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子育て世代包括支援センター 
～今年度 来年度以降 

○医療機関との連携について 
 ＊各医会への説明 
   ・産婦人科・・・産婦健診についての協  
    議の中で具体的な連携方法を検討 
   ・精神科・・・船橋市精神科医会に今 
    年度中に説明に伺う予定。 
   ・小児科・・・今年度中にコンタクトを 
    とりたい。 
○庁内関係課で連絡会議を開催 
   ・７月４日に健康福祉局長、各関係   
    部課長に当該センターの構想につ 
    いて説明。２回目以降は、具体的な 
    連携方法について実務者レベルで協 
    議をすすめていくこととした。 
○来年度設置にむけた予算要求 
○システム改修について協議 
○私立幼稚園等の外部施設との連携につ 
  いて検討 

○医療機関との連携について 
 ＊各医会、医師会に連携方法についてコ   
   ンセンサスを得る。 
 ＊市内関係医療機関への周知 
○庁内関係課との連携方法について固め 
  る 
○システム改修 
○センターの設置 
○私立幼稚園等との連携について協議を継  
  続 
○ニーズの調査を実施し、センターの増設 
  等について検討  



産後ケア事業 

～今年度 来年度以降 

○宿泊型を平成２９年６月に開始 
 ＊委託医療機関 
  ・愛育レディースクリニック 
  ・北島産婦人科医院 
  ・北原産婦人科 
  ・共立習志野台病院 
  ・山口病院 
 ＊利用希望者に地区担当保健師が事前面 
   接。 
 ＊利用後、フォローを継続。 
 ＊利用後アンケートを実施 
 ＊昨年１２月に市内の産婦人科医療機関 
  で産後ケア事業意見交換会を実施。アン 
  ケート結果や各委託医療機関での実施 
  状況等について意見交換を行った。 

○宿泊型については継続 
  ＊生活保護世帯、市民税非課税世帯の 
   利用の促進（昨年度実績なし）。 
  ＊船橋市立医療センターで出産した母 
   子の利用実績がないため、助産制度 
   利用者も含め、連携を図る。   
○意見交換会の実施 
○デイサービス型、アウトリーチ型の導入 
  ＊市内産婦人科医療機関、助産師会と 
    協議、検討。 
 



不妊相談センター事業 

～今年度 来年度以降 

○不妊相談事業の案を作成 
  ＊医師・助産師による専門相談 
   ・年６回 予約制 
   ・保健福祉センターで実施 
   ・面接による相談は２組 
   ・電話相談は面接相談日に併せて実 
    施し、夜間の電話相談についても対 
    応可能か助産師会と協議中 
   ・医師会に相談対応可能な医師につい 
    て相談 
  ＊保健師による一般相談 
     各保健センターで随時実施中 
   

○不妊相談事業の導入 
 ＊相談の基礎資料として市内・市外不妊 
  治療実施医療機関に実態調査を実施 
 ＊導入後、ニーズにより、回数等拡大につ 
   いて検討 



産婦健康診査 

～今年度 来年度以降 

○産婦健康診査公費助成を開始 
  ＊平成３０年１０月～ 
  ＊受診券配布・・・平成３０年８月～ 
   既に別冊を交付済みの妊婦には郵送。 
   これから交付の妊婦には、別冊と一緒 
   に手渡し。 
  ＊受診券については船橋市産婦人科医 
   会の意見を反映。 
  ＊医療機関向けの手引きを作成。 
  ＊市内医療機関は医師会に委託。 
  ＊市外医療機関については、償還払い。 
○健診後の連携体制 
  ＊EPDSの実施等により地域での支援が 
   必要となったケースの連携方法につい 
   ては連絡票の使用を検討（子育て世代 
   包括支援センターも念頭に） 
    
    

○産婦健康診査受診券を母子健康手帳別  
  冊に組み込む。 
 



産前産後サポート事業 

～今年度 来年度以降 

○既存の母子保健事業の整理 
  ＊既存事業で、当該事業に移行できるも 
    のはないか検討 
   ・はじめてママになるための教室 
   ・ママ教室同窓会 
   ・各センターで実施する計測日 
                      など 
  

○既存事業からの移行を引き続き検討 
○母子保健ボランティアの導入について検 
  討 
○平成３２年度中の導入を目指す 



母子保健推進員 

～今年度 来年度以降 

○母子保健ボランティアとして検討 
  ＊今年度の母子保健ボランティアの養成   
   を目指し、予算要求したが確保できず。 
  ＊平成３１年度予算として講師料など要 
   求する予定。 

 
   

○母子保健ボランティアの養成 
  ＊養成講座の実施 
  ＊活躍の場の検討 
    ・既存の事業（４か月児健康相談、幼 
     児健診など） 
    ・産前産後サポート事業 
    ・地区担当保健師との協働 
○母子保健推進員の導入 
  ＊将来的に母子保健ボランティアを母子 
   保健推進員に移行していくことを検討 



思春期教育 

～今年度 来年度以降 

○船橋市立船橋高等学校 
  文化祭に参加。ベビー人形や妊婦ジャ   
  ケットでの体験、糖分・塩分に関する栄養 
  関係の展示、保健センターのＰＲなど行っ 
  た。 
○市内中学校での思春期教育 
  希望のあった中学校に出向き、助産師会 
  の協力のもと実施。 
  ベビー人形、妊婦ジャケットでの体験、命 
  の授業（性教育）の講話を実施。 

○船橋市立船橋高等学校 
  継続して実施。 
○市内中学校 
  継続して実施。新たに希望のある学校に 
  ついては、学校と十分な協議をしたうえ 
  で実施していく。 



