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〇事務局（地域保健課長補佐） 

 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまより、令和元年度第３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。  

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとう

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ございます。よろしくお願いい

たします。  

 会に先立ちまして、まず初めに配付資料の確認をお願いいたします。  

 まず、次第。次に、出席者名簿、席次表。次に、資料１－１「船橋市地域保健推進協議会

母子保健部会設置要綱の一部改正について」、資料１－２「船橋市地域保健推進協議会母子保

健部会設置要綱」、続きまして、資料２－１「船橋市母子保健計画『すこやか親子ふなばし

（案）』」、資料２－２「船橋市母子保健計画『すこやか親子ふなばし（案）』」、こちらが本体

です。続きまして、資料３としまして「子育て世代包括支援センターの開設について」、最後

に資料４「今後のスケジュール」、以上９部になりますが、お手元にない資料がございました

らお声かけください。大丈夫でしょうか。  

 本日は、前回、９月１２日に開催いたしました第２回地域保健推進協議会母子保健部会の

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に関しての最終案

の提示となります。引き続きご検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。  

 なお、本日、業務の都合により、船橋市立小栗原小学校校長の福田委員より欠席のご連絡

がありましたので、ご報告いたします。  

 それでは、開会に当たりまして、保健所長の筒井よりご挨拶申し上げます。  

 

〇保健所長  

 保健所の筒井でございます。委員の皆様方におかれましては、日頃より市の保健行政にご

理解、ご協力を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。また、本日は多忙の中、こち

らのほうにご出席を賜り、御礼申し上げます。  

 今、テレビとかでは新型のコロナウイルスのことで持ちきりで、マスクがなかなか購入で

きないとか、かなりざわざわしているわけでございます。幸い今のところ、日本国内で広が

っているという形での確認されたものはありませんが、手洗いや、マスク、うがいなど、古

くからある話ではございますけれども、それをしっかりと励行して、落ち着いて対処してい

ただきたいと思っておりますし、我々もやれることをしっかりやっていきたいと思っており

ます。  

 また、市においても、万が一そういう疑いの患者さんがあった場合には、市内の医療機関

と迅速に対応できるような体制を今大体整えているところでございますので、ご安心いただ

ければと思っております。  

 本日の会議でございますけれども、この会議は昨年度に立ち上げまして、今回で６回目に

なっております。委員の皆様方からこれまで活発なご意見を頂きまして、ようやく本日お示

しできます母子保健計画の最終案の原稿ができております。一部訂正する部分はあろうかと

思いますけれども、そういうところを直して、しっかりした内容でまとめて、これを母子保

健の基盤として、来年度以降の本市の母子保健行政にしっかり取り組める環境を整えていき

たいと思っておりますので、どうか最後までしっかりお目通しいただいてよいものをつくっ
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ていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

〇事務局（地域保健課長補佐）  

 ありがとうございました。  

 続きまして、委員の紹介になります。  

 令和２年１月１７日付で母子保健部会委員の改選がございましたので、本来ならば、部会

委員の紹介を行うべきところでございますが、部会委員の方々につきましては、全員継続で

就任ということと、また、今回が令和元年度第３回目ということでございますので、委員の

紹介につきましては、申し訳ございませんが、省略させていただきます。  

 なお、部会長につきましては、船橋市地域保健推進協議会条例第６条第３項の規定により、

協議会の寺田昌俊委員長より山縣委員の指名があり、山縣委員より承諾を頂いておりますの

で、引き続き山縣委員に就任していただくことになりましたことを、ご報告させていただき

ます。山縣委員、どうぞよろしくお願いいたします。  

 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。  

 

〇山縣部会長  

 改めまして、今日はお忙しい中、ありがとうございます。先ほど小口先生から、あまりイ

ンフルエンザは流行していないということでありますが、この時期、インフルエンザやノロ

ウイルス腸炎、今度の新型コロナ等で、関係の部署ではその対策がなかなか大変だと思いま

す。先ほど保健所長も言われていましたけれども、１月３１日付でＷＨＯが、症状の出てい

る人とか医療従事者とか、皆さんのようにいろいろな人と関わるときにはマスクはとても有

効だけれども、それだけでは駄目で、手洗いをしっかりしなさいと。コミュニティーの中で

は、マスクよりも手洗いだということをちゃんとアドバイスとして出しているので、それが

きちんと流布すれば、マスクが売り切れることまではないような気がするんですが、ただ、

しっかりと感染症対策はしていくということなのだろうと思います。  

 さて、この会議は公開でございますが、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

承をお願いいたします。  

 本日は、傍聴の方はいらっしゃらないということでございます。  

 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、（１）船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置要綱の一部改正について、事務局

よりご報告をお願いします。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 事務局の母子保健係長の髙山と申します。どうぞよろしくお願いします。座って説明させ

ていただきます。  

 お手元の資料１－１になります。正面でも映させていただきますので、ご覧いただければ

と思います。  

 前回、９月１２日の母子保健部会で、地域保健推進協議会本体のほうの事務局から、平成

３１年３月２９日付で、令和元年１１月１日施行の船橋市地域保健推進協議会条例の改正に

ついてということで、改正理由と内容について報告がありました。それに伴って、地域保健
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推進協議会母子保健部会設置要綱を一部改正する必要が生じたところでございます。  

 この件に関しましては、本日の部会前に部会委員の皆様には、個別にこちらの要綱の一部

改正したことをご提示させていただいて、了承いただきましたので、令和２年１月１５日付

で要綱の一部改正を行いましたことをご報告させていただきます。  

 改正の主な内容としては、ご覧いただいているとおり、今まで協議会の委員と臨時委員で

構成していたものが、協議会の委員と専門委員という構成に変更になったというところと、

部会長の選出です。先ほど度会のほうから説明がありましたが、部会長の選出についても、

これまでは部会の委員の互選ということでありましたが、今後は、部会長は協議会の委員長

の指名ということで変更になっております。  

 それから、次のスライドです。部会長の代理ということで、副部会長がその職務を代理す

ることになっておりましたが、改正後は、部会長に事故があるときは、部会長が指名する者

がその職務を代理するということで変更になっております。  

 それから、一番大きな点として、議決権です。今までは、部会の議決を協議会の議決とす

ることが可能でしたが、今後は、部会の決定事項を協議会に報告して協議会が決定するとい

う流れに条例改正で変更になっておりますので、ご承知おきください。  

 以上でございます。  

 

