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京都市子ども・子育て会議 母子保健・思春期保健部会（第１回） 

会議録 

日 時 平成２５年２月１４日（金）９：３０～１１：３０ 

場 所 中京区役所４階第１会議室 

出席者 

委員 
井上直樹委員，大西沙織委員，河嶋喜矩子委員，白井敞子委員，富樫

一貴委員，中西拓委員，樋口文昭委員，丸橋泰子委員  

特別委員 
北島則子委員，木村美枝子委員，栗本嘉子委員(10：45 分退席)，中

川淑子委員，葉山義則委員，三上由美委員 

欠席者 
委員 升光泰雄委員 

特別委員 平田義委員，藤田克寿委員 

次 第 

１ 母子保健・思春期保健部会の位置づけ及び役割について（報告） 

２ 母子保健・思春期に関する意識調査について（報告） 

３ 地域子ども・子育て支援事業（乳児家庭全戸訪問事業）（妊婦健

康診査）の量の見込にについて（審議） 
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＜議題・報告＞ 

○吉山担当課長 

 「京都市子ども・子育て会議条例」第６条第３項におきまして，京都市子ども・子育て

会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができないこととされておりま

すが，本日は，委員１７名中１４名の方の御出席をいただいておりますので，会議が成立

していることを御報告申し上げます。 

 ここからの議事進行につきましては，河嶋部会長にお願いしたいと存じます。河嶋部会

長，よろしくお願いいたします。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，お手元の次第に沿って，順次，事務局から説明していただきたいと思います。 

まず初めに，母子保健・思春期保健部会の位置づけ及び役割，今後のスケジュールについ

て事務局から御説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，この母子保健・思春期保健部会の位置付け及び役割等についてご説明させて

いただきます。 

 資料１－２，資料１－３，資料１－４，資料１－５，資料１－６を用いて説明。 

 

○河嶋部会長 

 ただいまの説明について，御質問等はございませんでしょうか。資料の方は， 

資料１－２～１－６ございますが，いかがでしょうか。 

 それでは，母子保健・思春期保健部会における調査審議事項等について，事務局から説

明があった方針やスケジュールに沿って，今後，作業を進めていくこととしたいと思いま

す。ご了解いただけましたでしょうか。 

 それでは続きまして，本日の 2 つ目の報告事項「母子保健・思春期保健に関する意識調

査」の結果報告に移りたいと思います。この「母子保健に関する意識調査」と「思春期保

健に関する意識調査」は，昨年の 8 月から 9 月にかけて実施された調査でございます。実

施にあたりましては，委員からも調査内容について意見を頂いたものであります。母子保

健，思春期保健の調査それぞれに，結果報告と質疑応答，意見交換の時間を設けていきま

す。では，事務局から結果の報告をお願いいたします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，次の報告事項であります，「母子保健に関する意識調査」についてご報告させ

ていただきます。資料２－１「京都市母子保健に関する意識調査 結果報告書」概要版に

ついて説明。 
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○河嶋部会長 

 それでは，ただいまの報告内容について，ご質問ご意見はありませんでしょうか。 

 

○北島委員 

 ６頁の妊婦受診券の利用について母数はどう考えられているのか，また妊婦受診券の利

用は２０～２４歳で低いということですが，この要因についてどのように分析されておら

れるのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○吉山担当課長 

 こちらの設問は，複数回答設問でございます。現在こちらの妊婦健康受診券綴は，毎年

１万２千冊ほど発行しているものです。利用率については，１冊につき１４回の受診券が

ついているものになりますが，なるべく早く取りに来ていただきたいと思っておりますが，

中にはその時期に取りに来ていただけない，また早産等で最後までお使いいただけないよ

うな事例もあり，そういう事柄が反映されているのではないかと考えております。 

 

○北島委員 

 京都市の新生児等訪問指導事業は，母子保健法に基づく新生児等訪問と児童福祉法に基

づくこんにちは赤ちゃん事業を兼ねて実施されておられると思いますが，京都市の場合は

保健師・助産師の専門職の方が訪問され，１００％に近い形で把握されている事がうかが

え，非常に喜ばしい事だと思いますが，これを実際に実施されて何か課題みたいなものが

見えているかどうか教えていただきたい。 

 

