
成人健康づくり推進事業構想 

１．概要 

 ・我が国では、65歳以上の人口の割合は年々増加し、超高齢社会の進展する中で、国民の健康増進を図

るため、生活習慣の変容などに伴う疾病構造の変化に対応した取組が求められている。 

 ・みよし市は若いまちと言われてきたが、10 年後には 75 歳以上が９人に１人と推計されており、元気

な高齢者でいるために健康投資するのは“今”である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※◎は新規事業 

 

３．事業展開に当たっての視点 

  各保健事業のデータを活用し、多角的な視点からの事業の実効性を高め、事業展開を図る上でＰＤＣ

Ａサイクルに沿った効率的かつ効果的な保健事業実施に向けて、分析・方法・内容の改善を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

◎健康度評価事業 

【事業の目的】 

 生活習慣予備群と判断された人を対象に、三好公園総合体育館のトレーニング器具を使用し、運動や食事等

に関する指導を行い、生活習慣の改善を行うことにより、生活習慣病の予防と改善を図ることを目的とする。 

【事業の内容】 

 特定健診（社会保険加入者でも可）結果、生活習慣の問診票、当日の体力チェックの内容により、実施者に

あった運動プログラムの処方を行う。 

【対象者】 

 40歳以上の市民で下記のいずれかに該当する人 

  運動習慣がなく、体力に自信もなく健康意識が低い人、メタボで運動習慣のない人、 

  筋力が低下している人、運動が苦手で、一人で取り組むことが難しい人 

【開始時期】 

 平成 29年５月開始予定 

 

◎重症化予防訪問事業 

【事業の目的】 

 特定健診の結果、生活習慣病の有所見者に対し、病気の早期発見と継続的な治療、食事や運動面での生活習

慣の改善を実施することを目的とする。 

【事業の内容】 

 特定健診結果、ハイリスク者を抽出し、生活習慣病の改善や医療機関への受診勧奨を実施し、重症化を防ぐ。 

【対象者】 

 前年度の特定健診受診者のうち、血圧や脂質の数値が受診勧奨値以上、かつ、医師が「治療必要」と認めら

れる未治療の人 

【開始時期】 

 平成 28年 10月開始予定 

 ※平成 28年度は、①Ⅱ度高血圧以上の治療をしていない人、②脂質異常（ＬＤＬコレステロール 160以上）

かつＨｂＡ１ｃ（6.5以上）の治療をしていない人を対象として、保健師が訪問し医療受診勧奨を行う。 

 

◎健康マイレージ事業 

【事業の目的】 

 市民が健康づくりへの関心を高め、楽しく継続できる環境をつくることにより、生活習慣の改善を図ること

を目的とする。 

【事業の内容】 

 健康に関する事業への参加やウォーキング等の日常生活における健康づくりを実践し、一定のマイレージ（ポ

イント）を獲得すると「優待カード（あいち健康づくり応援カード！～ＭｙＣａ～）」が交付され、協力店から

優待を受けることができる。 

【対象者】 

 20歳以上の市民 

【開始時期】 

 平成 29年５月開始予定 

 ※平成 28年７月より、みよし市ヘルスパートナー、食生活改善推進委員、市職員を対象に、プレ事業を実施 
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計

画 

健康みよし 21（第２次計画） （平成 27年度～36年度までの 10年計画） 

みよし市第Ⅱ期特定健康診査等実施計画 （平成 25年度～29年度までの５年計画） 

みよし市国民健康保険データヘルス計画 （平成 28・29年度の２年計画） 

みよし市スポーツ推進計画 （平成 28年度～37年度までの 10年計画） 

第６期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画 （平成 27・28・29年度の３年計画） 

◎健康度評価 

事業 

健診（検診） 

事業 

◎健康ﾏｲﾚｰｼﾞ 

事業 

◎重症化予防 

訪問事業 

健康相談・健康

教育事業 

特定健診・特定

保健指導事業 

議題１ 



４．市の現状と今後の方向性  ※別紙「資料１」参照 

市の現状 今後の方向性 

特定健診の受診率が 33.2％と低い。（※資料１「①」） 

【みよし市第Ⅱ期特定健康診査等実施計画】 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健診（検診）事業 