〇山縣部会長  

 ありがとうございます。事務局よりご説明いただきましたが、何かご質問とかございます

でしょうか。よろしいでしょうか。  

 では、続きまして、２つ目の議題であります当部会の副部会長の選出となります。副部会

長につきまして、船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置要綱第６条第１項の規定によ

りまして、部会の委員の互選となっております。どなたか副部会長のご推薦をお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。  

 

〇山口委員  

 前期に引き続いて小口先生にお願いできたらと思いますけれども、いかがでしょうか。  

 

（拍手）  

 

〇山縣部会長  

 小口先生よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。  

 

（小口委員、副部会長席へ移動）  

 

〇山縣部会長  

 では、小口先生に引き続き副部会長ということで。  

 

〇小口副部会長  

 またやらせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

〇山縣部会長  
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 ありがとうございます。  

 では、３番目は今日の本題でありますが、「船橋市母子保健計画『すこやか親子ふなばし』

（案）について」、これにつきましては、これまで皆さんと十分に議論してきたもののまとめ

になります。  

 では、事務局から説明をお願いいたします。  

 

〇事務局（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。  

 説明は、資料２－１のパワーポイントと、本体の母子保健計画を使わせていただいてご説

明をしていきたいと思います。  

 まず、計画策定の経過というところで、去年、平成３０年度に第１回目を行わせていただ

きまして、そのときに、初めてなので、母子保健事業の実績や、船橋市の母子保健の状況な

どについてご説明させていただきました。その後、平成２７年から平成３１年度までの５か

年計画の評価などを行ってきております。  

 今年度に入りまして、前回までの課題のまとめ、母子保健計画の策定ということで、新し

い母子保健計画の骨子案について提示させていただきながら、皆様からご意見を頂いてきて

おります。  

 併せて、子育て世代包括支援センターの設置ということもありましたので、そちらの進捗

なども含めて母子保健部会で報告させていただいています。  

 前回の後に、１２月にパブリックコメントを行いまして、本日２月６日、母子保健計画の

最終案の提示という形になっております。  

 今後についてですが、本日こちらの部会が終わりましたら、船橋市地域保健推進協議会の

議決が必要となってきますので、そちらは書面決議をしていく予定になっております。３月

末に計画の公表ということで、４月に広報にも掲載する予定になっております。  

 では、パブリックコメントの状況を報告させていただきます。資料のほうは、計画そのも

のと概要版を作らせていただいておりまして、そちらを設置しました。実施期間としまして

は、令和元年１２月１５日から令和２年１月１４日ということで、１か月間行っています。  

 そちらの資料の設置場所としましては、地域保健課の窓口、４つの保健センターのほか、

児童ホームですとか、公民館出張所など、親子が立ち寄りやすい場所に６７か所配架させて

いただきました。  

 パブリックコメントの実施につきましては、「広報ふなばし」とホームページで、周知させ

ていただきました。結果ですけれども、計画の本体と概要版それぞれについて特にご意見は

ございませんでした。  

 次に、パブリックコメントではご意見は特に頂戴しなかったのですが、関係機関からこち

らのスライドに書いてありますご意見を頂戴しております。  

 計画の１０ページに、船橋市で行っている乳幼児健診の把握率（受診率）の比較というグ

ラフが載っているのですが、乳児健康診査３～６か月児と９～１１か月の受診率が、集団と

個別で行っております４か月の健康相談、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査に比較し

まして、把握率が低いということで、乳児の健康診査の受診率向上に向けても、「目標値を設

定して取り組んでいったほうがよいのではないか」という意見を頂戴しております。  

 今のも併せまして、前回の計画から変更した点についてご説明させていただきたいと思い

ます。  
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 まず、１つ目ですけれども、前回まで平成３０年の人口動態の値が出ていませんでしたの

で、そちらの値が空欄になっていました。３ページから７ページにあります婚姻率とか離婚

率、出生率の値は、平成３０年度は空欄になっておりましたが、そちらの値を追記させてい

ただいております。  

 次に、計画の８ページですけれども、上の表になります。「船橋市における妊娠・出産・子

育て期にわたる支援」の下のところに子育て世代包括支援センターと入っておりましたが、

こちらは愛称募集を行いまして、「ふなここ」という愛称が決まりましたので、愛称も入れた

ほうがよいのではないかというご意見を頂きまして、追記させていただいております。  

 次、３番目ですが、１２ページになります。「若年妊婦・高齢妊婦」ということで前回記載

させていただいておりましたが、「高齢妊婦」という記載をやめて、「３８歳以上の妊婦」と

いうことに変更させていただいております。  

 次に、１５ページから２０ページのところですが、計画の体系が載っております。表中の

指標について、「健やか親子２１（第２次）」と同じものに「★」印をつけておりましたが、

そちらを船橋市の計画ということで反対にしまして、国と同じものの「★」印を外して、船

橋市独自の指標に「＊」印をつけるような形で表記を変更させていただきました。より船橋

市の計画というところを強調したほうがよいのではないかというご意見から、そのように変

更させていただいています。  

 次、５番目です。２２ページと３０ページのところです。まず、２２ページは、関係機関

からご意見を頂いたというところで、上の表に４か月児と１歳６カ月児、３歳児の指標しか

載っておりませんでしたが、そこに３～６か月児、９～１１か月児の指標も挙げるようにし

ております。３０ページも同じような形で、健診の受診率を３～６か月児と９～１１か月児

を加えさせていただいております。  

 次に、一回戻って２５ページになります。こちらは基盤課題Ｂに関係するところになりま

す。まず、「市民を支える取り組み」の評価目標についてです。市が学校で実施する健康講座

の実施校数について、前回は８校にしていましたけれども、１０校に変更させていただきま

した。その下の、学校で健康課題として取り組んでいる割合ということで、食生活、生活習

慣、心の問題、性の問題などの最終目標、５年後の評価を１０％アップということに変更さ

せていただいております。  

 ７番目になります。こちらは今まで変更していたものに関係しますが、３４ページからは

「評価指標及び目標の一覧」で、乳幼児健康診査受診率の３～６か月児と９～１１か月児の

受診率を基盤課題Ａと重点課題②のところに追記しているという内容です。  

 ８番目としましては、先ほどの基盤課題Ｂに関係するところの指標を変えているというと

ころで、前回からの変更点は以上になります。  

 こちらのほうで最終案として計画を作らせていただいております。以上です。  

 

