
言葉で注意したけど言うことを
聞かないので、頬を叩いた

大切なものにいたずらをしたの
で、長時間正座をさせた

友達を殴ってケガをさせたので、
同じように子どもを殴った

宿題をしなかったので、夕ご飯
を与えなかった

掃除をしないので、雑巾を顔に
押しつけた

他人のものを取ったので、お尻
を叩いた

西庁舎：第 1・3金曜日　東庁舎：第 2・4金曜日
内　　容

　
戸籍・住民票・税務などの証明書発行、印鑑登録、市税など
の収納

延長時間　午後 7時 30分まで

開庁時間　午前 8時 30分～午後 5時 15分
閉 庁 日　土、日、祝・休日、年末年始（12月29日～1月3日）

まずはアプリを
ダウンロード！

スマホで「広報北名古屋」
 窓口延長（祝・休日、年末年始は除く）

市役所の業務案内

マークについて  とき　  ところ    内容 　  対象　　  定員
 申込み 　  問合せ

電話 ファクス メール ホームページ 西庁舎 東庁舎
 参加費・入場料・利用料 　  持ち物 　

今月の表紙

市の人口・世帯数

市ホームページ「防
災マップ」の内水・洪
水・地震のハザード
マップはこちらから。

ハザードマップを確認しよう

登録すると、市から
防災・気象・地震など
の情報が配信されま
す。

災害情報がメールで届く

10月１日現在

総人口
男　性 
女　性
世帯数
（　）内は前月からの増減

今月の内容Contents

　体温を素早く確認できる検
温モニタ。新型コロナウイル
ス感染症とインフルエンザの
流行に備えて、日々の対策は
まだまだ欠かせません。詳し
くは「ふぉとれぽ」へ。

86,243人
43,364人
42,879人 （－2）

（＋22）
（＋20）

（＋38）37,352世帯 

特集　STOP! 児童虐待　みんなで守ろう！子どもの笑顔
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う公共施設利用・イベ
ント中止など
歴史民俗資料館特別展／技能五輪・アビリンピックライブ配信
文化協会合同作品展／男女共同参画セミナー
不育症治療費助成制度／一般不妊治療費助成制度
安全運転支援装置設置費用補助／園芸・除草ボランティア募集
スポーツ協会シンボルマーク募集
AI 総合案内サービスを開始します／認知症講演会
マイナンバーカード休日臨時交付窓口を毎月行います
小・中学校新１年生は一部の地域に限り就学校を変更できます

今月のカレンダー
来月の予定／今月の納税・納付など／休日診療／
公共施設などの連絡先
母子保健事業・成人保健事業／
子ども・子育て・教育に関する相談
子育て支援センター子育て情報／子育てひろば
ふぉとれぽ Photo×Report
図書館×昭和日常博物館 Selection･Column

暮らしの情報
催し／講座／募集／お知らせ／食改さんのおすすめレシピ／
障害者・福祉に関する相談／
暮らし・仕事・まちづくり・行政に関する相談
Zoom in 北名古屋／公共施設利用抽選会／
市内の交通事故・窃盗犯発生状況／編集後記
市民記者レポート「ハンズ」

トピックス
3～6
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8
9
10
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14
15

16～17

18

19
20
21

22～29

30

31

　新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、自宅で過ごす時間が増える中、「イライラして子どもにあたっ
てしまった」「つい怒鳴ってしまった」などということはありませんか。いつもと違う生活環境は、子どもに
も大人にもストレスや不安を生むものです。
　児童虐待防止推進月間である今月は、子どもへの体罰をしないようにするにはどうしたらよいかについ
て、特集します。
問合せ　家庭支援課

保護者のみなさん、
お子さんにこんなことをしたことありませんか

特 集

つい、しかたなく…でもこれらの行為はすべて「体罰」＝「虐待」です

11月は児童虐待防止推進月間です
みんなで守ろう！子どもの笑顔

児童虐待ＳＴＯＰ！

〇殴る、蹴るなどの暴力をふるう
〇冷たいシャワーを浴びせる
〇やけどを負わせる
〇戸外に閉め出す
　　　　　　など　

児童虐待は大きく４つに分けられますが、これらが重複して起きていることが少なくありません。

身体的虐待

〇無視する
〇言葉で脅したり、罵声を浴びせる
〇他のきょうだいと著しく差別する
〇子どもの前で配偶者などにDV
（暴力・暴言・無視）などをする
　　　　　　　　　　　　　など

心理的虐待
〇性的関係を強要する
〇性器や性交を見せる
〇ポルノの被写体にする
　　　　　　　　　など

性的虐待

〇適切な衣食住の世話をしない
〇学校に登校させない
〇病気になっても病院に連れて
行かない
〇家や車に残したまま外出する
　　　　　　　　　　　　など

ネグレクト
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どうして体罰などをしてしまうのか　その背景

「しつけ」のつもりでも…

体罰・暴言は子どもの脳の発達に深刻な影響を与えます

●相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえ
たという体験によって、子どもは、気持ちが落
ち着いたり、大切にされていると感じたりしま
す。

