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いつでも
持ち歩ける
利便性  

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

千歳市 子育てガイド が
 電 子 書 籍 に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら

わが街事典　電子書籍アプリ 検 索

　子どもの成長は、ご家族にとって、地域にとって、そして社会全体にとって

大きな喜びです。

　千歳市は「子育てするなら、千歳市」をコンセプトとして、妊娠・出産から

子育てまで切れ目のない支援を行っており、子育てに関わるご家族の方々

が安心して子育てできるよう取り組んでおります。

　この子育てガイドは、支援や取り組みをまとめたものです。

　この冊子により、子育てに関わるご家族の方々が、安心して楽しく子育て

でき、幸せを実感できる一助になれば幸いです。

　子どもを温かく包んでいる幸せそうな家族の姿を、
緑豊かな千歳市のイメージと丸みのあるデザインで
表現しています。

ロゴマークについて

※新型コロナウイルスの影響等により、内容が変更となる場合がございます。
　詳しい内容については、担当までご連絡いただきご確認ください。
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1　はじめに
4　子育てガイド早見表

出生届／こんにちは赤ちゃん訪問／未熟児訪問／
こどもネウボラ／乳幼児訪問／産後ケア
ママさん教室／先天性股関節脱臼検診／
4か月児健診／10か月児健診／1歳6か月児健診／
3歳児健診／5歳児相談／フッ化物塗布と歯科相談
健康相談／健康づくり教室／さわやか健診・
がん検診など／ちとせ版ネウボラ
～「妊婦ネウボラ」「こどもネウボラ」として～

25

26

27

体験パパクラブ／子育て総合支援センター休日開館／
パパ・ママ講座／子育てスキルアップ講座
定期予防接種
任意予防接種
子どもの発達相談／巡回支援事業　こども相談／
発達支援・早期療育／児童発達支援事業所一覧
児童手当／未熟児の養育医療給付制度／
子どもの医療費助成
児童扶養手当／ひとり親家庭などの医療費助成／
その他の母子・父子福祉事業／特別児童扶養手当／
重度心身障がい者の医療費助成
自立支援医療（精神通院医療）制度／
自立支援医療（育成医療）制度／
軽度・中等度難聴児　補聴器購入費等助成事業
療育手帳／身体障害者手帳／精神障害者保健福祉手帳

28

29
30
32

33

34

35

36

認定こども園
認可保育所
小規模保育
事業所内保育／夜間保育所／民間認可外保育所／
事業所内保育所
企業主導型保育所／市立認可外保育所
幼稚園

41
42
43
44

45
46

認定区分フローチャート
幼児教育・保育の無償化について

38
40

母子健康手帳／妊婦訪問・電話相談／妊婦ネウボラ／
妊婦一般健康診査・超音波検査受診票の交付／
道外医療機関における妊婦健診費などの助成
産婦健康診査受診票の交付／
新生児聴覚検査受診票の交付
わくわくママクラブ／体験パパクラブ／
パパの育児基礎講座
助産制度／妊産婦への医療費助成／
不妊治療費・不育症治療費の助成

22

23

24

   8　ちとせ版ネウボラを利用しよう！
10　つどいの広場／千歳市立図書館
12　子育ての不安や悩みは、子育てコンシェルジュへ
14　千歳市に転入されたみなさまへ
16　おでかけスポット
18　千歳市のイベントカレンダー
20　千歳市子育て情報ツール

特集
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緊急サポートネットワーク事業／
病児・病後児保育事業／ショートステイ
各種相談窓口／その他の相談窓口
障がい福祉の相談

55

56
57

病気やケガなどの電話相談／緊急時の連絡先
子どもの命を救うための講座／
気管にものが詰まった恐れがあるとき
知っておきたい応急処置／
気づいていますか？子どものSOS

58
59

60
61

病院／診療所
急病センター／歯科診療所

62
64

小学校／中学校／就学時健康診断／入学通知書／
新入学者学校説明会／指定校の変更などについて
就学援助／転校について／特別支援学級／
通級指導教室／親子ふれあい交流事業
小学校の長期休業期間のみ利用する学童クラブ／
学童クラブ・児童館一覧／児童館の「中高生タイム」

47

48

49

ちとせっこセンター／げんきっこセンター／
つどいの広場／あそびの広場／子育て塾／
センターの休日開館
アリス子育て支援センター／
児童館の子育て支援センター
市内子育て支援センター一覧
ファミリー・サポート・センター事業／
一時預かり事業／
シルバー人材センターの育児・家事援助サービス／
家庭教育セミナー／子育てスキルアップ講座
地域子育てサロン／人形劇・読み聞かせ／
子育てサークル

50

51

52
53

54
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妊娠 出産 3か月 6か月 8か月 10か月 12か月 14か月

保育施設の利用P37

ちとせ版ネウボラP8

子育てコンシェルジュP12

母子健康手帳の交付 P22

妊婦訪問・電話相談 P22

産婦健診・新生児聴覚検診 
P22

妊婦一般健診・超音波検査
受診票の交付 P22

出生届(出産から14日以内) P25

こんにちは赤ちゃん訪問 P25

乳幼児訪問 P25

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業(年1回) P27

子どもの医療費助成 P33

児童手当(中学校卒業まで)などの手続きP33

ヒブ・肺炎球菌 P29

B型肝炎 P30

先天性股関節脱臼検診 P26

ロタウイルスP29

四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)予防接種 P29

フッ化物塗布と歯科相談 P26

麻しん風しん予防接種(MR)1期 P30

水痘（水ぼうそう）P30

BCG予防接種 P30

4か月児健診 P26 10か月児健診 P26

子育てについて知りたいことや困りごと、悩みごと。
そんな時はこの早見表を活用ください。子育てについて知りたい。

子どもは何歳ですか？

赤ちゃんが生まれたあと
の手続きが知りたい

千歳の保育所・幼稚園
を知りたい

緊急で子どもの面倒を
みてほしい

妊娠について知りたいことは？

まだ生まれてない
未就学児の子育てについて知りたいことは？

0～6歳

出生届、こんにちは赤ちゃん
訪問　など

認定こども園、保育所、幼稚園　など 緊急サポートネットワーク事業、
病児・病後児保育事業　など

≫P25

予防接種について知りたい
定期予防接種、指定医療機関
一覧　など

≫P29

≫P55≫P41

不妊治療について知りたい
不妊治療費・不育症治療費の助成 ≫P24

出産前はどんな準備が必要？
母子健康手帳、妊婦一般健康診査
受診票の交付　など

≫P22

妊娠したけれど経済的に不安
助産制度、妊産婦への医療費助成 ≫P24
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16か月 18か月 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳・小学生まで

日本脳炎 P30 学童クラブの利用P49

幼稚園の利用P37

1歳6か月児健診 P26 3歳児健診 P26 5歳児相談 P26

麻しん風しん予防接種(MR)2期 P30

入学通知書・新入学者
学校説明会 P47

小学校・中学校の入学手続きについて知りたい

放課後、子どもを見てくれる
施設を知りたい

障がいのある子どもの教育
について知りたい

小・中学校の子育てについて知りたいことは？

6歳～

千歳の医療機関について知りたい

子育ての悩みなどを
相談したい

各種相談窓口

子育てコンシェルジュ

就学時健康診断、入学通知書　など

学童クラブ、児童館 特別支援学級、通級指導教室　など

≫P62

≫P47

≫P49 ≫P48

子どもの成長が気になる
各種健診、こども発達相談室　
など

≫P26・32

≫P12・56

親子で遊べる・交流できる
場所を知りたい

≫P10・16
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