
市町村名 豊田市① 窓口 子ども家庭課 

住所 〒４７１－８５０１ 豊田市西町３丁目６０番地 

電話 ０５６５－３４－６６３６ FAX ０５６５－３２－２０９８ 

E-mail kodomokatei@city.toyota.aichi.jp URL http://www.city.toyota.aichi.jp/index.html 

市町村名 豊田市② 窓口 地域保健課 

住所 〒４７１－８５０１ 豊田市西町３丁目６０番地 

電話 ０５６５－３４－６６２７ FAX ０５６５－３４－６１８６ 

E-mail chiikihoken@city.toyota.aichi.jp URL http://www.city.toyota.aichi.jp/index.html 

【周産期医療機関への PR コメント】 

豊田市では、母子保健事業の統括や健診等については子ども家庭課、地域支援や個別支援については地域保健課が

主体となり実施しています。 

母子健康手帳交付 

場所 豊田市役所子ども家庭課 

交付方法 窓口にて随時交付 

スタッフ職種 保健師・助産師・事務職員 

→保健師以外の場合の気

になるケースへの対応 

育児支援専門員が面接を実施。 

市町村独自アンケート 愛知県統一の項目に加えて、豊田市独自の項目を６項目実施 

内容・特徴 利用者支援事業（母子保健型）として、母子健康手帳交付時に全ての妊婦と面接を実施

し、ケアプラン（支援方針）を立案している。ケアプランに基づいて産科医療機関との

連携を図るとともに、保健師や育児支援専門員による、妊娠期から子育て期までの切れ

目ない支援を実施している。 

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 母子保健相談支援事業（母子保健コーディネーター） 

場所 子ども家庭課 

スタッフ職種 ママサポーター（専任コーディネーター） 

内容・特徴 母子健康手帳交付の際、妊婦全員にアンケートと面接を実施。チェック項目（予想外の妊娠、

若年・高齢出産や支援の有無、困りごとの有無等）に該当する場合は状況を詳しく聞き取る。

聞き取りの結果、支援を要すると判断される事例については、家庭児童相談室担当の育児支

援専門員、または地域保健課の保健師につなぎ、支援介入する。さらに必要に応じて関係機関

と調整を図る。 

パパママ教室・両親学級等 

名称 パパママ教室（１st マタニティー教室）・２nd マタニティー教室 

時期・回数 年に 14 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 管理栄養士 薬剤師 保育士 

申込み方法 インターネット 

内容・特徴 就労している方にも参加しやすいように、土曜日開催日を設けている。 



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 多胎パパママ教室（子ども

家庭課） 

みんな悩みは一緒！子育てが楽

しくなる教室（子ども家庭課） 

ママの子育てを支援する会

（子ども家庭課） 

時期・回数 年 4 回 年２クール（５回／クール） 月２回 

会場 豊田市保健センター 子育て支援センター 豊田市保健センター 

対象者 

多胎妊婦とその家族等 

育児不安を抱える、５才以下の子

を育てている親。（本講座に初め

ての参加の人） 

イライラして子どもに暴言

や暴力を振るったり、子ど

もに愛着が持てないなど、

育児不安や虐待に係る相談

のある保護者 

スタッフ職種 保健師、助産師（地域周産期

母子医療センター等）、多胎

育児経験者（自主グループ

参加者等） 

ファシリテーター 
家庭相談員、育児支援専門

員 

申込み方法 窓口、電話、FAX、メール インターネット  

内容・特徴 多胎妊婦やその家族が正し

い知識を獲得し、多胎妊娠

に伴う妊婦の不安や負担に

ついて、周囲の支援者が共

有し、多胎特有の課題の対

処方法を経験者から学び、

多胎児親の会とつながれる

よう支援する。 

子育てに不安や悩みを抱えてい

る保護者同士で話し合い、自信を

持って育児ができるように解決

策を見出すことや、教室終了後も

参加仲間と支え合いながら子育

てができるよう支援する。 

 

