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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４回） 

会議録 

日 時 平成２６年７月２８日（月）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，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，中川淑子委員，葉山義則委員，藤田克寿委員，三上由

美委員 

欠席者 
委員 中西拓委員 

特別委員 木村美枝子委員，栗本嘉子委員，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 次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について（協議） 

３ 提供体制確保の方策及びその実施時期について（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，随時，意見交

換及び質疑応答の時間を取りたいと考えておりますが，１６時には会議を終了したいと思

っておりますので，円滑な議事の進行に御協力いただきますようお願いいたします。 

まず初めに，報告事項「母子保健を取り巻く状況について」事務局から説明をお願いしま

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 

 資料１－２次期母子保健計画概要（案）についての母子保健・思春期保健に関する意識

調査から見えた課題の部分ですが，父親の育児参加増加及び父親による精神的支援の増加

とありますが，課題なので増加という表記では，少し違うのではと感じましたがいかがで

しょうか。データとしては，確か少し増加していたと思っております。 

 

○吉山担当課長 

 おっしゃるとおりでデータとしては，父親の育児参加は増加しておりましたが，課題は

その促進でございますので，資料の方は，増加促進といった形で修正するようにいたしま

す。 

 

○河嶋部会長 

 資料１－２の重点課題の１のところの案は，新規でということですか。 
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○吉山担当課長 

 その通りです。 

 

○三上委員 

 資料１－２の思春期における次世代を育む意識づくりの新規の部分は，非常によろしい

と思っております。まず子どもたちが自分から学ぶことは大事なので，ここのところをし

っかりと取り上げていただけたことは，素晴らしいことだと私は思います。 

 

○白井委員 

 この新規の部分なりますが，授かった命の大切さや感謝などを小さなときから学んでい

かなければ，少子化が進み続け，日本が危機的な状態になっていくだろうと思いますので

是非頑張っていただきたいと思います。 

 

○丸橋委員 

 資料を拝見してすごくきちんとしていただいていると感じます。私として気になってい

ることがありまして，思春期の子どもを持つ親がかえって子どもの自立の邪魔をする，例

えば就職活動のための電話を企業にかけるといった子離れできない状態になっており，親

自身もかつては思春期であったにも関わらず，少子化の世の中で子どもが少なくて必死に

子どもを守ろうとすることが，子どもの成長を妨げていることが多くなっていると感じて

います。そういった背景もあると思うので思春期の子供を持つ親も広く色々な勉強をする

機会があればよいなと考えています。そのような事柄に当てはまるものがあれば実施して

いただきたいと思います。 

 

○吉山担当課長 

 非常に幅広い分野からのアプローチが必要であると感じておりますが，母子保健の分野

から出来ることを盛り込んではいますので，後ほど細かく説明させていただきます。 

 

○北島委員 

 思春期保健対策は，全ての基本であると思いますのでこちらでよろしいかと思います。 

また「３ 安心して妊娠・出産できる環境づくり」における支援は，産後も含んでいると

理解してよろしいでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 その御理解のとおりです。 
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○升光委員 

 資料１－３の資料の少子化危機突破タスクフォースの切れ目ない支援を推進し一定の成

果が表れ始めているとありますが，一定の成果とはどのようなものでしょうか。 

 

○安見課長 

 まずこの資料は，出典が内閣府の資料でございますので，真意の部分までは不明ではあ

りますが，まずこの資料にもございます地域少子化対策強化交付金が約３０億円の補助金

を予算で計上しており，そのことですとか次世代育成支援対策推進法を延長したことをさ

しているのではないかと思います。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，次第に戻っていただきたいと思います。 

 続きまして，本日の議題「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）についての協議に移

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。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，早速，次期母子保健計画（中間とりまとめ案）

について協議してまいりたいと思います。 

本日は，母子保健に関する意識調査及び思春期に関する意識調査結果などで見えた課題な

どをもとに作成された「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）」原案について母子保健及

び思春期保健をそれぞれ協議することとさせていただきます。 

それでは１つめの協議事項として「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」に

おける思春期保健部分につきまして事務局から資料の説明をお願いします。 

 

○吉山課長 

 それでは，資料２－１「次期母子保健計画における重点課題及び施策(新規，新規推進中)

（案）項目について」，資料２－２「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」の

御説明をさせていただきます。なお，資料２－２につきましては，母子保健部分の協議事

項も含んでおりますので，協議事項「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」

における思春期保健部分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。 

 それでは，御説明させていただきます。資料２－１，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。 
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○富樫委員 