特定健診・特定保健指導事業 

健康度評価事業 

健康マイレージ事業 

肺がん検診の受診率が 19.9％と低い。（※資料１「②」） 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健診（検診）事業 

健康マイレージ事業 

特定保健指導の利用率が 18.0％と低い。（※資料１「③」） 

【みよし市第Ⅱ期特定健康診査等実施計画】 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健診（検診）事業 

特定健診・特定保健指導事業 

健康度評価事業 

健康マイレージ事業 

ウォーキングコース「みよし健康の道」の認知度が 39.5％である。 

（※資料１「④」） 

【健康みよし 21（第２次計画）】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

健康マイレージ事業 

地区資源との連携 

運動を習慣化させることが難しい。（※資料１「⑤」） 

 ※参考：運動習慣のある人  成人期で 22.0％、高齢期で 50.9％ 

     運動を継続できていない人  成人期全体で 75.7％ 

     ロコモティブシンドロームの認知度  17.8％ 

【健康みよし 21（第２次計画）】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

健康マイレージ事業 

地区資源との連携 

要介護・要支援認定者の有病状況の筋・骨格疾患が 54.2％となり、筋・骨

格疾患が要介護状態への移行の原因の一つとして考えられる。 

また、高齢者一般・要支援認定者について、過去１年間に転んだことがあ

る人は全体の 28.4％であると答えた人のうち、「以前に比べ歩く速度が遅

くなってきた」と答えた人は 57.2％となっており、加齢に伴う筋力の低下

等が転倒と深く関連していることがうかがえる。（※資料１「⑥」） 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

【みよし市第６期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

ＬＤＬコレステロールにおける有所見率をみると、55～59歳で高く、男性

60.0％、女性 64.5％の人が有所見となっている。（※資料１「⑦」） 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

重症化予防訪問事業 

ＨｂＡ１ｃにおける有所見率をみると、男女ともに年代があがるにつれて

高くなる。女性では 60歳以降では急に有所見率が上昇する。 

（※資料１「⑧」） 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

重症化予防訪問事業 

血圧の有所見率をみると、男性では 55歳から、女性では 60歳以後から有

所見率が上昇している。（※資料１「⑨」） 

【みよし市国民健康保険データヘルス計画】 

健康度評価事業 

健康相談・健康教育事業 

重症化予防訪問事業 

三好公園総合体育館トレーニングルームの年間利用者数を増やす。 

 ※参考 基準値（平成 26年度）  4,213人 

     目標値（平成 31年度） 10,000人 

  総合型地域スポーツクラブの利用者数の増加のため、今後、積極的に

連携を図る。 

【みよし市まち・ひと・しごと創生】 

健康度評価事業 

健康マイレージ事業 

地区資源との連携 

 

 

 

 

 

 

