


赤ちゃん がおなかにいることが分かったとき、どんな気持ちになりましたか？

期待で わくわく？　先が想像できなくて不安？ あるいは戸惑い？
どんな感情があなたの胸の中にあっても、すべて正解です。

「ちゃんと親になれるんだろうか…」
そんなふうに感じているのはあなただけではありません。

だから、 あわてず、あせらず。  ゆっくりと親になる準備をしていけば 大丈夫。

妊娠中はあとで振り返ると かけがえのない時間。
どうか身体を大切にして、無理をしないで、心穏やかに 過ごしてください。

あなたの笑顔と新しい命 が この 金沢の地で輝くように

一緒に育んでいきましょう。

制作／子育て向上委員会

ご懐妊おめでとうございます

子育て向上委員会と金沢子育てお役立ち BOOK のこれまでの歩み
子育て向上委員会発足。まちにはたくさんの情報があふれているにも関わらず、地域向けの育児情報が全くなかった
ことから、ママパパ向け情報誌情報誌ママ向け情報誌の制作を開始。

金沢市より『子育て情報誌』編集の委託を受ける。ママやパパの役に立つ情報誌を作るべく、話し合いに話し合いを
重ね、記念すべき「金沢子育てお役立ち BOOK」第 1版発行。2003 年、2005 年、2008 年…と改訂のたびにスタッ
フの力を結集させ、よりよいものを目指して編集＆制作。

必要な情報が必要な時期に届くよう、妊娠〜出産期の「わくわくU-mo」と子育て期の「のびのび B-no」の 2 分冊に。

2012 年のマイナーチェンジを経て、2015 年版は念願のフルカラーに！

イラストを刷新して、必要な最新情報をギュギュっと詰めて、令和のママに届けます。

1998

2002

2010
2015 
2020

これからも子育て中の親視点を大切にしながら、日々の子育てが楽しく
なるお手伝いをしていきたいと思います。
金沢のまちが、ママ、パパ、子どもたちの笑顔であふれますように！
＜編集／子育て向上委員会＞

子育て向上委員会／代表　長谷川 由香
H16 〜金沢市少子化対推進会議委員
H25 〜金沢市子ども子育て審議会委員

2



マタニティ

ベビー

サービス

インフォメーション

金沢の地で
わくわく 産ーーーも！

4	 マタニティ

9	 ベビー

12　　　		サービス

14	 インフォメーション

マタニティライフが始まる！	

赤ちゃんが生まれたら			

子育て中の頼れる味方

子育てライフ、次のステップ

Maternity	life

Maternity	life

Services

Information															

４

９

12

14

16　　		【巻末特集】
妊娠授乳期の食事					

令和２年（2020年）3月発行
発行：金沢市福祉局こども未来部子育て支援課
〒920-8577　金沢市広坂１丁目１番１号
TEL	076-220-2285　	FAX	076-220-2360
E	mail		kosodate@city.kanazawa.lg.jp
編集：子育て向上委員会

本誌に掲載されている情報は、令和2年4月現在のものです。
内容・料金などの記載事項は変更になる場合がありますので、
ご了承ください。
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マタニティ
「わが家に赤ちゃんがやってくる！」期待と不安でいっぱいのパパとママ。
まずは妊娠届を済ませ、母子健康手帳を手にすることが、
未来の子育ての第一歩。タイムリーに様々な視点からマタニティーライフを応援します。

マタニティライフが始まる！   

妊娠の届出時に母子健康手帳が渡されます。手帳は妊娠・出産の状態、
子どもの発育状況などが記録できます。金沢市に住民票のある方には、
母子保健のしおりも渡されます。母子保健のしおりには乳幼児期の保
健サービスの説明が記載され、妊産婦・乳幼児の各健康診査受診票も
添付されています。
	各福祉健康センター（P10）、健康政策課	　 220-2233

妊娠中から子育てに関する相談などに対してワンストップで総合的に
支援する窓口です。母子健康手帳交付時から母子保健コーディネーター
（保健師）が、安心して子育て出来るよう妊娠・出産・子育てまでの切
れ目ない相談に応じてくれます。

