
市町村名 北名古屋市 窓口 北名古屋市保健センター 

住所 〒481-0041 北名古屋市九之坪笹塚 1番地 

電話 0568-23-4000 FAX 0568-23-0501 

E-mail kenko@city.kitanagoya.lg.jp URL http://www.city.kitanagoya.lg.jp/ 

【周産期医療機関への PR コメント】 

産後 2週間頃を目安に助産師より産後の母親へ電話連絡をし、授乳相談・育児相談を行っています。 

4か月児健診までに保健師・助産師・赤ちゃん訪問員による全戸訪問を実施しています。 

希望者には、妊娠中にも面談や訪問を実施しています。 

母子手帳交付 

場所 北名古屋市保健センター 

交付方法 集団で交付（月 3回）、個別対応有り 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、事務員 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

なし 

市町村独自アンケート なし 

内容・特徴 個別に保健師によるアンケートの聞き取りを実施。 

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 北名古屋市子育て世代包括支援センター 

場所 北名古屋市保健センター（北名古屋市健康ドーム内）、児童課、西子育て支援センター 

スタッフ職種 保健師、保育士 

内容・特徴 母子保健型：妊娠・出産・子育て等の母子保健に関する相談、助言、保健指導、情報提供を実施。

支援プランの策定、関係機関との連絡調整を実施。 

基本型：子育てに関する総合相談窓口 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室（妊娠編） 

時期・回数 2日間（日曜日・月曜日）開催を年 9回 

会場 北名古屋市健康ドーム 

対象者 妊娠 7～9か月の妊婦とその夫 

スタッフ職種 助産師、保健師、管理栄養士、臨床心理士、一般講師、支援センター職員 

申込み方法 電話、窓口にて予約制 

内容・特徴 1日目：父親の役割の講話、沐浴実習、ビデオ学習、夫婦でのペアワーク 

2日目：分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養、子育て支援センターの紹介 

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 さくらんぼタイム（自主サークル） 

時期・回数 年 6回 

会場 東・西・南・北子育て支援センター 

対象者 多胎児を持つ保護者、妊婦 

スタッフ職種 保育士、保健師、管理栄養士 

申込み方法 開催場所の支援センター、保健センターにて電話、窓口にて予約制 



内容・特徴 内容：交流会、リサイクル交換会、食育相談、保健相談等 

※対象者には、保健センターより個別に紹介 

マタニティサロン・広場等 

名称 はじめましての会 

時期・回数 月 1回（2か所の支援センターで同日開催） 

会場 東・西・南・北子育て支援センター 

対象者 妊婦、初めて子育て支援センターを利用する親子 

スタッフ職種 保育士、保健師 

申込み方法 予約制、東・西・南・北支援センターへ問合せ 

内容・特徴 先輩ママとの交流会 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産前産後サポート事業 

①産後ママコール 

②助産師電話相談 

③新生児授乳相談 

④授乳相談 

産後ケア事業 

①宿泊型 

②訪問型 

会場 保健センター（健康ドーム内） ①委託医療機関 

②対象者の自宅 

対象者 ①産後約 2週間の新生児がいる全世帯 

②授乳・育児に関する悩みや不安のある母親 

③産後ママコール実施後、授乳・育児に関する悩

みや不安のある母親 

④4 か月児健診時に授乳・育児に関する悩みや不

安のある母親 

産後1年以内の方及び乳児 

(1)心身の不調や育児に不安のある人 

(2)乳房ケアなど授乳方法に不安のある人 

(3)家族等からの育児に係る十分な援助が受け

られない人 

スタッフ職種 助産師 助産師 

利用方法 ①助産師が対象者に電話 

②母親からの電話相談 

③産後ママコール時に助産師が相談が必要と判

断した場合のみ利用可能（予約制） 

④4 か月児健診時に医師・保健師が必要と判断し

た場合に紹介 

事前に保健センターに要相談。 

 

内容・特徴 ③ 35 分/回 ④ 20分/回 

内容 

・授乳・育児に関する悩み又は産後の心身の不調

に関する相談支援 

・子育てに関する情報提供 

 

 

 

 

 

