
市町村名 幸田町 窓口 健康福祉部健康課 母子保健グループ 

住所 〒４４４－０１１３ 額田郡幸田町大字菱池字錦田８４ 

電話 0564-62-8158  0564-63-5172 FAX （０５６４）６２－８２１７ 

E-mail kenko@town.kota.lg.jp URL http://www.town.kota.lg.jp/ 

【周産期医療機関への PR コメント】 

支援が必要な方の情報提供及び連携支援にご協力をお願いします。お気軽にご連絡、お問い合わせください。 

母子手帳交付 

場所 幸田町保健センター 

交付方法 集団指導、個別面接・相談   

スタッフ職種 保健師、看護師 

→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：栄養（食事）について、その他心配なこと等アンケートに記載していただき、個

別面接で確認する。 

内容・特徴  

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） 

母子保健型 

名称 幸田町子育て世代包括支援センター 

場所 幸田町保健センター 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、看護師 

内容・特徴 全ての妊婦さんと面接し、お話を伺いながら今後のサポートについて一緒に考えます。各種

相談、教室、訪問事業や地域で活用できる社会資源をご案内します。 

 

パパママ教室・両親学級等 

名称 マタニティ教室（母乳育児編）                    マタニティ教室（パパママ編）                    

時期・回数 年４回                    年４回                    

会場 幸田町保健センター                    幸田町保健センター                    

対象者 
妊婦                    

妊婦（第１子妊娠者に限る）およびその夫または

家族                    

スタッフ職種 助産師・管理栄養士・保健師                    助産師・保健師                    

申込み方法 先着１２名 電話で受付                    先着１２組 電話で受付                    

内容・特徴 講話：「妊娠中こそ知っておきたい食のお

話」 

「母乳育児・おっぱいについて一緒に学ぼ

う」 

プチママ体験!赤ちゃん人形を抱っこして

みよう 

一緒に考えよう「赤ちゃんってどうして泣

くの？」 

 

講話：「妊娠・出産・育児のサポート」「パパの役

割」 

赤ちゃん人形を抱っこしてみよう 

お風呂の練習をしよう 

パパも妊婦ジャケットを着て妊婦体験をしてみ

よう 

赤ちゃんのこころをはぐくむ「親と子のふれあい

について」 



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 幸田町産後ケア事業  

会場 委託医療機関  

対象者 幸田町に住民登録のある１歳未満の児と母親 

で支援が必要と判断された母子（事前に健康課

へお問い合わせください。） 

 

スタッフ職種   

利用方法 事前に健康課へお問い合わせの上、申請が必要  

内容・特徴 ・宿泊型・デイサービス型の 2 種類 

・利用日数は 7 日間 

・自己負担金あり 

 

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 相談機関として保健センターを紹介しながら母子健康手帳交付時や転入時に配布。 



