
市町村名 
愛西市 窓口 愛西市健康子ども部健康推進課 

（佐屋保健センター） 

住所 〒496-0907 愛西市稲葉町米野 225 番地 1 

電話 0567-28-5833 FAX 0567-28-8001 

E-mail kenko@city.aisai.lg.jp URL https://www.city.aisai.lg.jp 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 佐屋保健センター 

交付方法 随時交付、個別面接 

スタッフ職種 母子コーディネーター（保健師） 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

 

市町村独自アンケート あり（妊娠中から産後の協力者、国籍、同居の家族の状況、日中の連絡先） 

内容・特徴 個別面接をしながら、妊婦と保健師で子育て応援プランを作成している。 

子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター） 

有（母子保健型・基本型・特定型） ・ 無 

名称 あいさいっ子相談室 

場所 母子保健型：健康推進課（佐屋保健センター） 基本型：子育て支援課 

スタッフ職種 保健師 保健師、保育士 

内容・特徴 健康推進課、子育て支援課協働で実施。 

ワンストップ相談窓口として、妊娠期から子育て期（概ね 18 歳までの子育て中の方）、若者

の相談を受け、アセスメントし、関係機関と連携しながら切れ目ない支援をしている。 

また、子育て支援連絡会議、運営協議会議、施設巡回事業で子育てを取り巻く支援者の顔の見

える関係づくりをし、子育てお助け隊養成、子育て応援アプリの運営などを行い、地域の子育

て環境の構築、醸成を図っている。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 ママパパ教室 

時期・回数 1 クール 2 回 年 6 クール 

会場 佐屋保健センター 

対象者 初妊婦と配偶者 

スタッフ職種 保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士 

申込み方法 保健センター窓口または電話で申込み 

内容・特徴 【妊娠編】 

栄養の講話、歯の講話、ブラッシング指導 

妊娠中の生活についての講話、妊婦体操、おっぱい相談（希望者） 

【出産・育児編】 

出産に向けての講話、おっぱい相談（希望者） 

育児について、沐浴デモンストレーション、抱っこ・着替え体験 

 



ハイリスク者向け事業（多胎児・外国人・転入者対象、MCG 等） 

名称 ふたごっちクラブ  

時期・回数 毎月第 2木曜日（祝日は中止）年間 12回  

会場 立田北部子育て支援センター  

対象者 多胎児の親子及び多胎妊婦  

スタッフ職種 子育て支援センター職員  

申込み方法 申込み不要  

内容・特徴 保護者同士の交流会  

マタニティサロン・広場等 

名称 ぴよぴよサロン ～赤ちゃんとママのつどい～ 

時期・回数 年 6 回（偶数月） 

会場 佐屋保健センター 

対象者 生後 1 か月～3 か月児とその保護者 

スタッフ職種 保健師、助産師 

申込み方法 保健センター窓口または電話で申込み 

内容・特徴 助産師によるミニ育児講座、ママ同士の交流会、身長・体重計測（希望者）、育児相談・母乳

相談（希望者） 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称  愛西市産後ケア事業 

会場  指定産科機関 

対象者  生後１歳未満の乳児とその母親で次のいづれかに該当する方 

・母親の体調不良や育児不安等がある 

・家族などから支援が受けられない 

スタッフ職種  産科機関の助産師等 

利用方法  健康推進課にて事前に申請 

内容・特徴  

 

 

からだのサポート（乳房のケア、母親の体調管理） 

こころのサポート（育児相談、母親の心の休養） 

育児のサポート（沐浴指導、授乳相談等） 

利用日数：原則 1 泊 2 日～6 泊 7 日以内 

利用料：1 泊につき 5,000 円 

産前・産後ヘルパー 

名称  

時期・回数  

場所  

対象者  

スタッフ職種  

利用方法  

内容・特徴  

 

 

実施なし 



ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法 母子健康手帳交付時に、担当保健師の名を入れて配付 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及び、乳児全戸訪問事業の実施、

その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭 

 

