
 
 
 
 
 

熱田区役所 ☏６８１－１４３１ 

 
 

住所：熱田区神宮三丁目 1－15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセス：ＪＲ「熱田駅」下車 徒歩すぐ 

地下鉄:名城線「神宮西」下車 2 番出口 徒歩 5分 

市バス:「熱田区役所」「熱田駅西」下車 徒歩すぐ 

開庁時間：月曜日から金曜日 
8 時 45 分から 17 時 15 分まで(祝日・休日・年末年始を除く) 

ホームページ：http://www.city.nagoya.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 子育て情報のご案内 

   子育てで心配なことや悩んでいることがあればご相談ください。子育て支援関係団体や専

門の相談機関の紹介も行っています。 

◇ 保育所への入所 

   保育所入所申込窓口です。保育所への入所について分からないことがあればご相談くださ

い。 

  ７階 講堂 

  ６階 在宅サービスセンター（社会福祉協議会）

  ５階 保健所（検診部門） 

  ４階 保健所（事務所） 

文化小劇場 
区
民
プ
ラ
ザ 

３階 総務課・まちづくり推進室 

２階 市税事務所 

図書館 １階 
市民課・保険年金課・民生子ども課 

・福祉課 

地下１階 駐車場 

熱田区役所等複合施設 

 熱田区役所 民生子ども課  ☏683－9903 または 9904 

 



◇ 手当の受給 

   児童手当（中学３年生までが受給対象）、児童扶養手当（18 歳以下のお子さんを養育して

いる母子家庭が受給対象）の申請窓口です。手当の受給には申請が必要です。また、所得

制限など受給の要件がありますので、詳細につきましてはお問合せください。〔平成 24 年

度現在〕 

◇ 家事や育児のお手伝い 

 ★産後ヘルプ事業 

   お母さんが出産後の体調不良などで家事や育児が難しくなり、お手伝いをしてくれる人が

いないご家族にヘルパーが訪問して、家事や育児のお手伝いをします。所得に応じた自己

負担額があります。 

 ★ひとり親家庭家事介護サービス 

   病気などにより、一時的に生活援助が必要なひとり親家庭にヘルパーが訪問して、調理、

洗濯、掃除、買物、乳幼児の保育などのお手伝いをします。所得に応じた自己負担額があ

ります。 

◇ 子どもの一時預かり 

 ★一時保育事業 

   保護者の病気、親族介護などのやむを得ない理由により緊急、一時的に家庭での保育が難

しい場合、週３日以内の就労等やリフレッシュして新たな気持ちで育児に取り組みたい時

に、お子さんを保育所で一時的にお預かりします。所得等に応じた自己負担額があります。 

   〔一時保育実施保育所：日比野保育園 ☎６８２－００８１〕 

 ★公立保育所によるリフレッシュ預かり保育事業 

子育て家庭の保育者の育児疲れの解消を図るため、一時的に公立保育所でお子さんをお預

かりする事業です。１日あたり市内 10 箇所程度の公立保育所で実施しています。(午前 9

時 30 分～午後 3時 30 分 利用料等が必要です) 

 ★子どものショートステイ事業 

   保護者が病気、出産、看護、事故、災害等の理由により、家庭での子どもの養育が一時的

に困難となった場合、児童養護施設や乳児院において、一時的に養育を行います。所得に

応じた自己負担額があります。 

 ★のびのび子育てサポート事業 

   保護者が仕事で保育所への迎えができない時、通院や用事で子どもを預かって欲しい時に、

子育てのお手伝いをします。 

利用料は、1時間 800 円（又は 1000 円） 

※子育ての手助けをしてほしい方（依頼会員）と子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）

からなる会員組織で運営しています。 

【申込・問合せ先：名古屋のびのび子育てサポート事務局 

（本部 ☎262-2373）又は（西支部 ☎531-0937）】 

 ★病児・病後児デイケア事業 

   保護者の勤務等の都合により、原則として０歳から小学３年までの病気回復期等にあるお

子さんを家庭で育児できない場合、病児・病後児保育室等において、一時的にお預かりし

ます。所得等に応じた自己負担額があります。 

   【事前登録・利用予約先：各病児・病後児保育室等（北区、中村区、中区、港区、緑区、

天白区、昭和区、南区にあります】※平成 25年 2 月現在 

◇ 子ども会   お問い合わせ ☎683-9913 

地域において、遊びを中心とした集団活動をすることにより、子どもの自主性、創造性、

協調性を養い、心身の健全な育成を図るため、子ども会が結成され、さまざまな活動をして

います。 



 

