
市町村名 蟹江町 窓口 蟹江町保健センター 

住所 〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森七丁目 65 番地 

電話 0567-96-5711 FAX 0567-96-5251 

E-mail kenkou@town.kanie.lg.jp URL http://www.town.kanie.aichi.jp 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 蟹江町保健センター 

交付方法 個別交付 

スタッフ職種 保健師、助産師、看護師 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

地区担当保健師等に相談し、保健師が面接する 

市町村独自アンケート あり（国籍、家族構成、県外受診の有無、転出予定の有無を確認） 

内容・特徴 妊娠届出時にスクリーニングの実施 

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 蟹江町子育て世代包括支援センター 

場所 蟹江町保健センター 

スタッフ職種 保健師、助産師、看護師 

内容・特徴 母子保健コーディネーターを配置し、支援プランを作成。 

妊娠中から相談・支援・連携を行い、切れ目のない支援を目指す。 

 

 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年 4 クール、1 クール 2 回 

会場 蟹江町保健センター 

対象者 母子健康手帳交付済の妊婦とその家族 

スタッフ職種 保健師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士、事務職 

申込み方法 保健センター窓口、電話、インターネットでの受付 

内容・特徴 ＜生活編＞ 

 保健師の講話：保健センター機能・妊娠経過・産前産後のこころについて 

 妊婦模擬体験(父親参加時) 

 歯科衛生士の講話：歯周病、歯みがき・デンタルフロスの使用について 

 ＜栄養編＞ 

保健師の講話：新生児の生活、特徴について、産後の生活 

 栄養士の講話 

 

 

 



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   

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  

会場 委託医療機関  

対象者 産後 1 年未満に心身のケアが必要と認められた

産婦 

 

スタッフ職種 医療機関スタッフ  

利用方法 保健センターへ申請  

内容・特徴 委託医療機関への宿泊ケアを案内 

乳児 1 人につき、7 日まで利用可 

自己負担あり 

 

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、転入手続き時に配布と案内 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 



対象者  妊娠、出産もしくは育児期に養育支援を特に必要とす

る家庭 

スタッフ職種  保健師、助産師、看護師、保育士 

里帰り先への訪問  なし 

申込み方法  保健センター窓口 

内容・特徴  

 

養育に関する専門的な相談及び支援 

 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 ハイリスク妊婦 生後 1か月未満の児 体重 2500g 未満の

児 

生後 4か月までの全て

の家庭 

時期 妊娠中随時 新生児期 退院後以降 4か月健診まで 

(概ね 2～3か月) 

家族からの 

申し込み方法 

電話等 電話等 電話等 申し込み不要 

医療機関からの依

頼方法 

家族から了承を得ら

れていれば、電話連絡

後に文書にて依頼 

家族から了承を得ら

れていれば、電話連絡

後に文書にて依頼 

家族から了承を得

られていれば、電

話連絡後に文書に

て依頼 

家族から了承を得ら

れていれば、電話連絡

後に文書にて依頼 

スタッフ職種 保健師、助産師 保健師、助産師、看護

師 

保健師、助産師、看

護師 

保健師、助産師、看護

師 

里帰り先への訪問 町外へ滞在の場合は、

滞在先の自治体へ連

絡し依頼する 

町外へ滞在の場合は、

滞在先の自治体へ連

絡し依頼する 

町外へ滞在の場合

は、滞在先の自治

体へ連絡し依頼す

る 

町外へ滞在の場合は、

滞在先の自治体へ連

絡し依頼する 

内容 妊娠中及び子育てに

関する相談及び情報

提供等 

体重測定 

子育てに関する相談

及び情報提供等 

体重測定 

子育てに関する相

談及び情報提供等 

体重測定 

子育てに関する相談

及び情報提供等 

                      育児相談  

名称 子育て相談(ことば) 栄養相談 

時期・回数 毎月第 1・3 金曜日 午前(年 24 回) 毎月第 1 金曜日 午前(年 12 回) 

会場 蟹江町保健センター 蟹江町保健センター 

対象者 乳幼児とその保護者 乳幼児とその家族 

スタッフ職種 保健師、看護師、言語聴覚士(個別相談日のみ) 保健師、看護師、管理栄養士 

申込み方法 身体計測は申込不要 

個別相談（第３金曜日）は申込が必要 

保健センター窓口、電話、インターネットで受

付 

言語聴覚士への相談は、窓口、電話で受付 

保健センター窓口または電話 

内容・特徴 身体計測、保健師・言語聴覚士による個別相談 身体計測、栄養士による個別相談 



3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 すくすく４か月児健康診査 乳児健康診査 すこやか５歳児健康診査 

方法 集団 個別(医療機関委託) 集団 

時期・回数 年１２回 ２回 年１２回 

会場 蟹江町保健センター 県内の医療機関 蟹江町保健センター 

対象者 生後３～４か月児 1歳 1か月未満の児 ５歳児 

スタッフ職種 
医師、保健師、看護師、助産

師、事務職 
 

児童精神科医師、 保健師、看

護師、歯科衛生士、心理士、保

育士、教育課指導主事、事務員 

申込み方法 なし なし(妊娠届出時に受診票の交付) なし 

周知方法 
個人通知、広報、年間保健事

業予定表 

母子健康手帳交付時、訪問、４か

月児健診、１０か月児教室等で勧

奨 

個人通知、広報、年間保健事業

予定表 

内容・特徴 身体計測、診察、個別保健指

導・相談 

身体計測、発達面の確認 問診、教育講話、集団遊び、運

動・発達検査、診察、個別保健

指導・相談 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室 １０か月児教室 

方法 集団 集団 

時期・回数 毎月第３水曜日(年１２回) 毎月第１水曜日(年１２回) 

会場 蟹江町保健センター 蟹江町保健センター 

対象者 ５～６か月児とその家族 １０か月児とその家族 

スタッフ職種 保健師、歯科衛生士、管理栄養士、

看護師 
保健師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師 

申込み方法 保健センター窓口、電話、 

インターネット 
保健センター窓口、電話、インターネット 

内容・特徴 身体計測 

保健師：講話、個別相談 

歯科衛生士：講話 

管理栄養士：講話 

 

身体計測 

保健師：講話、個別相談 

歯科衛生士：講話 

管理栄養士：講話 

健診事後教室等 

名称 子どもすこやか相談(事後相談) かにっこ教室 

方法 個別 年１２回 集団 年６クール １クール４回 

場所 蟹江町保健センター 蟹江町保健センター 

対象者 健診や相談等で継続的に援助が必要とされ

た児と保護者 

成長発育・発達等で相談希望の保護者  

                    

相談等で継続的に援助が必要とされた児とその保

護者 

スタッフ職種 児童精神科医師、保健師、心理士 保健師、心理士、言語聴覚士、保育士 



利用方法 保健センター窓口または電話 保健センター窓口または電話 

内容・特徴 自由遊び、個別相談 集団遊び、個別遊び、個別相談 

電話相談 

担当部署 蟹江町保健センター 

名称 なし 

曜日・時間 平日 午前９時から午後５時まで 

電話番号 0567-96-5711 

対象者 すべての町民 

スタッフ職種 保健師、歯科衛生士、看護師、助産師 

内容・特徴  

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  きらきら６歳児教室 

時期・回数  年２クール １クール１０回 

対象者  ５歳児健診後に継続的な支援が必要な年長児 

スタッフ職種  保健師、心理士、言語聴覚士、保育士 

申込み方法  保健センター窓口または電話 

内容・特徴  就学に向けたソーシャルスキルトレーニング 

 


