
市町村名 豊橋市 窓口 豊橋市保健所 こども保健課 

住所 〒441-8539 豊橋市中野町字中原１００番地 

電話 0532-39-9160 FAX 0532-38-0770 
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【周産期医療機関への PR コメント】 

 

母子健康手帳交付 

場所 豊橋市保健所、こども未来館 

交付方法 個別に相談を受けながら配布、その他 

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 

保健師または助産師が全数面接を実施 

市町村独自アンケート なし 

内容・特徴 妊娠届出後、必要に応じて妊娠期からの支援を開始 

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・子育て総合相談窓口（利用者支援事業） 

場所 保健所・保健センター、こども未来館 

スタッフ職種 保健師、助産師、保育士 

内容・特徴 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

パパママ教室・両親学級等 

名称 プレママカフェ ティーンズマタニティクラス 

時期・回数 年６回（偶数月） 年４回（５月・９月・１１月・２月） 

会場 保健所・保健センター 保健所・保健センター 

対象者 ３５歳以上の妊婦 妊娠届提出時２０歳未満の妊産婦 

スタッフ職種 
管理栄養士、保健師、助産師 

保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、保育

士 

申込み方法 電話 電話 

内容・特徴 ・助産師、管理栄養士の講話 

・調理デモ 

・妊婦同士の交流 

  

・妊産婦の食事について 

・赤ちゃんとのふれあい遊び、おもちゃ作り 

・母子の歯磨き体験 

・育児手技の確認 

・妊産婦の交流、赤ちゃん抱っこ 

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 ハイリスク妊婦・特定妊婦の家庭訪問 外国人母子保健相談 

時期・回数 随時 月 1回 

会場 ― 保健所・保健センター 

対象者 若年・高齢妊婦、社会的支援が必要な妊婦、

妊娠届出の遅い妊婦など 

外国人妊産婦・外国人乳幼児とその保護者（ポル

トガル語、英語） 

スタッフ職種 保健師、助産師 通訳、保健師 



申込み方法 本人の了解があれば、医療機関等からの依

頼を受けることは可能。 
事前予約制 

内容・特徴 上記の他、妊娠届よりハイリスク妊婦を把

握し、電話等で状況確認。必要なケースに

家庭訪問を行う。 

育児に関する悩み相談、乳幼児の発育・発達に関

する保健指導などを個別に行い、外国人市民の育

児不安の軽減を図る。 

マタニティサロン・広場等 

名称 該当なし 

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 

名称 パートナー型 参加型（詳細は上記「パパママ教室・両親学

級等」参照） 

会場 各家庭 保健所・保健センター 

対象者 身近に相談できる者がいないなどの妊産婦とその家族 

スタッフ職種 助産師、保健師 保健師、助産師、保育士 

利用方法 自宅へ赴き個別に相談対応 若年・高齢など同じ悩みを持つ集団への相

談対応 

内容・特徴 利用者の悩み相談対応やサポート、産前・産後の心身の不調に関する相談支援 

産後ケア事業 

名称 宿泊型 デイサービス型 アウトリーチ型 

場所 契約施設 自宅 

対象者 家族等から十分な産後の支援が受けられない産後１年未満の母子 

回数 宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型を併せて 7日間 

内容・特徴 産婦の体力の回復及びケア、乳児のケア、育児指導等を実施 

産前・産後ヘルパー 

名称 該当なし 

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し、相談窓口の周知をする 

 

