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帳

～ みんなで子育て！ 笑顔かがやくまち たかまつ ～
妊娠を知り、うれしい半面、不安やとまどいもいっぱい…
「イクメン」ってそんなに簡単になれるの？
子育てってどうやればいいの？？
なんて思っている男性は多いはず。
そんな男性のための父親手帳第２弾！！
『夫の出番・パパの出番』を作成しました。
「できることから少しずつ」でかまわないのです。
子どもの成長をともに感じる喜びや苦労を、
また子どもを授かったからこそ感じる幸せを
ママと一緒に分かち合い、子育てを楽しみましょう。
高松市は、たくさんの笑顔が輝くまちづくりを目指し、
子育て・子育ちを支援・応援しています。
さあ、あなたの出番ですよ♪

まもなく新しい生活を始められるみなさん、おめでとうございます。
今までにない手間と時間がかかるのが子育て。仕事の締め切りと重なったり、趣味の時間
が制約されたり、くたびれているのに自分のペースで休めなかったり…。これまでのように、
こちらの思った通りには進まないことが多々あるでしょう。でも、自分を必要とする誰かが
待っている生活は、そういったしんどさを吹き飛ばすほどに魅力あるものです。
●

何かがうまくいかなかったときの落ち込む気持ちを癒し、素早く日常に引き戻してくれる。

●

これまで出会ったことがない仲間と、ともに活躍できる機会をもたらしてくれる。

●

何よりいつも自分を認めてくれる存在としてそこにいてくれる…。
知らなかった世界を存分に味わえる子育ては、自分だけが子どもに与える一方的な営みで

は決してなく、自分も多くのものを受け取れる営みです。子どもとの時間が教えてくれる新
たな価値観は、社会を見つめる私たちのまなざしを、これまでと一変させてくれます。それ
は間違いなく、目の前の仕事はもちろんのこと、何よりこれからの人生にうるおいを与えて
くれることでしょう。今しかない、今だからこそ味わえるかけがえのない時間を、ぜひ満喫
してください。子どもと家族、そのまわりのみんなのために。そして何よりあなたのために。
香川大学教育学部 准教授

2

松本 博雄

contents
2

はじめに

3

もくじ

4

第

6

「夫」の出番

赤ちゃん誕生後にはイクメン＆カジメン

8

「夫」の出番

夫婦のワーク・ライフ・バランス作戦

妊 娠・出 産
1 章 「夫」
の出番 赤ちゃんを迎える準備

10

イクボスの存在がカギ

12

「夫」の出番

14

第

15

産褥期に必要なのは、休養、栄養、夫のサポート

妊娠中の生活と出産

誕生
2 章 「夫」
から「パパ」になる

新しい家族のかたち

16

「パパ」
の出番

赤ちゃんが泣いたら絆を強くするチャンス！

18

「パパ」
の出番

夜中もイクメンは続く！

20

「夫」の出番

22

第

25

おもちゃは大人と子どもをつなぐアイテム

26

妻の心と体を労り、受け止める

子育て
3 章 「パパ」
の出番

子どもと遊ぼう！

子どもをほめる・叱る

「パパ」
の出番

28

子育て世代包括支援センター

29

たかまつ地域子育て支援コーディネーター

30

第

32

親子で仲間づくり

33

パパの輪を広げよう「パパ向け子育てサークル」

34

おでかけ

36

家の中の安全管理

38

いざというとき慌てないために知っておいてほしいこと

4章

おでかけ
楽しく子育て『たかまつらっこ』ライフ

外遊び編／病院編／食事編

3

１章

第

妊娠・出産

「夫」
の出番 赤ちゃんを迎える準備
妊娠が分かると誕生する日が待ち遠しくなります
が、妊娠初期は流産しやすく、つわりなどで妻の体
調がすぐれない日も多いものです。つわりの症状は
個人差が大きく、症状が長く続くこともあります。
妊娠中から出産後の母子の健康管理について、今の
うちに情報収集しておきましょう。

子ども1 人に1 冊の
『母子健康手帳』
母子健康手帳は、妊娠期から乳幼児期までの母子の健康に関する情報を一貫して記録・
管理する手帳です。妊娠中から分娩時までの母体と胎児の健康管理、生まれた子どもの
成長の記録、健診結果や予防接種の記録などを目的としています。妊娠届を提出すると、
窓口で交付されます。同時に妊娠中から乳児期に医療機関で利用できる健康診査受診票
のほか、市の保健情報を記載している「母子保健ガイドブック」も交付されます。

