各種相談窓口
市役所の子ども・子育て相談窓口
相談種別

ちとせ版ネウボラ

緊急サポートネットワーク事業

申込・問い合わせ先

対象年齢

援助活動時間

申込・問い合わせ先

利用負担額

1日 3人（利用予約制）

8:00～18:00
（日曜・祝日・年末年始は休み）
原則 連続7日以内
1日2,000円

対象年齢
利用期間

その他

こども家庭課 児童相談係

24-0935（直通）

市内に居住する１歳以上18歳未満の子ども
児童養護施設「天使の園」
北広島市中央４丁目5-7
011-372-8341
児童養護施設「北光社ふくじゅ園」 北広島市西の里南１丁目3-6
011-375-3237
・子どもが病気や負傷により治療が必要な場合など、
ご利用できない場合があります。
・施設までの送迎は、原則、申込者にお願いしています。

生活保護世帯

ー

その他の世帯
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１,１００円

満２歳以上

１,０００円

満２歳未満

５,３５０円

満２歳以上

２,75０円

こども家庭課

こども家庭課 児童相談係
24-0935（直通）

発達相談

発達について不安心配のある就学前の子どもの相談
月〜金曜日 9:00 〜 17:00

こども療育課 相談支援係
24-0353（直通）
ＦＡＸ 27-1113

hattatsusoudan@city.chitose.lg.jp

母子・父子
自立支援員

こども家庭課 こども家庭係
24-0328（直通）

女性相談

女性が抱える心配や悩み、配偶者からの暴力などに対する相談
月～金曜日９:00 ～ 17:00

女性相談員

市民生活課
相談専用

教育相談

学校生活、いじめ・不登校などについての相談
月〜木曜日 9:00 〜 16:00、金曜日 9:00 〜 15:00

教育相談電話

就学相談

障がいのある児童生徒の就学相談
月〜木曜日 9:00 〜 15:00、金曜日 9:00 〜 14:00

学校教育課

学校教育課特別支援教育係
24-0500（直通）
相談専用

青少年の非行問題や青少年の悩みなどに対する支援・助言
月〜金曜日 10:00 〜 17:00

青少年指導
センター

青少年課 青少年指導係
24-0862（直通）

青少年相談

市民生活係
24-0559

青少年課 生徒指導係
27-4707
相談専用

その他の相談窓口
●北海道千歳保健所
こころの健康相談～こころの健康に関する
本人や家族のさまざまな相談
•精神科医師による相談 毎月1回（予約制）
•保健師による相談
月～金曜日 8：45～17：30（随時） 23-3175

●子どもの人権110番

子どもの人権に関する相談
全国共通電話番号（フリーダイヤル） ０１２０-００７-１１０

●女性の人権ホットライン

女性の人権に関する相談
全国共通電話番号（ナビダイヤル）

0570-070-810

●北海道立教育研究所

子どもに関する相談全般
8：45～17：30
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。）
※虐待など緊急の場合はいつでもご相談ください。
011-631-0301

学校生活に関する相談
こども専用フリーダイヤル

●エンゼルキッズこども家庭支援センター

子どもの心身・発達障がいに関わる各種教育相談
受付 月～金曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く。）
011-612-5030
メールアドレス tokucensoudan@hokkaido-c.ed.jp

障がい福祉の相談
障がい福祉の各種相談、サービス利用の支援や調整を行います。

●千歳市障がい者総合支援センターCｈｉｐ（ちっぷ）

清水町４丁目１５－１ サンフラワーマンション1階
40-6323 FAX 40-6004
・ひとり親、養育者家庭は市民税非課税世帯に含まれます。
・年齢は、利用開始日での年齢となります。
・利用期間内にかかった医療費・交通費は自己負担となります。

こども発達相談室

母子家庭及び寡婦・父子家庭などの自立促進に向けた相談
月〜金曜日 8:45 〜 17:15

●千歳地域生活支援センター

料

満２歳未満

臨床心理士による面接相談
月２回（予約制）

障がい児通所サービス利用の支援を行います。

●千歳市指定障害児相談支援事業所
東雲町２丁目34 総合福祉センター３階
24-0130・24-0353

0120-3882-56

●北海道立特別支援教育センター

あなたの身近な相談相手
●民生委員児童委員・主任児童委員
●相談方法／電話相談、面接相談 ●対象年齢／特になし
●相談内容／子どもの心配ごとや家族のことなど
（妊娠中
の心配ごと、子育ての不安、親子関係、非行、虐待など）
●相談対応／相談者の立場になって親身に相談に応じ、
必要なサービスが受けられるよう、関係機関を紹介します。
※地区ごとに決められた民生委員児童委員・主任児童委員が相談を
受けますので、千歳市 保健福祉部 福祉課 総務係
24-0292（直通）
までお問い合わせください。