①1人 1回の出産につき 1回限り 7日以内 

②1人 1回の出産につき 2回まで、90分以内 

内容 

産後の健康面や生活面の相談、乳房ケア、授

乳方法・沐浴・育児に関する助言、相談を実施 

 

 
 



産後ヘルパー 

名称 産後ヘルパー派遣事業 

時期・回数 産後 16 週以内で 30時間、多胎は産後 1年以内で 50時間 

場所 対象者の自宅 

対象者 体調不良等のため家事育児が困難な家庭や多胎児がいる家庭 

スタッフ職種 ヘルパー 

利用方法 妊娠 8 か月以降保健センターへ申請 

内容・特徴 1時間につき 750 円 

内容：家事に関すること、乳児の世話等 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法 窓口にハローファミリーカード設置 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者  育児について支援が必要な家庭や育児不安が強い母親

等 

スタッフ職種  保健師 

里帰り先への訪問  里帰り先の場所によっては可能 

申込み方法  電話、窓口 

内容・特徴  

 

計測・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 妊婦 新生児 未熟児 4 か月児健診までの

乳児 

時期 不定期 新生児まで フォロー終了まで 生後 4か月児未満 

家族からの 

申し込み方法 

保健センターへ電話か文書 

医療機関からの依頼

方法 

保健センターへ電話か文書 

 

スタッフ職種 保健師 保健師・助産師 保健師・助産師 保健師・助産師・赤

ちゃん訪問員 

里帰り先への訪問 里帰り先の場所によっては可能 

内容 健康相談、妊娠中や産

後のサービス紹介等 

計測、育児相談、社会資源の情報提供等 

育児相談 

名称 育児相談・栄養相談・母乳相談 

時期・回数 月 1回 

会場 北名古屋市健康ドーム 

対象者 就園前の乳幼児とその保護者 

スタッフ職種 看護師、助産師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、事務員 



申込み方法 電話、窓口にて予約制 

内容・特徴 計測、相談 

3，4か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 4か月児健診 10か月児健診 1歳 6か月児健診 3歳児健診 

方法 集団 

時期・回数 年 18回 

会場 北名古屋市健康ドーム 

対象者 4か月児 10か月児 1歳 6か月児 3歳児 

スタッフ職種 
医師、保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士 

医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士、 

臨床心理士、管理栄養士 

申込み方法 予約なし 

周知方法 広報、ホームページ 

内容・特徴 内科健診、身体計測、

個別相談、離乳食講習

会（入門編） 

内科健診、身体計測、個

別相談 

内科健診、歯科健診、身体計測、フッ化物塗布、

個別相談 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食講習会（入門編） 離乳食講習会（実践編）～取り分け＆手づかみ離乳食～ 

方法 講話 講話、調理の実演、試食（保護者） 

時期・回数 年 18 回 年 6回 

会場 北名古屋市健康ドーム 

対象者 希望者 

スタッフ職種 管理栄養士 管理栄養士、ボランティア（食生活改善推進員） 

申込み方法 予約なし 電話、窓口にて予約制 

内容・特徴 4か月児健診と同日実施 児の食べ方に合わせた形状や調理の工夫を助言 

健診事後教室等 

名称 つぼみ教室、りんご教室、うさぎ教室 

方法 親子教室 

場所 東子育て支援センター、ひまわり西園、九之坪児童館 

対象者 経過観察が必要な児や育児支援が必要な親子 

スタッフ職種 療育指導員、保育園長、保育士、臨床心理士、言語聴覚士、保健師 

利用方法 保健センターで相談、事前に申し込み必要 

内容・特徴 自由遊び、親子体操、ふれあい遊び、設定遊び、発達相談等 

電話相談 

担当部署 市民健康部健康課（北名古屋市保健センター） 

名称 子育てや発育・発達についての相談 

曜日・時間 平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

電話番号 0568-23-4000 

対象者 妊婦、子育て中の方等 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、看護師、歯科衛生士等 



思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 思春期教室  

時期・回数 依頼があった市内の中学校にて年 1回ずつ  

対象者 市内中学生徒及び保護者  

スタッフ職種 助産師、保健師、養護教諭  

申込み方法 なし  

内容・特徴 健康教育等  

 


