
令和3年度   保健事業実施状況

母子保健事業

※母子保健事業は「母子保健法」に基づいて実施。 ★新規事業 ☆拡充事業

 妊娠届出者 440 保健師1～3助産師1～3 相談

母子手帳交付数 ＊469 事務1

医師1保健師4～7 問診・身体計測・診察・発達

 4か月児  3～4か月児 助産師1～2看護師2 チェック・個別相談

 　健康診査 401 401 作業療法士1管理栄養士1

(100.0%） 事務3

 医師1歯科医師1 問診・身体計測・診察

 1歳6か月児 361 助産師1保健師9看護師2 歯科診察・発達チェック

374 (96.5%） 歯科衛生士3心理判定員1 個別相談・フッ化物塗布

作業療法士1管理栄養士1 健診回数の拡充

家庭児童相談員1保育士1事務3

医師1歯科医師1 問診・身体計測・診察

 3歳児 375 助産師1保健師10看護師1 歯科診察･発達ﾁｪｯｸ 

378 (99.2%） 歯科衛生士3心理判定員1 視覚聴覚検査  尿検査

作業療法士1管理栄養士1 個別相談・フッ化物塗布

家庭児童相談員1保育士1事務3 健診回数の拡充

 医療機関委託 随時 －  受診票交付数995 633 医療機関委託による乳児

   第1回 485 349 － 健康診査

   第2回 510 284 （1歳1か月未満2回）

委託医療機関以外 随時 －  合計件数 37 県外医療機関受診者に

（県外受診）    第1回 37 － 対する乳児健康診査

   第2回 0 （扶助費・償還払い）

 医療機関委託 随時 － 482 323 医療機関委託による新生児聴覚検査

委託医療機関以外 随時 － 41 県外医療機関

（県外受診） － 受検者に対する新生児聴覚検査（扶助費・償還払い）

 医療機関委託 随時 －  受診票交付数6473 4,901 － 医療機関委託による妊婦

   第1回 441 443 健康診査（妊娠中14回）

   第2回 447 433

   第3回 453 423

   第4回 453 417

   第5回 462 411

   第6回 461 405
   第7回 464 376

   第8回 460 397

   第9回 469 335

  第10回 471 342

  第11回 471 280

  第12回 473 324
  第13回 474 198

  第14回 474 117
（別掲）子宮頸がん441 432 ＊1～14回受診票使用時に同時実施

委託医療機関以外 随時 －  合計件数 253 － 県外医療機関及び助産所

（県外等受診）    第1回    2 受診者に対する妊婦健康診査

   第2回 7 （扶助費・償還払い）

   第3回 5

   第4回 2

   第5回 7

   第6回 8

   第7回 16

   第8回 7

   第9回 33

  第10回 41

  第11回 33

  第12回 41

  第13回 33

  第14回 18
（別掲）子宮頸がん 1 ＊1～14回受診票使用時に同時実施

医療機関委託 随時 － 476 352 医療機関委託による産後健康診査

委託医療機関以外 随時 － 42 県外医療機関

（県外等受診） 受診者に対する産後健康診査（扶助費・償還払い）

104 7,489 －

 対象者（人） 来所者（人） スタッフ 内　　　容

 母子健康手帳交付  保健センター 毎週木曜日 44

事   業   名  実施場所  実施日 回数（回）

健
 
　
　
　
康
　
　
　
 
診
 
　
　
　
査

 保健センター
月２回

24

 1歳6か月児
   健康診査

保健センター 

 妊婦健康診査

年18回 18

 3歳児
   健康診査

 保健センター 年18回 18

産後健康診査

小計

 新生児
　聴覚検査

 乳児健康診査

資料２－２ 別紙



保健師3　管理栄養士2 予約制個別相談(育児・

歯科衛生士1 栄養・育児・歯科・運動)

(実141) 作業療法士1 希望者のみ身体計測

1歳6か月児健診 71 保健師2～3 集団遊び

の精神発達にお (実32) 作業療法士1 個別相談・指導

ける要観察児 保育士1

1歳6か月児・3歳児 1歳6か月児・3歳 73 保健師3～5心理判定員1 集団遊び

 健診事後指導 児健診の精神発 (実30) 保育士2作業療法士1 個別相談・指導・発達検査

めだか教室 達における要観
察児 家庭児童相談員2

月1回 72 心理判定員1(年4回) 個別相談・指導

  (実72) 保健師3～4 発達検査

作業療法士1

35 助産師1～3 個別相談・指導

   (実35)

202 作業療法士1 療育指導

(実22)

16 作業療法士1 療育指導

(実9)

39 保健師 療育指導

(実17)

25 作業療法士1 発達相談等

　　(実25)

63 作業療法士1        発達相談等

　　(実63)

各1回 134 作業療法士1 療育指導

(実134) (あゆみの家保育士１)

129 作業療法士1 療育指導

(実126) (あゆみの家保育士１)