 熱田保健所  ☏683-9684（保健看護担当） 子育て総合相談窓口 ☏679-3086  

 

 保健所では新しい命が健やかに育つように、お父さんお母さんの子育てを応援します。 
日時・場所等の詳細は「広報なごや」の区版「保健所だより」をご覧ください。 
 
★ 子育て総合相談窓口 

妊婦･産婦及び子育て中の方等を対象に、保健師などが専用電話や面接にて

子育てに関する様々な悩みや不安の相談をお受けします。 
★ 母子健康手帳の発行 
★ あったかファミリー（両親教室） 

妊娠・出産・子育てについて学ぶ教室です。同じ時期に赤ちゃんの生まれるお母さん･お父さん

が集まりますので、地域の人と知り合うよい機会にもなります。 
★ 新生児・乳児訪問指導 

赤ちゃんがいる全ての家庭を訪問し、子育ての相談などに 
お応えします。 

★ 母乳相談 
母乳育児と卒乳についての相談をお受けします。 

★ 子育て教室 
子育ての悩みや、不安を持つお母さんやお父さんのために、子育てについてのお話やグループ

による育児の経験交流、親子遊びなどを行います。 
★ ３(４)か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査 

乳幼児の健全育成、病気の予防・早期発見のための健康診査です。育児、栄養、むし歯予防な

どについて個別相談も行います。３(４)か月児健診では、ＢＣＧ接種も併せて行います。健診日

程については、個別に通知します。 
★ 乳幼児発達相談 

身長・体重や首のすわり、歩行など発育・発達についての相談をお受けします。 
★ 予防接種 

保健所ではＢＣＧを行います。その他の予防接種については委託医療機関で行います。 
★ 子育て交流 

◎ 子育てサロン あつたっ子 
◎ チェリー・きっず・クラブ（ふたごの親の会） 
◎ ヤングママクラブ 

  ※詳細はＰ24 をご覧ください 



 

 熱田図書館   ☏671-6600 

 

● 熱田図書館では、【乳幼児】【幼児・小学生】を対象に「おはなし会」を開催してい

ます。熱田図書館児童コーナー内の「おはなしのへや」にお集まり下さい。予約は不

要です。 

 【乳幼児向きおはなし会】    毎月第２・４木曜日 １０：２０～１０：４０ 

                          １０：５０～１１：１０ 

               ※どちらも同じ内容です。どちらかにご参加ください。 

絵本、紙芝居、手遊び、わらべうたなど…親子で一緒に楽しめる会です。 

      お母さん、お父さんにおすすめの絵本やわらべうたを紹介する場でもあります。 

０歳の赤ちゃんからどうぞ。 

【幼児・小学生向きおはなし会】 毎月第２・４土曜日 １４：００～１４：４０ 

絵本、紙芝居、手遊び等を行います。親子で一緒に楽しめる会です。 

【ストーリー・テリングの会】 毎月第 1 土曜日 １４：００～１４：３０ 

      絵本や紙芝居を使わず、静かに語られるおはなしに耳をかたむける会です。 

５歳以上の方からどうぞ。 

この他に【子どもと本の入門講座】なども開催します。行事の日程・内容など、 

詳しくは「広報なごや」でご確認下さい。 

 

● 愛知県内に在住・在勤・在学の方なら、どなたでも、年齢制限なく、無料で本を 

借りることが出来ます。 

お一人の貸出券で、一度に借りられるのは、あわせて 

本、雑誌  ６冊まで  ２週間 

     紙芝居   ３組まで  ２週間 

     視聴覚資料 ３点まで  ２週間（ＣＤ、カセット、ビデオテープ、ＤＶＤ） 

登録時に、運転免許証、健康保険証、学生証、母子手帳、住民票など、現住所が確認 

出来る証明書をご用意ください。「名古屋市図書館 共通貸出券」を発行します。 

 

● 利用案内 

開館時間：火曜日～土曜日 午前９時３０分～午後７時 

       日曜日、祝日  午前９時３０分～午後５時  

休館日 ：月曜日、第３金曜日（共に祝日の時は開館） 

       月曜日が祝日の時は直後の平日 

       年末年始（１２月２９日～１月４日）      

       特別整理期間 

 

●小さなお子様をお連れの方へ 

オムツ替えシートがあります。（マルチトイレ内） 

授乳室はありませんが、場合によっては“おはなしのへや”を使っていただくことも 

可能です。職員にご相談下さい。 

 



 熱田区社会福祉協議会  

 

 

 

 

 

