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【周産期医療機関への PR コメント】 

母子手帳交付 

場所 常滑市保健センター（健康推進課） 

交付方法 個別に相談を受けながら配布 

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 実施 

内容・特徴 基本的に地区担当の保健師が面接をしながら母子手帳を交付する。 

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 妊娠・出産・子育てつながる支援事業 

場所 母子保健型：常滑市保健センター 

（健康推進課）   

基本型：子育て総合支援センター 

 

スタッフ職種 保健師・助産師 子育て支援員 

内容・特徴 母子健康手帳交付 

相談窓口 

各種子育てサービス事業に関する情報提供 

保育園入所に関する相談 

子育て相談 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママセミナー 

時期・回数 ２か月で１コース：２回 

会場 保健センター 

対象者 妊婦とその夫 

スタッフ職種 保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士 

申込み方法 電話で事前予約 

内容・特徴 第１回：講話（妊娠中の歯の健康について・食事について） 

第２回：講話（妊娠中の生活・出産に向けて）、実習（沐浴・おむつ交換・妊婦体験）等 

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 多胎児家庭健診サポート事業 多胎児育児用品購入費助成事業 

時期・回数 必要時  

会場 保健センター  

対象者 多胎児を養育している保護者 多胎児を妊娠している妊婦またはその保護者、多

胎児（１歳未満）を養育している保護者 

スタッフ職種 会計年度任用職員  

申込み方法 利用希望日の１週間前までに電話 購入日より１年以内に保健センター窓口に申請 



内容・特徴 保健センターで実施する乳幼児健診や赤

ちゃん相談などの付き添い、駐車場から保

健センターの移動の手伝い 

チャイルドシートまたは、ベビーシート、ベビー

カーの購入合計金額の２分の１の額（上限 50,000

円まで）を助成 

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 産後ケア事業 

会場 委託助産院 

対象者 出産後４か月ごろまでの母子（産後の身体機能の回復に不安がある、育児不安があり相談や指

導を必要とする、家族等から育児支援の協力を得るのが難しい方で医療行為を必要としない

方） 

スタッフ職種 助産師 

利用方法 保健センターへ事前申し込み 

内容・特徴 宿泊型／デイサービス（日帰り）型 

・母子の健康チェック 

・授乳にかかわる相談 

・育児相談 等 

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、地区担当の保健師名を記入に配布。 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 要支援家庭 

スタッフ職種 ヘルパー 保健師、保育士、児童指導員 

里帰り先への訪問 なし 



申込み方法 新生児訪問等で必要と思われる家庭に案内し、関係機関と検討し実施を決定 

内容・特徴 育児・家事支援 具体的な育児手技支援・相談 

 

妊娠中の家庭訪問 

（もうすぐ出産プレ

ゼント訪問） 

新生児訪問 未熟児訪問 
こんにちは 

赤ちゃん訪問 

対象者 妊婦全員 新生児 未熟児 生後４か月頃まで 

時期 妊娠中 32週頃 通常生後１か月～３か月頃までに訪問 

家族からの 

申し込み方法 

不要 赤ちゃん連絡票を提出、電話等 

医療機関からの依

頼方法 

電話 

 

母子支援連絡票   

スタッフ職種 保健師、助産師 

里帰り先への訪問 市外は訪問不可。 市外は訪問不可。訪問希望がある場合は、里帰り先の市町村に訪問依

頼する。 

内容 妊娠中、出産、産後に

ついての相談等。 

出産準備・育児のた

めのプレゼント配

布。 

身体測定、発達・発育確認、予防接種の説明、保健指導、子育て情報

の提供 

育児相談 

名称 赤ちゃん相談 

時期・回数 １回／月 

会場 保健センター 

対象者 乳幼児 

スタッフ職種 保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士 

申込み方法 電話または来所 

内容・特徴 計測と個別相談 

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 
３～４か月児健診 乳児健診 

・１歳６か月児健診 

・３歳児健診 

方法 集団 個別 医療機関委託 集団 

時期・回数 ３か月後半～４か月前半頃 

２４回／年 

１歳になるまでに２回 

（１か月頃、６～１０か月頃） 

・１歳６か月児：１８回/年 

・３歳児：２２回/年 

会場 保健センター 県内医療機関 保健センター 

対象者 ３～４か月の児と保護者 １歳未満の児と保護者 児と保護者 

スタッフ職種 

小児科医、保健師、助産師 実施医療機関による 

小児科医、保健師、看護師、歯

科医師、歯科衛生士、栄養士、

発達相談員、保育士、子育て支

援員 

申込み方法 不要  不要 



周知方法 
健診月の1か月半前に個別通知 

母子健康手帳交付時に乳児健

診受診券を交付 
健診月の 1か月半前に個別通知 

内容・特徴 計測、診察、育児相談、予防接

種勧奨、事故予防等の集団指導 

 計測、内科・歯科診察、面接、

歯磨き指導、フッ素塗布、発達

相談、栄養相談 

３歳児健診は検尿、視力検査、

聴力検査、屈折検査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食講習会ステップ１ 離乳食講習会ステップ２ １歳とことこ教室 

方法 集団 集団 集団 

時期・回数 １回／月 １回／月 １回／月 

会場 保健センター 保健センター 保健センター 

対象者 ５～６か月頃の児の 

保護者 
７か月頃以降の児の保護者 １１か月頃の児と保護者 

スタッフ職種 
栄養士 栄養士 

保健師、歯科衛生士、栄養士 

子育て支援員 

申込み方法 電話または来所 電話または来所 不可（対象者へ個別通知あり） 

内容・特徴 ５～６か月頃からスタート

する離乳食について 

※保護者受講中は託児利用

可 

７か月頃以降の離乳食（２回

食、３回食）について 

※保護者受講中は託児利用

可 

歯みがきの仕方、１歳からの食

事や卒乳、ふれあい遊び 

希望者は計測 

健診事後教室等 

名称 コアラちびっこ教室  

方法 月２回 計４回１クール  

場所 保健センター  

対象者 ことばや発達が気になる未就園児  

スタッフ職種 保健師・保育士  

利用方法 健康推進課へ連絡  

内容・特徴 集団遊び、個別相談  

電話相談 

担当部署 健康推進課 

名称 こどもの健康 

曜日・時間 平日８時３０分～１７時００分（祝日を除く） 

電話番号 ０５６９－３４－７０００ 

対象者 妊産婦・乳幼児のいる家庭 

スタッフ職種 保健師・栄養士・歯科衛生士 

内容・特徴 妊娠・出産・子育てに関する相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称  マタニティ・おっぱい相談 

時期・回数  毎週金曜日（午後） 



対象者  妊産婦 

スタッフ職種  助産師 

申込み方法  電話 

内容・特徴  授乳や卒乳等についての相談 

 


