
市町村名 豊山町 窓口 保健センター 

住所 〒480-0292 豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

電話 0568-28-3150 FAX 0568-28-0061 

E-mail hoken-center@town.toyoyama.lg.jp URL https://www.town.toyoyama.lg.jp/ 

【周産期医療機関への PRコメント】 

３か月児健診までに保健師・助産師が全戸訪問を実施しています。 

母子手帳交付 

場所 保健センター 

交付方法 個別交付 

スタッフ職種 保健師、助産師 

→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 あり 

内容・特徴 現在の体調、就労状況、産後の乳児との生活について、相談者の有無、パートナーの協

力の有無、マタニティブルーズの既往、妊婦の成育歴等についてのアンケートを実施。

母子保健事業の紹介、地区担当の母子保健推進員の紹介を実施 

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  

場所 保健センター、子ども応援課 

スタッフ職種 保健師、保育士 

内容・特徴 母子保健型：妊娠・出産・子育て等の母子保健に関する相談、助言、保健指導、情報提供を実

施。支援台帳、支援プランの策定、関係機関との連絡調整を実施する。 

基本型：子育てに関する総合相談窓口 

パパママ教室・両親学級等 

名称 ニューファミリー教室 

時期・回数 月 1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、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、臨床心理士 

申込み方法 電話、窓口にて随時受付 

内容・特徴 模擬人形による育児体験、妊産婦のメンタルヘルス、歯科健診、栄養相談、父親の妊婦体験、

講演「夫婦で一緒に子育て」 

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 あかちゃんとママのすこやかタイム 妊婦相談 

時期・回数 月 1回 毎週月曜日 午前中 

会場 保健センター 保健センター 

対象者 はじめて子育てをする母親と乳児 妊婦 

スタッフ職種 保健師、助産師 保健師、助産師 

申込み方法 対象者に対して保健センターから紹介 電話、窓口にて随時受付 



内容・特徴 身体計測、育児相談、母親の交流会（託児つ

き） 

個別相談 

マタニティサロン・広場等 

名称 マタニティクラブ 

時期・回数 月 1回 

会場 総合福祉センター北館さざんか 

対象者 妊婦 

スタッフ職種 保育士 

申込み方法 電話、窓口にて随時受付 

内容・特徴 交流会、あかちゃん用小物づくり 

産前産後サポート事業／産後ケア事業 

名称 産前・産後訪問 あかちゃん相談 産後ケア事業 

会場 対象者の自宅 保健センター 委託医療機関 

対象者 育児に関する不安や悩みが

ある、身近に相談できる人が

いない等で支援が必要な者 

生後 6 か月までの乳児と保護

者で育児に関する不安や悩み

がある、身近に相談できる人

がいない等で支援が必要な者 

4 か月未満の乳児と母親で、 

家族から十分な家事、育児の

援助が受けられず、心身の不

調又は育児不安等がある者 

スタッフ職種 保健師、助産師 保健師、助産師、看護師 助産師等 

利用方法 対象者に対して保健セン

ターから紹介 

電話、窓口にて随時受付 事前に保健センターに相談、

申請 

内容・特徴 育児に関する不安や悩みに

対する助言、相談支援。 

育児相談、母乳相談、母親同

士の交流会 

①ショートステイ型 

②デイサービス型 

内容：母親の身体的ケア、保

健指導、育児指導等 

利用上限：上限 7日間 

産前・産後ヘルパー 

名称 産前・産後ヘルパー 

時期・回数 妊娠中から産後 6 か月（双子以上の場合は 12 か月）の間 

1 日 1 回・1 時間以上 4 時間以内、上限時間 40 時間 

場所 対象者の自宅 

対象者 妊娠中から産後 6 か月（双子以上の場合は 12 か月）の間 

スタッフ職種 ヘルパー 

利用方法 子ども応援課にご相談ください 

内容・特徴 家事・育児に関することの援助。 

利用料金は利用者世帯により異なる。 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法  

