港区保健福祉センター

区内で子育て相談

子育て支援室 電話 6576−9844 FAX 6572−9514

メール minato-kosodate@city.osaka.lg.jp
子育て支援室の相談担当職員のチームが、
子どもの心身の発達・性格行動・し
つけ・非行・不登校など、
子どもに関するさまざまな相談や支援を行います。
必
要に応じて専門機関を紹介するほか、児童虐待やDVに関する相談・情報提供
も受け付けています。
※保育所利用のご相談は 電話 6576−9857まで

こども相談センターからの出張相談

電話 4301−3100 FAX 6944−2060
児童福祉司が保健福祉センターに出向き、非行・不登校・親子関係および虐待
など、子どもに関するあらゆる相談に応じます。
毎週木曜日※要予約

乳幼児健康診査

常設健康相談

月〜金曜日

うぇるかむBaby! プレママ講座（予約制）

9時〜17時30分

1・3・5・7・9・11月 第3木曜日、第4日曜日
2・4・6・8・10・12月 第3木曜日

ぴよぴよらんど（２〜３か月児のママ・妊婦さんのおしゃべり会） 第3木曜日 ※予約制

13時30分〜15時30分
14時〜15時30分

栄養士による相談（保健衛生） 電話 6576−9882 FAX 6572−9514※祝日の場合、日にちの変更あり
離乳食･食生活相談

月〜金曜日

すくすく赤ちゃん教室離乳食講習会（5〜7か月児）

第１水曜日

第３水曜日※予約制

食生活相談

第４水曜日※予約制

9時〜17時30分

13時30分〜15時

14時〜15時30分

9時30分〜10時30分

●港区保健福祉センターの問合わせについては、月〜金曜日の9時〜17時30分（祝日・年末年始除く）

３か月児・1歳6か月児・3歳児を対象に実施。
日時などは個別に通知。

港区保健福祉センター以外でも
子育ての相談を受け付けています

保健師による育児相談など（地域 保健活動） 電話 6576−9968 FAX 6572−9514

●港子育て支援センターMAP 25

●公立保育所 月〜金曜日 10時〜14時（P6参照）
●私立保育園 （P6参照）
●三 先 幼 稚 園MAP 22 月〜金曜日 9時〜17時
●みなと幼稚園MAP 23 月〜金曜日 10時〜17時 ※要事前連絡

●はっぴいポケットみ･な･とMAP 26

●港区子ども・子育てプラザMAP 27

育児・家事のサポート！
ファミリーサポートセンター事業

エンゼルサポーター派遣事業

子どもを預けたい方(依頼会員)と、子どもを預かりたい方(提供会員)が地域で互いに助け合うシス
テムです。 ※基本1時間800円。時間帯や内容により追加料金が発生します

おおむね出産後4か月以内の母親や赤ちゃんの世話をする者がいない方で、家事・育児が困難な
場合に家事の手伝いをするサポーターをご自宅へ派遣します。
【手続き】公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会 電話 6371−7146 FAX 6371−6722
※申請書は、区役所3階32番窓口 保健福祉課で配布 ※要事前申請

ファミリー・サポート・センター港 MAP 28 電話 FAX 6573−7796※要事前登録

一時預かり事業
仕事や病気などで保育を必要とする場合や育児負担を軽減させるために保育が必要な場合に
お預かりします。 対象：保育所等に入所していない小学校入学前の子ども※要事前登録

一時預かり事業実施施設 ●八幡屋保育所MAP 1 電話 6576−4320
●善児園MAP 4 電話 6571−0258 ●波除学園MAP 14 電話 6585−3392
休日の一時預かり事業実施施設

●八幡屋保育所MAP 1 電話 6571−0204

子どものショートステイ事業
保護者が病気や出産、仕事の都合などで一時的に育児が困難なとき、宿泊を伴うかたちで就学前
の子どもを預かります。
※原則として1週間以内です。
【問合せ】
こども青少年局管理課 電話 6208−8111 FAX 6202−6963
※申請書は、区役所3階32番窓口 保健福祉課で配布 ※要事前申請
※開設日、利用時間、料金、手続きなどの詳細については直接実施施設にお問い合わせいただきます。

子育て支援事業「利用者支援専門員（コンシェルジュ）」

産後ケア事業
退院直後に支援が必要な母子を対象に、
ショートステイやデイサービスを利用して母親の心身のケア
や育児をサポートします。対象：生後１か月未満の乳児及びその母親で、退院直後に体調不良や育児
不安があり、家族などから支援が受けられない方（利用については審査があります）
電話 6576−9882 FAX 6572−9514（保健衛生）