 先ほどあった件ですが，７ページの取組みのところで思春期の子どもをもつ保護者向け

の健康教育の推進とありますが，例えば健康についてのみなのかなど具体的にどういうイ

メージのものなのか，教えてください。 

 

○吉山担当課長 

 内容については，今後詰めてまいりますが，思春期の子供たちが学校あるいは保健セン

ターの職員が出向した場面において，どのような教育を受けておられるのかということを

お伝えすることで，以前の部会において委員の御意見・御提案の中で保護者自体も知らな

いといったことをお聞きしましたので，思春期の子どもたちにたいしこのような教育をし

ているといった情報提供，例えば医学的側面からみた妊娠・出産の知識などの性教育など

を保護者自身も含めて理解していただくことを考えています。 

 また思春期というものがどういう発達段階にあり，特徴をもっている世代なのかという

ことを自立を促すという側面も含めて，保護者の方にお伝えしていきたいと考えています。 

 

○富樫委員 

 思春期の子をもつ親として，どうあるべきかといった観点にも目を向けていただけたら

と思います。 

 

○井上委員 

 ７ページに乳幼児とのふれあい促進とありますが，現在も実施しているところがありま

すが，中身について具体的なものがあれば教えていただきたい。 

 

○吉山委員 

 確かに現在も実施しているところですが，それを広げていきたいと考えています。なぜ

なら，小さな子どもと触れ合う前は，どう触れ合ったらいいかわからないため，触れ合う

前は，小さな子どもに触れ合うことを躊躇してしまう意識をもっていると感じますので，

ふれあい体験をする思春期の方を中高生だけでなく拡大も含めて実施することを検討して

いきたいと思っています。 

 そういったことだけでなく，保健センターでプレパパ・ママ教室も開催しておりますの

で出来得る限り保健センターでの事業も使用しながらやっていきたいと考えています。 

 

○藤田委員 

 子育ては，大変やという意識があって子どもを授かりたいと思わなくなるというものに

対し，子育ては楽しいというのを小さな子どもと触れ合って楽しさを実感してもらうとい

うのは，良い事だと思います。しかし一方現実に大変なのは，最初に生まれたばかりの赤
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ちゃんと接する際にこんなはずではなかったと実感するのが，一番大きいストレスになり

ます。ですから感染症等のリスクなどいろんな問題もあるため，難しいと思いますが，生

まれたばかりのしゃべられない赤ちゃんがどういうものか見られるのが理想であると思い

ます。現実的に 1 人目の子どもを持つ親は，短くても 1 ヶ月は大きな負担を感じています

ので，そこの部分を少しでも解消できるような乳幼児との接し方なども含めて考えていた

だけたらと思います。 

 

○升光委員 

 思春期における次世代を育む意識づくりというところで，青年になった人たちが，お父

さんやお母さんの器の中から出ていくべき時期に出ていけていない状況を社会や親が作っ

ているのではないかという御意見がありましたが，今の時代情報が氾濫しており，無秩序

な状態であり，医学的な科学的な知識を子どもたちが身につけられるような，学んでいく

機会や触れ合う機会を持つことは非常に大切な事であると私も思います。一方，それを問

題と捉え，仕組みづくりをこちらで考えていくことに違和感があります。大切な事ですが，

整えれば整えるほど枠組みのなかでなくもっと根本的なところにも課題などがあるような

気がしています。 

 

○丸橋委員 

 二人目を産まない方たちがどう考えておられるか調査をしたことがありまして，例えば，

結婚当初しか男女の営みがないということを聞いて，世の中の状態が変な状態になってい

ると感じることがあります。何もかもを親が与えていく形になりすぎて，自身で何かを考

える，行動するということがなく，自主性が育まれない時代になっており，大きなことを

言いすぎているとは思いますが，思春期の方への教育などを根本的に見直すべき時期なの

ではと思います。 

 また先ほど他の委員の方からもお話がありましたが子どもとふれあう体験について，触

れ合って楽しいと感じてもらうというのに違和感がありました。子どもを授かった親に最

初に聞いたときに言われるのが，こんなに泣くとは思わなかったと，ふれあい体験の際は，

にこにこしていて楽しかったのに，と温度差を感じている方が多いと思いますので，子ど

もはかわいいだけではない，ただ自身も昔はそうでその中で育ててもらったというところ

まで伝えていかないと色々な点で辛いことなどは，避けていくようになり，あまり根本的

に変えていかなければ変わらない時期に来ているのではと感じています。 

 

