
市町村名 碧南市 窓口 健康課(保健センター) 

住所 〒４４７－０８５５ 愛知県碧南市天王町１丁目７０番地 

電話 ０５６６－４８－３７５１ FAX ０５６６－４８－２１６５ 

E-mail kenkouka@city.hekinan.lg.jp URL http://www.city.hekinan.aichi.jp/ 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 気になる妊産婦さんがいたら、ご一報ください。 

母子健康手帳交付 

場所 保健センター 

交付方法 初産婦；集団交付    経産婦；個別交付 

スタッフ職種 保健師、看護師、歯科衛生士(集団での健康教育と個別相談)、栄養士（集団での健康教育

と個別相談） 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

母子保健係内・地区担当保健師での情報共有 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 初産婦の集団交付で、妊婦同志の情報交換と交流の場としてのグループワーク実施 

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 碧南市子育て世代包括支援センター 

場所 碧南市保健センター内 

スタッフ職種 保健師、看護師 

内容・特徴 母子健康手帳交付から乳幼児期にわたるまでの相談を、継続的に行います。 

月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 ６月、９月、１２月、３月の４回（日曜日の午前） 

会場 保健センター 

対象者 妊婦とその夫及び家族 

スタッフ職種 保健師、講師 

申込み方法 電話申し込み 

内容・特徴 講演「育てられる者から育てる者へ 私たちの物語のはじまり 」 

     講師 桜花学園大学 保育学部 教授 勝浦 眞仁 氏 

「赤ちゃんの泣きについて」の体験・対処方法・意見交換 

「赤ちゃんとの暮らしについて」オムツ交換・抱っこの仕方等 

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   

時期・回数   

会場   

対象者   

スタッフ職種   

申込み方法   

mailto:KENKOUKA@city.hekinan.lg.jp


内容・特徴  

 

 

マタニティサロン・広場等 

名称  

時期・回数  

会場  

対象者  

スタッフ職種  

申込み方法  

内容・特徴  

 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産後ケア事業（宿泊ケア、通所ケア） 

会場 契約医療機関（市内２か所） 

対象者 出産後 1 年を経過していない母親とその子(乳児の養親若しくは里親を含む)で、家族等から

子育て等の支援を受けることができない者のうち、次のいずれかに該当する者 

(1) 身体的な不調又は体調の回復の遅れがあり、休養の必要があると認められる者 

(2) 育児に対する不安等があり、心理的なケアの必要があると認められる者 

(3) 育児に係る保健指導の必要があると認められる者 

ただし、母親またはその子が、感染性の疾患に罹患している場合または 入院・治療等が必要

な場合は利用できません。 

スタッフ職種 助産師等 

利用方法 事前申請が必要です。保健センターにご相談ください。 

内容・特徴 産後のからだやこころのケアや生活のアドバイス、授乳相談、育児相談などを、契約医療機関

で受けることができます。 

利用料等が必要です。 

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  

 

 

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配布し、相談窓口の紹介 

養育支援訪問事業 



育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 未実施 育児不安・育児困難のある家庭 

スタッフ職種  保健師、養育支援訪問員 

里帰り先への訪問  対応なし 

申込み方法  電話・来所による相談等 

内容・特徴  計画に基づく定期的な家庭訪問 

 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 ハイリスクの必要者 希望者 必要者 全出生児と母親 

時期 必要時 調整後 退院後 生後２か月ごろ 

家族からの 

申し込み方法 

電話又は窓口 電話又は窓口、赤ちゃ

ん訪問連絡票 

電話又は窓口、赤

ちゃん訪問連絡票 

不要 

医療機関からの依

頼方法 

電話、連絡票（情報提

供書） 

電話、連絡票（情報提

供書） 

電話、連絡票（情報

提供書） 

不要 

スタッフ職種 保健師 保健師又は助産師 保健師 母子保健推進員又は

保健師 

里帰り先への訪問 市外は未実施 

（滞在地に依頼） 

市外は未実施 

（滞在地に依頼） 

市外は未実施 

（滞在地に依頼） 

市外は未実施 

（滞在地に依頼） 

内容 相談 相談 相談 相談、ＥＰＤＳ実施、

子育て支援センター

等の情報提供 

育児相談 

名称 育児相談 ２歳児育児相談 

時期・回数 毎週月曜日(祝日、年末年始は除く) 第１水曜日（１２回） 

会場 保健センター 保健センター 

対象者 
希望者、乳幼児健診のフォロー対象者 

２歳児歯科健診受診者のうち、希望者および 

１歳６か月児健診後のフォロー対象者 

スタッフ職種 保健師、歯科衛生士、栄養士 保健師 

申込み方法 不要 不要 

内容・特徴 身体計測、相談 身体計測、相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ３か月児健診 乳児健診  

方法 集団 個別（受診票利用）  

時期・回数 第２・３月曜日 ２４回 生後１歳未満で２回  

会場 保健センター 個別医療機関  

対象者 ４か月児 生後１か月および６～１０か月  

スタッフ職種 医師、保健師、看護師   

申込み方法 不要   

周知方法 広報、ホームページ、個人通知 なし  

内容・特徴 問診、身体計測、集団での話、 乳児健康診査受診票の利用による  



内科診察、個別相談 健診 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室（前期） 離乳食教室（後期） 離乳食教室（完了期） 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 毎月 1回 １２回 隔月(偶数月)６回 隔月(奇数月)６回 

会場 保健センター 保健センター 保健センター 

対象者 ４～６か月児 ７～１１か月児 １歳～１歳６か月児 

スタッフ職種 栄養士、歯科衛生士 栄養士、歯科衛生士、保健師 栄養士、歯科衛生士、保健師 

申込み方法 電話・窓口 電話・窓口 電話・窓口 

内容・特徴 講話、硬さ等の見本を提示 講話、硬さ等の見本を提示 講話、硬さ等の見本を提示 

健診事後教室等 

名称 すくすく教室 のびのび教室 

方法 集団保育 集団保育 

場所 保健センター 保健センター 

対象者 １歳６か月健診で発達に心配があり、育児

不安のある者など 

１歳６か月又は３歳児健診で発達の遅れがある

者など 

スタッフ職種 保健師、保育士、心理士 保健師、保育士、心理士 

利用方法 申し込み制 申込後に見学後、正式参加 

内容・特徴 集団保育、個別相談、親同士の情報交換 集団保育、個別相談、親同士の情報交換 

電話相談 

担当部署 保健センター 

名称 電話相談 

曜日・時間 月～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

電話番号 ０５６６－４８－３７５１ 

対象者 市民 

スタッフ職種 保健師、栄養士、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   

時期・回数   

対象者   

スタッフ職種   

申込み方法   

内容・特徴   

 


