大きくな～れ
健診・予防接種など
赤ちゃん訪問
生後 1 ～ 2 か月頃に、保健師が訪問して、予防接種の予診票等が入ってい
る「山都っ子手帳」をお渡しし、乳幼児健診や予防接種のスケジュールにつ
いてご説明します。また、計測も行い、育児や産後のお母さんの相談に応じ
ます。

歯とお口の健康
むし歯予防に取り組みましょう
生涯にわたり歯やお口の健康を保つためには、子どものころからのむし歯予防
が大切です。
山都町では、「3 歳児のむし歯 0 本」と「8020」(80 歳で自分の歯を 20 本以
上保つ）を目標に、むし歯予防の取り組みをしています。

妊婦歯科健康診査
妊婦さんと生まれてくる赤ちゃんの歯とお口の健康を守るために、妊婦歯科健診の
助成をしています。母子健康手帳発行の際に、妊婦歯科健康診査受診券（マタニティ

乳幼児健診・歯科健診

Hapica カード）を発行します。

4 か月健診・7 か月健診・1 歳児健診・1 歳半健診・2 歳児歯科健診・3 歳児健診・
4 歳児歯科（発達相談）健診

があります。

＊日時・場所については、役場より通知を出します。

1 歳児むし歯予防事業
町では、むし歯予防のためにかかりつけ歯科医を持つことをお勧めしています。お子
さんの「歯医者さんデビュー」のきっかけとなるよう、1 歳児むし歯予防事業受給券

フッ化物塗布

(Hapica カード）を発行します。Hapica カードでは、町内の歯科医院で歯科健診や

町では、歯の質を強くするため、フッ化物を利用したむし歯予防を行ってい
ます。希望される方には１歳 6 か月～ 4 歳の各健診でフッ化物を塗布します。
また当日の健診の対象でないお子さんもフッ化物塗布のみの受付をしており

フッ化物塗布、むし歯予防指導を無料で受けることができます。Hapica を使って受
診をするとおみやげがありますよ。希望される方は、1 歳児健診の際に、申請書で提
出してください。

ますので、希望される方は母子健康手帳（歯の健康手帳）を持参の上、各健
診会場にお越しください。

乳幼児健診
すべての乳幼児健診で、歯科衛生土さんによるむし歯予防指導やブラッシング指導
を行っています。お子さんの月齢にあったむし歯予防のポイントを直接聞くことが

予防接種
定期の予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が定められていま

できます。また、1 歳 6 か月児健診以降の健診では、歯科健診を行います。

す。予防接種の種類や回数、接種期間、間隔、接種場所等については山都っ
子手帳の一覧表をご覧ください。接種期間を過ぎると自己負担になりますの
でご注意ください。予防接種を受けているか、受けていないか母子手帳を確
認し、受けていない予防接種については期間内に早めに接種をしましょう。
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赤ちゃんの生活環境

赤ちゃんは泣くのが仕事です
生後 1 ～２か月くらいに泣きのピークがあります。その時の泣

四つんばい

きは、何をやっても泣きやまない事が多いですが、ピークが過ぎ
れば、泣きはだんだん収まってくるといわれています。

赤ちゃんを決して激しく揺さぶらないで!!

お母さんの食生活が赤ちゃんのお手本になります
主食
ごはん

赤ちゃんの健やかな成長には、お母さ

副菜
野菜

んが健康であることが前提です。大人の
食生活は、お子さまが大きくなってから

《注意点》
● 休憩中は必ず抱っこをしてあげてください。
● 柔らかいもの
（マットレス・布団など）
の上でしない。
● 母乳やミルクを飲んで30分以上たってからしましょう。
● 大人がそばについていて、
話しかけながらしましょう。
● 赤ちゃんの機嫌、
体調の良いときにしましょう。
●「うつぶせ寝」
は乳幼児突然死症候群
（SIDS）
になる可能性が
あります。

の食生活の素地となります。お手本とな
主菜
肉

牛乳・乳製品や
果物もプラスす
ると good!

る、大人の食生活を見直し、改善してみ
ませんか？

1日3食、主食・主菜・副菜が揃った食事をこころがけましょう。
◎5か月から離乳食がはじまります。
大切な離乳食 ～離乳食は、一生続く「食」の始まり～
生まれてきた赤ちゃんは母乳やミルクが最高の栄養！ でも赤ちゃんは日々成長し、やがて母乳や
ミルクだけでは栄養素が不足してきます。と言っても、母乳やミルクしか知らなかった赤ちゃんがい
きなり大人と同じような様々な食品や固形の食事をとると、うまくかむことができませんし、消化も
できません。順を追って離乳食をすすめることによってそしゃく力や消化能力が発達していきます。

1か月頃（1回40～70秒位を1日4回） ※赤ちゃんが慣れるまで
時間の調整をしてください。
3か月頃（1回4分×2回を1日4回）
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口の動きやうんちの状態などの様子を見ながら、食物の固さと量、種類を増やしていきましょう。

授乳中・食事中はテレビを消して、赤ちゃんとのふれあいを楽しみましょう。
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早寝・早起き・朝ごはん

子どもをタバコの害から守ろう
親の喫煙は、子どもの命とすこやかな発達をむしばみます。子どもは、胎児のうちからタバコの
影響をうけます。子どもを欲しいと思ったときから、両親だけでなく家族・友人・全員で禁煙に取
り組みましょう。