〇山縣部会長  

 どうもありがとうございます。今、スライドとお手元の計画案を基にしてご説明をいただ

きましたが、何か委員の皆様からご発言ございますでしょうか。  

 

〇山口委員  

 高齢妊婦を３８歳以上の妊婦と定義されたということですが、これは何か変わったんです

か。３８歳に変えたのは、何か決まりができたとか、根拠があってのことですか。  
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〇事務局（地域保健課副主査）  

 船橋市で妊娠届出書を出していただいているときに、３８歳以上の方の届出があったとき

に、支援対象にしているというところです。  

 

〇山口委員  

 一般的に言えば３５歳、定義としては古くさいと思いますけれども、３８歳に変えたのは

何か根拠があってのことなのでしょうか？という質問です。  

 

〇事務局（地域保健課副主査）  

 「高齢妊婦」という表現が気になる方もいらっしゃるかもしれないということで変更しま

した。  

 

〇山口委員  

 そうすると、「高齢妊婦」の定義というのは。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 定義は、先生がおっしゃるように３５歳以上というところ、それでいいのかというのはあ

ります。３５歳以上というのは変わらないのですが、もともと使っていたのは「高齢妊婦」

なんですけれども、「高齢妊婦」という表現が、市民の方にお見せするに当たって表現として

あまりよろしくないのではないかという意見がありまして、まず、「高齢妊婦」という言い方

はやめました。  

 ３８歳以上というのは、国の決まりとしては、３５歳以上というところはもちろん今も変

わらないのですが、妊娠届出を受ける現状として、３５歳以上を全部支援対象とするとかな

りの数になってしまいます。時代がというところもあるのかもしれませんが、かなりの数が

支援対象になってしまうという現実がありまして、船橋市独自で３８歳以上というところで

区切りをつけさせていただいて、３８歳以上の妊婦を支援対象とするというふうに船橋市独

自で決めさせていただいているので、指標として取れるところがここになってしまうという

ことがあって、「３８歳以上の妊婦」に変えさせていただいています。  

 

〇山口委員  

 一方で、若年妊婦は何歳以下という定義にするのですか。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 １０代です。  

 

〇山口委員  

 確かに「高齢妊婦」という言い方は好ましい表現ではないと思いますが、じゃあ３８歳以

上だったらいいのかという問題もあるので。  

 それから、今、うちの病院なんかで困るのが、外国の方がすごく増えているので、言葉が

通じなかったりとか習慣が違ったりということで、もっと広く支援が必要というふうな形。

例えば３２、３３歳だって困っている人は困っています。今の世の中、年齢で区切らなくて



－7－ 

 

もいいのではないかと思うんです。  

 

〇保健所長  

 まず、山口委員からの質問に対して答え切れていないのかなと思ったのが、３８歳を船橋

市でフォローしているということですけれども、何でそのフォローを３８歳以上にしたのか

というところを説明できなければ、質問にと答えていることにならないので、それを説明で

きますか。もし説明できないのだったら、表現をどうするかということを考えないといけな

くなるのかなと思います。  

 

〇事務局（地域保健課副主査）  

 実際にデータが取れているわけではないですけれども、妊婦さんが３８歳以上となります

と、ご両親の方とかも高齢というところもございますし、身体面でいろいろ心配な、妊娠経

過のところでリスクもちょっと多くなるだろうということから３８歳以上の方ということで

す。  

 

〇山口委員  

話の流れとしては理解できますが、３８歳の定義としてしまうと、従来の３５歳の定義とど

こが変わったのか、という点に答えられないと思います。それから、３８歳でも４０歳でも

初産の方、経産の方によっても話が違うので、ちょっとこの分け方は乱暴ではないかと思い

ます。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 単純にうちの市の内規というか市の基準として、私たちの支援の基準として３８歳以上と

いう捉えをしているので、そのままここに載せてしまったというのが正直なところではあり

ます。  

 もちろん３８歳以上の妊婦だけをフォローしているわけではなく、３５歳とか３２歳の方

でも支援が必要な方は支援対象になっているので、ここの表記を、山口委員がおっしゃった

ような、支援が必要な妊婦というようなくくりの大きい表現に。  

 

〇保健所長  

 先ほどあったように、まず３５歳をベースにしておいて、その上で、さらに年上に絞るの

であれば「必要と認めた」とか。そうしないと、３７歳だったら何で駄目なのということに

答えられないから。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 分かりました。そうしたら、ここを「妊娠届出時３５歳以上の妊婦」というような表現に

変更するのがよろしいでしょうか。  

 

〇山口委員  

 年齢を入れてしまうからこういうことになってしまうので、「家庭環境とか身体的な状況に

よって支援を必要とされる妊婦」というふうに漠然としたほうが。その中に括弧で若年妊娠

とか高齢妊娠とか合併症妊娠というふうに入れたほうが。もし具体的に入れたいのであれば
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の話ですが。つまり、問題になるのは、家庭環境とかその人の状況によって支援が必要な妊

婦さんに対して支援しましょうということで、年齢の線引きは必要ないのではないでしょう

か？  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 そうです。あくまでも支援が必要な妊産婦の例としてここの文章には載せています。  

 

〇山口委員  

 そうだとは思います。そうだとすると、一般的に線を引けることが納得されるようなこと

にしておかないと対応に困る場面ができるかもしれません。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 分かりました。ここの表現は変更するか、取ってしまうかということでよろしいでしょう

か。  

 

〇保健所長  

 そこはまた相談させていただく形で了解を。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 はい。  

 