目 標 現状値 目標値 達成目標年度 

１ 特定健診の受診率向上 33.2％ 60％以上 平成 29年度 

２ 特定保健指導の利用率向上 18.0％ 60％以上 平成 29年度 

３ 肺がん検診の受診率向上 13.7％ 15％ 平成 36年度 

４ 「みよし健康の道」を知っている人の割合の増加 成人期 39.5％ 45％ 平成 36年度 

５ 特定健診における収縮期血圧の有所見者数の減少 

（※） 

男性 51.9％ 

女性 41.5% 

47％ 

40％ 
平成 34年度 

６ 特定健診におけるＬＤＬコレステロールの有所見

者数の減少（※） 

男性 51.1％ 

女性 59.2％ 

46％ 

54％ 
平成 34年度 

７ 特定健診におけるＨｂＡ１ｃの有所見者数の減少 

（※） 

男性 45.0％ 

女性 45.3％ 

44％ 

44％ 
平成 34年度 

８ ロコモティブシンドロームの認知度の向上 成人期 17.8％ 80％ 平成 36年度 

９ １日 30分以上歩く人の割合の増加 
成人期 67.4％ 

高齢期 60.9％ 

80％ 

62％ 
平成 36年度 

１０ 運動習慣のある人の割合の増加 
成人期 22.0％ 

高齢期 50.9％ 

25％ 

57％ 
平成 36年度 

１１ 要介護認定率の減少 11.8％ 10％ 平成 32年度 

（※）次期計画策定時に盛り込む目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目標＞ 

「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」 

  元気な高齢者の増加･入院医療者の抑制・病気の重症化の抑制 

 

保険年金課 

 医療費削減 

長寿介護課 

 要介護・要支援認定者の減少 

スポーツ課 

 体育館のトレーニング室の充実 

健康推進課 

 健診（検診）事業 

 特定健診・特定保健指導事業 

 健康度評価事業 

 健康相談・健康教育事業 

 重症化予防訪問事業 

 健康マイレージ事業 

市役所・保健センター 

市内大学 （東海学園大学） 

健康づくり団体 

みよし市ヘルスパートナー 

 ウォーキングイベントの企画 

食生活改善推進協議会 

 食生活と健康の普及啓発活動 

医師会・歯科医師会・薬剤師会 

地域総合型スポーツクラブ 

健康の道  

健康づくりリーダー 

地区のウォークラリー 

地区資源 



母子支援事業（みよし市版ネウボラ）構想 

１．概要 

 ・社会保障制度改革国民会議の報告書に「妊娠・出産・子育てへの連続的支援」の重要性が盛り込まれ、

健やか親子 21（第２次）において｢切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策｣が基盤課題として位置

付けられるなど、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の必要性が高まっている。 

 ・少子化社会対策大綱及びまち・ひと・しごと創生総合戦略において、妊娠期から子育て期にわたるま

での様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点｢子育て世代包括支援センタ

ー（以下「支援センター」という。）｣の整備が位置付けられ、おおむね平成 32年度末までに地域の実

情等を踏まえながら全国展開を目指すこととされている。 

 ・妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施策は、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援につな

げるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであり、母子保健施策と児童虐待防止対策との連

携をより一層強化することとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業内容 

その他

★妊娠期・産後８週までの支援強化

電話相談

健康教育・
教室

定期健康診査（３・４か月児、１歳６か月児、３歳児）、歯科健康診査

予防接種

相談

健康・育児相談（月曜育児相談、出前育児相談）

離乳食教室・むし歯予防教室・わんぱく教室

育児講座

事後健康診査（乳幼児、ことば・心理相談）

母乳育児相談

発達育児相談

保健センターの主な母子支援の取り組み

母子健康手帳交付

産婦訪問・乳幼児訪問ハイリスク妊婦・特定妊婦支援

パパママ教室

産婦歯科健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査健診等

訪問

妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査

健康診査事後教室

妊娠期 出産期 乳児期 幼児期

 

 ≪目標≫ 

 安心・安全な妊娠・出産・育児のための切れ目のない妊産婦・乳幼児保健対策の充実 

  妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実に取り組むとともに、各事業間や関係機関間の連携

体制を強化します。また、情報を有効に活用し、母子保健事業の評価・分析体制をつくり、切れ目のな

い支援ができる体制を構築します。 

 

３．市の現状と今後の方向性 

みよし市まち・ひと・しごとに関する 

アンケート調査の結果 
今後の方向性 

あったらよいと思う結婚に関する支援策 

 子育てしやすい社会環境づくり 

  未婚者 54.2％、既婚者 83.7％ 

 

利用者支援事業 

※平成 29年度開始予定 

 妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して総合的相談支援

を提供するワンストップ拠点（支援セ

ンター）の整備を図るとともに、保健

師又は助産師が支援の状況を継続的に

把握し、必要に応じて支援プランを作

成することにより、妊産婦に対し切れ

目のない支援の実施を図る。 

 