○富樫委員 

 今のお話の続きになりますが，乳幼児とのふれあい促進にですが，子どもと触れ合うと

楽しいという方に意識が向かっていると思っています。触れ合うのは楽しいということで

すがもっと触れ合うと大変な部分も感じていけると思います。そういう経験の中で思春期
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の子ども自身が小さな子どものときに，短い時間だけでもこんなに大変なのにずっと同じ

ように苦労して親が育ててくれたという感謝の思いが思春期という難しい時期に持っても

らえたらよりよいのではないのかなと思います。自身が子どもを持つ楽しさと大変さの中

から自信が育ててもらえた感謝の気持ちの両面を感じることができれば，例えば思春期の

方が自宅に帰った時のただいまのあいさつなんかが少し変わるとかそういったものがきっ

かけとなってくるのではと思います。そのようなことを踏まえて施策を展開してもらえた

らと思います。 

 

○吉山課長 

 おっしゃっていただいたことは，とても重要な事だと思います。まず子どもと触れ合っ

て楽しい気持ちの中で自身も子どもを授かりたいと思ってもらい，また子どもが泣いてい

る事の理由などを理解するために苦労する体験もすることで自分自身に反映させて思考を

めぐらすことは，大切であると思いますし，教育委員会の方でも工夫を凝らしながら実施

していると聞いております。 

 

○白井委員 

 家事・育児は，セットだと思います。例えば，家族で出かけて帰ってきて，すぐにご飯

を作るねというのは，ある程度の経験がないとできないと思います。そういった意味でも 1

人目の子どもというのは，大変なのは当然であると思います。そういった意味から基礎力

がなければ，経験不足の男女が結婚し，家事が加わって，子育てが加わって生活が破綻し

てしまうことになってしまいます。経験不足なので，小さなときから経験を積んでいく事

はとても重要です。子育てが先ではなくまず生活する力を身に付ける必要があります。 

 

○三上委員 

 そこまで言ってしまうと今思春期の子どもに何をしたらよいかというのがわからなくな

ってしまうので少しお話を戻させていただくと，思春期の男性及び女性が子どもを持つこ

とに対し，実際に体験し，子育てに触れて考えるのは体験した子どもたちであり，考えた

子供たちに対しどうやってフォローしていくのか大事であると思います。ですが機会を与

えないと，現在小さな子どもに触れ合うのは無いような時代で機会を与えてあげて自分で

考える時間を作るために必要なことであると思います。 

 また話は変わりますが，思春期の子供を持つ保護者向け健康教室の推進というものをも

しよろしければ，学校保健会がありますのでその場を大いに利用していただいて，医師，

薬剤師，養護教員，学校の先生，ＰＴＡがいるわけなのでその場で考えを御提案いただけ

ればいかがかなと思います。 
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○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。続いて母子保健部分について事務局か

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２－２「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」に

おける母子保健部分につきまして御説明させていただきます。 

 資料２－２，資料２－３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「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」における母子保健部分につ

きまして，御意見・御提案等をよろしくお願いします。 

 

○大西委員 

 私は，京都市の生まれではないのでわからないのですが，京都市の中学校は，給食なの

でしょうか。 

 

○上田課長 

 以前は自宅からお弁当を持ってくるという形でしたが，約 10 年前から中学校でも教育委

員会の作成した献立の給食を業者に作ってもらい，希望する生徒の分を学校に届けてもら

うという形式をとっています。生徒や保護者が事前に選んで，自宅から弁当を持ってきて

もよいし，一か月単位で学校に届けられる給食を食べてもよいという選択制になっていま

す。大体３０％の生徒が給食を食べて約７０％が自宅から持参の弁当を食べているという

状況になっております。なお，小学校は全校，校内の給食室で調理した給食を食べている

形です。 

 

○樋口委員 

 社会的養護を担っている施設を運営している立場ですが，この掲げている施策が十分に

行われれば，施設に来る人数は減少していくだろうと思います。特に児童養護関係でいけ

ば，虐待が今現在取り上げられる機会が多いですが，妊娠期からの児童虐待未然防止とか

で成果が出ているのか，乳幼児での施設の入所は，随分減っていると聞いております。逆

に小学校高学年から中高生の入所が増えているという現状を踏まえますと，こういう思春

期での健康問題の支援の取り組みが充実すると家庭での親子関係に良い効果をもたらして

家庭分離にまで至らないで留まるような形で改善していくのではないかと思い御説明を聞

いておりました。 
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○中川委員 

 母子保健に関してですが，１５ページの産後うつ病などの早期発見と対応の充実のとこ

ろであげておられますが，妊婦相談事業，こんにちはプレママ事業，新生児訪問指導事業

などで私も助産師としてさせていただいていますが，以前と比べ，支援者とお母さんの関

係性というのが事業が浸透するにつれ良くなっていると感じております。 

 育児支援家庭訪問事業で御質問させていただきますが，私が担当している地域では，私

も京都市の保健師さんと同行させていただくことはあるのですが，ほとんど数が上がって

いないと思います。その理由として予算の関係もあるので今は訪問ができないとおっしゃ

られたことがあるのですが，すごく大切な事業なのに決められた額はあるのでしょうか。 

 

