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１４時００分開会 

 

１．開会 

 

○司会（細川）  

 お待たせいたしております。定刻になりましたので、ただいまより、平成３０年度船橋市

地域保健推進協議会母子保健部会を開催させていただきます。  

 委員の皆様には大変お忙しい中、またお暑い中ご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。  

 私は、本日司会を務めさせていただきます地域保健課の細川と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。  

 開会に先立ちまして、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。配付資料は、皆

様のお手元のほうをご確認ください。次第、出席者名簿、席次表、船橋市地域保健推進協議

会条例、船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置要綱、予防接種の追加スライドとなり

ます。  

 また、事前に郵送させていただいておりますパワーポイントの資料としまして、４点ござ

います。「船橋市の母子保健の現状」、「母子保健事業実績」、「母子保健事業の実施状況」、「母

子保健計画について」でございます。  

 先ほどご案内いたしました本日配付させていただいております「予防接種の追加スライド」

につきましては、事前に郵送させていただいておりました「母子保健事業の実施状況」、こち

らの最終ページの差しかえ分となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 郵送分を含めまして、お手元のほうに資料のご用意がない方、もしくは、配付のほうでお

手元にないものがありましたら挙手いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。  

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。  

 それでは、開会に当たり、保健所長の筒井よりご挨拶を申し上げます。  

 

２．保健所長挨拶  

 

○保健所長  

 後ろから大変失礼いたします。事務局の船橋市保健所長をしております筒井でございます。 

 船橋市地域保健推進協議会母子保健部会、本日から設置して運用をさせていただく事務局

側として、一言ご挨拶を申し上げます。  

 本日は、本当に暑いさなか、皆様方大変お忙しいところ、こちらの会議にご出席を賜りま

して、まことにありがとうございます。  

 この会議の狙いを少し私のほうで最初に申し上げますと、地域保健推進協議会というのは、

国の地域保健法という法律がありまして、それが基本的に我が国のいわゆる保健、医療、衛

生の関係の一番基本法のような法律なのですけれども、それで全国の保健所に、保健所の運

営や、その地域全般の課題などを議する場ということで、会議を設けることになっています。  

 その会議はこれまでも船橋市にあるのですが、実は保健所の業務はあまりにも範囲が広い

ので、例えば今回、母子保健部会を設置しましたのは、やはり、一つ一つのテーマの分野に

ついてしっかりとした議論をお願いして、その上で我々しっかり施策を行っていきたいとい

うこともありまして、このたび母子保健部会を設置して、各委員の皆様方にしっかりとご意
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見を賜りながら、私たち母子保健分野の行政を今後一層推進していきたいということであり

ます。  

 今日、後で委員の皆様方の自己紹介もありますけれども、国においては、一般的には健康

増進計画である「健康日本２１」というのがありまして、２１世紀をにらんで、２０００年

ごろに生活習慣病対策というのができています。同じように、この母子保健の関係は、「健や

か親子２１」というのが、国のほうでやはり２０００年頃にできているのですけれども、そ

れにかなり会議がありまして、その会議のメンバーでもありました山縣先生に、私、昔一緒

に仕事をさせていただいたご縁もありまして、ぜひ船橋にそれを導入させていただけないか

とお願いをしまして、委員に入っていただいております。  

 そういう中で、船橋においては、今まで母子保健に関しては、業務は保健師さんたち、管

理栄養士さんたち、歯科衛生士さんたち、皆さん一緒になってやっています。今、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルってよくありますが、業務の評価とかそういう部分がなかなか、特に第三

者からの目、プロの方からの評価をいただく機会が今までありませんでした。そういう視点

もぜひお願いして、それをもとに今後はＰＤＣＡサイクルをしっかり回して、船橋市にまだ

足りないところ、あるいは得意とする部分はどういうところかというのをしっかり検証して、

この会議を筆頭に母子保健施策を進めていきたいと思っています。  

 中身につきましては、母子保健計画が現在もあるのですが、今後ちょうどそれの見直しの

時期に当たってきます。さらにどういうところを伸ばすのかとか、それから、本市の母子保

健の業務をやっているわけですけれども、どういう課題があるかということを、皆様方にも

実際にごらんいただく。あるいは必要に応じて、皆様方からもっとこういう部分をやるべき

ではないかとか、いろいろあろうかと思いますが、そういうことについて、ここで健康課題

をしっかり出していただいて、我々きめ細かい業務を、よく厚生行政で「ゆりかごから墓場

まで」というのがありますけれども、赤ちゃんのところから思春期、あるいは赤ちゃんの前

に、やはり健康な赤ちゃんを産むためには、母体だとか、今はパパもしっかりした家庭づく

りをしていかなければいけないということで、そういうサイクルの形になっているわけでご

ざいます。かなり長いライフサイクルになると思いますけれども、さまざまな立場から委員

の方に入っていただいておりますので、それを取りまとめていただいて、私たちは事業をし

っかりやっていきたいと思っております。  

 ちょっとまとまりませんが、しっかりとこの会議を、今後、我々中心に業務をさせていた

だきたいと思っておりますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

 

３．委嘱状の交付  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 委員の皆様には、お手元の資料にございます船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置

要綱に基づき、船橋市における母子保健計画に関すること、母子保健事業に関すること、そ

の他、必要な事項について調査、検討いただくことになります。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 それでは、会議に先立ちまして、臨時委員の委嘱状交付に移らせていただきます。  

 本来でありましたら、市長から直接交付させていただくところではございますが、他の公
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務のため出席ができませんので、委嘱状は委員の皆様の机の上に置かせていただいておりま

す。お受け取りいただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 任期は、平成３１年１０月３１日までとなっております。よろしくお願いいたします。  

 なお、この母子保健部会の委員につきましては、船橋市地域保健推進協議会の委員と臨時

委員の中から、委員長の指名をもって組織されるということになっておりますので、母子保

健部会の委員としての委嘱状はございませんが、任期としましては、同じく平成３１年１０

月３１日までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。  

  

４．委員紹介  

 

○司会（細川）  

続きまして、本日が初めての部会になりますので、委員の皆様に自己紹介をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。  

 こちらから皆様にお声がけをさせていただきますので、順次、自己紹介をもってよろしく

お願いいたします。  

 初めに、山縣委員、よろしくお願いいたします。  

 

○山縣委員  

 皆さん、こんにちは。山梨大学の山縣でございます。  

 今、所長からもお話がありましたように、私は県外で、山梨から来ておりますが、ちょっ

とした縁でこちらに今回お世話になります。  

 また、先ほどありましたように、「健やか親子２１」の第２次が始まっておりますが、それ

にかかわっておりまして、専門は公衆衛生学をしております。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。  

 

○司会（細川）  

 続きまして、寺田委員、お願いいたします。  

 

○寺田委員  

 海神小学校の寺田といいます。よろしくお願いします。  

 学校では保健分野、保健学習、それから給食を中心とした食育、あるいは体力・運動面で

体育学習、それらを含めまして健康教育という形で推進しております。  

 特に、今年度、昨年度と海神小は、運動能力的にも若干低い部分もありますので、健康教

育に力を入れています。  

 本部会で少しでも勉強させていただいて、お役に立てればと思います。よろしくお願いし

ます。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。  

 続きまして、今井委員、お願いいたします。  

 

○今井委員  
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 現在、船橋市三山中学校で養護教諭をやっております今井美子といいます。よろしくお願

いします。  

 私は、異動をするたびに、小学校、中学校、小学校、中学校というふうに異動をしており

ますので、今回、小学校の実態も少し皆様にもお話しできるかなと思いますが、やはり、時

代が動いていて、本当に子どもも変容して、保護者もというところがありますので、私自身

もしっかり勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 続きまして、小口委員、お願いいたします。  

 

○小口委員  

 こんにちは。小口と申します。  

 私は小児科医で、船橋市で開業して１２年目になりました。医師会の理事をやっておりま

して、今は４期目、７年目になりました。  

 ずっと小児科医で、子ども関係のことを一手に引き受けてやってまいりました。昨日も、

今井先生がこちらにいらっしゃいますけれども、養護教諭の先生方への講習会をやりまして、

いろいろな年齢層の子どもたちにかかわってまいりました。  

 あと、市の小児科医会の会長もやっておりますので、ぜひ、小児科医としての意見も反映

させたい。また医師会として、全体的な意見も反映させていただければと思います。よろし

くお願いします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 続きまして、山口委員、お願いいたします。  

 

○山口委員  

 産婦人科を開業しております山口と申します。  

 何でもやるんですけれども、専門はどちらかというと周産期です。厚労省と医療評価機構

がやっている脳性麻痺の原因分析の委員とか、あと、県では医事紛争の担当で、ここのとこ

ろずっと医事紛争を副業みたいにやっております。よろしくお願いします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。  

 続きまして、谷委員、お願いいたします。  

 

○谷委員  

 公益法人船橋歯科医師会の障害者と要介護高齢者の施設を担当しております谷といいます。 

 さざんか歯科診療所と、かざぐるま歯科診療所、かざぐるまはこの下にありますけれども、

きょう午前中、そちらで診療させてもらって、障害児を８人ほど診てきましたけれども、そ

ういう仕事と、あと、校医をやっていますので、学校では今フッ素塗布に力を入れて、塚田

小学校のほうは推していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。  
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○司会（細川）  

 ありがとうございます。  

 続きまして、馬場委員、お願いいたします。  

 

○馬場委員  

 船橋市栄養士会の理事をしております馬場さつきといいます。よろしくお願いいたします。 

 私は、子育てに関することとしましては、栄養士会として、子育て応援メッセに最初に会

が立ち上がったときから参加しておりまして、１５年ほどたっております。  

 子どもたちに関することというより健康に関することで、船橋市が「健康まつり」をいつ

も１１月にしておりまして、そちらに栄養士会として参加しています。  

 いろいろな会員が大勢、１５０名近くいまして、それぞれの分野で、給食であったり、老

人施設であったりで活躍されております。  

 こちらの谷先生とは、ひまわりネットの摂食嚥下のほうでご一緒させていただいて、お勉

強させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 続きまして、佐藤委員、お願いいたします。  

 

○佐藤委員  

 千葉県助産師会船橋地区部会の副会長をしております佐藤です。昨年度まで地区会長でし

たので、その縁もあって、こちらに参加させていただくことになりました。  

 仕事としましては、新生児訪問や、家庭福祉課でやっている養育支援（家庭）訪問事業、

その他、妊娠中のママ教室、健診等の中でお母さんとお子さんにかかわっているような状況

です。  

 ２０年前ぐらいからこの仕事を始めているのですけれども、やはり、お母さんと赤ちゃん

を取り巻く環境も、そしてまた母子そのものも変わってきていると感じています。その中で

お話をさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。  

 続きまして、染谷委員、お願いいたします。  

 

