○子育て支援施設（各種サ―ビス）
※幼児教育の無償化に伴い、サービスによっては料金が異なる場合があります。詳しくは施設にお問い合わせください。

子育て子育ち総合支援館

子ども政策課

（かすがいげんきっ子センター）

● 母子・父子自立相談

子育てを総合的にサポートし、安心して自由に遊べる場を提供し

母子・父子自立相談員が、ひとり親家庭及び寡婦を対象に、

ています。

自立に必要な情報提供、職業能力の向上及び求職活動に関する

ところ／勝川駅南口ビル２階（勝川町８－１３）

支援を行います。

● 自由来館

ところ／市役所２階

とき／午前９時～午後６時（児童の部屋は、午前９時～正午と午後

とき／月曜～金曜日午前９時～午後 5 時（祝休日、年末

１時から午後５時）

年始を除く）

対象／１８歳未満（未就学児は保護者同伴）

電話／０５６８－８５－６２０８

休館日／月曜日（月曜日が祝休日の場合はその直後の祝休日でない

● 児童虐待防止相談

日）
、年末年始

児童虐待に関する相談を行います。

電話／０５６８－３５－３５０１

ところ／市役所２階

● 一時預かり

とき／月曜～金曜日午前８時３０分～午後 5 時（祝休日、年末

就労等で家庭での保育が困難なとき、保護者がリフレッシュした

年始を除く）

いときなどに一時的に児童を預かります。

電話／０５６８－８５－６２２９

とき／午前７時３０分～午後７時

※児童虐待防止ホットライン（通告専用、24 時間受付）

対象／市内居住の６か月児から就学前までの児童
料金／半日 1,500 円、１日 3,000 円
（給食代 300 円が別途必要）

電話／０５６８－８５－６４８７

● 乳幼児健康相談
保健師・歯科衛生士が、乳幼児の発育・発達・育児などの相談を

休館日／年末年始

行います。

電話／０５６８－３５－３５０１

ところ／市役所２階

● 育児相談

とき／月曜～金曜日午前８時３０分～午後 5 時（祝休日、年末

保育士が子育てについての面接・電話相談を行います。
とき／自由来館開館日の午前９時～午後６時

年始を除く）
電話／０５６８－８５－６１７０

電話／０５６８－３５－３１９２

● ファミリー・サポート・センター
子育ての支援をしてほしい人と子育ての援助をしたい人が
会員となり、相互援助活動を行う有償ボランティア組織です。会員
になるには、講習会の受講が必要です。

子育て支援センター
子育て中の親子の交流の場です。子育てについてのアドバイス

対象／６か月児から小学校６年生までの児童とその保護者

や、子育てサークルの支援活動も行っています。

料金（1 時間）／午前７時～午後７時 700 円、左記以外の時間及

○ 春日井市子育て支援センター

び土、日、祝日 ８００円
問合せ／自由来館開館日の午前 9 時～午後 7 時に、ファミリー・
サポート・センター（☎０５６８－３５－３５１６）へ

ところ／上八田保育園内（八田町２－１３－６）
とき／午前９時～正午、午後１時～午後４時
対象／未就学児とその保護者
休館日／土曜・日曜日、祝休日、年末年始
電話／０５６８－８５－８８２４

○ 神屋子育て支援センター
ところ／神屋保育園内（神屋町２０２２－３）
とき／午前９時～午後 3 時 30 分（子育て相談は午後４時まで）
対象／未就学児とその保護者
休館日／土曜・日曜日、祝休日、４月初旬、８月中旬、３月下旬、
年末年始
電話／０５６８－８８－８３３３

東部子育てセンター
子育て家庭の交流の場や、子育て相談、一時預かりなどを実施

交通児童遊園
交通ルールを身に付けたり、遊びを通して児童の健康増進や

しています。

情操を豊かにするための遊び場を提供します。

ところ／サンマルシェ・アピタ館地下１階（中央台２－５）接面

ところ／弥生町 2－70

道路からは地上２階

とき／午前 9 時～午後 6 時（一部 午後４時３０分まで）

とき／午前１０時～午後４時

対象／１８歳未満（未就学児は保護者同伴）

対象／概ね３歳未満の児童とその保護者

休館日／月曜日（月曜日が祝休日の場合は、その直後の祝休日でな

休館日／日曜日、祝休日、年末年始、サンマルシェ休業日
※第一日曜日は、つどいの広場のみ実施

い日）
、年末年始
電話／０５６８－８１－１３０１

● 一時預かり
急な用事やリフレッシュしたいときに、一時的に児童を預かり
ます。
とき／午前７時３０分～午後７時
対象／市内居住の６か月児から就学前までの児童
料金（１回）／半日 1,500 円、１日 3,000 円