〇山縣部会長  

 気持ちはよく分かって、「高齢妊婦」という言葉も使わないでほしいというのが女性の間で

増えてきて、そのためにこういう表現をしたと思うのです。私も３８歳と聞いたときに、逆

に違和感を感じるので、その辺りのところを上手に表現していただければと思います。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 分かりました。表現は考えたいと思います。  

 

〇山縣部会長  

 気持ちはよく分かります。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 

〇保健所長  

 今のところについては、事務局のほうで部会長と相談させていただいて、そこでまとめる

ということでよろしいでしょうか。  

 

〇山縣部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

  （各委員うなずく）  
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〇小口副部会長  

 １２ページの「２ 母子保健関する課題」というところは、今後の問題としてどういうふ

うに取り組んでいくかということで、非常に重要なところだと思います。  

 前のときに少しお話をしましたが、発達障害のあるお子さんたちに関しては、やはり避け

て通れない課題としてどんどん大きくなっていく問題だと思います。この中では、「育児に対

する不安を持つ親、育てにくさを感じる親に寄り添う支援」のところに通じてくるのかなと

思います。発達障害という言葉をある程度入れて、具体的には５歳児健診をどうやっていく

のか、どうするのかということにつながっていくかと思いますけれども、そこら辺も課題と

しては重要なところになってくるのではないかと思います。  

 あと、「評価指標及び目標の一覧」というところがあって、赤字と青字になっています。こ

れは単純に国の値より高い低いということで比較してあるのだろうと思いますが、高いほう

がよりよいものと低いほうがよいものと当然あるわけです。何となく赤がよくなくて青がよ

いのかどうなのかなというのがあるので、見る人がそこら辺をよく考えて読んでいただけれ

ばいいのですが、単純に色だけで判断すると、赤が悪くて青がよいのか、どっちなのかとい

うところが出てくるので、もう少し工夫して書いたほうがいいのかなと思いました。  

 

〇山縣部会長  

 ありがとうございます。重点課題①のところは国と基本的には同じようなものですけれど

も、国の場合は、ここに発達障害について知っている国民の割合というのがあって、発達障

害ということに関してはきちんと出しています。指標はもうこれでいくのだと思いますので、

もし可能だったら、どこかにそういうものが書き込むことができればとも思いますが、事務

局はいかがでしょうか。  

 

〇事務局（母子保健係長）  

 計画の２８ページが重点課題①のところになりますが、書き込むとしたら、ここの中に書

き込んでいくような形がよろしいかなと思いますが、いかがでしょうか。  

 

〇山縣部会長  

 そうですね。２８ページの「市民を支える取り組み（環境整備）」のところの枠の外にポチ

が６つあるんですけれども、その中に上手に、発達障害についての理解だとかそういうのを

１つ加えるのはいかがでしょうか。小口先生、そういう形でよろしいでしょうか。  

 

〇小口副部会長  

 はい。  

 

〇山縣部会長  

 ２点目の色の問題に関しては、高いのがよかったり低いのがよかったりするので、分かり

にくいのだと思いますので、よろしくお願いします。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 また後で少しコメントもいただければと思いますが、まずはこれを最終案として地域保健

推進協議会に報告するということでよろしいでしょうか。１つ、ペンディングになっている

ものがありますが、そこは部会長と事務局のほうで整理させていただくことにさせていただ
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きますが、取りあえずこれ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。  

 では、次に「子育て世代包括支援センターの開設について」、お願いいたします。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 お手元の資料３になります。ご覧いただいてよろしいでしょうか。  

 「子育て世代包括支援センターの開設について」ということで、ご報告させていただきま

す。  

 令和２年１月２２日（水曜日）に、子育て世代包括支援センターを開設いたしました。  

 愛称を市民に広く募集して、７０点の応募がありました。その中で、当市のほうで選考委

員会を開きまして、「ふなここ」に決定させていただきました。この「ふなここ」で応募され

た方は、市内で初めてのお子さんを育てていらっしゃるという方で、「船橋で子育てしている

人は、ここに来ればいいよ」という意味を込めましたということでございました。平仮名で

優しい感じ、かわいらしい感じということで、選考委員会から「ふなここ」でということで

したので、こちらを選ばせていただきました。  

 場所ですけれども、ここの大会議室を出てすぐのところの地域保健課内に、オープンカウ

ンターと、その奥にクローズになる個室をご用意いたしております。それと、専用の電話回

線を引きまして、電話相談にも対応できるようにしております。  

 対象としては、妊娠中の人から、１８歳までのお子さんとその保護者としております。  

 ２枚目、裏側になりますけれども、受付時間が午前１０時から午後４時。それから、相談

方法としては、今お話ししましたように相談専用のダイヤルを設置しておりますので電話と、

直接来所で面接。予約不要で受け付けております。  

 職員体制ですけれども、今、保健師２名と助産師１名、臨床心理士１名で対応していると

ころでございます。今後、相談の実績や実情に応じまして、職員のほうは充実させていきた

いと考えているところです。  

 相談状況は、開設初日から、面接でも電話でも、市民の方からご相談をお受けしておりま

す。あとは医療機関とか関係機関、学校からのご相談も入ってきているところです。１日当

たり４～５件のご相談をお受けしているような状況です。  

 当初は、乳幼児中心でご相談が入るのかなと予想してのですが、小学生のお子さんの保護

者からもご相談が入ったり、学校の校長先生から連携のご相談が入ったりというところで、

予想よりも大きいお子さんのご相談が入っているという印象を受けております。  

 今後ですが、子育て世代包括支援センターの開設記念事業という、ちょっと仰々しい感じ

ですけれども、子育て講座を２月２７日に開催する予定で、今、参加者の募集をかけている

ところです。  

 もう一点は、妊婦健診の受診状況は今まで把握ができていなかったところもありまして、

こちらで積極的に把握して、妊婦さんに対してもアプローチの強化を図っていきたいと考え

ているところです。  

 以上でございます。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 子育て世代包括支援センターは、母子保健法が変わって全部自治体でつくるということに
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なって、船橋市も開設されたということでありますが、これに関しまして、何かご意見とか

ありますでしょうか。  

 

