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目　次はじめまして、じぃじ･ばぁばだよはじめまして、じぃじ･ばぁばだよ

　結婚年齢・出産年齢の多様化、共働き世帯の増加、核家族化

など、子育ての状況は大きく変化しました。

　子育ては楽しいけれど、不安もつきもの。そんな時、声をか

けてくれる人が近くにいれば、パパ・ママの不安も軽くなりま

す。そう、一番身近な存在であるじぃじ・ばぁばの出番です！

　パパ・ママだけでなく、「家族の」「地域の」じぃじ・ばぁば

が、一緒に子どもを見守り、子（孫）育てを楽しみ、パパ・マ

マの気持ちに寄り添うことができれば、子どもやパパ・ママは

もちろん、じぃじ・ばぁばも子どもたちから元気をもらって、

一層笑顔になれることと思います。

　この「じぃじ・ばぁばに贈る孫育て本 ～北九州市祖父母手帳

～」は、そんな祖父母世代のみなさまの孫育てを応援していま

す。

　みなさまの存在が、パパ・ママの支えになりますよ。
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１   子育てをサポートする
  ポイントは？

 パパ・ママの気持ちを知ろう。
　せっかくお手伝いしたことに、パパ・ママから「そんな
ことは頼んでいない」などと言われると悲しいですよね。
思いがくい違って、パパ・ママとの関係がぎくしゃくして
しまうことも考えられます。
　子育ての主役は、パパとママ。
　じぃじ・ばぁばは、パパ・ママのサポーターです。
　パパ・ママがどんな子育てをしたいのか、どんなサポー
トをしてほしいのか、事前によく話しておきましょう。

 お互いの気持ちを受けとめよう。
　実際に子育て・孫育てをしていると、親世代・祖父母世
代で考え方ややり方が異なる場合があるかもしれません。
　そんな時、お互いに「違う」とすぐに否定するのではな
く、まずは「そうなの」といったん受けとめてみましょう。
そのうえで、「こんなやり方もあるよ」と提案することがで
きたら、心地よい関係が築けるのではないでしょうか。
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 頼られすぎに注意です。
　仕事が忙しかったりでついつい頼りすぎてしまうパパ・
ママもいるようです。
　できないこと・したくないことは断っていいのです。
　趣味や地域活動など、自分の生活も大事にしましょう。

 一番は「楽しんで！」
　無理はせず、できることをできる時にできるだけ。
　自分も楽しみましょう！

 まずは、笑顔で挨拶から。
　近所を歩いていると、よく見かける親子の顔を覚えてくる
かもしれません。まずは、にっこり笑って挨拶しましょう。
　中には、赤ちゃんと２人きりで、家族以外の大人とほと
んど話すことがないというパパ・ママもいます。また、挨
拶だけでも、地域の方に見守ってもらっていると感じる方
もいます。
　ぜひ声をかけてあげましょう。

地域の孫育ては
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１　子育てをサポートするポイントは？



２   知りたい！子育ての今

　時代の変化にともなって、子育ての方法も少しず
つ変わってきています。また、それぞれの家庭で方
法が違うこともあります。

　そうしたことから、孫育てに踏み出せなかったり、
今どきの子育てに戸惑いを感じられる祖父母世代の
方もいらっしゃるかもしれません。

　でも、大丈夫。
　子どもたちに感じる愛情や、大切に育てる気持ち
は、いつになっても変わりません。

　必要なのは、今どきの子育てを“ちょっと”学ぶ
ことです。
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①  母乳？ ミルク？

　母乳と育児用ミルクのどちらがよいのでしょ
うか。

　また、お風呂上りには水分補給のため白湯や
果汁を飲ませていましたが、母乳やミルクでも
よいのでしょうか。

　親子に合った形であれば、母乳と育児用ミルク
のどちらでも構いません。

　お風呂上りの水分補給は、必ずしも必要ではあ
りません。与える場合は、母乳またはミルク、白
湯や麦茶などにします。

　果汁については、
11ページをご参照く
ださい。
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②  布おむつ？ 紙おむつ？

