
        

    

 

（１）思春期における次世代を育む意識づくり 

● 学校保健・地域保健等の連携による思春期保健対策の強化 新規 

  【主な取組】 

   ◇思春期保健対策の連携の推進 新規 

            ◇思春期保健健康教育の推進     

            ◇医療専門職等による健康教育の推進 新規 

   ◇乳幼児とのふれあいの促進 新規 

   ◇思春期の子どもを持つ保護者向け健康教育の推進 新規 

   ◇にんしんホッとナビの実施 新規（推進中） 

   ◇大学生の乳幼児ふれあいの促進 新規（推進中） 

   ◇中高生と赤ちゃんとの交流事業の充実 

   ◇学校で行う性に関する指導の実施 

   ◇不妊に関する普及啓発事業の実施  

   ◇子どもを共に育む親支援プログラムの実践 再掲 

    ◇青少年のための『親学習』プログラムの推進 再掲 新規（推進中） 

 

（２）思春期のこころとからだの健康づくり 

● 学童・思春期から成人期に向けた保健対策の強化と健康教育の推進 

 【主な取組】 

◇思春期向け健康教育の強化 再掲 新規 

◇思春期の子どもを持つ保護者向け健康教育の推進 再掲 新規 

◇思春期出前教室（防煙セミナー，飲酒，薬物，性感染症，など） 

◇関係する専門機関による正しい情報提供の実施 

◇専門機関と学校保健の連携や地域，民間団体との協働の強化 

◇中高生の防煙教室 

◇エイズ・性感染症予防のための出前教室 

◇若者の薬物問題について考える講演会 

◇未成年者の飲酒の防止 

● 思春期のこころの健康問題への対応の充実 

【主な取組】 

◇こころの健康増進センターで行う思春期外来や相談 

◇思春期・青年期の精神保健講座 

◇思春期・青年期のこころの問題を考える講演会 

◇ひきこもり地域支援センターで行う相談 新規（推進中） 

◇ひきこもりに関する相談・支援 

◇思春期・青年期の自殺対策 

◇保健センターで行う相談 

◇学校で行うスクールカウンセラーによる相談 充実 

◇京都府警察（少年サポートセンター）で行う相談 

◇こども相談センターパトナで行う相談 

◇医療機関で行う相談 

● 思春期に関わる関係機関の連携の強化 

子どもを安心して生み健やかに育てることのできるまちづくり 

（母子保健計画施策一覧） 
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【主な取組】 

◇こども相談センターパトナ「不登校児童・生徒適応支援連携協議会」の取組 

◇思春期保健対策の連携の推進 再掲 新規 

◇「京都市児童・生徒不登校支援連携会議協議会」の取組 

 

（３）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

● 妊産婦の健康の保持増進のための支援 

【主な取組】 

◇妊婦相談事業 新規（推進中） 

◇こんにちはプレママ事業 新規（推進中） 

◇妊婦健康診査の公費負担の拡充 

◇母子健康手帳の交付による自己の健康管理の促進 

◇すくすく子育て情報発信事業の実施 

◇親子の健康づくり講座の実施 

◇パパママの健康増進の推進 充実 

◇情報発信の強化 新規 

◇新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）における保健指導などの実施 

◇スマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業）新規（推進中） 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 新規（推進中） 

◇妊産婦及び家族への禁煙支援，妊産婦の飲酒の防止 

◇保健センターやこころの健康増進センターで行うこころの健康相談 

◇母子保健・子育て支援の機関連携強化 

◇子どもを共に育む親支援プログラムの実践 

◇スマートフォンアプリによる情報発信 再掲 新規（推進中） 

● 妊産婦に優しい環境づくりの推進 

  【主な取組】 

◇プレママ・マーク等の周知を通じた育児しやすい環境づくりの推進 充実 

◇父親の育児参加を促進するための環境づくり 

◇母性健康管理指導事項連絡カード※の周知 

※ 働く妊産婦が通勤緩和や勤務時間の短縮，勤務内容の変更などが必要な場合， 

主治医から指導を受けた内容を伝えるため事業主に提出するカード 

◇受動喫煙防止の普及啓発 

● 出産準備の支援と虐待の未然防止 

【主な取組】 

◇妊婦相談事業 再掲 新規（推進中） 

◇こんにちはプレママ事業 再掲 新規（推進中） 

◇にんしんホッとナビの実施 再掲 新規（推進中） 

◇医療機関と保健センターの連携による妊娠・出産期からの家庭支援の強化 

◇スマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業） 再掲 新規（推進中） 

◇妊婦健康診査未受診者支援 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇外国人（妊産婦）の通訳派遣 

