●母乳相談・育児相談・新生児訪問など●

⑮ まな母乳育児相談室（訪問）

⑬ 高野母乳育児相談室 （出張専門）
連

絡

先 ： 所沢市西所沢1-7-22 ウィンベルコーラス西所沢210

連

絡

先 ： 入間市仏子277-23

℡ 090-3917-1563

℡080-4003-0838

http://www.mana-ｏｋｅｔａｎｉ.com
メール info@mana-ｏｋｅｔａｎｉ.com

メール ｍｗ.ｋ.ｔａｋａｎｏ＠ｔ.ｖｏｄａｆｏｎｅ.ne.jp
営

診

療

時

http://mwtakano.com
間 ： 9:00～21:00 （夜間対応可・年中無休） ※予約必要

妊

婦

相

談 ： 【費用】 1時間 5,000円 2時間 8,000円

費

母

乳

相

談 ： 【費用】 1時間 5,000円 2時間 8,000円

内

育

児

相 談 ： 【費用】 1時間 5,000円 2時間 8,000円
※交通費は、西所沢駅より車で30分以上かかる場合は、プラス1,000円または実費

名称前の番号はp.53の地図番号

業

休

相

時
業

出産直後につき要
相談.。秋以降に
再開予定。

間 ： 9:00～16:30
日 ： 日・祝日
用 ： 往診料7560円＋交通費
容 ： 桶谷式の母乳ケアと授乳・育児相談

談

形

式 ： 対面（訪問）での相談

助

産

師 ： 伴 まどか

そ の 他の サー ビス ： TEL・メール相談無料

連

絡

先 ： 入間市上藤沢730-1

不 妊 相 談 ： 有り
子 育 て 支 援 活 動 ： 依頼に応じて育児相談やベビーマッサージ等も行なっています。
子育て支援の為の講演会もお受けいたします。

内

母親学級
または両親学級 ： 有り

⑫ 健康福祉センター地域保健課

個別指導（予約制）

⑭ イオン子育て相談室 (無料)
場
連
日

所
絡

： イオン入間ショッピングセンター2Ｆ 赤ちゃん休憩室にて
相談は、相談室で聞いてくれるから安心
して相談できます。

（相談室開催日は、都合により変更になる場合がありますので、売り場の掲示等をご確認ください。）

内

◇ 「妊産婦・新生児訪問」
赤ちゃんのいるご家庭へ、助産師や保健師が赤ちゃんの体重測定と、ママの質問に答えながら
産後の体調、授乳、これからの生活、健診や予防接種について等、きめ細やかな相談に応じます。
初産・経産にかかわらずお受けしています。申し込みは出生連絡票（※）に基づいてご連絡させて
いた だきます。電話でも受け付けています。

◇ 「こんにちは赤ちゃん訪問」

先 ： ℡ 04-2901-4500 (代表)
時 ： 毎週水曜日 12:00～16:00

℡ 04-2966-5513

容 ： 詳しくは、健康いるままたは入間市HPで確認してください。

容 ： 母子保健相談員の阿部さん(助産師)による妊娠中の保健と栄養のこと、
乳幼児の身体計測や育児相談など親切に対応してくれます。
<主催> 公益財団法人 母子衛生研究会

赤ちゃんのお誕生後4か月ごろまでの間に、保健師等が新生児訪問のご利用のない全ての家庭
を訪問します。（出生連絡票（※）の提出がな い場合や、連絡 が取れない場合は、妊婦届書の
情報から電話させて いただきます。連絡が取れない場合は、届出書の情報から電話させていた
だきます。連絡の取れない場合は直接伺いますので、ご了承くだ さい。）
子育て支援情報をお伝えし、子育ての不安や悩みの相談をお受けします。
応対は玄関先で構いません。なお、赤ちゃんの体重測定はいたしません。
また、妊産婦訪問も行っています。妊娠中の心配事や産後の不安なことなど、助産師や保健師が

【赤ちゃん休憩室のご案内】
・いつでも使える赤ちゃん用身長計や体重計あり。
・ミルクの調乳の時、お湯が必要な場合は、店員に声をかけるともらえます。
・おむつ交換台 7台 ・おむつ用ダストボックスあり
・カーテン付き授乳室 2室（育児雑誌あり）
・相談室 1か所（使用していないときは、授乳室として使用できます。）
・飲み物の自販機、ソファーがありゆったりとしています。上の子を連れていても大丈夫です。

