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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３回） 

会議録 

日 時 平成２６年６月１７日（火）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，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，升光泰雄委員，丸橋泰子委員 

特別委員 
北島則子委員，木村美枝子委員，中川淑子委員，葉山義則委員，藤田

克寿委員， 

欠席者 
委員  

特別委員 栗本嘉子委員，平田義委員，三上由美委員 

次 第 
１ 京都市未来こどもプラン（母子保健計画）の進捗状況について（報告）  

２ 母子保健計画（思春期保健・食育・口腔保健）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，京都市未来こどもプラン（母子保健計画）の進捗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。 

 

○升光委員 

 歯の健康・食育それぞれにおいて今一番の課題はなんでしょうか。 

 

○杉浦課長 

 子どもの歯科口腔保健からまず申し上げますと，就学前の子どものむし歯の問題があり，

本市においても色々取り組みを実施しておりますが，就学前の 5 歳児になりますと約５０％ 

がむし歯になっているという現状であります。これには色々原因は，考えられますが，大

人の意識の問題があろうかと思います。その問題とは，乳歯がむし歯になっても大人の歯

に生え変わると思っておられる部分があり，子どもの時から一生歯を大切にする意識を持

ってもらうため，取り組みが必要であると考えております。その取組として保育所・幼稚

園でのフッ化物洗口，更に小学校でのフッ化物洗口を実施しております。またそういった

予防だけでなく，規則正しい生活が歯科口腔保健に影響してまいりますので，その点でも

大人の関わり方は，重要になってくると考えております。 
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 食育につきましては，食を大切にした食文化の中で，正しい食習慣の確立が子どもにと

っては最も必要であると考えております。 

 

○葉山委員 

 御説明のあった通り，小学校入学後の学童期には，教育委員会の中で健診や市からの補

助もあり，治療という面では充実してまいります。しかし保育所，幼稚園では市立，私立

といったところでも，厚生労働省，文部科学省と所管も違うというところでなかなか一律

に予防をするということは難しいところですが，京都市においては園に歯科医をおいて健

診を実施していくなど取り組んでいますので改善していくのではと考えております。 

 

○木村委員 

 食育については，京都府栄養士会としましては学童期の食生活支援はさせていただいて

いますが，5 歳児までの食育という環境づくりを何とか出来ないかと思っております。非常

に食生活は，生活リズムに係る部分であります。幼少期から朝昼晩の食事は生活リズムに

多大な影響を与えることだと思いますので，意識を持っていただけるようにすることが課

題だと考えております。 

 

○中川委員 

 助産師会として学校訪問で性教育の機会をもたせていただいておりますが，今京都市で

は，昔と比べ人工妊娠中絶率は，下がっています。過去は，妊娠中絶において現場でかな

りお困りであるとお聞きしておりましたが，最近は減っておりますし，教育委員会などが

取り組んできた成果がみられると思います。そこでこころの健康増進センターにおける思

春期の相談実績のところで，22 年度をピークに減少しその後横ばいになっておりますが，

相談に訪れるのは，保護者でしょうか，本人でしょうか。 

 

○北川課長 

 両方から御相談をいただきますが，最初に御相談いただくのは，保護者が多い傾向にあ

ります。また２２年度をピークに減少しているように見られますが，２３年度より思春期

相談の外来の担当医が交代したことにより，以前からの医師と共に医療機関に移られた方

がおられたこと，また子ども総合相談窓口ができた為，そちらの方に相談がいっているこ

とも原因であり，そういったことを踏まえますと京都市での相談件数自体は増えておりま

す。 

 

○樋口委員 

 こころの健康増進センターで実施している思春期対策のところになりますが，ひきこも

りについて考える家族教室及びひきこもり家族ミーティングの具体的な内容について教え
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ていただきたい。というのもひきこもりは，不登校の子ども達が含まれると思いますが，

児童養護施設には，不登校の子ども達が多くどのような対策を取ればいいのか検討したい

ためになります。 

 

○北川課長 

 ひきこもりについて考える家族教室は平成１２年から実施しておりますが，内容としま

しては，ひきこもりとはどういうことか，ひきこもりの方の気持ちの感じ方など基礎的な

ことを学んでいただくことをしております。ひきこもり家族ミーティングでは，学ぶこと

だけでなく，本人及び御家族がどのような思いをもっておられるか，どのような対応をし

ておられるか他の参加者から学ぶことを内容としております。また当センターとしまして

は，不登校の方ということでなく，１６歳以上を対象にしておりますので，お話のあった

不登校のまま，ひきこもりになってしまわれた方やご家族などから御相談はいただいてお

りますが，不登校の子どもの対策については，教育委員会等で対応していただくことと考

えております。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，続きまして，本日の議題「母子保健計画」思春期保健・食育・口腔保健各分

