
市町村名 

 

西尾市 

窓口 健康課（西尾市保健センター） 

家庭児童支援課： 

産前・産後ヘルパー、養育支援訪問 

住所 〒４４５－００７１ 西尾市熊味町小松島３２番地 

電話 ０５６３－５７－０６６１ FAX ０５６３－５４－７８６６ 

E-mail hokens@city.nishio.lg.jp URL http://www.city.nishio.aichi.jp 

【周産期医療機関への PR コメント】 

妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を実施しております。支援が必要な方がみえましたら、ご連絡ください。 

 

 

 

母子手帳交付 

場所 西尾市保健センター 

交付方法 毎週月～金曜日（祝日を除く）、午前８時３０分～１１時３０分 

個別面接 

スタッフ職種 保健師、助産師 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

カンファレンスにて検討のうえ、地区担当へ引き継ぐ 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 個別での面接によりアンケートを実施し、妊婦の状況を確認します 

 

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 西尾市子育て世代包括支援センター 

場所 西尾市熊味町小松島３２番地 

スタッフ職種 保健師等 

内容・特徴 子育て支援センターや関係機関と連携しながら、切れ目なく支援していきます 

 

 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年９回 

会場 西尾市保健センター 

対象者 妊娠６～９か月頃の初産妊婦とその夫 

スタッフ職種 保健師、助産師 

申込み方法 電話で西尾市保健センターへ申込み 

内容・特徴 講話「妊娠中の生活、育児について、パパとママの役割など」 

体験実習「沐浴、赤ちゃんのお世話」 

 

 



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 さくらんぼクラブ（多胎児の会） 

時期・回数 年６回 

会場 西尾市保健センター 

対象者 未就園の多胎児の親子、多胎妊婦 

スタッフ職種 保育士、保健師 

申込み方法 電話で西尾市保健センターへ申込み 

内容・特徴 親子遊び、育児相談、交流 

マタニティサロン・広場等 

名称 マタニティクラス 

時期・回数 年１２回（３回コースを４クール実施） 

会場 西尾市保健センター 

対象者 妊婦 

スタッフ職種 助産師、保健師、薬剤師、図書館職員 

申込み方法 電話で西尾市保健センターへ申込み 

内容・特徴 ①講話「妊娠中の過ごし方、薬について」 

②講話「母乳について、沐浴の手順」 

③講話「産後のママの心とからだ、絵本の楽しみ方」 

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、助産所 

対象者 １歳未満の母子で、産後の心身の不調があり、育児の心配事など助産師からの心理的ケアや育

児指導が必要な方 

スタッフ職種 委託医療機関、助産所スタッフ（助産師等） 

利用方法 事前に申請（申請後面接を実施し利用の可否を決定） 

内容・特徴 委託した医療機関等で宿泊や通所、訪問を行いながら、授乳指導や育児支援が受けられます 

産前・産後ヘルパー 

名称 養育支援家庭訪問事業（産後ヘルパー） 

時期・回数 出産後概ね２か月までの期間で１６日以内、１日１回２時間以内 

場所 利用者宅 

対象者 近隣に支援者がおらず、育児ストレスや孤立感、虐待リスクを抱える家庭 

スタッフ職種 介護ヘルパー（社会福祉協議会より派遣） 

利用方法 家庭児童支援課で相談（申請）を受け、本人や家族の状況を勘案して決定 

内容・特徴 家事援助に限る 

 

 

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全員に配布 

転入者に保健センターの窓口を紹介 

 



