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赤ちゃんが生まれたら

○市民サービスグループへ出生届を提出します。同時に出生通知票（母子健康手帳セットに入っている）

を提出します。

○年金・長寿医療グループで子ども医療費受給者証、こども家庭グループで児童手当や児童扶養手当の

手続きをしましょう。

※母子健康手帳アプリをご利用ください

スマートフォン、パソコン、タブレットなどで「母子健康手帳

アプリ」を検索、ダウンロード（無料）して、居住地に「登別

市」を選択すると、妊娠週数・子どもの月齢に応じた子育て情報

を受け取ることができます。 ▲母子健康手帳アプリ

市民サービスG ☎８５－１８５５

（登別市役所） 登別市中央町６丁目１１

問
年金・長寿医療G ☎８５－２１３７

こども家庭G ☎５７－１０７８

（登別市役所） 登別市中央町６丁目１１

問

すこやかマタニティ教室

○体験型の教室です。育児のイメージづくりをしてみませんか？

〈対象〉妊娠中の方（プレ育児コースは夫婦で参加可能）

〈内容〉プレ育児コース：沐浴、おむつ交換、抱っこの体験、パパの妊婦体験

プレママコース：調乳体験、産後の赤ちゃんやママの生活についてのお話

問
健康推進G ☎８５－０１００

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）

母子健康手帳・妊婦健康診査受診票の手続きをしましょう

○交付場所・・・総合福祉センター しんた２１

○交付時間・・・月～金曜日の９時～１７時（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

○必要書類・・・病院で交付される妊娠届出書・妊婦のマイナンバーカード（写真あり）又は個人番

号通知カード（写真なし）と本人確認書類（運転免許証など）

問

妊娠したら･･･赤ちゃんが生まれたら

問
健康推進G ☎８５－０１００

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）
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〈対象〉

登別市に住民票がある、育児や家事などの支援ができる方がいないご家庭で、出産直後のため身の

回りのことや育児・家事が困難な方

〈内容〉

育児に関するサービス：授乳・沐浴の補助やおむつ交換

家事に関するサービス：食事の世話・住居などの掃除及び整理整頓・洗濯・買い物

その他必要な育児・家事及び助言や相談

○出産後のお母さんの体力が回復するまでの間、育児や家事の援助を必要とするご家庭にヘルパーが訪

問し、お母さんや生まれたお子さんの身の回りのお世話を行い、安心して日常生活を営むことができ

るよう支援します。

〈利用期間〉病院・診療所で出産した場合は退院の日から、その他の場合は出産の日から９０日以内

の期間（多胎出産の場合はいずれも1年以内の期間）

※日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く

〈利用日数〉20日（多胎出産の場合は５０日以内）

〈利用料金〉世帯の市民税などの課税区分に応じて負担額が変わります。

産後子育てママ派遣事業

産婦健康診査

〈対象〉産後2週間前後で、育児不安や体調不良のある方・産後1カ月前後の方

〈内容〉産婦健康診査に係る費用(1～２回分)を助成

※母子健康手帳交付時に受診票を交付します。

健康推進G ☎８５－０１００

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）
問

産後ケア事業

〈対象〉産後1年未満で、家族などから協力が得られず、心身の不調や育児不安のある方

〈内容〉お母さんの体調管理と健康相談、授乳相談(乳房マッサージ、ミルクの授乳方法等)

育児相談（沐浴方法、抱っこの仕方、赤ちゃんの発達・発育等）

〈料金〉市民税課税世帯の方は有料

訪問型：助産師が家庭訪問して、サービスを受ける方法（1回1,000円）

通所型：お母さんと赤ちゃんが指定施設に通い、サービスを受ける方法（1回500円）
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問
赤ちゃん訪問

〈対象〉生後４カ月までのお子さん

〈内容〉体重測定、授乳や育児に関する相談など

※保健師・助産師が訪問する日時を調整します。

健康推進G ☎８５－０１００

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）
問

もぐもぐ食育広場

〈対象〉生後7カ月～8カ月のお子さんと保護者

〈内容〉栄養士による講話（離乳食の進め方や与え方、調理方法）と保育士によるあそびの紹介

など

※対象者には個別に通知します。

親子むし歯予防教室

〈対象〉１歳～１歳６カ月未満のお子さんと保護者

〈内容〉歯科検診、フッ素塗布（無料）、ブラッシング指導など

※要予約、定員20組（先着順）

※年に１回のみ参加できます。

フッ素塗布

〈対象〉１歳６カ月～４歳未満

〈受付〉１３時３０分～１５時

※対象者には個別に通知します。

すくすく親子相談

〈対象〉小学校入学前までのお子さんと保護者

〈内容〉保健師・助産師・心理士・栄養士・保育士が育児の疑問や悩みについて一緒に考えます。

身長や体重の計測だけの利用も可能です。

※希望者のみ・要予約
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※各健康診査・健康相談の案内は、対象者に個別に通知します。