○染谷委員  

 船橋市の民生児童委員協議会から来ました染谷と申します。  

 塚田地区に住んでいまして、民生委員をしているのですけれども、私たちの仕事は、ぱっ

と目に見えたことではなくて、掘り起こしです。小学校、幼稚園に行かれるまでの子どもさ

んで、今ちょっと問題があるようなところがたくさん見受けられて、栄養も行き届いていな

いのか、服もちょっとという、子育てできないというか、それでいいと思っているお母さん

たちが多い中、何とか関係機関に、素人ですので何もできないのですが、関係機関につなげ

るような掘り起こし活動に全員力を入れています。この会に入れていただいたのをきっかけ
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に、いろいろ勉強させていただいて、また地域を歩きたいと思いますので、よろしくお願い

します。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。  

 続きまして、青木委員、お願いいたします。  

 

○青木委員  

 千葉県市川児童相談所で主席児童福祉司をしております青木と申します。よろしくお願い

いたします。  

 市川児童相談所という名前ですが、船橋市も管轄させていただいておりまして、１８歳未

満のお子さんのあらゆる相談に応じていくと言いながらも、今、ほとんど虐待への対応がメ

インになっておりまして、母子保健の分野と連携なくしてはやっていけない仕事だと思って

おりますので、参加させていただきました。よろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 ここで、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。  

 

○保健所長  

 後ろから失礼いたします。改めまして、保健所長の筒井でございます。よろしくお願いい

たします。  

 

○保健所理事  

 こんにちは。保健所理事の小出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○保健所次長  

 こんにちは。保健所次長の松野です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○事務局（保健総務課長補佐）  

 皆様こんにちは。保健所保健総務課の課長補佐、市田と申します。よろしくお願いいたし

ます。  

 

○事務局（保健総務課主事）  

 こんにちは。同じく、保健総務課総務企画係の重信と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。  

 

○事務局（地域保健課長）  

 皆さん、こんにちは。地域保健課長の齊藤でございます。どうぞよろしくお願いします。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 改めまして、地域保健課課長補佐、細川と申します。よろしくお願いいたします。  



－7－ 

 

 

○事務局（髙山）  

 こんにちは。地域保健課母子保健係長の髙山と申します。職種は保健師になります。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 

○中央保健センター所長  

 こんにちは。この建物の下、１階にあります中央保健センターの所長をしております條と

申します。よろしくお願いいたします。  

 

○東部保健センター所長  

 東部保健センター所長の辻と申します。よろしくお願いいたします。  

 

○北部保健センター所長  

 北部保健センターの所長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。  

 

○事務局（馬場）  

 地域保健課の栄養士の馬場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○事務局（八木）  

 同じく、地域保健課歯科衛生士の八木と申します。よろしくお願いいたします。  

 

○事務局（笹原）  

 地域保健課母子保健係の笹原と申します。保健師です。よろしくお願いします。  

 

○事務局（夏川）  

 同じく地域保健課母子保健係、保健師の夏川と申します。よろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）○事務局（地域保健課長補佐）  

 以上、事務局職員となります。よろしくお願いいたします。何かと行き届かないところも

あるかと思いますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。  

 

５．部会長・副部会長の選出  

 

○司会（細川）  

 続きまして、当部会の部会長、副部会長の選出となりますが、母子保健部会設置要綱第６

条第１項、こちらの規定によりまして、部会長、副部会長の委員は互選となっております。  

 選出までの進行につきましては、事務局のこちらで進行を務めさせていただくことでよろ

しいでしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

○司会（細川）  
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 ありがとうございます。  

 それでは、どなたか部会長の選出をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。  

 寺田委員。  

 

○寺田委員  

 部会長には、山縣先生にお願いしたらいかがでしょうか。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。ただいま、部会長に山縣委員ということでご推薦いただきました

が、よろしいでしょうか。  

 

（拍手）  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。それでは、皆様の拍手をもちまして、異議なしということでござ

いますので、部会長には山縣委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 次に副部会長の選出になりますが、どなたかご推薦いただく方はございませんでしょうか。 

 山口委員、お願いいたします。  

 

○山口委員  

 小口先生、いかがでしょうか。  

 

○司会（細川）  

 ただいま、副部会長には小口委員のご推薦がございましたが、いかがでしょうか。  

 

（拍手）  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございます。それでは、拍手をもちまして、異議なしということでございます

ので、副部会長には小口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 それでは、部会長には山縣委員、副部会長には小口委員となりました。お手数ですが、山

縣委員には部会長の席、小口委員には副部会長の席に移動をお願いいたしたいと思います。  

 

（山縣委員は部会長席へ、小口委員は副部会長席へ移動）  

 

○司会（細川）  

 それでは、ここで船橋市地域保健推進協議会母子保健部会の部会長に選任されました山縣

委員より、ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 改めまして、山梨大学の山縣でございます。  

 今回は、母子保健の、国でやっています「健やか親子２１」にかかわっていることで、こ
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の会に参加させていただくことになりましたが、私、基本的には公衆衛生学や疫学、あとは

人類遺伝学というのを専門にしております。ずっと母子保健の縦断調査というのを地域と一

緒にやっていまして、先週の土曜日の日に、ちょうどそれが３０周年の記念の式典で、３０

年間地域とずっと一緒にやっています。公衆衛生は大学であまり教えてくれないので、どこ

で勉強したかというと、そこの地域、市で公衆衛生を教えてもらったなと思いながら、その

３０年を振り返っていました。  

 臨床はもうほとんどやりませんが、先ほど、障害の方をごらんになっているというお話を

聞いて、私も細々ではあるのですが、ダウン症の方を中心に診ていて、もうそういう方が大

人になっていて、私が診ている人は、上はもう４０半ばですし、昔、例えば心臓の手術をし

てうまくいった人が、実はそのあたりで結構また問題が起きてきたりという、やはり小さい

ときに診た患者さんたちを、生涯を通じて診ていかなければいけないということを、最近改

めて痛感しております。  

 そういうライフコースを通じた健康支援という意味では、母子保健というのは本当にスタ

ートであり、そして生涯まで追跡していくというか、支援していくための基盤になるのだな

ということを、最近改めて感じております。  

 今回はこういう形で部会長を務めさせていただきますが、どうぞご協力のほどよろしくお

願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 続きまして、副部会長に選任されました小口委員、ご挨拶をよろしくお願いいたします。  

 

○小口副部会長  

 改めまして、副部会長を務めさせていただきます小口です。  

 先ほども少しと申しましたが、私は、医師会で理事をしておりまして、医師会はいろいろ

な行政の方とのつながりがあります。ただ、見ていますと、行政のこの部署とこの部署、も

うちょっとうまく連携したらいいなというところが、やはりないわけではないと思うところ

があります。  

 そこに医師会が入ってアレンジする、そのようなこともすごく大事なことではないかと、

理事をやっておりまして、そんなことを少し考えて最近やっております。  

 今の医師会の人はみんな結構若いです。私が理事に最初になったときに比べると、平均年

齢が随分若返っています。僕は上から数えるほうが早いぐらいになりました。みんな若くて

バリバリやっていますので、ぜひいろんなところがうまく、それぞれの同じテーマで縦割り

のところがくっつくように、その辺も役割なのかなと思っています。そういうことも含めて

やっていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○司会（細川）  

 ありがとうございました。  

 当部会設置要綱第６条第２項の規定によりまして、ここから、議事進行につきましては山

縣部会長のほうにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  
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 では、会議の公開について、まずご説明申し上げます。  

 本部会は、船橋市情報公開条例及び附属機関等の会議の公開実施要綱の規定によりまして、

会議及び会議録を公開することになっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し

上げます。  

 本日は、傍聴人の方はいらっしゃいますでしょうか。  

 

○事務局（笹原）  

 本日、傍聴人はございません。  

 

６．議事  

 

○山縣部会長  

 それでは、お手元の次第に沿って進行させていただきます。  

 まず最初に、議事（１）の「船橋市の母子保健の現状」、それから、２番目の「母子保健事

業実績」につきまして、事務局より説明をさせていただきます。  

 

○事務局（笹原）  

 それでは、船橋市の母子保健の現状について、最初にご説明させていただきます。  

 年齢構成比、年少人口の割合は、ほぼ横ばいです。  

 年少人口の割合は、平成２８年で全国が１２．４、船橋市は１３．４、老年人口の割合は、

全国は２７．３、船橋市は２３．３ですので、船橋は比較的若い都市であると言えます。し

かし、年少人口はほぼ横ばいで推移していますが、生産年齢層の老年層への移行が進み、若

い都市とはいえ、年々高齢化率が上昇しております。  

 次は、人口動態指数になります。船橋市の人口は、毎年少しずつ増加はしています。です

が、自然増加率は低下、社会増加率のほうが増加しており、人口増加は出生数の増加による

ものではなく、転入が転出を上回っている結果ではないかと思われます。  

 次は、老年化指数になります。年少人口に対し、老年人口は急速に増加しております。  

 次は、出生数です。出生数は毎年減少しております。平成２９年は、住民基本台帳をもと

に算出したものでは４，９９２人となっております。  

 次が出生率です。国と県に比べて出生率は高いですが、毎年減少しております。平成２９

年は、住民基本台帳をもとに算出したものでは７．９くらいになりそうです。  

 次は、２，５００グラム未満の出生率です。平成２８年は、出生数は減少しましたが、２，

５００グラム未満の出生数は横ばいであったため、結果として２，５００グラム未満の出生

率が上昇した結果になっております。  

 次に、合計特殊出生率です。合計特殊出生率は横ばいです。平成２８年は全国は１．４４

になっております。  

 次に、人工妊娠中絶数です。こちらは参考になるのですが、ぎりぎりに中絶する人も毎年

一定数はいるような結果が出ています。全体としても横ばいの状況です。  

 次が、母親の年齢で５歳階級別の出生割合になっています。過去１０年のものをグラフに

しております。明らかに高齢出産が増加している状況です。特に、３５歳以降の増加が顕著

でありまして、若年の１９歳未満の方も、毎年一定数いるような状況となっております。  

 次の資料は、ちょっと細かいですけれども、出生千人対の比較になっております。自然死
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産率、周産期死亡率、２，５００グラム未満出生率の増加は、高齢出産の増加によるものと

