
子育て世代包括支援センター
（愛称：子育てピア）

京都府



京都市

利用者さんへのメッセージ

内容はこちらより

ご覧いただけます。

保健福祉センター

子どもはぐくみ室

特色・PR欄

京都市では，市内の全区役所・支所に，子どもや子育てに

関する総合相談窓口として，「子どもはぐくみ室」を開

設しています。子どもはぐくみ室では，子どもや子育て家

庭 を地域で見守る，本市ならではの市民力・地域力・文化

力を礎とした「はぐくみ文化」を通じて，すべての子ど

もや 子育て家庭を大切に，そして笑顔あふれる「子育て

・『共育』環境日本一」のまちの実現に向けて，子育て

支援に関する取組や情報発信を行っています。

子どもはぐくみ室では，個 の々ご家庭の状況やニーズに対

応した職員が「気づき」，多種多様な子育て支援制度を，

個々の状況に合った支援策に「つなぐ」等，全ての職員が

「子育て支援コンシェルジュ」としての役割を担えるよ

う取り組んでおります。子どもや子育てについて，ご不安

やお悩みがございましたら，ひとりで抱え込まず，安心

して，お気軽にご相談ください。



向日市 子育てコンシェルジュ

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

向日市子育てコンシェルジュでは、妊娠中や子育て期の

不安や疑問について気軽に相談いただき、少しでも妊娠

や出産、子育てを楽しく過ごしていただけるようにお手

伝いをさせていただいております。また、向日市に転入

して来られた乳幼児の保護者の方には「こんしぇるじゅ

まっぷ」をお配りし、家の近くの公園や、子育て支援セ

ンター、保育所・幼稚園の場所など、向日市の情報をお

伝えしています。

妊娠・出産・そして子育て、楽しいだけじゃなく、時

には不安になったり、イライラしたりすることもあり

ます。

でも、このかけがえのない時間を、少しでも楽しく、

そしてお母さんやお父さんが自分らしく子育てができ

るように全力で応援します。いつでも、どんなこと

でも相談にのりますので、気軽に相談してください。

場所：向日市寺戸町小佃5番地1（東向日別館）
TEL： 075-874-3687

内容はこちらより

ご覧いただけます。



長岡京市 長岡京子育てコンシェルジュ

場所：長岡京市開田1-1-1
TEL：075-955-9704

特色・PR欄

妊婦さんとの出会いを大切に、ゆったりと妊婦さんが話

をしていただけるように、プライバシーに配慮した相談

ブースを設置しています。母子健康手帳発行時から助産

師・保健師・栄養士など 専門のスタッフが、妊婦さんの

ニーズを把握しどんなふうに産み育てていく か妊婦さん

やそのご家族と一緒に考えるなど丁寧に相談に応じてい

ます。また、出産後や子育て中の家庭についても、悩み事

などの相談に応じ必要な情報の提供や関係機関の紹介など

の取り組みを行っています。

利用者さんへのメッセージ

利用された方からは、「いつも相談できる場所があり安

心です。」「困っていることが聞けてありがたいです。」

「子どもが新生児の時に育児を楽しむ余裕がなくなってい

ましたが、何度も話を聞いていただいて気持ちがとても

楽になりました。」などの感想をいただいています。妊娠

中や子育て中の心配事など何でもご相談ください。

内容はこちらより

ご覧いただけます。



大山崎町 大山崎子育てコンシェルジュ

場所：乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
TEL：075-956-2101

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

地域の担当の保健師と個室スペースでじっくりお話が

できます。母子健康手帳交付時に、妊娠個別計画をた

て、切れ目のない支援を行います。

また、心配事や気になることをお聞きし、安心して妊

娠・出産・子育てができるようサポートします。転入

されたお子さんについても、乳幼児健診や相談、予防

接種の他、様々な子育てに関するサービスを紹介しま

す。

妊娠中の方や０歳から就学前までの子供がいる保護者の

方が、子育てについて知りたいこと、聞きたいこと、

ちょっと 困ったなと思ったとき、お気軽にご相談くだ

さい。「こんなときどうしたらいいのかな…？」「育

児って大変。少しだけ話を聞いてもらいたい…」など、

ちょっとしたことでも大歓迎です。一人で悩まずに、子

育てコンシェルジュでお話しください。



宇治市 子育て世代包括支援センター

場所：宇治市宇治琵琶33
TEL：0774-22-3141

特色・PR欄

～妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援～

妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援を目指し平成
30年4月に設立しました。

妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じ、切れ目の
ないきめ細やかな支援を提供できるよう職員一同取り組ん
でいます。