健診名 対象年齢 内容 受診場所

４～５カ月児健康診査 健診日に満４カ月にな

っているお子さん

身体測定、医師の診察、

育児相談、離乳食指導

総合福祉センター

しんた２１

☎８５－０１００

10カ月児健康相談 相談日に９～１０カ月

になっているお子さん

身体測定、育児相談、離

乳食指導

1歳６カ月児健康診査 健診日に 1 歳６カ月に

なっているお子さん

身体測定、歯科検診、む

し歯予防相談、医師の診

察、育児相談、栄養相談、

発達相談、希望者のみフ

ッ素塗布（８００円）

３歳児健康診査 健診日に満３歳になっ

ているお子さん

身体測定、尿検査、医師

の診察、歯科検診、むし

歯予防相談、育児相談、

栄養相談、発達相談

５歳児相談

（年中児健康相談）

年度内に満５歳になる

お子さん

問診、集団あそび、視力

検査、就学に向けた講

話、教育相談、発達相談、

育児相談、栄養相談

健 康 診 査・健 康 相 談
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※予防接種は、登別・室蘭市内の予防接種実施医療機関で無料で受けることができます（ただし、対象年

齢を過ぎると全額自己負担となります）。

※医療機関により、予防接種の曜日が決まっていることがありますので、事前に電話で確認してください。

※予防接種を受けるときは、母子健康手帳を必ずお持ちください。

予防接種名 対象年齢 接種回数

B型肝炎 １歳未満 ３回

ロタウイルス ロタリックス 生後２カ月～２４週０日後まで ２回

ロタテック 生後２カ月～３２週０日後まで ３回

小児用肺炎球菌 生後２カ月～５歳未満 ４回

ヒブ（Ｈｉｂ） 生後２カ月～５歳未満 ４回

四種混合（ジフテリア･百日せき･

破傷風･不活化ポリオ）

生後３カ月～７歳６カ月未満 ４回三種混合（ジフテリア･百日せき･

破傷風）

不活化ポリオ

二種混合（ジフテリア･破傷風） １１歳～１３歳未満 １回

ＢＣＧ 1歳未満 １回

麻しん風しん混合 １期：１歳～２歳未満

２期：小学校入学前の１年間

１回

１回

水痘（水ぼうそう） １歳～３歳未満 ２回

日本脳炎 生後６カ月～７歳６カ月未満 ４回

ヒトパピローマウイルス

（子宮頸がん）

小学６年生～高校１年生までの

年齢に相当する女子
３回

予 防 接 種
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◇場所：総合福祉センターしんた２１内（専用相談室「ネウボラルーム」）

母子健康手帳の交付

プライバシーに配慮したスペースで母子健康手帳の交付を行い、妊娠・出産や育児に関す

る相談に応じます。

※交付時間：月～金曜日の９時～１７時（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

「子育て応援プラン」の作成

妊産婦の方を対象に、妊娠から出産まで・出産から４～５カ月児健康診査まで・４～

５カ月児健康診査後から就学までの３段階において「子育て応援プラン」を作成し、母子保

健サービスや市内の子育てに関する情報を紹介します。

育児全般の相談・支援 （来所相談・電話相談）

「初めての妊娠・出産で不安」「母乳やミルクは足りているか心配」「子どもの成長発達に

ついて相談したい」「子育てが大変で話を聞いて欲しい」、などの悩みごとに、保健師や助産師

などの専門スタッフが相談に応じます。

子育てに関するオンライン相談

ご自宅で安心して相談が受けられるよう、オンライン相談を実施して

います。

産前・産後相談「ママあい」

生後６カ月未満のお子さんとその家族を対象に、助産師や保健師などが個別に相談に

応じます（要予約）。

あそび相談「ぽっぽ」

生後６カ月以降のお子さんとその家族を対象に、保育士などが個別に遊びの紹介や育児相

談などに応じます（要予約）。

子育て世代包括支援センター「ネウボラのぼりべつ」

○妊娠・出産・子育てに関する各種相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない

支援を行います。

健康推進G ☎８５－０１００

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）問

▲子育てに関するオンライン相談

子育て世代包括支援センターの業務
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名称 中央子育て支援センター 鷲別子育て支援センター

