
市町村名 美浜町 窓口 美浜町保健センター（美浜町役場健康・子育て課） 

住所 〒470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面 106 

電話 0569-82-1111 FAX 0569-82-1321 

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

【周産期医療機関への PR コメント】 

こんにちは赤ちゃん訪問：母子健康手帳交付時に、妊産婦・乳幼児健康診査票に綴ってあるハガキ（新生児届出書

兼低体重児出生届）の説明をしています。（出産したら、ハガキの必要事項を記入し、保健センター宛に送付するか、

お電話等で連絡下さるよう説明しています。日程調整後、訪問しています。） 

妊産婦・乳児健康診査受診票：医療機関で利用いただける受診票を、子宮頸がん検診１回（妊娠 16 週頃まで）・ 

妊婦 14 回・新生児聴覚検査 1回・産婦 1 回（出産後 2 か月以内）・乳児 2 回を交付しています。【令和 2年度現在】 

母子手帳交付 

場所 美浜町保健センター 

交付方法 保健センターへ本人及び家族が来所 

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 マタニティカルテを作成していて、発行までの時間に記入してもらう。 

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  

場所  

スタッフ職種  

内容・特徴  

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年 4 回（日曜日） 

会場 美浜町保健センター 

対象者 妊婦とその家族 

スタッフ職種 助産師・保健師 

申込み方法 電話、ホームページ、QR コード、窓口 

内容・特徴 妊娠、出産の経過、赤ちゃんの特徴についてお話 

沐浴実習、ジャケット着用による妊婦（夫）体験 

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  

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   

会場   

対象者   

スタッフ職種   

利用方法   

内容・特徴   

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 母子手帳交付時、健診時に配布 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者   

スタッフ職種   

里帰り先への訪問   

申込み方法   

内容・特徴   

 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 ハイリスク妊婦 希望者、ハイリスク 全乳児 全乳児 

時期 必要時、希望時 希望時（新生児期） 希望時 生後 2 か月頃 

家族からの 

申し込み方法 

電話 電話 

はがき 

（新生児届出書兼低

電話 

はがき 

（新生児届出書兼低体

電話 

はがき 

（新生児届出書兼低



体重児出生届） 重児出生届） 体重児出生届） 

医療機関からの依

頼方法 

電話、依頼文 電話、依頼文 電話、依頼文 電話、依頼文 

スタッフ職種 保健師 保健師 保健師 保健師 

里帰り先への訪問 近隣市町村 

（南知多町、武豊

町、半田市、常滑

市）へは訪問（要

相談） 

近隣市町村 

（南知多町、武豊町、

半田市、常滑市）へは

訪問（要相談） 

近隣市町村 

（南知多町、武豊町、

半田市、常滑市）へは

訪問（要相談） 

近隣市町村 

（南知多町、武豊町、

半田市、常滑市）へは

訪問（要相談） 

内容 保健指導、相談対

応 

計測、保健指導、相談

対応 

計測、保健指導、相談

対応 

計測、保健指導、相談

対応 

育児相談 

名称 子育て相談・発達相談 

時期・回数 月 1 回 

会場 美浜町保健センター 

対象者 希望者 

スタッフ職種 保健師、臨床心理士 

申込み方法 電話、来所 

内容・特徴 保健師による子育て相談（身体計測、子育て、しつけ、家族等の相談） 

心理士による発達相談（お子さんの発達、しつけ等の相談） 

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 集団 集団 集団 

時期・回数 月 1 回 年 8 回 年 8 回 

会場 美浜町保健センター 美浜町保健センター 美浜町保健センター 

対象者 生後 3～4 か月の児 1 歳 6～7 か月の児 3 歳児 

スタッフ職種 
医師、保健師、助産師、栄養

士、歯科衛生士 

医師、歯科医師、保健師、看護

師、歯科衛生士、子育て支援セン

ター職員 

医師、歯科医師、保健師、看護

師、歯科衛生士 

申込み方法 不要 不要 不要 

周知方法 赤ちゃん訪問時に案内 個別通知 個別通知 

内容・特徴 ・母親の歯科指導 

・栄養士による離乳食教室 

・希望者には母乳相談 

・生活習慣の健康教育 

・内科健診及び歯科健診 

・ブラッシング指導とフッ素塗布 

・身体計測、問診、個別相談 

・内科健診及び歯科健診 

・ブラッシング指導とフッ素塗布 

・身体計測、問診、個別相談 

・視力検査と聴覚検査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 わいわい育児広場（事故防止・離乳食編）  

方法 集団  

時期・回数 年 6 回  



会場 美浜町保健センター  

対象者 6・7 か月児  

スタッフ職種 消防士・栄養士・保健師・食生活バランス

研究会 
 

申込み方法 電話、窓口、4 か月児健診時  

内容・特徴 ・消防士による事故防止、心肺蘇生の指導 

・離乳食の試食 
 

健診事後教室等 

名称 わんわん教室 うさぎ教室 

方法 集団 集団 

場所 河和児童館 河和児童館 

対象者 1 歳 6 か月児～2 歳５か月 2 歳 6か月～就園前 

スタッフ職種 保育士、保健師、臨床心理士 保育士、保健師、臨床心理士 

利用方法 保健師との面接の上、健康・子育て課に申請 保健師との面接の上、健康・子育て課に申請 

内容・特徴 言葉などの発達の遅れを心配している親子を

対象に、集団生活を通じて、子どもの発達を促

す関わり方を学びます。 

言葉などの発達の遅れを心配している親子を対

象に、集団生活を通じて、子どもの発達を促す関

わり方を学びます。 

電話相談 

担当部署 健康・子育て課 

名称 子育て応援ホットライン 

曜日・時間 月曜日から金曜日 8：30～17：15 

電話番号 0569-82-1328 

対象者 子育て中の保護者 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 主に乳幼児期の相談に対応している 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  すくすく計測 

時期・回数  年 12 回（毎月第 4 金） 

対象者  計測を希望とする乳幼児 

スタッフ職種  保健師、栄養士 

申込み方法  不要 

内容・特徴  奇数月の金曜日は栄養士も来所 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  おむつ等育児用品助成事業 

時期・回数  通年 

対象者  町内に住所を有する 1歳未満の児 

スタッフ職種   

申込み方法  窓口 

内容・特徴  町内店舗で購入したベビー用品・育児用品購入助



成  任意予防接種費用も申請可： 

 


