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用　語　集  

【育児休業】
　男女労働者は、子が1歳に達するまでの希望する期間について育児休業を取得することが
できます。また子が1歳を超えても、休業が必要と認められる一定の場合（※）は、子が1歳6ヶ
月に達するまで休業することができます。

※①保育所入所希望しているが、入所できない場合
　②常態として子を養育している配偶者が、病気などの理由で子の養育が困難となったとき

　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、リーフレットなどで、育児
休業について知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_life/work.html

【いじめ・非行】
　山形県では、いじめ・非行の防止・根絶に向け、学校、家庭、地域が連携協力し、社会全体で子
どもをいじめ・非行から守る県民運動を実施しています。
　県教育委員会では、県内の児童・生徒のいじめに関する相談について、いつでも相談できる
よう「いじめ相談電話」を県教育センターに開設しています。
　この相談電話は、夜間・休日を含めて24時間体制で、教育相談の経験者や有資
格者が相談を受け付けています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700013/

ijimesoudanndennwa/ijime.html
　いじめなどで悩みのある児童・生徒あるいはその保護者の方は、是非ご相談ください。

【一時保育】　　⇒【子育て支援】の欄参照

【インターネット通販のトラブル】　　⇒【消費者問題の相談】の欄参照

【基礎体温】
　基礎体温とは、朝目覚めた後、身体を動かす前の最も安静時の体温のことです。女性の体温
は、病気や重いストレスがあるときなどを除けば、ほぼ0.3〜0.5度の間で周期的に変化して
います。この基礎体温を毎日測定、記録すると、女性の身体には1つのリズムがあることがわ
かります。そのリズム（体温の変化）を知ることで、排卵の有無や月経の時期、妊娠しやすい時
期など、身体の状態を把握することができるのです。

【携帯電話やインターネットの注意点】
　内閣府が行った「平成24年度青少年のインターネット利用環境実態調査」によれば、携帯電
話の所有率は、高校生はほぼ全員、中学生では半数、小学生でも4人に1人の割合です。さらに、
携帯電話を利用する子どものうち、小学生は約4割、中学生では4人のうち3人の割合、高校生
になるとほぼ全員が携帯電話でインターネットを利用しています。
　インターネット上の世界には、子どもたちにとって役立つ情報がたくさんある一方で、暴
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いじめ相談ダイヤル ☎023-654-8383 24時間受付

教育相談ダイヤル ☎023-654-8181 月〜金（平日）8:30〜20:30
土・日・祝日   8:30〜17:30

来所相談予約受付ダイヤル ☎023-654-8181 月〜金（平日）8:30〜17:00

〈用語集　あ行・か行〉
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力的な表現やアダルト画面といった悪影響を及ぼす有害な情報も数多く存在します。
　また、メールやインターネット掲示板、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）な
どのコミュニティサイトについても利用方法を誤ると、自分が気付かないうちに見知らぬ人
に個人情報を知られてしまうなど、様々なトラブルが生じる危険があります。
　総務省のホームページでは、子どものインターネットトラブルの事例を見ることができます。
　HP・http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/

jireishu.html

【子育て支援】
【ホームスタート（山形県先輩ママの家庭訪問支援事業）】

　山形県では先輩ママの家庭訪問事業を行っています。訪問支援の研修を受けた「先輩マ
マ」が6歳以下のお子さんがいる家庭を訪問し、お母さんの話し相手になったり、一緒に育
児を行うことで、育児不安や孤立を防止します。
　最上地域では下記の団体が実施していますので、お問合せください。
　ホームスタートはぐくみ（NPO法人はぐくみ保育園内）
　TEL:080-5552-7324（平日9:00〜17:00）　TEL:0233-22-1276（左記時間帯以外）