 各福祉健康センター（P10）、 健康政策課　 220-2233

Maternity	life
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	■ワンストップ拠点
泉野福祉健康センター（泉野6-15-5）

元町福祉健康センター（元町1-12-12）

駅西福祉健康センター（西念3-4-25）

健康政策課（金沢市役所内）

＜まずは届け出をしましょう＞母子健康手帳・母子保健のしおり

母子保健相談支援事業

プ チ 【準備は今のうちに】妊娠中は比較的時間の取りやすい時期。今のうちに出産〜産後の準備を進めておきましょう。
産後はいろいろな手続きが必要になるので、もれがないよう事前に整理を。金沢市では育児世帯向けにたくさんの
サービスを提供しているので、余裕のある妊娠中に要チェック♪コラム4



【GooglePlay】 【AppStore】
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http://www.boshi-techo.com/

妊娠・出産・育児を記録と情報でサポートする、ス
マートフォン・パソコン向けのアプリです。月齢に応
じた妊娠・出産・育児期に役立つ金沢市からの情報
が手に入ります。お子さんの健康記録をデジタル化
し、グラフ化することもできます。日記形式で日々
の気付きを記録することもできます。
健康政策課	　 220-2233

金沢市の子育て情報に関する公式アプリケーショ
ンです。トイレ・授乳室等の位置関係や各保育
所・児童館等で行われているイベントについて検
索ができます。また、予防接種・乳幼児健診のス
ケジュールの入力や休日当番医、こどもの救急に
関する情報も見ることができます。
子育て支援課	　 220-2285

まずは右記
QR コードから
ダウンロード !!

まずは右記
QR コードから
ダウンロード !!

＜ママやベビーに役立つ豊富なコンテンツ＞

＜地元の情報を上手にゲット＞

母子健康手帳アプリ

いしかわ中央子育てアプリ

プ チ 【上手に活用！母子手帳】母子手帳もアプリで便利に管理できるようになりました。でも、冊子の母子手帳も手書き
の温かさがあって後の思い出として、記念に残りますね。アプリと冊子、双方の良さを活かして上手に使い分けたい
ですね。コラム 5
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ストレス、イライラがずっと続いている
眠れない…こんなときどうしたらいいの？
こころの悩みについて相談に応じてくれます。

 各福祉健康センター（P10）、＜要予約＞

妊娠中は間食の増加やつわりの影響で、口内の清掃
ができず、虫歯にかかりやすくなります。ホルモン
の分泌量が変化するため、歯周病に
もかかりやすくなります。歯周病の悪
化は、低体重児出産・早産のリスクを
高めます。子どもへの虫歯菌の感染
は子育て中に起こりますから、ぜひこ
の時期に受診しましょう。
　　　　　　
受診時期：妊娠初期から安定期の体調のよいとき
受診場所：金沢市歯科医師会会員の歯科医療機関
費用：無料（母子健康手帳と母子保健のしおりを持参）

 健康政策課　 220-2233

妊娠中に必要な栄養や食事について確認したい、
１日に何をどれだけ食べたらいいの？
家族の食生活について相談したいなど、栄養や食生
活について管理栄養士が相談に応じてくれます。

 地域保健課＜要予約＞　　234-5102

遺伝の病気について、どうしてよいかわからないと
き気軽に相談ください。遺伝の知識を持つ医師が
相談に応じてくれます。

 元町福祉健康センター（P10）、＜要予約＞

保健師に、電話や家庭訪問で相談に応じてもらえま
す。妊娠・出産ほっとライン（裏表紙参照）でも相
談が可能です。

 各福祉健康センター（P10） 

妊婦14回と産婦１回の健康診査が公費で受けられ
ます。妊娠週数によっては、助産所 (院 )でも健康
診査が受けられます。里帰り出産などで県外の医療
機関を受診する場合でも、受診費用の一部助成を
受けることができます。出産予定日以降の受診費用
を1回分のみ助成します。

