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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５回） 

会議録 

日 時 平成２６年９月１日（月）１４：００～１６：１５ 

場 所 アスニー山科 第１・第２研修室 

出席者 

委員 
井上直樹委員，大西沙織委員，河嶋喜矩子委員，富樫一貴委員，升光

泰雄委員，丸橋泰子委員 

特別委員 
北島則子委員，栗本嘉子委員，葉山義則委員，平田義委員，三上由美

委員 

欠席者 
委員 白井敞子委員，中西拓委員，樋口文昭委員 

特別委員 木村美枝子委員，中川淑子委員，藤田克寿委員 

次 第 
１ 次期母子保健計画概要（案）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（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，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「次期母子保健計画概要（案）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，次期母子保健計画概要（案）についてご説明させていただきます。 

 資料１－２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。 

 

○升光委員 

 母子保健・思春期に関する意識調査から見えた課題・「健やか親子２１(第２次)」におけ

る課題・次期プランが目指すまちづくりと視点からできた次期母子保健計画重点課題は，

良いと思います。またここでお話しさせていただく内容ではなく全体会議での内容かと思

いますが申し上げますと，今回の子ども子育て支援新制度は，子どもの最善の利益からは

じまっていると理解しています。しかし資料１－２右側の次期プランが目指すまちづくり

と視点では，すべて「○○するまち・京都をつくる」となっています。本来は，子どもを

育てることについての考えることが重要であり，京都をつくることが問題ではないと思う

ので違和感があります。 

 

○安見課長 

 全体会議でまた御議論いただく内容ではありますが，社会環境づくり部会が先週木曜日

（8 月 28 日）に開催されまして，そこで基本理念と以前は方針と呼んでおりましたが，京
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都市基本計画と同じように未来像を示そうということで，目指すまちの姿という名称にし

ております。そこで，○○のまち・京都をつくるという表現を○○ができるまち・京都を

つくると表現の整理をしております。例えば，子どもの最善の利益を追求するまち・京都

は，そのままですが，子育て支援ということでしたら安心して子どもを産み育てることの

できるまち・京都をつくるという形にしており，また全体会議で御報告させていただけた

らと考えております。 

 

○丸橋委員 

 重点課題１にもあります育てにくさを感じる親に寄り添う支援であるとか，子どもの育

てにくさの増加であるとか，育てにくいという言葉が多いが，結局全ての子どもが健やか

に育つ社会というのは，育てやすいというか，子どもを育てることに関して育てにくいと

いう言葉から課題をどう分析するか，具体的にどのように実施するかが見えにくいと感じ

ます。育てにくい要因は，様々であり，また育てやすいと感じている人は，実際どの程度

いるのかなども考えた上で，この部会がどのような施策をあげていこうとしているかが大

事ではないかと思います。 

 

○吉山担当課長 

 後ほどまた出てくるかと思いますが，次期母子保健計画の重点課題４の３つ目の記載に

なりますが，育てにくいという文言から母子保健の観点から申し上げますと疾病の早期発

見や発達障害など，疾病や障害を持つ方への支援の充実を図ることとなると考えておりま

す。確かに育てやすいと感じている方は，子育ての風景を見ずに育ってきている世代では

第一子の子育てでは非常に少ないとは思いますが，そういう機会を教育の中で提示する等， 

少しでも育てやすいと感じていただけるよう，支援してまいりたいと思います。ですが，

母子保健以外の広い観点でも支援の課題は感じているところではあります。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，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

の審議に移ります。審議とは議題の内容について，部会として決議を行うものになります。

今までにお忙しい中，お集まりいただき委員の皆様に本部会において協議いただいた積極

的かつ建設的な御意見，御提案を反映させた「次期母子保健計画」（案）を本日の部会で決

議し，京都市子ども・子育て会議 全体会議に案を提出してまいりたいと考えております。 

早速ですが，時間も限られておりますので，皆様の御意見，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基に作成された「次期母子保健計

画（中間とりまとめ案）」について御審議いただきたく思います。それでは，審議事項とし

て「次期母子保健計画（中間とりまとめ案）について」事務局から資料の説明をお願いし

ます。 
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○吉山担当課長 

 それでは，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。 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，内容が盛りだくさんのため，まずは思春期保健に関する部分

