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平成 30年度第 2回浜松市母子保健推進会議 会議録 

 

１ 開 催 日 時  平成 31年 2月 14日 午後 1時 30分から午後 3時 

 

２ 開 催 場 所  浜松市口腔保健医療センター 講座室 

 

３ 出 席 状 況  委 員 石井 廣重、伊東 宏晃、鹿野 共暁、神﨑 江利子、 

                        齋藤 由美、西村 満、野田 昌代、本目 恵子、森園 直美 

事務局   新村 隆弘（医療担当部長）、板倉 称（健康福祉部医監）、 

辻村 あつ子（健康増進課長）、坂本 友紀（健康福祉部副参事）、

鈴木 和彦（子育て支援課長）、小山 東男（健康増進課長補佐）、

健康増進課職員 2名、子育て支援課職員 1名  

欠席委員 大木 茂 

 

 

４ 傍 聴 者  3 人 

 

５ 議 事 内 容  

（１）平成 30年度（上半期）浜松市母子保健事業実績報告 

（２）平成 30年度（上半期）浜松市児童福祉事業実績報告 

（３）平成 31年度母子保健事業の新たな取り組み 

 

６ 会議録作成者  健康増進課母子ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平野 聖枝 

 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

           録音の有無  有・無 
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８ 会 議 記 録 

１ 定刻の午後 1時 30分に開会し、事務局から配布資料の確認、委員の出席数の報告、情報公開 

の確認、報道機関の取材と傍聴者の了承を得た。 

 

２ 議 事 

【会長】それでは、平成 30年度上半期浜松市母子保健事業実績報告を事務局からお願いします。 

【事務局】健康増進課母子グループの鈴木由紀子でございます。よろしくお願いします。  

資料の１ページをご覧ください。平成 30年度上半期事業実績報告です。 

表の一番上にあります「乳幼児健康診査事業」については後ほど報告させていただきます。「妊

娠期健康講座事業」の「未来のパパママ講座」については、平成 29年度から引き続き、次世代育

成課と連携して実施しております。 

また、「思春期の性教育事業」では、中学 2年生を対象とした思春期教室で、希望のあった中学

で市内産婦人科医や助産師の協力で講義を実施しています。平成 30 年度上半期は 27 校から依頼

を受け実施しました。学校の状況に合った効果的な内容となるよう、学校と講師との事前調整等

の充実を図っております。「依頼の衛生教育」では、子育てサークルや地域の子育てサロン、小・

中・高校からの依頼による集団教育を計上しています。高校からの依頼で行っている性教育は 6

校で、保健師が実施しております。その中には、特別支援学校や定時制高校からの依頼も 3 校あ

りました。 

次に「母子相談事業」ですが、乳幼児健診等の母子事業全体では出生数の減少に伴い、実施者

数の減少傾向がありますが、相談事業については横ばいの状況です。今後も市民からの母子の相

談に幅広く対応していきたいと考えております。 

全体を通して、ほぼ計画どおり事業が開催され、思春期から妊産婦、乳幼児やその保護者に対

して支援を進めました。 

2 ページをご覧ください。妊産婦関係となります。母子健康手帳交付は市内各区役所健康づく

り課や保健センターの市内 13 か所で交付しております。母子健康手帳交付は、妊娠期から出産、

子育てまでの支援を進める上で、妊婦が行政との関わりをもつ一番はじめの機会となり、また、

支援の必要な妊婦を把握する重要な機会となります。子育てをしているご家庭のサポートとなる

よう成長が記載できる「はますくファイル」や子育てに関する市の事業が載ったガイド等を配布

し説明することで、妊娠中から今後子育て生活する上で必要となる情報が得られるようにしてお

ります。 

表 1をご覧ください。平成 30年度上半期は 2,963人が妊娠の届出を行いました。妊娠中から継

続支援が必要であると判断したハイリスク妊婦は 456 人、15.1％でした。表 2 がハイリスク妊婦

と判断した要因の内訳です。養育支援が必要と判断した方が 5 割弱、精神的な要因によるものは

4割強を占めています。また、育児支援者がいない、遅れた妊娠届、経済的困窮、望まない妊娠、

夫婦不和等の要因の方が前年度に比べて増加しております。ハイリスク妊婦については、今年度

から母子健康手帳交付時の支援プランの検討後、原則 2 か月以内に再度、その後得た情報等から
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カンファレスにて支援プランの検討を行なうようにしています。望まない妊娠や遅れた妊娠届、

