
＜足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度＞
この制度は、性的マイノリティの二人が協力し合い、生活を共
にすることを宣誓、足立区がそれを受領するものです。子や親
を含めたファミリーでの宣誓もできます。
区民の多様な性を認め合う社会を醸成するための施策として、
令和３年４月１日より制度を開始しました。

制度の詳細は区のホームページから
ご確認ください。

子どもは三歳くらいになると、自分の性別を意識するようになると
いわれています。

子どもが自分で「わたしはおんな？おとこ？」と
混乱しているときに、親を含めた大人が決めつけ
てしまうと、もし違った場合、子どもの心の傷や
負担は計り知れないものとなります。

性別によるイメージってあるけど
これって固定観念かな？「男らし
さ」「女らしさ」って何だろう？

男の子、女の子逆じゃないの？
他の子と好みが違うようだけど…。

こんな発言にハッとしていませんか？

好みは人それぞれ、子どもの個性を大切に。
「その子らしさ」を受け入れる子育てを意識してみましょう。

おもちゃの好みだってそれぞれ違いますよね？
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1　プライベートゾーンとは ３　子どもと一緒に確認しましょう

こんな時どうすれば…

２　子どもへの関わり方

「おしり」、「おっぱ～い」
などの言葉を連呼する

他人のプライベートゾーン
を触る。

触られたりして嫌な気持ち
を我慢する。

・口（くち）

・水着で隠れる部分（性器や胸、お尻）

子どもたちが将来、性犯罪の加害者や被害者、傍観者にならないよう、
自分や他の人の体の大切なところを幼児期に教えましょう。

　プライベートゾーンに関する子どもへの関わり方は、むやみに怒ったりするので
はなく、年齢に応じて見守りながらプライベートゾーンの大切さをしっかりと伝え
ていきましょう。
　また、嫌な気持ちは決して我慢させず、話を聞いて必ず味方になってください。

子どもの育ちに応じた保護者の関わり方やプライベー
トゾーンを親子で一緒に学べるリーフレット。
是非、ご家庭でも参考にしてください。

口（くち）
＋

水着で隠れる部分

・怒っていいのかな

・他の子に迷惑をかけてないかな

・我慢してないかな

生命（いのち）の安全教育リーフレット

足立区版「生命（いのち）の安全教育」について

子どもへの関わり方 一緒に学べる

　プライベートゾーンについて、親子で一緒に学べるように足立区では
リーフレットを配布しております。
　是非、子どもにプライベートゾーンの大切さを伝える時にご活用ください。

子ども施設運営課　就学前教育推進担当    
☎3880-5431　FAX 3880-5662

問合せ
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☎3880-5431　FAX 3880-5662

問合せ
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青少年課　家庭教育係
☎3880-5273　FAX 3880-5641

問合せ

おうちで動画を楽しもう！

おうちで手軽に相談できる！2

1

自宅からでもオンライン相談ができるよ。
出掛ける手間が省けるので余裕ができるね。

 おうちで申請・相談 方法 問合せ 詳細

 保育コンシェルジュ オンライン相談 子ども施設入園課 P74

 保育所の申込 オンライン申請 子ども施設入園課 P12

 育児栄養相談 オンライン相談 各保健センター等 P22

 妊娠したかもしれない チャットボット 東京都 P103

足立区では包丁を使わない野菜レシピや大人気の歌あそび動画など、
おうちで簡単に楽しめる情報を掲載しています。

　毎月第３土曜日は「あだち家族ふれあいの日」とし、親子の
ふれあいの場を提供しています。
　交通公園（P69）、ギャラクシティのまるちたいけんドーム（P62）、
生物園（P63）、区体育施設などで無料開放を行っています。公衆
浴場、ボウリング場の料金割引もあります。

保育コンシェルジュの相談や保育園の
申し込みがオンラインでできます。

足立区は

「はじめての
　絵本の選び方」

「絵本で
　スキンシップ」

包丁いらずの
簡単野菜レシピ動画

　　　　　はコチラ

⇒

聞かせ屋。けいたろう氏

体操や
歌あそび動画

　　はコチラ

⇒

「あだち絵本シアター」
プロによる絵本の読み語りと、

読み語りのコツを動画で配信中！

おうちオンラインで手軽に！
親子で活用できるサービス

    

中央図書館

図書館情報は（P58参照）

☎5813-3740　FAX 3870-8415
問合せ

交通公園ミニＳＬ
保護者（中学生以上）

70円→0円
小学生 30円→0円

生物園
大人（高校生以上）

300円→0円
小・中学生

150円→0円

詳細はコチラ
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青少年課　家庭教育係
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生物園（P63）、区体育施設などで無料開放を行っています。公衆
浴場、ボウリング場の料金割引もあります。

保育コンシェルジュの相談や保育園の
申し込みがオンラインでできます。

足立区は

「はじめての
　絵本の選び方」

「絵本で
　スキンシップ」

包丁いらずの
簡単野菜レシピ動画

　　　　　はコチラ

⇒

聞かせ屋。けいたろう氏

体操や
歌あそび動画

　　はコチラ

⇒

「あだち絵本シアター」
プロによる絵本の読み語りと、

読み語りのコツを動画で配信中！

おうちオンラインで手軽に！
親子で活用できるサービス

    

中央図書館

図書館情報は（P58参照）

☎5813-3740　FAX 3870-8415
問合せ

交通公園ミニＳＬ
保護者（中学生以上）

70円→0円
小学生 30円→0円

生物園
大人（高校生以上）

300円→0円
小・中学生

150円→0円

詳細はコチラ
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一口目は
野菜から!!
一口目は
野菜から!!