○吉山担当課長 

 京都市では，おっしゃられたとおり保健師・助産師・看護師等専門的な技術を持つ職種

に訪問していただいて家庭訪問の目標は，１００％にしております。その中で育児支援が

必要な方の支援をさせていただいておりますが，なかなかご連絡が取れない方，連絡が取

れないまま転居してしまう方，訪問を拒否する方など中にはございます。私どもとしては，

全ての方に訪問しお子様のお顔を拝見し育児支援をしていきたいと考えており，そういっ

た部分が課題だと思います。ですが，他都市と比べて家庭訪問の実施率は，非常に高いも

のだと考えております。 

 

○河嶋部会長 

 よろしいでしょうか。では，続きまして思春期に関する意識調査」の調査報告について

報告をお願いいたします。 

 

 



4 

 

○吉山担当課長 

 資料２－２「京都市思春期に関する意識調査」概要版について説明。 

 

○河嶋部会長 

 思春期に関する意識調査ということですが，皆様の思春期の時の意識とはどうでしょう

か。それでは，ただいまの報告内容について，ご質問ご意見はありませんでしょうか。 

 

○富樫委員 

 調査人数について５，０００人中１，０００人少しということですか。 

 

○吉山担当課長 

 有効回答数は１，１５０人でございます。 

 

○富樫委員 

 乱用される危険のある薬物に関するところですが，図でみると「絶対使うべきではない

し，許されることではない」と回答する方が多くこれが当たり前のように見えますが，そ

の回答が８２％～８３％くらいということは，１８％を人数にすると１８０人は，「別に反

対しない，本人の考えに任せればいい」と答えているという考えでよろしいということで

すか。図でみると意識がしっかり向上しているように見えるが，人数に換算すると１８０

人くらいは，そのように考えているということになりますが。 

 

○吉山担当課長 

 この乱用される危険のある薬物に関しては，やはり非常に重大な事だと思っております。

学校教育の中などで情報教育等おこなっていると聞いておりますが，現代ではインターネ

ット等で簡単に情報に触れたり手軽に困難なく手に入る状況もございますので，我々とし

ても保健センターと京都府と協力しながら薬物に関しての情報を周知をしているところで

す。学校教育でも実施していると聞いています。しかし，この結果は，おっしゃられる通

りです。 

 

○栗本委員 

 １６頁の悩みや心の状態について見ていた時に感じた事ですが，他の設問は，１３歳～

１９歳の大体年齢別になっていますが，5番の項目（１）については，特に年齢別といった

ことで区切られていないが何か意味があるのでしょうか。 
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○吉山担当課長 

 特に意味はございません。本日は持ち合わせておりませんが詳細については，集計して

おります。 

 

○栗本委員 

 中高生と関わっているものとしては，この部分は個々の年齢で感じていることを集計し

た非常に重要な部分であり，もっと知りたいところである。 

 

○吉山担当課長 

 この部分について，詳細をまとめて委員の方に郵送するようにいたします。 

 

○井上委員 

 スマイルママ・ホッと事業を予算化して進めていくという事ですが，よければ詳しく教

えていただきたい。 

 

○吉山担当課長 

 平成２６年度予算に計上している新規事業で，産後すぐの方は健康状態が不安定である

という事，また最近は退院が４，５日と最近短くなってきております。この期間はお母さ

んにとっては非常に重要な時期で，例えば，授乳の方法，お風呂の入れ方，おへその手当

などを学ぶといったところと，母体の健康回復といったところを支援するものです。産後

１か月ほどをめどに，支援者が得られにくい方や健康状態などを考慮して，通所または，

宿泊といった形で支援できないかと考えております。医療機関や助産院に協力をお願いし

て実施を考えこの度，２月市会に予算案として計上しております。 

 

