
子育て情報サイト・アプリもあるよ︕

 

発行︓港北区地域子育て支援拠点どろっぷ
（このリーフレット掲載内容は全て 2022 年 3 月現在の情報です。）
TEL : 045-540-7420
〒222-0037 横浜市港北区大倉山 3-57-3
　　　　　　　地図出典　『びーのびーの  幼稚園・保育園ガイド』（認定 NPO 法人びーのびーの発行）

●港北区子育て支援情報アプリ　ココアプリ

●港北区子育て応援マップ　ココマップ

●港北区版保育園幼稚園マップ
https://codeforkohoku.github.io/papamama/

●港北区子連れおでかけマップ

http://www.kouhokushakyo.or.jp/　
０～６歳の子どもとそのご家族、プレママ・プレパパを応援するサイト。
主に港北区内の公園・仲間づくり、親子で参加するイベントなど地域の子育てに関わる情報がいっぱい︕
　 
紙版ココマップもあります。区役所、地域ケアプラザ、地域子育て支援拠点、親と子の
つどいの広場などで入手可能。ココマップサイトからダウンロードもできます。

code for kohokuが２０１７年３月に制作、リリースしました。
保育園や幼稚園情報などを地図で見ながら検索できます︕

子育て中のママやパパが自分たちの住んでいる地域にある公園やお店などのおすすめ情報を集めて地図を作りました
お出かけするときに役立つマップです。
各地区社会福祉協議会や地域ケアプラザ、ボランティアグループ、NPOなどの協力・応援によりつくられています
どろっぷで各地区のマップを入手することができます。お問合せください。

「岩崎学園情報科学専門学校」×「港北区役所」×
　「港北区地域子育て支援拠点どろっぷ」共同開発
情報を受け取りやすく、より便利に。

港北区の子育て支援情報アプリ
ココアプリのダウンロードは
ＱＲコードまたは
どろっぷＨＰから★

https://www.kohoku-drop.jp/app/

●現在発行中の地区︓日吉周辺、高田周辺、
新羽周辺、新吉田周辺、綱島西周辺、綱島東周辺、
樽町周辺、大曽根周辺、師岡周辺、大倉山周辺
城郷周辺、新横浜周辺、菊名周辺、篠原周辺

●横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」
https://hamahug.city.yokohama.lg.jp/　「ハマハグ」で検索︕︕
子育て中の方（小学生以下の子どものいる家庭の方）やプレママ・プレパパが、「ハマハグ」アプリまたは「ハマハグ」
ホームページから登録証を入手し、「ハマハグ」ステッカーを掲示している店舗や施設で登録証を見せると
ちょっとした心配りから、安心・便利な設備・備品の提供、お得な割引・優待まで子育てを応援するサービスや特典を
受けられます。アプリやホームページに、協賛店やサービス内容の情報などが詳しく載っています。
「ハマハグ」を活用して、子どもとのお出かけをもっと楽しみましょう︕
　※神奈川県内の「かながわ子育て応援パスポート」協力施設でも使えます。

●港北区防災情報アプリ
〇地図機能や位置情報機能を活用した利便性
〇リアルタイムな緊急時情報を提供する速報性
〇防災情報をまとめて入手できる集約性
「港北区防災情報アプリ」で検索、ダウンロードできます♪