○吉山課長 

 育児支援家庭訪問事業は，助産師・看護師さんなど嘱託の母子保健指導員の方にもご協

力いただいております，職員の保健師も当然訪問しております。今ご質問のあった予算と

いうのは，嘱託の助産師・看護師さんの分として予算が発生いたしますが，相当ニーズが

高い事業ということで足りなくなってはならないのですが，足りなくなるという事態があ

った場合のフォローという意味で言えば，職員である保健師で対応していく形になります。 

 また予算が足りないというお話ですが，区・支所含め１４行政区ある中でやりくりをし

ていくという方法もあります。 

 

○三上委員 

 産後ケア事業はとてもいい事業だと思いチラシを拝見しましたが，足枷が非常に多く何

か悪いところがないと使えないと思います。私には孫がおりますが，生まれたばかりのこ

ろは，助産師・看護師さんに胸が張って母乳が出ない時の乳房ケアや子どもに対しての相

談など含めて対応していただいたことに大変助けてもらっていました。ですからこの事業

でそれが受けられると思ってよくよく見たら受けられないという形態になっているので，

広報等の予算を事業の方に回して緩和していただけたらと思います。昔は自宅に祖父母な

どがいて問題があっても支援者がいたが，今は自分たちでしないといけない。要件として

産後の回復が思わしくなく体調不良や育児不安の方という要件と家族等から母子への支援

が受けられずという要件がありますが，夫がいると受けられないということでしょうか。 

 

○吉山課長 

 まず条件として産後１か月未満としていますので御本人は，働かれていないと思います

が，その回復状況とかその体調が不良な方また育児不安のある方でなおかつ支援を受けら

れない方で事業の対象とさせていただいております。 
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○三上委員 

 例えば夫がいますが，あまりにも仕事が忙しく家にも帰ってこないような自分一人で日

中育てないといけないというような場合であれば１か月の間支援は受けられるということ

でよろしいでしょうか。 

 

○吉山課長 

 そうですが，宿泊型と通所型で事業を実施しておりまして一か月の間で各々７日を上限

としています。 

 

○三上委員 

 事業の中で，家まで訪問して実施してもらうようなものはありますでしょうか。 

 

○吉山課長 

 こちらの方は，新しく隙間を埋めて更なる強化を図る事業であります。例えばこんにち

は赤ちゃん事業という保健師・助産師・看護師が訪問して保健指導を行うもので対応して

います。 

 

○三上委員 

 １か月ずっと支援いただくというのはできないということですね。 

 

○吉山課長 

 おっしゃるとおりです。また訪問型の事業としてヘルパーを派遣する事業もありますの

でそういった全体的な部分から保健師が妊娠中から情報提供させていただいて妊娠中から

の支援を出来る様にしております。 

 

○中川委員 

 この産後ケア事業でもし助産師会で手助けできるところがあれば，例えば１週間連続訪

問するとか入ればよかったのではと思います。まだまだ大変な時期に自宅に訪問して対応

できると安心していただけるのではと思います。 

 

○吉山課長 

 このスマイルママ・ホッと事業は，国のモデル事業で実施しておりまして，そういう条

件設定もありましたが，今年度はモデルとして取り組んでおりますので，実施してみて見

直し等の検討もあります。宿泊，通所，訪問等総合的な事業としての御意見が他にもあり

ましたらまた教えていただけたらと思います。 
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○丸橋委員 

 食事についてですが，３食，２食としてサービス区分ごとに記載がありますが，どこで

作られるのでしょうか。 

○吉山課長 

 病院及び助産所にお願いしている事業になりますので，病院でしたら入院されている患

者の方と同じものが出てくるのではないかと思います。 

 

○丸橋委員 

 現在始まって約１か月ですが利用状況はいかがでしょうか。 

 

○吉山課長 

 現在利用が始まっているものが３件あります。 

 

○河嶋部会長 

 ありがとうございました。きまして本日の審議事項「提供体制確保の方策及びその実施

時期について」につきまして事務局から説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，資料３－１「地域子ども・子育て支援事業の提供体制確保の方策及びその実

