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当市では、平成 23 年度に「第二次親子保健計画」を策定し「早寝早起きおいしい

朝ごはんでひとみかがやく日本一の子どもはぐくむ」を目標に様々な取組を行い、子

どもの健康づくりに努力している家庭や子どもとふれあうようにしている家庭が増

えるなどの成果をあげております。 

しかし、急激な少子化、子育て意識の変化、電子メディアの影響など、子どもとそ

の家庭を取り巻く環境は、非常に大きく変化しており、親子の健康づくりに対してよ

り積極的な働きかけが必要になっています。 

現在の親子保健計画が平成 27 年度末で５年間の計画期間が終了することから、親

子保健計画を推進する会を中心として、保護者へのアンケート調査結果等をもとに意

見交換を行い、平成 28年度を初年度とする第３次親子保健計画を策定しました。 

第３次親子保健計画では、「I ❤ GEO  親子で遊んで ひとみかがやく日本一の

子どもをはぐくむ」を目標に掲げました。 

この目標のもとに、第二次親子保健計画の大きな政策でありました「早寝早起きお

いしい朝ごはん」を土台として、より一層親子でのふれあい、遊びを前面に出した健

康づくりを推進し、さらに出産育児にも満足できる環境づくりを行います。また、そ

れらの取組を市民全員で支える意識づくりも推進してまいりたいと思っております。 

第３次親子保健計画策定にあたり、ご審議いただいた親子保健計画を推進する会の

委員の皆さまをはじめ、策定に関わっていただいた皆さまに深く感謝申し上げます。 

 

 

平成 28年３月 

糸魚川市長 米 田  徹 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨・背景 

 

少子化等に伴い子育て環境が変化する中で、安心して子どもを産み、子どもがより

健やかに育まれるためには、医療や福祉、教育等の諸施策との地域での連携のもと、

切れ目なく母子保健サービスが提供されることが重要となります。 

糸魚川市では、平成 18 年度に「親子保健計画」、平成 23 年度に「第二次親子保健

計画」を策定し、「早寝早起きおいしい朝ごはんで ひとみかがやく日本一の子ども

をはぐくむ」を大目標として親子の健康づくりに取り組んできました。第二次親子保

健計画が平成 27 年度末で終期を迎えることから、計画の評価と今後の課題を明らか

にするために平成 26年度に第二次親子保健計画評価アンケートを行いました。 

第二次親子保健計画で生活リズムの改善に焦点を当てた施策を展開したことによ

って、早寝をする子どもの増加、肥満出現率の減少、健康づくりに対する保護者の意

識が高まる等の項目が改善傾向にあることが明らかになりました。 

しかし、電子メディア機器の普及など子どもたちを取り巻く環境の変化により、室

内遊びが増加し外遊びが減少する等の課題も明らかになっています。 

また、国においては、母子保健対策の主要な取組を提示するビジョンである「健や

か親子 21（第２次）」が取りまとめられ、平成 27 年度から新たな計画が始まってい

ます。 

この糸魚川市第３次親子保健計画は、「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえ、

近年の親子を取り巻く環境の変化や課題に対する効果的な施策を推進することを目

的に策定いたします。 
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２ 計画の位置づけ 

 
本計画は、国の「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえ、市の親子保健計画と

して策定するものです。 

「糸魚川市総合計画」を上位計画とし、子どもの健やかな成長に関連する分野を中

心とした計画として位置づけるとともに、「０歳から 18歳までの子ども一貫教育方針」

の３つの柱のうちの「健やかな体の育成」「豊かな心の育成」の具体的な施策と事業

を示すものです。 

また、「健康いといがわ 21」や「子ども・子育て支援事業計画」等の諸計画と整合

性及び連携を図りながら、本計画の施策を推進します。 

 

 

  

健康いといがわ 21 

食育推進計画 

歯科保健計画 

ささえあいプラン 

（障害者計画・障害者福祉計画） 

いといがわ男女共同参画プラン 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市子ども一貫教育方針 
市民総ぐるみで 

ひとみかがやく日本一の子ども 
               を育てます 

子ども一貫教育基本計画 

第３次親子保健計画 

（平成 28年度～平成 35年度） 

子ども・子育て支援事業計画 

生涯学習推進計画 

子ども読書活動推進計画 

糸魚川市教育大綱 

糸魚川市総合計画 
～翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち～ 

明日を担う人づくり 
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３ 策定の経過 

 
本計画の策定にあたり、平成 26 年度に「第二次親子保健計画評価アンケート」を

実施し、「親子保健計画を推進する会 親子いきいき会」※１（以下、親子いきいき会

とする）の委員を中心に、現状の分析と課題の把握、必要な施策や事業の検討を行い

ました。そこで得られた意見や提言を反映して本計画を策定しました。 

 

※１「親子保健計画を推進する会 親子いきいき会」とは 

  平成９年度に旧糸魚川市母子保健計画の策定と推進にあたり、市民全体の推進体

制として組織しました。委員は、保護者の代表、医療や福祉・教育に携わる専門職

など多岐にわたり、親子保健計画の策定、推進、評価、見直し等に関わっています。

親子保健計画を推進し、親子の健康づくりを広めるために活動している市民組織で

す。 

 

４ 計画の期間 

 

本計画は、平成 28年度から平成 35年度までの８年間を計画の期間とし、計画の進

捗や国の動向、社会情勢の変化等に対応するため、上位計画にあわせて見直しを行う

こととします。 

平成 

23年度 
～ 

平成 

27年度 
平成 

28年度 
平成 

29年度 
平成 

30年度 
平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 

平成 

35年度 

 健やか親子 21(第２次) （～平成 36年度） 

 糸魚川市総合計画 

前計画 第３次糸魚川市親子保健計画 

推進 評価 推進 中間評価 推進 最終評価 
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５ 親子保健の現状と分析 
 

現状・課題の把握と目標の設定にあたり、平成 26年度に「第二次親子保健計画評価アン

ケート」を実施しました。これを分析した結果、今後重点的に取り組まなければならない

課題が明らかになりました。 

 

 