お伺いし、アドバイスさせていただいています。お電話でお申し込みください。
※出生連絡票は、母子健康手帳と同時配布の妊婦健康診査助成券に添付されています。
◆未熟児養育医療制度はこども支援課に問い合わせください。（P66参照）

ふあん・不安情報

＜困った時は相談してみよう♪＞

㉔ 入間わかくさ高等特別支援学校

⑱

① 入間市健康福祉センター（地域保健課）

入間市小谷田745-1 ℡ 04-2941-5771

㉕ 埼玉県医師会子育て相談窓口

入間市上藤沢730-1 ℡ 04-2966-5513

② 家庭児童相談室（こども支援課）

さいたま市浦和区仲町3-5-1

㉖ 児童相談所全国共通ダイヤル

⑪

入間市豊岡1-16-1 ℡ 04-2964-1111

③ 公立保育所 ひまわりひろば

㉟

㉒

入間市内の保育所（p.37参照）

④ 地域子育て支援センター（p.60参照）
⑤ 狭山保健所

℡ 189

㉗ 埼玉県子どもスマイルネット
⑬

⑤

㉑

狭山市稲荷山2-16-1 ℡ 04-2954-6212

さいたま市浦和区北浦和5-6-5 ℡ 048-822-7007

⑧

㉘

認定NPO法人

さいたまチャイルドライン

℡ 0120-99-7777(専用電話）

㉚

⑥ 所沢児童相談所

②⑦⑫㉛㉞

所沢市並木1-9-2 ℡ 04-2992-4152

⑳

⑦ 主任児童委員・民生・児童委員
入間市役所内 福祉総務課 ℡ 04-2964-1111

★

⑧ 入間市教育センター
幼児の通級教室「茶おちゃお」

㉔

入間市向陽台1-1-7 ℡ 04-2964-8355

自然食品＆アレルギー対応食品の店

⑯
⑰

自然屋
入間市東藤沢3-2-18

℡ 04-2936-7754

⑨ さわやか相談室
㉙ NPO法人

市内中学校にあり（p.61・63参照）

アトピッ子地球の子ネットワーク

⑩ スクールカウンセラー
市内中学校にあり（p.61参照）

p.63参照

⑪ 子ども応援団「森のおうち」

㉚ 入間市男女共同参画推進センター

入間市野田1975-2 ℡ 04-2941-5567

⑫

入間市障害者相談・就労支援センター

入間市豊岡4-4-2 ℡ 04-2964-2536

りぼん

㉛ 母子・父子自立支援員（子ども支援課）

①⑮

入間市豊岡1-16-1 ℡ 04-2901-7088

入間市豊岡1-16-1 ℡ 04-2964-1111

㉜ 婦人保護・ＤＶ相談

⑬ NPO法人 えじそんくらぶ
入間市豊岡1-1-1 ℡ 04-2962-8683

⑲ （株）くみちゃんち

⑭ 西埼玉LD研究会
「入間市の教育と福祉を考える」どろんこの会
入間市上藤沢730-1 ℡ 04-2965-3027（上田）

⑯ ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｰポコの部屋
入間市上藤沢431-5ｻﾆｰﾋﾙｽﾞ石田1-102 ℡ 090-6033-8357

