
市町村名 みよし市 窓口 健康推進課（保健センター） 

住所 〒470-0224 みよし市三好町陣取山 54 

電話 0561-34-5311 FAX 0561-34-5969 

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

【周産期医療機関への PRコメント】 

各種専門職が連携し、誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるよう支援体制を構築しています。ぜひ、ご相談く

ださい。 

母子手帳交付 

場所 健康推進課（保健センター） 

交付方法 個別面接  交付日：火・水・木曜日の午前 9 時から 11 時まで（事前予約制） 

スタッフ職種 母子保健コーディネーター、保健師、看護師 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

妊娠中からの継続的支援を要する場合は、交付時に地区担当保健師へ繋ぐ。 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 全妊婦と個別面接を実施することで課題を把握し、早期支援に繋げている。 

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 健康推進課（保健センター内） 

スタッフ職種 母子保健コーディネーター 

兼任１名（母子保健担当保健師） 

専務２名（非常勤保健師１名、非常勤助産師１名） 

内容・特徴 産前・産後（特に妊娠期から産後 8 週までの支援の強化）の充実を図り、妊娠期から子育て

期までの切れ目のない支援体制を実施する。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室【前期（マタニティ）コース、後期（沐浴）コース】 

時期・回数 前期コース 年 4 回、後期コース年 8回 （後期コースについて、一部土曜日開催） 

会場 健康推進課（保健センター） 

対象者 妊娠 16 週以降の妊婦と配偶者（妊婦・夫のみでの参加も可） 

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 電話または来所予約 

内容・特徴 仲間づくりによる孤立感の解消。具体的な子育て情報の紹介。 

○前期（マタニティ）コース：妊娠中の生活、母乳育児と栄養、妊娠中からの食事、 

ママと赤ちゃんのお口の健康 

○後期（沐浴）コース ：赤ちゃんのお世話体験（抱っこ、おむつ交換）、沐浴体験 

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 さくらんぼ  

時期・回数 年 12 回  

会場 健康推進課（保健センター）  

対象者 多胎妊婦及び未就園児多胎児の母親とそ  



の家族 

スタッフ職種 保健師、保育士、託児ボランティア  

申込み方法 電話または来所予約  

内容・特徴 ・母親同士の交流、情報交換の場 

・個別相談 

 

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 産前・産後サポート事業 産後ケア事業 

会場 健康推進課（保健センター） 産科医療機関 

対象者 妊婦及び産後 4か月未満の産婦 産後 1年未満の産婦と乳児 

スタッフ職種 助産師、保健師 産科医療機関の助産師等 

利用方法 支援が必要な妊産婦に対し実施する。 希望者が健康推進課に申請をする。 

内容・特徴 妊産婦が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩 

みについて、家庭訪問等により相談支援を実施 

する。 

宿泊又は日帰り又は訪問型利用により、助

産師等が心身のケアや育児サポート等を実

施する。 

産前・産後ヘルパー 

名称 産後ホームヘルプ事業 

時期・回数 産後 2か月未満 

場所 窓口は健康推進課（保健センター） 

対象者 昼間に支援者がいない母親 

スタッフ職種 援助者（NPO団体へ委託） 

利用方法 希望者が健康推進課に申請をし、利用後は利用料を納付する。 

内容・特徴 家事支援：調理・片付け、洗濯、掃除や片付け、買い物 

育児支援：風呂介助、育児環境の整備、相談や助言 

体調の確認や心配事などの傾聴 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法 乳児全戸訪問時に配布し、相談窓口の紹介 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診等で

支援の必要な母子 

乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診等で支援の必要な母子 



スタッフ職種 委託（家事代行業者） 保育士、保健師 

里帰り先への訪問 なし なし 

申込み方法 電話、面接等 電話、面接等 

内容・特徴 支援計画に基づいた家事支援 訪問員による養育指導支援 

 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 支援を要する妊婦  生後 4 週未満の乳児 未熟児 生後４か月未満の乳