【子育て支援センター】
　地域の子育て支援の拠点となる施設です。
　子育てに関する相談や講習会・情報提供・子育て支援イベントなど様々な子育て支援事業
を行っています。子育て中の親子・家族が集まれる交流と憩いの場として利用することがで
きます。
　「みんないっしょ〜もがみ子育て応援ガイド〜」に、最上地域の子育て支援
センターの情報を掲載しています。下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/

mogami-kosodategaido.html
【一時保育】
　　保護者の病気、育児疲れなどにより家庭での育児が一時的に困難になった場合に、保育

所などで一時的に保育を行うものです。基本的には事前登録と予約が必要です。
　「みんないっしょ〜もがみ子育て応援ガイド〜」に、最上地域で一時保育を

行っている施設の情報を掲載しています。下記のホームページをご覧くだ
さい。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/

mogami-kosodategaido.html
【ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）】

　子育ての援助を受けたい人と援助したい人が会員となって、一時預かりなどを行う総合
援助活動です。
　援助を受けたい時は、直接センターへ申し込みます。利用するには会員登録が必要になり
ます。援助を依頼した後、依頼会員と協力会員同士で事前に顔合わせをするので安心です。
　依頼会員、協力会員ともに特別な資格などは要りませんが、協力会員は必要な講習を受け
た方になります。
　最上地域では、下記で実施していますので、お問合せください。
ファミリー・サポート・センターもがみ（NPO法人はぐくみ保育園内）

　TEL:080-5552-7324（平日9:00〜17:00）　TEL:0233-22-1276（左記時間帯以外）

【子育て支援センター】　　⇒【子育て支援】の欄参照

【子ども女性電話相談】　　⇒【子どもや子育てに関する相談】の欄参照

〈用語集　か行〉
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【子どもの病気・けが】
　赤ちゃんの命と健康を守るためには、病気のサインを早く発見し、適切なケ
アをすることや、成長とともにどんな事故が起こりやすいのかをよく知って、
身の周りを子どもの目線で再点検することなどが大切です。
　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、子どもの病気や事故防止に
ついて知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/baby/child_medical.html
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/baby/child_truble.html
　「みんないっしょ〜もがみ子育て応援ガイド〜」には、病気やけがでよく見ら
れる症状とその対処法など、子どもの健康を守るための情報を記載していま
す。下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/

mogami-kosodategaido.html

【子どもや子育てに関する相談】
　ことばや発達の遅れ、障がい、保育所や幼稚園などに行きたがらない、不登校、非行、引きこ
もりなどの子どもについての相談や、子育てに不安を感じる、しつけの仕方がわからない、つ
い子どもをたたいたり傷つけることを言ってしまうなど、子育てについての相談は、各市町
村の児童相談窓口で受け付け、必要な対応やアドバイスを行っています。
　なお、児童家庭支援センター、児童相談所、子ども女性電話相談（電話相談専用）でも相談を
受け付けています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/jidoyogo/

jidousoudan.html
【市町村児童相談窓口】

【児童家庭支援センター】
　子ども家庭支援センターチェリー（寒河江市） TEL:0237-84-7111
　児童家庭支援センターシオン（鶴岡市） TEL:0235-68-5477

【児童相談所】
　中央児童相談所（山形県福祉相談センター（山形市）内） TEL:023-627-1195
　中央児童相談所最上駐在（最上総合支庁子ども家庭課内） TEL:0233-29-1281

【子ども女性電話相談（電話相談専用）】  TEL:023-642-2340

【産後うつ】
　出産後は、ホルモンの状態が急激に変化したり、赤ちゃんが生まれたことでの”これから母
親としてがんばらなきゃ”という緊張から、誰でも精神的に不安定になりやすい時期です。自
分でも自覚できるくらいの症状がある場合は「マタニティーブルーズ」かもしれません。これ

市町村名 担当課 電話番号
新庄市 子育て推進課子育て企画室 ☎0233-22-2111（内線547）
金山町 健康福祉課福祉係 ☎0233-52-2111（内線263）
最上町 幼児教育課幼児教育係 ☎0233-43-2247（内線436）
舟形町 税務福祉課福祉国保班 ☎0233-32-2111（内線341）
真室川町 福祉課総合福祉担当 ☎0233-62-3436（内線430）
大蔵村 健康福祉課福祉係 ☎0233-75-2104（内線274）
鮭川村 健康福祉課福祉係 ☎0233-55-2111（内線135）
戸沢村 健康福祉課福祉係 ☎0233-72-2111（内線148）