経済的困窮などで、産後の子どもの養育に特に心配がある方は「特定妊婦」として、要保護児童

対策協議会の管理ケースとし、庁内の児童福祉担当課や産科医療機関とも支援プランを共有し連

携をしながら支援にあたっています。 

 3 ページの表 3 をごらんください。妊娠週数ごとの届出数です。9 割の方が満 11 週までに妊娠

の届出がされています。表 5をご覧ください。遅れた妊娠届の状況です。満 28週以降に母子健康

手帳を発行した妊婦は 11件でした。うち日本人は 8人であり、経済的な理由や望まない妊娠など

複合的な要因がある事例で、いずれもハイリスク妊婦として交付後、早急に医療機関や児童福祉

部署と調整して支援を開始しています。 

4 ページをご覧ください。表 6 の妊婦健康診査については、母子健康手帳交付時に受診票を交

付して公費負担を行っております。妊婦歯科健診については、母子健康手帳交付の窓口にちらし

を掲示するなどして、受診率向上に努めております。また、表 7 ですが、浜松市独自の多胎に対

する支援策として平成 22年度から多胎妊婦用の受診票を追加 5枚交付し公費負担しています。多

胎妊婦健康診査の受診券の活用が進むよう、年度末の産科医療機関を回った際や多胎妊婦への母

子健康手帳交付時等に説明しています。今後も多胎妊婦の支援のため、推進していきます。 

5ページをご覧ください。平成 30年度の新規事業である産婦健康診査と新生児聴覚スクリーニ

ング検査について記載しました。（6）産婦健康診査は、産後うつや新生児への虐待予防等を図る

ため、委託している産婦人科や助産所において、産後 2 週間及び産後 1 か月に行う産婦健康診査

について、受診票を交付して公費負担を行なっています。産婦健康診査の結果、その後の支援が

必要と判断した産婦については、①実施機関での継続支援、②精神科等の専門機関紹介、③市へ

の支援依頼をいただいております。表 8 の要支援率は、産後 2 週間の第 1 回目で約 1 割、産後 1

か月の第 2 回目でその半分となっております。産後 2 週間では自院での継続フォローとなってい

る割合が一番多く、母乳等のトラブルによる心配感が強い場合には、自院の母乳外来等で支援を

継続している方が多くなっているととらえております。また、産後 1 か月では、市へ依頼の割合

が多くなっております。また、第 2 回で、自院で継続フォローとなっている方の多くは、産婦の

疾病等によるものです。市へ支援依頼をいただいた場合には、各区健康づくり課でこんにちは赤

ちゃん訪問として速やかに家庭に訪問し、状況を把握しながら、継続支援を開始しています。次

に（7）新生児聴覚スクリーニング検査です。聴覚障害の早期発見、早期療育を図るため、新生児

聴覚検査にかかる費用について、受診票を交付して公費助成を開始しました。表 9 は受診の状況

です。受診率 94.1%となっております。現在、新生児聴覚検査については、母子健康手帳交付時

にリーフレットを配付して周知すると共に、検査結果をこんにちは赤ちゃん訪問で母子健康手帳

で確認し、未受診の場合には聞こえのチェック表を用いて保護者と確認し、必要に応じて受診を

促します。また、4 か月児健診でも、新生児聴覚検査実施の有無を聞く項目を設けています。ま

た、聴覚に心配のあるお子さんを医療機関で把握された場合、県の乳幼児聴覚支援センターを通

じて、あるいは直接医療機関から支援依頼をいただき、保健師が支援をしております。 

 次に、6ページ（8）女性の健康相談ダイヤルですが、女性の健康相談専用ダイヤルで、望まな



 

 

