
『支援の必要な子どもの関係機関』（資料２）

令和４年６月更新

機関名 事業名など 職　種 主な内容 連絡先など

子育て利用者支援事業
(こそだてこっこ)

保育士
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

妊娠中の方と子育て中の保護者への子どもや子育てに関わる相談や
情報提供

ピーチルーム（一時預かり） 保育士

6か月から小学校入学前までの子どもの一時預かりを実施

一時間単位で、最長4時間まで
利用料金は1時間500円

利用には事前登録が必要です

産前産後ヘルパー事業
（ベビママすまいる）

助産師・ヘルパー等
（委託）

母子手帳交付後から出産後4ヶ月以内の妊産婦への家事・育児支援

支援内容、利用日、利用料等、詳しいことはお電話ください

ファミリー・サポート・セン
ター事業

保育士

子育ての援助を受けたい人（2か月から小学校6年生までの子）と、
子育ての援助を行いたい人が会員になり、地域で助け合う相互援助
活動

利用日、利用料、報酬について等、詳しいことは、お電話ください

河内長野市本町２４－１
ノバティながの北館５階
（支援ゾーン）

TEL 0721-50-4670
毎日（水曜日を除く）
10：00～17：30

家庭児童相談事業 心理相談員

０歳から１８歳（高校卒業まで）の子どもや家庭に関わる問題や悩
みの相談
（例）発達や行動上の問題、不登校、友達関係のトラブル、親子関
係の葛藤、虐待等

河内長野市本町２４－１
ノバティながの北館５階
（相談ゾーン）

TEL 0721-50-4671
月～金（祝日を除く）
10：00～17：30

子ども・子育て
総合センター

あいっく

幼児健全発達支援事業
保育士・保健師

心理相談員

河内長野市本町２４－１
ノバティながの北館５階
（相談ソーン）

TEL 0721-50-4671
月～金（祝日を除く）
10：00～17：30

河内長野市本町２４－１
ノバティながの北館５階
（支援ゾーン）

TEL 0721-50-4664
毎日（水曜日を除く）
10：00～17：30

０歳から小学校入学前までの子どもの発達に関わる相談
（例）言葉が遅い、落ち着きがない、人見知りが強い、集団になじ
みにくい等

しょうとく園の入園申込み窓口

「いち・に・のジャンプ！」教室
1歳7か月～就園まで（未就園児対象）

園訪問相談支援

サポートブックはーとの会

※子ども・子育て総合センターあいっくでは総合相談もしておりますので、「何をどこに聞いていいのか分からない」などの場合はあいっく内にあります「こそだてこっこ」までご連絡ください。
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乳幼児健康診査（集団分）

医師・歯科医師
保健師・歯科衛生士
管理栄養士・保育士

心理相談員・言語聴覚士
視能訓練士

（※健診により異なります）

４か月、１歳７か月、２歳６か月、３歳６か月児を対象に、健康診
査を行います。身体計測、内科診察（２歳６か月児健診以外）、歯
科診察（１歳７か月児健診以降）、こころの発達の相談や育児相
談、食事、歯みがきなどの相談もできます。２歳６か月児健診では
むし歯菌の検査、歯のフッ素塗布、３歳６か月児健診では、視力・
聴力検査、尿検査も行います。

マタニティあんしん相談
保健師・助産師

妊娠・出産・子育てに関する相談。
妊娠中の人から出産後までの人が対象です。

乳幼児の育児相談
保健師・栄養士

歯科衛生士

身体の発育・発達に関する相談、離乳食・幼児食・偏食に関する相
談、歯みがき、むし歯予防などに関する相談。
小学校入学前までのお子さんが対象です。

ことば相談 保健師・言語聴覚士
ことば・発音・吃音などに関する相談。（予約制）
小学校入学前のお子さんが対象です。

のびのびクリニック 保健師・医師
出生体重が2,500g未満のお子さんを対象にした医師の診察・育児相
談です。
小学校入学前までのお子さんが対象です。

のびのび相談

保健師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

身体の発達や遊び方・離乳食の食べさせ方・飲み込みなどに関する
相談。
出生体重が2,500g未満で小学校入学前までのお子さんが対象です。

専門クリニック
（小児整形・発達）

保健師・医師
寝返りをしない、よく転ぶなどの運動発達や、こころの発達で気に
なることのある乳幼児を対象とした相談です。（予約制）
小学校入学前のお子さんが対象です。