○加藤委員  

 開設されて、１日４～５件の相談が入ってきて、小学生の保護者からの問合せという話が

ありました。小口先生も言われていましたが、発達障害が目立つというか、家族としても理

解されるのが小学校に上がってからの初級の部分で、そこを専門的に包括支援センターです

るということであれば、臨床心理士も実際にテストとかをこういったところでやっていく予

定なのでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 今、配属されている臨床心理士は、ここに配属される前に、相談員として高校生とか中学

生の不登校の対応をされていたこと、それから、高校のほうでスクールカウンセラーとして

集団が苦手なお子さんの対応をされていたり、あとは先生自身のご相談に応じていたりとい

う、経験を積んできた心理士が今回配属されています。必要に応じて個室もありますので、

テストも実際にできる心理士ですが、子育て世代包括支援センターではテストは行っていま

せん。ただ、子育て相談というのが当課の事業として別にございまして、そちらはテストを

しておりますので、就学前の児であればそちらにつなぐことは可能です。そういったことで

対応していきたいと考えています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょう。  

 

○今井委員  

 三山中学校養護教諭の今井です。よろしくお願いします。  

 この「ふなここ」ですけれども、学校のほうにはこういうリーフレットで届いています。

皆さんもご覧になりましたか。  

 昨日も養護教諭会の船橋会の中で少し説明いただいたのが、このリーフレットは小学校に

全部お配りになって、学校を全て訪問されたとお伺いしております。先ほど、校長のほうか

らも電話があったということでした。対象者が、妊娠中の方と、１８歳までのお子さんとそ

の保護者となっておりますが、学校職員から連携をしたいということで直接お電話をしても

よろしいのでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 もちろんです。支援の対象者を、妊娠中の方とか、１８歳までのお子さんとその保護者と

いうことでしておりまして、支援が必要なお子さんがもしもいらっしゃいましたら、こちら

にご連絡をいただければ、一緒に支援の方法について考えていくことはできると思います。  

 

○今井委員  

 ありがとうございます。  

 併せて、ちょっと緊急だったり、命に関わったり、いろいろな場面があると思いますが、

知り得た情報から、この学校のこの児童のことだなとなったときに、その情報というのは今
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後、学校に少しは入ってくるものなのでしょうか。  

 ここの「ふなここ」もありますが、総合教育センターだったり様々な部分で学校は携わっ

ております。情報を共有・連携と役割のところに書かれていますが、そういうところの見通

しを教えていただければと思います。もしよければ、学校職員も一緒に連携しながらお世話

になりたいなと思っておりますので、詳しいところをお話しいただければと思います。よろ

しくお願いします。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 例えば、こちらが先に把握したお子さんで、そのお子さんがどこどこ小学校のお子さんと

いった場合に、小学校と情報を共有することがあるかというご質問でよろしいでしょうか。  

 それについては、保護者の同意という問題も出てくると思います。ただ、「ふなここ」だけ

で抱えるのではなくて、関わっている機関、学校、医療機関であるとかほかの機関も含めて

連絡調整やマネジメントすることが、「ふなここ」の大きな役割でもございます。小学校のお

子さんあるいは中学校のお子さんに関してであれば、もちろん学校生活はすごく大きな部分

にもなりますので、連携させていただきたいと思っております。  

 

○山縣部会長  

 どうぞ。  

 

○二宮委員  

 「ホームスタート  しゅっぽっぽ」をやっている二宮と申します。  

 私の場合、乳幼児の視点になってしまいますが、「ふなここ」の開設は「広報ふなばし」１

月１５日号に出ていました。若い方は多分あまり見ないと思うんです。すぐ使わなくてもこ

ういうものがあるのを知ることはとても大事なので、なるべくたくさんのお母さんにリーチ

してほしいのです。  

 ゆうべ、「ふなここ」で検索したら、１ページ目は市役所の硬い文章。文字ばかりのものが

出てきて、２ページ目に「Ｍａｍａｃｈｉ」とか「ＭｙＦｕｎａ．ｎｅｔ」みたいなちょっ

と柔らかいもの。お母さん向けに写真なんかも出ていて、髙山さんたちのにこにこした顔が

写っているんです。ああいうのを見たら、今行かなくても、いつか行こうかなと思うと思い

ます。  

 あと、地域情報紙「船橋よみうり」とか、公明党の女性議員のブログとかが上がってきま

すが、どんな手段でもいいから、あるよというのをぜひ広めていただいて、すぐ使わなくて

も、「ひょっとしたら、何かあったらあそこに行けばいい」というハブになってほしいです。

「ふなここ」で何もかも全部は無理だと思うので、横に連携していって、それが小学校であ

れ、中学校であれ、保育園であれ、そういう役割をぜひやっていっていただきたいなと思い

ました。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 「ふなここ」がオープンしてから、メディアも含めていろいろな取材がありまして、そう

いったところにもご協力いただきながら、先ほど今井委員からご提示のあったピンクのチラ

シも含めて、周知活動を今一生懸命努力しているところです。こういう媒体もあるよとか、

ご意見がありましたらどんどんお知らせいただいて、なるべく広く周知に努めたいと思って
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おります。ご意見ありがとうございました。  

 

○山口委員  

 妊娠届出のときに、保健師さんたちが様々な困難を抱える妊婦さんのフォローを積極的に

してくれています。子の保健師さんたちが、フォローの必要と判断した妊婦さんたちと、「ふ

なここ」との連携はどうなるのでしょう？「ふなここ」のほうは、何か問題があった人が自

分から来るというパターンですよね。でも、実際に妊婦さんとかかわっていると社会的リス

クを抱えている妊婦さんは従来考えられていた以上に多い、ということがわかってきていま

す。保健師さんたちは、そのようなリスクを持つ妊婦さんをある程度は妊娠届の段階で把握

できているわけですね。妊娠初期に把握された問題が妊娠中に簡単に解決するわけではない

ので、妊娠初期の段階での保健師さんたちのかかわりと「ふなここ」が直接連携をとれるシ

ステムができると良いと思います。もちろん困った妊婦さんに対する相談窓口は「必要です

が。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 来所する方とか電話をかけてくる方というのは、もちろん問題の大小はいろいろあります