児 

時期 妊娠期 生後 4 週未満 状況に応じて 生後４か月まで 

家族からの 

申し込み方法 

電話、面接等 電話、面接等 電話、面接等 電話、赤ちゃんがうま 

れましたカード、面接 

等 

医療機関からの依

頼方法 

母子連絡票、電話 母子連絡票、電話 母子連絡票、電話 母子連絡票、電話 

スタッフ職種 保健師 助産師、保健師 助産師、保健師 助産師、保健師、保育

士 

里帰り先への訪問 市内や近隣市の里帰 

り先には訪問、市外は 

里帰り先へ訪問依頼 

市内や近隣市の里帰 

り先には訪問、市外は 

里帰り先へ訪問依頼 

市内や近隣市の里

帰り先には訪問、

市外は里帰り先へ

訪問依頼 

市内や近隣市の里帰 

り先には訪問、市外は 

里帰り先へ訪問依頼 

内容 必要に応じ、妊娠や産 

後の不安等について 

の相談に応じる。 

育児相談、母乳相談、

健康状態の把握。乳児

の健康観察等。 

育児相談、母乳相

談、健康状態の把

握。乳児の健康観

察等。 

育児相談、母乳相談、

健康状態の把握。乳児

の健康観察等。 

育児相談 

名称 月曜育児健康相談 

時期・回数 毎週月曜日（祝日を除く） 

会場 健康推進課（保健センター） 

対象者 妊産婦及び就学前までの児 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師、助産師 

申込み方法 電話または来所予約 

内容・特徴 身体測定や健康・育児相談 

3，4か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ３・４か月児健康診査 １歳６か月児健康診査 ３歳児健康診査 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 年 24回 年 26回 年 24回 

会場 健康推進課（保健センター） 健康推進課（保健センター） 健康推進課（保健センター） 

対象者 
生後３～４か月になる児 

１歳６か月児（２歳の誕生日の前

日まで） 

３歳児（４歳の誕生日の前日ま

で） 

スタッフ職種 医師、保健師、看護師、管理 医師、歯科医師、保健師、歯科衛 医師、歯科医師、保健師、歯科



栄養士、臨床心理士 生士、看護師、管理栄養士、保育

士、臨床心理士 

衛生士、看護師、管理栄養士、

保育士、臨床心理士 

申込み方法 不要 不要 不要 

周知方法 対象児に個人通知、ホーム

ページ、広報 

対象児に個人通知、ホームペー

ジ、広報 

対象児に個人通知、ホームペー

ジ、広報 

内容・特徴 問診、身体測定、医師の診察、 

個別相談、離乳食指導 

問診、医師の診察（内科・歯科）、 

身体測定、集団指導、フッ化物歯 

面塗布、個別指導 

問診、医師の診察（内科・歯科）、

身体測定、集団指導、個別指導、

視力検査、視覚検査、聴覚検査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 すくすく教室  

方法 集団  

時期・回数 月１回  

会場 健康推進課（保健センター）  

対象者 生後７か月児  

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士  

申込み方法 電話または来所予約  

内容・特徴 身体測定、事故予防の話、口腔機能

の話、離乳食の話、個別相談 
 

健診事後教室等 

名称 幼児健診等事後教室  

方法 集団での発達支援、保護者支援  

場所 健康推進課（保健センター）  

対象者 １歳６か月児健康診査等において子ども

の発達や就園に不安を持つ保護者及び幼

児 

 

スタッフ職種 心理相談員、言語聴覚士、保健師、看護師、

保育士 
 

利用方法 １歳６か月児健康診査等、育児相談時に紹

介 
 

内容・特徴 専門職による個別的な助言・相談  

電話相談 

担当部署 健康推進課（保健センター） 

名称 電話相談 

曜日・時間 平日 午前 9時から午後 5時 

電話番号 0561-34-5311 

対象者 妊産婦及び乳幼児の保護者 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士 

内容・特徴 電話による健康・育児相談 

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   

 


