南部町

すくすく子育て
いきいき親育ち
〜 成 長と学 び の ガ イドブック 〜

令和3年10月

南部町子育て支援課

はじめに
南部町では、地域の宝である子どもたちが、自然豊かなこの南部町でのびのびと心豊かに育
ち、ふるさとを愛し、誇りを持てるようなまちづくりを目指しています。
このガイドブックは、妊娠から出産、子育てに関する事業や制度についてまとめ、また、保
護者の方に知っておいていただきたい学びのコラムや健康・栄養・メディアについてのお話も
記載していますので、ぜひご利用ください。
みなさんが南部町で安心して楽しく子育てでき、子どもたちが地域でいきいきと育っていく
よう応援しています。
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南部町子育て包括支援センター

南部町では、保健師、助産師、子育て支援員（保育士）、管理栄養士がチームとなって妊娠・出産・子育
てを切れ目なく支援します。妊娠期からのお母さんと子どもの健やかな成長発達の支援・アドバイスを行っ
ています。いつでもご相談ください。

スタッフの紹介
保健師（母子保健コーディネーター）

助産師

心と身体の健康をサポートします。

産前・産後、母乳の相談などを行います。

管理栄養士

子育て支援員（保育士）

栄養相談を行います。

各種行事に参加し、子育てに関する相談や手続き
などをサポートします。

子育てに関する情報

子育て支援課

☎0859-66-5525

『 南部町子育て支援サイト ほっぷ すてっぷ なんぶ』 『はぐなびN＠NBU』
子育てに関する情報を目的別、年齢別にわかりやすくまとめてい
ます。『ほっぷ すてっぷ なんぶ』とは、『ホップ ステップ ジャ
ンプ』という響きにかけていて、お子さんが一つずつ成長の階段を
上っていく様子と、南部町ですくすく成長してほしいという思いが
込められています。ぜひご利用ください。
毎月、子育てに関するカレンダーも掲載しています。

移住定住に関する情報
南部町で里山暮らし

企画政策課

令和2年5月からスタートした、
南部町が提供する、安心してお使い
頂ける子育てアプリです。お子さん
の成長を記録できたり南部町が行う
事業などを配信しています。

☎0859-66-3113

就労支援も行っています！

〇空き家を活用した移住者向け賃貸住宅や町内に住宅を新築された方等に対する定住促進奨励金、子
育て世代等が負担する民間賃貸住宅の家賃の一部助成など住まいに関する応援を行っています。
（交付の要件・期間など詳しくは企画政策課までお尋ねください。）
〇ハローワーク米子などと提携し、企画政策課の窓口に
おいてもハローワークと同様の求人情報が検索・閲覧
いただけます。
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南部町では、妊娠期から子どもの成長段階に応じて、学び・相談・仲間づくりの場を提供しています。

妊 娠 期

届
出

子育ては親育ち！ 成長と学びのプログラム

子育ては親育ち！成長と学びのプログラム

妊娠届・
母子健康
手帳の交付

出生後〜新生児
出生届

P7

0歳

1歳

2歳

在宅育児世帯
支援給付金 P16

誕生祝い

3歳

P16

児童手当（中学校卒業まで） P16

P6

特別医療費助成（18歳到達の年度末まで） P16
健

妊婦健診

診

P6

産後健診1カ月児
健診 P6
新生児聴覚検査
P6

４ヶ月児健診

3歳児健診

P8

7ヶ月児健診

P8

10ヶ月児健診

P8

12ヶ月児健診

P8

1歳6ヶ月児健診

P8

学 び

パパママ
教室

P8

子育て親育ち教室

（両親学級）

子育てセミナー

P6

離乳食講習会

子育てサロン
仲間づくり

P10

妊婦さんとねんねの赤ちゃんの日
相 談など
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赤ちゃん訪問

P6

P7

妊婦面談

産後ケア
P14

P13

● 総合福祉センターいこい荘 P11

子育て交流室 あいあい（すみれこども園） P10
ハイハイ・
よちよちの日

妊娠届出時相談

P13

P13

パパスクール

●

P10

P13

園開放

P11

●

担当部署

健康管理センターすこやか
（子育て支援課・健康福祉課・福祉事務所）

4歳

5歳

5歳児健診

6歳

P8

小 学 生

こども園・保育園

小学校・中学校

中 学 生

高校生〜青年期

保護者向けの講演会・セミナー

ライフデザイン
セミナー

就学時健診

命の大切さ

性教育

（児童）

（生徒）

第３日曜はかぞくの日！
みんな集まれ！あそぼう広場

●

その他

子育ては親育ち！ 成長と学びのプログラム

子育て交流室あいあい

医療機関

P11

高校生サークル

ふれあい広場 ひなたぼっこ（つくし保育園）P10

成人式
青年団

ファミリー・サポート・センター

P14

教育相談
すこやか乳幼児相談

P9

（

P20

スクールソーシャルワーカー
教育支援センター
「さくらんぼ」

）
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赤ちゃんが生まれるまで

赤ちゃんが生まれるまで
母子健康手帳をもらい、医療機関で妊婦健診を受けましょう。

『母子健康手帳』の交付

健康福祉課

☎0859-66-5524

「健康管理センターすこやか」で交付しています。併せて保健師や助産師が妊婦相談をしています。妊娠
中に心配なこと、気になることがあればいつでもご相談ください。
母子健康手帳交付時に、妊婦健診受診票等を発行します。

■受診票等
妊婦健診

14 回分を助成（多胎妊婦はプラス 5 回分）

産後健診

2 回分を助成（産後 2・4 週間頃）

新生児聴覚検査

出産した病院で行う新生児聴覚検査の費用の一部を助成します。

※県外の医療機関で健診を受けられる方は、ご相談ください。

パパママ教室

子育て支援課

☎0859-66-5525

妊娠・出産の正しい知識や赤ちゃんのお世話について学びます。妊娠期
からママ友・パパ友づくりをしましょう。

「パパママ教室」
の内容
・妊娠中〜産後の心と身体のおはなし パパの役割について
・赤ちゃん人形を使って 抱っこ、おむつ交換体験
・産前、産後の食事について
・母乳育児について

ママの声

パパの声

初めてでわからないことばかり。抱っこの仕方や、お
むつ交換ができて良かったです。まだ出産準備ができ
ていなくて、育児パッケージを参考にしたいです。

妊婦体験ができて、いい経験になりま
した。立ち上がるのが大変で、普段の
生活が大変なんだとわかりました。

妊婦面談

子育て支援課

☎0859-66-5525

パパママ教室に参加できない場合、ご希望に応じて保健師や助産師などによ
る個別面談をしています。

南部町育児パッケージ

子育て支援課

☎0859-66-5525

パパママ教室にて、出産後すぐに使える子育て用品等
「南部町育児パッケー
ジ」
を贈呈します。

出産育児一時金
出産にかかる費用の一部を保障する制度です。支給されるのは１回のみで妊娠４ヶ月以上の方が出産した場合、
加入している健康保険や国民健康保険から支出されます。
（産科医療保障制度に加入している医療機関で出産し
た場合には42万円、それ以外の医療機関は40万4千円）
直接支払制度を利用すれば、出産に要した費用から出産
育児一時金を差し引いた金額が医療機関から請求されます。
（出産前の届出が必要です）

6

ハートフル駐車場利用証制度

健康福祉課

☎0859-66-5524

赤ちゃんが生まれたら

鳥取県では、妊娠している人や障がいのある人、けがをしている人など歩行が困難な人が
施設の専用駐車スペースを適切に利用できるよう、「ハートフル駐車場利用証制度」を導入
しています。
※利用証交付の申請は健康福祉課で受付しています。母子健康手帳をお持ちください。
※交付対象となる人は、妊娠７ヶ月から産後１年半までの人です。
※利用できる方には交付基準が定められていますので、詳しくは県福祉保健課（☎0857-26-7158）までお
尋ねください。

赤ちゃんが生まれたら
ご出産おめでとうございます。14日以内に出生届を出しましょう。

出生届
本籍地、住所地または出生地の市町村の市役所・役場へ、出生届を提出します。（南部町は町民生活課）
＜出生届と一緒にお持ちいただくもの＞
○母子健康手帳
○赤ちゃん健康カード
（母子健康手帳交付時にお渡ししているものです。後日、健康福祉課へご提出いただいても構いません）

