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 馬 場 さつき 船橋市栄養士会 理事 

 佐 藤 美保子 一般社団法人千葉県助産師会 船橋地区部会 副会長 

 染 谷 菊 子 船橋市民生児童委員協議会 理事 

 青 木 聡 美 千葉県市川児童相談所 主席児童福祉司 

 二 宮 美 鈴 市民公募 

 

 

事 務 局 保健所  筒井保健所長、松野次長 

 地域保健課 齊藤課長、渡会課長補佐、髙山主査（母子保健係長）、 

 條中央保健センター所長、辻東部保健センター所長、 

 鈴木北部保健センター所長、鈴木西部保健センター所長、 

 馬場主査、八木主査、 笹原副主査、夏川主任技師 

      保健総務課 鈴木課長補佐、市田課長補佐、重信主事 

 

次  第 １．開会 

２．保健所長挨拶 

３．報告 

４．議事 

 （１）「母子保健計画（案）」について 

 （２）子育て世代包括支援センターの設置に向けた進捗状況 

 ５．閉会 

 

傍 聴 者  なし 

会議の公開・非公開の区分 公開 
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○事務局（地域保健課長補佐）  

 皆さん、こんにちは。定刻少し前ではございますが、皆さんおそろいのようですので、た

だいまより、令和元年度第２回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会を開催いたします。  

 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、ありがとうご

ざいます。  

 本日、司会を務めさせていただきます地域保健課の度会です。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 初めに、配付資料の確認をお願いいたします。  

 まず、次第です。続きまして、出席者名簿、席次表。次に、資料１としまして「主要課題」、

資料２といたしまして「母子保健計画（案）」、資料３といたしまして「指標および目標一覧」、

資料４といたしまして「今後のスケジュール」、資料５といたしまして「子育て世代包括支援

センターについて」、最後に「船橋市地域保健推進協議会条例の一部改正について」というこ

とで、合計９部の配付資料になっております。以上でございますが、お手元にない場合はお

声かけくださいますよう、お願いいたします。よろしいでしょうか。  

 本日は、６月６日に開催いたしました第１回母子保健部会の議題の継続協議となります。

令和２年度から実施となります母子保健計画（案）に関して、引き続きご検討いただきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 なお、本日、船橋市私立幼稚園連合会会長の田中委員におかれましては、業務の都合によ

り欠席となりますことをご報告いたします。  

 それでは、開会に当たり、保健所長の筒井よりご挨拶申し上げます。  

 

○保健所長  

 保健所長の筒井でございます。後ろ側から大変失礼いたします。開催に当たりまして一言

ご挨拶させていただきます。委員の皆様方におかれましては、本市の母子保健事業に大変ご

理解、ご協力をいただいておりますことを、この場をかりまして御礼申し上げます。  

 昨年度から始まっておりますこの船橋市地域保健推進協議会の母子保健部会でございます

が、昨年度３回開催させていただきまして、今年度は本日２回目の開催という段階でござい

ます。先ほど司会のほうからもありましたように、来年度からの母子保健計画の施行に向け

て、まずはその計画を今年度つくらなければいけないということで、現在、本格的に作業に

入っている段階でございます。  

 近年の母子保健事業につきまして、ここで報告も含めてご挨拶させていただきますが、本

市の母子保健事業につきましては、平成２９年６月に宿泊型産後ケアを開始しております。

それから、昨年度平成３０年の１０月からは産婦健診のほうも始めておりますが、市の産婦

人科医会のご協力を得て双方順調に進んでいるところでございます。  

 さらに、今年度の流れでございますが、まず１点目としましては、不妊専門相談センター

事業というのが国のほうにありますが、本市においても市内の不妊治療を専門とする医師、

不妊相談に対応できる助産師の協力を得ることができましたので、まずできるところからし

ようということで、１０月から取り組んでいこうということになっております。  

 それから、子育て世代包括支援センターでございますが、市の内部の調整だとか外部の関

係機関との連絡調整の整備やシステム会社などとの具体的な詰めを現在行っている段階でご

ざいまして、令和２年１月の開設に向けて準備を進めている状況でございます。今後さらに

母子保健のボランティアの養成、あるいは、産前産後サポート事業の導入、宿泊型以外の産
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後ケア事業の導入、それから、新生児聴覚検査の導入などに向けて事務局のほうも努力して

いきたいと考えております。  

 それから、市内には４つの保健センターがあるわけでございますが、保健センターの機能

強化を高めようと現在いろいろ内部で検討しているところでございます。今後さらに、その

機能アップを図っていきたいと思っております。  

 また、今日は母子保健部会でいろいろご議論いただく前に、この会議のいわゆる親会議で

ある地域保健推進協議会の条例が改正されましたので、後ほど事務局から説明させていただ

きます。それにつきましてもご理解いただいて、今後の母子保健部会も含めて、委員の皆様

方からしっかりとご意見をいただきながら母子保健の計画をつくっていきたいと思っており

ますので、どうか引き続きよろしくお願いいたします。  

 本日は限られた時間ではありますが、どうか活発なご意見のほうをよろしくお願いいたし

ます。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 ありがとうございました。  

 それでは、船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置要綱第８条の規定に基づき、議事

の進行を部会長にお願いしたいと思います。山縣部会長、よろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 皆さん、こんにちは。お忙しいところ、ありがとうございます。  

 まず、会議の公開につきましてご説明申し上げます。  

 本会部会は、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、会

議及び会議録を公開することになっておりますので、ご了承いただくようお願い申し上げま

す。  

 なお、本日、傍聴人はございません。  

 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、議事の前に、母子保健部会の本体であります地域保健推進協議会の事務局よりご報

告がございます。保健総務課の鈴木課長補佐、よろしくお願いします。  

 

○保健総務課（保健総務課長補佐）  

 保健総務課、課長補佐の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。申しわけござい

ません、着座で失礼いたします。  

 先ほど所長の筒井のほうからもご挨拶の中で一言ございましたけれども、保健総務課から

は、平成３１年３月２９日付で公布し、令和元年１１月１日付で施行いたします船橋市地域

保健推進協議会条例の一部改正について説明させていただきます。  

 初めに、お配りしました資料の確認をさせていただきます。３部お配りしてございます。

「船橋市地域保健推進協議会条例の一部改正について」と書いてありますＡ３の資料が１枚、

「協議会と部会の位置付け」と書いてございますカラーのＡ４資料が１枚、そして、本日は

使用いたしませんが、参考として本条例の新旧対照表をつけてございます。そろっておりま

すでしょうか。ありがとうございます。  

 それでは、初めに、船橋市地域保健推進協議会条例の一部改正をいたしました目的につい

て説明いたします。  
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 地域保健対策は広範であり、課題をより深く議論するには、それぞれの課題に応じて専門

家等で構成する部会を適宜設置する部会重視型の体制が望ましいのではないかと考えました。

また、平成３１年１月の地域保健推進協議会の中で、事務局からの部会重視型に変更するこ

とに関する提案に対しまして、委員長から部会方式で協議会を充実させるべきとのご意見を

頂戴いたしまして、部会での審議内容を踏まえることにより協議会が充実することから、協

議会の組織等を変更するために条例の一部改正を行ったものでございます。  

 次に、部会に関係する大きな変更点についてご説明いたします。大きな変更点は２点でご

ざいます。  

 １点目は、協議会の開催及び委員等についてです。改正条例施行前後の協議会と部会の位

置づけを示しましたカラーの資料もあわせてご覧いただければと思います。Ａ４の資料のと

おり、現在の部会が上のほうの絵になりますけれども、こちらは、「協議会の委員と臨時委員

の中から委員長が指名する者をもって組織すること」となっておりますけれども、改正した

条例の施行後は、「部会は、協議会の委員及び専門委員の中から委員長が指名する者をもって

組織すること」となり、下の図のように変更となります。  

 変更しました理由につきましては、現行の条例では協議会の開催をするに当たり、委員と

臨時委員の過半数の出席を要するため、全員に出席をお願いする必要がございます。特に臨

時委員の方にご負担をおかけすることになります。そのため、臨時委員を廃止し、専門委員

を置くことで委員による協議会と一部の委員及び専門委員による部会とに会議を分けること

ができ、各委員のご負担を軽減し、会議運営の効率化が期待できます。  

 ２点目は、現行条例第６条第６項の削除についてでございます。部会の決定事項を市の方

針として対外的に正式に進めるためには、協議会に諮っていただくことになります。こちら

を変更した理由につきましては、Ａ４のカラーの資料のとおり、改正条例の施行後は部会の

委員構成の大部分が協議会本体の議決権を持たない専門委員で構成されることとなりますの

で、現行のように部会の議決を協議会の決定とすることができなくなるためでございます。

協議会の決定とすることはできませんけれども、これまでどおり協議会に諮るまでの間、部

会の中で、より専門的で高度な議論を進めていただくことが可能となるかと思っております。 

 （４）の「今後の方向性」というところですが、今ご説明した内容と重複しますので割愛

いたしますが、恐れ入りますが会議終了後、お戻りになられましたら、お目通しいただけれ

ばと思います。  

 最後になりますが、今後とも部会の委員の皆様におかれましては、市の地域保健事業の推

進に関しまして、ご理解とご助力をいただければと思っております。よろしくお願いいたし

ます。  

 保健総務課からのご報告は以上となります。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 

○保健総務課（保健総務課長補佐）  

 申しわけございません、私ども保健総務課事務局は、業務の都合によりこれで退席させて

いただきます。ありがとうございました。  

 

（保健総務課 退席）  
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○山縣部会長  

 それでは、次に入りたいと思います。  

 まずは、１つ目の議事であります「母子保健計画（案）」につきまして、前回から母子保健

計画の素案をもとに協議しておりますが、本日の議事の進め方につきまして、事務局より説

明をお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 事務局の笹原と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。  

