
市町村名 
田原市 窓口 ①健康福祉部 健康課 

②健康福祉部 子育て支援課 親子交流館 

住所 
①〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場３０番地１ 

②〒441-3421 愛知県田原市田原町西大浜１３番地１ 

電話 
①（０５３１）２３－３５１５ 

②（０５３１）２３－１５１０ 
FAX 

①（０５３１）２３－３８１０ 

②（０５３１）２３－１５１７ 

E-mail 
①Kenko@city.tahara.aichi.jp 

②sukutto@city.tahara.aichi.jp 

URL  

【周産期医療機関への PR コメント】 

母子手帳交付 

場所 親子交流館（すくっと）、あつみライフランド健康課 

交付方法 親子交流館（すくっと）は、木曜日～火曜日午前 8時 30分～午後 5時 15分（随時発行）

あつみライフランドは、平日（予約制） 

スタッフ職種 ママサポーター、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 「ママになる方へ（妊婦）」「パパになる方へ（夫）」のアンケートを実施 

内容・特徴 妊婦さんと面接をしながら子育て応援プランを作成し、妊娠中、産後早期から利用でき

る支援サービスの紹介をする。 

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 妊娠・出産・子育て総合相談窓口（田原市子育て世代包括支援センター） 

場所 親子交流館（すくっと）、あつみライフランド健康課 

スタッフ職種 ママサポーター、子育てコンシェルジュ 

内容・特徴 妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援を実施し、子育て家庭を母子保健と子育て支援

の両面からの支援を実施。相談専用電話を設け、気軽に相談できる窓口としての役割も担っ

ている。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパのための出産準備クラス 

時期・回数 年１２回 

会場 親子交流館（すくっと） 

対象者 田原市在住の初めてパパになる方及び妊婦さん 

スタッフ職種 ママサポーター 

申込み方法 親子交流館（すくっと）へ直接申込み 

内容・特徴 パパの妊婦体験、育児体験（沐浴、オムツ交換など）、先輩パパの体験談やアドバイス、産前

産後サービスの紹介 

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 ウェルカム田原市 子育て応援訪問  

時期・回数 随時  

会場 自宅  



対象者 田原市に転入した小学生までのお子さん

がいる家庭 
 

スタッフ職種 ママサポーター、子育てコンシェルジュ  

申込み方法 なし  

内容・特徴 子育て情報の紹介、育児相談、サービス券

の配布 

 

マタニティサロン・広場等 

名称 妊婦さんのためのおっぱいクラス 

時期・回数 年６回 

会場 親子交流館（すくっと） 

対象者 田原市在住の妊娠５か月以降の妊婦さん 

スタッフ職種 助産師、ママサポーター 

申込み方法 親子交流館（すくっと）へ直接申込み 

内容・特徴 母乳育児のメリット、母乳分泌の仕組み、授乳中の食生活と服薬、抱き方と含ませ方（実技）、

個別相談、産前産後のサービス紹介、現役ママと赤ちゃんとの交流（子育て支援センターの見

学） 

マタニティサロン・広場等 

名称 プレママクッキングサロン 

時期・回数 年４回 

会場 親子交流館（すくっと） 

対象者 田原市在住の妊婦さん 

スタッフ職種 栄養士、ママサポーター 

申込み方法 親子交流館（すくっと）へ直接申込み 

内容・特徴 妊娠中の食事、離乳食の作り方、時短メニュー調理と試食、交流会、産前産後のサービス紹介 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 田原市産後ケア事業 

（宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型） 

母乳相談 

会場 指定産科機関 親子交流館（すくっと） 

対象者 生後１２か月未満の母子 田原市在住の妊産婦さん 

スタッフ職種 産科機関の助産師等 助産師、ママサポーター 

利用方法 親子交流館（すくっと）又は健康課で事前申請 直接来所 

内容・特徴 母親のケア（心身の疲労回復、乳房ケア、健康

管理等）、赤ちゃんのケア（発育・発達チェック、

スキンケア、健康管理等）、育児サポート（育児

相談、授乳・沐浴・あやし方などへの助言等）・

基本料金の８割を公費負担（非課税世帯は全額

公費負担） 

おっぱいケア、授乳や卒乳に関する相談、母

乳測定、身体測定、子育て情報や産前産後

サービスの紹介、交流会 

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に、交付担当のママサポーターと地区担当保健師を記入したハローファミ

リーカードを配布し、相談窓口を周知している。 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 妊娠期から乳幼児期までのお子さん

