
相談窓口以外にも、各種手続きや手当、両親
学級、検診などの事業については HP、広報
等で確認ができます。ぜひご活用ください♪

職場の人間関係、家族・夫婦、DV、生き方などの相談に応じます。
電話：048-601-2175
日時：毎月第4 日曜／午前11 時〜午後3時
対象：埼玉県在住・在勤または在学の男性
※詳しくはWith	You	さいたまのホームページをご覧ください。

富士見市ファミリー・サポート・センター（子ども未来応援センター内）
子育ての手助けをしたい人（提供会員）と、手助けをしてほしい人（依頼会員）が会員になっ
て、地域で子育てを助け合っていくシステムです。ちょっとした用事や残業が入った時に、提
供会員が子どもを保育園・幼稚園に迎えに行ったり、子どもを預かってくれます。(要登録)
電話：049-251-3337
日時：月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）／午前9 時〜午後5 時

女性相談 ( 市役所人権・市民相談課 )
さまざまな悩みごとについて、心理カウンセラーが相談に応じます。
電話：049-251-2711
日時：毎月第1・第3 火曜日（祝日の場合は変更あり）／午後1 時〜5 時（ひとり50 分程度）

乳幼児育児相談（子育て支援センター・各保育所・保育園）
日時：月曜日〜金曜日／午前10時〜午後3時
　　（市立子育て支援センターのみ午前10時〜午後4時）
※	子育て支援センター等の連絡先について詳しくはホームページ等でご確認ください。

※	日程などはホームページ等でご確認ください。

発行 :	富士見市人権・市民相談課
富士見市大字鶴馬 1800-1

049-251-2711( 代表 )

発行年月：平成 30	年 4	月 第2版

男性相談 ( 埼玉県男女共同参画センター　WithYou さいたま )

WithYou さいたま
男性相談

妊娠・出産に
関する情報

子どもに関する総合相談窓口（子ども未来応援センター）
電話：049-252-3773

乳児相談室・母乳相談室（子ども未来応援センター）
電話：049-252-3774（予約制）

子育て応援モバイルサイト
スマイルなび

各種相談・支援窓口

※	児童手当、子ども医療費の助成などのお手続きや、その他
相談窓口等についてはHP	などでご確認ください。

一人で抱えず
気軽に相談してね！
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もうすぐ、お二人の可愛い赤ちゃんのお誕生ですね！
これからお二人は、新たな家族を迎え、さらに充実した日々を送られることと思います。
子育ては、とっても大変な分、喜びや感動があります。初めて我が子が立った日、しゃ
べった日…育児の喜びは夫婦で分かち合いたいものです。二人で取り組むことで、喜び
は倍に、大変さや不安は半分ずつ分け合えると良いですね。
ママにとって、パパが自分を理解して家事や育児を協力してくれることは、孤独感や
負担感を減らし、安心感や心のゆとりをうみます。
赤ちゃんの誕生を心待ちにしながら、この冊子を通じて“パパになること”について
考えてみませんか。

おめでとうございます

いまどきの家庭事情…………………	2
パパ、話を聞いて！…………………	3
パパ力チェック………………………	5
出産って何すれば良いの？…………	6
やってみよう！〜仕事編　〜………	7

やってみよう！〜家事編　〜………	9
やってみよう！〜子育て編〜………	11
富士見市パパの役立つ情報…………	13
先輩パパママの体験談………………	14
各種相談・支援窓口

いまどきの家庭事情

グラフを見ると、
その差が歴然！

働くママが増えてるね！
協力して家事や育児を分担しないと
仕事と家庭の両立は難しそう！

イクメンという言葉が流行し、男性も家事や育児にかかわる時代になってき
たといわれていますが実際はどうなのでしょうか。

富士見市の現状をグラフで見てみましょう。

おもに子育てをする人

パート・アルバイトを含めた母親の就業率

も く じ

就学前児童

就学前児童

小学生児童

小学生児童
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資料：富士見市子ども・子育て支援新制度に関するニーズ調査
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その一、禁酒・禁煙
その二、カフェイン・塩分は控えめに
その三、冷えや不規則な生活厳禁
その四、お腹ぽっこりでおしゃれも制限
その五、ストレス厳禁

ママのつら〜い「我慢」

ズバリ

して欲しい！

マタニティブルー、産後うつって何？
マタニティブルーとは、出産前後にちょっとしたことでカリカリしたり、不安を感じ

たりと、感情の起伏が激しくなるなどの症状のことで、多くのママが経験します。妊
娠によるホルモンバランスの乱れや、出産による体調不良が原因の一つです。
多くは出産後10 日ほどで症状が軽くなります。周囲は理解して穏やかに見守りま

