
この冊子は「官民協働」の取組として各事業所からいただいた

協賛により発刊するものです。

はじめに

このガイドブックは、これから子育てをする方や子育てをして

いる方が、安心して子どもを産み育てることができるようさま

ざまな支援サービスや相談窓口などを紹介しています。

大竹市では、「子育てをしたいまち  おおたけ」の現実をめざし、

さまざまな形で子育てを応援・支援しています。保護者の方

が子どもの成長を喜び、子育てを楽しむことができるよう、

そしてお子さんが健やかに成長されますことを願っています。

令和3年4月
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事前対策が大事 非常用持出袋を用意しておきましょう！

のちゃん
地震はいつおこるかわかりません。

妊娠中や、赤ちゃんがいるときに地震がおきた場合も想定しておきましょう。

■ハザードマップで自宅の災害危険度を把握する

■災害別の避難行動をあらかじめ決める

■立ち退き避難する場合は、どこに避難するか確認する

■避難の判断材料として注目すべき情報を把握する

家族で話し合いましょう！

次のことを確認する

避難する際には赤ちゃんを抱いて避難しなければなりません。

実際に赤ちゃんを抱えて持てる量なのか、しっかり確認しておきましょう。

大竹市の防災対策

防災情報は
ココで
チェック！

大竹市では、防災情報・気象情報などを、

電子メールで携帯電話やパソコンへ配信

するサービスを行っています。どなたでも

登録ができますので、ぜひご活用ください。

お母さん・赤ちゃん用必要グッズ

離乳食

着替え

（肌着、長袖、
長ズボン、防寒着）

母子健康手帳、
子ども医療証、診察券

紙おむつ、お尻ふき
（お尻ふきは、身体も拭ける）

授乳関連グッズ：授乳用ケープ、
ミルク、哺乳瓶、調乳用の水
（日頃の授乳方法にあわせて準備）

ガーゼ・
ハンカチ

靴（子どもには
靴を履かせるように）

帽子（頭を守れるもの）

普段
使っている薬

生理用品

抱っこ紐

使い慣れたおもちゃ
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ケーススタディ

市ホームページ
災害時には、防災行政無線の放送内容を掲載します。

防災行政無線メールマガジン
災害時には、防災行政無線の放送内容を配信します。

（事前登録が必要です）

テレホンサービス
電話で最新の放送内容を聞くことができます。

通話料は無料です。（=0120-590-131）

発災時の情報はココから！

email maga
zine

phon
e

妊娠中に避難生活を
することになったら？

赤ちゃんが一緒のときに
地震がおきたら？

妊娠中は冷えるとおなかが張りやすくなり

ます。できるだけ温かくしましょう。

赤ちゃんや子どもを抱き、特に頭を守るよ

うにしてテーブルや机などの下に体を隠し

ましょう。

妊婦は血栓ができやすいため、ときどき体

を動かし、水分を十分とって予防しましょ

う。また、トイレは我慢しないようにしま

しょう。

避難所の食事は塩分が高いこともあり、

血圧が高くなることがあります。目がチカ

チカする、耳鳴り、頭痛、吐き気などの症

状があれば、受診できるよう手配しても

らってください。

テレビやラジオで情報を収集し、必要に

応じて避難の準備をしましょう。自宅が無

事であれば、避難所よりも「在宅避難」が

有効です。

火の始末をしましょう。また、倒れた家

具や割れたガラスの破片が散乱している

可能性があるので、室内でも靴を履いて

行動しましょう。

homepage

妊娠高血圧症候群 屋外避難/屋内避難

エコノミークラス症候群 揺れがおさまったら

地震発生時冷え
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3つの咳エチケット

近年、私たちの生活において、健康に対する意識が変化してきました。

公衆衛生の観点から、日々の暮らしで気をつけるべきことについて、

家族みんなで確認してみましょう。

せきやくしゃみに気をつけましょう咳  エチケット
電車や職場、学校など人が

集まるところで気をつけよう

袖で口・鼻を覆う
おお

おおおお

ティッシュ・ハンカチ
で口・鼻を覆う

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

正しいマスクの着用

１ ２ 3

ゴムひもを
耳にかける

鼻と口の
両方を確実に

覆う
おお

隙間がないよう
鼻まで覆う

おお

外出するときはマスクをつけましょう

マスクが
ない時

とっさ
の時

せき

対面で人と人との距離が近い接触（およそ２ｍ）が、一定時間以上、多くの人との間で交わされ
る環境は、感染リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケット
を徹底しましょう。