産前・産後サポート事業 

※平成 29年度開始予定 

 妊産婦が抱える妊娠・出産や子育てに

関する悩み等について、助産師等の専

門職による相談支援を行い、家庭や地

域での妊産婦の孤立感の解消を図る。 

 

産後ケア事業 

※平成 30年度開始予定 

 産後の不安の軽減や産後うつ等への適

切な対応を行い、母親の心身の健康を

確保するとともに、児童虐待の防止に

もつなげる。 

 

産後ホームペルパー派遣事業 

※平成 29年度開始予定 

 生後２か月までの乳児がいる核家族

で、養育者の援助をする者がいない家

庭に対し産後の家事、育児支援を行う。 

 

普及啓発 

※平成 29年度事業 

 子育て情報誌の作成 

 

現子育て支援策の認知度（知っている人） 

 出産に関する直接的支援（不妊治療費助成など） 

  未婚者 3.3％ 

  既婚者 子どもあり 20.5％、子どもなし 21.7％ 

 出産に関する間接的支援（健康相談・育児相談など） 

  未婚者 6.7％ 

  既婚者 子どもあり 44.9％、子どもなし 10.8％ 

子どもが欲しくない理由 

 子育てが大変だから 18.8％ 

出産に対する不安 

 出産時に子どもや家族の世話をしてくれる人がいない 

  子どもあり 21.2％、子どもなし 11.9％ 

 精神的な不安 

  子どもあり 18.9％、子どもなし 27.3％ 

 出産時に身の回りの世話をしてくれる人がいない 

  子どもあり 16.4％、子どもなし 12.9％ 

 妊娠健診などの仕組みがわからない 

  子どもあり  4.4％、子どもなし 21.6％ 

あったらよいと思う出産支援について 

 子育て・家事に関する家族・親族などのバックアップ 

  子どもあり 19.4％、子どもなし 15.5％ 

 出産の不安や心配事に対する精神的なケア 

  子どもあり 16.2％、子どもなし 16.0％ 

子育てへの不安・苦労 

 子育ての精神的負担が大きい 

  子どもあり 12.7％、子どもなし  8.2％ 

 手伝ってくれる人がいない 

  子どもあり 11.8％、子どもなし  5.7％ 

 悩みを相談できる人がいない 

  子どもあり 18.5％、子どもなし  8.8％ 

 どのような支援制度があるのかわからない 

  子どもあり  8.6％、子どもなし 28.4％ 

※ネウボラとは、 

 フィンランドで制度化されている妊娠・出産・子育てに関する支援施設のこと。妊娠・

出産から就学前までの育児を切れ目なく継続的に支援するのが特長である。ネウボラとは、

フィンランド語で「アドバイスする場所」という。 

議題２ 



　 みよし市の成人健康づくり推進事業における統計的データ（みよし市国民健康保険データヘルス計画・健康みよし２１（第２次計画）資料１

　高齢者一般・要支援認定者について過去1年間に
転んだことがある人は全体の28.4%で、さらに「ある」
と答えた人のうち「以前に比べて歩く速度が遅くなっ
てきた」と答えた人は57.2%となっており、加齢に伴う
筋力の低下等が転倒と深く関連していることがうかが
える

⑥要介護、要支援認定者の有病状況・高齢者一般及び要支援認定者の転倒
要介護、要支援認定者の有病状況の第3位に筋・骨格疾患があがっていること
から、筋・骨格筋疾患が要介護状態への移行の原因となっていることが考えら
れる。

⑦性別年代別コレステロール有所見者割合
LDLコレステロールにおける有所見率をみると、55～59歳で高く、6割の人が有所見となっている。

　④「健康の道」の認知度
　健康の道の認知度は39.5%である。

③特定保健指導利用率
特定保健指導の利用率の推移をみると、愛知県平均に比
べて低い率が多い。

①特定健康診査受診者数と受診率の推移
特定健診の受診率の推移をみると、31～33％台で推移し、
平成26年度では33.2％となっており、愛知県平均に比べて
低くなっている。