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者  育児能力について支援が必要な家庭や育児不安が強い



母親等、カンファレンスによって決定 

スタッフ職種  保健師、助産師 

里帰り先への訪問  里帰り先の場所によっては可能 

申込み方法  電話、窓口にて随時受付 

内容・特徴  計測、相談 

 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 早期に支援が必要な

家庭 

未熟児 全員 

時期 妊娠中 退院後～１か月 退院後～１か月 ２か月ごろ 

家族からの 

申し込み方法 

不要 電話、窓口にて随時

受付 

電話、窓口にて随時

受付 

不要 

医療機関からの依

頼方法 

電話または文書によ

り依頼 

電話または文書によ

り依頼 

電話または文書によ

り依頼 

不要 

スタッフ職種 保健師、助産師、母子

保健推進員 

保健師、助産師 保健師、助産師 保健師、助産師 

里帰り先への訪問 里帰り先の場所に

よっては可能 

里帰り先の場所に

よっては可能 

里帰り先の場所に

よっては可能 

里帰り先の場所に

よっては可能 

内容 健康相談、産後の

サービス紹介 

計測、育児相談、社会

資源の情報提供 

計測、育児相談、社会

資源の情報提供 

計測、育児相談、社会

資源の情報提供 

育児相談 

名称 こども健康相談 

時期・回数 月 2回 

会場 保健センター 

対象者 希望者 

スタッフ職種 保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士 

申込み方法 電話、窓口にて随時受付 

内容・特徴 計測、相談 

3，4か月児健診 他の乳幼児健診 

名称 ３か月児健診 １０か月児健診 １歳６か月児健診 ３歳児健診 

方法 集団 集団 集団 集団 

時期・回数 月１回 2か月に１回 2か月に１回 2か月に１回 

会場 保健センター 保健センター 保健センター 保健センター 

対象者 
３～４か月児とその保護者 

９～１０か月児とそ

の保護者 

１歳６か月児とその

保護者 
３歳児とその保護者 

スタッフ職種 医師、保健師、助産師、看護

師、管理栄養士、保育士、絵

本ボランティア 

医師、保健師、助産

師、看護師、管理栄

養士、歯科衛生士 

医師、歯科医師、保健師、看護師、管理栄養

士、歯科衛生士、保育士、臨床心理士 

申込み方法 不要 不要 不要 不要 

周知方法 個別通知、広報 個別通知、広報 個別通知、広報 個別通知、広報 



内容・特徴 内科診察、身体測定、問診、

離乳食指導、ブックスタート

事業 

内科診察、身体測定、

問診、栄養相談 

内科診察、歯科診察、

身体測定、問診、フッ

化物塗布、栄養相談、

心理相談 

内科診察、歯科診察、

身体測定、問診、フッ

化物塗布、栄養相談、

心理相談、眼の屈折

検査 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 あかちゃん広場  

方法 集団  

時期・回数 月１回  

会場 保健センター  

対象者 乳所と保護者  

スタッフ職種 保健師、保育士、管理栄養士、歯科衛生士、

絵本ボランティア 
 

申込み方法 電話、窓口にて随時受付  

内容・特徴 親子体操、講話、計測、相談  

健診事後教室等 

名称 いっしょにあ・そ・ぼ！ ひよこの会 

方法 親子教室 親子教室 

場所 保健センター 保健センター 

対象者 １歳６か月～２歳未満児で、経過観察や育児

支援が必要な親子 

２歳～３歳児で、経過観察や育児支援が必要

な親子 

スタッフ職種 保健師、保育士 保健師、保育士、心理士 

利用方法 対象者に対して保健センターから紹介 対象者に対して保健センターから紹介 

内容・特徴 自由あそび、親子体操、設定遊び、相談 自由あそび、親子体操、設定遊び、発達相談 

電話相談 

担当部署 保健センター 子ども応援課 

名称   

曜日・時間 平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

電話番号 0568-28-3150 0568-28-0936 

対象者 妊婦、子育て中の方 妊婦、子育て中の方 

スタッフ職種 保健師、助産師 保育士、社会福祉士 

内容・特徴 育児相談 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   



 