子どもの健康保険証
国民健康保険に加入している方は、出生届を提出された際に町民生活課で手続きができます。社会保険・
共済などに加入している方は、勤務先などで手続きを行います。

児童手当

子育て支援課

☎0859-66-5525

中学卒業（15歳到達の年度末）までの児童を養育している方は、児童手当を受け取ることができます。
※詳しくは、16ページを参照。

特別医療

健康福祉課

☎0859-66-5524

18歳到達の年度末まで、医療費の助成を受けることができます。
自己負担額は、通院1回530円、入院1日1,200円です。
※詳しくは、16ページを参照。

新生児と産婦の訪問
（赤ちゃん訪問）

健康福祉課

☎0859-66-5524

産後1か月ごろに、地区担当保健師や助産師が自宅へ訪問します。
赤ちゃんの計測や子育てに関するお話、乳幼児健診、予防接種についてのお話を
します。
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健やかな成長のために

健やかな成長のために
乳児健診や予防接種を受けましょう。

乳幼児健康診査
検査名等

健康福祉課

☎0859-66-5524

時期

場所

主な内容

4 ヶ月児健康診査

生後 4 ヶ月頃

赤ちゃんの発育・発達に関する健診
保護者の歯の健康チェック

7 ヶ月児健康診査

生後 7 ヶ月頃

赤ちゃんの発育・発達に関する健診
（ブックスタート）

10 ヶ月児健康診査

生後 10 ヶ月頃

赤ちゃんの発育・発達に関する健診
保護者の歯の健康チェック

12 ヶ月児健康診査

生後 12 ヶ月頃

赤ちゃんの発育・発達に関する健診

1 歳 6 ヶ月児健康診査

1 歳 6 ヶ月頃

すこやか

お子さんの発育・発達に関する健診
歯科検診・フッ素塗布

3 歳児健康診査

3 歳頃

お子さんの発育・発達に関する健診
歯科検診・フッ素塗布
（ブックセカンド）

5 歳児健康診査

5 歳頃

お子さんの発育・発達に関する健診
（ブックサード）

−

お子さんの発達に関する健診
（発達について専門医による健診）

すくすく子育て健診

この他に、医療機関で受けられる 3 〜 4 ヶ月児健診、9 〜 10 ヶ月児健診があります。

すこやか保健室

〜 赤ちゃんのころから身に付けよう！規則正しい生活リズム♪

まだ言葉がわからなくても、朝はカーテンを開けて「おはよう」と言ったり、夜寝るときは電気
を消して、「おやすみ」という声かけをしましょう。育児疲れが出やすい時です。赤ちゃんが寝て
いる間は、気分転換をしたり、一緒に横になって体を休めるようにしましょう。

【赤ちゃんの成長に合わせて、こんな遊びをしてみましょう】
●1ヶ月頃…足をむにむに
おむつ替えのときに、両足の太ももを「むにむに」っとしたり、片足ずつ「すりすり」して赤
ちゃんのふわふわとした体にやさしくふれてみましょう。
●5ヶ月頃…ほら、ここだよ
うつぶせの赤ちゃんの頭の先で、おもちゃを動かしながら「ほら、ここだよ！」と声をかけま
す。手をのばしたら、おもちゃを近づけてあげましょう。
●10ヶ月頃…ちょうだい、どうぞ
おもちゃを渡す時やごはんの時に、「ちょうだい」や「どうぞ」のやり取りをしてみましょう。
できたら「上手だね！」とほめてあげましょう。
※あくまでも目安なので、赤ちゃんの成長や機嫌にあわせて行ってください。
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予防接種

健康福祉課

☎0859-66-5524

健やかな成長のために

法律に基づく無料の定期接種と、個人が希望して行う任意接種があります。赤ちゃん訪問や
乳幼児健診の時に説明します。集団接種はありませんので、医療機関や乳幼児健診時にスケ
ジュールを相談し、忘れず接種しましょう。

すこやか乳幼児相談

子育て支援課

☎0859-66-5525

保健師・助産師・管理栄養士・子育て支援員が、体重測定や栄養・育児に関する
相談を行います。
場 所 すこやか

日 時 月1回

受付 9：30〜10：30

絵本 の世界 へ
ようこそ

地域に生まれた赤ちゃんが健やかに育ってほしい。大人も
楽しい子育ての時間を過ごしてほしい…。という願いのもと
に、ブックスタートを行っています。

絵本の進呈事業
● ブックスタート

7カ月児健診時に図書館司書おすすめの絵本２冊、「０歳
から２歳におすすめの絵本リスト」などが入ったブックス
タートパックとコットンバッグをプレゼントしています。
● ブックセカンド（3歳児健診の対象児）

おすすめの絵本2冊をプレゼントしています。

● ブックセカンド（5歳児健診の対象児）

おすすめの絵本2冊をプレゼントしています。

〜図書館の紹介〜
南部町には法勝寺図書館と天萬図書館があります。どちらの図書館でも年齢に応じた絵本の紹介や
紙芝居などの貸し出しをしています。また、木のおもちゃ・CD・DVDの貸し出しも出来ます。
HP

法勝寺図書館

天萬図書館

南部町法勝寺341番地
キナルなんぶ１階
☎0859-66-4463

南部町天萬558番地
天萬庁舎１階
☎0859-64-3791

開館時間

火〜土 9：30 〜 21：00
日・祝 9：30 〜 18：00

休 館 日

月曜日・図書整理日・年末年始
特別整理期間

開館時間

9：30 〜 18：00

休 館 日

月曜日（月曜日が祝日の際は、
その翌日も休館）
祝日・図書整理日・年末年始・
特別整理期間

■ おはなし会
天萬図書館では毎月1回、ちいさな子どもたちへのおはなし会をしています。
絵本の読み聞かせやわらべうたなどで楽しい時間を過ごしましょう。
日 時

毎月第4日曜日

10：30から（月によって変更もあります）

場 所

まんてんホール（天萬庁舎3階）
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子どもと出かけよう

子どもと出かけよう !!
子育て交流室 あいあい
広い空間と無垢の木の床は、子どもたちにはもち
ろん大人にとっても、とても良い環境です。授乳室
なども備え、過ごしやすい環境を準備しています。
ねんねの赤ちゃんも、ハイハイ・よちよちが始まっ
たお子さんも、ぜひ気軽に遊びに来てください。

!!

同年齢のお子さんやお母さんとの出会いもあり、
とても楽しい場所になっています。
○妊婦さんとねんねの赤ちゃんの日
行事も行っています！
お気軽にお越しください。 ○ハイハイ・よちよちの日
○あいあい行事

月2回
随時

所 在 地 南部町法勝寺1008番地（すみれこども園内） ☎0859-66-3208
日

時 月〜金曜日

9：00〜11：30／13：00〜15：30

対

象 南部町在住の未就学児と保護者の方
父母どちらかの実家が南部町にある方

ふれあい広場 ひなたぼっこ

※当面の間、休みます

妊婦さんや子育て中の方、地域の方が気軽に集える場所です。ミニ図書
館も有り、本の貸し出しもできます。つくし保育園内にあり、園児の様子
を見たり、地域の高齢者も来られるので、さまざまな人たちのあたたかい
ふれあいの場です。
所 在 地 南部町阿賀869番地3（つくし保育園内） ☎0859-66-2143
日

時 月1回

9：00〜11：30

対

象 未就学児と保護者の方、地域の方 など

児童館
児童館は、18歳未満の全ての子どもを対象とし、遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行
い、子どもが心身ともに健やかに成長することを目的とした施設です。

月〜土曜日

法勝寺児童館

宮前児童館

南部町法勝寺576番地
☎0859-66-5534

南部町宮前157番地1
☎0859-64-2197

開

館

8：30〜18：00（祝日、年末年始は閉館しています）

対

象 南部町在住の18歳未満の子どもと保護者

※未就学児は保護者同伴での利用となります。
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子育てサロン

子育て支援課

☎0859-66-5525

子どもと出かけよう

子育て中の方が自由に集まれる場所です。
場

所 総合福祉センターいこい荘

日

時 月2回 13：30〜14：30

園開放

※当面の間、休みます

!!