場所 登別市富士町７丁目２－１ 登別市鷲別町４丁目３６－６（鷲別中学校うら）

連絡先
T E L ０１４３－８１－３７１５

F A X ０１４３－８１－３７１５

T E L ０１４３－８４－１２３５

F A X ０１４３－８４－１２３５

対象

年齢

０歳～就学前まで ０歳～就学前まで

開放日
月・水・金曜日 １０：００～１２：００

１４：００～１６：００

月～金曜日 １０：００～１２：００

相談

月～金曜日 ９：００～１７：３０

土曜日 ９：００～１２：００

※電話・来所

月～金曜日 ９：００～１７：３０

※電話・来所

名称 登別子育て支援センター 富岸子育てひろば

場所 登別市登別本町２丁目２５－９（コロポックル

の森内）

登別市富岸町３丁目８（亀田記念公園内 管理棟

２F）

連絡先 T E L ０１４３－８０－２７７２

F A X ０１４３－８３－１２００

T E L ０８０－１８９０－０８６５

対象

年齢

０歳～就学前まで ０歳～就学前まで

開放日 月・水・金曜日 １０：００～１２：００

１４：００～１６：００

火・木・土曜日 １０：００～１５：００

※昼食をとるスペースがあります

相談

月～金曜日 ９：００～１７：００

土曜日 ９：００～１２：００

※電話・来所

火・木・土曜日 １０：００～１５：００

※来所・Ｚｏｏｍ

○地域子育て支援拠点では、小学校就学前の乳幼児がいる家庭を対象に、子育て中の親子

が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、子育て中のお父

さん、お母さんを応援します。また、子育て講座やあそびの広場など、各支援拠点ごとに

特色のある取り組みを行っています。

※詳細につきましては、のぼりべつし地域子育て支援拠点ガイド、または各施設のホーム

ページにてご確認ください。

地域子育て支援拠点

問
登別市役所 こども育成G

☎８５－５６３４

登別市中央町６丁目１１

詳しくはこちら

地域子育て支援拠点

（登別市HP）
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◎富士保育所

定員…１２０名

特色…閑静な住宅街に位置し、周辺にはたくさんの公園があり、豊かな自然の中で散歩や戸外遊び等を楽し

んでいます。地域の老人クラブや介護施設との交流も行っています。０歳から就学前の子どもたちが、

一緒に遊んだり生活する中で思いやりや、仲間意識を育んでいます。

行事…入所式・子どもの日の集い・運動会・縁日ごっこ・バス遠足・宝探し・発表会・

クリスマス会・かるた大会・節分・退所式など

◎栄町保育所

定員…９０名

特色…国道３６号沿いで通勤にも適した位置にある、円形のホールが特徴の建物です。

音感や情操の育つ適正年齢を見極め、日本の行事に親しみ、子どもたちの「心の基礎体力」を養う保

育を目指します。遊びやゲームの中で体感を鍛える「コーディネーショントレーニング」を取り入れ

て、身体を動かす心地よさを育むほか、温かい眼差しの中で成長を見守り、感受性豊かな幼児期を目

指します。

行事…入所式・子どもの日の集い・運動会・すいかわり・お店屋さんごっこ・七夕まつり・観劇鑑賞会・発

表会・クリスマス会（クリスマスコンサート）・参観日・かるた大会・節分豆まき・お別れ会・退所式

◎鷲別保育所

定員…１２０名

特色…国道３６号沿い鷲別小学校に隣接し、他市への就労にも便利な場所に位置しています。

食育の一環として畑作りを行い、作物の成長から収穫を経験し、また食する事で食に対しての意欲を

高めています。また、地域の老人会の方々を招きゲームや縁日ごっこをしたり、中学生とのふれあい

