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妊娠各期 妊娠初期 妊娠中期 妊娠後期

妊娠月 2か月 ３か月 4か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 １０か月

妊娠週数

分娩分類 流産 早産 正期産

妊婦健診間隔 ４週間に１回 ２～４週間に１回 ２週間に１回 1週間に１回

働く女性のために
・母性健康管理指導事項連絡カードの利用（母子健康手帳９２ページ）
　妊娠中及び出産後の健診にて,通勤や働き方について指導を受けた場合,
　これを事業主へわかりやすく伝えるために使用します

相談について 妊娠中の過ごし方や産後の育児について不安のある方は,電話相談や保健師の家庭訪問を御利用ください　電話０１６６－２６－２３９５

・しっかり休息,睡眠をとりましょう
・体重増加が順調か確認しましょう　　　　　　　　　　　　

・お子さんのアレルギーについて
　妊娠中からの食事アドバイス　　　　　　　　　

利用出来る　　
サービス

・地域子育て支援センター,子育てサロンなど
（妊婦さん向けの講座,イベントもあります）

・産前・産後ヘルパー
（家事や育児のお手伝いをします）

・妊婦とそのパートナーの保育体験
（市内の保育園で実施しています）

生活アドバイス　
（母子健康手帳に

目を通しましょう）

・激しい運動,重い荷物を持つのは避けましょう
・つわりがある時は食べたいときに食べられる
　ものを食べましょう
・禁酒,禁煙をしましょう
・妊娠中の心身の安定には,夫や家族の理解と
　協力が必要です
　パートナーは妊婦をいたわり,ねぎらい,家事を
　積極的に行いましょう

・栄養のバランスを
　考えた食事を取り
　ましょう
・歯科健診を受けま
　しょう

・体重増加が順調かどうか確認しましょう
・貧血予防につとめましょう
・適度に体を動かしましょう（妊婦体操など）
・お腹が張るときはしっかり休息をとりましょう
・母親学級や両親学級を受けましょう（出産する病院で確認しましょう）

手続きや　　　　
準備について

□妊婦健診・分娩場所を決めます
□出産予定日が決まりましたら,市
　役所又は各支所で妊娠の届出を
　行い,母子健康手帳と妊産婦健康
　診査受診票を受け取りましょう □産後のサポート体

　制について家族
　と確認しましょう 

□里帰り出産の方は出産
　する病院を探し,分娩
　予約をしましょう
□お仕事をされている方
　は出産予定を職場に伝
　え,休業等の調整をしま
　しょう　　　　　　

□里帰り出産の方は病院
　と帰省時期を確認し,
　準備をはじめましょう
□家族等と出産前後の過
　ごし方,緊急連絡先,サ
　ポートについて具体的
　に話し合いましょう

□お産と育児の準備をし
　ましょう
□病院の受診方法や連絡
　について確認しましょ
う

□お産の準備：入院時に必要な物品について病院に確認
　し,準備しましょう
□育児の準備：退院後すぐに必要な物品を確認し,準備し
　ておきましょう
□入院方法やお産の流れについて確認しましょう
□お仕事が産休に入った方は休息をとりつつ,赤ちゃんを
　迎える準備をしましょう

保育体験サロン支援ｾﾝﾀｰ

受診票手帳

マタニティ＆子育てサポートプランシート
旭川市では妊娠期から子育て期まで，安心して子育てができるよう切れ目ない支援を行っています

このシートと「子育てガイドブック」をぜひご活用ください

ママの

お名前

お子様の

お名前
妊娠中の過ごし方や子育てでお困りのことがありましたら御連絡ください

旭川市役所　母子保健課　　　　電話（０１６６）２６－２３９５

旭川市子ども総合相談センター　電話（０１６６）２６－５５００

プラン作成日　　年　　月　　

出産予定日　Ｒ　 .　 .　 生年月日　Ｒ　  .　　.　

QRコードで市のホームペー

ジを見ることができます

妊娠期

・保育所等への入所申請

認可保育所等入所の申請は妊娠中から可能です（保育給付係２５－９８４５）



２歳

０か月 １か月 ２か月 ３か月 ４か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 １歳 １歳６か月 ２歳 ３歳 ３歳６か月

・家庭で,お手伝い
　など役割を持ち
　楽しく取り組める
　ようにしましょう
・友達と遊ぶ機会を
　積極的につくり
　ましょう

お子さんの年齢 ０歳 １歳 ３歳

お子さんの月齢

・予防接種が始まります,出生届出時にお渡しする「予防接種のしおり」を確認しましょう（保健予防係：２５－９８４８）　　　　　　　　

□こんにちは赤ちゃん訪問
赤ちゃんの生まれた全てのご家庭に
保健師・助産師が訪問します

手続きについて

育児のしおり　　　　
（母子健康手帳に

目を通しましょう）

・赤ちゃんは外の世界に慣れていく
　大切な時期です
・この時期は授乳以外のほとんどの
　時間を眠って過ごします
・お父さんもオムツ替え,沐浴,だっこ
　であやすなど積極的に育児に参加
　しましょう
・睡眠時は仰向けで寝かせましょう

