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　妊娠した方には、保健
センターで母子健康手
帳を交付します。この手
帳は、妊婦健診や出産状
況、乳幼児健診などの内
容を記録するものです。

妊娠・出産など
母子健康手帳

●区保健センター
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻

乳幼児の健康診査
●区保健センター（同上）
　4か月児・10か月児・1歳6か月児・
3歳児・5歳児の健診を行っており、事
前に健診案内を送付しています。
　受診日時の変更などは、お住まい
の区の保健センターへお問い合わせ
ください。
　転入された方は健診案内が送付さ
れないことがあります。お住まいの区
の保健センターへご連絡ください。

妊婦健康診査費用・
新生児聴覚検査費用の助成
●区保健センター（同上）
　妊婦健診（14回まで）と新生児聴覚
検査の費用の一部を助成します。母
子健康手帳と同時に交付される受診
票を、委託医療機関に提示してくだ
さい。
　市外からの転入者が助成を受ける
には、手続きが必要ですのでお問い
合わせください。

助産制度の利用
●区保健センター（同上）
　保健上必要があるにもかかわら
ず、経済的理由により入院助産を受
けられない場合は、助産施設に入所
し、助産を受けることができます。

被保険者・保険料・
納付方法
被保険者（加入者）

●区役所保険年金課保険係
　所在地・＝…86㌻、87㌻
65歳以上の方（第1号被保険者）と

40歳以上65歳未満の医療保険の加
入者（第2号被保険者）です。また、外
国人住民の方も被保険者となります。

保険料と納付方法
●区役所保険年金課保険係（同上）
■65歳以上の方（第1号被保険者）
　保険料は、前年の所得などに応じ
て決定し、年金の年額が18万円以上
の場合は原則として年金から天引き
されます（特別徴収）。
　年金の年額が18万円未満の場合
は、保険料の年金天引きが行われませ
んので、口座振替や納付書などで個別
に納めていただきます（普通徴収）。
　なお、年度の途中で、札幌市に転入
された方や65歳に到達された方も、
年金天引きが開始されるまで、個別
に納めていただくことになります。
特別な事情で保険料を納めることが

困難な方を対象に、減免制度がありま
す。希望される方はご相談ください。
■ 40歳以上65歳未満の方 
（第2号被保険者）
　加入している医療保険（国民健康
保険、協会けんぽなど）の保険料の一
部として納めます。

介護サービスを受けている方
●区役所保健福祉課相談担当（同上）
　介護サービスを受けている方が札
幌市に転入する場合、区役所で14日
以内に手続きしてください。

利用料の負担と
高額介護サービス費制度

●区役所保健福祉課給付事務係
　所在地・＝…86㌻、87㌻
　介護サービスを利用したときは、
費用の1割～3割を自己負担します。
　その他、施設入所などを利用する
場合（短期入所を含む）には、食費・居
住（滞在）費などがかかります。
　また、介護サービス利用時に支
払った自己負担額のうち、一定の上
限を超えた分を高額介護サービス費
の申請により払い戻します（サービ
スを受けた月から3、4カ月後）。

介護サービスが必要になったら
●区役所保健福祉課相談担当
　所在地・＝…86㌻、87㌻
　介護サービスの利用には要介護認
定などの申請が必要です。区役所の
保健福祉課や居宅介護支援事業所、
地域包括支援センター（89㌻参照）
にご相談ください。

介護サービス

このロゴは、食や自然、四季折々のイベントなど、多くの魅力に恵まれ
た「笑顔になれる街さっぽろ」をイメージしたもの。市民一人一人が
札幌の魅力を再確認し、自ら発信したり、訪れた人を「おもてなし」
したりして、市民も訪れた人も「笑顔」になれる街を目指しています。

「サッポロスマイル」ロゴ

[問い合わせ先]　広報課＝211-2036
検索サッポロスマイルホームページ　

フェイスブック www.facebook.com/sapporosmile
インスタグラム www.instagram.com/sapporo_smile_official/