さくら保育園、ひまわり保育園では、毎月交代で「園開放日」を設けています。
園児たちと一緒にさまざまな活動をし、保育園ならではの生活を体験できます。
場

所 さくら保育園（南部町天萬1444番地1 ☎0859-64-2065）
ひまわり保育園（南部町市山746番地1 ☎0859-64-2824）

日

時 5〜2月の月1回

10：00〜11：00

みんな集まれ！あそぼう広場

人権・社会教育課

☎0859-64-3782

毎月第3日曜日は「かぞくの日」です。家族で楽しく遊ぶことのできる行事
を開催しています。
場

所 小学校のグラウンドや総合福祉センターなど、町内の施設

対 象 者 おおむね年少児から小学生までの子どもとその保護者
内

容 木工教室、料理教室、ハイキング、ふれあい遊びなど

NPO法人南部町総合型地域スポーツクラブスポnetなんぶ

☎0859-66-5400

「総合福祉センターしあわせ」は温水プール、トレーニングジムを完備した健康増進施設です。
親子でプールを楽しんでいただいたり、お父さん、お母さんの健康づくり、体力づくりにトレーニングジ
ムをご利用いただけます。
また、子ども向けの水泳・体操・ダンス教室や、大人向けの水泳・ヨガ・ゴルフ教
室をはじめ、各種イベントも行っています。
所 在 地 南部町法勝寺331番地1
開

館 平日 10：00〜21：30

日・祝日 9：30〜19：00

休 館 日 木曜日

「人生で大切なことは、自然の中で学んだ」
テレビやゲームなど屋内の遊びが増え、自然の中で遊ぶことが少なくなっています。安全に配慮
しつつ、野外で遊ぶことを勧めたり、実際に自然の中に連れ出したりして、動植物や自然とふれあ
う楽しさに気付かせてあげましょう。また、地域振興協議会などが行う地域での自然に親しむ活動
に家族ぐるみで参加したり、時には親から離れて子ども1人で参加させたりしましょう。
自然の中で遊ぶことで、驚きや感動を体験し豊かな感性を育むとともに、自然や環境を大事にす
る心や忍耐の大切さなどを学びます。
南部町には、その自然を体験することができる環境がたくさんあります。
南部町のよさを活用しましょう。
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子どもと出かけよう
!!

子どもの広場 グリコこそだてパークなんぶ

西伯カントリーパーク

子育て支援課 ☎0859-66-5525

☎0859-66-5008

令和2年10月オープンの小さな
子どもたちが遊べる、芝生と小さ
な遊具が置いてある広場です。申
し込みなどは必要ありませんので
ぜひ親子でご利用ください。

野球場、テニス場などを備
えた公園です。
緑いっぱい、親子の遊び場
としてもご利用ください。

所 在 地 南部町能竹397番地1

所 在 地 南部町境1017-1

緑水園

☎0859-66-5111

豊かな水をたたえる緑水湖と緑でいっぱいの山々に囲まれたお食事、宿泊
施設です。隣接してバンガローや体育館も整備されており、野外活動やス
ポーツをお楽しみいただけます。ご家族やご友人、気の合うお仲間で、緑水
湖周辺の自然環境の中でゆっくりとした時間をお過ごしください。
所 在 地 南部町下中谷606

祐生出会いの館

☎0859-66-4755

南部町出身の孔版画家・板祐生の作品と、彼の郷土玩具等のコレクションを一堂に展示する記念館。そ
の数合わせて約40,000点。郷土玩具をはじめ、昭和の古き良き時代を感じさせてくれるポスター、マッチ
箱、切手などノスタルジックなものを展示しています。
所 在 地 南部町下中谷1008

開館時間

9：00〜17：00（休館日 毎週火曜日）

入 館 料 一般300円、高校・大学生200円、中学生以下無料
※15名以上は団体割引あり

えん処 米や

※身体障害者手帳所持者と介護者１名無料

NPO法人なんぶ里山デザイン機構

☎090-9068-8543

昭和二十年代の古民家を改修し、南部町への移住を視野に入れた方が宿泊
される《お試し住宅》エリアと交流空間としてどなたでもご利用いただける
《交流スペース》が完備されてた施設です。各月第４日曜日のサンデーマー
ケットや不定期でイベントも開催されています。
所 在 地 南部町法勝寺536

とっとり花回廊

☎0859-48-3030

秀峰大山を望む日本最大級のフラワーパーク。一周1ｋｍの展望回廊からフラ
ワードームを中心に水上花壇や花の谷、ヨーロピアンガーデンなど、様々なテー
マの庭園を見下ろすことができ、雨にぬれずに庭園散策が楽しめます。それぞれ
の庭園に降りれば、まるでおとぎ話の中に迷い込んだかのような素敵な空間が広
がっています。鳥取県子育て応援パスポートの提示で、入園料1割引です。
所 在 地 南部町鶴田110
休 園 日 無休

金 大人1,000円、小中学生500円

※7月〜8月、12月〜3月は火曜日

※入園料等が変更になる場合があります。
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料

※祝日の場合は翌日、一部開園日あり

子育ては親育ち！教室や講演会に積極的に参加しましょう。

子育て親育ち教室

パパスクール

子育て支援課

子育て支援課

☎0859-66-5525

乳幼児期は、心も身体もめまぐるしく成長する
時期です。この時期のお子さんを子育て中の皆
さんやこれから子育てする方が、笑顔で元気に子
育てしていけることを目指して、子どもとの遊び
方、子どもへの声掛けの仕方、子どもとの向き合
い方など、子育てのコツを学ぶための教室です。

離乳食講習会

子育て支援課

☎0859-66-5525

子どもが生まれたけど、どうやって遊んでいい
か分からない…。子どもの発達にあった叱り方や
褒め方は？様々な分野の専門家を講師に迎え、子
どもと一緒に遊んだり、夫婦で学んだり、とびっ
きり有意義な時間を過ごしましょう！

子育てに関する学びの場

子育てに関する学びの場

☎0859-66-5525

離乳食のコツと成長にあわせた離乳食の進め方を一緒に
学びましょう。
デモンストレーション等、個別相談もできます。
（参加者の声）
・苦手意識のある食材の調理をしてもらい、やってみたいと思
いました。
・ささみの調理の仕方がとてもわかりやすかったです。
・勉強になりました！

【食べ方の目安】
お子さんの食欲や成長に合わせて調整しましょう。
生後5、6ヶ月ごろ…1日1回、滑らかにすりつぶした状態（ヨーグルトくらい）
生後7、8ヶ月ごろ…1日2回、舌でつぶせるかたさ（豆腐くらい）
生後9〜11ヶ月ごろ…1日3回、歯ぐきでつぶせるかたさ（バナナくらい）
生後12〜18ヶ月ごろ…1日3回、歯ぐきでかためるかたさ（肉だんごくらい）

子育てに関するセミナー

教育委員会が主催する講演会

人権・社会教育課

教育委員会事務局

☎0859-64-3782

町内のこども園・保育園で、子育てや子
どもの発達に関するセミナーや、祖父母向
けセミナーを定期的に開催しています。

☎0859-64-3782

教育に関する講演会、父親の育児参加、孫育て講座、
男女共同参画、子どもの人権に関する集いなどを開催し
ています。
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子育てをサポートする制度

子育てをサポートする制度
産後ケア事業

子育て支援課

☎0859-66-5525

産後にご家族等の支援が得られないお母さんと生後4ヶ月未満の赤ちゃんに、施設において母子のケア、育児相
談、授乳指導等を提供する事業です。利用には事前申請が必要です。妊娠8ヶ月以降に保健師にご相談ください。

一時保育

子育て支援課

☎0859-66-5525

保護者が急用などで保育に困ったとき、子育て
のリフレッシュを図るときなど、一時的にお子さ
んを預かる施設です。
実施施設

すみれこども園

対象児童

南部町在住の満1歳から就学前の児

保育時間

月〜金曜の8：30〜17：00

利用時間
1日(8：30から17：00)
半日(午前)(8：30〜12：30)
半日(午後)(13：00〜17：00)
短時間保育
(9：00〜12：00または13：00〜16：00)

