あなたのお家は大丈夫？

火 災 の備えは日頃から
これからの採暖期は、特に火災が起こりやすくなります。
火災の多くが、ちょっとした不注意や気のゆるみによる「うっかり火災」です。
日頃から防火チェックを行い、安心・安全な暮らしが送れるように家族みんな
で心掛けましょう。

消防局予防課 ☎４93－4141

平成30年度全国統一防火標語

平成30年の市内での火災状況（ ９ 月３０日現在）
火災発生件数 … 52件（うち、住宅からの火災が21件）

忘れてない？
サイフにスマホに
火の確認
住宅用火災警報器

市内での主な火災発生原因
₁位 たばこ……………………………………10件
₂位 配線器具…………………………………₄件
3 位 こんろ、電気機器、たき火、火入れ……各₃件

を設置しましょう

全ての住宅において、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
市内でも、住宅用火災警報器を設置していたことで火災を未然に防ぐこと
ができ、大事に至らずに済んだ事例があります。まだ設置していない場合
は、早急に設置してください。
設置済みの場合でも、定期的に作動確認や掃除を行い、10年を目安に取
り換えましょう。

消防・防災フェア2018

を開催します

消防活動に関連した体験型イベントなどに参加し、防火・防災への意識
を高めましょう。
日時

11月23日㈷10：00～14：00

場所

グランドプラザ
（総曲輪三丁目）

内容

レスキュー体験、はしご車試乗体験、大声体験、消火用ホース延長体
験、
消防士なりきり写真撮影、
お楽しみ抽選会

ステージ

▲レスキュー体験

など

●

富山市消防音楽隊による演奏

●

桜谷保育園・めぐみこども園の幼年消防クラブ員による演技

●

コンプレッサーさんによるマジックショー

●

mioさんによるバルーンショー

ミ オ

富山消防署査察課 ☎４93－4873
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▲消火用ホース延長体験

わが家の

防 火 チェック診断

次のチェック表で、
当てはまるものにチェックをつけ、自宅の状況を確認してみましょう。
チェックできなかった項目を改善することが、
火災予防につながります。

こんろ

たばこ

□ 周りに燃えやすいものを置いていない。
□ そばを離れるときは、
必ず火を消している。
□ こんろ周りやグリル内を定期的に掃除している。
□ そで口がゆったりした服装で調理をしていない。
□ Siセンサーなどの安全装置がついたこんろを
使用している。

□ 寝たばこはしていない。
□ 灰皿に火のついたたばこを放置していない。
□ くずかごに吸殻を捨てていない。
□ 灰皿に吸殻をためず、
こまめに捨てている。
□ 吸殻は水に濡らしてから捨てている。

放火

ストーブ

□ 家の周りに可燃物を置いていない。
□ 郵便ポストに新聞などをためていない。
□ 物置や車庫は施錠している。
□ ゴミは収集日の朝に出している。
□ 照明器具を取り付け、建物周囲を明るくしている。

□ 使いはじめるときに点検している。
□ 燃えやすいものを近くに置いていない。
□ 就寝前や外出時には火を消している。
□ 給油は、
火を消してから行っている。
□ 給油後、
タンクのふたは確実に閉めている。

電気
！

□ たこ足配線はしていない。
□ プラグなどにほこりがたまっていない。
□ コードを引っ張ってプラグを抜いていない。
□ コードを束ねたまま使用していない。
□ コードが家具などの下敷きになっていない。

電気機器による火災が増えています

◆電磁調理器
（IHクッキングヒーター）

スマートフォンやノートパソコンなどに使

思われがちですが、使用方法を誤る

われているリチウムイオン電池は、ショートす

と火災が発生することがあります。

ると激しく燃焼することがあります。

＜火災を防ぐポイント＞
● 電磁調理器に対応した調理器具を使用する。
●

◆リチウムイオン電池

電磁調理器は火災が起こらないと

＜火災を防ぐポイント＞
● 電池が膨らんでいる場合は交換する。

揚げ物などをする際には、少量の油で調理し

●

電池に衝撃を与えたり、強く押したりしない。

ない。

●

異常な発熱がある場合は、直ちに使用を中止する。

平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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まちなか総合ケアセンター は
子育てや在宅医療を応援します