 ①中学生の携帯電話（スマートフォン、タブレット端末含む）の所持率は平成 21年度よ

り 23.1ポイント増加しました。また、子どもの遊びの内容では、乳幼児で「ふれあい

遊び」をする割合は 79％と高いものの、小学生高学年から高校生で「ゲーム機」「電子

メディア視聴」が高い割合でした。電子メディア利用の低年齢化や長時間利用が健康に

及ぼす影響の周知啓発とふれあい遊びの推進が課題です。 

②子どもに関心をもって子育てをしている親の割合は、平成 21年度より大幅に増加しま

した。また、子どもとふれあう努力をしている親の割合も増加しており良い傾向でした。 

ふれあい遊びや電子メディアとの適切な関わり  

①「21時 30分までに布団に入る」割合（中学生は 22時 30分、高校生は 23時 00分）は、

全年齢で平成 21年度より増加し、早寝が定着してきています。ただし、小学校高学年

になると急に「21時 30分までに布団に入る」割合が減ります。また、「６時 30分まで

に起床する」割合がどの年代も減少し、遅起き傾向になっていました。健康づくりの基

本である早寝早起きを定着させるために、生活リズム向上の継続した取組が必要です。 

②「３食毎日食べる」割合や肥満出現率は、改善傾向でした。しかし、中高生で砂糖入り

飲料の飲用頻度が高い、保護者（特に父親）の「３食毎日食べる」割合が低い等の現状

もあり、保護者を含めた食育の普及が課題です。 

生活リズム向上・食育は、継続した取組  

①「発達障がい」という言葉や「めだか園」「ひすいの里総合学校」「療育相談」を「知

っている」割合が増加しました。この５年間で「発達障がい」に対する理解が深ま

ったと考えられます。 

②市内の医療機関での妊娠・出産や病気の治療に「満足していない」割合が増加しま

した。医療については、市民の満足度が高い、魅力あるサービス提供が課題です。 

③子どもの社会性の発達においては、「近所の人に挨拶ができる」割合は、小学生で半

数程度でした。地域とのつながりを大切にし、地域全体でコミュニケーション能力

を高めていくことが必要です。 

親子を地域全体で支える環境づくり  
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第２章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本目標と３つの重点施策 

 
現状と取り組むべき課題を踏まえ、計画期間における目標と、目標を達成するた

めの重点施策を設定しました。 

 

< 目 標 > 

 

 

     

 親子で遊んで 

ひとみかがやく日本一の子どもをはぐくむ 

 

<３つの重点施策> 

 

 

 

<３つの重点施策を支える土台> 

 

 

「親子で遊んで Ｉ❤ＧＥＯ（糸魚川 元気 親子）」 
・ふれあいと遊びの推進 

・電子メディアの健康への危険性と正しい関わり方 

「基本だね、早寝早起きおいしい朝ごはん」 
・生活リズムの向上「早寝早起きおいしい朝ごはん」の推進 

・食育の推進 

 

「出産・育児 大満足の環境づくり」 
  ・妊産婦の支援（産後ケアを含む）・母乳育児の推進   ・親子健康訪問 

  ・乳幼児健康診査 ・発達支援  ・歯科保健の推進  ・予防接種の推進 

 

「みんなで育てよう糸魚川の子ども」 
 ・愛着形成の推進（絵本の読み聞かせ等を活用） 

 ・温かい心によるしつけの推進 
 

Ｉ
アイ

 ❤
ラブ

 ＧＥＯ
ジ オ
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＜第３次親子保健計画のイメージ図説明＞ 
 

・第二次親子保健計画で子どもの姿を市の木「ぶな」に例えました。５年間の取組み

によって、ぶなの木が根を大地に広げ、より大きく育ちました。第３次の計画では、

子ども達の夢の実現に向かって地域全体で取組んでいく様子を表現しました。その

姿を空から朝ごはんマンが温かく見守っています。 

・「I ❤ ＧＥＯ（糸魚川 元気 親子）」は、今計画の目標を達成するための重点施

策の１つです。世界ジオパークに認定された糸魚川市の自然を生かした遊びを通し、

「ひとみかがやく日本一の子ども」を育みたいという願いが込められています。 

・ぶなの木を囲むように描かれた人々は、胎児期を含めた子ども時代の健康づくりが

生涯を通した健康につながるという一貫した流れも表しています。 

 

第３次親子保健計画グランドデザイン 

 

基本は 

生活リズム 

親子で遊ぼう 

Ｉ❤ＧＥＯ 親子で遊んで 

ひとみかがやく日本一の子どもをはぐくむ 

みんなで 

育てよう 
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２ 計画の推進体系 

 

子どもを取り巻く環境の変化と市民ニーズの多様化・複雑化によって、様々な課題

に対応するためには、保健・福祉・医療・保育・教育の各分野の連携が不可欠です。

さらに、企業を含めた地域みんなで協力して親子を支える必要があります。 

このため、関係機関との連携を密にし、情報の共有化や的確な役割分担を図りなが

ら、計画の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

  

現在 

の親子 

より健康 

になった 

将来の親子 

夢実現サポーター 

市   民 

医 療 機 関 ・ 療 育 機 関 

主任児童委員・民生委員 食生活改善推進委員協議会 子育てサポーター 

行政（市こども課・発達支援センター・子育て支援センター・関連各課） 

  国・県 

小学校・中学校・高校 

 特別支援学校 

ＰＴＡ 企業・関連団体 

 

  

夢 

地域 
保育園・幼稚園 

保護者会 
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第３章 施策の推進 

１ 親子で遊んで Ｉ ❤ ＧＥＯ（糸魚川 元気 親子） 

 

（１）ふれあいと遊びの推進 

 

ア 現状と課題 

子どもとふれあう努力をしている親が全年代で増加しており、子どもと関わる家庭

が増えています。 

市では０歳児からじゃれつき遊びを推進し、育児教室や子育て支援センター等で紹

介しています。また２か月児訪問では、赤ちゃんの運動発達を促す関わりやふれあい

遊びについても紹介しています。中には、ふれあい方がわからず戸惑う保護者もいま

すが、具体的に体験することで、自信をもって遊びを行う親が増えています。 

幼稚園・保育園でも、じゃれつき遊びを実践しており、親子のふれあいの大切さが

保護者に浸透してきています。しかし、地域によって取組の温度差もあります。 

世界ジオパークに認定された当市の自然を生かした遊びをしている親子がほぼ全

世代で増加しています。これは、園、学校で積極的にジオパークでの体験を進めた成

果と考えられます。 

小学生・中学生・高校生では、電子メディアが急激に浸透しており、コミュニケー

ション能力の獲得への影響が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 21年度の小学生は、１～６年生の合計 

(第二次親子保健計画評価アンケート) 

76.2 

61.6 

51.7 51.7 

85.3 
79.8 

70.3 
62.4 

0

20

40

60

80

100

０～３歳 ４～６歳 小学低学年 小学高学年 

（％） 
子どもとふれあう努力をしている親  

21年度 26年度 
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*平成 21年度の小学生は、１～６年生の合計 

                        (第二次親子保健計画評価アンケート) 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

晴れている日は、よく外遊びをする

子 

※「している」と答えた割合 

 

０～３歳       48.0％ 60％ 

４～６歳       44.9％ 60％ 

小学生（低学年）   22.9％ 40％ 

小学生（高学年）   10.2％ 30％ 

子どもとふれあう努力をしている親 

※「している」と答えた割合 

０～３歳       85.3％ 90％ 

４～６歳       79.8％ 90％ 

小学生（低学年）   70.3％ 85％ 

小学生（高学年）   62.4％ 75％ 

中学生        61.9％ 70％ 

高校生        63.8％ 70％ 

糸魚川の自然を生かした遊びをして

いる子 

※「している」と答えた割合 

０～３歳       50.8％ 60％ 

４～６歳       64.5％ 70％ 

小学生（低学年）   70.6％ 75％ 

小学生（高学年）   63.9％ 70％ 

中学生        59.5％ 65％ 

高校生        42.6％ 45％ 
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ウ 取組の方向性 