利用者さんへのメッセージ

宇治市では様 な々子育て支援の取り組みを行っています。

また、子育てについてのわからないこと、悩み、心配ごと

があれば気軽にご相談ください。（主な子育て支援事業）

●妊娠・産後支援

妊娠中から産後まで継続したサポートを行っています。パパ
を対 象としたサポートもあります。

●こども家庭相談（TEL:３９－９１７８）

子育てに関する悩み、心配ごとの相談があれば連絡してく
ださい。

内容はこちらより

ご覧いただけます。



城陽市 すくすく親子サポートカウンター

場所：城陽市富野久保田1-1
TEL：0774-55-1111

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

母子健康手帳発行時から保健師が妊娠中の心配や今

後出産に向けての見通しなどについて個室でゆっく

り話していただける部屋を設けています。また、出

産後や子育て中においても悩み事の相談や必要に応

じて情報提供や関係機関の紹介などを行っています。

「色々と相談にのってもらい、安心できた」「初め

ての出産で不安がやわらいだ」「上の子の関わり方

のアドバイスをもらえて良かった」など感想をいた

だいています。妊娠中や子育ての事などご相談くだ

さい。



久御山町
子育て応援センター「はぐくみ」

場所：久世郡久御山町島田ミスノ38番地
TEL：075-631-9904／0774-45-3905

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

ママ･パパ･お子さんの顔とスタッフの顔とがつながってい
くアットホームなまち、久御山町。

母子手帳交付時には全ての妊婦さんとゆっくりお話をした

り、助産師によるヨガが毎回楽しめ何でも気軽に相談でき

るパパママ教室 は、妊娠中だけでなく 産後も通うことがで

き、妊娠・出産を手厚くサポートしています♪また、中学校

卒業までの保護者を対象に『子育て・発達相談窓口』を設

け、あらゆる相談に対応しています！

妊娠・出産はママの心と体だけでなく 、パパ・家族の心

や状況も大きく変化していくもの。そこに育児がスタート

すれば、幸せや喜びをより一層感じられると同時に、悩み

や戸惑いもどんどん増えていきますよね…。でも一人で、家

族で抱え込まず、まずは気軽に相談してください！

久御山町はアットホームなまちであるからこそ、ひとりひ

とりに応じた丁寧な寄り添いができ、あたたかさを感じ

てもらえるよう心がけています♪

顔と顔から、こころとこころがつながっていくことを目
指して…「久御山町だから安心して子育てできる」と、一
人でも多くの方に感じてもらえますように★



八幡市

画像

子ども・子育て支援センター

すくすくの杜

場所：八幡市欽明台東2-1
TEL：075-972-1085

特色・PR欄
八幡市では、市役所内および子ども・子育て支援セン

ター「すくすくの杜」で子育て世代包括支援セン タ

ーを開設しています。子育てに関するさまざまな不安

や悩みに対応し、妊娠から子育てまで切れ目なく支援

ができるように、相談窓口を設けています。保育士・

栄養士・臨床心理士・保健師・利用者支援員の専門職

員が対応します。妊娠・出産・子育てにおいて、悩ん

だときや困ったときはお気軽にご相談ください。
利用者さんへのメッセージ

やすらぐ空間、わかりやすい情報、たのしい遊びの
提供をしています。

八幡市のイクキャラ シジュウカラちっぴー！たちが
つながる、ささえる、あそぶ、まなぶ、つたえるを
モットーに子育て家族の笑顔を応援します。

内容はこちらより

ご覧いただけます。



京田辺市

京田辺市子育て世代包括支援センター

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

はぐはぐ

専任の保健師が、妊娠・出産・子育てに関する様々

なことについて相談を受け付けております。また、

保育士の資格を持った相談員が、保育施設や地域の

子育て支援事業など、京田辺市内の子育てに関する

情報を提供しています。育児相談や保護者のニーズ

に応じて適切なサービスが受けられるよう、関係機

関をご紹介しています。

妊娠中の方、０～１８歳未満の子どもを子育て中の

方ならどなたでも相談できます。産前・産後のから

だや心のこと、育児の「ちょっと気になる」、

「なんだか不安…」、「情報がほしい！」など、何で

も気軽にご相談ください。

場所：京田辺市田辺80
TEL：0774-64-1376

内容はこちらより