○木村委員 

 ６頁のところの妊娠中に知っている又は利用した施設やサービスのところですが，妊婦

健康診査受診券が８５．７％と，非常に高いと考える。そこで，初妊婦等を対象とした家

庭訪問の充実を目標に実施されているとのことですが，現在の実施率及び就業されている

方にどのように対応されているか教えていただきたい。 

 

○吉山担当課長 

 最近は就業されている方が大変増えているので妊娠中にお会いすることが難しい事もあ

るが，産前休暇に入られてからお会いするようにしています。出産前にお会いし関係を構

築することはその後の支援においても大事であると感じています。訪問については，対象

者を初妊婦や支援が必要な妊婦やその他希望される方などとしているが，６０％以上の訪

問はさせていただいています。日程調整がうまくいかない事や転居などによりなかなかう
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まく訪問出来ない事もあるのでそのあたりをまた分析していきたいと考えます。 

 

○木村委員  

 この事業の対象となる妊産婦支援というのはこれから親になるための大切な時期であ

り，非常に大切な支援だと考えています。 

 食事そのものが足りていないうえに就業されており，料理などでうまく栄養がとれてな

い方などはサプリメントで栄養をとるという認識の方がいる。働かれている妊婦さんやお

母さんに対しての教育の必要性を感じています。 

 

○中川委員  

 プレママ訪問は最初敬遠されるが，実際に妊娠中にお会いすると出産後のこんにちは赤

ちゃん事業で訪問した時には信頼関係も出来ており，非常に喜ばれ，うまくいきます。し

かし，その後１歳６カ月健診などになると，また就業されて疎遠になるので保育園や幼稚

園等との横の連携を取れるようにしていただきたいと思います。個人情報保護などの観点

から難しいと思うが，そうでないと切れ目ない支援は難しいので次期プランへ反映させて

いただきたいと思います。 

 

○河嶋部会長 

 貴重なご意見ありがとうございました。時間の関係もございますので次の議題へ進ませ

いただきたいと思います。まだご意見などある場合は，質問票などでご連絡いただければ

と思います。 

 続いて，本日の審議事項である「地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて」

事務局から説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 資料３によって，御審議いただききたいと思っております。なお，量の見込みと言いま

すのは，需要量，すなわち事業を必要とされる方のニーズが，今後どのようになるのか，

どの程度あるのか，の見込みを算出するということでございます。 

 資料３－１をご覧ください。この資料はそれぞれの事業の教育・保育提供区域を示して

います資料です。量を見込むためには，国から，「教育・保育提供区域」すなわち，当該事

業について，量の見込みを出すための区域割を設定することが求められています。 

 「乳児家庭全戸訪問事業」については，各区・支所ごとに設置している保健センターが

実施主体であるとともに，事業を実施する区域も，当該区・支所内の乳児等に限られるた

め，教育・保育提供区域については，第二次区域（区役所・支所）で設定することが適当

だと考えおります。 

 「妊婦健康診査」については，各保健センター・支所で妊婦健康診査受診券の交付を行
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いますが，事業を実施する区域は，京都市内の医療機関のみならず，全国の医療機関で使

用されるため，教育・保育提供区域については，第一次区域（全市）で設定することが適

当だと考えおります。 

 資料３－２「乳児家庭全戸訪問事業」について説明。 

 

○河嶋部会長 

 乳児家庭全戸訪問事業について御質問等があれば，質疑応答のお時間を少し設けたいと

思いますが，いかがでしょうか。 

 

○井上委員 

 このこんにちは赤ちゃん訪問は，９時から１７時までの時間に訪問されるのか，または

相手のご都合に合わせてご訪問されるのか，２０１名で訪問されているということですの

で１人大体５２人受け持つ計算になるので状況をお聞かせ願いたい。 

 