新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

子育て・教育子育て・教育子育て・教育子育て・教育介護保険介護保険介護保険介護保険

（岡田）
080-5836-4630

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）
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新生児マススクリーニング
●衛生研究所　＝841-7672
　所在地…92㌻　地図…72㌻
　生後4日から6日の赤ちゃんを対象
とした、新生児マススクリーニング
を実施しています。

予防接種
●区保健センター
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
●実施医療機関（市コールセンター
＝222-4894で案内）

　BCGは区保健センター、その他は
実施医療機関で実施しています。詳
しくは区保健センターへお問い合わ
せください。
種類 接種対象年齢 回数

ＢＣＧ 1歳未満 1回
4種混合 生後2カ月～7歳6カ月未満 4回
2種混合 11歳～13歳未満

1回麻しん
風しん
混合

1期 生後12カ月～24カ月未満

2期 5歳～7歳未満で
小学校就学前の1年間

ヒブ

生後2カ月～5歳未満

1回

～

4回
※1

小児用
肺炎球菌

水痘 1歳～3歳未満 2回

ＨＰＶ※2 小学6年～高校1年の年齢に
当たる女子 3回

日本脳炎
※3

1期 生後6カ月～
7歳6カ月未満 3回

2期 9歳～13歳未満 1回
B型肝炎 1歳未満 3回

ロタウイルス
ワクチン

（1） ロタリックス（1価）：出生6週0
日後から24週0日後までの者

（2） ロタテック（5価）：出生6週0
日後から32週0日後までの者

※ いずれの場合も初回接種
は生後2月から出生14週6
日までに行うことを推奨

（1）2回
（2）3回

おたふくかぜ
※ 任意予防接

種に対する
費用助成

1歳～3歳未満
1回

助成額
3,000円

※1　接種開始時期により接種回数が異なる
※2　 平成9年度から平成17年度生まれの女性は令和

6年度までキャッチアップ接種の対象者として
接種を受けられます。

※3　 平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の方
には、特例措置が設けられています。詳しくはお
問い合わせください

子ども医療費の助成
●区役所保健福祉課福祉助成係
　所在地・＝…86㌻、87㌻
小学生までの入院・通院と中学生の

入院について、医療費の一部を助成し
ます（所得制限あり）。

児童相談所
●相談判定一課・二課
　＝622-8630
　所在地…90㌻　地図…66㌻
18歳未満の児童に関するさまざま

な相談（発達の心配、しつけ、非行など）
に対し、専門的な見地から調査・判定・
診断し、助言・援助などを行います。

幼児～高校生の子どもの教育相談など
●＝下記のとおり
　所在地…91㌻　地図…82㌻
　発達、学習の心配、不登校、日本語
の習得の困り、子育ての悩みなど、来
所・電話で相談を行っています。来所
の際は、事前の予約が必要です。
● 幼児教育センター
＝671-3454
[対象]就学前幼児
●教育センター教育相談室（学びの
支援総合センター）
＝671-3210
[対象]小学生～高校生

子ども安心ホットライン
●＝622-0010
　育児や虐待に関する相談を24時
間・無休で受け付けています。

教育支援センター
●教育センター教育相談室
　（学びの支援総合センター）
＝671-3210
不登校の小中学生を対象に、学校復

帰や状況の改善を図るため、仲間と共
に活動に取り組む施設です。教育支援
センターを6カ所設置しています。

少年相談室
●フリーダイヤル 0120-127-830
　所在地…91㌻　地図…66㌻
　いじめや思春期における問題など
の相談を行っています。

子どもの相談は
子ども発達支援総合センター

（ちくたく）
●代表　＝821-0070
●地域支援室（相談専用）
＝821-9861
　所在地…90㌻　地図…76㌻
　お子さんの身体や心の発達、情緒
面や行動面の問題に対して医療・福
祉の面から支援を行うための複合施
設です。また、心身の発達の遅れや障
がいが疑われるお子さんが状況に応
じた適切な支援につながるよう、各
種相談もお受けしています。