 まず、お手元の資料の説明をさせていただきます。事前にメールで送らせていただいてお

りますが、その後に修正などを加えさせていただいておりますので、もしメモなどをとって

いたら大変申しわけないのですが、机の上に置いてあります資料を見ていただけたらと思い

ます。  

 資料１、２、３についてご説明させていただきます。  

 資料１の「主要課題について」です。こちらは、前回より協議している母子保健計画の中

心になるものです。６枚入っていると思いますが、６つの主要課題についてそれぞれ課題と

目標、評価指標を記載しているものになります。評価指標のところに★印がついているもの

があると思いますが、そちらは国の指標にもなっているものになります。  

 資料１のほうは、次に説明させていただきます資料２「母子保健計画」を１枚めくってい

ただきますと目次のようなものがあると思いますが、そちらの第３章の４「計画の体系」に

該当してくるものになります。今後、完成後は資料２の中に入れていきます。  

 次に、資料２ですが、今お話しさせていただきましたこちらが母子保健計画の案になりま

して、全体像をお示ししたものになっております。  

 次に、資料３「指標および目標一覧」です。こちらは６つの主要課題ごとに目標を評価す

るための指標とベースラインなどを載せております。先ほどの資料２の本体の計画の第６章

「計画の評価」に該当するものになってきますので、こちらも完成しましたら資料２の中に

入れていきたいと思っております。  

 それでは、本日は２点についてご意見をいただいていきたいと思います。  

 まず、１点目ですが、パワーポイントのほうをご覧ください。計画の中心となる資料１「主

要課題」の基盤課題Ａ・Ｂ・Ｃ、重点課題１・２・３のそれぞれについて、目標を達成する

ための市民を支える取り組み、ここの一番下のところになるのですが、こちらの取り組み課

題として母子保健行政ですとか、お集まりいただいている関係機関の方々が実際にどのよう

な取り組みをしていくかということで、現在考え得ることについて記載しているのですが、

それぞれ関係機関において、もう少しこういったことも取り組めるのではないかということ

のご提案を本日いただいていきたいと思っております。  

 なお、ご意見をいただく際に、資料１「主要課題」の表ですが、字が小さいので、取り組

みをグループごとに大きくパワーポイントで表示させていただきながら、ご意見を一つずつ

伺っていけたらと思っています。  

 ２点目は、資料２の計画の全体像になります。計画の章立てですとか流れを含めて全体に

対するご意見をいただいていきたいと思っております。  

 今度はパワーポイントをご覧ください。本日いただいたご意見の内容ですとか、統計資料、

用語集などを追記したものを令和２年度からの計画としてまいりますが、そのために１２月、
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１月のところでパブリックコメントを実施したいと思います。パブリックコメントをするに

当たりまして、１２月までの期間で会議を開催できませんので、この間に、委員の皆様に直

したものをメールなどで送らせていただきまして、ご意見をいただいていきたいと思います。

また、委員の皆様にご確認をいただいた後、最終的な確認調整などを部会長の山縣委員に確

認をとらせていただいて、そちらをパブリックコメントに出していきたいと考えております。 

 進め方については以上になります。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。今、事務局より本日の進め方と、１２月のパブリックコメントま

でに関して、事務局が皆さんとメールで確認をさせていただきたいということがありました

が、どうぞよろしくお願いいたします。  

 また、最終的な確認を部会長と行いたいとのお話がありましたが、最終確認調整を事務局

と私に一任していただくことでよろしいでしょうか。（異議なし）  

 どうもありがとうございます。  

 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。  

 １つ目の、資料１「主要課題」におけるそれぞれの取り組みにつきまして、事務局より説

明をお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 それでは、これから基盤課題Ａ・Ｂ・Ｃ、重点課題１・２・３を順番に枠ごとに一つずつ

映し出していきますので、一つずつご意見をいただきたいと思っています。一つずつやる際

に、まず私のほうから説明させていただいて、その後、委員の皆様からご意見をいただくと

いうことを繰り返させていただきます。全部で１２項目になりますので、ご協力よろしくお

願いたします。  

 では、基盤課題Ａ「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」ついて説明させていただき

ます。  

 まず、めざす姿を、「安全に妊娠期を過ごし、安全に出産をし、子どもが健やかに成長する」

ということで、こういった街になっていきたいということを挙げています。それに対して市

民の取り組み、市民を支える取り組みということで、目標と評価指標を書いています。この

市民を支える取り組みの目標は、「すべての妊産婦の状況を把握し、妊婦への必要な支援がで

きる」としておりますが、それに向けて実際に取り組むこととして、母子健康手帳交付時の

全数面接ですとか妊婦健診の助成や受診勧奨、妊婦歯科健診の受診勧奨、飲酒・喫煙の指導、

正しい妊娠・出産・育児に関する知識の普及、去年から始めております医療機関の産婦人科

や精神科との連携、カンファレンスみたいなものを継続してやっていきたいということを取

り組みとして挙げさせていただいています。  

 これ以外にもっとこういったことができるというようなご意見がございましたら、ぜひご

意見をいただきたいと思います。  

 

○山縣部会長  

 では、最初に、基盤課題Ａのところですが、何かご意見ありますでしょうか。  

 妊産婦の問題もありますが、山口先生から何かありますか。  
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○山口委員  

 毎回思うのですが、ちょっと漠然とし過ぎていて、例えば、このめざす姿の「安全に妊娠

期を過ごし、安全に出産し、子どもが健やかに成長する」という目標はわかるのですが、こ

の評価指標がどうして低出生体重児の割合になるのか、私には理解できないです。確かに妊

娠・出産に満足している人の割合というのは指標としては理解できる。実際にどうやって評

価するのかは難しいですが、評価できるのだったら評価の基準になると思います。低出生体

重児の割合が減ったから、増えたからといって、子どもが健やかに成長するとか安全という

のは関係があるのですか。国がそう言っているということですが、どうなのでしょう。  

 

○山縣部会長  

 事務局、いかがですか。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 一応、国の指標の中でも健康水準の指標ということで挙がっています。山口委員のおっし

ゃる目標から直結というのは難しいと思いますが、妊娠期の過ごし方や、妊婦の「痩せ」み

たいな問題ですとか、そういった過ごし方を整えていくことで、小さく生まれるお子さんが

減るという一つの要因になってくるのではないかと思っております。  

 

○山口委員  

 指標としてこれを選ばなければいけない理由がよくわからなくて、例えば脳性まひの赤ち

ゃんとかＮＩＣＵに入院する赤ちゃんのパーセンテージを減らすとか、それは具体的な話だ

と思うのですが、低出生体重児というのはいろいろな原因で起きる可能性があるので、あま

りにも目的と指標が離れ過ぎているのではないかと思うのですが、どうですか、先生。  

 

○加藤委員  

 山口先生と同じ意見ですが、安全性といった部分で指標項目として低出生体重児の割合と

いうのは、基本的に低出生体重児というのは今後も増えていくものとなっていて、それを指

標とするのはなかなか難しいかなと。実際に分娩の安全とか正産して赤ちゃんがきちんと生

まれて育っていくというところでは、母体の合併症も評価の一つの項目でいいのかもしれな

いですが、結果として赤ちゃんが正産したか亡くなったか、あとは、そこの中でも後遺症が

あったかどうか、そういったものを見ていくほうが安全の指標としてはいいのかなと思いま

す。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 ご意見ありがとうございます。低出生体重児の割合をどうして入れているかといいますと、

★印がついている指標というのは、「健やか親子２１」、国の指標でも基盤課題Ａの指標とし

て上がっているところで、そのまま取り入れているのと、あとはベースラインがとれ、それ

から、５年後にもきちんと数字がとれるものでないと、実際によくなったかどうかという評

価ができないというところもあって、現実的に評価できるものを取り入れていきたいという

ところがまず一つあります。  

 低出生体重児の割合が指標と合致しないのではないかというご意見ですが、例えば先生が

おっしゃったように、赤ちゃんが無事に生まれたのか亡くなったのかというところであると
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か、ＮＩＣＵの入院件数の変化というところは、赤ちゃんが無事に生まれたか死亡したかと

は行政でもとれるのですが、ＮＩＣＵの入院件数というのは行政では把握が難しいというと

ころもあって、そこをどういうふうにクリアしたらいいかというのがあります。  

 それから、２番目の妊娠・出産に満足している割合というのは、乳幼児健診の問診でこう

いった項目を聞くような形にしていまして、その問診票から割り出すことができるようにな

っていますので、ここは数値として出すことは可能ということになります。  

 国の指標を必ず入れなければいけないと考えているわけではないので、現実的に指標とし

て評価できるものを取り入れていきたい。それは行政だけが把握できる数字ではなくて、関

係機関の皆様からご協力いただいて捉えられる数値ももちろん入れていきたいと思っており

ますので、そういったきちんと評価できるようなもので何かご協力いただくことは可能なの

でしょうか。  

 

○山口委員  

 結局、これは何ですっきりこないかというと、国の指標をメインにしてしまっているので、

あまりにも離れ過ぎてしまっていると思います。例えば、これを船橋市のということで、船

橋市の妊婦さんが安全にお産できるかどうかということでいえば、加藤先生の前で言うのも

何ですけど、船橋中央病院ができたおかげで遠くまで赤ちゃんを送ったり母体を送らなけれ

ばいけないということがなくなっているんですね。県内では一番安全な地域の一つになって

いると思うのですが、そういう具体的な指標を、例えば母体搬送で地域外に出ていった人と

か脳性まひになった赤ちゃん、脳性まひになった赤ちゃんは例えば原因分析委員会の指標を

見ればわかるし、小さな赤ちゃんは養育医療から出せばわかりますよね。だから、そういう

指標も出すことはできるし、それこそ船橋中央病院で、個人を特定しない形でどれぐらいの

赤ちゃんを受け入れているかとかも出せますよね。  

 だからもうちょっと地域に密着したことをやらないと、さっきも言ったように、例えば船

橋中央病院の母子センターが頑張ってくれているから、今、船橋市民は安全にお産できるけ

れども、今のメンバーがいなくなってしまったら、あっという間に崩れてしまうわけです。

ですから、そういうふうな継続的な医療ができるような体制を船橋市はつくってほしいと私

は思うので、もうちょっと具体的な目標にしていただいたほうがいいのではないかと思いま

す。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。私から言うのもあれですが、まず、この母子保健計画そのものは、