　紙おむつは快適なので、おむつ外れが遅くな
ると聞いたことがありますが、布おむつと紙お
むつどちらがよいのでしょうか。

　今は高性能の紙おむつが販売され、布おむつ
の使用はほとんどなくなりましたが、紙も布も
それぞれ長所・短所があります。どちらか一方
に決めず、屋内・外で使い分けもできます。
　でも、どちらを使うかを決めるのは、あくま
でもパパ ･ママですよ。
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２　知りたい！子育ての今



③  抱っこ・抱きぐせ

　抱きぐせがつくからあまり抱っこしないほう
がよいと聞いたことがありますが、本当です
か。

　赤ちゃんは、抱っこされることで心が安定
し、情緒豊かに成長します。抱くことがくせに
なることはありません。
　でも、じぃじ・ばぁばは、体調に気をつけて無
理をしないでくださいね。
　また、赤ちゃんを強く揺さぶると、未発達な
脳に出血を生じさせ、脳の障害を起こす場合が
あります。（揺さぶられ症候群）
　抱っこをする際には、頭と腰をしっかりと支
えて優しくあやしてくださいね。
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２　知りたい！子育ての今



④  おっぱい（ミルク）を
　  やめる時期は？

　ある時期がきたら、「断乳（卒乳）」したほう
がよいのでしょうか。

　以前は「断乳」という考え方がありました
が、今は、いつまでにやめないといけないとい
う決まりはありません。
　パパ・ママが赤ちゃんやママの状態をみなが
ら考えるので、じぃじ・ばぁばはパパ・ママの
考えを尊重しましょう。
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２　知りたい！子育ての今



⑤  食事をかみ砕いて
　  あげるのはＯＫ？

　食べやすいようにするため、大人がかみ砕い
たものをあげてもよいのでしょうか？

　虫歯菌や、胃潰瘍などの発生原因と考えられ
ているピロリ菌は、保有者である大人のだ液を
通して感染するといわれています。
　大人がかみ砕いた食べ物を与えると、感染の
可能性が高くなりますのでやめましょう。
　おはしやスプーンなども、同じものを使わな
いように気をつけましょう。
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２　知りたい！子育ての今



　食物アレルギーって、そんなに気にしないと
いけませんか。

　食物アレルギーは、特定の食物が原因で、じん
ましんやかゆみなどの症状が起こります。乳幼児
期は、鶏卵や乳製品などが原因となることが多い
ですが、成長とともに食べることができるように
なる食品もあるといわれています。
　重篤な症状（アナフィラキシー）を発症する子
どももいます。パパ・ママからよく聞いて、食べ
させてよいものかどうか、確認するなど十分に注
意する必要があります。
※ 初めて与える食品は、パ
パ・ママに相談し、少量ず
つ与え、子どもの様子を見
ながら量を増やしていきま
しょう。

⑥  食物アレルギー

えび かに

小麦 そば

乳製品 落花生

卵
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２　知りたい！子育ての今



　子どものいない場所での喫煙は問題ないです
か。換気扇の下やベランダで喫煙すれば大丈夫
ですか。

　子どもが受動喫煙（他の人が吸ったたばこの煙を吸
い込んでしまうこと）から受ける健康被害は、大人以
上に深刻です。子どもの健康被害として、乳幼児突然
死症候群（ＳＩＤＳ）、呼吸器症状（咳、たんなど）、
気管支炎、肺炎などの呼吸器疾患、中耳炎などがあり
ます。
　換気扇の下での喫煙でも、煙は全て排気される訳で
はなく、ベランダでの喫煙では、サッシは閉まってい
ても、上下のレールとサッシの隙間から、たばこの煙
は入り込んできます。
　喫煙直後の息には、喫煙時と同等の有毒ガスが含ま
れています。髪の毛や衣服などに付着した残留たばこ
成分（たばこ臭）にも受動喫煙と同様に気をつける必
要があります。
　なお、電子たばこも同様です。

⑦  たばこが子どもに及ぼす影響
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２　知りたい！子育ての今



