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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２回） 

会議録 

日 時 平成２５年５月１５日（木）１４：００～１６：００ 

場 所 右京区役所５階第１大会議室 

出席者 

委員 
井上直樹委員，河嶋喜矩子委員，白井敞子委員，富樫一貴委員，樋口

文昭委員，升光泰雄委員  

特別委員 
北島則子委員，栗本嘉子委員，中川淑子委員，葉山義則委員，藤田克

寿委員(14:30入室)，三上由美委員 

欠席者 
委員 大西沙織委員，中西拓委員，丸橋泰子委員 

特別委員 木村美枝子委員，平田義委員，  

次 第 

１ 母子保健を取り巻く状況について（報告） 

２ 次期プラン（母子保健計画）の策定について（報告） 

３ 母子保健計画について（協議） 
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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１１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。 

また，質疑応答のお時間を設けたいと思いますが，会議終了予定時刻が午後四時になって

おります。皆様におかれましては，円滑な議事進行に御協力いただきたいと思います。で

はまず初めに，母子保健を取り巻く状況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，母子保健を取り巻く状況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。 

 

○北島委員 

 細かい事で恐縮ですが，資料１－４母子保健施策一覧で不妊・不育相談事業とあります

が，不妊治療助成制度も実施していると思いますがどうでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 御質問に対してですが，保険適用内の不妊治療と人工授精を対象にした不妊治療費助成

制度及び体外受精と顕微授精を対象にした不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施して

おります。施策一覧には御質問のあったとおり追加させていただきます。 

  

○河嶋部会長 

 また後程記載いただくというということでよろしいでしょうか。スケジュールの方です

が，月一回の開催になるということですか。 
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○吉山担当課長 

 はい，次は 6 月中旬に予定しておりまた皆様の御予定確認の上，決定させていただきた

いと思います。 

（藤田委員入室） 

 

○河嶋部会長 

 よろしいでしょうか。それでは，続きまして次期プラン（母子保健計画）の策定につい

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，「次期プラン(母子保健計画)の策定について」御説明させていただきます。 

資料２－１，資料２－２，資料２－３，資料２－４，資料２－５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。 

 

○升光委員 

 資料の方，妊娠期間中に妊婦健康診査において１１週以下に届出とありますが，１１週

以下の記載について御教授ください。 

 

○吉山担当課長 

 簡単に言いますと妊娠３か月と考えていただければと思います。１１週以下に届出をい

ただければ，出産までに１４枚あります妊婦健康診査受診券が順調に御使用いただける形

になります。 

 

○升光委員 

 １１週を超えると使用出来なくなるということでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 使用は可能です。１４枚ある受診券を全て使っていただくには，そのくらいまでに届出

いただきたいということです。妊婦健康診査受診券を早期に発行させていただき，発行の

面談の際，支援が必要な方を把握し，なるべく早い段階で支援をさせていただこうと対応

しております。 

 

○升光委員 

 もう一つよろしいですか。育てにくさを感じる親に寄り添う支援に関することでいくつ
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か説明があったと思いますが，京都市に住む子育てする親は育てにくさを感じているので

しょうか。外国に訪問などさせていただいた際，聞いたことがあるのですが，ここにいれ

ば，何の迷いもなく子どもを産み育てられると言い切る人もいらっしゃいました。しかし

京都にお住いの方からはあまり聞かないので，育てにくさを感じておられると考えてもよ

いと思いますが，どういったことが育てにくさにつながっているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 育てにくさというのは，不慣れな子育てや，例えば初めての育児や障害や疾病を持って

いるお子さんの場合ですと，育てにくさに繋がる可能性はあると思いますし，地域との交

流などがあり助言などが適切にもらえたりする場合などは，育てにくさが解消されたりす

るかと思います。 また障害という面では，発達障害が最近は非常に注目されておりますが，

早期の発見を目指して１歳６か月健診における問診項目の充実も図るなど育てにくさの解

消のため，取組を実施しております。 

 

