
市町村名 扶桑町 窓口 健康推進課 

住所 〒480-0103 扶桑町大字柏森字中切２５４番地 

電話 0587-93-8300 FAX 0587-93-6700 

E-mail hcenter_sc@town.fuso.lg.jp URL http://www.town.fuso.lg.jp 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 扶桑町保健センター 

交付方法 指定日(扶桑町の作成する妊娠届出書裏面に掲載)にミニママクラスを開催。個別交付 

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 有り 

内容・特徴 内容：妊娠経過、体調、育児支援状況、その他妊娠出産にむけての不安の有無。 

妊娠中の過ごし方、出産に向けての準備、母子健康手帳・健診票の使い方説明、母子保

健事業の案内、妊婦相談等の説明。 

＊ミニママクラスに来られない場合は、随時交付。予約制で対応しています。 

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） ・ 無 

名称 扶桑町子育て世代包括支援センター 

場所 基本型・母子保健型：保健センター内 基本型：扶桑町役場 福祉児童課内 

スタッフ職種 基本型：子育て支援員（保健師） 

母子保健型：母子保健コーディネーター（助産師） 

基本型：子育て支援員（保育士） 

内容・特徴 妊娠・出産・子育てにわたりさまざまな相談を一

つの相談窓口に集約し、助言、保健指導、情報提供

等を行います。 

・支援台帳、支援プランの策定 

・関係機関との連絡、調整 

・妊娠３２週以降（３２週コール）と出産間もない

時期（バースデイコール）の妊産婦への支援 

・面接や電話による相談 

・翻訳機による多言語に対応した相談 

・保育園や学校（スクールソーシャル

ワーカー）などと連携し、就園、就学

後の相談にも対応しています。 

・翻訳機による多言語に対応した相談 

 

パパママ教室・両親学級等 

 

名称 
ぱぱままクラス 

時期・回数 AB の２回コース それぞれ年６回開催（平日） 

会場 保健センター 

対象者 妊婦およびその家族 

スタッフ職種 保健師、助産師、管理栄養士 

申込み方法 電話等にて事前予約 



内容・特徴 A:妊娠中のストレッチ、分べん時に使えるリラックス法、分べんの進み方、授乳について 

 助産師による妊婦相談 

B:沐浴（赤ちゃんの入浴）について 

赤ちゃん人形オムツ交換などの育児体験 

妊娠中の食生活について、貧血予防のメニューの試食 

＊パパが参加された場合は、妊婦体験ができます。 

＊日程については、広報または年間行事予定表で確認して下さい。 

ハイリスク者向け事業（転入者対象） 

名称 転入者のための予防接種説明会 

時期・回数 月 1 回開催 年 12 回 

会場 保健センター 

対象者 転入児の保護者 

スタッフ職種 保健師 

申込み方法 当日受付 

内容・特徴 内容：予防接種予診票の交付、予防接種の受け方、母子保健事業の説明、育児相談 

＊対象者の方には、開催日の案内や必要書類を個別で郵送しています。 

＊日程は広報または年間行事予定表で確認して下さい。 

マタニティサロン・広場等 

名称 実施はありません 

時期・回数  

会場  

対象者  

スタッフ職種  

申込み方法  

内容・特徴  

産後ケア事業 

名称 扶桑町産後ケア事業（宿泊型・訪問型） 

会場 宿泊型：江南厚生病院、マザークリニックハピネス、ミナミクリニック、みわレディースクリ

ニック、やまだ産婦人科 

訪問型：利用者の自宅 

対象者 母親に心身の不調や強い育児不安がある方で、家族等からの支援が受けられない方 

スタッフ職種 宿泊型：委託医療機関   訪問型：委託助産師 

利用方法 まずは、子育て世代包括支援センター（保健センター）にご相談ください。 

必要な方に、利用申請等の書類をお渡しし、説明をさせていただきます。 

内容・特徴 母子の心身のケア、授乳指導、育児指導・相談等 

産前・産後ヘルパー 

名称 実施はありません 

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、助産師・保健師の紹介のためにお渡ししています。 

 

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者  乳児家庭全戸訪問において、継続フォローが必要と思

われる方 

スタッフ職種  助産師 

里帰り先への訪問  予定していません 

申込み方法  申し込みによる利用ではありません。 

内容・特徴  

 