けれども、困ってご連絡を頂くというパターンですが、子育て世代包括支援センター自体は

ポピュレーションアプローチが基本です。  

 妊娠届出書のところで、今、各保健センターや市役所の母子健康手帳の交付コーナー、駅

前のビルの「フェイス」で、保健師や助産師が妊婦全数面接を実施しておりまして、ほぼ１

００％面接できているところです。そこでアンケートもとっているので、支援が必要な妊婦

さんに関しては支援が開始されています。各窓口で把握した情報は「ふなここ」でも共有で

きるようになっているので、「ふなここ」でももちろん把握していきます。  

 あとは、妊婦健診も、今は受診券で１４回分費用助成しているところですが、今までは費

用助成というお金の支払いに関して使われていて、受診状況の有無については正直把握でき

ていませんでした。システムも妊婦健診の受診状況について全数把握できるような形に改修

しまして、「ふなここ」で把握して、中断しているとか、あるいは受診券をもらったまま受け

ていないとか、そういったリスクがあると思われる妊婦さんに対しては、今後こちらからの

アプローチを考えているところです。  

 

○山縣部会長  

 よろしいでしょうか。ほかには、いかがでしょう。  

 この子育て世代包括支援センターに関しましては、今後これをどう活用していくかという

ことだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 少し時間がまだありますので、１年半にわたりまして、母子保健計画「すこやか親子ふな

ばし」を皆さんと一緒に作ってきて、これが承認されれば実施ということになるわけです。

さらには、一つの懸案課題でありました子育て世代包括支援センターが開設し、それが動き

出しています。  

 まだご発言のない方を中心に、こういったものに関して期待することとか、これから自分

たちの領域でやっていくこととか、何かございましたらご発言を頂ければと思います。  

 二宮委員からいかがでしょうか。もしございましたらお願いします。  
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○二宮委員  

 やはり強く思うのは、新しい包括支援センターには、ぜひソーシャルワーク的な分野を強

化していただきたいということです。  

 

○青木委員  

 児童相談所の青木と申します。  

 児童相談所内では広域で調整をしているんですけれども、各地域のサービスというのに対

してとても疎いところがあります。実際に子どもの支援をしたいといったときに、地域のサ

ービスのコーディネートをしてくださる方がどれだけ地元に、その子たちの家庭の近くにい

るかということは、そのご家庭の強みにつながると日頃から思っておりました。こういう機

会に参加させていただいてとても勉強になりましたし、これからも心強く思っておりますの

で、また一緒にやっていけたらと思っております。ありがとうございました。  

 

○田中委員  

 子育て世代包括支援センターという、包括というお名前がついていますので、先ほど二宮

委員もおっしゃっていましたけれども、いろいろな意味でここがハブ機能を持ってくれれば

と思います。  

 今、船橋市は、ことばの相談室であったり、発達相談センターであったり、いろいろなも

のがありますが、どこへ行くというのはなかなか判断しにくい。冊子は出ていますけれども、

ご存じない保護者の方もたくさんいらして、我々のほうで、「もしご心配なら、ことばの相談

室はどうですか」とか「発達相談センターはどうですか」とか、そういうお話をさせていた

だくことはあります。ですので、「まず、包括支援センターに行ってご相談されたらいかがで

すか」と我々が言えるような組織になって、大きくなっていただくとうれしいなと。  

 あとは、先ほど今井委員がおっしゃっていましたけれども、情報の共有という部分です。

オフィシャルな情報の共有は、今、小学校と幼稚園・保育園は非常に連携が深まってきてお

ります。日常の例えば職員同士の交流とか、園長・校長との交流、あとは、新入生が４月に

学校に入るという時期が近づくと、お互いに話し合う場を持って、こうこう、こうです、と

話ができるような状況が自然と今出来上がっております。  

 個人情報の提供ということではなく、共有ということでお互いに理解し合って、子どもた

ち、そして保護者が、小学校に行ってもつまずかないで快適に過ごせるようにという意味合

いでそういうことをやっております。そういう意味で、いろいろな情報共有ができる組織で

あっていただけると、それがひいては子どもたち、また保護者のためになるかなと思います

ので、ぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。  

 

○染谷委員  

 民生委員は地域を歩いていますので、周知活動で「あるよ」という話をお母さんたちにし

て歩こうかということもこの前、話合いをしました。民生委員の会議で、「包括支援センター

といったら、年寄りのことばかりあるじゃないか」と、うちの会長さんたちは皆言っていた

んですが、子どもさんのことも周知して私たちは頑張りましょうという話をしました。つな

ぐ一番身近にいるものですから、ピンクのいいチラシもあるし、いろいろな保健所の活動も

あるので、つないでいきたいと思っています。  

 今、先生が言われたように、どこからどこまでが発達障害なのと。昔、発達障害ってこん
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なにあったっけというくらい、発達障害と言われるものが増えたような気がします。そこの

支援を、何でもないんじゃないのとか、えっと思うようなところでも、やっぱりそうだった

のかと、地域を見ていていろいろと思うことがあります。そういうことに気がついて早めに

察知した部分をつないでいく活動に努めたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 

○佐藤委員  

 助産師をしております佐藤です。  

 子育て世代包括支援センターの中で、妊娠期における妊婦健診に着目して活動しようとし

ているということでは、リスクの低減が図られるということでとても期待しているところで

す。  

 船橋市の中でも事業が変化していくようなので、妊婦さんの母親教室の部分がこれからど

うなっていくか、私たち助産師会のほうでは注目している状況です。今まであった母親教室

がなくなってしまうことに危機感を持っているというか、今までやっていたものをどこで代

償してくれるのかというところが私たち助産師の不安として残っています。病院の母親教室

を利用したり、両親学級ですか、そちらをどうやって広報していくのかというところもあり

ますので、ぜひ頑張っていただきたいと。よろしくお願いいたします。  

 