基本的には一次予防、ヘルスプロモーションの理念を中心とした全ての成育にかかわる人た

ちに対するものであるということと、それから、今回の第１の、今、先生が言われたような

ところは、医療の視点での指標としては本当に重要なところで、これはこれで周産期の医療

というところの指標として重要な点だと思いますので、それがこの中に入るのであればそれ

も一つの指標だと思います。  

 低出生体重児の割合というのは、妊産婦の生活習慣を含めて、低出生体重児のリスクであ

る喫煙の問題だとか低栄養の問題だとか、いわゆる普通の妊娠中の生活をきちんと過ごすこ

とによって最終的に低出生体重児を減らすことができるというのが一つの視点と、もう一つ

は、ＤＯＨａＤの概念で前にもお話が出ましたが、昔のように小さく産んで大きく育てると

いうことが、基本的には、むしろ生涯の生活習慣病予防のリスクになるとわかってきたとき
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に、これを一つ重要な指標として置いていくということが国の中では概念になっていて、「健

康日本２１」の中でもこの指標は非常に重要なものとして位置づけられているものです。で

すので、出生体重というものは確実に評価できるものですし、そういった意味でこれがある

というふうに考えられると思います。  

 もう一言だけ言うと、実は「健やか親子２１（第２次）」の最大の弱点は何かというと、２

００１年から２０１４年までやっていたものに関しては、周産期の医療の部分が相当入って

いたのですが、第２次はかなりの部分が保健に位置づけられていて、ヘルスの部分が中心に

なっているために、今、先生が言われたような医療連携の指標が参考指標の中に移っていて

います。重要な指標なのだけれども目標値が立てられないということで、例えば乳児死亡率

のようなものも世界的には一番重要なアウトカム指標なのですが、我が国では相当いいレベ

ルにあるので、目標値をつけることができないという意味で参考指標として、しかしながら、

しっかりウォッチしていくんだという位置づけでこれがあるということをご理解いただきな

がら、今、事務局からあったように、指標として日常的にとりやすい指標であり、そして、

そのバックグラウンドにあるものが妊婦の健康支援といったことにかかわってくるという、

そういう視点からこれを見ていっているということと思います。  

 ただ、今言われた市町村によっての課題というのはそれなりにあるので、出産時の子ども

のトラブルに関して限りなくゼロに持っていくんだということの対策と一緒に目標値をきち

んと立てることができるのであれば、今、先生が言われたような周産期のシステムをきちん

と充実することによって相当量減らすことができるのであれば、それも含めて議論の対象に

なると私も思っておりますので、ぜひ提案いただければと思います。  

 ここの「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」に関しまして、これまでも説明され

ていることですが、最終的な健康水準、アウトカムの部分と、それから、それを達成するた

めの個々の市民の取り組み・行動、そして、それを推進するための環境整備、行政や関係団

体が個人の行動変容を起こしやすいように環境を整えるという目標、その３つのレベルで考

えられていますので、それぞれのお立場からこういう目標が本当に達成可能なのかという視

点も含めて考えていただきたいと思いますが、周産期のほうから佐藤委員さんはいかがです

か。  

 

○佐藤委員  

 母性教室については、SNS 等での情報が増えていて、教室を受講しなくても情報を得られ

る状況があります。妊娠中の啓発はとても大事なのですが、医療機関で受講してもらえるか

が心配です。医療機関での母性教室、船橋市が開催する両親学級が目的を明確にした上で、

教室を実施して頂きたいと思います。  

 また、妊娠中の喫煙率、飲酒率は大分低下していますがそれをもう一歩どうすれば数値を

下げられるのかは難しい問題です。これは感想です。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 

○小口副部会長  

 低出生体重児の出生率を下げるということは、すごく大事なことだと私は小児科医として

思っています。それは先ほどＤＯＨａＤの話が出ましたけれども、そういう観点で見ていく
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と、山口委員から低出生体重児の原因はいろいろあるというお話がありましたけれども、帝

王切開による出生率もありますが、痩せているお母さんが増えているというところが一番大

きな課題であるということが最近言われてきています。それを解決しないと、妊娠してから

いろんなことをやる必要はありますけれども、実は妊娠する前の時期が本当は重要になって

くるのではないかなと私は最近思っています。  

 地域保健課がタッチするのは、妊婦さんになってからと、生まれて子どもたちが大きくな

って主に小学校に入るまでですね。小学校、中学校は学校保健があるので、一応はそこでケ

アされます。高校生も学校保健がありますから、もちろんいいのですが、地域保健課では把

握はできない。県立高校が多く、私立もある。市立高校は把握ができるので何とかなるかも

しれませんが、その後のお母さんになるまでの間、あまり病気はしないけれども、本当にい

い健康状態であるかというところが今後一番考えなければいけないことだと思います。そこ

が今のところは全然タッチできていない。そこのところを何とかすることによって、多分、

低出生体重児の率を少し減らすような方向に持っていけるのではないかと思います。  

 今はプレコンセプションケアという概念が注目されてきていて、いろいろなところでやら

れているのですが、そういうようなものは妊娠しようと思った人が行く、カップルで行くこ

ともあるでしょうけれども、そういうようなことに関係するようなことを中学校の高学年と

か高校生あたりに教育として教えていくと結果が違てくる。要するに、もうお酒を飲み始め

てから妊婦の人はお酒飲んではいけませんと言ってもちょっと遅いし、喫煙を始めてからや

めようと言っても、一番大事な妊娠初期に飲酒をしている、喫煙をしているということにな

ってしまうだろうと思うので、その辺はもっと前に遡って手を打たないといけないのではな

いかと思うのです。多分、今まで手をかけていなかった高校生とか、高校を卒業して以降、

母親になる前までの年代の人たちに何とかしないと、今までやっている対象年齢層だけでや

っていたのでは、やっぱり限界があるのではないかと思いますので、その辺も今後考えてい

く必要があるのではないかなと思いました。  

 

○佐藤委員  

 プレコンセプションケアという視点で、中学校や小学校で思春期教育を中心にした性教育

を行う形で進めていくのはどうかと思ったのですが、いかがでしょうか。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。学校教育のほうで何かご意見ありますか。  

 

○今井委員  

 妊娠中というか、性教育のほうでよろしいでしょうか。  

 

○佐藤委員  

 性教育も含めた思春期教育のときにということが。  

 

○今井委員  

 学校のほうでは、保健体育の授業の中でほとんどやられていると思います。特別に性教育

を挙げて学校でやられている学校もあるかと思いますが、健康課題の中に性教育はあまり中

学校では上っていないんです。それよりも生活習慣だったり、心の問題だったりに集中して
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いるような状況なので、非常に難しい状況はあります。  

 中でも、やはり必要だというところでやっている学校もあるかと思うのですが、私の学校

でいえば、昨年度から２月に薬剤師の先生をお呼びして、薬の服用の仕方というところもあ

るのですが、思春期の女子指導ということで、生理の対応だったり性被害の対応だったりと

いうところで、妊娠中の詳しいところまではまだ一歩踏み込めていないのですが、少しずつ

取り組んでいくというところでは動いていると思います。やはり授業が主流になっていると

ころです。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。思春期の問題は次の基盤課題Ｂにも関係しますので、またそこで

議論したいと思います。  

 これを一個一個やっていくと大変なので、基盤ごとに説明していただいて、それでお願い

したいと思います。ですので、次に、基盤課題Ａの２番目、３番目についてご説明いただい

て、ご意見を伺いたいと思います。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 それでは、２番目のところでは、先ほども低出生体重児の周産期のところの体制づくりが

課題なのではないかというお話があったと思うのですが、２番目の取り組みのところで、市

民を支える取り組みの評価指標の③のところに「周産期・小児在宅医療の連携体制の構築」

ということを入れさせていただいて、ケアが必要なお子さんが退院するときには退院サマリ

ーなどをいただいて地区担当の保健師のフォローなどをやっているのですが、そこのところ

で周産期・小児在宅医療の連携というところをもう少し体系づけていくことを考えておりま

して、こちらに載せさせていただいています。  

 ３番目の取り組みになります。「妊娠期から子育て期において悩んだ時に自ら相談できる」

という市民の行動を支えるために、相談先が周知され、気軽に相談できるということで、こ

ういった指標がございまして、それに対してこういった取り組みをしていこうということで

挙げさせていただいております。  

 基盤課題Ａについては以上になります。  

 

○山縣部会長  

 ここは今議論しているところで、妊娠期からの話になるわけですが、今のところで追加の

ご意見はありますか。  

 山口先生。  

 

○山口委員  

 精神科との連携というのは非常にここのところ急増していて、うちのデータを出してみた

ら相当増えてきています。  

 行政との連携はすごくよくなってきて、ここ２年間で、うちで子育て相談して、９０％以

上が行政にその後行っています。  

 精神科との連携も非常によくなっているのですが、一つは、この間もお話ししたように、

精神科が満杯になってしまってなかなか予約が取れない。もう一つは、経済的な問題ですが、

精神科と産婦人科で連携すると今は保険点数がとれるのですが、うちの病院では月に１回カ
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ンファレンスを開いていて、そうすると患者さんは結果的に直接精神科に行けば４，０００

円で済むのが、連携加算で４，７００円になってしまう。経済的にそれだけのことをやって

いるんだということを患者さんに納得してもらうのは難しいので、例えば、そういうことを

推進するために船橋市で何らかの補助を出してもらうとか、市としてどういうことができる

かということを、例えば精神科と連携するにはどうすればいいかとか、船橋市の中でどうす

ればいいかというようなシステムをつくっていただかないと、国家レベルの話と年間５，０

００人のお産のレベルとは話が違ってくると思うので、国としてやるべき問題と船橋市とし

てやるべき問題というのはちょっと違うのではないか。そこを分けていただかないと、どう

も意見が食い違ってしまう。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。そもそも論として、母子保健は基本的にはほとんどが市町村の事