考えられます。周産期死亡率の増加は、平成２８年に関しましては、早期新生児の死亡率よ

りも、２２週以降の死産率が増加したことが影響していると思われます。２，５００グラム

未満の出生率の増加や、新生児の死亡率と乳児死亡率が減少していることを考えますと、生

きて生まれさえすれば、今の医療技術で救命されるということを示しております。さらにこ

れは、医療が必要な児も増加している可能性も含んでいるということが考えられます。  

 続きまして、母子保健事業の実績をご説明させていただきます。  

 こちらは、船橋市の母子保健事業概要図になっております。ピンク色のところが全数把握

をしている事業で、グリーンのところが、医療機関に委託させていただいている事業です。  

 平成３０年度の母子保健事業の流れですが、まず、妊娠前のところで、不妊治療費の助成

なども行っております。  

 妊娠後、母子健康手帳交付が母子保健サービスを受けるスタートになります。平成２９年

４月から、連絡所での交付は終了し、出張所についても、予約制で保健師が交付していまし

たが、平成２９年１２月末をもってそちらも終了しました。現在は４つの保健センターと、

市役所１階の母子健康手帳交付コーナー、ＦＡＣＥビルという駅前にあるビル内のミニ市役

所に保健師や助産師がおりまして、全て専門職が交付させていただいております。  

 妊婦健診は、１４回分が公費負担になっております。  

 宿泊型産後ケア事業ですが、こちらは、市内の５つの産科医療機関に委託しており、産後

６０日以内の、家庭で十分なサポートを得られない産婦と児に心身のケアを提供していくも

のになっております。  

その下にあります「産婦健康審査２回」というところですが、今年の１０月から、産後２

週間と産後１カ月のときに、受ける健診の助成を始めることになっております。産後ケアの

ほうは、それらの受け皿の事業としても位置づけられているものになります。  

 そのあと、乳児家庭全戸訪問事業になりますが、先ほどお話が少しありました助産師の方、

赤ちゃん訪問員といっている看護師、地区の担当の保健師の３職種で訪問を実施する事業を

行っております。  

 次に、予防注射のお知らせのあと、乳児期に２回分の健診を公費で助成しております。３

～６カ月の間に１回、９～１１カ月の間の１回になります。その間に、４か月児の健康相談

を保健センターで開催させていただいております。次の１歳６か月児健診、３歳児健診は法

定で行っております。１歳６か月児健診、３歳児健診、４か月児健診ともに、全数把握に努

めている事業になります。  

 次が、妊婦面接等ということで、先ほどお伝えしましたとおり、平成２９年４月から専門

職による妊婦全数面接を実施させていただいております。  

 左側にあります写真のものが、今年使っている母子健康手帳です。こちらは妊婦・乳幼児

期の健診の記録や、保護者が自ら記入する成長の記録、予防注射などの記録、就学前までの

記録が書けるようになっております。右側にあります緑色のものが母子手帳の別冊というも

ので、妊婦健診、妊婦歯科健診、乳児の健診の受診券が綴られており、健診時医療機関で使

用するようになっているものです。  

 次が、妊娠届出時における保健師のフォローの理由のグラフになります。妊婦面接からの

保健師のフォローの理由としては、経済的な問題など社会面の問題が多くあがっています。  

 次に、妊婦自身の精神疾患が多く、また増加しております。現在治療していなくても、過

去に精神疾患で治療していた方など、既往歴があってフォローになるような方も増加してい
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るような状況です。  

 次に、母性教室になります。「はじめてママになるための教室」は、初めての妊娠で１５週

～２８週の妊婦さんを対象に、２回を１コースとして、助産師による講話、妊婦体操、参加

者同士の交流、歯科衛生士や栄養士による講話を実施しております。  

 ２８年度までは、１コース２回というものを同月中に実施していましたけれども、２９年

度から２回目を翌月実施にずらしたので、３０年３月の１回目の参加者の２回目の参加者数

は、翌年度、３０年度のほうに計上しています。そのことを考慮しても、参加者は減少して

いるような状況です。「パパ・ママ教室」については、増加傾向になっております。  

 次に、妊婦健診・乳児健診です。妊婦健診・乳児健診のほうは、母子健康手帳交付時に別

冊として受診券を、先ほどの緑のものですけれども、お渡ししております。妊婦健診はトー

タルで１４回分渡しておりまして、１人当たりの平均で１２回前後受診しています。乳児健

診のほうは、３～６カ月のときに１回、９～１１カ月のときに１回の、トータル２回分を渡

しておりますが、それぞれ、約８９％、８４％の受診率となっております。  

 現在、こちらの健診の結果ですけれども、システム上で入力する枠はあるのですが、実際、

妊婦健診の結果は入力できていない状況になっております。妊婦健診の未受診者に関しまし

ては、流産など、妊娠継続ができなかったケースも含まれていますが、単に未受診とか不定

期受診の方は、リスクがある妊婦さんになりますので、子育て世代包括支援センターでは継

続的に把握することが求められており、把握できるような体制を、今後検討していきたいと

考えております。  

 乳児健診につきましては、同時に「こんにちは赤ちゃん訪問」事業を実施しておりまして、

全数把握をしています。  

 次に、「こんにちは赤ちゃん訪問」ですが、出生数の低下とともに、訪問数のほうも減少し

ております。ここで確認できなかったお子さんにつきましては、全数通知をしております次

の４か月児健康相談のほうでも対応するようにしています。病院からの継続フォローを依頼

するようなサマリーの送付の数も、年々増えているような状況になっております。  

 次は、４か月児健康相談事業とブックスタート事業になります。  

 ４か月児健康相談の対象者中、問診票を確認できた割合は９３％です。全数把握事業で連

絡がとれず、関係機関とのかかわりも確認できないお子さんにつきましては、日中・夜間訪

問などをして、それでも把握できない場合は、要保護児童対策地域協議会の居住実態不明児

童等対応検討会議に挙げています。それで実態把握に努めております。来所者に関しまして、

希望者には離乳食ですとか、むし歯の予防についての集団講話を実施しているような事業に

なります。  

 また、親子が絵本を通して触れ合い、親子の絆を深めるきっかけとすることを目的として、

ブックスタート事業を実施しております。４か月児健康相談の会場で、ボランティア等によ

る読み聞かせのデモンストレーションをしたり、読み聞かせ方法の講話、資料の配布、また、

絵本の配布を行っております。  

 次に、１歳６か月児健康診査です。１歳６か月児健康診査につきましても全数に通知をし

ておりまして、対象者中、問診票を確認できた割合は約９５％ですが、２歳の誕生日前日ま

で受けられるような健診になります。集団健診と、受診券を使って個別に医療機関を受診す

る内科個別健診の２段構えで実施している事業です。こちらの健診につきましても全数把握

事業となっておりまして、４か月児健康相談と同様、会えなかった方へは日中・夜間の訪問

等、同様の対応を行っております。  
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 次に、３歳児健康診査になります。３歳児健診は、対象者中、問診票を確認できた割合は

９３％になっております。３歳児健診は、３歳４か月の時点で実施しておりまして、４歳の

誕生日前日まで受けられるものになっております。眼科、耳鼻科についても健診の項目に入

っております。集団健診と、受診券を使っての個別に医療機関を受診する内科個別健診の２

段構えになっているのは、１歳６か月児健診と同様です。３歳児健診の場合は、内科個別健

診のときに尿検査も実施しております。  

 次は、各種健診の受診率を比較した図になっております。４か月児相談、乳児健診の３～

６か月と９～１１か月、１歳６か月児健診、３歳児健診の受診率を並べたものになりますが、

こちらのほうを見てみますと、９～１１か月の乳児健康診査の受診率が明らかに低くなって

おります。この時期は、保健師とのかかわりもあまりなく、薄くなってくる時期になります

ので、こちらの受診率の向上が課題になってくると考えております。  

 ４か月児健康相談と３～６か月の乳児健診の時期が重なるのですが、昨年、幼児健診の結

果説明会というものを初めて開催させていただきましたが、その時に参加していただいた医

師から、４か月児健康相談を受けたから３～６か月の乳児健診は受けなくてもいいと考えて

いる保護者がいらっしゃるので、きちんと健康相談と健診の違いを説明してくださいと、受

診を促してほしいというご意見をいただきました。一般的には、集団よりも個別受診のほう

が受診率が下がる傾向にあるのですけれども、今後、ご意見をいただきましたので、そちら

の対応も考えていきたいと思っているところです。  

 次に、母子健康教育です。こちらは、各保健センターにおります担当の地区の保健師が地

域に出まして、母子健康教育を実施している実績になっております。中学校からの思春期教

育の依頼もあり、その際は、助産師会の全面的な協力をいただき実施している状況です。  

 次が、母子健康相談になります。健康相談につきましても、児童ホームですとか、公民館、

自治会館、イベントなどで、保健師が出向いて、健康相談をさせていただいております。「窓

口」と書いてあるほうは、保健センターの窓口ですとか、母子手帳を交付しているところの、

駅前のＦＡＣＥビルの窓口ですとか、そういったところの実績を載せております。相談内容

としましては、発育についての相談、続いて栄養面の相談が多くなっております。  

 次が、宿泊型産後ケアの実績です。宿泊型産後ケアにつきましては、昨年、平成２９年６

月から開始しております。産後、十分なサポートが受けられず、心身の不調や育児不安のあ

る母子に対して、医療機関の空きベッドを活用して宿泊していただき、そこで心身のケアや

育児サポートを受けるサービスが内容になります。現在、市内の５つの産科医療機関にご協

力いただいて、委託して行っている事業です。  

 こちらの利用料ですけれども、原則１割が自己負担になりますが、生活保護の受給者です

とか市民税非課税の方は、自己負担なしですとか、自己負担が０．５割などの減免制度も設

けております。２９年度は想定よりも申請が少なかったのですが、３０年度、今年度は、委

託をしていない産科医療機関のほうにもこの制度が浸透してきたということが考えられ、申

請が順調に伸びている状況です。  

 ２９年度の利用者の内訳としましては、１９歳以下が１名、２０歳代が１４名、３０歳代

が２３名、４０歳以上が８名となっております。３５歳以上は２０名でした。出産の高齢化

の影響もあるのではないかと考えています。今後、宿泊型のみではなく、デイサービス型や

アウトリーチ型といった産後ケアの方法がありますので、そちらのほうの導入も検討してい

きたいと思っています。  

 次は、個別支援になります。保健師の個別支援の実績ですけれども、妊婦全数把握が開始
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されたこと、産後ケアも開始になりましたので、妊婦、産婦、新生児への支援が増加してお

