
平成29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

 保健センター 毎週木曜日 50  妊娠届出者 506  保健師2  講義・相談

母子手帳交付数 *536  助産師1

医師１保健師6助産師1 問診・身体計測・診察・発達

 4か月児  保健センター 毎月2回  3～4か月児 看護師１作業療法士１ チェック・個別相談・集団指導

 　健康診査 24 484 474 子育てネットワーカー1 家庭教育ミニ講座

(97.9%） 事務１

 1歳6か月児  保健センター  1歳6か月児  医師1　歯科医師1  問診・身体計測・診察

 　健康診査 毎月1回 12 445 430  助産師1保健師10看護師1  歯科診察・発達チェック

(96.6%）  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  遊び指導

 家庭児童相談員1　保育士1　事務3

 3歳児  保健センター  3歳児  医師1　歯科医師1  問診・身体計測・診察

 　健康診査 毎月1回 12 425 430  助産師1保健師10看護師1  歯科診察･発達ﾁｪｯｸ

101.2%）  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  遊び指導

 乳児健康診査  医療機関委託 随時 －  受診票交付数1,150 795  医療機関委託による乳児

   第1回 560 405 －  健康診査（1歳未満2回 ）

   第2回 590 390
委託医療機関以外 随時 －  合計件数 52 県外医療機関受診者に

（県外受診）    第1回 52 － 対する乳児健康診査

   第2回 0 （扶助費・償還払い）

 妊婦健康診査  医療機関委託 随時 －  受診票交付数7,512 5,397 －  医療機関委託による妊婦

   第1回 511 471  健康診査（妊娠中14回）

   第2回 516 471

   第3回 520 467

   第4回 525 460

   第5回 533 451

   第6回 539 438

   第7回 540 412

   第8回 540 458

   第9回 546 386

   第10回 548 380

   第11回 547 307

   第12回 548 357

   第13回 549 212

   第14回 550 127

（別掲）子宮頸がん513 462 ＊1～14回受診票使用時に同時実施

（別掲）HTLV-1,クラミジア検査 0 ＊8回目とは別日で実施

委託医療機関以外 随時 － 合計件数 365 － 県外医療機関及び助産所

（県外等受診）    第1回 10 受診者に対する妊婦健康診査

   第2回 9 （扶助費・償還払い）

   第3回 10
   第4回 13
   第5回 11
   第6回 10
   第7回 19
   第8回 12
   第9回 37
   第10回 53
   第11回 56
   第12回 58
   第13回 41
   第14回 26
（別掲）子宮頸がん 10 ＊1～14回受診票使用時に同時実施

★産後健康診査 医療機関委託 随時 － 受診票交付数 552 123 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 － 14 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）

98 8,572 －小計

スタッフ 内　　　容

 母子健康手帳交付
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事   業   名  実施場所  実施日 回数（回）  対象者（人） 来所者（人）

