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保健師・栄養士

子育て支援相談員
家庭児童相談員

ケースワーカー

鶴ヶ島には、子育て支援サービスがたくさん。平成
29（2017）年からは「鶴ヶ島版ネウボラ」も始まり、
子育て家庭への支援はさらに充実しました。制度
を上手に使って、子育てライフを満喫しましょう。

こども支援課と保健センターが連携し、パパママが安心して
子育てできる環境を整えるための事業です。専任の相談員
として、保健センターに母子保健コーディネーター、こども
支援課に子育て支援相談員を1名ずつ配置。相談に対応す
るほか、必要に応じて個別の支援プランを作成し、妊娠から
子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。

ネウボラとは、フィンランド語
で「相談・アドバイスの場」とい
う意味。子育て先進国と言われ
るフィンランドにならい、子育
てしやすい環境を整えます。

問
住
保健センター
脚折1922-10
049-271-2745

こども支援課
049-271-1111

鶴ヶ島版ネウボラで
妊娠期からずーっと安心

保健センター こども支援課

問
住

鶴ヶ島子育てセンター
（鶴ヶ島保育所内）
脚折1922-23
049-286-7201問

保健センター
049-271-2745

問

1

以下のような事業を行ってパパママをサポートするので、安心し
て出産・育児に臨むことができます。

これからパパママに
なる方のため、沐浴の
練習やパパの妊婦体
験を行います。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎
える準備ができる教
室です。

産前産後も
しっかりサポートしてくれる！

2

若葉駅から市内の各認可保育所（園）を結ぶバスを運行していま
す。出勤時にお子さんを駅で預けて職場へ行くことができるので、
忙しい朝の時間を有効に活用することができます。

働くパパママの見方、
駅前送迎保育ステーション

4
鶴ヶ島の学童保育は、もともと父母会が立ち上げたものです。現
在はNPO法人となり、保護者と密に連携して運営しています。最
長7時30分から20時までの預かりが可能です。建物は全て各小
学校の敷地内または近隣にあるのも安心ポイント。

お子さんが小学生になっても
安心の地域密着型学童保育

5

子育てセンターでは、パパママとお子さん、パパママ同士が交流
できる講座やイベントを定期的に開催しています。お子さんと遊
びに、パパ友ママ友を作りに、気軽に足をお運びください。

子育てセンターには
交流の場がたくさんあるから、
パパ友ママ友を作りやすい！

3

ゆりかご教室

第1子のご家庭には、母子保健推進員（助産師・看護師の有資格
者）が、第2子以降のご家庭には赤ちゃん訪問員（保育士）が訪問
し、母子の健康状態を伺い、育児の相談、子育て支援サービスの
ご紹介をします。

こんにちは赤ちゃん訪問

▲パパの園庭開放

問こども支援課　　049-271-1111問こども支援課　　049-271-1111

上手に使って子育て
ライフを満喫！

鶴ヶ島市の子育てサ
ポート

5つのポイント

□ 妊娠・出産のこと
□ 妊娠中の食事や離乳食のこと
□ 体や心のこと
□ 赤ちゃんのお世話のこと
□ 発育・発達のこと

困っていませんか？ 困っていませんか？

●妊娠届時に産前・産後サービスなどの説明
をします。

●妊娠中の不安や産後の生活について相談に
のります。

●必要に応じて個別支援プランを作成し、継続
的な相談を行います。

●電話や訪問による相談支援を行います。

●必要な子育て支援サービスを提案・紹介す
るほか、必要に応じて個別支援プランを作
成し、サービスの利用につなげます。

●市役所窓口のほか、子育てセンターや児童館、
つどいの広場、保健センターへの出張相談、家
庭への訪問による相談支援を行います。

□ 子育てやしつけのこと
□ 保育所・幼稚園のこと
□ きょうだい・家族のこと
□ 子育て情報

連携

▲子育て講座

図書館図書館

楽しい

つるがしま
住みよい
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