
市町村名 高浜市 窓口 高浜市いきいき広場 

住所 〒444-1334 高浜市春日町五丁目 165 番地 

電話 0566-52-9871 FAX 0566-52-7918 

E-mail kenko@city.takahama.lg.jp URL https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kenko 

【周産期医療機関への PRコメント】 

支援を要する方がいらっしゃいましたらご連絡ください。 

母子手帳交付 

場所 高浜市いきいき広場 3 階 こども発達センター 

交付方法 集団交付（毎週火曜午前9時～） 

※個別交付については要相談 

※日曜・祝日除く 

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 

 

市町村独自アンケート  

内容・特徴 集団交付は地区担当保健師との面談機会、妊婦間の交流の場になっている。 

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 こども発達センター 

場所 高浜市いきいき広場 3 階こども発達センター 

スタッフ職種 保健師、助産師 

内容・特徴 ・妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談に対応 

・全ての妊婦等の状況を継続的に把握し、支援台帳を作成する 

・支援が必要な者をサービスに繋ぐなど 

・手厚い支援が必要となる者に対し、関係機関と協力して支援プランの作成と継続的支援 

・関係機関との協力の場を設け、支援のネットワークを構築する 

・妊産婦等の支援整備と体制づくり 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年 6 回 

会場 市内子育て支援センター 

対象者 妊婦とその夫（初産・経産両者可、妊婦のみの参加も可） 

スタッフ職種 保健師、助産師、保育士 

申込み方法 電話や来所にて予約 

内容・特徴 支援センターの紹介 

体験型教室：妊婦体験（夫）、抱っこ、オムツ交換、沐浴 

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 双子の会  

時期・回数 年 3 回 
 

会場 翼幼保園子育て支援センター  

対象者 双子の母および双胎妊婦  

スタッフ職種 保健師、保育士、ボランティア  

申込み方法 実施日に直接参加  

内容・特徴 ・双胎家族同士の交流 

・個別育児相談 

・子育て支援センター職員との情報交

換 

・双胎妊婦の参加可 

 

マタニティサロン・広場等 

名称 ままプチさろん 

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kenko


時期・回数 年 12 回 

会場 いきいき広場 

対象者 妊婦（初・経産婦両者可） 

スタッフ職種 保健師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師（実施日により従事スタッフの職種は違います） 

申込み方法 窓口、電話にて予約（予約がなくても可） 

内容・特徴 様々なテーマに沿った座談会を通じて妊婦同士の交流、情報交換の場としている。 

各専門職からのミニ健康講話も実施 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産後ケア事業 産前産後サポート事業「ふれまま」 

会場 安城市 八千代病院・ジュンレディースクリ

ニック安城・碧助産院 

碧南市 岡村産科婦人科 

刈谷市 ジュンレディースクリニック刈谷・

ひまわり助産院 

訪問型 

対象者 以下すべてに該当するもの 

①市民 ②乳児と母 ③体調不良や育児不安

がある母 

特定妊婦、育児不安のある母 

スタッフ職種 助産師 NPO 法人ふれ愛・ポートスタッフ 

（初回訪問には保健師が同行） 

利用方法 いきいき広場健康推進グループへ申請 

（家族による代理申請可） 

・地区担当保健師紹介・調整 

・希望者（周知：乳児家庭全戸訪問） 

内容・特徴 入院・日帰り（7 日以内） 

基本料金と個室利用の 8 割を市が助成 

市町村民税非課税世帯は基本料金と個室利用

の 9 割を市が助成 

※基本料金には食事・ミルク・オムツ・病衣

代などは含みません 

回数・内容はケースに合わせて柔軟に行う 

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 母子手帳交付時・4 か月児健診時、全参加者へ配布 

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者  特に養育支援を必要とする家庭 

スタッフ職種  保健師 

里帰り先への訪問  依頼があれば相談可 

申込み方法  電話か来所 

内容・特徴  

 