野の協議に移ります。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，前回事務局より「参考資料１ 次期母子保健計画骨子について」にて御

説明いただいた次期母子保健計画（案）において前回に引き続き，意見交換を実施したい

と思います。委員の皆様から，是非とも積極的かつ建設的な御意見，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。本日は母子保健計画の思春期保健・食育・口

腔保健各分野の協議事項として４つ議題と，最後に時間の許す限りその他の思春期保健な

ど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「小さな子どもと触れ合う機会について」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２－１「テーマ１ 思春期のこころとからだの健康づくり」の「小さな

子どもと触れ合う機会について」の資料につきまして御説明させていただきます。なお，

資料２－１につきましては，２つめの協議事項も含んでおりますので，協議事項「小さな

子どもと触れ合う機会について」の御説明をさせていただきましたら一旦進行を河嶋部会

長にお返しいたします。資料２－１を用いて説明。 
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○井上委員 

 ここで言われている小さな子どもとは，どれくらいの年齢の子どもの事をいうのでしょ

うか。 

 

○吉山担当課長 

 具体的に何歳が小さな子どもであると定義して意識調査を実施しているわけではないの

ですが，意識調査の対象が１３歳～１９歳を対象として回答しておりますので，それより

若い年齢の子ども，例えば就学前の乳幼児ということになると思います。 

 

○井上委員 

 小さな子どもと触れ合ったことがないと回答した方が，将来，結婚も子育てもしたくな

いと回答している割合が高いなど結果がみえ，少々驚いているところであります。私は，

保育園の園長をしており，小さな子どもと触れ合う体験について，目のあたりにすること

がありますが，最初は怖がって近寄らなかったりしますが，最後には触れ合って笑顔にな

っております。こういった小さな子どもと触れ合うということは，中学校でも実施してい

ると聞いたことがあります。こういう将来，結婚も子育てもしたくないと答える原因は，

どこにあるのでしょうか。また，触れ合う機会が必要であるならば保育園として何か協力

ができればなと考えるところでもあります。 

 

○吉山担当課長 

 昔と比べれば外で遊ぶ子どもの数も減っておりますし，みんなで集まって遊ぶというこ

とも減少していること等があり小さな子どもと触れ合う機会がないということがあるかと

思います。青少年のための親学習プログラムという平成２４年度に策定され，中学校の技

術家庭の事業において必修化されていると伺っております。その中で中学生が小さな子ど

もと触れ合う中で，小さな子どもの心身の発達，親としての責任，家族の役割を学ぶこと

や，親の愛情を再確認したりするなど，そういった気持ちを高めるには，非常に貴重な時

間であると聞いております。 

 

○升光委員 

 私の幼稚園では，中学校に園児が招かれ交流する機会を設けていただいてもう八年ほど

実施しております。遊びのコーナーを作ってマンツーマンで遊んだり，舞台を見せていた

だいたりするものになります。最初は，園児も中学生も非常に緊張しておりますが，一時

間半の時間の中で中学生が優しさを見せて対応してくれていると感じております。触れ合

いたくないと回答する方がいたりするのは，今までに触れ合ったことが無いため，初めて

の怖さを感じ，否定的な感情が生まれているのか，どうなのかなど原因追究する一歩踏み

込んだ調査があれば次の対策や機会を与えていく際に役に立っていくのではと思います。 
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○白井委員 

 以前から私自身が申し上げている事ですが，以前，家庭は社会に開かれておりました。

家庭に近所の人，兄弟など，沢山の人の出入りがあり，子どもを共に育む土壌がありまし

た。ですが，現在はマンションの一室で赤ちゃんと向き合い生活する孤立化してしまう事

が増えていたり，大勢の中で生活を営んだことが無い為，他者と協調するわずらわしさに

なれておらず，周りに人がいないため，当たり前のことを学べない状況になっております。 

 私たち京都市昼間里親は，保育室を個人の自宅でやらせてもらっていますが，私のとこ

ろは，通常の台所の他に保育室の中に子ども用の台所を設けております。複数人預からせ

ていただいている中で常に目上の発達の先輩がいる中で子どもたちは学んでいっていま

す。兄弟がいないお子様でも学び，お人形をあやしながら台所でおままごとをしながら，

人形に対して躾をしていたりします。そういったことからも育児力をつけていくには早期

から対応していかなければ，日本は滅んでしまうのではないかと思い，いつも提言させて

いただいております。 

 