野菜が苦手なお子さんにも、
食べやすいレシピを紹介します！

毎日
朝ごはんを
食べよう！

毎日
朝ごはんを
食べよう！

朝ごはんを食べることで
脳が活性化し、午前中から元気に
過ごすことができます！

毎日
決まった時間
に寝よう！

毎日
決まった時間
に寝よう！

規則的な就寝が体調を整え、すっ
きり朝起きることができ、元気に
活動することにつながります。睡
眠が充分ならば「機嫌が良く」「イ
ライラしない」など気持ちのコン
トロールが上手にできるようにな
ります。

体を
動かそう！
体を
動かそう！

運動習慣が週３日以上の
子どもは、逆境を乗り越える
力が強いことが判明しました！ 

（子どもの健康・生活実態調査）

日の光を浴びて、よく体を
動かせば、疲れて早く寝ることが
できます。

自転車やベビーカーを使わず
手をつないで歩いてみましょう。

公園に行ったら、段差の昇り降り
や、追いかけごっこなど体を使っ
た遊びがお勧めです。

野菜をちょい増し
簡単朝ベジ！

野菜をちょい増し
簡単朝ベジ！

おいしく朝ごはんを
食べるコツ！

おいしく朝ごはんを
食べるコツ！

●組み合わせるだけ
市販のカット野菜、ハム、
パンをお皿に盛り付ける

●ちょっと多めに作るだけ
夕食の野菜スープやみそ汁を、
翌日の分まで多めに作る

①夕食は寝る2時間前までに
　済ませよう！

必要な睡眠時間
②誰かと一緒に食卓を囲もう！

←簡単 朝ごはん
　1週間レシピはこちら

●電子レンジでチンするだけ
マグカップに冷凍野菜を入れて
チン！　あとはカップスープの
素とお湯を入れる

さらに！

できていますか？ 子どもの健康に、とっても大事なできていますか？ 子どもの健康に、とっても大事な

日常生活の中で心がけ、少しずつできることから始めてみましょう！

４つの生活習慣！！つの生活習慣！！

（National sleep　Foundation  in  USA ）2015

年齢 望ましい睡眠時間

0〜3 ヶ月 14〜17 時間

4〜11 ヶ月 12〜15 時間

1〜2 歳 11〜14 時間

3〜5 歳 10〜13 時間

早寝・早起き・朝ごはん
カレンダーを配布しています。

早寝・早起き・朝ごはん
カレンダーを配布しています。

青少年課 家庭教育係
☎3880-5273
FAX 3880-5641

［配布場所］ 青少年課 

問合せ
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一口目は
野菜から!!
一口目は
野菜から!!

野菜が苦手なお子さんにも、
食べやすいレシピを紹介します！

毎日
朝ごはんを
食べよう！
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朝ごはんを食べることで
脳が活性化し、午前中から元気に
過ごすことができます！

毎日
決まった時間
に寝よう！
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や、追いかけごっこなど体を使っ
た遊びがお勧めです。

野菜をちょい増し
簡単朝ベジ！
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おいしく朝ごはんを
食べるコツ！
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②誰かと一緒に食卓を囲もう！

←簡単 朝ごはん
　1週間レシピはこちら

●電子レンジでチンするだけ
マグカップに冷凍野菜を入れて
チン！　あとはカップスープの
素とお湯を入れる

さらに！

できていますか？ 子どもの健康に、とっても大事なできていますか？ 子どもの健康に、とっても大事な

日常生活の中で心がけ、少しずつできることから始めてみましょう！

４つの生活習慣！！つの生活習慣！！

（National sleep　Foundation  in  USA ）2015

年齢 望ましい睡眠時間

0〜3 ヶ月 14〜17 時間

4〜11 ヶ月 12〜15 時間

1〜2 歳 11〜14 時間
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早寝・早起き・朝ごはん
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早寝・早起き・朝ごはん
カレンダーを配布しています。

青少年課 家庭教育係
☎3880-5273
FAX 3880-5641

［配布場所］ 青少年課 

問合せ
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発達にあわせて取り組もう！

ご家庭でも「ひと口目は野菜から」食べる習慣をつくりましょう！

レシピ集はこちらから
↓

子ども施設指導・支援課　給食・食育支援担当

保育園給食の味をご家庭でも！　

32 116 参照参照

　離乳期は、いろいろな味や食感を知ることで、味覚が広がり「食への興味」
が育まれます。食事のリズムづくりを大切に、成長に合わせて親子で一緒
に「食べる」時間を楽しみましょう。