さ行

〈用語集　か行・さ行〉
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は、産後1週間くらいまでの間に起こる一過性の症状で、主に涙もろさ、不安感、焦り、頭痛、気
分の変調などの症状が数日間続きますが、治療しなくとも次第に消えてゆくので心配いりま
せん。はっきりした原因は分かっていませんが、全産婦の2〜3割に現れるといわれています。
　ただ、症状が2週間以上続いて、よく眠れなかったり、感情が不安定で疲労感が強い時は、
産後のうつの場合もありますから、保健所や市町村の保健師、かかりつけ医などに相談しま
しょう。
　最上総合支庁（最上保健所）子ども家庭支援課　TEL：0233-29-1361

【市町村保健師相談窓口】

　ママの安心ナビゲーションのホームページに、産後うつについて掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/baby_mama/maternity_blue.html

【産後休業】
　出産日の次の日から８週間は産後休業（うち６週間は強制休業）を取ることができます。
　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、リーフレットなどで、産後休
業について知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_life/work.html

【産前休業】
　出産予定日の6週間前（多胎妊娠は14週間前）から休業を請求することができます。
　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、リーフレットなどで、産前
休業について知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_life/work.html

【市町村児童相談窓口】　　⇒【子どもや子育てに関する相談】の欄参照

【市町村消費生活相談窓口】　　⇒【消費者問題の相談】の欄参照

【市町村保健師相談窓口】　　⇒【産後うつ】の欄参照

【児童家庭支援センター】　　⇒【子どもや子育てに関する相談】の欄参照

【児童相談所】　　⇒【子どもや子育てに関する相談】の欄参照

【就学援助】
　義務教育課程で経済的理由により就学困難な児童の就学にかかる経費の補助があります。
在学中の学校または民生児童委員にご相談ください。

市町村名 担当課 電話番号
新庄市 健康課健康推進室 ☎0233-22-2111（内線513〜516）
金山町 健康福祉課健康係 ☎0233-52-2111（内線267）
最上町 健康福祉課保健指導係 ☎0233-43-3117（内線607）
舟形町 税務福祉課健康介護班 ☎0233-32-2111（内線353）
真室川町 福祉課健康づくり推進担当 ☎0233-62-3436（内線414・415）
大蔵村 健康福祉課健康衛生係 ☎0233-75-2104（内線271・272）
鮭川村 健康福祉課健康推進係 ☎0233-55-2111（内線136）
戸沢村 健康福祉課健康推進係 ☎0233-72-2364（内線147）
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【就学時健診】
　満6歳になると、4月から小学校に入学することになります。新入学の年齢を迎えたお子
さんの保護者には、お子さんの住民票がある市町村から就学時の健康診断の案内が通知され
ますので、通知に従って受診することになります。この就学時の健康診断は、就学予定者に対
し、あらかじめ健康診断を行い、就学予定者の状況を把握して、保健上必要な助言などを行う
ためのものです。
　検査の項目は次のとおりです。
1 栄養状態 5 耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
2 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 6 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
3 視力及び聴力 7 その他の疾病及び異常の有無
4 眼の疾病及び異常の有無

【受診が必要な症状】
　妊娠中に下記のような症状がある時はすぐに産婦人科を受診しましょう。
　◦おなかの張りが強い、おさまらない！
　◦出血したみたい！
　◦破水したみたい！
　◦つわりがひどくて何度も吐いてしまう
　◦変ね、今日は全く胎動がないわ
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、受診が必要な症状について掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_medical/gynecologist.html

【出産育児一時金】
　出産をしたときは、医療保険から、子ども1人ごとに42万円（※）が「出産育児一時金」として
支給されます。
　※平成21年10月1日以降、産科医療補償制度に加入する医療機関などにおいて出産した場合に限ります。それ
　　以外の場合は、39万円となります。