○河嶋部会長 

 小さなうちから子どもと触れ合うことは，将来の結婚・子育てに結びついていくという

ことですね。貴重な御意見，御提案ありがとうございました。続きまして２つめの協議事

項「思春期保健対策の充実について（喫煙・性など）」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，先ほどの資料２－１「テーマ１ 思春期のこころとからだの健康づくり」の

なかの「思春期保健対策の充実について（喫煙・性など）」の資料につきまして御説明させ

ていただきます。資料２－１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。 

 それでは「思春期保健対策の充実について（喫煙・性など）」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 

 学校教育などで取り組んでいただいていますが，実際のところは，たばこについて親が

吸う，大人が吸うということや，性の問題も大人の問題である部分も多いと思いますので，

そういった視点もいれて考えていただきたいと思います。 
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○丸橋委員 

 資料を拝見させていただいて質問ですが，性の事などをこういった形で教育をされてい

ることは，保護者，親はどの程度おわかりなのでしょうか。私自身もこういった教育を自

身の子どもされていることは知らなかったですし，またどの程度の教育をされているので

しょうか。 

 

○吉山担当課長 

 この資料の全てをお伝えするのではなく，その学校の希望もお聞きしながら場を設けて

いただくわけですが，またお子様からその保護者の方にどの程度お伝えされているかとい

いますと多感な時期ではございますのでなかなか難しいとは思いますが，学校からお伝え

させていただいているかは，学校にお聞きしながらまた今後アンケートなど実施する機会

あれば検討したいと思います。 

 

○藤田委員 

 小学校では，学校保健会があってその際にこういう教育をやっていると保健室を通じて

お伝えしているのでＰＴＡなどには伝わっているかと思いますが保護者まで伝わっている

かは不明です。 

  

○富樫委員 

 学校によって取扱いは様々かと思います。学校保健会からＰＴＡの保護者会にこういう

機会があるので是非実施したいと働きかけがあって実施しているので，ＰＴＡ配慮という

ところもあり，進んでいる学校とそうでない学校と差があると思っています。 

 喫煙や性の問題，携帯の所持などは年齢が上がるにつれて総じて増えてはいますが，こ

と喫煙に関して言えば，携帯を所持している子が性に対しても奔放で，その中で喫煙して

いる子が多いというのは，一昔前であり，喫煙率が昔に比べて格段に減少しており０では

ないですが，着実に減少している，そういう現状もお知らせしておきたいと思います。 

 

○河嶋部会長 

 いろいろと実施している施策が効果をあげているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 喫煙の対策と言えば，禁煙や分煙など大人の社会でも進んでおります。そういったとこ

ろはどうでしょうか。 

 

○中西委員 

 会社の中でも喫煙できる環境というのは，かなり限られるようになっております。一昔



8 

 

10 年くらい前では，机で喫煙していたのか，フロアで一か所になり，ビルで１フロアにな

り，ビルによっては完全禁煙になるなど非常に進んでいることは感じております。 

 

○中川委員 

 先ほどの部分に戻りますが，性の事などの資料について教育委員会に資料を貸出しして

養護教員などが教育を実施されるのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 こちらにつきましては，京都市の保健センター職員が学校に出向きまして性教育を実施

することについてパッケージをしたものになりますが，もちろん学校の教員の方が御使用

になりたいとお申し出があればまったく差支えないと思っています。 

 

○中川委員 

 平成 25 年度に作成されたとお聞きしましたが，実績としてはどのくらいでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 平成 25 年度終わりごろに作成したもので平成 26 年度にこちらを使用して実践していく

という形であります。ですがこちらを使用して性教育の場を設けてはいないですが，平成

24 年度に学校に出向いた教育を行ったのは，大学が 2 か所，高校 4 か所，中学校 6 か所と 

これから広げていこうと考えている次第であります。 

 

○杉浦課長 

 先ほどの喫煙の状況につきましてお話がありましたが，文部科学省が１０数年ほど前だ

ったと思いますが，学習指導要領の方に防煙・禁煙を記載したというのが学校教育での取

り組みを進める突破口になったということがあります。本市におきましては，平成２０年

に中学校にＮＰＯ法人等の御協力をいただきながら防煙セミナーを実施させていただいて

おり，平成２０年は２１校で学校数の２１．６％，２５年には４６校で４９．９％の約半

数を実施させていただいており，理解が深まってきているのではないかと思います。 

 