子どもの権利救済機関
子どもアシストセンター

●＝211-3783
●子ども専用フリーダイヤル
　0120-66-3783
　所在地…91㌻　地図…66㌻
　いじめや暴力など、子どもの権利
侵害のほか、友人・親子関係など、子
どもに関わるさまざまな悩みの相談
を受けています。
　また、救済申し立てによる調査や
当事者との調整、関係機関への勧告
などにより救済を図ります。
〔子ども専用LINE〕
登録はこちら→
〔相談専用メールアドレス〕
assist@city.sapporo.jp

子育て・教育子育て・教育子育て・教育子育て・教育

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）
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電話育児相談
●実施施設　下表
　就学前の子どもの育児相談です。
下表の保育園か区保育・子育て支援
センターで実施しています。
〔相談時間〕月曜～金曜9時～17時
（区保育・子育て支援センターは月曜
～土曜8時45分～17時15分）

家庭児童相談室
●区健康・子ども課（保健センター内※）
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
※ 中央・白石・厚別・豊平・清田区
は区役所内

　家庭での児童の養育などの相談を、
電話、面接で受けています。

こそだてインフォメーション
●区健康・子ども課（同上）
※手稲区は区民センター内
　乳幼児の子育てに関する相談や書
籍の閲覧ができるほか、子育てサー
クルやボランティア活動などの情報
を提供しています。また、下記専用電
話による相談のほか、外出できない
家庭への訪問相談（出前子育て相談）
も受け付けます。

区 電話番号
中央 205-3355
北 757-2566
東 712-6331
白石 861-0345
厚別 895-2514
豊平 822-2474
清田 889-2052
南 588-5411
西 641-6954
手稲 681-1342

各種手当
児童手当

●区役所保健福祉課福祉助成係
　所在地・＝…86㌻、87㌻
　中学校修了前（15歳到達日以後の
最初の年度末まで）の児童を養育して
いる方に支給します。
　手続きが遅れると、遅れた月分の手
当が受けられなくなりますのでご注
意ください（所得制限あり）。

児童扶養手当
●区役所保健福祉課福祉助成係
　（同左）
　①離婚、未婚、ＤＶなどで、父また
は母と生計を同じくしていない児童
②父または母が重度の障がいの状態
である児童（原則18歳に達した日の
年度末までの間にある児童）を養育
している父または母、養育者に支給
します（所得制限あり）。

特別児童扶養手当
● 区役所保健福祉課福祉助成係
（同左）

　重度または中度の障がいのある20
歳未満の児童を養育している方に支
給します（所得制限あり）。
　ただし、児童福祉施設などに入所
している場合は支給されません。

災害遺児手当
● 区役所保健福祉課福祉助成係
（同左）

　交通事故や労働災害などの不慮の
事故で、父または母などを失った（重
度障がいとなった場合を含む）義務
教育修了前の遺児を扶養している方
に支給します。

障害児福祉手当
● 区役所保健福祉課
　所在地・＝（区役所代表）
　…86㌻、87㌻
　重度の障がいがあり、日常生活で
常に介護が必要な20歳未満の児童に
支給します（所得制限あり）。
　ただし、児童福祉施設などに入所
している場合は支給されません。

区 保育園 電話番号

北
新琴似 761-4853
新川 761-7962

東 みかほ 711-8913

白石

青葉 811-2933
東札幌 811-1552
東白石 861-7062
菊水乳児 821-0013

豊平 美園 831-6890
西 山の手 611-4477

■区保育・子育て支援センター
区 子育て支援専用電話番号
中央 511-1156
北 757-5381
東 711-7807
白石 868-3160
厚別 887-8166
豊平 851-2510

認定こども園
にじいろ 883-3044

南 215-0183
西 613-7882
手稲 681-3162

児童家庭支援センター 電話番号
なんそうえん（中央区） 561-0783

興正（北区） 765-1000
札幌乳児院（白石区） 879-6264
羊ヶ丘（豊平区） 854-2415
札幌南（南区） 591-2200
はくよう（西区） 676-5208

児童家庭支援センター
●各児童家庭支援センター（下表）
　家庭での児童の養育などの相談
を、受けています。

新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）
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子育て支援など
就学援助