グルッポふじとう児童館
旧藤山台東小学校施設をリノベーションして図書館・カフェを併
設した複合施設「グルッポふじとう」の中にある児童館です。児童

１時間 500 円（上限 3,000 円）

図書コーナーが隣接しています。

（給食代別途 300 円必要）

ところ／藤山台１－１

電話／０５６８－９２－７７５７（午前９時～午後５時）

とき／乳幼児：午前９時～午後３時、小学生：午前 9 時～午後５
時、中学生：午前９時～午後６時
対象／１８歳未満（未就学児は保護者同伴）
休館日／月曜日（月曜日が祝休日の場合は、その直後の祝休日でな
い日）
、年末年始
電話／０５６８－３７－４９２６

児童センター
遊びを中心とした幅広い活動の機会を提供し、児童の体力の
増進と豊かな心身の発達を図ります。
ところ／総合福祉センター内（浅山町１－2－６１）
とき／午前 9 時３０分～午後４時３０分

その他の施設
● 病後児保育（委託事業）
市内在住で、病気（風邪や喘息、水ぼうそうやおたふくかぜなど

休館日／月曜日、年末年始

の感染症、骨折などの外科疾患など）回復期にあることから集団保

対象／１８歳未満（未就学児は保護者同伴）

育が困難で、かつ、保護者が就労等の都合により家庭において保育

電話／０５６８－8７－６８６６

を行うことが困難な児童（保育園等に通園中であり、概ね６か月か

● ことばの教室

ら小学校３年生まで）を預かります。

ことばの発達等に問題や不安を抱えるお子さんの指導や相談

※委託施設については、変更となる可能性があります。

に応じます。

○ くまい医院

対象／市内に在住し、
ことばの発達等に問題や不安を抱える３歳

ところ／妙慶町１４８－１

から小学６年生までの児童

電話／０５６８－３６－２２２６

（保護者同伴）

○

かめざわクリニック

定員／登録制（申し込みは児童センターへ）

ところ／東野町１－１－１３

とき／火曜～土曜日午前８時３５分～午後４時４５分

電話／０８０－２６１８－８５６８

（日、月、祝休日、年末年始を除く）
電話／０５６８－８７－６８６６

とき／月曜～金曜日午前８時３０分～午後５時
土曜日午前８時３０分～午後１時（祝休日、年末年始を
除く）
対象／６か月児～小学３年生
料金（１日）／２,０00 円（給食代、おやつ代は別途必要）

保育園・認定こども園・小規模保育園
● 特定保育
毎週２・３日程度児童を預かる保育です。

● 一時保育
急な用事やリフレッシュしたいときに、一時的に児童を預か
ります。

○ 高座保育園

○ 天使みつばち保育園

ところ／高蔵寺町北３－６－３

ところ／朝宮町２－１０－２

対象／６か月児～就学前

対象／生後５７日目～就学前

電話／０５６８－５１－２６０５

電話／０５６８－３５－５０１０
※今後事業内容が変更になる場合があります。

○ 白山保育園
ところ／味美白山町２－３－２

● 休日保育
休日（日曜日、祝休日）に児童を預かる保育です。

対象／１歳児～就学前
電話／０５６８－３１－６６２２

○ さくら保育園
ところ／出川町８－６－１

○ 神屋保育園

対象／公私立保育園・認定こども園・小規模保育園に入園中の児童

ところ／神屋町２０２２－３

電話／０５６８－５２－６００６

対象／６か月児～就学前
電話／０５６８－８８－８７３９

○ あさひがおかこども園
ところ／田楽町１５５０

○ 天使みつばち保育園

対象／公私立保育園・認定こども園・小規模保育園に入園中の児童

ところ／朝宮町２－１０－１２

電話／０５６８－８１－８５６４

対象／生後５７日目～就学前
電話／０５６８－３５－５０１０

● 園庭開放
育児についての不安や悩みの解消と、児童の成長を応援
していくために、園庭やホールを開放します。
○ 公立保育園全園
とき／第２・第４木曜日午前９時半～11 時半（祝休日、年
末年始を除く）
対象／未就園児とその保護者
電話／各保育園へ

○ さくら保育園
ところ／出川町８－６－１
対象／６か月児～就学前
電話／０５６８－５２－６００６

○ あさひがおかこども園
ところ／田楽町 1550
対象／６か月児～就学前

● 育児相談
保育士が子育てについて面接・電話相談を行います。
○ 市内全保育園

電話／０５６８－8１－８５６４

とき／月曜～金曜日午前９時３０分～午後４時（祝休日、
年末年始を除く）
対象／未就学児の保護者
電話／各保育園へ

ところ／小野町４－２－２４

○

はぐくみ保育園

対象／６か月児～就学前
電話／０５６８－９０－８９９３
〇 神領すまいる保育園
ところ／神領町１－６－12
対象／６か月児～就学前
電話／０５６８－８６－０９１５
とき／午前８時３０分～午後４時
休園日／土曜日午後、日曜日、祝休日、年末年始
料金（１回）／1,000 円～2,500 円（給食代を含む）

