
市町村名 岡崎市 窓口 岡崎市保健部 健康増進課 

住所 〒444-8545 岡崎市若宮町２丁目１番地１ 

電話 0564-23-6084、6069 FAX 0564-23-5071 

E-mail hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp URL http://www.city.okazaki.lg.jp/index.html 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 岡崎市役所こども部家庭児童課 

交付方法 妊娠届出書を受理し母子健康手帳を交付（窓口で随時） 

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 

助産師・看護師も保健師と同様な役割を果たしている。 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 交付時に面接し、個々にケアプラン提案。毎月１回土曜日交付あり（予約制）。 

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 こども部家庭児童課 岡崎市保健所 総合子育て支援セ

ンター 

地区子育て支援セ

ンター 

場所 岡崎市十王町２丁目９番地 岡崎市若宮町２丁

目１番地１ 

岡崎市八帖北町４

‐９ 

六ッ美中、島坂、豊

富、竜谷、岩松の各

保育園 

スタッフ職種 助産師・保健師・看護師 助産師・保健師・看

護師 

保育士・看護師等 保育士 

内容・特徴 こども部家庭児童課が子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能をもつ

総合的な窓口（こども子育てサポートフロア）となります。岡崎市保健所が行う利用者支援事

業母子保健型と総合子育て支援センター及び市内５か所の地区子育て支援センターが行う利

用者支援事業基本型と連携しています。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 体験型妊婦教室 

時期・回数 月１回（土曜日） 

会場 岡崎げんき館 

対象者 妊婦とその家族 32 組（１組 2 人まで、抽選） 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・歯科衛生士・薬剤師 

申込み方法 電子申請総合窓口 

内容・特徴 赤ちゃん人形の抱っこ体験、沐浴体験、絵本・遊びの紹介、口腔ケア・食事と栄養・薬につい

ての話、保健師による講話 

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 ハイリスク妊婦・特定妊婦の家庭訪問 

時期・回数 随時 

会場 ― 



対象者 若年・高齢妊婦、社会的な支援が必要な妊婦、妊娠届出が遅い妊婦 

スタッフ職種 保健師・助産師 

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 岡崎市産後ケア事業 

会場 岡崎市が委託した実施施設 

対象者 体調不良がある、育児不安が強い、支援を受けることができない等の支援が必要な出産後１

年未満の産婦。 

スタッフ職種 助産師・保健師・看護師 

利用方法 窓口来所又は訪問にて面接後に決定 

内容・特徴 宿泊型、デイサービス型があり、心身のケア及び育児に関する指導等を受ける。 

産前・産後ヘルパー 

名称 岡崎市産前産後ホームヘルプサービス事業 

時期・回数 母子健康手帳交付後～出産後６か月まで（多胎出産の場合は出産後１年まで） 

１時間単位で１回２時間まで（１日の派遣回数は２回まで） 

期間中合計 60 時間（多胎の場合は 80 時間）まで 

場所 利用者自宅 

対象者 昼間に支援者のいない妊産婦 

スタッフ職種 ヘルパー 

利用方法 初回登録のみ窓口にて書類申請。利用は電話で可。 

内容・特徴 家事（食事、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など） 

育児（授乳介助、おむつ交換、沐浴介助、兄姉の世話など） 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法 健診・訪問・相談時に気になる妊婦や保護者に配布。 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 妊婦又は未就学児が 1 人でもいる家

庭で、妊娠や子育てに不安を持ち、

支援を希望する家庭 

 

スタッフ職種 研修を受けた子育て経験者  



里帰り先への訪問 －  

申込み方法 電話（070-8480-7049。訪問時に書類

申請） 

 

内容・特徴 市が委託した法人の子育て経験者が

家庭訪問し、週に１回２時間程度、

４～６回訪問し、悩み等を聴く「傾

聴」及び育児梶を親と一緒に行う「協

働」の活動を行う。（ベビーシッター

や家事代行は不可） 

 

