
市町村名 東郷町 窓口 健康推進課 

住所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴 2225 番地 4 イーストプラザいこまい館内 

電話 0561-37-5813 FAX 0561-37-5823 

E-mail tgo-kenko@town.aichi-togo.lg.jp URL http://www.town.aichi-togo.lg.jp/ 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 東郷町役場 健康推進課（イーストプラザいこまい館 2 階） 

交付方法 窓口にて面接 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

後日連絡 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 アンケート記入やリーフレットの配布 

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 母子健康包括支援センター 

場所 東郷町役場 健康推進課内 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 母子保健コーディネーターを配置し、妊娠、出産、子育て等の様々な相談を行っています。 

母子健康手帳交付、マタニティコール（妊娠中のすべての方）、ハッピーコール（すべての産

婦の方）など 

 

パパママ教室・両親学級等 

名称 マタニティクラス（初期編、後期編） 

時期・回数 初期編：5 月から奇数月に 1 回開催 後期編：6 月から偶数月に 1 回開催 

会場 初期編：イーストプラザいこまい館 和室  後期編：イーストプラザいこまい館 調理室 

対象者 町内に住所を有する妊婦・夫 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・助産師 

申込み方法 電話または窓口にて 

内容・特徴 初期編：妊娠期からの食生活、体と心の変化、赤ちゃん人形体験 

後期編：助産師による講和、沐浴体験（お湯は使用しない） 

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 多胎児サポーター派遣事業  

時期・回数 多胎児の出産後から 1 歳 6 か月に達する

月の末日まで。ただし、保育園に入園した

場合は、派遣を行わない。 

 

会場 各家庭  

対象者 多胎児を育てる父、母、妊婦  

スタッフ職種 家事及び育児支援員の派遣実績のある  
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NPO 法人 

申込み方法 子育て応援課にて申請  

内容・特徴 日常的な家事援助や簡単な育児支援、相談

等を行うサポーターを派遣する 

 

 

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 産後ケア訪問  

会場 利用者自宅  

対象者 町内に住所を有する生後 5 か月未満の乳児及び

母親 

 

スタッフ職種 助産師  

利用方法 健康推進課にて申請  

内容・特徴 1 人につき 2 回まで利用可能 

1 回 90 分程度 

利用者負担 1 回 1,000 円（双胎の場合 1,500 円） 

助産師が訪問し、産後の母や児に対する心身の

ケア、育児のサポートを行います。 

 

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 転入時に配布する。 

 

 

養育支援訪問事業 



育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 特に支援が必要な家庭 育児支援が必要な保護者 

スタッフ職種 子育て経験者、ヘルパー等 保健師 

里帰り先への訪問 なし なし（近隣市町ならあり） 

申込み方法 子育て応援課に相談 赤ちゃん訪問時、必要性を判断し、保護者の意向を確

認 

内容・特徴 自立に向けた育児・家庭支援 保健師による育児指導 

 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 若年、高齢妊婦、その

他必要と思われる

ケース 

早期に訪問が必要と

思われるケース 

出生体重が 2,500g

を満たない児とそ

の親 

全員 

時期 随時 出生から生後４か月

まで 

同左 出生から生後４か月

まで 

家族からの 

申し込み方法 

不要 不要 不要 出生届児にご案内を

渡し後日、保健師また

は助産師から家族に

連絡 

医療機関からの依

頼方法 

医療機関連絡票 同左 同左 同左 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士 保健師 保健師 助産師 保健師 

里帰り先への訪問  近隣市町へは訪問 同左 同左 

内容  遠方市町へは依頼書

発行 

同左 同左 

育児相談 

名称 育児相談・栄養相談 

時期・回数 月 1 回 

会場 東郷町役場 いこまい館 1 階 多目的室 A 

対象者 ０か月から就学までの児とその親 

スタッフ職種 保健師 管理栄養士 

申込み方法 なし 

内容・特徴 子育て相談、身長体重測定、発育発達、その他気になること、栄養相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ４か月児健診 1歳 6か月児健診 3歳児健診 

方法 医療機関 集団 集団 

時期・回数 対象者は医療機関を予約し

受診 
年 12回 年 12回 

会場 
指定医療機関 

東郷町役場 健康推進課 いこ

まい館 1階 多目的室 A 

東郷町役場 健康推進課 い

こまい館 1階 多目的室 A 



対象者 ４か月児および未受診者 1歳 7か月児および未受診者 3歳 1か月児および未受診者 

スタッフ職種 
 

保健師 看護師 医師 管理栄

養士 歯科衛生士 

保健師 看護師 医師 管理

栄養士 

申込み方法 指定医療機関へ予約 不要 不要 

周知方法 個別通知 個別通知 個別通知 

内容・特徴    

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室(初期編) 離乳食教室（後期編） 

方法 集団 集団 

時期・回数 偶数月に 1回 奇数月に 1 回 

会場 イーストプラザいこまい館 和室・ランチ

ルーム 

イーストプラザいこまい館 和室・ランチ

ルーム 

対象者 ４～５か月の児とその親 ９～１１か月の児とその親 

スタッフ職種 保健師 管理栄養士  保健師 管理栄養士 

申込み方法 電話、窓口にて予約 電話、窓口にて予約 

内容・特徴 離乳食の導入について 離乳食後期の作り方について 

健診事後教室等 

名称 なかよし個別相談 なかよし教室 

方法 個別対応 集団 

場所 東郷町役場 健康推進課 健康づくりセ

ンター 
東郷町役場 健康推進課 健康づくりセンター 

対象者 ことば、発達、子育てについて不安のある

親子 
ことば、発達、子育てについて不安のある親子 

スタッフ職種 
保健師 臨床心理士  

保健師 保育士 心理相談員 こども家庭相談

員 

利用方法 対象者には個別に誘っている 対象者には個別に誘っている 

内容・特徴   

電話相談 

担当部署 こども健康部 健康推進課 

名称 子育て相談 

曜日・時間 月～金 ９：００～１６：００ 

電話番号 ０５６１－３７－５８１３ 

対象者 町民 

スタッフ職種 保健師 管理栄養士 

内容・特徴 子育て しつけ 母乳管理 病気 などの相談 

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   

 


