
Ｎｏ． 主な意見 京都市の基本的な考え方

1

・第３章（１）の「現状と課題」の文中に「次
　代を担う意識を育てる」との表現があるが，
　「意識を高める」が適切ではないか。（子ど
　もが子ども自身の「意識を育てる」という表
　現に違和感がある。）

　「育む」とは，「大切に守り，育てる」という意味があります。
　親役割を控えた思春期の子ども達の次世代を担う意識を大切に守
り，育てていきたいという趣旨で「次代を担う意識を育てる」と表
現しています。

2
・経済的な面も含めて，いい家庭を作るために
　必要なことを若いうちから知れる機会がある
　と良い。

　次世代を担う思春期から子どもを産み育てることや，親や家庭の
役割について理解を深め，安心して家庭を築いていくことができる
環境整備が必要です。
　本プランでは，「思春期における次世代を育む意識づくり」を新
規の取組として，学校保健・地域保健等の連携による思春期保健対
策の強化を推進していきます。

3
・思春期の反抗期等は子どもにとって必要だ。
　そんな時，地域でそっと支えてあげられる社
　会を目指すことが大切である。

　思春期の反抗期は「第二次反抗期」と言われ，子どもがひとりの
大人として社会的に自立するための大切な成長過程です。
　本プランでは家庭・学校・地域等が連携協力し，思春期の子ども
の思いを受け止め，子どもの成長を見守ることができる環境づくり
を思春期保健対策の強化として推進します。

4

・「少子化，晩婚・晩産化だと妊娠・出産・育
　児のイメージを持ちにくくなる」との表現が
　あるが，なぜそうなるのか。
　子どもを産んでいない女性，晩婚・晩産の女性
　に対して侮蔑的に聞こえる。
・「現状と課題」について，少子化，晩婚・晩
　産化について不快感を感じさせる表現となっ
　ているため，表現方法をもっと検討すべきだ。
・多様性を認め，支援するのが行政。
　晩婚，晩産，少子化を非難しているかのように
　感じられ不快である。子育て支援計画が少子化
　対策と混同されていることに疑問を感じる。

　厚生労働省の「出生に関する統計」の「女性の平均初婚年齢・出
生時平均年齢に関する分析」で，「晩婚化」，「晩産化」という言
葉が使われており，少子化対策推進基本方針では，近年の出生率低
下の主な要因として，晩婚化の進行等があげられています。少子化
により，子どもとふれあう機会が減少すると，妊娠・出産・育児に
関するイメージをもつことが難しくなります。
　しかし，結婚や出産は個人の自由な選択に委ねられるべきことで
あり，少子化の背景は，個人の問題だけではありません。
　仕事と子育ての両立等の社会全体の取組みとして子育て家庭を支
援する必要があります。
　したがって，国の母子保健計画策定指針で述べられている表現を
参考に，表現を修正します。

5
・不妊に対する悩みが増加している原因を，晩婚
　化・晩産化と断言していることは問題である。

　不妊の原因は，加齢だけでなく，様々な要因も関連しているた
め，不妊の原因を晩婚化・晩産化と断言する表現は修正します。

6
・妊娠・出産は命がけで，子育てに安心はない。
　女性，生まれてくる生命を軽視する「安心し
　て妊娠・出産」という表現は削除すべきだ。

　２１世紀の母子保健の主要な取組を提示した「健やか親子２１
(第２次)」の基盤課題の中で，「安心・安全な妊娠・出産・育児の
ための切れ目のない妊産婦・乳幼児保健対策の充実」をあげてお
り，本プランもその目標に準じて，安心して妊娠・出産できる環境
づくりを推進します。

7

・「妊娠・出産・産褥期」とあるが，「産褥」
　という言葉は一般的には馴染みがない。「産
　後」ではだめなのか。

　２１世紀の母子保健の主要な取組を提示した「健やか親子２１
(第２次 )」では，「妊娠・出産・育児期」と表現されているた
め，「産褥期」を「育児期」に表現を修正します。

