
市町村名 東栄町 窓口 福祉課 

住所 
〒449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑 25 番地 

＊令和 4年 11月 東栄保健福祉センター 開所予定 東栄町大字本郷字大沼 1-1  

電話 ０５３６-７６-１８１５ FAX ０５３６-７６-１７２５ 

E-mail fukushi@town.toei.lg.jp URL http://www.town.toei.aichi.jp 

【周産期医療機関への PR コメント】 

役場庁舎内に保健師が在勤しているため、児童・障がい福祉や各医療制度担当職員等と迅速かつ柔軟な連携を行え

る体制が整っています。町内は周産期医療機関がないため、近隣他市や隣県医療機関に通院となります。 

母子手帳交付 

場所 東栄町役場・東栄町子育て世代包括支援センター 

＊令和４年 11 月から東栄保健福祉センターの予定 

交付方法 保健師による面談を実施して交付 

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 なし 

内容・特徴 母子手帳交付時にセルフプランを妊婦と一緒に作成し、交付面談を丁寧に実施している。 

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 東栄町子育て世代包括支援センター 

場所 北設楽郡東栄町大字中設楽字松久保 11 番地 3 

＊令和４年 11 月～ 東栄保健福祉センター 予定 

スタッフ職種 保健師・保育士 

内容・特徴 母子手帳の交付時に妊婦と一緒にセルフプランを策定している。子育て支援センター（にこ

にこ広場）と併設しているため、保健師・保育士等の専門職が、全ての子育て世代を継続的に

きめ細かく支援している。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 ５月・随時 

会場 子育て支援センター(にこにこ広場) ＊令和４年 11 月から東栄保健福祉センターの予定 

対象者 妊婦とその夫、家族 

スタッフ職種 管理栄養士、保健師等 

申込み方法 対象者に個別案内し、電話等で申込 

内容・特徴 仲間づくり、妊婦体験、妊娠中の食事、内容は妊婦とその家族の希望による 

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 ― 

時期・回数 随時 

会場 東栄町役場 

対象者 未就学の転入者 



スタッフ職種 保健師 

申込み方法 ― 

内容・特徴 育児情報の提供 

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 産後ケア事業 

会場 町委託の医療機関・助産院 

対象者 出産後おおむね 1 年以内の母子 

スタッフ職種 助産師等 

利用方法 保健師と相談後、利用申請を実施する 

内容・特徴 宿泊型、デイサービス型、訪問型の利用が可能。（委託機関による） 

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配布しています。 

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者   

スタッフ職種   

里帰り先への訪問   

申込み方法   

内容・特徴  

 

 

 



 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 町内在住の妊娠 32 週

以降の妊婦 

町内在住の新生児 町内在住の未熟児 町内在住の新生児 

時期 妊娠後期 新生児期にある児 入院中もしくは退

院後 

新生児期にある児 

家族からの 

申し込み方法 

出生届出時の面接、電話など 

医療機関からの依

頼方法 

電話後、母子連絡票の送付を希望します。 

スタッフ職種 保健師 

里帰り先への訪問 妊婦等と相談 町保健師もしくは里帰り先市町村に依頼します 

内容 妊娠経過の把握と保

健指導など。 

体重、胸囲、頭囲測定。出産の状況や産後の様子についてお話をお聞

きし、保健指導を行います。 

育児相談 

名称 保健師・保育士お話し会 

時期・回数 ２回／月 

会場 子育て支援センター（にこにこ広場）＊令和４年 11 月から東栄保健福祉センターの予定 

対象者 未就園児の保護者 

スタッフ職種 保育士、保健師 

申込み方法 子育て支援センター（にこにこ広場）に予約 

内容・特徴 健康教育、育児相談、身長体重計測 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ３・４か月児健診 ９・１０か月児健診 ６～７か月 

方法 集団 個別 

時期・回数 奇数月第３金曜日（年 6回） １回 

会場 子育て支援センター（にこにこ広場）  

＊令和４年 11月から東栄保健福祉センターの予定 
医療機関 

対象者 ３・４か月の月齢にある児 ９・１０か月 １歳１か月になる前日まで 

スタッフ職

種 

小児科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、保育士、家庭

相談員、主任児童委員など 
医師 

申込み方法 不要 保護者が医療機関に予約 

周知方法 個別に案内を送付 母子手帳交付・新生児訪問等で案内 

内容・特徴 小児科医による診察のため、乳児期特有の疾患等にも対応で

き、保護者にわかりやすく説明していただける。健診従事ス

タッフが、町の母子保健事業にも携わっているため、継続し

た支援体制になっている。 

乳児健康診査票 第２回を使用し、

健診料の補助を行います。 

保育士によるブックスター

ト事業も同時開催。 

 



離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室 ベビーマッサージ 

方法 集団 集団 

時期・回数 ５月・９月・２月 ５月・９月 

会場 
食生活支援センター 

子育て支援センター（にこにこ広場） 

＊令和４年 11月～ 東栄保健福祉センターで実施予定 

対象者 ４～９か月児と 1歳前後の児 未就園児とその保護者 

スタッフ職種 管理栄養士、保健師、看護師 助産師、保健師、看護師 

申込み方法 電話・来所にて予約 不要 

内容・特徴 講話、調理実習 助産師による講話と実習、母乳・育児相談 

健診事後教室等 

名称 子育て相談会 

方法 個別相談 

場所 子育て支援センター（にこにこ広場）＊令和４年 11月～ 東栄保健福祉センターで実施予定 

対象者 未就学児の保護者 

スタッフ職種 臨床心理士、保健師、保育士 

利用方法 要予約（開催時に、未就学児の保護者に通知いたします） 

内容・特徴 発達・育児相談を実施。 

電話相談 

担当部署 福祉課 健康推進係 ＊令和４年 11 月～ 東栄保健福祉センターで実施予定 

名称 ― 

曜日・時間 月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５ 

電話番号 ０５３６－７６－１８１５ 

対象者 保護者・保育士・子育て支援関者等 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 随時対応 

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   

 