●防犯情報メール
〇港北区で発生した犯罪などの防犯情報を登録した
　メールアドレス等へお送りします。
　詳細は、下記QRコードからご確認頂き、登録してください。

親子の居場所
身近な場所にいってみませんか

ひだまり
TEL/FAX︓045-717-8206
港北区樽町1-22-27-1Ｆ

（綱島駅徒歩 12分）
開館時間 月・火・木・金 9:30～15:00

休館日 水・土・日・祝・年末年始・特別休館日

登録料 １家族 300円

利用料 初回無料（体験）、１家族1回100円
回数券1,000円（11枚）、ビジター200円

開館時間 火～土 9:30～16:00
休館日 日・月・祝・

年末年始・特別休館日
＊隔月１回日曜開館あり

利用料 無料（初回に登録が必要）

綱島

どろっぷ港北区地域子育て支援拠点

TEL︓045-540-7420 ／ FAX︓045-540-7421
港北区大倉山3-57-3（大倉山駅徒歩 8分）

どろっぷサテライト港北区地域子育て支援拠点

TEL︓045-633-1078 ／ FAX︓045-633-1072
港北区綱島東3-1-7（綱島駅北口徒歩 8分）

「たかたんのおうち」
TEL/FAX︓045-592-6608
港北区高田西4-27-34（高田駅徒歩 10分）

開館時間 月・火・水・木・金（月1回土 開所） 
10:00～15:00

休館日 土・日・祝・
お盆・年末年始・第２火

登録料 １家族 1,000円
利用料 初回無料（体験）

子ども1人1回100円 （きょうだい割引有）
ビジター200円、回数券もあります

高田

こんぺいとう
TEL/FAX︓045-628-9510
港北区日吉本町4-1-55-101（日吉駅・綱島駅徒歩 18分
日吉本町駅徒歩 10分）

開館時間 月・水・木・金 9:00～16:00
火・第２金 9:00～12:00

休館日 土・日・祝・年末年始・特別休館日
利用料 無料

日吉

ともとも
TEL/FAX︓045-718-5772
港北区新吉田東6-25-10

開館時間 月・水・金・土 9:30～15:00
休館日 火・木・日・祝・

年末年始・特別休館日
年会費 １家族 500円
利用料 1人（赤ちゃん～大人）会員50円

ビジター100円、
回数券1,000円（22枚）

新吉田

大倉山

綱島

開館時間 月～金 9:30～15:30 第３水 12:00～15:30
第2土 9:30～15:30

休館日 土・日・祝・
年末年始・特別休館日

入会金 子ども１人 1,100円
利用料 初回無料（見学）

子ども１人1回300円（きょうだい割引有）
１か月フリーパス2,400円

おやこの広場 びーのびーの
TEL/FAX︓045-439-7447
港北区篠原北1-2-18（菊名駅徒歩 2分）

菊名

つどいの広場 ぽっけ
TEL/FAX︓045-642-4809 港北区岸根町539-1
ブリズ岸根公園207号室（岸根公園駅徒歩 ５分）

開館時間 月・水・木・土 10:00～16:00
休館日 火・金・日・祝・第１土の午後

年末年始・特別休館日
利用料 1家族100円

岸根

小学校入学前(主に0～3歳)の子育て中の家族を、地域で日常的にサ
ポートする場所は区内に7カ所。妊娠中からご利用できます。お近く
のひろばに行ってみませんか︖ 就学前の子どもと保護者がともに過
ごし、他の親子と交流することができます。
子育てに関する相談、関連情報の提供、講座などを行っています。
一時預かりを行なっているところもあります。