子育て
おでかけナビ

市民税
非課税世帯

子育てカウンセリング

東雲町１丁目11-１ しあわせサポートセンター内
27-2210 FAX 27-0050

1人あたりの日額
無

こども家庭課 児童相談係
24-0935（直通）

子育て便利帳

費用
子どもの年齢

家庭児童相談室

子どもや家庭のさまざまな相談 24時間・365日
社会福祉法人聖母会「天使の園」内 011-372-8341

原則７日以内（場合により延長可）

世帯区分

子どもについての相談全般
月〜金曜日 8:45 〜 17:15

困った時に

預かり先

子育て相談

子育て・
お手伝いします

申込・問い合わせ先

保護者の病気や出産などで、昼夜の養育ができない子どもを、
短期間、宿泊でお預かりします。

子育て総合支援センター
40-1727
相談電話

●北海道中央児童相談所

※生活保護受給・市民税非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は1,000円。
※給食費が別途かかります。

ショートステイ（子育て短期支援事業）

ちとせっこ
こどもセンター

学校に入ったら

利用期間

乳幼児から就学前の子どもの子育ての不安や悩みなど、子育てに関する相談
月〜土曜日 9:00 〜 17:00 来館相談・訪問相談（予約制）

はじめての
集団生活

利用時間

市内に居住する生後6か月～小学校3年生

千歳こどもデイケアルーム
北光２丁目１-９
（市立千歳市民病院敷地内）
予約専用ダイヤル
0120-415-821
受付時間 8：００～21：００
（原則として前日までに予約をお願いします。）

母子保健課 母子保健係
24-0771（直通）

母子保健課

子育て相談

母子・父子相談

（宿泊を伴わない場合） 7：30～18：00 1時間 1,000円
18：00～23：00 1時間 1,200円
（宿 泊 を 伴 う 場 合） ３歳未満 12,000円 ３歳以上 10,000円

病気中または病気の回復期で急変の可能性はないものの、集団保育が困難な子
どもを勤務の都合などによって家庭で保育できない保護者に代わり、病児・病後
児保育の専用施設「千歳こどもデイケアルーム」
で一時的にお預かりします。
定員

（NPO法人 北海道子育て支援ワーカーズ）
※事前の登録が必要です。

7：30～23：00（原則）

病児・病後児保育事業

対象年齢

011-632-5180

話

子ど も・子育て
支援新制度

料金

0歳～小学校6年生

こども緊急サポネット

妊婦・乳幼児から 18 歳のお子さんの、健康・育児に関する相談
保健師・助産師・栄養士などによる相談
月～金曜日 8:45 ～ 17:15

電

赤ちゃんが
生まれたら

共働き家庭や、
ひとり親の家庭において、
・急な残業などで、子どもの預け先が必要になったとき
・子どもの急な発病などで保育所に預けられなくなったとき
・親が急病などで、子どもを見てほしいとき
・急な出張で宿泊の預かりが必要になったとき など