利用区分
給食あり
給食なし
給食あり
給食なし
−
−

利用者負担額(1回あたり)
1歳、2歳児

3歳児以上

2,210円
2,000円
1,210円
1,000円
1,000円

1,210円
1,000円
710円
500円
500円

800円

400円

※事前に登録が必要です。子育て支援課にお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター

子育て支援課

☎0859-66-5525

子育て中の方が、仕事・病気・冠婚葬祭や通院、自分の時間がほしい時など、子育ての手助けをしてほし
い時に、子育てのお手伝いができる方が、有料で一時的に子どもの世話をするシステムです。
利用の仕方

登 録／受付時間 平日 9：00〜16：00
⑤報告
登録が必要です。
（電話した後、来所して入会手続きをしてください） ②依頼
援助は原則として援助会員の自宅で行います。
援助会員

サポート
センター
①申込

③活動
④支払

依頼会員

対

象 依頼会員／南部町在住又は南部町内に勤務している方、小学6年生までの子どもがいる方
援助会員／南部町在住で心身ともに健康で子どもが好きな方、子育て経験を活かしたい方
利用料金 平日7：00〜19：00／500円 その他の曜日と時間帯／600円（子ども1人につき1時間あたり）
※事前に登録が必要です。子育て支援課にお問い合わせください。

病児・病後児保育

子育て支援課

☎0859-66-5525

生後6カ月から小学校6年生までの子どもが病気になって保育園等や学校に行くことができず、かつ、家族の
方が仕事などの都合で、どうしても看病できないときにお子さんを一時的に預けることができます。利用者負担
金は2,500円/日ですが、南部町独自助成により、1,000円/日でご利用いただけます。（診察料などは除く。）

西伯病院小児科（休所中）

病児保育室かるがも（博愛こども発達・在宅支援クリニック）

保育時間 月〜金曜日 9：00〜17：30
（12/29〜1/3）
休
日 土曜、日曜、祝日、年末年始
西伯病院小児科が休診の場合
電
話 0859-66-2211

保育時間 月〜金曜日 ８
：30〜17：30
休
日 土、日曜、祝日、年末年始
電
話 0859-29-1115

病児看護センターベアーズ・デイサービス（谷本こどもクリニック） 病児保育室ペンギンハウス（せぐち小児科）
保育時間
休
電

月〜金曜日 ８
：30〜17：30
土曜日 ８
：30〜15：00
日 日曜、祝日、盆休、年末年始
（12/29〜1/3）
谷本こどもクリニックが休診の場合
話 0859-26-5599

保育時間

休
電

月〜水、金曜日 ８
：30〜17：30
木曜日 ８
：30〜12：30
土曜日 ８
：30〜17：00
日 日曜、祝日、せぐち小児科が休診の場合
話 0859-38-0780

※施設によって予約・利用方法が異なりますので、詳しくは各施設または子育て支援課にお問い合わせください
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短期入所
（ショートステイ）

子育て支援課

☎0859-66-5525

養育支援訪問

子育て支援課

利用者負担金
2歳未満児

〜5,350円/日

2歳以上児

〜2,750円/日

※利用者負担金は世帯の課税状況により異なります。

☎0859-66-5525

子育てに不安があるなど、特に支援が必要な家庭に、保健師や助産師、子育て支援員（保育士）などが訪
問し、相談支援しています。
お気軽に子育て支援課にご相談ください。

こども食堂

子育て支援課

子育てをサポートする制度

保護者の病気や出張などで数日間、保護者が不在になる
場合に、児童養護施設または乳児院に子どもを預けること
ができます。利用を希望する際には事前に子育て支援課に
ご相談ください。

☎0859-66-5525

町内３か所で子ども食堂を開催しています。地域の方と楽しく食卓をかこみませんか。保護者の方も利用
できます。
法勝寺子ども食堂
※要予約

あまつ子ども食堂
「とことこ」
※要予約

宮前子ども食堂
※予約不要

【日時】毎月最終土曜日 12：00〜
【場所】法勝寺児童館
【食数】30食／回
【利用料】18才以下無料、大人300円
（実施団体・申込先）法勝寺地区地域振興協議会 ☎0859-66-3121
【日時】毎月第２土曜日 12：00〜
（予備日 第2日曜日）
【場所】
ふるさと交流センター 【食数】10食／回
【利用料】18才以下無料、大人300円
（実施団体・申込先）子どもサポートふたば
iw̲counseling0924@yahoo.co.jp
【日時】毎週土曜日 11：30〜
【場所】宮前隣保館
【食数】100食／回
【利用料】18才以下無料、大人100円
（実施団体・お問い合わせ先）宮前二区女性部有志 ☎0859-24-2164

DV
（ドメスティックバイオレンス）
の相談先
配偶者やパートナーなどからの身体的な暴力だけでなく精神的・経済的な暴力もDVです。
ただの夫婦げんかだからとひとりで悩まず、誰かに相談しましょう。

DV相談ナビ

☎0570-0-55210

西部総合事務所県民福祉局（心と女性の相談）

☎0859-31-9304

警察総合相談電話

☎0857-27-9110（♯9110）

健康福祉課

☎0859-66-5524

早期に発見し、児童虐待を防止しましょう
もしかして、児童虐待かも？と気づいたり、自分が虐待をしてしまいそうだと感じたりしたら、
児童相談所や子育て支援課に相談・通報をしてください。 通報した人の秘密は守られます。

◆ 児童相談所全国共通ダイヤル：1 8 9
または…

◆ 鳥取県米子児童相談所：0859-33-1471
◆ 子育て支援課：0859-66-5525
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各種手当・医療費の助成

各種手当・医療費の助成
国や県及び町の制度で、児童手当や医療費の助成を受けることができます。

児童手当

子育て支援課

☎0859-66-5525

中学卒業（15歳到達の年度末）までの児童を養育している方は、児童手当を受け取ることができます。
対象

支給額

所得制限限度額未満の方

3歳未満

月額15,000円

※18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの
児童を含めたもの。

3歳以上12歳に達する日以後の
最初の3月31日まで

所得制限限度額以上の方

0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで

第1子・第2子（※）

月額10,000円

第3子以降（※）

月額15,000円

中学生（15歳に達する日以後の最初の3月31日まで）

月額10,000円
月額5,000円

【手当の支給】 ○原則1回につき4ヶ月分を、年3回受給者の指定口座に振り込みます。
○支給月は、6月・10月・2月です。

特別医療【小児・特定疾病】

健康福祉課

☎0859-66-5524

18歳到達の年度末まで、医療費の助成を受けることができます。
区分
小児
特定疾病

対象となる方

本人負担額

18歳に達した年度末までの方
20歳未満の方で、特定の疾病の
治療が必要と医師が認めた場合

〜 南部町の制度 〜

通院

530円/回（同月同一医療機関で通院5回目以降と院外薬局は無料）

入院

1,200円/日（非課税世帯は月18,000円まで）

子どもたちが健やかに育つまちを目指して様々な支援を行っています

子育て応援スタンプラリー

在宅育児世帯支援給付金

子育て支援課

子育て支援課

☎0859-66-5525

南部町の事業や施設をめぐるスタン
プラリーです。スタンプをためると賞品
と交換できます。
（2歳の誕生日まで）

生後8週を超えて満1歳までの乳児を、保育園など
に預けず連続して1カ月以上家庭で保育する父母等に
対し、給付金を支給します。

誕生祝い事業
子育て支援課

☎0859-66-5525

対象者

育児休業給付金を受給していない方

給付金

30,000円/月

☎0859-66-5525

チャイルドシート購入費補助

令和２年４月１日以降にお生まれになったお子様が、満１
歳及び満３歳になられた際に、誕生祝いを贈呈します。
１歳…防災に利用する
物品および町内で生産
された農産物
３歳…町内観光施設の
利用体験

インフルエンザの予防接種費用助成

町民生活課

☎0859-66-3114

6歳未満の子どものために購入したチャイルドシー
トの購入費を助成します。子どもの年齢や体重に合っ
たチャイルドシートを購入し、近い場所でも必ず着用
し、安全運転に心掛けましょう。

助成額
健康福祉課

上限10,000円（子ども1名に対して1回限り）

☎0859-66-5524

高校生（18歳に達する日以後の最初の３月31日まで）
まで、1回あたり1,000円を助成します。
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就学援助制度

進学奨励金

総務・学校教育課 ☎0859-64-3787

高校等通学定期券等助成

高等学校等に在籍する生徒・学生で、経済的に就学困難
な方に対して、進学を奨励するために交付します。
（支給月額） ・ 高等学校に在籍する方
６千円
・ 大学等に在籍する方
９千円
・ 専修学校等に在籍する方 ９千円
＊申請には所得等の要件があります。

