
Ⅱ 子どもの健やかな成長を支える

(1) 安心な妊娠と出産

事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2101 妊婦健康診査 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

妊娠の届出をした妊婦に対して、
妊婦死亡率の低下や妊娠中の母体
と胎児の健康を守るため、妊娠中
に１４回医療機関に委託して健康
診査を実施する。妊娠超音波検査
も１回公費負担する。

妊婦届出数　２９４２件

妊婦健診等実績（超音波検査含む）
３１７８６件

4　（達
成した）

妊婦と胎児の健康に資するもので
あると考える。

2102 ハローベビーク
ラス・サロン

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

主に初妊婦を対象に、妊娠・出
産・育児等について必要な知識を
習得し、理解することや交流を目
的として実施する。

72回　1434人

4　（達
成した）

参加者数は年々増加しており、知
識の習得や妊婦同士の交流に役
立っている。

2103 妊産婦・新生
児・未熟児訪問
指導

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

新生児・未熟児に対して、保健師
あるいは委託による助産師が訪問
し、指導を行う。

延べ2565人 （内委託分 1495人）

3　(ある
程度達成
した）

２４年度より、新生児訪問と乳児
全戸訪問を統合し、訪問の充実に
取り組んでおり、訪問数が増大し
ている。

2104 妊娠高血圧症候
群助成

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

妊産婦死亡及び後遺症を防ぎ、併
せて胎児を守るため、必要な医療
給付を行い、早期に適切な療養が
受けられるようにする。

2件

4　（達
成した）

対象者は少ないが妊婦の不安を和
らげるととも妊婦と胎児の健康に
資すると考える。

2105 保健指導（保健
指導票の交付）

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

生活保護世帯や非課税世帯の妊産
婦・乳児に対し、専門医の保健指
導が無料で受けられる保健指導票
を交付する。

3件

4　（達
成した）

対象者は少ないが妊婦の不安を和
らげるととも妊婦と胎児の健康に
資すると考える。

2106 養育医療（未熟
児養育医療）費
助成

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

未熟児であって入院養育が必要の
ため、指定医療機関に入院した者
を対象に、社会保険等の自己負担
分を公費で負担する。

51件

4　（達
成した）

乳児の健やかな成長に資するもの
と考える。

2107 小児慢性疾患の
医療費助成

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

小児慢性疾患をもつ児童を対象
に、社会保険等の自己負担分を助
成する。

113件

4　（達
成した）

乳児の健やかな成長に資するもの
と考える。

2108 育成医療費助成 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

18歳未満の児童で身体上の障害
をもった児童又は現存する疾患を
放置すると将来障害を残すと認め
られる児童に対して早期に適切な
治療を受けるため、医療費を助成
する。

入院　　　11件
通院　　　11件
実人数 　  12人

4　（達
成した）

乳児の健やかな成長に資するもの
と考える。

2109 妊産婦歯科健診 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

妊産婦の歯科疾患の予防及び早期
発見による口腔衛生向上を図るた
め、目黒区歯科医師会に委託して
歯科健診を実施する。

申込み　妊婦５７５人　産婦２９４
人
受診者　妊婦４６７人　産婦２１０
人

3　(ある
程度達成
した）

初めての受診経験であることが多
いため、今後の健診の継続につな
がる重要な事業として取り組んで
いる。

2110 入院助産費用の
援助

子ども家庭課 経済的理由で病院に入院して出産
することが困難な妊産婦に対し
て、指定の助産施設（病院、助産
院）での出産費用を援助する。所
得制限があり、また費用の一部本
人負担がある。

