
市町村名 一宮市 窓口 一宮市保健所健康支援課 

住所 〒491-0867 一宮市古金町 1丁目３番地 

電話 0586－52-3858 FAX 0586－24－9388 

E-mail 
kenko-

shien@city.ichinomiya.lg.jp 

URL  

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 保健センター(中・西・北） 

交付方法 原則妊娠届出書の提示で交付 

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 妊娠届出に合わせて保健指導を行います。代理で来所の場合は、後日、妊婦本人と面接

をします。 

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・特定型） ・ 無 

名称 母子健康包括支援センター事業 

場所 保健センター（中・西・北） 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 妊娠届出時に保健指導をおこないます。また、妊娠 32週の妊婦に対し家庭訪問を実施します。 

必要に応じ、家庭訪問、面接等で支援を行います。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 マタニティクラス 

時期・回数 2回を 1クールとして毎月実施。（1回のみの参加も可） 

会場 保健センター(中・西・北） 

対象者 市内に在住する妊婦とその夫 

スタッフ職種 助産師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士 

申込み方法 電話又は保健センターの窓口にて申し込み 

内容・特徴 1回目:妊娠してからの心とからだの変化 

   :抱っこ・沐浴体験 

2回目：母乳育児 

:妊娠中の食生活 

   :ママと赤ちゃんの歯の話 

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 親支援教室 「かんがるータイム」  

時期・回数 毎月実施  

会場 中保健センター  

対象者 保健師からの紹介 乳幼児をもつ母親  



スタッフ職種 保健師・心理相談員  

申込み方法 地区担当保健師への申し込み  

内容・特徴 心理職による個別相談  

託児あり 

 

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 一宮市産後ケア事業  

会場   

対象者 産後 1 年未満の産婦とその乳児で産後の心身の

不調により保健指導を要する者 

 

スタッフ職種   

利用方法 保健センターに申込み  

内容・特徴 委託により実施  

産前・産後ヘルパー 

名称 産後ヘルプ 

時期・回数 年間を通して実施 

場所 依頼者の自宅 

対象者 ① 妊娠 8 か月～出産後 2 か月以内の母親で、体調不良のため家事または育児が困難であり、

同居の親族から日中、家事または育児の援助を受けられない方 

② 多胎による出産後 12 か月以内の方 

スタッフ職種 産後ヘルプ事業援助者 

利用方法 中央子育て支援センターにて産後ヘルプ事業依頼者登録申請書の提出と説明会 

産後ヘルプ事業援助利用申請書の提出、センター職員と援助者との事前打ち合わせ後に利用 

内容・特徴 ・家事援助 ： 掃除・洗濯・買い物・調理など 

・乳児の世話 ： おむつ交換や授乳・沐浴の補助など 

・その他必要な家事・育児 

・1 時間 700～900 円（曜日・時間帯等で異なる） 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法  

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 



対象者 妊娠期から子育て期にわたる期間で支援を

必要とする家庭 

妊娠期から子育て期にわたる期間で支援を必

要とする家庭 

スタッフ職種 ヘルパー 保健師 

里帰り先への訪問 市内の場合は対応可 市内の場合は対応可 

申込み方法 なし なし 

内容・特徴 家庭訪問にて、子どもの養育環境の維持・改

善及び家庭の養育力向上支援をしていま

す。 

必要に応じて家庭訪問、面接、電話等を実施し

ています。 

 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 妊婦 概ね生後 28 日以内の

希望者（里帰りも可） 

2000g未満の児 新生児・未熟児訪問を

受けていない児 

時期 32週、随時 生後 28日以内 随時 概ね生後 2か月頃 

家族からの 

申し込み方法 

不要 赤ちゃんが生まれま

した連絡票・電話 

不要 不要 

医療機関からの依

頼方法 

サマリー等 なし サマリー等 サマリー等 

スタッフ職種 保健師 助産師 保健師 こんにちは赤ちゃん

訪問員 

里帰り先への訪問 市内のみ可能 市内のみ可能 市内のみ可能 市内のみ可能 

内容  助産師会に委託   

育児相談 

名称 育児相談 

時期・回数 各保健センター毎月１回 

会場 保健センター(中・西・北） 

対象者 乳児・幼児とその保護者 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・歯科衛生士・心理相談員 

申込み方法 心理相談員の相談のみ予約制 

内容・特徴 発育・発達・食事・歯・子育ての悩みについての相談に応じます 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 4か月児健康診査   

方法 集団   

時期・回数 年間 70回   

会場 保健センター(中・西・北）   

対象者 概ね 4か月の児   

スタッフ職種 医師・保健師・看護師・管理

栄養士・事務 
  

申込み方法 不要   

周知方法 個別通知・広報・ウェブサイ   



ト 

内容・特徴 受付・計測・診察・育児相談・

希望者に栄養相談 

 
 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室 

(もぐもぐ・ごっくんコース) 
幼児食教室～離乳食を卒業したら～ 

方法 集団 集団 

時期・回数 各保健センター毎月 1回 3保健センターで順番に月 1回  

会場 保健センター(中・西・北） 保健センター(中・西・北） 

対象者 市民 市民 

スタッフ職種 管理栄養士 管理栄養士 

申込み方法 電話又は保健センターの窓口にて

申し込み 
電話又は保健センターの窓口にて申し込み 

内容・特徴 離乳食の基本的な進め方 幼児食の基本的な進め方   

健診事後教室等 

名称 コアラッコ教室(健診事後教室)  

方法 集団  

場所 保健センター(中・西・北）  

対象者 保健師からの紹介 幼児とその保護者  

スタッフ職種 保健師・保育士・心理相談員  

利用方法 地区担当保健師への申し込み  

内容・特徴 集団遊び・個別指導  

電話相談 

担当部署 一宮市健康支援課 

名称 一宮市中・西・北保健センター 

曜日・時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分 

電話番号 中)0586－72－1121 西)0586－63－4833 北)0586－86－1611 

対象者 市民 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・歯科衛生士 

内容・特徴 健康相談・育児相談等 

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   

 