「寝る子は育つ」は本当だった！！
赤ちゃんや子どもが深い眠りにあるとき、
『成長ホルモン』が分泌されます。これは、子ど
もの発達のためになくてはならないもので、骨や筋肉を発達させ、すくすくと成長させます。子ど
もはたくさん寝ることで、成長ホルモンを分泌させ体づくりをしています。「寝る子は育つ」ために、
10 時間の睡眠は確保しましょう。夜更かしが習慣化すると成長ホルモンが不足し、情緒不安定に
もなるそうです。9 時までには寝る習慣をつけましょう。また陽の光をあびることは、眠りを助け
るホルモンをつくることにもなります。外で元気に遊ばせましょう。

①部屋を暗くする
③いっしょに横になる
⑤朝7時までに起こす

②テレビを消して、静かにする
④昼間しっかり遊ばせる
⑥食事は決まった時間に与える
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県内子育て相談窓口

住民福祉係（清和支所）

82-2111（代）
82-2112
82-2900（直）

児童家庭支援センター
ぽぴんず

住民福祉係（蘇陽支所）

83-1111（代）
83-1112

TEL0964-42-9143

宇城市不知火町御領35番地2-2

0～18歳の子どもとその家庭に
関すること
（虐待・いじめ・養育困難など）

《電話・来所》
月～金曜日
／9:00～18:00

矢部事務所
蘇陽事務所
もし被害にあったら
悩まずすぐに通報を！

（緊急の場合：110）

学校への行きしぶりや不登校な
どについての相談

熊本県警本部
肥後っ子サポートセンター
【肥後っ子テレホン】
TEL 0120-02-4976

少年の非行・犯罪被害等に
関すること
《ホームページ》

higokko@police.pref.kumamoto.jp

携帯からは096-384-4976
24

《相談受付》
平日／8:30～17:15
《メール》
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山都町保育園・認定こども園一覧表
園

DV相談

（熊本県福祉総合相談所内）

TEL096-381-7110

女性相談

（熊本県福祉総合相談所内）

TEL096-381-4454

《電話》
平日／8:30～22:00
土日祝／9:00～22:00
《来所》
配偶者やパートナーからの暴力 平日／8:30～17:15
※事前に予約が必要です
に悩む方からの相談
《DV法律相談》
月1回、第4水曜日
※弁護士が対応します
※事前に予約が必要です
《電話相談》
平日／8:30～17:15
家庭不和、離婚問題、ストーカー
《来所》
被害などに悩む女性からの相談
平日／8:30～17:15
※事前に予約が必要です

名

設置主体

住所・TEL

開所時間

一時預り

城原 162-7
平日 7:30 ～ 19:00
山都みらい保育園
町
72-3913
土曜 7:30 ～ 18:30
金内 152-2
平日 7:30 ～ 19:00
金内保育圏
町
75-0125
土曜 7:30 ～ 18:30
大平 100
平日 7:30 ～ 19:00
大川保育圏
町
82-2047
土曜 7:30 ～ 18:30
馬見原 172
平日 7:30 ～ 19:00
馬見原保育園
町
83-0153
土曜 7:30 ～ 18:30
柏 962-1
平日 7:30 ～ 19:00
二瀬本保育園
町
85-0055
土曜 7:30 ～ 18:30
男成 1472-1
平日 7:00 ～ 19:00
御岳保育園
法人
72-0495
土曜 7:00 ～ 18:00
白小野 1300
平日 7:00 ～ 19:00
明光保育圏
法人
72-0522
土曜 7:00 ～ 18:00
認定こども園
長田 393
平日 7:00 ～ 19:00
法人
さくらんぼ愛園
73-0023
土曜 7:00 ～ 18:00
上寺 1993-1
平日 7:00 ～ 18:30
浜町乳児保育園
法人
72-0546
土曜 7:00 ～ 18:30
菅尾 1237-1
平日 7:00 ～ 19:00
菅尾保育園
法人
83-0514
土曜 7:00 ～ 18:00
（開所時間等変更になる場合があります。各保育園でこ確認ください。）
一時預りの利用料につきましては、各保育園にお問い合わせください。
各保育園が開園中は気軽に遊びに来てください。（園庭開放しています）

お問い合わせ先

山都町役揚

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

福祉課……TEL0967-72-1229

学校一覧表
小学校
学校名

中学校
電話番号

住

所

学校名

住

所

中島小学校

75-0022 北中島 2333-1

矢部中学校

72-3810 城平 527

矢部小学校

72-0069 下馬尾 17

清和中学校

82-2124 大平 410

潤徳小学校

72-0085 入佐 264

蘇陽中学校

83-0546 今 450-1

清和小学校

82-2012 仮屋 384

蘇陽小学校

85-0200 柏 981-3

高

校
学校名

蘇陽南小学校 83-0022 馬見原 165
26

電話番号

矢部高校
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電話番号

住

所

72-0024 城平 954

医療機関一覧表
内科、外科、小児外科、消化器外
科、循環器内科、脳神経内科、整
形外科、眼科、
リハビリテーション
科、呼吸器内科、小児科、精神科、
心療内科、歯科、歯科口腔外科
内科、外科、心療内科、
精神科

内科、外科／火曜日13:30～16:30
心療内科、精神科／第2・第4木曜日
10:00～17:00

内科、外科
内科、外科、心療内科、
精神科

内科、外科／金曜日13:30～16:30
心療内科、精神科／第1・第3木曜日
13:30～16:30

※木曜、土曜日は不定期休診あり

夜間・休日における子どもの急な病気
夜間・休日における子どもの急
な病気への対処や応急処置な
どの相談

匿名で相談可。相談内容の前にお子さんの年齢、性別、お住いの市町村をお伝えください。

9:00～12:30 14:00～17:30
休診／土曜、日曜、祝日

携帯電話、スマートフォン、
固定電話からこちらにお
かけください。

医療ナビ
県内の医療機関を
検索することが
できます
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休日当番医などもわかります
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