まちなか総合ケアセンター（総曲輪四丁目）では、

乳幼児から高齢者、障害者など、全ての方が安心して

暮らせるよう、さまざまなサポートを行っています。

まちなか総合ケアセンター ☎４61－3603

http://machinaka-care.city.toyama.lg.jp/

産後のママをサポート

働くパパ・ママをサポート

産後ケア応援室

病児保育室

「授乳がうまくいかない…」
「初めての育児で不安…」
そのような産後ママの心身の休養と体力回復を支

援し、
明るい気持ちで安心して子育てできるよう、助
産師がサポートします。

【ママ同士の交流の場 子育て教室】
助産師から育児に関す

る話を聞き、ママ同士の

交流を図る「子育て教室」
も開催しています。

「子どもが急に熱を出した」
「でも、仕事を休めない…」
こんな時に便利な
「病児保育」
をご存じですか。

病児保育室では、通常の病児保育に加え、お迎え型

の病児保育を実施しています。

【お迎え型病児保育とは】
保育所などでお子さんが急に体調を崩した時、仕

事の都合などで迎えに行けないご家族の代わりに、
スタッフがお子さんを迎えに行きます。かかりつけ

医を受診した後、病児保育室で保育看護を行います。

◀ママ＆ベビー体操

産後ケア応援室 利用者の声

お迎え型病児保育 利用者の声

●優しく温かい言葉をかけていただき、心も体も休
息できました。

●病院まで連れて行ってもらえるのは、非常にあり
がたいです。

●納得いくまで答えてくださる助産師の方に感謝し
ています。

●仕事を休まなければならない精神的ストレスから
解放されました。

産後ケア応援室

☎461－3541

☎461－4801

まちなか診療所

多世代の交流の場

「住み慣れた自宅で
最期まで自分らしく過ごしたい」

まちなかサロン

そのような患者さんやその

多世代にわたる市民の皆さんの交流の場として、自

主的な活動を行えるスペースを無料で開放しています。
【さまざまな場面で利用できます】

健康や医療、子育てな

どに関する情報を発信す

る講座や、地域のサーク
ル活動など、さまざまな
▲体操サークル活動

病児保育室

用途で利用可能です。

ご家族の思いを受け止め、在
宅療養をサポートします。

▲診療の様子

医療介護連携室
まちなか診療所

☎461－3618
☎461－3619

こども発達支援室
心身の発達が気になるお子さんに関する相談に応

じ、家庭での関わり方や遊び方などへの支援を通し
て、発達を促すサポートを行います。

まちスポとやま
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☎461－3332

こども発達支援室

☎461－５４７０

11月は「児童虐待防止推進月間」

ストップ！児童虐待
子どもを虐待から守るのはあなたです
つな

「未来へと 命を繋ぐ 189（いちはやく）
」
（平成30年度「児童虐待防止推進月間」標語）

子どもへの虐待とは

本来子どもを守るべき保護者（親や親に代わる養育者）

が、子どもの身体や心を傷つけることをいいます。

身体的 虐待
・なぐる、
ける、
首をしめる、
激しく揺さぶる
・やけどを負わせる、
溺れさせる
・戸外に閉め出す など

ネグレクト（養育保護義務の拒否・怠惰）
・食事を十分に与えない、
入浴させない
・極端に不潔な環境の中で生活させる
・病気になっても病院に連れて行かない
・家や自動車の中に放置して出かける など

心理的 虐待
・言葉による脅し、
脅迫や暴言
・無視したり、
拒否的な態度をとる
・目の前でDV
（ドメスティック・バイオレンス）
を見せる
・きょうだい間で差別的扱いをする など

性的 虐待
・性的ないたずらや、
性的行為を強要する

・わいせつな写真の被写体になることを強要する など

子どもを
虐待から守るためには
子どもの様子がおかしいなど
「虐待かも」と思ったら、
迷わずに連絡してください。

Q. もし、連絡した内容が間違っていたら？

責任を問われることはありません。あなたのその

連絡が、
子どもを救う手がかりになります。

Q. 連絡を受けたらどのような対応をするの？
市または児童相談所の職員が、対象となる子ども
の安全を確認するための調査を行い、保護者の相談
にも応じます。

子どもを健やかに育むために
～愛の鞭ゼロ作戦～
む ち

子育てでしつけと称してたたいたり怒鳴ったりすることは、
子どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼして
しまう可能性があります。最初は
「愛の鞭」のつもりでも、いつ
の間にか虐待へとエスカレートしてしまうこともあります。
【子どもを健やかに育むには】
子どもは、親に恐怖を持つと、SOS を伝えられなくなります。
イライラが爆発しそうなときは、一度その場を離れ、クールダ
ウンしましょう。また、子どもの気持ちに寄り添いながら、育
ちを応援しましょう。

子育てに悩んだり
することはありませんか？
子育ては楽しいことばかりではなく、
つらいことや大変なこともあります。
こども育成健康課
（市役所₃階）
、子育て支援センター、各保
健福祉センター、
民生委員・児童委員など、
あなたの周りには身
近な相談相手がたくさんいます。困ったときは、ひとりで悩ま
ず、
気軽に相談してください。

虐待かも
と
思ったら
お住まいの地域の児童相談所につながります。

※一部のIP電話からはつながりません。※通話料がかかります。

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
こども育成健康課 ☎４４３－２０３８
各行政サービスセンター担当課
大沢野（細入）☎４６７－５８３０ 大山
☎４８３－１２１４
☎４５５－２４６１ 婦中（山田）☎４６５－２１１４
八尾
富山児童相談所

☎４２３－４０００
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