ります。今後１０月から産婦健診も開始になりますので、産婦への支援がさらに増加するこ

とが予想されております。  

 医療機関との連携強化につきまして、産婦人科医療機関との具体的な連携方法について検

討をしているところです。また、船橋市の精神科医会にもアプローチをさせていただいてお

りまして、精神科医療と母子保健の連携について、そちらのほうの役員会で説明をする時間

をいただけることになっているところです。  

 出生数は減少しておりますが、新生児、乳児などの早期のかかわりが増加しておりまして、

幼児につきましては、訪問件数としては減少しておりますが、訪問以外の方法でのフォロー

は増えているような状況です。  

 乳幼児につきましては、保育園、幼稚園、療育施設、その後就学へと、子育て関係機関、

教育関係機関との連携強化が重要と考えておりまして、来年度、子育て世代包括支援センタ

ー設置を念頭にして、庁内連絡会議を先日開催したところです。今後も実務者レベルの会議

を重ねていきまして、連携方法について検討をしていきたいと思っております。  

 先ほどのものは訪問でのフォローのグラフだったのですけれども、こちらは訪問以外とい

うことで、電話や面接、文書などの方法のフォローの件数になります。幼児につきましては、

訪問の減少を補うような形で、こちらの訪問以外のフォローが増えています。  

 次は、栄養相談についてのまとめになっています。栄養相談につきましては、幼児健診来

所者で希望する母子、または、問診で必要と判断しました母子に対して実施しております。

健康教育は、児童ホームや公民館などの地域住民に対して実施しているものになります。  

 平成２９年度の参加者の減少につきましては、母子保健教育の回数自体が減ったことと、

１回の参加者数が少なかったものが多かったことが影響していると思われます。  

 食育ミニ講座に関しましては、２歳６か月児歯科健診の来所者に「早寝・早起き・朝ごは

ん！！」をテーマに講話を実施しているものです。  

 また、離乳食の３回食と歯みがきの教室につきましては、９～１１か月の第１子とその保

護者の方を対象にして、広報等で参加者を募集して行っている事業です。歯みがき指導とあ

わせて離乳食の見本、紙芝居などを使用して講話を実施しているものです。  

 次が、歯科保健の状況です。１歳６か月児健診と３歳児健診の歯科健診につきましては、

集団健診当日に歯科医師が健診を行っています。２歳６か月児につきましては、歯科健診の

みの実施になっています。全数に通知して、受診率は７５％、希望者の方にはフッ化物塗布

も実施しています。年齢が上がるとむし歯の有病率も上昇しておりまして、３歳児健診のこ

ろには１割ぐらいになっております。  

 「歯みがキッズ教室」のほうは、３～６歳児と保護者を対象に歯科健康教育、歯垢の染め

出し検査、歯みがき指導、歯科健診を行っております。希望者には、こちらも、フッ化物の

塗布を行っております。保護者の方も、希望がありましたら歯科健診を受けることができて、

平成２９年度は１８５名の保護者の方も受診されています。私立保育園、幼稚園につきまし

ては、希望園に対して、紙芝居を使った講話、歯みがき指導を行っております。また、この

ほかにも市内の療育施設に対する歯みがき指導、歯科健診、希望者へのフッ化物塗布を実施

しておりまして、特別支援学校への歯科指導も実施しております。  

 次が、フッ化物洗口の事業になります。フッ化物洗口を集団で実施することは、子どもに

とって簡便で、家庭の状況に左右されることなく継続が可能になるため、市内全小学校での

実施を目指して実施しているところです。フッ化物洗口はむし歯予防の効果が非常に高いこ
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とが明確になっており、子どもが平等にむし歯予防の恩恵を受けられることにつながると考

えています。年々、実施数は増加しておりますが、学校によって実施率の差は０～１００％

と大差があるということです。  

 重要なのは、乳歯から永久歯に生え変わる時期である小学校全学年を通して実施すること

ですけれども、未実施である学校や、１学年のみ実施する学校も多く、実施学年もバラバラ

になっています。今年度、全学年で実施しているのは１３校です。学校歯科医による教職員

や保護者への説明会を行って、そのあとに希望する児童に実施しています。  

 人数分の必要物品を学校にお渡しして、朝の時間を使って、担任の先生が紙コップに洗口

液を入れて児童に配り、週１回実施しております。こちらのほうは薬剤師会の協力もいただ

いておりまして、学校ごとに指定日に洗口液を準備して、市が委託した運送会社が学校に送

り届けて、容器の回収なども行っております。  

 実施率の推移です。昨年度から今年度に変わり、実施率が低下しています。今年度途中、

これから開始する学校もありますので、今後増加していくことも推測されていますが、歯科

医師会の学校歯科医の先生方にも全面的にご協力をいただきながら、全校の全学年の実施を

目指しているところになっております。  

 以上です。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございました。  

 ただいま船橋市の母子保健の現状と事業の実績について説明していただきました。委員の

皆さんから何かご質問やコメントをここでいただきたいと思いますけれども、何かございま

すでしょうか。ここは皆さんそれぞれの現場でやっていらっしゃる方なので、ぜひお一人ず

つ順番に、感想でも何かご質問でもいいので、ご発言いただければと思いますが、よろしい

でしょうか。  

 では、最初に寺田委員から何か。  

 

○寺田委員  

 ありがとうございました。本当に手厚く市のほうでこうやって生まれた赤ちゃんを見てい

ただいて、ありがたいことだなと思いました。個人的にも、先だって孫も生まれましたので、

こういうような流れでしっかり健康が保たれると思いまして、安心しました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 では、今井委員、お願いします。  

 

○今井委員  

 皆さんの意見を聞きながら、またご意見させていただければと思うのですが、フッ化物洗

口事業のところに学校数が入っておりまして、今年度から船橋市は小学校が全校実施という

ことで全校の実施率も出ておりますが、こちらの歯科保健の、１歳半、２歳半、３歳児検査

の時にう歯保有者率があるように、是非ここに保有者率が出るとよいかなと思いました。  

 また後で。  
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○山縣部会長  

 では、また後ほどお願いいたします。  

 山口先生、お願いします。  

 

○山口委員  

 主に私が関係しているところが多いのでいろいろとありますが、１つは、この保健事業の、

順番からいくと妊婦さんの健康診査の受診券が、今１４枚公費券が配られていると思います

けれども、分娩が皆さん同じ時期に終わるとは限らないので、特に予定日を過ぎてしまうと

１４枚では足りなくなってしまうんです。ですから、そういう方々に対する何らかの、早く

終わる方もいらっしゃって、平均は確かに１２なので、１４枚あれば足りるのですけれども、

足りない方もいらっしゃるので、2～3 枚、それをどうにか補助してあげるような方策を、こ

れは県にいつも頼んでいるのですけれども、県はなかなか動いてくれないので、船橋市の独

自の事業として２枚ぐらい足せばいいだけなので、しかも予定日を過ぎた人だけですから、

それをどうにか検討していただけないかなというのがまず１つあります。  

 それから、産後のケア事業は、思っていた以上に患者さんのニーズがあるということがわ

かりましたので、これについてはデイケア方式をぜひ入れていただきたいということ。  

 それから、今度は質問ですが、今うちも２０％以上が外国の方だと思うので、赤ちゃんの

ほうのケアとか相談事業を、言語とか習慣の問題があると思うので、そこら辺はあまり困っ

ていらっしゃらないのか、どうなんでしょうか。  

 

○山縣部会長  

 事務局から、今のことについてありますでしょうか。外国の方に対しての。  

 

○事務局（笹原）  

 外国の方は、訪問の時にできればパートナーの方とか、日本語が話せる知人とかがいらっ

しゃったら、その方の同席を頼んだりしています。  

 そういう方がいない場合には、本当に携帯電話で通訳アプリなどを、使ってやりとりしな

がら、頑張ってやっているような状況です。  

 あと、船橋市には国際交流課はありますが、そちらの通訳ボランティアの方は市役所内や、

出張所には出向いて手続のお手伝いをしてくださるのですが、訪問ですとか病院の受診介助

まではしていただけません。そうなると、千葉県のボランティアの方、国際コンベンション

センターというところが県にはありまして、そちらの方に頼んで、１回３，０００円ぐらい

だったと思いますが、そういった方にご協力いただくような状況になっております。  

 

○山縣部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○山口委員  

 もう一つ、今度は人工妊娠中絶のほうのデータを見せていただいたのですが、これは純粋

にデータなので、あまり変わりがないですかね。ピルが相当出ているので、実数は相当減っ

ているのではないかと思いますが、この５年間が減っていないだけなのかどうなのか。随分

減っている実感はあるんですけれども。  
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 それと、これもそうですし、高齢出産もそうですけれども、やはり社会的な問題はそんな

に簡単にはうまくいかない。人工妊娠中絶にしても、２０週、１２週以降のものがまるっき

り扱いが違うんだということについて、もっと早い段階で教育をしてあげるチャンスがない

と非常に悲惨なことになるので、ぜひ、先ほどの母子健康教育のほうも思春期で参加者数８

００ということなので、男子を入れるか入れないかという問題ももちろんあるとは思います

が、対象は五、六千はいるわけですよね、１学年だとしても。そうすると、やはり中学生ぐ

らいの段階できちんとした思春期教育というか、性教育というか、法律的な問題についても

ちゃんと教えてあげないと。もしかすると学校の先生もご存じではない可能性もあるのでは

ないかと思います。実際に人工妊娠中絶が何週までオーケーなのか。オーケーという言い方

もちょっと変ですけれども、どういう理由だったらいいのかとか、何週でどういう扱いにな

るというような具体的な知識を、少なくとも教職員なり関係者が共有していないと、そのレ

ベルでさえもわかっていない方は結構いらっしゃると思うので、そこら辺もぜひお願いした

いと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 まず順番に、谷委員のほうから。  

 