しょう。一定の期間を過ぎても症状が回復しなかったり、逆に症状が重くなる場合は、
産後うつの可能性もありますので、無理をせずに早めに医師に相談するよう声をかけ
ましょう。
パパも知識があればこんなママの変化にも落ち着いて対応できますね。

これ以外にも我慢することはたくさんあるうえ、体調不良やホルモンバランスの乱れにより、
様々な面でママは大きなストレスを抱えています。
特別なことをする必要はありません。まずママの気持ちを受け止め、話をよく聞いてあげて、

散歩や二人の時間を楽しんだり、お友達を家に招いたり、二人なりの楽しみ方でストレスを乗
り越えましょう！

さっそくママに質問してみよう！

一番して欲しいこ
とって何？



出産って何すれば良いの？パパ 力
ぢから

チェック
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□	陣痛中のママの腰をさするなど、ママがしてほしいケアを！
□	陣痛が長引くこともあるので、二人分の飲み物や軽食を用意しておきましょう！
□	自分がパニックにならないよう、冷静さを保ちましょう。
□	職場で陣痛の知らせを聞いた場合は出来る限り早く仕事を片付けましょう！

陣痛・出産中

両親学級や育児本で得た知識をフル活用でき
る出産本番！…とは言っても陣痛や出産につい
ては痛みの程度など、個人差も多いので必ず実
際のママの様子を見て希望を聞きましょう。

出産予定日はあっても実際はいつ生まれるか
分かりません。準備は万全にしておきましょう。

また、産後のママは母体の回復と赤ちゃんの
お世話でいっぱいいっぱいです。フルサポートが
出来るように妊娠中から準備しておきましょう！

□	入院に必要なものを把握してますか？ママと一緒に忘れ物がないかチェック！
□	陣痛への心構えなどをもう一度二人でおさらいしましょう！
□	立ち会い出産についてのお互いの希望は話し合いましたか？
□	夜間や緊急時の産院等の連絡先は目立つ場所に用意しておきましょう！
□	職場に状況を伝えて緊急時に備えて、事前に仕事の引き継ぎを！
□	退院時のママの着替えやチャイルドシートは準備しましたか？
□	陣痛タクシーなど、道の混雑に備えて複数の会社を事前に登録しておきましょう。

出産準備

□	入退院や出産時に必要な書類はパパが用意して手続きをしましょう！
□	ママが安心して眠れるよう、部屋を清潔に保ちましょう！
□	里帰り出産時や実家にヘルプを頼む場合は相手に感謝の気持ちを伝えましょう！
□	産後1	カ月はママが家事をしなくても良いよう、パパが率先してやりましょう！

出産後

今の自分を振り返ってみましょう。平日は仕事が忙しいパパも、少しでも多
くチェックできるよう、今日から再スタート☆まずは最低限「自分のことは自
分で」しましょう！

なには無くともコレが大事！
□	ねぎらいの言葉をたくさんかけている
□	とりとめのない話を聞いている
□	育児に対するお互いの期待や不安を共有している
□	夫婦でお互いの予定を報告・連絡・相談している
□	出産前後のスケジュールを話し合っている
□	家事や育児に対する希望をお互いに伝えあっている
□	自分のことは全て自分でしている	

積極的に家事を受け持とう
□	定期的に食事を作っている
□	栄養バランスを考えて献立を決めている
□	食材、生活用品の買い物に行っている
□	食事の用意や片づけをしている
□	洗濯機を回し、干し、取り込み、畳んで
いる

□	風呂を掃除している
□	部屋を掃除している
□	ごみを分別して捨てている

ママや生まれてくる赤ちゃん	
への愛情を行動で示そう

□	毎日のママの体調を確認している
□	検診に付き添っている
□	両親学級や育児本で勉強している
□	母子手帳を読んだ
□	産院の受付時間や緊急連絡先を把
握している

□	出産前後に必要なグッズをチェック
している

仕事と家庭のバランス
□	職場に家庭の事情を伝えてある
□	帰宅目標時間を決めている
□	残業時間を減らすよう、工夫している
□	計画的に休暇を取っている
□	共働きの場合…目指すキャリア、希望する勤続年
数など、お互いの希望を良く知っている