⑰ さんぽみち

ＮＰＯ法人

イノセント

相談支援事業所

坂戸市石井2327-1 ℡ 049-283-6800

㉝ NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会

ソレイユ

℡ 090-9876-2423

入間市扇町屋5-5-17 ℡ 070-2810-0522

㉞ 入間市社会福祉協議会心配ごと相談室

㉑ 障害児（者）療育支援事業 大樹
（大樹館・大樹の里）入間市高倉4-15-5 ℡ 04-2966-1941

【相談場所】入間市豊岡1-16-1 ℡ 04-2964-1111

（大樹の森・大樹の家）狭山市加佐志244-1 ℡ 04-2958-2941

【問い合わせ】入間市豊岡4-4-2 ℡04-2963-1014

㉟ 福祉困りごと何でも相談支援センター

㉒ 狭山特別支援学校

入間市上藤沢431-5ｻﾆｰﾋﾙｽﾞ石田1-102 ℡ 04-2966-6693

⑱ （株）くみちゃんち

（埼玉県西部福祉事務所）

狭山市南入曽297-11 ℡ 04-2941-4314 ・ 080-4611-4464

⑳

FAX 04-2963-6880（小関）

⑮

くみちゃんランド

くみちゃんハウス

飯能市芦苅場685-1 ℡ 042-983-4888 ・ 080-4163-0038

入間市黒須2-3-13 ℡ 04-2964-2788（直通）

狭山市笹井2958 ℡ 04-2953-1612

㉓ 日高特別支援学校
日高市高富59-1 ℡ 042-985-4391

※

の施設は地図に表記していません。

不安なとき、困ったときは、いつでも相談してね♪
◆発達・発育・友だち・学校などの相談ができるところ◆
地図
番号

1

名称/HP/メールアドレス

地域保健・医療・福祉のための総合的な施設
①乳幼児健診（3～4か月、1才6か月、3才）
②乳幼児相談（計測、育児・母乳・歯科・栄養相談）
④赤ちゃんサロン（親子での交流会）
入間市健康福祉センター（地域保健課） ③母乳相談
⑤食育教室『はじめての離乳食』『7か月からのもぐもぐ離乳食』
http://www.city.iruma.saitama.jp/
⑥9か月育児学級
⑦2歳児歯科健診（計測、歯科・保健指導、歯科健診、フッ素塗布）
⑧電話・窓口相談（育児、母乳、離乳食、歯科、こころの相談）
⑨ふたご・みつごの会

家庭児童相談室

2

3

4

相談・活動内容

（窓口：こども支援課）
http://www.city.iruma.saitama.jp/

子育てサロン ひまわり広場
（入間市内の保育所）

地域子育て支援センター

家庭・学校・その他で、児童及び保護者の抱える様々な問題に対して、家庭児童相談員が相談に応じます。
こども支援課では・・・
①手当て(児童手当、児童扶養手当)
②子ども医療費支給制度
制度・手当に関して
③ひとり親家庭等のための福祉
詳しくはp.66・67参照
④ひとり親家庭等の就労支援、相談
⑤ひとり親家庭等医療費支給制度
公立保育所を遊び場として提供、気軽に育児相談ができる。
詳しくはp.37参照

相談日

相談時間

04-2966-5513

月～土
（祝日・年末年始
を除く）

8:30～17:15
―

月～金

9:00～16:00

（祝日・年末年始
を除く）

（こども支援課は
8:30～17:15）

土曜日

10:00～14:00

①医療費助成についての申請
狭山保健所
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0708/ ③ひきこもりに関する相談（要予約）

②子どもの心についての相談（要予約）
④精神保健福祉、難病、結核、感染症などの各種相談

月～金

8:30～17:15

6

様々な相談に応じそれぞれの問題解決に必要な指導援助を提供するところ。
相談と指導には、専門の職員があたる。
②性格行動・しつけについての相談
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0610/ ①養育に欠ける子供の相談
③障害のある子供の相談
④非行のある子供の相談
⑤里親になりたい方の相談

月～金

8:30～18:15

所沢児童相談所

主任児童委員・民生・児童委員
（窓口：福祉総務課）

04-2964-1111
（こども支援課）

―
p.37参照
―

地域の子育て支援のために設置している子育て支援の拠点6施設。 育児相談や子育てサークルの育成・支援、絵本の読み聞かせ・手遊びなど親子で楽しめるイベントの実施、地
域の保育資源の情報の提供などを通じて、子育てに関する様々な援助活動を行っている。
（遊び場に関する情報はp.8～11 園庭開放はp.37参照 講座等のお問い合わせは各施設へ）
あけぼの保育園
NPO法人
子育て支援センター
子育て家庭支援センター
こどものくに保育園
茶々保育園
おおぎ保育園
おおぎ第二保育園
あけぼの
あいくる
こどものくに
子育て支援センター
子育て支援センター
子育て支援センター
相談日時
育児相談・電話相談
支援センター
相談日時
あおぞら
あおいとり
月～金 9:30～15:30
月～金及び第2・4土曜日
相談日時
月～金 9:30～16:00
育児相談
相談日時
（園行事日は除く）
9:00～15:00
月～土 9:00～16:00
相談電話
電話相談
月～金 9:30～15:30
相談電話：04-2962-2428
04-2966-2848
（園長・看護師・保育士）
月～金
月～金 9:30～15:30
相談電話
相談電話
04-2964-6445
月～金 9:30～15:30
月～金 8:30～
狭山市総合子育て家庭支援センター
面談（要予約）
（支援センター直通）
0120-083452
0120-650393
9:30～15:30
ちゃっぽ
04-2963-0393（相談専用）
電話：0120-770765
子育て相談（面接相談・電話相談）
04-2964-3246
月～日（年末年始休み） 9:00～18:00
（園長自宅19:00以降）
相談専用電話：04-2937-3626