施時期について」の資料につきまして御説明させていただきます。 

資料３－１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。 

 

○藤田委員 

 母子保健訪問指導員は，母子保健専門ということですか。 

 

○吉山課長 

 そのとおりです。 

 

○北島委員 

 この対応方針にかかれているのは，例として伏見区の記載ということですか。京都市全

体では，もっとおられるということですか。 
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○吉山課長 

 そのとおりです。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，続いて妊婦健康診査について御説明をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 それでは，妊婦健康診査について説明いたします。 

  

○河嶋部会長 

 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。その他

に特になければ，「地域子ども子育て支援事業の提供体制確保の方策及びその実施時期につ

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。 

 

○吉山担当課長 

 決議いただきありがとうございます。精一杯進めてまいります。 

 

○河嶋部会長 

 本日の議事については，以上となりますが，お時間あまりございませんが，その他最後

にお気づきのことや御意見ございましたらいただければと思います。 

 

○升光委員 

 母子保健のところの施策や取り組みをお聞かせいただいて，もっと深めていくとか，体

制を整えていくとか切実な問題に対して真摯な取り組みを行っていただいてると非常に頭

が下がる思いでした。そこから思春期の取り組みを見たとき，やはり何かつっかえを感じ

るところがあります。ですが，地道に取り組んでいくしかないと思います。そして取り組

んでいただいている中で新たな課題とかこれでも更に問題が出てくるという時代なのでは

と思います。そうならないように社会全体の意識を啓発するということが，重要なのかな

と感じています。私は，子どもが結婚しておじいちゃんと呼ばれる日が近づいていますが，

こういった取り組みがあるとそういう御年齢の方が知らないのではないのかなと思いま

す。さらにそういった先輩世代が知ることで，この取り組みがさらに広がるのではないの

かなと思います。 

 

○北島委員 

 計画推進上，問題を学ばないといけないと思いました。全体的にきめ細やかにされてい

るなと感じました。１３ページの不妊治療のところですが，正確な情報が的確に提供され，
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それを前提とした判断がなされるように情報提供する仕組みづくりと記載がありますが， 

ここで思春期に戻るのではないかなと思いますが，思春期の方に医療専門職による健康教

育の実施に盛り込んでいただけるのではないかと思いますがいかかですか。 

 もう一つは，晩産化などで低体重児などが出生し在宅療養児が増えている中で看護協会

としてこれは，必要な事業と看護協会として認識し本年度実施しておりますが，そういっ

た部分をどう考えられていますか。 

 

○吉山課長 

 不妊治療についてですが，晩婚化・晩産化に伴い右肩上がりに助成費は増加しておりま

す。欲しい時に子どもを授かるというのは，どういうことかということを思春期の方で教

育していきたいと思います。 

 つづいて長期療養児，在宅療養児についてですが，２８ページに取り組みについて慢性

疾患児についてフォローをしていかないといけないと考えております。 

 

○葉山委員 

 母子保健において，８ヶ月健診で配っていただいている歯ッピーパスポートが講評であ

るので続けていただければと思います。 

 

○丸橋委員 

 思春期についてどういう講座をされるのか知りたいと思っています。これは，すごく大

切なことですし，学校によって差が出てはいけないなと思います。人間性を高く出来るよ

うな性教育が無いなと感じておりますし，どうされるか非常に教えていただきたいと思い

ます。 

 

○吉山課長 

 内容については，いろいろな方面から御意見いただきながら作成していこうと考えてい

ます。 

 

○河嶋部会長 

 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・御審議いただきましたが，委員の皆様におかれまし

ては，次回思春期保健・母子保健部会としてて，次期母子保健計画（案）の御審議いただ

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。 
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○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。 

 思春期保健ということですが，思春期の親世代への取り組みも必要であるなど，社会の

現状にあった取組を常に実施してまいらないとならないと思っております。 

 本日で当部会も 4 回目の開催となり，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，京都市民にとってより良いものとして形作られてきたと非常に強く感じ

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・審議が，市民のための次

期母子保健計画の策定に直接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。 

 

○吉山課長 

 それでは，会議を終了させていただきます。傍聴者及び記者の皆様は，御退席ください

ますよう，お願いいたします。 

 なお，傍聴者及び記者退席後，事務連絡を行いますので，委員の皆様は，今しばらくお

待ちいただきますよう，お願いいたします。 

 それでは，連絡事項を申し上げます。 

第５回目の母子保健・思春期保健部会については，８月下旬から９月上旬頃を予定してお

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。 

 