入院助産費用援助
６件

3　(ある
程度達成
した）

経済的理由で病院に入院して出産
することが困難な妊産婦に対し
て、指定の助産施設（病院、助産
院）での出産費用を援助した。

2111 産後支援ヘル
パー派遣事業

子ども家庭課 新生児家庭に対し、産後一定期間
産後支援ヘルパーを派遣し、育
児・家事のサービスを提供する。
多胎児については、利用時間・期
間とも延長する。

産前・産後支援ヘルパー派遣
4,506時間
多胎児支援ヘルパー派遣
748時間 4　（達

成した）

新生児家庭に対し、産前・産後一
定期間、産前・産後支援ヘルパー
を派遣し、育児・家事のサービス
を提供した。多胎児については、
利用時間・期間とも延長した。
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(２) 子どものこころとからだの健康づくり

事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2201 休日テレホンセ
ンター事業支援

健康福祉計画課 日祝日・土曜準夜・年末年始に診
療機関を案内する目黒区医師会の
休日テレホンセンター事業を支援
する。

実施

4　（達
成した）

休日診療事業体制の安定・定着化
につながっている。

2202 休日・休日準
夜・土曜準夜診
療事業

健康推進課 一般の診療所が休診している日
曜・祝日・年末年始及び土曜日の
急病患者が受診できるよう、目黒
区医師会に委託して実施する。

施設数：２、休日昼間：７２日、準
夜間：１２１日、
大人：３，３０４件、子供：３，０
４２件 4　（達

成した）

救急患者の需要は多く、休日・休
日土曜準夜間の小児科医療を担っ
た。

2203 ４か月児健康診
査

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

発育状態や疾病の有無等につい
て、健康診査を行い、またその保
護者に適切な保健指導を行う。ま
た、親の育児不安の軽減を図り、
児童虐待の兆候を早期に発見し、
防止するための個別相談指導等を
実施する。

対象数  2456人
受診数  2242人
受診率    91.3％

4　（達
成した）

２５年度より、健診に併設してい
たＢＣＧ接種が委託となったが、
受診率は例年高く、乳児の健診や
保護者支援に役立っている。

2204 乳児健康診査
（６か月児）
（９か月児）

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳児健康診査の一層の徹底を図る
ため、該当の乳児に対して受診票
を発行して、委託医療機関で健康
診査を実施する。

６か月児
発行数  　　2３３１人
受診者数　 ２１２０人
受診率        90.9％
９か月児
発行数     　２３３１人
受診者数  　１９６９人
受診率 　    84.4％

4　（達
成した）

健診の受診率は高く、委託医療機
関での健診を実施している。

2205 お誕生健康診査 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳児健康診査以後の成長・発達の
経過を把握するため、医療機関に
委託し、１歳になった時に健康診
査を実施する。

他の健診等も充実してきたため、平
成23年度で事業を終了した。

4　（達
成した）

平成22年度と23年度に事業を実
施した。お誕生日健診前後の９～
１０ヶ月健診及び１歳６ヶ月健診
が充実してきたため、23年度で
事業を終了した。

2206 １歳６か月児健
康診査

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

発育状況の一般診査と精神発達面
の診査を医療機関に委託して実施
する。

発行数        2132人
受診者数     1827人
受診率   　　  85.7％ 4　（達

成した）

乳幼児の健やかな成長に資するも
のと考える。

2207 ３歳児健康診査 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

身体発育、運動、精神発達、生活
習慣の観察及び歯科健診を行い、
心身障害を早期に発見し、幼児の
健康な発育を図る。また、虐待な
どの早期発見に努める。

対象数     2093人
受診数     1764人
受診率      84.3％

4　（達
成した）

２３年度以降受診率が８割を超え
ており、２５年度より未来所フォ
ローの徹底に取り組んでいる。

2208 ５歳児健康診査 保健予防課 乳児の健全な育成を図るため、健
診の機会が少ないか又は健康に不
安のある５歳児を対象に、身体
面、精神発達面の健康診査及び保
護者の育児に関する状況把握を医
療機関に委託して実施する。

対象数     1849人
受診者数    689人
受診率      37.3％

3　(ある
程度達成
した）

年々申請者数及び受診者数は増加
しており、健診の機会が少ないな
ど健診を必要とする5歳児の健や
かな成長に役立っている。

2209 １歳６か月児歯
科健診

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳臼歯が萌出するこの時期の乳児
をむし歯から守るため、適切な歯
科保健指導を行い、心身の健全な
育成を図る。