5

7

電話
ＦＡＸ

各地域で障害者、高齢者、母子、児童或いは生活上の問題等、単に生活困窮からの自立更生を図るための相談
にとどまらず、さまざまな福祉ニーズをもつ住民と広くつながりをもって活動を展開しています。

04-2954-6212
04-2954-7535
04-2992-4152
―
04-2964-1111

個々に相談

個々に相談

（福祉総務課）

―

地図
番号

名称/HP/メールアドレス
入間市教育センター
http://www.city.iruma.saitama.jp/

相談・活動内容

教育相談（いじめ・不登校等、学校などの悩み相談）

8
幼児の通級指導教室
「茶おちゃお」

9

10

11

12

13

14

さわやか相談室
http://www.city.iruma.saitama.jp/

スクールカウンセラー
http://www.city.iruma.saitama.jp/

子ども応援団「森のおうち」

入間市障害者相談・就労支援センター
りぼん
http//www.iruma-soudan.jp/
メール ribbon@iruma-soudan.jp

ＮＰＯ法人 えじそんくらぶ
http://www.e-club.jp
http://www.facebook.com/edisonclub

西埼玉ＬＤ研究会

未就学の子どもを対象に個別又はグループで、自立活動の支援を行う。

相談時間

電話
ＦＡＸ

月～金

9:00～17:00

04-2964-7830
（相談室直通）
04-2964-8355
（教育センター）

情緒：月～土
（土：第１・第３で祝
日を除く）
ことば：火・水・木
（祝日を除く）

9:00～15:00

04-2964-8355

9:00～15:00

（相談・活動内容欄
参照）

相談日

市内全ての中学校のさわやか相談室に、保護者の相談窓口として、直通電話を設置している。 小・中学生のいじ
め・不登校等の悩みに対応
豊岡中学校 04-2966-5533
黒須中学校 04-2966-5588
金子中学校 04-2936-0200
東金子中学校 04-2966-7733
武蔵中学校 04-2934-8818
上藤沢中学校 04-2965-8877
藤沢中学校 04-2966-5522
東町中学校 04-2965-6655
西武中学校 04-2933-0888
野田中学校 04-2933-0022
向原中学校 04-2966-7722

月～金

市内中学校の臨床心理士資格を持つスクールカウンセラーが心理や発達に関する専門的な相談に応じます。勤務
は月1日～3日と限りがありますので、事前に担任の先生やさわやか相談員にお問い合わせください。

要予約

社会福祉士（子ども家庭専門）による、子ども全般の相談をお受けいたします。0才から小、中学生まで。育児の悩
みから不登校等の問題も含めて対応可能。
有料：500円/Ｈ

各中学校

―
9:00～16:00

各中学校
―

木曜日
（要予約）

【入間市障害者相談支援センターりぼん】 障がいのある方、障がいのあるお子さん、ご家族からの相談に応じ、ご
本人が地域で豊かに暮らしていけるように一緒に考え、支援してしていきます。相談は無料。窓口での相談、電話
やメールでも相談に応じます。
【入間市障害者就労支援センターりぼん】「働きたい！働き続けたい」と願う障がいのある方に寄り添って、就職活
動を支援します。また、入職後も、長く働き続けられるよう 応援していきます。障がいのあるお子さんが、成人期を
迎え、社会に踏み出す時にご相談ください。

月～金

①注意欠陥多動障害（ADHD）等の発達障害のある子どもや家族の支援と 正しい理解のための情報提供を目的
に設立された支援団体。 現在は一般向けの子育て支援にも力を入れている。
②埼玉県より委託を受け、親支援講座を開催中。
②毎月第3水曜日(変更あり）の午前、入間市内にて子育てのコツを学び、後半は、同じ悩みをもつママやパパ、じぃ
じ、ばぁば達でおしゃべりする定例会を開催。主催はえじそんくらぶ埼玉『にじいろのタネ』。初回は無料参加可能。2
回目より会員のみ参加可。詳細は、右記ＨＰ参照
http://www.e-club.jp/about/ed_members/8113.html
④「子育てストレスを減らす3つのヒント（全１６項）」等、子育てに役立つ冊子をＨＰより無料ダウンロード可能。