体験を楽しんだり、介護施設の訪問も行っています。

行事…入所式・子どもの日の集い・運動会・縁日ごっこ・収穫祭・バス遠足・発表会・クリスマス会・節分・

かるた大会・退所式など

＜住 所＞ 登別市鷲別町４丁目３６－１８

＜電 話＞ 0143-86-7254

＜住 所＞ 登別市栄町２丁目６－１

＜電 話＞ 0143-8６-9515

＜住 所＞ 登別市富士町７丁目２－１

＜電 話＞ 0143-85-2557

登別市内保育所紹介
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○ 各保育所の保育時間と休所日

・保育時間は７時１５分～１８時１５分（延長保育は１９時１５分まで）

・日曜日・祝日・１２月２９日～１月３日は休所

※保育時間の認定は保護者の就労により異なります。詳しくはこども育成グループ

にお問い合わせください。

○ 各保育所の受け入れ年齢

・生後６カ月～就学前まで

○ その他の事業

・障がい児保育：市内各保育所

・延長保育：市内各保育所（有料）

（１８時１５分～１９時１５分まで）

・休日保育：富士保育所にて実施（有料）

※市内各保育所に通う子どもが対象

※詳しい利用条件・利用時間などに

ついては、各保育所へお問い合わ

せください。

◎幌別東保育所

定員…９０名

特色…幌別東団地と幌別東小学校の間に位置した２階建ての明るい保育所で、保育室からは広大な太平洋を

見渡すことが出来ます。ヨコミネ式教育法を導入し、体の力、学ぶ力、心の力をつけ子どもたちの｢可

能性｣を最大限に引き出すための教育、更には心の柱として論語も実践。時間のかかる子はいるが、出

来ない子はいない！子どもたちの個性を大切にし、伸び伸びとした保育を心掛け、地域との交流も行

い、遊びの中での触れ合いを実施しています。

行事…入園式・流しそうめん・運動会・縁日ごっこ・バス遠足・発表会・お餅つき・

クリスマス会・かるた大会・節分・レスリング大会・卒園式など

◎登別保育所

定員…６０名

特色…国道から少し山側に入り、登別小学校と川を挟んだ反対側で、閑静な住宅街に位置しています。

幼稚園と保育所が一緒の幼保一元化の保育所です。ヨコミネ式教育法を導入し、体の力、学ぶ力、

心の力をつけ子どもたちの｢可能性｣を最大限に引き出すための教育、更には心の柱として論語も実践。

時間のかかる子はいるが、出来ない子はいない！子ども達の個性を大切にした保育を心掛けています。

また、同施設内には、登別子育て支援センターも併設しております。（開放日‥月・水・金）

行事…入園式・ふれあい祭り・流しそうめん・お泊り会・運動会・

ハロウィン・発表会・お餅つき・クリスマス会・レスリング大会・卒園式など

＜住 所＞ 登別市幌別町８丁目１７

＜電 話＞ 0143-88-0151

一時保育について

登別・幌別東・栄町保育所で一時保育を行ってい

ます。

対象…４月１日現在で満１歳以上の児童

時間…７時１５分～１８時１５分

（日曜日・祝日・12月２９日～1月 3日を除く）

定員…各年齢ごとのクラス 1～2名程度

保育料…有料

申込み…利用日の７日前までに実施保育所

または、こども育成グループへ

※詳しい利用条件・利用期間については

こども育成グループへお問い合わせください。

＜住 所＞ 登別市登別本町２丁目２５－９

＜電 話＞ 0143-80-1133

問
こども育成G ☎８５－５６３４

登別市役所 登別市中央町6丁目１１
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登別市内幼稚園・認定こども園