②肺がん検診受診率
肺がん検診の受診率の推移をみると、愛知県平均に比べ
て低くなっている。

⑤運動習慣等
運動習慣のある人は成人期で22%、高齢期で50.9%となっており、運動を継続できていない人は成人期全体で75.7%となっ
ている。また、ロコモティブシンドロームの認知度は17.8%である。



用語説明 

用語 説明 

Ⅱ度高血圧 治療を必要とするレベルの高血圧は、Ⅰ～Ⅲ度の３段階に分け

られ、Ⅲ度高血圧が最も重い所見。 

Ⅰ度高血圧：収縮期血圧 140mmHg 以上 160mmHg 未満、又は拡張

期血圧 90mmHg以上 100mmHg未満 

Ⅱ度高血圧：収縮期血圧 160 ㎜ Hg 以上 180 ㎜ Hg 未満、又は拡

張期血圧 100mmHg以上 110mmHg未満 

Ⅲ度高血圧：収縮期血圧 180㎜ Hg以上、又は拡張期血圧 110mmHg

以上 

LDLコレステロール 悪玉コレステロールとも呼ばれ、肝臓から血管にコレステロー

ルを運ぶ機能があり、数値が高くなると、血管に沈着して動脈

硬化の原因となる。 

HbA1c ヘモグロビン A1c。赤血球の中で体内に酸素を運ぶ役目のヘモグ

ロビンと、血液中のブドウ糖が結合したもの。糖化ヘモグロビ

ンともいい、血糖値が高いほどグリコヘモグロビンが形成され

やすくなり、糖尿病の人では血液中に顕著な増加がみられる。 

ロコモティブシンド

ローム 

運動器症候群。加齢や病気等により運動器のいずれかあるいは

複数に障害が起こり、歩行や日常生活に何らかの障害をきたし、

要介護になるリスクが高い状態。 

COPD 慢性閉塞性肺疾患。たばこ等の有害な化学物質や粉じんを長期

間にわたって吸い続けることにより、空気の通り道である気道

（気管支）や、酸素の交換を行う肺（肺胞）等に障害が生じる

病気。息切れや慢性の咳・痰が主な症状で、徐々に呼吸障害が

進行する。 

健康寿命 日常生活動作が自立している期間の平均 

 



【社会保障制度改革国民会議報告書（平成 25 年８月６日）】 

 妊娠・出産・子育てへの連続的支援 

   新生児遺棄等が後を絶たず、妊婦健診等を受診しないまま飛び込み出産する事例も見られる。さら

には親の育児不安や育児ストレスも深刻化しているなど対応すべき課題が多い。これまでも妊娠期か

ら子育て期にかけての支援は行われてきているが、それらを有機的に束ねた上で対策を強化すること

が必要である。そのため、市町村（母子保健担当、児童福祉担当）を中心として、保健所、産科・小

児科等の医療機関、認定こども園・保育所・幼稚園・小規模保育や家庭的保育、学校等、様々な機関

の関係者がその機能の連携・情報の共有の強化を図り、妊娠期からの総合的相談や支援をワンストッ

プで行えるよう、拠点の設置・活用を含めた対応を検討する必要がある。こうした支援について、子

ども・子育て支援新制度を踏まえ、今後、更なる拡充の観点から検討すべきである。 

 