○馬場委員  

 栄養士会の馬場と言います。よろしくお願いいたします。  

 資料３の「今後の展開」のところに、「親子の絆をはぐくむ子育て講座」というのがありま

すが、これをぱっと見たときに、私たちは、母子というところに着眼して障害者が行ったと

かとなりますが、一般の方がこれを聞いたときには、健常児の子育ての講演みたいな感じで

受け取る面があります。子育て世代包括支援と銘打っているセンターですので、ぜひ幅広く、

一般の方がどこでも聞ける研修会ではなくて、特殊な、障害者がなかなか聞くことのできな

い、子どもにどう携わっていいかと悩んでいるようなことを具体的に話してくれる先生がも

し見つかれば、そういう講演はきっと障害者の親子で頑張っている方たちにはすごくいいの

だろうなと思いましたので、お話しさせていただきました。  

 

○今井委員  

 「ふなここ」をご紹介するに当たって、子育てしづらいという保護者の方が学校でも結構

いらっしゃいます。不登校になってしまったり、登校渋りになったり、遅刻が増えたりとい

うところで、いろいろなところをご紹介はするんですが、やはり敷居が高くてなかなか相談

できないとか、出向けないという保護者が多いですので、「ふなここ」の開設は、まずご相談

されてはいかがでしょうかという第一歩になっていくのかなということで、校長会含め、養

護教諭会、そして全職員に周知してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。  

 あと、もう１点、市民を支える取り組み（環境整備）で、学童期と思春期を対象とした健

康講座のところが、前回までは回数になっていたのですが、アンケートを取りましたら、開

設の「校」になりました。今のところ３校ですので、５年後は１０校に増やしていきましょ

うということが出ております。私たちのほうで積極的にお勧めをしてよろしいですか。やり

たいと思っている方はいるんですけれども、どのように、どこを手がかりにというところも

あります。あと、学校の現状としてやりたくてもやれなくてお断りをしている。ほかの分野
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で今回はやることになっている学校もあります。少しでもこの講座が増えるように私たち養

護教諭部会のほうでも PR していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○山口委員  

 先ほど、妊婦健診の公費件の使用枚数を把握していただけるという話がありました。そう

すると、妊婦健診の未受診妊婦の把握につながると思います。我々のほうでは、自分の施設

にその妊婦さんが受診していないことまでは把握できますが、ほかに行っているかどうかと

いうのが分からないのと、こちらも「来てください」と言うとお金をもらうような話になっ

てしまうので、行政のほうから言ってもらったほうがいいかなということです。それはよろ

しくお願いします。  

 

○加藤委員  

 母子保健に関する課題で最初に少し問題として盛り上がったところですけれども、僕がＮ

ＩＣＵでいろいろと患者さんを診ていますと、少子化といったところで出生数は少なくなっ

ていますけれども、ＮＩＣＵに入院してくるお子さんは全然数が変わっていなくて逆に増え

ているような状況で、ハイリスクな人が多くなってきたといったところです。  

 鑑みると、いろいろな合併症とか、妊娠自体の問題で早産になるお子さんも多いですし、

あとは、多胎といったところで双子とか三つ子も増えてきています。そういったところも把

握していかないといけないのと、片方の親が海外の人とか、両親とも海外の人という患者さ

んのお子さんもかなり多く、そういったところも把握して診ていかないといけないところで

す。  

 あと、４月ぐらいになると、船橋というのは比較的転勤の人たちが多くて、出ていく人も

そうですし入ってくる人もそうですけれども、入り口のところ、市役所だと思うんですが、

こういった情報がしっかり伝えられるようにできればいいのかなと。やはり情報の共有とか

周知が重要というところで頑張っていただきたいと思います。  

 

○谷委員  

 歯科というのは、基本的に予防が今はもう成立していますので、そういうことをみんなが

思って、むし歯になって、入れ歯になってと皆さん思っているかもしれませんけれども、む

し歯にもなりませんし、入れ歯にもなりませんし、子どもは治療するのは大変です。治療よ

りも前の予防のほうが僕たちもずっと楽ですので、予防ができるということを伝えてもらっ

て、早く歯科医院を受診してもらえるといいかなというのが一番です。今こうやって話して

いても、ここの歯が痛くてと思われている方もいるかもしれませんけれども、痛くなる前に

治せるものですので、必ずそういう意識を持って皆さんに伝達してもらえればいいかなと思

います。  

 むし歯というのは、一度なったらもう治らないんですね。失礼ですけれども、手が折れて

も治りますけれども、歯が折れたら基本的には治らないんです。義歯を入れたり、要は違っ

たものを入れるわけですので、元通りには治らないものなので、まずは、折れないようにで

はないですけれども、むし歯にならないようにするのが一番だと思います。皆さんの意識が

高まって文化レベルになると、ここに歯科と書いてありますけれども、なくなるのが一番い

いのかなと思います。  

 ヨーロッパではそういう国も多々出てきていますので、むし歯になんかならない。なった
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ら、逆に、何をやっていたのと。悪いことをしたということしか本当はないので。やるべき

ことをやればならないと思います。そこを皆さんで意識してもらうだけでも十分だと思いま

す。  

 あと、学校のフッ素は頑張ってやりたいと思います。  

 

