
就学期・思春期の悩み相談
　お子さんの学校での悩み事や困
り事について、スクールソーシャル
ワーカーが支援を行いながら保護
者と一緒に考えます。また、親や身
近な友人、先生にはなかなか話しに
くい思春期の悩みは、臨床心理士が
相談をお受けします。

子育てする なら大東市!
自 っ い然 ぱがい

所問幸町8-1　すこやかセンター（保健医療福祉センター）3階
☎874・2766、2767
相談時間＝午前9時～午後5時（窓口・電話で相談可）

　ネウボランドだいとうは、「妊娠・出産・子育て」の総合窓口です。子
育てに関する情報提供窓口を一本化し、妊娠中から子どもが18歳に
なるまでワンストップサービスで相談支援の実現をめざしています。

●にこにこ子育て訪問事業
地域の民生委員児童委員・主任児
童委員がご自宅へ伺い、地域の
子育て情報などをお伝えします。
　　 対生後6 ～ 8か月の第1子の
赤ちゃんがいるすべての家庭

●産婦健診
産後のお母さんの心と身体の健
康を確認します。

のざきまいり（5月）

大東市スマイルミネーシ
ョン（11 ～ 1月）

小学校に入ったら

妊娠、0～18歳まで ず～っと応援

キャンピィだいとう
お山大好き！
いつか家族4人
でバーベキュー
したいな

自然豊かな飯盛山にあり、キャンプ、アスレチック
を楽しめます。

深北緑地

野球場やテニスコート、バーベキュー広場があり、
市民の憩いの場として人気。

子育て支援フェスタ（5月）

大東市民まつり（9月）

大東市は「子育てするなら、大都市よりも大東市。」のブランドメッ
セージを掲げています。妊娠から、出産、就学期を経て子どもが18歳
になるまで、安心して子育てを続けられるよう支援の充実化を進め
ています。

大東っ子は元気に育つ！

季節のイベントもいっぱい！

6 歳

まだまだあります！子育て支援
ホームページをご覧ください

こんにちは、  赤ちゃん♥
全家庭訪問  で育児相談

専門の相談員が
子どもの困り事に寄り添う

やっぱり、子育て
するなら、大都市よりも
大東市ね！

（子育て世代包括支援センター）

     
子育て相談

窓口 を一本化

ネウボランド だいとう

・子育て応援サイト「のびのび大東っこ」
   保育所（園）・幼稚園などの施設情報や手当や助成など、子育
てに関する情報を紹介。

・だいとう子育てガイドブック
   妊娠時から子育てに関わる保護者向けに、支援事業やアドバイ
スをまとめた便利な一冊。

産後の不安なときに
訪問してくれるから

安心ね

● 産後ケア事業
産後ケアセンターや助産院などで
宿泊や日帰りで母子に対してきめ
細かなケアを実施しています。
　　￥一部負担あり
　　 対生後4か月未満の赤ちゃん
とお母さん
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子育てする なら大東市!住めば住むほどに満足

新生児訪問
　保健師や助産師がご自宅へ伺
い、赤ちゃんの体重測定や育児の
相談をお受けします。里帰り先で
も訪問可能な場合があります。

親子（母子）健康手帳・
妊産婦健診受診券などの交付
　親子（母子）健康手帳・妊産婦健診
受診券などの交付の際に、母子保健
コーディネーターが妊婦一人ひとり
と応対し、妊娠、出産について一緒に
考えます。

はろーベビィ事業
　保育士がご自宅へ伺い、赤ちゃ
んとの接し方についてのお話や、
育児の相談をお受けします。
対4か月までの赤ちゃんがいるすべ
ての家庭

● だいとうママパパ学級
妊娠中の過ごし方や沐

もくよく
浴実習、市の子育

て情報など、赤ちゃんを迎える準備をし
ます（24ページ参照）。

妊娠したら 出産したら

妊娠、0～18歳まで ず～っと応援

大丈夫！
妊娠してから子どもが
18歳になるまで、
支援が充実して
いるんだ!

今度ダイトウシの支店に
異動になるんだ

大都市？
梅田？難波？

違うよ、

大
●

東
●

市
●

だよ

転勤は突然に…
子育てマンガ

え～っ？
初めて暮らす場所で
子育てできるかしら…
妊娠もしてるのに～

0 歳

これから始まるマタニティライフ
出産までしっかりサポート

こんにちは、  赤ちゃん♥
全家庭訪問  で育児相談

専門知識を持った相談員が応じます
●慣れない土地での妊娠・出産が心配
●働きながらの子育てどうしたらいい？
●体重はどれくらいかな？身長は？
●ご飯を食べてくれない
●子どもが学校に行きたがらない　など

子育ての相
談は

おまかせ！

     
子育て相談

窓口 を一本化

ネウボランド だいとう

さらに大東市では、子育て中のご家庭を支えるさまざまな支援サービスを
提供しています。詳しくは次のページをご覧ください！

特集

いつでも身
長・体重の
計測ができ
ます！

いつでも身
長・体重の
計測ができ
ます！

先進支援

約93％の人が「今後も大東市で子育てをしていきたい」と回答！（2018年度幼児健診より）
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サポート券の種類 主な用途
交付枚数