ココアプリでは、両親教室やイ
ベントなどの子育て情報を毎
週配信中。防災・防犯、行政か
らのお知らせも届きます。

ストアから
「ココアプリ」

で検索︕

詳細はHPを
ご参照ください

つどいの広場 ぽっけ新横浜
TEL/FAX︓045-534-9767 港北区新横浜1-14-6
コートタワー新横浜102（新横浜駅徒歩 １０分）

開館時間 火・水・金 10:00～12:45
13:15～16:00　
午前午後の入替え制

休館日 月・木・土・日
（祝祭日の時は
お休みの場合もあります）

利用料 1家族100円

新横浜



保育園に通っていなくても利用できます

●育児支援センター園
保育園に通っていなくても、育児相談、育児講座、絵本の貸し出し、
保育園児と遊べる交流保育、園庭、特別室、プールなどの施設が利用できます。 

対象　未就学児とその保護者
※詳細は園に直接お問合せください

●横浜子育てサポートシステム

一時預かり（横浜子育てサポートシステム・乳幼児一時預かり事業など）

子どもを預かって欲しい人が利用会員として、子どもを預かる人が提供会員として登録、会員の自宅や、
親子の居場所などで、会員相互の信頼関係のもとに子どもを預け・預かりを行うシステムです。
利用時間（原則）7︓00 ～ 19︓00※宿泊を伴う預かりは行いません。
利用料金　１時間あたり 800 円～ 900 円（時間・曜日により異なります。）
問合せ先　横浜子育てサポートシステム港北区支部事務局
TEL︓547-6422　FAX︓540-7421（地域子育て支援拠点どろっぷ内）

●乳幼児一時預かり事業
理由を問わず子どもを預かります。（横浜市が補助している一部の認可外保育室で行っています。）
対象︓生後 57 日から小学校入学前まで　利用料︓1 時間あたり 300 円以下　
※全て事前登録が必要となります。詳細は施設に直接お問合せください。

託児室あいあい
篠原西町 18-17T・H ビル
１階 B 号室
TEL･FAX :402-3612

くじら保育園
下田町 5-29-23 下田ビル１Ｆ　
TEL･FAX :562-6718

（※13:30 ～ 17:00 がつながりやすい）

港北子育て支援
ワーカーズコレクティブココット
日吉 5-24-33DAY ひよし 2 階
TEL︓565-0322

対　象　原則として生後 6 か月～ 3 歳以下で各施設の利用経験がある方。
利用料　1 時間あたり 500 円、登録料あり。最長 4 時間まで。事前登録・予約が必要です。
びーのびーの TEL･FAX :439-7447　／ひだまり TEL･FAX :717-8206 

●親と子のつどいの広場の一時預かり（びーのびーの・ひだまり）

病気の子どもを仕事や冠婚葬祭などの都合で預けたいとき医療機関に併設されている病児保育室
を利用できます。事前登録・予約が必要です。麻しん（はしか）、流行性角結膜炎（はやり目）
などは対象外。
開所時間　月～金 8︓30 ～ 18︓00　　　料金　1 日あたり 2,000 円
対象　生後６か月から小学６年生まで

●病児保育

シブヤチャイルドクリニック
「くりっこ病児保育室」
大倉山 3-56-22
ナビウス大倉山 101
 TEL･FAX :542-6941

おおそねクリニック
「横浜市大倉山
　病児保育室 アクアマリン」
師岡町 1148－1  ２F
TEL︓718-6730

仕事の都合などにより、日曜や祝日に家庭で保育ができないときは、
保育園でこどもを預かる【休日保育】、

【休日の一時保育】があります。事前登録・予約が必要です。

年齢区分　　　　　　基本保育時間（８時間）　　　　　　基本保育時間を超える　　　　
　　　　　　　　　（カッコ内は６時間以内の利用の場合）　　　　時間帯を利用する場合
３歳未満児　　　　3,300 円（420 円／ 1 時間）　　 420 円／ 1 時間　　　　　　　
3 歳以上児　　　　1,800 円（230 円／ 1 時間）　　　　　 230 円／ 1 時間　

●休日保育・休日の一時保育

うみのくに保育園きくな
【休日保育】と【休日の一時保育】
対象︓産休明け～就学前
開所時間︓７︓３０～１８︓３０ 
菊名 7-5-36
TEL・FAX︓717-5120

●その他の一時預かり
◆◆◆病後児保育◆◆◆　
病気回復期の子どもを仕事や冠婚葬祭などの都合で預けたいときに利用できます。事前登録・予約が必要です。

《あおぞら第２保育園》　神奈川区六角橋 2-34-8　TEL︓413-1114 ／ FAX︓413-0968
料金 1 日あたり 2,000 円、対象　生後６か月から小学校３年生まで
上記以外にも洋光台中央福澤保育センター（磯子区）、きらら保育園（金沢区）、睦町保育園（南区）で
行っています。