指定日
（要予約）

・LD及びADHDその周辺児に対する理解を広げる講演会及び学習会の開催
・支援者に対する学習会の開催、LD等指導者の育成
・土曜教室の開催、相談活動（学校生活の中で、学びにくさ、生きにくさを抱えている子どもたちと共にソーシャルス
キルを中心とした教室を年6回実施）
・教員、カウンセラー、施設職員がスタッフとなっている。
・LD（軽度発達障害など）についてメンバーや参加者である現場の先生達が今必要とされていることを自ら勉強し考
え、作り上げ、それを確実に広めている。

(各学校に確認）

10:00～12:00
13:30～16:30

04-2941-5567
同上
04-2901-7088

8:30～17:15
04-2966-6791

04-2962-8683
応相談
同上
04-2963-6880
（小関）
個々に相談

個々に相談
―

つぎのページもあるよ♪

◆
地図
番号

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

発達・発育・友だち・学校などの相談ができるところ
名称/HP/メールアドレス
どろんこの会
http://doronkonokai2.web.fc2.com
メール doronkonokai@mail.goo.ne.jp

ミュージックセラピーポコの部屋

さんぽみち

◆

相談・活動内容
「入間市の教育と福祉を考える」どろんこの会
・例会 年4回（3月・6月・9月・12月）健康福祉センターボランティア室にて
・会費なし
・「どの子も地域の学校へ!障がいのある人もお年寄りも子どもも大人もみんなで生きる入間市を！」
♪心やからだにさまざまな障がいをお持ちの方に音楽療法を行っています。
♪状態や年齢によって、個人及びグループの活動があります。
♪出前の音楽会もあります。お問い合わせください。
♪年に3回ほど、どなたでも参加できる音楽会『音楽まつり』をアミーゴで行っています。
ぜひ遊びにおいでください。
・子育て真っ最中のご家族の応援団として様々な相談や支援をしている。

相談日

応相談

相談時間

応相談

電話
ＦＡＸ
04-2965-3027
（上田）
同上
090-6033-8357

月～金

14:30以降
04-2936-3079

年中無休

随時

04-2966-6693
同上

（株）くみちゃんち くみちゃんハウス

（株）くみちゃんち くみちゃんランド
ＮＰＯ法人 イノセント
相談支援事業所 ソレイユ
http://ictv.easymyweb.jp/member/innocent/
メール innocent@ictv.ne.jp