8

・初めての出産は不安なもの。親などが傍にい
　なくても，不安を相談できるような社会にな
　ればいい。
・晩婚化，核家族化が進む中で，女性が出産す
　るときの周りの支援は昔と比べて，少なくな
　っている。「安心して妊娠・出産できる環境
　づくり」や「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」における施
　策・取組をぜひ進めていってほしい。

　本市では，出産・育児の不安が高くなる初妊婦や，多胎妊娠等の
子育て支援が必要な妊婦に対して，「こんにちはプレママ事業」を
実施し，家庭訪問を通じて，妊娠期から保健師等の専門職が相談に
応じています。
　出産後も，家族等から援助が受けれない方が安心して子育てでき
るよう「スマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業）」を開始しま
した。
　育児期ではこんにちは赤ちゃん事業等の家庭訪問や，乳幼児健康
診査等を実施しており，妊娠・出産・育児期を通して，母親が不安
や悩みを相談できる環境づくりを今後も推進していきます。
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第３章（１）思春期における次世代を育む意識づくり　【２件】

第３章（２）思春期のこころとからだの健康づくり　【１件】

第３章（３）安心して妊娠・出産できる環境づくり　【１３件】
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9

・「安心して妊娠，出産できる環境づくり」は
　少子化対策や虐待数の減少にもつながる大切
　な取組だと思う。
　男性が積極的に子育てに関わる環境づくりが
　一番理想的だが，プレママ事業，こんにちは
　赤ちゃん事業に引き続き，４か月以降も家庭
　訪問の制度を設けたり，にんしんホットナビ
　のような相談窓口を充実させたりすることも，
　虐待数の減少につながる。

　「安心して妊娠，出産できる環境づくり」には，妊娠期から出
産・育児期まで切れ目ない支援をしていくことが必要です。
　４か月以降であっても，子育ての悩みや不安が強い場合は，定期
的な保健師等による家庭訪問を実施しています。（育児支援家庭訪
問事業）
　また，にんしんホッとナビについては，今後も周知活動を継続
し，妊娠や不妊等に一人で悩む方への支援を進めていきます。

10
・安心して妊娠・出産できる環境づくりについ
　て，産科体制を安定的・継続的に確保するた
　めの視点も必要ではないか。

　府下の医療体制については，京都府保健医療計画に基づき，地域
における保健医療資源の充実と，安全で良質な医療を提供する体制
の構築を推進しています。
　安心して妊娠・出産できる環境づくりには産科医療機関との連携
が重要であり，本市では医療と保健が切れ目なく母子の支援できる
よう平成２３年から医療機関と保健センターの連携事業を実施して
います。

11
・安心して妊娠をするために環境を整えること
　と，子育ての支援に矛盾が多く感じる。

　２１世紀の母子保健の主要な取組を提示した「健やか親子２１
(第２次)」の基盤課題の中で，「安心・安全な妊娠・出産・育児の
ための切れ目のない妊産婦・乳幼児保健対策の充実」をあげてお
り，本プランもその目標に準じて，安心して妊娠・出産できる環境
づくりを推進します。

12
・子育てを「父母の不安や負担」とする表現は
　適切ではない。

　２１世紀の母子保健の主要な取組を提示した「健やか親子２１
(第２次 )」の重点課題「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」
では，「近年・・育児中の家庭の孤立化が指摘されているところで
あり，親が育児に不安や困難を感じつつ，解消されないまま抱え込
む危うさがある。また，親にとって子育てが負担になったり，親の
生活そのものを大きく乱したりする場合は，子育てに否定的になる
ことも想定される。」とあります。
　その中で，「子育て中の親が，育児に対して少しでも余裕と自信
をもち，親としての役割を発揮できる社会を構築する」ことを目標
としており，本プランもその目標に準じて安心して妊娠・出産でき
る環境づくりを推進します。

13

・職場内「マタハラ」※についての現状改善がな
　くては，両立や女性の社会進出は実現せず，こ
　のプランの実現もない。

※マタニティーハラスメント略
　職場などでの妊娠・出産に関するいやがらせ。
　（妊娠を理由に自主退職を強要する，育児休暇
　を認めない，妊娠しないことを雇用の条件にす
　るなどの行為も含まれる。）