 4 

い妊娠の相談ダイヤル「妊娠 SOS」を合わせて実施しております。次年度に向けての取り組みを

最後の議題で報告させていただきたいと思います。今後も広く市民からの相談に対応できるよう

事業を継続し、周知や内容の充実を図っていきたいと思います。 

7、8ページをご覧ください。乳幼児健康診査の状況です。受診率は表 12のとおりです。3歳児

健診は平成 29年度より下がっております。委託の個別健診におきましても、保健師が医療機関か

らの健診結果や精密健診結果を確認し、状況に応じて、保護者へ状況確認して支援のきっかけと

しておりますので、今後も引き続き実施してまいります。 

9ページをご覧ください。表 20は 1歳 6か月児健康診査の事後者の内訳です。健診結果により、

継続支援を必要とする割合は 33.4％でした。そのうち精神事後者の割合が多い状況に変わりあり

ません。発達支援や養育支援等により継続支援を必要とする児と保護者に対しては、地域の子育

て支援機関や療育機関、小児科の先生方とも連携を図りながら、支援を進めてまいりたいと思い

ます。続いて、表 22 をご覧ください。3 歳児健康診査の状況です。平成 30 年度上半期の受診率

は低調ですが、例年、年度後半の就園前に駆け込みで受診する方が増える傾向にあります。3 歳

児健診は就学前の最後の健診となりますので、受診勧奨を進めてまいりたいと思います。 

10 ページの表 24 をご覧ください。3 歳児歯科健診の受診率は 55.2％でした。こちらも、表 22

同様、年度後半の受診者が増加すると考えております。 

11ページの表 27をご覧ください。平成 30年度上半期の出生数は 3,161人となっており、前年

に比べ減少しております。助産師と保健師の専門職で全て訪問しております。実施率は 96.1％、

継続支援者の割合は 20.8％でした。訪問時の状況を児の発育発達や保護者の養育状況、また家庭

環境等から総合的に判断し、継続的に支援が必要と考えられた場合には、地区担当保健師が区役

所の児童福祉部門や地域の医療機関・子育て機関等と連携しながら、家庭訪問等で継続して支援

しております。 

12 ページをご覧ください。予防接種関係です。各予防接種の接種率は表 29 のとおりです。接

種者数は例年どおりで、計画どおり事業は実施できています。子宮頸がん予防ワクチンにつきま

しては、積極的な接種勧奨の差し控えが継続されており、母子保健事業での若い世代への予防啓

発の取り組みを(2)に記載いたしました。取り組みの状況はご覧のとおりですが、③子宮頸がん検

診では、今年度、検診無料クーポン券未使用者に 8 月に休日検診の案内を行い実施しました。ま

た、他にも、産後のこんにちは赤ちゃん訪問でも、配布資料に女性のがん予防としてがん検診を

受診勧奨しています。今回、20 歳～39 歳の子宮頸がん検診受診率を表 31 に示しました。受診率

が少しでも向上するよう、母子保健事業でも、更なる周知・啓発に努めていきます。 

13ページをご覧ください。児の疾病にかかる医療費助成を行なっている 3つの事業です。それ 

ぞれ、対象となる医療費公費助成受給の対象となる疾病や疾病の状態となった場合に、医師の意

見書等を持って申請していただき、医療費の助成を行なっております。申請のあった対象者に対

して医療費助成を行いました。 

14ページの特定不妊治療費助成ですが、平成 28年４月からの制度変更に伴い、30歳～34歳の

方の申請割合が増加傾向、初回申請の方の割合も多くなる傾向となっております。平成 30年度上
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半期の申請実績は 419件ですが、前年度と同様傾向で、平成 30年度も、最終的には前年度並みの