乳幼児期の親子の一対一の遊びから、子ども同士、親子、地域での体験と遊びを広

げていく取組を促します。 

各課、地域で実施している体験活動の窓口を一貫教育方針のもと集約し、市民から

見えやすいように進めていきます。 

（ア）親子の一対一のふれあいから人としての土台を作る 

・絵本を一緒に読む、一緒に体を動かす、言葉がけをするなど親子の一対一の

ふれあいが、コミュニケーション能力等、人間が獲得すべき能力の土台とな

ります。親子のふれあいの大切さをいろいろな場面で促していくようにしま

す。 

（イ）じゃれつき遊びの推進 

・乳幼児期からのじゃれつき遊びを継続的に啓発し、園でも家庭でも体験でき

るようにします。遊び方を知らない親も多いため具体的に体験できるよう働

きかけていきます。 

・有識者のアドバイスのもと、評価を行います。 

（ウ）糸魚川ジオパークを利用した自然の遊びの推進 

・親子で糸魚川ジオパークを利用した遊びや体験が出来るように働きかけます。

また、自然環境を生かした遊びが親世代から子世代へと受け継がれるよう支

援します。 

・地域で実施しているジオパーク自然体験等との連携を強化し、糸魚川ジオパ

ークを紹介し、家族で遊び体験できる活動を工夫します。 

（エ）運動遊び、集団遊びの推進 

・園、学校で運動遊び、集団遊びを推進し、身体能力、コミュニケーション能

力を獲得し「何でもチャレンジできる」心と体の基本を身につけるようにし

ます。 
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エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

共通 
・ジオパーク等の自然体験活動の推進 

・親子、家族、友達とのふれあいの推進 

・地域での体験活動との連

携の強化(ポイント制等) 

０～３歳 
・親子のふれあいの推進 

・じゃれつき遊びの推進 

・２か月児訪問 

・乳幼児健康診査 

・はいはい相談 

・すくすく赤ちゃんひろば 

・子育て応援講座 

・絵本の読み聞かせ 

４～６歳 

・園、家庭でのじゃれつき遊びの推進 

・園での運動遊び、集団遊びの推進 

 

・じゃれつき遊びの推進 

・運動遊びの推進 

・遊びアドバイザーの派遣 

・じゃれつき遊び絵画評価 

・保育園、幼稚園健康教室 

小学生 

・集団遊びの推進 

・ジオパーク等の自然環境下での遊びや体

験の推進 

・小学校健康教室 

・昼休みの遊びの推進 

・運動遊びの推進 

・生涯学習分野での体験教 

室 

※じゃれつき遊びとは、親子等のふれあいと体を動かすことを通して脳(心)と体を発達さ

せる遊びのことです。 
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（２）電子メディアの健康への危険性と正しい関わり方 

 

ア 現状と課題 

子どもたちを取り巻く電子メディア環境の変化により、電子メディアの長時間使用

による生活習慣の乱れや健康問題、不適切な利用によるトラブルが増えています。こ

れは電子メディアの長時間使用に関する危機意識が低いことが原因と考えます。家庭、

学校をはじめ社会全体で子どもの電子メディアに関する知識と影響について危機感

を持って取り組み、市として統一した方針を示す必要があります。 

乳幼児期では、おもちゃ代わりにスマートフォン等を与えている家庭もあり、携帯

ゲーム機所持率は乳幼児で 7.3％、幼稚園・保育園児で 29.9％です。幼稚園・保育園

児で使用ルールを決めている家庭は 40％程度と低く、親世代が子どもの頃に「適切

な電子メディアとのつきあい方教育」の機会が少なかったことも原因の一つと考えら

れます。乳幼児健康診査や幼稚園・保育園健康教室などの機会を活用し、電子メディ

アの利用方法の啓発を行っており、テレビ視聴に対する意識は改善していますが、啓

発するスピード以上に、親子の生活に電子メディアが浸透しているのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (第二次親子保健計画評価アンケート) 
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また、親が子どもよりスマートフォンに夢中になり、子どもとふれあう時間が減り、

愛着形成に影響が出ています。そのため乳幼児期に獲得すべき、コミュニケーション

の基本を経験しない子どもも現れています。 

小学生の携帯ゲーム機所持率は、低学年で 62.2％、高学年で 80.4％に上っていま

すが、簡単には与えないようにしている家庭も出てきています。 

電子メディアのトラブルは、以前は中学生以降に見られましたが、最近では小学生

高学年でもＳＮＳ（ソーシャル ネットワーク サービス）等による友人関係のトラブ

ルや生活習慣の乱れが現れています。市内小学校５年生の血液検査の結果、要生活指

導以上と判定された子どもは約 27％おり、電子メディア中心の生活の影響もあると

考えられます。 

小学生でゲーム機使用のルールを決めている家庭は６割程度で他の年代よりは高

くなっているものの、更なる働きかけが必要です。 

中学生・高校生になると、ゲーム機使用時間の規制やルールを決めている家庭が小

学生と比較して大幅に減っています。生活の中では親の目が行き届きにくくなること

が多くなるのが現状です。 

電子メディアは便利なツールですが、過度な接触は生活習慣の乱れから将来の健康

に影響があること、心の発達が不十分になり友達とのトラブルのリスクが高まるなど

様々な健康への危険性があることを伝え、自らが電子メディアとの正しい付き合い方

ができるよう働きかけていくことが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (第二次親子保健計画評価アンケート) 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

食事中は週３日以上、テレビを消

す家庭 

０～３歳        65.5％ 75％ 

４～６歳        71.7％ 75％ 

小学生（低学年）    64.9％ 70％ 

小学生（高学年）    54.5％ 60％ 

中学生         37.1％ 40％ 

高校生         27.8％ 30％ 

メディアとの接触時間 

２時間／（日）未満の子 

０～３歳        53.7％ 60％ 

４～６歳        45.4％ 60％ 

小学生（低学年）    52.9％ 60％ 

小学生（高学年）    38.7％ 50％ 

中学生         36.4％ 40％ 

高校生         30.1％ 40％ 

母親          47.6％ 50％ 

父親          41.7％ 50％ 

ゲーム機使用のルールを決めてい

る家庭 

０～３歳        20.9％ 50％ 

４～６歳        39.3％ 60％ 

小学生（低学年）    65.2％ 70％ 

小学生（高学年）    66.2％ 70％ 

中学生         56.4％ 60％ 

高校生         27.8％ 40％ 

母親 50％ 

父親     50％ 

ゲーム機を持たせていない家庭 

０～３歳        89.9％ 100％ 

４～６歳        69.2％ 80％ 

小学生（低学年）    37.5％ 50％ 

携帯・スマートフォン、タブレッ

ト端末を持たせていない家庭 

０～３歳        84.8％    100％ 

４～６歳        87.6％ 100％ 

小学生（低学年）    81.6％ 90％ 
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ウ 取組の方向性 