ご覧いただけます。



井手町

場所：綴喜郡井手町大字井手小字橋ノ本１3
TEL：0774-82-3385

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター

保健センター内に平成29年４月１日より開設しまし

た。保健センターでは母子健康手帳交付時から保健

師が面談し、助産師や保健師が妊婦訪問や新生児訪

問、健診、臨床心理士よる発達相談等の関わりを通

じて妊娠期から子育て期をサポートしています。

妊娠中や子育て中には、心配や不安なこと、大変

なことが色々とあると思います。妊娠中や産後の

身体のこと、こころのこと、育児のこと、子ど

もの発達のことなど気になることがあればお気

軽にご相談してください。



場所：綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の１
TEL：0774-88-6622

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

はぐ♡くむセンター

宇治田原町地域子育て支援センターは田原川のほ

とりにあり、町内の親子がたくさん遊びに来られ

ています。様 な々おもちゃでお子さんと遊んだり、

子育て中の方同士がお話したりできます。スタッ

フが子育て情報をお伝えしたり相談に乗ったりも

しています。「ママがリフレッシュしてまた笑顔

でお子さんと向き合ってもらえたら」という思い

で、様々な講座も開催しています。

子育て中のみなさん、こんにちは。子どもは可愛いけれ

ど、子育ては大変なこともたく さんあります。そんな

時、一人で抱え込まないでぜひセンターに足を運んでみ

てください。「一人じゃない」と思えるだけで楽になる

こともあります。同じ子育て中の方やスタッフ、保健師

や助産師といった専門家と話をすることで、解決の糸

口が見えることもあります。「パパママの笑顔

はお子さんの幸せにつながる」という

思いで、子育てを応援しています。

まちのマスコット茶ッピー

宇治田原町



木津川市

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター

特色・PR欄

市役所の中に、子育て世代包括支援センター宝箱を設置して

います。乳児用の体重計や妊娠・出産・子育てに関する絵本

などを置いていますので、市役所に手続きに来られたつい

でに、『ちょっと相談…』と、気軽に立ち寄っていただけ

る場所です。そして、『宝箱』という名称は、健診に来られ

たママから『子どもは宝、大切な宝を入れる箱』という意

見をいただき名づけました。大切なおこさまの成長を一緒に

見守っていきたいという願いがこめられています。 初めての妊娠で不安がいっぱい、体重管理がうまく い

かない、何を準備したらいいの ？赤ちゃんの体重増加が

心配、赤ちゃんが泣いてばかりでつらいなど、子育て

世代包括支援センター宝箱では、妊娠・出産・子育て

に関する様 な々相談に応じ、 安心して妊娠期から子育

て期までを過ごせるように、切れ目ない支援をめざし

ます。お気軽にご相談くださいね。

場所：木津川市木津南垣外110 番地9
TEL：0774-75-1219

内容はこちらより
ご覧いただけます。

宝箱



笠置町

場所：相楽郡笠置町大字笠置小字西通り90-1
TEL：0743-95-2301

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター

健やかに、安心して妊娠・出産・子育てをしてい

ただけるよう、妊娠期から子育て期にわたるまで

切れ目なくサポートする相談窓口を令和２年３月

１日から開設しました。

母子手帳交付時には妊婦さんと面談し、一人ひ

とりに応じた情報提供や相談支援を行います。 妊娠中や産後の身体のこと、こころのこと、

育児で不安なこと、子どもの発達のことなど、

気になることがあれば、ひとりで悩まないでお

気軽にご相談ください。保健師がお話を聞いて

、安心して妊娠・出産・子育てができるようお

手伝いします。



和束町

場所：相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2
TEL：0774-78-3006

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター

健やかに、安心して妊娠・出産・子育てをしていた

だけるよう、妊娠期から子育て期にわたるまで切

れ目なくサポートする相談窓口を令和２年３月１日