○吉山担当課長 

 生後４か月までのお子様をお持ちの方が対象になります。生後４ヶ月くらいまでは，育

児休暇などで家庭におられる方が多いので，我々の勤務時間内で対応する事が大部分には

なりますが，１００％を目指しているので夕方または，非常に気になるケースなどにおい

ては，まれではありますが，土曜日に訪問するなど対応の工夫をしております。 

○北島委員 

 事業実施実績の上段が出生数，下段が訪問数の実件数という理解でよいか。この中で要

保護支援ケースは何割くらいが該当しますでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 実件数になります。要保護支援ケースは約１０％と考えております。 

 

○北島委員  

 未訪問の確認方法のところで「関係機関からの情報提供で確認」とあるが，個人情報の

関係で問題はないのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 個人情報の関係もございますが，場合によりましては，例えば子供の命がかかっている

などでは個人情報の法の例外規定になる事があります。そういった場合には医療機関と

常々連携をとっており，京都市独自事業として医療機関連携という事業を立ち上げて対応

しています。また勉強会なども実施し，顔の見える関係を構築し対応することに努めてい

ます。 
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○河嶋部会長 

 こんにちは赤ちゃん事業について第２次区域及び量の見込についてはよかったでしょう

か。２７～３１年についても数字があがっていますが，こちらでよろしいでしょうか。訪

問数が下がっていますがどうでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 訪問数イコール出生数ですので出生数が減る見込みですので訪問数もそれにあわせて下

がっております。 

 

○河嶋部会長 

 区によって出生数にかなりばらつきがあるが何か理由などあるのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 人口や若年層の割合などを反映させていただいている数字になります。例えば高齢化が

進んでいるところや，中心部から離れているところなどは，厳しい数値になっているとい

えます。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，他になければ続けて御説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 資料３－４「妊婦に対する健康診査 事業調書」について説明。 

 

○河嶋部会長 

 ありがとうございました。それでは，ただいまの説明内容について，御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

○中川委員 

 妊婦健康診査受診券使用率８４．２％ということですが，１４枚の受診券のうち余りが

あるということでよろしいですか。 

 

○吉山担当課長 

 交付した人数で何らかの事情で約１５％の方は，使用されなかったという割合になりま

す。１枚も使っていない方も含まれる割合になります。 
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○中川委員 

 こんにちは赤ちゃん訪問に私も行くのですが，病院によっては，この妊婦受診券を非常

に早く使用される医療機関があり，足りなくなって妊婦本人が自己負担することになる医

療機関もあれば，必ず同数枚余らせる医療機関もあります。この１４回という国の定めに

よる適正な妊婦健康診査の回数について，京都市として病院への指導があってもいいので

はないでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 １頁目を御覧いただきますと，検査できる項目が決まっていることと前期・中期・後期

でそれぞれどんな検査をして使用出来るか記載してあります。医療機関には，通常のご周

知はしておるつもりですが，貴重なご意見として再度徹底してまいりたいと思います。 

 

○大西委員 

 経験談では，妊婦健康診査について毎回いくら請求されるかわからないという事があり

ます。例えば，「今日は受診券が使えたので無料」と言われる場合や，「本日は１万円かか

ります」と急に言われ困ることがある。病院に最初行っても費用の説明など無い為，非常

に不安で，友人は２週間に１回本当は行かないといけない時ですが，経済的に困難な時も

あり受診をしなかったと聞いたこともある。こういったことが使用率に影響しているので

はないでしょうか。病院によって違うとは思いますが，次回健診時の大まかな費用などに

ついて説明などあった方がよいので，指導など出来ることがあればお願いしたいと思いま

す。 

 

○吉山担当課長 

 受診券の使用の指導というのはなかなか難しいかとございますが，そういうご意見があ

るという事を反映して医療機関に情報提供を実施していけるかと思います。 

 

○樋口委員 

 こんにちは赤ちゃん訪問事業についてですが，量の見込については出生数が下がってい

くので訪問数も下がっていく事は理解できたが，虐待問題などが取り沙汰されている最近，

子育てにおける育児不安などの継続支援については増えていくのでないでしょうか。育児

支援を必要とする方は，実際は増えていく部分もあるので量の見込についてその部分はど

のように反映されておられるかお聞かせ願えますでしょうか。 

 