について，御質問等はございませんでしょうか。 

 

○丸橋委員 

 前回の部会においても，お話が出た事があったかと思いますが，思春期向け健康教育の

強化というところに性教育も含まれるということになりますか。また，この次期母子保健

計画（中間とりまとめ案）に記載いただいている色々な事がありますが，その中で性感染

症の部分において現在子宮頸がんが非常に増加しています。どこにでもいる菌が媒介とな

るもので思春期の早い段階で性体験することも原因となっていることもあり，健康を蝕む

ことが多い事から具体的にどのような形で実施するのかお教えください。 

 

○吉山担当課長 

 健康教育の中身は，幅広く考えております。妊娠出産に関すること，生活習慣に関する

こと，それから今お話しいただいた子宮頸がんを含む性感染症に関すること，など現在も

飲酒，喫煙に関する健康教育を実施しておりますので，総合的に考えて思春期の方の健康

を守る，妊娠出産などを考えた将来的な健康についての課題も含め実施してまいりたいと

考えています。 

 

○栗本委員 

 お話しいただいた内容と資料について文言などの相違が感じられますが，まとめてお話

しいただいたということでよろしいですか。例えば，今お話しいただいた性感染症関係の

記載のある思春期保健の部分について，ピアエディケーターという文言がなかったように

思いました。 

 

○吉山担当課長 

 言葉ではお話しさせていただきましたが，こちらの資料には掲載している言葉ではあり

ません。16 ページの主な取り組みに記載しております思春期向け健康対策の強化の中にそ

ういったことも検討しているということでお話しさせていただきました。 

 

○栗本委員 

 先ほどの子宮頸がんのお話もありましたが，思春期向け健康対策の強化という言葉だけ
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では，項目としてあまりにも壮大です。口頭で御説明いただいたことは，項目として非常

に大切であると感じました。 

 

○吉山担当課長 

 具体的な取り組みとしてここに掲げるには，予算も伴うものであり，まるめて記載させ

ていただいております。ですが，気持ちの中では実施してまいりたいと考えております。 

 

○栗本委員 

 思春期の方々と接する私たちとしては，そういった具体的な部分が知りたいところです。

そう思っておられる方は，私たちだけではなかろうかと思います。 

 

○吉山担当課長 

 具体的な施策については，各関係機関等にお集まりいただくなどして現実的な御意見な

どをお聞かせいただいて作っていく事を検討しております。 

 

○平田委員 

 重点課題の一つ目の思春期における次世代を育む意識づくりの一つ目のまるのいのちの

誕生からいのちの大切さの教育について１２ページ，１３ページに記載している乳幼児と

のふれあいの促進などいのちの誕生からいのちの大切さに関する知識の普及啓発はどのよ

うな形で実施されるのか教えていただきたい。 

 

○吉山担当課長 

 現代の子ども達は，先ほども御説明させていただいた通り核家族化，少子化のなかで身

近で子育てをしている姿に触れることに恵まれておらず，保健センターに限らず地域の中

における子育て機関と連携し，機会を設定し思春期の方に参加していただく，また教育委

員会と連携し，学校教育の中で実施していきたいと考えております。 

 

○俣野課長 

 具体的にお話しさせていただきますと，中学校の家庭科の授業において地域の保育所及

び幼稚園と連携させていただいて園児の方を学校にお招きしてあるいは，中学生が訪問し

て交流を深めることによりいのちの大切さを体験していただく，また学校によっては，乳

児の人形であるとか，乳児とのふれあいもしております。広く体験の場をもっていただき

たいと考えており，全校で実施していただきたい事業にはなりますが，現在は約 7 割ぐら

いの中学校で実施しております。他の場所での実施で申し上げますと児童館であるとかで

そういう場をもうけていくなどして進めております。 
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○平田委員 

 知的障害者施設協議会というところから委員としてこちらに出席させていただいており

ます。私は，児童発達支援センターで働いておりますが，乳幼児とのふれあいだけでなく

障害のある子どもたちとのふれあいも入れていただきたいと思います。出生前診断も現在

の医学では実施されていますし，その命をどうするか判断することが可能になっており，

どんどん中学校の方，高校生の方はふれあって同じ子ども，同じ命のある存在ということ

を子どもたちに知っていただく機会としてほしいと思います。 

 

