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岡崎市に住民票がある出産後4か月未
満のお母さんと赤ちゃんで、
以下のいずれにも該当する方

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歳
未満の
あかちゃんとお母さんで、以下のいず
れにも該当する方。

西尾市に住民登録がある産後4か月未
満の母子で、下記のすべてに該当する
方

幸田町に住民票がある出産後４か月未
満のお母さんと赤ちゃんで、次のいず
れにも該当する方

安城市に住民登録がある産後3か月未
満の母子で、下記のすべてに該当する
人

刈谷市に住所を有し、医療行為の必要
がない人で、次のいずれかに該当し、
家族等から十分な援助が受けられない
産後4か月未満の母親とその乳児

（1）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
（2）お母さんに育児の心配事に対し
てサポートが必要なこと
（3）感染性疾患（麻疹、風疹、イン
フルエンザ等）にかかっていないこと

（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

⑴産後の心身の不調や育児不安がある
方
⑵ご家族などから、家事や育児などの
支援が受けられない方
⑶育児の心配事など助産師からの心理
的ケア、産後支援が必要な方

・出産後、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人
・子育てに対して強い不安のある人
・家族などから十分な支援が受けられ
ない人
・感染性疾患（麻疹・風疹・インフル
エンザ等）にかかっていない人

産後の心身の不調や育児不安がある人
ご家族などから、家事や育児などの支
援が受けられない人
感染症の疑いや入院治療の必要のない
人

産後の身体の不調や回復の遅れがあ
り、あかちゃんのお世話が困難な人
授乳や沐浴など育児の仕方に不安があ
り、助産師からの心理的ケアと保健指
導の必要がある人

支援内容

（1）お母さんの健康管理及び生活面
の助言
（2）乳房ケア、授乳方法の助言
（3）もく浴、スキンケアの助言
（4）赤ちゃんの世話、発育・発達の
確認
（5）食事の提供

（1）お母さんの健康管理及び生活面
の助言
（2）乳房ケア、授乳方法の助言
（3）もく浴、スキンケア等の助言
（4）発達・発育・体重増加・排泄等
の助言
（5）育児相談等

からだのサポート：お母さんの体調管
理、乳房ケア
こころのサポート：お母さんの心の休
養、育児相談など
育児のサポート ：沐浴方法や授乳方法
の相談など

・お母さんの健康管理や精神的な支援
・乳房ケア、授乳方法の助言
・赤ちゃんの発育や発達の確認
・赤ちゃんのお世話と沐浴等育児に関
する相談
・食事の提供

実施機関にて休養し、母子の体調に合
わせた助産師等によるケアを受けま
す。宿泊プラン・日帰りプランとも個
室利用です。

母の健康状態のチェックや乳房マッ
サージ
赤ちゃんの沐浴やスキンケア
育児相談や産後の生活のアドバイスな
ど

指定医療機関において、助産師から産
後のからだやこころのケア、授乳の相
談、乳房ケア（母乳マッサージ含
む）、沐浴指導、あかちゃんのお世話
の仕方や相談など

利用日数

宿泊型及びデイサービス型合わせて7
日以内
 ・宿泊型の場合、午前10時から翌日
の午前10時までの施設利用を1日とカ
ウント

 ・デイサービス型の場合、午前10時
から午後4時までの施設利用を1日とカ
ウント

あかちゃんが1歳に達するまでの期間
中、原則最大7日
・宿泊ケアの場合、午前10時から翌日
の午前10時までの施設利用を1日とカ
ウント

・通所ケアの場合、午前10時から午後
4時までの施設利用を2日とカウント

最大７日以内 ・宿泊型：産後ケア実施施設に宿泊し
ながらケアを受ける
原則として、入所時間は入所日の午前
10時、退所時間は退所日の午前10時
までを
 1日とカウント
・デイサービス型：日帰りで産後ケア
実施施設でケアを受ける
原則として、利用時間は午前10時から
午後４時までを1日とカウント

宿泊プラン・日帰りプラン合わせて原
則7日間です。

宿泊プランで連続して利用する場合
は、6泊7日までです。分割して利用す
ることもできます。

最長7日間（宿泊の場合は、最長6泊7
日）
※宿泊型と日帰り型を合わせて7日間

利用料

宿泊型 1泊2日 8,000円（税込）食事
付

デイサービス型 1日 2,500円（税込）
食事付

※多胎児については別途加算あり

※市民税非課税・生活保護世帯は免除

宿泊型 1泊2日 7,500円
デイサービス型 1日 5,100円
※非課税世帯や、所得によって利用料
金が変わります。
※医療機関によっては、上記料金のほ
かに個室料金など追加料金がかかる場
合があります。
※生活保護世帯は免除

【宿泊ケア】
 1日につき6,000円（税別）、1泊2
日で12,000円（税別）
【通所ケア】
 1日につき3,000円（税別）
【訪問ケア】
 1回につき2,400円（税別）（別に交
通費200円が必要）

※食事代等別にかかります。
※世帯の課税状況により、利用料が減
額されることがあります。

・宿泊型 1泊2日：8,000円（税込・
食事付）
・デイサービス型 1日：2,500円（税
込・食事付）
※生活保護法による被保護世帯または
町民税非課税世帯は自己負担額を免除
します
※多胎児については別途加算がありま
す

