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事務事業名 母子保健事業 事業開始年度 Ｈ 17 年度
事務事業コード 4311-2

担当部 市民健康部 担当課 健康づくり推進課 担当係 健康増進係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠

母子保健法

通常管理

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 4.みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

（ 節 ） 3.安心して子どもを生み育てられる子育て支援

（施策） 1.母子保健

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

母体の健康を保持増進することで、市民が安心、安全に出産を迎えている。
乳幼児の相談、訪問、教室、健診を行うことで、健やかに成長発達ができ、市民が安心して、子育てをしている。

事業内容
(手段、手法な

ど）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

・「母と子の健やか相談室」を市保健センター・各支所で開設
　　・各種手帳等（母子健康手帳・妊婦乳児一般健康診査受診票・赤ちゃん手帳）の交付
　　・アンケート調査による妊婦の健康相談
　　・育児相談や発育測定
・産前教室として「パパママ教室」の実施
・思春期ふれあい体験学習（中学生による赤ちゃん抱っこ体験）
・こんにちは赤ちゃん事業（新生児への全戸訪問）
・子育てママさんサポート事業（新生児訪問後、または相談により育児指導の継続が必要な者に対する
　訪問指導）
・４か月・７か月・１０か月・１歳６か月・３歳児において、健康診査を実施
・離乳食教室の実施
・発育や育児に不安のある母子に対する、「言語及び心理相談」「発達支援教室」「訪問指導」
・「産後うつ予防」「父親の子育て応援」のパンフレットを提供

２．実施結果　「DO（実施）」
単位：千円 25 年度(決算）(千円） 26 年度(決算）(千円） 27 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

医師報酬及び浅間病院負担金 2,130 2,189 2,357

委託料 93,106 83,470 101,239
需用費 1,567 1,597 1,769
役務費 769 626 716

1,665 1,708 2,390
事業費合計 99,937 90,453 109,311

人
件
費

常勤職員 3.70 人 25,678 3.75 人 25,463 3.75 人 25,463
非常勤職員等 7,529 時間 7,228 7,395 時間 7,100 7,395 時間 7,100

人件費合計 32,906 32,563 32,563
総事業費 132,843 123,016 141,874

財
源
内
訳

国庫支出金 524 524
県支出金 1,809 340 524
地方債

123,016 OK

その他特定財源
一般財源 131,034 122,152 140,826

141,874
H 26 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量　本庁分（カッコ内は佐久市全体）

実施内容

・母子健康手帳の交付648件（全市751件）　　・妊婦一般健康診査受診券の交付681人（全市789人）
・母と子のすこやか相談　電話・来所相談6106件（全市9514件）
・パパママ教室（平日18回、休日12回）　妊婦434人（うち初産婦375人：86.4％）
・思春期赤ちゃん抱っこ体験4回
・こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問）（委託148件・直営225件）（全市委託347件・直営399件）
・子育てママさんサポート事業（委託7件・直営156件）　　・乳幼児健康診査　65回（全市185回）
・離乳食教室24回　・発達支援教室11回

財源合計 132,843 OK

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値
25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

乳幼児健診実施回数 乳幼児健診実施回数 回
65 65 ― 65
65 65 65 H 28 年度

離乳食教室・発達支援教室
の開催数

年間の教室開催数（26年度は育児教室
を見直し回数を減らした） 回

42 35 ― 31
32 32 35 H 28 年度

成果指標
※どのような効果があったかを

把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値
25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

乳幼児健診受診率 乳幼児健診の受診率 ％
98 97 ―
100 100 100

％
98 98 ―
100 100 100 年度

パパママ教室の初産婦の参
加者割合

教室参加者のうち、初産婦の方
の割合

％
83 86 ―

こんにちは赤ちゃん事業訪問
率

年間出生に対し、生後４カ月まで
の初回訪問率

パパママ教室の実施回数
H

報酬 611 734 774

89 129 66

年度

年間開催数 回
30 30 ― 30
30 30 30

28

80 85 85 H 28

OK

28 年度

85

100

100
H 28 年度

H

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
パパママ教室の参加者のうち、初妊婦の参加者割合は増加している。
母と子のすこやか相談室の利用者数は6106人（Ｈ25年度5888人）。妊婦や母親等が相談できる場所として定着している。
妊婦健診の受診券が使用され、妊娠期の健康管理ができている。
予定していた事業については、ほぼ実施できた。
「乳幼児健診」の未受診者には、電話・はがき・地区担当保健師による訪問等で連絡を取っているが、母の仕事、実家（海外）
への帰国等の家庭の事情や児の疾患により病院で受診したなどの理由による未受診が増えた。
「こんにちは赤ちゃん訪問」の未訪問は、綿密な連絡体制をとることにより現状を維持することができている。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
安全安心に出産を迎えたいとのニーズは大きいため、妊娠中の生活や産後の育児について学ぶ機会が必要である。
妊婦一般健康診査受診票の交付は、安心安全な出産へのニーズに合致している。
核家族化等の社会変化により、育児不安を抱える対象者が増える傾向にある。
情報が氾濫するなか、両親は適切なアドバイスを必要としている。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
安心安全な出産・育児を支援することは、少子化対策にもつながることから、市が関与する必要がある。
妊婦健診の公費負担は、健全な出産への支援となっている。
母子の健全成長のためには、健診・教室での適切な保健指導が必要とされている。
育児不安を抱えた母親を早期に発見し、適切な指導や助言を実施するには、市の関与が不可欠である。