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（子ども家庭課） 

会場 医療機関・助産院・事業所等 

対象者 ご家族などから十分な援助が受けられない豊田市内に住所がある出産後１年未満の乳児とそ

の保護者で、以下のいずれにも該当する方。 

（１）お母さんの育児への心配事に対してサポートが必要であること 

（２）病院などへの入院を必要としない程度の体調不良があること 

スタッフ職種 助産師（保健師・看護師）、管理栄養士 

利用方法 申請書を提出（子ども家庭課） 

利用決定通知書が届き次第各自で事業所に電話で支援を依頼 



内容・特徴 指定の施設での宿泊や通所、訪問で、授乳指導や育児支援などが受けられる。 

産前・産後ヘルパー 

名称 産前産後支援事業 

時期・回数 ６０時間（多胎は１８０時間） 

場所 市内 

対象者 母子健康手帳が交付された妊婦がいる家庭 

１歳未満（多胎は３歳未満）の子どもがいる家庭 

スタッフ職種 事業所ヘルパー 

利用方法 申請書を提出（子ども家庭課） 

利用決定通知書が届き次第各自で事業所に電話で支援を依頼 

内容・特徴 簡単な家事援助、育児等 

１時間当たり８００円 

ハローファミリーカード事業【参加市町村のみ】 

活用方法 平成２７年度から１歳６か月児健診時にて配布を開始。 

養育支援訪問事業 

育児・家事援助 専門的相談支援 

対象者 育児ストレス、産後うつ病、育児ノ

イローゼ等の問題により不安や孤立

感を抱える家庭又は虐待やそのリス

クを抱える家庭等 

１８歳以下または３５歳以上の初産婦、多胎産婦、体

重２，５００ｇ未満または妊娠３７週未満で生まれた

児、その他支援の必要な妊産婦等 

スタッフ職種 ヘルパー 保健師・助産師 

里帰り先への訪問 不可 可能 

申込み方法 窓口（子ども家庭課） 電話・窓口（地域保健課） 

内容・特徴 簡単な家事援助等 訪問による健康・育児相談、授乳指導等 

 妊娠中の家庭訪問 新生児訪問 
低出生体重児訪問 

（地域保健課） 

こんにちは 

赤ちゃん訪問 

対象者 市内在住・里帰り中の

妊婦 

市内在住・里帰り中の

母子 

体重２，５００ｇ

未満で生まれた児 

市内に住所を有する

概ね生後１～３か月

児がいる家庭 

時期 随時 随時 随時 概ね生後１～３か月 

家族からの 

申し込み方法 

電話・窓口 電話・窓口 電話・窓口、低体重

児出生届 

不要 

医療機関からの依

頼方法 

本人の同意のもと電

話、または母子連絡票 

本人の同意のもと電

話、または母子連絡票 

本人の同意のもと

電話、または母子

連絡票 

実施していない 

スタッフ職種 保健師・助産師 保健師・助産師 保健師・助産師 母子保健推進員 

里帰り先への訪問 可能 可能 可能 実施していない 

内容 出産や育児に向けた

相談・支援 

健康・育児相談、授乳

指導等の支援 

健康・育児相談、授

乳指導等の支援 

地域の子育て支援資

源に関する情報提供



及び紹介 

育児相談 

 
子育て支援センター

での育児健康相談 

地域保健課での育児健康相

談 
子ども家庭課での育児健康相談 

名称 育児健康相談 こども相談 

時期・回数 毎月・または隔月１

回（来所）               
随時（来所・電話） 月に１回（４月と１月を除く） 

会場 各子育て支援セン

ター 
地域保健課 豊田市役所３階（保健センター） 

対象者 
未就園児とその保護

者 
乳幼児とその保護者 

児の発達に心配や不安等がある方（対

象年齢は４歳未満）、育児不安や負担

感等がある方 

スタッフ職種 保健師・管理栄養士 保健師 臨床心理士 

申込み方法 各子育て支援セン

ターへ電話（要予約） 

地域保健課へ電話（来所は要

予約） 
子ども家庭課へ電話（要予約） 

内容・特徴 

育児・栄養・発達等の相談、身体計測 