◎登別カトリック聖心幼稚園

定員…１２０名

特色…キリストの教えに従い、一人ひとりがかけがえのない尊い存在である事を大切にする毎日。それぞれの子ど

もの中にある「自立に向かうエネルギー」が発揮される園生活。同年齢集団、異年齢集団のいずれにおいて

も、互いが認め受け入れあう事で子どもの社会に共同の関係を育みます。

行事…園バスドライブ・親子バス遠足・運動会・クリスマス会・餅つき大会・お店屋さんごっこ・お泊り会・

預かり保育・英語遊び・エアロビ・体操など

・わくわくランド（未就園児 １歳～）・はっぴーランド（園開放 ０歳～）

◎リリー文化幼稚園

定員…９０名

特色…①学びに向かう力「意欲」・「思考力」・「自立心」・「自尊心」・「自制心」・「忍耐力」・「協調性」を育てます。

②情愛豊かな広い心と社会性豊かな奉仕の心をもった人間性などの非認知的能力を園内生活や園外活動など

の体験学習や遊びを通じて、楽しみながら学び育みます。

③ルールやマナーを学び、社会の一員である事への自覚を育みます。

④同法人設置専門学生と異年齢の交流や姉妹園すみれ文化幼稚園との園児交流などもあり、人間関係の幅を

広げます。

⑤子育て支援も充実：預かり保育・保育活動後の有料習い事（英会話教室・体操教室）実施。

行事…自然活動・果物狩り・お餅つき大会・人形劇観覧・園外保育・各種季節行事・お誕生会・食育活動（畑）他

※社会状況に応じた内容の行事・保育を行います。

※登別市一時預かり保育事業：えとわーる登別（0歳・1歳・2歳児保育）

◎認定こども園白菊幼稚園

定員…２００名（１号 １１０名、２号 ９０名）

特色…ヨコミネ式教育法を導入し、体の力・学ぶ力・心の力をつけ、子どもたちの「可能性」を最大限に引き出すた

めの教育を実践しています。心の柱として論語も実践。

体の力…体力・柔軟性 学ぶ力…理解力・思考力・洞察力 心の力…正義感・道徳観

全ての子どもは天才！時間のかかる子はいるが、出来ない子はいない。笑顔がステキな職員が一人一人の育

ちを保障していきます。

行事…入園式・流しそうめん・お泊り会・大運動会・年長登山・お餅つき・雪上フラッグ大会・クリスマス会・発

表会・レスリング大会・卒園式など

◎コロポックルの森

認定こども園白雪幼稚園
定員…４５名（1号 ２５名、2号 ２０名）

特色…ヨコミネ式教育法を導入し、体の力・学ぶ力・心の力をつけ、子どもたちの「可能性」を最大限に引き出すた

めの教育を実践しています。心の柱として論語も実践。０歳から就学前までの子どもが集う幼保一元化施設

として異年齢との関わりを大切にしています。笑顔がステキな職員が一人一人の育ちを保障していきます。

体の力…体力・柔軟性 学ぶ力…理解力・思考力・洞察力 心の力…正義感・道徳観

行事…入園式・ふれあいまつり・流しそうめん・お泊り会・運動会・ハロウィンパーティー・発表会

お餅つき・クリスマス会・レスリング大会・卒園式など

＜住 所＞ 登別市中央町7丁目15

＜電 話＞ 0143-85-2414

＜ HP ＞ http:∥www.n-c-seishin.sakura.ne.jp/

＜住 所＞ 登別市鷲別町2丁目17

＜電 話＞ 0143-87-2211

＜ HP ＞ http:∥www.hokuto-bunka.ac.jp/lily_bunka/

＜住 所＞ 登別市桜木町2丁目5-3

＜電 話＞ 0143-85-2545

＜ HP ＞ https:∥www.nrg.ed.jp/shiragiku_info.html

＜住 所＞ 登別市登別本町2丁目25-8

＜電 話＞ 0143-83-1162

＜HP＞https:∥www. nrg.ed.jp/korpokkur_info.html

http://www.n-c-seishin


〈対象〉 登別市に居住する０歳～小学校６年生までのお子さんがいる家庭

〈サービス内容〉

・保育施設や学校の開始前や終了後までお子さんをお預かりします。

・保護者の病気や休養、就職活動などの際にお子さんをお預かりします。

・冠婚葬祭や他のお子さんの学校行事などの際にお子さんをお預かりします。

・保育施設や学校がお休みの時にお子さんをお預かりします。

・保育施設や習い事の送迎を行います。

その他、お買い物やリフレッシュなど、自分自身の時間をもつためにもご利用できます

（センターで認める範囲内で援助を行います）。

〈入会手続き方法〉

登録者（保護者）の写真と印鑑、ご本人を確認できる書類（運転免許証など）を持参し

社会福祉協議会にて登録してください。 ※事前にお電話でのご予約をお願いします。

〈利用料金〉 有料（詳しくはお問い合わせください） ※入会は無料です。
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○「子どもを預かってほしい」という保護者のニーズに応え「子育ての支援をしてほしい」方と

「お手伝いします」という方が会員になって、地域ぐるみで子育てを応援する事業です。

ファミリーサポートセンター

ファミリーサポートセンターのシステム

ファミリーサポートセンターのアドバイザー・サブリーダーが、依頼者と提供者の橋渡しをしま

す。きめ細やかな対応で、安心して子育てができるように支援します。

＊依頼会員 会員登録しておくと、援助が必要な時に電話でお申し込みができます。

＊提供会員 あなたが活動できる時間にお手伝いください。援助できる曜日・時間帯を登録してい

ただきます。

子育ての合間に、ほんの少しのお手伝いがあれば、時間と心にゆとりが生まれます。

未来を担う子どもたちが、地域のみなさまの愛情をいっぱい受けて、すこやかに成長することを

願っています。

※詳しくは、登別市社会福祉協議会内ファミリーサポートセンターにお問い合わせください。

問
登別市ファミリーサポートセンター（社会福祉協議会内）
☎８５－００３３

登別市片倉町６丁目９－１（しんた２１内）

HP https://kizuna-shakyo.jp/chiiki/family/



※詳しくは登別市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
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《 子育てサロン 》
子育てサロンとは、子育てを楽しみながら仲間をつくり、お互いに支え合う活動です。