業なので、国でやることは方向性を示すことです。実際のサービスの行政の場所というのは

市町村なので、一応それを踏まえてはできているのですが、むしろ今問題なのは、都道府県

が母子保健に全然かかわっていないところが多くて、もっと広域にしっかりとやりなさいと

いうのが国のメッセージではあります。  

 今、先生が言われたことは、とにかくそこが中心だということは「健やか親子」の中でも

言われていることで、そういう意味では、例えば医療機関、産婦人科、精神科との連携の推

進と継続支援という、その支援というのを具体的に市として何をやるのか、何が支援になる

のかということについて、今の経済的な支援だとか、きちんとつないでいく支援とか、啓発

するんだといったようなことが、これをもとにしたアクションプランとしてどういうものが

あるのかということも並行して示していかないと、絵に書いた餅で終わってしまうというこ

とがあります。ぜひそれを踏まえたものを委員の皆さんと、まずは大きな計画ですので計画

として方向性として決めながら、今度は具体的にこれについてどういうことをやっていくの

か、なかなかお金の話になるとシビアな話ではありますが、今、先生が言われたことは、妊

産婦さん自身にとってはすごく重要なことですので、それを含めて対策を考えていくという

方向性でご意見を言っていただくと、実際の市の取り組みといったものが具体化していくと

思いますので、ぜひお願いしたいと思います。  

 基盤課題Ａに関しまして、ほかに何かございますでしょうか。  

 

○馬場委員  

 今日は、こちらに来る前に新小岩で都営バスに乗ったんです。そのときに、今は何が起き

てもすぐ消防署に電話して救急車を呼んでほしいと、本当に必要ではない人も救急搬送して

もらうみたいなところが非常に増えている中で、バスの中で、まずあなたは本当に救急車を

呼ぶ必要があるかどうか、呼ぶ電話をかける前にぜひここに相談してくださいという放送を

していたんです。消防署の「＃７１１９」だったか、そちらにぜひおかけくださいと毎回流

しているみたいです。私は本当に恥ずかしい話ですが、「＃８０００（シャープはっせん）」

と読めばいいんですか。今日ここへ来る前に、送っていただいた資料を見たときに、これっ

て何だろうと思っちゃったんですね。ネットで調べて、そういうことかと思ったのですが、

皆さんに相談をＰＲしていくと考えたときに、行政の皆さんはどういうふうにしてＰＲして

いくのかなと。妊婦の方にはわかると思うのですが、妊婦の方が具合いが悪くなったときに、

そばにいるのは、おじいちゃん、おばあちゃんだったり、誰がいるのかわからないというこ
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とは、一般市民もこの「＃８０００」というのが何だろうということがわかる必要があると

思うんですね。  

 そういう意味で、具体的な方法みたいなものを兼ねながらＰＲして、知っている人をどん

どん増やしていくようなお考えがあればいいのでしょうけれども、私はたまたまバスでそう

いうのを聞きまして、思いがけなくこういうのがあるんだというのを救急のほうで知って、

「＃８０００」と繋げて今日は参加させていただきました。  

 

○山縣部会長  

 事務局から何かありますか。今の取り組み。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 確かにこういったところで挙げているのが、支援だとか構築とかと大きいことが書いてあ

るので、実際に何をするんだというところのアクションプラン、行動というところで、皆様

からいただいた意見を参考につくっていければと思いました。  

 

○山口委員  

 ちょっとよろしいですか。しつこいようですけれども、この「＃８０００」はいいのです

が、船橋市としては、この「＃８０００」で本当に問題があった人を必ず受け入れるような

システムとそのバックがないと意味がないですよね。つまり「＃８０００」にかけて、必要

のない人はそれでいいのですが、必要のある人は絶対に市内なり地域の中で責任をもって受

診できるという体制をつくらなければ、妊婦さんはいつまでたっても安心できないですよね。

だから、ここで終わってしまうのはちょっとおかしいので、ちゃんとその後のバックアップ

体制をつくってあるから、その前のところはどうにかしてくださいというふうにしない限り

は、市としての体制にならない。  

 さっきちょっと言ったように、船橋は今、例えば産科だったらほとんどの産科医療機関が

受け入れをするし、その後も医療センターや中央病院などが受け入れていくれる。だから、

市の中でとりあえず今は大丈夫だと思いますが、本当に重症で必要な時に必要な医療が提供

できるという体制がないと、単に「受診するな」とか「救急車を呼ぶな」ではなくて、本当

に必要なときには、きちんと対応する体制を準備しているから、という前提のもとで市民も

協力してくださいというふうにしない限りは、「＃８０００」をしても、「重症だからどこか

に行きなさい。でも行くところがどこだかわかりません」では意味がないですよね。そこの

ところを整備してほしいというのが私の希望です。  

 

○馬場委員  

 その続きがありまして、ネットで調べましたときに、ほとんどの都道府県がこれをされて

いて、昔の夜間のときの相談とか救急搬送した夜間病院とかは、その時間帯が１７時から次

の日の８時というところもあったし、６時というところもあって、昔、私の覚えがある限り

では、何かあったら夜中に相談という、その延長線上にこれがあるという感じなので、先生

が今おっしゃったみたいに、そちらとこの「＃８０００」がちゃんとリンクされているかど

うかとなると、一応、船橋市は「やっています」で出てきちゃったんです。千葉県のところ

で。そんな感じだったのですが、違いますか。  

 



－13－ 

 

○小口副委員長  

 ちょっと誤解があるのではないかと思いますが、「＃８０００」は子どもの病気の相談で、

妊婦さんは直接の関係はないです。ですから、妊婦さんのことに関しては「＃８０００」に

かけてもだめで、話は通じないと思います。「＃８０００」は子どもの病気が対象です。生ま

れた後の話ですから、妊婦さんのことではないです。  

 一応「＃８０００」番は、船橋は夜休診が一次の救急になっていて、二次の当番が後ろに

ありますから、そこに割り振るような形で、それでも受けられなければ近隣の八千代医療セ

ンターなりにお願いするというシステムになっていますので、立て続けに重症が来ると二次

の当番で診られないところも出てくるかもしれませんが、今のところはそこで機能していま

す。  

 どちらかというと、「＃８０００」の大きなところは、一次なり二次救急に軽症の方が行か

なくても済むような形で負担を減らそうというところが一つの目標になっています。もちろ

ん実際には看護師の慣れた方がやっていて、私も当番をやっていますけれども、実際にかか

ってくるのは 1 日１件から数件ぐらいで、大体は看護師さんレベルで事が済んでしまうよう

な、あとは重症であればすぐに受診をしなさいというような形になっていますので、今のと

ころは機能的にそれほど大きな問題はないと思います。  

 

○染谷委員  

 本当に主婦で何もしていないのですが、今、山口先生が言われた４，０００円で受けられ

ると言ったのは、お母さんの相談ですか。  

 

○山口委員  

 精神科に直接患者さんが行くと４，０００円ですけれども、産婦人科との連携というのを

とると連携料というのがかかるので４，７００になってしまう。  

 

○染谷委員  

 それは、お母さんが受診するんですか。  

 

○山口委員  

 結局このシステムとしては、ここにあるように妊婦さんで精神疾患なり何なりのフォロー

が必要な人がいるから、精神科と産科で連携してやりなさいという趣旨でつくられたわけで

す。そのためには月に１回産科と精神科でカンファレンスをしなさいということで、実際に

それをやっているのですが、ただ患者さんにはその姿は見えてこないですよね。実際に我々

が集まってカンファレンスをしているというのを。でも患者さんからしてみれば、精神科に

普通に受診すれば４，０００円で済むのに、産科と連携ということになると４，７００円に

なってしまうと。その分こちらはケアをしているけれども、患者さんにそれを納得していた

だくのはなかなか難しいですよねというところです。  

 

○染谷委員  

 ありがとうございました。もう子どもが離れて随分たつのですが、例えば、今お母さん方

が悩まれているのは、私らからすれば、「何だ、そんなのこうすればいいじゃない」というよ

うなことも結構悩まれていると思うんです。私も孫とかがいて、いろんなことで口を出すと
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「お母さんは古いんだよ、今はこうやるんだよ。うるさい、口出すな」とこういうふうに返

ってきて、私なんかは「うるさいや」と思っているんですが、今言ったところに補助を出し

てあげると親は行くんですよね。  

 私らが言うよりも、そういうところでいくらかでも補助が出たり、母子手帳にそういうと

きには受診できるとかとなっていれば。上手くは言えないのですが、赤ちゃんを産んで暫く

は栄養も足りないし、私もイライラするくらい、ご飯食べているのかなと思いながら見てい

るお母さんたちに、そういう機会が１回でも補助があるところを入れてあげたら、先生たち

の言うことはよく聞いてくれると思うんです。若い人たちって、頼りはネットだったり、専

門家の意見は結構当てにするので、少しでも補助を出せるような状態に、たった１回か２回

でいいと思うんですが、そういうことをしていればいくらか救えるところがあるのではない

かなと思って見ています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。今の「＃８０００」の話は実は全国でのベースラインは、知って

いる人が６２％しかいないのですが、ここでは既に９０％の方がご存じで、多くのお母さん

が何かあったときにはかけようと。今、先生が言われたように、それの相談に関しては上手

くできていて、むしろ、山口先生が言われましたが、要するに質の問題、例えばそこにかけ

て満足度はどうなのかとか、ほかのこともそうなのですが、どこかに相談に行ったりして、

それに対してちゃんとニーズを満たしてもらえたのかといった、次は質の問題に関して出て

くると思うのです。現状で、少なくとも「＃８０００」に関して、「あそこに電話してもだめ

だ」みたいな話がないのであれば、これは非常に今上手くいっていて、その分、不要な救急

での直接受診というのを減らすことができているのかもしれないので、むしろ行政としては、

そういったようなことをきちんとモニターしていくことが大切で、本当に医療機関に不要な

小児救急受診というのは、これがあるおかげで減っているのかとか、ここに連絡をしたお母

さんたちが十分納得して受診しないで済んでいるのかとか、船橋市は認知度では国よりも一

歩先を行っているわけですから、次はそういうふうな取り組みをこの中に記載していくとい

いのかなという気がします。  

 ただ、それを調べるのが結構大変なんです。なので、安易には指標の中に入れるというこ

とは難しいのですが、どこかでモニターをするといったようなことをやってみて、それを共

有してＰＤＣＡサイクルを回していくというやり方もあるので、それをぜひ考えていただけ

ればと思います。  

 こればかりに時間をとるわけにはいかないので、全体がまさに切れ目のない支援なのでか

かわっていますので、その都度ご意見をいただければと思います。  

 では、基盤課題Ｂのご説明、全体をお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 基盤課題Ｂについては、取り組みが一つになります。こちらがめざす姿で、市民の取り組

