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原案 最終案 備考

P3
表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」2行目

健やかな父性，母性を育むために，家庭，地域，育ち学
ぶ施設，企業，行政がしっかり連携して

健やかな父性，母性を育むために，家庭，地域，育ち学
ぶ施設，企業，行政等がしっかり連携して

「等」を追加
ＮＰＯ法人や，地域の団体を
含む。

P5
施策・主な
取り組み3

行目

医学的・科学的に正しい知識を身につけられるよう，地
域保健・学校保健等が連携して，命の誕生から命の大切
さに関する知識の普及啓発を行います。

医学的・科学的に正しい知識を身につけられるよう，学
校保健・地域保健 等が連携して，命の誕生から命の大
切さに関する知識の普及啓発を行います。

前の文章と合わせて，
順序を逆に。

P5 主な取組
最終行

　◇「青少年のための親学習プログラム」の普及・啓発 　◇「青少年のための親学習プログラム」の普及・啓発
（再掲） 他の部会所管のため，「再掲」

追加。

P9
表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」
3行目

家庭，地域，育ち学ぶ施設，企業，行政等と 連携し，相
談体制の強化や健康教育の充実を図っていく必要があ
ります。
また，思春期の問題は思春期を迎えて突然生じるもので
はなく，幼少時の生活習慣や，生活体験などが大きく影
響しています。これらのことを踏まえ，子育て世代への教
育も含め，一人ひとりが自らの健康をセルフケアできる視
点をいかした 取組を推進します。

家庭，地域，育ち学ぶ施設，企業，行政等が 連携し，相
談体制の強化や健康教育の充実を図っていく必要があ
ります。
また，思春期の問題は思春期を迎えて突然生じるもので
はなく，幼少時の生活習慣や，生活体験などが大きく影
響しています。これらのことを踏まえ，子育て世代への教
育も含め，一人ひとりが自らの健康をセルフケアできる視
点を活かした 取組を推進します。

文言修正。

P9 施策・主な
取組2行目

性感染症の感染防止，危険ドラッグ等の薬物の乱用防
止，薬物， 防煙，飲酒，不健康な「やせ」等について，自
ら考え，自分を大切にしながら行動できるように，

性感染症の感染防止，危険ドラッグ等の薬物の乱用防
止，薬物， 防煙，飲酒，不健康な「やせ」等について，自
ら考え，自分を大切にしながら行動できるように，

重複のため削除
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Ｐ11 現状と課題
1行目

妊娠・出産・産褥期は，短期間での大きな心身の変化に
加えて，生まれてくる子どもに愛情を注ぎ，育てるという
人生の中での大きなライフイベントです。しかし，少子
化，晩婚・晩産化により ，妊娠・出産・育児のイメージを
持つことが容易でなく，多くの妊産婦が心配や不安を感
じています。

妊娠・出産・育児期は，短期間での大きな心身の変化に
加えて，生まれてくる子どもに愛情を注ぎ，育てるという
人生の中での大きなライフイベントです。しかし，少子化
等に伴い子育て環境が変化する中で妊娠・出産・育児の
イメージを持つことが容易ではなく，多くの妊産婦が心配
や不安を感じています。

◯パブコメを受け，国の健やか親子２
１と文言を合わせる。
◯パブコメを受け，国の母子保健計
画策定指針と文言を合わせる。　文
言修正。

Ｐ12 現状と課題
ページ1行目

なお，晩婚・晩産化の影響によって， 不妊に対する悩み
も増加しており，

なお，晩婚 ・晩産化 の影響 によって， 不妊に対する悩み
も増加しており，

パブコメを受けて修正。

Ｐ12 現状と課題
ページ7行目

 こうした事実を知らなかったために，妊娠・出産の計画を
遅らせ，不妊治療を受けることになった方や，治療の開
始が遅れてその効果が出にくくなった方もいると見られま
す。

  こうした事実 を知 らなかったために，妊娠 ・出産 の計画 を
遅 らせ，不妊治療 を受 けることになった方 や，治療 の開
始 が遅 れてその効果 が出 にくくなった方 もいると見 られま
 す。

パブコメを受けて修正。

Ｐ12

表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」5行目

また，晩婚・晩産化の影響も含め， 不妊に対する悩みも
増加しており，

また，晩婚 ・晩産化 の影響 も含 め， 不妊に対する悩みも
増加しており，

パブコメを受けて修正。

Ｐ13 主な取組 ◇情報発信の強化　新規  ◇情報発信 の強化　新規
「◇スマートフォンアプリによる情
報発信」を活用することとし削除。
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原案 最終案 備考

