
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

      

                                   

 

       

 

 

 

 

子育てに関する情報をお知らせしていますが、最新の情報や詳細については 

掲載できていないところもあります。 

各施設・機関のホームページを確認されるか直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

                           

                      

 

 

作成 基幹包括支援センターいずみさの 

TEL 072-464-2977 

FAX 072-462-5400 

これから子育てされる方へ 

泉佐野市の相談窓口・問い合わせ先一覧 

利用者支援事業 

令和 4 年 3 月末現在 



主な相談窓口・問い合わせ先         連絡先は関係機関連絡先一覧表を参照（裏面）                                          

みんな悩んでいる！知りたい！ 妊娠中 出産後 いつでも 

・育児の相談がしたい 

・妊娠中の相談がしたい 

①泉佐野市健康推進課 健康相談、ファミリー教室など 

 

①泉佐野市健康推進課  

   赤ちゃん相談、栄養相談、乳幼児健診など 

①泉佐野市子育て支援課  

   のびのび子育て応援・家庭児童相談など 

㉒地域子育て支援センター 育児相談など 

⑤～⑱スマイルサポーターがいるこども園  

子育て相談など 

㊶大阪府助産師会 妊娠・子育て・出産電話相談 

 

・保育園・幼稚園の情報を知りたい 

 

①泉佐野市子育て支援課 保育園、認定こども園 

 

①泉佐野市子育て支援課  

保育園・認定こども園・私立幼稚園・認可外保育施設 

②～⑳保育園・認定こども園・私立幼稚園  

 

 

・出産の時、上の子を預けたい 

・産後、自宅に帰ってからの生活が心配 

・少し手伝ってくれる人を紹介してほしい 

・一時的に子どもを預かってほしい 

①泉佐野市子育て支援課 産前産後一時保育 

 

①泉佐野市健康推進課 産後ケア 

⑤～⑱私立保育園・私立認定こども園 一時保育 

 

㉓いずみさのファミリーサポートセンター  

有償での子育て支援 

㉔泉佐野市社会福祉協議会 おたがいさまの会 

㉗シルバー人材センター 有償での家事援助など 

・子どもと出かける場所はある？ 

・ママ友を作りたい 

 

 

 

 

㉒地域子育て支援センター もうすぐパパママ教室見学 ②～⑱私立保育園・公立私立認定こども園  

園庭開放 遊びの教室・施設開放・0歳児育児教室 

㉑親子教室 みんなの広場 

㉙生涯学習センター サークル 

㉚㉛図書館 おはなし会 映画会 

㉔泉佐野市社会福祉協議会 子育てサロン 

㉒地域子育て支援センター  

遊びや交流の場・相談・講座・育児情報の提供など 

 

・涙がでる   

・急にイライラする 

・子どもにあたってしまいそう 

・子育てがつらい 

㉞大阪府妊産婦こころの相談センター  

妊産婦のこころの相談 

①泉佐野市健康推進課 健康相談 

㉝泉佐野保健所 こころの健康相談 

 

㉞大阪府妊産婦こころの相談センター  

妊産婦のこころの相談 

①泉佐野市健康推進課 健康相談 

㉝泉佐野保健所 こころの健康相談 

①泉佐野市子育て支援課 家庭児童相談 

㉟大阪府岸和田子ども家庭センター  

子どもや家庭に関する相談 

㊱いずみさの子どもフリーダイヤル  

子育てや親子関係の相談 

㊲児童相談所虐待対応ダイヤル  

虐待かもと思った時の通告・相談 

 

・子どもの成長や発達が心配 

 

 ①泉佐野市健康推進課 育児相談 

㉝泉佐野保健所 療育相談 

 

・医療情報、予防接種は？ 

・子どもの急病 

①泉佐野市健康推進課 妊婦健診 

   

 

 

①泉佐野市健康推進課 予防接種 さのっ子ナビ 

⑮私立認定こども園（下瓦屋） 病後児保育 

 