相談窓口

妊娠がわかったら

仕事！ 入院！ 子どもの世話が…

相談の内容・時間など

［特集］子育て
するなら、千歳市

急な病気や事故などの困りごとの対応や、さまざまな相談窓口をあらかじめ
知っておくことは、子育てにはとてもだいじなことです。

ＩＮＤＥＸ

困った時に
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❶

反応を確認する

❻ 人工呼吸（息を口または口と鼻に吹き込む）
正常な呼吸（普段どおりの息）をしていなければ
人工呼吸を2回行います。
（省略可能）

反応がない場合には、
すぐに周囲の助けを呼び、
「１１９番の
通報」
と
「AEDの手配」
を頼んでください。

❸ 呼吸をみる

❼ 心肺蘇生法の実施
❹胸骨圧迫（心臓マッサージ）
３０回と❻人工呼吸（息を
口や口鼻に吹き込む）
２回の組み合わせを継続します。

消防署では、赤ちゃんを含む子どもに対する救命講習会を行っています。
大人と異なる心肺蘇生法や、AEDの使い方などを習得しましょう。

子育てサークルなどで活用できます。
日程などはご相談ください。

病気やケガなどの
電話相談
ちとせ健康・医療
相談ダイヤル２４

❽ AEDが到着したら
北海道小児
救急電話相談

市内に居住する方を対象に、
２４時間、看護師・保健
師・医師による電話相談を実施しています。
「子どもが
急に熱を出した」
「ケガの応急手当のしかた」
「夜泣き
がとまらない」
など、気軽にご相談ください。
●２４時間 年中無休・通話料相談料 無料
夜間の子どもの急な病気やケガなどの際に、看護師や
医師が症状に応じた適切な助言を行う道の事業です。
●毎日 １９：００～翌朝8：００
【事業に関する問い合わせ先】
北海道 保健福祉部 地域医療推進局
地域医療課 救急医療グループ
０１１-２３１-４１１１
（内線 ２５-３２６）

フリーダイヤル

0120-010-293

※Ｉ
Ｐ電話などから
（通話料有料）の相談は

03-3839-5604

いーこ

きゅう きゅう

011-232-1599

または

※プッシュ回線や携帯電話からは

短縮ダイヤル #８０００

緊急時の連絡先
市民カレンダー、市のホームページで確認できます。

救急当番医

北海道救急医療・広域災害情報システム
（北海道事業）
※医療機関情報、夜間・休日当番医情報などを検索できます。

http://www.qq.pref.hokkaido.jp

火災・
救急当番案内

24-6161

フリーダイヤル

0120-20-8699

※携帯電話・PHSからは

011-221-8699

子育て
おでかけナビ

AEDに
「小児用パッド
（小児用モード）」が備わっている場
合は、
０歳の赤ちゃんを含めた未就学児に使います。
「小
児用パッド」
も
「小児用モード」の機能もない場合は、成人
用のパッドを使用してください。パッドを貼る位置は、パッ
ドに表示されています。音声メッセージにしたがって操作
してください。
心 電 図 を 解 析し て 、電 気
ショックを与える必要があれ
ば1回与えた後、ただちに胸
骨圧迫と人工呼吸（2分間で
5サイクル）
を再開します。電
気ショックを与える必要がな
い場合には、
ただちに胸骨圧
迫と人工呼吸（2分間で5サ
イクル）
を再開してください。

これらの電話相談は、家庭での一般的対処に関する助言、
アドバイスを行うもので
あり、電話による診断・治療はできませんので、あらかじめご了承ください。

子育て便利帳
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00

●小児向け救命講習会（団体）

消防署 救急指令課 救急係 ２３-３０６２
（内線３５１）

困った時に

1歳以上の子どもの場合
胸骨の下半分（目安は胸の真ん中）
を圧 迫します 。
「１分 間に1 0 0 ～
120回のテンポで胸の厚みが1/3
沈み込む程度、十分に強く、速く、
絶え間なく圧迫し続けます。」子ど
もの体格に合わせて、両手
でも片手でもかまいませ
ん。
（圧迫が弱いと、効果が
得られません。）

1歳以上16歳未満の子どもの
場合
鼻をつまんで口をおおい、1回1
秒かけて、胸が軽く上がる程度
2回息を吹き込みます。

赤ちゃん・子ども対応の
救命講習会

申込・問い合わせ先

子育て・
お手伝いします

0歳の赤ちゃんの場合
左右の乳頭を結ぶ線の少し足側を、
2本指で押します。
「1分間に100～
120回のテンポで、
胸の厚みが1/3
沈み込む程度、
十分に強く、
速く、
絶
え間なく圧迫し続けます。
」

いざというときのために

顔を上に向け頭を下げ、人差し指と中
指で胸の真ん中を上に向けて数回強
く圧迫します。

学校に入ったら

❹ 胸骨圧迫（心臓マッサージ）

0歳の赤ちゃんの場合
赤ちゃんの口と鼻を自分の口で
おおい、1回1秒かけて、胸が上
がるのが見えるまで2回息を吹
き込みます。口と鼻を同時にお
おえないときには、通常の口と
口による人工呼吸を行います。

【胸部突き上げ法】

はじめての
集団生活

胸と腹部の動き
（呼吸をするたびに上がったり、下がった
りする）を１０秒以内でみます。胸と腹部が動いていなけ
れば、
「呼吸が止まっている」
と判
断します。また、約１０秒かけ
ても判断に迷う場合は、
「呼
吸がないもの」
として対応し
ます。正常な呼吸をしている
場合には、救急車が来るま
で様子を見守ります。