から開設しました。母子手帳交付時には妊婦さん

と面談し、一人ひとりに応じた情報提供や相談支

援を行います。

妊娠中や産後の身体のこと、こころのこと、育児

のこと、子どもの発達のことなど気になることが

あればお気軽にご相談ください。

内容はこちらより
ご覧いただけます。



精華町 母子健康包括支援センター

特色・PR欄

精華町では、地域とのつながりを大切にし、安全安心に子育

てできるまちを目指して、平成３０年７月に当センターを

開設しました。リラックスして相談できるよう、プライバ

シーに配慮した温かい雰囲気のお部屋を設けています。母子

健康手帳交付時にはすべての妊婦さんとお会いし、妊婦さ

んの不安や疑問の他、妊娠・出産・育児に対する気持ちもう

かがっています。子育て中の方も、一人で悩まずにお気軽に

ご相談ください。
利用者さんへのメッセージ

これから妊娠・出産を迎える方、子育て真っ最中の方、子

育てをサポートしている方等…精華町にお住まいの妊産婦さ

んやそのご家族、子育てに携わっているすべての方にご利

用していただける相談窓口です。ご兄弟さんが来られたと

きに利用していただけるおもちゃも用意しています。

妊娠・出産・育児に関する地域の情報や制度の

ご紹介もあります。

場所：相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70
TEL：0774-95-1931

内容はこちらより
ご覧いただけます。



南山城村

場所：相楽郡南山城村大字北大河原小字大稲葉4-10  
TEL：0743-93-0294

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

南山城村

子育て世代包括支援センター

南山城村では令和2年3月より子育て世代包括支援セ

ンターを開所しました。まだスタートしたばかりで

すが、妊娠期からの切れ目ない支援を目指します。

健やかに安心した子育てができるよう保健師がサポ

ートさせてもらいます。毎週開催している子育て広

場では、少人数で和気あいあいとした雰囲気で行っ

ています。
出生数は多くないですが、その分地域に根差した関わ

りを目指しています。妊娠中の身体のことや子育てで

心配なことなど何でもお気軽に相談してください。保

健師３名が一緒に考えていきます。保健師一同、お子

さんが生まれる度に一緒に喜んでいます。嬉しいとき

も、しんどいときも一緒に考えていきたいと思ってい

ます。



亀岡市
場所：亀岡市安町釜ケ前82
TEL：0771-55-9150

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センターBCome
（びーかむ）

特色・PR欄
母子健康手帳交付時全数面談、その後妊娠期間中に全妊

婦に電話し体調・状況確認、希望者には妊婦訪問を実施

しています。電話や来所の相談はもちろん、訪問やメール

での相談も受付けています。利用対象が妊娠期から18歳

までの子どものいる家庭としており、就学後も地域の相

談場所として利用してもらうことができます。助産師、

保健師、社会福祉士がおり、産前産後や子どもの発達、

また家庭全体を包括的に支援していくことができます。

内容はこちらより

ご覧いただけます。

子育てを大変だなと思った時、

親だけで頑張らなくてもいいですよ。

周りにいる多くの人で子育てしていきま
しょう。

BComeもその一員でありたいと思ってい

ます。いつでも、お待ちしています。



南丹市
場所：南丹市園部町小桜町47
保健医療課TEL：0771-68-0016
子育て支援課TEL：0771-68-0028

利用者さんへのメッセージ

南丹市子育てコンシェルジュ

妊娠のこと、出産のこと、産後のこと、子育てのこと

で不安なことや心配なこと気になることがありました

ら、お気軽に相談ください。オンライン（ＺＯＯＭ）

による相談も始めました。お待ちしています。

一緒に子育てについて考えていきましょう。

そして一緒に子育てを楽しみましょう。

特色・PR欄

南丹市では、妊娠が分かった時から、出産・子育てまでの
時期に”南丹市子育てコンシェルジュ”が寄り添います。

子育てコンシェルジュは、市役所（保健医療課・子育て
支援課）や、地域子育て支援拠点（子育てすこやかセン
ター・ぽこぽこくらぶ）にいます。産前産後ケア専門員
、保育士、保健師、助産師、看護師などさまざまな専門
職が連携をし、みなさんが南丹市で安心して子育てでき
るようお手伝いしています。