●子どもに問いかけたり、相談をしながら、どう
したらよいかを一緒に考えましょう。

●子どもの年齢や成長・発達の状況によって、でき
ることとできないことがあります。また、大人に
言われていることが理解できないこともありま
す。

●子ども自身が困難を抱えているときは、それに応
じたケアを考え対応しましょう。

●乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにす
るなど、叱らずにすむ環境づくりを心がけましょ
う。子どもが困った行動をする場合、子ども自身
も困っていることがあります。

●子どもが自分でできるような環境作りを工夫して
みましょう。

●子どもに伝えるときは、「走るな」と大声で怒鳴るよ
りも、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をす
べきかを具体的に、また、穏やかに、より近づい
て、落ち着いた声で伝えると、子どもに伝わりや
すくなります。

●「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、
やり方を示したり教えたりするのもいいでしょ
う。

●子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこ
ともあります。時間的に可能なら待つことも一案
です。難しければ、場面を切り替えるなど、注意
の方向を変えてみてもよいでしょう。

●子どもが好きなことや楽しく取り組めることなど、
子どものやる気が増す方法を意識してみましょ
う。

●保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、
言われていることを子どもが理解できていない、
体調が悪いなど、理由はさまざまです。

●「イヤだ」というのは、子どもの気持ちです。こう
した感情を持つこと自体はいけないことではあり
ません。重要なことでない場合、今はそれ以上や
り合わない・・・というのも一つです。

　子どもにとって、保護者の言葉はとても強い影響力をもっ
ています。悪気はなくても、不注意な言動によって、子ども
の心を傷つける場合があることを知っておきましょう。
お子さんにこんな言い方してませんか

思わず口にした言葉が、子どもの心を傷つけます

　最近の研究で、子ども時代に言葉の暴力を受けることで、聴覚をつかさどる脳の容積が異常になったり、
厳しい体罰により、感情・理性をつかさどる脳が委縮するなど、子どもの脳への影響が大きいことがわか
ってきました。

「脳が傷つくことによる影響」
○保護者との信頼関係が築きにくくなる
○アルコール・薬物依存などの問題行動をおこす
○うつ病など精神疾患を抱える
○感情的にキレやすくなる

　叩いたり、怒鳴ったりして子どもが大人の言うことを聞いたとしても、それは恐怖心による一時
的な反応で、どうしたらよいかを自分で考え学ぶことにはなりません。頭ごなしに叱るのではな
く、落ち着いて、なぜダメなのかを説明したり、できていることをほめたりすることが大切です。
　子どもとの関わり方の工夫の一例を、７つのポイントにしてご紹介します。

それでは、体罰などによらずに
子育てするにはどうすればよいのでしょうか

　しつけの目的は、きちんとした生活習慣や社会のルールなど、自立して生きていくために必要なことを
子どもに教えることです。たとえ子どものためだと保護者が思っても、必要以上にきつい言い方をしたり、
子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こしたりするのであれば、それはしつけとはいえません。どんな理
由があっても、心や身体への暴力は決して許されることではありません。行き過ぎたしつけは虐待といえ
ます。

　子育てをすることは、大変なことです。子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中
の保護者の多くが経験するものです。体罰などをしてしまう保護者は、例えば以下のようなさまざまな思
いや悩みを抱えているかもしれません。

子どもの気持ちや考えに
耳を傾けましょう1

子どもの成長・発達によっても
異なることがあります

「言うことを聞かない」にも
いろいろあります

子どもの状況に応じて、身の周り
の環境を整えてみましょう

注意の方向を変えたり、子どもの
やる気に働きかけてみましょう

良いこと、できていることを
具体的に褒めましょう

肯定文でわかりやすく、
時には一緒に、お手本に

●子どもの良い態度や行動を褒めることは、子ども
にとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むこ
とにもなります。

●結果だけではなく、頑張りを認めることや、今で
きていることに注目して褒めることも大切です。

2

3 4

5 6

7

「そんなことができないなんてダメな子ね。」
「お兄ちゃんを見習いなさい。」など

子どもの
年齢や特性などで
思い悩んでいる
言葉で何度言っても
言うことを聞かない

保護者自身の
心配ごとや負担感、

孤独感に思い悩んでいる
仕事や介護、家族関係などで
ストレスが溜まっている
周囲に相談や頼りに
できる人がいない

保護者自身の
これまでの体験や
周囲の言動などに
起因している
自分自身も

そうやって育った
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※西春駅前秋の楽市の問合せは、文英社　（23）1489です。

子育て世代包括支援センター
　保健センター　　 （23）4000
　児童課　　 （22）1111
家庭支援課　　 （22）1111

児童相談所虐待対応ダイヤル　　189（いちはやく）
愛知県中央児童・障害者相談センター　　052（961）7250
警察　　110
家庭支援課　　（22）1111

オレンジリボンには子ども虐待
を防止するというメッセージが
込められています。

　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、以下の表のような違いがありますが、予防
方法は同じです。