○吉山担当課長  

 こんにちは赤ちゃん事業については，出産された方全てにまんべんなく訪問する事業で

ございます。ご質問の虐待の未然防止については，要保護児童・虐待防止部会にて審議い
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ただいている形になります。育児不安を抱えておられる方は多いと考えますし，子どもに

不慣れな方が突然に親になるという事も増えておりますので，もう一方の要保護児童・虐

待防止部会の育児支援家庭訪問事業は，増加する見込みで検討させていただいております。 

 

○白井委員 

 京都市昼間里親は生後５７日後から見させていただいております。その中で，親と子を

ずっと見守らせていただいて子供の視点で国などが動いていないのが気になっておりま

す。子どもとふれあう機会，心の状態，自身の将来について結婚についてなどの思春期に

関する意識調査結果からみるとこの部分が小さい時からの親になる為の親前教育の育児能

力形成につながる部分と考えます。少子化対策が最重要課題と考えておられるとおっしゃ

っていますが，緊急課題でもあると受け止めさせていただいてよいでしょうか。この問題

を５年前から京都市まちづくり１００人委員会に入らせていただいた時から話しています

が，何も変わっていない，そして誰も気づいていないと思います。京都で生まれ育ってい

るので他はわかりませんが，京都の行政の情熱は日本一だと思っています。こんにちは赤

ちゃん事業にしてもスマイルママ・ホッと事業にしても考えていた通りの事業であり，今

後もっと充実させるべく意見差し上げたい。昼間里親だからお手伝い出来る事がもっとあ

ると思います。育児力形成不全の時代だからこそ，早急に親前教育していかないと便利で

楽な時代，経験不足な男女が結婚し，そこに育児が加わり破たんするリスクが非常に高い

のです。親である以前の問題があまりにも多すぎるのです。思いやり，気づくこと等を親

になってからでは遅く，その前に伝えていく事が重要で，それが出来ていないことが虐待

などに繋がっているので，もっとスピード感をもって日本を救うために取り組んでほしい。 

 

○北島委員 

 区域・量の見込については，こちらでよいかと私は思います。先ほど大西委員の方から

貴重なご意見があったと思いますが，この妊婦健康診査などについては，京都府が２年に

一回医師会並びに助産師会と話し合う場面がありますのでその場面にて医師会に要望いた

だくとともに，医師会内に周知していく方法をとっていただきたいと思います。 

 

○丸橋委員 

 就業したい母親に訪問したりしていますが，たくさんの方が就業しなければならない状

況にあり，現在は働きながら子育てをしなければならない厳しい時代であります。時間が

ない中，育児も家事も全部やらないといけないという中で，いかに短時間で効率よく全て

をこなすかというところの情報提供を是非やっていただかないといけないと考えます。私

の時代より今の子育ては，大変だと思います。その結果，健康被害に遭う子どもが増える

という事さけていただきたいと思います。 
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○河嶋部会長 

 その他に特になければ，地域子ども子育て支援事業の区域・量の見込みについては，案

のとおり進めていただくということでよろしかったでしょうか。 

 

（異論なし） 

  

本日の議事については，以上となりますが，ここまでを通して，改めて御質問等がござい

ましたらお時間の関係上，質問票などでお願いいたします。 

 

○杉浦課長 

 河嶋部会長，委員の皆様ありがとうございました。実態に即したご意見や思いを受け止

めさせていただきました。数字にあらわられない部分や共汗といった本日お話しがあった

部分についても，４月以降議論していただく今後の次期プラン策定に込めていきたいと考

えますので今後も活発なご議論を膨らませていただきながら肉付けしていただきたいと思

います。わたくしども行政に本日いただきました貴重なご意見も出来ることから常に実行

させていただきたいと思います。今日以降審議の方もいよいよ本格化してまいりますので

今後ともご協力賜ります様よろしくお願いいたします。 

 

○吉山担当課長 

 第２回部会開催についてですが，４月開催にて考えております。日程が近づきましたら

また調整の方，お願いいたしますので，ご協力の方をよろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 