身長と体重の目安が
示されています

健診を受けると、
医師や看護師が記録します

母子健康手帳には
誕生日を迎えた節目で
メッセージを記入

パパの記入欄もある

妊娠中から出生時、誕生日などの折々に、そのときの気持ちな
どを記録できる欄があり、両親で記載できるようになっています。
「妊婦自身の記録」
「保護者の記録」に、誕生を心待ちにする気持
ちや、子どもの成長を喜ぶ気持ちなどを、夫婦で記入しましょう。
子どもが大きくなって読んだときに、自分の誕生や成長を喜ぶ
両親の気持ちを知って、うれしく思うことでしょう。
4

妊娠中から出産まで、事前の学習と情報収集
たかまつすくすくダイアリー

子育て世代包括支援センター
健やかに安心して妊娠期を過ごし、出

高松市では 29 年１月より「たかまつ電

産・子育てができるように、子育て期に

子母子健康手帳」を提供しています。ど

ある世代への切れ目ない支援を行ってい

なたでもスマートフォンや PC 等で閲覧で

ます。母子保健コーディネーターが中心

きます。マイページにログインすると『母

となり、保健師・助産師等の専門職や関

子健康手帳』と同様に、妊娠中の体の変

係する機関のスタッフが連携しています。

化や妊婦健診の結果の記録をしたり、子
どもの成長の記録、健診結果や予防接種

妊娠期から子育て期にわたる心配事や健

の履歴を記録したりすることができます。

康のことなど何でも相談を受け付けてい
ます。

※App Store または Google Play の検索画面から、
「電子母子手帳」でダウンロードしてください。

➡ 詳しくは p.28 へ

はじめてのパパママ学級

妊婦一般健康診査
妊婦と胎児の健康管理のために必要な

初めての出産を迎える夫婦を対象とし

検査や診察を行います。妊娠週数や体調

た講座です。参加無料ですが事前予約が

に応じて、定期的に県内の医療機関で受

必要です。

診しましょう。夫も妻に付き添って来院

●

しておくと、医師や助産師と顔合わせや
施設見学ができることもあるので、お産

●

の準備に役立つでしょう。
※診察する医療機関に「母子保健ガイドブック」に
添付されている各種妊婦健康診査受診票 を「母
子健康手帳」と一緒に提示すると、費用の一部助
成があります。

●
●

内

容 育児についての講義、妊婦の擬
似体験、沐浴などの体験学習

開催日 高松市ホームページをご覧くだ
さい。

場

所 高松市保健センター

お申込み・お問合せ
健康づくり推進課 TEL 087-839-2363

出産育児一時金

立会い出産

被保険者及びその被扶養者が出産した

夫婦ともに立会い出産を希望する場合、

ときに、加入する健康保険に申請すると

可能かどうか、出産する施設に問い合わ

1 児につき 42 万円が支給されます。出産

せてみましょう。お産の経過が早くて間

費用の一部に出産育児一時金を充てるこ

に合わなかったとか、緊急帝王切開になっ

とができるよう、健康保険から出産育児

て立ち会えなかったということもありま

一時金を医療機関等に直接支払う仕組み

すが、立会い出産に備えて事前にお産に

（直接支払制度）があります。

ついて学習する良いきっかけになるで
しょう。

※医療機関及び加入する健康保険により異なる場
合がありますので、加入する健康保険事務所等
にお問い合わせください。
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妊 娠・出産

「夫」の出番

赤ちゃん誕生後にはイクメン＆カジメン
毎日の家事や生活のこまごましたことは、誰しも面倒くさいものです。いつもは妻が
やっているという家庭もありますが、赤ちゃん誕生後は、できる人ができるときに動か
ないと衣食住が回りません。赤ちゃんは自分で何もできませんが、大人はやればできる
はず。出産後の生活について事前学習開始です。

赤ちゃんのいる生活って？
赤ちゃんが泣いたら、最優先
何かしているときでも、中断して対応する
たとえば、ヒゲを剃っているとき、食事中、新聞を読んでいても、泣き声が聞こえた
ら中断して、すぐに赤ちゃんの所へ行って、抱っこしてあやします。
その結果