（ア）電子メディアに関する知識の普及啓発 

・電子メディアの健康への危険性を親子に正しく伝えます。特に電子メディア

との過度な接触が生活習慣の乱れや将来の心と体の健康に悪影響を及ぼす

ことを中心に周知し、電子メディアを適切に使用できる子どもを育成します。

そのために乳幼児健康診査等の機会を有効に活用し、保護者への普及啓発活

動を充実させます。 

（イ）電子メディアとの付き合い方「糸魚川ルール」の提案 

・「９歳まではゲーム機、スマートフォンは持たせない」を合言葉に「これな

ら守れるルール」を年代ごとに提案します。ルール作りには子どもも参加し、

中学生から小学生にルールを教える等、子どもたちが主体となった取組を進

めます。 

（ウ）年齢に応じた多様な遊びの推進 

   ・子どものコミュニケーション能力や自己コントロール能力、知的能力や運動

能力、創造性などを育むために電子メディア以外の集団遊びや楽しい体験が

できるように働きかけます。 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

共通 

・電子メディアの健康（発育発達）への危険

性や正しい付き合い方の知識を親子に伝

え、家庭で守れるよう働きかける 

・糸魚川市年代別電子メディアルールを作成

し、普及させる 

・啓発ポスターの作成 

・生活リズム改善プロジェ

クトチームで市統一電子

メディアルールの検討 

０～３歳 
・電子メディアの健康（発育発達）への危険

性を親子に伝える 

・２か月児訪問 

・すくすく赤ちゃんひろば 

・乳幼児健康診査 

４～６歳 
・電子メディアの健康（発育発達）への危険

性を親子に伝える 

・保育園、幼稚園健康教室 

・早寝早起きおいしい朝ご

はんすごろくの活用 

小学生 

・電子メディアの健康（発育発達）への危険

を親子に伝え、子どもが自らを守る力をつ

けさせる 

・小学校健康教室 

・生活リズムモンスター攻

略ブックの活用 

中学生 

・電子メディアの健康（発育発達）への危険

を親子に伝え、子どもが自らを守る力をつ

けさせる 

・健康教育 

・思春期向け電子メディア

パンフレットの活用 

高校生 

・電子メディアの健康（発育発達）への危険

性を親子に伝え、正しい付き合い方を自ら

選ぶことができるようにする 

・健康教育 

・思春期向け電子メディア

パンフレットの活用 
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２ 基本だね、早寝早起きおいしい朝ごはん 
 

（１）生活リズムの向上「早寝早起きおいしい朝ごはん」の推進 

 

ア 現状と課題 

当市では、「早寝早起きおいしい朝ごはん」の取組を核に、子どもの生活リズムの

向上を積極的に推進しています。特に、思春期前に生活リズムの土台をつくることが

重要であることから、９歳以下の子どもを中心に積極的に取り組んでいます。 

早寝早起きおいしい朝ごはんの必要性を知っている保護者の割合はどの年代も多

くなり、乳幼児から中学生の保護者については、９割を超えています。子どもの早寝

や健康づくりに努力する家庭が増えていると考えられます。 

早寝は特に改善が見られ、小学校低学年までは、８割近くの子どもが指標となる時

間を達成できています。小学校高学年以上では、改善はみられているものの、指標時

間の達成は半数程度にとどまっています。遅寝になっている理由については、全ての

年齢層でテレビが多く、さらに中学生や高校生ではインターネットやメールも理由と

して挙げられています。また以前より、塾や習い事に通っていることも遅寝の理由と

答えた割合が多くなっています。 

早起きについては、全年齢で６時 30 分までの起床の割合が減少しました。また、

中高生の保護者にとって、朝元気に起きられないことが気になることとして挙げられ

ています。幼児期の起床時間については保護者の生活リズム等が大きく関係し、中学

生や高校生は行動の多様化などが影響していると考えられます。起床時間は、その後

の朝食の摂取とも関連が深く、改善できるための具体的な取組方法の提示など、今後

も継続した働きかけを行っていくことが課題です。 

 

                  年代別就寝時間              (%) 

 ０～３歳 ４～６歳 
小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 高校生 

21時30分まで 86.4 77 79.9 45.5 8.9 1.9 

21時30分～22時前 8.5 16.5 14.7 32.3 14.8 4.9 

22時～22時30分前 4 4.4 4.4 17.7 28.6 12.9 

22時30分～23時前 1.1 0.9 0.7 4.1 23.7 25.1 

23時以降 0 0.3 0 0 24 52.5 

無回答 0 0.9 0.3 0.4 0 2.7 

（第二次親子保健計画評価アンケート） 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

21時 30分までに 

布団に入る子 

０～３歳        86.4％ 95％ 

４～６歳        77.0％ 95％ 

小学生（低学年）    79.9％ 95％ 

小学生（高学年）    45.5％ 75％ 

22時 30分までに布団に入る子 中学生         52.3％ 75％ 

23 時までに布団に入る子 高校生         44.8％ 50％ 

6 時 30分までに起床する子 

０～３歳        41.3％ 80％ 

４～６歳        39.6％ 80％ 

小学生（低学年）    66.9％ 80％ 

小学生（高学年）    60.9％ 80％ 

中学生         43.7％ 80％ 

高校生         36.1％ 80％ 

少しでも子どもの健康づくりに努

力している親 

※「努力している」「少し努力して

いる」と答えた割合 

０～３歳        88.6％ 95％ 

４～６歳        89.8％ 95％ 

小学生（低学年）    92.5％ 95％ 

小学生（高学年）    88.0％ 95％ 

中学生         81.8％ 90％ 

高校生         77.2％ 90％ 

早寝早起きおいしい朝ごはんの必

要性を知っている親 

 

０～３歳        91.0％ 100％ 

４～６歳        97.6％ 100％ 

小学生（低学年）    98.3％ 100％ 

小学生（高学年）    99.6％ 100％ 

中学生の親       95.2％ 100％ 

高校生の親       89.0％ 100％ 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）９歳（ここのつ）までに生活リズムの土台づくり 

   ・「早寝早起きおいしい朝ごはん」の重要性について啓発し、９歳までに規則

正しい生活リズムが定着できるよう、０歳からの積極的な支援を継続しま

す。 
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（イ）正しい電子メディアとの関わり方の促進 

・正しい電子メディアとの関わり方を周知するとともに、家庭内でのルールづ

くりを促します。 

（ウ）家族ぐるみの生活リズム向上 

・子どもに規則正しい生活リズムを身に付けさせるため、家族ぐるみで生活リ

ズム向上の取組ができるよう、引き続き支援します。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

共 通 

・早寝早起きおいしい朝ごはんの定着 

・家庭における正しい電子メディアとの関わ

り方のルール化 

・関係各機関の連携による事業の推進 

・健康教育を推進するサポーターの育成 

・生活リズム改善プロジェ

クトチーム会議 

・親子健康サポーター養成

スクール 

０～３歳 

・母子健康手帳交付時から機会をとらえた 

生活リズム向上の啓発 

 

