
一人で悩まず
困ったら相談相談は全て無料で、秘密厳守です。記載のないものは祝日実施はありません。

※相談窓口が分からない場合は、市民相談窓口（☎ 62-1700、内線 151）
をご利用ください。
種類 内容 日・曜日 時間 場所 予約・問

高齢者

専門の相談員（主任介護支援専門員、
社会福祉士、保健師など）による介護
予防や高齢者の生活全般の相談
※相談方法は、希望する方法（電話、
来所、訪問など）で各センターが対応

月～金曜日 8:30～17:30

包括中央（見附中学校区、大平園内） ☎ 63-3555
包括南（南中学校区、古志乃里内） ☎ 62-1750
包括西（西中学校区、いいねか邸内） ☎ 62-3345
包括今町（今町中学校区、坂井園内） ☎ 61-5221

障がい者 相談支援専門員による障がい福祉サー
ビスや日常生活の相談 月～金曜日 9:00～17:00

①障がい者支援センターあさひ
（ネーブルみつけ内、水曜日は訪問相談のみ）

☎ 090-1695-
1350

②相談支援事業所すきっぷ ☎ 62-2181
③障害者相談支援センターえがお
（みつけワークス）

☎ 080-8728-
6338

健康・心 保健師・心の相談員による健康や心の
相談 月～金曜日 9:00～16:00 健康の駅（保健福祉センター）

健康の駅

 
※保健福祉センター1階ロビーへ一時的
に移設しました。相談対応のみで、交流
や体験は休止しています。

☎ 62-7835

心の専用相談
（ホットラインこころ） 心の相談員による心身の不調や悩み相談 月～金曜日 9:00～16:00 ☎ 62-7830

心（相談会）（要予約）臨床心理士による心身の不調や悩みの相談。予約は 8日㈬まで 3/11 ㈯ 13:30～16:30 保健福祉センター 健康福祉課
☎ 61-1370

人権 人権問題に関する相談 月～金曜日 8:30～17:15 見附市役所１階市民生活課 ☎ 62-1700
（内線 140）

消費生活
悪質商法や商
品・契約トラブ
ルなどの消費生
活の相談

市消費生活相談窓口 月～金曜日 9:00～16:00 見附市役所１階市民生活課

全国共通
☎ 188

県消費生活センター
月～金曜日 16:00～16:30

土曜日 ９:00～16:00

国民生活センター 日曜・祝日 10:00～16:00

多重債務 消費生活相談員による債務の相談 月～金曜日 9:00～16:00 見附市役所１階市民生活課

生活困窮者 専門相談員が一人ひとりに支援プラン
をたて家計・就労を支援 月～金曜日 9:00～17:00 くらしの自立支援センターみつけ

（保健福祉センター内） ☎ 62-7010

就労

（要予約）三条地域若者サポートステー
ション相談員による 15～ 49歳の人、
その保護者の相談・就労支援

3/17 ㈮ 13:00～15:00 中央公民館
健康福祉課
☎ 61-13703/22 ㈬

（予約不要） 13:00～15:30 ネーブルみつけ

専門相談員による就労相談 毎週水曜日、
第 2・4土曜日 9:00～15:30 ネーブルみつけ雇用情報コーナー ☎ 62-7805

労働・生活 専門相談員による解雇、セクハラ、年金、
いじめ、家庭不和などの相談 月～金曜日 10:00～16:00 新潟県ライフサポートセンター ☎ 86-8898

法律
一般

（要予約）弁護士による法律相談
3/14㈫、28㈫ 13:00～16:00 見附市役所１階相談室 ☎ 62-1700

（内線 151）
商工
業者 4/10㈪ 10:00～12:00 見附商工会 ☎ 62-1365

女性 （来所は要予約）専門相談員による夫婦・
親子関係など女性が抱える悩みの相談

月～金曜日 10:00～16:30
水曜日は19時まで NPO法人女のスペース・ながおか

※3/15㈬は見附市役所4階で実施 ☎ 38-0456
3/15 ㈬ 13:30～15:40

子育て 保育士による育児相談 月～金曜日 9:00～16:00
学校町子育て支援センター ☎ 62-7803
新町子育て支援センター ☎ 62-7551
今町子育て支援センター ☎ 61-5010

妊婦
赤ちゃん

（要予約）助産師による妊娠・授乳・育児
相談、赤ちゃんの体重測定

月～金曜日 9:30～16:30 ネウボラみつけ（保健福祉センター内） ☎ 63-2860
子どもの
発達

（要予約）発達支援相談員等による就学前
の子どもの発達・対応・言葉などの相談

青少年 いじめや不登校など青少年に関する相談 水曜日 9:00～16:00 青少年育成センター（みつけ伝承館2階） ☎ 62-5739

●図書館　月曜日、第2金曜日は休館（3/21（火・祝）は開館）
●ネーブルみつけ　3/29㈬は17:00閉館

施設のお知らせ

●火災　1件（＋1）　　●救急　159 件（－24）
   ※火災・救急情報の速報は☎ 63-3131 へ　　

●交通事故　2件（＋1）
●交通事故死者数　0人（ ±0）

発生状況（令和5年1月1日～1月31日）

※（　）は対前年比

●人口　38,994（－473）　　
　▷男　19,050（－184）　▷女　19,944（－289）
●世帯　15,228（＋67）

人口のうごき ( 令和 5 年 2 月1日現在）

※（　）は前年同月比

休日の窓口（市民生活課：市役所1階）

●とき　日曜日8:30～12:30　※パスポート受け取りは9:00～12:00
●内容　戸籍証明、住民票証明、印鑑証明、印鑑登録、パスポート（受け

取りのみ）　※マイナンバーカードでコンビニから住民票の写しなどを取得可
（各種条件あり、毎日6:30～23:00）。３月19日㈰、４月2日㈰は、住民異動
の受付可。住民異動に伴う各種手続き（児童手当、子ども医療費受給者証など）
は不可（平日8：30～17：15に受付）。