 児童福祉関連の取り組み  
 

◆ 学校等での福祉体験学習の支援 

車いす体験、高齢者擬似体験、手話・点字体験などの講師派遣の調整や体験 

セットの貸出しを行っています。 
 

◆ サマーボランティアスクール 

   熱田区に在住・在学の中学生・高校生を対象に、夏休み期間中３～６日間の 

ボランティア体験を実施しています。 

 

 そのほかに  
 

◆ 部屋の貸出し 

   熱田区に拠点を置く福祉団体、または登録ボランティア団体に部屋の貸出し 

を行っています。 

（月～土曜日の９時から１７時まで、２ヵ月前から予約可。ただし祝日除く。） 

 

 

 

                     

 

◆ 福祉情報の収集・発信 

   チラシ配架、ホームページ（あつたきっずステーション）の運営、広報紙の 

発行等、福祉に関する多様な情報の収集・発信を行っています。 

 

 熱田区社会福祉協議会は、熱田区の地域福祉と在宅福祉サービスの提供に取組んでい

る民間団体です。また、ボランティアに関する相談、需給調整、活動支援をしてボランティア

センターの運営をしています。 

 熱田区役所の 

６階だよ♪ 

アッツ タック 

研修室 収容人数：約６０人（マイク・映像装置あり） 

ボランティアルーム 収容人数：約２０人 

調理実習室 ガスコンロ：４台、電磁調理器：１台 

                     

電 話（０５２）６７１－２８７５ 
 

ＦＡＸ（０５２）６７１－４０１９ 
 

住 所 熱田区神宮三丁目１番１５号 

   区役所等複合施設６階 

 



熱田生涯学習センター   

一年を前期・後期の２期に分け、現代的課題、なごや学、親学・青少年育成などの学

習分野で講座・事業を展開しています。 

 

乳幼児から小学生を対象として、次のような講座・事業を開設しています。 

✿ 家庭教育に関わる講座（親学関連講座） 

 家庭教育のあり方や親の役割について学んだり、親同士の交流を深めたりする講座

です。２歳以上の未就学児を預かる託児付講座もあります。 

また、親子で参加する講座を実施することもあります。最近では親子リズム体操を

開設しました。 

✿ 親子・子ども対象講座・事業 

 学校休業日などに、親子のふれあいを深める家庭の日事業を行っています。また、

子どもの感性や自ら学ぶ力を育む目的のトライアル・サタデーも実施しています。 

 

講座・事業の内容は、「主催講座のご案内」でご確認ください。発行は、４月・９月の

予定です。センターの窓口、区役所、図書館などでご覧いただけます。 

 

 

名古屋市熱田生涯学習センター 

〒456-0036 熱田区熱田西町2-13  

℡671-7231 

◆ 開館時間 午前9 時～午後9時 

  （日曜日・休日は午後5時まで） 

◆ 休 館 日 毎月第２水曜・第４月曜 

     年末年始（12/29～1/3） 



       
 

 
 

児童館は遊びを通して、子どもたちの健やかな成長を図り、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目

的に設置されています。乳幼児から 18歳まで誰でも自由に利用することができ、仲間とともに、豊かな生活体

験をすることができます。 

 

 

☆自由参加（当日自由参加・無料です） 

   親子であそぼうチルドレンタイム 

    毎週水曜日 午前１０時～１１時 幼児・保護者対象 

   児童館シアター 

    長期休み期間中のみ 月に１～２回程度 

☆季節行事 

   児童館まつり（４月）・バスハイク(年２回)・七夕会・児童館キャンプ（７月） 

夏休みこどもの集い（８月）・クリスマス会（１２月）など 

☆留守家庭児童クラブ(かけっこクラブ 小学校１年生～３年生まで) 

   学校が終わってから６時まで、遊びを通して正しい生活習慣が身に付くよう指導 

☆子ども会ボランティアサークル(熱田区子ども会ボランティアいずみ会)  

地域・子ども会から派遣要請があれば、児童館が窓口となってボランティアの 

派遣を行っています。 

 

☆移動児童館～おでかけあっちゃん～ 

   船方学区にある熱田児童館が、白鳥学区にあるグレイスフル熱田等、各学区におもちゃや 

  あそびをたくさん用意しておでかけします。 

  子どもの遊び場を探している方、お友だちを作りたい方、話を聞いてほしい方など学区を問わずお気軽に

お越しください。 

   手あそび、読み聞かせ、工作、乳児コーナーを用意しています。 

   当日はたくさんのスタッフがお待ちしています。 

  ＊不定期なので、広報なごや熱田区版をご覧ください 

＊申し込み不要・参加費不要・当日自由参加です 

  ＊対象は未就園児とその保護者です 

 

