
（１）　母と子の健康づくりの推進

①疾病予防・健康増進事業の推進

達成度

達成度

　母と子の健康づくり

・モバイルサービスのチラ
シを予診票に同封するとと
もに、就学時健診の際にも
チラシの配布を依頼し、利
用の促進と接種の勧奨を実
施した。
・乳幼児健診受診時に接種
状況を確認し、接種勧奨を
実施した。
・麻しん・風しん２期と二
種混合予防接種について、
未接種者に再勧奨通知を実
施した。
・国「健やか親子21（第2
次）」に基づく乳幼児健診
時の集計（令和元年度デー
タ）（1歳6か月児健診まで
に予防接種を終了している
者の割合）では、四種混合
で93.9%、麻しん・風しん
Ⅰ期で90.6%と、国の直近
値である四種混合96.8%、
麻しん・風しん91.3%に達
していない。

子育てモバイルサービス
の利用を促進するため、
チラシの配布を関係各課
や保育園等との連携を継
続して実施する。また、
魅力あるサービスとなる
よう、内容の充実を図る
必要がある。

Ｂ

【進捗状況】

Ａ

課題令和３年度

なかなか連絡が取れない
家庭も多く、受診率を低
下させないため、また、
未受診者の状況把握のた
めに、多くの人員と時間
を割かざるを得ないこと
が課題

【進捗状況】

基本目標２

乳幼児健康診査の
充実

健康課

乳幼児健診受診率96.7%
以上

令和２年度

【進捗状況】

【目標】

【目標】 【目標】

健診受診率
・3～4か月児健診　98.0%以上
・1歳6か月児健診　92.0%以上
・3歳児健診　99.0%以上
・上記健診の未受診者の健康
状態を把握し、健康状態が把
握できない場合は子ども家庭
支援センターに所在不明児童
として通告する。

【進捗状況】

・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、中
止・延期したほか、実施
方法を変更している。
・未受診者の健康状態把
握や、安否不明事例の関
係機関との連携は継続中

施策名

1

2

住民との協働

予防接種率の向上

健康課

・予防接種勧奨通知等に
よる受診率向上
・子育てモバイルサービ
スの充実と利用率の向上

・国「健やか親子21（第2
次）」に基づく乳幼児健診時
の集計（前年度データ）（1歳
6か月児健診までに予防接種を
終了している者の割合）で、
四種混合初回、麻しん・風し
んⅠ期で、国の直近値以上。
・子育てモバイルサービスの
充実と利用率の向上（子育て
モバイルの0歳児の登録率
97.0%以上）

【目標】

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（１）　母と子の健康づくりの推進

②妊娠・出産・乳幼児の育児に関する切れ目のない保健対策の推進

達成度

達成度

【進捗状況】

令和２年度 令和３年度

Ａ

・母子保健コーディネーター
の人材確保が難しい。
・支援が必要な家庭の数の増
加、問題の複雑化などから、
状況の改善までに長期間を要
することが増えている。
・町内に出産できる医療機関
がなく、医療機関との連携が
難しい。
・新型コロナウイルスの流行
により、集団での事業の実施
に制限があり、妊産婦・子育
て家庭のピアサポートや、母
子保健サポーターの協力が難
しい中、サービス低下をきた
さないように支援を行うこと
が難しい。

課題

「量の見込みと確保方策（計
画の基本的事項」P8（5）乳児
家庭全戸訪問に記載のとおり

【目標】

令和元年11月～令和2年10月生
まれの訪問実施率は100%

【進捗状況】

1

【目標】

全戸訪問実施率100%

【目標】

乳児家庭全戸訪問
の実施

健康課

全戸訪問実施率100%

施策名

2

妊産婦への支援

健康課

【目標】

【進捗状況】 【進捗状況】

・子育て世代包括支援セン
ター「ゆりかごステーショ
ン」の相談員（母子保健コー
ディネーター）を増員し、増
加する相談支援ニーズに対応
する。
・子育て支援に関わる町内外
の関係機関及び庁内関係部署
との連携体制を充実させる。
・産前・産後の支援を担う住
民（母子保健サポーター）の
研修・会議を実施し、住民と
の協働による柔軟で質の高い
サービス提供を目指す。
また、産後ケア事業の一層の
充実をはかる。
・国「健やか親子21(第2次)」
に基づく評価指標「妊娠・出
産に満足している者の割合」
85%以上