　男女雇用機会均等法では，妊娠・出産を理由に職場で女性に不利
益な取り扱いをすることはを禁じています。
　平成２６年１０月に妊娠を理由とした「降格処分」は違法である
とした判例がありましたが，「マタハラ」は社会の問題として認識
されつつあります。
　本市としても，ワークライフバランスを推進し，働く女性が，仕
事と子育てを両立し，安心して出産・育児ができるよう支援しま
す。

14
・妊婦健康診査の費用が高い。妊娠中の健診の
　必要をもう少し負担してほしい。

　妊婦健康診査の公費負担額は，国の診療報酬に基づき設定してお
り，本市では基本健診１４回分と血液検査等の妊娠中に必要な検査
に対して助成をしています。
　なお，２年に１度の診療報酬見直しにあわせて，公費負担額を設
定しています。

15
・晩婚化，晩産化が進む中，不妊治療を受けて
　いる夫婦が安心して治療に取り組めるよう国
　以上に治療費の助成を充実してほしい。

　市独自の助成制度として，「一般不妊治療助成事業」，「不育症
治療費助成事業」，「男性不妊治療費助成事業」を実施していま
す。

16

・意識調査に問題がある。
　京都市思春期に関する意識調査結果報告書
　本冊７２頁「未成年者の煙草を吸うことにつ
　いて」の「吸えなくてもしかたがない」とは
　どういうことか。こんなアンケートをして何
　になるのか。
・京都市母子保健に関する意識調査結果報告書
　本冊７５頁「不妊について悩んだこと」で，
　若い母親は少なく４５歳以上の１２人は多い
　のはあたり前であり無意味なアンケートだ。

　未成年が喫煙することに対する意識については，平成２０年調査
との結果を比較するため，回答項目を同じ表現にしました。わかり
にくい表現については，次回の調査の際に検討します。
　不妊治療費助成件数の増加は，年々増加してきており，不妊につ
いて悩む方を支援するにあたり，現状を理解するため，アンケート
を実施しました。参考として，アンケートは年齢別でまとめていま
す。
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17

・母子に負担がかからないよう乳幼児健康診査
　での質問や医師の検診の内容を改善してもら
　いたい。
・保健センターの乳幼児健康診査の質を改善し
　てほしい。

　乳幼児健康診査については，平成２５年度に体制を見直し，より
質の高い診察やスクリーニング，保健指導等が実施できるよう乳幼
児健康診査マニュアルを改訂しました。
　平成２６年７月からこのマニュアルに基づき乳幼児健康診査を実
施しています。今後も質の向上に努めます。

18

・乳幼児健康診査は子どもの発達など早期発見
　に繋がるが，中には健診の結果が分からない，
　受け入れられない，不安になる等の保護者も
　いる。
　保育所や児童館と連携することで相談しやす
　くなり，今後の施策として重要になってくる。

　保健センターの乳幼児健康診査を通じて発達の遅れ等が疑われる
場合，保護者の受容に時間を要するがことがあり，保護者の意思を
尊重しながら支援を行っています。
　保健センターでは乳幼児健康診査等で把握した子どもの発達や子
育てに不安が強い保護者に対しては，発達相談員や保育園の保育士
等と協力しながら，グループワーク等を行う親子すこやか発達教室
を実施しています。
　またその他の母子保健事業についても保育所や児童館，地域の関
係者等の連携を進めておりますが，今後も引き続き地域と連携協力
し，保護者への支援に取り組みます。

19

・子どもの育てにくさという表現がよく分から
　ない。育てにくさの理由に「発達障害なども
　考えられ」というのは，おかしくないか。
・「育てにくさ」は「一部に発達障害などの要
　因」とあるが，これは障害者への差別的偏見
　ではないか。
・「子どもの育てにくさ」＝発達障害と捉えら
　れる文章には問題がある。