総務・学校教育課

☎0859-64-3787

各種手当・医療費の助成

小中学校に通う児童生徒の保護者で経済的にお困りの
方に就学に必要な費用
（学用品費や給食費など）
の一部を
支給します。
＊申請には所得等の要件があります。

人権・社会教育課 ☎0859-64-3782

路線バスや鉄道を利用して通学する高校生等の通学定期券や回数券の購入費用の半額を助成します。

不妊治療費の助成

子育て支援課

☎0859-66-5525

人工授精や特定不妊治療にかかった費用の一部を助成します。
【対象者】
：次の
（1）
（2）
をすべて満たす方
（1）南部町に住所がある方
（本助成金の交付の申請時において、夫もしくは妻のいずれか一方又はその両方が1年以上継
続して町内に住所を有している者）
（2）鳥取県不妊治療費助成金の交付決定を受けている方
【助成内容等】

特定不妊治療の場合

鳥取県特定不妊治療費助成金による助成を治療費から控除し、その残
額に対し、1回あたり8万円を上限として5年間まで

人工授精の場合

人工授精に要した費用に1/5を乗じて得た額以内を通算2年度まで

※国の制度改正により、令和４年度から変更となる場合があります。

住まいに関する助成
〜南部町で里山暮らし〜

三世代同居等支援

☎0859-66-3115

家族の婚姻、夫婦の転入等により、新たに三世代同居を始める
ための住宅の新築・購入、増改築の費用を助成します。
助成額

定住促進対策

建設課

企画政策課 ☎0859-66-3113

町内に新たに住宅を取得された方に、3年間固定資
産税相当額を定住奨励金として交付します。

新婚・子育て世帯賃貸住宅家賃助成

費用の1/3（上限60万円）

若者向け住宅

※町内施工業者の場合、
上限80万円

建設課 ☎0859-66-3115

35歳以下の若者向けの1棟4戸の住宅。家賃は
月額2万円で5年間の入居が可能です。
※申し込みには所得等の要件があります。
企画政策課

☎0859-66-3113

平成27年4月1日以後に町内の民間賃貸住宅に移住し、6カ月以上、町内に定住する意思を有する新婚・子
育て世帯に対して家賃の一部を助成します。
新婚世帯とは

…申請日現在において、夫婦のいずれか一方が50歳以下である婚姻後5年を経過していない
世帯（再婚を含む）
子育て世帯とは…申請日現在において、中学生以下の子供を扶養している世帯
対象者
助成額

町内のアパート等にお住いの方で、家賃負担額
（家賃から住宅手当を除いた額）
が3万円以上の方
入居時奨励金

家賃1か月分（上限5万円、初年度のみ）

家賃奨励金

上限15,000円（最長24ヶ月間）

南部町の制度については、要件等があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
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ひとり親家庭に対する支援 障がいのある子どもと保護者への支援

ひとり親家庭に対する支援
児童扶養手当

福祉事務所

☎0859-66-5522

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育されている家庭
（ひとり親家庭）
の生
活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
※所得による支給制限があります。 ※手当の月額は、物価変動等の要因により改訂されます。

児童福祉手当

福祉事務所

☎0859-66-5522

中学校卒業までの児童を養育しているひとり親の方に月額2,000円支給します。※所得による支給制限があります。

特別医療等
（ひとり親家庭）

健康福祉課

☎0859-66-5524

ひとり親家庭の医療費の自己負担を一部助成します。
区分

対象となる方

所得制限

本人負担額

特別医療

18歳に達した
年度末までの子を
扶養している方

所得税
非課税世帯

通院
入院

町独自の
医療費
助成

18歳に達した
年度末までの子を
扶養している方

児童扶養手当
の所得限度
までの世帯

自己負担額から通院1回530円、入院1日1,200円を控除した額の1/2を助成
ただし、同月同一医療機関で通院5回目以降と院外薬局は自己負担額1/2

530円/回（同月同一医療機関で通院5回目以降と院外薬局は無料）
1,200円/日（月18,000円まで）

その他、ひとり親家庭や寡婦
（父）
の生活や養育費、就労、各種手当・助成の制度については、
「健康管理センターすこやか」
内の南部町福祉事務所
（0859-66-5522）母子・父子自立支援員にご相談ください。

障がいのある子どもと保護者への支援
手帳の交付

福祉事務所

☎0859-66-5522

障がい特性に応じた支援を受けやすくするための手帳を交付しています。
◆身体障害者手帳 … 身体に障がいがあるために、日常生活の支援が必要な方。
◆療育手帳 … 知的障がいにより、日常生活に支援が必要な方
◆精神障害者保健福祉手帳 … 発達障がいなどにより、日常生活に支援が必要な方。

特別児童扶養手当

福祉事務所

☎0859-66-5522

20歳未満の身体または精神に障がいがある児童の福祉の増進を図ることを目的に、児童を養育している方に支給してい
ます。※所得による支給制限があります。

障害児福祉手当

福祉事務所

☎0859-66-5522

20歳未満の重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の児童に支給します。 ※所得による支給制
限があります。

児童福祉手当

福祉事務所

☎0859-66-5522

20歳未満の障がいのある児童を養育している方で、児童が一定以上の障がい者手帳の交付を受けた方が対象で、月額
2,000円支給しています。※所得による支給制限があります。

育成医療

福祉事務所

☎0859-66-5522

18歳未満の児童で、身体に障害がある等で手術などの治療により、症状が軽くなると認められる場合、受給者証を交付し
ます。

特別医療等
（心身障がい者等）

健康福祉課

☎0859-66-5524

身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の医療費の一部を負担し
ています。所得や手帳の等級等により本人負担額が変わります。詳しくは、健康福祉課にお問合せください。
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保育園は、児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保育し、その健全な心身の発達を図ることを目的と
する児童福祉施設です。幼稚園は、学校教育法に基づき、保護者の就労の有無に関わらず、家庭では体験で
きない集団活動の場です。認定こども園は、保育園と幼稚園の一体型施設です。

南部町の取り組み
子どもは豊かに伸びていく可能性を秘めています。子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出
す力を育めるように、「一人一人が認められ、大切にされ、安心して育つ環境をつくりだし、生きる力の基
礎を培う」という保育理念をかかげ、保育を行っています。
また、地域との交流事業や農業体験なども取り入れ、心と身体の成長を育んでいます。
保育料については、国が定める保育料の基準額から更に軽減し、働く保護者の皆さんの負担軽減を図って
います。
※保育料、軽減率等は所得状況により異なります。

認定こども園・保育園・幼稚園のこと

認定こども園・保育園・幼稚園のこと

保育園の利用手続き
○10月頃から翌年度の申し込みを受け付けます。就労証明書などの添付書類を付けて入園申込書を提出して
ください。
○年度の途中であっても、保育園等に余裕があれば入所できます。

町内の保育園等
すみれこども園（満6カ月〜）

ひまわり保育園（満6カ月〜）

定
住

員 120人
所 南部町
法勝寺1008番地
電
話 0859-66-2040
保育時間 7：30〜18：30
（延長保育含）

定
住

つくし保育園（満6カ月〜）

さくら保育園（満6カ月〜）

定
住

員 120人
所 南部町
阿賀869番地3
電
話 0859-66-2143
保育時間 7：00〜19：00
（延長保育含）

定
住

小規模保育園南部町ベアーズ

南部町国民健康保険西伯病院 さくらキッズ

（満6カ月〜3歳未満）
（小規模保育園）
定
員 19人
住
所 南部町東町4番地19
電
話 0859-36-8220
保育時間 7：00〜19：00
（延長保育含）

員 60人
所 南部町
市山746番地1
電
話 0859-64-2824
保育時間 7：30〜18：30
（延長保育含）

員 90人
所 南部町
天萬1444番地1
電
話 0859-64-2065
保育時間 7：30〜19：00
（延長保育含）

（満6カ月〜3歳未満）
（事業所内保育園）
定
員 12人
（従業員枠7人、地域枠5人）
住
所 南部町倭397番地
電
話 0859-66-4770
保育時間 7：30〜19：00
（延長保育含）
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小学校・中学校のこと