対象数   2119人
受診数   1539人
受診率    72.6％
有病者率　3.4％

3　(ある
程度達成
した）

初めての受診経験であることが多
いため、今後の健診の継続につな
がる重要な事業として取り組んで
いる。

2210 ２歳児歯科健診 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳歯のむし歯が発生しやすいこの
時期の乳児をむし歯から守るた
め、適切な歯科保健指導を行い、
心身の健全な育成を図る。

対象数    2065人
受診数    1277人
受診率     61.8％
有病者率　　4.5％

3　(ある
程度達成
した）

対象者数・受診者数が年々増加し
てきている中で、有病者率は年々
減少している。

2211 ２歳６か月児歯
科健診

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳歯のむし歯が発生しやすいこの
時期の乳児をむし歯から守るた
め、適切な歯科保健指導を行い、
心身の健全な育成を図る。

他の健診等も充実してきたため、平
成23年度で事業を終了した。

4　（達
成した）

平成22年度と23年度に事業を実
施した。２歳児歯科健診及び歯科
相談が充実してきたため、23年
度で事業を終了した。
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事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2212 ３歳児歯科健診 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

乳歯列の完成時期であるこの時期
の乳児をむし歯から守るため、適
切な歯科保健指導を行い、心身の
健全な育成を図る。

対象数    2073人
受診数    1748人
受診率    84.3％
有病者率　11.7％

4　（達
成した）

受診率が年々増加してきている中
で、有病者率は年々低下してきて
いる。

2213 ５歳児フッ素塗
布

保健予防課 歯質の強化を図り、むし歯予防の
一助として５歳児に対し、萌出期
に効果的であるフッ素塗布を目黒
区歯科医師会に委託し実施する。

発行数        1884人
受診者数     　528人
受診率   　　  28.0％

4　（達
成した）

乳歯から永久歯に萌え変わる重要
な時期に歯科医師会に委託して実
施しているが、受診率が低下して
いるため勧奨につとめた。

2214 予防接種の勧奨 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

ＢＣＧ、ポリオ、ＤＰＴ、ＤＴ、
МＲ（麻しん・風しん）、日本脳
炎については、標準の接種年齢に
あわせて接種票を個別送付する。

随時実施

3　(ある
程度達成
した）

２５年度はヒブ、小児肺炎球菌、
子宮頸がんが新たに定期接種と
なったが、夫々適切に勧奨を行っ
た。

2215 予防接種に関す
る正しい知識の
普及啓発

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

予防接種に関する情報を適時に提
供するため、保健センター等の各
種健診時や予防接種の個別通知時
に案内するほか、電話相談、ホー
ムページ掲載などを行う。

随時実施

4　（達
成した）

２５年度はヒブ、小児肺炎球菌、
子宮頸がんが新たに定期接種と
なったが、区報、ＨＰ、電話での
相談など夫々適切に普及啓発に努
めた。

2216 子どもの健康教
室

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

１歳６か月児健診や２歳児歯科健
診、３歳児健診を始めとする乳児
の各種事業の結果、軽度のことば
の遅れのある子ども、母子分離で
きない子ども、友だちと遊べない
子ども等を対象に集団遊びを通じ
て、親と子どものかかわり方を理
解することを目的として実施す
る。

95回　834人

3　(ある
程度達成
した）

ことばの遅れ、発達障害の疑い等
の幼児を療育へつなぐまでの期間
を受け入れることで、母子の心身
の安定に効果がある。また、幼児
との関わり方を母が学び親子関係
が改善されている。