　２１世紀の母子保健の主要な取組を提示した「健やか親子２１
(第２次 )」の重点課題の一つに，「育てにくさを感じる親に寄り
添う支援」があげられています。
　その中で，育てにくさとは，「子育てに関わる者が感じる育児上
の困難感で，その背景として，子ども要因，親の要因，親子関係に
関する要因，支援状況を含めた環境に関する要因等の多面的な要素
を含む。育てにくさの概念は広く，一部には発達障害等が原因と
なっている場合がある」とされています。
　したがって，国の健やか親子２１(第２次 )で述べられている表
現のとおり修正します。

20

・自分から外へ発信できない人達にも支援が届
　くようような様々な事業も展開してもらいた
　い。例えば，独居老人の家庭訪問を地域の方
　がされているように，子育て世帯の家庭訪問
　もあってはいいのではないか。

　本市では市内全ての母子を対象に，母子健康手帳交付時の妊婦相
談事業や，こんにちは赤ちゃん事業（新生児等訪問指導事業），乳
幼児健康診査等を実施しており，これらの機会を通じて自ら支援を
求めない方に対しても，生活状況を確認し，支援をしています。
　継続的な支援が必要な方については，保健師等の専門職が定期的
に訪問し，相談に応じています。

21

・出産した際，保健センターの職員が自宅に来
　て，悩み事などの相談を聞いてくれたことは，
　大変助かった。節目節目に専門的な人と話が
　できれば，心強い。

　引き続き，出産した母親が安心して育児できるよう保健師等の専
門職が家庭訪問等を通じて，支援していきます。

22

・子どもを育てる方法が知りたい。（子どもに
　悪い影響を及ぼすこと等）
　子どもが今ちゃんと育ってないという問題が
　あるのはそういうことだ。

　本市では，こんにちは赤ちゃん事業等の保健師等による家庭訪問
や乳幼児健康診査等を通じて子育てに関する相談・助言を実施して
います。
　また，プレママ・パパ教室や地域での出前講座等の親子の健康づ
くり講座を通じて，親子で取組む子育て方法を紹介し，支援してい
ます。

23
・妊娠中の保健センターからの家庭訪問の際に，
　保育所入所の現状についても説明してほしい。

　保育所入所を希望している方には，家庭訪問時に保育所入所に係
る相談窓口（福祉事務所）の紹介を行っています。
　保育所入所の現状等の詳しい情報ついては，居住地の福祉事務所
から説明をしています。

24
・子どもの医療についての知識が，新しく母親
　になる人は必要だ。保健センター等から教え
　てほしい。

　子どもの医療については，母子健康手帳交付時や，こんにちは赤
ちゃん事業等を通じて，保健師等が説明を実施しています。
　また，母子健康手帳交付時に配布している冊子「赤ちゃんといっ
しょ」や，出生後に送付している「子育て応援パンフレット」に子
どもの医療に関する情報を記載しています。

25
・スマイルママ・ホッと事業について，分娩を
　扱っていない助産院等の施設でも開設できる
　よう方針を考慮してほしい。

　本事業では，体調不良や，育児不安等がある母親に対して，出産
直後の母体管理や子どものケア，授乳指導等の専門的な知識と技術
を有する専門職によるケアが必要です。
　このため，通常からこれらの事業を実施し，分娩を扱っている医
療機関・助産院に事業を依頼しています。

26
・出産後の子育て支援施策や地域の情報につい
　て，産院等の連携で出産前から知ることがで
　きれば，選択肢が広がり嬉しい。

　本市では，母子健康手帳交付時の面接や，プレママ・パパ教室，
こんにちはプレママ事業を通じた子育て支援施策，地域の情報の説
明などにより，出産前の段階からの情報提供に努めています。
　また，スマートフォンアプリによる子育て関連情報の発信なども
活用し，子育て家庭に必要な情報がより入手しやすい環境づくりを
進めていきます。

第３章（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　【１１件】
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27

・妊娠に対する価値観や情報が未だに保守，固
　定化している部分が見受けられる。
　特に，男性に対しての情報啓発が進めば，不
　妊に悩む女性の精神的負担は軽減するのでは
　ないか。男性の妊娠前からの子育て参加を促
　す必要がある。

