
1子育て応援ブック

　「子育て応援ブック」は、子育てをしている方やこれから子育てをする方のた
めの情報誌です。出産や子育てについての各種施策や相談窓口などの情報をわ
かりやすく、できる限り多 く掲載しています。この冊子を身近なところにおい
てご活用ください。
　今後とも本市の市政に対するご理解、ご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　令和4年8月　　さいたま市長　清水　勇人

さいたま市の 未来を担う子ども・青少年が 夢と希望を持ち 生き生きと輝きながら成長することは 市民すべての願いです
　この願いを実現するためには 人々が互いに助け合い いたわりあい 支えあいながら 子ども・青少年を 社会全体で育むこと
が大切です
　わたしたちは すべての子ども・青少年が その個性を尊重され 健やかに育ち 自立し 社会で輝いて生きられるよう 子ども・
青少年の幸せと命の尊さを第一に考える 地域社会の実現を目指します

 未来のさいたま市をつくります 
１ わたしたち子ども・青少年は　輝かしい未来のある社会の一員として　たくましく生きる力と　生きる知恵を育み
人を思いやり　感謝の気持ちを忘れない　素直で優しい心を持ち続けます

 家族の絆を深めます 
１ わたしたち家族は　子どもを育てる責任を自覚し　子どもと共に　学び　喜び　楽しむことができるよう
互いに十分愛情を注ぎ　共に過ごす時間を大切にします

 市民の絆で　子ども・青少年を育みます 
１ わたしたち市民は　人と人とのふれあいや　つながりを大切にし　子ども・青少年が　安心して学び　遊び　暮らせるよう
多世代が参加した地域ぐるみで　しっかり見守り　心豊かな　笑顔があふれる　地域社会をつくります

 働きやすい環境をつくり　子育て支援に貢献します 
１ わたしたち事業者は　働く人たちが喜びにあふれるよう　「仕事と生活の調和」を実現し
地域における社会貢献活動に取り組みます

 地域社会を支えます 
１ わたしたち行政・子どもが育ち学ぶ施設は　地域社会の絆をしっかり結び　遊び　学習
養育　保育を通して　子どもが健やかに育つまちをつくります

以上、ここに宣言します

あいさつ

さいたまキッズなCity 大会宣言さいたまキッズなCity 大会宣言

　さいたま市では、市民の皆さんとともに、社会全体で子育てを推進する
地域社会の実現を目指して、「さいたまキッズなCity 大会宣言」を制定しました。

平成23年10月9日
さいたまキッズなCity

問 合 せ  子育て支援政策課　☎ 048-829-1909

■Offi  cial Websites 専用（せんよう）ホームページ　―やさしい日本語、English、中文（簡体）、한국어―
子育（こそだ）てや健康（けんこう）、イベントのお知（し）らせなどの情報（じょうほう）を見（み）ることができます。

■Automatic Translation 自動翻訳（じどうほんやく）　
機械（きかい）で翻訳（ほんやく）したホームページの情報（じょうほう）を見（み）ることができます。

外国人のためのさいたま市公式WEBサイト　https://www.city.saitama.jp/language/index.html
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妊娠前 妊娠 出産 乳児 幼児 学齢

届出、助成、訪問、
子育て支援サービスなど

健診など

相談

預かり、
保育サービスなど

お出かけ、
友達づくりなど

2 子育て応援ブック 3子育て応援ブック

　　　　 さいたま市の子育てカレンダー　　～妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援～

妊娠・出産
包括支援センター

子育て支援
総合コーディネーター

保育
コンシェルジュ

妊娠の届出の受理や母子健康手帳
の交付とともに、妊娠・出産・育児
に関する情報をお伝えし、様々な
疑問・悩み・相談に対応します。

子育てに関する各種制度や地域情
報など「どこに聞いたらいいのか
な」というとき、必要な情報をお調
べして、子育てのお手伝いをします。

保育を希望される保護者や認可保
育所などに入所できなかった保護
者へ、就労状況や希望などを伺い
ながら情報提供を行います。

日　時　月～金曜日
　　　　8:30～17:15
　　　　（祝休日、年末年始を除く）
場　所　各区役所保健センター内
方　法　電話または窓口
相談者 母子保健相談員(助産師・保健師など)
連絡先 ☎ Ｐ41へ

日　時　月～金曜日
　　　　9:00～12:00、13:00～17:00
　　　　（祝休日、年末年始を除く）
場　所　子育て支援政策課内
方　法　電話
相談者 子育て支援総合コーディネーター
連絡先 ☎ 048-829-1943

日　時　４・９・10・１・２・３月
　月～金曜日　10:00～17:00
　上記以外の月
　月・火・木・金  10:00～16:00

　（祝休日、年末年始を除く）
場　所　各区役所支援課内
方　法　電話または窓口
相談者　保育コンシェルジュ
連絡先 ☎ Ｐ23へ

相互連携

さいたま市の子育て支援体制

早期不妊検査費・不育症検査費
妊娠の届出・母子健康手帳の交付 未熟児養育医療給付

妊娠高血圧症候群等療養援助費 小児慢性特定疾病医療給付、指定難病医療給付、育成医療給付、結核児童療育給付

出産前教室 育児学級

ふたご支援

産後ケア

妊婦訪問 産婦・新生児訪問 ハローエンゼル訪問

出産育児一時金　　　　　　　 児童手当、子育て支援医療費の助成

子育てヘルパーの派遣

3キュー子育てチケット

パパ・ママ応援ショップ優待カード

ブックスタート

妊婦健康診査、歯科健康診査 産婦健康診査 新生児聴覚検査

先天性代謝異常等検査 乳幼児健康診査、歯科健康診査

定期予防接種

不妊相談 妊娠・出産の電話相談　　　　　　　　　　　 育児相談、子育て不安電話相談

子育て応援ダイヤル

なんでも子ども相談窓口

家庭児童相談室

保育コンシェルジュ、保育コーディネーター

幼稚園

地域型保育事業所（2歳児まで）、認定こども園、認可保育所

その他保育施設

延長保育、休日保育、病児保育、一時預かり

トワイライトステイ、子どもショートステイ

ファミリー・サポート・センター、子育て緊急サポート

子育て支援センターの一時預かり 放課後児童クラブ

子育て支援センター、のびのびルーム、子育て談話室、なかよしひろば、子育てサロン

あいぱれっと、児童センター

公民館、図書館

母子保健部門

子育て支援部門

保育施策部門

色の凡例

出生届の提出
※生後14日以内

さいたま市公式子育てポータルサイト　さいたま子育てWEB

知りたい 制度やサービス、 施設の概要を紹介

相談したい メール相談ができます

交流したい 地域のイベントやサークル情報満載

子育てマップ あそび場・保育・教育施設等の
詳細情報はここから

http://www.saitama-kosodate.jp/

まずは 
さいたま子育てWEBで
調べてみよう

さいたま子育てWEB
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