2217 個別相談 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

保健指導の必要があると思われる
家庭や電話・文書・来所により相
談のあった区民に対して、個別訪
問や個別相談により対応する。

延べ2285人

3　(ある
程度達成
した）

母のメンタル、幼児の発達障害及
び虐待の疑い等で、相談内容がよ
り重症化・複雑化している。その
ため、個々の対応が長期化し対応
がより困難になっている。

2218 所外健康学習 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

依頼に応じて、幼稚園、児童館、
社会教育館等で、保護者、親子対
象に食と健康について実施する。

１回　１５人

2　(あま
り達成で
きていな
い）

幼稚園、児童館、社会教育観等か
らの依頼を積極的に受け入れるこ
とは現体制では困難であるため、
ほとんど実施できなかった。

2219 歯科健康学習
（所内健康教
育）

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

ハローベビークラス・乳児健診・
育児学級等で、その時々の親の
ニーズに沿った内容を取り入れ、
歯科健康づくりに役立てる。

７８回　延べ１６９７人

4　（達
成した）

参加者同士、コミュニケーション
を図る場として役立っている。妊
産婦歯科健診の受診勧奨をしてい
る。

2220 歯科健康学習
（所外健康教
育）

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

依頼に応じて、保育園、児童館等
で歯科健康学習を実施する。

37ヶ所
1908人

4　（達
成した）

保育園・児童館からの要望が多く
なってきている。

2221 私立幼稚園児の
歯科検診委託

子育て支援課 区内の私立幼稚園に通う全園児を
対象に、園児の健康の維持を目的
として目黒区歯科医師会に委託し
て歯科検診を実施する。

歯科検診実施　１９園

4　（達
成した）

継続した歯科検診の実施により、
園児の虫歯の早期発見等口腔衛生
の充実に寄与することができた。

2222 区内認可保育所
の歯科検診委託

保育課 区内の認可保育所（私立を含む）
に通う全園児を対象に、むし歯を
防ぐため目黒区歯科医師会に委託
して歯科検診を実施する。

認可保育園で年２回実施

4　（達
成した）

年2回実施することでむし歯予防
の啓発になると共に、むし歯の早
期発見になった。
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事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2223 ひきこもり・不
登校等の相談

保健予防課 ひきこもり・不登校・摂食障害な
ど、思春期青年期の子どもの問題
に悩む親を対象として、ワーク
ショップ等を実施する。

１２回　延べ２８人

3　(ある
程度達成
した）

実施回数を徐々に増やし、ワーク
ショップとサロンを６回ずつ実施
した。参加人数の減少もあり検討
が必要。

2224 子どもの成長に
合わせたサポー
ト体制の整備

障害福祉課 障害をもつ子どもの成長に合わせ
スムーズなサポート体制ができる
ように、関係機関のネットワーク
を図り、より円滑な相談ができる
ように体制を整備する。

・児童発達支援事業所（区立１ヶ
所、民間２ヶ所）指定障害児相談支
援事業所（民間２ヶ所）
・従来の各機関との連携に加え、す
くすくのびのび園は児童相談支援事
業所と連携を深め、基本的に新規児
は計画相談を経て利用開始すること
とした。

3　(ある
程度達成
した）

・23年度までは区立幼児療育通
園施設１ヶ所民間事業所１ヶ所だ
けだったが、25年度にさらに民
間事業所が1ヶ所開設された。
・すくすくのびのび園では、関連
機関と協力し課題解決に取り組め
た。計画相談利用者は、相談支援
事業所の協力を得て順次増加中で
あり、ネットワークの拡大が図ら
れた。

2224 子どもの成長に
合わせたサポー
ト体制の整備

子育て支援課 障害をもつ子どもの成長に合わせ
スムーズなサポート体制ができる
ように、関係機関のネットワーク
を図り、より円滑な相談ができる
ように体制を整備する。

障害等のある児童への理解を深め、
児童館や学童保育クラブにおける保
育の向上と、児童及び保護者への支
援を図るため、特別支援教育コー
ディネーターによる保育相談を行っ
た。