【受診できる医療機関】	
県内の妊産婦健康診査実施医療機関・助産所 (院 )	

 健康政策課　 220-2233

妊産婦健康診査

妊婦健康相談

心の健康相談（専門家による相談）

ヘルシー食生活相談

遺伝相談

妊婦歯科健診

詳しい資料が
巻末特集 (P16 〜 )

に掲載されて
います。

プ チ 【ころころ餅って知っとる？】金沢では、お産まであと１ヶ月というころになると、赤ちゃんがころころっと生まれてく
るように願いを込めて、近所や親戚に丸いお餅を配る風習があります。お餅のようにころころとしたかわいらしい赤
ちゃんと対面できる日ももうすぐ！コラム6



	開催日
毎週月曜　13:30〜15:30

毎週火曜　13:30〜15:30

毎週水曜　13:30〜15:30

毎週金曜　13:30〜15:30

妊娠中の過ごし方の講話。育児体験、夫の妊婦模擬
体験、食事バランスチェックなどの内容になっていま
す。費用は無料。予約が必要なので、日程などはチラシ、
ホームページを確認してください。

 駅西祉健康センター（P10）　
234-5103

＜要予約＞ 

妊婦および産後３か月までのお母さんと赤ちゃんが気
軽に集まれる場を提供しています。助産師に個別相談
することもできます。
同じような月齢の赤ちゃんを持つお母さん同士で情報
交換をしたり、気分転換の場として利用してください。
妊婦さんは、数か月後の赤ちゃんのいる生活をイメージ
しながら情報交換できます。

 健康政策課　 220-2233　  無料

（夏休み期間は休止）
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ベビースペース「hug」 ハグ ハッピーファミリー教室
＜妊婦と産後３か月までの母子の集いの場＞

	場所
泉野福祉健康センター

元町福祉健康センター

駅西福祉健康センター

教育プラザ富樫		活動交流室「りす」

プ チ 【ころころ餅の食べ方って！？】おめでたい「ころころ餅」ですが、もし頂くことがあった場合、このお餅の食べ方が
あるのです！それは、焼かずにそのまま食べること。丸いころころしたお餅は、赤ちゃんの姿にも見立てられていて、
とても焼くなんてできない！という意味があるそうです。コラム

※生後 4 か月～ 1 歳まで

大きなこころで
やさしく受けとめましょう (・∀・ ) ﾉ

ママは精神的にも身体的にも
サポートが必要な時期です

パパになるあなたへ

妊娠がわかったら…ママをしっかりサポート
妊娠中はつわりやさまざまな体の変化にともない、
不調が続いたり、ホルモンバランスが変わることにより、情緒不安定になることも。
そんなとき、パパの理解と共感が大切です。
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市立病院の助産師や薬剤師、福祉健康センターの
保健師による教室です。体験や講話を通して育児や
からだのことを一緒に学びます。妊婦と産婦（産後
1年間）とその家族を対象とします。

 市立病院  245-2600　  無料
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ふぁみりーはぐくみクラブ　　
お腹に宿った２つの命、３つの命…
元気に育ってね
ふたご・みつごを妊娠中の方、子育て中の方を対象に
育児についての話や交流会が開催されています。

 各福祉健康センター（P10）、＜要予約＞

多胎児教室（にこにこメイツ）

プ チ 【働くプレママへ】妊娠中は体調が変わり易いものです。初期はつわりの程度も個人差が大きく、後期はお腹も重く
なります。妊娠前と等しく労働出来ないこともあるでしょう。焦りも出ますが、妊娠期間は身体が第一と割り切って、
周りの人のサポートを受けながら、上手に乗り切っていきましょう！コラム

Q. 保育所、認定こども園、
　  幼稚園を利用するには？

金沢市がおこなう「教育・保育給付認定」を受け
る必要があります。認定には、子どもの年齢や保
育の必要性に応じて次の３つの区分があります。

出産後
子どもを
預けたい

Q. 利用手続きは？
手続きは、直接希望の保育所・認定こども園へ申
し込みしてください。申請書等は、市内各保育所・
認定こども園、保育幼稚園課、各福祉健康センター
にあるほか、金沢市HP「申請・届出書ダウンロー
ドサービス」からダウンロードすることもできます。