心理士との個別相談を通じて、育児不

安や負担感の軽減を図ると共に必要

な育児支援の情報を提供し、支援に繋

げることを目的とする。 

3，4 か月児健康診査 他の乳幼児健康診査 

名称 ３、４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 集団方式 集団方式 集団方式 

時期・回数 

毎月６回 

毎月６回 

（足助支所のみ２か月に１

回） 

毎月６回 

（足助支所のみ２か月に１回） 

会場 市内３か所 市内３か所 市内２か所 

対象者 ３か月～６か月未満 １歳６か月～２歳未満の児 ３歳５か月～４歳未満の児 

ス タ ッ フ

職種 
保健師・看護師・助産師・医師・管理

栄養士・母子保健推進員 

保健師・心理士・看護師・医

師・歯科医師・歯科衛生士・

保育士・母子保健推進員 

保健師・心理士・看護師・医師・

歯科医師・歯科衛生士・保育士・

管理栄養士・母子保健推進員 

申 込 み 方

法 
インターネットにて事前予約 

インターネットにて事前予

約 
インターネットにて事前予約 

周知方法 個人通知、ホームページ 個人通知、ホームページ 個人通知、ホームページ 

内容・特徴 問診、計測、診察、個別相談、 

離乳食の話（希望者のみ） 

問診、計測、内科診察、歯科

診察、歯科指導（希望者・対

象者）、個別相談 

問診、計測、内科診察、歯科診

察、視覚検査、聴覚検査、栄養

相談（希望者・対象者）、個別相

談 

離乳食教室・子育て教室等 

名称 

  

ふれあい子育て教室（子ど

も家庭課） 

離乳食・幼児食教室（地域保健

課） 

楽しく子育て♪教室（地域保健

課） 



方法 
保健師の話とふれあい遊び 

管理栄養士が会場へ出向き教

育・相談を実施 

保健師が会場へ出向き教育・相談

を実施 

時期・回数 月１回 随時・各グループ年１回 随時・各グループ年１回 

会場 

保健センター 申込者が手配（市内に限る） 申込者が手配（市内に限る） 

対象者 生後 10か月～１歳までの児

とその親 

市内の１０組以上で構成され

たグループ 

市内の１０組以上で構成された

グループ 

スタッフ職種 保健師 保育士 管理栄養士 保健師 

申込み方法 インターネット 申請書を地域保健課へ提出 申請書を地域保健課へ提出 

内容・特徴 １歳児に必要なかかわりの

話とふれあい遊び 

離乳食の進め方、栄養、調理法

に関する教育や相談 

子育てのポイント等に関する教

育や相談 



 

健診事後教室等 

名称 にこにこ広場 

方法 親子遊び、個別相談 

場所 豊田市保健センター 

対象者 育児や発達について支援が必要なおおむね１歳６か月までの児とその養育者 

スタッフ職種 保健師・臨床心理士・保育士 

利用方法 ３、４か月児健康診査等で勧奨 

内容・特徴 目的：養育環境の改善、育児不安感や育児負担感の軽減、愛着形成および児の発育発達を促す

こと。 

実施回数：月１回 

電話相談 

担当部署 子ども家庭課 

名称 とよた急病・子育てコール２４～育救（いっきゅう）さんコール～ 

曜日・時間 ２４時間３６５日対応 

電話番号 ０１２０－７９９－１９２ 

対象者 豊田市民、豊田市にいる方（豊田市訪問者） 

スタッフ職種 専門スタッフ 

内容・特徴 子育て（食事、ことば、しつけなど）、健康、妊娠、出産に関する相談 

思春期保健に関する事業 その他事業 

名称 思春期教室２ － 

時期・回数 学校と調整した日程  

対象者 中学生３年生（主に）  

スタッフ職種 保健師・助産師  

申込み方法 学校に募集し依頼をもらう  

内容・特徴 命の尊さや親になることの意味をこれ

から親になる若い人に学んでほしい

と、平成１９年度から思春期教育１と

して、「赤ちゃんとのふれあい体験」を

実施しさらに、平成２３年度から思春

期教育２として「性教育：自分の体と心

を知る」を実施している。 

 