申請件数になると考えています。 

15 ページは一般不妊治療費助成です。平成 26 年度から開始し制度が定着してきていると考え

ております。 

 以上、平成 30年度上半期母子保健事業実績報告です。 

【会長】ありがとうございました。ご意見、質問、お願いします。 

【委員】提案です。妊娠初期の段階で、つわりのひどい方も多い時期の母子健康手帳交付、アン

ケートをしたりすることで 30分以上もかかり、はますくファイルやちらしを渡されても多くの方

は配付物を読んでいません。また、妊娠期間中は長く、期間中に離婚したり、入籍予定だったの

がシングルのまま出産したり、本来知っておくべき制度を知らない方も多いように思います。20

週ぐらいの時にもう 1 回面接し、そこで資料等を配付したほうがが良いと思います。また、受診

券交付を 2回に分ければ、もう一度来てもらうことができるのではないかと思っています。 

【事務局】ありがとうございます。受診券を 2 回に分けることは難しいと思っています。資料が

多いことについては承知しております。配布については、検討したいと思います。 

【委員】今年度から公費で産婦健診、エジンバラ産後うつ病質問票の導入がされるようになりま

したが、受け入れてくれる精神科はありますか。精神科にかかってもかなりの率で私の病院に戻

ってくる方が多いです。受け入れのリストが欲しいです。大きな病院は原則受け入れてもらいま

せんよね 

【会長】受診予約が 3ヶ月後のことが多いようです。 

【委員】子宮頸がん検診は性行為をする機会がある人はやるべきだと思います。そのあたりをう

まく説明して、啓発を広げていって欲しいです。 

【会長】他はございますか。 

【委員】昨日の小児科医会で出た話ですが、1か月児健診、4か月児健診の時に情報がありません。

小児科医が気になり、保健センターに電話するとすでに状況を把握していることがあります。こ

んにちは赤ちゃん訪問で気になるケースの情報を 1 か月児健診、4 か月児健診の前に小児科医に

もらえると良いです。小児科医に情報がないため、すり抜けてしまうことが多いように思います。 

【会長】小児科でもはますくファイルで何か利用できるといいです。 

【委員】しかし、はますくファイルの習慣化しないと。 

【委員】母子健康手帳も原則、悪いことは書けない。気になった場合は何か判子を押すとかでき

ないか。 

【会長】なかなか難しいですね。特に都市部では、母子健康手帳には良い事柄しか書かないよう

に思います。 

【委員】何らかの形で健診前に小児科医に情報が伝わるといい。 

【事務局】保健師の方も親の了解のもとでないと連絡を取るのは難しいですが、親についても連

絡してもいいということでよろしいでしょうか。今後、相談をさせてください。 

【委員】はい。 
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【会長】連携についてシステム化できるといいのですが、個人情報もあり、難しいのでしょうか。

3 点質問させてください。①出生数の減少が加速している。このままいくと 6,000 人を切ってし

まうのでは。人口減少について取り組む必要があります。②新生児聴覚スクリーニングについて、

94.1%では問題です。100％にしなくてはいけない。脱落している原因を調べないといけない。③

子宮頸がんの予防接種が 0.0％になってしまった。厚労省の言うこともわからなくはないが、先

進国でこの数値はありえない。風疹の予防接種も同様で現在問題になっているのだと思います。

表 31 の子宮頸がんの受診率（20～39 歳）は今回初めて公表してくれました。10％台前半という

現状から 20％に上げるのはとても大変だと思っています。 

【事務局】子宮頸がん予防の接種率は各年度の標準接種年齢を基準としており、中学３年生の 3

回完了者がいなかったためこの数値になっていますが、受け始めている方はいます。 

【会長】他はよろしいでしょうか。続きまして平成 30年度上半期浜松市児童福祉事業実績報告を

お願いします。 

【事務局】子育て支援課です。それでは、平成 30年度上半期浜松市児童福祉事業実績報告をしま

す。ここでは、母子保健事業と連動している主な児童福祉事業を報告します。 

 資料の 16ページをご覧ください。１の子育て支援ひろば事業についてです。子育て支援ひろば

は、妊婦や概ね 3 歳未満の乳幼児を育てている親子が気軽に立ち寄ることができる場所です。こ

こでは、育児相談や発達に応じた遊びの紹介を行うなど、安心して子育てができる環境を整備す

ることで、地域の子育て支援の充実を図っています。母子保健事業だけでなく、産科、歯科、小

児科等の医療機関にもチラシやリーフレットの配架等の協力を依頼することにより周知啓発につ

ながってきています。また、広報誌への掲載、SNS の活用等、広報に活用できるものを重層的に

活用し、利用者に分かりやすく伝えるように努めています。 

表 39子育て支援ひろばの実施状況をご覧ください。平成 30年度上半期の会場数は 24か所です。

参加延べ人数は 106,759人でした。また、1日の平均参加組数は 17組であり、ほぼ前年度同様で

す。 

 続きまして 17ページをご覧ください。2.産後ケア事業です。産後ケア事業は、出産後の退院直

後など、支援の必要な母子を対象に、乳房ケアなどの体のケア、心のケア、授乳や沐浴の方法や

育児相談などの育児のサポートを提供し、産後の新しい生活を安心してスタートできるように支

援を行うものです。委託事業としては、昨年度より 1 箇所増え、市内 7 か所の産婦人科医療機関

及び 5 か所の助産施設で実施しました。サービスには宿泊型と日帰りのデイサービス型があり、

対象者の希望や状況に応じて実施しています。 

表 40利用件数をご覧ください。平成 30年度上半期の利用実件数は宿泊型 16件でした。そのう

ち、15 件が医療機関、1 件が助産所です。今年度から公費負額の見直しをいたしまして、宿泊型

の公費負担額を 10,000 円から 15,000 円にひきあげてまいりました。利用件数は前年度に比べ増

加していますが、利用件数はまだ少ない状況です。 

表 41 の申請時の理由として、「家族などからの援助が受けられない」、「授乳についての不安」

等があげられています。次年度につきましては、支援の必要な方に活用していただくよう、産後
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ケア事業の拡充を行う予定です。 

