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作成： 乳幼児・学童コミュニティケア研究会 
（ 事務局： 横須賀基督教社会館  電話 861-9773 ） 

 メンバーは田浦地区で活動する 民生委員・主任児童委員、保健師、 公

私立保育園、児童相談所、社会福祉協議会、横須賀基督教社会館の職員
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● 塚山公園  
桜。東京湾・房総半島の眺め良し！ 

● 田浦梅の里 
梅。アスレチックコース有り♪ 

● 港が丘公園 
広場で元気良く遊べる。遊具有り♪ 

● 池の谷戸公園 
つつじ。アスレチック遊具有り♪ 

● 南郷公園 
 桜。京急電車が見える。遊具有り♪ 

● 船越 1丁目公園 
 遊具・ベンチ・東屋が充実！ 

横須賀共済病院分院 

田浦地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

南郷公園 
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港が丘公園 

船越１丁目公園

広域避難地★ (大規模火災から身を守るための空地)

田浦中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・田浦小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・長浦小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

海上自衛隊第2術科学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・安針台第2公園 

震災時避難所☆ (震災時の避難生活の場) 

田浦中学校・船越小学校・田浦小学校・長浦小学校 

WC 

横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ総合練習場

★海上自衛隊第2術科学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

★安針台第2公園 

※ この MAP は「乳幼児子育て家庭」向けに、地図や

情報を一部省略しています。データは 2011 年 5 月

31日現在のものです。お出かけの際はご確認下さい。

春は花がキレイ 

階段多い 

桑原医院

あつみ内科 

2011年 6月発行
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 子育てに悩んだら…相談できます  
 

●北健康福祉センター（船越・田浦行政センター２階） 
電話：861-4118 

育児相談：平日8時30分～17時  
場所：船越町6-77田浦行政センター２階 

・子育ての不安や疑問などの面接・電話・訪問相談を行っています。 

・発達の遅れの心配や障害のあるお子さんの子育て相談をお受けしています。 

・ご相談の内容や状況に応じて、適切な相談機関をご案内します。 

 

●子育てホットライン（横須賀） 
電話：822-8511 

育児相談：休日・夜間を問わず、24時間 

・いつでも子育てに関する不安や悩みの相談を電話で受け付けます。 

 

●横須賀市児童相談所（横須賀） 
電話：820-2323 

場所：はぐくみかん３階 

・子育てや子どもの発達、学校のこと、また、子どもを叩いてしまう、辛くあたってしまうなどの

悩みなど、子どもに関するあらゆる相談をお受けします。 

・お子さん（本人）はもちろん、保護者や近隣の方等、どなたでも相談することができます。 

・一人ひとりのお子さんに合った支援を一緒に考えていきます。 

 

 

近くの保育園で遊べます。相談できます。 
 

●市立船越保育園（船越） 
電話：861-3254 

○園庭の開放：毎月第3水曜日 10時～11時 

・園庭を遊び場として提供します。事前にご連絡ください。 

○育児相談 

・育児相談は随時行っていて、予約は必要ありません。お電話でも可能です。 

 

●善隣園保育センター（田浦） 
電話：861-9777 

○園庭の開放：毎月第3水曜日 9時 30分～12時 

・園庭を遊び場として提供します。 

○開放保育：第3、第4水曜日 

 ・園に来て、園の子どもと地域の親子、また、親子同士の交流をします。 

○出張保育：第2水曜日 

・職員が地域に出て、職員と地域の親子、また、親子同士の交流をします。 

○育児相談：平日9時～12時／13時～17時 

・育児についてお悩みの方に、電話や面接で相談に応じます。 

24時間・365日！



●市立田浦保育園（長浦） 
電話：823-2610 

○園庭の開放：毎月第3水曜日 10時～1１時 

・園庭を遊び場として提供します。事前にご連絡ください。 

○育児相談 

・育児相談は随時行っていて、予約は必要ありません。お電話でも可能です。 

 

 親子で安心して遊べる場所 
 

●愛らんど田浦（親子で集うためのフリースペース） 
開催日：月曜～金曜日 9時～16時 

場所：船越町6-77田浦行政センター２階 

電話：861-4118 

対象：未就学児親子  参加費：無料 

 

●おもちゃ図書館のこのこ（田浦） 
開催日：毎週土曜日13時 30分～15時 30分 

場所：湘南信用金庫南田浦出張所3階（善隣園保育センター隣） 

・おもちゃを使って、親子で遊ぶことができます。 

問合せ：よこすかボランティアセンター 821-1303 

 

●親子でＨＯＴ（船越） 
場所：田浦コミュニティセンター他 

開催日：月1回 10時 30分～11時 30分 

対象：未就園児 

参加費：1家族1回200円 

主催：船越子育て支援グループ 

問合せ：横須賀市社会福祉協議会(地域福祉課) 821－1301 

 