み、市民を支える取り組みということで、こちらを挙げさせていただいております。  

 市民を支える取り組みということで、実際にこういった母子保健事業を通しての親子での

生活習慣を身につける啓発ですとか、食育、フッ化物洗口事業の推進、学童期・思春期の正

しい知識の普及、学校保健委員会の開催などを挙げさせていただいています。  

 学校保健委員会の開催というところを、保健体育課にデ―タをもらって確認をさせていた
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だいたのですが、学校保健委員会を開催していなくても、先ほど今井先生のほうからも少し

お話がありましたが、学校では違う形で、事業などを通して健康課題には実際に取り組んで

いるというお話も伺っています。ほかに何かこのことに関しまして取り組みることなどがあ

れば、ご意見をいただきたいと思います。  

 

○山縣部会長  

 基盤課題Ｂは、次は学童期・思春期ということになりますので、ある意味、市として直接

的には学校に入学するまでというのが母子保健の領域で、そこからはまさに学校保健で、そ

の連携も含めてこの部分が課題になるわけですが、これに関しましてご意見ございますでし

ょうか。  

 福田委員さんからありますでしょうか。  

 

○福田委員  

 小学校の福田です。小学校では、子どもたちの健康に関することでいろんな分野からアプ

ローチをしております。  

 そのうちの１つとして学校保健委員会というのがありますが、設置している学校がほとん

どです。ただ、取り組みとしては学校によってさまざまです。ある学校では、テーマを１つ

決めて、そのテーマに沿って外部講師を呼んで子どもたちに講演をしてもらったり、保護者

会に合わせて講演をしてもらったり、あるいは、よくやっている学校では、子ども、保護者、

地域の学校医さん、教師、全部は集められないので代表者に集まってもらって、そこである

テーマを決めて話し合いを持ち、自分たちの立場でどんなことができるかを発表するなりし

て、共通の課題に対しての認識を深めていくことをやっている学校もあります。  

 それから、別の分野でいくと、体育の学習で運動を外でやったり体育館でやったりという

領域がありますが、それ以外に教室で勉強する保健学習という領域があります。それは３年

生から６年生まで年間４～５時間のカリキュラムが組まれていて、例えば３年生では体のこ

との勉強、４年生では心の問題とか性に関する指導、５年生になるとけがの防止、どういう

ふうにしたらけがを減らすことができるかという勉強だったり、６年生では病気の予防、感

染症、インフルエンザにならないためにはどんなふうに気をつけたらいいかとか、健康面の

学習をする、そういった面があります。  

 それから、もう一つの分野としては、学級指導という教科みたいな領域がありまして、そ

こで毎週ショートとロングというのがあって、ショートは週２回で２０分、よく朝にやりま

すが、ロングは４５分を週に１回、これも健康に関するいろんなことを指導します。教師の

側からこんなことに気をつけなさいよと指導をするのがあって、その中の一部に健康を扱う

ところもございます。そんなような形で学校では子どもたちに指導をしていくというような

状況です。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。今井委員さん。  

 

○今井委員  

 先ほどもありましたように、学校保健委員会を開催している学校の割合というのは、今、

大体８０％ぐらいなのですが、やはり開催していなくても学校保健にかかわって健康課題を
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しっかりやっている学校はたくさんありますので、今、小学校もありましたように、保健の

授業だったり体育だったり学級指導だったりというところでやっているところです。一番大

事なのは、その学校の実態、子どもに合わせてしっかり健康課題を解決していくというとこ

ろがやはり大事なのかなとは思っています。  

 三山中では、学校保健委員会は校務分掌の中にはありますが開催はしておりません。なぜ

かというと、開催する日程がとれないのと、開催をしなくても、いろんな場面、場面で健康

課題に取り組んでいるということで開催をしていないのですが、非常に学校での健康課題を

しっかり取り組んでいるかというところと、学校保健委員会を開催している学校の割合とい

うのは、もしかしたら数値的にはリンクしない場合もあるかなというところがありますが、

どこの学校でも健康課題にはしっかり取り組んでいると思いますので、今後も取り組んでい

きたいと考えています。  

 あと、先ほど佐藤委員さんのほうからありました性教育についてというところで、まだ母

子保健計画（案）のほうには行かないほうがよろしいですか。  

 

○山縣部会長  

 随時この中の数値を使ってお話しいただければ。  

 

○今井委員  

 よろしいですか。先ほどありましたように、学校ではやはり健康課題のほうは性教育がす

ごく落ちるので、できれば「学童期・思春期を対象とした健康講座の回数」というところが、

策定時が６回が次に１０回にとありますが、こちらの部分を中学校でぜひ積極的に地域保健

課のほうから働きかけていただいて、そういう講座をやりませんかというよりも、やらせて

くださいという感じで、２８校ありますけれども、そのうち毎年３校ずつとかを輪番でやっ

ていくというような具体的な計画を立てて取り組んでいただくと、きっと性に対する問題の

健康課題が取り組めるのではないかと思っています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。最初に福田委員や今井委員が言われたように、学校での取り組み

が健康教育としてじっしされているところではあると思うので、後で母子保健計画の中の目

標値、策定値のベースラインの調査とかで、まだここはこれからの調査になりますので、学

校でそういうものを具体的にどれぐらい取り組めているのかといったことを、今井委員さん

が言われたように、数値だけではなくて中身も含めて評価できるようにするとよいと思いま

す。  

 ただ、これは例えばさっきの学校保健委員会に関しては、学校医を含めてステークホルダ

ーが集まって、年に１回はその情報を共有することが必要だということで、現在、全国でも

９０数％が開催していると出ているという意味では、少し船橋市は数値としては低いところ

があるかもしれない。ただ、中身が大切であるということはおっしゃるとおりなので、そう

いうところを含めて取り組みを具体的に考えていただくのと、あとは、学校と地域との連携

というのは、以前に比べれば、今はすごくできるようになったのですが、さらに推進するた

めには両方からの働きかけが多分必要だと思います。最終的には校長先生の意向が一番大き

いので、先生方がそこにどれぐらいご理解いただいてそういう連携した事業をやっていくの

かということを含めて一緒に協議する場、例えばそういうものが学校保健委員会であったり
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もするということがありますので、ぜひそういう形で開催できればと思います。  

 この学校保健に関しては、フッ化洗口について船橋市での取り組みがあると思います。現

在、半分ぐらいのところをやっているということですが、それに関しまして、谷委員さんか

らございますでしょうか。  

 

○谷委員  

 フッ素に関しては、資料２のほうにありますように、今は５０％ぐらいのお子さんがフッ

素をされているという形で、各学年半分ぐらいなので私としては非常に残念です。ここ何年

もずっとフッ素を塗布してきて、効果のあるところに関しては、この間も言いましたけれど

も、船橋市では４８％ぐらいむし歯の数が少なくなってきているとわかりきっているデータ

が出ているのに、１００％にならない理由が、私は子どもを守る立場の人間からしたら考え

られないとは思っています。フッ素に関してはその程度なのですが。  

 今日はちょうど塚田小学校の学校健診がありまして、船橋は春と秋に２回歯科健診をして、

春には細かい歯式までとる健診と、秋には春に出した指示がちゃんと守られているかどうか、

新たな不正歯列とか、粘液のう胞とか、そういう疾患を見つけるための健診をやっています。  

 塚田のほうでは、今日は５年生の健診がありまして、５年生、６年生になると今度は永久

歯に対する知識が必要なので、５年生には歯科衛生士が１０分ずつ、私が健診が終わったら

１クラス集めて１０分間、歯肉炎についてお話をしています。どうやってなるかとか、どう

したらそうならないかという話を５年生５クラス全員にやっています。２００人ぐらいです

けれども、５回、歯科衛生士に講演をしてもらってやっています。３年生に関しては全員染

出しをやります。真っ赤に口を染めて写真を撮ってプリントアウトしてお母さんに渡すよう

に、ここ２０年ぐらいずっとやっています。ほかの学校は多分やっていないと思いますけれ

ども、塚田は私が行っていますので何とか一番になりたいと思うのですが、やはり塚田もフ

ッ素は半分しかやってくれていなくて、今日も校長先生に強く言ってきました。いろんな手

段の中でむし歯が半分になるという手段を放棄する理由を、逆に今日聞けるかなと思って来

たんです。  

 あと、この中で「毎日食べている児童」と言っていますけれども、「食べている」というの

は、どういうものを食べているかというのが浮かんでこないですね。ちゃんと飲み込めてい

るとか、どういう食種のものが食べられているか、食育の細かいところ、食べているものの

割合というのが、食べているだけでいいのかというのが一つあります。  

 もう一個、仕上げ磨きをする親の割合というのが非常に高いですので、ほとんど皆さんや

ってくれていると思います。というよりも、個別に子どものブラッシングの指導を受けたか

どうかのほうが重要かなと思います。やっているけど、う蝕になる方は中にいっぱいいます

ので。これでいくとほとんど皆さんむし歯がないはずですけど、ちゃんとブラッシング指導

がされていない方がいるかもしれないので、仕上げ磨きをするというよりも、仕上げ磨きの

方法を個別に指導を受けたかどうか。集団指導ではなくて。個別でないと子どもさんの歯並

びも全然違いますので、その辺が出てくると嬉しいかなと思いました。  

 学校保健委員会は先ほどから出ていますけれども、年に１回私が行って、同じような講演

と、プラスアルファで教員の先生にも。塚田は一応仕事をちゃんとやらせてもらっています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。学校期のところは、さっき小口先生も言われましたけれども、こ
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こでの生活習慣を身につけるとか、健康に関するリテラシーを身につけるというのが非常に