○谷委員  

 歯科のほうから少し。歯科健診がここにありまして、資料のほうで、１歳半と２歳半と３

歳という形で行っています。  

 今、３歳ぐらいまでのう蝕の数はすごく減っているようなイメージで社会的にも報道され

ているのですが、実際、中学生ぐらいのレベルになると昔とあまり変わっていないんです。

皆さんそこから先、もうむし歯がないからお母さんの手がすごく早く離れて、小学校１年生

になるともう自分で磨かせてという形です。でも、そこから先の健診は学校で公的なものが

なくてしっかり出てきませんので、中学生になるとまたむし歯の処置で、僕はずっとやって

いるような気がします。  

 う蝕のほうの管理は、永久歯に全部変わって、かつ個人的に歯科医院で「あなたは全部み

がけますよ」という、本当は何か免許証じゃないですけれども、歯科の予防ができるように

なりましたというような教育までいかないと、恐らく一生予防は続かないと思いますので、

ちょっとその辺は皆さんのほうで気持ちを持ってもらうといいかなと思います。  

 あと、１歳半、２歳半、３歳でむし歯になる方の中で、１２％ぐらい３歳になるとなって

いますけれども、一番多いのは歯の形態が悪くて、必ずなる方とならない方とが、多分２歳

半になるともう確実にわかります。溝が深くて、予防填塞（シーラント）とかがありますけ

れども、早く予防処置をしないとむし歯になるんです。それはどんなに頑張っても、僕たち

が毎日磨いてあげてもなるようなお子さんはいますので、本当は早くそれに対応ができると

いいです。最初の１歳６カ月でもう既にむし歯になっているというのは、今本当に手をかけ

ていない人か……、今のお母様方だと予防は可能だと思うので、ちょっとその辺を。  

 船橋はフッ素をちゃんと塗るようになっています。後でフッ素の話をしますけれども、早

くフッ素を（塗って）予防することによっても、どんどん（よく）なるかなと思います。皆

さんで意識を持って、早く歯医者にかかって予防処置をしたほうがいいということもありま

すので、その辺をよろしくお願いします。  
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 次に、最後のページの前、フッ素の洗口事業についてです。一応全校実施されたというの

ですが、これは全員じゃないんです。例えに出すと市長にいつも叱られるんですけれども、

鎌ケ谷は全校・全学年、全部やっています。新年会のときに両市長を呼ぶんですけれども、

鎌ケ谷の市長は歯医者の息子ですので、当然、歯科的にはすごく早く対応してもらったので、

「うちは全部やっています」と言われて、あまり歯科、歯科と言うと叱られるんですけれど

も、それも含めて早くやってあげたほうがいいです。  

 どのぐらいフッ素の効果があるかというと、単純にやったかやらないかだけでやってもい

いですし、フッ素に興味があってやっているお母さんは歯みがきするだろうということでや

っても、約５割ぐらいは予防できます。僕たちが今まで１０本治療しているものが５本にな

るわけなので、子どもが１０人いたら５人には嫌われなくなるので、ぜひ全校、全学年でや

ってもらいたいです。  

 問題は、学校の職場で誰がやるかというと、学校の先生になります。僕の大学は、小学校

も塚田小学校なんですけれども、１，０００人以上で６クラスありますので、３００人とか

５００人ぐらいの学校でやるのと、１，０００人いるところでやるのは、やはり施設的には

ちょっと大変なので、何か手があるといいかなと。フッ素のときだけ誰か出られるようなこ

とがあれば対応できるのかなと。そうすると、全学年という形で。塚田も１学年、２学年と、

毎年増やしてはいっていますが、なかなか、強いて言うと、３人お子さんが行っていて、２

年生からやるようになったんですけれども、５年生と６年生に上の子がいて、上の子は小学

校の間にやってもらえないんですかと、僕がちょっと話に行ったときに質問を受けたぐらい

で、平等な事業にはなっていないかなという気もします。ぜひ皆さんで、５割なくなるとい

うのは非常に大きいと思いますので、その辺を意識を持ってもらいたい。  

 これは過去のデータではなくて、実際、船橋市のフッ素を当初からやっている何校かあり

ますけれども、そちらのデータでも４８％ぐらい予防率があったという報告がありますので、

それも含めて、ぜひ広げていきたいと思っております。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 

○馬場委員  

 最後のページのほうで説明があったのですが、私のほうがわからなかったもので、質問を

兼ねて聞きたいのです。私立保育園歯科指導というのが２つに分かれて表示されているので

すが、これは２つを合算してよろしいのでしょうか。  

 

○事務局（髙山）  

 誤字です。下のほうは私立幼稚園。真ん中が保育園で、下が幼稚園の間違いです。すみま

せん。幼稚園のほうにも伺っておりますので。  

 

○馬場委員  

 そうしますと、この件数の受けている園数を見ますと、幼稚園にしても、私立の保育園に

しても、船橋でオープンしている保育園の数よりは大分少ないのかなと感じましたので、こ

れは、保育園側とか幼稚園側が、うちはいいですよと遠慮されているのか、こちらの市のほ

うに人手が足りなくて回り切れていないのか、その辺はどうなんでしょう。親としたら、や
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はり受けたほうが、将来に向かっては子どもにとっても親にとってもいいのかなというのは

思いましたので、ちょっと質問させていただきました。  

 

○山縣部会長  

 事務局から何かないでしょうか。  

 

○事務局（八木）  

 では、歯科衛生士から説明させていただきます。保育園ですが、現在８０園を超えており

ます。市の歯科衛生士は、常勤が６名、非常勤４名の１０名体制で、全園には回り切れてい

ないという状況です。今のところ、２年から３年に一度は必ず行きますということで保育園

にお約束をして、保育園では、年中児・年長児に指導しています。幼稚園は、私立幼稚園連

合会から推薦を受けた幼稚園に行っておりまして、そちらは年長児だけに実施しているとい

う形になっております。  

 

○山縣部会長  

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。  

 次に、佐藤委員、お願いします。  

 

○佐藤委員  

 「はじめてママになるための教室」についてですけれども、これは参加者数が減っている

ということでありますけれども、やはり共働き世帯が増えてきて、妊娠しても仕事をやめず

に産休に入ってしまうということからいえば、どうしても減る状況にあるのかなというのは

強く感じました。病院のほうでどれぐらい受けているかというところもちょっと気になると

ころです。新生児訪問をしたときにママになるための教室を病院で受けていたか聞くと、受

けていない方も多いです。ただ、妊娠中の教育は今も昔も大事だというのは変わりないと思

いますので、何らかの形で妊娠中にかかわりを持つことは大事かなというのは感じました。  

 それから、９～１１カ月の乳児健診が減っているというところもちょっと気になっていて、

それも原因ははっきりわからないと思いますけれども、やはりこれも働いているお母さんが

多い中で、仕事に追われてしまう部分が少なからずあったり、忘れてしまうというのもかな

り大きいというところで、９～１１カ月健診の啓発みたいなところも、本当に力を入れてや

っていただきたいところだなというのは感じました。  

 それから、先ほど山口先生のほうでお話ししていらっしゃいましたけれども、思春期教育

のほうは、中学校に入っている数はどうしても少ないです。ほかの自治体では、結構中学校

でもそういう教育をやっているということも実際に耳にしていますので、船橋市のほうでも

ぜひ力を入れてほしいと思いました。  

 それから、宿泊型産後ケアについてですけれども、啓発すればニーズはあるかもしれない

ですね。実際に訪問してお話を聞いた時に、ららぽーと内の産後ケアをちょっと考えたんだ

けれども、かなり高くてやめましたという話も聞いたりしていますので、こちらも啓発を。  

 それから、１割負担で産後ケアを受けられるといっても、そこの部分がどうしても払えな

い妊産婦さんというのも実際にいるようです。宿泊しなくても、デイサービスや訪問という

形でもいいので、何らかの形でサポートできればシステムとしていいのではないかなと考え

ました。  
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○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 次に、染谷委員。  

 

○染谷委員  

 母子保健事業実績というところでは手厚い事業を保健師さんが一生懸命やってくださって

いて、とても感謝していますし、今日見せていただいたことで、また皆さんにお伝えする資

料が増えたかなと思っています。  

 今、船橋市の母子健康状況ということで、この数字を見せていただいて、はっとびっくり

したのは、母の年齢５歳階級別出生割合というところを過去１０年で見せていただいて、３

０～３４歳というところが一番多いんです。私は６５歳になりますけれども、３１歳で子ど

もを初めて産んだときは、丸高とついていました。丸高というのは高齢出産だったんです。

それが今時代が変わって、それでも栄養が足りないとか、もうちょっと早く産みなさいとい

う時代だったんですけれども、今、４０～４４歳の人がたくさんいらっしゃって、その人た

ちが本当に無事に産めていればいいんですけれども、この数字を見てちょっとドキッとする

こともあるし、２，５００グラム未満の出生率なんて、今これを見てびっくりして、「えっ」

と思いながら見ていました。  

 あと、合計特殊出生率とか人工中絶とか、本当に今ドキッとするような数字がいっぱい並

んでいます。これはお母さんたちの栄養というか、環境が変わったときに、今、日本で言わ

れている、細くて赤ちゃんを産むときの栄養が足りていない妊婦さんが多いということ、そ

れをテレビとかで見ていまして、そのとおりだなと思っています。そこら辺の応援ができる

ようなところがあればいいかなと、素人の私はそう思って見ていました。ありがとうござい

ました。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 次に、青木委員。  

 

○青木委員  

 １・６健診と３歳児健診とか、乳児健診のほうもそうですけれども、児童相談所でかかわ

る乳幼児のお子さんは、ほとんど健診を受けていないということが多いので、今これを見さ

せていただいて、問診票の確認済みの率が９５％もあるんだなと、ちょっと驚きもありまし

た。児童相談所でかかわると９５％は未受診みたいな感じになっているので。ただ、残りの

５％の中に重篤な虐待のお子さんとかご家庭があるのかなと思うと、ここについて何か市の

ほうでやっていらっしゃることであったり、もしくは他機関と協力しながらここを１００に

近づけていくような取り組みというのは何か。乳児健診は８０％みたいになっているので、

ちょっとないのかなという感想と、何か市で取り組んでいることがあれば教えていただきた

いと思います。  

 

○山縣部会長  

 今の受診率に関して、詳細な何かありますか。  
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○事務局（笹原）  

 健診は受けやすいように、１歳６か月健診につきましては、１歳７か月の時点での健診の

案内になるのですが、先２か月分までの案内もしており、１回だけの機会ではなくて、３か

月分ご案内して受けられるような形にはしています。  

 また、もともと関わりがあり、健診には来られなさそうだなとかという方の場合には、保

健師のほうで訪問をしておりまして、訪問の際に、一緒に問診票を確認したりですとか、発

達を確認するように努めています。  

 あと、本当に連絡がとれないという方に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、

夜間や休日に訪問してみたり、いろいろ時間を変えながらアプローチはして、本当にそれで

もなかなかかかわれないという方に関しましては、居住実態安否不明児童会議のほうにかけ

て、家庭児童相談室の方とも一緒にフォローするような形でやっているところです。  

 あと、働いている方ですと平日来られないという方もいらっしゃいますので、日曜日の健

診も１歳半、３歳と設けておりまして、働いている方も来られるような体制はとっておりま

す。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。  

 では、小口先生から。  

 