何をするにも

時間に余裕を持つこと が必要。

朝の支度は 15 分で済むことが 30 分以上かかることも。

自分のことは自分でする
出産後の生活は、赤ちゃん１番、夫は２番、妻自身のことは後回しになりがち。夫は、
今まで妻に任せていた日々のこまごましたことを、自分でできるように、今のうちから
始めよう！

●

たとえば

使った物は、定位置に戻す。

●

必要な物は、自分で準備する。

爪切り、脱いだ服、食べた後の食器、
読んだ新聞・雑誌、ポケットの中身
など

タオル、着替え、トイレットペーパー
等の消耗品、出かけるときの持ち物
など

出しっぱなしは NG。

〇〇はどこ？と聞かなくて
済むように！

戻す場所を妻と一緒に確認して把握
すること。

収納場所を妻と一緒に確認して把握
すること。

6

「ただいま～」と帰ってきたら、スイッチを切り替えて

イクメン＆カジメンモードに！
ママの一日は、ひと息つく間もないほど目まぐるしい！
ママ

新生児のいる
生活

２

６

４

朝食

ママ

洗濯
朝食の片付け
夕食の下ごしらえ
８

１２

１０

お茶

１４

１６

１８

夕食準備
洗濯物取り込み
部屋の片付け
２０

２２

夕食

お茶

２４

沐浴

パパ帰宅

パパ

授乳

お風呂そうじ
沐浴の準備

昼食

あそぶ

赤ちゃん睡眠中

ママ

朝、赤ちゃんより早く
起きて、ママと会話

オムツ替え

パパ

赤ちゃんが目覚めたら
イクメンタイム

着替え

先輩パパより
洗い物や洗濯物を取り込
むなど、少しだけでもやっ
てみると家事のスキルアッ
プにつながる。
家事は手伝うという考え
方は辞めたほうがいい。
妻に「あれやって、
これやっ
て」と言われても、やって
当たり前と思 えば、楽に
なる。

自分ができることで構わな
いので、気づいたときに積
極的にやる。
子どもが生まれる前から、
妻 任せにせず自分でする
ように。
お互いに苦手なことは分
担する。自分から積極 的
に行う。

家事の心得

妻のやりたいやり方があ
ると思うので、邪 魔にな
らないように、できる範
囲のことをする。
できた！と思っているとき
ほど、できていない…。
（H29 たかまつ父親手帳アンケートより）
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妊 娠・出産

「夫」の出番

夫婦のワーク・ライフ・バランス作戦
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事上の責任を果たしつつ、
「仕事」と「生活」を希望
するバランスで行うことができる状態をいいます。バランスといっても、仕事と生活の
時間配分を均等にするわけではなく、自分が希望する状態で生活できることが大切です。
生活には、子育て、介護、ボランティアなど、仕事以外の自分や家族の時間が含まれます。
新しい家族が増える機会に、夫婦ともにワーク・ライフ・バランスについて話し合い、
考え方を共有しておきましょう。

夫婦で 育休取得計画 を立てよう
共働き夫婦の場合、赤ちゃん誕生後は妻だけでなく夫も育児休業を取得できます。原
則子ども一人につき１回限りなので、いつのタイミングでどのくらいの期間で取得する
のか、夫婦で話し合ってみましょう。とはいえ赤ちゃん誕生後の生活は、わからないこ
とだらけだと思います。勤務先や知り合いの先輩ママ・パパに相談して、アドバイスを
もらうのも一つの方法です。

育児休業
母
●
●

産後休業（出産日の翌日から８週間）
終了日の翌日から子どもが１歳にな
る前日まで

子どもが誕生した日から子どもが１歳
になる前日まで

父

配偶者が専業主婦
（夫）
であっても、取得できます。
一定の条件を満たす有期契約労働者を対象とします。

パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を取得する場合、子が１歳２か月に達するまでの間に最長１年ま
で休業することが可能です。生後８週間以内（母の産休中）に父が育休を取得した場合は、
１歳２か月までの間に２回目を取得することが可能です。
出生

ママ産休

1歳

８週間

１歳２か月

ママ育休
パパ育休（２回目）

パパ育休

▶ほかにも、次のような事情がある場合に１歳６か月になるまで取得できます。
●

保育所等に入所希望を申し込んでいるが、入所できない場合

●

1 歳以降子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病などやむを得ない事情で養育困難な場合

※ここで紹介した育児休業に関する情報は、H29 年１月１日改正のものです。
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仕事と家事と育児は、夫婦で分担
子育てをサポートしてくれる人はいますか？
子どもが１歳を過ぎると、いよいよ共働き生活の再開です。はじめのうちは時間との
闘いといってもいいでしょう。朝の出勤前には自分の身支度や朝食に加えて、子どもの食
事や着替え、保育施設への送りなどもするので、時間に余裕をもって早起きしましょう！
えば
たと