・母子健康手帳交付時面接 

・マタニティスクール 

・２か月児訪問 

・すくすく赤ちゃん広場 

・離乳食教室 

・乳幼児健康診査 

４～６歳 
・園や保護者と連携した生活リズム向上の 

 推進 

・健康教室 

・生活リズム改善事業 

小学生 
・学校や保護者と連携した生活リズム向上 

 の推進 

・健康教室 

・生活リズム改善事業 

中学生 ・学校や保護者と連携した生活リズム向上 
・健康教室 

・生活リズム改善事業 

高校生 ・学校や保護者と連携した生活リズム向上 ・生活リズム改善事業 
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（２）食育の推進  ※健康いといがわ 21（食育推進計画）と連動 

 

ア 現状と課題 

親子保健計画評価アンケートから「３食毎日食べる」割合は、中学生が最も高く、

中学生・高校生は、H21年度に比べ５ポイント程度上昇しました。保護者の数値は低

く、保護者の意識を高める必要があります。 

 

（第二次親子保健計画評価アンケート） 

朝ごはんの内容は、主食・主菜・副菜を食べている割合が中学生で最も高く、53.3％

でした。主食だけ食べている割合が全体で約１割であり、今後も「早寝早起きおいし

い朝ごはん」の取組を継続する必要があります。 

砂糖入り飲料を週５～７回飲む割合は、中学生 26.5％、高校生 34.6％であり、飲

用頻度が高い状況です。１日に飲む量は把握していませんが、砂糖入り飲料による糖

分の過剰摂取が身体に悪影響を与えていることが伺えます。将来の生活習慣病予防の

観点からも注意が必要です。糸魚川市健康増進計画「健康いといがわ 21」の調査で

は、砂糖入り飲料を毎日飲む人の割合は 30.6％であり、全年代での課題と言えます。 

肥満児の出現率は、減少しています。年代別では、年齢が上がるにつれ、出現率が

高くなっています。肥満は生活習慣病の発症につながりやすく、子どもの頃からの取

組が重要です。 

 

（３歳児：３歳児健康診査 ４～６歳：園児体格調査 

小中学生：定期健康診断に基づく疾病状況調査集計表） 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

３食毎日食べる子・親 

０～３歳       91.5％ 100％ 

４～６歳       92.6％ 100％ 

小学生（低学年）   95.6％ 100％ 

小学生（高学年）   94.7％ 100％ 

中学生        95.2％ 100％ 

高校生        85.2％ 90％ 

父親         68.7％ 80％ 

母親         81.9％ 90％ 

主食・主菜・副菜のある朝ごはんを

食べている子 

０～３歳       40.1％ 60％ 

４～６歳       38.0％ 60％ 

小学生（低学年）   41.0％ 60％ 

小学生（高学年）   49.2％ 60％ 

中学生        53.3％ 60％ 

高校生        44.1％ 60％ 

肥満児の出現率 

※３歳児健康診査・４～６歳は、肥

満度 15％以上の割合を集計 

※小中学生は、肥満度 20％以上の割

合を集計 

３歳児健康診査     3.2％ 2.5％ 

４～６歳        4.1％ 2.5％ 

小学生 男        7.8％ ５％ 

小学生 女          7.4％ ５％ 

中学生           10.8％ ５％ 

砂糖入り飲料の飲用頻度 

ジュースやスポーツ飲料、乳酸菌飲

料（牛乳は除外）をどれくらい飲む

か 

※「週５～７回」と答えた割合 

０～３歳       16.4％ 10％ 

４～６歳       23.7％ 10％ 

小学生（低学年）   19.1％ 10％ 

小学生（高学年）   16.5％ 10％ 

中学生        26.5％      10％ 

高校生        34.6％ 15％ 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）妊娠期からの望ましい朝ごはん習慣の定着 

・妊娠期から「おいしい朝ごはん（おかずのある朝ごはん）」の重要性を理解

し、親子で欠食することなく、おいしい朝ごはんを食べる習慣が身に付くよ
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う引き続き支援します。 

（イ）幼児期から９歳（ここのつ）までの体験学習の充実 

・９歳（ここのつ）までに、基礎的な調理体験・食べる体験を通じて、「食」

に関心がもてるよう引き続き支援します。 

（ウ）幼稚園・保育園、学校等との連携 

・幼稚園・保育園、学校等と連携を図り、子どもたちが「食」に関する知識を

習得し、健全な食生活を実践できるよう引き続き支援します。 

（エ）生活習慣病予防対策の充実 

・各種教室や該当者への個別栄養相談等を実施し、栄養バランスのとれた食生

活の実践、糖分・塩分・脂肪分の摂り過ぎ防止等、将来の生活習慣病を予防

するよう引き続き支援します。 

（オ）保護者への普及啓発活動の充実 

・家族で健全な食生活を実践できるよう支援します。 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
・妊娠期からの食育の推進 

・妊婦健康診査結果に基づいた個別栄養指導 

・マタニティスクール 

・マタニティ個別栄養相談 

０～３歳 

・乳幼児期からの発達段階に合わせた食育 

の推進 

・離乳食、幼児食の悩みによる育児不安の 

軽減 

・おっぱい相談 

・乳幼児健康診査 

・ハッピー育児会 

・ステップアップ離乳食講

座 

・幼児教室 

４～６歳 

・幼児期の食育の推進 

・調理体験を通じた親子で学ぶ食育の推進 

・保育園・幼稚園食育教室、食育だより等で

の食育の普及 

・保育園・幼稚園給食を通じた食育の普及 

・３～５歳児の体格調査及び個別栄養相談 

の実施 

・キッズ・キッチン 

・保育園・幼稚園健康教室、

食育教室 

・保育園・幼稚園給食 

・園児の体格調査、個別栄

養相談 

小学生 

・学童期の食育の推進 

・調理体験を通じた親子で学ぶ食育の推進 

・小学校と連携した食育の推進 

・ジュニア・キッチン 

・小学校健康教室 

中学生 

高校生 
・中学校、高校と連携した食育の推進 ・中学校健康教室 

 



23 

 

３ 出産・育児 大満足の環境づくり 

 