 

☆夜間児童館～あったかＮＩＧＨＴ～ 

毎週木曜日｢名古屋市中高生の居場所づくり事業｣として、中高生専用の夜間児童館☆あったか NIGHT☆
を体育室や遊戯室等を開放して、行っています。スポーツや勉強、おしゃべりなど、自由に使うことが出

来ます。 

※中学生 17:00～19:00、高校生 17:00～20:00 

利用可能施設：体育室、遊戯室、クラブ室、図書室 

＊バドミントン(第１,３木曜日)・バスケットボール(第２,４木曜日)・卓球・ゲーム等の貸し出し有 

熱田児童館 

あっちゃん（熱田児童館の 

マスコットキャラクターです。） 

みんな遊びに 

きてね～♪ 



☆子育てサークル支援事業 

   サークル活動を楽しく続けられるよう活動場所の提供 

クラブ案内 

クラブ名 対象 内容 

幼児クラブ ２、３歳の幼児親子 親子で歌・お遊戯などを楽しむクラブ 

作ってあそぼう 園児～小学３年生※ 身近な材料でおもちゃなどを作って遊ぶクラブ 

卓球クラブ 小学３～６年生 初歩から試合まで楽しみながら上達するクラブ 

将棋クラブ 小学生～高校生 駒の動かし方から対局まで楽しみながら上達します 

すくすく広場 ２～７か月の乳児親子 新米ママが楽しんで交流を深める全４回の連続教室 

わんぱく広場 未就園児親子 水あそびやおやつ作りなど、テーマ別の親子教室です 

フリークライミング 110 ㎝以上の幼児・小・

中学生 

専門指導員の指導を受けて６ｍの人口壁登りを体験しよう

(各回参加者募集) 

＊クラブの募集・案内は広報なごやや児童館だよりをご覧下さい。（有料です） 

※作ってあそぼうクラブは希望者のみ６年生まで募集 

利用時間：午前８時４５分から午後５時まで 

・ 利用対象：乳幼児から１８歳まで（幼児は保護者同伴） 

・ 休館日：月曜日・祝日・年末年始(１２月２９日～１月３日)  

      （ただし、市立の小学校の夏・冬・春休みは日曜日） 

 

熱田児童館 

  名古屋市熱田区一番三丁目２－５ 

  ℡０５２(６８２)８４８８（fax 兼用） 

  ●地下鉄「日比野」エレベーター出口 

または「六番町」①出口から 750ｍ 

  ●市バス「一番三丁目」から 400ｍ 

 

 
 
 
地域のみなさんが学習、情報交換のため気軽に集まれる場として、また地域福祉活動、健康を維持・増進さ

せる拠点として、コミュニティセンターを設けています。 
 野立コミュニティセンター  明野町１３－１９   ℡671－3272 

 大宝コミュニティセンター  大宝四丁目７－２２  ℡683－6999 
 船方コミュニティセンター  四番二丁目１０－１６ ℡653－7949 

 千年コミュニティセンター  千年一丁目１８－２  ℡654－8063 

 高蔵コミュニティセンター  沢上二丁目７－８   ℡671－2831 

 旗屋コミュニティセンター  横田一丁目１－１３  ℡681－2710 

 白鳥コミュニティセンター  神戸町８０２     ℡683－5999 

＊ 利用時間 午前９時～夜９時 
＊ 利用申し込み方法、利用料金、休館日などは、其々異なります。 

電話にてお問い合わせください。 

＊ 場所は P12･13 でご確認ください。 

※注：平成２６年度以降、四番二丁目

（船方コミセン隣り）に移転予定。 

コミュニティセンター 



 
 

小学校 

 野立小学校 ℡681-1056 
 大宝小学校 ℡682-6138 
 船方小学校 ℡652-2288 
 千年小学校 ℡651-9177 

 高蔵小学校 ℡682-0290 
 旗屋小学校 ℡681-1026 
 白鳥小学校 ℡681-7501 

中学校 

 日比野中学校 ℡681-0341 
 日比野中学校南校舎℡671-0111 

 宮中学校  ℡681-7531 
 沢上中学校 ℡681-1001 

 
 
 