生まれた後の生活をシミュレーション

6：00

子どもより早く起きて、
自分の時間確保！
朝食の用意は誰がしますか？

6：30

子ども起床、子どものオムツ
替え・洗面の世話

6：50
7：20

保育施設の送迎は、
誰が行いますか？

●

夫婦で出退社時間を調整してやりくり

●

自分たちの親（祖父母）やきょうだいなどの身
内を頼る

●

ファミリー・サポート・センターの支援を受ける

朝食…子どもに食べさせる
夫婦の朝食と身支度は交代で

たかまつファミリー・サポート・センター

子どもの着替え、持ち物確認
（準備は前の晩のうちに）

たい人が会員になって、子育てを地域で助け

7：40

子育ての援助をしてほしい人と援助を行い
合う有償ボランティア組織です。たとえば、

さぁ出ようか！というときに、
子どものオムツが汚れた…
なんてこともアリ。

8：00

保育施設へ送る

8：45

出勤

母親が病院に行く間の子どもの預かりや、保
育施設への送り迎えなどに利用できます。
たかまつファミリー・サポート・センター

TEL 087-833-2226

女性の社会進出が進んでいるのに、
家事分担は進んでいない。男性は「仕事」
、
女性は「仕事と家事と育児」で負担増！

就労している母親は

68.1％
厚生労働省：国民生活基礎
調査の概況（平成27年）
より

仕事で疲れているのに家のことまで…と思いがちですが、日本の男性
（夫）
が家事育児
に関わる時間と女性
（妻）
との格差はまだまだ大きいのが事実です。
末子が就学前の夫婦の家事関連時間
うち育児時間 37 分

夫

1時間 6 分

女性の
負
大きくな 担が
っている
。

うち育児時間 3 時間 15 分

妻

7 時間 31分
0

1

2

3

4

5

6

7

8 時間

平成 23 年社会生活基本調査 生活時間に関する結果より：末子が就学前の夫と妻の２次活動（家事関連、仕
事等、義務的な性格が強いこと）のうち、家事関連時間について掲載しています。
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イクボスの存在がカギ
男性の育休取得はまだ２％台と低迷していますが、近年、父親が積極的に育児や家事
に参加する事が当たり前と捉えられる様になりました。子育ても夫婦のパートナシップ
構築も最初が肝心。子どもが生まれる前は、情報を仕入れ、パートナーである妻のキャ
リアや生き方を理解し、夫婦で将来にわたって一緒に子育てしていく事を確認できると
ても大切な時期です。これまでの社会の在り様から、大きく変化しようとしています。
男性の働き方を見直し、家族が笑顔になれる最大公約数を見つけるチャ
ンスが、まさに子どもを授かったタイミングではないでしょうか？
NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事

徳倉 康之さん

イクボスとは
「イクボス」とは、
育児を行うボスのことではありません。職場で共に働く部下・スタッ
フのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考え、その人のキャリアと人生を
応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができ
る上司（経営者・管理職）のことを指します（対象は男性管理職に限らず、増えるであろ
う女性管理職ももちろん含みます）
。

イクボス宣言
イクボスは、そうなろうと思って一人の上司や経営者だけで行っても、働き方の効果
は限定的です。組織全体が子育てを中心とした様々な時間的制約がある人と共に成果を
出しながら働き続ける為に、
組織内並びに社会に対して宣言を行っています。今その輪は、
国・自治体・企業にどんどん広がっています。
イクボス宣言した企業での取り組み例
●

全社統一「ノー残業デー」
月２回実施し、その日は 18 時までに退社。時間外労働の抑制に一役買っている。

●

ジョブリターン制度
退職した職員が、条件を満たせば復職できる。

●

育児のための短時間勤務を導入
勤務時間帯が選択でき、子育てと仕事を両立しやすくしている。

●

父親産休制度
配偶者が出産した日から１か月以内に父親の産休取得を促す。

●

新しい働き方とワーク・ライフ・バランスの必要性について、役員や部長級職員に
研修を実施。
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イクボス十か条
協力：NPO 法人ファザーリング・ジャパン