○栗本委員 

 基本的な表の見方にはなりますが，こんにちはプレママ事業，医療機関連携，年度途中

からの実施のため，実施翌年度は，大きく伸びているように見える。それに対し，母子通

訳派遣事業については，そういった記載はないが同様に年度途中からの実施でしょうか。 

 こんにちはプレママ事業については，すべての初妊婦または支援が必要な家庭に訪問を

実施するということですが，本人が申請するのでしょうか。詳しく教えてください。 

 

○吉山担当課長 

 一つ目の質問ですが，潜在的需要がそれだけあったということだと思います。事業実施

後，周知も図られて実績が上がっているということになります。母子通訳派遣事業につい

ては，純粋に年度当初からの実績であり，また対応言語を増やしていることも関係があり

ます。 

 二つ目の質問に対する御回答としては，妊娠届出書を提出の際に状況を把握して訪問な

どをする御説明をさせていただく形になります。訪問対象としては，初妊婦や，双生児，

若手妊婦など，出産後の育児不安につながるリスクをお持ちの方に訪問させていただいて

おります。 

  

○三上委員 

 こんにちは赤ちゃん事業の実施のところで，支援を継続して実施する場合はどういう場

合になるのでしょうか。 
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○吉山担当課長 

 こんにちは赤ちゃん事業は４か月までのお子様に訪問する事業ですが，その中でいろい

ろなリスクを抱えている方，マタニティブルーなどで精神的に不安定な方，周囲に支援者

がいない方，双子の育児を実施されている方などを，対象とし，その後の継続支援として

訪問させていただくようにしており，１０回ほどは訪問させていただいていると思います。 

 

○三上委員 

 その場合，精神的な支援と物理的な支援があるかと思いますが，訪問だけでは物理的な

支援は解消されないかと思いますが，どうされているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 訪問だけで全てが解決するとは限りませんので，いろいろな制度へ訪問員が繋げていく

紹介していくという方法をとっております。 

 

○藤田委員 

 新生児訪問事業で表をみると約７％訪問していない形になるかと思いますが，訪問して

も会えない新生児がいるのかどうなっておられるのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 お会いするために何度も訪問させていただくことはありますが，以前ですと産前産後８

週という形で里帰りをされていましたが，育児休暇などの制度が浸透充実するにつれ，生

後４か月経過するまでに京都市にお戻りにならないケースなどや疾病などで入院してお

り，会えないケースはあります。また乳幼児健診未受診など，居住実態が不明な方には，

時間を変えたり休日訪問したりお会いできるように努めたりするケースは，何件かはあり

ます。 

 

○藤田委員 

 そういった方へのフォローはどうなさっているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 要保護児童虐待防止部会に報告しておりますが，児童手当の受給を受けておられるかな

ど総合的な居住実態確認などで把握確認するよう努めております。 

 

○北島委員 

 資料２－２の乳幼児健康診査の受診率は，年齢を重ねると徐々に低下傾向にありますが，

こちらの受診率は他の政令市と比較して受診率はいかがでしょうか。 
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○吉山担当課長 

 高い数値になっております。要因としては，未受診者には連絡し，次回の健診を案内し

たり，訪問しやすい保健センターが居住地の保健センターでない場合も，対応したり京都

市すべての乳幼児がこの健康診査を受けられるよう努力していることが，受診率に繋がっ

ていると考えます。 

 

○北島委員 

 資料２－５次期母子保健計画骨子のところですが，国の方が健やか親子２１の最終評価

において８割が改善していると評価しており，また悪化したものが約２％あったと報告さ

れているが，健やか親子２１の最終評価と比べて京都市の状況はどうなっているのか。 

 

○吉山担当課長 

 申し訳ありませんが，京都市の次期計画における健やか親子２１との比較等の評価状況

については，対応中です。 

 

○北島委員 

 計画というのは，今現行の評価を踏まえ，現在の状況化における課題等を抽出し総合的

に作成するものであると思いますので，現行プランを踏まえた上で対応の方よろしくお願

いします。 

 

○河嶋部会長 

 たくさんの御意見，御質問有難うございました。お話の中で出た課題等については，検

討いただいてあとで御回答いただくということでよろしいでしょうか。それでは，母子保

健を取り巻く状況，次期プラン（母子保健計画）策定においては，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。 