【少子化社会対策大綱（平成 27年３月 20 日）】 

 妊娠から子育てまでの切れ目のない支援体制の構築 

  ○「子育て世代包括支援センター」の整備 

    妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストッ

プ拠点（子育て世代包括支援センター）の整備を図るとともに、保健師等の専門職等が全ての妊産

婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に対し切

れ目のない支援の実施を図る。また、支援対象者の評価や支援内容に関するガイドラインを策定し、

要支援者の判定基準や支援プランの標準化を図る。 

  ○産後ケアの充実 

    産後ケア（出産直後の慣れない育児への不安等から来る産婦の心身の不調や産後うつ等を防ぐた

めに、母子への心身のケアや育児のサポートを行うもの）のガイドラインの策定について検討する

など産後ケアの充実を図り、産後の不安の払しょくや産後うつ等への適切な対応を行い、母親の心

身の健康を確保するとともに、児童虐待の防止にもつなげる。 

  ○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等の実施 

    乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施を図るとともに、保護者の養育を支援

することが特に必要な家庭に対しては、養育支援訪問事業等の適切なサービスの提供を行うなど、

切れ目のない支援体制を推進する。また、出産前において支援を行うことが必要な妊婦に対し、訪

問等の支援を図る。 

 

【まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）（平成 27年 12 月 24日）】 

 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

   現在、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は、様々な機関によって「縦割り」で行われており、

連携がとれていない。このため、子育て世代の支援を行うワンストップ拠点の整備を進め、専門職等

が必要なサービスをコーディネートし、切れ目のない支援を実施する。また、相談等を通じた評価の

結果、支援が必要と判断された場合には、支援プランの策定等を実施する。 

   具体的には、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する

ワンストップ拠点（「子育て世代包括支援センター」）の整備を図るとともに、保健師などの専門職等

が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦

等に対し切れ目のない支援の実施を図る。「子育て世代包括支援センター」を 2015 年度中に 150か所

整備し、おおむね５年後までに地域の実情等を踏まえながら全国展開を目指していく。あわせて、支

援対象者の評価や支援内容等に係るガイドラインを策定し、要支援者の判定基準や支援プランの標準

化を図る。 

 

【母子保健法改正（平成 28 年５月 27 日公布）】 

 ○ 母子保健法第５条第２項（平成 28年５月 27日施行） 

 (1) 改正の趣旨 

   妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施策は、市町村が広く妊産婦等と接触する機会となっており、

悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資する

ものであることから、母子保健施策と児童虐待防止対策との連携をより一層強化することとする。 

 (2) 改正の概要 

   国及び地方公共団体は、母子保健施策を講ずるに当たっては、当該施策が乳幼児の虐待の予防及び

早期発見に資するものであることに留意することとする。 

 

 ○ 母子保健法第 22条（平成 29年４月１日施行） 

 (1) 改正の趣旨 

   地域のつながりの希薄化等により、妊産婦・母親の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から

子育て期までの支援は、関係機関が連携し、切れ目のない支援を実施することが重要となっている。 

   このため、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援セン

ター」について、おおむね平成 32年度末までに全国展開を目指していくこととしており、全国展開に

向けて、同センターの設置根拠を設け、市町村は同センターを設置するように努めなければならない

こととする。 

 (2) 改正の概要 

   市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う「子育て世代包括支援センター（法

律上の名称は「母子健康包括支援センター」）」を設置するように努めなければならないこととする。 

 

【児童福祉法改正（平成 28 年５月 27 日公布、平成 28 年 10月１日施行）】 

 ○ 児童福祉法改正第 21条の 10の５第１項 

 改正の趣旨 

   虐待による児童の死亡事例については、０歳児の割合が４割強を占めており、この背景としては、

母親が妊娠期から一人で悩みを抱えているケースや、産後産前の心身の不調、家庭環境の問題などが

あると考えられる。また、妊娠の届出がなく母子健康手帳が未発行である、妊婦健診が未受診である

といった妊婦については、市町村で状況を把握できない場合がある。 

   こうした課題に対応するためには、妊婦等自身からの相談を待つだけでなく、支援を要する妊婦等

に積極的にアプローチすることが必要であり、その前提として、そうした妊婦等を把握しやすい機関

等からの連絡を受けて、市町村がその状況を把握し、妊娠期からの必要な支援につなぐことが重要で

ある。このため、支援を要する妊婦等に日頃から接する機会の多い、医療機関（歯科を含む）、児童福

祉施設、学校等が、支援を要する妊婦等を把握した場合には、その情報を市町村に提供するよう努め

ることとする。 

 

 

資料２ 