 離乳食開始前の果汁
　以前は育児用ミルクで不足していたビタミンＣの補給
やミルク以外の味に慣れるなどの目的がありました。
　今は、母乳・ミルクに十分栄養が入っていることや、
果汁は糖分が多く、飲むと母乳・ミルクを飲む量が減る
などの理由から、与える必要はないとされています。

  食べ物
　アレルギーの出やすいもの（９ページ参照）にはご注
意を。また、はちみつは乳児ボツリヌス症予防のため、
満１歳までは使わないでください。ナッツ類などは誤嚥・
窒息の危険があるので特に注意してください。

 寝かせる姿勢
　乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）予防のため、１歳に
なるまでは、寝かせる時あおむけに寝かせましょう。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
（厚生労働省）

 日光浴
　オゾン層の破壊で紫外線量が増えたことから、紫外線
が強い時間帯（１０時～１４時）の外出はなるべく避け、
帽子などで直射日光を受けないよう工夫してください。

 チャイルドシート
　チャイルドシートは、道路交通法で６歳未満の乳幼
児の使用が義務づけられています。祖父母の車に乗る
ときにも、当然必要です。「泣いてかわいそう」と思わ
ずに、子どもの安全のため、必ず使用しましょう。

⑧  その他豆知識
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２　知りたい！子育ての今



  大切な命が不慮の事故で失われています。
　子どもの死因のうち、不慮の事故が大きな比率を占めて
います。大人が、子どもの目線に立って環境を整えること
で、事故を防ぐことができます。

 知っていますか？子どもの視野。
　子どもの視野は、大人の約半分しかありません。この差
が危険を察知する差になり、事故につながるおそれがあり
ます。室内でも、段差によるつまずきなど、思わぬ事故が
起こっています。子どもの目線で危険箇所をチェックし、
安全対策を行いましょう。

　「北九州市立子育てふれあい交流プラザ」（元気のもり）
に、家庭内での事故を防ぐ方法を学ぶことのできるモデル
ルーム「セーフキッズ」を設置しています。祖父母世代の
訪問も大歓迎です。ぜひ一度お越しください。 
ＴＥＬ　０９３－５２２－４１５０
（Ｐ１６参照）　http://www.kosodate-fureai.jp/

３   孫を預かるときに
  気をつけること
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３　孫を預かるときに気をつけること



４   もしものときの相談先
 区役所（健康相談コーナー）

　発育・発達、離乳食や食事などの相談に、保健師・看護師・栄養士などの専
門職が応じます。
門  司  区 ０９３－３３１－１８８８　　　　　小倉北区 ０９３－５８２－３４４０
小倉南区 ０９３－９５１－４１２５　　　　　若  松  区 ０９３－７６１－５３２７
八幡東区 ０９３－６７１－６８８１　　　　　八幡西区 ０９３－６４２－１４４４
戸  畑  区 ０９３－８７１－２３３１

 区役所（子ども・家庭相談コーナー）
　専門の相談員が、家庭の心配ごとや子どもの養育上の問題等のいろいろな相
談に応じます。
門  司  区 ０９３－３３２－０１１５　　　　　小倉北区 ０９３－５６３－０１１５
小倉南区 ０９３－９５１－０１１５　　　　　若  松  区 ０９３－７７１－０１１５
八幡東区 ０９３－６６１－０１１５　　　　　八幡西区 ０９３－６４２－０１１５
戸  畑  区 ０９３－８８１－０１１５

 子育てや育児に関する相談
●２４時間子ども相談ホットライン【２４時間３６５日対応】
０９３－８８１－４１５２
　子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等に、専門の相談員が２４
時間電話で応じます。

●子育て支援サロン“ぴあちぇーれ”【１０時～１７時】
０９３－５１１－１０８５（休業日：第１・３火曜日・年末年始）
　保育士等の資格を持つコーディネーターが育児の悩み・相談に応じます。

 医療に関する相談窓口
●夜間・休日急患センター内テレフォンセンター【２４時間３６５日対応】
０９３－５２２－９９９９
　時間帯・症状に合わせた医療機関の紹介や簡単な医療相談を行っています。
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５   孫と出かけよう

