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【R4.1月・2月の出張相談日】

元日

成人の日

すくすくランドたくまひろばたくま

詫間町詫間旧三豊市役所詫間支所南庁舎2F（マリンウェーブ向かい）
TEL0875-83-7739

すくすくランドみのひろばみの

三野町吉津三野町保健センター
TEL0875-83-7739

ピヨピヨカンパニーやまもとひろばピヨカン

山本町財田西山本町保健センター（山本支所向かい）
TEL0875-83-7739

サニーハウスサニー

豊中町岡本2536-1
TEL0875-24-8690

仁尾町地域子育て支援センター仁尾

仁尾町仁尾丁636-1
TEL0875-82-3292

高瀬子育て支援ステーション スマはぴスマはぴ

高瀬町上高瀬2064-1
TEL0875-72-5155

1月 2月
※施設により利用年齢が異なります。相談日は変更になる場合がございます。すくすくHP・FB等でご確認ください。

仁尾 14：00～15：00

みの
10：30～11：30

みの 10：30～11：30

仁尾
10：30～11：30

たくま
10：30～11：30

たくま
10：30～11：30

サニー
10：30～11：30

サニー
10：30～11：30

たくま
9：00～12：00

たくま
9：00～12：00

たくま
9：00～12：00

ピヨカン
10：30～11：30

ピヨカン
10：30～11：30

スマはぴ
14：00～15：00

スマはぴ
14：00～15：00

三豊市子育て支援コーディネーターが対応します。どんなことでもご相談ください。
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NPO法人すくすく　利用者支援専用ダイヤル　TEL.0875-23-6260 〒769-1101三豊市詫間町詫間1338-13　三豊市役所詫間支所南庁舎2Fこの事業は三豊市の委託事業です

ご存じですか？利用者支援事業
妊娠中や子育て中の悩みに、相談内容やご家庭のニーズに合わせた
情報提供や助言を行い、関係機関とお繋ぎするのが
子育て支援コーディネーターです。
子育てに関するどんなことでもお気軽にご相談ください。
【電話相談・すくすく施設内で相談・出張相談】

ネットで簡単‼
相談予約

コーディネーターの工藤です。
Instagram、Facebook、Twitterなど
一通りのSNSは携帯にインストールしていますが
プライベートで投稿したことがありません。

“元気になる言葉”“新しくオープンしたお店”
“100円ショップグッズの活用法”など
すぐに検索できるSNS！
来年は投稿にも挑戦してみようかな…

相談方法/電話またはNPO法人すくすくのホームページから相談日をご予約ください（電話相談のみもOK）
対 象 者/三豊市在住の妊娠中の方および、18歳までの子どもの保護者