（１）妊産婦の支援 
 

ア 現状と課題 

核家族化や共働き世代の増加など、母子を取り巻く環境の変化に伴い、子育て世代

の不安や負担が増えていることから、社会全体で子どもの健やかな成長を見守り、支

えていく環境づくりが必要となっています。近年は、晩産化、未婚率の上昇などもみ

られており、切れ目のない妊娠・出産支援を充実させていくことが今後の課題となっ

ています。 

当市では、妊産婦のみならず、家族にも正しい育児の理解を促すことが安心した妊

娠・出産・育児につながると考え、夫や祖父母世代を対象とした育児教室を開催して

います。 

妊婦の飲酒・喫煙・やせの対策については、妊娠してからの意識啓発に加え、妊娠

前の中高生の時から知識の普及を行い、今後産み育てる世代の身体づくりを推進して

いくことが課題となっています。妊産婦を取り巻く医療環境については、医療機関と

連携しながら、安心して出産できる満足度の高い医療環境整備やニーズに合わせた取

組の検討が必要です。 

また、妊婦健康診査の費用については、平成 11 年度から回数無制限で助成してお

り、母体の健康管理をはじめ、経済的支援につながっています。一方、子どもを望ん

でも子どもができない夫婦が不妊治療を行う場合、経済的・精神的に大きな負担を伴

うことから、不妊治療費助成を行っており、今後も継続する必要があります。 

 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

市内病院出産率 54.2％ 70％ 

市内病院出産満足度 

※「満足している」「やや満足してい

る」と答えた割合 

     57.1％ 70％ 

妊婦喫煙率 

※「吸っている」と答えた割合 
   3.1％ 0％ 
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（糸魚川総合病院での出産件数調書） 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）不妊治療に対する支援 

・不妊治療は経済的、精神的に大きな負担を伴うことから、不妊治療を希望す

る夫婦の経済的、精神的な支援に努めます。また、今後は不育症治療に対す

る助成も行います。 

（イ）妊産婦の健康保持 

・中高校生の時から飲酒、喫煙、やせなどが体に及ぼす影響に関する知識の普

及に努めます。 

・妊娠中から産後まで、母親が心身ともに健やかに過ごせるよう、また妊産婦

の経済的負担の軽減を図るため、妊産婦健康診査費用の助成を行います。 

・育児中の母親にとって支えとなる夫や祖父母世代を対象とした育児教室を開

催し、家族内で育児の共通理解および妊産婦の負担の軽減を図ります。 

（ウ）妊産婦相談体制の充実 

   ・安心した気持ちで出産・育児を迎えることができるよう、妊娠、出産、育児

に関する不安などを気軽に相談できる体制づくりに努めます。 

・妊娠中や産後の育児に関する知識や技術を提供することにより、妊婦の不安

や悩みを軽減し、安定したマタニティライフが過ごせるように支援します。 

（エ）関係機関との連携による医療環境の整備 

・市内で安心して出産できる医療環境を整備するため、市民のニーズを把握し、

関係機関と連携しながら、市内医療機関の利用率・満足度の向上に努めます。 
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エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

中学生 

高校生 
・喫煙などの影響に関する知識の普及と意識啓発 

・健康教室 

・正しい性教育普及事業 

妊娠前 

・不妊及び不育症治療費助成による精神的、経済

的負担の軽減 

・喫煙などの影響に関する知識の普及と意識啓発 

・不妊治療費助成 

・不育症治療費助成 

妊娠期 

・妊産婦健康診査費用の助成による経済的負担の

軽減と確実な健康診査受診による母体の健康

管理 

・喫煙などの影響に関する知識の普及と意識啓発 

・マタニティスクールを通じた妊婦間の交流促進 

・夫、祖父母世代への育児の共通理解促進 

・母子健康手帳交付時を利用した継続的支援者の

把握 

・助産師、保健師による妊婦および家族に対する

訪問指導 

・市民ニーズの把握と関係機関との連携による医

療環境の整備 

・電話などによる健康相談 

・母子健康手帳交付時面

接 

・妊婦健康診査費用助成

（回数無制限） 

・マタニティスクール 

・パパマママタニティス

クール 

・祖父母のための育児教

室 

・養育支援会議 

・ニーズ調査（出産予定

医療機関についての

アンケート） 
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（２）母乳育児の推進 

 

ア 現状と課題 

母乳育児は、子どもの成長や母親の健康にとってメリットがあるだけでなく、肌と

肌が直接ふれあい、互いに温もりを感じられることから親子の愛着形成においても大

変効果的であると言われています。近年、母乳育児を通した愛着形成の重要性はます

ます高まっています。 

母乳で育児を行う率（以下、母乳育児率）は、県全体で 54.7％（H25年度）に対し、

市では 60％を超える値となっており、県内トップレベルを維持しています。今後も

市内医療機関や在宅助産師と協力しながら、当市の母乳育児方針を明確にし、統一し

た指導方針のもと各事業を進める必要があります。現在の母乳育児率の維持や早期か

らの人工栄養の割合を減らしていく一方で、母乳育児が母親の負担になり過ぎないよ

う配慮しながら、取組を継続していくことが課題となっています。 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

母乳育児率 
２か月児未満     62.1％ 65％以上 

４か月児未満     66.9％ 70％以上 

ミルク育児率 
２か月児未満       3.7％ 3％以下 

４か月児未満      9.2％ 8％以下 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）母乳育児に関する正しい知識の普及と意識啓発 

・妊娠中から母乳育児に関する正しい情報の提供と、産後の母乳育児への意欲

の向上に努めます。 

・母親と同様に、育児に関わる夫や祖父母に対して母乳育児に関する正しい情

報の提供に努めます。 

（イ）相談体制の充実 

・母乳育児継続を支援するため、気軽に相談できる体制づくりに努めます。 

（ウ）関係者の連携と統一した指導 

・保健師や助産師、保育士等の母乳育児に関わる関係者や医療機関が連携し、

統一した指導を行い、安心して母乳育児に取り組めるよう支援します。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
・夫婦に対して母乳育児に関する知識の普 

及と意識啓発 

・母子健康手帳交付時面接 

・マタニティスクール 

産褥期 

・夫婦に対して母乳育児継続支援のための 

母乳育児に関する知識の普及と意識啓発 

・訪問による子どもの発育状態の確認と母 

親の母乳育児に対する不安感の解消 

・助産師による相談体制の整備 

・出生届出時の資料提供 

・新生児訪問、２か月児訪

問時の情報提供 

・「おっぱい相談」「チーム

おっぱい」による相談体

制 

祖父母世代 ・母乳育児に関する知識の普及と意識啓発 ・祖父母のための育児教室 

関係者間 ・関係者間の連携と統一した指導 ・母乳懇談会 
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（３）親子健康訪問 
 

ア 現状と課題 

当市では、１か月児健康診査から４か月児健康診査までの間に育児不安を抱く保護

者が多く見られたことから、平成 13 年度から生後２か月頃の乳児を対象とした２か

月児訪問を開始し、子どもの健康状態の確認および母親の育児不安軽減に努めていま

す。 

平成 26年度においては、妊産婦・新生児訪問実施率は 78.0％、２か月児訪問実施

率は 86.3％となっています。新生児・２か月児のどちらも訪問できなかった親子は

月１名程度ですが、４か月児健康診査までの間にこんにちは赤ちゃん訪問で家庭児童

相談員が家庭訪問を実施しており、出生後から４か月児健康診査までの訪問率は

99.3％となっています。未実施となった家庭についても、継続して状況把握を行い、

母子の孤立防止のための支援が必要です。 

 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

生後４か月までの訪問率     99.3％ 100％ 
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ウ 取組の方向性 