障害児（者）療育支援事業 大樹
http://www.chanohana-fukushi.or.jp

狭山特別支援学校
http://www.sayama-sh.spec.ed.jp/

日高特別支援学校
http://www.hidaka-sh.spec.ed.jp

入間わかくさ高等特別支援学校
http://www.wakakusa-sh.spec.ed.jp/

埼玉県医師会子育て相談窓口
http://www.saitama.med.or.jp/kosodate/

児童相談所全国共通ダイヤル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou
/gyakutai

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・短期入所
・日中一時支援
・音楽療法月３回あり
・保育時間内外出あり
・毎月第３水曜午前中お茶会あり
・保護者に向けてのイベントや勉強会開催
【支援エリア】入間市・狭山市・飯能市・日高市・毛呂山町・越生町・ときがわ町
・放課後等デイサービス
・日中一時支援
【支援エリア】入間市・狭山市
・障害児・者生活サポート事業「セカンドハウスみんなのいえ」、訪問看護ステーションみるく、指定相談支援事業所
イノセント（りぼん）、指定相談支援事業所ソレイユを運営しています。
・対象は、知的・精神・身体・発達障害・難病・重症心身の子どもや大人です。
ご家庭でのお子様に関わる悩みを実際にご家庭に訪問し、相談に応じ支援を行います。
又、各施設（入間市：大樹館・大樹の里、狭山市：大樹の森・大樹の家）に来所して頂くこともできます
・知的障がい特別支援学校（小学部、中学部）
・お困り感のある児童・生徒の保護者・先生方の相談に応じます。
・ＨＰをご参照なさるか、直接電話で教頭・コーディネーターまでお問い合わせください。
・肢体不自由の特別支援学校・就学前、学齢児童生徒の身体面、学習面、生活面で心配なことの相談に応じます。
・保護者の方や児童生徒にかかわっておられる先生方の相談にも応じます。
・ご相談につきましては、電話で教頭または、コーディネーターにご連絡ください。
・旧入間高等学校を改修して平成２８年４月に開校した知的障害特別支援学校です。
・学齢児童生徒(特に高校生)の身体面、学習面、生活面で心配なことの相談に応じます。
・保護者の方や児童生徒に関わっている先生方の相談にも応じます。
・学校見学等は、 HPをご覧になるか、直接電話で教頭までお問い合わせください。
・特に子育てに関する医学的な相談に対し、それぞれの専門医の先生から回答します。
※医学的なもの以外の相談については、適切な相談窓口を紹介します。
※相談は書面にて受付、書面にて回答
・虐待かもと思ったときなどに、すぐ児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
・「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけると、近くの児童相談所につながります。
・通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談した人、その内容に関する秘密は守られます。
・通話料がかかります。

月～金
第1・3土曜日

9:00～18:00

042-983-4888
080-4163-0038
042-978-5541

月～金

9:00～18:00

04-2941-4314
080-4611-4464
04-2941-4315
070-2810-0522

応相談
（要予約）

応相談

月～金

9:00～18:00

個々に相談

10:00～16:30

月～金

9:00～16:30

同上
04-2966-1941
04-2966-3500
04-2953-1612
04-2969-1033
042-985-4391
042-985-4407
04-2941-5771

個々に相談
（電話でお問い合
わせください）

10:00～16:30

―

―

―

―

―

―

―

―

（一部IP電話からは
つながりません）

04-2964-7744

189
―

◆
地図
番号

27

9

28

◆
地図
番号

子ども自身が相談できるところ
名称/HP/メールアドレス
埼玉県子どもスマイルネット
（子どもの権利擁護委員会）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/
smile-net/

さわやか相談室
http://www.city.iruma.saitama.jp/

18歳までの子どもがかける電話
（認定ＮＰＯ法人さいたまチャイルドライン）
http://saitama-cl.com/

相談・活動内容

・子どもスマイルネットは、子ども（原則18才未満）に関わる悩みについて県民の方から電話相談を受ける窓口。
・こんなこと悩んでいませんか？（例えば、友人関係、いじめ、体罰、暴力など。）
・子育ての相談もお受けしています。（例えば子育てのストレス、子どもが「学校に行きたがらない」不安など）

市内全ての中学校のさわやか相談室に、保護者の相談窓口として、直通電話を設置している。 小・中学生のいじ
め・不登校等の悩みに対応
豊岡中学校 04-2966-5533
黒須中学校 04-2966-5588
金子中学校 04-2936-0200
東金子中学校 04-2966-7733
武蔵中学校 04-2934-8818
上藤沢中学校 04-2965-8877
藤沢中学校 04-2966-5522
東町中学校 04-2965-6655
西武中学校 04-2933-0888
野田中学校 04-2933-0022
向原中学校 04-2966-7722
・18才までの子どもがかける、子ども専用電話です。子どもの自然に湧きあがる思いを大切にし、子ども自身がそ
れに気づくことを助けます。
・全国のチャイルドラインのネットワークを組み、毎日開設しています。
・私たちは、電話をとおして子どもたちの声を聴き、子どもたちの心に寄り添っていくことを目的としています。話をす
る場があることで、子どもが自分の気持ちを整理し、問題解決の糸口を見つけてほしいと願っています。子どもの声
に真剣に耳を傾け、現状を受けとめることのできる大人を増やし、子どもも大人も暮らしやすい地域社会を作ってい
きます。

アレルギーの相談ができるところ
名称/HP/メールアドレス
アトピーアレルギーホットライン

29

◆

（一般向け）
ＰＣ： http://www.atopicco.org/
モバイル： http://www.atopicco.org/mobile/
メール info@atopicco.org