 続きまして，本日の議題「母子保健計画」の協議に移ります。協議とは議題の内容につ

いて，意見交換を行うものになります。本部会においては，先ほど事務局より「資料２－

５次期母子保健計画骨子について」にて説明いただいた次期母子保健計画（案）の議題に

おいて意見交換を実施したいと思います。委員の皆様から，是非とも建設的な御意見，御

提案をいただきこの「次期母子保健計画」（案）が最善なものになるよう御協力の方よろし

くお願いいたします。 

 それでは，時間も限られておりますので，本日は主な母子保健対策の中からいくつか議

題を絞って協議してまいりたいと思います。本日は母子保健関連の協議事項として３つ議

題としてあげております。１つめの協議事項として「地域における切れ目ない妊娠・出産

支援の強化」，２つめの協議事項として「父親の育児参加について」，３つ目の協議事項と

して「子どもの育てにくさについて」協議していただきたいと思います。最後に時間の許
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す限りその他の母子保健に関することについて皆様から御意見，御提案をいただきたく考

えております。 

 それでは１つめの協議事項として「地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化」に

つきまして事務局から資料の説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，資料３－１「地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化」の資料につき

まして御説明させていただきます。資料３－１「地域における切れ目ない妊娠・出産支援

の強化」について説明。 

 

○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。 

それでは「地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化」につきまして，御意見・御提

案等をよろしくお願いします。 

 

○井上委員 

 男性の質問でよろしいですか。育児期というのは，何歳ぐらいを捉えていわれているの

でしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 育児期は，母子保健において対象は就学前としております。 

 

○白井委員 

 沢山の貴重な資料ありがとうございます。こんにちは赤ちゃん事業など，他自治体の状

況はわかりませんが京都は負けてほしくないという思いと京都ならではの良さを出しても

っと良いものにしていただきたいと思っております。育児不安は生まれてすぐからだと思

います。生まれて赤ちゃんをだっこした時から始まり，例えば母乳が良いと言われたとい

うことで，それを信じて母乳を一日中授乳していて母乳が出ないんですと悩まれたりして

います。他にも寝てくれないんです，食べてくれないんです，言うこと聞いてくれないん

ですと悩まれており，保育させていただいた時には，９割の方が寝てくれないんですとお

っしゃいます。そういった声をきく中で，こんにちは赤ちゃん事業で御訪問される際にど

ういった内容で御指導されているのかお聞きしたい。 

 

○吉山担当課長 

 指導を行うのは，一般的な子どもの成長発達のことで，例えば普段の生活のこと，栄養

のこともあります。先ほどお話のあった母乳についても推奨をしておりますが，出ない方
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もいらっしゃいますので個人の状況に合わせて指導，案内をしております。また訪問に行

かせていただくのは，保健師，助産師の専門職で対応させていただいております。またお

子様は順調に発育なさっている方でも，母親の育児不安の非常に強い方や不安定さをお持

ちの方もいらっしゃいます。そういう方にも指標となるチェック項目がございますので不

安を取り除くためにお伝えしたりなど適宜状況に合わせた訪問指導を行っております。 

 

○中川委員 

 中京区で実際にこんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問をさせてもらっている助産師になり

ます。助産師会所属の助産師は，毎月研修を実施しております。適切な訪問指導を行える

よう勉強しております。その中で個人の状況に合わせて保健指導できるのが一番ですが，

一回しかお会いできなくあまりお話を聞けない中，それがなかなか難しいところだと感じ

ております。時間の限られた中，寄り添いお話をお聞きするうちに基本的な事が出来てい

ない方も多い為，基本的なことをお伝えしながら個々のケースで分かった部分については

指導するように助産師，保健師も心がけて対応しております。出産後１か月の方，4 か月の

方では，状況が全く違うものにもなりますし悩みの大きさや種類も違います。また他の事

業にて継続訪問させていただく中で判明していくケースもありますのでその都度対応して

いく必要を感じております。 

 

○白井委員 

 こんにちは赤ちゃん事業において児童福祉法に基づいて幅広く人材を発掘することを御

提言させていただきたい。 

 