□	専業主婦の場合…今後働きたいなど、希望を聞い
ている

地域で子どもを育てよう
□	子どもと一緒に地域で遊べる場所を
リサーチ済み

□	近所に頼れる人がいる
□	ファミリーサポートなど、地域で行
われている育児サポートをリサーチ
している

□	町会に加入している

チェック結果
チェックが 25 個以上…
素晴らしい！この調子でママと相談しながら素
敵な家族生活を！
チェックが 15 個以上…
頑張っていますね！いい機会なのでもう一度
自分が出来そうな事をママと話してみましょう！
チェックが 5 個以内…
ひえー！ママはへとへとですよ！出来ることか
らどんどん取り入れていきましょう！



やってみよう！〜仕事編〜
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181日目からは取得から180日間は

男性も取れます！育児休業

『子育てはしたいけれど、仕事が忙しい』とお困りのパパ必見！
仕事も家庭も大事にするために今日からできることがあります！妊娠や出産

をきっかけに家事や育児に目を向けるだけでなく、自分の負担を減らすために
も仕事のスマート化とタイムマネジメント力の向上を目指しましょう！

子どもが満１歳になるまで、男女ともに育児のための休業取得が法律で認められていま
す。共働き家庭が増える一方、出産をきっかけに退職してしまうママも多いのが現状です。
一旦退職してしまうと再就職はなかなか難しいもの。働き続けたいママのためには、職

場の制度や環境も大切ですが、何よりも大切なのはパパの理解と応援です。ママが希望
するキャリアや、専業主婦のママでも今後の希望などをよく聞いておきましょう。
なお、育児休業の延長に関する制度など、詳しくは、ご自身の会社の人事担当などに

ご確認ください。

●	育児休業給付金は非課税
●	社会・雇用保険料免除
●	両親がともに育児休業を取得した場合
は原則１年の育児休業が１年２か月に
（パパママ育休プラス）
●	妻が専業主婦でも取得できる

子育て期は仕事も繁忙期！
赤ちゃんはものすごいスピードで成長します。その瞬間を見逃すなんて、もったい
ない！夫婦でたくさん話し合い、協力し合って、仕事も家庭も大切にできたら素敵で
すね。育児休業を取る場合は、「職場の人に悪いなあ…」と思ってしまうかもしれま
せんが、感謝の気持ちを忘れずに、いつか同じように育児や介護でサポートを必要と
している人に返してあげるつもりでいましょう。

【参考】

【意外と知らない育休制度】

厚生労働省
ホームページ

内閣府男女共同参画局
ホームページ

イクメンプロジェクト
ホームページ

( 例 ) パパとママが育休を交替する場合

職場復帰
(パパと交替 )

育児休業
(ママと交替で 2回目 )

産後休業
（8週間）ママ 育児休業

育児休業
(1回目 )パパ

職場復帰
※	ママの産後休業中に育児休業を
取得すると再度取得可能

出産 1歳 1歳2カ月

67％ 50％



家事を続けるコツは無理をしないこと！家事は「慣れる」ことが大事！
出産後は、洗濯物が増えるほか、ミルクや離乳食の用意などやることは盛りだくさ
ん！夫婦だけで頑張り過ぎず、家事代行サービスで家事の負担を減らしたり、おかず
は週末にまとめて作って平日の作業を減らしたり、家事便利グッズを使うなど、上手
に家事を工夫しましょう。

初めはどうしたらいいか分からなくても大丈夫。実践しているうちに出来るように
なります。妊娠中から子どもが小さいうちは、ママの負担を減らすためにも積極的に
家事をできると良いですね。まずは簡単なものから継続して、自分にぴったりの家事
を見つけて家族で役割分担していきましょう。

やってみよう！〜家事編〜

9 10

家事の中でも、食事の用意などを分担できるとママの負担が大きく減ります。
特に妊娠中は、体重管理のため量やカロリーを考慮しつつ、健康のために栄養バラン

スや塩分についても考えなくてならず、思いのほか大変です。腰痛や眠気、だるさなど妊
娠で感じる不快な症状でいっぱいいっぱいのママのために、できることは積極的にしま
しょう。慣れておくと、出産後のママのケアにも役立ちます。
料理をする時間が無かったり苦手でも、スーパーやコンビニの手軽に栄養バランスの取