　「母子保健に関する意識調査」では，心身ともに快調であると回
答した母親は，父親が精神的な支えになっていると回答した割合が
高くなっており，男性が妊娠期から子育てに参加することは重要で
す。
　厚生労働省では，イクメンプロジェクトを実施し，男性の育児参
加の普及啓発に取組んでいますが，本市でもプレママ・パパ教室等
を通じて，妊娠中から父親の育児参加を推進する取組を実施してい
ます。
　本プランでは引き続き，父親の育児支援対策を充実します。

28

・京都市母子保健に関する意識調査結果報告書
　本冊８５ページの年齢別に見た死亡順位の表
　については，平成２４年の統計データなので，
　最新データに更新してもらいたい。

　平成２５年度の統計に修正します。

29
・子どもに打たせておく予防接種等を教えてほ
　しい。

　予防接種については，母子健康手帳交付時や，こんにちは赤ちゃ
ん事業，乳幼児健康診査等を通じて，保健師等が説明を実施してい
ます。

30
・インフルエンザ等まだまだ重要なワクチンが
　有料なので改善してほしい。

　予防接種法に基づき，接種義務のある定期接種については，公費
負担をしています。
　インフルエンザ等は任意接種であり，接種義務ではないため，公
費負担をしていません。
　ただし，任意接種であっても重要なワクチンであるため，今後，
定期接種化された場合，公費負担を検討します。

31
・幼い子どもの臓器移植等で海外での医療をう
　けなくてもよくなる取組だと素晴らしい。

　今後も子どもの事故予防にむけた取組を強化し，小児救急医療体
制を充実します。

32 ・京北病院の小児科の診察日を拡大してほしい。

　現在週２日，小児科の外来を実施しておりますが，休診日でも内
科で対応しています。
　新たな医師確保や高齢化の進展する京北地域においてのニーズを
考慮すると，これ以上の診察日の増加は困難ですが，地域包括ケア
の拠点として，地域住民の命と健康を支えていきます。

33

・概要版１４ページ中段の食育に関する記述に
　ついて，「…子どもに対して食育の担い手と
　なるよう支援していく取組が必要」とあるが，
　現行の文章では，子どもを食育の担い手とし
　てすぐに育成しようとしているように受け止
　めることもできるので，将来を表現する工夫
　ができないか。

　生涯にわたる健康づくりを推進するため，「・・子どもが将来食
育の担い手となるよう支援していく取組が必要」と文言を修正しま
す。

34
・妊娠期～授乳期，幼児期，学童期などの区分
　で献立や注意するべきなどのアドバイスが聞
　ける機会があれば参考になる。

　京・食ねっとでは，ライフステージ別に食事のポイントや，献立
について紹介しています。
　本サイトはインターネットからアクセスでき，今後も活用いただ
けるようスマホアプリ等を通じて，情報発信します。

35

・「早寝早起き朝ご飯」は，実際にどのように
　対応していくのか，どの機関がどうするのか
　がわからない。

　「早寝早起き朝ごはん」を推進するためには，家庭だけでなく，
保健センターや保育所，学校等の機関が，親子で規則的な食生活が
とれるよう継続的な啓発及び食育を推進することが必要です。
　新京・食育推進プランでは「朝食をほどんど毎日食べる市民の割
合」を数値目標として掲げており，保健センターの３歳児健康診査
では，全ての来所者に「親子で朝ごはんＢＯＯＫ」を配布していま
す。

36
・親の食生活や働き方等の視点も考慮する必要
　があるのではないか。

　望ましい食生活は，親から子どもへ伝承されるものであり，親を
含めた食生活の改善が必要です。
親子で望ましい食生活が実践できるよう保健センターでは，親子参
加型の親子の健康づくり講座やふれあいファミリー食セミナーを実
施し，保育所でも食育を推進しています。
また，新京・食育推進プランでは，ワークライフバランスの推進を
取組項目としており，健康的な食生活の実現にむけた取組を進めて
いきます。

第３章（５）子どもの病気や事故に的確に対応できる体制の充実　【５件】

第３章（６）望ましい食生生活を育むための環境づくり　【４件】
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