○小口副部会長  

 子どもの多いまちは活気があって、すばらしく輝いたまちに見えます。ご老人ばかりにな

ったところは、こう言っては悪いんですが、近くのスーパーに行っても売っている物が違い

ます。そういう活気のないところになっていくと、若い人たちが住んでくれるかといったら

住もうとは思わなくなってくる。ですから、とにかく子どもたちを多いまちにするというこ

とは、今後の船橋にとって非常に重要なことだろうと思います。  

 出生数が５，０００を切ってしまいましたので、何とか５，０００に戻したい。５，００

０ぐらいをずっと維持していきたい。そういうことができれば、かなり明るい船橋の未来が

開けてくるのではないかと思います。そのためには、船橋で子育てするのは非常にやりやす

い、あるいはいろいろ充実しているというところをアピールするのも大事でしょうし、あと

は教育が僕は大事ではないかと思います。  

 ＤＯＨａＤの話が前に出ました。性教育、健康教育のところで学校にも関係してくると思

いますけれども、今の日本の現状と、仕事をする・しないということにも関わってくるので

なかなか難しい問題かもしれませんが、ある程度若い年齢で出産をしていただきたい。その

ほうがいろいろな面で問題が少ないということを理解してもらうこと。妊娠・結婚する前の

段階から健康状態をよくしておくのはすごく大事だということを理解して大人になってもら

うことは、すごく大事なのではないかと思っています。  

 市が挙げられる学校の健康教育も結構だと思いますが、最近はがん教育というのを文科省

は一生懸命やるようになってきました。この間、県の医師会の講演会を聞きまして、来られ

た先生の話に感動しました。がん教育も一つの取っかかりかなと思いますが、我々みたいな

医療関係者が話をするのと一般の先生方が話をするのでは、受け取り方がちょっと違うので

はないかと思います。  

 今のところ、医師会ではそんなに取組をしているわけではありませんが、松戸市なんかは

出前授業をやっています。そういうものも今後考えていって、要するにシナリオを作ってお

けば、学校医が行って自分の体験を少し織り込んだ話をして、この年齢だったらこういうこ

とをぜひやってほしいというような話をする。そういうことをやっていくと、徐々にそれを

理解した大人が増えてきて、よい方向に行ってくれればなと思います。地道にやっていかな

いと付け焼き刃でやってもなかなか難しい問題がありますから、やれることを少しずつやっ

ていくことがやはり必要なのかなと考えています。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 様々なご意見を頂きまして、母子保健計画「すこやか親子ふなばし」ができましたので、

今のご意見を基にしながら、行政とそれぞれのステークホルダーの団体の皆さんと一緒にこ

れを推進していくことになろうかと思っております。  

 もう一つ、議題としては今後のことがございますので、お願いします。  
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○事務局（母子保健係長）  

 今後の母子保健部会のスケジュールについて、ざっくりですけれども、見通しをつけると

いうことでご説明させていただきたいと思います。  

 今年度の３回目が終了しまして、計画のほうが令和２年４月１日から開始ということにな

ります。この計画の間は、計画の指標等の進捗の確認と、市で展開しております母子保健事

業の評価ということで、年１回、部会を開催させていただきまして、進捗確認と評価をして

いきたいと考えております。  

 計画のほうが５か年計画になりますので、令和５年に計画の評価をする。令和６年に計画

策定をして新しい計画を作るということで、令和５年と令和６年は、今年度と同様に部会の

開催を３回ずつ予定しております。  

 計画の進捗管理と評価につきましては、ご覧いただいているツールを利用して評価してい

くことを考えております。  

 「調査後に設定」というものが指標のところに出ています。その項目については、来年度

以降、幼児健診の問診票のほうに質問を追加したり、新規事業の実績を集計したり、あるい

はアンケートを実施したりということで、新たにデータ収集を行いまして、ベースラインと

最終年の目標値の設定を今後行っていく予定でございますので、ご了承いただければと思い

ます。  

 以上でございます。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。来年からは１回ずつということであります。  

 今、最後にありましたが、ＰＤＣＡサイクルをいかにきちんと回していくかということが

次の大きな課題の一つでもありますので、そういう意味では、目標値に関してのモニターと

それに対しての評価を今後していくことになろうかと思います。  

 私も最後に一言。  

 計画そのものはよく練られて、国の「健やか親子２１」に準じた形で良いものができたと

思っております。「健やか親子２１」に関しては、昨年、国のほうの中間評価が終わりまして、

大体のことはうまくいっているけれども課題がいくつかあると。その中の一つとして、子育

ての形態が少しずつ変わってきて、例えば父親の育児の問題。父親がどういうふうに関わる

か、それをどうサポートしていくかといったことなども大きな課題として挙げられます。そ

れから、スマホなどのＩＣＴと子どもの健康に関しては、なかなか指標の中に入れることが

できなかったけれども、本当に大きな課題であるといったようなことも含めて、今後、子ど

もの問題については検討していくことになっております。  

 子育て世代包括支援センターの「ふなここ」については、私は非常に感銘を受けました。

といいますのも、多くのところが妊娠中と就学前までの子育てを想定してやっていますが、

ここは１８歳までで、しかも実際に学校関係者の皆さんが相談に行けるような場になってい

るのは本当にすばらしいことです。  

 実は、小中学生の保護者、先生が、どこに相談に行ったらいいのか分からなかったんだと

私は思っています。これまでは学校の中で完結していかなければいけないということがあっ

たけれども、そうではなくなってきたときに、本当にそれをきちんと相談でき、サポートし、

というところができたというのは、すばらしいというふうに思います。  

 成育基本法が昨年の１２月から施行されて、来週、ちょうど１週間後に第１回目の成育医
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療等協議会という国の基本方針を決めていく会議が始まります。成育時期というのはまさに

未成年まで全部入ってくるわけですから、そういう意味では、この「ふなここ」の位置づけ

というのは、恐らくこれから全国的にすごくいいモデルになると思います。ここまでのこと

を想定した子育て世代包括支援センターは実はあまりないんです。ぜひここでの実績を発信

していただいて、最も大きい中核市の一つとして全体をリードしていっていただければと期

待しています。  

 一方で、去年の４月に山梨県の甲府市が中核市になりましたが、２０万人を切るような最

も小さい中核市でありまして、そういうところのやり方とその３倍くらいある地域とのやり

方も含めて、ぜひ教えていただきたいと思いますし、田中委員から出ました、「ふなここ」が

一つのハブ機能として、みんなそこに行きながら、それぞれの専門家、ステークホルダーの

ところにつながっていく。また戻ってくるといったようなことがぜひできればと思っており

ます。  

 今日は少し早く終わりますが、皆さん、どうもありがとうございました。では、これで議

事のほうは終わらせていただきたいと思います。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 部会長には議事の進行をありがとうございました。また、委員の皆様にはいろいろと貴重

なご意見を頂きまして、本当にありがとうございます。  

 なお、本日の検討会議の議事内容につきましては、ご承知のように議事録についても公開

となります。ホームページへの掲載前に皆様にはご確認させていただくようにいたしますの

で、お忙しいとは存じますが、対応のほうをよろしくお願いいたします。  

 なお、次回は、令和２年度になりますが、８月６日の開催を予定しております。開催日に

合わせて通知を送らせていただきますので、ぜひご出席のほうをお願いいたします。  

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第３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。お疲れさまでした。ありがとうございます。  