●親子サロン（長浦5丁目） 
場所：長浦5丁目自治会館 

開催日：毎月1回 １０時～１１時30分 

対象：長浦5丁目にお住まいの未就園児 

参加費：無料 

主催：なごみ会（長浦5丁目ボランティアグループ） 

問合せ：横須賀市社会福祉協議会(地域福祉課) 821－1301 

 

●親子サロン（長浦） 
場所：東長浦町自治会館 

開催日：毎月第３火曜日 １０時～１２時 

対象：未就園児 

参加費：無料 

主催：山びこの会（長浦地区ボランティアグループ） 

問合せ：横須賀市社会福祉協議会(地域福祉課) 821－1301 



一時的に お子さんを預けたいとき 
 

一時保育 

●善隣園保育センター（田浦） 
電話：861-9777 

利用日時：月曜～金曜日。9時～17時。土曜日はご相談に応じます。 

・保護者の断続的、非定型就労や病気などの緊急時、冠婚葬祭、リフレッシュ等の場合、一時的に

児童の保育を行います。 

○利用料 １時間 ３５０円（3～5歳）、５００円（0～2歳）＋給食代・おやつ代 

 子どもの年齢によって異なりますので、直接お問い合わせください。 

○利用方法 

 定員が決まっています。事前に電話予約が必要です。 

 

休日保育（日曜・祝祭日に一時保育が必要なとき） 

●小光子愛育園分園きらきら星（日の出町） 
場所：日の出町1-6  フォレースよこすか3階 

電話：821-3335 

○利用料 １時間 ３５０円（3～5歳）、５００円（0～2歳） 

 子どもの年齢によって異なりますので、直接お問い合わせください。 

○利用方法 

 定員が決まっています。２日前までに電話予約が必要です。 

  給食はありません。お弁当、おやつは持参になります。 

 

ご近所の預かり 

●ファミリー・サポート・センター（田浦・横須賀） 
開所時間：月～金曜日 9時～17時 

電話：828-8510（詳細はお問い合わせ下さい） 

・お子さんを預かって欲しい保護者と、預かることのできる人の間を 

ファミリー・サポート・センターが橋渡しします。 

・利用したい方は事前の会員登録が必要です。入会金・年会費は不用です。 

○援助活動の時間 

 ・午前6時から午後10時まで 

○利用料金等 

 ・月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時：700円／1時間 

 ・土・日曜日、祝日及び年末年始、上記以外の時間帯：900円／1時間 

 

保育の派遣 

●キッズポケット（久比里） 
電話：８４３－８８００ 

受付時間：月曜～金曜日 9時～16時 

利用時間：月曜～日曜日 7時～22時 

利用料：時間900～1,700円(曜日・時間による) 

    別途、年間の登録料・派遣費(1回 600円)あり 

・ワーカーが、ご自宅にお伺いして保育をします。病後児の保育も応相談。 



病気・けが など…緊急のとき 
 

●自衛隊横須賀病院 [休日急病診療所] （田浦） 
電話：823-0270   場所：田浦港町１７６６－１ 

・受診を希望する診療科医師が不在の場合があるため、 

あらかじめ電話連絡をし、相談してください。 

 

●横須賀市救急医療センター（横須賀市三春町） 
電話：824-3001   場所：横須賀市三春町２－１７ 

診療時間：平 日        午後８時～午前０時 

土曜日       午後５時～午前０時 

日曜日・祝日 午前８時～午前０時 

年末・年始   12/29午後４時～1/4午前８時まで終日 

 

●どこに行けばいいの？ 聞けばいいの？（横須賀） 
＊横須賀市コールセンター 電話：822-2500（午前８時～午後８時） 

＊消防局 電話：822-0119 

・救急医療センターの診療時間を過ぎたときなどは、市内の当直医の状況をおたずねください。 

 

子どもを看てくれる近くの病院 
 

●桑原医院 [内科・小児科]（田浦） 
電話：861-4138            場所：横須賀市田浦町２－5 

診療時間：月・火・水・金曜日   午前９時～午後１２時・午後4時～午後6時30分 

土曜日           午前９時～午後１２時 

木・日曜日・祝日   休診 

 

●あつみ内科 [内科（診察は1歳から）]（船越） 
電話：860-1058             場所：横須賀市船越町1－43 

診療時間：月・水・木・金曜日   午前９時～午後１２時・午後３時～午後7時 

土曜日           午前９時～午後２時 

火・日曜日・祝日   休診 

 

ひとり親家庭のために 
 

●市役所こども青少年給付課  
電話：822-9809 

・手当て・助成制度等があります（所得制限あり）。お問い合わせ下さい。 

①児童扶養手当 ②ひとり親家庭等医療費助成 ③子ども手当 ④特別児童扶養手当（障害児）⑤

母子寡婦福祉資金の貸付 ⑥義務教育就学援助 ⑦水道料金の減免 ⑧ＪＲ通勤定期券の３割引 

⑨家庭生活支援員の派遣  