予防方法
○石けんでの手洗い、アルコール消毒、マスクを適切に着用
○３密（密閉・密集・密接）を避け、他の人と１ｍ距離をあける
○定期的に室内の換気をする
○ドアノブなど手で触れる場所の定期的な消毒
○免疫力をアップする（バランスの良い食事や、適度な睡眠）

問合せ　保健センター
これから会食の機会が増える時期です。席を互い
違い、隣の人と一つ飛ばしに座ると距離がとれます

　まずは深呼吸してみましょう！ゆっくり５秒数えたり、窓を開けて風にあ
たるなど気分転換してみましょう。
　また、子育てに対する不安や、仕事と育児の両立についてなど、少しでも
困ったときは、ひとりで抱え込まずに周囲の信頼できる人や市の相談窓口な
どに相談してください。

　児童相談所などへの児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっ
ており、子どもへの「しつけ」を口実にした児童虐待が後を絶たな
いことから、改正児童虐待防止法において、「保護者は児童のしつ
けに際して、体罰を加えてはならない」と新たに規定し、2020 年
４月から施行されました。この法改正は、親や保護者を罰するこ
とではなく、体罰によらない子育てを社会全体で推進することを
目的としたものです。子どもの権利が守られる体罰などのない社
会を実現していくためには、私たち一人ひとりが意識を変えてい
くとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で
取り組むことが大切です。

　虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合には、市や児童相談所などに通告することとなっています。
　虐待かもと思ったら、「自分には関係ないこと…」と目をそらすのではなく、子どもの笑顔を守るために、勇
気をもって相談・通告してください。もし虐待ではなかったとしても、責任を問われることはありません。
通告した方に関する秘密も守られます。

あなたの温かいまなざしと行動が、子どもを児童虐待から守ります

北名古屋市新型コロナウイルス感染症対策本部情報

市内公共施設の11月以降の利用については、以下のとおりです。各施設ごとに人数制限などの利用制限が設
けられています。詳細は、市ホームページまたは各施設や担当課へお問い合わせください。この内容は、感染
症の流行状況により変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う公共施設利用・イベント中止など
 公共施設の
利用情報
 公共施設の
利用情報

11月 7日（土）・8日（日）
11月 15日（日）
11月 15日（日）
11月 18日（水）

11月 22日（日）
11月 23日（月・祝）
12月 6日（日）
令和 3年 1月17日（日）

北名古屋市文化祭
消防団観閲式
BanBanマーケット
金婚祝賀式

西春駅前秋の楽市
ふれあいフェスタ
市民音楽祭
北なごやふるさとマラソン

 イベント中止情報 イベント中止情報

備　考利　用施設名・問合せ
名古屋芸術大学アートスクエア（文化勤労会館）
東公民館
東図書館・歴史民俗資料館、西図書館
総合体育館　
総合福祉センターもえの丘
市民活動スペース　市民活動推進課
コミュニティセンター　総務課

各児童館、児童センターきらり　児童課

子育て支援センター（東・西・南・北、健康ドーム）　児童課
回想法センター、憩いの家さくら荘・ふたば荘・さかえ荘・とくしげ、
高齢者活動センターしあわせの家・ふれあいの家　高齢福祉課
陽だまりハウス　社会福祉課
学校開放施設（各小・中学校）　総合体育館
総合運動広場（北名古屋稲葉篤紀ふるさと広場）：グラウンド・テニスコ
ート、ソフトボール球場　総合体育館※ソフトボール球場のみスポーツ課
健康ドーム

開催予定日 開催予定日イベント名 イベント名

リハーサル室、楽屋1、楽屋2は利用不可。
展示コーナー等は利用不可。

トレーニングジムは利用不可。
一般入浴・カラオケは利用不可。
4人以上での利用不可。

午前：予約制、午後：分散利用
※児童センターきらりは、日曜日利用不可
予約制

一般入浴は利用不可。

再開時期未定。

健康サポートジム・ウオーキングコース・浴室は利用不可。

可
可
可
可
可
可
可

可

可

可

可
不可

可

可

困ったときは、子育て相談機関を利用しましょう

「もしかして虐待？」と思ったら、迷わず相談・通告してください

子どもを虐待から守るために…

つい、イライラ…こんなときどうすれば？

～子どもの権利が守られる体罰などのない社会へ～

インフルエンザと新型コロナの違いと予防方法

症状
潜伏期間
無症状感染
ウイルス排出期間・
排出のピーク
重症度
致死率
ワクチン
治療

高熱
1～2日
10％
5～10日
発病後ピーク2,3日後
多くは軽症～中等症
0.1％以下
季節毎に有効性は異なる
インフルエンザ治療薬

発熱、味覚・嗅覚障害
1～14日
数％～60％
発症48時間前～10日以内
発症日ピーク
重症になりうる。特に高齢者や特定の疾病の方
3～4％
開発中。現時点では有効なワクチンはない
軽症例については、確立された治療薬はなく、多くの薬剤が臨床治験中

インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症

参考“一般社団法人日本感染症学会提言”より
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