
市町村名 飛島村 窓口 民生部保健環境課 

住所 〒490-1434 飛島村松之郷三丁目 46番地の１ 

電話 0567-52-1001 FAX 0567-52-1009 

E-mail tb-hokenkankyo@vill.tobishima.lg.jp URL https://www.vill.tobishima.aichi.jp 

【周産期医療機関への PRコメント】 

 

母子手帳交付 

場所 すこやかセンター内保健環境課 

交付方法 随時対応、個別面接を受けながら配布 

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 していない 

内容・特徴 個別面接をしながら、妊婦さんと保健師で子育て応援プランの作成 

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 飛島村子育て世代包括支援センター 

場所 すこやかセンター内保健環境課 

スタッフ職種 保健師 

内容・特徴 妊娠期から子育て期及び思春期（18 歳）までのさまざまな相談に対応し、必要な情報・サー

ビスの提供を行います。子育て支援センターと連携型で実施。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室 

時期・回数 年３回（６月、10月、２月） 

会場 すこやかセンター内保健センター 

対象者 妊婦とその夫 午前中の交流のみ：生後８か月までの乳児と両親 

（感染予防対策のため交流は中止している） 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士、臨床心理士、助産師 

申込み方法 対象者には個別通知。期日までに電話または窓口へ直接申し込む。 

内容・特徴 午前中は妊婦と産婦・乳児の交流会を実施 

午後は育児・沐浴指導(妊婦のみ) 

※感染予防対策のため内容を変更して実施 

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 赤ちゃんサロン 

時期・回数 月１回（年 12回） 

会場 飛島村子育て支援センター 

対象者 母子健康手帳を交付された妊婦から１歳頃までのお子さん 

スタッフ職種 保健師・保育士 

申込み方法 なし 

内容・特徴 妊産婦の情報交換や仲間づくり。ふれあい遊びや絵本の紹介、おもちゃづくりなどを行います。 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称  飛島村産後ケア事業 

会場  委託医療機関 

対象者  １歳未満の乳児及びその母親 

産後において家族等から十分な家事・育児

等の援助が受けられず、身体的・心理的ケア

が必要な者等 

スタッフ職種  医師・助産師 

利用方法  保健環境課窓口にて申請 

内容・特徴  

 

 

母親の身体的ケア及び保健指導・栄養指導、

母の心理的ケア 

適切な授乳が実施できるためのケア 

育児の手技についての具体的な指導及び相

談 

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及び新生児家庭訪問での配布 

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 妊婦 新生児 未熟児 新生児訪問にて対応 

時期 妊娠中随時 生後１か月頃   

家族からの 

申し込み方法 

電話または窓口直接 申し込み不要 申し込み不要 

早い時期の訪問希

望の場合は電話 

 

医療機関からの依

頼方法 

電話または連絡票 電話または連絡票 電話または連絡票  

スタッフ職種 保健師 保健師 保健師  

里帰り先への訪問 村内は対応 村内は対応 村内は対応  

内容 妊婦の健康状態の確

認、相談等 

新生児の健康状態、哺

乳状況、育児相談、予

防接種、今後の健診に

ついての情報提供 

未熟児の健康状態

の確認 

哺乳状況 

育児相談 

 

育児相談 

名称 育児相談 

時期・回数 月２回（年 24回） 

会場 すこやかセンター内児童館・飛島村子育て支援センター 

対象者 乳幼児 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士・歯科衛生士・臨床心理士・保育士 

申込み方法 申し込み不要 

内容・特徴 身体計測、各種相談（発育、発達、育児、栄養、歯科） 

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 9，10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 集団 

時期・回数 奇数月、年６回 奇数月、年６回 偶数月、年６回 偶数月、年６回 

会場 すこやかセンター内

保健センター 

すこやかセンター内

保健センター 

すこやかセンター内保

健センター 

すこやかセンター内保

健センター 

対象者 
３，４か月児 9，10か月児 

１歳６か月～１歳７か

月 

３歳１か月～３歳２か

月 

スタッフ職種 
医師、保健師 

医師、保健師、管理栄

養士、歯科衛生士、臨

医師、保健師、管理栄養

士、歯科衛生士、臨床心

医師、保健師、管理栄養

士、歯科衛生士、臨床心



床心理士、保育士 理士、保育士、言語聴覚

士 

理士、保育士、言語聴覚

士 

申込み方法 申し込み不要 申し込み不要 申し込み不要 申し込み不要 

周知方法 個別通知 個別通知 個別通知 個別通知 

内容・特徴 身体計測、内科診察、

個別相談 

身体計測、内科診察、

健康講話(発達、事故

予防、生活リズム、歯

科)ふれあい遊び、個

別相談 

※感染予防対策のた

め健康講話、ふれあ

い遊びは中止 

身体計測、集団遊び、内

科診察、歯科診察、ブ

ラッシング指導、個別

相談 

※感染予防対策のため

集団遊びは中止 

身体計測、集団遊び、内

科診察、歯科診察、ブ

ラッシング指導、視力検

査、聴覚検査、個別相談 

※感染予防対策のため

集団遊びは中止 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食講習会 ぴかもぐ教室 すくすく教室 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 偶数月、年６回 偶数月、年６回 年４回 

会場 すこやかセンター内保健

センター 

すこやかセンター内保健セン

ター 
飛島村子育て支援センター 

対象者 ４，５か月児 ５か月～１歳頃 子育て支援センター利用者 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科

衛生士、臨床心理士 
管理栄養士、歯科衛生士 

管理栄養士、保健師、臨床心理

士、保育士 

申込み方法 申し込み不要 電話、窓口、インターネット 窓口、電話、インターネット 

内容・特徴 身体計測、健康講話（歯科、

発達）、ふれあい遊び、離乳

食講話と試食 

離乳食、咀嚼、嚥下についての

相談 

食習慣やおやつの与え方につ

いての講話 

手作りおやつの試食 

健診事後教室等 

名称 こあらクラブ  

方法 集団  

場所 すこやかセンター内保健センター  

対象者 １歳６か月児健康診査後、発達の遅れや子

育てに心配をもつ母子 
 

スタッフ職種 保健師、臨床心理士、保育士、療育指導員  

利用方法   

内容・特徴 集団遊びや親子遊びを通して、親子関係を

確立させ、心身の発達を促す。 
 

電話相談 

担当部署 民生部保健環境課 

名称 電話相談 

曜日・時間 平日：午前８時 30分～午後５時 15分 

電話番号 0567－52－1001 



対象者 村内に住所を有する者 

スタッフ職種 保健師、管理栄養士、歯科衛生士、臨床心理士 

内容・特徴 各種相談(育児、発育、発達、栄養、歯科等) 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  心の体温計 

時期・回数   

対象者   

スタッフ職種   

申込み方法   

内容・特徴  ストレスチェック等(HPに掲載) 

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて各事業内容が変更になる場合があります。 