南丹市コンシェルジュのマーク

場所：南丹市園部町小桜町43番地2
子育てすこやかセンターTEL：0771-68-0082
場所：南丹市八木町八木鹿草76
ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ気になる木JUJUぽこぽこくらぶ
TEL：080-3857-8119,080-4234-8080



京丹波町

特色・PR欄

身近な相談先としてこども未来課と保健福祉課がありま
す。

〇こども未来課

子どもの成長や発達に関する各種相談を行っています。一
人で悩まずにご相談ください。町内3か所で子育て支援セ
ンターを開設しています。

お母さん同士の交流をはかりながら、育児の相談にも応
じます。

特色・PR欄

〇健康推進課

妊娠届け出により、保健師が母子手帳の交付を行

っています。その後も妊娠期から育児、予防接種

まで、幅広い相談を保健師と栄養士がおうかがい

します。お気軽にご相談ください。

TEL：0771-86-1800

【こども未来課】
場所：船井郡京丹波町須知鍋倉1番地1
TEL：0771-82-1394

【健康推進課】
場所：船井郡京丹波町和田田中6番地１

内容はこちらより

ご覧いただけます。

こども未来課・健康推進課



福知山市

場所：福知山市内記100
TEL：0773-24-7055

福知山市子育て世代包括支援センター
（福知山市役所子ども政策室内）

特色・PR欄
妊娠期から子育て期の様々なニーズに対して、一人ひ

とりに寄り添いながら相談支援を行っています。窓口

には、保健師や子育てコンシェルジュがおり、母子健

康手帳の交付や子育て支援に関する情報などを提供

しています。子ども政策室は、子育て世代包括支援セ

ンターだけではなく保育園・幼稚園や児童福祉に関す

る部署があるため、お子さんに関する相談がワンスト

ップで対応可能です。 利用者さんへのメッセージ

妊娠期から子育て期にわたる不安・悩みに対し、保

健師・助産師・栄養士等の専門職が電話、窓口、訪

問、LINE等で対応します。「妊娠・出産について相

談できる人がいなくて心配」「おっぱい・ミルクが

足りているか不安」「育児で疲れてイライラして

しまう」など、心配なことがありましたら、一人

で悩まずにお気軽にご 相談ください。

内容はこちらより
ご覧いただけます。



綾部市
子育て世代包括支援センター

場所：綾部市青野町東馬場下15-6
TEL：0773-42-0111

特色・PR欄

ぷくぷく

綾部市では、妊娠期から子育て期における総合的な相談窓口
として、綾部市保健福祉センター内に、綾部市子育て世代包
括支援 センター『ぷくぷく』を設置しています。
■事業内容
妊娠期からの健康状態に関する相談・育児不安や子育てに
関する相談・子育てに関する情報提供など
■相談方法
電話相談・来所相談・家庭訪問など
■開設時間
月曜日～金曜日（日祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分 利用者さんへのメッセージ

「初めての妊娠・出産で不安がいっぱい。」「妊娠してか
ら上の子の甘えが強くて心配。」「初めての子育て、わか
らないことばかり、これでいいのか不安・・」「授乳中は
どんな食事がいいのかしら。」「子育ての悩みを相談した
い。」等 、々妊娠・出産・子育てに関する相談について、
どんなことでもお気軽にご相談ください。
保健師や管理栄養士が相談に応じます。

内容はこちらより

ご覧いただけます。



舞鶴市
子どもなんでも相談窓口

場所：舞鶴市字余部下1167
TEL：0773-66-2120

特色・PR欄

中総合会館にある保健センター・子育て支援基幹センタ
ー・子ども総合相談センターの３センターが1つのチームと
なって、妊娠期から18歳までの切れ目のない相談・支援を
実施する「子どもなんでも相談窓口」を設置しています。
■事業内容
妊娠期からの・助産師相談・健康相談・発達相談・子育
て相 談・虐待相談及び子育て支援サービスに関する情報
提供
■相談方法
電話相談・来所相談・家庭訪問など
■開設時間
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
8時30分～17時15分

利用者さんへのメッセージ
これから子どもが生まれる予定の皆さん、子どもが生
まれたばかりの皆さん、子育てについての不安や悩み
をお持ちでは ないでしょうか。育児には正解がないで
すから、迷ってあたりまえ、初めてのことはわから
ないから、悩んであたりまえなのです。子育てはひと
りで抱えず、みんなでするもの、人と人がつながるも
のです。
妊娠期から出産、子育て期にわたる悩みや不安などに
対して、保健師・助産師・歯科衛生士・管理栄養士
・保育士等がサポートしていますので、いつでもお気
軽にご相談ください。