 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 食事、衣服、生活環境等について特

に支援が必要と認められる家庭 

継続的な養育支援が必要な児とその保護者 

スタッフ職種 保育士 保健師、助産師 

里帰り先への訪問 なし あり 

申込み方法 不要（市と協議） 申し込み不要 

内容・特徴 養育環境の改善や維持 妊娠期からの継続支援が必要な家庭・子育てに対して

強い不安や孤立感を抱える家庭 

 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 支援が必要な妊婦 初めての出産で助産

師による授乳指導な

どを希望される方 

出生体重 2500ｇ未

満の赤ちゃんのい

る家庭 

豊橋市に住民票のあ

る赤ちゃんが生まれ

た家庭 

時期 妊娠期 生後１カ月以内 退院後できるだけ

早期に 

生後２か月前後 

家族からの 

申し込み方法 

申し込み不要 「助産師による授乳

指導などの家庭訪問

を希望される方へ」を

送付 

「低体重児出生

届」を送付 

申し込み不要 

医療機関からの依

頼方法 

母子連絡票の送付 なし 母子連絡票の送付 なし 

スタッフ職種 保健師・助産師 助産師 保健師・助産師 保健師・看護師（パー

ト含む） 

里帰り先への訪問 必要に応じて依頼 必要に応じて依頼 必要に応じて依頼 必要に応じて依頼 

内容 妊娠・出産の情報提

供、安全な出産に向け

ての相談等 

育児情報の提供、体重

測定、授乳や育児相談

等 

育児情報の提供、

体重測定、育児相

談等 

育児情報の提供、体重

測定、育児相談等 

育児相談 

名称 該当なし 

時期・回数  

会場  

対象者  

スタッフ職種  

申込み方法  

内容・特徴  

3，4 か月児健診 他の乳幼児健診 



名称 
４か月児健康診査 乳児健康診査 

健診事後相談 

（乳幼児発育・発達相談） 

方法 集団 個別 集団 

時期・回数 年 44回 ２回 年 45回 

会場 保健所・保健センター 医療機関 保健所・保健センター 

対象者 

３～４か月児 １か月～１歳１か月未満の児 

４か月児健康診査で発達等に

関して要観察となった児 

※同日に１歳６か月児健康診

査・３歳児健康診査で発達等に

関して要観察となった児の相

談も実施 

スタッフ職種 医師、保健師、助産師、看護師、

管理栄養士、通訳 
各医療機関スタッフ 保健師 

申込み方法 直接来所 各自で医療機関へ予約 ４か月児健康診査で予約 

周知方法 健診日の約１か月前に個人通

知 

母子健康手帳交付時に説明 

生後５～６か月に個人通知 
４か月児健康診査で案内 

内容・特徴 ・問診 

・計測、診察 

・集団指導（ブックスタートの

話あり） 

 

・計測 

・個別相談 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 離乳食講習会 

（モグモグ教室） 

離乳食講習会 

（カミカミ教室） 

方法 集団（コープあいちへ委託） 集団 

時期・回数 年２４回 年２４回 

会場 保健所・保健センター 保健所・保健センター 

対象者 生後５か月前後の乳児の保護者 生後９～１１か月前後の乳児の保護者 

スタッフ職種 管理栄養士、栄養士 管理栄養士、歯科衛生士、保健師、保育士 

申込み方法 コープあいちへメール・電話 こども保健課へメール・電話 

内容・特徴 
・管理栄養士による講義 

・デモンストレーション 

・質疑応答 

・管理栄養士による講義 

・歯科衛生士による講義 

・デモンストレーション 

・質疑応答 

健診事後教室等 

名称 健診事後教室（親子のびのび教室）  

方法 集団  

場所 保健所・保健センター  

対象者 ２歳１か月から２歳６か月 

（教室開始時に２歳１か月～２歳４か月） 

言語発達、精神発達、社会性の発達の遅れ

 



があると思われる児及びその保護者 

スタッフ職種 保健師・心理相談員・保育士 

（作業療法士・言語聴覚士） 
 

利用方法 １歳６か月児健康診査事後相談等で予約  

内容・特徴 自由遊び・親子遊び・専門職講義・母親同

士のグループワーク・個人相談 

１～８クールまで各教室 20組程度 

1回/2週×5回 金曜日午前 

 

電話相談 

担当部署 保健所 こども保健課 

名称 電話相談 

曜日・時間 毎週月～金曜日（祝日、年末年始は除く）９時～１７時 

電話番号 0532-39-9188 

対象者 妊娠・出産・育児・思春期の性の相談のある方 

スタッフ職種 保健師、助産師、管理栄養士 

内容・特徴 妊娠・出産・育児に関する相談、思春期の性の相談 

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  

時期・回数 ２回  

対象者 市内小学５年生以上の児童 

（中学校の開催は要相談） 

市内在住の妊婦、４～１１か月の乳児と保

護者 

 

スタッフ職種 保健師、助産師、（保育士）  

申込み方法 周知募集  

内容・特徴 児童生徒が妊婦、乳児・保護者とふれあい、

命の大切さを学ぶと共に母親の充実感達

成感を高める 

 

 


