
　めっきり春らしくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 
　今回のサポート定期便では、子育てを応援する制度について特集します。
　大事な行事に行かなければならないときやお母さん・お父さんが病気のときなど、どうしてもお子さんの
面倒が見られないときってありますよね。
　このようなときに、お子さんを一時的に施設や専門の研修を受けた支援員などに預けられる制度をご案内
します。
　また、生涯学習情報や県立施設の無料開放などについてご紹介します。
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応援します
あなたの子育てを



お問い合わせは、各市町の児童福祉担当課まで。　※一部の市町では児童福祉担当課以外が担当している場合があります。ご了承ください。

ご存知
  ですか????

　ひとり親のご家庭では、だれかが病気になると、日常生活がとても大変になります。
　このようなときや、大事な行事に参加する場合などにお子さんを一時的に預かってもらったり、相談したりできる
施設やサービスをご紹介します。

※市町によっては実施されていない事業もあります。詳しくは、各市町の担当課にお問い合わせください。

小学校に入るまでのお子さんについ

て、家庭において世話をすることが

一時的（数時間）に困難となった場

合、保育園などに預けることができ

ます。

育児の援助をしてほしい人と援助を

したい人が会員となって、保育園ま

での送迎や保育園閉園後の一時的な

預かりなど、育児についての助け合

いを行っています。

就職活動や学校行事の参加、冠婚葬

祭などの場合、家庭生活支援員の自

宅にお子さんを預けたり、出張など

で帰宅が遅くなる場合に保育園に迎

えに行ってもらったりすることがで

きます。
注　�原則として一時的な支援であり、
恒常的な場合にはご利用いただけ
ません。

小学校に入るまでのお子さんが病気のとき、保護者の方が

仕事の都合等により家庭で世話をすることが困難な場合

に、特定の医療機関や保育園等に、お子さんを一時的に預

けることができます。

保護者の病気や仕事などの理由によりお子さん（18歳未

満）を育てることが困難となった場合、または、保護者の身

体的・精神的負担の軽減が必要な場合等にお子さんを児童

養護施設などに一時的（最大７日間）に預けることができ

ます。

　地域の子育て支援情報の収集・提供や、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として、子育て支援活動を行う
団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を実施しています。

各支援センタ−、各ひろばで事業内容は異なります。詳しくは、各市町の児童福祉担当課にお問い合わせください。

病院が開いていないときに子どもが病気になった、けがをした
休日・夜間の急な子ども（15歳以下）の病気やけがにどう対処したらよいのか、電話
による相談ができます。

電 話
番 号

♯8000

077-524-7856
または 相 談

時 間

平日および土曜日◦午後6時～翌朝8時�

日曜日、祝日および年末年始
（12月29日～1月3日）◦午前9時～翌朝8時

母子家庭の方でお困りの方は、お気軽にご相談ください

小児救急電話相談

母子家庭福祉相談ダイヤル
母子家庭の方一人ひとりの状況に応じて、児童扶養手当や母子福祉貸付金などの母
子福祉施策の案内を行うほか、適切な関係機関を紹介します。
また、悩みごとなどもお気軽にご相談ください。

電 話
番 号 077-522-3226

相 談
時 間 平日◦午前9時～午後5時

（土、日、祝祭日、年末年始を除く）

・育児不安などについての相談・支援	 ・子育てサークル支援	 ・子育て講座の開催
・子育て情報の提供　など

こんなことをやっています

　主に乳幼児（0～3歳）をもつ親とその子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図る場を提供し
ています。

・子育て親子の交流、集いの場（子どものあそび場など）の提供	 ・子育て相談、援助の実施
・子育て情報提供	 ・子育て講座の開催　など

こんなことをやっています

子育て支援センター

つどいのひろば

� �

子育て支援施策

学校・地域行事や冠婚葬祭、病気のとき子どもを預けたい

出張や入院中、しばらく子どもを預けたい 病気にかかっている子どもを預けたい

一時預かり事業 ファミリーサポートセンター 母子家庭等日常生活支援事業

子育て短期支援事業（ショートスティ） 病児・病後児保育

相談、あそび、交流ができる場所があります



子育て情報する知って得

問い合わせは、滋賀県教育委員会事務局生涯学習課まで　☎077-528-4652

みんなで朝ごはん食べて
ますか？

　子どもたちの健やかな成長には、早寝・早起きをして、しっかり朝食をとるといった基本的な生活
習慣が必要です。朝ごはんを食べないと、おやつをたくさん食べたり、夕食のまとめ食いをすること
で肥満や生活習慣病になりやすくなるとも言われています。
　また、文部科学省の調査によると、毎日朝ごはんを食べる子どもほど、ペーパーテストの得点が高
い傾向にあります。

