
市町村名 日進市 窓口 日進市保健センター（健康課） 

住所 〒470-0131 日進市岩崎町兼場 101-1 

電話 （0561）72-0770 FAX （0561）74-0244 

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

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 日進市保健センター（健康課） 

交付方法 窓口にて個別に配布 交付日(ミニママクラス)にて集団交付 

スタッフ職種 保健師・看護師 保健師、保育士 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

交付対応は保健師のみ 

市町村独自アンケート あり 

内容・特徴 健診や教室等の案内 

母子保健カードの作成 

年 31 回実施 

母子保健カードの作成 

妊娠中の生活のポイントの説明 

健診や教室等の案内 

事前申し込み不要 

交付日に託児を実施 

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 日進市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） 愛称：ひよこテラス 

場所 日進市保健センター（健康課） にっしん子育て総合支援センター 

スタッフ職種 保健師 社会福祉士 

内容・特徴 子育て関連情報の提供 

子育て等に関する相談・助言 

関係機関との連絡調整、連携 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年 14 回 

会場 日進市保健センター（健康課） 

対象者 妊娠 20～33 週の初産婦とそのパートナー 

スタッフ職種 助産師・保健師・管理栄養士（平日のみ） 

申込み方法 電話（先着順） 

内容・特徴 沐浴実習・育児体験・栄養講話（平日のみ） 

キャンセル待ちが出ており、希望される場合はオンラインでの配信を行う 

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 かるがもキッズ 多胎児外出支援 

時期・回数 年 4 回 随時 

会場 日進市保健センター（健康課） 申込者の希望の外出場所 



対象者 多胎妊婦・乳児～3 歳児の多胎児とその保護

者 
0歳～4歳未満の多胎児を養育する家庭 

スタッフ職種 保健師・保育士  

申込み方法 電話 電子申請等 

内容・特徴 交流会 

託児実施 

外出に関する支援 

マタニティサロン・広場等 

名称 マタニティ教室 

時期・回数 年 6 回 

会場 日進市保健センター（健康課） 

対象者 妊娠 16 週以降の妊婦 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・助産師・保育士 

申込み方法 電話・E-mail・FAX・電子申請（先着順） 

内容・特徴 妊娠中の食事について・お産の話・母乳と赤ちゃんの話・産後の家族計画 

Zoom を用いたオンライン配信を同日に実施 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産後ケア事業（短期入所型） 産後ケア事業（居宅訪問型） 