・子育て世代包括支援セン
ター「ゆりかごステーショ
ン」の相談員（母子保健コー
ディネーター）の欠員を補充
し、増加する相談支援ニーズ
に対応する。
・子育て支援に関わる町内外
の関係機関及び庁内関係部署
との連携体制を充実させる。
・産前・産後の支援を担う住
民（母子保健サポーター）の
研修・会議を実施し、住民と
の協働による柔軟で質の高い
サービス提供を目指す。
・国「健やか親子21(第2次)」
に基づく評価指標「妊娠・出
産に満足している者の割合」
85%以上

Ｂ

・母子保健コーディネーター
の定員を2名から3名に増員し
たが、1月末現在は定数を満た
していない。
・利用者のニーズに応じられ
るよう、産後ケア事業の委託
先に公立福生病院を追加し
た。
・新型コロナウイルスの流行
に伴い、妊産婦を集めて実施
する事業は中止・変更せざる
を得ず、連携会議なども予定
どおり実施できていないが、
個別の支援をきめ細かく行う
ことにより、サービスの低下
をきたさないよう努めてい
る。
・母子保健サポーターフォ
ロー研修を実施した。

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（１）　母と子の健康づくりの推進

②妊娠・出産・乳幼児の育児に関する切れ目のない保健対策の推進

達成度

達成度

達成度

達成度

Ａ
子育て応援課

養育支援が特に必要な家庭
に、保健師、保育士等が出向
き、養育に関する指導・助言
等を実施した。

3

養育支援訪問の実
施

【目標】 【目標】

適切な養育に向けた支援

Ｃ

・父親と直接電話や面接をす
る機会が少ないため、積極的
な禁煙教育が困難
・子どもの健康に影響が大き
い妊婦及び夫、乳幼児の保護
者の喫煙率が高い

保健師、保育士等の専門性向
上による養育に関する指導・
助言等に関する更なるスキル
アップ

適切な養育に向けた支援

【進捗状況】 【進捗状況】

・妊娠期・子育て期の喫煙者
数を把握
・妊娠届出時等に禁煙教育を
実施

・国「健やか親子21(第2
次)」に基づく評価指標
で
妊娠中の喫煙率0%
育児期間中の喫煙率

健康課

妊娠届出時の禁煙指導は継続
しているが、新型コロナウイ
ルス流行により、乳幼児健診
の実施方法を変更しているた
め、両親への禁煙指導は行え
ていない。

4

妊娠・子育て期の
禁煙教育の充実

【目標】 【目標】

【進捗状況】 【進捗状況】

5

6

【目標】 【目標】

住民との協働

乳幼児の事故防止
に関する教育の充
実

健康課

ボランティアとして、両親学級で乳児の母・父に先輩ママ・パパの体験を
語ってもらっている。（ただし、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため休止）

Ｃ

令和２年度 令和３年度施策名 課題

【目標】 【目標】 ・少子化で妊婦数が減少傾向
にあることに加え、働く妊婦
の割合も増加しており、受講
者数・受講率ともに向上が困
難
・コロナウイルス対策のた
め、事業内容の縮小・変更を
余儀なくされている。

【進捗状況】 【進捗状況】

健康課

両親学級の充実

Ｃ

両親学級の継続 両親学級の継続

新型コロナウイルス感染症流
行により、両親学級は一時中
止、6月から内容を縮小・変更
して実施した。10月以降は、
感染予防に注意しながら、で
きる限り従来の内容に近いも
のを実施した。

【進捗状況】 【進捗状況】

母子保健事業の機会に、事故
防止の啓発を行う。

母子保健事業の機会に、
事故防止の啓発を行う。

・出産後、最初に行政が関与
できる乳児家庭全戸訪問以前
に、乳児を転落させるなどの
事故が散見される。妊娠中の
事故防止教育の方法を検討す
る必要がある。
・啓発を継続することが重要妊娠届出、乳幼児健診、離乳

