
四恩学園乳児院 住吉区苅田 4-3-9 ☎（6606）8025
四恩みろく乳児院 住吉区苅田 4-3-9 ☎（6606）8025
聖母託児園 東住吉区南田辺 4-5-2 ☎（6699）7221
大念仏乳児院 平野区平野上町 1-7-3 ☎（6791）5410
すみれ乳児院 旭区新森 7-8-16 ☎（6958）6066
大阪乳児院 北区芝田 2-10-39 ☎（6372）1602
くるみ乳児院 鶴見区緑 1-18-30 ☎（6180）5062
四恩たまみず園 天王寺区逢坂 2-8-43 ☎（6771）9360
入舟寮 港区池島 3-7-18 ☎（6571）1000
池島寮 港区池島 2-5-52 ☎（6571）0200
聖家族の家 東住吉区南田辺 4-5-2 ☎（6699）7221

博愛社 淀川区十三元今里 3-1-72 ☎（6301）0367
田島童園 生野区林寺 5-11-24 ☎（6731）2321

保護者の方が、病気や出産・出張や育児不安や育児疲れなどの理由で、一時的に
家庭での子育てが困難になった場合に、乳児院・児童養護施設でお子さんをお預かり
します。
※利用申込は、ご希望の施設に直接お問い合わせください。（利用料あり）

保存版 一時的に利用できる保育サービス

ファミリー・サポート・センター

ショートステイ（宿泊を伴う 一時預かり）
（小学校入学前までのこどもさんで、原則１週間以内）

生野区保健福祉センター

こどもの虐待に関する相談・通報は…

子育ての相談をしたいときは…

こどもの突然の
　　病気やケガで困った時…

休日・夜間の急病診療所

日の出巽西園
巽西４－２－６
☎（６７５７）４１５１
休止中

生野こもれび保育園
中川東１－５－３
☎（６７５２）９６６８

中川保育所
中川２－４－２６
☎（６７５１）５１７７

浦岡小児科付属
病児保育室「ぼちぼち」
中川東２－１３－１７
☎（６７５３）８３２４

（事前に登録が必要です）
※利用料等については、
直接お問い合わせください。

（事前に登録が必要です）
※利用料等については、
直接お問い合わせください。

（事前に登録が必要です）
※利用料等については、
直接お問い合わせください。

一時預かり保育
いちじ あず ほいく

病児・病後児保育
びょうじ びょうごじほいく

休日保育
きゅうじつほいく

保護者の傷病・入院・災害・事故・
育児および就労等で緊急・一時
的に保育を必要とされる方。

育児疲れによる心理的・肉体的
負担の軽減（リフレッシュ）の為に
保育を必要とされる方。

普段は保育所などに通所して
いるお子さんが病気や病気の回
復期にあることから保育所等で
の集団保育が難しく、かつ、
保護者の方が就労などによって
保育ができない方。

保育所等に入所しているお子さん
で保育認定を受けた事由（就労・
妊娠出産等）と同じ事由により休
日に保育を必要とする方。一時預
かり保育を利用の方も可。

急な仕事や用事・病気でお迎えに行けない…
こどもを預かってくれる人がいない…

利用時間・料金

問合せ先

地域で子育てを支援するために、①こどもを預けたい方（依頼会員）と②こどもを
預かりたい方（提供会員）が地域でお互いに助け合う相互援助システムです。
（市内にお住まいで、おおむね生後３か月～１０歳未満のこども）

通常：月～金曜日７時～２０時（800 円／時）　通常以外：（900 円／時）
※預かりの際の利用料金が無償化の対象となることがあります。（要事前申請）

生野区子ども・子育てプラザ内　ファミリー・サポート・センター生野
巽北２－４－１６　☎（６７５２）８００５ ※どうぞお気軽に、お問合せ下さい。

出産退院後 4か月以内の乳児がいる家庭で、昼間に家事等の援助をしてくれる人が
いない家庭。
（食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買い物等の家事援助）

出産後の一時的な家事サポートが欲しい…

エンゼルサポーター派遣事業

利用時間利用時間 申込方法申込方法
・月～土曜日 
・午前 8時～午後 6時の間で
　２～4時間以内。
※利用料あり

大阪市ひとり親家庭福祉連合会に申し込んで
ください。 ☎（６371）７１４６
（用紙は、生野区役所 2階「子育て支援室」で
配布しています。）

施設名 所在地 電話番号

大阪聖和保育園
子育て支援・多機能センター
桃谷５－4－5
☎（6777）2580 日・祝も可

（ ）※

０
歳
〜
１
歳
児

２
歳
児
以
上

3か月児・1歳6か月児・
3歳児を対象に行って
います。日時は個別に
お知らせします。

乳幼児健康診査 お問い合わせください

他の予防接種については
医療機関でお受けくだ
さい。

ＢＣＧ予防接種
（予約不要）

毎月第３金曜日
午後 1:30～ 2:30

おおむね６～７か月児
対象の離乳食に関する
講習会です。

離乳食講習会
（予約不要）

毎月第３火曜日
午前 10時～

お子さんについての相
談・身体測定、その他健
康づくりに関する相談を
行っています。

常設健康相談
月曜日～金曜日
午前９時～
　　　　午後５時３０分

妊娠中の生活や出産、
育児について楽しく交
流しながら学んでもらえ
る教室です。

ウェルカムベビー
スクール

（妊婦教室）

おおむね
毎月第３火曜日
※詳細はお問い合わせ
ください。

お子さんの発育や発達
に不安をお持ちの方に
医師や心理相談員など
が相談に応じます。

発達相談
（要予約）

おおむね
毎月第 4水曜日
※詳細はお問い合わせ
ください。

保健福祉課 
（健康増進） 
２階２４番
（６７１５）９８８２

保健福祉課 
（保健活動）  
２階２３番 
（６７１５）９９６８

名　　称 開催日時 内　　容 担当窓口

相談・連絡先 問合せ

こどもの虐待について気にかかることがあれば、すぐに相談してください。
連絡・相談はこどもを守るためのものです。連絡・相談した方が特定されないように、
秘密は守られます。