（ア）訪問指導の充実 

・妊産婦・新生児訪問、２か月児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問により、乳児

の成長発達の観察及び異常の早期発見、早期対応を図ります。 

・母親の精神面・身体面の観察を行うとともに、育児指導や情報提供などを行

い、育児不安の軽減や虐待予防に努めます。 

（イ）訪問指導事業に関する情報提供の充実 

・訪問事業を知らず、どこにも相談することができずに閉じこもりがちになっ

てしまうケースを防ぐため、ホームページやパンフレット、母子健康手帳交

付時、各種教室等を通じて、事業の情報について周知し、母子の孤立防止に

努めます。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 

・助産師による妊婦訪問 

・身体面や精神面に不安を抱える妊婦に対す

る保健師による訪問 

・特定妊婦等に対する訪問 

・妊婦訪問 

産褥期 

・保健師、助産師による産婦訪問 

  産後１か月未満の希望者 

  生後２か月頃の乳児を持つ初産婦と希望者 

・身体面や精神面に不安を抱える産婦に対す

る保健師による訪問 

・産婦訪問 

・必要時、随時家庭訪問 

乳児期 

・助産師による新生児訪問（生後１か月未満

の希望者） 

・保健師による２か月児訪問 

・継続的支援が必要な子どもへの保健師によ

る訪問 

・新生児訪問 

・２か月児訪問 

・必要時、随時家庭訪問 

幼児期以降 
・継続的支援が必要な子どもへの保健師によ

る訪問 
・必要時、随時家庭訪問 
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（４）乳幼児健康診査 

 

ア 現状と課題 

 乳幼児健康診査は、疾病の早期発見や健康の保持増進を目的に実施しています。ま

た、受診率も高いことから、子育て支援の場としての機能も求められています。特に

近年は、発達障がいなどの気になる子どもへの支援、育児不安の軽減や児童虐待の予

防のための保護者への支援も、重要な目的の一つになっています。 

当市では、乳幼児健康診査を個別（医療機関委託）健康診査（１か月児・６か月児

健康診査）と集団健康診査（４か月児・10か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査）

の２つの方式で実施しています。 

 集団健康診査は、高い受診率で推移しています。未受診者の中には、継続的な支援

を必要とする乳幼児や保護者もおり、未受診者の把握と受診勧奨の充実を図ることが

課題です。 

 乳幼児健康診査の結果、乳児では運動機能の発達異常や形態異常が多く、幼児では

精神発達異常、視覚や聴覚などの感覚器の所見が多くなっています。保護者への健康

診査結果の丁寧な説明と、精密検査が必要になった乳幼児については、その後の受診

状況の把握と受診指導も重要です。 

 当市での乳幼児健康診査では、医師のほか、保健師、助産師、看護師、栄養士、保

育士、健康運動指導士や家庭児童相談員等が従事し、そこで把握された疾病への対応

のほかに、保護者の育児不安や悩みの相談に応じたり、子育て支援に関する情報の提

供も行っています。今後も乳幼児健康診査としてのスクリーニング機能の向上と、保

護者への育児支援の充実を図っていくことが課題です。 

 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

４か月児健康診査受診率 98.6％ 99％以上 

10 か月児健康診査受診率 95.9％ 99％以上 

１歳６か月児健康診査受診率 99.6％ 99％以上 

３歳児健康診査受診率 99.0％ 99％以上 

健康診査満足度 

※「満足している」「やや満足して

いる」と答えた割合 

89.2％ 95％ 
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ウ 取組の方向性 

（ア）乳幼児健康診査の充実と受診率の向上 

・乳幼児健康診査の充実と、乳幼児健康診査受診率の向上に努めます。 

（イ）未受診者への対応の強化 

   ・未受診の理由を把握し、受診勧奨に努めます。 

（ウ）保護者支援の充実 

   ・保護者の育児不安の軽減と、虐待防止を目的に、子どもとの愛着形成を図れ

るように支援します。 

（エ）健康診査後の継続的支援の充実 

   ・継続的な支援が必要と判断された親子については、家庭訪問や園訪問、関係

機関との連携によって、継続的な支援に努めます。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

０～３歳 
・乳幼児健康診査の実施と推進 

・未受診理由の把握と受診勧奨 

・１か月児健康診査 

・４か月児健康診査 

・10か月児健康診査 

・１歳６か月児健康診査 

・２歳児歯科健康診査 

・３歳児健康診査 

４～６歳 ・健康診査後の継続的な支援 

・家庭訪問 

・園訪問 

・関係機関との連携 

保護者 
・保護者支援の充実 

・継続的な支援が必要な保護者への支援 

・乳幼児健康診査 

・家庭訪問 
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（５）発達支援 

 

ア 現状と課題 

発達障がいの可能性のある子どもを早期に発見し、適切な支援につなげていくこと

はその後の成長にとって重要です。市では、就園後の集団生活の中で初めて発達障が

いの特性が見えてくる子どもが多いため、平成 24 年度から５歳児（年中児）発達相

談会を実施しています。相談会の実施により、保護者や保育者の発達障がいに対する

理解が深まってきています。また、早期支援や切れ目のない発達支援にも役立ってい

るため、今後も継続する必要があります。 

発達障がいという言葉の意味を「知っている」親の割合は、平成 21 年度と比較し

て、どの年代でも 30 ポイント以上増加しました。また、発達支援センターめだか園

やひすいの里総合学校を「知っている」割合も増加しており、この５年間で発達障が

いに対する理解が進んだと考えられます。しかし、国の「知っている」67.2％と比べ

ると市は低く、今後も発達障がいに対する理解を広める必要があります。保護者が抵

抗感なく相談や支援を受けることができる支援体制や市民に発達障がいに対する正

しい理解を普及啓発するなどの環境づくりも課題です。 

 

 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

発達障がいという言葉の意味を知って

いる親 

※「知っていて意味も理解している」

と答えた割合 

０～３歳       48.6％ 80％ 

４～６歳       58.6％ 80％ 

小学生（低学年）   55.3％ 80％ 

小学生（高学年）   57.1％ 80％ 

中学生        52.7％ 80％ 

高校生        60.4％ 80％ 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）早期の気づきのための健康診査・相談体制の充実 

・乳幼児健康診査等の機会を活用し、発達障がいが疑われる子どもの早期発見

に努めます。 

・発達障がいに関する情報を分かりやすく提供し、保護者や周囲の人が早い時  

期から子どもの発達特性に気づくことができるよう支援します。 
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・保護者の気持ちに寄り添い、必要に応じて抵抗感なく相談や支援が受けられ