小学校・中学校のこと
南部町では、「ふるさとを愛し、志高く、南部町から未来を切り拓くひとづくり」を教育理念に掲げ、
さと

「心豊かな自律した子どもの育成」「心豊かに共に生きる町づくり」「心をつなぎ未来を拓く人づくり」を
南部町の目指す子ども像と社会の姿とし、地域とともに歩む学校づくりを展開しています。

南部町立西伯小学校

南部町立会見小学校

南部町立法勝寺中学校

南部町立南部中学校

学校給食費の軽減

総務・学校教育課

南部町立会見第二小学校

おにぎり給食

☎0859-64-3787

小・中学生の給食費の保護者負担額を一部助成しています。（助成額
は年度ごとに決定されます。）

教材費の補助

総務・学校教育課

☎0859-64-3787

小学1〜3年生までの教材費と、小学1〜6年生までの学級費を全額補
助しています。

教育相談（スクールソーシャルワーカー・教育支援センター「さくらんぼ」）

まち未来科

総務・学校教育課

☎0859-64-3787

学校のこと、生活のこと、子どもの健康と発育のこと、保護者自身の疑問・悩み、不登校のことなどご心配の
ことがありましたら、いつでもご相談ください。スクールソーシャルワーカーや教育支援センター「さくらん
ぼ」の学習相談員が相談に応じます。

放課後児童クラブ

子育て支援課

☎0859-66-5525

放課後児童クラブは、昼間、仕事等で保護者のいない家庭の小学生を対象として開設しています。
開級：月〜金曜日…放課後〜18：00
第1・土曜日、長期休業日…8：00〜18：00 ※18：30まで延長あり
クラブ名
ひまわり学級（プラザ西伯内）

南部町法勝寺167番地2（プラザ西伯内）

ひまわり学級（カラフル）

南部町法勝寺576番地（法勝寺児童館内）

あいみ児童クラブ
東西町放課後児童クラブ
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所在地

南部町市山1083番地1（会見農村環境改善センター内）
南部町境1569番地（東西町コミュニティセンター内）

学びのコラム

池田千鶴枝先生の『子どものほめ方講座』
より

学びのコラム

子育て上手はほめ上手 〜子どもたちの笑顔と豊かな成長のために〜
育児に家事に仕事……毎日大忙しのお父さん・お母さん。そんな時は、子どもの行動や言動にイライラし
てしまって、
「早くしなさい！何回言ったらわかるの！」
など、つい感情的に怒ってしまいます。でもそれは、
みんな同じことなのです。すぐにリカバリーできたらいいのですが、
「また、怒鳴ってしまった……私ってだめ
な親だわ。」
と、落ち込んでしまい、自己嫌悪に陥っていませんか？
子どもを怒ってしまった時、子どもはなぜ、そんなことをしたのでしょう？子どもの気持ちになって考えて
みることも大切です。きっと子どもなりの理由があるはずです。
自分が今、イライラしている、忙しくて余裕がないとわかっている時は、子どもに対して感情的な言葉を
使って、怒ってしまいがちです。それを自分で
「今はイライラしている」
と意識したうえで、少し待って深呼
吸、自分の気持ちを落ち着かせてから、子どもと接するように心がけてみましょう。
忙しい時、例えば仕事から帰ってきて夕ご飯を作っている時に、
「ねえねえ、お母さ〜ん！」
と子どもが声を
かけてきたら、一度は聞こえないふりをして、また
「ねえねえ、お母さん！
！」
と甘えてきます。
そんな時、
「もうちょっと待って！今、お母さん忙しいから！」
子どもは、
「もうちょっと待って！」
は、ほんの
ちょっとだと思って、すぐにまた声をかけてきます。それは、疲れていたり、不安だったり、ほんの少し、お母
さんに甘えたいときなのです。
今度は、子どもの顔を見ずに
「あっちに行ってテレビ見といて！」
子どもはしょんぼり……というやりとりは
ありませんか？
ほんの3秒でもいいのです。手を止めて、子どもの目を見て、
「どうしたの？」
と言うだけで、子どもは
「お母
さんに大切にされているんだ」
と実感し、気持ちが落ち着きます。
このように、子どもの見方が変わると、言葉かけも変わり、子どもが輝くようになります。ほんの少しだけ
待ってあげるだけで、子どもの見方が変わってきますよ。

●

3秒あったら
目を見て返事をしましょう

●

3分あったら
絵本を読んであげましょう

●

30分あったら
一緒に外を散歩しましょう
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学びのコラム
学びのコラム

子どもとのよい関係作りとは…
大阪教育大学准教授

小﨑 恭弘 先生
子どもとの愛着(心と心の関係性)はどのようにして、作られるものでしょうか?
まず子どもはとても未熟な状態で生まれてきます。本当はあと1年間ぐらいおなかの中にいる方が生物
的にはよいそうです。しかし脳が発達しすぎてしまい、頭が大きくなり過ぎ、これ以上母体の中にいると出
産ができなくなるので、かなり未熟な状態で生まれてくるようになりました。つまり生まれたばかりの子ども
は、全く何もできない状態で生まれてくるという事です。他の哺乳類が生まれて1時間ぐらいで走ったり、自
分でおっぱいを飲んでいる姿と比べるとわかりやすいですね。
そう考えると親子の最初のかかわりは、命を支えるという、関係性が中心となります。簡単に言うと
「おっ
ぱいを飲ませてくれる」
という事です。やはり母が強いでしょう。もちろんミルク等もあるので現在は父親で
も、その役割の一部を担うことができます。きちんと命を守るかかわりをしてあげることが、この時期とても
大切といえます。そのことが基本となり、かかわりが深まっていきます。
そしてそのことがある程度確立していくと、その次の段階に進みます。それがふれあいを中心とした
「快」
の関係性です。1歳ぐらいになると、子どもたちは自ら積極的に周りの環境とかかわりを持ち、そしてその中
でその環境を自分の中に取り込もうとします。言葉であったり、動作やしぐさ、生活様式や社会のルールな
どを貪欲に求めていきます。それらの行動が
「まねっこ」
(模倣)となります。この時期は何でも周りのことに
関心を持って、自分でなめたり触ったりして確かめようとします。とにかく何でも
「同じ」
ことをしようとしま
す。そんなタイミングで子どもたちと積極的にかかわることが、子どもの世界を広げ、そしてより良い成長
につながります。その時にいっぱい子どもと遊びましょう。
特に体を使った遊びがよいです。子どもは小さければ小さいほど、
「心と体」
が近いです。子どもの体の感
覚、体の感じる力を使う遊びがよいでしょう。抱きしめてあげる、おんぶや抱っこをする、一緒にお風呂に入
る、
とんとんして一緒に寝る。このようなスキンシップに基づくふれあいを、アタッチメントといいます。
このアタッチメントが子どもの心を豊かに育て、そして親と子どもの情緒的な交流の第一歩となります。
身体的な心地よさを基盤にした、心と心のふれあいといえます。いっぱいいっぱい子どもとふれあって遊び
ましょう!

【小﨑先生のパパ視線!】子育ては量?質? どっちが大切?
お仕事に地域の活動にパパはなかなか忙しいです。子育てしたいけど、なかなか時間がとれなく
て!という声をよく聞きます。そんな時は子育ての質を上げるように心がけましょう。子育ての質とは、
子どもたちの心に深く残る体験や感動的な出来事です。少しの時間でも、普段できない体験やちょっ
と突拍子もない事件などです。家の中でテントをはったり、釣った魚を自分たちで調理して食べたり
と、インパクトのある出来事といえます。少しの工夫で親子の関係がぐっと近づきますよ!

22

学びのコラム

大阪教育大学准教授

小﨑 恭弘 先生

学びのコラム

やってきた！「イヤイヤ期」
をどう乗り切る?!