○小口副部会長  

 いくつかございます。  

 まず、生まれてすぐから、小児科関係のことでいいますと、新生児の聴覚スクリーニング

です。山口先生は今、一生懸命県のほうでもやっていらっしゃいますけれども、今年の４月

に医師会のほうでまとめました。聴覚スクリーニングは今有料です。この中でどのぐらい実

施しているか、厚労省の通達では実施率を把握しなさいということ、費用の助成も行いなさ

いということは書いてありますので、市内でやっていない分娩施設はないのですが、出産費

用の中に含まれている施設と別にというところもあるのだろうと思います。施設によって料

金が違うということがあるようですし、実施率もほとんど１００％に近いところから、もう

ちょっと少ないところまで幅があります。千人に１人先天性難聴のお子さんがいらっしゃる

ということになっていますので、ぜひ把握していただいて、費用の助成を考えていただきた

い。要望書も医師会から出しておりますので、ぜひ早急にご検討いただきたいということが

１つ。  

 ２番目は、先ほど妊婦健診は山口先生からプラス２枚ぐらいとお話が出ましたが、子ども

は２枚です。お母さんは１４枚ですか、それが１６枚になって、子どもはたったの２回。県

の小児科医会からは、多分何年か前から最低３回にしてほしいという要望は出ていると思い

ますが、市町村によっては３回やっているところもあります。  

 比較的、今予防接種が数が多くなってまいりましたので、生まれてしばらくの間は小児科

医を受診する回数は以前に比べてずっと増えていますので、健診をやらずとも医療機関に行

く回数は確かに増えてはいます。ただ、働いているお母さんが多くなっているので、忘れて

しまうとか、なかなか行けないといって、ある程度落ち着いてくると、病気でもない限り医

療機関に休んで行くというのは難しい状況が出てきています。  
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 今、空いているのが７か月、８か月、そこのところがもしやっていただければ、行かなけ

ればお金は全然市にかからないわけですから、そこのところがもしできるのであれば、少な

くとも２回ぐらいは公費でできるように。乳児の後半が上がらないのは多分そういう理由が

１つあるので、もう少し前で行っていただくような方策がとれれば、健診という形で全身く

まなく見るようなチャンスが得られるのではないかと思いますので、ぜひ考えていただきた

いと思います。  

 あと、１歳半と３歳は去年初めてどんな状況になっているかというのをまとめていただい

て、見せていただいたのですが、４か月健康相談は、実際にどんなことが問題が多くて、ど

ういうところでこういうふうに対処しているということをまとめて教えていただけると、小

児科医としては対処できるものは対処していこうということになると思います。  

 あと、３歳児健診のところですけれども、今、変えなければいけないと思っているところ

は、１つは視力のスクリーニングです。これも通達が出ています。視力が３歳のところでう

まく拾えず就学時健診で見つかるのだけれども、その時点で治療しても弱視になってしまう。

そういうケースが多々見られるので、何とかしなさいという趣旨の通達が出ております。  

 いろいろ方策はあると思いますので、これも医師会でまとめて提言をしたいと思いますが、

１つは機器を使ってやる方法、あとは３歳の子で一番何で弱視になるかというと、遠視なん

です。強度の遠視です。それをスクリーニングするには、近くを見る視力を見ればいいとい

うことがあります。眼科の先生が考えた「ぐー・ちょき・ぱー」でやるような視力の検査方

法があって、それでやると、３歳健診で、２．５メートルは一応パスしたということになっ

ていても、近くを見る視力はできなくてというお子さんは百何十人やって２人ぐらい見つか

っています。うちの下は眼科なので眼科の先生にお願いすると、眼鏡をつくってあげるとい

いよというお子さんが出てきています。やはりそこら辺を何とかしないといけないなという

のが３歳健診のところの問題の１つ。  

 あと、もう１つは検尿です。これも数年前に研究班の報告で、小学校の学校検尿は慢性腎

炎を見つけるためにやっていて、それによって、諸外国に比べると成人になってからの腎不

全の人はかなり減っています。これは明らかな事実でいいのですが、３歳でやる検尿の主な

目的は、先天性の腎尿路奇形、腎臓が片方しかないとか、水腎症があるとか、そういう奇形

があるお子さんがたんぱく尿が出てくることで検出できるので、それはもうちょっとしっか

りやっていけば、将来腎不全になるお子さん、慢性腎炎で腎不全になる方が減って、先天性

の腎疾患で腎不全になる方が割合と増えているので、もう少し体制をどうにかしなければい

けないなということを考えております。  

 一応、たんぱく尿でひっかかったお子さんは、ほかの進むべき道筋みたいな、スクリーニ

ングのフローチャートが研究班から出ています。それにのっとって、どこの医療機関でやる

かということをやっていけばいい。あとはただ、どこまで健診として費用的に負担していた

だくのか。例えば一次検尿まで、あるいは二次検尿までを健診としてやるのかということ。

現在は 1 歳半、3 歳の健診では 1 次検尿のスクリーニングで見つかった人は精密検査受診券

を持って三次のところに行くようになっているが、検診方法を考えなければいけないなと思

っています。  

 あと、この間、所長さんともお話ししましたが、私が開業したときには３歳健診と１歳半

健診は集団と個別に分かれていて、我々小児科医は個別のお子さんしか見ないと。実際、保

健師さんとあまり交流がないんです。ですから、同じ人たちを見ている者が違って、それぞ

れ相談をしないような状況になっていますので、何かそういう交流を持つようなところをつ
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くっていかなければいけないと思っています。養護の先生方とは、養護教諭会と研修会をや

っていますので、どんな形でもいいと思いますが、そういう形で顔の見えるような関係をつ

くっていくと、小児科医、あるいは小児を主によく見ていらっしゃる内科の先生も研修をや

っていますから、そういう方々と力を合わせて、変えていこうという意見も拾い上げること

ができるのではないかと思います。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。それぞれのお立場からの話で、私も船橋市に関して、今日

見せていただいた感想としては、合計特殊出生率が変わらないのに、この５年で１０％出生

が減る。これが現実なんだということです。ましてや、これで合計特殊出生率が減ると、本

当にすごい減少率が今起きている。だから、合計特殊出生率を上げても、実際に産める年齢

の人の数がもう圧倒的に少なくなってしまっているために、既に手おくれ状態にあるのでは

ないかというぐらいのことが、船橋市にはすごく如実にあらわれていると思います。３年、

４年前に５，５００あったものが、去年もう５，０００を切ってしまうという、これが現実

なんだなと思いました。  

 それから、妊婦の面接が１００％になったというのは、これは本当に素晴らしことで、き

ちんと妊娠届出時の面談をするということ。乳幼児健診に関しても１００％が理想ではある

のですが、諸事情により受けられない方、例えば疾患等をお持ちで既に医療機関にかかって

いらっしゃる方は来られないけれども、そこでフォローされているとかがあるので、要する

に、そこでの把握率みたいなものを別個に出すことによって、それは出るのではないかと思

いました。  

 そういう意味では、いろいろ探してもどうしてもコンタクトがとれない人が年間何人いる

のかというのは、ぜひ次回教えていただけると、恐らくそういう方が一番、虐待も含めたハ

イリスクの方なのでしょうから、そういう方をゼロにするということが恐らくこの母子保健

の非常に大きなことなのだと思います。  

 あとは、いろんな事業のご提案がありますが、それと同時に、ＰＤＣＡサイクルを回して、

それに合った効果、例えば今の宿泊型の産後ケアはニーズが高くて、４０人、５０人の方が

利用されている。その方が利用してどうだったのかということもぜひ次回以降出していただ

きたい。こういった事業は人数からすればほんの一部の人です。しかし、人数は少ないけれ

ども、それによって非常に大きな困難をちゃんと克服できたということがわかれば、これは

非常に重要な点なのだと思いました。  

 沢山あるのですが、中核市で一番人口の多いところで六十数万人というと、山梨県でいう

と、甲府市を除くと同じぐらいの数になるので、甲府市を除いた全部の県をこの市でやって

いると想像しただけで、もう圧倒されてしまうのですが、そういう状況の中でのことだとい

うことを、次回以降またと思います。  

 では、次に行きたいと思います。まだあと議事が２つありまして、時間としてはそんなに

ございませんので、次の母子保健事業の実施状況につきまして、事務局よりご説明をお願い

いたします。  

 

○事務局（髙山）  

 それでは、母子保健事業の実施状況について、ご説明させていただきます。  

 まず最初に、母子保健に関係する当保健所内の組織について、簡単にご説明させていただ



－24－ 

 

きます。  

 保健所内には４つの課がありまして、地域保健課が母子保健の中心的な役割を担っており

ます。地域保健課には本課として３つの係がありまして、その中で母子保健係は母子保健事

業に関する企画・調整であるとか、外部との交渉であるとか、予算の関係であるとかという

ことを行っております。また、健康増進係は成人保健を中心にやっておりまして、助成給付

係は養育医療であるとか、育成医療、療育給付、あるいは不妊治療の助成等を行っておりま

す。また、実際の地区活動は中央保健センター、東部保健センター、北部保健センター、西

部保健センター、この４つの保健センターで地区活動を実際に担っておりまして、保健師、

栄養士、歯科衛生士、看護師、運動指導士、事務職など、さまざまな職種が所属して日々活

動しているような状況です。  

 次に、子育て世代包括支援センターについてお話しさせていただきます。  

 まず、事業ごとにお示しするのは左側の欄が今年度までの実施状況、右側が来年度以降実

施していく予定であるという内容をお示ししております。  

 まず、子育て世代包括支援センターの今年度までの活動です。医療機関との連携について

ということですが、先ほど小口先生からもお話があったかと思いますけれども、まず、産婦

人科医会のほうとは、この１０月に産婦健診を導入するということになっておりますので、

その協議の過程の中で連携方法についても検討させていただきたいということをお伝えして

いるところです。  

 それから、精神科については、先日、船橋市の精神科医会の役員会のほうで既に会長から

母子保健との連携について説明をさせていただきたいということを役員会で伝えていただい

ておりまして、次回の役員会で母子保健の担当者がお伺いをして、連携についてお願いとい

うか、ご協力をいただけるようにご説明をするお時間をとっていただけることになっており

ます。小児科医療機関についてもご協力のお願いを今後していきたいと思いますので、ぜひ

今後コンタクトをとらせていただきたいと考えております。  

 それから、次の「○」の庁内の関係課のことですが、主に子育て関係、子育て支援部門と

の連携ということになるのですが、７月４日に庁内連絡会議という形で開催させていただき

ました。その日は市役所の健康福祉局長とか各関係部課長、部長・課長クラスの職員の方た

ちに集まっていただいて、子育て世代包括支援センターの構想とか、あとは連携体制の構築

ということについて説明をして、コンセンサスを得たところでございます。今後、連携方法

について、実務者レベルでの具体的な検討を重ねていく予定でおります。  

 また、船橋市は公立の幼稚園がありませんので、私立幼稚園ということになるのですけれ

ども、そういった外部の施設との連携についても今後検討していきたいと考えております。

来年度以降につきましては、連携方法について具体的に固めて、具体的な話、システムの改

修であるとか、そういったことを実施していって、センター設置に向けて本格的に動き出し

たいと考えております。  

 次に、産後ケア事業になります。  

 先ほどもご説明いたしましたが、本市では現在宿泊型のみを導入しております。昨年の６

月に導入しておりまして、現在ご覧いただいている５つの医療機関にご協力をいただいてお

ります。今後、デイサービス型、アウトリーチ型の導入についても、市内産婦人科医療機関、

助産師会と協議・検討していきたいと考えております。  

 また、市内産婦人科医療機関との産後ケア事業に関する意見交換会というものを昨年度実

施しているのですけれども、今年度以降も定期的に開催をして、産後ケア事業の充実に努め
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てまいりたいと考えております。  