れるお惣菜や冷凍食品を活用しましょう。食べる量や成分や塩分に気を付けながら、お互
いに無理せず毎日の食事を楽しみましょう。

産前・産後のママは身体も心もお疲れモード。パパが家事を積極的に担う
ことは、ママへの大きな愛情表現です！

ママの声
〜体験談から〜

妊娠中や産後すぐは

かがむのが辛いか

ら、お風呂やトイレ

掃除などを分担して

ほしい！

買い物してきてくれたり、

一緒に買い物にいってく

れてとっても助かった！

洗濯、ゴミ捨てなど

重いものはパパに

お願いしたい！

妊娠中は調理中の匂い

で気分が悪くなることも

有るし、パパが食事を

用意してくれてとっても

助かった！

妊娠中のママの食事にもっと関心を持とう！



試してみよう夜泣き対策！〜先輩パパママの体験談から〜できることから「いっぽいっぽ」
・おくるみですっぽり包んでみたらいつの間にか寝た
・ペットボトルにビー玉などを入れて音の出るおもちゃを手作りした
・テレビやラジオのザーッという音を流した
・とにかく外に出て、ドライブしたり、夜風にあたらせた
・規則正しい生活を送り、日中はとことん遊ばせてリズム作り
・自分が先に寝たふりをした
・ベビーマッサージでリラックスさせた

誰だって最初は初心者です。ママも、初めて
妊娠した時は育児本やインターネットを利用して
地道に努力して知識を身に付けています。
母乳以外の育児ならぜーんぶパパにもできます。
基本的な知識を両親学級などで身につけて、
夫婦で話し合いながら自分たちに合った子育て
を楽しみましょう。

やってみよう！〜子育て編〜
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まずは簡単なことから！子どもと触れ合う機会は出来る限り増やしましょう。
その間、ママには休憩を取ってもらうつもりで、ちょっとずつ時間を伸ばしていけ
ると良いですね。１カ月もすると慣れてきます！

赤ちゃんと二人で過ごす
　授乳期間や夜泣きが多い時期、ママは昼
夜逆転していることも。ママをゆっくりさせ
てあげるためにも、頑張ってみましょう。

お風呂
　ママと上手く役割分担し
て、お風呂に入れる係と、
お風呂上がりの赤ちゃんの
身体を拭く係を分けてみる
と良いかもしれません。

オムツ替え
　ツーンと匂っても、頑張っ
て!!サボると赤ちゃんのお
肌がかぶれちゃいますよ。

抱っこ
　泣きだしてびっくり
してママにバトンタッ
チ !!ということのない
ようにできる限り長い
時間抱っこしましょう！

ミルク・離乳食
　その日の食欲か
ら今日の健康状態
をチェック！

着替え
　赤ちゃんはたくさん
汗をかくため一日に何
回も着替えることもあ
ります。手早く着替え
させてあげましょう。

寝かしつけ
　寝かしつけを毎日ママ
だけでするのは大変です。
オムツを変えてみたり、絵
本を読み聞かせてみたり、
我が子に合ったいろいろな
方法を試してみましょう！
　夜泣きもママと交替しな
がら出来ると良いですね。



数々の体験談から見える夫婦の「絆」子どもは地域へのパスポート
核家族が増え、実家から離れて暮らす夫婦も多くなってきています。子育てを夫婦
だけでこなそうとするととっても大変です。市内のサロンや、子育て支援施設、各公
民館のイベントなどを活用して友だち作りができると情報交換やリフレッシュにもな
ります。お子さんにとってもその地域にとけ込むことはとても大切です。

体験談からは、妊娠時に限らずお互いを思いやる気持ちを言葉や態度で表していく
ことの大切さがよく分かります。男性は妊娠することが出来ません。だからこそ、マ
マの身体や心の状態を軽く考えず、労わってあげられると良いですね。
誕生までもう少し。今しかない貴重な毎日を楽しみましょう。

このマークが
目印！

13 14

赤ちゃんの駅
パパも使えるおむつ替えスペースが有るかど
うかなど、事前に調べる
と安心してお出かけ出来
ます！
（写真は市役所２階の赤ちゃ
んの駅）

市内のイベントに行こう！
親子で楽しめるイベントがたくさん！
広報や HP など
をチェックして
ぜひ市のイベン
トに参加してみ
てください！

市内の子育て支援センター
子育て支援センター「ぴっぴ」をはじ
め、親子で気軽に遊べる施設がたくさ
ん☆ぜひご利用ください！
※	最寄りの施設は HP などでご確認くだ
さい。