●教育推進課　＝211-3851
　小中学生がいる経済的にお困りの
世帯に対して、学用品費、給食費など
を助成します。

高校生等への通学交通費の助成
●教育推進課　＝211-3851
　札幌市内に居住し、公共交通機関
を利用して、石狩管内の高等学校等
に通う生徒に対し、1か月の通学定期
券の購入金額のうち、13,000円を超
える額の半額を助成します。

地域の子育てを支援
●区健康・子ども課（保健センター内※）
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
※ 中央・白石・厚別・豊平・清田区は区
役所内、手稲区は区民センター内

　乳幼児を持つ子育て家庭に各種支
援を行います。地域の方が開催する、
子育て家庭の交流の場である「子育
てサロン」の設置を支援するほか、子
育て講座や地域で交流を深める行事
などを開催しています。
　参加申し込みやお問い合わせは、
区健康・子ども課子育て支援係へ。

病後児デイサービスセンター
●各デイサービスセンター
　所在地・＝…90㌻
　 地図…70㌻、72㌻、74㌻、76㌻、
80㌻、84㌻
●施設運営課　＝211-2986
　病気回復期で集団保育が困難な、
生後5カ月～小学6年の子どもを、仕
事の都合などで家庭で保育できない
保護者に代わって一時的にお預かり
します。利用手続きや料金など詳し
くはお問い合わせください。

児童福祉施設
●児童相談所
　相談判定一課・二課
　＝622-8630
　所在地…90㌻　地図…66㌻
　乳児院・児童養護施設への入所、里
親への委託などについては、児童相
談所（43㌻参照）へご相談ください。

里親になりたい方は
●児童相談所
　家庭支援課　＝622-8619
　さまざまな事情により家庭で生活
することができない子どもを、一時
的あるいは継続的に育ててくださる
里親を募集しています。

区保育・子育て
支援センター「ちあふる」

●所在地・＝…90㌻
　 地図…66㌻、68㌻、70㌻、72㌻、
74㌻、76㌻、80㌻、82㌻、84㌻

　保育機能を備えているほか、親子
の遊びや交流の場である子育てサロ
ンを常設しています。その他、子育て
に関する相談、情報の提供、子育て講
座も行っています。

まちなかキッズサロン
おおどりんこ

●＝211-5891
　所在地…90㌻　地図…66㌻
　子育て中の親子が自由に遊び交流
できる場です。
〔開館時間〕11時～16時
〔休館〕水曜、12/29～1/3 さっぽろ子育て

サポートセンター
●＝623-2415
　所在地…90㌻　地図…66㌻
保育園・幼稚園などの送迎や一時的

な預かりなど、子育ての支援を受けた
い人と援助したい人が会員登録し、子
育て家庭を支援する仕組みです。
〔利用時間〕6時～22時
〔料金〕30分350円から

こども緊急サポートネットワーク
●＝621-6626
　所在地…90㌻　地図…82㌻
　子どもの急な発病や養育者の出張
など、緊急を要する子どもの預かり
が必要な場合に備え、子育ての支援
を受けたい人と援助したい人が会員
組織をつくり、子育て家庭を支援す
る仕組みです。
　利用には事前の登録が必要です。

子どものこころの
コンシェルジュ

●障がい福祉課　＝211-2936
●実施機関（下表）
　心の悩みを抱える子どもや発達障
がいが疑われる子どもに、適切な医
療機関などを案内します。
〔相談日時〕平日10時～15時
居住区 機関名 電話番号

中央・東 氏家記念
こどもクリニック

080-3231-
6164

北 五稜会病院 771-5660
白石・
豊平

子ども心身医療
センター地域支援室

090-3111-
8061

厚別 楡の会
こどもクリニック 898-4766

清田・南 ときわ病院
（相談室こすもす） 593-0556

西・手稲 ときわ病院
（相談室あじさい）

080-2878-
0556

〔子育てサロン開館時間〕月曜～土曜
9時～17時
〔電話相談時間〕8時45分～17時15分

子育て・教育

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）

児童発達支援
放課後等デイサービス
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療育相談支援
●区保健センター
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
　日常生活の悩み・不安などについ
ての相談を行います。