○三上委員 

 15 ページ部分に性感染症の知識を得たりすることが学校の先生からが最も多いとありま

すが，学校の先生などに指導することがあるのでしょうか，それとも学校の先生が独自の

知識において実施するのでしょうか。この場合，知識として専門性が必要であると思いま

すがいかがでしょうか。 

 

○上田課長 

 専門性が必要であることはお話しいただいた通りであり，学校保健においては，中学校

等では保健体育の科目等において，性感染症を含む性教育，性に関する指導を，養護教諭

と連携しながら進めており，そのための研修等も実施しています。 

 

○三上委員 

 今のお話しは非常に理解できますが，また一方で時代はどんどん進んでいるので担当す

る先生方が知識を新しくしていかないといけないのではと思います。例えば，望まない形

で妊娠することを防ぐ方法として，７２時間以内に薬を服用すれば避けられるといったよ

うな知識や性感染症に係る知識を身に付けていく事など，古い情報のまま指導しない事が

重要かと思います。新しい知識を先生方に身に付ける機会を設けていく事が必要ではない

かと思います。 

 

○升光委員 

 学校の先生だけでなく，親も学ばなければならないなとお話をお聞きして思いました。 

いのちの大切さのことをお話しいただきましたが，乳幼児とのふれあいを設けている場面

で私も拝見した事がありますが，非常に大切な経験であると認識もしております。障害を

もった子どもの施設にとっても非常に大切であると思います。 

 １１ページと１６ページのところなどたくさん記載がありますが，１６ページの施策を

展開する今後の方向性のところでいろいろな所と連携しとありますが，その中の企業と連

携するのはどんなところとどんな形でお考えでしょうか。企業との連携は，非常に大きな

ことだと思います。 
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○吉山担当課長 

 漠然とした記載にはなっておりますが，例えば，乳がんなどの後援をしている企業や団

体の方などをお招きして講師をしてもらうなど，先進的な取り組みをしておられる企業に

応援いただくなど連携してまいりたいと思います。 

 

○升光委員 

 どこからやったらいいのか見通しがつかないというか，産業界が一歩でも二歩でも進め

ば子どもが健やかに育つという文化の土壌の問題に対し，変わっていくのではないかと思

います。 

 

○吉山担当課長 

 例えばの話ですが，先ほどもお話のあった子宮頸がんの取組をしているグループ等に経

済的支援を行うとか，資料提供を行うとか，そういった取組も一つの方法としてはあるの

ではないかと思います。 

 

○井上委員 

 幼稚園や保育園との連携を強化して，次世代を育む意識づくりには協力させていただき

たいと考えています。資料について質問になりますが，推進中というのは既に取り組まれ

ているということでよろしいでしょうか。大学生と乳幼児のふれあいというのも実施され

ているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 推進中についての御理解はそのとおりです。まだ実績としては，始めたばかりというこ

とで１件でありますが，開始しております。大学のサークルの方たちが，乳幼児健診の場

に訪れて健診の待ち時間を有効活用しております。大学生も乳幼児と接することができま

すし，待合も華やかになりますし，まだまだモデル的な段階ですが，広めていきたいと考

えております。 

 

○井上委員 

 保育及び幼児教育専門職の養成という意味でなく一般的に通学されている学生を対象に

実施しているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 今回の事例でも大学のサークルの学生ですので，一般的な大学生であると考えています。 
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○井上委員 

 ひきこもり等の心の悩みを持っている子どもたちについてですが，私は，地域の民生委

員もしておりますので，わずかではありますがそういった方をみております。ここで掲げ

る施策に対し，来ていただけたり，利用していただけたら効果があると思いますが，ほと

んどの方は，そこまで行けないことで大きくなってしまい現在の状況に陥っていると考え

ています。ですから，こういった施策については，以前から実施されていると思いますし，

そうではない部分への対応を考えていかなければならないと思います。こういった方たち

は，また家族をもたれたら連鎖して，就労しないなどのどんどん増えてしまうのではと危

惧しております。実際そういう問題に対し，ここには，具体的な記載はありませんが，ど

ういった方法を考えておられたり，そういう状態は，想定されているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 この問題について，非常に多くの関係機関が関わっておりますが，具体的にはこころの