● 産後うつ病などの早期発見と対応の充実 



【主な取組】 

◇妊婦相談事業 再掲 新規（推進中    

◇こんにちはプレママ事業 再掲 新規推進中 

◇新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）における保健指導等の実施 再

掲 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇第３子以降等産前・産後ホームヘルプサービス事業の実施  

◇精神保健福祉相談員による訪問指導の実施 

◇外国人（妊産婦）の通訳派遣 再掲 

◇医療機関と保健センターの連携による妊娠・出産期からの家庭支援の強化 再掲 

● 妊娠中からの口腔保健の推進 

【主な取組】 

◇親子の健康づくり講座の実施  再掲 

◇妊産婦歯科相談，健診，指導 

● 不妊に対する支援の充実 

【主な取組】 

◇不妊に関する普及啓発事業の実施 

◇不妊相談事業の実施 

◇不妊治療費助成制度の拡充・特定不妊治療費助成事業の推進 充実 

 

（４）乳幼児の健やかな発育・発達と育児不安を軽減するための支援 

  ● 父親の育児参加の推進（父親への育児支援対策） 

  【主な取組】 

   ◇プレママ・マーク等の周知を通じた育児しやすい環境づくりの推進 再掲 新規 

   ◇妊娠期からの子育て支援（父親の育児支援対策） 

 ◇すくすく子育て情報発信事業の実施 再掲 

   ◇ふれあいファミリー食セミナー（プレママ・パパコース）の実施（休日開催） 再掲 

   ◇乳幼児とのふれあい促進 再掲 新規 

   ◇大学生と保健事業の連携 再掲 新規 

   ◇将来の育児参加に向けた思春期からの性と母子保健教育の推進 

    ・中高生と赤ちゃんとの交流事業の充実 再掲 

    ・学校で行う性に関する指導の実施 再掲 

   ◇親子の健康づくり講座の実施  再掲 

   ◇母子保健・子育て支援の機関連携強化 再掲 

   ◇父親の子育て参加を推進するおやじの会 再掲  

   ◇ＯＫ（Ｏ：おやじの/Ｋ：子育て参加に理解がある）企業の普及・啓発  

   

● 見守り育む地域づくり，親子の健康づくり 

【主な取組】 

◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

◇パパママの健康増進の推進 再掲 新規 



◇情報発信の強化 再掲 新規 

◇母子保健・子育て支援の機関連携強化 再掲 

◇こどもみらい館の総合的な子育て相談事業の推進  

◇スマートフォンアプリによる情報発信 再掲 新規（推進中） 

● 乳幼児健康診査の充実 

【主な取組】 

◇１歳６か月児健康診査における心理スクリーニングの充実 新規（推進中） 

◇乳幼児健康診査における保育所・児童館との連携 新規（推進中） 

◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

◇絵本ふれあい事業の実施 

◇乳幼児健康診査後の家庭訪問など支援の充実 

◇親子すこやか発達教室の実施 

◇すべての乳幼児健康診査未受診者への支援 

● 必要な人に届く子育て支援情報の発信 

【主な取組】 

◇乳幼児健康診査における保育所・児童館との連携 新規（推進中） 

◇情報発信の強化 再掲 新規 

◇スマートフォンアプリによる情報発信 再掲 新規（推進中） 

● 育てにくさを感じる親への支援 

【主な取組】 

◇１歳６か月児健康診査における心理スクリーニングの充実 再掲 新規（推進中） 

◇親子すこやか発達教室の実施 再掲 

◇すべての乳幼児健康診査未受診者への支援 再掲 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇第３子以降等産前・産後ホームヘルプサービス事業の実施 