相 談 料/無料
受付時間/毎週月～金曜日8：30～16：30 ・月2回土曜日9：00～12：00※祝日・年末年始・お盆はお休み・その他休業日あり

「ひとりで子育て」
頑張りすぎなくても
いいんだよ。

【ひどく不潔にする】

【食事を与えない】

【車の中に放置する】

【乳幼児を家に残して外出する】

【重い病気になっても病院に連れて行かない】

など

誰かに頼ってみましょう

ＮＰＯ法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすくすく

AAA

完璧を目指さないで！

少子化や核家族化が進み、地域のつながりの希薄化など社会環境の変化により

子育てが孤立しているといわれています。

「気づかないうちに子どもを虐待してしまう」誰にでもその可能性があります。

省エネ育児という言葉を耳にしますが、

うまく手抜き、息抜きをしながらイライラする気持ちをコントロールし、

子どもとかかわっていけたらいいですね。

児童虐待ってどんなこと？QQ

「育児がしんどい…」と感じたらQQ

保護者がその監護する18歳未満の子どもに対して行うもので、
以下の4種類に分類されます。

【殴る】・【蹴る】・【叩く】

【溺れさせる】

【やけどを負わせる】

【家の外にしめ出す】

【激しく揺さぶる】

【首を絞める】など

【言葉により脅かす】

【無視する】

【子どもの目の前で

家族に暴力をふるう】

【きょうだい間での差別的扱い】

など

【子どもへの性的行為】

【性的行為を見せる】

【ポルノグラフィーの被写体にする】

など

家族・祖父母・友人など

一時預かり
ファミリーサポートセンターを利用

つどいのひろば・支援センター

公的な子育て相談窓口などに相談

頑張りすぎず「まあいいか」くらいの気持ちで

自分の頑張りをほめてあげよう
子育てを頑張っていることを認めて、
自分自身をしっかりほめてあげましょう

同じ悩みを抱えた人と

話しができるかも

預かりを利用して

自分だけの時間を作ることで

リフレッシュ

ネグレクト身体的虐待

心理的虐待性的虐待

的扱い】

AA

AA
AA

●三豊市子育て世代包括支援センターなないろ（子育て支援課内） TEL.0875-73-3016
●三豊市相談専用ダイヤル（子育て支援課内）　TEL.0875-73-3665
●子どもや家庭に関する電話相談　　TEL.087-862-4152
●香川県西部子ども相談センター　　TEL.0877-24-3173

話すだけで

心が軽くなることもあるよ

を抱えた人と

で

子育て支援コーディネーターが悩みに応じて、専門的な窓口におつなぎします。

子育てに困ったり悩んだりしたときは、ひとりで抱え込まずに気軽にご相談くださいね。（秘密は守られます）

三豊市利用者支援事業専用ダイヤルTEL.0875-23-6260

（ ）今回は香川県西部子ども相談センターの方にお話を伺い、
子育て中の方に向けて伝えたいことについてまとめてみました。



しつけ＝体罰
しつけと体罰は違うんだよ
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身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

香川県の児童虐待の現状（児童相談所における児童虐待対応件数）

令和2年度の件数は過去2番目に多い1264件で10年前（H23年）と比べて約2.5倍となっ

ています。児童虐待は一つのことが原因ではなく「育児に疲れている」「生活に余裕が

ない」「家族間でコミュニケーションがうまく取れない」などのさまざまな要因が重

なって引き起こされます。

しつけ

子どもの人格や才能などを
伸ばし、社会において自律し
た生活を送れるようにする
ことなどの目的から、子ども
をサポートして社会性を育
む行為。

体罰

子どもの身体に何らかの苦
痛を引き起こし、または不快
感を意図的にもたらす行為
（罰）こ

を
む

知っていますか？

このような行為は、体罰になります。

言葉で注意したけど言うことを聞かないので「頬をたたいた」

宿題をしなかったので「晩ご飯を与えなかった」

他人の物を取ったので「おしりをたたいた」

大切なものにいたずらをしたので「長時間正座させた」

体罰等によらない
子育てのための
工夫のポイント

子どもの気持ちや考えに
耳を傾けましょう
相手に自分の気持ちや考えを受け止めて
もらえたという体験によって、子どもは
気持ちが落ち着いたり、大切にされてい
ると感じたりします。

子どもの状況に応じて、
身の回りの環境を
整えてみましょう
乳幼児の場合は、危ないものに触れない
ようにするなど、叱らないでよい環境づ
くりを心がけましょう。

良いこと、できていることを
具体的に褒めましょう
子どもの態度や行動を褒めるときは、何
が良いかを具体的に褒めると、子どもに
より伝わりやすくなります。

肯定文でわかりやすく、
時には一緒に、お手本に
子どもに伝えるときは、肯定文で何をす
べきかを具体的に、穏やかに、落ち着いた
声で伝えると、子どもに伝わりやすくな
ります。

子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが
難しいこともあり、そのようなときは場
面を切り替えることで注意の方向を変え
てみてもいいでしょう。

注意の方向を変えたり、
やる気に働きかけて
みましょう

「言うことを聞かない」
にもいろいろあります
保護者の気を引きたい、子どもなりに考
えがある、言われていることを子どもが
理解できていない、体調が悪いなど、さま
ざまな理由があります。

子どもの成長・発達によっても
異なることもあります
それぞれの子どもによって成長・発達の状
況にも差があることを理解しましょう。

(参考）厚生労働省「体罰等によらない子育てのために」

否定的な感情が生じたときは、

深呼吸して気持ちを落ち着けたり、

ゆっくり5秒数えたり、

窓を開けて風にあたって気分転換するなど、

少しでもストレス解消につながりそうな

自分なりの工夫を見つけられるとよいでしょう。
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	コーディネーター通信R3.12
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