【資料２－２ 別紙】



 保健センター 毎月1回 12  乳幼児 1,823  保健師8  管理栄養士2  身体計測、個別相談

（乳284,幼180） 助産師2 歯科衛生士1 （育児・栄養・母乳・

（栄130 母47 歯
44 運65）

作業療法士１  歯科・運動）

1歳6か月児  保健センター 毎月1回 12  1歳6か月児健診 113 保健師２～３  集団遊び・集団指導

健診事後指導 第４水曜日  の精神発達におけ （実45） 作業療法士１  個別相談・指導

こめだか教室  る要観察児 保育士１

 1歳6か月児・3歳児  保健センター 毎月1回 12  1歳6か月児・3歳児 120  保健師 3～5 心理判定員1  集団遊び

 健診事後指導 第2水曜日  健診の精神発達に （実42） 保育士2 作業療法士1  個別相談・指導

 めだか教室
 おける要観察児 家庭児童相談員1

音楽療法士１（年１回）

 発達検査
 母親グループ指導

毎月1回 16  発育、発達等 89  心理判定員1(年4回)  個別相談・指導

こども発達相談  保健センター  で個別指導の （乳29,幼60） 保健師3～4  発達検査

 必要な児    （実89）  作業療法士1

毎週１回 48 あゆみの家通園児 217  作業療法士1  療育指導

（実21）

隔月1回 6 H28年度あゆみの家卒園児 31  作業療法士1  療育指導
（実6）

プレあゆみ支援 あゆみの家 5 プレあゆみ参加母子 25  保健師または作業療法士  療育指導
（実15）

21
　　（実21）

66
　　（実66）

幼稚園巡回相談 各幼稚園 随時 6 135  作業療法士1  療育指導

（実134） （保育士１）

保育園巡回相談 各園年1～4回 18
 発育、発達等で個別指導が
必要な児 142  作業療法士1  療育指導

（実136） （保育士１）

電話 987 保健師･助産師・作業療法士  健康相談･栄養相談

面接 125 管理栄養士・歯科衛生士  母乳相談

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・管理栄養士  健康相談･栄養相談

保健センター 年６回 6 妊婦、産婦（3か月まで） 87 助産師1 管理栄養士1   講義・児の体重測定

（実87） 保健師1 食の健康づくり推進員1  妊産婦の交流会

 パパママ  保健センター  年4回 4  初めて父母になる 138  助産師1  講義・実技指導

 　　セミナー 土・日曜日  夫婦　(定員20組)   (69組）  保健師2
これからはじめる  保健センター 年12回 12  4～6か月児の保護者  管理栄養士1  講義・調理実習・試食

 離乳食教室 （定員20名） 184  保健師1
後期離乳食教室  保健センター 年8回 8  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20名） 115  歯科衛生士1　保健師1

こどもの救命講習会 消防署 年1回 1  乳幼児の保護者  保健師2  講義・実技

日曜日  （定員30人） 18  消防署職員２

のびのび子育て教室 子育て支援センター 年4回 4 １歳児 保健師2 集団遊び　集団指導

の保護者（定員15人） 43 子育て支援センター保育士1

子育て支援センター 子育て支援センター 年2回 2 乳幼児の保護者 18 保健師1  講義

「にこにこフロアー」健康講座 歯科衛生士１
各地区保健推進員活動に 各会場 随時 *2 乳幼児・小学生の親子等 46 保健師 保健師・管理栄養士による

おける①健康教育 管理栄養士1 講義・実技等

＊保健推進員活動再掲

その他の 各会場 随時 6 乳幼児の保護者等 63  保健師１作業療法士１  依頼により実施

  健康講座  管理栄養士１
1 保育園職員 32 保健師1作業療法士１  依頼により実施

学校保健 各会場 随時 1 児童、保護者 209 保健師２  依頼により実施

 乳幼児健康診査などの 927  保健師  管理栄養士  健康管理上必要な保健

訪問指導  各家庭 随時 －  要フォロー児 妊産婦 (実839）  助産師　歯科衛生士  指導

 新生児、乳児  作業療法士
 ツインズ  保健センター 月１回 12  双胎、双子等の親と妊婦 19  保健師1 交流会

    交流会 （実8組）
子育て支援センター 子育て支援センター 毎月1回 10 乳幼児の保護者 292  保健師1  交流支援・個別相談

にこにこフロアー 年10回

保健センター 随時
－

人工受精を受けた夫婦
36

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 16

入院治療費の助成

212 6,140

未熟児養育医療費給付事業

小計 －

訪
問
指
導

育
児
支
援
活
動

一般不妊治療費助成事業

健
康
教
育

プレママと産後ママ
の交流会

 作業療法士1
（保育士１）

 発達相談等

 発育、発達等で個別指導が
必要な児

各保育園

電話面接相談  保健センター 随時 ―

3 発育、発達等で個別指導
の必要な児童  作業療法士1  発達相談等

児童クラブ巡回相談 各児童館 随時 7 発育、発達等で個別指導
の必要な乳幼児・児童

4月～月1回
10月～月２
回

小中学校巡回相談 各小中学校 随時

スタッフ 内　　　容
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乳幼児健康相談

（4.7.10.
1月は月2
回）

あゆみの家巡回相談 あゆみの家
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