・赤ちゃんにとって泣くこと
　はコミュニケーションです
・うつぶせ運動や遊びの中で,
　首のすわりや全身運動の
　発達を促しましょう

・赤ちゃんはだっこが大好き
　です
　十分にあやして安心させたり,　　
　たくさん話しかけて遊びま
　しょう
・少しずつ遠出ができるように
　なります
　外出時は母子健康手帳や保険
　証を持ち歩きましょう

・ハイハイなど移動がで
　きるようになると,転落,
　誤飲などの事故予防が
　重要です
・お母さんがお父さんに
　赤ちゃんを任せて外出
　できるようになると,
　お母さんも助かります

・自分でできることが増え自我
　が芽生えます
　やる気を育てる声かけをしま
　しょう
・少しずつオムツを取る練習を
　始めましょう
・むし歯予防が大切です
・絵本を読んでお話ししましょ
　う

・体を動かして遊び,生活
　リズムを整えましょう
・自己主張が始まります
　まず耳を傾けて優しく
　対応しましょう
・危ないこと,いけないこと
　は,なぜいけないのか伝え
　わかったら褒めましょう

産後の
生活アドバイス

・産後お母さんのからだは回復のた
　め,十分な休息,バランスの良い食事
　と水分補給が必要です

・赤ちゃんと一緒にお昼寝を
　するなどゆったり過ごせる
　ように心がけましょう　　　　　　　　　　　　

・出産前のからだに完全に戻るには,半年～1年ほどかかります
・ネットスーパーや宅配など,買い物の方法も便利なものがたくさん
　あります

もしものときは
北海道小児救急電話相談　＃8000
夜間急病センター（市立病院内）25－0297
当番医療機関のご案内
0120－20－8699（一般電話）　011－221－8699（携帯電話）

    　　                   
□一時預かり保育
　　(日中に保育施設でお子さんをお預かりします）

□うぶごえへの贈りもの
　（赤ちゃんに絵本をお贈りします）

□離乳食教室（栄養係：２３－７８１６）
□ショートステイ・トワイライトステイ
　（一時的にお子さんの養育が困難になった時に一定期間お預かりします）

□ファミリーサポートセンター事業
　（保育園，学校の送り迎えや預かりなど）

　　　　　□育児サークル・多胎サークル　　  　 　　    　□地域子育て支援センター　       　　　　  □子育てサロン　　         　　  □児童センター

子育て・健康
相談窓口

　□窓口相談　　　　□電話相談　　　　□オンライン相談　　　　　　　　お気軽に御利用下さい　旭川市子育て支援部母子保健課　電話０１６６－２６－２３９５

４歳から５歳

産後２週間ころ

産婦健診
医療機関で赤ちゃんとお
母さんの健診を受けま
しょう

新生児聴覚検査
出生後２～3日頃実施し
ますので，できるだけ早
く受けましょう

産後１か月ころ

産婦健診
医療機関で赤ちゃんと
お母さんの健診を受け
ましょう

４か月児健診

（日程の３週間前にお手
紙でお知らせします）

子育て健康相談（予約制）
お子さんの身長，体重測定，育児相談，
栄養相談，歯科相談などを行っています

１歳６か月児健診
（日程の３週間前にお手
紙でお知らせします）

３歳６か月児健診
（日程の３週間前にお手紙で
お知らせします）

発達支援相談
お子さんの発達についてお気軽に御相談ください保育所等に訪問し
お子さんの様子を見せていただいた上で御相談に応じる
子ども巡回相談も行っています
子ども総合相談センター：２６－５５０１股関節脱臼検診

整形外科で受けましょう

利用できる
サービス

□こども緊急さぽねっと
（子どもの病気や保護者の急な用事などの場合に子どもを預けることができます）

健診・家庭訪問等

□仕事復帰の予定のある方は保育園等の申し込み

　について確認しておきましょう

子育て支援ナビゲーター：２５－６８８８

保育給付係：２５－９８４５

給付係

QRコードで市のホームページを見ることができます産後～子育て

国民健康保険のページです,それ以

外の方は,職場等にご確認ください

①出生届の提出

②赤ちゃん訪問申込み

　（出生連絡はがき）

③こども医療費助成の申請

④児童手当の申請

⑤健康保険の加入　　　　　　　

⑥出産育児一時金の申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦未熟児を出産された方　　　　　　　　

⑧ひとり親の方

□産前・産後ヘルパー
　　(家事・育児のお手伝い）

□　産後ケア事業　
　(産後の体調管理, 育児相談）　

①出生届

ナビゲーター

②赤ちゃん訪問 ③医療費 ④児童手当 ⑤健康保険 ⑥一時金 ⑦未熟児 ⑧ひとり親

①,②はお誕生日から１４日以内，③～⑧は１ヶ月くらいを目安に，なるべく早く手続きしましょう

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です