本日、お配りした資料１「産後ケア事業の拡充について」をご覧ください。3事業内容（1）の 

対象者ですが、所得制限を撤廃し、出産後 4 か月未満の支援が必要な産婦全員が助成対象となり

ます。また、（2）の支援内容の表をご覧ください。対象者のニーズにあわせ、利用しやすいよう

に支援メニューを追加します。一つ目は支援区分の中ほどにある「デイサービス型（１～2時間）」

です。利用者が医療機関や助産所に来所し、短時間の支援をうけるものです。二つ目は「訪問型」

です。助産師が利用者の居宅を訪問し、保健指導や産後ケアを行うものです。今後も、引き続き

切れ目のない支援として利用しやすい体制を検討してまいります。 

母子保健推進会議資料に戻っていただきまして、18 ページの 3．はますくヘルパー利用事業で

す。はますくヘルパー利用事業は、妊娠中又は出産後１年未満の時期に、身近に相談できる人が

いなくて、家事や育児を行うことが困難である人に対し、育児支援ヘルパーを家庭に派遣し、相

談支援を行うものです。平成 30年度は 8事業所で実施していました。 

表 43 をご覧ください。平成 30 年度上半期の新規登録者数は 126 人でした。そのうち、多胎、

未熟児医療対象児を養育している方が 12 人となっております。通常、合計利用可能時間が 50 時

間に対して、多胎、未熟児医療対象児のお子さんを養育している場合は 100 時間利用することが

可能となります。開始時からニーズの高い事業であり、引き続き、切れ目ない支援となるように

関係機関と連携をはかっていきたいと思っております。 

 続きまして、19 ページの 4．養育支援訪問事業です。養育訪問支援事業とは、支援が特に必要

であると判断された家庭に保健師・看護師・保育士等が自宅を訪問し、養育に関する指導、助言

を行い、適切な養育の実施を確保することを目的としています。養育支援訪問事業には、専門的

な相談支援を行う養育支援訪問員と家事・育児の援助を行う養育支援ヘルパーがおります。平成

30 年度は 32 名の助産師、保育士等の資格をもつ養育支援訪問員が登録しています。また、養育

支援ヘルパーは 2 事業所で実施しています。健康増進課で実施しているこんにちは赤ちゃん訪問

等により把握した養育支援が必要な家庭に対して、養育環境の改善、養育者の育児不安の解消及

び養育技術の提供等の支援を行ったことで、虐待予防にもつながったものと考えております。ま

た、必要に応じて養育支援訪問員が要保護児童対策協議会の個別ケース検討会議に参画しました。 

表 45養育支援訪問員による訪問件数をご覧下さい。平成 30年度上半期の訪問件数の実数は 30

件、訪問回数の延べは 316回です。表 46養育支援訪問員による支援対象区分は特定妊婦 3件、要

支援児童 12件、要保護児童 15件でした。続いて、表 47養育支援ヘルパーの訪問件数をご覧下さ

い。平成 30年度上半期の訪問件数の実数は 2件、訪問回数の延べは 10回です。表 48養育支援ヘ

ルパーによる支援対象区分の平成 30 年度上半期は要保護児童 2 件でした。平成 29 年度と比較す

ると、養育支援ヘルパーの訪問件数とも減少しています。減少している要因のひとつとして、先

ほど報告した「はますくヘルパー利用事業」等の産前産後の事業が充実し、支援を要する家庭へ

のサービスの選択肢が増えたことが考えられます。 

 20 ページをご覧ください。5.発達支援広場事業です。発達支援広場は、1 歳 6 か月児健康診査

等で言葉の遅れや対人関係の障害などの発達障害の疑われるお子さんとその保護者を対象に、早
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期療育的アプローチにより幼児にとって適切な働きかけができるように支援する事業です。少し

