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妊娠・出産・子育て応援 〈お問い合わせ先〉健康づくり推進課  21-3300
� IP電話 050-5528-5180

すこやかひたち（子育て世代包括支援センター）

安心して妊娠・出産・子育てができるように子育てに関するさまざまな相談に応じ
必要な情報・サービスの提供を行っています。お気軽にご相談ください。

身近で必要な相談ができる伴走型支援と経済的支援を一体的に行い、妊婦さんや子育て家庭が安心して出産、
子育てができるよう支援します（対象：令和4年4月1日以降に妊娠届出や出産をした方）。

相 談

支 援

日立市保健センター 日立市子どもセンター

〈妊娠・出産・育児の相談〉
・妊婦や赤ちゃんの不安について
・母乳や赤ちゃんのお世話について等

〈育児の相談〉
・育児の不安について
・ 遊ばせ方やしつけに

ついて等

・ 幼児施設への
　入所相談など

対 象
18歳未満

対 象
妊産婦
乳児

子育て支援課
子ども施設課

●母子健康手帳の交付
妊娠とわかったら出産予定日を医師に確認し、すみやかに届け出て、
母子健康手帳を受け取りましょう。

〈交付申請窓口〉健康づくり推進課、市民課、各支所
※申請書には、個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
※出産応援金の手続きで使用するため、振込口座のわかるもの（通帳等）をお持ちください。

●妊婦健康診査
すこやかな妊娠と出産のために妊婦健康診査を受けましょう。
妊婦健康診査にかかる費用を一部助成します。

母子健康手帳交付時にお渡しする妊婦健康診査受診票をご
使用ください。

里帰り出産されるかたへ
県外の医療機関で受診票を使用される
場合は、事前に申請が必要です。受診す
る月の２か月前までに健康づくり推進課
に直接または電話で申請してください。

〈場　　所〉保健センター
〈時　　間〉午前９時30分～午前11時　
〈持 ち 物〉母子健康手帳、筆記用具、飲み物　※動きやすい服装でお越しください。

〈場所・問い合わせ先〉保健センター（健康づくり推進課）
〈時　　間〉午前8時30分～午後5時15分まで
　　　　　月～金曜日（※祝日・年末年始は除く）

日
程

令和5年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和6年
１月 ２月 ３月

21（金）19（金）16（金）21（金）25（金）15（金）20（金）17（金）15（金）19（金）16（金）15（金）

内
容 助産師・歯科・栄養の話、育児デモ（詳細は妊娠届出の際のチラシ、市ホームページ参照）

●プレパパ・ママの子育てスクール（予約制・先着16組）
〈対　　象〉初めてパパとママになる夫婦（受講時、妊娠28週以降のかた）
〈内　　容〉赤ちゃんのお世話体験など
〈申込方法〉完全予約制　※予約受付期間など詳細は
　　　　　　　　　　　 市ホームページをご確認ください。
                                  （持ち物は申し込み時にお知らせ）

〈時　　間〉午前９時～午前11時30分

日
程

令和5年
5月 ６月 ７月 8月 9月 11月 12月

令和6年
１月 3月

13（土）17（土）22（土）26（土）30（土）11（土）16（土）27（土）16（土）

●こんにちは赤ちゃん訪問
保健師または助産師、看護師が生後4か月までの赤ちゃんのいる
全ての家庭を訪問し、子育ての情報提供や相談をいたします。

〈時　　期〉生後2か月頃に日程調整のご連絡をします。

お子さんにとって初めての離乳食！
教室では、離乳食づくりのコツや進め方などをお話しします。

〈場　　所〉保健センター
〈対　　象〉生後４～６か月児の保護者
〈時　　間〉午前10時～午前11時（受付：9時45分～）

日程
令和5年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和6年
１月 ２月 ３月

24（月）29（月）26（月）24（月）28（月）25（月）23（月）27（月）25（月）29（月）26（月）25（月）

●０歳のひろば（予約制）予約受付期間や定員など詳細は市ホームページを参照！
グループワークを通して親同士の交流をしたり、子育てに関する情報を毎回お伝えしていきます。

〈対　　象〉0歳児とその保護者　※1クール（全3回）原則全ての回に参加できる方
〈場　　所〉保健センター　〈時　　間〉午前10時～午前11時30分（受付：10時～10時20分）
〈内   容 〉参加者同士のグループワーク、身体計測、集団遊び（手遊びなど）　育児に関する情報提供（保育・歯科・離乳食など）

クール 令和5年
４月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月

令和6年
１月 ２月 ３月

日程
11（火） 9（火） 8（木） 11（火） 7（木） 10（火） 7（火） 5（火） 16（火）13（火）12（火）
18（火）16（火）22（木）18（火）21（木）17（火）14（火）12（火）23（火）20（火）19（火）
25（火）23（火）29（木）25（火）28（木）24（火）21（火）19（火）30（火）27（火）26（火）

●養育医療給付事業●新生児聴覚検査費用助成（受診票:オレンジ）

●乳児１か月健康診査（受診票:水色）

身体の発達が未熟なまま生まれた
赤ちゃんが１歳になるまでの入院
にかかる医療費を助成します。

生まれたばかりの赤ちゃんの「耳のきこえ」を検
査するもので、出産した医療機関で検査を受ける
ことができます。検査に係る費用の一部を助成し
ます。受診票をご使用ください。