宿泊プラン
お母さんとお子さん1人の場合、1泊2
日8,000円(税別)です。1日あたり
4,000円（税別）です。
利用時間は、1泊2日の場合、午前10
時から翌日午後4時までです。
日帰りプラン
お母さんとお子さん1人の場合、1日
2,500円（税別）です。
利用時間は 、午前10時から午後4時ま
でです。

利用料とは別に食費代、粉ミルク代、
おむつ代、病衣代、付添い人の宿泊等
に関する費用、個室ランクアップ代等
の雑費は実費負担となります。詳しく
は、実施機関にお問合せください。
市民税非課税世帯、生活保護世帯は利
用料免除です。事前申請が必要です。
保健センターにお問合せください。
双子の場合でも利用料は変わりませ
ん。詳しくは、保健センターにお問い
合わせください。

宿泊型：1日につき4,000円（例え
ば、1泊2日の場合は、8,000円）。
多胎の場合、2人目以降は、1人につき
1日1,000円の加算あり。
日帰り型：1日3,000円。多胎の場
合、2人目以降は、1人につき1日600
円の加算あり。
ただし、生活保護や市民税非課税世帯
の人は減免あり。
※別途、食事代、特別個室利用の場合
の差額分など自己負担があります。

対象者

産後ケア事業



申請方法

健康増進課母子事業係
0564-23-6084
に電話するか希望の施設に直接問い合
わせ。

<場所>
豊田市役所 子ども家庭課（東庁舎2
階）
（備考）申請時にお母さんの状況等を
確認させていただくため、申請日当日
等に面談を実施します。
<申請期限>
原則、利用希望日の5日前まで（閉庁
日を除く）
<申請に必要なもの>
豊田市産後ケア事業利用申請書
母子健康手帳
印鑑（認印可）
生活保護受給証明書（生活保護受給世
帯のみ）
当年度（申請月が4、5月の場合は前年
度）の市町村民税所得課税証明書（基
準日に豊田市に住民票がない母親及び
配偶者のみ）

①申請
 西尾市健康課に申請してください。担
当者と面接をしますので事前にご連絡
ください。
 申請時に必要な書類
・西尾市産後ケア事業利用申請書兼情
報提供同意書
 ・母子健康手帳
 ・申請者の本人確認ができるもの（マ
イナンバーカード、運転免許証など）
 《申請者が同一世帯でない方》
 ・委任状.
 ・代理人の個人確認書類（マイナン
バーカード、運転免許証など）
 《転入等西尾市で世帯の課税状況が確
認できない非課税世帯の方》
 ・世帯の課税状況がわかる書類（コ
ピー可）

①必ず事前に健康課（幸田町保健セン
ター）へお問い合わせください。
 現在のご様子、利用希望施設、希望日
数等をお伺いします。
②利用について申請手続きをご案内し
ます。申請後、審査を行い結果を通知
します。
※実施施設の空きベッド等の諸事情に
より、ご希望の施設や日数に添えない
場合もあります。

保健センターに相談してください。
（電話0566-76-1133、来所等）
利用希望機関に利用できるか問合せを
してください。
保健センターに利用申請書等を提出し
てください。郵送や保健センターへの
来所が難しい場合は、ご相談くださ
い。
保健センターから利用承認書を受け取
ります。
産後ケアを利用します。
利用機関に利用料、雑費を支払いま
す。
産後ケアの利用にあたり、お母さんの
同意のもと、育児支援に必要と思われ
る情報を実施機関に提供します。ま
た、産後ケア利用後、市は、実施機関
から利用状況の報告を受け、お母さん
とお子さんが安心して育児ができるよ
う支援します。

事前申請が必要です。
利用を希望される方は、保健センター
（23－8877）までご相談ください。
申請後、産婦さんと面談を行い、審査
を行います。結果については郵送させ
ていただきます。
※申込みが込み合っている場合や状況
によってはご希望に沿えない場合があ
ります。
※利用までに時間がかかる場合があり
ますので、日にちに余裕をもってお申
込みください。

持ち物
印鑑（スタンプ印は不可）
母子健康手帳
※転入の方で市民税非課税世帯の方
は、転入前の市町村の課税証明書が必
要な場合があります。
※母子健康手帳がお手元にない場合
は、ご持参いただかなくても構いませ
ん。

その他

・申請されますと、審査を行い、結果
はご自宅へ送付いたします。

・施設の空き状況により、ご希望に添
えない場合があります。

申請をされますと、審査を行い、結果
はご自宅へ送付します。
施設の空き状況により、ご希望に添え
ない場合があります。
やむを得ず、キャンセルされる場合
は、お電話にて豊田市子ども家庭課及
び施設にご連絡ください。

②通知送付
 １週間程度で西尾市産後ケア事業通知
書を郵送します。通知書が手元に届い
たら、施設に連絡して利用時間など相
談してください。
③利用開始
 決定された日程、施設でサービスを受
けます。
 利用時間は、施設により異なります。
 利用後、利用料金は直接施設に支払っ
てください。