　手続きの詳細は、市町村の国保係窓口またはそれぞれの勤務先にお尋ねください。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、出産育児一時金について掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_sysytem/

maternity_lump_sum.html

【出生届】
　お誕生から14日以内に住所地、本籍地、出生地のいずれかの市町村に提出します。産院から
の出生証明書・印鑑・母子健康手帳・国保加入の場合は保険証も忘れずに持参しましょう。母
子健康手帳の1ページに「出生届出済証明」を受けます。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、出生届について掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/baby_baby/

report_of_a_birth.html

【奨学金】
　山形県のホームページでは、山形県内（一部県外）の学生・生徒又はその保護者を対象にし
た奨学金事業一覧を見ることができます。奨学金の給付や貸与を希望する際の
参考にご活用ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kyoiku/koto/

7700013H25ikueishougakujigyouichirann.html

〈用語集　さ行〉
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街で試供品を渡されたり、「アンケート、お
願いします！」「お肌のチェック」と声をかけ
られ、営業所などに連れて
行かれてエステや化
粧品、健康食品、絵
画などの高額な契約
をさせられる。契約
するまで帰してもら
えないこともある。

キャッチセールス

突然、「あなたが選ばれました！」などと電話が
来て、親しげに話しをしているうちに誘い出さ
れ、出かけると…、高額な宝石
などを契約させられる。
「特典付き会員権」を契
約したつもりが高額な
DVDやCDなどを購入
させられる。知人を装った
電話には、家族全員で要注意。

アポイントメントセールス
「講座を受ければ資格が取れる」としつこく電
話をかけてきて、必要もない講座や教材を契
約させる。また、何年も前の契約者に「資格を
とるまで契約は続いている」「名簿から削除す
るために新たな講
座の受講が必
要」などといっ
て別の契約を
させる二次被害
も増えている。

資格商法・二次被害
チラシや雑誌の広告、ネットなどで「自宅に
いながら収入を得られる」「家でホーム
ページを作成する仕事」などのふれこみで
勧誘され、教材
やパソコンなど
を購入させる。
仕事は紹介され
ず支払いのみが
残る。

内職商法

会員になって商品を友人や知人に勧め、
「紹介料やマージンが入って儲かる」といっ
て参加者を広げて、組織も拡大していく仕
組み。会員を増やせず在庫や借金をかか
えてしまうことも…。ネット
で勧誘されることも
ある。

マルチ商法
－ネットワークビジネス－

「名前だけ貸して」「買ったことにしてくれな
い？」「いいアルバイトがある」「迷惑かけないか
ら」などという誘いに乗って、名前だけ書いたつ
もりでも実はクレジット払いの契約書
や消費者金融からの
借金だった。後日請求
書がきて…！支払わな
ければならないのは、
名前を書いた人です。

名義貸し
－甘い言葉を信じてはダメ！－

【消費者問題の相談】
　商品・サービスの契約トラブルや借金などの消費者問題でお困りの方は、県内各地の消費
生活センターにご相談ください。（相談は無料です。秘密は守られます。）

【最上消費生活センター】（最上総合支庁１階） TEL:0233-29-1370
【山形県消費生活センター】（県庁２階） TEL:023-624-0999
【市町村消費生活相談窓口】

【インターネット通販のトラブル】
　便利で気軽に利用できるインターネット通販。今ではコンビニや百貨店に匹敵する市場
規模と言われています。しかし、非対面式で多くの場合は遠隔地取引のため、「連絡が取れな
い」、「商品が届かない」、「返品ができない」などのトラブルが多く発生しています。
　また、インターネット通販で多く利用されている決算手段は、クレジットカードによる支
払いです。ホームページ上でカード決済を選択し、画面に「カード番号」や「有効期限」など、必
要な情報を入力することで支払いができます。しかし、カード所有者のサインを求められな
い分、支払いに必要な情報（カード番号など）がそろえば「成りすまし」され、他人に悪用され
てしまう危険性があります。
　利用するショップの住所、電話番号、担当者名は必ずチェックし、不備があれば取引しな
い、クレジットカードによる支払いをする場合は、通信が暗号化されているなど個人情報の
取り扱いが適切なショップを選ぶ、返品に関する記載を確認し、注文内容やメール、確認画面
などを保存する、などしてトラブルを回避するようにしましょう。