★ 他にもいろいろあります。１９ページで紹介しています市ホームページ「子育てマップ北九州」で探してみて
ください。
★施設料金（年長者施設利用証等の提示を含む）は、令和４年４月時点の情報です。
★開館時間、休館日等につきましては、各施設におたずねください。

 子育てふれあい交流プラザ “元気のもり”

小倉北区浅野３丁目８番１号
ＡＩＭビル３階
０９３－５２２－４１５０

大人２００円、子ども１００円

 九州鉄道記念館

門司区清滝２丁目３番２９号
０９３－３２２－１００６

大人３００円、中学生以下１５０円、４歳未満無料
※ 年長者施設利用証等で６５歳以上であることが確認できる場
合は、入館料が２割引（２４０円）になります。

 子どもの館ＨＯＷ！？

八幡西区黒崎３丁目１５番３号
ＣＯＭ  ＣＩＴＹ ７階
０９３－６４２－５５５５

１日フリーパス　大人５００円、子ども３００円

 グリーンパーク

若松区大字竹並１００６
０９３－７４１－５５４５

大人１５０円、小・中学生７０円、幼児無料

 いのちのたび博物館

八幡東区東田２丁目４番１号
０９３－６８１－１０１１

常設展観覧料　大人６００円、小・中学生２４０円、
小学生未満無料
※ 公的機関が発行した証明書（住所・氏名・生年月日の記載が
あるもの）で６５歳以上であることが確認できる場合は、常
設展観覧料が７割引（１８０円）になります。

 スペース LABO

八幡東区東田４丁目１番１号
０９３―６７１－４５６６

常設展示　　　  大人 400 円  中高生 300 円  小学生 200 円
プラネタリウム  大人 600 円  中高生 300 円  小学生 200 円
※ 市内等にお住まいの 65 歳以上の方、障害者手帳等をお持ち
の方は減免があります。詳しくはホームページでご確認くだ
さい。（証明できるものを窓口でご提示ください）
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６   その他、お役立ち情報

 北九州市こそだて情報
　北九州市の子育てに関する支援制度や相談窓口の
情報をまとめた情報誌です。区役所保健福祉課、子
どもの館、子育てふれあい交流プラザ元
気のもりなどで配布しています。
　ホームページでもご覧いただけます。

 わらべの日
　毎月第２日曜日の「わらべの日」に、中学生以下の
子どもを連れて、協力施設や店舗を利用
すると、料金割引などの各種サービスが
受けられます。

 赤ちゃんの駅
　外出時、気軽に、授乳・オムツ替えのできる場を「赤ちゃんの駅」
として登録し、スペースを提供しています。
　設置場所は、公共施設やショッピングセンターなど。
　ピンク色のロゴマークを探してみてください。
　なお、登録場所は、ホームページ「子育てマップ北
九州」でも確認できます。

 子育てマップ北九州
　子育てに関する施設や市の支援サービスなどを提供するウェブサ
イトです。
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７   知っていますか？子どもの権利

「子どもの権利条約」は、世界中の子どもたちが持っている権
利を定めたもので、日本や多くの国が「子どもの権利条約」を
守る約束をしています。条約に定められている子どもの権利
は、大きく分けて次の 4つです。

参考資料：日本ユニセフ協会ホームページ

生きる権利

育つ権利

守られる権利

参加する権利

しっかり食べたり、眠ったり、病気やけがを
したら治療を受けられること など

遊んだり、勉強したり、
休んだりできること など

いじめや暴力で、心も体も傷つかないように
守られること など

自由に意見を言ったり
聞いてもらえること など

©ていたん＆ブラックていたん,北九州市
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８   緊急時連絡先など（メモ欄）
 孫の名前

 生年月日

 預かるときに
　   気をつけること

 かかりつけ医 （病  院  名）

（住　　所）〒

（電話番号）

 保育所・幼稚園など

 孫の名前

 生年月日

 預かるときに
　   気をつけること

 かかりつけ医 （病  院  名）

（住　　所）〒

（電話番号）

 保育所・幼稚園など
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 パパの携帯電話

 ママの携帯電話

 パパ・ママの自宅の電話

 メモ
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８　緊急時連絡先など（メモ欄）



孫育て本
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