○親子で気軽に参加し、自由に遊べます。

○子育ての先輩方や親同士で情報交換や交流ができます。

○"気軽に、無理なく、楽しく、自由に"が活動スタイルです。

〈対象〉０歳～３歳くらいのお子さんと保護者を中心にどなたでも参加できます。

フレンド
・住所…登別市幌別町5丁目18-1地域食堂ゆめみ～る

・日時…ゆめみ～る(83－4525)へ直接お問い合わせください

・内容…ゲーム・農業体験・料理教室・食事会など

・料金…無料（食事を召し上がる場合は実費）

・代表…對馬敬子さん

登別子ども劇場 ぴよぴよ
・住所…登別市桜木町3丁目2-16 いぶりたすけ愛 ともかな

・日時…毎週金曜日 10時半～13時

・内容…親子遊び・お外遊びなど

・料金…無料（企画により有料）

・代表…藤村和美さん

子育てサロン・子育てサークル

登別市社会福祉協議会
☎８８－０８６０

登別市片倉町6丁目９－１（しんた２１内）

HP https://kizuna-shakyo.jp/chiiki/kosodatesaloon/

問

と～ます
・日時…毎週金曜日 10時～12時

・内容…鷲別子育て支援センターで遊びや行事のお手伝い・バスレクの実施

・実施主体…鷲別小学校区きずな推進委員会

《 子育て支援ボランティア 》
子育て支援センターなどで遊びのお手伝いをするボランティアグループです。
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図書館１階の児童室には、たくさんの絵本があり、親子でゆったりと絵本を楽しむスペー