【若者が被害にあっている問題商法の例】

市町村名 担当課・係など名 電話番号
新庄市 新庄市消費生活センター ☎0233-22-2111
金山町 町民税務課・くらし安全係 ☎0233-52-2111
最上町 町民税務課・生活安全係 ☎0233-43-2111
舟形町 まちづくり課・住民税務班 ☎0233-32-2111
真室川町 町民課・住民窓口担当 ☎0233-62-2111
大蔵村 産業振興課・商工観光係 ☎0233-75-2111
鮭川村 住民税務課・住民生活係 ☎0233-55-2111
戸沢村 危機対策課・情報交通係 ☎0233-72-2111
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【身体障がい者等用駐車施設利用証】
　山形県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車
施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これらの駐
車施設の適正な利用を促進するものです。妊産婦（妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間）も交
付対象になります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090001/

chiikifukushi/parking.html
問合せ窓口
　最上総合支庁（最上保健所）保健企画課 TEL:0233-29-1255
　山形県健康福祉部健康福祉企画課 TEL:023-630-2268

【ストーカー被害の相談】
　相手から一方的に好意を寄せられて、執拗につきまとわれたり、電話やメールが続いたり
することでお悩みではありませんか。ひとりで悩み続けて事態が深刻になる前に早目に相談
しましょう。詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800028/2010stdv.htmｌ
相談窓口
　山形県警察本部生活安全企画課　　TEL:023-626-0110

【選挙権】
　私たちは、家庭や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や
社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表
者を決めるのが「選挙」です。
　私たちは、20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。
これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資
格ができます。これが「被選挙権」。
　どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権
利です。
　総務省のホームページで、選挙の基本を知ることができます。
　HP・http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/index.html

【地域若者活動支援】
　山形県では、次代を担う若者の活躍を応援するために様々な取り組みを進めています。

【やまがたおこしあいネット】
　ふるさと山形をおこしあう若者たちのネットワークです。各地で活躍している次世代
リーダー（若者たち）をリアルとインターネットでつなぐプロジェクトです。

HP・http://yamagata-okoshiai.net/
問合せ窓口
山形県子育て推進部若者支援・男女共同参画課
TEL:023-630-2727

【やまがた若者チャレンジ応援事業】
　若者グループが地域の課題解決や元気の創出などを目指して企画・実行する多彩な提案
を募集し、プレゼンテーション審査会を開催のうえ、優秀な提案に対して実行するための資
金として補助金を交付する事業です。詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。

た行

〈用語集　さ行・た行〉
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HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/
         kosodatesuishin/010003/

wakamonokatudoushien/charenge.html
問合せ窓口

 山形県子育て推進部若者支援・男女共同参画課
 TEL:023-630-2727

【DVについて】
　DVとは、一般的には配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力
のことをいい、身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的なものも含まれます。
　DV被害者を守る法律があります。ひとりで悩まず相談しましょう。詳しく
は、下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/danjo/dv/7010002dvsoudan.html
問合せ窓口
　最上総合支庁子ども家庭支援課　　TEL:0233-29-1274

【特定不妊治療費助成事業】　　⇒【不妊治療支援】の欄参照

【乳幼児健診】
　乳幼児健康診査（乳幼児健診）は、子どもが健康に順調に育っているか、成長や発達のうえで
の心配ごとや病気はないかなどを調べ、それぞれにあった子育てのアドバイスをする場です。
　医師、保健師、栄養士などが赤ちゃんの成長をともに考え、応援をします。
　健診はお住まいの市町村で実施しています。健診では子育てについての普段
の悩みごとや心配なことが気軽に相談できます。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、乳幼児健診について掲載して
います。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/administrative_services/medical.html