◇母子健康手帳発行時の面接や家庭訪問指導の実施 再掲 

◇医療機関と保健センターの連携による妊娠・出産期からの家庭支援の強化 再掲 

● 乳幼児健康診査未受診者等養育上の問題を抱える家庭への支援 

【主な取組】 

◇すべての乳幼児健康診査未受診者への支援 再掲 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇母子健康手帳発行時の面接や家庭訪問指導の実施 再掲 

◇医療機関と保健センターの連携による妊娠・出産期からの家庭支援の強化 再掲 

● 母親の育児不安軽減と孤立化防止 

【主な取組】 

◇新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）における保健指導などの実施 再掲 

◇スマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業） 再掲 新規（推進中） 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇保健センターやこころの健康増進センターで行うこころの健康相談 

◇子育て相談事業の推進 再掲 

● 多胎児を養育する家庭への支援 

【主な取組】 



◇妊婦相談事業 再掲 新規（推進中） 

◇こんにちはプレママ事業 再掲 新規（推進中） 

◇育児支援家庭訪問事業の充実 再掲 新規（推進中） 

◇◇第３子以降等産前・産後ホームヘルプサービス事業の実施 再掲 

◇民間団体，地域との連携による，学習会，交流会等の開催  

● 乳幼児期からの歯と口の健康づくりの推進 

【主な取組】 

◇乳幼児の歯科相談，健診，指導 

◇子どもの歯の成長記録ノート「歯ッピーパスポート」の配布（8 か月児） 

◇8 か月児健康診査での歯科保健指導  

◇京都市集団フッ化物洗口支援事業  

◇成人・妊婦歯科相談 

● 地域・関係機関の連携強化 再掲 

 