○升光委員 

 こんにちは赤ちゃん事業など切れ目のない支援とありますが，赤ちゃんは成長して赤ち

ゃんでなくなるので例えば同じスタッフが継続して対応しないと対応者が変わるため，切

れ目はあるのではと思います。そういった状況化でいろいろな関係者が携わる中，連携を

していく，協力していく必要性はあるのではと思います。 

 

○河嶋部会長 

 ありがとうございます。切れ目のない支援の中で，切れ目もあるのでは，と素晴らしい

御意見いただきました。今後，施策を検討する際，ぜひ考えてもらいたいと思います。 

 続きまして２つめの協議事項「父親の育児参加について」につきまして事務局から資料

の説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

それでは，資料３－２「父親の育児参加について」の資料につきまして御説明させていた
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だきます。資料３－２父親の育児参加について」について説明。 

 

○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。 

それでは「父親の育児参加について」につきまして，御意見・御提案等をよろしくお願い

します。 

 

○藤田委員 

 生まれたばかりの子供は，男親は苦手に感じる部分もあります。また寝てばかりいるた

め母親に任せていても大丈夫と判断して任せたりする傾向があったりしますが，母親とし

て自分の時間が一切ないという状況が生まれるなど意識に差があります。そういった意識

の差について認識を持ってもらい，いかに育児参加してもらうかという取組の中，京都市

として掘り起しを実施してもらいたい。 

 

○富樫委員 

 育児参加というところで，こういった政策があるということが周知できていないという

ことと，父親は自分勝手だと思いますので，最初は一生懸命やるが，マンネリ化してやら

なくなって，また子どもが遊べるようになって育児に参加するといったような波があり，

もう一歩踏み込んだ対応としてその波が落ちている部分で母親が支援を必要とする時期が

あるのではと思います。父親として自身が良い時は参加して，悪い時は参加しない，とい

うのは，育児ではないと思います。そういったことを伝えられるようにすることが必要で

自身も育児の一角を担っていると認識してもらうよう父親に対する育児参加などの方法や

制度周知を実施してもらいたい。 

 

○樋口委員 

 社会的養護で問題になっているのが虐待ということで，子育てのことで考えるとプレマ

マ・パパから始まり乳幼児から育児参加していかないと途中から育児に参加するといった

形になり虐待に繋がっていくケースもある。そういったことを考えると父親自身が初めか

ら切れ目のない育児参加をしていく必要があるのではと思います。地域の方で，父親が育

児参加しやすくなるような支援体制を作っていっていただきたいと思います。 

 

○吉山担当課長 

 母親の育児については，プレママ，こんにちは赤ちゃんなどの訪問もあり，情報提供の

場は設けられておりますが，それに比べて父親については，少ないと感じております。 

 そのあたりの工夫として，他都市での例として母子手帳ならぬ父子手帳を配布して，い

つでも情報を確認出来るような体制をとっているような例もあります。 
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○三上委員 

 父子手帳のお話の件ですが，関わらない父親についてはあっても見ないと思いますので

意味がないと思います。今回いただいている母子保健に関する意識調査結果の父親が育児

参加をほとんどしてくれないという約６％については，この方たちについては，父子手帳

があるない，子どもの年齢などに関わらず育児に関わらない父親であると思います。この

方たちを変えていくというのは，とても難しい事でこの結果が出ている部分については，

父親の育児参加よりも母親のフォローが必要であると思います。やはりときどきしてくれ

るの改善は出来得ると思いますが，関わらない方の改善は，非常に難しいと思いますので，

この方たちへの取り組みとして母親へのフォローの強化をしてもらいたいと思います。 

 

○富樫委員 

 母子保健に関する意識調査結果の父親が育児参加をほとんどしてくれないという約６％

というのは，1万人いたら６００人いるということになる。非常に大きい数字だと思います。 

 

○升光委員 

 約６％の関わらない人がいるということですが，変わらないということは無く，例えば

中学校などにいくと育児体験をするなどそういう機会で赤ちゃんを身近に感じることで，

今後変わっていくと思います。そういった機会を今後も継続して与えていく事が改善に繋

がると思います。 

 

○河嶋部会長 

 貴重な御意見，御提案ありがとうございました。「父親の育児参加について」という議題

において大変貴重な意見交換をすることができたと思います。 

 続きまして３つ目の協議事項「子どもの育てにくさについて」につきまして事務局から

資料の説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，資料３－３「子どもの育てにくさについて」の資料につきまして御説明させ