養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 育児ストレスや孤立感、虐待リスクを抱え

るなど養育困難家庭 

妊娠期から継続的な支援が特に必要な家庭、虐

待の恐れやリスクを抱え、特に支援が必要と認

められる家庭 

スタッフ職種 養育支援訪問員 保健師、助産師 

里帰り先への訪問 原則なし（状況により判断） なし 

申込み方法 家庭児童支援課が必要性を判断 不要 

内容・特徴 育児援助、家事援助等 育児相談、保健指導等 

 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 妊婦 新生児と保護者 低出生体重児と保護

者 

生後４か月までの乳児を

養育している家庭 

時期 随時 随時 随時 生後１～３か月 

家族からの 

申し込み方法 

電話、窓口 赤ちゃん訪問連

絡票 

低出生体重児届出書 赤ちゃん訪問連絡票 

医療機関からの依

頼方法 

電話、文書 電話、文書 電話、文書 電話、文書 

スタッフ職種 保健師、助産師 保健師、助産師 保健師、助産師、看護

師 

保健師、助産師、看護師、

保育士 

里帰り先への訪問 里帰り先へ依頼 里帰り先へ依頼 里帰り先へ依頼 里帰り先へ依頼 

内容 保健指導 保健指導 保健指導 子育てに関する情報提供、

体重測定、養育環境等の把

握、育児相談、助言 

育児相談 

名称 育児相談 おめでとう相談 助産師相談 オンライン育児相談 母親のこころの相談 

時期・回数 月２回 月３回 月３回 月４回 月４回 

会場 西尾市保健セン

ター 

西尾市吉良保健

センター 

西尾市保健セン

ター 

西尾市吉良保健

センター 

西尾市保健セン

ター 

西尾市吉良保健

センター 

西尾市保健セン

ター 

 

山田産婦人科 

西尾市保健セン

ター 

対象者 乳幼児と保護者 ４か月までの乳

児 

妊婦、産後６か

月までの産婦 

妊婦、乳幼児と

その保護者 

妊婦、未就園児

を養育する者 

スタッフ職種 保健師、看護師 保健師、助産師、

看護師 

助産師 保健師、助産師 精神保健福祉士

等 

申込み方法 予約制 予約制 予約制 予約制 予約制 

内容・特徴 育児相談、身体

計測 

 

母乳・育児相談、

身体計測 

 

出産・授乳相談、

育児相談 

 

Zoom ソフトを

介しての相談 

妊娠・出産相談、

育児相談 

母親の心身等に

関する相談、必

要に応じで専門

医療機関を紹介 



3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ４か月児健康診査 乳児健康診査 

方法 集団 個別（医療機関委託） 

時期・回数 月４回 生後１歳１か月未満で２回 

会場 西尾市保健センター 

西尾市吉良保健センター 

医療機関 

対象者 ３～４か月児 １歳１か月未満の児 

スタッフ職種 小児科医、保健師、助産師、看護師 医師、看護師等 

申込み方法 不要 各医療機関に申し込み 

周知方法 個別通知、広報、ホームページ 母子健康手帳交付時に説明、個別通知（２回目） 

内容・特徴 離乳食教室の同時開催、図書館スタッフ

によるブックスタート（絵本の読み聞か

せ） 

 

 

乳児健康診査受診票による補助あり 

（県外受診の場合は償還払い） 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食ごっくん教室 離乳食もぐもぐ教室 

方法 ４か月児健診と同時開催（集団） 集団 

時期・回数 月４回 月３回 

会場 西尾市保健センター 

西尾市吉良保健センター 

西尾市保健センター 

西尾市吉良保健センター 

対象者 ３～４か月児の保護者 ６～７か月児の保護者 

スタッフ職種 栄養士 栄養士、保健師 

申込み方法 不要 電話で西尾市保健センターへ申込み 

内容・特徴 離乳食初期の進め方の話 

 

 

 

離乳食中後期の進め方の話、個別相談 

 

健診事後教室等 

名称 親子教室 

方法 集団 

場所 西尾市保健センター、西尾市吉良保健センター 

対象者 1歳６か月児健診受診後から２歳１か月まで 

スタッフ職種 保育士、保健師、心理士 

利用方法 保健師等による紹介 

内容・特徴 自由遊び、設定遊びを通して親子が触れ合うなかで子どもの発達を促します 

心理士による講話、個別相談 

 

 

 



電話相談 

担当部署 健康課 家庭児童支援課 

名称 育児相談 育児・虐待相談 

曜日・時間 月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

８：３０～１７：００ 

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

８：３０～１７：００ 

電話番号 ０５６３－５７－０６６１ ０５６３－５６－３１１３ 

対象者 妊婦及び乳幼児を持つ保護者 育児について心配事のある人 

スタッフ職種 健康課職員（保健師、助産師） 家庭児童支援課職員（保育士、臨床心理士など） 

内容・特徴 育児全般の困りごと 

 

子どもの発達の心配や育児全般の困りごとな

ど 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 赤ちゃんふれあい体験授業 子どもの防煙教室 

時期・回数 随時 医師による講話年６回、保健師は随時 

対象者 小学生・中学生・高校生 小学校５・６年生 

スタッフ職種 保健師 医師、保健師 

申込み方法 学校からの依頼 学校からの依頼 

内容・特徴 学校の依頼に合わせて、妊孕力や避妊の話、

赤ちゃんとのふれあい、乳児の母親から育児

体験を聞くなどを実施 

 

講演とロールプレイを通して、はじめの１本を

吸わせない教育を実施 

 