宮津市
場所：宮津市字浜町3012番地
TEL：0772-45-1624

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター

H29年11月から宮津市福祉・教育総合ﾌﾟﾗｻﾞに移転し、

妊娠から学校教育までの福祉、教育に関する手続きや相

談がワンフロアでできるようになりました。地域で安心

して子育てをしていただけるようお手伝いをさせていた

だきます。

子育ては喜びや期待がたくさん。子どもの可愛さに思わず微笑

んでしまうことも。でも、子どもは一人ひとり違います。

だから、不安や心配、戸惑いも多く て大きなストレスを

感じることもありますよね。みなさまの子育てを応援し

たいと思っていますので、図書館やにっこりあでほっと

する時間を過ごしていただいたり、些細な相談でもよい

ので気軽にご連絡ください。お待ちしています。



場所：京丹後市峰山町杉谷691
TEL：0772-69-0370

利用者さんへのメッセージ

特色・PR欄

「いつでも、どんなことでも、ここに聞けばＯＫ！」とい
う窓口を目指して2016年4月に開設。相談支援のメニュー
の充実、産後の支援体制の強化にも取り組んできました。
京丹後市で生まれる赤ちゃんは年間300～350人。一人ひと
りのお子さんやママたちと顔の見えるおつき合いをさせて
もらいながら、きめ細かなサポートを心がけています。「京
丹後で子育てしてよかった」と思えるまちづくりを目指
して、これからも子育て環境の充実を図ります。

子育てに不安や悩みはつきもの。一人で抱えこんだり、「こ
んなことぐらいで…」なんて思わずに、いつでも『はぐはぐ
』に声をかけてもらえたらうれしいです。『はぐはぐ』に
は季節の壁紙やインスタフレームもありますので、相談が
なく てもいつでも気軽に立ち寄ってくださいね。子育て応
援サイトやＬＩＮＥによる情報発信も始めました

のでぜひ活用を。
みんなで情報交換したり、つながったりしなが
ら、 京丹後で子育てする魅力を見つけていきま
しょう！

京丹後市

子育て世代包括支援センター
はぐはぐ

内容はこちらより

ご覧いただけます。



子育て中に感じる不安、心配、悩みごとなど…些細なこ
とでも構いません！気軽に声をかけてください。一緒に
考えていけたらいいな、と思っています。

与謝野町

場所：与謝郡与謝野町加悦433
TEL：0772-43-9024

『子育てするならこのまちで』を合言葉に、子育て世
代が地域で安心して妊娠・出産・子育てができる環境
を実現するため、与謝野町子育て世代包括支援セン
ターを子育て応援課内に設置しています。
「ハローベビープロジェクト」では、出産前に、ご夫
婦で一緒に赤ちゃんを迎える話し合いの場として両親
面談を行い、離乳食食器を含む育児支援グッズをプレ
ゼントしています。
また、「産後ママのリフレッシュケア」ではお母さん
がゆっくりお風呂に入り食事をしてお昼寝できる、そ
んな1日が過ごせる場も用意しています。
入園後・就学後も子どもの発達をみんなで見守ること
ができるよう保育や教育現場への支援も行っています。

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

子育て世代包括支援センター



伊根町

場所：与謝郡伊根町字日出646
TEL：0772-32-3031

特色・PR欄

利用者さんへのメッセージ

伊根町子育て世代包括支援センター

妊娠・出産・子育てについての様 な々手続きの窓

口となっており、制度の紹介も行っています。ま

た、妊娠・出 産・子育てを通して、わからないこ

とや不安に感じていることがあれば、いつでも保

健師や管理栄養士がお話しを聞かせていただきま

す。親子や友達とゆったり遊んですごしていただ

ける『ぽかぽかルーム』も開設していますので、

お気軽にお越しください！

妊娠・出産・子育ての時期に、お母さんやお父さん

、家族みなさんの力になりたい！と思っています。い

つでも気軽にお越しください。

内容はこちらより

ご覧いただけます。