《熱田区内の特別支援学級》 

 小中学校の特別支援学級では、障害の程度が比較的軽度ではあるが、通常の学級においては学習の成

果が十分あがらない児童生徒を対象として一人一人の実態に即し、きめ細かく指導します。 
 ＊お問い合わせは各学校まで 
□特別支援学級 

・知的障害学級 
    小学校：高蔵・旗屋・千年・白鳥 

・野立・大宝 
    中学校：宮・日比野・沢上 

 ・自閉症・情緒障害学級 
    小学校：旗屋・白鳥・野立 
    中学校：日比野・宮 

□通級指導教室 
 ・言語障害・難聴  高蔵 
 ・発達障害     大宝・白鳥 

《名古屋市立南養護学校》 

詳細は、下記までお問い合わせください。 
名古屋市熱田区三本松町２３－２６ 
℡ 871－7390  Fax 871－7392 

 

 

子どもを育てながら働いているお父さん・お母さんが、安心して働き続けられるように、小学校の

放課後の生活を専任の指導員のもと、毎日楽しく有意義に過ごすための施設です。 

 白鳥・旗屋学童保育所     旗屋 2-26-6 ℡682-2359 

 神宮東学童保育クラブ     三本松町 16-4 ℡881-1288 

 船方学童保育所        一番 2-29-29  ℡654-1477 

 野立小学校学童育成会     青池町 2-21 ℡681-1057 

 野立第２学童育成会      切戸町 3-38 ℡671-5832 

 熱田児童館留守家庭児童クラブ 一番 3-2-5 ℡682-8488 

 (港区)中川学童保育所     港区七番町 4-8-16 ℡651-5196 

＊ 学童保育所によって、保育体制が異なっています。各保育所か熱田区役所民生子ども課民生子

ども係＜☏683-9913＞でお確かめ下さい。 

南養護学校地図 

区内小学校・中学校 

学童保育所 

区内の特別支援学級・養護学校 



土曜日  

 

 

◆トワイライトスクール 

 トワイライトスクールは、放課後などに学校施設を活用して学年の異なる友だちと自由に遊んだ

り、学んだり、体験活動に参加したり、地域の人々と交流することを通して、子どもたちの自主性、

社会性、創造性などを育むことを目的とし、地域が一体となって子どもたちを見守る環境を創って

いけるよう支援する事業です。 

＊対 象：参加を希望する児童（原則として該当する小学校に通う児童が登録をして参加） 

＊活 動 場 所：放課後学級ルーム、体育館、運動場など 

＊活 動 日 時：平日･･････････････････････････････授業終了後～午後 6時 

          土曜日、夏休み等の長期休業期間中････午前 9時～午後 6時 

＊参 加 料：無料（ただし、保険関係費が必要です。） 

その他、体験活動の材料費等、実費相当額を負担する場合があります。 

＊運営スタッフ：事業全般の総括を行う運営指導者及び身近な大人として子どもに接し、子

どもの活動を見守り、指導･援助する地域協力員を配置するとともに、体験

活動では、ボランティアの協力を得ています。 

○25 年度熱田区内トワイライトスクール実施校 

・旗屋小トワイライトスクール ℡681-2924 

 ・野立小トワイライトスクール ℡681-1061 

 ・千年小トワイライトスクール ℡651-9175 

・白鳥小トワイライトスクール ℡681-5623 

・大宝小トワイライトスクール ℡682-3425 

 

◆トワイライトルーム(Ｈ２５年度～) 

「トワイライトスクール」と「留守家庭児童等に配慮した就労支援としての役割を担う事業」と

を一体的に実施しています。延長時間帯にはおやつを食べながらふれあいの時間を過ごすほか、子

ども指導員等が基本的生活習慣の身に付く活動を行います。 

＊対 象：基本時間帯…実施校に在籍あるいは学区に在住の小学生(１～６年生) 

延長時間帯…基本時間帯の登録者で、保護者が家庭にいないことにより 

子育てへの援助を希望する家庭の小学生(１～６年生) 

＊開設時間及び利用料等 

8 時                   17 時  18 時  19 時 

 

 9 時                    18 時 

  

 

 

 

 

 

＊活 動 場 所：学校内（トワイライトルームの部屋）、運動場、体育館など 

○25 年度トワイライトルーム実施校 

・高蔵小学校 ℡682-0264   ・船方小学校 ℡652-3137 

 

■お問い合わせ先 名古屋市役所 子ども青少年局放課後事業推進室 ℡972-3096 

トワイライトスクール･トワイライトルーム事業 

基本時間帯 延長時間帯(登録児童) 

基本時間帯の利用(年間保険料) 

18時までの利用(年間保険料+月1,500円,おやつ代含む) 

19時までの利用(年間保険料+月6,500円,おやつ代含む) 

※1 日単位で延長時

間帯を利用できる制

度(1 日 1,000 円おや

つ代含む)も有り 