くるりんぱ
パパならではの体を使った遊びや交流を
楽しめます。

毎月第 4土曜日
午前10:45 〜11:30
対象：乳幼児とパパ
問合せ：関沢児童館
電話：049-251-9786

はじめてパパの子育てサロン
育児へのパパの関わり方やパパ同士
の情報交換と交流ができます。

対象：パパと１歳までのお子さん
問合せ：子ども未来応援センター
電話：049-252-3774

※	日程や会場はHP	などでご確認ください。

町会に加入しよう！
もっとも身近な地域は町会です！同年代の
パパママ、子どもが同じ年頃のパパママ同士
で友だち作りをしたり、他の世代の方とも触
れ合って家族にとって居心地の良い地域を自
分で作りましょう！

里帰り出産のため名古屋で出
産。恥骨離開で退院がのび大変
な中、２週間後無事退院。する
とその日に合わせて主人から実
家に花束が。退院祝いかなとお
礼の電話をすると「結婚記念日だ
よ」と。すっかり忘れていたので
嬉しビックリでした☆　

（30代のママ）

下の子が生まれるときの入院中仕
事を休んで子どもたちの面倒をみ
てくれた！お風呂に入れてくれて助
かった！ママが一人でお風呂に入れ
る時間は貴重なリフレッシュです。

（40代のママ）

立ち会い出産だったが、なかな
か生まれず、会社のスーツに革靴
の主人が 40 時間以上寝ずに背
中をさすり続けてくれた。主人の
指紋が見事に無くなりました！妊
娠中は気分転換にペディキュアも
してくれました☆

（30代のママ）

粉 ミ ル ク の
練 習しとけば
よかったと思っ
た。母乳のみだ
と母親と子が離
れられない。
（30代のパパ）

初めてのう
んちが 深 緑
色で、海の匂
いがした（な
ぜ？）
（40代のパパ）

｢ランチでもしてきたら｣ 
と気遣ってくれて、リフ
レッシュできる時間を作っ
てくれた！

（30代のママ）

ママはとにかくたくさん
話を聞いてほしいってこと
だけ分かって欲しい（笑）

（40代のパパ）

大変なことも多いけれ
ど動くこともできなかった
子どもがハイハイしたり歩
いたり、しゃべりだしたり、
毎日今しか得られない新
鮮な感動があります！

（30代のパパ）

お腹の中の子どもが検
診時の撮影中にあくびを
した。こんな時期から人
間らしくなっていることが
わかり感動した。

（40代のパパ）

長男が 1 歳ごろ寝つき
が悪く夜の街をあてどもな
くさまよったことが幾度も
ありました。長男が初め
て寝かしつけ無しで寝たと
きには夫婦でハイタッチ?　

（30代のパパ）

夫婦喧嘩になりそうな
時子どもが変な声を出し
て、笑ってしまい、喧嘩が
どうでもよくなった！

（30代のパパ）

毎日ランチタイムに電
話をくれた！仕事が忙
しくても子どものなか
にパパの存在が☆

（30代のママ）

お互いに感謝を直接
伝えあうことで、気持
ちが楽になった。

（40代のパパ）

子どもに「ママのこと大切にするんだよ」と言っ
ているのを聞いたときは嬉しかった。パパから一
言かけてもらえるだけ、気遣いだけで妻・ママは
元気になれます。思いやりを忘れないでほしい。

（30代のママ）

しぶしぶ参加した両親学級だったが、後でき
いてみると両親学級に夫婦で行けたことをとても
喜んでいたので、行って良かったと思った。

（40代のパパ）

妊 娠 6 カ月のころ
自分がインフルエンザ
にかかってしまい、慌
てて妻を実家に帰した
が、妻も発症。凄い焦
りました。

（40代のパパ）

家事や育児の分担は
妊娠中は料理以外は
ほとんどこなした。生
まれてからは寝かしつ
け以外は大体自分も
やっている。ただ、妊
娠中家事をもう少しで
きたと思う。

（30代のパパ）

オムツでオエオエし
た！泣きながらのおむ
つ替え…それでもやっ
た！

（40代のパパ）

第２子誕生時に旦那
が忙しい部署へ。帰り
が遅く、土日しか会わ
ないパパに子どもがな
かなか慣れなかった。

（40代のママ）

つわりに効く
ツボを勉強して
マッサージして
くれた☆
（30代のママ）

妊娠中も子育て中も平日の大変さが
なかなか理解されない。つわりなどの辛
さが理解されなかったのは大変だった。
パパには、ねぎらいの言葉かけを忘れな
いで欲しいな。

（30代のママ）

里帰り中旦那が家事
をサボっていたため、
家がひどい状態になっ
た…

（30代のママ）

富士見市パパの役立つ情報 先輩パパママの体験談