Q. 誰に聞いたらいい？
金沢市には保育利用支援員が常駐しています。保
育所・認定こども園への入所の調整や入所までの
支援など、保育サービスの利用や子育て支援の情
報提供について、気軽に相談に応じてもらえます。

 市／保育幼稚園課　 220-2538（専用番号）

Q. こどもすくすくランドって？
これから入園を考えている未就園児親子を対象に、
市内の保育所・認定こども園を紹介することを目的
に、毎年 6月ごろに開催されるイベントです。施設
の紹介はもちろん、親子で楽しめる催しが盛りだく
さんです。

病院スタッフによる安産教室
母子共に無事にお産を迎えられるように妊娠期に合
わせた３回コースのマタニティクラスが開催されてい
ます。産科医、助産師、管理栄養士といった病院スタッ
フがサポートしてくれます。妊娠中の方とその支援者
の方が対象です。

 市立病院 　 245-2600

マタニティクラス
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赤ちゃんが生まれたら、出生日を含め14日以内に
出生届を出しましょう。
※金沢市以外で出生届を出された方は、児童手当の
申請と子ども医療関係の申請が改めて必要です。	

 市民課　 220-2241
各市民センター　　　　　　　

ベビー
赤ちゃん、誕生おめでとう。出産を終えたママ、本当にお疲れ様でした。パパはこれからが出番です。
赤ちゃんが健やかに成長できるように、パパやママが日々笑顔で過ごせるように、
金沢市ではいろいろなサービスが提供されています

赤ちゃんが生まれたら

Hello	Baby

出生届

元気に育て！赤ちゃん訪問
赤ちゃんが生まれた全世帯に、保健師や助産師が家庭
訪問しています。訪問では赤ちゃんの発育や栄養、育
児の仕方、お母さんの健康などについての相談に応じ
てもらえます。何でも気軽にたずねてみましょう。

 各福祉健康センター（P10）

母子健康手帳に綴じ込みの「赤ちゃん
とお母さんの家庭訪問連絡票」( はが
き ) を出生届と同時に市民課・市民セ
ンターへ提出しましょう。直接電話で
の連絡も可能です。

訪問時に「のびのび B-
ビーノ

no　金沢子育て
お役立ち BOOK【すくすく子育て編】」
をお渡しします。

	所在地

南森本町ヌ33

金石通町3-14

末町6-67-1

福増町北1067

額谷3-1-1

八日市2-464

田上の里2-3

湊3-5-9

泉野町6-15-5

元町1-12-12

新神田 4-3-10

西念 3-4-25

本町1-5-3

青草町88

電話番号

258-1130

267-0001

229-0001

249-2001

298-0045

241-2559

221-3344

239-2211

242-8552

252-0257

291-6266

234-5141

260-0365

260-0250

名称

森本市民センター

金石市民センター

犀川市民センター

安原市民センター

額市民センター

押野市民センター

浅川市民センター

湊市民センター

泉野市民センター

元町市民センター

新神田市民センター

駅西市民センター

本町市民センター

近江町市民センター

［　市民センター　］

（泉野福祉健康センター1F）

（元町福祉健康センター1F）

（金沢新神田合同庁舎1F）

（駅西福祉健康センター）

（リファーレ2F）

（近江町いちば館 4F）

プ チ 【名づけって難しい〜】名前は、親が赤ちゃんに贈る初めてのプレゼント！音から決めたい、使いたい漢字がある、
生まれた季節を感じさせるものに・・など、名づけ方もいろいろ。候補をいくつか出しておいて、生まれた後の顔を
見て、決めるのもひとつ。一生ものとなる名前、ぜひ思う存分悩みましょう。コラム 9