○升光委員 

 アンケートへの回答についてですが，思春期の方は答えているのは約２割であり，７割

強は答えていないのでまだまだ大きな課題があるのかなと思います。大人もそこを感じて

対応する必要があるのかなと感じています。 

 

○樋口委員 

 今先ほども大人の問題も大きいというお話もありましたが，学校でそういったことを覚
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えてくるということもありますが，家庭でも覚えてくる部分は大きいと思います。喫煙に

しても性にしても家庭環境は，非常に大事で親が教育していくということが重点に置かれ

た取り組みをしていく必要もあるのでは思います。 

 

○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。続きまして３つ目の協議事項「思春期

における食育の推進について」につきまして事務局から資料の説明をお願いします。 

 

○杉浦課長 

 それでは，資料２－２「テーマ２ 思春期における食育の推進について」の資料につき

まして御説明させていただきます。資料２－２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。 

それでは「思春期における食育の推進について」につきまして，御意見・御提案等をよろ

しくお願いします。 

 

○升光委員 

 食習慣というのは，小さな頃からの連続性の中で，形作られていますでそこがあるから

思春期があると思いますし，思春期の気持ちとそれまでに作られた食習慣とか生活スタイ

ルで食習慣が変化してしまう時期とは思いますので，いずれ正しい食習慣に戻ってこられ

るような取り組みが必要ではないかなと思います。なので，乳児期からの生活になります

のでやはり大人の問題は大きいと感じてしまいます。 

 

○白井委員 

 食・味覚についても乳児期からとても重要で，母乳が大事と言われており，私も同様に

そう思いますが，今の母親はワンパターンになりがちで母乳が大切というと，夜も寝ない

で母乳をあげてしまうのでお茶も飲めないようになってしまったりしています。また朝起

きて朝食を食べるということも大切で健全な心身のために生活リズムの基礎を作るのは，

やはり乳児期からの教育というのが，大切であると考えています。 

 

○木村委員 

 資料３３ページのふだん朝食を食べますかという問で，２５年の女性が減少しています

が，どうして食べないのかという問いはないですが，この問題に関しては，毎年調査をさ

れていますのでそこの要因が何かというのをもっと掘り下げてみるということが必要では

ないかと思います。 
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○杉浦課長 

 こちらの調査は５年ごとに実施するもので，朝食を摂取する方が減少していることにつ

いてクロスを取った時などに今後また検討させていただきたいと思います。 

 

○藤田委員 

 先ほどの質問と繋がるとはわかりませんが，そのお答えとしてダイエット志向について

要素としてある部分ではないかと思いますし，それと関連して出生時の子どもの体重が低

体重で出産することに繋がっていて考えていく部分であるかなと思います。 

 

○木村委員 

 思春期は，非常に貧血で献血が出来ないという女性も増えていますので，もっと掘り下

げて考えていかなければいけないと思います。また先ほどの乳幼児の低体重出生について

も妊産婦の食生活においても悪いと感じておりますので，お腹にいるときからの食生活と

いうのも課題である思いますし，考えていかなければならないと思います。 

 

○杉浦課長 

 献血のお話ですが，先日赤十字の血液センターでお話を伺ったことがありますが，いか

に献血を増やしていくかというお話の中で，府内では献血した男性の約８％が不適ですが，

女性についてはそれが約３割にものぼるということです。特に女性の場合，栄養が不十分

であることに起因しているケースが多く，大学生に限ればその割合がさらに多くなるとの

ことです。その中でやはり食育推進が必要であるという話になりました。 

 

○木村委員 

 大学の中には，朝食が大切というところで朝食を始めているというところもあります。 

 

○杉浦課長 

 本市では，職員の栄養士が栄養学科の大学とコラボレーションして，栄養について興味

を持っていただくような取り組みをしております。若い女性が自身の食生活について考え

てもらえることがありますのでさらに取り組んでいく必要があるかと思います。 

 

○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。「思春期における食育の推進について」

という議題においてそれぞれが現在感じておられる課題や問題を意見とした中身のある意

見交換をすることができたと思います。 

 続きまして４つ目の協議事項「口腔保健の推進について」につきまして事務局から資料

の説明をお願いします 
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○杉浦課長 

 それでは，資料２－３「テーマ３ 口腔保健の推進について」の資料につきまして御説

明させていただきます。資料２－３を用いて説明。 

 

○大西委員 

 ０歳と４歳の子どもを子育てしていますが，その中で乳幼児のフッ化物歯面塗布が２４

年度で受診率が５２％となっておりますが，これの割合は多いものと言えるのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 フッ化物歯面塗布の受診券については，１歳６カ月健診の際にお渡ししていますが，そ

