
妊娠・出産・子育ての何でも相談窓口
東広島市 出産・育児サポートセンター

すくすくサポート
東広島市 こども未来部 こども家庭課
東広島市西条栄町８番２９号

TEL.０８２-４２０-０４０７

ひがしひろしま

東広島市で

安心して妊娠・出産し、

お子さまの健やかな成長を

支えるためのプランを

ご紹介します！

令和３年５月作成

7 産前・産後
ママヘルパー派遣

産前や産後の時期に、家事・育
児の相談・援助が必要な方に、
サポーターを派遣
利用無料期間
（令和４年３月３１日まで）

6 宅配サービス
妊娠中から子育て中のご家庭は
配送手数料が

無料～半額
すくすく

プラン

出産～子育て期
赤ち
ゃんが産まれたよ！赤ち
ゃんが産まれたよ！

１４ 子育てほっとライン子育てほっとライン子育てほっとライン子育てほっとライン
妊娠・出産・育児の何でも相談専用ダイヤル

　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.０８２-４２６-５１１３

１５ 動画配信動画配 信動画配 信動画配 信
お産の進み方や呼吸法、赤ちゃんのお世話について、
離乳食の紹介等、役立つ情報を動画でお届け

１６ こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問
保健師・助産師による「こんにちは赤ちゃん訪問」

担当保健師制度担当保健師制度担当保健師制度担当保健師制度
お住まいの地区の担当保健師・助産師が、
大切な妊娠期から子育て期を応援 !

１３

5 睡眠ケア

妊娠・出産期は、心身の健康を
保つために睡眠がとても大切

3 マタニティ教室・パパママ教室マタニティ教室・パパママ教室
妊娠・出産を迎えるこころがまえをしましょう。

4 すくすくサポート
　　　　による電話訪問
すくすくサポート
　　　　による電話訪問
お住まいの地区の地域すくすくサポートから
妊婦さんへ電話訪問

12
子育ての不安や悩み、ちょっとした相談など、
専門職が妊娠期から子育て期にわたり、安心して子育てができるようにサポート!
妊娠中からも利用できます。

子育てタクシー
急な陣痛のとき医院と連携し移
送 ! 事前にご登録頂いた情報を
元に出産医院と連絡を取り合っ
て迅速に対応します。

8

１ ぽけっと
　すくすく

妊娠期～子育て期のパパママと
ご家族をサポートする子育て
支援情報をアプリで配信 !

オンライン相談
（マタニティひろば）
オンライン相談
（マタニティひろば）
オンライン相談
（マタニティひろば）
オンライン相談
（マタニティひろば）

自宅に居ながら、
オンライン（Ｚｏｏｍアプリ使用）
で、専門職を交えて、妊娠中の
悩みをおしゃべり!

２

オンライン相談
オンラインすくすくサポート
のん太広場

オンライン相談
オンラインすくすくサポート
のん太広場

自宅に居ながら、
オンライン（Ｚｏｏｍアプリ使用）
で、専門職を交えて、子育て中
の悩みをおしゃべり!

9

妊娠期
妊娠

しました！妊娠
しました！

ファミリー
サポート
センター

ファミリー
サポート
センター

地域のみんなで子育てを支え
あう市直営の会員組織

１1

産後ケア事業産後ケア事業
ご家族などから十分な家事・育
児の援助が受けられず、体調や
育児に不安があるお母さんの疲
れをリセットするために、ゆっくり
と相談や休息ができます。
利用無料期間
（令和４年３月３１日まで）

１０

子
育て応援
子
育て応援

　まずは　
ご登録を！

すくすくサポートすくすくサポートすくすくサポートすくすくサポート

子育て
情報の

　　　
　　入

手はこ
れ！

子育て
情報の

　　　
　　入

手はこ
れ！



１ ぽけっとすくすくぽけっとすくすく
子育て支援アプリ子育て支援アプリ子育て支援アプリ子育て支援アプリ

利用期間 妊娠期から１８歳未満まで

　妊娠期～子育て期のパパママとご家族をサポートする、子育
て支援アプリ『ぽけっとすくすく』を配信しています。
　このアプリでは、予防接種のスケジュール管理、胎児や子ど
もの成長記録、妊娠期～子育て期に関する
アドバイスの提供のほか、市の子育て情報
やイベント情報の配信など、子育てに役立
つ機能が詰まっています。大事なお知らせ
が一早く届くので、妊娠したらまずは登録を
してください。