金沢市には 3つの福祉健康センターがあり、母子
健康手帳の交付や家庭訪問（元気に育て！赤ちゃん
訪問）、乳幼児の健康診査・育児教室などを通し、
子どもと家族の心と身体の健康を支援しています。
いずれにも「金沢こども広場」が併設され、乳幼児
やママたちの集いの場としても利用されています。

泉野福祉健康センター 元町福祉健康センター 駅西福祉健康センター
泉野町 6-15-5
TEL 242-1131　FAX 242-8037

元町 1-12-12
TEL 251-0200　FAX 251-5704

西念 3-4-25
TEL 234-5103　FAX 234-5104

【担当の地区（校下）名】泉、泉野、
内川、扇台、押野、犀桜、小立野、
犀川、四十万、十一屋、富樫、長坂台、
中村町、額、伏見台、南小立野、三馬、
湯涌、米泉

【担当の地区（校下）名】浅野町、
医王山、大浦、小坂、田上、千坂、
中央、花園、馬場、不動寺、三谷、
明成、杜の里、森本、森山町、夕日寺、
兼六

【担当の地区（校下）名】浅野川、
粟崎、大野町、金石町、木曳野、鞍月、
新神田、西南部、大徳、戸坂、
長田町、西、緑、三和、諸江町、安原、
米丸

   

ベ
ビ
ー

かなざわ育みネットワーク
母子保健コーディネーター（保健師）が
中心となり、保健・医療・福祉・地域
の各関係機関と連携を図り、安心して
子育てができる環境づくり
を推進しています。

福祉健康センター

あなたのお住まいの地区は

校区（校下）　　

福祉健康センター

です。

https://www.city.kanazawa.ishikawa.lg.jp/23801/index.jsp

プ チ 【楽しくもあり、大変でもあり】赤ちゃんとの生活は、楽しくもあり、大変でもあり。生後間もないころは、授乳の
時間も定まらないので、ママは寝不足になってしまいがち。赤ちゃんがお昼寝するときには、ママも一緒にお昼寝し
ちゃいましょう。赤ちゃんの世話をするパパママが元気でいることがまずは大事。コラム10



▼

▼

▼

▼

▼

▼

身体計測・小児科診察・栄養相談・育児相談・
歯科健診・歯科保健相談
検尿・視覚検査・聴覚検査など

健康診査は子どもの発育や発達の確認をしたり、成長や年齢に応じた育児の方法を知る大切な機会です。

お住まいの地区（小学校区）の管内の
福祉健康センターから、個別に健診案
内の通知が届きます。

健診時期になりましたら、乳幼児一般健
康診査受診票（母子保健のしおりにとじ
込んであります）を利用して、お近くの
医療機関で受けましょう。

１か月児 健康診査

３か月児 健康診査

６か月児 健康診査

１歳児 健康診査

１歳６か月児 健康診査

２歳児 健康診査

３歳児 健康診査

▼

身体計測・小児科診察・栄養相談・育児相談・
歯科健診・歯科保健相談など

身体計測・小児科診察・栄養相談・
育児相談

３か月〜４か月頃に通知

１歳６か月〜１歳７か月頃に通知

３歳５か月頃に通知

身体計測・診察・尿検査など

身体計測・診察・尿検査など

身体計測・診察・尿検査など

身体計測・診察・尿検査など

健診は無料で
受けられます

案内・通知

健診場所

集団健診

個別通知

福祉健康センター

個別健診

医療機関

通知なし

   

ベ
ビ
ー

受診の際には、母子健康手帳と問診票
を記入してご持参ください。
なお、ご案内日が都合悪い場合、３か月
児健康診査は５か月まで、１歳６か月児
健康診査は1歳11か月まで、３歳児健
康診査は３歳11か月まで受診できます
ので、他の日程をお問い合わせください。

「個別健診」については、案内通知は届きま
せんので、お子さんが対象月齢（１か月・６
か月・１歳・２歳6か月頃）になられましたら、
石川県内の乳幼児健康診査担当医療機関で
受診してください。
里帰り出産などにより１か月児健診を石川県
外の医療機関で受診される場合には、受診
料金の助成制度があります。