Ｐ13 妊婦に優しい環
境づくりの推進
主な取組

◇父親の育児参加を促進するための環境づくり　新規 ◇父親の育児参加を促進するための環境づくり　新規
従前からの取組のため新規を
削除。

Ｐ15
不妊に対す
る支援の充
実1行目

将来の妊娠に向けて，思春期の時期から不妊に関する
正しい知識の普及啓発を行うとともに， 不妊治療を受け
ている夫婦等の相談や交流会及び，不育症や男性不妊
も含めた治療費助成などの支援を行います。

将来 の妊娠 に向 けて，思春期 の時期 から不妊 に関 する
正 しい知識 の普及啓発 を行 うとともに， 不妊治療を受け
ている夫婦等の相談や交流会及び，不育症や男性不妊
も含めた治療費助成などの支援を行います。

パブコメを受けて修正。

Ｐ17 現状と課題
表の下4行目

子どもの育てにくさについては，一部に発達障害などの
要因も考えられ，

子どもの育てにくさについては，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みます。育てにく
さの概念は広く，一部に発達障害などの要因も考えら
れ，

パブコメを受けて修正。

Ｐ18
表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」4行目

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親
の孤立感，イライラ感， 負担感の増大等

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親
の孤立感， イライラ感， 負担感の増大等

わかりにくい表現のため削
除。

Ｐ18
父親の育児
参加の促進

また，企業や社会に向け，子育てを応援することへの意
識啓発をすることが必要です。

 また，企業 や社会 に向 け，子育 てを応援 することへの意
識啓発 をすることが必要 です。

母子保健分野のみで推進し
ていくことではないため，文章
から外す。

Ｐ18 主な取組
　◇妊娠期からの子育て支援（父親の育児参加の推進）
新規

　◇妊娠期からの子育て支援（父親の育児参加の推進）
新規

従前からの取組のため新規を
削除。

Ｐ19 主な取組
ページ4行目

◇乳幼児とのふれあい促進　（再掲）　新規
◇保健センター事業を活用した乳幼児とのふれあい促
進　（再掲）

思春期保健施策と文言を合
わせる。

Ｐ19 主な取組
ページ12行目

　◇妊娠期からの子育て支援（父親の育児参加の推進）
新規

　◇妊娠期からの子育て支援（父親の育児参加の推進）
新規

従前からの取組のため新規を
削除。

該当箇所
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Ｐ19 「見守り育む・・」
主な取組 ◇情報発信の強化　新規  ◇情報発信 の強化　新規

「◇スマートフォンアプリによる情
報発信」を活用することとし削除。

Ｐ20 「必要な人に・・」
主な取組 ◇情報発信の強化　新規  ◇情報発信 の強化　新規

「◇スマートフォンアプリによる情
報発信」を活用することとし削除。

Ｐ22 現状と課題
3行目

１歳から１５歳未満までの死因の第１位は，「不慮の事故」
となっています。

１歳から１５歳未満までの死因の第 １位 は，「不慮の事故」
が高い割合と なっています。

Ｐ２４表のとおり。

Ｐ22
現状と課題
8行目

京都市では，乳幼児健康診査，新生児等訪問指導事
業（こんにちは赤ちゃん事業）の面接時や訪問時に
子どもの事故防止に係る 普及啓発に取り組んでいる

京都市では，乳幼児健康診査，新生児等訪問指導事
業（こんにちは赤ちゃん事業）の面接時や訪問時に
子どもの事故防止に関する 普及啓発に取り組んでい
る

 文言修正。

Ｐ２3 表
資料「厚生労働省平成２４年人口動態統計月報年
計（概数）の概況」

資料「厚生労働省平成２５年人口動態統計月報年
計（概数）の概況」

表差し替え。

Ｐ２3
表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」
7行目

子どもの事故は，出生直後から発生し，窒息や乳
児突然死症候群など

子どもの事故は，出生直後から発生し，窒息や乳
幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ） など

追加。

Ｐ２4

「子どもの事故
防止・・」主な取
組
13行目

◇消防局が行う応急手当の普及啓発
　　　　・新生児・乳児・小児を対象とした救命講習 追加。

Ｐ２9
表の下
「施策を展開す
る今後の方向
性」
7行目

親世代には健全な食生活が実践できるよう情報提供を
するとともに，子どもに対する食育の担い手となるよう支
援していく取組が必要です。

親世代には健全な食生活が実践できるよう情報提供を
するとともに，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です。

文言修正。

Ｐ３1 「学童期におけ
る・・」主な取組
6行目

◇食肉講座の実施 追加。

Ｐ３2 「生産・物流関
係者・・」主な取
組

　◇食の海援隊・陸援隊の育成 　 ◇食 の海援隊 ・陸援隊 の育成 次年度以降実施しない方向のため。
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