何もせずに咳や

くしゃみをする

せき

せき

咳やくしゃみを

手でおさえる

せき

NGな咳の仕方
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帰ったら正しく手を洗いましょう

正しい情報を、ごまかさず、正直に。

その子の年齢に合った言葉で、一度にひ

とつずつポイントをしぼる。

誰かのせいではなく、目に見えないウィ

ルスのせいであることを伝えましょう。

伝え方 ⒈ 手洗いを忘れずしっかり30秒

⒉ 人がたくさんいるところに

行かない

⒊ 規則ただしく、よく寝てよく遊ぶ

親子でこんな「おやくそく」を
決めてみましょう！

子どもの心の

健康を守るために

爪は短く切っておきましょう。 時計や指輪は外しておきましょう。

流水でよく手をぬらした後，
石けんをつけ、

手のひらをよくこする

手の甲を
のばすようにこする

指先・爪の間を
念入りにこする

親指と手のひらを
ねじり洗いする

手首も忘れずに洗う指の間を洗う

１ ２ 3

4 5 6

手洗いの前に

正しい手の洗い方

石けんで洗い終わったら、十分に水

で流し、清潔なタオルやペーパータ

オルでよく拭き取って乾かします。

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつ
さないために（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/
kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

出典： 厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp）　 『ビデオメッセージ集 ～妊婦のみなさま，小さなお子さまがいらっしゃるみなさまへ～小児科医
からのメッセージ』を元に加工・編集して作成

わかりやすい言葉でやさしい説明を！
３歳前後から上のお子さんには

３～5歳くらいのお子さんは、人の気持ちを察し、

簡単な内容であれば、原因と結果に関して理解

したりできるようになります。新型コロナウイル

スについての簡単な理解を促し、一緒にご家庭

内でのルールを作っていきましょう。

外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などは
こまめに手を洗いましょう。
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to protect children