乳幼児健康診査（健診）について

プ チ 【アプリが活躍】母子手帳アプリを使えば、個別健診の案内通知が来なくとも、対象月齢の時期にアプリからお知
らせが表示されます。健診の結果も空き時間にアプリにサクッと記入。普段のお子さんの様子を書き込んでおけば、
気になる点も要点を得て、医師に説明もできますよ。コラム 11



毎日19:30〜23:00、小児科・内科医による
救急患者の初期診療がおこなわれています。
※23:00以降は自動電話応答システムにより、
　	夜間受け入れ医療機関が案内されます。

相談時間／毎日　18：00〜翌朝8：00
相談内容／子どもの急な病気に関する相談に小児科
医などが対応してくれます。

 石川県健康福祉部　医療対策課
225-1433

#8000 または  238-0099222-0099
西念 3-4-25（金沢市駅西福祉健康センター内）

生後２か月から始まる乳幼児期の定期予防接種券を
冊子形式で発行しています。また、任意で受ける予
防接種についても、接種費用の助成があります。　 

 健康政策課　 220-2701
各福祉健康センター（P10）

育児や家事などを手伝ってくれる人がいない産前ま
たは出産・退院後 2か月以内（多胎児の場合2年
以内、3歳未満の兄姉がいる場合産後1年以内）
のお母さんに、育児・家事の支援をするヘルパーの
派遣がおこなわれています。

 子育て支援課　 220-2285
申込先／ ( 公財 ) 金沢健康福祉財団
大手町 3-23（金沢健康プラザ大手町）　 260-0071
申込書は、子育て支援課、各福祉健康センター、
金沢市HP「申請・届出書ダウンロードサービス」にあります。

   

サ
ー
ビ
ス
　
　
　
　
　

サービス
子育てしていく中では、さまざまな問題に直面します。
そんなとき、頼りにしていただきたい
相談窓口、助成・給付金制度があります。
どんな種類のものがあるか情報を把握し、
状況に応じて上手に利用してみましょう。

子育て中の頼れる味方

Services

金沢広域急病センター

産前・産後ママヘルパー

夜間小児救急電話相談

予防接種

派遣回数
産前（母子健康手帳交付以降20回まで）／
出産、退院後2か月以内に20回まで
R2.4.1以降に生まれた多胎児の場合、産後2年以
内に50 回まで／3歳未満の兄姉がいる場合、産
後1年以内に25回まで
※R2.3.31以前に生まれた多胎児の場合、産後1年以内に25
			回まで

利用料金
生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料です。
・所得税非課税世帯	 　250円／回
・上記以外の世帯	 1,000円／回
※	利用料金が1,000 円の場合は、おためしクーポン（P14）
　	を使用すると500円になります。（産後の利用に限る）

プ チ 【赤ちゃんの病気や事故】赤ちゃんが熱を出したり、嘔吐したりすると、パパやママはびっくり。機嫌が良ければた
いていは大丈夫だけれど、元気がないようなら病院へ。ハイハイができるようになって行動範囲が広がると、事故
の可能性も増えるので、身の回りのものを赤ちゃんの目線でチェック！コラム

派遣時間
9:00〜17:00　1日1回（1回につき2時間）
※土日祝、年末年始除く
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被保険者が出産した場合に、子ども１人につき
４０万４千円（＊）を支給します。妊娠12週目（85
日）以降であれば、死産、流産でも支給されます。
（＊産科医療補償制度の対象となる出産については、
１万６千円が加算されて支給されます。）	医療機関な
どで事前に手続きを行うことで、医療機関へ出産育
児一時金が直接支払われる制度もあります。

 国民健康保険の方⇒医療保険課　 220-2257
     その他の方⇒勤務先の健康保険の事務局

お子さん（出生〜中学３年生）が医療機関で治療を
受けた際、1か月の治療費の一部が助成されます。
金沢市以外または県外で受診した場合でも、金沢市
民であれば助成対象になります。