体重測定、各種相談対応 

 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 希望者 

妊娠期における訪問

が必要と判断され了

承が得られた者（特

定妊婦含む） 

希望者 

病院連絡があり、保

護者の了承が得られ

た新生児 

未熟児 全家庭 

時期 妊婦と相談 生後 1か月未満 保護者と相談 生後 4 か月までの乳児と



保護者 

家族からの 

申し込み方法 

電話か来所 電話か来所 電話か来所 スタッフより訪問調整の

電話連絡あり 

早期の訪問を希望する場

合は電話か来所 

医療機関からの依

頼方法 

連絡票を使用 連絡票を使用 連絡票を使用 連絡票を使用 

スタッフ職種 保健師、助産師 保健師、助産師 保健師、助産師 保健師、助産師、看護師 

里帰り先への訪問 依頼があれば相談可 依頼があれば相談可 依頼があれば相談

可 

依頼があれば相談可 

内容 各種相談 体重測定 

各種相談対応 

体重測定 

各種相談対応 

体重測定 

各種相談対応 

育児相談 

名称 ①ちびっこ相談 ②あっぽ・のびのびひろば ③吉浜・のびのび育児相談 ④ひよこタイム 

⑤育児のおはなし会 

時期・回数 ①②④月 1回   ③⑤4、5月を除いて月 1回 

会場 ①いきいき広場 3階 ②子育て支援センターあっぽ（年 4回 やきものの里 かわら美術館） 

③吉浜児童センター ④翼幼保園子育て支援センター ⑤高浜児童センター 

対象者 ①②③⑤乳幼児とその保護者 ④1歳の誕生月までのお子さんとその保護者 

スタッフ職種 ①保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師、保育士 

②保育士、保健師 

③児童厚生員、保健師、助産師 

④保育士、保健師、助産師 

⑤保育士、保健師 

申込み方法 電話や来所にて予約 

内容・特徴 ①乳幼児を持つ保護者に対して、育児・母乳・離乳食・歯科相談を希望に応じて実施 

②③計測、個別相談、5分程度の健康講話を実施 

④計測、個別相談、5分程度の健康講話のほか、親子のふれあい遊びなどの実施 

⑤計測、個別相談、5分程度の健康講話のほか、参加者同士の座談会を実施 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 4か月児健診 乳児健診  

方法 集団 個別受診（医療機関に委託）  

時期・回数 月 1回 生後 1歳未満に 2回  

会場 いきいき広場 各医療機関  

対象者 その月に生後 4か月を迎える

乳児とその保護者 
生後 1歳未満の乳児  

スタッフ職

種 
医師・保健師・助産師   

申込み方法 申し込み不要 各医療機関へ各自で申し込む  

周知方法 個人通知、広報、ホームペー

ジ 

母子手帳交付時、4 か月児健診

時 
 

内容・特徴 計測、内科診察、育児相談

を実施 

 
 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食講習（4か月児健診時）  

方法 集団  

時期・回数 月 1回  

会場 いきいき広場  

対象者 4か月児健診参加者  

スタッフ職種 管理栄養士  

申込み方法 申し込み不要  

内容・特徴 
4か月児健診時に実施  

健診事後教室等 



名称 こあら教室（ちびっこグループ） こあら教室 

方法 集団 集団 

場所 
いきいき広場 いきいき広場 

対象者 1 歳 6 か月児健診・2 歳児歯科健診・相談

事業などで経過観察が必要な児とその保

護者 

3 歳児健診・相談事業などで経過観察が必要な児とそ

の保護者 

スタッフ職種 保育士、保健師、臨床心理士、療育指導

員 
保育士、保健師、臨床心理士 

利用方法 健診・相談事業などで個別にお知らせ 健診・相談事業などで個別にお知らせ 

内容・特徴 親子遊び、集団遊び、育児相談 親子遊び、集団遊び、育児相談 

電話相談 

担当部署 高浜市いきいき広場 健康推進グループ 

名称 なんでも健康相談 

曜日・時間 月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 7 時（祝日を除く） 

土曜 午前 8 時 30 分～午後 5 時（祝日実施） 

電話番号 0566-52-9871 

対象者 市民 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 育児や健康に関する相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称   

時期・回数   

対象者   

スタッフ職種   

申込み方法   

内容・特徴   

 