でも安心して参加できるように地区担当保健師が関わりをもち、卒業後も適切な支援機関につな

がるよう連携を図っています。 

表 49 センター型の参加状況をご覧ください。平成 30 年度上半期の参加児数の実数は 325 人で

す。表 50 施設型につきましては 184 件です。センター型、施設型共に、平成 28 年度の参加児数

の半数を上回る状況であり、参加児数の実数は増える見込みです。 

 21ページをご覧ください。6．発達障害者支援センター事業です。発達障害者支援センター「ル

ピロ」は、電話相談、来所相談などにより、発達障害やその疑いのある子どもや大人とその家族

等の相談に応じ、適切な情報提供や関係機関の紹介などを行っています。また、発達障害に関す

る講演会、研修会などで啓発を図ることを行いながら、関係機関に対し技術支援を行うなど、総

合的な支援を行っています。 

表 51相談件数の延件数をご覧ください。平成 30年度上半期の相談件数は延べ 2,431件でした。 

次に表 52 相談者の年齢構成の実人数をご覧下さい。平成 30 年度上半期の 0 歳から 6 歳未満の

乳幼児は 242 人でした。全体的に相談件数は増加傾向にあります。相談件数が増加している要因

として、発達障害に関する報道情報番組や講演会の開催により市民の認知度が高まってきている

ことが考えられます。また、関係機関からの紹介も増えていることが、相談件数の増加に繋がっ

ているものと思われます。今後も、講演会等の啓発と関係機関に対する技術的支援の両面による

総合支援に努めてまいりたいと考えております。 

 事業実績報告は以上でございますが、引き続いて、「はますくファイル」の実態調査報告を行い

ます。 

【事務局】資料 2 浜松市子育てサポート「はますくファイル」の活用状況調査についてをご覧く

ださい。以前からはますくファイルの活用、認知度についての質問がありましたので報告させて

いただきます。2(2)の実施方法ですが、平成 30年 11月から 12月に保護者と子育て支援関係者に

実施しました。調査対象者数は保護者 400名、子育て支援関係者 24名です。保護者のうち、子育

て支援ひろば利用者が 200 名、こども園の保護者が 200 名です。子育て支援関係者の内訳は表の

とおりです。結果は裏面のとおりです。回答率は 76.5%です。調査結果について報告します。は

ますくファイルの全体の認知率は 95％ですが、こども園の認知率は若干落ちて 86％でした。また、

活用率については全体では 72％、こども園では 54％でした。活用している場合でも年数回程度が

多く、またこども園では年に 1 回もないという方が約半数います。主な理由として使い方がわか

らない、必要な情報が入っていないということが挙げられました。この結果をもとに今後、改善

していきたいと思っています。 

 以上で平成 30年度上半期浜松市児童福祉事業実績報告を終わります。 

【会長】ありがとうございました。ご意見ありますでしょうか。はますくファイルの調査をして

くれたことは第一歩です。ありがとうございました。問題点をどうするかですね。意外に助産師

がはますくファイルを知らない。幼稚園や保育園も何に使っていいかわからない。小児科も認識

が薄いように思っています。 
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【委員】広めます。 

【会長】はますくプランも渡しているのですよね。 

【事務局】はますくプランはこれからです。 

【会長】発達障害の多くが小学生以降にわかることが多い。幼稚園からも協力が得られないとい

うことも聞いている。就学期をむかえてわかることが多いが、改善策はありますか。 

【事務局】まずは知っていただくことが大事。ホームページに載せたり、保育園や幼稚園につい

てははますくファイルを機会のあるごとに伝えたり等、周知に努めていきます。また、使い方が

わかならいという声もありますので使い方についても提案していきたいと思います。 

【会長】はますくファイルを使うことによって早期に気づき、適切な支援につながるとよい。改

善プランが立てられるとよいです。 

【事務局】ありがとうございます。先ほどの説明に対しての補足ですが、今回、発達支援広場事

業の評価をするためにアンケート調査を実施しました。その中でも、「周知・啓発」「切れめない

支援」に対しての課題があがってきております。早期療育・早期支援につながるよう発達支援広

場（たんぽぽ広場）事業でも、引き続きはますくファイルを活用していきたいと思います。また、

はますく Q＆Aサイトの中でも発達障害の啓発に対し取組みをすすめる予定です。家族や社会全体

の理解が進むよう周知に努めたいと思っております。 

【委員】はますくファイルについては熱い思いがあり、家庭訪問の際には伝えています。もとも

と幼稚園、保育園、学校でも使ってもらうようにしたはずですが、現場の保育園や幼稚園の先生

方に周知されていないように思います。園長会などで子育て支援課で周知してほしいです。 

【事務局】幼稚園や保育園の園長の集まりでは、はますくファイルについて話しています。園長