生後1か月の健康診査の費用を助成します。
出生届の時にお渡ししますので、受診票をご
使用ください。

●産後ケア ●乳児おむつ等購入費助成事業
出産後、医療機関、助産院または
自宅にて、お母さんの心身のケア
や授乳指導などが受けられます。

（日帰りまたは宿泊、訪問）

日立保健医療圏内（日立総合病院・高萩協
同病院）で出産した方を対象に乳児用おむ
つ、ミルクなどを購入できる8万円分のクー
ポン券を贈呈します。

◦子どもセンターにおける専門相談
保健師・栄養士が、子育てや離乳食、お食事についての相談に応じます。

〈場　　所〉子どもセンター　　　　　   〈対　　象〉子どもセンター利用者
〈開 設 日〉保健師相談・・第2水曜日　  〈時　　間〉午前9時30分～午前11時30分
　　　　　 栄養士相談・・第4水曜日
　　　　　（祝日の場合は、変更あり）
※専門相談は予約もできます。（子どもセンター36-0048）

子育てホームページ
「ひたちすくすくガイド」

https://www.city.
hitachi.lg.jp/
sukusuku/

●マタニティスクール（予約制）詳細は市ホームページをご確認ください。

●離乳食教室（予約制） 実施日の1カ月前から予約受付（各日定員30組）

産後2週間及び産後1か月の健康診査に
係る費用の一部を助成します。母子健康
手帳交付時にお渡しする産婦健康診査
受診票をご使用ください。

●産前・産後ママサポート
産前、産後の大変な時期、日中家族等の支援が受けられ
ない方の家事や育児をサポートします。

〈対　　象〉母子健康手帳の交付を受けた妊婦、出産日から2年
　　　　　 未満の産婦
※利用可能回数は、１世帯当たり１日1回。産前産後20回（多胎児の場合
は40回）を限度。
お問い合わせ:子育て支援課　電話 22-3111（内線 338・478）

●産婦健康診査（受診票:黄色）

妊娠前から
まで子育て

※早めの訪問を希望する方は、ご連絡ください。

●健康相談・情報提供 ●不妊治療費助成事業
保健師・助産師・看護師などが、対面または
電話、オンラインで、心や体の健康について
の不安・心配ごとの相談に応じます。子育て
支援についての情報提供も行っています。お
気軽にご相談ください。

日立市では、不妊治療により自己負担された治療費に対して、助成します。
保険診療による窓口負担分（高額療養費適用の場合は、適用後の負担額が対象）や先進医療によ
る治療費などが対象となります。
助成を受けるには、申請が必要となりますので、下記により申請をお願いします。

〈対象者〉治療開始時の妻の年齢が４３歳未満の方
〈対象となる治療〉保険診療及び保険診療外の体外受精や顕微授精（生殖補助医療）
〈助成額〉自己負担額（上限１０万円）
〈助成回数〉一子につき６回まで（治療開始時の妻の年齢が４０歳以上の場合、３回まで）
その他、申請書類・助成要件等につきましては市ホームページをご覧いただくか健康づくり推進課にお問い合わせください。

〈対　　象〉保険外診療で行った検査及び
                治療費の一部を助成します。

〈助成額〉1年度5万円を上限に、
             1回助成します。
　　　　 ※助成回数の制限はありません。

〈助成要件〉対象年度、助成回数などは
                市ホームページをご覧いただくか
　　　　　 健康づくり推進課にお問い合わせ
               ください。

●不育症治療費助成事業妊娠前

妊娠期

出産

産後

◆出産・子育て応援事業

◦ふれあいコーナー
　（直接会場へ）
親子で遊べるコーナーや子育ての相談・
情報が得られる場です。

〈場　　所〉保健センター正面玄関入り口
〈対　　象〉0歳～未就園児
〈開 設 日〉月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
〈時　　間〉午前10時～午後4時

◦子育て世代禁煙治療費の助成
子どもたちを受動喫煙から守るために、子育て世代の方へ禁煙治療に
要する費用の一部を助成します。

〈対　　象〉18歳以下の子ども又は妊婦と同居し、市内医療機関での
　　　　　禁煙外来治療を終了したかた

〈助  成  額〉禁煙外来治療に要した自己負担額の2分の1（上限1万円）
〈申請方法〉治療終了後に、領収書などの必要書類を添えて、健康づくり
　　　　　 推進課へ申請してください。

◦マタニティ子育てタクシー費用助成
市独自の制度で、安心して出産・子育てできるよう、タクシーの料金を一部助成
します。妊産婦や乳児が健診や予防接種、体調不良により、医療機関へ通院する
際のタクシー料金の助成です。

〈対　　象〉妊産婦及び１歳未満の乳児の保護者
〈助 成 額〉市内の医療機関へ通院する際に要した料金（上限3万円）
申請方法など詳細は市ホームページをご確認ください。

子育て

連携

〈対　　象〉市内に住所のある妊婦
〈申込方法〉完全予約制＊申込期間内にメールで予約開始（詳細は妊娠届出の際のチラシ、市ホームページ参照）
〈時　　間〉【第一部】午前10時～午前10時30分　【第二部】午前10時50分～午前11時30分

日
程

月 令和5年
6月 ９月 12月

令和6年
3月

日 23（金） 22（金） 8（金） 8（金）

内
容

第一部 助産師の話（詳細は妊娠届出の際のチラシ、市ホームページ参照）
第二部 話し合い・交流会

●オンラインマタニティスクール（予約制：【第一部】20名 【第二部】10名）

妊娠期 出産 産後〜子育て期

経済的支援

アンケート
（妊娠8か月頃）

妊娠届

・アンケート
・面談

・アンケート
・（必要な場合）面談

・アンケート
・面談

出産応援金
妊婦1人につき5万円

子育て応援金
子ども1人につき5万円

こんにちは
赤ちゃん訪問

※原則として、伴走型相談支援（面談・アンケート）を受けた方が、出産・子育て応援金の支給対象となります。

伴走型相談支援

P10-11	 妊娠・出産・子育て応援
P12-13	 子どもの健康診査・健康相談1