それまでとてもかわいくて天使のような存在の赤ちゃん ! 目に入れても痛くない!と、昔の人はうまく言い
ました。
しかしそんな蜜月が壊れる瞬間がやってきます。いわゆる
「イヤイヤ期』の到来です。
「ご飯食べる?」
「い
や!」
、
「一緒にしようか?」
「いや、あっちいって!」
、
「これちょうだい」
「いや!」
......。もうこうなったら何をしても、
どういってもダメです。一般的には
「第1次反抗期」
といいます。もちろん子どもの成長の証であり、人の自
然な発育の中において当然出てくる状態なのです。これらを保育所では
「恐怖の2歳児!」
「魔の2歳児!」
と呼
んだりします。とにかく大変な時期であり、また対応にとても苦慮することもあります。
0、1歳児はママとおっぱいでつながっており、単純に言うと
「ママと私は一緒」
という感覚です。つまり大
人のできることは何でも自分もできるという、万能感があります。しかし2歳になり少し成長していき、自分
でできると思ったことができないことや、思い通りにならないことに、気づき始めます。そのうまくいかない、
思い通りにならないいら立ちが、この時期の反抗心や独立心につながります。
子どもにとってはとても大切な成長のタイミングなのですが、親や周りの大人からすればとても対応の難
しい、困難な状態が続く時期に見えます。保育士時代2歳児の担任をしていましたが、なかなか大変な1年
間でした。
「アンパンマンのパンツはくー」
「ヨーグルト食べたかった」
「あっちに行きたかったー」
と、それぞれの泣く、
怒る、すねる等の理由が親にはまったく理解ができない。そして不合理、不条理です。またそのことにこちら
も腹が立ったり、いらだったりします。
しかしこの時期の子どもたちは単純に言ってしまえば
「そんなもの」
です。悪意もなければ、意地悪な気持
ちもない。単純に嫌なだけです。それも自分ではコントロールのしようがない。本能のままの動物的な生き
物なんです。
彼らを
「かわいい子ども」
と思っていませんか?だからうまくいかないのです。最初から彼らを
「恐竜」
だと
思いましょう。それも地上最強のティラノザウルス級だと。そう思うと普段のイヤイヤな行動なども、少しは
許せませんか?
子育てって基本的にはうまくいかないもの。彼らは生まれた時から親とは別の存在で、一人一人がとても
個性的です。親はなぜか
「子育てはきっとうまくいく」
と思いがちです。だから最初にそのハードルを少し下
げて、
「うまくいったらラッキー!」
ぐらいで2歳児と付き合ってあげてくださいね。意外にうまくいきますよ!
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心がかるくなるツボ

ラク

〜楽して、楽しむ子育ての10か条〜
池田千鶴枝先生の『子どものほめ方講座』
より

① 子どものことが
「わかる」
と見通しが持て、気持ちが楽になります。
子どもと触れ合う、向き合う、そして、家族で一緒に考えてみましょう。
──────────────────────────────────────────────

②「子どもの行動」
には理由があります。
「なぜ?どうして?」
子どもの困り感に気が付くと、適切な対応につながります。
──────────────────────────────────────────────

③ くらべない!あせらない!がんばらない!
あの子はあんなことがもうできるのに、うちの子は…… もう、4歳なのに……
自分の子どもの成長を見守りましょう。
──────────────────────────────────────────────

④ 全身を使って筋力アップ、体を使う楽しさを教えてあげましょう。
子どもの成長に合わせて、できることもどんどん増えます。
増えたことをほめると、とってもうれしそうですよね。
──────────────────────────────────────────────

⑤「いいところ探し」
で、いっぱい好きになりましょう。
子どものいいところは?
大きくなるにつれ、どんな素敵なところが増えるのか、見つけるのが楽しみですね。
──────────────────────────────────────────────

⑥「睡眠・食事・あそび」
は連鎖しています。
規則正しい生活リズムを作るためには、まず気持ちの良い目覚めから! 寝る前にテレビを見ると不安に
なって眠れなくなります。お布団に入って、絵本を読んだり、今日あった出来事を話したりしましょう。
──────────────────────────────────────────────

⑦「おまじないのことば」
をもっていると心強いです。
チューリップの花言葉は
「正直・思いやり」
。あなたは、どんな
「おまじないのことば」
を持っていますか?
──────────────────────────────────────────────

⑧「グチ」
があったら吐き出すと緊張がほぐれスッキリ!
信頼できる人にグチを聞いてもらいましょう。
「うちの子もそうだよ〜」
なんて言ってもらうだけで
スッキリしますね。
──────────────────────────────────────────────

⑨ 手はあたたかな
「魔法の掌」
手をつなぐことで、安心感が得られます。子どもの手もそうですよね。
──────────────────────────────────────────────

⑩ 考え方、見方を変えると行動も人格も変わってくる
子どもはなんであんなことをするんだろう? 何を考えているんだろう?
見方を変えることで、子どもを叱ることも少なくなりますよ。
──────────────────────────────────────────────
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入学前のこの時期に、お子さんの姿をちょっと振り返ってみましょう。

学びのコラム

小学校に入学するまでに、どんなことができているかな？
毎日、子どもと一緒に生活していると、その成長に気づかないことがありますが、以前に比べて、たくさんのこと
ができるようになりましたね。
下記の項目が
「必ず、入学までにできないといけない」
ということではなく、子ども自身が
「少しずつ、自分でしよ
うとする姿」
を見守ることが大切です。
お子さんが元気で自信を持って入学できるように、ほめながら、あせらずに見守りましょう。
● １人で衣服の脱ぎ着、
歯みがき、洗顔、手洗いはできますか？

外から帰ってきた時、食事の前、
トイレの後に、手を洗う習慣がついていますか？
（ハンカチやティッシュが上手に使えますか？）

●

● トイレ
（和式、洋式とも）
を1人で上手に使うことができますか？
●

約束した時間に、寝起きをしていますか？
（早寝早起きの習慣がついていますか？）

食べ物の好き嫌いをしないで、決まった時間内に食べることができますか？
（給食の時間内に食べきれるようになりましょう。）

●

●

毎日、朝ごはんを食べていますか？

●

明日の持ち物の準備が自分でできますか？

約束の時間を守って、テレビ、ビデオ、ゲームをすることができますか？
（家族で約束やルールを決めましょう。）

●

1人でも安全に登校、下校することができますか？
（入学前に、保護者が付き添って通学の練習や通学路の確認をしましょう。）

●

●

自分から進んであいさつができますか？

●

名前を呼ばれたら、
「はい」
と返事をすることができますか？

●「ありがとう」
の感謝の気持ちを進んで言うことができますか？
●

相手の顔
（目）
を見て、話を聞いたり話したりすることができますか？

●

困ったことがあったら、自分から話すことができますか？

こんな声かけをしていませんか?
入学前に
「こんなことも
できないなんて、小学生
になれないよ!」
こんな声かけは×

見方を少し
変えてみましょう。

がんばっている途中で、ほめたり励
ましたりしましょう。
できるようになったことをほめてあ
げましょう。
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毎月1日・15日は、

南部町
ノーメディアデー

子どもとメディア
乳幼児期
●

メディアと正しく付き合うために

メディアとは

ゲーム・テレビ・パソコン・ケータイ・インターネットのこと
です。

●

子どもにとって

適切な使い方をしないと、コミュニケーション力や想像
力の低下を招く可能性があります。

【小学校 6 年生に対するアンケート】
普段（月〜金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、
テレビやビデオ・DVD を見たり、聞いたりします
か？（テレビゲームをする時間は除く）
南部町
鳥取県
全

●

国

大事な親の役割

0

10

４時間以上

メディアはあくまでも道具。便利ではあるが大きな危険

20

30

40

2 時間以上、3 時間より少ない

性を持ち合わせていることを踏まえて、親が主となって

50

60

70

80

90

3 時間以上、4 時間より少ない

1 時間より少ない

100
（%）

1 時間以上、2 時間より少ない

全く見たり、聞いたりしない

その他

無回答

文部科学省：平成26年度全国学力・学習状況調査

適切なコントロールをしていくことが重要です。

〜 メディア漬けの予防は乳幼児から 〜
子ども期は、心とからだの基礎づくりの大切な時期です。自分を信じる気持ちや思いやり、体力、運動能力を育てる
には、直接的に人とものに関わることが欠かせません。親も子どももメディア漬けになっていませんか。

学童期

家庭でルールを決めましょう

ゲーム機や音楽プレーヤー、スマートフォンもインターネットに接続が可能です。使い方によってはトラブ
ルの原因になるので、子どもに持たせる前には
『フィルタリング』
と
『ウィルス対策』が必要です。最近のゲー
ムは依存性が高く、なかなか自分でやめることができずに、だらだらと使用してしまいます。使用時間や場
所など、家庭でルールを決めましょう。
【小学校 6 年生に対するアンケート】