重要で、実際に未成年の喫煙率の低下というのは学校でのさまざまな取り組みというのがと

ても大きくて、高校３年生が２０００年ちょっと前ぐらいは３７％だったのが、今はもう４％、

１０分の１になるという、それぐらいの効果が学校教育というものにはあって、そういう意

味ではここが本当に重要です。一方で課題なのはその後、成人期に喫煙率が増えるという、

そこをどう食いとめるかというのも次の課題ではあるのですが、まずは下げないことには始

まらないという意味では、歯の問題にしても生活習慣の問題にしても、特に食習慣に関して

学校教育、家庭での教育が重要だと思いますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと

思います。  

 基盤課題Ｂに関しましてはよろしいでしょうか。  

 

○小口副部会長  

 一つ、痩せている子と肥満の割合というのが暫定値と目標値がありますけれども、学校保

健は基本的に肥満度を出すので、肥満度２０％以上とマイナス２０％以下で切っているのだ

ろうと思うのですが、高校生はＢＭＩのほうがいいのではないかなと思います。先ほどから

痩せている女の子はよろしくないというお話をしていますが、高校生の痩せが１．２％とす

ごく少ないと思います。多分これはマイナス２０％の痩せで、肥満度でやるとこのぐらいに

なるのでしょうけど、ＢＭＩを１８．５で切るともっと高いと思います。２０代の痩せが２

０何％と言われていますから、それを考えるとこんなに少ないわけがなくて、スタイルがい

いなぐらいの子たちがやはり気をつけなくてはいけないことだということを、もうちょっと

理解してもらうようにしなければいけないのかなと思いました。  

 基本的に教育はすごく大事だと思うのですが、私は日ごろ若いお母さんと接していて、実

用的な健康の知識があまりないですね。そういうところが実際とギャップがあるのかなと感

じます。それと、先ほど性教育の話も出ましたけれども、今までの健康教育というのは、今

のままだったら生活習慣病になっちゃうよとか、最近はがん教育もはやってきていますけれ

ども、そういうようなことで本人あるいは周りにいる人たちということでやっていますが、

ＤＯＨａＤの考えを入れれば、自分の今の健康あるいは１０年先、１５年先の健康が、あな

たたちの子どもや孫にも影響するんだということを教えていくという考えを入れていくと、

もうちょっと子どもたちもよく聞いてくれるのではないかなと思いますので、そのような考

え方でやっていただけるとすごくありがたいと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 ほかはよろしいでしょうか。今井委員さん。  

 

○今井委員  

 フッ化物洗口が４９．１％やられているということで、私はもう半数も定着してすごいな

と思ったのですが、まだこれは少ないのだというのを先ほど先生のお話を聞いてわかりまし

た。これを５年後に１００％にする。倍ですよね。すごい達成だと思うのですが、学校現場

でこれを１００％にする方法として、支援策というのか、どのような形で学校現場におろさ

れるのかというのが、きっと隣の校長先生も心配されているところではないかと思いますが、

どのような形でこの５０％弱のものを１００％に持っていくかというところを教えていただ
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ければ、私たちも帰って養護教諭部会等、また学校現場におろせるかなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 まず事務局から。  

 

○事務局（地域保健課主査）  

 フッ化物洗口担当です。フッ化物洗口事業は今４９．１％ということで、５４校全校中、

全学年で取り込んでいるのは１９校になりました。来年度になったら全学年実施すると言っ

てくださっている校長先生が２人ほどいらっしゃいますので、来年は２０校を超え、ほぼ半

数に近くなってくるのかなというところです。  

 どういうふうに取り組むのかというお話ですが、基本的にこのフッ化物洗口の全国での展

開方法として一番多いのは、学校現場の先生方が洗口液を作り、薬剤を管理し、子どもたち

に実施し、その後片付けまでをしているという形になります。  

 船橋市では、検討委員会を立ち上げて検討した結果、学校の先生方に負担をかけないとい

うところで、その当時、洗口液をつくっていた養護教諭の意見を取り入れて、洗口液の調整

すること全てを薬剤師会に委託し、配送も業者に委託し、学校現場ではその日決めた時間に

洗口をやるだけというところまでコンパクトにしております。必要な消耗機材は地域保健課

で提供しておりますので、これ以上現場の負担を削減する方法はちょっと厳しいかなと思っ

ております。地道に校長先生にお話をして決断していただいて、学年を増やすというところ

で、今のところやめてしまうという学校は存在してしませんし、基本的に学年は徐々に拡大

しています。子どもの貧困対策、子ども・子育て支援事業計画などにも載っている事業です

ので、市の計画として着実に進めていくものと考えます。  

 

○福田委員  

 小学校での現状を言いますと、準備のことが一つと、それからもう一つ、時間の問題があ

ります。今、健康の歯のことだけではなく学力向上もすごく問題視されていて、朝の時間帯

に基礎学力をつける。例えば、漢字ドリル、計算ドリル、朝の読書、そういったものが週５

日の中に３～４日間、そして、さっき言った学級指導の時間が１日、そして、さらに英語が

新しい学習指導要領で入ってきます。そうすると、朝の時間帯を使って、モジュールといっ

て１５分ずつを３回やって１時間と考えるといったものも入ってくる傾向にあります。そう

いう中で、時間をつくるということは今非常に難しい状況であるということが一つあります

ので、ご理解いただきたいと思います。  

 

○保健所長  

 事務局からですが、ここは対立的な話をすることではなくて、できている学校、できてい

ない学校があるわけです。どうして片方はできていて片方はできていないのかということ、

どうやればできているか、そのあたりは学校によっても違うと思うので、その辺の状況を、

事務局のほうでももう少し丁寧にいろいろ事情を確認しながら、一つ一つできるところから

導入していってもらえればと思っていますので、そういう意味でご理解のほうをお願いした

いと思います。  

 

○山縣部会長  
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 子どもたちの時間自体が実際には減っていますけれども、このフッ化物洗口の効果に関し

ての科学的根拠は疑う余地のないところで、新潟、佐賀で完全実証済みなので、あとは選択

の問題ということです。これは全てのことがそうで、いいことを全部できるわけではないの

で、優先順位を決めて、どれを優先的にやるのか校長先生を中心に考えていただいて、その

ために学校保健委員会のようないろんな立場の人が集まったときに、そういう意見を参考に

しながら最終的に決めていただくようなことなのだろうと思いますので、そういうプロセス

を踏みながらやっていくことなのかなと思います。これはほかのことに関しても、この後に

出てくる母子保健計画の中での指標に関しても本当にそうだと思いますので、ぜひお願いし

ます。  

 相当時間が過ぎておりますが、基盤課題Ｃのご説明をお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 基盤課題Ｃでは、「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」ということで、２つの

取り組みを挙げさせていただいています。  

 １つ目は、市民の取り組みとして、「親が交流の場や子育ての相談先を知り、参加したり相

談したりできる」ということで、そのために行政関係機関では、親同士の交流の場を提供し、

保健センターやこれからできる予定であります子育て世代包括支援センターが相談先として

周知されるということを挙げています。その取り組みとして、こちらに３つ挙げています。

自分のところだけではなくて、地域の交流の場の情報などもキャッチしながら、そういった

ものを周知することもしていきたいと考えております。  

 ２つ目は、「地域で妊産婦や子育て中の親に配慮することができる」、そちらを支える取り

組みということで、「妊産婦にやさしい地域づくりができる」としております。そのための具

体的な取り組みとして、こちらに挙げておりますマタニティマークの普及ですとか、就労妊

婦に対する制度の説明、お母さんだけではなくてお父さんに対する育児参加のことなども挙

げさせていただいています。あとは、産前産後サポート事業や、産後ケアのでまだ取り組め

ていないものなどを展開していきたいということで、挙げています。  

 これ以外に何か追加することなどがありましたら、ご意見よろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 基盤課題Ｃは、いわゆる地域で子育てということであると思いますが、これに関しまして

ご意見ございますでしょうか。  

 

○加藤委員  

 妊娠中の両親学級などでは、妊娠中の両親の悩みごと等も含めて対応という話をされてい

るのですが、生まれた後の育児とかそういったところの話というのは、そこで一旦切れてし

まって、あとは各自の状態というのがありまして、そういったところで、一貫した両親学級、

乳児とか乳幼児のケアも含めたところも一緒にやっていくのが比較的いいのかなと思いまし

た。子育て世代包括支援センターの相談件数といったところで、相談ということでもいいの

かもしれませんけれども、それ以前に教育させるということ、両親の育児の教育といったと

ころも進められれば、こういった問題も少なくなっていくのかと思います。やはり一貫した、

妊娠だけではなく育児も含めた進め方をやっていただきたいと思っています。  
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○山縣部会長  

 ありがとうございます。先ほども委員の方からあったと思うのですが、本当に情報が非常

に多いので、多分お母さんたちもどれが正しいのかがわからなかったり、特定の情報に振り

回されたりというときに、標準的なものだとか、コンセンサスの得られている情報を本当に

みんな共有した上で選択しているかどうかについては、最近は相当怪しいというご意見だっ

たと思います。以前は、親に聞いたりお母さん同士がお互いに情報を共有していたのが、今

は、親の意見を聞かなくなったり、少子化で、近くに同じような人がいなくなって情報を共

有できなくなったときに、それを支える仕組みは何なのかということのご意見だと思います。

恐らくそこのところが地域で子どもを育てるということの非常に重要な視点だと思います。

この中に掲げられているものはそれに関連しているものが多いと思いますので、ぜひそれを

実効性のあるものにしていければと思います。  

 市民代表として二宮委員さん、何かこのあたりのところでございますでしょうか。  

 