イクボスプロジェクトでは「イクボス十か条」を作成しました。
この「十か条」の過半を満たしていることが「イクボス」の証です。

1. 理解
現代の子育て事情を理解し、部下がライフ（育児）に時間を割くことに、理解を示
していること。

2. ダイバーシティ
ライフに時間を割いている部下を、差別（冷遇）せず、ダイバーシティな経営をし
ていること。

3. 知識
ライフのための社内制度（育休制度など）や法律（労基法など）を、知っていること。

4. 組織浸透
管轄している組織（例えば部長なら部）全体に、ライフを軽視せず積極的に時間を
割くことを推奨し広めていること。

5. 配慮
家族を伴う転勤や単身赴任など、部下のライフに「大きく」影響を及ぼす人事につ
いては、最大限の配慮をしていること。

6. 業務
育休取得者などが出ても、組織内の業務が滞りなく進むために、組織内の情報共
有作り、チームワークの醸成、モバイルやクラウド化など、可能な手段を講じて
いること。

7. 時間捻出
部下がライフの時間を取りやすいよう、会議の削減、書類の削減、意思決定の迅
速化、裁量型体制などを進めていること。

8. 提言
ボスからみた上司や人事部などに対し、部下のライフを重視した経営をするよう、
提言していること。

9. 有言実行
イクボスのいる組織や企業は、業績も向上するということを実証し、社会に広め
る努力をしていること。

10. 塊より始めよ
ボス自ら、ワーク・ライフ・バランスを重視し、人生を楽しんでいること。
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１章

第

妊 娠・出産

「夫」の出番

妊娠中の生活と出産
妊娠中の 思い出づくり
妻の健康状態が良いなら、思い出の場所に出かけたり、旅行に行っておくのもいいで
すね。遠くに行かなくても、出産・育児用品を夫婦で買いに行ったりしても幸せを感じ
ることでしょう。用品については、あると便利な物や無くても代用できる物など、先輩
ママ・パパに聞いてみるのが一番。
妊娠中にしかできないことと言えば、妻の大きくなったお腹を触ったり、赤ちゃんに
話しかけたりということ。気恥ずかしいと思うかもしれませんが、８か月頃の胎児には
お腹の外の音も聞こえているので、パパの声を聞かせてみましょう。胎動も活発なので、
お腹の中で動く赤ちゃんの形が外からも見えることがあります。写真や動画に残してお
くと良い記念に。

どこでどのようなお産をして子育てをしますか？
妊娠中は、出産がゴールのように思いがちですが、出産後の生活についても家庭の状
況に合わせて、シミュレーションしておきましょう。それによって、産後の生活拠点を
自宅にするのか、実家にするのかなど、考えられるパターンを自分たちの両親とも話し
合っておくとよいです。

里帰りするかしないか？
分娩施設は、
どこにするか？

（実家または配偶者の実家）

どんなお産をしたいか？
（バースプラン）
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いよいよ出産

パパになった瞬間は
一生忘れない！
出産について事前学習をしておきましょう。妻や
胎児の健康状態によってお産の経過、お産のリスク
も異なります。出産前後のフォローができるように、
備えが肝心です。

陣痛
妻の言うとおりに腰や背中を押したりさすったり、飲み物を
飲ませてあげたりしましょう。陣痛が弱くて分娩まで長時間
かかることもあります。自分の飲み物や食事は持参しましょう。

出産
生まれる瞬間に立ち会っても立ち会えなくても、生まれた
子どもを抱いたら父親になった実感がわいてきます。楽しみ
ですね。お産を頑張った妻へのねぎらいを忘れずに。妻は疲
れ切っているかもしれませんが、手を握ったり声をかけて、
喜びや感謝の気持ちを伝えたいものです。

職場に報告とフォローを依頼
安定期に入ったら職場にも正式に報告し、出産予定日前後に
休暇願を提出。予定日どおりには生まれてこないこともあるの
で、上司や同僚に仕事のフォローを依頼しておきましょう。

生まれたら
名前を付けて、生後 14 日以内に出生届を提出し
てください。原則、子どもの父母が届を出すこと
になっています。そのほかにも児童手当や乳幼児
医療の手続き等、必要な手続きをしてください。

退院に向けて準備
母子ともに健康であれば、５日程度で退院し
て帰ってくるので、自宅の掃除と洗濯をして、
赤ちゃんを迎える準備をしましょう。
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