（５）子どもの病気や事故に的確に対応できる体制の充実 

● 小児救急医療体制の充実 

【主な取組】 

 ◇休日・夜間・平日準夜帯の医療体制確保 

   ◇深夜帯における医療体制確保 

   ◇親子の健康づくり講座の実施 再掲    

● 子どもの事故防止と応急手当に関する取組の充実 

【主な取組】 

 ◇子ども保健医療相談・事故防止センター「京（みやこ）あんしんこども館」にお

ける事業の実施 

  ・保健医療相談 

  ・心肺蘇生法講習，自転車用ヘルメットとチャイルドシート使用講習会等 

   ◇「子どもの事故防止実践マニュアル」お届け事業 

   ◇すくすく子育て情報発信事業の実施 再掲 

   ◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

   ◇保健センターで行う母子健康手帳の交付，乳幼児健康診査，相談，指導，情報の

提供 再掲 

   ◇保育所や幼稚園など子どもを預かる施設における事故防止に向けた環境整備と子どもへの指導 

   ◇警察が行う交通安全教室等 

● 病気中（病児）・病気回復期（病後児）の子どもを持つ親への育児 

【主な取組】◇京都市病児・病後児保育事業 

● 障害のある子どもや長期療養児の支援の充実 

【主な取組】 

◇保健師の家庭訪問による療養相談等の支援 

◇小児慢性特定疾患治療研究事業の実施 

◇自立支援医療（育成医療）給付 

◇未熟児養育医療給付 

◇先天性代謝異常検査 



● 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）予防の推進 

【主な取組】 

◇すくすく子育て情報発信事業の実施 再掲 

◇親育ち本「すくすく子育てアドバイス！」の配布 新規（推進中）  

◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

◇受動喫煙防止の普及啓発 再掲 

● 予防接種の取組の推進 

【主な取組】 

 ◇予防接種事業の実施 

 ◇風しん予防対策の推進 新規（推進中） 

   ◇乳幼児健康診査における普及啓発 

   ◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

   ◇すくすく子育て情報発信事業の実施 再掲 

   ◇親育ち本「すくすく子育てアドバイス！」の配布 再掲 新規（推進中） 

● 妊娠期からの事故・病気の予防 

【主な取組】 

 ◇風しん予防対策の推進 再掲 新規（推進中） 

   ◇妊娠期からの事故予防教育 新規（推進中） 

● 災害時の乳幼児及び妊産婦への支援 

【主な取組】 

 ◇京都市災害時における妊産婦等支援ガイドライン（仮称）の策定 新規（推進中） 

 ◇妊産婦福祉避難所の協定締結推進 新規（推進中） 

● 慢性疾患児への支援対策 

【主な取組】 

 ◇小児慢性特定疾患治療研究事業 

 ◇慢性疾患児地域支援協議会の開催 再掲 新規（推進中） 

 ◇小児慢性特定疾患相談支援事業 再掲 新規（推進中） 

   ◇未熟児養育医療給付 

   ◇自立支援医療（育成医療）給付 

   ◇保健師の訪問による療養相談等の支援 

 

（６）望ましい食生活を育むための 環境づくり 

● 「早寝早起き朝ごはん」の推進 

【主な取組】 

◇乳幼児健康診査等における啓発と指導 

◇保育所，幼稚園，学校における啓発 

● 妊娠期・授乳期・乳児（離乳）期における食育の推進 

【主な取組】 

 ◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

 ◇ふれあいファミリー食セミナー（すくすくコース）の充実 新規（推進中） 

   ◇ふれあいファミリー食セミナー（プレママ・パパコース）の実施 

   ◇乳児期の栄養相談・指導の実施 



   ◇保育所を通じた食育の推進 

   ◇子どもを共に育む親支援プログラムの策定・実践 再掲 

● 幼児期における食育の推進 

【主な取組】 

◇ふれあいファミリー食セミナー（わんぱくコース）の実施 

◇幼児期の栄養相談・指導の実施 

◇保育所を通じた食育の推進 再掲 

◇保育所における保護者や地域に対する食育の推進 

◇保育所給食担当者研修会の開催 

◇幼稚園から保護者への情報提供，支援  

◇幼稚園での栽培，調理等の取組 

● 学童期における食育の推進 

【主な取組】 

◇「学校給食における『和食』の検討会議」の提言を踏まえた取組や地産地消（知産知消）の取組など，学校給食を通じた食育の推進  

◇栄養教諭の配置 

◇「学校給食にチャレンジしよう～チャレンジクッキング」の実施 

◇小学校出前板さん教室の実施 

◇日本料理アカデミーと連携した「日本料理に学ぶ食育カリキュラム 推進事業」の実施     

◇京都青果合同株式会社との連携による 食育授業 

◇児童館，学童保育所における教室，イベント活動の実施 

◇ふれあいファミリー食セミナー（わんぱくコース）の実施 

● 思春期における食育の推進 

【主な取組】 

◇「完全自由選択制」による中学校給食の実施 

◇学校給食を通じた食育の推進 

◇「食教育主任」の中学校全校配置 

◇「市立中学校教育研究会食教育部会」の設置 

● 食育と歯科保健の推進 

【主な取組】 

◇８か月児健診での歯科保健指導 再掲 

◇親子の健康づくり講座の実施 再掲 

◇乳幼児の歯科相談，健診，指導 再掲    

● 生産・流通関係者との交流 

【主な取組】 

 ◇食の海援隊・陸援隊の育成 

   ◇鍋まつりの開催 

   ◇市場見学会の実施 

   ◇京の旬野菜推奨事業の実施 

   ◇未来の農業サポーター育成事業 

   ◇食の拠点機能充実事業 

   ◇ミートフェアの開催 

● 食の安全・安心対策の推進 

９ 

Ｐ９ 差し替え版 



【主な取組】 

◇ホームページ，啓発パンフレットなどで正確な情報提供 

◇乳幼児健康診査や健康教育等での啓発  

◇「京都市食の安全・安心推進計画に基づく市民参加型リスクコミュニケーションの推進  

● 食育指導員（食育に関するボランティア）による食育の推進 

  【主な取組】 

◇保育所，幼稚園，児童館，小学校等における食育活動 

◇保健センター事業等に参画 