○二宮委員  

 子育て世代包括支援センターの相談先の機能としては希望することはあるのですが、まだ

そこは早いですよね。  

 

○山縣部会長  

 ぜひそのご意見もここで。  

 

○二宮委員  

 そうしますと、保健師さん２名と事務職１名ということでスタートするようですけれども、

近い将来、ぜひソーシャルワーク的な方も中に入ってほしいなというのと、専門の職員が窓

口になると思うのですが、その上司の方というのは課長なのでしょうか。しっかりしたスー

パーバイザー体制がないと、数人の方が５，０００人の赤ちゃんの全てを受けとめていくと

いうのは、なかなか大変なのかなというところが素人として感じました。まずは受けとめて、

確実に次につなげていく窓口になっていけるように、その支援体制というか横のつながりを

ぜひつくっていってほしいと思っております。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。恐らく今ちょっと躊躇されたのは、重点課題２のところでそれが

出てくるからだと思いますが、それに関しては、またご意見いただければと思います。  

 基盤課題Ｃに関しましては、いかがでしょうか。  

 

○山口委員  

 この「妊娠中、職場から配慮されたと思う就労妊婦の割合」とか、産前産後のケアという

ところで、前にもちょっとお願いしましたが、今、妊婦健診の補助券は１４枚なので、予定

日を過ぎてしまうと足りなくなってしまうんです。ですから、その分の補助を例えば船橋市

の事業として、そんなに数としてはいないのですが、予定日を過ぎてしまうと検査も増える

し、負担も大きいし、妊婦健診の回数も増えるので、１４枚で足りなくなってしまった人の

補助の制度をどうにかつくっていただけないかなと思います。  
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○山縣部会長  

 重要なご指摘だと思います。ぜひそのあたりも含めて、まあこれは財政の問題で、ここで

はそれ以上のコメントはできないのですが、今言われたように、むしろ受診できなくて妊婦

さんの健康を損なうようなことがあれば本末転倒だと思いますので。  

 この１４回分が補助されたのは、まさに飛び込み出産をなくすためというのが一番大きな、

それによる妊婦死亡等を予防するということだったので、せっかく今まで受けていたけど、

一番大切なところで受けられないとなると本当に本末転倒なので、実態と、どれぐらいそう

いう人がいるのかを含めて先生からもぜひ。  

 

○山口委員  

 もともと平均の受診回数が１４回ということで決めているので、実は少ない人もたくさん

いるんです。だからトータルで考えれば、ほんのちょっとの予算で、見た目がいいのではな

いかと思います。  

 

○山縣部会長  

 そうすると、船橋市で産みたい人が増えるかもしれない。お金のかかることに関しては私

は余計なことを言えませんが、事務局も黙っておいていただいたほうがいいような気もしま

すが。よろしいでしょうか。  

 では、重点課題は３つありますが、それにつきまして簡潔にご説明いただいてご意見をい

ただきたいと思います。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 それでは、重点課題１ですが、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」ということで、こ

ちらは２つあります。  

 まずは、育てにくさを感じたときに自ら相談することができるようになるために、「育てに

くさを感じたときに相談できる場の提供と継続的な支援」ということで、こちらの指標で、

取り組みとしては乳幼児健診後のフォローですとか相談事業のことを書かせていただいてお

ります。  

 もう一つ挙げていますのは、「子どもの発達段階を理解し、多様性を尊重できる」という市

民の方になっていただくために、発達段階に応じた対応についての知識の普及ということで、

健診のことや講座の開催などを挙げさせていただいているところです。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。ここは「健やか親子２１（第２次）」の中にも、第１次にはなかっ

たいわゆる発達障害を中心とする育てにくさを感じる親に対する対応で、そういう意味では

新たな取り組みで、現場では一番困っている、しかも、それは乳幼児期だけではなくて、む

しろ学校に行ってからのお子さんたちが非常に困っている問題だと思うのですが。  

 

○小口副部会長  

 この点に関しましては、前の会議のところで５歳児健診の話が出たと思うのです。その辺

に関しては今回のものに入れるのはなかなかすぐには難しいかもしれませんが、検討課題と

して少し考えていく必要があるのかなと思います。  
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 東京都を例にとると東京の医師会がマニュアルをつくって、実施は各区でやっているとこ

ろとやっていないところがあるようですが、県内でも調べましたら、いくつかの自治体でや

っています。そういうことも考えますと、これから取り組むべき大きな課題であろうと思い

ます。ただ、研修をやるマニュアル等は今までにいくつか出ていますから、そういうことで

やっていけるでしょうけれども、その後のフォローをどうするかというところが一番問題に

なるところなので、その辺の準備を今からでもしつつ、やっていかなければいけないかなと

思っています。  

 何％ぐらいというのはなかなか難しいので、厚労省と文科省のホームページの５歳児健診

のところを見ると、パイロットスタディでやった県の千何百人かのデータでは、１０％弱が

異常として引っかかるというようなことが書かれていますので、船橋は５千数百人いますか

ら１０％は５００人、結構な数になりますから、それをどうやってケアしていくかというこ

とを考えつつやらなければいけないのですが、将来的にはやっていく必要があるところだと

思います。今回入れる、入れないにかかわらず、検討はしていかなければいけないのかなと

思っています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。これについては、地域から学校への引き継ぎのための連絡票とい

うのはここでは使われているのでしょうか。もし福田先生ご存じであったら、実態とかござ

いましたらお願いします。  

 

○福田委員  

 幼稚園・保育園から小学校に上がる段階で、入学前の３月ぐらいに連絡票をいただいて、

その子に対してどういうふうに学校で対応していくか。疑問が出たときには、その担当の方

と学校で話し合いを持って情報を得るということをやって、これは本当に助かっております。 

 

○山縣部会長  

 こういう取り組みは意外とやっていないですよね。実はこういうシステマティックにやっ

ているところはあまりなくて、入学前の学校がやる健診で評価したもので、学校側で疑問が

あれば地域に問い合わせたりということがあったりしても、ちゃんと引き継ぎ票みたいな形

で、こういう子をよろしくお願いしますというような形になっているというのは、すばらし

い取り組みだと思います。これの積極的な活用ということでありますが、今、福田先生から

もありましたように、非常にそれが学校のほうでも助かっているということなので、これは

ぜひ引き続きという気がします。  

 重点課題１に関して、ほかにはよろしいでしょうか。  

 次にもかかわってきますので、では重点課題２のほうをお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 重点課題２では、「妊娠期からの児童虐待防止対策」ということで、２つ挙げさせていただ

いております。  

 １つ目の、「子育ての悩みについて適切な相談機関に相談できる」ということで、こちらの

ほうの指標は、そのために行政や関係機関は何ができるかというところで、「妊娠期から子育

て期の悩みについて相談できる場を周知する」ということ、こちらの取り組みを挙げさせて
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いただいております。  

 また、２つ目のほうでは、「保護者が安全に子どもと接することができる」ということで、

赤ちゃんの死亡にも関係してきます乳幼児揺さぶられ症候群について周知を行っていくとい

うことで、こちらのほうの課題を挙げているところです。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。まさにこれは虐待対策の部分でありますが、これに関しましてい

かがでしょうか。  

 

○青木委員  

 市川児童相談所の青木と申します。以前にお話を聞かせていただいたときに、健診率がと

ても高かったり、妊婦面接がほぼ１００％近く実施されたり、とてもすばらしいなと思って

いて、かつ、こうやって相談できる場を周知するというのもすごくすばらしいと思うのです

が、こと虐待ということに関すると、自ら相談できる人はあまり虐待に至らなくて、相談で

きない人をいかに相談の場につなげていくかという取り組みが大切かと思います。  

 相談に行く人というのは、ちゃんと自分が困っているとわかっている人が相談に行くんで

すが、虐待をする親御さんは、困っているのは自分ではなくて上手くできない子どもだった

り、上手くやってくれない夫だったり、上手くやってくれない妻だったり、その辺に怒りを

転嫁して自らの問題として捉えていないことが多いので、自分の困り感に気づかせてくれる

支援者が必要かなと。ぜひそこに寄り添っていただきたいなと思っています。  

 ですので、母子手帳を取りに来たときにも、困っていることありますかと言ったら「ない」

と言うでしょうし、相談できる人はいますかと言ったら「いる」と答えると思いますけれど

も、じゃあ具体的に誰がいるのかとか、母子手帳をもらったときにはちょっとウキウキして

来ているけれども、３カ月たってみたらちょっと現実を知ってきて、健診にも行かなくなっ

てしまうみたいな方を、例えば訪問でも面接をしていただけるとか、母子手帳をもらったと

きにオーケー、次にびっくりするのは退院時のサマリーをもらうときというと、ちょっとそ

の間の時間がもったいないかなと思うので、その間の対策を少し手厚くしていただけるとい

いのかなと思います。  

 揺さぶられ症候群については、もう随分と周知されてきているかなとも思うのですが、こ

の体罰や暴言等によらない子育てをしている親の割合というのを増やしたいのです。何でだ

めなのか、体罰とか暴言とか夫婦喧嘩を見せることが子どもの成長や健康の成長にどういう

阻害を及ぼすのかとか、脳に委縮があるんだとか、「愛の鞭ゼロ作戦」を国でも出しています

よね。あんなことを妊婦の段階や子育てが始まったころにお話をしていただいたり。私たち

は虐待で訪問したときに、必ずパンフレットを用いて、何でだめかという説明をしますが、

もう一つ大切なのは、じゃあどうすればいいのかというところまでお話をしないと、「やっち

ゃだめだからね」「はい、やりません」で終わってしまうので、「じゃあ、どうしたらいいか

ね」というところが基盤Ｃの講座のところにつながるのかなとも思うのですが、そういうと

ころも少し厚くしていただけるといいのかなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。ここは本当に喫緊の課題で、今おっしゃっていることがまさに共

通の課題として全国で言われていて、それを本当に実践していくためにということで、ここ
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にかかわったのですが、「愛の鞭ゼロ作戦」のパンフレット、Ａ４の４ページ分では十分では