乳児家庭全戸訪問の担当者がそのまま継続で家庭訪問

を実施します。 

 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 希望者 希望または必要な方 希望または必要な方 全員 

時期 妊娠中 新生児期 必要な時期 ４か月児健診前まで 

家族からの 

申し込み方法 

電話･窓口 出生連絡カードの提

出や電話等でも可 

出生連絡カードの提

出や電話等でも可 

出生連絡カードの提

出や電話等でも可 

医療機関からの依

頼方法 

電話･文書 電話･文書 電話･文書 依頼がなくても実施 

スタッフ職種 助産師・保健師 助産師・保健師 助産師・保健師 助産師・保健師 

里帰り先への訪問 要相談 要相談 要相談 要相談 

内容 健康相談等 計測、保健指導等 計測、保健指導等 計測、保健指導等 

育児相談 

名称 乳幼児相談 育児心理相談 

時期・回数 月 2 回 月２回 

会場 保健センター 保健センター 

対象者 希望の方 希望または必要な方 

スタッフ職種 保健師、助産師、管理栄養士、看護師 公認心理士 

申込み方法 当日受付 電話･窓口等で予約受付 

内容・特徴 身体計測、育児相談、母乳相談、栄養相談 育児相談、発達の確認 

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 集団 集団 集団 

時期・回数 月 1回 月 1回 月 1回 



会場 保健センター 保健センター 保健センター 

対象者 ３～４か月児 １歳６か月児 ３歳月児 

スタッフ職種 

医師、保健師、助産師、看護師 

医師、歯科医師、保健師、助産

師、看護師、管理栄養士、    

歯科衛生士 

医師、歯科医師、保健師、助

産師、看護師、公認心理士、 

管理栄養士、歯科衛生士 

申込み方法 不要 不要 不要 

周知方法 個別通知 

年間行事予定表に掲載 

個別通知 

年間行事予定表に掲載 

個別通知 

年間行事予定表に掲載 

内容・特徴 問診、身体計測、診察、 

母乳相談（希望者のみ） 

問診、身体計測、診察、歯科健

診、フッ素塗布、保健指導、栄

養相談 

尿検査、問診、身体計測、診

察、歯科健診、フッ素塗布、

保健指導、育児相談、栄養相

談、スポットピジョン・視覚

検査、聞こえ検査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 赤ちゃん教室(初期) 赤ちゃん教室(前期)    赤ちゃん教室（後期） 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 月 1回実施 年６回実施 年６回実施 

会場 保健センター 保健センター 保健センター 

対象者 １～２か月児の保護者 ４～５か月児の保護者 10～11か月児とその保護者 

スタッフ職種 保健師・助産師 
保健師・管理栄養士・保育士・

ボランティア 

保健師・管理栄養士・ 

歯科衛生士 

申込み方法 当日受付 電話または窓口で予約 電話または窓口で予約 

内容・特徴 予防接種予診票の交付と進め

方の説明、遊びの紹介、 

PURPLE Cryingについて 

赤ちゃんに多い病気とその

手当について、事故予防につ

いて、離乳食の進め方と試食 

歯の手入れ、虫歯予防につい

て、赤ちゃんとの遊びについ

て、離乳食のすすめ方と試食 

健診事後教室等 

名称 幼児教室 ひまわりっ子 

方法 集団 集団 

場所 保健センター 保健センター 

対象者 主に、就園 1年前の幼児およびその保護者

で、児に発達の遅れがある。保護者の育児

不安が強い等の理由が有り、フォローが必

要と判断した方。 

左記におなじ。 

ただし児の年齢が３歳未満の者。 

スタッフ職種 
保健師・公認心理士・保育士・家庭児童相

談員・町内保育園の園長 
保健師・公認心理士・保育士 

利用方法 参加希望の方は、保健師にご相談いただき、必要な方には、健診時に利用の意向確認をしています。 

内容・特徴 
遊びを通し、児の発育の確認を行い、保護者には育児相談を行います。 

＊必要に応じ、発達支援センターや医療機関の紹介を行っています。 

電話相談 

担当部署 健康推進課 

名称 ほっとでんわ 

曜日・時間 平日：午前９時～１１時、午後１時～４時３０分 

電話番号 ０５８７－９３－８３００ 

対象者 希望者 



スタッフ職種 保健師・助産師 

内容・特徴 育児相談、健康相談等 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 実施はありません ２歳・２歳６か月児歯科健診 

時期・回数  各年１２回 

対象者  ２歳児・２歳６か月児 

スタッフ職種  歯科医師・保健師・看護師・歯科衛生士・ 

臨床心理士・保育士 

申込み方法  当日受付 

内容・特徴  問診、歯科健診、染め出し、フッ素塗布、保健指

導、育児相談 

 