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞
母子の健全な成長を目的に指導や助言を実施するため、健診や教室等で育児不安を抱える母親の早期の発見と適切な指導
や助言ができるよう、体制を強化する。また、他課との連携を深め、類似事業については見直しを図る。

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期： ） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

今後の取組方針

・少子化対策を含め、産み育てる不安や心配を軽減し、安心して出産、子育てができる体制の強化をする。
・妊婦一般健康診査について、公費負担を継続していく。
・思春期赤ちゃん抱っこ体験は、回数を拡大していく。
・こんにちは赤ちゃん事業は、全戸訪問できるよう、出生届の提出時に説明し、理解を得る。
・子育てママさんサポート事業は、適時、対応できるようにする。
・乳幼児健診や教室・相談事業のスタッフのより一層のスキルアップ研修等を実施する。
・発達支援教室の実施体制を見直し、強化していく。
・子育て支援課と連絡会議を実施し、連携する中で事業（つどいの広場・子育てサロン）を紹介、活用していく。
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団体名等 費　目 概　要 26

長野県医師会 委託料 妊婦一般健康診査業務 82,258 千円

長野県国保連合会 役務費 妊婦一般健康診査支払事務手数料 356 千円

補助金 妊婦一般健康診査を県外受診した市民へ支払 1,708 千円

在宅助産師・保健師個人（訪問１件3,500円） 委託料 こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問） 998 千円

計 85,534 千円

在宅助産師・保健師個人 委託料 ママさんサポート事業（要指導者訪問） 25 千円

食生活改善推進協議会 委託料

千円

離乳食教室での調理 189 千円

妊婦一般健康診査を県外受診した市民

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない



母子保健事業

1 母と子のすこやか相談
母子健康手帳の交付、赤ちゃん手帳の交付,妊娠期健康相談、
子どもの発育発達相談栄養相談、育児相談等を保健師・助産師・看護師が行う。
平日の月～金曜日の８：３０～１７：００（支所は正午まで）

相談者数
H25年 9,282人
H26年 9,514人

（スタッフ：保健師・助産師・・看護師・栄養士）

母子手帳交付時の様子

2 産前学級　（パパママ教室）
延参加妊婦

Ｈ25年：平日18回・休日12回　　年間30回 398人
Ｈ26年：平日18回・休日12回　　年間30回 434人
（スタッフ：助産師・保健師・栄養士）

（平日3コース）
    授乳・乳房の手入れ　妊婦体操等

（休日2コース）
　　　　　　胎児の発育について、妊娠中の栄養、父親の妊婦体験、妊婦体操等

　出産後の育児について等

3 思春期赤ちゃんふれあい体験
　　赤ちゃんが生まれるまでの衛生教育・4か月健診にて、赤ちゃんの抱っこ体験
　　妊婦ジャケットを使用して妊婦体験

（スタッフ：助産師・保健師・看護師）
佐久東中学校3年生　102人（H26）

発育発達、栄養、病気、検尿、歯、転入時相談等
〃

相談内容

母子手帳交付　　Ｈ24年805件　Ｈ25年851件　H26年751件

647人
681人

夫含む延参加者



4 新生児家庭訪問指導：こんにちは赤ちゃん事業として生後4カ月までに全戸訪問
　　　　・初回訪問（こんにちは赤ちゃん事業）

Ｈ23：823件 Ｈ24：801件 Ｈ25：796件 Ｈ26：766件

新生児訪問時に配付している冊子

5 子育てママさんサポート事業
　　　　・経過観察が必要な親子に対し、訪問・面接により育児支援を継続する。

Ｈ23：292件 Ｈ24：393件 Ｈ25：331件 Ｈ26：513件 （延べ件数）

6 乳幼児健康診査の実施状況

H25受診率 H25受診者 H26受診率 H26受診者

4ヶ月児 99.1% 795人 98.9% 827人
１０ヶ月児 98.1% 786人 98.5% 839人
１歳６ヶ月児 99.5% 819人 95.9% 758人
３歳児 98.8% 855人 96.5% 811人
※７か月児健診は医療機関にて実施
（スタッフ：医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・栄養士・歯科衛生士・保育士）

　　　　　　
7 離乳食教室「はい　あーんして」

Ｈ25 28回：448人
Ｈ26 30回：500人

（スタッフ：栄養士・保健師・助産師・保育士）

8 離乳食教室「もぐもぐできるかな」

Ｈ25 28回：328人
Ｈ26 30回：379人

（スタッフ：栄養士・保健師・助産師・保育士）

9 いきいき相談事業
　　　　　　　　乳幼児健診や育児支援教室等から、フォローが必要な親子に対して
　　　　　　　　臨床心理士や言語聴覚士により個別相談を行う。

実施回数 相談者数 延相談者数
言語相談 14回 34人 58人

心理発達相談 12回 30人 32人 （H26)

10 発達支援教室「元気っ子クラブ」
Ｈ25：11回 延119組 251人 　（スタッフ：保健師・助産師・保育士・栄養士・臨床心理士・

Ｈ26：11回 延96組 225人 　言語聴覚士・音楽療法士・作業療法士等）

（スタッフ：助産師・保健師）

（スタッフ：助産師・保健師）

それでいいよ だいじょうぶ

-子どもとの暮らしを応援する本-

編集：子育て支援情報提供事業

小冊子編集委員会

(委員長 巷野悟郎)

作成：財団法人母子衛生研究会

発行：母子保健事業団