苦味

甘味 旨味
塩味

酸味

上手に食べられたら
ほめてあげましょう

育てる

知る 味わう

さわってみる
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お子さんが9か月になる月にご案内を
送付します（予約制）

あだち　こんにち歯ひろば

《あだちっ子歯科健診》《あだちっ子歯科健診》

あだちっ子・いい歯推進園表彰 【令和4年度受賞園の紹介】あだちっ子・いい歯推進園表彰 【令和4年度受賞園の紹介】

足 立 区 で は 、 年 少 児 ( ４ 歳 ) ～ 年 長 児 ( ６ 歳 ) の す べ て の お 子 さ ん を 対 象 に 、 む し 歯 予 防 の 取 り 組 み
として、「あだちっ子歯科健診」(健診費用は無料)を実施しています。

区内教育・保育施設への通園児 
区外教育・保育施設への通園児
教育・保育施設へ通園していない子 

問合せ：子ども政策課　子ども施策推進担当　☎3880-5266　FAX 3880-5641

区より通知を送付、指定医療機関にて受診

区内各教育・保育施設にて受診

4〜6歳

歯が生える前から
顔や口の周りを
やさしくさわってね

親子で楽しい親子で楽しい仕・上・　げ・み・が・き仕・上・　げ・み・が・き
「乳歯のケア」は「健康な永久歯」のカギ！

口のまわりをさわることからスタート 歯ブラシを使い始めます

上の前歯をみがくときは、人差し指で
上唇の裏側にある筋（※1）を
ガードしながら、みがこう

（※1）上唇小帯
じょうしんしょうたい

寝る前の仕上げみがきを習慣にしよう1歳６か月
頃～

仕上げみがきの
ポイントがわかる
「1分動画」はコチラ↓

きてね～！

「乳歯は生え変わるから
むし歯になっても大丈夫」
は大まちがい！

問合せ：データヘルス推進課 多世代健康データ連携担当
☎3880-5601　FAX 3880-5602

〈内容〉
・親子歯科健診
・個別の歯みがき体験
※　関連ページP29

親子はじめて歯科健診「こんにち歯ひろば」へ行こう！
9か月～
1歳2か月
9か月～
1歳2か月

は

令和4年度ステッカー

あだちっ子いい歯推進園 で

子どもの歯の健康づくりに取り組む保育施設・幼稚園等を表彰
しています。令和4年度受賞園にステッカーを配付しました。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

令和３年度３歳児歯科健診結果より
(1533人）

 

(1859人）
参加あり 参加なし

「こんにち歯ひろば」参加有無と
３歳児のむし歯がある子の割合

参加したお子さんは、
むし歯が少なくなっています！

9.0％

4.3％
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お子さんが9か月になる月にご案内を
送付します（予約制）

あだち　こんにち歯ひろば

《あだちっ子歯科健診》《あだちっ子歯科健診》

あだちっ子・いい歯推進園表彰 【令和4年度受賞園の紹介】あだちっ子・いい歯推進園表彰 【令和4年度受賞園の紹介】

足 立 区 で は 、 年 少 児 ( ４ 歳 ) ～ 年 長 児 ( ６ 歳 ) の す べ て の お 子 さ ん を 対 象 に 、 む し 歯 予 防 の 取 り 組 み
として、「あだちっ子歯科健診」(健診費用は無料)を実施しています。

区内教育・保育施設への通園児 
区外教育・保育施設への通園児
教育・保育施設へ通園していない子 

問合せ：子ども政策課　子ども施策推進担当　☎3880-5266　FAX 3880-5641

区より通知を送付、指定医療機関にて受診

区内各教育・保育施設にて受診

4〜6歳

歯が生える前から
顔や口の周りを
やさしくさわってね

親子で楽しい親子で楽しい仕・上・　げ・み・が・き仕・上・　げ・み・が・き
「乳歯のケア」は「健康な永久歯」のカギ！

口のまわりをさわることからスタート 歯ブラシを使い始めます

上の前歯をみがくときは、人差し指で
上唇の裏側にある筋（※1）を
ガードしながら、みがこう

（※1）上唇小帯
じょうしんしょうたい

寝る前の仕上げみがきを習慣にしよう1歳６か月
頃～

仕上げみがきの
ポイントがわかる
「1分動画」はコチラ↓

きてね～！

「乳歯は生え変わるから
むし歯になっても大丈夫」
は大まちがい！

問合せ：データヘルス推進課 多世代健康データ連携担当
☎3880-5601　FAX 3880-5602

〈内容〉
・親子歯科健診
・個別の歯みがき体験
※　関連ページP29

親子はじめて歯科健診「こんにち歯ひろば」へ行こう！
9か月～
1歳2か月
9か月～
1歳2か月

は

令和4年度ステッカー

あだちっ子いい歯推進園 で

子どもの歯の健康づくりに取り組む保育施設・幼稚園等を表彰
しています。令和4年度受賞園にステッカーを配付しました。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

令和３年度３歳児歯科健診結果より
(1533人）

 

(1859人）
参加あり 参加なし

「こんにち歯ひろば」参加有無と
３歳児のむし歯がある子の割合

参加したお子さんは、
むし歯が少なくなっています！

9.0％

4.3％
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