ＮＰＯ法人
アトピッ子地球の子ネットワーク

相談日

相談時間

電話
ＦＡＸ

電話相談 毎日
（祝日・年末年始
を除く）

10:30～18:00

048-822-7007

面談
（個々に相談）

個々に相談

―

9:00～15:00

（相談・活動内容欄
参照）

各中学校
月～金

(各学校に確認）

―

0120-99-7777
毎日

16:00～21:00
（金 ～23:00）
―

◆
相談・活動内容

相談日

・アトピー・アレルギー電話相談 「もしもし、あのう…」ではじまる会話ならなんでもＯＫです。気のこと、薬のこと、医
毎月第3
師とのコミュニケーション、食べ物、住まい、保育園、幼稚園、給食、家族、暮らしに関わること全部が相談のテーマ
木・金曜日
です。整理整頓をご一緒に。
（祝日・8月は休み）
・Webサイト「食物アレルギー危機管理情報（FAICM）」開設
hｔtpｓ://www.atopicco-foodallergy.org/ 表示ミスや商品回収情報の お知らせがあなたのメールアドレスに届きま
す。誤食事例や商品改善 情報などのお役立ち情報が満載。登録無料。ぜひご登録を。
毎月第木・金曜日
・東日本大震災アレルギー、災害弱者支援活動をしています。
（祝日・9月は休み）

（会員向け）

相談時間

電話
ＦＡＸ
03-5948-7891

11:00～17:00

03-5291-1392
11:00～12:00
13:00～15:00

03-5248-7891
03-5291-1392

自然食品＆アレルギー対応食品の店 自然屋
連絡先：入間市東藤沢3-2-18 ℡ 04-2936-7754 （地図の印は★）
営業時間：9：30～19：00（日・祝は定休）
◇同じ悩みを持つ人と話をして、本当に気持ちが楽になった経験からお店を出して、少しでも子どもたちに体に優しい物を食べさせてあげたい！
そして、お母さんたちと話をして、少しでも楽になってもらいたい！

「原発事故による放射性物質の影響等に関する情報」は、市のHPで見ることができます。

http://www.city.iruma.saitama.jp/genpatsu/index.html

◆
地図
番号

30

その他 相談できるところ
名称/HP/メールアドレス

入間市男女共同参画推進センター
http://irumadanjyo.seesaa.net/

◆
相談・活動内容

相談日

・女性のさまざまな悩みの相談窓口（男女、夫婦の問題。家族についての問人題、間関係 生き方やドメスティック
バイオレンス（DV)など。など）
・相談員は臨床心理士等。相談は専門家が直接聞いてくれるので、相談内容の秘密もきちんと守られているという
安心感がある。月に1度、弁護士による法律相談もありセンターでは、子育て支援講座も開催しています。
※7月～12月まで耐震化工事のため、電話にて確認が必要。

（電話相談）
毎週水曜
（面談）
毎週月曜

母子・父子自立支援員

31

（窓口：こども支援課）
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/
kosodate/shien/jiritusien.html

婦人保護・ＤＶ相談

32

33

（窓口：埼玉県西部福祉事務所）
http://www.pref.saitama.lg.jp
/b0602/huzin-n.html

NPO法人
LGBTの家族と友人をつなぐ会
http://lgbtfamily.or.jp/about/
coutact-tokyo/
メール：tokyo@lgbt-family.or.jp

34 入間市社会福祉協議会心配ごと相談室
http://www.city.iruma.saitama.jp/

35

福祉困りごと何でも相談支援センター
http://iruma-shakyo.or.jp

相談時間

10:00～12:00
13:00～15:00

女性が抱えている日常生活の様々な悩み、例えば、家庭内の悩み事、夫からの暴力、離婚に関する相談など、当
福祉事務所の女性相談員が幅広く相談に応じている。
まずは、入間市男女共同参画推進センターへお問い合わせください。（上記30参照）
※ご相談されたことや、その内容については、固く秘密を守りますので、ご安心ください。
ＤＶ相談ナビ
全国どこからでも、電話で最寄りのＤＶ相談窓口を案内しています。
ナビダイヤル 0570-0-55210

（祝日・年末年始
を除く）

04-2964-1111
8:30～17:15

049-283-6800
8:30～17:15
―
090-9876-2423

LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーなど、性的マイノリティの人々）の家族や友人などによる
会です。また、一般社会人の人たちにも広めていきながら、性的マイノリティの人々の人権確立を目指し、ひいては
すべての人の個性や人権が尊重されている社会の実現を大きな目標としています。