こどもおでかけ
とと 見附のイベント

はこちら→
見附の子育
て支援制度
はこちら→

お悩みお悩み

●母子保健事業のお知らせ　問こども課☎ 62-1700（内線 445）
種類 対象 日にち 受付時間 ところ 持ち物・その他

1 歳 6か月児健診 令和 3年 10月生 4月 21日㈮ 13:00～13:15
保健福祉
センター

母子手帳・問診票・フッ素塗布希望書・バスタオル

3 歳児健診 令和元年 10月生 3月 10日㈮ 13:00～13:15 母子手帳・問診票・フッ素塗布希望書・朝いちばんの尿・
目と耳のアンケート・バスタオル　

2 歳児歯科健診（希望制）
令和2年12月～
令和3年2月生

3月17日㈮ 13:00～13:15 保健福祉
センター

母子手帳・オムツ・バスタオル・着替え等
※対象者には、事前にご案内の往復はがきを送付します。

4 か月児健診  医療機関で個別実施　※対象者には受診票を郵送します。

オンライン離乳食教室
（ZOOMで開催）

令和 4年 7 月生 3 月 9 日 ㈭

13:30～14:30
自宅または
保健福祉セ
ンター

４か月児健診の案内に同封した「離乳食のすすめ方」・
離乳はじめて BOOK
※ 3日前までに市ホームページから申し込んでください。

令和 4年
8・9・10月生

4月13日㈭ 

離乳食教室 令和 4年 11月生以降 令和 5年度から、保健福祉センターを会場に対面で実施します。対象者には案内を送付します。

オンライン離乳食教
室の申込みフォーム
（→QRコード）

本ページへの
意見募集

裏表紙（次ページ）の広報
クイズ＆プレゼントから
応募をお願いします。

・受診日の10日以内に、発熱・せき・のどの痛みなどの風邪症状があった場合は、受診を見あわせてください。
・ご都合の悪い場合はご連絡ください。翌月以降に受診できます。
・新型コロナウイルス感染症の市内感染状況により、健診を中止する場合があります。中止の場合、対象者へ
個別で通知いたします。また、最新の健診情報は市ホームページでご確認いただけます。（→QRコード）

 おめでとうd
デ ー

ay
学校町子育て支援センター

時 いずれも 10:45 ～　¥  無料

新町（3/6・7）、今町（3/20）支援センター
でも、おめでとうカードをプレゼント！

問 学校町子育て支援センター☎62-7803

卒業・入学の季節。子育て支援センターでは、ひとつ大きくなった
お子さんの成長をお祝いして「おめでとうday」を開催します。気
付けば、大きく成長している我が子。食べられるものやできること
が増えた――。そんな、成長をみんなでお祝いしましょう♡

0 歳～
おすすめ

3/15 ㈬　おたのしみタイム・身体測定
3/16 ㈭　おたのしみタイム・ピアノの

ちえちゃんミュージックパネ
ルシアター

※両日ともおめでとうカードをプレゼント。

学校町子育て支援センター

0 歳～
おすすめ

桜のお散歩コース
上新田展望台公園

三寒四温、春の訪れを感じる季節がやってきました。４月上旬に
なると、市内各地できれいに咲き始める桜。やさしいピンク色は、
大人もこどもも気持ちまで穏やかにしてくれます。上新田展望台
公園は、近くにパティオにいがたがあり、駐車場やベンチも整備。
春のお散歩コースにいかがでしょうか。

問 建設課☎ 62-1700

パティオにいがた

見附中之島線

健幸スポ・
レクゾーン

刈
谷
田
川

上新田展望台公園

P

赤の展望台

見頃：4月上旬

ス

ことばや発達などについて発達支援相談員が対

応します。予約制。保健福祉センター（乳幼児

健診の会場）で月～金曜日9:30～ 16:30。

問ネウボラみつけ☎ 63-2860

発達相談に寄せられた
見附ママの悩みを紹介

発達支援相談員が
お答えします

　①2時間程度おむつが濡れなくなった、②おむつが汚れると気持ち悪
いと感じるようになった頃が、トイレトレーニングが効果的に進むタイ
ミングです。ただし、焦りは禁物。トイレは嫌な場所と思われないように、
まずは成功を求めず、トイレに座ってみることから進めましょう。遊び
の途中で誘うのではなく、起床後、お出かけ前、食事前、入浴前、就寝
前など、生活リズムの切り替え時に誘ってみるのがポイントです。
　中には「トイレを強く嫌がる」「オムツの中で排泄したがる」など、
こだわりの強い子もいます。無理強いせずに、働きかけが受け入れら
れるのを待ちましょう。機が熟せば、自然とこちらの呼びかけを受け
入れられるようになりますよ。

おむつがとれない時のトイレトレーニングの進め方は？

子どもに合わせ、焦らず進めていきましょう

Q
A

（４歳５か月ママ）

16162023.32023.3 ●●広報みつけ広報みつけ