生野区役所保健福祉課
（子育て支援室）

児童虐待ホットライン

☎（６７１５）９０２４

0120（01）7285
な に わっ子まずは一報、

（24時間 年中無休）

（児童相談所虐待対応ダイヤル）無料
1 8 9
イチハヤ ク

（平日 9：00～ 17：30）

ブックスタート
大阪市では、赤ちゃんと保護者が絵本を通して楽しい時間を分かち合えるよう
３か月児健診の対象となる親子に絵本を無料でプレゼントしています。
（絵本についてのお話、読み聞かせもしています。）

※ブックスタートのお問い合わせは、大阪市こども青少年局
管理課　☎（６２０８）８１１２　まで。

大阪市の３か月児健診の対象になるお子さん
対象となる方には３か月児健診のご案内と一緒に「引換券」を
お送りしています。
※実施日程を確認のうえ、直接実施施設に予約をしてください。
（おおむね１歳のお誕生日までに赤ちゃんと一緒に参加してください。）

対
象
者

実
施
施
設

南生野いちょう保育園 ☎（６７３１）６７５７
東桃谷幼児の園 ☎（６７３１）０３５０
聖浄保育園 ☎（６７３１）５７１３
大阪聖和保育園　子育て支援・多機能センター ☎（６７77）2580
こひつじ乳児保育園 ☎（６７５４）４３５５
あったかスマイル・いくの ☎（６７５３）７７２８

愛信保育園 ☎（6712）2020
生野区子ども・子育てプラザ ☎（６７５２）８０００

相談先 問合せ

生野区役所保健福祉課（子育て支援室）
０～18歳未満のこどもの様々な支援を行っています。
こども・子育てに関する悩みの相談に応じます。

☎（6715）9024
（相談時間
　平日9:00～ 17:30）

生野区役所保健福祉課（保健活動）
保健師が妊娠中の不安や悩み相談、こどもの発育や
子育て・健康に関する相談に応じます。

☎（6715）9968
（平日9:00～ 17:30）

大阪市こども相談センター
18歳未満のこどもの養育・障がい・非行・虐待・
不登校・しつけなど、こどもに関する問題の相談を
受け付けています。

☎（4301）3100
（平日9:00～ 17:30）

大阪聖和保育園
子育て支援・多機能センター
桃谷５－4－5
☎（6777）2580

（ ）※

※

夜間のこどもの急病時に
病院に行った方が良いか
判断に迷ったとき。

内科・小児科 日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １０時～１６時３０分

内科・小児科

内科・小児科

小児科

歯科

内科

眼科
耳鼻咽喉科

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く） ２２時～翌朝５時３０分

日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １０時～１６時３０分

土曜日
（祝日・年末年始を除く） １５時～翌朝５時３０分

日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １７時～翌朝５時３０分

日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １０時～１６時３０分

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く） ２０時３０分～２３時

日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １０時～１６時３０分

日曜・祝日
年末年始（１２月２９日～１月４日）

１０時～１7時
（受付時間９時３０分～１６時）
☎（６７７2）８８８６

夜間（通年）
（必ず事前にお電話ください）

２１時～翌朝３時
（診療時間）
☎（６７７４）2600

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く） ２２時～翌朝０時３０分

土曜日 
（祝日・年末年始を除く） １５時～２１時３０分

日曜・祝日
年末年始（１２月３０日～１月４日） １０時～２１時３０分

突然の病気やケガなどで
困ったとき。

タバコ・家庭用洗剤・
医薬品などを間違って
飲んだとき。

外国語での医療相談
（Medical information
  in foreign languages)

「小児救急電話相談」＃8000または
☎（６７６５）３６５０
（19：００～翌８：００年中無休）
もしくは
緊急性の判断や病院の
情報を案内するアプリで検索

「救急安心センターおおさか」
＃7119または ☎（6582）7119
（２４時間　年中無休）

「大阪中毒１１０番」
☎0７２（７２７）２４９９
（２４時間　年中無休）

「AMDA国際医療情報センター」
☎０３(６２３３)９２６６（月～金 10：00～16：00）
対応できる言語は曜日によって異なります。

都島休日急病診療所 都島南通１－２４－２３ ☎（６９２８）３３３３

中央急病診療所 西区新町４－１０－１３ ☎（６５３４）０３２１ 

今里休日急病診療所 東成区大今里西３－６－６ ☎（６９７２）０７６７

中野休日急病診療所 東住吉区中野２－１－２０ ☎（６７０５）１６１２

休日・夜間緊急歯科診療
（大阪府歯科医師会館） 天王寺区堂ヶ芝１－３－２７

みん
なの子

育てを応援します

生野区
マスコットキャラクター

「いくみん」

子育ては楽しいことがいっぱい ！
でも、時にはそう思えない時もありますよね。

子育てに関わるおうちの方々が、少しでも楽しく子育てが
できるように、この『ミニ子育てマップ』は、みなさんを

応援しています。どんどん、ご活用くださいね！

発行

最新の情報は､生野区ホームページでご確認ください

生野区役所保健福祉課 子育て支援室
大阪市生野区勝山南 3-1-19

06-6715-9024
06-6715-9967FAX

http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/
category/3366-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
※この情報は、令和３年２月１日現在のものです。

ホームページ