幼児健診精度管理 
～今年度 来年度以降 

○平成３０年３月に１回目を実施 
   ・当市の幼児健診は集団と個別の２段 
    階となっているが、個別健診を委託    
    している医療機関に結果をフィード 
    バックする機会が今までなかった。 
   ・医師会を通して参加者を募った。 
   ・まずは、当時のできる範囲の内容で実 
    施した。 
   ・内科個別健診を委託している小児科 
    医に参加いただけた。 
   ・次年度以降の結果説明会に向け、意 
    見をいただいた。 
   ・定例化していくこととした。 
 ＊３０年度の幼児健診結果報告会の実施 
   ・今年度も実施予定。秋ごろの実施を 
    目指す。 
   ・昨年度の意見をできる限り反映させる 
    方向。 

○幼児健診結果説明会の定例化 
  ＊毎年度実施していく。 
  ＊まだ作り上げている段階のため、結果 
   の分析方法などさらに検討をすすめる。 
○精度管理に向けた検討 
  ＊現在は、集団としての結果の集計・分 
   析のみであるが、将来的に精度管理 
   に結びつける。 
  ＊尿検査、視力検査、聴覚検査、内科個 
   別健診など 
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フッ化物洗口事業 

～今年度 来年度以降 

○市内全小学校での実施に向けて 
 ＊校長会での説明と協力依頼 
 ＊学校歯科医からの説明 
 ＊各小学校に担当歯科衛生士から協力依 
  頼。 
 ＊手挙げのあった学校には、教職員及び 
  保護者説明会と体験を実施。 
 ＊昨年度末では５４校中４９校で実施の目 
  途がついたが、今年度は６月現在で４１ 
  校が実施となっている。 
   

○市内全小学校全学年での実施を目指す 
  ＊引き続き、各学校への働きかけ 
    ・全学年実施校（予定含む）１３校 
    ・前年度実施した学年については、継 
     続して実施しなければ効果が期待 
     できないこと 
    ・全て子どもが平等にむし歯予防の 
     恩恵が受けられるように。 



平成27年県民健康・栄養調査結果 

子どもたちが、乳幼児期からうす味習慣を身につけ、健康な生活を送るため
に「減塩」が必要です。 

栄養 



保健事業で実施したうす味意識調査（Ｈ29） 

【うす味を心がけているか】 
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＜別表＞ 
ママ教室のアンケートで
「今後うす味に取り組む」
と回答した人   
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食育推進計画策定の背景と根拠 

 
   ・生産から食卓まで食のつながりを意識した食育の推進 
   ・子供から高齢者まで各世代に応じた食育の推進 
   ・ちばの食育の推進体制強化 

 第３次千葉県食育推進計画 

船橋市食育推進計画の作成にあたって 
～現状と方向性～ 



第３次食育推進基本計画 

食育推進に係る５つの重点課題 

 

重点課題 



 ふなばしすこやかプラン２１（第2次） 
（健康な食生活） 

船橋市母子保健計画 
（妊産婦・乳幼児の健全な食生活） 

船橋市食品衛生指導計画 
（食の安全） 

船橋市農業振興計画 
（地産地消の推進） 

船橋の教育―教育振興ビジョン及び後期教
育振興基本計画― 

（小・中・義務教育学校での食育の推進） 

船橋市高齢者保健福祉計画・介護予防事
業計画 

（高齢者の健康な食生活） 
船橋市一般廃棄物処理計画 

（食品ロス） 
 

その他各分野別計画等 

船橋市食育推進計画の位置づけ 

船橋市 
食育 

推進計画 

【国】 
食育基本法 

第三次食育推
進基本計画 

【県】 
第三次食育 
推進計画 



予防接種事業について ～現状と課題～ 
                       （健康づくり課） 
予防接種法に基づく定期予防接種を実施しています。 

乳幼児期の予防接種については、ほぼ１００％と高い接種率で推移していますが、学
童期の予防接種については、乳幼児期と比べ接種率が低く、接種率を上げることが
課題となっています。 

【乳幼児期の定期予防接種】 
  
 ヒブ・肺炎球菌・四種混合・B型肝炎 
 BCG・MR・水痘・日本脳炎１期 等   

【学童期の定期予防接種】 
 

  二種混合     ７５．０％ 
  日本脳炎２期  ６０．８％ （２９年度実績）   

 ☆学童期の定期予防接種の周知方法（現状） 

 ・対象者に個別通知を送付  ・広報ふなばしに定期的に記事を掲載 等 
   

    ～接種率向上を目指し、効果的な周知方法を検討してまいります～ 

 接種率 ほぼ100％に 
  近い数字で推移 

乳幼児期と比べ 
接種率が下がっている 



予防接種事業について ～今後の取り組み～ 

学童期の定期予防接種の周知方法 
 

☆H２９年度まで 
  【二種混合】 
   ・年度年齢１２歳の未接種者に個別通知を送付（通知文のみ） 
   ・広報ふなばしに定期的に記事を掲載           
  【日本脳炎２期】 
   ・広報ふなばしに定期的に記事を掲載           

☆H3１年度以降 （案） 
 接種率向上を目指し、上記に加え下記の方法で周知を行うことを検討中        
 

  【二種混合・日本脳炎２期共通】 

   ・個別通知に予診票を同封        

  【対象者】 

   ・日本脳炎２期：年度年齢１０歳の未接種者 
   ・二種混合：年度年齢１２歳の未接種者 

☆H３０年度 
  上記に加え、今年度は日本脳炎２期も個別通知を送付 
                 送付対象者：年度年齢１０歳及び１１歳の未接種者           
          