 健康政策課　 220-2233

身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対し、指定
医療機関の医師が入院医療を必要と認めた場合に
給付されます。（ただし、所得に応じて別途自己負
担あり）	

 保健所地域保健課　　 234-5102 

妊娠高血圧症の疾病で、7日以上入院した場合、
症状が認定基準にあてはまる妊産婦（妊娠中または
産後10日以内）の方を対象に費用の一部が支給さ
れます。ただし、所得制限あり。申請期限30日以内。

 健康政策課　 220-2233 

育児休業給付金 勤労者育児休業等
生活資金融資制度

児童手当
雇用保険の被保険者が育児
休業を取得した場合、一定の
要件を満たすと、子どもが１
歳に達する日の前日までの期
間に、育児休業給付金の支
給が受けられます。一定の理
由があれば、延長される場合
があります。

 事業主、
　 金沢公共職業安定所適用課

253-3037

育児休業や介護休業を取
得した勤労者の方に、	休業
期間中必要な生活資金を
低利で融資します。

 労働政策課
220-2199

受給者（お子さんを養育している家
庭の生計中心者）の住民登録地へ
の申請が必要です。
※お子さんが出生した翌日から15日以内に
　申請してください。

　　手当の額

一律 15,000円

10,000円

一律 10,000円

一律 5,000円

対象区分

３歳未満

３歳以上

小学校修了前

中学生

所得制限超世帯

（一人当たりの月額）

（第３子以降は）
15,000 円

 子育て支援課　 220-2285

   

サ
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妊娠高血圧症候群等 療養援護費の助成 子育て支援医療費助成制度

出産育児一時金 未熟児養育医療給付

プ チ 仕事を続けたいママにとって、心配なのは仕事と育児の両立。
でも大丈夫。金沢市は教育・保育施設が充実しています。産休明け、育休明けの保育所等の利用については、希望
の施設に直接相談してみるか、保育幼稚園課へ。コラム

子育て経験のある研修を受けたボランティアが悩み
ごとの傾聴や子育てに関する情報提供を行います。
（令和2年10月開始予定）
対象：概ね 3歳までの児童がいる家庭
利用回数：月2回まで（1回あたり2時間程度）

 子育て支援課　　 220-2285 

子育て家庭訪問相談

13



プ チ

親子で一緒に出かけ、ふれあう時間を応援する「お
出かけクーポン」70枚、子育ての負担を軽くする
ためのいろいろなサービスの利用を助成する「おた
めしクーポン」35 枚、絵本を通して親子の時間を
心豊かに過ごすための「絵本交換クーポン」1枚か
らなっています。小学校に入学するまでの間、利用
できます。
（公衆浴場で使えるクーポンは平成 29年 4月以降
に生まれた子どもが対象です。）

 子育て支援課　 220-2285

絵本を介して培った親子の絆は、生涯子どもの心に組み込まれる
ことでしょう。３か月児健康診査の際に、読み聞かせスタッフが
ひとりひとりに絵本の読み聞かせをしてくれます。お帰りには 3
種類の絵本の中から好きな1冊をプレゼント！

 金沢海みらい図書館　 266-2011

※使用は1日1枚限り

※平成 27 年 6 月 30 日以前に生まれたお子さんは、かなざわ子
育て虹色クーポンの対象。
※クーポンの申請書は、出生届のときに渡されます（P9）が、
子育て支援課、各福祉健康センター、各市民センター、金沢市
HP「申請・届出書ダウンロードサービス」にもあります。

対象者：市内在住の未就学児の保護者 
申請先：金沢市ファミリーサポートセンター

 富樫 3-10-1 教育プラザ富樫内　 243-3410

   

イ
ン
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インフォメーション
赤ちゃんとの生活が安定してきたら、
行動範囲を広げてみましょう。
クーポンの利用でお出かけをしたり、
子育て用品のリユース、リサイクル会場へ出向いて、
お得なグッズをゲットしてみるのもいいですね。