発達相談
保健師

心理相談員

ことばの遅れや行動面で気になる幼児に関する相談です。（予約
制）
おおむね１歳から小学校入学前のお子さんが対象です。

河内長野市立保健センター

河内長野市木戸東町２－１

TEL　0721-55-0301
FAX　0721-55-0394
月～金（祝日を除く）
9：00～17：30

※子ども・子育て総合センターあいっくでは総合相談もしておりますので、「何をどこに聞いていいのか分からない」などの場合はあいっく内にあります「こそだてこっこ」までご連絡ください。
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市内各保育所（園）
認定こども園

幼稚園
育児相談事業

保育士
幼稚園教諭

栄養士
看護師

子育てに困ったときなどは最寄の保育所（園）までお気軽にご相談
ください。

各保育所（園）、幼稚園・認定こども
園
市ホームページに掲載

あいっく発刊
「いっしょにあ・そ・ぼ」に掲載

児童虐待についての相談
児童虐待についての相談
「虐待かも？」と不安を抱いたらご連絡ください。

保育所・保育園・認定こども
園の入所（入園）に関するこ
と

保育所・保育園・認定こども園の入所（入園）に関すること

ひとり親家庭の相談

ひとり親家庭の相談
ひとり親家庭の自立支援の相談に応じます。
母子・父子家庭の父母や、離婚を具体的に考えている方（子を養育
する方に限る）

河内長野市
障がい福祉課

障がい者総合相談

保健師
介護福祉士

精神保健福祉士
手話通訳者

手帳等の申請を行いたいとき、義肢や車いすなどの補装具が必要な
とき、福祉サービスや施設を利用したいとき、また日常生活や社会
活動で困っているなど、障がい児者の様々な相談に応じます。

河内長野市原町一丁目１番１号

TEL　 0721-53-1111
FAX　0721-52-4920
月～金（祝日を除く）
9：00～17：30

河内長野市
教育指導課

河内長野市原町一丁目1番1号
　
TEL   ０７２１－５３－１１１１
FAX　０７２１－５３－１１９８
月～金（祝日を除く）
9：00～17：30

支援教育総合センター
りんく

河内長野市西代町１４−１
河内長野市立長野小学校内

TEL　０８０－１４７２－５７１０
火・金（祝日を除く）
10:００～15:45

河内長野市
地域教育推進課

放課後児童会入会相談 ・放課後児童会の入会に関すること

河内長野市昭栄町7番1号（市民交流セ
ンター3階）

TEL　０７２１－５４－０００５
月～金（祝日を除く）

河内長野市
子ども子育て課

河内長野市原町一丁目１番１号

TEL　0721-53-1111
月～金（祝日を除く）
9：00～17：30

各種相談事業

就学相談担当指導主事
言語聴覚士
臨床心理士

小中学校教員

【就学相談】
　市内の小学校に就学予定の子どもの就学に関すること
　(例)言語面や行動面、対人関係が気になる、小学校での支援につい
て
※教育委員会指導主事や市内支援教育リーディングスタッフが電話
相談や園訪問、面談をします。
【通級相談会】
　市内の小中学校に通う児童生徒で通級を希望される保護者、子ど
もの相談   ※市内の通級指導教室担当者と教育委員会指導主事が面
談をします。
【巡回相談】
　市内の小中学校に通う児童生徒の発達に関する相談
※学識者と支援教育総合支援センター「りんく」のスタッフが巡回
します。
【進路相談】
　市内の小中学校に通う６年生、中学校３年生の進路に関する相談

※子ども・子育て総合センターあいっくでは総合相談もしておりますので、「何をどこに聞いていいのか分からない」などの場合はあいっく内にあります「こそだてこっこ」までご連絡ください。
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大阪府立藤井寺支援学校 小学部・中学部・高等部
教員

看護師

・肢体不自由のある児童・生徒（６歳～１８歳）の教育機関
・学校見学（年3回実施）
・就学相談
・地域教育相談活動≪※窓口は市教育指導課≫
（障がいのある幼児・児童・生徒の支援について悩んでいること、
　困っていること）
・教材・教具の相談

藤井寺市川北2丁目5番23号

TEL   072－973－1313
FAX   072－973－2853
月～金（祝日を除く）
8：30～17：00

大阪府立富田林支援学校 小学部・中学部・高等部 教員

・知的障がいのある児童・生徒（６歳～１８歳）の教育機関
・学校見学（小中高 各学部年3回）
・就学相談
・地域教育相談活動≪※窓口は市教育指導課≫
（障がいのある幼児・児童・生徒の支援について悩んでいること、
　困っていることなど）
・教材・教具の相談

