

ベビープログラム 

（BP） 

対象：2～5 か月児の第 1 子と母親 

初めて子育てをする母親のための 

参加型プログラム 
子育て支援課（市役所） HP 

TEL：072-754-6401 
親支援プログラム 

（NP） 

対象：1～5 歳の子どもの母親 

（一時保育あり） 

子育てについて語り合ったり、学習活動

を通して、自分に合う子育てを考える 

いちごパーティー 
満１歳の誕生月に誕生会を開催 

招待状を対象児全員に郵送 子育て支援課（市役所） HP 

TEL：072-754-6252 ふたご・みつご 

のびのびひろば 

対象：双子・3 つ子の保護者、妊娠中の方 

親子の遊び、親同士の交流と情報交換 

子育ての情報提供 

・相談窓口 

にじいろ 

対象：妊娠期～就学前までの子育て家庭 

子育てに関する相談、子どもの遊び場や

支援サービスに関する情報提供 

専任保育士による対応 

健康増進課 「にじいろ」 HP 

（池田市保健福祉総合センター） 

TEL：072-754-6037 

子育て相談 子育てに関する相談 

＜地域子育て支援拠点＞ 

◎わたぼうし TEL：072-761-6777 

◎ホップくん TEL：072-753-7999 

◎もりもり KIDS TEL：072-752-2211 

◎くるぽん TEL：072-754-6006 

◎てしまの森  TEL：072-743-9014 

【担当課：子育て支援課】 

TEL：072-754-6252 

＜子育て支援推進員が対応＞ 

◎ひかりこども園 TEL：072-752-0414 

◎なかよしこども園 TEL：072-761-6751 

【担当課：幼児保育課】 

TEL：072-754-6208 
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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

18
歳 

未満 

子ども家庭 

総合支援拠点 

妊娠期～18 歳未満の子どもと家庭に 

関する相談 

子育て支援課 児童家庭相談員（市役所） 

HP 

TEL：072-754-6401 

大阪府池田子ども

家庭センター 

◎子ども・青少年の相談・虐待相談・通告 

子どもや家庭についての相談 

青少年についての相談 

（おおむね 25 歳まで） 

子どもの虐待にかかわる相談・通告 

 

◎DV の相談（配偶者暴力相談支援 

センター） 

配偶者からの暴力に関する相談 

大阪府池田子ども家庭センター HP 

◎子ども・青少年の相談・虐待相談・通告 

TEL：072-751-2858 

FAX：072-754-1553 

 ※いずれも月～金曜日の 9:00～17:45 

✦児童相談所虐待対応ダイヤル（全国共通） 

TEL：189 

 24 時間 365 日対応・通話料無料 

◎夜間・休日の虐待相談・通告 

TEL：072-295-8737 

✦夜間：月～金曜日の 17:45～翌 9:00 

✦休日：土日・祝日・年末年始 

◎DV の相談 

TEL：072-751-3012（9:00～17:45） 

20
歳 

未満 

ひとり親家庭の 

相談 
ひとり親家庭の方の各種相談 

子育て支援課 母子・父子自立支援員 

（市役所） HP 

TEL：072-754-6525 

お
お
む
ね
乳
幼
児 

赤ちゃん 

ステーション 

市内の公共施設などで、おむつ替えや 

授乳が可能（「赤ちゃんステーション」の

ステッカーが目印） 

※池田市子育て応援ブック 『す💛💛Kids

いけだ』や池田市のホームページに 

赤ちゃんステーション一覧掲載 

子育て支援課（市役所） HP 

TEL：072-754-6252 

※詳細は、赤ちゃんステーションのある 

各施設へお問い合わせください 

地域子育て支援 

拠点 

子育て情報の発信、子育て相談 

おおむね3 歳の子どもと保護者の遊び場

（わたぼうし、ホップくん、もりもり

KIDS、くるぽん、てしまの森） 

子育て支援課 HP 

TEL：072-754-6252 

※詳細は、各地域子育て支援拠点へお問い

合わせください 

子育てサロン 
対象：主に 0～3 歳の子どもと保護者 

親同士の交流の場と子どもたちの遊び場 

池田市社会福祉協議会 HP 

（池田市保健福祉総合センター 1F） 

TEL：072-751-0421 

FAX：072-753-3444 

E-mail： info@i-shakyo.or.jp 
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対象 名称 内容 連絡先（担当課・担当機関） 