療育支援・
特別支援教育

障がいのある子どもの教育相談
●＝下記のとおり
　所在地…91㌻　地図…82㌻
　知的・発達障がいなどがある幼児
～高校生の子どもの教育・就学の相
談を受け付けています。
●幼児教育センター　＝671-3454
〔対象〕就学前幼児
● 教育センター教育相談室（学びの支
援総合センター）　＝671-3210

〔対象〕小学生～高校生

障がい児施設
●児童相談所
　相談判定一課・二課
　＝622-8630
　所在地…90㌻　地図…66㌻
　福祉型障害児入所施設、医療型障
害児入所施設の入所は、児童相談所
（43㌻参照）へご相談ください。

発達に心配のある子どもの
療育を支援（さっぽ・こども広場）
●児童相談所家庭支援課
＝622-8910
　所在地…90㌻　地図…66㌻
　発達に心配がある子どもの療育支
援や相談を、児童福祉総合センター
や児童会館、区保健センターなどで
行っています。

障がいのある子どもの教育
●学びの支援担当課　＝211-3851
■豊成支援学校
■北翔支援学校
　重度の障がいと肢体不自由がある
子どもの学校です。
■豊明高等支援学校
■みなみの杜高等支援学校
　中学校を卒業した知的障がいのあ
る子どもの学校です。
■山の手支援学校
　慢性疾患のある子どもや、病弱・虚
弱な子どもが入院治療をしながら学
習する学校です。
※所在地・＝…91㌻

長期療養児への支援
　特定の慢性疾病にかかり、長期療
養を必要としている子どもやその家
族への支援を行っています。

日常生活用具給付
●区保健センター（同上）
　詳細はお問い合わせください。
〔支給品目〕便器、特殊マット、特殊
便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴
補助用具、特殊尿器、体位変換器、車
いす、頭部保護帽、電気式たん吸引
器、ネブライザー、パルスオキシメー
ター、クールベスト、紫外線カットク
リーム、ストーマ装具、人工鼻

放課後児童クラブ
●放課後児童担当　＝211-2989
　保護者の仕事などで放課後に家庭
が留守となる小学生の子どもを、児
童会館・ミニ児童会館の児童クラブ
や民間児童育成会などで受け入れて
います。

児童会館・ミニ児童会館
●放課後児童担当　＝211-2989
　高校生までの子どもの遊び場とし
て、無料で自由に利用できる施設で
す。こまやけん玉などの遊びのほか、
スポーツ、工作会、読み聞かせなどの
行事を行っています。
　また、一部を除く児童会館では、子
育て家庭の交流の場として、定期的
に子育てサロンを開催しています。
　なお、小学校内にあるミニ児童会
館は、その学校に通うお子さんが対
象です。
〔開館時間〕8時45分～18時。一部を
除く児童会館では、中学生は19時、高
校生は21時まで利用できる日があり
ます。
[休館]日曜、祝・休日、年末年始

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

●区健康・子ども課（保健センター内※）
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
※ 中央・白石・厚別・豊平・清田区
は区役所内
●児童相談所
　相談判定一課・二課
＝622-8630
　所在地…90㌻　地図…66㌻
　家庭の事情などにより、一時的に
家庭での養育が困難になったとき
に、児童養護施設などで短期間（1週
間程度）お子さんを養育します。

子どもの体験活動の場
C
コ
oミドリ

●＝213-0906
　所在地…90㌻　地図…80㌻
　外遊びや昔遊び、お絵かきなど、子
どもたちが自由にやりたいことがで
きる場です。

新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）

札幌市中央区
南15条西11丁目2-25

事業所番号0150102507
中央

https://genkimaru.club/
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保育所・幼稚園など
保育所

●区健康・子ども課（保健センター内※）
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
※ 中央・白石・厚別・豊平・清田区は区役所内
就労や病気などにより家庭で保育で