相談は、民生・児童委員が担当し、内容はすべて秘密厳守で無料。
【相談内容】日常の心配ごと
【相談場所】入間市役所市民相談室

家庭内暴力、児童虐待、引きこもり等、福祉に関する相談に応じます。本会職員が対応いたします。プライバシー
は厳守しますので安心してご相談ください。

（こども支援課）

―

月～金
（祝日・年末年始
を除く）

(電話相談）
04-2964-2545
（面談予約）
04-2964-2561
―

月～金
児童を養育しているひとり親家庭の方の悩み事相談や、生活安定を目指した就労支援、資格取得の相談

電話
ＦＡＸ

―
毎週木
（祝日・年末年始
を除く）

10:00～12:00
13:00～15:00

―
04-2964-2788

月～金
（祝日・年末年始
を除く）

04-2963-1014

8:30～17:15

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
～convention on the rights of the child～
「子どもの権利条約」は世界中の子どもたちが持っている権利とそれを守るために 人びとがすべきことが書いてある国際条約です。
日本は１９９４年に批准しました。
【一般原則】 ①生きる権利 ②育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利
人と人との関係において相手を自分と違うひとりの人間として尊重するということは、
その相手がたとえ子どもであっても変わるものでありません。
詳しくはユニセフのHP（http://www.unicef.or.jp）をご覧下さい。

―

♪まさかのときに備えよう！

♪イクメンって当たり前だよ＾o＾

子連れ防災知識
入間市では防災ハザードマップを発行しています。
詳しくは入間市危機管理課 04-2964-1111
地震が起きたら？
家の近くの避難所ってどこ？
入間市防災マップで確認しておこう！
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/bousai_list/1004084.html

豊岡地区21か所
東金子地区6か所
金子地区5か所
宮寺・二本木地区 8か所
藤沢地区 10か所
西武地区 6か所

家族が避難できる１週間分の食料・水・日用品を準備。
その詳細は？
防災情報をWebで入手！
入間市HP

♪パパ・ママ応援ショップ
（子育て家庭への優待制度）

パパにはパパの育児がある！
埼玉県では、「イクメンへの道プロジェクト」実行中。
「簡単！！育児のヒント イクメンの素」配布しています。
父親子育て応援サイト！
http://www.saitama-support.jp/nav/370-2/7-2

※冊子を希望する場合は次の方法で入手できます（無料）。
数に限りがありますので、１家庭１冊の配布とさせていただき
ます。なお、冊子の掲載内容は、上記の電子データと同じです。
直接受け取り：埼玉県庁の福祉部少子政策課まで。
配布時間:午前8時30分～午後5時15分
郵送を希望：冊子郵送用の返信用封筒を以下の送付先へ。
返信用封筒：Ａ5冊子（148ｍｍ×210ｍｍ）の入る封筒に、140
円分の切手を貼り、郵送先（返信先）の住所・氏名を記入。
送付先：〒330-9301
埼玉県福祉部少子政策課「イクメンの素」係

「パパ・ママ応援ショップ」で利用できる優待カードは、中学3年
生までの子どもまたは妊娠中の方がいる家庭に配布される。
カードを協賛店で提示すると、パパ･ママ応援ショップで割引な
どのサービスが受けられるよ。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/ouen/papamama-koushin.html

※優待カードをまだ入手していない人は、市役所こども支援課
/市内全ての支所（東金子･金子･宮寺･藤沢･西武）/健康福祉
センター/子育て支援センター各所でGETできる！

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/bousai_list/index.html

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/bosai/taisaku/index.html

埼玉県防災学習センター
http://www.bousai-gakusyu-saitama-ht.jp/

協賛店数は 21,161店（平成29年2月28日現在）
詳しくはこちら→ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/ouen/

総務省消防庁のHP
http://www.fdma.go.jp/

♪「働きながら妊娠・出産する女性」

を支える法律や制度があります💛

「働き方（正社員・パート・派遣社員）」の違いに関係なく、すべての妊娠した女性が対象の制度。制度の活用には「会社への申し出」が必要です。
●時間外労働・休日労働・深夜業の制限●軽易業務への転換●産前・産後休業●育児休業（出産一時金、出産手当金、社会保険料の免除
●医師→事業主への連絡は「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しよう。 詳しくは「女性にやさしい職場づくりナビ」→ http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
困った時は、会社の所在地の各労働局雇用均等室へ 埼玉県労働局 http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/mado.html