お
お
む
ね
乳
幼
児 

休日保育 

対象：市内の保育所・小規模保育事業所 

・認定こども園に入所している児童 

日曜・休日に保護者の勤務などにより、

家庭での保育ができない場合に、休日 

保育を実施（要事前登録） 

池田駅前保育ステーション（カルガモ） 

菅原町 3-1 ステーション N ビル 2 階 

TEL：072-750-3488 

所（園）庭開放・

地域開放 

保育所・認定こども園・幼稚園で様々な

遊びや子育て情報の提供、子育て相談の

実施 

◎幼児保育課（市役所） 

TEL：072-754-6208 

※詳細は、各所園へお問い合わせください 

公立保育所体験 

対象：1～3 歳児の親子 

保育所の同年齢の生活や遊びを体験 

※コロナ感染症予防のため休止中 

幼児保育課（市役所） HP 

TEL：072-754-6208 

※詳細は、古江保育所へお問い合わせ 

ください（TEL：072-753-9100） 

一時預かり保育 
対象：未就学児 

保育所・認定こども園での一時預かり 

幼児保育課 HP 

TEL：072-754-6208 

※詳細は、各所園へお問い合わせください 

乳
幼
児
～
小
学
生 

病児・病後児 

保育室 

対象：市内在住の生後 57 日から 

小学 6 年生までの病気、 

あるいは病気回復期にある 

子どもで、仕事や冠婚葬祭など、 

やむを得ない事情により、 

家庭での保育が困難な子ども 

市立池田病院内にて開所（要事前登録） 

＜登録＞ 

◎幼児保育課【登録】 

TEL：072-754-6208 

◎各保育所、認定こども園、 

小規模保育事業所 

＜保育場所＞ 

◎池田市病児・病後児保育室 

TEL：072-754-6626 

いけだファミリー 

サポート 

対象：おおむね生後 2 か月から 

小学 4 年生までの子ども 

保育所・幼稚園の送迎や園学校終了後の 

預かり等を実施（要事前登録） 

池田市社会福祉協議会 HP 

（池田市保健福祉総合センター 1F） 

TEL：072-751-0422 

FAX：072-753-3444 

E-mail： fsc@i-shakyo.or.jp 

18
歳 

未満 

子育て短期支援 

事業 

保護者の病気や育児疲れなどで、 

子どもの養育が一時的に困難になった

場合、児童養護施設等で、一定期間の 

預かりを実施 

子育て支援課（市役所）HP 

TEL：072-754-6401 

小
学
生
以
下 

親子ふれあい

DAY 

対象：市内在住で、小学生以下の子ども 

連れで入浴される方 

毎週土曜日に、市内の公衆浴場へ親子で

行くと割引 

※各浴場にて各自で申請 

子育て支援課（市役所）HP 

TEL：072-754-6252 
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◎「いちご応援団」には、子育てに関する情報・ 

問合せ先等が載っています 

◎「す❤kids い・け・だ」では、子育てサークルや

子育て支援拠点等、親子で安心して遊べる場所を 

紹介しています！ ホームページもあります 

4 か月健康診査時に配布しています 

◎パートナーが妊娠中のサポートの 

ポイントや赤ちゃんの発達の 

様子、子育てのポイントなどが 

イラスト付きで載っています！ 

◎妊娠期から小学校入学までの 

子育て支援をまとめました☆ 

◎「公園マップ」には、池田市内の

親子で行けるお出かけスポットを

集めました♪ 

子育て支援課配布パンフレット 

いけだファミリー・サポートの

利用の流れが載っています 

ホームページもあります 

その他 子育て支援関連パンフレット 

乳幼児健康診査の日程や予防接種の情報が載っています 

健康増進課のホームページからダウンロードもできます 

親子で遊べる楽しい 

遊びがいっぱいです♪ 

4 か月児健康診査時に

配布しています 