【妊娠高血圧症候群】
　妊娠高血圧症候群（以前は妊娠中毒症と呼んでいました）は、妊娠20週〜出産後12週まで
に起こる、妊産婦特有の病気です。妊娠20週〜出産後12週までに高血圧（最高血圧140mmHg以
上または最低血圧90mmHg以上）がみられる、または高血圧にたんぱく尿をともなう、かつ、こ
れらが他の合併症（腎臓機能の低下や妊娠糖尿病など）によらないものをいいます。妊娠高血
圧症候群は、低出生体重児のほか、悪化すると常位胎盤早期剥離を起こして早産や胎児死亡
を引き起こしたり、新生児仮死や死産、母体の子癇（けいれん）や高血圧脳症など、胎児や母体
の生命をもおびやかすようになります。「強い頭痛がつづく」「目がちらちらする」などが高血
圧のサインということもありますから、気になる症状があるときは急いで産婦人科を受診し
ましょう。

【妊娠・出産に適した年齢】
　男性・女性ともに妊娠・出産には適した年齢があります。
　「いつでも子どもは持てる」と思いがちですが、女性の年齢が上がると、不妊治療を受けて
も、なかなか妊娠しないことが分かっています。

女性について…特に、妊娠・出産には適した年齢があります。女性の卵子は、加齢とともに質・
量ともに低下するため、自然に妊娠する力は30歳から下がり始めます。

男性について…加齢とともに、妊娠率が低下します。

な行
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　厚生労働省のホームページでは、このような内容について書かれた冊子を見
ることができます。
　HP・http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/

kodomo_kosodate/boshi-hoken/dl/gyousei-01-01.pdf

【妊娠届】
　用紙は市役所、町村役場にあります。出産予定日などの記入欄がありますので、産婦人科を
受診した後に届け出ましょう。
　居住地の市役所、町村役場（市町村によっては保健センター）に提出します。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、妊娠届について掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception/conception.html

【認定こども園】　　⇒【保育施設】の欄参照

【妊婦健康診査受診票】
　母子健康手帳と一緒にもらえます（居住地に住民票がなければもらえません）。
　山形県内では、全ての市町村において妊婦1名につき14回までの受診票（補助券）を交付し
ております（平成21年4月現在）。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、妊婦健康診査受診票について
掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception/conception.html

【妊婦健診】
　妊婦健診は、妊娠中の母体と胎児の健康を守り、無事にお産を迎えるために必要なメディ
カルチェックです。きちんと受けましょう。
　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、リーフレットなどで、妊婦
健診について知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_medical/

conception_medical.html
【年金加入】

　日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者となります。20
歳になれば、一部の人 （々※）を除き、国民年金第１号の加入手続きをすることが必要です。お
手続きは、お住まいの市役所または町村役場で行います。
　※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

　また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
　保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
　日本年金機構のホームページで、20歳になったらどのような手続きが必要
かを知ることができます。
　HP・http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1791

【働きながらの妊娠・出産・育児】
　妊娠中から出産後、育児をしながらでも快適に職場で働くことができるように、妊婦健診
を受診するために必要な時間を確保してもらえるように会社に請求することができる制度
や、産前休業、産後休業、育児休業など、さまざまな制度が設けられています。
　ママの安心ナビゲーションのホームページでは、リーフレットなどで、どのような制度が

は行

〈用語集　な行・は行〉
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設けられているか知ることができます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_life/work.html

【ひとり親支援】
　さまざまな事情があって、時には子どもを一人で育てなければならないこともあります。
　山形県のホームページでは、ひとり親の家庭を応援する制度や相談窓口をご紹介しています。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kosodate/qanda/

7010002publicdocument201107199454816721.html

【ファミリー・サポート・センター】　　⇒【子育て支援】の欄参照

【不妊専門相談センター】　　⇒【不妊治療支援】の欄参照

【不妊治療支援】
【特定不妊治療費助成事業】

　山形県では、特定不妊治療（体外受精及び顕微受精）を受けているご夫婦に対し、経済的支
援として、その治療費の一部を助成します。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/
tokuteihuninntiryou.html