ていただきます。資料３－３「子どもの育てにくさについて」について説明。 

 

○井上委員 

 最初育児期というのは，就学前までというお話があって調査の方が３歳で終わっており

ますが，４，５歳等についてはどうなっているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 この調査につきましては，保健センターの健診内対象に対し実施しているものであり，
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残念ながらお話のあった４，５歳については，行えておりません。 

 

○井上委員 

 育てにくさにつながる発達障害などについて３歳児検診で判定するのは，難しいと聞い

たことがあります。出来れば５歳児検診を実施してもらうなどの手立てはあるのかお聞き

したい。 

 

○杉浦課長 

 発達障害の判定についてそういった問題があることは，把握しております。３歳以降に

ついては，保健センターでの健診をさせてはいただいていないですが，３歳以降は，保育

所，幼稚園に通われている。その中で保育士や幼稚園教諭などの専門家との関わりが一定

あるということを考えると，そこでの対応が一つあると考えます。３歳児以前ですと自宅

での生活が主になります。親ではやはり判断できないので３歳児までの乳幼児健診の役割

として必要性があると考えております。 

 

○藤田委員 

 井上委員がおっしゃったように保育所，幼稚園から小学校にスムーズにいけない子ども

がいるのは事実であり，早期に発見して早期に治療をすればスムーズにいけるということ

はあります。その中で保育所，幼稚園の先生方も困っているので５歳児検診をやって判定

していくというのは，有識者も言っているところでもあります。 

 京都府では，試験的に実施している福知山市もありますが，京都市においては児童数も

多く，５歳健診をやるとなると医者の確保や予算等の関係もあり非常に難しいと思います。

福知山市の場合でも臨床心理士の方や保育所の先生方がある程度見ながら相談に持ってい

くという体制であります。ただ，３歳健診後にもう一度５歳時点で健診を設けることは，

身体的な障害だけでなく精神的な障害も発掘されている段階ですので理想ではあります。 

 

○北島委員 

 発達障害などが増えている関係で井上委員はおっしゃったと思います。その中で保育士

さんなどにそこまで求めるのは難しいのではと思います。確かに藤田委員がおっしゃった

ように京都市のように出生数がこれだけあるところで健診を追加するのは，不可能である

と思いますので，日々接しておられる保育士さんなどに行政などから研修を実施して身近

なところで少しでも発見できるようなところに少しでも繋がればと思います。保育士さん

などの専門性に任せますと切ってしまうのでは，状況の変化は望めないのではと思います。 

 

○升光委員 

 京都市の方で就学支援シートというのが３年間試行実施されており，平成２６年度から
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全保育所，全幼稚園５歳児対象に案内して，就学に対して不安な保護者の方に対して，家

庭での様子を記述してもらい，状況確認しながら施設と学校と連携しながら保護者の不安

を取り除くなど就学に対して支援していくというのができつつあるのかなと思います。 

 ただ日本の場合，成長の記録というのが細切れになっているのかなと思います。母子手

帳のようなもので期間の長いものがあるような形が出来ていけばよいと考えております。 

 

○栗本委員 

 今のお話しの中で私どもが接するのは１２歳から１８歳までになりますが，発達障害を

もっている児童の保護者の方が，情報をもっておらずわかってもらえないということでお

子様に厳しく接しているのが実感として感じております。そんな方に医療機関を紹介して

検査などで初めてお子様に障害などがあると認識されることがあります。そういうケース

に遭遇すると，これほど情報があふれている世の中で保護者の方にその障害などについて

の情報が入っていないのだろうと不思議に感じております。それはやはり明らかに判断で

きる場合を除けば，そう思いたくないなどで今まできたということもありますし，難しい

事だとは思いますが，もっと情報提供できるにして保護者の方も認識しやすい状況を作る

ことがよいのではと感じます。 

 

○河嶋部会長 

 貴重な御意見，御提案ありがとうございました。「子どもの育てにくさについて」という

議題において皆様の深い見識の中，有意義な意見交換することができたと思います。 

 本当に時間が少ない最後に時間の許す限りですが，「その他母子保健に関すること」につ

いての御意見ありますでしょうか。 

 