 次が不妊相談センター事業についてです。  

 一般的な相談というのは各保健センターで現在も受けているのですけれども、専門相談に

ついては現在未実施の状態です。来年度実施を目指しておりまして、助産師会と協議をして

いるところです。今後、医師会にも対応可能な医師についてご相談させていただく予定でお

ります。また、相談事業の導入に当たって、市内とか市外の不妊治療実施医療機関のほうに

実態調査を行って、相談のための基礎資料ということにしていきたいと考えております。  

 次が産婦健康診査です。  

 ことし１０月から公費助成を開始します。８月から受診票の配布を行うことを予定してお

ります。ＥＰＤＳ、産後うつ病の質問票というのがあるのですが、そちらのほうの実施とか、

問診の結果等により、地域での支援が必要となったケースの連携については、連絡票の使用

というのを検討しておりまして、これは子育て世代包括支援センターの設置後の連携も念頭

に置いて作成していきたいと考えております。  

 次に、産前産後サポート事業です。  

 こちらも本市は未実施になっておりまして、既存の事業というのを整理していって、この

事業に移行できるものはないかということを、今、事業担当者のほうと検討を始めたところ

です。また、この事業を導入するに当たり、ボランティアの導入というのもあわせて検討し

ていきたいと考えております。  

 母子保健推進員です。  

 母子保健推進員制度というのは本市には導入されておりません。昨年度、母子保健ボラン

ティアの養成を目指して予算要求をしたところですけれども、ゼロ査定になってしまいまし

て予算がつきませんでした。３１年度の予算については、これから見積もりということにな

るのですけれども、また、昨年度同様に、養成のための予算要求というものをしていこうと

考えております。予算が確保できましたら、既存の事業を初め、先ほどご説明しました産前

産後サポート事業であるとか、あと、地区担当保健師との協働など、活躍の場を検討して、

来年度養成講座を開催していくということで考えております。  

 次に、思春期教育になります。  

 先ほどもいろいろご意見いただきまして、ありがとうございます。今、現状行っているこ

ととしましては、船橋市内に市立の船橋高等学校がございます。それの文化祭に毎年参加さ

せていただいて、赤ちゃん人形であるとか、妊婦ジャケットでの体験とか、糖分・塩分に関

する栄養関係の展示とか、あるいは各保健センターのＰＲということを毎年行っております。 

 それとは別に市内の中学校での思春期教育というところで、これは手挙げになりますけれ

ども、希望のあった中学校に出向いて、助産師会に全面的に協力をしていただきながら実施

しております。これについても、赤ちゃん人形であるとか、妊婦ジャケットの体験であると

か、あとは、助産師さんによる命の授業、性教育の講話を実施しています。  

 来年度以降についても、市立船橋高校での実施は継続していきます。市内中学校について

も、新たに希望のある学校については、学校側と十分な協議をした上で実施していくという

ことで考えております。なかなか中学校の教育というと、学校側の考え方とか、そういうこ

とも学校によってさまざまになりますので、そこの意向も酌みながら調整して実施していく

ということになるかと思います。  

 それから、幼児健診の精度管理についてですけれども、昨年度、先ほど小口先生からもお

話がありましたが、１歳６か月健診と３歳児健診の結果説明会という形で、ようやく第１回
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目を開催したところです。これらの健診は集団健診と個別健診の２段階となっていて、個別

健診を担当されている医療機関と、集団を担っている保健センター側との交流というのがな

かなかないというお話がさっきありましたけれども、１回目を開催するまで、個別健診を担

当する地域の医療機関に結果をフィードバックするという機会がありませんでした。何とか

開催したいということで、昨年度、本当に終わりぎりぎりでしたけれども、今あるデータの

中で、できる範囲で結果をフィードバックさせていただきました。  

 この会に参加した小児科の先生方から本当にご意見をいろいろいただきまして、そのご意

見をできる限り反映させて、今年度も開催するということで予定しております。これは定例

化していきたいと考えております。今は、集団としての結果集計とか分析ということになっ

ておりますけれども、将来的には精度管理ということで、それに向けた方法を研究していき

たいと考えております。  

 次に、歯科保健になります。  

 先ほどもむし歯有病者率についてお話をさせていただきましたけれども、それのデータを

まとめたものになります。年齢を重ねるごとに緩やかに増加しておりまして、３歳児健診で

は約１割がむし歯にかかっています。就学時健診、つまり学校に上がる年齢では３割近くの

児が、ほとんど乳歯ですけれども、むし歯にかかっている状況になります。  

 船橋市では、現在小学校においてフッ化物洗口事業を推進しておりまして、週に１回フッ

素の入った水でぶくぶくうがいを行って、生え変わってくる永久歯をむし歯にさせずに、大

人になっても丈夫な歯を育てることを目的として事業を実施しております。一応、低学年か

ら卒業まで継続的に実施することで効果が高まるということで、全校・全学年での実施を今

目指しているというところになります。  

 これは小学校６年生における１人の平均むし歯本数ということになります。市の平均では、

一番左側、０．４本です。ですので、「健康日本２１」の目標値の１人平均１本未満というの

は下回っている状況です。しかし、小学校別の平均本数で比べてみると、少ない学校は０．

０３本で、最大多いところは２．２本ということで、２．１７本の差があり、地域格差、健

康格差が見られるという状況になっております。  

 船橋市の小学生全員にむし歯予防の恩恵が受けられるように、小学校へフッ化物洗口の取

り組みをお願いしているところですが、今年度、市内に小学校５４校ございますが、全学年

で取り組んでいるところは１３校となっております。  

 フッ化物洗口事業については、今年度、市内の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、それから、各小学校に担当の歯科衛生士というのを

保健センターのほうでつけておりますので、そこから個別に協力依頼をしております。  

 手挙げのあった学校には教職員と保護者説明会ということで、ご説明をした上で、実際に

体験をしていただいて、実施に結びつけるということを行ってきました。今年度も行ってお

ります。昨年度末、５４校中４９校で実施のめどがついたのですが、今年度は、６月現在で

４１校がはっきり明確に実施ということになっております。来年度以降ですけれども、引き

続き、市内全小学校・全学年での実施を目指しております。各学校への働きかけ、全学年実

施校は先ほどご説明したように１３校ということになりますので、そこは継続していただい

て、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ということ。

それから、全ての子どもが平等にむし歯予防の恩恵が受けられるようにということで、引き

続き働きかけを行っていきたいと思っております。  

 次は、栄養についてです。栄養の面から母子保健の課題・取り組みについてということで
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ご説明させていただきます。  

 平成２７年の県民健康・栄養調査の結果を見てみると、千葉県民は男性・女性問わず、全

ての年齢において目標量より２グラム以上多く食塩を摂取しているということがわかりまし

た。大人になってから食習慣の一つである味覚の濃い味からうす味に変更することは実際に

難しく、そのため、食事を開始する乳幼児期からのうす味習慣を身につけることが有効であ

ると考えております。  

 船橋市では、母子保健事業の中で一貫してうす味習慣を身につけることを目標に取り組ん

でおります。これは保健事業で実施したうす味意識調査の結果になります。ご覧ください。

「うす味に気をつけているか」という質問に対して、ママ教室というのは初めてママになる

ための母性教室になりますが、ここに参加した妊婦の半分以上が「いいえ」と回答しており

ます。  

 先ほどの健康栄養調査でもお示ししていますけれども、妊婦は実際の目標値より２グラム

以上食塩を摂取されている方々になります。それが子どもが生まれ、３歳までの間、うす味

に気をつけている方のほうが、気をつけていない方を上回る結果が出ています。しかしなが

ら、その割合を子どもが１歳６か月児と３歳児で比べると、子どもが１歳６か月までは８割

を超える家庭がうす味を気にかけているのですが、３歳になると６割に下がってしまうとい

う結果になっております。そのままうす味を心がける方が減り、彼らが２０歳を迎えるころ

に目標より２グラムを超える食塩摂取量になっていることも予想されます。うす味習慣を身

につけることは本当に難しく、母子保健事業だけの取り組みでは担い切れないと思いますが、

うす味習慣を身につけるための啓発を今後も継続して取り組んでいきたいと考えております。 

 平成１７年６月に食育基本法が制定されまして、１８年３月には「食育推進基本計画」が

策定され、その中で食育とは生きるための基本であり、さまざまな経験を通じ、「食」に関す

る知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てるものとして

います。  

 国で２８年３月に「第３次食育推進基本計画」を策定し、食育に関する施策を総合的に、

かつ計画的に推進しております。また、千葉県においては食育基本法に基づいて、平成２０

年１１月に「食育推進計画」を策定し、現在、２８年１２月に策定された「第３次食育推進

計画」に基づき、食育推進に取り組んでおります。  

 本市におきましては、「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」の分野別計画に「食生活」

というのがありまして、そこを食育推進計画の性格を持つものとして位置づけておりますが、

このたび、より一層の食育推進を図るため、平成３２年からは「ふなばし健やかプラン２１」

に包含されているものを単独計画として、独立させて計画を策定するということで予定して

おります。全国の７９．３％の自治体、千葉県の６４．８％の自治体が今、食育計画を作成

済みということですので、船橋でも３２年度からは単独計画として、より強化した計画を策

定するということにしております。  

 これは参考ですけれども、国の「第３次食育推進計画」についてです。重点課題が５つ挙

げられております。ご覧になっていただいて、１から５のものになります。食育というのは

幅広い分野にわたる取り組みが求められる上に、さまざまな家庭の状況、ひとり親であると

か、今問題になっている貧困状況であるとか、高齢者のひとり暮らしとかということのさま

ざまな家庭の状況であるとか、生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえ、２

番と４番と５番がこのたび新たに重点課題として追加されたものであります。食育の推進は

家庭や個人の努力のみでは困難な状況であり、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しや
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すい社会環境づくりが重要です。そのためには地方公共団体、教育関係者、食育関連事業者、