子どもを預かってくれる所、親子で集える場所など、それぞれのニーズに合った支援が利用できる
ように専門の相談員が情報提供や相談・援助を行い、子育て家庭をサポートします。
月〜金曜日 10時〜16時45分
区役所3階 32番窓口 保健福祉課（子育て支援）電話 6576−9857 FAX 6572−9514

子育ての悩み／手当・医療助成の相談窓口
大阪市こども相談センター

障がいのあるこどもの相談

電話 4301−3100 FAX 6944−2060 中央区森之宮中央1-17-5（JR、地下鉄「森ノ宮」下車）

18歳未満の子どものことで、心身の発達・障がい・しつけ・不登校・非行・虐待・親子関係などに関
する相談を受け付けます。一人一人に適した専門的な援助を行っています。
月〜金曜日 9時〜17時30分（祝日・年末年始を除く）

発達障がい者支援センター（エルムおおさか）平野区喜連西6-2-55※要予約

電話 6797−6931 FAX 6797−6934 月〜金曜日 9時〜17時（祝日・年末年始を除く）

発達障がいのある方やその家族、
関係機関、
施設等からのご相談を受け、
情報提供や助言を行います。

クレオ大阪子育て館（男女共同参画センター 子育て活動支援館）
電話 6354−4152 FAX 6354−0277 北区天神橋筋6-4-20(地下鉄「天神橋筋六丁目」下車)

0歳から18歳までの子育てに関する電話相談や、面談による一般相談及び小児科医・児童精神科
医等専門家による専門相談を行っています。※休館日：年末年始（12/29〜1/3）
月〜金曜日 10時〜21時 土・日・祝日 10時〜17時
外国語（韓国・朝鮮語・中国語・英語）
による電話相談〈毎週月曜日〉10時〜17時

ひとり親家庭の手当や医療助成の相談

心身障がい者リハビリテーションセンター診療所（小児科）平野区喜連西6-2-55

電話 6797−6567 FAX 6797−8222 ※要予約 ※実施日時など詳細はお問合せください

障がい児療育相談。対象は市内に居住している就学前の乳幼児期児童で、障がいあるいは障がい
を疑われる子どもの、障がい・発達に関する相談などを行います。

障がいのある子どもの手当や医療助成の相談

各種手当や助成（児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成）、母子・寡婦福祉資金、ひとり親家庭等
日常生活支援事業などの制度があります。 電話 6576−9857（福祉）

身体障がい者手帳、療育手帳等の取得、各種手当や医療（障がい児福祉手当、特別児童扶養
手当、
自立支援医療）などの制度があります。 電話 6576−9857（福祉）

急な病気やけがの時は…
夜間、
子どもが急病になった時や、病院に行くのを迷ったら…
大阪府小児救急電話相談

救急安心センターおおさか

20時〜翌朝8時 365日対応

プッシュ回線･携帯電話 ＃8000／ダイヤル回線 6765−3650

休日 夜･間急病診療所

西九条休日急病診療所

電話 6464−2111

診療科目

日曜・祝日・年末年始（12月30日〜1月4日）

中央急病診療所

受付時間

内科・小児科

天王寺区堂ヶ芝1-3-27（大阪府歯科医師会館）
夜間･休日に発生した歯の激痛に対応しています。
診療時間

電話番号

夜間（通年）

21時〜翌朝3時

6774−2600

日曜･祝日・年末年始

10時〜17時（受付時間9時30分〜16時）

6772−8886

電話 6534−0321

診療科目

10時〜16時30分

夜間･休日緊急歯科診療
診療日等

24時間 365日対応

プッシュ回線･携帯電話 ＃7119／ダイヤル回線 6582−7119

此花区西九条5-4-25

診療日

内科・小児科

病院へ行くのか、救急車を呼ぶのか迷ったり、診てもらえる病院がわからない時

眼科・耳鼻咽喉科

西区新町4-10-13

診療日

受付時間

月〜金曜日
（祝日･年末年始を除く）

22時〜翌朝5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

月〜金曜日(祝日･年末年始を除く）

22時〜翌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

子どもが誤飲したら…
●タバコ専用電話

8

電話 072−726−9922 24時間365日対応テープによる情報提供

／

●大阪中毒110番

電話

072−727−2499 24時間365日対応