養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 ・妊娠期から継続的な支援を特に必

要とする家庭 

・子育てに対し強い不安、孤立感等

を抱える家庭 

・不適切な養育状態にある家庭、虐

待のおそれがあり特に支援が必要

と認められる家庭 

・児童養護施設等の退所又は里親委

託の終了により、児童が復帰した

後の家庭 

・妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭 

・子育てに対し強い不安、孤立感等を抱える家庭 

・不適切な養育状態にある家庭、虐待のおそれがあり

特に支援が必要と認められる家庭 

・児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、

児童が復帰した後の家庭 

スタッフ職種 ヘルパー、育児支援員 保健師、保育士等 

里帰り先への訪問 無 無 

申込み方法 要保護児童対策実務者会議にて協議

し導入する。（こども課へ） 

要保護児童対策実務者会議にて協議し導入する。 

（こども課へ） 

内容・特徴 ・家事支援は、ヘルパーを派遣し、

家屋内の掃除及び整頓、食材の買出

し、食事の準備及び食器類の片付け

等の支援を行う。 

・育児支援は、幸田町ファミリー・

サポート・センターが行う事業の内

容に準ずる支援を行う。 

対象者に保健師、保育士等が家庭訪問し、育児相談及

び支援を行う。 

 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 町内に住所を有する

妊婦 

生後２か月未満の母

子（新生児他） 

（幸田町に里帰りし

ている場合は生後２

８日未満の児まで） 

低出生体重児・未

熟児 

生後４か月未満の母

子 

時期 状況に応じて判断し

対応 

随時 随時 ４か月健診前（早い時

期） 

家族からの 

申し込み方法 

家族からの相談を受

け、判断 

電話可 電話可 不要 

医療機関からの依

頼方法 

本人同意を得て、電話

連絡後、文書にて依頼 

本人同意を得て、電話

連絡後、文書にて依頼 

本人同意を得て、

電話連絡後、文書

にて依頼 

不要 

スタッフ職種 保健師 助産師・保健師 助産師・保健師 赤ちゃん訪問員（先輩

ママ） 

里帰り先への訪問 住所地市町村からの

依頼等により判断し

住所地市町村からの

依頼等により判断し

住所地市町村から

の依頼等により判

住所地市町村からの

依頼等により判断し



対応 対応 断し対応 対応するが、新生児訪

問で対応できる内容

であれば新生児訪問

で対応。 

内容  発育・発達・育児等に

関する訪問指導 

発育・発達・育児等

に関する訪問指導 

育児状況の聴取・子育

て資源の情報提供・絵

本のプレゼント他 

育児相談 

名称 乳幼児健康相談 

時期・回数 月１回 

会場 幸田町保健センター 

対象者 乳幼児とその保護者 

スタッフ職種 保健師、看護師、管理栄養士 

申込み方法 予約制 

内容・特徴 発育・発達・子育てに関する相談・助言 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ４か月児健康診査 １０か月児健康診査 乳児健康診査（医療機関委託） 

方法 集団 集団 個別（医療機関委託） 

時期・回数 １５回/年 １３回/年 随時 

会場 幸田町保健センター 幸田町保健センター 医療機関 

対象者 ４か月児健診対象者と保護

者 
１０か月児健診対象者と保護者 乳児（１か月頃） 

スタッフ職種 小児科医師・保健師・管理栄

養士・看護師、絵本読み聞か

せボランティア 

小児科医師・保健師・管理栄養士・

看護師、歯科衛生士 
 

申込み方法 不要 不要 医療機関へ 

周知方法 個別通知 個別通知 母子健康手帳交付時 

内容・特徴 予診、身体計測、内科健診、

個別指導・相談、絵本の読み

聞かせ 

予診、身体計測、内科健診、個別

指導・相談、歯科指導  

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳前期講習会（ごっくんクラス） 離乳後期講習会（かみかみクラス） 

方法 集団 

時期・回数 各６回/年 

会場 幸田町保健センター 

対象者 ３～５か月の児の保護者 ８～１０か月の児の保護者 

スタッフ職種 管理栄養士・こうた食生活改善ボランティア・保健師・看護師・保健推進員等 

申込み方法 電話で受付（先着 前期１５名、後期１５名） 

内容・特徴 内容：（前期）離乳食の意義・目的・進め方についての講義・調理実習（試食なし） 

   （後期）離乳食後期・幼児食の進め方、幼児食についての講義 



※託児あり（保健センター内） 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 すくすくこうたっ子講座 

方法 集団 

時期・回数 年４回（うち特別講座を１回実施） 

会場 幸田町保健センター 

対象者 妊婦、乳幼児を持つ保護者または家族 

スタッフ職種 小児科医師・心理士・保健師・管理栄養士・保健推進員等 

申込み方法 電話で受付（先着１５名程度） 

内容・特徴 ① 子どものアレルギーについて １回 

② こころを育むふれあい遊び １回 

③ 子どもの心がぐんぐん育つ！魔法の言葉のわくわく子育て １回 

④ 特別講座 １回 

健診事後教室等 

名称 にこにこきっず くれよんルーム 

方法 
母子での関わり遊びを通して発達を促す 

母子での集団遊びを通して母子の関わり方を指

導 

場所 幸田町保健センター（健康課） 上六栗子育て支援センター（こども課） 

対象者 １歳６か月児健診等にて言葉の遅れ等の

心配のある方 
言葉遅れ、発達の遅れ等の心配のある方 

スタッフ職種 保育士・保健師・心理士 保育士・保健師・心理士 

利用方法 保健師に相談（健康課） 保健師に相談（健康課） 

内容・特徴 自由遊び、設定遊び、相談、助言 自由遊び・設定遊び・講話・相談 

電話相談 

担当部署 健康福祉部健康課（幸田町保健センター） 

名称 電話相談 

曜日・時間 随時（開庁時間内）月～金 ８時３０分～１７時１５分 

電話番号 0564-62-8158 

対象者 発育・発達・育児等ご心配のある方 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士 

内容・特徴 発育・発達・育児・栄養等のご心配に対する保健師・管理栄養士による相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 育児ふれあい体験  

時期・回数 現時点で未定  

対象者 幸田町在住または在学の中学生・高校生  

スタッフ職種 保育士・助産師  

申込み方法 上六栗子育て支援センターに申込み  

内容・特徴 ・赤ちゃんとのふれあい体験 

・赤ちゃんを持つ母親から出産や育児に

 



ついての話を聞く。 

・妊婦疑似体験 

・赤ちゃん人形でオムツ替えやおんぶ体

験 

 