ボランティアなど、食育にかかわるさまざまな関係者と主体的かつ多様に連携・協働した取

り組みが推進されるよう、体制整備が必要となります。  

 これは、船橋の食育推進計画の位置づけになります。「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」

など本市の関連計画との整合性を図り、あるいは国の「第３次食育推進基本計画」、千葉県の

「第３次食育推進計画」の基本的な考え方を踏まえた上で、本市の地域の特性や実情を反映

した計画を策定していきたいと考えております。  

 最後、予防接種事業についてです。  

 予防接種については、子どもが生まれる前の妊娠中の母子健康手帳の交付時からご説明を

させていただいているところです。その後、赤ちゃん訪問時の勧奨、それから、生後２カ月

時点での予防接種の予診票の個別通知、それから、乳幼児健康診査のたびに接種歴の確認と

接種勧奨を頻繁に実施しているところですけれども、乳幼児時期の接種率は１００％に近い

数字でずっと推移をしているところです。ところが、やはり学童期の定期接種については、

６０～７５％ということで接種率が下がります。学童期についても接種勧奨は行われている

のですが、生活スタイルが学校生活中心となり、日中は学校に行って、放課後も部活とか習

い事といった用事が増えたり、親も就労を始めているということで、親子の都合を合わせて

予防接種のために医療機関に行くという、その日程調整が難しくなってきているのだろうと

考えます。  

 学童期の予防接種の接種率の向上を目指して、今年度より、現状の周知方法に加え、より

直接的な接種勧奨を行っていきます。例えば日本脳炎の２期については、２８年度から９歳

の方に対する積極的な勧奨が再開したことから、個別通知を送付いたします。また、これま

で受けましょうと勧奨する通知文のみをお送りしてきましたけれども、案として、３１年度

からは二種混合、日本脳炎２期についても、予診票も一緒に同封して個別通知するという予

定でおります。  

 実施状況については以上になります。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 現在の母子保健事業につきまして、実施状況を詳細にお話しいただきました。ここでどう

しても何かご質問とかありましたら、１つか２つお受けしたいと思うのですが、何かござい

ますでしょうか。  

 では、山口先生。  

 

○山口委員  

 産後ケアのボランティアの予算は、どれぐらいの規模を予定されているのでしょうか。  

 

○事務局（髙山）  

 産前産後サポート事業のほうは、もちろん専門的な相談については専門職が受けるのです

けれども、一応、ガイドライン上も子育て経験者であるとか、そういった方が寄り添って傾

聴したりというような事業が中心になっています。産前産後サポート事業自体がそういった

ことが中心になっているので、そういうところにボランティアを導入したり、あとは既存の

事業も、例えば、１歳半健診とか３歳児健診とかというところにもボランティアさんを導入
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したりということを考えていきたいなと思っているのですが、まず最初は、ちょっと予測が

つかないですけれども、まずはボランティアの養成をしっかりしないといけないので、養成

できる人数ということで、まずは、初年度は１０人から１５人ぐらいの規模で考えていると

ころです。  

 

○山口委員  

 先ほどから、４０歳以上の高齢者の妊婦さんが多くなっているということですけれども、

４０歳以上の人が危険なわけでも何でもないんです。別に問題はないので。問題は、もう少

しデータを、初産の人の年齢でやらないことには、つまり４０歳以上が増えることはなぜ問

題かというと、次のお子さんを産まないということなんです。初産年齢が４０歳以上になる

と、次の妊娠が期待できないということが問題であって、４０歳以上で産むこと自体が問題

であるということは決してないんです。  

 ですから、初産と経産とかというふうに分けて、それからもう一つ、多分学校でもそうだ

と思いますけれども、妊婦さんが２０歳の人から４５歳までの初産の人が今いる時代になっ

ているんです。そうすると、子育て世代という言葉自体がちょっと時代遅れで、世代という

と１０年ぐらいの年代ですよね。それを２０年から、場合によっては、２５年ぐらいの差が

ある人たちをひとくくりにして、一つの教室で教えようというのは無理がある。だから、例

えばボランティアをつくるにしても、２０歳に対する人と４５歳に対する人というのは当然

知識も対応も違ってくると思うので、集団的な、例えば思春期教育とかそういうものは、学

校とかそういうところでやっていいと思うのですが、それ以外は、言葉の問題もあるし、習

慣の問題もあるし、年代の問題もあるので、もうちょっと個別の事業を増やすことを考えら

れたほうがいいのではないかなと。  

 ちょっと宣伝ですけれども、うちはＬＩＮＥを使った個別の相談事業を始めようかなと今

やっているところなので、そういうこともちょっと考えていただきたいと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。今日はあと５分しかないのですが。  

 では、染谷さん。  

 

○染谷委員  

 ちょっと関連するのですけれども、不妊相談に来られる方の、また年齢を言って申しわけ

ないですけれども、大体何歳ぐらいの人たちが多いのでしょうか。  

 

○事務局（髙山）  

 今まだ不妊相談は導入されていなくて、導入に向けて協議をしているところです。  

 

○染谷委員  

 そうですか。すみません。ちょっと気になったもので。  

 

○山縣部会長  

 いくつかご質問もあると思いますが、最後の１つの母子保健計画策定、これがこれからの、

来年度の策定に向けて一番のメインになりますが、これにつきまして、申しわけありません
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が、2～3 分でご説明いただいて、次回以降の話をしていただければと思います。事務局から

お願いいたします。  

 

○事務局（髙山）  

 それでは、母子保健計画についてです。  

 まず、母子保健計画の位置づけについてです。今現在の、現行の母子保健計画についてで

すけれども、「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」に包含された形になっております。現

行の計画が３１年度まで、５カ年計画ということで計画されておりますので、３２年度から

新計画に移行になります。この移行にあわせて「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」から

独立させた形にして、単独計画として母子保健計画を策定するということで予定しておりま

す。これについては、「健やか親子２１（第２次）」の指標のほうも十分参考にしながら、基

本にしながら、策定を進めてまいりたいと考えております。  

 計画の期間についてです。「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」のほうが平成２７年度

から３６年度までの計画になっておりまして、３１年度で一度中間評価をすることになって

いるのですけれども、そこに包含されている形で、現在の母子保健計画が２７年度から３１

年度の５カ年計画ということで現行なっております。この先、３２年度からは独立した計画

を策定するということになっております。５カ年計画で予定しております。  

 ちょっと細かいのでお手元の資料をごらんいただきたいと思います。これは「ふなばし健

やかプラン２１」、現行の母子保健計画の指標を取り上げたものになります。現状と課題とい

うことで載せさせていただいておりますので、これについても、すみません、あまりお時間

がないので細かくはご説明できないのですけれども、右側の目標達成状況の欄にマル・バツ

が書かれていると思うのですが、達成状況についてマル・バツで示しておりますので、ご覧

いただきたいと思います。  

 ３２年度からの新計画について、これは指標の案になります。国の「健やか親子２１（第

２次）」の課題や指標を基本に、より即した形で指標を取り上げているところです。現状とし

て、その課題が達成できているのかどうかというところをマル・バツでお示ししております

ので、ご参考に見ていただければと思います。  

 ちなみに、この青くなっているところは、現状、国と比較した際に、低い値ということの

項目になっております。一応、新しい計画策定においてベースラインを定めるために、平成

３０年度の４月から９月の半年間のデータをまとめて課題の抽出をしていきたいと考えてお

ります。  

 最後に、計画策定のスケジュール案になります。これもあくまでも案ですので、参考にご

覧になっていただければと思います。この母子保健部会について、今年度は専門の先生方に

お集まりいただいていますけれども、ここに３１年度の部会については市民の委員を公募し

て、市民委員もお一人入っていただいて、母子保健計画についてご意見を頂戴していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上になります。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 ちょっと確認ですが、ここに今お示しになっている新母子保健計画の指標案というのは、

これから議論していくものであるということですよね。  
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○事務局（髙山）  

 あくまでも、そうです。  

 

○山縣部会長  

 スケジュール感を見ると、今年度これを市民の委員の方等で、ここの部会とで議論をしな

がら、来年の４月にこの現行の計画の評価をまとめて、そして、その年にこういう指標を含

めた計画をつくっていくと、そういうことであって。  

 

○事務局（髙山）  

 そうです。  

 

○山縣部会長  

 いや、結構案が早く出ているなと思ったんですが。  

 

○事務局（髙山）  

 これはあくまでも。  

 

○山縣部会長  

 あくまでもですよね。  

 

○事務局（髙山）  

 はい。案です。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 今ご説明あったように、実は母子保健計画というのは十数年前に次世代育成支援法ができ

て、行動計画というのをつくるようになって、母子保健計画をつくらなくなったのです。必

ずしもつくらなくてよくなって、こういうほかの計画の中に組み込まれるようになったので

すが、船橋市さんはやはり母子保健は非常に重要だということで、この母子保健計画という

のを、今ある現行の中からもきちんと抽出して、母子保健計画としてまとめられ、さらに次

回からこの母子保健計画という形できちんと策定していこうと、そういう案を今お示しいた

だいたということで、ここでの非常に大きなミッションとなりますので、ぜひそれを踏まえ

て、次回以降またお願いしたいと思います。  

 進行の不手際で時間になってしまいましたが、委員の皆様から、まずは現行等に関して、

今後の進め方について、何かご意見ございますでしょうか。  

 ないようでしたら、事務局から、最後、次回以降のことを含めましてお願いできればと思

います。  

 

７．閉会  

 

○司会（細川）  
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 山縣部会長、進行のほうをありがとうございました。また、委員の皆様には大変貴重なご

意見をいただきまして、ありがとうございました。  

 本日検討会の議事内容につきましては、初めに説明させていただきましたとおり、議事録

につきましても公開となりますので、ホームページに掲載する前にご確認をさせていただく

ように皆様のほうにはご案内しますので、お忙しい中とは存じますが、ご協力よろしくお願

いいたしたいと思います。  

 また、次回の部会ですが、平成３０年１１月８日（木）１６時から１７時３０分まで、こ

ちらの開催を予定をしております。会場の都合により、開催時間が遅くなってしまいますこ

とをご了承いただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、これで平成３０年度第１回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会を終了とさ

せていただきます。お時間長くなりまして申しわけございません。いろいろとありがとうご

ざいました。また、次回もよろしくお願いいたしたいと思います。  

 

１６時０３分閉会  