もしかして虐待？と思ったら 迷わずに通報しましょう！

虐待を受けたと

思われる子どもを

見つけたとき

を

保護者との暮らしが
つらいと感じている

18歳未満の
ご本人

子育てがつらいと

感じたとき

らいと

とき

児童相談所全国共通ダイヤル

秘密は厳守しますので安心してご相談ください

あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます

いち はや く

緊急のとき

広島県西部こども家庭センター
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

8：30～17：15
☎082-254-0381

問い合わせ先 受付時間 電話番号

24時間子供SOSダイヤル（文部科学省） 24時間対応 ☎0120-0-78310

子どもの人権110番（法務省） ☎0120-007-110

児童虐待（の疑い）に気づいたら

「児童虐待の防止等に関する法律」では児童虐待を以下の　　　　　　　 に分類しています。４つの行為類型

●暴力行為（殴る、蹴る、首を締め

る、溺れさせる、逆さ吊りにする、

冬の戸外に締め出す、熱湯をかけ

る、異物を飲み込ませる）     など

ネグレクト（養育の拒否、保護の怠慢）

●性交、性的暴力、性的行為を強要する

●子どもにわいせつな行為を見せる

●ポルノグラフィーの被写体を強要する

●身体に執拗に触れる　など

性的虐待

●適切な食事を与えない

●入浴させない

●不潔な環境の中で生活させる

●病気になっても医師の診察を

　受けさせない

●子どもの意思に反して学校などに登校させない

●乳幼児を家や車中に残したまま外出する     など

身体的虐待

保護者により18歳未満の子どもに加えられた行為（単なる事故ではない）で、

子どものからだとこころを傷つけ、健全な成長や発育を損なう場合を言います。
児童虐待とは

こちらでも

受付けて

  ます！

●子どもの心を傷つけることを言

う、極端に無視する、兄弟姉妹と

著しく差別的な扱いをする

●子どもの目の前で行われる家庭

内暴力     など

心理的虐待

平日8：30～17：15
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体罰や暴言は

使わない

子どもはSOSを

発信できていますか？

イライラしても大丈夫

クールダウンが大事

出  典／「子どもを健やかに育むために～愛の鞭ゼロ作戦～」

（平成28年度 厚生労働省科学研究費補助金 健やか次世代育成総合研究事業）を元に作成

子育てがつらくなって

いませんか？
point point point

親もSOSを出そう

point

子どもの気持ちと行動を

分けて考え、育ちを応援

point

子どもだからといって暴力や

暴言が許されるわけではあり

ません。子どもにとって大人か

ら叩かれることはとても怖い

ことであり、ちょっと叩かれた

だけ、怒鳴られただけでも心

に大きなダメージを受けるこ

ともあります。

育児の負担を一人で抱え込まずに、家族に分担

したり、自治体やNPO、企業などのさまざまな

支援サービス（ファミリーサポート、家事代行

サービス、一時預かりなど）を利用したりしま

しょう。子育ての苦労について気軽に相談できる

友だちもできるといいですね。

親に恐怖を持った

子どもは、親に気に

入られる様に、親の

顔色を見て行動するようにな

ります。心配ごとを打ち明けら

れない関係は、いじめや非行

など、より大きな問題に発展し

てしまう可能性もあります。

子どもが言うことを聞いてくれ

ないときに、イライラすることは

誰でもあることです。深呼吸す

る、窓を開けて風に当たるなど、

自分なりのクー

ルダウン法を

見つけておき

ましょう。

2～3歳の子どもの「イヤ」は自我の芽生えであ

り、成長の証でもあります。「わがままな子に

なっては困る」という想いから、親は指示的に対

応してしまうこともありますが、子どもの成長過

程で必ず通る道だと大らかに構えて、子どもの

意思を後押ししていきましょう。
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健
康
診
査

教
室

定
期
予
防
接
種

手
続
き
な
ど

妊婦健診
（妊娠中）

小児用肺炎球菌B型肝炎

1歳未満

BCG
1歳未満

ヒブ

四種混合
生後3～90か月未満

予防接種

産後ケア事業

産前産後サポート事業

乳児一般健康診査（個別）

妊婦歯科健診

4か月児健康
診査（集団）

こんにちは赤ちゃん訪問
（助産師・保健師・民生委員・主任児童委員訪問）

ふれあい
サロン

保育所

認定こども園

小規模保育園

出生時
手続き 出産育児一時金、国民健康保険

加入（国民健康保険世帯）

乳幼児等医療費助成

出生届 児童手当

妊娠期・母子健康妊娠期・母子健康カレンダー

期期

3

2

2

ロタウイルス

生後14～32週０日期

期

期

期

追加

１

1

追加

１

3

1期 追加

１

3

初回

O t a k e  c i t y

妊娠がわかったら 子どもが生まれたら ４か月 10か月

P16 P18

P17

P18

保育所
等に入所

したい

P30

P13

P21

P21

産婦健康診査 P20

P22

P20

P22

P22

P14

P12

P30

P30

定期接種
について

P23

パパママ
スクール

妊娠届

P12

母子健康手帳
交付

生後２か月～５歳未満
※接種開始年齢により、接種回数等が異なります。

生後２か月～５歳未満
※接種開始年齢により、接種回数等が異なります。

※１歳のお誕生日の前日まで

※ワクチンの種類により
　接種回数と接種期限が異なります。
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日本脳炎

水痘

生後12～36か月未満

※　  内の各数字は

必要な予防接種の回数です。

二種混合
 ジフテリア
 破傷風（ ）

期 11歳・12歳

期 小学6年生～高校1年
生に相当する年齢

ヒトパピ
ローマウイルス
 （子宮頸がん）

麻しん・風しん
混合（MR）

1歳６か月児
健康診査

妊娠、出産、育児の情報が時系列にわかるカレンダーです。

各項目をチェック　   して、モレの無いようにしましょう。

3歳児
健康診査

就学前
健康診査

1期は生後12～24か月未満
2期は５歳以上７歳未満で
小学校就学前の１年間

（保育園・幼稚園の年長児）

幼稚園

認定こども園

1期追加は生後6～90か月
未満
2期は9～13歳未満
※平成７年4月2日から平
成19年4月1日生まれの方
は20歳に達するまでの間、
1期、2期の未接種分を受け
ることができます。

期

期

期

2

１

１回 ２回

１

２期

１

３

１

1期

1
2期

１
2期

１

追加1期

1歳 2歳 3歳 5歳 就学4歳

P22

P22

幼稚園
等に入園

したい
P33

小学校に
入学

します 入学 P34
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