スもあります。また、ブックスタート（４カ月児対象）、ライブラリースタート（３歳児対象）

などの事業のほか、職員やボランティアによる紙芝居・絵本の読み聞かせをはじめ、季節ご

とにさまざまな催しを企画・開催しています。

・開館日…火曜日～日曜日 １０時～１８時（木曜日のみ１９時３０分まで開館）

・休館日…毎週月曜日 毎月最終金曜日

祝日（祝日が月曜日の場合は、翌火曜日も休館）

１２月２９日～１月３日・特別整理期間（７月中の７日間）

・次の各配本所でも貸出・返却を行っていますのでご利用ください。

◇ アーニス分館 ◇ 鷲別公民館 ◇ 登別市婦人センター

※移動図書館車こぐま号が市内を巡回しています（詳しくは広報紙にてお知らせします）。

｢子どもの本の相談室｣のご案内

子どもの年齢に応じた本の選び方や読み聞かせに適した本など、完全予約制のもと児童室

の司書が、ゆっくりと時間をかけてご相談に応じます。どうぞ、お気軽にご利用ください。

○子どもの年齢（乳幼児から小学校6年生向け）にあった本選び

○おすすめの本について

○図書に関することについてのご相談

○読み聞かせを始めたいが、どのような本がよいか…など

日時…水曜日 １０時～１７時

完全予約制です 相談時間は３０分ほどの予定ですが、ご希望に応じます。

場所…登別市立図書館１階 児童室（ご希望に応じて３階会議室の利用も可能です）

対象…乳幼児から児童などの保護者、小学生（ご本人だけでも利用できます）、児童書に興

味のある方

申し込み方法…電話・メールおよび図書館１階の児童室カウンターにて受け付けます

申し込みの際は、氏名・ご希望の日時・ご連絡先・ご相談の内容・おお

よその所要相談時間などをお伝えください。

登別市立図書館

登別市立図書館 ☎８５－４３２４

登別市中央町５丁目２１－１
Email toshokan＠ city .nobor ibetsu. lg . jp

問
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≪ 児童館 ≫

児童館には児童の遊びを指導する児童厚生員が配置されています。未就学の児童も保護者同伴

で遊ぶことができます。

・開館時間…9時～17時（3月～10月） 9時～16時（11月～2月）

・休館日…日曜日・祝日・１２月２９日～１月３日※若草つどいセンター内児童室は12時開館

児 童 館 名 所 在 地 電 話 番 号

コミュニティセンター泉和園

内児童室
登別市登別温泉町１７ ８４－２５２２

登別児童館 登別市登別東町４丁目１９－２ ８３－３４９３

幌別児童館 登別市幌別町８丁目１７－１ ８５－２８０２

常盤児童館 登別市常盤町２丁目３４－9 ８５－１８４０

富士児童館 登別市富士町１丁目１－４ ８５－７７６０

青葉児童館 登別市青葉町３－３ ８８－３３２１

富浜児童館 登別市栄町２丁目１８－４ ８６－７１８７

若草つどいセンター内児童室 登別市若草町４丁目２１－１ ８６－１２０８

美園児童センター 登別市美園町５丁目３６－４ ８６－４５９１

鷲別児童館 登別市鷲別町４丁目３６－６ ８７－０００３

児童館・こども相談室

「児童虐待の防止等に関する法律」において、『児童虐待』は「保護者」がその監護
する「児童」に対して行う以下の行為としています。

・身体的虐待…殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる など

・性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
・ネグレクト(保護の怠慢)…家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にする

病気になっても病院に連れて行かない など
・心理的虐待…言葉による脅し、無視、差別的扱い、子どもの前で家族に対して暴力をふるう(面

前DV) など

≪ こども相談室 ≫

こども家庭グループこども相談室では、児童虐待の通報やご相談をお受けしています。

・登別市こども相談室…登別市中央町６丁目１１ 【２４時間対応】

電話（0143-85-6677） 夜間・休日電話（0143-85-2111）

問
こども家庭G ☎５７－１０７８

登別市役所 登別市中央町6丁目１１
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・ ことばの発達が気になる、発音が気になる、聞こえが気になる、吃音が気になる、コミュニケーションが

うまくとれないなど、気になることがありましたらご相談ください。

・ 幼児部では月２回の個別指導を行い、小学部ではお子さんの状況に合わせ、個別指導を行っております。

・ 保護者と一緒に個性や興味関心に合わせた指導を行います。

※お電話で相談日時の予約が出来ます。詳しくはことばの教室にお問い合わせください。

・ ことば・遊び方・友だちとの関わり方など発達に心配や不安のあるお子さんには、個々の成長発達に合わ

せたプランを作り、発達をサポートします。

・ 運動の発達に心配や不安があるお子さんには、理学療法士がお子さんの発達に合わせた運動プログラム

を提供します。

・ 専門スタッフ（臨床心理士・理学療法士・言語聴覚士・保育士）が、ご相談をお受けします。

※電話や、来園による相談も行っております。詳しくは、のぞみ園にお問い合わせください。

お子さんの発達について悩んでいませんか？

市内には気軽に相談できる機関があります。是非ご利用ください。

《 登別市立幌別小学校ことばの教室／登別市立鷲別小学校ことばの教室 》
（言語通級指導教室）

《 登別市児童デイサービスセンターのぞみ園 》

発達に心配のあるお子さんの能力や適性に応じた福祉サービスを給付します。

障がい児通所支援

・児童発達支援…発達に心配のある未就学のお子さんに、日常生活における基本的な動作の指導や訓練を行

います。

・放課後等デイサービス…発達に心配のある就学しているお子さんに、生活能力向上のための指導や訓練を

行います。

・保育所等訪問支援…発達に心配があり保育所などを利用中または今後利用する予定のあるお子さんについ

て、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

・障がい児相談支援…障がい児通所支援を利用する前に、支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス

事業所などとの連絡調整や、利用状況の検証（モニタリング）を行います。

《 障がい福祉グループ 》

子どもの発達相談

障がい福祉G ☎８５－３７３２

登別市役所 登別市中央町6丁目１１問

登別市児童デイサービスセンターのぞみ園

登別市幌別町3丁目17-4 ☎８５－７７２１
問

登別市立幌別小学校

登別市中央町6丁目19-1 ☎８５－2521
問

登別市立鷲別小学校

登別市鷲別町4丁目36-21 ☎８6－7011
問



医療機関名 所在地 診療科目 電話番号

ＪＣＨＯ登別病院 登別市登別東町３丁目 10-22

外科、内科、整形外科、脳神経内科

泌尿器科、麻酔科

リハビリテーション科

80-1115

三愛病院 登別市中登別町 24-12

心療内科、精神科、内科、歯科口腔外

科歯科、皮膚科、老年精神科、循環器

内科消化器内科、眼科、老年内科

リハビリテーション科

83-1111

登別東クリニック 登別市登別東町 2丁目 15-35 外科、肛門科、胃腸科、内科 80-2000

登別記念病院 登別市中央町 1丁目 1-4 外科（人工透析診療のみ） 81-3000

皆川病院 登別市中央町 3丁目 20-5
内科、消化器科、リハビリテーション

科肛門科
88-0111

開田医院 登別市中央町 5丁目 4-3 内科、小児科、消化器科 85-2746

よこやま耳鼻咽喉科・眼科

クリニック
登別市富士町 2丁目 11-11 耳鼻咽喉科、眼科 81-3336

堀尾医院 登別市富士町 6丁目 21-1 内科、外科、整形外科 85-2878

登別すずらん病院 登別市青葉町 34-9
内科、消化器内科、

リハビリテーション科
85-1000

あらい内科医院 登別市若山町 4丁目 42-5 内科 86-0338

とんけし耳鼻咽喉科クリニッ

ク
登別市富岸町 2丁目 2-3 耳鼻咽喉科 87-3387

さわだ整形外科 登別市富岸町 2丁目 2-18
整形外科、リウマチ科

リハビリテーション科
87-1212

いしまる神経内科 登別市新生町 1丁目 26-20 神経内科、内科 82-7070

内科消化器科サンクリニック 登別市新生町 3丁目 11-11 内科、消化器科 87-3131

若草ファミリークリニック 登別市若草町 4丁目 24-1 内科、小児科 86-5180

恵愛病院 登別市鷲別町 2丁目 31-1
神経科、精神科、内科、小児科

循環器内科、呼吸器内科
82-2200

くにもと内科循環器科 登別市富岸町 2丁目 2-20 内科、循環器科 86-0092

いしはら小児科 登別市若山町 3丁目 12-34 小児科 81-5631

いわた内科クリニック 登別市桜木町 3丁目 2-15
内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿内

科代謝・内分泌内科
85-5522

伊丹腎クリニック 登別市若山町 4丁目 43-2 内科、腎臓内科、人工透析科 84-4321

市 内 の 医 療 機 関
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【こども医療でんわ相談のご案内】

保護者の方が、休日・夜間のこどもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいの

かなど判断に迷った時に、医師・看護師に電話で相談できます。

短縮ダイヤル ＃８０００ または ０１１－２３２－１５９９

相 談 時 間 毎日 １９時００分 ～ 翌朝８時００分

（※）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ご利用いただけます。

（ＩＰ電話、ひかり電話及びＰＨＳからはつながりません）

（※）電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・アドバイスであり、電話による診断・治療はできませ

んのであらかじめご了承ください。

診療機関名 所在地 電話番号

徳満歯科医院 登別市登別東町 1丁目 18-1 83-3711

飯渕歯科医院 登別市登別東町 3丁目 2-2 83-1188

かただ歯科医院 登別市登別東町 2丁目 27-1 83-1270

田中デンタルクリニック 登別市中央町 1丁目 3-13 85-2472

宮武歯科医院 登別市中央町 1丁目 4-1 85-2826

愛歯科 登別市中央町 2丁目 12-12 88-1181

ふかせ歯科 登別市中央町 2丁目 16-4 85-2477

なかがわ歯科医院 登別市中央町 5丁目 22-1 85-7651

嶋津歯科医院 登別市富士町 2丁目 11-10 81-3366

早川歯科 登別市富士町 6丁目 20-1 85-8850

えばた歯科医院 登別市新川町 4丁目 15-10 88-0809

共立歯科クリニック 登別市緑町 2丁目 32-6 81-2222

野村歯科 登別市新生町 1丁目 1-6 86-8844

スワン小児歯科クリニック 登別市新生町 1丁目 1-6 86-6482

さとう歯科・小児歯科 登別市新生町 2丁目 14-1 86-1414

高橋歯科医院 登別市若草町 3丁目 14-10 86-2250

ヨシダ歯科 登別市若草町 2丁目 14-3 86-1820

三国ファミリー歯科 登別市美園町 4丁目 2-12 86-1111

新生ファミリー歯科 登別市新生町 3丁目 16-21 82-1182

くどう歯科クリニック 登別市富岸町 2丁目 11-3 86-0048

K .FUKUDA DENTAL CLINIC 登別市鷲別町 3丁目 22-2 50-6565

市 内 の 歯 科 診 療 機 関
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