
市町村名 新城市 窓口 新城保健センター 

住所 〒４４１－１３０１新城市矢部字上ノ川１－８ 

電話 ０５３６－２３－８５５１ FAX ０５３６－２４－９００８ 

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

iryo/boshi-kenko/index.html 

【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子手帳交付 

場所 新城保健センター 

交付方法 妊娠届を提出した者に母子手帳の交付と母子保健事業の説明を行う 

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 なし 

内容・特徴 妊娠届出時のアンケートから、妊娠期からの支援の必要性を判断し、早期対応へつなげ

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 新城市子育て世代包括支援センター 

場所 新城市役所こども未来課内 

スタッフ職種 子育てコンシェルジュ（保育士）、保健師、家庭児童相談員 

内容・特徴 こども未来課はこども園入園やこども手当の申請、放課後児童クラブや子育て支援センター

運営など子育て支援サービス全般を担当する課で、その中に子育て世代包括支援センターを

設置しているため、子育て総合相談窓口としてタイムリーな対応ができる。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 ママとパパの教室 

時期・回数 ５月、８月、１１月、２月の第３木曜日 年 4 回 

会場 新城保健センター 

対象者 妊婦とその夫、家族 

スタッフ職種 保健師 

申込み方法 予約不要 

内容・特徴 交流会、沐浴体験実習、妊婦体験 

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 子育てママのリフレッシュサロン 

時期・回数 ５月、７月、１０月、１月 第３木曜日 年４回 

会場 新城保健センター 

対象者 生後１歳未満の乳児とその家族 

スタッフ職種 保健師、臨時保健師、健康運動指導士 

申込み方法 要予約(電話など) 

内容・特徴 リカバリーヨガ、交流会 

 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産後ケア事業（日帰り）  

会場 新城市立しんしろ助産所  

対象者 生後６か月未満の母子で、家事や育児などの

援助が受けられない、または、産後の体調不良

や育児不安がある方 

 

スタッフ職種 助産師  

利用方法 事前申請  

内容・特徴 母の心身の休養、授乳指導、沐浴、育児相談な

ど（昼食・おやつ付） 

１日１，０００円（減免あり） 

 

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 母子健康手帳交付時に配布 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 妊娠や子育てに不安がある、または

支援が受けられず家事育児を行うこ

とが困難な家庭。 

妊娠や子育てに不安を持ち支援を希望する家庭。妊娠

期から継続支援が必要な家庭 



スタッフ職種 市が認定した登録援助員（子育て経

験者、ヘルパー等） 

専門職（保健師、看護師、保育士等） 

里帰り先への訪問 あり あり 

申込み方法 要予約（電話等） なし 

内容・特徴 家庭訪問して、日常的に行う家事や

育児の支援を実施。１回２時間、１

日上限２回４時間まで。自己負担金

２５０円／時間（減免有り） 

家庭訪問して、育児や養育について専門的な相談や助

言を行う。 

 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 妊婦とその家族 新生児とその家族 未熟児とその家族 生後４か月までの乳

児とその家族 

時期 妊娠中 生後 28日まで 出生後早期 ４か月児健診まで 

家族からの 

申し込み方法 

なし なし なし なし 

医療機関からの依

頼方法 

なし なし なし なし 

スタッフ職種 保健師(必要時管理栄

養士、歯科衛生士) 

保健師(必要時管理

栄養士、歯科衛生士) 

保健師(必要時管理

栄養士、歯科衛生士) 

保健師、赤ちゃん訪問

員 

里帰り先への訪問 あり あり あり あり 

内容     

育児相談 

名称 すこやか相談(育児相談) 

時期・回数 ⑴偶数月第３火曜日 年６回 ⑵５月、１１月第３月曜日 年２回 

会場 ⑴新城保健センター ⑵作手保健センター 

対象者 ①入園前の乳幼児 

②４か月児、１歳６か月児、３歳児健診等で経過観察が必要だと思われる児 

（必要に応じて就学前の児も含む） 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、臨時保健師、臨時歯科衛生士、臨時保育士(新城)、臨時管理栄養士 

申込み方法 ①予約不要 ②健診等で予約 

内容・特徴 発育(身長・体重測定を含む)、発達、保育、栄養、歯科等育児に関する各種相談 

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    

時期・回数 毎月第２金曜日 年１２回 毎月第４水曜日 年１２回 毎月第１水曜日 年１２回 

会場 新城保健センター 新城保健センター 新城保健センター 

対象者 ４～５か月児 １歳６か月～１歳７か月児 ３歳３か月～３歳４か月児 

スタッフ職種 医師、保健師、管理栄養士、

臨時保健師、臨時看護師、臨

医師、歯科医師、保健師、管理

栄養士、臨時看護師、臨時保健

医師、歯科医師、保健師、臨時

保健師、管理栄養士、臨時看護



時管理栄養士 師、臨時歯科衛生士、臨時保育

士 

師、臨時歯科衛生士、臨時臨床

心理士、臨時保育士 

申込み方法 なし なし なし 

周知方法 個別通知（新生児訪問等）、母

子健康手帳交付時のちらし 
個別通知 個別通知 

内容・特徴 小児科医師の診察、身体計

測、グループ交流、初期離乳

食講話、絵本の読み聞かせな

ど 

集団講話・親子遊び、問診、身体

計測、内科健診、歯科健診・フッ

化物塗布、個別相談（栄養、歯科、

保育）など 

集団講話・親子遊び、尿検査、

問診、身体計測、内科健診、歯

科健診、フッ化物塗布、個別相

談（栄養、歯科、保育）など 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食ひろば  

方法   

時期・回数 奇数月(木曜日) 年６回  

会場 新城保健センター  

対象者 生後６～１１か月の乳児とその保

護者 
 

スタッフ職種 管理栄養士、保健師、臨時管理栄養

士、食生活改善推進員 
 

申込み方法 要予約(電話など)  

内容・特徴 離乳食の講話、調理実習(生後 7 か

月から 8 か月ごろまたは生後 9 か

月から１１か月ごろの食事)、試食、

グループワーク、育児指導等 

 

健診事後教室等 

名称 健康診査事後教室(さくらんぼ教室)  

方法   

場所 新城保健センター  

対象者 １歳６か月児健康診査及び２歳児歯科健

診で 

①発育・言語・精神面で観察が必要と認め

られた児 

②育児支援が必要だと思われる者 

③その他の者 

 

スタッフ職種 保健師、臨時保育士、臨時保健師、その他

（新城設楽児童相談センター児童心理司、

新城市民病院言語聴覚士、こども未来課保

育士など） 

 

利用方法 健診等で参加を勧めたり、自ら参加希望す

ることで利用可能 
 

内容・特徴 登園・自由遊び・片づけ、排泄・リズム体  



操・シール貼り・課題遊び、おやつ、降園 

電話相談 

担当部署 健康福祉部健康課 

名称  

曜日・時間 (月)～(金) ８時３０分～１７時 

電話番号 ０５３６－２３－８５５１ 

対象者 全住民 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士 

内容・特徴  

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 赤ちゃんふれあい体験講座  

時期・回数 ８月のママとパパの教室・赤ちゃんのつど

いと同日開催 年１回 

 

対象者 市内中学生６人限定  

スタッフ職種 保健師、教育委員会職員  

申込み方法 教育委員会の体験講座の一環として募集  

内容・特徴 赤ちゃんをイメージしてみよう(抱っこの

仕方、おむつ替え、妊婦体験など)、ママと

パパの教室・赤ちゃんのつどいへの参加

(妊婦やその家族との交流、赤ちゃんとの

ふれあいなど) 

 

 