食講習会等の機会に年齢に合
わせた事故防止の啓発を実施
（継続中）

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（１）　母と子の健康づくりの推進

③食育の推進

達成度

達成度

【進捗状況】

・各学校で食に関する指
導目標を達成するために
計画的に食育を推進し
た。
・食品ロス削減に関する
リーフレットを各教室に
掲示した。

施策名

1

2

教育指導課

新学習指導要領の内容も
踏まえた計画にすること
が課題

Ｂ

課題

・事業の継続及び推進の
ため管理栄養士を中心と
した専門職の連携を図っ
ていくことが課題
・継続していくことが一
番の課題
・ふるさと教育「みずほ
学」との更に関連を図る
ことが課題

Ｂ

【目標】

令和２年度 令和３年度
【目標】

住民との協働

「食」に関する学
習機会の充実

【進捗状況】

「食育年間指導計画」の
確実な実施と充実

健康課・教育指導課
産業課・子育て応援課

【目標】

・妊婦・乳幼児向けの各
種事業を通して「食」に
ついての助言・指導を行
う。
・食育年間指導計画を基
に望ましい食生活の確立
に向けて計画的な学習を
推進
・農業体験の実施

【進捗状況】

【進捗状況】

「食育年間指導計画」の
確実な実施と充実

学校における食育
の推進

【目標】

・各学校で食に関する指導
計画を作成し、食に関する
学習を推進
・管理栄養士を中心に各種
母子保健事業を通じて
「食」の助言・指導を実施
予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染症の流行に
より、集団の場での指導・
助言を中止・縮小せざるを
得ない状況のため、リーフ
レットの配布や指導用媒体
の工夫などにより、短時間
で内容が伝わるよう工夫し
ている。
・瑞穂町の農業と地産地消
に対する理解を深めていた
だくため、野菜農家の畑や
牧場等を訪問し、農家の話
を聞いたり、農業体験を行
う「農ウォーク」を１１月
に実施した。

・妊婦・乳幼児向けの各
種事業を通して「食」に
ついての助言・指導を行
う。
・食育年間指導計画を基
に望ましい食生活の確立
に向けて計画的な学習を
推進

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（１）　母と子の健康づくりの推進

③食育の推進

達成度

住民との協働

離乳食講習会への参加がしやすいよう、託児ボランティアを依頼（ただし、
新型コロナウイルス感染症の流行が収束するまで託児は中止予定）

【進捗状況】

各種保健事業及び広報等
の媒体を通じて「食」の
情報提供を行う。

課題

Ｃ

令和２年度 令和３年度施策名

3

各種保健事業及び広報等
の媒体を通じて「食」の
情報提供を行う。

【進捗状況】

「食」の情報提供
の推進

健康課

上記１の欄にも記載した
とおり、新型コロナウイ
ルス感染症の流行によ
り、集団で実施する事業
は一部中止・変更してお
り、口頭による情報提供
は十分に行えないが、
リーフレットの配布や指
導用媒体の工夫などを
行っている。
広報に「食」の情報に関
する記事を掲載した。

限られた予算・人員で、
伝わりやすく、理解しや
すい情報提供を継続する
ための工夫が必要

【目標】 【目標】

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（２）　医療等の支援

①小児夜間診療体制の構築

達成度

【進捗状況】 【進捗状況】

1

住民との協働

小児科専門医の確
保

健康課

・患者数の増加のため、
夜間診療の負担大
・病状に合わせた適正受
診を推進するため、更な
る普及啓発の必要あり

Ｂ

・輪番制による夜間診療
を継続実施
・病状に合わせた適正受
診の推進

課題

・公立福生病院の協力を
得ながら夜間診療を継続
実施中。
・病状に合わせた適正受
診を推進するため、小児
救急電話相談(♯8000)及
び東京都消防庁救急相談
センター(♯7119)の普及
を図っている。

【目標】 【目標】

・輪番制による夜間診療
を継続実施
・病状に合わせた適正受
診の推進

令和２年度 令和３年度施策名

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（２）　医療等の支援

②乳幼児医療費助成の充実

達成度

住民との協働

施策名

1

乳幼児医療費助成
の充実

子育て応援課

課題

医療証の適正交付のため
の事務の効率化

Ｂ

【進捗状況】 【進捗状況】

１０月に一括更新作業及
び医療証交付、適正処理
済

令和２年度 令和３年度
【目標】 【目標】

医療証の適正交付 医療証の適正交付

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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