4　（達
成した）

職員の障害児理解を図るため小学
校の支援学級の教師と定期的に懇
談を行ってきたが、中高生の利用
が増えてきたため、平成２３年度
からは中学校支援教諭との懇談も
懇談を始めた。保護者からの要望
を踏まえ関係機関とのネットワー
クを分かりやすく視覚化させるた
め、「困ったときの相談窓口（相
談 機 関 一 覧 と フ ロ ー チ ャ ー ト
図）」を平成２４年３月に作成
し、現在も随時改正発行してい
る。さらに区内の関係機関と円滑
な情報交換ができるよう、平成２
６年３月に目黒区障害者自立支援
l 協 議会 専門 部会 とし て正 式に
「児童部会」が発足し、児童館
長・職員が毎月１回参加し意見交
換・情報共有を図っている。

2224 子どもの成長に
合わせたサポー
ト体制の整備

保育課 障害をもつ子どもの成長に合わせ
スムーズなサポート体制ができる
ように、関係機関のネットワーク
を図り、より円滑な相談ができる
ように体制を整備する。

すくすくのびのび園に通所している
園児がいる保育園とすくすくのびの
び園とで情報を共有し、必要な園
は、定期協議を行った。 4　（達

成した）

障害をもつ子どもの成長に合わせ
たサポート体制ができるように、
すくすくのびのび園の見学、定期
協議、情報の共有等をして進めて
きた。

2225 健康教育の推進 学校運営課 児童・生徒等の一人ひとりの健康
の維持向上と健康課題の改善に向
け、生活習慣改善プログラムの実
施、健康づくりハンドブックの活
用、健康教育推進校の実践の周
知、給食後の歯磨き運動の推進な
どの取組を進める。

・生活習慣改善プログラムを区立小
学校４年生及び区立中学校１年生を
対象に実施した。小学校から17人、
中学校から1人の申込みがあり、小学
校は10人、中学校は1人に面談を実
施した。
・給食後の歯磨き取組み状況の調査
を行い、取組みの充実に資するた
め、学校、学校歯科医会へ結果報告
を行った。

3　(ある
程度達成
した）

・生活習慣改善プログラムへの参
加が必要な健康課題のある児童・
生徒に対する参加促進を図る。
・給食後の歯磨き運動の推進を継
続し、実施状況を考慮して、小・
中学校における同運動の充実を
図っていく。

2226 健康診断 学校運営課 定期健康診断の実施により児童・
生徒の健康状態を把握し、その結
果に基づいて治療の勧奨や学校生
活についての指導を行うととも
に、保護者や地域との連携により
自主的な健康管理・健康づくりを
促す。

受診率　小学校99.5％
　  　　 中学校96.9％
有症率10％以上の項目
〔耳鼻咽喉科疾患〕
　アレルギー性鼻疾患
　　小学校20.6％
　　中学校13.0％
〔歯科〕
　小学校未処置う歯18.7％
　中学校未処置う歯13.8％

3　(ある
程度達成
した）

学校における児童生徒の健康の保
持増進を図った。
学校保健安全法に基づき、今後も
実施する。

2227 体力づくりの充
実

教育指導課 体育の時間や体育的行事を通じ生
涯にわたり運動に親しむ態度を育
てるとともに、体力テストにより
子どもたちの体力や運動能力の課
題を明らかにし、指導方法の改善
に努める。

小・中学校において、４月から６月
の期間に都の体力テストを実施し、
子供たちの体力や運動能力の課題を
明らかにし、指導方法の改善に努め
た。「一校一取組」運動は、すべて
の幼稚園・こども園、小・中学校、
学級において実施した。スポーツ教
育推進学校の指定等（東京都）が、
３校から５校に増加した。

3　(ある
程度達成
した）

平成２０年度から全小学生に「め
ぐろ子どもスポーツ健康手帳」を
配布し、活用した。また、本手帳
の活用を図るための指導資料を作
成し、活用した。平成２２年度よ
り全中学校生徒にも配布してい
る。平成２２年度より「一校一取
組」運動を実施している。
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事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2228 健康教育の推進 めぐろ学校サ
ポートセンター