　では、なぜ朝ごはんが大事であると言われているのに、毎日食べることが難しいのでしょうか。朝
ごはんを食べない理由を聞くと、「時間がないから」「食欲がないから」「いつも食べないから」などが
多く、運動の量、夕ごはんを食べる時刻や夜食の有無、就寝時刻、睡眠時間など多くの生活習慣が関係
していることがわかります。
　ここでは、就寝時刻、保護者の朝ごはんを食べる習慣の有無、運動の３点について朝ごはんを食べ
る習慣との関係を紹介します。

　　　早く寝ましょう
　早く寝ることが朝ごはんを食べる生活習慣につながっています。
　小学校５年生の就寝時刻を調査したところ、朝ごはんを必ず毎日食べる子どもは53.7%が午後10時前に寝ていま
す。週に４～５日だけ朝ごはんを食べる子どもでは36.2%が、ほとんど朝ごはんを食べない子どもでは22.8%が午後
10時前に寝ています。

　　　保護者もきちんと食べましょう
　子どもにきちんと朝ごはんを食べてもらうには、まず、保護者がきちんと食べることが大切です。
　小学校５年生の保護者について、必ず朝ごはんを食べる保護者の家庭では90.0%の子どもが必ず朝ごはんを食べ
ていますが、保護者が週に２日以上朝ごはんを食べない家庭では、必ず朝ごはんを食べる子どもは62.9%となってい
ます。食事を保護者と一緒に食べる子どもは、一緒に食べない子どもに比べてイライラしないとのデータもあります。

　　　運動をしましょう
　運動習慣や運動量を確保することが大切です。
　スポーツ少年団に入っている小学校高学年の子どもは97.0%が必ず毎日朝ごはんを食べています。（全国平均は
85.4%）

参考文献：家庭で・地域で・学校でみんなで早寝早起き朝ごはん
　　　　　－子どもの生活リズム向上ハンドブック－

（文部科学省）
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生涯学習の情報が満載！
涯学習とは、家庭教育や学校教育、社会教育などのあらゆる場において趣味やスポーツ、ボランティア活動、子

育てや仕事に役立つ学びなど、生涯にわたって行うあらゆる学習のことです。
生

図書館が開催する、お子さんと
保護者のためのおはなし会 県立体育館での、スポーツ教室

美術館が開催する、陶芸教室 博物館が開催する、里山の生き物観察会

求職者を対象とした、介護保険の基礎知識講座 面接の受け方等、再就職を支援するセミナー

このような、県内で催される各種講座や催し、研修会などを調べる方法をご紹介します。
お子さんとのふれあいのため、お母さん・お父さんのスキルアップのため、始めてみませんか。