※乳児には、背後から腕をまわし上腹部
と胸を圧迫する
「腹部突き上げ法」は
行いません。

片腕の上に乳児をうつぶせに乗せ、手
のひらで乳児の頭を支え頭を低くしま
す。そして片方の手のひらの付け根で、
背中の真ん中を数回強くたたきます。

子ど も・子育て
支援新制度

（「小児用AED」
は、
０歳の赤ちゃんを含めた未就学児に使用できます。）

●反応がある場合は、口の中の異物を
調べながら、背部叩打法と胸部突き
上げ法を併用します。
●反応が無い場合は、心肺蘇生法の手
順を開始してください。

【背部叩打法】

赤ちゃんが
生まれたら

❷ 大声で叫び応援を呼ぶ

子どもの場合は、呼吸が悪くなり、心停止になることが多
いため、胸骨圧迫に人工呼吸も合わせた心肺蘇生ができ
るようになることが望ましいと考えられます。

赤ちゃんに多い誤飲の処置

妊娠がわかったら

刺激を与え、反応があるかどうか確認し
ます。
０歳の赤ちゃんの場合には、足の裏
をたたいて刺激することも有効です。

片手で額を押さえながら、もう
一方の手の指先をあご先の骨
の上に、人差し指と中指の2本
指を当て、持ち上げます。

気管にものが詰まった恐れがあるとき

［特集］子育て
するなら、千歳市

子どもの心肺蘇生法

❺ 気道の確保

ＩＮＤＥＸ

知っておきたい応急処置
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気づいていますか？子どものSOS
保護者や同居人による子どもへの虐待の相談対応件数が増え続けています。
子どもは自分から
「助けて」
とは言えません。子どもへの虐待は、特別な家庭の
問題ではありません。
どの家庭でも起きうる問題です。
「虐待」
は、子どもの健や
かな成長や人格形成に重大な影響を与えるだけでなく、次の世代にも虐待を
起こすおそれがあります。

問い合わせ先
こども家庭課 児童相談係

24-0935（直通）

「もしかして虐待？
！」と思ったら、迷わず相談・通報してください。
●虐待の種類

身体的虐待

ネグレクト（養育の怠慢・拒否）

●殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる
●逆さづりにする
●やけどをさせる
●戸外に締め出す
●冷たいシャワーを浴びせる
●激しくゆさぶる

●十分な食事を与えない
●身体や環境を不潔なままにする
●病気やけがをしても通院しない
●家に閉じ込める、通学させない
●乳幼児を家に残して外出したり、車の中に放置する
●保護者以外の同居人による虐待を放置している

性的虐待

心理的虐待

●子どもにわいせつな行為をする

●暴言を浴びせる
●無視したり、拒否的な態度をとり続ける
●子どもの心を傷つけることを言う
●他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
●子どもの自尊心を傷つける
●子どもの面前で配偶者などにDV（暴力・暴言・無視）をする

●子どもに性的行為を強要する
●子どもに性器や性交を見せる
●子どもの性器を触る
●ポルノグラフィの被写体にする

これって
「しつけ」
とは、子どもに社会のルールや生活習慣を身につけるよう働きかけ、
自立させるために行う
「しつけ？」 家庭内での教育のことです。保護者が「しつけのつもり」でも、それが子どもの心や身体を傷つけるも
「虐待？」
のであれば、
「虐待」
です。
どのような理由があっても、
それらの行為が正当化されることはありません。

●児童虐待についての主な連絡先
名称

家庭児童相談室
北海道中央児童相談所
千歳警察署
児童相談所

所在地
〒 066-8686 千歳市東雲町 2 丁目 34

電
こども家庭課 児童相談係

〒 064-8564 札幌市中央区円山西町 2 丁目 1-1

話

24-0935（直通）
011-631-0301

〒 066-0042 千歳市東雲町 5 丁目 61

42-0110

全国共通ダイヤル 全国どこからでも最寄りの児童相談所につながります。

189（いちはやく）

☆相談・通報した人のプライバシーは守られます。匿名でも構いません。
☆虐待かどうか迷う場合でも、ためらわずにご連絡ください。通報者が責任を問われることはありません。

●千歳市要保護児童地域ネットワーク協議会とは？
虐待を受けている子どもや支援を必要としている家庭を早期発見し、適切な
保護や支援を図るために、
児童福祉法に基づき平成17年から設置しています。
協議会は、児童相談所、保健所、警察署、民生委員児童委員、認定こども園、
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、医療機関などの子どもに関係する
機関で構成されており、連携した支援を行っています。

38

問い合わせ先
こども家庭課 児童相談係

24-0935（直通）