健康づくりに関する専門の職員
（学校健康トレーナー）が区立小
学校を訪問し、肥満やぜん息など
の健康課題の改善に向けて個に応
じたプログラムを作成したり、助
言したりする。また、サポートセ
ンターにおいて、健康課題に関す
る相談に応じたり、健康教室を開
催する。

　学校健康トレーナーを、全小学校
へ各18回派遣した。
・また、主に健康に課題のある児童
（189人）に対し、 教職員と連携し
て相談・指導(運動プログラムや生活
改善プログラムの提供等を行うとと
もに、「元気あっぷ」教室（Ⅲ期延
べ15コース）及び夏季水中運動教室
を実施した。

元気あっぷ教室等参加状況
・年３期各５コース実施　延べ参加
者1,583人
・夏季水中運動教室3日実施　延べ参
加者93人

3　(ある
程度達成
した）

学校健康トレーナーが平成24年
度6人から4人に減ったが、引き
続き全小学校へ派遣するととも
に、健康教室を見直し健康課題の
ある児童を対象とした「元気あっ
ぷ教室」として実施したことで参
加者が大幅に増えているが、教育
指導課や学校運営課との情報共有
や連携が課題である。

2229 大気汚染健康障
害者の医療費助
成

健康推進課 気管支ぜん息（１８歳未満は慢性
気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺
気腫も対象）を患っている者に対
して、医療費の保険診療の自己負
担分を助成する。

都医療費助成制度の認定事務を行っ
た。１８歳未満認定患者１６３人
（２６年３月末現在。東京都保健衛
生課「大気汚染障害者医療費助成認
定状況」より）

4　（達
成した）

東京都から事務処理権限の委譲を
受けて東京都大気汚染障害者認定
事務を行った。

2230 公害保健予防事
業

健康推進課 気管支ぜん息を患っている小学生
を対象に水泳教室、小学校３年生
から中学３年生を対象に転地療養
事業を実施し、健康の回復や保持
増進、発症の予防を図る。また、
１５歳未満の児童及び保護者を対
象に医師等による健康教室を実施
し、知識普及を図る。

大気汚染の影響による健康被害の予
防のため、保護者を対象にした健康
教室、めぐろ子育て交流広場0123
への出展、０歳児保護者を対象にし
た児童館出張講座を実施した。 3　(ある

程度達成
した）

水泳教室・転地療養事業について
は事業見直しにより２３年度で終
了し、２４年度から新たに子育て
交流ひろばへのブース開設などに
より知識普及を図った。

(３) 思春期の保健対策の強化

事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2301 薬物乱用防止活
動

健康福祉計画課 薬物乱用防止推進目黒地区協議会
等と連携協力して、「脱法ドラッ
グ」等の有害性についての情報提
供を始めとする薬物乱用防止のた
めの啓発活動を進める。

区及び地域の催し会場等でチラシを
配布して啓発活動を実施した。
また、中学生を対象としてポス
ター・標語コンクールを行い多数の
応募を得たほか、区立小学校1校、区
立中学校２校で「薬物乱用防止教
室」を開催した。

4　（達
成した）

継続的な啓発活動を行っており、
事業目標は達成している。今後
も、区の催しや地域の催し等を通
じて啓発活動を行っていく。
小中学校における「薬物乱用防止
教室」を充実させていくことが今
後の課題である。

2302 健康教育 教育指導課 食習慣をはじめとした生活習慣の
乱れや、薬物乱用等新たな課題を
踏まえながら、自ら健康を保持、
増進できる実践力をはぐくむた
め、「食に関する指導」、「薬物
乱用防止教室」、「喫煙・飲酒防
止指導」、「心の健康問題への対
応」、「性教育」等、学校での健
康教育を推進する。

全小・中学校の体育科・保健体育科
で、保健体育科の教科指導、食に関
する指導、保健指導を実施した。ま
た、健康教育の一環として薬物乱用
防止教室を全校で実施した。