◆◆◆24 時間型緊急一時保育◆◆◆　
病気や仕事などで急に子どもを預けなければいけなくなったときに事前登録なしで 24 時間 365 日対応します。
対象　原則生後 6 か月から小学校入学前まで 
利用日数　原則として 3 日以内※やむを得ない理由で 3 日を超える場合は、保育所とご相談ください。

《あおぞら保育園》神奈川区六角橋 5-35-15　24 時間受付専用 TEL︓488-5520 
《港南はるかぜ保育園》港南区日野 8-31-36　24 時間受付専用 TEL︓849-1877 ／ FAX︓849-1855  

相談したい・電話で聞きたい︕

《子育て支援者会場》　

地域のあそび場や子育て情報にも
詳しい「子育ての先輩（子育て支援者 )」
が毎週１回区内 12 会場に伺います。
お子さんを遊ばせながらご相談ができます。
子育てグループの応援・お手伝いもします。
問合せ︓港北福祉保健センター　TEL︓540-2365

子育てをしている方、そのご家族や妊娠中の方が悩みをどこに相談して
いいかわからないとき、子育て支援の情報を知りたいとき・・・

「横浜子育てパートナー」が相談者の気持ちに寄り添い、必要な情報を調べたり
適切な支援機関を紹介します。匿名での電話相談もできます。
受付　火曜日～土曜日 9:30～16:00

📞横浜子育てパートナー専用電話番号　
港北区地域子育て支援拠点どろっぷ（大倉山）︓045-547-1180　
港北区地域子育て支援拠点どろっぷサテライト（綱島）︓045-547-1182　

●横浜子育てパートナー

●ベビーステーション
「ベビーステーション」の看板がある保育園などでは、
オムツの交換や授乳の場所に困ってしまったときに、保育所などの一部のスペースを使うことができます。
現在は、保育所だけでなく、商業施設や区民利用施設も加わり、「９４施設（２０２０年９月時点）」となりました。

※給食・おやつ代には、１８︓３０を超えて利用する
　児童に係る夕おやつ又は夕食代を含みません。

※給食・おやつ代　400 円／１回

港北子育て支援
ワーカーズコレクティブぽけっと
新羽町 868 　きらり港北 1 階
TEL︓642-5644

●横浜市一時預かり事業（どろっぷ・サテライト「ひととき預かり」）
理由を問わず利用可能。
対象　生後 57 日から小学校入学前まで　利用料 1 時間あたり 300 円　　詳細はどろっぷの HP をご覧ください。

さとう小児科クリニック
「病児保育室みらい」

日吉 5-15-45　2 階
TEL︓577-0280
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休館日︓土・日・祝・年末年始
利用料︓無料
※開館時間・詳細は園に直接
　お問合せください

《子ども家庭１１０番相談 LINE》
LINE による、親子関係や家族の悩みなど
子どもに関わる相談
月曜日から土曜日の 9 時から 21 時まで　

（12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
LINE アプリのホーム画面の検索で、
ID「@kana_kodomo110」で検索　

《赤ちゃん会（０歳児地域育児教室）》

年間１０回、区内２３会場で開催。
手遊びや情報交換をして仲間づくりができます。
対象︓第１子の 1 歳未満の乳児と保護者
問合せ︓港北福祉保健センター　TEL︓540-2365

《港北区福祉保健センター　子ども・家庭支援相談》
妊娠期を含む 0 ～ 18 歳までのお子さんと養育者を対象とした相談を保健師、
社会福祉職など専門職が一緒に考えます。
港北区役所１F　14 番窓口
TEL︓540-2388　平日 8:45 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00 を除く）

《よこはま子ども虐待ホットライン》
児童虐待に関する相談
TEL︓0120-805-240 　24 時間受付　

《救急相談センター》
＃7119 または TEL︓232-7119  無休／ 24 時間
プッシュ番号１番　受診可能な医療機関の案内　
プッシュ番号 2 番　救急電話相談　