きない乳幼児を保育する施設です。入
所希望者は、区健康・子ども課子ども家
庭福祉係へご相談ください。市から認
定を受けた園では、在園児以外の就学
前児童の預かりを行っています。詳し
くは各園へお問い合わせください。

地域型保育
●区健康・子ども課（同上）
　保育所入所条件を満たす3歳未
満の乳幼児を少人数単位で保育し
ます。市が認定した事業者の居宅で
保育する「家庭的保育」、交通の利便
性が高い場所で保育する「小規模保
育」、「事業所内保育」などがありま
す。利用希望者は区健康・子ども課子
ども家庭福祉係へご相談ください。

市立幼稚園
●各幼稚園
　所在地・＝…90㌻
　地図…66㌻～76㌻、80㌻～84㌻
詳しくは各幼稚園にお問い合わせください。

私立幼稚園
●私立幼稚園連合会
＝671-3590
市内には、子ども・子育て支援新制度に

移行した園と移行しない園があります。入

札幌市立大学
●芸術の森キャンパス
　所在地・＝…91㌻　地図…80㌻
●桑園キャンパス
　所在地・＝…91㌻　地図…66㌻
　札幌で唯一の市立大学・大学院で
す。デザインと看護が連携した新し
い学びを提供します。
■附属図書館の一部開放について
　令和5年度の実施状況は、大学ホー
ムページ（www.lib.scu.ac.jp/）をご
参照いただくか、市立大学事務局地
域連携課（＝592-2346）にお問い合
せください。

公立夜間中学
●星友館中学校
　所在地・＝…91㌻　地図…66㌻
　中学校で十分に学べなかった方に
学び直しの場を提供します。

教育
市立小・中・中等教育・高等学校
●教育委員会総務課
＝211-3825
市立の小学校は197校、中学校は97校、

中等教育学校は1校、高等学校は7校ありま
す。連絡先などはお問い合わせください。

若者支援総合センター
●進路、生活、就労などの相談は、
＝223-4421
●まちづくり活動や交流の支援は、
＝223-4420
　所在地…91㌻　地図…66㌻
　ひきこもりやニートなど、社会生
活を円滑に営む上で困難を抱えるお
おむね39歳までの若者や関係者から
の相談を受け付け、自立に向けた支
援を行っています。電話相談は、月曜
～土曜（祝・休日、年末年始、休館日を
除く）の10時～18時です。
　また、若者のまちづくり活動や交
流の支援、情報提供を行うほか、活動
室などの貸室も行っています。
〔開館時間〕10時～22時

認定こども園
●区健康・子ども課（同上）
保育所と幼稚園が一体となり、保育と幼

児教育の両方を提供する施設です。保育所
としての入所希望者は区健康・子ども課子
ども家庭福祉係へ、幼稚園としての入所希
望者は各園へお問い合わせください。

児童虐待
児童虐待の疑いがあるときは
●児童相談所　＝622-8630
　所在地…90㌻　地図…66㌻
●子ども安心ホットライン
＝622-0010（24時間対応）
●区健康・子ども課（保健センター内※）
　所在地・＝…87㌻
　地図…66㌻～84㌻
※ 中央・白石・厚別・豊平・清田区は区役所内
　児童虐待が疑われる場合は、子ど
もの将来のため、第三者でも迷わず
連絡してください。

若者支援
・親子で参加できるイベントや子育てサロンの

開催状況などを、地域や日付から検索
・施設を探してマップで確認
・予防接種の接種時期や履歴管理機能
・登録内容に応じて健診などの情報を通知　など

育児に役立つ情報を配信中！
さっぽろ子育てアプリ
妊娠期～未就学児の子育てに便利な機能が充実！

ダウンロードは
公式アプリストアから

検索さっぽろ子育てアプリ

↑上記コードも
　ご利用ください
子どもの身長や体重、
写真を登録して
成長日記も作れます！

所希望者は各園へお問い合わせください。
■一時預かり

市から認定を受けた園では、正規の教育
時間を超えた在園児の預かりや、在園児以
外の就学前児童の預かりを行っています。
詳しくは各園へお問い合わせください。

子育て・教育

以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）

新規園児
募集中
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