なくて、あの中に今言われたことは基本的には全部入っているつもりですが、ただ、あれを

どうやって浸透させるかというようなことについては、様々な関係者が連携してやっていく

必要があります。  

 今の青木さんの話は非常に重要で、実際に虐待として通報されたりして児相にかかわるよ

うな人たちは、実際にはどうだったのかということ。自分では絶対にやっているなんて言わ

ないし、相談もしないし、大丈夫だと言っている。でも、本当に大丈夫な人とそうではない

人をどうやって見分けるのかといったことも含めて、まさに乳幼児健診の受診率を１００％

にする目的の一つは、そこで親のＳＯＳをどうきちんと受けとめるかという方法なので、ぜ

ひ今みたいなことを、関係者が研修会で確認する必要があると思いますが、そういうものは

されていますか。児相の担当者と乳幼児健診をやる保健師さんや助産師さんが連携して、先

生方も含めて、一緒に症例を検討したり、研修したりすることで、さらに充実した１次予防、

２次予防になっていくような気がします。それをやりましょうということは、実はこの計画

で読めるんです。あとは実行できるかどうかだと思いますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。  

 

○二宮委員  

 今のに関連して、相談先がある保護者の割合が４カ月健診で９割とあるのですが、そんな

に高いかなというのが実感で、多分大丈夫ですと丸をつけると思うのですが、じっくり話し

ていくと、実はすごく孤独感を感じているとか、深いところで必ずしもすぐに相談できる相

手が見つけられるわけではないお母さんって、ごくごく普通の中にたくさんいらっしゃるん

ですね。「ちょっと助けて」「ちょっと手伝って」と言うのは、恥でもないしとっても大事な

ことというのをふだんから言っていって、手を挙げられたらそこで何とかなると思うんです

ね。ドアを閉めちゃって家の中で一人で追い詰められると、普通の人が虐待しても全然おか

しくないというのが、見ていて実感として感じるので、「ちょっと助けて」「ちょっと手伝っ

て」と言えるのを、ぜひぜひ広めていきたいなと思っております。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 ほかに、この部分ではよろしいでしょうか。  

 

○佐藤委員  

 適切かどうかわからないのですが、育休をとっている父親の割合がとても多く、母親が仕

事に出て、父親が育児をするという家庭があります。数はそれほど多くは無いと思います。

ここは母子保健ということを考える場ですけれども、父親が子育てをしていると孤立しがち

と言われていますので、児童虐待を防止するという点で、そういうところにも目を向けてい

ただけるといいのかなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 それは本当に重要な指摘で、アメリカはもうそれなんです。お父さんの育児支援のＤＶＤ

のほとんどは虐待防止の話で、母親が育児するより父親が育児するほうが虐待は多いという

のはもう明らかで、日本でも父親が育児にかかわってきたり、今のようなケースの場合に本
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当に父親をきちんとフォローしていかないと、産婦と同じだけお父さん自身が育児にかかわ

るとうつになっているというデータも既にあるので、まさにそれは父親の虐待の土壌になっ

ていますし、その後が相当違うということは想像に難くないところなので、今の視点という

のはこれから本当に重要になってくると思います。これは国でも指摘しているのですが、な

かなか前に出ていかなくて、やっと父親のメンタルヘルスに関しても考えなければいけない

というのが、今回の中間評価の中では出てきています。ありがとうございます。  

 では、時間の関係があるので、次の重点課題３、最後のところですがお願いします。  

 

○事務局（地域保健課副主査）  

 重点課題３では、「事故予防対策の推進」というものを１つ挙げさせていただきました。虐

待だけではなくて、事故によって子どもの命を落とすことのないようにということで、こち

らを重点課題３として挙げています。子どもの事故への予防策と対応がとれるということを

支えるために、「事故予防について知る機会を提供する」ということで、こういった取り組み

を挙げさせていただいております。  

 

○山縣部会長  

 重点課題に事故予防を入れた背景は、まだまだ多いという、そういう話でしたか。死亡の

第１位はいまだにそうですし、そういう取り組みをしっかりやっていこうと。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 前にお示ししたときには、これはあえて特出ししていなかったと思います。特別に船橋が

多いというデータがあるわけではないのですが、ここに船橋市の母子保健として力を入れて

いきたいということを是非示したいというところで出しております。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。非常に重要な視点だと思います。  

 

○小口副部会長  

 今の子どもたちは、頭頸部のけががすごく多いですね。以前に比べると顔ですとか頭のけ

がの割合が多いという印象があります。そういうところのけがをしたお子さんというのは、

私ども小児科のところに来られてもなかなか手出しができないような状態もありますし、か

といって、手とか足が折れたときは整形外科ですが、一番どこに行っていいかわかりにくい

部位の外傷です。そこをどうにかしなければいけないと思っているところなのですが、実際

に子どもたちの事故でこういうようなことが具体的にどのぐらいあるのかという数字だとか

事例みたいなものを示したようなものをつくって啓発をすると、すごく効果があるのではな

いかと思います。ぜひその辺を考えていただければと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。今出ているものに関して、実を言うと私の関わっていた甲州市の

塩山、多分全国で最初に市町村レベルでは事故予防対策をしたところで、そのときに一番最

初にやったのは実態調査です。特に誤飲の話があって、それについてコインと薬とたばこ、

これが三大誤飲原因の物だったのですが、全国どこでやってもやっぱり一緒だった。今度は、



－27－ 

 

どういうところで事故が起きているのかということを明らかにして、例えばスーパーでカー

トに乗っていて落ちたという事故なんかがあると、当時は２万５，０００人ぐらいのところ

でスーパーなんて１つか２つしかないので、あそこかと知っていたりもする。そうするとす

ごく身近なものとして事故予防ができていくので、そういう意味では個人情報は控えながら

も、具体的にこういうふうな事故が船橋市では起きるんだということを出していくと、すご

く当事者にとってはインパクトのあるものなので、今、先生が言われたようなことを、事故

予防と言われてもぴんとこないですから。  

 もう一つは、多分これは虐待防止にもなります。今、事故だと片付けられているものが実

はそうではないというのも、恐らく成育基本法でチャイルド・デス・レビューが本格的に動

き出すと、今のように虐待で死亡しているお子さんはあんな数ではないというのは明らかに

出てくるはずですので、事故予防というのはそういう意味合いも含めて非常に重要な課題だ

と思います。  

 何かご意見ございますでしょうか。  

 無いようでしたら、大体今のところで母子保健計画案の中をずっと読んではきてはいませ

んが、基本的なご意見を伺ったと思っています。それでもまだ話し足りない、こういうとこ

ろに関してということが今もしもございましたらお話しいただきたいと思いますし、足りな

いところに関しましては、ここ２週間ぐらいをめどに、事務局のほうにご連絡いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。何か追加でありますでしょうか。  

 今日は最初に山口先生からも出たように、国のものではなくて船橋市のものとして、やは

りアクションプランもコンビで、もう少し具体的なものという書きぶりをこの母子保健計画

の中に、書きぶりだと思いますので、方向性に関しては皆さん共通のご支持をいただいてい

ると思いますので、それについて是非考えていただきたいと思います。  

 では、母子保健計画に関しましては、そういうところで一旦区切らせていただきますが、

さらなるご意見は事務局のほうにお願いします。  

 次に、これは１分ぐらいでご説明いただければと思います。「子育て世代包括支援センター

の設置に向けた進捗状況」に関して、簡単にご説明をお願いいたします。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 お手元に「子育て世代包括支援センター進捗状況」というプリントがあると思います。そ

れをご覧いただいて、お手元の資料でご説明させていただきます。簡単に現状というところ

でお話しします。  

 ２つ目の下の段、現在決定している事項というのをご覧いただきたいと思います。  

 場所としては、地域保健課内で専用のカウンターと専用の個別面談室と専用の電話番号を

設けて、令和２年１月スタートということで考えております。  

 現在、専任の職員としては保健師２名、事務職１名なのですが、非常勤の専門職を要望中

ということで、業務についてはご覧のとおりになります。  

 対象としては、力を入れるのは就学前までというところにはどうしてもなるのですが、一

応、相談の窓口としては１８歳まで開いていこうと考えております。周知も兼ねて、子育て

世代包括支援センターの愛称を市民に募集して、こういう窓口があるよというのを市民に周

知していこうと考えております。  

 次のページをご覧いただきたいと思います。これは必須とされている業務ということで国

のガイドラインのほうに載っているのですが、妊産婦・乳幼児等の実情を把握することとか、
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各種の相談、情報提供、助言、保健指導、それから、個別の支援プランの策定、各関係機関

との連絡調整ということで、今、連絡調整の部分で庁内関係課、それから、教育委員会のほ

う、それから、医療機関とか、今日は田中先生がいらっしゃっていませんが、私立幼稚園な

どの外部の関係機関と、どのように連絡調整、情報提供・収集ができるかというところを、

今詰めているところです。是非皆様にもご協力いただいて、スムーズな連携と連携強化とい

うところ目指していきたいと思いますので、ご協力いただければと思っております。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。ぴったり５時です。ということで、今日は本当にどうもありがと

うございました。それから、私はここに来るに当たって停電だから今日はないのかと思って

いましたら、幸い船橋市は停電もなく、ただ皆さんの関係者には、千葉県は本当に多くのと

ころで停電になっていて、逆にどうも千葉県だからか、あまり全国的に大きく報道されてい

ないのはけしからんという報道もあったりして、本当に大変なこの夏の時期にと思いますが、

是非お大事になさっていただきたいと思います。  

 今日は、これにて議題進行に関しましては終了したいと思います。どうもありがとうござ

いました。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 最後に事務局のほうから、山縣部会長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、本当にありがとうございます。  

 本日の議事内容につきましては、初めにご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。後日ホームページに掲載する前にはご確認させていただくよう

にいたしますので、その際には、お忙しいとは思いますが、ご協力のほうお願いいたします。  

 なお、次回の部会につきましては、令和２年２月６日（木曜日）の開催を予定しておりま

す。  

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第２回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会

を終了させていただきます。皆さん、本当にありがとうございました。  

 