第1子 第2子 第3子以降
子育てニコニコ券
（500円券）

育児用品や紙おむつの購入、タクシー乗車。
子育てワクワク券としても利用可

5千円相当
（10枚）

1万5千円相当
（30枚）

2万5千円相当
（50枚）

子育てワクワク券
（500円券）

一時保育、病児保育などのお子さんの預かり
サービス、産後支援、家事支援などの養育者支
援、音楽教室などの親子参加型サービス

5千円相当
（10枚）

1万5千円相当
（30枚）

2万5千円相当
（50枚）

子育てあんしん券
（乗車1回分）

大東市内から北河内夜間救急センターへの
片道タクシー券（午後8時以降に限る） 1枚

子育ての困ったを良かったに　　あなたのそばに支援サービス

施 設 名 あすなろ病児・病後児保育室 野崎徳洲会病院病児保育室 こっこハウス
所 在 地 末広町11-6 谷川2丁目10-50
電話番号 ☎870･1515 ☎872･1360
定　 員 6人（予約優先） 6人（予約優先）

利用時間 月～金曜日：午前8時～午後5時30分
土曜日：午前8時～午後2時　※休日を除く

月～金曜日：午前8時～午後5時30分
※休日を除く

【実施施設】

※第２子以降への増冊交付は、令和元年8月1日以降に生まれたお子さん対象

　育児用品の購入や親子参加型サービスに使用できる、「子育てスマイ
ルサポート券」を出生時に交付しています。「子育てニコニコ券」「子育て
ワクワク券」「子育てあんしん券」の3種類があり、2人目以降
のお子さんには、さらにボリュームアップ！利用できる店舗
などはホームページをご覧ください。 

　「子どもが急に病気になったけど、仕事は休め
ない…」、そんなときは、市内2か所の病児・病後
児保育施設で、看護師や保育士がお子さんを安
全にお預かりします。利用には事前登録が必要
ですので、実施施設までお問い合わせください。

対大東市内に住民票を有する満2歳までのお子さんのいるご家庭

対病気の急性期を過ぎ、医師が病児保育の利用が可能と判断した、生後6か月から小学3年生の児童
●利用できない症状＝①流行性角結膜炎、麻しんなどの感染力の強い疾患にり患している場合
　②感染性胃腸炎で嘔

おうと
吐の症状がある場合③ノロウイルス、ロタウイルスと診断された場合

子育て家庭を経済的に支援 
～だいとう子育てスマイルサポート事業～

病気のお子さんを保育 
～病児・病後児保育事業～

問ネウボランドだいとう☎874･2766、2767
　子ども室子ども政策グループ☎870･9662

気になるサービスがありましたら、
気軽にお問い合わせください。
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急病・救急のときは
休日や夜間に開設してい
る医療機関の情報や、受
診するか迷ったときの相
談窓口を掲載しています。

子育ての困ったを良かったに　　あなたのそばに支援サービス
子育ては楽しいものですが、悩みや不安、つまずきもいっぱいです。

一人で悩んでしまいそうなとき、
さまざまな支援サービスで皆さんの子育てをサポートします。

　子育て世代包括支援センター「ネウボラン
ドだいとう」に続く情報提供サービス第2弾と
して、昨年12月から子育て情報アプリ「Web
ランドダイトウ」の配信を開始しています。妊
娠から出産、就学期までの子育てに関する情
報を、スマートフォンなどを通じて受け取る
ことができるWebアプリです。

対満2歳以上の健康などに支障がない2号･3号認定児童
●送迎を行っている保育施設＝四条保育園、みのりこども園、
　若竹こども園、野崎保育所、北条保育所
￥0（午後6時以降の預かりには、日額300円（月額最大3千円）が必要です）
申利用希望月の前々月の末日までに子ども室保育幼稚園グループ☎870･0474

　JR住道駅近くにある「送迎保育ステーション」（末広町11-6　あ
すなろこども園分園内）では、お子さんが通う保育施設までの送迎
を行います。その他、保護者が迎えに来られるまでステーションで
お子さんをお預かりします。

スマートフォンアプリで子育て情報を発信
～子育てアプリ　Webランドダイトウ～

●ダウンロード方法＝スマートフォンで下記の二
次元コードを読み込んでいただくか、Appストア・
Playストアで「Webランドダイトウ」で検索して
ください。

【主な機能】

プッシュ通知
忘れがちな予防接種や健診
の日程、お子さんの年齢に
応じたお知らせやイベント
情報をプッシュ通知でお届
けします。

イベント情報
親子で参加できるイベン
トを掲載しています。開
催日や対象年齢で検索す
ることもできます。

子育て支援マップ
「遊具のある公園はど
こ？」「近くにおむつ替え
ができるところは？」な
ど、カテゴリや条件で施
設を検索することがで
き、地図も表示されます。

子育て支援サービス
子育てに関する手当や支援
サービスなど、知りたい情
報をすぐに表示できます。

予防接種・身長体重記録
お子さんの予防接種の受
診状況や、身長・体重の記
録ができます。

自宅から遠い保育所まで送迎
～駅前送迎保育ステーション事業～
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