子育てライフ、次のステップ

Information

かなざわ子育てすまいるクーポン

はじめての絵本との出会い事業

お出かけクーポン おためしクーポン 絵本交換クーポン
「お出かけ」するとき親子での利用
が無料になります。

利用の最初の1時間が「おためし」
として無料になります。

対象の絵本の中から１冊が無料に
なります。

【さあ出かけよう♪】赤ちゃんと家の中に閉じこもりっきりでいると、ときに煮詰まってしまうことも。そんなときは、
金沢市の福祉健康センターのこども広場など、子連れの集まる遊び場に出かけてみては。かなざわ子育てすまいる
クーポンも有効利用して、子育てをめいっぱい楽しんで♪コラム14



プ チ

母乳には、赤ちゃんがすくす
く育つために必要な栄養素がバランスよく

含まれており、赤ちゃんの体に負担をかけず消化・
吸収されます。また、母乳には病気に対する抵抗力
をつける物質も多く含まれており、お母さんから赤ちゃん
への素晴らしい贈りものです。授乳の際には、お母さ
んの腕にしっかりと抱かれることで赤ちゃんは安
心し、お母さんを信頼する心も芽生え

ます。

また、母乳には産後の
お母さんの回復を早める効果

があるとも言われています。抱っこして、
目を見て、語りかけながらおっぱいを飲ませる
…母乳育児は、お母さんと赤ちゃんの絆を
より深めてくれることでしょう。母乳を与える
ことができる、ほんの限られた期間
をうんと楽しみましょう。

会場：戸室リサイクルプラザ ( 戸室新保ハ 604) 

日程等詳細は直接お問い合わせください。
 ごみ減量推進課    220-2302 

会場：いしかわ総合スポーツセンター ( 稚日野町北 222)
　 日時：（原則）毎月第 4 木曜日 10:30 〜 12:00 

 （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団　 
 255-1543 / 【金沢地区】

URL：http://www.i-oyacomi.net/recycleshop/ 
※ベビーカーで入場可。毎回たくさんのママパパで大賑わい。

子育て女性健康支援センター石川では、妊娠・出産・母乳・育児に関して、助産師
による電話相談（無料）、来所・訪問相談（有料・要予約）を行っています。金沢地
区以外の県内の情報は石川県助産師会ホームページをご覧ください。

子育て女性健康支援センター石川
無料電話相談　 080-3740-4512

（月〜金 10:00 〜 15:00）
URL：http://ishikawa-midwife.com/

母乳に関して心配なことや知りたいことがあるときは、
産婦人科の母乳外来や助産所 (院 )などに相談しましょう
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とむろキッズの森リユース市 育児用品リサイクルショップ

子育て女性健康支援センター石川からあなたへ… ＜赤ちゃんを母乳で育てましょう＞

…とは言っても、お母さんの体
調や、赤ちゃんの個性によっては、母乳育

児が難しい場合もあります。また「何が何でも母乳で
なければいけない」という思いがストレスになることも
あるでしょう。そのような時には、肩の力を抜い
て上手に粉ミルクを利用するのも１つの考

え方ですね。

【ひとりで悩まないで】初めての育児、慣れない育児で落ち込みがちになるママもいます。どうしても気が晴れない・・・
そんなときは医師や保健師、助産師に気軽に相談を。ひとりで悩みを抱えないで。ママもパパも赤ちゃんも、みん
なが笑顔になれますように。コラム

しらうめ助産院 野町 2-20-15-501 080-4549-5360

たらちね助産院 七ッ屋ニ 5-1 090-3294-7076

たんぽぽ助産院 三口新町 2 090-4328-4272

ひまわり助産院 泉野出町 4-13-22 090-2128-0727
母乳育児サポート
美芳助産院 新神田 3 丁目 090-4325-1656

まなゆり助産院 大額 080-8098-8267

まゆみ助産院 割出町 342-6 090-7744-9913
森木真美
母乳育児相談室 笠舞 2-20-16 090-2124-4108

宿り木助産院 平和町 090-8458-3234

産院名 住　所 電話番号

※令和2年 4月1日現在の施設
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