
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

予防接種率の向上

健康課

住民との協働

【目標】

・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

・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

乳幼児健康診査の
充実

健康課

基本目標

施策名

第２節　母と子の健康づくり

平成３０年度 平成３１年度 課題

【進捗状況】

【目標】

乳幼児健診受診率96.3%
以上

【進捗状況】

【目標】

【目標】

・12月までの乳幼児健診
受診率95.3%
・未受診者の健康状態把
握や、安否不明事例の関
係機関との連携を継続中

健診受診率は改善してい
る。引き続き積極的な受
診勧奨が必要

Ａ

【進捗状況】

乳幼児健診受診率96.5%
以上

【進捗状況】

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

・モバイルサービスのチ
ラシを予診票と一緒に発
送するとともに、町内保
育園等にもチラシの配布
を依頼し、利用の促進と
接種の勧奨を実施、登録
者数は、723人（12月末
現在）と順調に増加
・乳幼児健診受診時に接
種状況を確認し、接種勧
奨を実施
・麻しん・風しん２期と
二種混合予防接種につい
て、未接種者にへ再勧奨
通知を実施
・子育てに関係する部署
と連携し、お知らせ内容
等のさらなる充実を図る

【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

平成３１年度

【目標】

新生児訪問・未熟
児訪問・乳児家庭
全戸訪問の実施

健康課

養育支援訪問の実
施

子育て応援課

健康課

施策名 平成３０年度

【目標】

・健康教育・相談の充実
・妊娠期から子育て期ま
で切れ目ない支援の体制
を整える

健康教育・相談の
推進

健康課

課題

連絡が取れない、訪問を
拒む等、訪問できるまで
に時間を要する事例あ
り。訪問への動機づけの
ために育児パッケージは
効果が認められる。

Ａ

・健康教育・相談の充実
・妊娠期から子育て期ま
で切れ目ない支援の体制
を整える

妊娠・子育て期の
禁煙教育の充実

【進捗状況】 【進捗状況】

【目標】

妊娠届出時、乳幼児健診
時に、両親の喫煙状況を
把握、禁煙教育を実施
(喫煙率は年度末に集
計）

【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

【目標】

・既存の母子保健事業に
おいて健康教育・相談を
実施
・今年度から子育て世代
包括支援センター「ゆり
かごステーション」を開
設し、妊娠期から子育て
期における相談業務を充
実させた。

・妊娠届出時等に禁煙教
育を実施
・妊娠期・子育て期の喫
煙者数を把握

【目標】 【目標】

乳児家庭全戸訪問実施率
100％

乳児家庭全戸訪問実施率
100％

【進捗状況】 【進捗状況】

【目標】 【目標】

平成29年11月～平成30年
8月生まれの訪問実施率
は100％

【進捗状況】 【進捗状況】

適切な養育に向けた支援

養育支援が特に必要な家
庭に、保健師、保育士等
が養育に関する指導・助
言等を実施

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

Ｂ

適切な養育に向けた支援

・若年での妊娠が多い傾
向あり
・妊娠届出の遅延や、養
育環境が整わない状態で
の妊娠の増加
・精神疾患合併や、育児
不安を持つ妊産婦の増加
・これにより、従来の保
健指導より丁寧な個別指
導・相談支援が必要な事
例が増えている

Ｂ
・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

Ｂ

【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

Ｂ

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）

乳児の重大な事故が多発
しているため、啓発の継
続が重要

母子事業での積極的な事
故防止の啓発

母子事業での積極的な事
故防止の啓発

【目標】 【目標】

【進捗状況】 【進捗状況】
乳幼児の事故防止
に関する教育の充
実

健康課

Ｂ

【進捗状況】

両親学級の内容の充実

住民との協働

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。

妊娠期から産褥期の健康
管理、仲間づくり、サー
ビスの紹介、父親の育児
参加を含んだ内容で実施

健康課

両親学級の充実

両親学級の内容の充実

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【進捗状況】

施策名 平成３０年度 平成３１年度

【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

指導課

【進捗状況】

学校における食育
の推進

健康課・指導課・産業課

「食」に関する学
習機会の充実

【目標】 【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
・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
・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」を開催

・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
・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
・町の農業や地産地消に
対する理解を深めていた
だく取組を実施

施策名

・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
・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
・ふるさと教育「みずほ
学」の取組で、うどんづ
くりに取り組む学校あり
・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」を実施しました。

【進捗状況】

「食育年間指導計画」の
確実な実施と充実

「食育年間指導計画」の
確実な実施と充実

【進捗状況】

・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】

・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
・食品ロス削減に関する
リーフレットを各教室に
掲示

【目標】

平成３０年度 平成３１年度

【進捗状況】

【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

Ａ
健康課

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

母子保健事業を通して、
適宜情報提供を実施

【目標】

各種保健事業を通して、
適宜情報提供を行う

各種保健事業を通して、
適宜情報提供を行う

【進捗状況】 【進捗状況】

平成３０年度

「食」の情報提供
の推進

【目標】

平成３１年度

限られた予算・人員で、
効果的な情報提供を継続
するための工夫が必要

課題施策名

【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

（１）小児科夜間診療体制の構築

達成度

施策名 平成３０年度 平成３１年度

小児科夜間診療体
制の充実

健康課

住民との協働

【目標】 ・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

課題

【進捗状況】

・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

・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

【進捗状況】

・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】

【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

乳幼児医療費助成
の充実

子育て応援課

住民との協働

【目標】

施策名 平成３０年度 平成３１年度

９月に一括更新作業実
施、適正処理済

医療証の適正交付

【進捗状況】

課題

医療証の適正交付のため
の事務の効率化

Ａ

医療証の適正交付

【進捗状況】

【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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