から現場の先生方に話が伝わるよう周知していきたいと考えております。 

【会長】産後ケア事業も少し増えてきましたね。 

【事務局】使いやすいメニューを来年度から増やすので、もう少し増えると思います。 

【委員】はますくファイルは 1 人 1 冊もらえるのですか。今の親は書くことが苦手。母子手帳も

書いていない人が多い。はますくファイルの分量をもう少し減らした方がいいと思います。私も

6 歳未満の子どもについては母子健康手帳も持ってきてもらいますが、第 2 子、第 3 子は書かれ

ていないことが多いように思っています。企画としては良いのですが、今の若い方はどうか。そ

れと、もう 1 点、子育て支援ひろばで発達に応じた遊びの紹介は具体的にはどのようなものでし

ょうか。 

【事務局】はますくファイルは 1 人 1 冊渡しています。大きく持ち運びには不便、書くことは苦

手、ということから SNSを取り入れた方がよいかについても検討材料にはしています。 

【事務局】前段階として、だっこが苦手な親も多くなっている。遊びの紹介として、目を合わす

ことやこちょこちょ遊びなどふれあい遊びを中心にしています。定型発達から状況にあわせた積

木遊びや絵本といったこともしています。子育て支援ひろばに関わっている齋藤委員、いかがで

しょうか。 

【委員】遊びについてそこにいるスタッフから提案するのは勿論ですが、親同士見よう見真似で
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覚えていくことも大きい意味があると思っています。 

【委員】確認ですが、子育て支援広場はいつから利用可能でしょうか。 

【委員】目安として「1か月児健診が終わったらどうぞ」と案内しています。 

【委員】首が座ったばかりの 4 か月の子が行ったところ、スタッフから「首が座ったばかりでこ

んな早く来たの」といったことを言われ、「あんなところは 2度と行かない」と言った方がいまし

た。子育て支援ひろばか親子ひろばなのかは分かりません。 

【委員】子育て支援課から指導して下さい。 

【事務局】子育て支援ひろばスタッフが集まる連絡会等で引き続き指導していきます。 

【委員】はますくファイルを作った時の事情は知りません。母子健康手帳は親が子どもが自立す

る時に渡す物で、健診、予防接種などの記録や歯の磨き方なども入っています。はますくファイ

ルでも母子健康手帳と同じような内容も入っていて、同じことを書かないといけない。何を優先

するかということです。はますくファイルも大事ですが、用紙がぺらぺらと薄く劣化しやすく、

公式記録でもない。別の自治体では祖父母用ファイルや父親用ファイルを作っているところもあ

る。はますくファイルは教科書的で網羅しているだけに使いにくい。多様性もあり、またどこに

ターゲットを絞るかについて考える必要があると思います。 

【事務局】見直しをする時期にきていますので、ご意見を参考にして検討していきたいと思いま

す。 

【会長】次は平成 31年度母子保健事業の新たな取り組みについてお願いします。 

【事務局】22ページ、平成 31年度母子保健事業の新たな取り組みについてです。 

まず初めに、1.女性の健康支援事業の拡充（妊娠 SOS含む）についてご報告します。専用ダイ 

ヤル・メール相談を行っている妊娠 SOSを含んだ女性の健康相談ですが、これまで思春期から更

年期までの女性の健康に関する相談全般に対応し、平成 28年からは、特に妊娠から子育てまでの

相談の充実のため助産師の従事を開始し、週 3回午後に相談対応をしてきました。母子健康手帳

交付時にもチラシにより周知を行い、相談が増えてきたところです。次年度については、一般的

な不妊に関する相談にも対応するため、平日毎日午後に助産師の相談対応日としていきたいと考

えております。また、国の新たな施策として、電話相談等で、予期せぬ妊娠など特に妊娠中から

支援が必要な妊婦（特定妊婦）を把握した場合の支援体制を強化することがうたわれており

ます。浜松市では、これまでも、遅れた妊娠届をされた対象者を把握した後は、医療機関を

はじめ、庁内児童福祉担当課等と調整をしながら、母子手帳交付や妊婦健診受診に係る支援

を保健師が中心となって行ってきましたので取り組んでいきたいと考えています。国からま

だ、具体的な内容が示されましたら、調整を進めてまいりたいと思います。 

次に、2.不妊専門相談センター事業の新規実施についてご説明させていただきます。浜松市で

はこれまで、特定不妊治療費助成、市単独事業として一般不妊治療費助成、不育症治療費助成と

治療費助成に取り組んでまいりました。今後、助成だけでなく、不妊等に関する専門的な相談に

対応するため、不妊に悩む方を対象に、医師による面接相談を年 4回、1回 3組程度開催し、不

妊に悩む夫婦等に対する支援体制を強化していきたいと思います。実施にあたり、先に報告
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しました女性の健康相談での電話相談や、県で従来行っている「不妊・不育専門相談センター」