会場 平針北クリニック・名古屋記念病院・花レディー

スクリニック・豊田厚生病院・トヨタ記念病院・

藤田医科大学病院 

対象者の日進市内の居宅 

対象者 市内に住所を要する生後 1 歳未満の乳児とその母親で以下の条件全てに該当する人 

・家族等から十分な家事や育児などの援助が受けられない 

・産後、入院を要しない程度の心身不調がある 

・育児不安がある 

・産後の生活に困難さがあり、専門的支援を必要とする 

スタッフ職種 助産師等 

利用方法 事前申請 

内容・特徴 母親の体調管理や乳房ケア 

乳児の発育や栄養方法の確認 

育児相談、授乳等の指導など 

原則連続した 7 日以内 

1 日につき 2,500 円 

母親の体調管理や乳房ケア 

乳児の発育や栄養方法の確認 

育児相談、授乳等の指導など 

7 日以内で、1 回 90 分（多胎の場合は 120

分）まで 

1 日につき 1,000 円 

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 市内の産科を有する医療機関（2 箇所）へ配布依頼 

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 養育支援調整会議で支援が必要と認

められた家庭 

特定妊婦や新生児訪問等で特に支援が必要と認められ

た家庭 

スタッフ職種 養育支援者 委託助産師・常勤保健師 

里帰り先への訪問 不可 不可 

申込み方法 にっしん子育て総合支援センター 健康課窓口 

内容・特徴 家事、育児支援 

世帯の課税状況により利用者負担有 

利用回数や利用時間の制限あり 

養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供のた

めの支援 

 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 ケースに応じて対応 生後２か月未満児と

その保護者 

出生体重が 2,500

ｇ未満の児とその

保護者 

生後4か月未満児とそ

の保護者 

時期  生後２か月未満  生後 4 か月未満 

家族からの 

申し込み方法 

電話・メール 赤ちゃん出生状況届

ハガキの提出・電話・

メール・専用フォーム 

赤ちゃん出生状況

届ハガキの提出・

電話・メール 

赤ちゃん出生状況届

ハガキの提出・電話・

メール・専用フォーム 

医療機関からの依

頼方法 

医療機関―保健機関

「連絡票」 

電話 

医療機関―保健機関

「連絡票」 

電話 

医療機関―保健機

関「連絡票」 

電話 

医療機関―保健機関

「連絡票」 

電話 

スタッフ職種 常勤保健師、委託助産

師 

常勤保健師、委託助産

師 

常勤保健師、委託

助産師 

民生・児童委員、主任

児童委員 

里帰り先への訪問 市外への訪問は不可 市外への訪問は不可 市外への訪問は不

可 

不可 

内容 保健指導 計測 

育児相談 

子育て支援情報提供 

計測 

育児相談 

子育て支援情報提

供 

子育て支援情報提供 

育児相談 

名称 乳幼児にこにこ相談 ことばの相談 オンライン相談 

時期・回数 年 12 回 月 2 回程度 随時 

会場 日進市保健センター（健康課）  

対象者 
乳児～3 歳児とその保護者 2 歳～未就学児とその保護者 

妊娠中から子育て中 

の人 



スタッフ職種 保健師・管理栄養士 臨床心理士・保健師 保健師・管理栄養士 

申込み方法 電話（定員あり） 電話 電子申請 

内容・特徴 計測 

個別相談 

1 組 30 分程度 

個別相談 Zoom を用いた個別相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ３～４か月児健診 1 歳半児健診 3 歳児健診 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 年 26 回 年 26 回 年 26 回 

会場 日進市保健センター（健康課） 

対象者 生後３～４か月児 1 歳 7~8 か月児 3 歳０～1 か月児 

スタッフ職種 医師・保健師・管理栄養士・

看護師・保育士・ブックス

タートボランティア・事務

員・民生児童委員・主任児童

委員 

医師・歯科医師・保健師・管理栄

養士・歯科衛生士・臨床心理士・

看護師・保育士・事務員 

医師・歯科医師・保健師・管理

栄養士・歯科衛生士・臨床心理

士・視能訓練士・看護師・保育

士・事務員 

申込み方法 不要 不要 不要 

周知方法 広報・ホームページ・年間予

定表・個別通知 

広報・ホームページ・年間予定表・

個別通知 

広報・ホームページ・年間予定

表・個別通知 

内容・特徴 育児相談・計測・診察・離乳

食講習・ブックスタート 

計測・育児相談・診察（内科・歯

科）・フッ素塗布・個別相談（栄

養・歯科・心理等） 

 

計測・育児相談・診察（内科・

歯科）・尿検査・視力検査・聴力

検査・個別相談（栄養・歯科・

心理等） 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 １０か月なかよし教室 ２歳むし歯０教室 

方法 集団 集団 

時期・回数 年 12 回 年 19 回 

会場 日進市保健センター（健康課） 日進市保健センター（健康課） 

対象者 生後 10 か月児 ２歳２～３か月児 

スタッフ職種 歯科医師・保健師・管理栄養士・看護

師・事務員 
歯科医師・歯科衛生士・保健師・看護師・事務員 

申込み方法 不要 不要 

内容・特徴 計測・離乳食講習・育児相談・歯科医

師講話 

集団指導・計測・育児相談・歯科健診・フッ素塗布（希

望者のみ・有料） 

健診事後教室等 

名称 ちびっ子教室 

方法 集団 

場所 日進市保健センター（健康課） 

対象者 1 歳 8 か月児～3 歳児 

スタッフ職種 保健師・保育士・臨床心理士 



利用方法 電話・窓口・健診等で紹介 

内容・特徴 親子遊び（手遊び・体操等）・グループワーク・読み聞かせ・個別相談 

月に 1 回、全 4 回の教室 

電話相談 

担当部署 日進市保健センター（健康課） 日進市保健センター（健康課） 

名称 子育てなんでもコール ピヨピヨコール（乳幼児電話相談） 

曜日・時間 平日の 9 時～17 時（12 時～13 時を除く） 曜日時間指定 

電話番号 (0561)72-0770 携帯電話（助産師委託） 

対象者 妊婦・乳幼児の保護者等 妊婦・乳児の保護者等 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士 助産師 

内容・特徴 電話相談 電話相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 中学生・乳幼児ふれあい体験  

時期・回数 年 1 回  

対象者 市内中学校（1 校）の 3 年生  

スタッフ職種 助産師・保健師・学校教員  

申込み方法 授業の一環として実施  

内容・特徴 命の大切さについての講話 

妊婦体験・育児体験 

 

 