3　(ある
程度達成
した）

全小・中学校の体育科・保健体育
科で、保健体育科の教科指導、食
に関する指導、保健指導を実施し
ている。また、心の健康問題の対
応に活用するため、平成２０年度
から全小・中学校にスクールカウ
ンセラーを週１度派遣し、助言し
ている。
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(４) 食育の推進

事業番号 事業名 担当課 事業概要 25年度実績

22年度から
25年度まで
の実績への評
価

4年間（22年度から25年度）の事業総括

2401 食育推進のため
の普及啓発

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

食育関係者及び食育に関わる民間
団体等とも連携協力して、食育の
推進に関する普及啓発を図るため
の活動や行事を実施する。

実績なし

2　(あま
り達成で
きていな
い）

食育関係者及び民間団体との連携
協力は、実現できなかったが、今
後も食育の普及啓発事業は実施し
ていく。

2402 食育推進に関す
る人材の確保

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

地域の食育関連事業に関わる各分
野の専門家を把握し、食育推進活
動の協力者として確保・登録のう
え、各種事業への協力活動を推進
する。

実績なし

1　（達
成してい
ない）

人材の確保と育成は難しく、実績
はない

2403 栄養相談 健康推進課 育児学級や乳児健診等の実施時に
集団、個別の栄養相談を実施す
る。

イベント等で栄養相談を実施

3　(ある
程度達成
した）

イベント等を活用して栄養相談の
機会を増やすと同時に、相談がで
きる身近な場所として保健所があ
ることの周知に努めた。今後も継
続して実施していく。

2403 栄養相談 保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

育児学級や乳児健診等の実施時に
集団、個別の栄養相談を実施す
る。

随時実施

4　（達
成した）

食と栄養全般に関する育児不安等
の解消等、健やかなる親子の育み
に支援してきた。

2404 子ども料理教
室、夏休み・春
休み親子料理教
室

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

主に小学生を対象として「健康な
自分の体」、「栄養知識と調
理」、「食品衛生」等について実
施する。

2回　26人

3　(ある
程度達成
した）

参加者は学童期の栄養について、
調理実習の体験を通じて、興味深
く技術の習得に努めていた。

2405 プレママクッキ
ング

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

ハローベビークラスにおける講義
の内容を基に日常生活において実
践できることを取り上げ、調理実
習を通じて学ぶ。

6回　95人　　33％

4　（達
成した）

低体重時の予防や、妊産婦のため
の栄養改善のための一助となって
いる。

2406 夏休み子ども食
品衛生教室

生活衛生課 子どもが安全に食事をすることが
できるよう、子どもに対して、食
品衛生に関する学習機会を提供
し、食の安全に対する関心を高め
る。
小学生を対象として実験等をとお
して食品衛生についての普及啓発
を行う。

２３年度で事業終了

3　(ある
程度達成
した）

検査施設の受入体制及び緊急財政
対策による普及啓発事業の見直し
のため、２３年度で事業終了とし
た。
２２年度は小学生６名、保護者２
名が参加した。

2407 「学校における
食育指針」に定
める行動計画の
実施

学校運営課 学校が保護者や地域と連携しなが
ら、児童・生徒が食事の重要性や
楽しさを理解し、心身の健康増進
のうえで望ましい食習慣を身に付
けられるよう、策定した指針に定
める行動計画を実施する。

学校栄養職員による給食時間の指導
の実施。
家庭や地域との連携の取組みとし
て、保護者との試食会、地域の方を
招いての招待給食の実施。

3　(ある
程度達成
した）

各学校で指針に基づき、継続して
食育に取り組んでいく。

2408 特別給食の実施 学校運営課 日本の伝統的な行事食や、地域の
郷土料理、海外の料理などを給食
の献立に取入れ、食文化の継承を
行う。

学校給食を活用した食育を推進する
ため、特別給食を実施した。

3　(ある
程度達成
した）

引き続き特別給食を実施するとと
もに、各学校において、通常給食
の中で工夫しながら食育の推進を
図っていく。
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