
市町村名 南知多町 窓口 健康子育て室 
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【周産期医療機関への PRコメント】 

 

母子手帳交付 

場所 南知多町保健センター 

交付方法 個別面接 

※篠島・日間賀島在住者は、各島サービスセンターに妊娠届出書を提出のうえ、郵送で 

の交付も可能（希望制）。ただし、交付には 2～3日かかる。妊婦の手元に母子手帳が 

届き次第、書類に関する説明やアンケートの聞き取りを電話で実施している。 

スタッフ職種 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 

内容・特徴 ・妊娠届出書に記載された内容の詳細を聞き取っている。 

・妊婦への支援環境を把握するため、妊婦／パートナーの家族構成や、妊婦にとっての 

キーパーソンを聞き取っている。 

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 南知多町子育て世代包括支援センター 

場所 保健センター内 

スタッフ職種 保健センター職員（保健師）・子育て支援センター職員（保育士） 

内容・特徴 ・妊産婦及び乳幼児の実情把握 

・妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導 

・支援プランの策定 

・保健医療または福祉の関係機関との連絡調整 

・母子保健事業 

・子育て支援事業 

パパママ教室・両親学級等 

名称 マタニティセミナー 

時期・回数 年 3回 

会場 子育て支援センター（豊丘むくろじ会館内） 

対象者 妊婦及び妊婦の家族 

スタッフ職種 保健師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士 

申込み方法 電話、窓口 

内容・特徴 ・乳房のケア、お産についての講話（助産師） 

・歯科指導（歯科衛生士） 

・妊娠期の栄養についての講話（管理栄養士） 

・子育て支援センターの見学 

ハイリスク者向け事業（多胎児・外国人・転入者対象、MCG等） 

（なし） 

マタニティサロン・広場等 

（なし） 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 プレママ応援電話 産後ケア事業 



会場 ― 町指定施設 

対象者 妊娠中期～後期（妊娠２８週以降） 

（ハイリスク妊婦の場合は、より早期に実施） 

①出産後の身体的機能回復に対する不安、も

しくは②育児に対する不安があり、保健指導

が必要と認められた出産後の母親及び乳児 

スタッフ職種 保健師 町指定施設職員 

利用方法 妊娠届出書提出時に、本事業について対象者

へ説明。同意が得られた対象者には、時期が

来たら電話で支援を実施。（申込不要） 

対象者が南知多町産後ケア事業利用申請書を

提出し、利用可と判断された場合に利用でき

る。 

内容・特徴 出産を控えた妊婦の不安や困りごとの有無の

確認及び必要な支援を実施。 

・マタニティアンケートで把握したリスク 

・現在の体調 

・出産に向けた準備（出産方法、里帰り有無、

物品準備、入院方法や上の子の対応など） 

・その他、対象者に応じた必要事項 

・産婦の体調管理及び生活面の指導 

・乳房管理 

・沐浴、授乳等の育児指導 

産前・産後ヘルパー 

（なし） 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

（なし） 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 

（なし） 

必要と認められる家庭 

スタッフ職種 保健師 

里帰り先への訪問 必要時対応 

申込み方法 申込不要 

内容・特徴 養育支援が必要と認められる家庭を訪問し、必

要に応じて指導を行う。 

 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 特定妊婦、希望者 希望者 未熟児 全戸 

時期 母子手帳交付後から

出産前まで 
新生児期 医療機関からの情報

をもとに検討 
生後 2か月になる月 

家族からの 

申し込み方法 
電話、窓口 

医療機関からの 

依頼方法 
電話、母子支援連絡票 

スタッフ職種 保健師 

里帰り先への訪問 近隣であれば出張する。遠方は、対象者の同意があれば里帰り先の市町村に訪問を依頼する。 

内容 計測、相談など 

育児相談 

名称 こどもすくすく相談（保健センター、篠島、日間賀島） 

時期・回数 保健センター：年 12回（月 1回）※4・7・10・1月は、こども栄養相談も同時開催 

篠島・日間賀島：年 4回（6・9・12・3月） 

会場 保健センター、篠島開発総合センター、日間賀島公民館 

対象者 乳幼児健診等で要経過観察になった児及び保護者、希望者 

スタッフ職種 保健師 

申込み方法 電話（乳幼児健診等で要経過観察になった児及び保護者には個別通知あり） 

内容・特徴 計測、児の発育発達状況の確認、育児に関する相談など 

3，4か月児健診 他の乳幼児健診 



名称 3～4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 

時期・回数 年 8回 年 6回（奇数月） 年 6回（奇数月） 

会場 保健センター 

対象者 生後 4か月になる児 1歳 6か月になる児 3歳になる児 

スタッフ職種 医師、保健師、管理栄養士 医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士 

申込み方法 申込不要（個別通知あり） 

周知方法 個別通知、広報、ホームページなど 

内容・特徴 問診、計測、医師診察、保

健指導、離乳食教室 

問診、計測、医師診察、歯科医師診察、はみがき指導、フッ素

塗布、保健指導 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室 遊び場デビューすこやかサロン こども栄養相談 

方法 集団 集団 個別 

時期・回数 年 8回（月 1回） 

※3～4か月児健康診査と同

時開催 

年 6回（奇数月） 

年 4回（4・7・10・1月） 

※こどもすくすく相談（保

健センター）と同時開催 

会場 保健センター 豊丘むくろじ会館 保健センター 

対象者 生後 3～4か月になる児の 

保護者 
生後 6～7か月児と保護者 

乳幼児健診等で要経過観察

になった児及び保護者、希

望者 

スタッフ職種 
管理栄養士 

保健師、管理栄養士、保育士 

歯科衛生士 
管理栄養士 

申込み方法 申込不要 

（3～4か月児健康診査の個

別通知に準ずる） 

電話、窓口 

（個別通知あり） 

電話、窓口 

（乳幼児健診等で要経過観

察になった児及び保護者に

は個別通知あり） 

内容・特徴 
離乳食の進め方（講話） 

計測、離乳食の進め方（講話）、

親子ふれあい遊びの提供、参加者

での座談会、育児相談 

栄養・食育に関する相談 

健診事後教室等 

名称 ひよこの会 うさぎの会 

方法 集団 

場所 豊丘むくろじ会館 

対象者 おおむね 1歳 6か月児～2歳児で、健診等で

教室への参加が必要と認められた児及び保

護者（未就園児に限る） 

おおむね 2～3 歳児で、健診等で教室への参加

が必要と認められた児及び保護者（未就園児に

限る） 

スタッフ職種 保育士、保健師 

利用方法 健診等で教室への参加が必要と認められた児及び保護者に対して勧奨を行い、同意が得られ

れば利用可能となる。 

内容・特徴 子どもの成長を促す支援、保護者の育児支援 

電話相談 

担当部署 保健センター 

名称 電話相談 

曜日・時間 平日午前 8時 30分～午後 5時 

電話番号 0569-65-0711（代）内線 511～514 

対象者 希望者 



スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 妊娠、出産、子育て、健康などの相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 

（なし） 

こども発達相談 バースデー訪問 

時期・回数 年 12回（月 1回） 随時 

対象者 希望者（乳幼児、小中学生） 生後 12か月児と保護者 

スタッフ職種 臨床心理士、保健師 保健師 

申込み方法 電話、窓口 申込不要 

（訪問保健師から日程調整の連絡あり） 

内容・特徴 こどもの発達についての相談、発達検査 

（発達検査は希望者のみ） 

家庭訪問にて、児の発育発達状況の確認

や育児相談を実施。 

 