健康増進センターの方でひきこもりの方のグループワーク，又その家族の方に対し相談を

実施したり，あるいは必要に応じて家庭訪問を実施したり，ひきこもりの方の共同作業所

が京都市内にはいくつかあります。 

 

○椙村センター長 

 市立学校各校においては，不登校などの子どもの家庭訪問を実施しているところであり

ますし，こども相談センターパトナでは文化市民局の方と連携して子ども・若者支援とい

う形でひきこもりの方への総合相談窓口を開設しております。 

 

○升光委員 

 経験からくるお話をさせていただきますが，あるきっかけでひきこもりになってしまっ

た子が幼稚園で仕事の補助をしている間に目標をみつけ，今も悩みは持ちながらも立派な

社会人になっています。自身が幼少時代に過ごした場所だと，自分自身を出すことができ

るようで，ひきこもりをなくすために非常に良い事だと実体験から思いますのでそういう

ことも連携して対応していけば新しい形が出来るのではないかと思います。 

 思春期の方たちは将来仕事をすることになりますが，そこで仕事と子どもを育てること

の両立が問題になるかと思いますが，問題が出てきたときに働く企業の方から，人生にお

いてワークライフバランスが必要であることを伝えてもらうなど，京都市として産み育て

やすい企業をつくってもらうよう働きかけるなどして，仕事だけでなく生活も含めたもの

であるということを伝えて一緒にこの問題を企業に考えてもらうよう踏み込めないものか

なと考えてしまいます。 
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○丸橋委員 

 私のＮＰＯ法人では，二つの大学から今インターンシップを６名迎えています。夏には，

６つの大学からボランティアを含めて働いてもらったりしますが，子どもとのコミュニケ

ーションに悩む母親の姿を見て，自分も同じように悩みながら育ててもらったと驚きます。

そんな風に大学が多い京都ならではの特色を生かして，経験を通じて人間力を身に付ける

事ができる場所にすれば，企業にとってもただ勉強だけが出来る学生ではなく，人間力も

もった貢献できる人に来てほしいと思うと考えるので，非常に良い取組になると思います。 

 

○河嶋部会長 

 ありがとうございました。続きまして母子保健に関する部分について意見などございま

すか。 

 

○井上委員 

 文言の問題かと思いますが，父親の育児参加について，育児だけではなく家事もセット

なのでその辺りの対応をお願いします。 

 

○吉山担当課長 

 家事の参加ということですが，育児について母親に子育てを期待するというのが，これ

までの考え方の中にありますが，子どもを育てていくなかで，一人の力で育てていくのは，

大変な事です。子どもを育てるということは，父親，母親で一緒にしていく事でその中に

はもちろん家事も入ると考えております。そういった中で，父親への育児家事への参加促

進を母子保健の観点で行うことを考えてまいりたいと思います。 

 

○安見課長 

 社会環境づくり部会において，確かに家事も育児もセットにして検討するという話はさ

せていただいておりますが，施策の中身で育児と家事がセットで記載されている方がよい

場合とそうでない場合もございますので，そういった観点も踏まえ文言の整理をさせてい

ただきたいと考えております。 

 

○河嶋部会長 

 資料を拝見する限り，妊婦さんのためのプレマママークは実施済みということですか。 

 

○吉山課長 

 プレマママークはすでに母子健康手帳交付時にお渡ししています。交通機関において優

先座席を使用していただけるように，また一部ではありますが，こちらのマークを利用い

ただくと割引を受けていただけるような形で御利用いただくようご案内しています。父親
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に対しての育児参加や育児に対する意識付け等については，促進できるよう検討していき

たいと思います。 

 

○杉浦課長 

 現在育児する父親をイクメンと呼び，いろいろな所で見聞きすることも増え，普及して

きているように感じますが，女性の場合は，妊娠中におきる肉体的負担等もあるので，吉

山の方が申し上げた優先座席の利用等が必要になると思いますが，男性については，そう

いう負担もないので，育児参加することへの雰囲気づくりなどの啓発になり，趣が異なっ

てくるかと思います。本市として，どう取り組むことでよい環境にしていけるか等十分に

検討する必要があるかと思います。 

 

