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  母子保健計画の位置づけ 
 
 

   
現行平成２７年度から平成３１年度○  平成３２年度から平成３６年度           

の５か年計画               の５か年計画 
 



「健やか親子２１（第２次）」の５つの課題と 
「ふなばし健やかプラン２１」の目標と課題 

 健やか親子２１（第２次） ふなばし健やかプラン２１ 
（母子保健計画） 

○切れ目ない妊産婦・乳幼児 
 への保健対策（基A） 

○学童期・思春期から成人期 
 に向けた保健対策（基B） 

○子どもの健やかな成長を見 
 守り育む地域づくり（基C） 

○育てにくさを感じる親に寄 
 り添う支援（重１） 

○妊娠期からの児童虐待防止 
 対策（重２） 

 

【基本目標】 
①母と子が健康に過ごすことが 
 できる。 
②子ども自身が健やかに過ごす 
 ことができる 
③子育てに喜びをもち。安心して 
 産み育てることができる。 
【取り組み課題】 
①妊娠初期からの切れ目のない支援 
②思春期の相談体制の整備 
 



平成２９年度までの進捗報告 

現行の母子保健計画（H27～H３１）の進捗につ
いては「船橋市地域保健推進協議会」で定期的に
報告し意見をいただき、推進に努めている。 

   ○基本目標  
    ①母と子が健康に過ごすことができる。 
    ②子ども自身が健やかに過ごすことができる 
    ③子育てに喜びをもち。安心して産み育てることが 
     できる。 
   ○取り組み課題 
    ①妊娠初期からの切れ目のない支援 
    ②思春期の相談体制の整備 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 

平成２９年４月 
開始 

妊婦全数面接 
 母子健康手帳交付時の保健師等の専門職によ 
 る面接相談 

平成２９年６月 
開始 

宿泊型産後ケア事業（利用料金の助成） 
 医療機関に宿泊し産後の母子のケアを受ける 
 最長6泊７日 1泊2日（自己負担6,000円） 

平成３０年１０月 
開始 

産婦健康診査事業（健診費用の助成） 
 出産後2週間・出産後1か月の2回分の健診費 
 用の助成。（上限5,000円／回） 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 

 

 

 

 

 

 

・妊婦全数面接  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠届出者数
（件） 

面接数（％） 

平成２７年度 5,572 75.5 

平成２８年度 5,299 78.8 

平成２９年度 5,239 100 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 

 

 

 

 

・宿泊型産後ケア事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月数 申請数（件） 利用数（件） 

平成２９年度
（6月開始） 

 
（１０か月） 

 
50 

 
46 

今年度 
（～8月末） 

 
 （5か月） 

 
59 

 
47 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 

 

 

 

 

・宿泊型産後ケア事業利用後アンケート（３８人分） 

 ①十分⇒②⇒③⇒④⇒⑤不十分 ⑥その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

全体的な満足度 31 5 2 0 0 0 

体をゆっくり休ませて体力の回復ができた 28 8 1 0 1 0 

母乳やミルクのあげ方が分かった 26 4 5 1 0 1 

抱っこのしかたやあやし方が分かった 26 2 4 4 0 2 

赤ちゃんの健康状態の観察方法がわかった 22 4 5 4 1 1 

産後の生活に自信がついた 18 8 8 2 2 0 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 
 
●今後の課題 
 ・子育て世代包括支援センター事業 
  相談体制整備・関係機関との連携体制の構築 
   
  ①医療機関との連携について 
   ・産婦人科  産婦健診を実施しながら具体的な連携方法を検討            
   ・精神科   船橋市精神科医会に説明（１０月１２日） 
   ・小児科   今年度中に説明日程について調整検討 
  ②庁内関係課で連絡会議について 
   ・第１回（７月４日） 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。 
   ・第２回（１０月１５日）実務者レベルで具体的な連携方 
               法について協議開始。 
   ③私立幼稚園等の外部施設との連携について検討 

 
 

 



課題① 妊娠初期からの切れ目のない 
    支援 

●今後の課題 

 未着手の事業  

 ・産後ケア 

   デイサービス型・アウトリーチ型 

 ・産前産後サポート事業 

 ・地域の子育て経験者や専門職によるボランティ 

  アの育成 
 

 



課題② 思春期の相談体制の整備 

地区健康教育 思春期講座 

【中学校】 
平成２４年度より中学校1校（1年生対象）の要望に
より、思春期教室（いのちの授業）を実施してきたが、
平成２９年度に新規の中学校1校（2年生・3年生対
象）からの要望があり追加実施。 

 
 
 
 
 

思春期特有の心身の特徴や健康上の問
題を保護者が理解し子どもと適切に関
われるための「親が学ぶ思春期のここ
ろとからだ」を実施。 
 

【高等学校】 
平成２８年度より高等学校（全学年対象）の文化祭に
て、保健センターの紹介・妊婦体験・沐浴人形の抱っ
こ体験・甘味飲料の糖分量展示等を実施。従来より保
健総務課のエイズ予防・薬物乱用の展示あり、コン
ドーム配布も実施。 
 ※2日間で ３１９人参加 

年度 参加者数 

平成２７年度 ２３６人 

平成２８年度 ２１５人 

平成２９年度 ４８３人 

年度 回数人数 

平成２７年度 ２回 ２８人 

平成２８年度 ２回 ３５人 

平成２９年度 ２回 ４８人 



課題② 思春期の相談体制の整備 

●今後の課題 

 ・思春期教室（いのちの授業）について、平成２４年度 

  から実施していた中学校からの依頼が今年度はなく、 

  昨年からの依頼の中学校1校の実施となった。 

  関係機関の実施する同様の事業があることや、学校の 

  授業の一環として実施する場合は、関係教科の進捗状 

  況や、それぞれの学校の取り組みの優先度も考慮する 

  必要があることから、学校現場を含め、関わる対象、 

  年齢にあった内容、対応機関の検討が必要。 

  