①泉佐野市健康推進課 不妊治療助成 

㉘泉州南部初期急病センター 休日夜間診療 

㊳小児救急電話相談 病気の対処や受診の相談 

㊴救急安心センターおおさか 病気の対処や受診の相談 

・夫やパートナーのことを相談したい   ㉜いずみさの女性センター 女性のための相談 

・ひとり親の支援が知りたい  ①泉佐野市子育て支援課 ひとり親家庭相談  

・経済的にしんどい  お金の相談 ①泉佐野市子育て支援課 助産施設 ①泉佐野市子育て支援課 こども医療費 ㉖地域型包括支援センター 生活困窮の相談 

・育児と介護でたいへん 

・障害があって子育てが心配 

  ㉖地域型包括支援センター  

介護相談 障害福祉サービスの利用に関する相談 

・妊娠したら・・・ ㉖地域型包括支援センター 母子健康手帳発行 

㉕基幹包括支援センターいずみさの 母子健康手帳発行 

 ㊵にんしん SOS 予期しない妊娠や悩みごと 



関係機関連絡先一覧表

番号 事業所 所在地 電話

①
泉佐野市役所
子育て支援課　健康推進課

市場東 072-463-1212（代表）

のぞみこども園　のぞみ棟 上瓦屋 072-463-3704

のぞみこども園　きた棟 上瓦屋 072-468-8005

さくらこども園　さくら棟 旭町 072-464-0828

さくらこども園　いずみ棟 旭町 072-462-2913

はるかこども園　はるか棟 長滝 072-467-0854

はるかこども園　みなみ棟 長滝 072-468-8170

⑤ 清和こども園 高松東 072-462-0972

⑥ 泉ヶ丘こども園 鶴原 072-463-0041

⑦ ルーテルこども園 湊 072-463-1436

⑧ 上之郷こども園 上之郷 072-467-0793

⑨ こども園杉の子 鶴原 072-464-0379

⑩ あおいこども園 長滝 072-464-3466

⑪ なかよしこども園 中庄 072-464-5010

⑫ すえひろこども園 東羽倉崎町 072-466-0300

⑬ ひねのこども園 日根野 072-468-0345

⑭ ひかりこども園 南中樫井 072-465-1447

⑮ 下瓦屋こども園 上瓦屋 072-463-3359

⑯ こども園つばさ 笠松 072-463-3713

⑰ こだまこども園 羽倉崎 072-464-2598

⑱ 鶴原保育園 鶴原 072-463-0065

⑲ 安松幼稚園 南中安松 072-466-1828

⑳ カトリック天使幼稚園 市場南 072-462-1188

㉑ 親子教室 羽倉崎 072-463-1982

地域子育て支援センター「つくしんぼ」 鶴原 072-469-0660

地域子育て支援センター分館「わたぼうし」 日根野 072-447-6223

㉓ いずみさのファミリー・サポート・センター 羽倉崎 072-463-3530

㉔ 泉佐野市社会福祉協議会 中庄 072-464-2259

㉕ 基幹包括支援センターいずみさの 中庄 072-464-2977

包括支援センターしんいけ 中庄 072-464-2366

第三中圏域包括支援センターホライズン 下瓦屋 072-458-0088

㉖ 長南中圏域包括支援センターラポート 長滝 072-490-2031

佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園 りんくう往来南 072-468-8103

日根野中圏域包括支援センターいぬなき 土丸 072-468-1170

㉗ 公益社団法人泉佐野市シルバー人材センター りんくう往来北 072-461-0550

㉘ 泉州南部初期急病センター りんくう往来北 072-464-6040

㉙ レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター 市場東 072-469-7120

㉚ レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 市場東 072-469-7130

佐野公民館図書室 大西 072-463-6035

長南公民館図書室 南中樫井 072-465-1101

日根野公民館図書室 日根野 072-468-0808

北部公民館図書室 下瓦屋 072-469-5171

㉜ いずみさの女性センター 市場東 072-469-7125

㉝ 大阪府泉佐野保健所 上瓦屋 072-462-7701

番号 相談窓口 開設時間 電話番号

㉞ 大阪府妊産婦こころの相談センター 10：00-16：00　土日祝年末年始除く 0725-57-5225

㉟ 大阪府岸和田子ども家庭センター 9：00-17：45　土日祝年末年始除く 072-445-3977

㊱ いずみさの子どもフリーダイヤル 8：45-17：15　土日祝年末年始除く 0120-510-783

㊲ 児童相談所虐待対応ダイヤル 24時間 189

＃8000

06-6765-3650

＃7119

06-6582-7119

㊵ にんしんSOS
10：00-16：00（月～金）
12：00-18：00（日）
祝年末年始は除く

0725-51-7778

㊶ 大阪府助産師会　妊娠・子育て・出産電話相談 9：00-17：00　土日祝年末年始お盆除く 06-6775-8894

泉
佐
野
市
内

救急安心センターおおさか 24時間

小児救急電話相談 19：00-8：00㊳

㊴

②

③

④

㉛

㉒

ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
な
ど

参考：子育てのしおり情報編（発行：泉佐野市）、各機関ホームページ