スタッフ職種 保健師、助産師、看護師、保育士、管理栄養士、臨床心理士 

里帰り先への訪問 なし 

申込み方法 地区担当保健師が勧奨 

内容・特徴 様々な専門職種の訪問員が訪問することで、子どもの成長発達や家庭の問題点に応じた支援

ができる 

 妊娠中の家庭訪問 新生児訪問 未熟児訪問 
こんにちは 

赤ちゃん訪問 

対象者 初妊婦 

ハイリスク妊婦及び

希望者 

生後 1か月未満の児 在胎週数 37週未満及

び出生体重 2,500ｇ

未満の児 

新生児及び未熟児訪

問以外のすべての新

生児 

時期 妊娠中随時 出生時から生後 1 か

月未満 

出生後から生後 2 か

月 

出生後から生後 2か月 

家族からの 

申し込み方法 

保健センターへ連絡 保健センターへ連絡 保健センターへ連絡 保健センターへ連絡 

医療機関からの依

頼方法 

連絡票 連絡票 連絡票 連絡票 

スタッフ職種 保健師 

母子保健推進員 

保健師 保健師 保健師 

母子保健推進員 

里帰り先への訪問 市内なら可 市内なら可 市内なら可 市内なら可 

内容 保健師は保健指導及

び相談 

母子保健推進員は、

ママパパ教室への参

加勧奨及び相談 

保健指導及び相談 

身体計測 

保健指導及び相談 

身体計測 

保健師は保健指導、相

談及び身体計測の実

施 

母子保健推進員は、子

育ての情報提供及び

相談 

育児相談 

名称 すくすくひろば 

時期・回数 年 24回（会場ごと月 1回） 

会場 佐屋・佐織保健センター 

対象者 乳幼児とその保護者 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士 

申込み方法 個別相談は申込制、身体計測は申込不要 

内容・特徴 身体計測、母親同士の情報交換・交流の場、個別相談  



3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 3か月児健康診査 1歳 6か月児健康診査 3歳児健康診査 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 年 16回（各会場 8回） 年 15回（佐屋 8回、佐織 7回） 年 18回（佐屋 10回、佐織 8回） 

会場 佐屋・佐織保健センター 佐屋・佐織保健センター 佐屋・佐織保健センター 

対象者 生後 3か月を過ぎた児 1歳 6か月～7か月児 3歳 1か月～3か月児 

スタッフ職種 
小児科医師、保健師、 

管理栄養士 

小児科医師、歯科医師、 

保健師、歯科衛生士、保育士 

管理栄養士、臨床心理士 

小児科医師、歯科医師、 

保健師、歯科衛生士、保育士 

管理栄養士、臨床心理士 

申込み方法 なし なし なし 

周知方法 個人通知、広報、年間行事日

程表、ホームページ、子育て

アプリ 

個人通知、広報、年間行事日程

表、ホームページ、子育てアプ

リ 

個人通知、広報、年間行事日程

表、ホームページ、子育てアプリ 

内容・特徴 計測、医師診察、保健師によ

る個別相談 

栄養相談（希望者）  

計測、医師診察、歯科医師診察、

ブラッシング指導、 

保健師による個別相談、 

栄養相談・心理相談（希望者） 

計測、医師診察、歯科医師診察、

ブラッシング指導、 

保健師による個別相談、 

栄養相談・心理相談（希望者） 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室 

方法 集団 

時期・回数 年 12回 

会場 佐屋保健センター 

対象者 生後 5～6か月頃  

スタッフ職種 管理栄養士、保健師 

申込み方法 保健センター窓口または電話 

内容・特徴 管理栄養士：講話、調理デモンストレーション、個別相談 

テキストを用いて離乳食の進め方について説明した後、調理デモンストレーションを見学す

る。 

 

 

健診事後教室等 

名称 ラッコくらぶ 

方法 集団 

場所 佐屋保健センター 

対象者 幼児健診や育児相談等において、精神発達面で支援が必要な児や育児不安のある保護者 

スタッフ職種 保健師、臨床心理士、保育士 

利用方法 保健センターへ申込み 

内容・特徴 自由遊び 課題遊び 個別相談  



電話相談 

担当部署 佐屋保健センター 

名称 なし 

曜日・時間 市役所開庁日 午前８時３０分～午後５時１５分 

電話番号 佐屋保健センター 0567－28－5833 

対象者 市民 

スタッフ職種 保健師、歯科衛生士 

内容・特徴  

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 子どもの心の健康づくり事業 オンライン相談事業 

時期・回数 生活リズムに関する対象者向け講演会（2回） 

二分の一成人式（市内小学校 12校） 

いのちの授業（市内中学校 6校） 

適宜 

対象者 親子講演会：幼児とその保護者 

二分の一成人式：小学校 4年生 

いのちの授業：中学校 2年生 

（協力者）市内在住の 4～10か月児とその保護者 

妊産婦や子育て中の方 

スタッフ職種 大学教授、保健師、保育士、 

小中学校の教諭・養護教諭 

相談内容に応じて保健師・管理栄養士・歯

科衛生士 

申込み方法  事前にメールにて申し込み 

内容・特徴 子どもの心を健全育成することにより、思春期の

問題行動を防止するため、妊娠期から乳幼児期、

思春期まで一貫した教育を地域と学校が連携し

て実施している。 

 

 