○藤田委員 

 次期母子保健計画骨子の（案）４ 子どもの病気や事故に的確に対応できる体制づくり

であげている慢性疾患児への支援対策，子どもの事故防止と応急手当ですが，一番の問題

は，子どもが熱を出したときなどにどう対応するのかだと思います。小児科医として対応

を考えたりしておりますが，病児保育について現状ではなかなか部屋とか問題があって難

しい状況で，病院においても保育ルームを作ると言っても難しい，そういう中，行政とし

て病児を扱う対応を考えていただかないと少子化の流れはますます進むと思います。そう

いう部分も考えていただきたい。 

 

○杉浦課長 

 病児保育については，京都市においては医療機関に御協力をお願いして病児保育・病後

児保育または，病後児保育として現在６箇所ほど御支援いただいております。朝，熱が出

て保育所に連れて行くのが困難で，御両親も休めないという大変困られている状況に，対
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応してまいりたいと思います。病児保育の推進は，今後も緊急課題だと認識しており，病

児保育・病後児保育型への転換をさらに図る必要があるものと思います。 

 

○荒木担当課長 

 幼児教育・保育部会の事務局として対応しております。現在４回部会を開催しておりま

すが，病児保育のニーズ調査の結果を踏まえ，約２倍程度増加させる必要があると部会で

は決議しております。病児保育の必要性については，強く要望されておりますので，今後

も幼児教育・保育部会においては，病児保育だけではないですがどのように京都市として

具体的に提供していくのか検討してまいりますので，その検討状況についても，適宜，こ

ちらの部会に報告できればと考えております。 

 

○杉浦課長 

 ５歳児健診に関して補足をさせていただきます。お話があった障害児保育についてです

が，京都市においては障害児保育にも大変力を入れております。近年は，心理職の専門職

を活用しました保育士に対する保育所への巡回相談や障害児認定などをさせていただいて

おります。保育士さんでは限界のある部分をそうした方法でフォローをさせていただいて

おります。 

 もう一点は，次期プラン（母子保健計画）の策定に関し御質問のあった現行母子保健計

画の数値評価ですが，国の方の「健やか親子２１」は，当初計画策定時に数値目標を設定

しており，それに対し今回最終評価でどうだったかという結果を発表されております。こ

れに対し，「京都市未来こどもプラン」の母子保健計画は出発点から数値目標を設定してお

りません。その代り，施策の方向性あるいは，具体的にこのような事業を責任をもって実

施していくということを明記させていただいております。そのことを踏まえまして資料２

－１で新規事業実施状況の報告をさせていただきました。当初プランに掲げた９つの事業

については，全て実施に移しております。さらに今回の意識調査で，今までどのように変

わってきたかを間接的ではありますが，御確認出来るかと思いますので本市として具体的

に現行プランに基づいての総括としてもこのあたりがひとつの到達点として考えておりま

す。 

 

○河嶋部会長 

 貴重な御意見，御提案ありがとうございました。「その他母子保健に関すること」につい

て，幅広い議題の中，有効な意見交換をすることができたと思います。 

 その他に特になければ，そろそろ予定の時間となりましたので，本日は，閉会とさせて

いただきます。委員の皆様には積極的な御意見，御提案をありがとうございました。 

 本日も重要な内容について御協議いただきましたが，委員の皆様におかれましては，次

回以降も当部会において，次期母子保健計画（案）の策定など，御協議・御審議いただく
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こととなりますので，御協力いただきますよう，お願いいたします。 

 それでは事務局に進行をお返しします。 

 

○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。非常に熱心な御議論いただきまして

ありがとうございます。次回も引き続き，思春期分野での御議論いただきたく思います。

また本日も短い時間ではありましたので次回までに至らなかった点などありましたら教え

ていただければと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。本日は，誠に有難う

ございました。 

 

○吉山担当課長 

 現在開催日程として６月１７日午後を検討しております。更に調整の上変更があるかも

しれませんが，後日改めて日程調整をさせていただきますので，どうぞよろしくお願いい

たします。本日はどうもありがとうございました。 