➡ ➡ ➡パソコンで
調べる

携帯で調べる
情報誌で
調べる

滋賀県内の学習情報を紹介するサイト

におねっと
http://www.nionet.jp/index.html

におねっと 
http://www.nionet.jp/nionet/m/

携帯サイト 公民館、図書館、市町役場、
県庁に様々な情報誌があります。

⃝毎月第３日曜日は家族で無料開放の施設へ⃝
　滋賀県では毎月第３日曜日を「家族ふれあいサンデー」とし、県内

に在住する親子・家族連れを対象に県立施設の無料開放を行ってい

ます。

　また、毎週土曜日を「体験学習の日」とし、県内に在住または県内の学校・園に在学・在園している18歳未満

の子どもを対象に県立施設の無料開放を行っています。

　対象施設：醒井養鱒場、安土城考古博物館、琵琶湖博物館、近代美術館、陶芸の森陶芸館の常設展示（ただし、

陶芸館は企画展示を含む）

　平成22年4月1日から使えるスマイルカードは、３月１日の新聞に折り込まれた県広報誌「滋賀プラス１

（ワン）」平成22年3・4月号に掲載しています。

　また、県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に通うお子さんがおられるご家庭に配付して

いる「教育しが」4月号にも掲載される予定です。

　なお、スマイルカードに代わるものとして、滋賀県に在住または在学・在園していることがわかるもの（運

転免許証、健康保険証、生徒証〈生徒手帳〉等）を持参していただくと、同様のサービスが受けられます。

※平成21年4月より、上記施設の中学生以下の常設展示入館（場）は、年間を通じて無料となっています。

家族ふれあいサンデー

体 験 学 習 の 日

3

2

1

など

※しが生涯学習スクエア（県庁新館２階）の相談員にもご相談ください。（TEL.077-528-4656）

～基本的な生活習慣を身につけるためには、　　
子どもと一緒に、無理せず、できることから挑戦しましょう～

「早寝・早起き・朝ごはん」や「食を通じた健康づくり」の情報は、次の
ホームページをご覧ください。
　○におねっと　「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動
　○滋賀県健康推進課
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参考資料　仙台市ホームページ
　　　　　仙台子育てインフォメーション
　　　　　　　　　　　　　　「のびすく」

カラフルな三色だんご
お豆腐入りで

やわらか＆ヘルシー！

　今回は、前号に引き続き大津市子

ども家庭課の川原プログラム策定員

からのアドバイスを紹介します。

　今回は履歴書についてです。ハロー
ワークで紹介状を作成してもらった
ら、いよいよ面接です。ほとんどが「履
歴書」を作成することになりますが、
早めに書いた履歴書でも作成の日付
けは面接日にしておくのがよいで
しょう。そうしないと、「ずいぶん前に
書いたものだな」と思われます。履歴
書と職務経歴書の両方の提出を求め

る事業者はあまり多くありません。面
接時間はせいぜい10分から15分程
度です。30分も面談して頂ける機会
は多くありません。最終的に決定され
るのは面接後、採用担当者で検討する
ことになりますが、その時に「履歴書」
が検討材料になるわけですから、「履
歴書」は自分をアピールする大きな武
器です。10分程度の面接では十分に
アピールすることは出来ませんので、
履歴書を見てもらい、特性を知っても
らうことが大切です。
　職務履歴には、単に入社・退社と書
くのではなく、その会社でどのポジ
ションでどのような仕事をしたのか
具体的に記入します。例えば、「〇〇会
社　総務事務　社員の厚生に関する

事務、及び、勤務状況の把握」などと記
載しておきます。
　また、履歴書は記入していない箇所
があると熱意が無いかと思われがち
です。空白の箇所が無いように注意し
ましょう。

　次号では面接への臨み方について

アドバイスをご紹介します。

養育費の取り決めについて
養育費の取り決め

　父母が離婚する際には、金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで話し合うことが子

どもの健全な育成にとって望ましいといえます。

　結果は、口約束だけでなく書面の形で残しておくことが重要で、それも公正証書にするのが望まし

いでしょう。公正証書にしておくと、万一、不払いになっても、強制執行（差し押さえ）ができます。

　また、家庭裁判所の調停や審判により養育費の取り決めをすることもでき、この場合も、不払いの

際は強制執行（差し押さえ）ができます。

離婚後の養育費の請求

　養育費は、離婚時に決めていなくても、子どもの成長や親の支払い能力に応じ、いつでも、請求でき

ます。

　別れて暮らす親が離婚時の口約束を盾にとって容易には応じてくれないこともありますが、家庭

裁判所の調停、審判を利用することができます。

事情の変更があった場合の養育費の金額の変更

　養育費は、長い年月継続するものです。その間、生活状況が大きく変化し、以前に決めた養育費が実

情に合わなくなることもあるでしょう。

　そういう場合、増額や減額の話し合いができなければ、養育費額の変更について、家庭裁判所の調

停・審判を申し立てることができます。

養育費の額について
　子どもは望まずに片方の親と別れて生活しているわけですから、父や母と同じ水準の生活ができるような

額がふさわしいと考えることができます。

　養育費として通常取得することができる金額、「標準的な養育費の額」については、裁判官等から構成され

る「東京・大阪養育費等研究会」が、「簡易迅速な養育費の算定を目指して」（判例タイムズ平成15年4月1日第

1111号掲載）という研究結果を発表しましたのでご紹介します。なお、養育費の話し合いがつかない場合は、

最終的に家庭裁判所が決めることになります。

〈具体例〉

１　・子どもは12歳が1人

　　・養育費支払義務者（父親）は自営業で、年収500万円

　　・養育費受給権利者（母親）は給与所得者で、年収300万円

　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　標準的な養育費の額は４～６万円（月額）

２　・子どもは17歳、14歳、5歳が1人ずつ

　　・養育費支払義務者（父親）は給与所得者で、年収800万円

　　・養育費受給権利者（母親）は自営業者で、年収250万円

　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　標準的な養育費の額は子ども3人分の合計で10～12万円（月額）