のいるご家庭 

妊娠期から乳幼児期までのお子さんのいるご家庭 

スタッフ職種 子育てネットワーカー 助産師、保健師、看護師、保育士 

里帰り先への訪問 田原市内なら可能 田原市内なら可能 

申込み方法 支援を希望される方は健康課へご相

談ください。 

支援を希望される方は健康課へご相談ください。 

内容・特徴 支援の内容に応じて対応いたしま

す。 

支援の内容に応じて対応いたします。 

 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 初めて出産される妊

婦さん、及び多胎妊婦

などで希望される方 

赤ちゃんが生まれた

ご家庭 

体重 2,500ｇ未満

または 36 週未満

で生まれたお子さ

ん 

第２子以降の赤ちゃ

んが生まれたご家庭 

時期 妊娠期間中 4か月児健診前まで 4 か月児健診前ま

で 

4か月児健診前まで 

家族からの 

申し込み方法 

本人又は家族の申込

み可能（随時） 

   

医療機関からの依

頼方法 

連絡票にて依頼（電話

も可） 

   

スタッフ職種 ママサポーター 

保健師 

保健師、助産師、看護

師 

保健師、助産師、看

護師等 

子育て安心見守り隊

（子育て経験のある

者で養成講座を終了

した方） 

里帰り先への訪問 連絡票にて申込み    

内容 妊娠中のサポート支

援プランを妊婦さん

と一緒に作成 

計測、各種相談、子育

て情報等の紹介 

  

育児相談 



名称 育児相談 

時期・回数 各会場 月 1回 

会場 田原福祉センター、あつみライフランド 

対象者 乳幼児とその保護者 

スタッフ職種 保健師、栄養士、助産師、看護師、歯科衛生士 

申込み方法 直接来所 

内容・特徴 計測、育児相談、栄養相談、母乳相談、歯科相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ４か月児健診 １か月児健診 ６～１０か月児健診 

方法 集団 個別（医療機関） 個別（医療機関） 

時期・回数 月１回 生後１か月 生後６～１０か月 

会場 田原福祉センター 医療機関 医療機関 

対象者 ３～４か月児 １か月児 ６～１０か月児 

スタッフ職種 医師、保健師、看護師、栄養

士、ブックスタートボラン

ティア 

医師 医師 

申込み方法 不要 医療機関 医療機関 

周知方法 個別通知 受診票の交付 受診票の交付 

内容・特徴 計測、内科診察、問診、集団

指導、ブックスタート 

計測、内科診察 
計測、内科診察 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 
離乳食教室（前期・後期） 

ほっと！すくっと！赤ちゃん

サロン 

産後アフタービクス＆ベビー

ビクス講座 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 各会場 月１回程度 各校区 月１回 月 2回（1組 2回まで） 

会場 田原福祉センター、あつみ

ライフランド 

あつみライフランド、親子交流

館（すくっと） 

あつみライフランド、親子交流

館（すくっと） 

対象者 

前期：５～６か月の乳児 

後期：９～１０か月の乳児 
１歳未満の乳児とその保護者 

渥美地区：３～５か月の乳児と

その母親 

田原・赤羽根地区：３～４か月

の乳児とその母親 

スタッフ職種 
栄養士、保健師、歯科衛生

士 

ママサポーター、子育てコン

シェルジュ、保健師、子育て安

心見守り隊、子育てサークル等 

健康運動指導士、ママサポー

ター 

申込み方法 電話予約 直接来所 電話予約 

内容・特徴 離乳食の話、試食、むし歯

予防・事故予防のお話、交

流会 

交流会、ベビーマッサージ、子

育てサークル等の紹介 

産後のアフタービクス、ベビー

ビクス、交流会 

健診事後教室等 

名称 ひよこ教室 ／めろんちゃん教室  



方法 集団  

場所 田原福祉センター／あつみライフランド  

対象者 １歳６か月から２歳６か月のお子さんと

その保護者 
 

スタッフ職種 保健師、保育士、臨床心理士、言語聴覚士  

利用方法 １歳６か月児健診や２歳むし歯予防教室

にて、ご案内しています。楽しく遊びなが

ら発達をうながす教室ですので、直接健康

課へご相談ください。 

 

内容・特徴 手遊び・体操、課題遊び、個別相談等  

電話相談 

担当部署 健康課 親子交流館（すくっと） 

名称 電話相談 電話相談及びオンライン相談 

曜日・時間 平日の午前８時３０分～午後５時まで 

（栄養士・歯科衛生士については随時） 

木曜日～火曜日の午前 8時 30分～午後 5時まで 

電話番号 ０５３１－２３－３５１５ ０５３１－２３－１５２０ 

対象者 １８歳までの子どもとその保護者 18 歳までの子どもとその保護者 

スタッフ職種 保健師、栄養士、歯科衛生士  ママサポーター、子育てコンシェルジュ 

内容・特徴 各種相談 妊娠・出産・子育て相談総合窓口として相談専用

電話を設置。また、LINEによるオンライン相談を

実施。 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 電話相談  

時期・回数 随時  

対象者 田原市に住所を有する概ね 18歳未満の方  

スタッフ職種 保健師  

申込み方法 電話にて  

内容・特徴 相談  

 