○丸橋委員 

 イクメン図鑑を私たちは発刊しておりまして，この 20 年間ぐらい父親の方にインタビュ

ーしておりますが，育児をすることがすごく好きな方とまったく無理だとおっしゃられる

方もいますし，ご家庭によっては，母親の方が父親に対し干渉してほしくないと言われる

方もいます。 家庭環境は様々ですが，夫婦で取り組めば乗り越えられる問題が多いので，

男性の育児参加を支援をされるのであれば目に見える形で京都らしい特典などで，男性に

対して何か気づきを持つような施策を行っていただければと思います。気づきがないまま

に時間だけが経過してということが多いように思いますので，気づいてもらっていれば違

った結果になるのではと思います。そんな取り組みをすることで，京都の男性はちょっと

違うなと思ってもらえるようになったら良いなと思います。 

 

○大西委員 

 子育てする中で，地域の児童館とか保育園とか子育て支援をよく利用させていただいて

本当に助かりましたし，友人などもたくさんできて充実した毎日を送っておりますが，こ

ういったものを知っている方が少なくて，近所の子育てする方にお話をしたら，知らなか

った，行きたかったという声を聞いたことがありました。25 ページ記載の子どもの健やか

な成長発達のために，育児に必要な情報の効果的な発信を検討，実施します。の中の情報

発信の強化にもし出来得るならホームページに掲載を強化してもらうなどできたらなと思

います。こどもみらい館はすごく情報が充実していて，ホームページを見ると分かります

が，例えば児童館なども，在宅時に明日何かあるかなと気軽に確認できるよう，この文言

のとおり強化してもらえたらなと思います。 

 

○富樫委員 

 お話のあった通り，こどもみらい館の周りにいれば，気軽に利用ができるので周りの方

は恵まれていると思います。その他の市全地域もなるべく同じ状態にしていただければあ
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りがたいと思います。 

 

○栗本委員 

 表現の事になりますが，２９ページの表の下の事故防止等の記載のある施策を展開する

今後の方向性ですが，最初の表現として保護者と施設の関係者等が，子どもの病気や事故

について，適切に判断，対応とありますと記載があります。ですが，その下の万一事故が

発生した際の子どもの救命についてと記載のある文言では，より多くの保護者が心肺蘇生

法等の技術を習得できるようと限定されていますが何か意味がありますか。 

 

○吉山担当課長 

 限定して分けているという意味はありません。表現については，検討させていただきま

す。 

 

○栗本委員 

 保育所等は，出来ているということでしょうか。 

 

○井上委員 

 私が把握する限りにおいて研修等は，実施しております。ですが，自身の目前でそうい

った事故などが起こった場合，適切に対応できるか不安な部分はありますが，御質問のあ

った技術の習得をするということは実施していると考えます。 

 

○丸橋委員 

 京（みやこ）あんしんこども館で実施する心肺蘇生法の研修会は，どれくらい開催され

ているのでしょうか。 

 

○吉山担当課長 

 年間 7 回実施しております。保健センターで実施する健診時などに周知はさせていただ

いております。 

 

○丸橋委員 

 こちらの研修会を利用する際，利用される方の保育等はあるのでしょうか。年回 7 回の

回数についてはいかがでしょうか。依然申し込んだ際取れなかった事があります。 

 

○西村事務局担当 

 確かに，定員３５名のところに３０名以上来られることはございます。 
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○丸橋委員 

 定員を満たすことがあるということであれば，開催回数を見直すなど検討していただき

たいと思います。 

 

○平田委員 

 25 ページ記載の育てにくさを感じる親への支援ですが，乳幼児の健やかな発達を確保す

るため，乳幼児健康診査においては，発達に支援が必要な乳幼児を早期に発見するととも

に，医療機関との連携を強化し，適切に療育につなぐ支援を行うなど，親の不安軽減を図

りますと記載がありますが，保健センターなどにおいて気になるお子様等が療育を受ける

という形になるかと思いますが，8月時点ですでに待ちの状態になっております。ですから

今気になるお子様が出ても療育を受けられない，発達相談所の確定を受けるのも半年以上

待つのが現実という状況です。やっていきますと記載いただいておりますが，現状とかけ

離れているという形です。実施していくと掲げることは大事なことですが，その中にどう

するかなど具体的なものがなければ，待たなければいけないという現実とさらにその先ど

う取り組むか分からない以上，現状に即していないと感じます。 

 

○吉山担当課長 

 保健センターの方で発達障害者の方を早期発見し，早期療養につなぐという形で 1 歳 6

か月健診の健診項目の充実を図って早期発見に努めているところではありますが，精密検

査のところがなかなか対応できず，何カ月にもおよび診断されず，支援が受けられないと

いったことがあると聞いております。その部分の改善につきましては，児童福祉センター

に考えていただかなければならない課題とさせていただいております。保健センターとし

ては，保護者の方の不安を軽減するために，支援の隙間をつなぐ部分として，親子すこや

か発達教室を実施しております。御指摘のあった専門領域の部分については，こちらから

もお願いしていきたいと考えております。 

 

○富樫委員 

 先ほどお話のあったひきこもりの部分ですが，小学校・中学校ともＰＴＡの会長を経験

した体験からですが，小学校の先生方は，なんとかひきこもりをゼロにすると取り組んで

おられる，一方中学校になると各学校の平均値を上回るか下回るかで考えておられる気が

します。保護者として感じる部分であり，これが京都市における教育現場ではないのかな

と思います。ですから中学校でもひきこもりゼロを目指してやっていくと掲げるのが理想

ではないのかなと思います。 

 そして話は変わりますが，先ほどの企業との連携のお話ですが，企業としてお子様が小

学校に入られたら，どんどん率先してＰＴＡの役員に協力するよう，指示貢献していただ

けたら，企業がアピールできたら良いなということで，今実施しているところですのでこ
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の場を借りてお伝えさせていただきたいと思います。 

 

○北島委員 

 資料２－１が抜粋ということで説明がなかったのですが，資料２－２との整合があって

いないので，精査が必要なのではないかなと思います。 

 例えば，３０，３１ページ記載の障害のある子どもや長期療養児の支援の充実と慢性疾

患児の支援対策を分けない方が良いのではないかな等，またおやじの会の２５ページのと

ころですが，再掲となっておりますが，おやじの会を育成するのか，支援するのか等どう

するのかが，伝わらない形になっております。３０ページの病児・病後児保育で切れてい

ますが，他のところであれば保育事業の充実というところなどありますので 

精査いただければと思います。 

 

○吉山担当課長 

 おやじの会は成熟した団体でありますので，協力を仰ぎたいと思いますが，文言などの

件につきましては，整理させていただきたいと思っております。 

 

○杉浦課長 

 資料の修正などがございますので，文言整理をさせていただいた上で，再度部会長様と

事務局の方でやり取りをさせていただくということで，御一任いただければと思います。 

 

○河嶋部会長 

 それでは，事務局より御提案ありましたが，こちらの方でよろしいでしょうか 

 

異論なし  

 

○河嶋部会長 

 それでは，こちらの次期母子保健計画（案）を再度事務局とやり取りさせていただいて

京都市子ども・子育て会議 全体会議に提出したいと思います。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。 

 本日の議事については，以上となりますが，事務局から連絡事項もございますので，少

しお時間超過しておりますがお待ちいただければと思います。 

 

○杉浦課長 

 本日で当部会も 5 回目の開催となり，多くの経験と深い見識をもった皆様の大変貴重な

御意見・御提案から次期母子保健計画（案）が形作られ，当部会の中間とりまとめ案とな

っていくことは，京都市民にとって非常に心強くまた安心できる内容となっていると思っ
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ております。今後，こちらで決議した中間とりまとめ案が全体会議を経て，幅広く意見を

聴取するパブリックコメントが実施され，更に部会及び全体会議で精査され次期母子保健

計画として策定する予定となっております。次期母子保健計画として策定されていくなか

で，まだまだ皆様の御協力は不可欠と感じておりますので，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，会議を終了させていただきます。 

それでは，連絡事項を申し上げます。第６回目の母子保健・思春期保健部会については，

１０月以降に実施させていただく予定ではございますが，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。 