　次号は「強制執行」、つまり、養育費の取り決めはしたものの、相手方が支払ってくれない場合に、強制的に
養育費を徴収する手続きなどについて掲載予定です。

親子でクッキング
お花見だんご

ざいりょう
作りやすい分量
　白   玉   粉‥‥100g
　絹ごし豆腐‥‥100ｇ
　かぼちゃのマッシュ‥‥30g
　抹　　茶‥‥小さじ1
　純ココア‥‥小さじ1
　つ  ぶ  あ  ん‥‥適量

白玉粉と豆腐を混ぜ、３等分し、それぞれ
の生地に抹茶、ココア、かぼちゃを加えよ
く混ぜる。

①を8等分づつのだんごに丸めたっぷり
の湯で茹でる。だんごが浮いてきたら水
に入れる

ざるにあげ、水気をきってから楊枝などに刺し、あん
をそえる。

きな粉やしょうゆあんなどお好みでどうぞ！

1

2

3

注意事項
ここで紹介している額は一つ
の目安であり、異なった額を取
り決めても問題ありません。
また、審判や裁判になった場合
にも、必ずしもこれらも額と同
じになるわけではありません。
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のぞみ会からのお知らせ
i n f o r m a t i o n

1

2

ひとり親家庭サポート定期便
第6号

平成22年3月発行

編集・発行／滋賀県健康福祉部子ども・青少年局
　　　　�　☎077-528-3550　FAX�077-528-4854
　　　　�　E-mail�em00@pref.shiga.lg.jp

この印刷物は古紙パルプを配合しています。

　　のぞみ会の本部はのぞみ荘に置き、母子福祉センターと母子休養ホームを兼ねた施設として広くご利用いただいています。

　のぞみ荘は、昭和45年10月、母子福祉施設として、社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会が設立し、運営してい
ます。母子家庭・寡婦および一般のお客様の休養とレクリエーションには、最適の施設です。
　日常の忙しさから、開放された憩いの場として、お気軽にご利用下さい。

　住所　 大津市におの浜４丁目3-26　☎ 077-522-3704

「くつろぎのひとときを心ゆくまで」
滋賀県母子福祉施設のぞみ荘

　　�のぞみ会では、母子家庭や寡婦のみなさんを励まし支援するため、さまざまな活動をしています。年間を通じて色々な行
事をする中で、会員同士の励ましや心の癒しを目的として母子福祉の向上に尽力しています。また、母子家庭や寡婦のた
め、滋賀県から委託を受けて�

　　　　①母子家庭等就業・自立支援センター事業  ②母子自立支援プログラム策定事業
　　　　③母子家庭福祉相談ダイヤル事業   ④母子家庭等日常生活支援事業� を行っています。

平成22
年度行事

日程

こうした活動を通じて、母子家庭の母が子どもを立派に育てていくことができる社会環境づくりのための政策の充実・母子福
祉の向上のために、役員一同がんばっています。皆で力を合わせて住みやすい世の中を作っていきましょう。数は力です。会員
が増えることが何よりの力になるのです。地域の未加入の方、ぜひ仲間がいる母子寡婦福祉会（のぞみ会）に入会しませんか？
若いお母さんの加入を願っています。

　のぞみ会についてのお問い合わせは…
　　社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会
　　所在地⃝大津市におの浜４丁目3-26　電話番号⃝（077）522-2951

❖� 6月� 6日（日）�� 「お母さんありがとうのつどい・母と子のスポーツ大会」

❖� 6月� � � 高校入学を祝い、奨学金贈呈　（会員対象）

❖� 7月31日（土）�� 母子家庭等指導者研究集会　母子家庭の母の相談の為の情報交換

❖� 7月～� 8月� � 夏休み　母と子のふれあい広場（各郡市にて開催）

❖� 6月～11月� � パソコン講習会（初級・中級）　就労の為の資格習得

❖� 9月～� 2月� � 寡婦の生きがい教室（各郡市にて開催）

❖10月17日（日）�� 滋賀県母子寡婦福祉大会　県内の会員が一同に集まって交流を深める

❖� 3月� � � 1年生おめでとうのつどい（各郡市にて開催）

　　平成22年度の年間行事予定は次のとおりです。

�


