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妊娠中 赤ちゃん誕生 生後１か月ごろ 生後２～４か月 生後８か月 １歳６か月 ２歳６か月 ３歳６か月 ６歳 小学生 中学生

子どもの
発達

　届出
　　・制度

健  診

教  室

　相談
　　・訪問

預ける

子どもと
おでかけ

・
家族で

おでかけ

●子育て世代包括

支援センター Ｐ４

●産婦健康診査

１か月児健康

診査

P１０

●新生児訪問 P９ ●こんにちは赤ちゃん訪問 P９

●２か月児健診

P１２

●４か月児健診

P１２

●８か月児健診

P１２

●１歳６か月児健診

P１２

●２歳６か月児健診

P１２

●３歳児健診

P１２

●子育て支援センターP１８ ●子育て相談（発達・食事・子育て等）Ｐ５４

●妊娠の届出

●母子健康手帳

●父子健康手帳

P４

●妊婦健康診査

P５

●就学児健診

Ｐ４６

●各種相談窓口 ・児童相談所 P５５ ・家庭児童相談 P５５ ・児童家庭支援センター P５５ ・DV相談 P５６

●パパママ教室 P５ ●離乳食教室

５～６か月 P１３

●幼児食（かみかみ）教室

８～１２か月 Ｐ１３

●各種予防接種 P１４

●保育所（認可・小規模）・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設 P４０～ ●幼稚園（市立・私立） P４３～
●学童保育

Ｐ５０～

●気仙沼市ファミリー・サポート・センター P１９～ ●健診時託児サービス P２１

●父親の育児参加促進事業 P１１ ●子育てほっとサロン P２２

●各種届出 ・出生届 P８ ・誕生祝金Ｐ８ ・児童手当 P８ ※ひとり親家庭の各種手続き P３８～

・子ども医療費助成 P９ ・国民健康保険加入 P９ ※支援を必要とするお子さんについて P３２～

・産後サポート応援事業 Ｐ１０

（１歳頃）・１ｓｔバースデイプレゼント事業 Ｐ１２

育

●パパママCooking教室 P７

●妊産婦のお口の健康教室 Ｐ７

●児童センター・児童館 Ｐ１６～ ●図書館 P２２～

●子育て支援団体 Ｐ２４～ ●ママサークル Ｐ２９～

●子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） P２１

●気仙沼市教育サポート

センター P４９・P５４

●フリースペースつなぎＰ４９

●妊婦歯科健康

診査 P５

●新生児聴覚

検査 P１０

●産後ママ交流会 P１１

●産後ママのリフレッシュ

教室 Ｐ１１
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