と連携してまいります。 

引き続き、3.不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充をご覧ください。不妊に悩む方への特 

定不妊治療費助成事業として、体外受精、顕微授精にかかる費用と、男性不妊治療の費用を助成

しております。今回、男性不妊治療について、国が経済的負担の軽減のため、次年度から、男性

不妊治療の初回助成額を拡充して 15万円 から 30万円へと制度変更する予定であり、市として

も同様に拡充したいと思います。 

次に、4.はますくプランの配付についてご説明いたします。机の上におかせていただいており 

ます「はますくプラン」の案をごらんください。平成 31年 4月から母子健康手帳交付時に、保健

師助産師が説明しながら「はますくプラン」を配付し、妊婦さん自身に、これから利用する母子

保健及び子育て支援サービス理解していただき、妊婦自身で、これからどのような事業を利用す

るのか、また、利用できるのか考えていただくためのツールとして、3月中に作成したいと思い

ます。2つ穴をあけて、はますくファイルにも閉じ込めるようにし、一体的に活用ができるよう

にしたいと思いますし、赤ちゃん訪問でもファイルを開きプランを確認するなど、その後も効果

的に活用できるようにしたいと考えております。 

最後に 5.浜松市母子健康手帳表紙の改定について、ご覧ください。現行の母子健康手帳の表紙 

の絵は平成 18年に公募により決定し、平成 19年から継続して使用してきました。10年以上を経

過したことから、次年度、デザインの改定のための調整、決定を行いたいと考えております。公

募のデザインのコンセプトとしては、「育児の楽しさや親子の健康を暖かく見守るイメージが感じ

られるデザイン」「将来成長した子どもに贈るために大切に保管したいと思えるデザイン」「独自

性があり、浜松らしさや話題性のあるデザイン」を考えております。詳細のスケジュールは調整

中ですが、予定としましては、平成 31 年度初めにデザインを広報や HP 等で公募し、その後、庁

内での選考、子育て中の方からの選考等を経て、決定してまいります。母子保健推進会議の委員

の先生方には、次回、平成 31年度第 1回会議におきまして、選考の一翼を担っていただければと

考えておりますので、宜しくお願いいたします。ご意見等ございましたら、お教えいただければ

ありがたいです。宜しくお願いたします。 

【会長】時間も押しておりますが、ご意見、ご質問をお願いします。不妊関係はどうですか。 

【委員】不妊関係は充実してきていてうれしいです。一方、不育症の助成はあまり利用されてい

ません。厳密にいうと不育症の方は年齢が高い方が多いのが現状です。不育症の予算を別の予算

に振り分け、有効利用してほしい。不育症の予算をつけても人口減少の歯止めにはならないと思

います。 

【会長】不育症の定義の問題ですね。行政の施策の考え方と医療とは違いがでることがあります。 

【委員】以前にもここで発言していますが、3歳児健診だけでなく、1歳 6か月児健診や妊婦歯科

健診についても各区の受診率を出してほしいです。 

【会長】次からは出すということで、よろしいでしょうか。 

【事務局】検討したいと思います。 
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【会長】全体ではいかかでしょうか。 

【事務局】お母さんと赤ちゃんのケアはできているが、お父さん同士の仲間作りの場が欲しいと

か、お父さんがお母さんにどう接していいのかわからないと悩んでいる人が多い。お母さんだけ

でなく、お父さんも相談できることを伝えてほしい。産前は父参加の教室などがあるが、産後は

相談できる場や相談できる人がいないというお父さんがいるので、提案させてもらいました。 

【事務局】今後、検討させてもらいます。 

【会長】では、これで終わりにしたいと思います。連絡事項ありましたらお願いします。 

【事務局】ありがとうございます。1点連絡事項を申し上げます。平成 31年度第 1回の会議の開

催ですが 7 月頃を予定しております。会議の開催日が決まりましたら改めて皆様に通知の方をさ

せていただきますので、よろしくお願い致します。以上です。 

【会長】それでは以上をもちまして、母子保健推進会議を閉会します。どうもありがとうござい

ました。 