「ぽけっとすくすく」の
詳細はこちらから

５ 睡眠ケア睡眠ケア
利用期間 妊娠～全世代

　妊娠・出産期は生活習慣が乱れやすく、睡眠は母親の心身
の健康回復を助けます。
　また、子育て期においても睡眠を含む生
活リズムの確立は子どもの健やかな成長発
達には不可欠です。　睡眠ケアの資料の提
供・地域すくすくサポートでの情報発信を
行っています。

あなたの睡眠健康診断は
こちらから

８ 子育てタクシー子育てタクシー
利用対象 妊婦さん、0～15才のお子様および保護者の方

　事前にご登録頂いた情報を元に出産医院と連絡を取り合って
迅速に対応します。
　子育てタクシーは子育てタクシー養成研修を受けたドライ

バーが、出産を控えた妊婦さんの移動など
にも医院と連携しながら移送するため、安
心してご利用いただけます。※東広島タク
シーは全国子育てタクシー協会に加盟し、
子育てタクシー保険に加入しています。申込方法・利用方法等は

こちらから

12 すくすくサポートすくすくサポート
利用期間 妊娠期～入園前まで

　「すくすくサポート」では、保健師や助産師の資格を持つ
母子保健コーディネーターと、保育士等の資格を持つ子育
て支援コーディネーターが、妊娠期から子育て期にわたり、
安心して子育てができるようにサポートを行います。現在、
市役所本庁２階こども家庭課内に出産・
育児サポートセンター「すくすくサポート」
と、皆様により身近な地域拠点として、
市内１０カ所に「地域すくすくサポート」
を開設しています。(R３年４月現在 ) 「すくすくサポート」の

詳細はこちらから

14 子育てほっとライン子育てほっとライン
　すくすくサポートでは、みなさんの子育てを応援するため、
相談専用電話を設置しました。妊娠中の体調、産後の体調、
育児や赤ちゃんの発育・発達、おっぱいやミルクは足りているか、
妊娠・出産・育児サービスなど、何でもご相談ください。保健師・
助産師・栄養士がご相談に応じます。

TEL.０８２-４２６-５１１３
相談受付時間　平日8時30分～17時15分

（市役所開庁時間内）
詳細はこちらから

13 担当保健師制度担当保健師制度
利用期間 妊娠期～入学前まで

　お住まいの地区には担当保健師・助産師がいます。担当者
のイラストカードを配付していますので、妊娠期から子育て期を
通じて、心配なことや気になることは何でも相談してください。

７

　産前や産後の時期に、家事・育児の相
談・援助が必要な方に、サポーターを派遣。
身近な生活上のご相談をうかがいながら、
家事や育児のサポートを行います。

申込方法・利用料等は
こちらから

6 宅配サービス宅配サービス
利用期間 妊娠期間からこどもが小学校入学まで

　生協ひろしまでは子育てママ、妊娠中のプレママを応援する
“ちゅきちゅきCLUB”で、さまざまなサービスをご用意。 

　妊娠中から小学校入学年の 3月まで配送手
数料が無料～半額になり、人気商品のプレゼ
ントも。 専用カタログの発行や子育て広場、
助けあい活動も行っています。

詳細はこちらから

15 動画配信動画配信
利用期間 妊娠期～出産期

　これから出産を迎えるパパとママに向
けて、お産の進み方や呼吸法、赤ちゃん
のお世話について、役立つ情報を動画で
ご紹介しています。
　出産・子育てに向けて心の準備をして
おきましょう。

妊娠・出産期の
動画紹介はこちらから

利用期間 子育て期

　お家の中でもお子さまとしっかりふれ
あって楽しめるわらべうたや遊び、離乳
食づくり等を動画でご紹介しています。

子育て期の動画紹介は
こちらから

2 オンライン相談
（マタニティひろば）
オンライン相談
（マタニティひろば）

利用対象 妊娠 6か月以降の人

　Ｚｏｏｍアプリを使用し、自宅に居ながら、
オンラインで妊娠中の悩みや子育て中の悩
みが相談できます。
　テーマに応じて、専門職（保健師・助産師・
保育士・栄養士、心理相談員等）も参加し
ています。