問合せ窓口
　最上総合支庁（最上保健所）子ども家庭支援課　　TEL：0233-29-1361

【不妊専門相談センター】
　山形県では、不妊に関する悩みを気軽に相談していただけるよう、山形大学医学部附属病
院に委託して、産婦人科の専門医師による相談を実施しています。予約制で、面接相談のほか、
電話による相談も可能です。無料となっています。詳しくは、下記のホームページをご覧くだ
さい。

　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/
boshihoken/publicdocument200602103918021890.html

問合せ窓口
　最上総合支庁（最上保健所）子ども家庭支援課　　TEL：0233-29-1361

【保育施設】
　小学校に入学する前のお子さんを預ける保育施設には、主に下記のようなものがあります。

【保育所】
　保護者が仕事や病気などの理由により家庭で保育できない場合、保護者に代わって預か
る施設です。認可・認可外の違いは、施設の広さ、保育士の数、給食設備などの一定の基準を
満たしていると県が認可したかどうかです。認可外保育施設は、より基準が緩やかに定めら
れており、入園の条件、保育料、保育内容などは施設によって異なります。

【認定こども園】
　幼稚園と保育所の機能を持ち、子育て支援を総合的に提供する県が認定する施設です。

【幼稚園】
　おおむね3歳から就学前までの子どもを預かり、お子さんの心身の発達を
促し、集団生活に慣れさせることを目的とした教育施設です。

　「みんないっしょ〜もがみ子育て応援ガイド〜」に、最上地域の保育施設の情報
を掲載しています。下記のホームページをご覧ください。
HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/mogami-kosodategaido.html
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【保育所】　　⇒【保育施設】の欄参照

【放課後児童クラブ】
　仕事などで昼間保護者がいない家庭の小学生が放課後を過ごすところです。土曜日や昼休
みなどの休校日にも児童を預かってくれる施設もあります。
　「みんないっしょ〜もがみ子育て応援ガイド〜」に、最上地域の放課後児童ク
ラブの情報を掲載しています。下記のホームページをご覧ください。
　HP・http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026/

mogami-kosodategaido.html

【ホームスタート】　　⇒【子育て支援】の欄参照

【母子健康手帳】
　妊娠を届け出た時に交付されます。ママになるあなたと、6歳になるまでの
子どもの記録を綴っていく大切な手帳です。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、母子健康手帳について掲載しています。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception/conception.html

【ボランティア活動支援】
【YYボランティアビューロー】

　山形県青年の家では、県内地域青少年ボランティア（通称「YYボランティ
ア」）のビューロー（事務局）として、「サークルの活動状況の収集と紹介」や

「サークルの情報交換・発表・交流の場の提供」、「ボランティア体験機会の拡
充」などの支援に取り組んでいます。
山形県青年の家　TEL：023-654-4545　HP・http://seinen.jp/

【山形県ボランティア・市民活動振興センター】
　各市町村社会福祉協議会及び社会福祉法人山形県社会福祉協議会では、ボ
ランティアに関する相談、斡旋・登録などを行っています。
社会福祉法人山形県社会福祉協議会　TEL：023-626-1622
	 HP・http://www.ymgt-shakyo.or.jp/diary.cgi?id=b

【ママの安心ナビゲーション】

　山形県が運営する妊婦さんと赤ちゃんをもつご家族のためのサイトです。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/
問合せ窓口　
　山形県子育て推進部子ども家庭課　TEL：023-630-2260

【最上広域婚活実行委員会：ラブ・アクション】
　最上地域8市町村の広域で組織する「結婚活動（婚活）応援スタッフ」です。各市町村より、子
育て政策担当職員や結婚相談員、町おこし団体のメンバー、イベント企画チーム、地域おこし
協力隊などが結集し、最上地域の独身男女の結婚をサポートしています。