電話 940 保健師･助産師・作業療法士 健康相談･育児相談等

面接 141 管理栄養士・歯科衛生士

妊婦メール相談 保健センター 随時 ― メール 3 保健師･助産師 健康相談等

29 助産師1 管理栄養士1 講義・児の体重測定

(実29) 保健師1
妊産婦の交流会

 年4回 初めて父母になる 134 助産師1 講義

土・日曜日 夫婦(定員20組)   (67組) 保健師2

4～6か月児の保護者 管理栄養士2 講義・デモンストレーション

(定員12～18名) 保健師1

9～11か月児の保護者 管理栄養士1 講義・デモンストレーション

(定員18名) 歯科衛生士1　保健師1

乳幼児の保護者 保健師2 講義・実技

(定員30人) 消防署職員3

1歳児の保護者 保健師1 集団遊び　集団指導

(定員14人) 子育て支援センター保育士2

子育て支援センター 保健師1 講義
「にこにこフロアー」健康講座

各地区保健推進員活動に

おける①健康教育

＊保健推進員活動再掲

保健師1 依頼により実施

依頼により実施

その他の健康講座 各会場 随時 4 保育園・学校職員等 35 作業療法士1管理栄養士1依頼により実施

乳幼児健康診査などの 634 保健師  管理栄養士 健康管理上必要な保健指導

－ 要フォロー児 妊産婦 (実573) 助産師　歯科衛生士

新生児、乳児 作業療法士

ツインズ 1 保健師1 交流会

交流会 (実1組)
子育て支援センター 乳幼児の保護者 126 保健師　作業療法士 交流支援・個別相談

にこにこフロアー 助産師

保健センター 随時 －
人工受精を受け
た夫婦

44 人工受精(保険適用外)の助成

保健センター 随時 －
身体の発育が未熟な
まま生まれた乳児 12 入院治療費の助成

産後ケア事業 委託医療機関 随時 －
産後4か月未満の産
婦とその乳児 2 利用料の助成

222 3547

事   業   名  実施場所  実施日 回数（回）  対象者（人） 来所者数（人） スタッフ 内　　　容

健
康
相
談

乳幼児健康相談  保健センター 月1回 12 乳幼児
272

1歳6か月児
健診事後指導
こめだか教室

 保健センター
月1回 12

 保健センター
月1回

12

こども発達相談  保健センター 16
発育、発達等で個
別指導の必要な児(5.9.11.2月

は月2回)

母乳相談 保健センター 月1回 12
母乳育児をしてい
る人

あゆみの家
巡回相談

あゆみの家

週1回 45 あゆみの家通園児

年4回 5
R2年度あゆみの
家卒園児

プレあゆみ支援 あゆみの家 年4回 8
プレあゆみ参加
母子

小中学校巡回相談 各小中学校 随時 2 発育、発達等で個別
指導の必要な児童

児童クラブ巡回相談 各児童館 各1回 7
発育、発達等で個別
指導の必要な乳幼
児・児童

幼稚園巡回相談 各幼稚園 7 発育、発達等で個別
指導が必要な児

保育園巡回相談 各保育園 各園年1～2回 14
発育、発達等で個別
指導が必要な児

電話面接相談 保健センター 随時 ―

健
康
教
育

プレママと産後
ママの交流会

保健センター 隔月1回 6
妊婦、
産婦（3か月まで）

パパママ
セミナー

保健センター 4

これから
はじめる

離乳食教室
保健センター 月1回 12 133

後期離乳食教室 保健センター 年8回 8 73

こどもの
救命講習会

消防署 中止 0

のびのび
子育て教室

子育て支援センター 年6回 5 21

子育て支援センター 年1回 1 乳幼児の保護者 6

各会場 随時 0
乳幼児・小学生
の親子等

0

健幸伝道師派遣事業
ミニミニ健幸講座 各会場 随時 4 乳幼児の保護者等 47

健幸伝道師派遣事業
健幸づくり出張講座 各会場 随時 3 乳幼児の保護者等 37

11

訪
問
指
導

訪問指導  各家庭 随時

育
児
支
援
活
動

保健センター 月１回

年1回

一般不妊治療費助成事業

未熟児養育医療費給付事業

小計 －

12
双胎、双子等の
親と妊婦

子育て支援センター 月1回

組



母子保健事業分

合計 保健センター実施分 各地区会場実施分 合計 保健センター分 各地区会場実施分

母子健康手帳交付 44 44 ― 440 440 ―

健康診査 60 60 ― 7,049 1,137 5,912

健康相談 152 64 88 2,180 1,572 608

健康教育 47 30 17 515 390 125

訪問指導 ― ― ― 634 634 ―

育児支援活動 23 12 11 127 1 126
一般不妊治療費助成事業 ― ― ― 44 44 ―
未熟児養育医療給付事業 ― ― ― 12 12 ―

合計 326 210 116 11,001 4,230 6,771

事業項目
回数 延人数