申込方法・内容等は
こちらから

3 マタニティ教室・
　　　　　パパママ教室
マタニティ教室・
　　　　　パパママ教室

利用期間 妊娠６か月以降

　安心して妊娠・出産・育児に臨まれるよ
う支援するため、複数の教室を実施してい
ます。
　みんなで一緒に学びながら、楽しいマタニ
ティライフを過ごしましょう。

ページ中「妊娠中に教室へ
参加してみましょう」に
各教室のリンクがあります

４ すくすくサポート
　　　　による電話訪問
すくすくサポート
　　　　による電話訪問

９ オンライン相談
（ オンラインすくすくサポート のん太広場 ）
オンライン相談
（ オンラインすくすくサポート のん太広場 ）
オンライン相談
（ オンラインすくすくサポート のん太広場 ）
オンライン相談
（ オンラインすくすくサポート のん太広場 ）

利用対象 誕生から入園前

利用期間 産後～おおむね1歳未満

　Ｚｏｏｍアプリを使用し、自宅に居ながら、
オンラインで子育て中の悩みが相談できま
す。
　テーマに応じて、専門職（保健師・助産師・
保育士・栄養士、心理相談員等）も参加し
ています。

申込方法・内容等は
こちらから

　妊娠 8 か月ころに、お住まいの地区の地域す
くすくサポートの担当者が電話訪問をします。（プ
レママほっとコール）妊娠期の相談や、子育て
期のお得なイベント情報を知ることができます。

11 ファミリー
　　　サポートセンター
ファミリー
　　　サポートセンター
ファミリー
　　　サポートセンター
ファミリー
　　　サポートセンター

利用対象 小学生以下のこどもを持つ家族

　子育ての援助を受けたい人と、援助を
行いたい人を結び付け、お子さんの預か
りや送迎などの支援を受けることができ
ます。

詳細はこちらから

16 こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問
利用期間 出産してから生後２か月ころまで

　すべての赤ちゃんとお母さんを対象
に、保健師・助産師がご自宅を訪問し
ます。
　赤ちゃんの体重測定、予防接種の受
け方の案内、育児や産後の生活などの
相談をお受けします。

内容等はこちらから

10 産後ケア事業産後ケア事業産後ケア事業産後ケア事業

利用対象 おおむね 1歳未満の乳児とその母親
（育児不安などがあり、支援者が身近にいない方）

利用対象 産前・産後の心身の不調や育児不安があり、ご家族
等から十分な家事・育児等の援助が受けられない人

利用回数 産前・産後ともに１５回（多胎の場合、産後は３０回）で、
１回あたり１時間３０分。

利用期間
産前：母子健康手帳交付から出産予定日まで
産後：出産日（又は出産予定日）の翌日から 6か月以内
（多胎の場合は１年）（出産予定日より早く出生した場合は、
予定日から６か月以内）

　①日帰り型ケア
　ご家族などから十分な援助が受けられず、体調や育児に

不安のあるお母さんに、ホテルで休憩して
いただき、安心して育児ができるようサポー
トします。
　②宿泊型ケア
　産後のサポートがないお母さんに、お泊り
で安心して育児ができるようサポートします。

申込方法・利用料等は
こちらから

東広島市で安心して妊娠・出産し、

お子さまの健やかな成長を支えるための

プランをご紹介します！

ひがしひろしま

すくすくプラン
産前・産後ママヘルパー派遣産前・産後ママヘルパー派遣

出産～子育て期出産～子育て期出産～子育て期出産～子育て期

妊 娠 期妊 娠 期

妊娠～出産～子育てまで妊娠～出産～子育てまで妊娠～出産～子育てまで妊娠～出産～子育てまで 1,5 ～ 8,12 ～ 151 ,5 ～ 8,12 ～ 151 ,5 ～ 8,12 ～ 151 ,5 ～ 8,12 ～ 15

2 ～ 42～ 42～ 42～ 4

9～ 11 , 169 ～ 11 , 169 ～ 11 , 169 ～ 11 , 16