【保護者の見守りが大切です】
チェックしてみましょう。
●使う時間や場所を決めている。
●どんなゲームをしているか、どんな音楽を
聴いているか知っている。
●ゲーム機や音楽プレーヤーの機能制限を
知っている。
●最新のウィルス対策ソフトを利用

普段（月〜金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、
テレビゲーム（コンピューターゲーム）、携帯式の
ゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲー
ムも含む）をしますか。
南部町
鳥取県
全

国
0

10

４時間以上

20

30

40

2 時間以上、3 時間より少ない
1 時間より少ない

50

60

70

80

3 時間以上、4 時間より少ない

90

100
（%）

1 時間以上、2 時間より少ない

全く見たり、聞いたりしない

その他

無回答

文部科学省：平成26年度全国学力・学習状況調査
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赤ちゃんが元気に成長するよう、妊娠中からバランスのよい食生活を心がけましょう。また、赤ちゃんの成長に合

学びのコラム

食事と栄養のおはなし
わせて、食事も変わっていきます。楽しみながら進めましょう。

妊娠期

赤ちゃんの栄養は母体から

妊娠中は、自分だけでなく、赤ちゃんの食事も一緒だと認識して食べるようにしましょう。

積極的に摂りたい栄養素
葉酸は、新陳代謝や成長を促します。
（ほうれん草、ブロッコリー、小松菜、枝豆など）
● カルシウムは、
丈夫な骨と歯をつくります。
（干しエビ、小魚、牛乳、大豆製品など）
●

●

たんぱく質は、骨や筋肉、血液等をつくります。
（肉、魚、卵、乳製品、大豆製品など）

●

鉄は、全身に酸素を運ぶヘモグロビンの元となり貧血を防ぎます。
（かつお、赤身の肉、
しじみ、
レバーなど）

食物繊維は、食後の血糖値の急激な上昇を抑えるほか、便秘予防にもなります。
（しいたけ、さつまいも、昆布、わ
かめなど）
※塩分、甘いものの摂りすぎには注意しましょう。
※アルコールはやめましょう。

●

出産後・新生児

母乳はお母さんの食事が影響します

お母さんは母乳に水分をとられることから脱水になりやすいため、水分をしっかり摂ることが大切です。

母乳が良く出る食事
●

油の多い洋食より和食がおすすめです。塩分には気をつけましょう。
野菜やきのこ、海藻類、青魚を摂りましょう。

●

水分はしっかり摂りましょう。

●

食べすぎに注意！
糖分や脂肪分の多い食品
（ケーキ、揚げ物等）
、添加物の多い食品
（菓子パン、インスタント食品等）
、
カフェインの多い食品
（コーラ、コーヒー、紅茶等）

５か月頃から

離乳食はいつからはじめるの？

下のような様子が見られたら、離乳食を始める目安です。始める時期には個人差がありますので無理をせず、お
子さんのペースで進めましょう。
① 首のすわりがしっかりしている

② 支えてあげると座れる

③ 食べ物に興味を示す

④ よだれがたくさん出る

⑤ スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる

⑥ 食べたそうに口を動かす

9ヵ月頃から

手づかみ食べをさせてみましょう

赤ちゃんにとって
『手づかみ食べ』
は自分で食べられるようになる練習であり、
「自分で食べたい」
という欲求が出
てきた発達の証です。
『手づかみ食べ』は食べ物を目で見て、手指でつかんで固さを確かめ、口に入れるという目・
手・口の協調運動です。これが練習となって、やがてスプーンや箸などが使えるようになります。
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2歳のころ

好き嫌いや遊び食いなどたいへんな時期

学びのコラム

むらぐいや好き嫌いは自分の好みが出るようになったということで、順調に成長している証拠です。まだ食べな
れていない食材や料理がたくさんあります。嫌がったものは無理やり食べさせず、ほとぼりが冷めた時にさりげなく
提供してみてください。
自分でスプーンやコップを使いたい年ごろですが、まだ上手にできず、こぼしてしまったり、イライラして器ごとなげ
てしまったりする時期です。親も一緒に怒ってしまいがちですが、そういう時期と割り切り、気長に付き合いましょう。

3歳のころ

おやつは4番目の食事

一度にたくさん食べられない幼児期はおやつをプラスして、エネルギーや栄養素を補います。果物、牛乳・乳製品
などの3食で不足しがちなものを中心に、なるべく決まった時間に与えましょう。あわせて、水やお茶で水分補給も
こまめにしましょう。
4〜5歳のころ

家庭での食事

4歳ごろになると食べるだけではなく、料理を作ることにも興味をもち始めます。子どもに
「お手伝い」
の気持ちが
芽生えた時、自分が役に立てる、出来ることが増えるなど、様々なことから
「食」
に対する興味・関心が高まり、体験
を繰り返すことで達成感・満足感を味わうことにつながります。
親子で囲む食卓はコミュニケーションの最大の場です。親子で楽しく料理を作ること、一緒に食べることで食事
のマナーや人に気を遣うことができるようになります。幸せを感じるゆとりある感性がはぐくまれることにつながり
ます。

6歳のころ

早寝・早起き・朝ごはん！

子どもの夜更かしは、体や脳が疲れやすくなり、食欲や集中力が低下するなど様々な影響を与えます。このよう
な状態を防ぐために、早寝・早起き・朝ごはんで体の調子を整えます。
朝食を食べることで栄養を補給し、午前中からしっかりと活動できる状態を作ることが大切です。また、よく噛ん
で食べることは、脳の消化器官を目覚めさせ、早寝早起きのリズムをつけることにつながります。

memo
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南部町の風景

南部町の風景

赤猪岩神社

法勝寺の桜並木

法勝寺電車
城山公園から見る法勝寺川土手桜並木

小松谷盆踊
富有柿

オオサンショウウオ

https://www.town.nanbu.tottori.jp/ikimono/
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子育てマップ

子育てマップ
至米子

子どもの広場
（グリコこそだてパークなんぶ）
東西町放課後児童クラブ

南部町
ベアーズ

さくら保育園

南部中学校

南部町天萬庁舎
（天萬図書館）
つくし保育園

宮前児童館

会見小学校

健康管理センター
すこやか

会見農村環境改善センター
（あいみ児童クラブ）

ひまわり保育園

さくらキッズ
至安来市

とっとり
花回廊

すみれこども園

スポnetなんぶ
西伯病院

西伯小学校

えん処 米や

法勝寺児童館
（ひまわり学級カラフル）

法勝寺中学校

プラザ西伯
（ひまわり学級）
キナルなんぶ
（法勝寺図書館）
法勝寺庁舎

法勝寺川

西伯カントリーパーク

祐生出会いの館・緑水園
至日南町
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緑水湖

会見第二小学校

誰でもいつでも気軽に相談できます。個人の秘密は厳守します。

電話相談
子育て全般・保育園などの入所に関することは、子育て支援課

TEL.0859-66-5525

健診・予防接種に関することは、健康福祉課

TEL.0859-66-5524

障がいのある方・ひとり親家庭の方は、福祉事務所

TEL.0859-66-5522

発達・しつけなどに関することは、

絵本に関することは、

すみれこども園

TEL.0859-66-2040

つくし保育園

TEL.0859-66-2143

さくら保育園

TEL.0859-64-2065

ひまわり保育園

TEL.0859-64-2824

子育て支援課

TEL.0859-66-5525

法勝寺図書館

TEL.0859-66-4463

天 萬 図 書 館

TEL.0859-64-3791

小・中学校に関することは、教育委員会事務局

TEL.0859-64-3787

不登校に関する相談は、教育支援センター「さくらんぼ」

TEL.0859-64-3701

子育てに関する相談

子育てに関する相談

とっとり子ども救急ダイヤル
休日、夜間に子どもの急な病気、けが等で緊急に受診するべきかなど、心配な時
に相談できるサービスです。

● 電話番号

♯8000（または03−5276−9137）
利用時間平日／午後７時〜翌日午前８時まで
土曜、日曜、祝日及び年末年始／午前８時〜翌日午前８時まで

本書の作成にあたり、ご協力いただいた方々
大阪教育大学 准教授

小﨑 恭弘 先生

保育士

池田 千鶴枝 先生

表紙イラスト

うえむらてるみ さん
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