富田林市大字甘南備216番地

TEL  0721-34-1675
FAX  0721-34-1677
月～金（祝日を除く）
8：30～17：00

慢性疾患児、身体障がい児に
関する相談・交流会

保健師
事務等

※相談内容によって
多職種が対応

①医療費助成の申請受付：小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象
は18歳未満の児童ですが、18歳到達時点で引き続き治療が必要と
認められる場合は、20歳の誕生日の前日まで継続申請ができます。

②保健師による相談：電話・面談・訪問により、療育生活などにつ
いての相談を行っています。

③療育相談：医師(小児神経科)、心理発達相談員、理学療法士、言語
聴覚士等専門職が発育・発達・療育・在宅療養についての総合的な
相談を行っています。予約制になります。

④在宅専門相談：外出が困難なお子様へは、専門職が訪問によりご
相談に応じています。

⑤学習交流会：個別に郵送にて案内をお送りしています。

大阪府富田林市寿町3-1-35

TEL 0721-23-2684(医療費助成の
申請)
TEL 0721-23-2683(慢性疾患児、
身体障がい児に関する相談)
FAX 0721-24-7940

月～金（土日、年末年始、祝祭日は除
く）
９：００～１７：４５

こころの健康相談
保健師

精神保健福祉相談員
医師

統合失調症、うつ病、神経症、アルコール依存症、薬物依存症、ひ
きこもりや母子の精神障がいに関すること等、こころの健康につい
て精神保健福祉相談員や保健師が、ご本人や家族等からの相談に応
じています。また、精神科医による相談も受けることができます。
相談については事前に予約が必要ですので、詳しくはお問い合わせ
ください。

大阪府富田林市寿町3-1-35

TEL 0721-23-2684
(こころの健康相談)
FAX 0721-24-7940

月～金（土日、年末年始、祝祭日は除
く）
９：００～１７：45

大阪府
富田林保健所

※子ども・子育て総合センターあいっくでは総合相談もしておりますので、「何をどこに聞いていいのか分からない」などの場合はあいっく内にあります「こそだてこっこ」までご連絡ください。
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大阪府富田林
子ども家庭センター

18歳未満の子どもに関わる相談
（子どもの発達や障がいについての相談、非行の相談、施設入所の
相談など）

大阪府富田林寿町2丁目6番1号
（大阪府南河内府民センタービル内）

TEL  0721-25-1131
９：00～17：45
（土、日、祝日を除く）

河内長野市民生委員
児童委員協議会

生活上の心配ごとや困りごと,  医療や介護, 子どもや子育てに関する
支援への「つなぎ役」

河内長野市喜多町６６３－１
（ 社会福祉協議会 内 ）

TEL　0721-65-0133
FAX　0721-65-0143
月～金（祝日を除く）
9：00～17：30

訪問看護ステーション
訪問看護
訪問リハビリ

看護師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

精神保健福祉士

0歳からを対象に医師の指示の元、定期的に看護師や理学療法士・作
業療法士・言語聴覚士・精神保健福祉士が自宅に訪問します（医療
処置・入浴支援・服薬管理・リハビリなど）。

別紙一覧参照

こども発達支援センター
mum

個別療育

自閉症スペクトラム（自閉症・広汎性発達障がい、アスペルガー症
候群等）の診断、または上記の疑いがあり、発達のサポートが必要
な小学４年生までのこどもが対象。
保護者と一緒に通所してもらい、個別の専門療育プログラムを提
供。

河内長野市中片添町１１番９号

TEL　0721-55-2272
FAX　0721-55-2276
月～金（祝日を除く）
10：00～17：00

相談支援事業所 相談支援
社会福祉士

精神保健福祉士
相談支援専門員等

障がいのある方やご家族などからの相談や障がい福祉サービス等の
情報提供など
（例）
子どもの使えるサービス・社会資源などについて
ヘルパーを利用したい
障がい児支援利用計画の作成、サービス等利用計画の作成について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

委託相談支援事業所
市内４ヶ所

別紙一覧参照

※子ども・子育て総合センターあいっくでは総合相談もしておりますので、「何をどこに聞いていいのか分からない」などの場合はあいっく内にあります「こそだてこっこ」までご連絡ください。