の際に丁寧に御説明させてはいますが，受診率はこのくらいという形でございます。 

 

○大西委員 

 友人ともこれについて話をしたことがありますが，友人も受診していない人が多くて理

由を考えたのですが，受診する時期が２歳から３歳のイヤイヤ期と呼ばれる時期でその時

期に一般の歯科に大人もいらっしゃる所に連れて行くのが育児も大変な中，非常に難しい

事であると思います。そこで考えたのですが，３歳３カ月健診の際に歯科健診があるので

そこで実施してもらえないかと考えております。 

 

○葉山委員 

 歯科医師の立場からお話しさせてもらうと，大体その時期に乳歯が生えそろう時期であ

るためです。そしてその時期から，親に対してむし歯予防の意識を持ってもらいたいと思

っておりますのでこの事業は非常に素晴らしいものだと思っております。それに今おっし

ゃられたように効果をどれだけ出すかということが重要になってくるものと思います。 

 

○三宅係長 

 まず受診率が多いか少ないかというご質問があったかと思いますが，平成１４年から実

施しておりその時は，33.9％という実績ですので比べますと 52.3％ということで増加して

おります。これについては，歯科医師会の御協力もあり，以前は有料であったものが無料

で実施させていただいており受診率の増加に繋がっております。 

 ３歳児健診での塗布の御提案もありましたが，この時期にかかりつけ医を作っていただ

きたいという意味もありましてこういう形で実施させていただいております。 

 

 

○升光委員 

 無料券を使用して実施される方は実施して，実施されていない方は，健診で実施すると



12 

 

いうのはいかがでしょうか。 

 

○葉山委員 

 口腔保健推進というところで提案させていただきたいことは，まずむし歯予防というこ

とで考えますと道具使用が大事になりますが，口腔衛生も随分進みまして道具をお持ちで

はない方は，まずいないという状況にはなっています。その中でむし歯が出来る要因とし

ては，細菌が口腔内にいることと口腔内に細菌の食事としてブドウ糖があると増加してし

まいます。そういった観点から食育の部分が大切で間食だとか，夕食を遅くに食べてその

まま寝てしまう等でむし歯が発生しやすくなってしまうので，食育と連携しながら考えて

いきたいと思います。 

 もう一つは，思春期になりますと部活動などで外傷という問題がありますので，口腔保

健という歯がなくなるということは非常に致命的な事ですからマウスガードを使用する等

参考に考えていければなと思います。 

 

○北島委員 

 どの協議事項も非常に大切であると考えておりますが，思春期保健を語る上うえで重要

な事ですが，他分野との連携などを重視するような形の中で，学校保健が欠かせないと思

いますが，何か工夫などはされておられるでしょうか。またどんなところに課題があるの

か教えていただきたいと思います。 

 

○吉山担当課長 

 性教育について先ほど実施させていただいてるお話をさせていただきましたが，実際教

育の現場では，性教育についても悩んでおられるとお聞きしておりますし，実施したい教

育と，教育側の気持ちの状態や，厚生労働省と文部科学省で所管が違うことについても最

近はまず課題について原因は何かなど話し合いの場面を持たせていただくようになってお

りますし，以前より連携は進んでいると感じております。 

 

○杉浦課長 

 先ほど学校での防煙セミナーのお話をさせていただきました。保健サイドからしますと

もっとセミナー実施率を高めたいと思っていますが，一方で学校ではカリキュラムがいっ

ぱいの中，実施出来る余裕がないということをお聞きします。子どものためにどうしてい

くのが一番良いかとさらに連携を強めていく必要があると感じております。 

 

○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。「口腔保健の推進について」という議題

において京都市の今後に活かせる意見交換をすることができたと思います。 
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 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）の策定などに係る御協議・御審議いた

だく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，ありがとうございました。また，委員の皆様におかれましても，本日は大

変お忙しい中をお集まりいただき，厚く御礼申し上げます。 

 本日で当部会も３回目の開催となり，協議・審議も本格化しております。皆様の大変貴

重な御意見・御提案から次期母子保健計画（案）が京都市の皆様方にとってより良いもの

になることだと強く感じております。次回以降の部会におきましても，当部会での協議・

審議は，次期母子保健計画(案)の策定に大きく関与してまいりますので，御多忙とは存じ

ますが，引き続き御協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，連絡事項を申し上げます。 

第４回目の母子保健・思春期保健部会については，７月下旬頃を予定しております。 

 現在開催日程として７月２８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。 