課題② 思春期の相談体制の整備 

●今後の課題 

・「十代の自殺率」は、「健やか親子２１」の最終評価結果 

 で「悪くなっている」ものとしてあがっているが、船橋市 

 の「十代の自殺率」は平成２５年から平成２８年と減少傾 

 向であった。しかし同年代 

 の全死亡数の３割をしめて 

 おり、今後策定予定の 

 「船橋自殺対策計画」の 

 取り組みと併せて検討し 

 ていく必要がある。 

 

１０代人口 
（10月1日現在） 

１０代 
自殺者数 

自殺率 

平成２５年 54,921 5 9.1 

平成２６年 55,414 4 7.2 

平成２７年 55,890 2 3.6 

平成２８年 56,590 2 3.5 



課題①②以外 現状と課題（その１） 

項目 目指す姿 指標 ベースライン 
評価（H30年） 

目標 
H29年度 

目標達成状
況 

運動・ 
身体活動 

家族や仲間と、楽しみなが
らふれあい、遊ぶことで身
体機能が発達する。 

母子地区健康教育の実施回数 
108回 

（平成25年度） 
120回 157回 ○ 

母子健康相談の実施回数 
280回 

（平成25年度） 
290回 280回 × 

食生活 

食べることや食べ物に興味
をもち、食べる意欲を持つ
ことで、望ましい食生活を
形成する。 

一人で食べることがある子どもの 
割合 

9.7％ 
（平成25年度） 

0.0% 3歳児     10.4% × 

食事を１日３回とっている子どもの
割合 

98.0% 
(平成25年度）  

100.0% 
1歳6か月児  98.7%                                                                                                                             
3歳児     98.3%                                                                                                                             
平均      98.5% 

× 

歯・口腔 

家族等のサポートを受けな
がら、子どもが自ら意識し
てむし歯予防ができる。 

3歳児でむし歯がない者の割合 
87.9％ 

（平成25年度） 
90.0% 89.3% × 

仕上げ磨きをする親の割合 
95.0％ 

（平成25年度） 
98.0% 

１歳６か月児  94.7％ 
２歳6か月児  97.7％ 
3歳児     97.2％ 
平均      96.5％ 

× 

小学校でのフッ化物洗口 
3校       

（平成25年度） 
市内全小学校

(54校） 
49校 × 

こころ 
健やかで心ゆたかに成長で
きる。 

ゆったりとした気分で子どもと過ご
せる時間がある母親の割合 

72.40% 80.0% 

3.4か月児   90.6%                                                                                                                         
1歳6か月児  82.0%                                                                                                                             
3歳児     71.0%                                                                                                                          
平均      81.2% 

○ 

子どもをかわいいと思えず負担に思
う親の割合の減少（※１） 

6.7％ 
（平成25年度） 

減少 

3・4か月児   9.3%                                                                                                                             
1歳6か月児  20.9%                                                                                                                             
3歳児     25.7%                                                                                                                             
平均      18.6% 

× 

※１ 問診項目が変更。「あなたは、お子さんに対して育てにくさを感じていますか？」→「いつも感じる」「時々感じる」で「はい」と回答して者で算出 

 



課題①②以外 現状と課題（その２） 

項目 目指す姿 指標 ベースライン 
評価（H30年）

目標 
H29年度 目標達成状況 

たばこ・アルコー
ル・薬物 

家族の周囲の理解により、
たばこやアルコール、薬物
の害を受けない。 

妊娠中の喫煙率 
5.8％ 

（平成25年度） 
0.0% 1.1% × 

妊娠中の飲酒率 
10.6％ 

（平成25年度） 
0.0% 0.6% × 

妊娠中の同居人の喫煙率 
42.9％ 

（平成25年度） 
0.0% 30.4% × 

感染症 

適切な時期に健診・予防接
種を受けるとともに、手洗
いやうがいが励行できる。 

１０代の性感染症罹患率 

HIV   0人   
梅毒   0人          
クラミジア6人    
（平成25年度） 

HIV   0人    
梅毒   0人          
クラミジア0人    
（平成30年度） 

HIV   人    
梅毒   人  
クラミジア 人    
（平成29年度） 

集計未  

健康を支える基盤 

保健医療や福祉制度、施設、
自然環境等を利用して、安
心できる環境で命を育み、
子どもが健やかに育つこと
ができる。 

全出生数中の低出生体重児の 
割合の減少 

9.1％ 
（平成24年度） 

減少 9.4%                                    × 

妊娠・出産について満足して 
いる人の割合の増加 

89.0％ 
（平成25年度） 

95.0% 79.9% × 



（新）母子保健計画策定スケジュール 

平成３０年度第3回 
地域保健推進協議会 
母子保健部会 

「健やか親子２１の指標に沿った現状分析」の提示。 
船橋市として取り組む母子保健の課題について協議。 

平成３１年度第1回 
地域保健推進協議会 
母子保健部会 

「（新）母子保健計画の骨子」提示。 
骨子について意見聴取・協議。 

平成３１年度第２回
地域保健推進協議会 
母子保健部会 

「（新）母子保健計画」（案）提示。 
計画について意見聴取・協議。 

平成３１年度第３回 
地域保健推進協議会 
母子保健部会 

「（新）母子保健計画」の承認を得る。 
 