ま行

〈用語集　は行・ま行〉
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TEL：080-8216-8684
HP・http://www.love-action.jp/

【最上消費生活センター】　　⇒【消費者問題の相談】の欄参照

【やまがたイクメン応援サイト】
　男性が積極的に子育てに参加できる環境づくり
のため、イクメンの皆様やご家族、企業の皆様に役
立つ情報を提供しています。
HP・http://ymsc-ikumen.net/

【やまがたおこしあいネット】　　⇒【地域若者活動支援】の欄参照

【やまがた結婚サポートセンター】
　山形県では、若者が結婚を前向きに捉えられるよう意識啓発を進めるとともに、出会い・結
婚につながるサポート体制を充実させ、結婚について社会全体で応援する気運づくりを進め
ています。
　やまがた結婚サポートセンターは、山形県が出会いや結婚を希望する方々を応援するため
に設置した公的な施設です。山形市あこや町にセンターを開設し、お見合い会員の登録を行
い、お見合いの場としてもご利用いただける施設となっております。コーディネーターも常
駐しております。

TEL：023-687-1972
HP・http://ymsc-yamakon.net

【山形県消費生活センター】 　⇒【消費者問題の相談】の欄参照

【やまがた子育て応援パスポート】
　山形県と市町村では、企業や店舗の皆様にご協力いただ
き、やまがた子育て応援パスポート事業を実施しておりま
す。　県内にお住まいの子育て家庭に「パスポートカード」を
交付し、事業に協賛していただいている企業や店舗（協賛店）
でカードを提示するとさまざまなサービスを受けることが
できます。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
 HP・http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kosodate/

shien/7010001kosodateouen-passport.html

【やまがた婚活応援団＋（プラス）】
　出会い・結婚応援活動に非営利で取組んでいる団体（NPO法人、商工会、JA青年部、企業な
ど）、市町村などの方々に、広域的なネットワーク活動を呼びかけ、今後の婚活支援のあり方
などについて協議しながら、出会い・結婚を望む方や家族のための婚活応援運動を展開して
います。
お問合せ窓口　　山形県子育て推進部子育て支援課　　TEL：023-630-2668
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【山形県ボランティア・市民活動振興センター】　⇒【ボランティア活動支援】の欄参照

【やまがた若者チャレンジ応援事業】　　⇒【地域若者活動支援】の欄参照

【ヤングテレホンコーナー】
　山形県警察で実施しているヤングテレホンコーナー（少年相談）は、少年の非行問題や事
件、学校や友達関係の悩みなどについて、子どもや保護者などから電話で相談を受け付けて
います。
　内容によっては、面接相談のほか、家庭訪問や継続的な支援活動も行っています。
　最上地域では、新庄署（TEL:0233-23-4970）が窓口となります。

【幼稚園】　　⇒【保育施設】の欄参照

【予防接種】
　予防接種（ワクチン）は、ウイルスや細菌などの病原体に対して免疫（抗体）をつけるもの
で、感染症から命を守るための非常に効果の高い手段のひとつです。
　お母さんからの免疫は、生後1年以内に自然に失われるので、予防接種で感染症から赤ちゃ
んを守りましょう。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、予防接種について掲載してい
ます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/baby/inoculation.html

【両親学級】
　市町村の保健センターでの母親学級は、県内ではほとんどの市町村において開催していま
す。対象がママだけでなく、パパと一緒に両親学級を実施するところも多くなってきました。
　妊娠中の生活や出産に向けた準備などについて具体的に聞ける機会です。妊娠週数の近い
妊婦さんが集まるので、お友達もできるかもしれません。
　ママの安心ナビゲーションのホームページに、両親学級について掲載してい
ます。
　HP・http://mamanavi.pref.yamagata.jp/htmls/conception_sysytem/

villageschool.html

【YYボランティアビューロー】　　⇒【ボランティア活動支援】の欄参照

【若者が被害にあっている問題商法の例】 　⇒【消費者問題の相談】の欄参照
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