 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 市内在住・里帰り中の

妊婦 

市内在住・里帰り中の

母子 

出 生 時 体 重 が

2,500ｇ未満の乳

児とその保護者 

市内在住の生後４か

月までの乳児がいる

家庭 

時期 随時 随時 随時 生後２～４か月 

家族からの 

申し込み方法 

電話・ファックス・窓

口来所 

電話・ファックス・窓

口来所・出生連絡票

（郵送） 

電話・ファックス・

窓口来所・出生連

絡票（郵送） 

不要 

医療機関からの依

頼方法 

電話まはた連絡票に

よる依頼 

電話まはた連絡票に

よる依頼 

電話まはた連絡票

による依頼 

なし 

スタッフ職種 保健師・助産師 保健師・助産師 保健師・助産師 保育士 

里帰り先への訪問 市内のみ可能 市内のみ可能 市内のみ可能 市内のみ可能 

内容 出産や育児に向けた

相談・支援 

健康・育児相談・授乳

指導等 

地域のサークルや遊

び場などの地域情報

の提供 

健康・育児相談・授

乳指導等 

地域のサークルや

遊び場などの地域

情報の提供 

子育てに役立つ情報

提供 

育児相談 

育児相談 

名称 
岡崎市役所家庭児童課 

まちかど ほっと相談室（乳児健康相談） 

：保健部健康増進課 

時期・回数 月～金曜日 8：30～17：15（祝日・年末年始

を除く） 
毎月２回（詳しくは市ホームページに掲載） 

会場 福祉会館３階 岡崎市地域交流センター等 

対象者 妊産婦、乳幼児を持つ保護者、子どもの養育

について心配のある方 
概ね０歳児とその保護者 

スタッフ職種 保健師・助産師・看護師・保育士・公認心理

師等 

 

保健師・助産師 

申込み方法 不要 不要 

内容・特徴  育児・授乳等の個別相談、体重測定、保護者



同士の交流、地域資源の紹介 

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 個別（医療機関委託） 個別（医療機関委託） 

時期・回数 通年実施 生後１歳未満（誕生日前日）までに２回 

会場 協力医療機関 愛知県内の病院・診療所 

対象者 生後３か月～６か月未満の児 岡崎市に住民登録のある児 

スタッフ職種 医師・看護師他、医療機関により異なる 医療機関により異なる 

申込み方法 
各医療機関に電話予約 

岡崎市の乳児健康診査受診票を持参し県内の医療機関

へ予約の上、受診。県外受診の場合は償還払いで対応。 

周知方法 個別通知・市政だより 母子健康手帳と併せて健康診査受診票の冊子を交付。 

内容・特徴 内科健診・身体測定・個別相談 乳児健康診査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 乳児期からの食育教室（離乳食教室） 

方法 集団 

時期・回数 初期・後期 各１回/月程度 

会場 岡崎げんき館 

対象者 初期：概ね４～５か月の乳児とその保護者 20組 

後期：概ね８～９か月の乳児とその保護者 20組 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・歯科衛生士 

申込み方法 市ホームページ（あいち電子申請・届出システム）から（抽選） 

内容・特徴 講話、育児相談、体重測定 

健診事後教室等 

名称   

方法   

場所   

対象者   

スタッフ職種   

利用方法   

内容・特徴   

電話相談 

担当部署 こども部家庭児童課 保健部健康増進課 

名称 ― ― 

曜日・時間 月～金・8：30～17：15（祝日・年末年始除く） 月～金・8：30～17：15（祝日・年末年始除く） 

電話番号 0564-23-7683 0564-23-6084、6069 

対象者 妊産婦、乳児を持つ保護者、子どもの養育に

心配のある方 

妊産婦、乳児・幼児を持つ保護者等 

スタッフ職種 保健師・助産師・看護師・保育士・心理師等 保健師・助産師・管理栄養士 

内容・特徴 妊娠を望む方・妊娠中の方の相談、子どもの 妊娠を望む方・妊娠中の方の相談、子どもの



発育相談や病気、食事など子育て、養育につ

いての悩みや心配に対応。必要に応じて家庭

訪問を実施。 

発育相談や病気、食事など子育てでの悩みや

心配に対応。必要に応じて家庭訪問を実施。 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 思春期健康教育  

時期・回数 依頼にて随時  

対象者 主に、中学生（3年生）  

スタッフ職種 保健師等  

申込み方法 市内学校へ事業を周知し、依頼を受ける  

内容・特徴 将来の望まない妊娠や性感染症罹患を防

ぐための正しい知識の教育を行ってい

る。妊娠は奇跡的なことだと肯定的にと

らえられる内容や生徒自身にも考えさせ

る内容にするなど工夫している。 

 

 


