
市町村名 稲沢市 窓口 健康推進課（保健センター内） 

住所 〒492-8217 稲沢市稲沢町前田 365 番地 16 

電話 0587-21-2300 FAX 0587-21-2361 

E-mail hoken@city.inazawa.aichi.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、保健センター祖父江支所 

交付方法 保健師が妊婦全員と面接を行い、妊婦が記載したアンケートを基に、相談を受けながら

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 あり 

内容・特徴 育児への気持ち、具体的な協力者と相談者、朝食に関するアンケート、面接児特定妊婦

を選定するための基準項目のチェック。 

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 子育て世代包括支援センター 

場所 保健センター 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 妊娠期から子育て期へ必要な情報提供、切れ目ない子育て支援、子育て支援関係者連絡会議

の開催とネットワーク強化 

パパママ教室・両親学級等 

名称 ママパパ教室 

時期・回数 年間 11 回（平日 3 回、休日 8 回） 

会場 保健センター 

対象者 概ね妊娠 8 ヶ月までの妊婦及び家族 

スタッフ職種 保健師 

申込み方法 予約制（妊婦 5 人以上で開催、定員 40 人） 

内容・特徴 妊娠中の生活・栄養・歯科保健・保育の話、妊婦体験ジャケットによる妊婦体験・交流会（新

型コロナウイルス感染症対策のため、定員、内容は変更して実施しています） 

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   

会場   

対象者   

スタッフ職種   

申込み方法   



内容・特徴  

 

 

マタニティサロン・広場等 

名称 すくすく広場 

時期・回数 毎月 1 回 

会場 保健センター 

対象者 乳幼児（出生月により、対象日が変わります） 

スタッフ職種 保健師・看護師・栄養士・子育てネットワーカ 

申込み方法 予約不要 

内容・特徴 保護者による身体計測、子育てネットワーカーによる親子遊び、育児相談 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産後お泊りケア事業  

会場 7 医療機関、2 助産所  

対象者 稲沢市民の産後 4 か月未満の母親と乳児で、医

療機関に泊まりながら、心身を休め、授乳指導

などのサービスを希望されるかた 

 

スタッフ職種 指定期間スタッフ  

利用方法 保健センターへ相談  

内容・特徴 1 週間を限度に、母子ともに必要な保健サービ

スを提供、自己負担 5,000円/日（別途部屋代及

び食事代必要） 

 

 

 

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 新生児訪問・赤ちゃん訪問で全員に配布 

市内産婦人科で、「産後お泊りケア事業」ＰＲ内容を追記したものを配布 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者  養育支援が特に必要な家庭 



スタッフ職種  保健師 

里帰り先への訪問  必要に応じ、里帰り先市町村へ依頼 

申込み方法  保健センターへ相談 

内容・特徴  情報提供・育児相談 

 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 必要なかた 希望者 2,500ｇ未満児 全員（新生児訪問、未

熟児訪問希望者を除

く） 

時期 ケースによる 生後 2か月未満 退院後すぐに 生後 4か月未満 

家族からの 

申し込み方法 

保健センターへ相談 保健センターへ相談 保健センターへ相

談 

保健センターへ相談 

医療機関からの依

頼方法 

保健センターへ相談 保健センターへ相談 保健センターへ相

談 

保健センターへ相談 

スタッフ職種 保健師 助産師・保健師 助産師・保健師 主任児童委員・保健師 

里帰り先への訪問 他市の協力が得られ

れば可 

稲沢市に里帰りの場

合、生後 28 日以内で

訪問可能 

他市の協力が得ら

れれば可 

実施なし 

内容 健康相談等 情報提供・育児相談 情報提供・育児相

談 

情報提供・育児相談 

育児相談 

名称 健康相談 

時期・回数 ①毎週水曜日②毎週火曜日 

会場 ①保健センター②保健センター祖父江支所 

対象者 乳幼児 

スタッフ職種 保健師 

申込み方法 当日来所 

内容・特徴 身体計測、育児相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 4か月児健診 1か月児健康診査 6～10か月児健康診査 

方法 集団 個別 個別 

時期・回数 ①月 2回 

②2か月に 1回 
1か月頃 1回 6～10か月頃 1回 

会場 ①保健センター 

②保健センター祖父江支所 
医療機関 医療機関 

対象者 3～5か月児 1か月児 6～10か月児 

スタッフ職種 医師・保健師・栄養士・事務 医療機関スタッフ 医療機関スタッフ 

申込み方法 当日来所 医療機関へ申込み 医療機関へ申込み 

周知方法 個別通知、広報 母子健康手帳交付時に周知 母子健康手帳時や 4か月児健康



診査時に周知 

内容・特徴 予診・身体計測・診察・保健

指導・ブックスタート 

身体計測・診察等 
身体計測・診察等 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食教室  

方法 集団  

時期・回数 ①月 1回②2か月に 1回  

会場 ①保健センター 

②保健センター祖父江支所 
 

対象者 概ね 5～6か月  

スタッフ職種 栄養士・保健師  

申込み方法 予約制（5組以上で開催） 

定員①25組②20組 
 

内容・特徴 講話と実習 

（新型コロナウイルス感染症対策

のため、定員、内容は変更して実施

しています） 

 

健診事後教室等 

名称 育児教室 2歳児相談 

方法 集団 個別 

場所 保健センター 保健センター 

対象者 1歳 6か月児健康診査及び 3歳児健康診査

で経過観察を要する幼児と保護者 

言語・精神・社会性の発達に遅れがあると思われ

る幼児とその保護者 

スタッフ職種 心理相談員・保育士・保健師 心理相談員・保健師 

利用方法 保健センターへ相談 保健センターへ相談 

内容・特徴 親子遊び・母子分離での話し合い・保健指

導、月 1回の 2回を 1クールとして開催 
問診・自由遊び・保健指導 

電話相談 

担当部署 ①保健センター ②保健センター祖父江支所 

名称 電話相談 

曜日・時間 平日午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

電話番号 ①0587-21-2300 ②0587-97-7000 

対象者 市民 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 健康相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  プレママごはん 

時期・回数  2 か月に 1 回 

対象者  妊婦及び家族 

スタッフ職種  栄養士・保健師 



申込み方法  予約制（妊婦 5 人以上で開催、定員 20 人） 

内容・特徴  講話と調理実習 

（新型コロナウイルス感染症対策のため、定員、

内容は変更して実施しています） 

 