るよう努めます。 

（イ）療育支援体制の整備 

   ・運動及び精神機能の発達に対する専門医等の相談が受けられるよう、県や専

門機関と連携し支援体制の整備に努めます。 

   ・発達支援センターめだか園を中核とした支援・相談体制の整備に努めます。

また、研修会や巡回園訪問等の実施により、支援者の資質向上に努めます。 

（ウ）連携と一貫した支援 

   ・発達段階に応じた、切れ目のない一貫した支援が受けられるよう、幼稚園・

保育園、学校等の関係機関と連携します。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

共 通 
・発達障がいについての知識の普及と相談・支

援体制の充実 

・市民向け講演会 

・広報やホームページの 

活用 

０～６歳 

・乳幼児健康診査及び発達相談・支援の充実 

・発達障がいの特性と対応に関する知識の普及 

・発達支援センターめだか園を中核とした支

援・相談体制の充実 

・療育相談（専門医師の相談）の効果的な利用 

・就園児に対する家庭・園・療育関係者が連携

した支援の充実 

・乳幼児健康診査 

・５歳児発達相談会 

・めだか園ことばとこころ

の発達相談 

・療育相談（県の主催） 

・巡回園訪問 

・ペアレントトレーニング 

・相談支援ファイルの活用 

小学生 

中学生 

高校生 

・発達障がいの特性と対応に関する知識の普及 
・ペアレントトレーニング 

・相談支援ファイルの活用 
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（６）歯科保健の推進   

 

ア 現状と課題 

健康な身体づくりには、歯や口腔の状態が深く関係していると言われています。乳

幼児期から歯や口腔の健康を保つことは、生涯に渡り、健やかで、心豊かな生活を送

ることにつながります。親子・家族で正しい生活習慣と歯みがき習慣を身に付けるこ

とが大切です。 

３歳児及び小中学生のむし歯は減少し、むし歯のない子の割合は増加しています。 

また、一人平均むし歯本数もそれぞれの年齢で目標値を達成しました。 

おやつは、スナック菓子やチョコ、あめなどの甘い菓子を摂取する割合が多い状況

です。「１日１回以上食べる」割合が１歳６か月児では 68.2％、３歳児では 83.5％と

なっています。年中児がよく食べるおやつは、「チョコ、あめ、グミ」が 67.4％、「ス

ナック菓子、ビスケット」が 60.7％です。また、「仕上げみがきをする」割合は、１

歳６か月児では 74.9％、３歳児では 82.2％、年中児では 84.6％となっています。乳

幼児の歯の健康保持のために、食習慣の改善や口腔内清掃等の効果的な手法を習得す

る必要があります。 

年中児の歯科医院への受診は、「健康診査等で指導を受けた時に連れて行く」が

61.4％と最も多く、「気になることがなくても定期的に連れて行く」は 8.8％です。

歯や口腔内の問題について、いつでも相談できるように、かかりつけ歯科医をもつ必

要があります。 

 

３歳児歯科健康診査結果（母子保健事業報告） 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

むし歯のない子の割合 

３歳児        86.7％ 90.0％ 

小学生        92.2％ 95.0％ 

中学生        76.0％ 80.0％ 

１人平均むし歯本数 

３歳児        0.48 本 0.30本 

小学生        0.14 本 0.10本 

中学生        0.58 本 0.30本 

フッ化物洗口率 

幼保育園       95.3％ 98.0％ 

小学生        97.3％ 98.0％ 

中学生        96.2％ 98.0％ 

おやつに菓子類を摂取する割合 

（歯科保健計画の指標） 

１歳６か月児健康診査 

 H24 68.2％ 

 

減少   

３歳児健康診査 

H24 61.9％ 
減少   

４歳児（年中児）    －  減少 

毎日の仕上げみがき実施率 

（歯科保健計画の指標） 

３歳児健康診査  

H24  82.2％ 

 

85.0％ 

４歳児（年中児）    －  増加 

 

ウ 取組の方向性 

（ア）家族ぐるみで正しい生活習慣と歯みがき習慣の定着 

・子どもが正しい生活習慣と歯みがき習慣を身に付けるために、家族ぐるみで

良い習慣の実践ができるよう、引き続き支援します。 

（イ）妊娠期及び乳幼児期における歯と口腔の健康に対する意識の啓発 

・妊娠中の歯科健康管理は重要です。母子健康手帳の交付をスタートにあらゆ

る機会をとらえて、歯や口腔の健康、歯周疾患に対する意識の啓発を図りま

す。また、妊婦歯科健康診査の実施に向けて取り組みます。 

・乳幼児健康診査、歯科健康診査、健康教室等を通じて、歯と口腔の健康に対

する意識の啓発を行います。またブラッシングの方法を伝え、歯みがき習慣

の定着をはかるとともに、おやつの与え方などの相談や指導に努めます。 

・歯科健康診査の結果に基づいて、必要な精密検査、予防処置及び定期的な受

診を勧奨します。 
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・保育園、幼稚園における歯科健康診査の結果を保護者に情報提供すると共に

歯科保健指導の充実に努めます。 

・歯質強化のため、フッ化物塗布及び洗口を推進します。 

（ウ）学童期、思春期における歯と口腔の健康に対する意識の啓発 

   ・歯科健康診査、健康教室等を通じて、歯と口腔の健康への関心を高め、正し

い知識の普及に努めます。また、生涯を通じて正しい生活習慣が実践できる

能力の向上を図ります。 

   ・歯科健康診査の結果に基づいて、必要な精密検査、予防処置及び定期的な受

診を勧奨します。 

   ・歯質強化のため、フッ化物洗口を推進します。 

 

エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 
・母子健康手帳交付時から歯・口腔の健康に

対する意識の啓発・知識の普及 

・母子健康手帳交付時面接 

・マタニティスクール 

０～３歳 

・歯科健康診査の推進 

（１歳６か月児、２歳児、３歳児） 

・歯科保健指導と個別相談の実施 

（２歳児歯科健診時に医師講話を実施など） 

・フッ化物塗布の推進 

・歯科健康診査 

・歯科保健指導と個別相談 

・フッ化物塗布 

４～６歳 

・歯科健康診査の推進 

・歯科保健指導 

・フッ化物塗布及び洗口の推進 

・歯ごたえのある料理やおやつの提供 

（保育園・幼稚園給食） 

・定期的な受診の勧奨 

・歯科健康診査 

・むし歯予防健康教室 

・フッ化物塗布及び洗口 

・カミカミ給食の日 

小学生 

中学生 

・歯科保健指導 

・フッ化物洗口の推進 

・定期的な受診の勧奨 

・歯ごたえのある料理の提供 

（小中学校給食） 

・歯科健康診査 

・歯科保健指導 

・歯の衛生週間 

・保健だよりの発行 

・カミカミ給食の日 
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（７）予防接種の推進 

 

ア 現状と課題 

近年、定期予防接種の種類が追加され、多くの予防接種を適切な時期に受ける必要

があることから、保護者の予防接種に対する関心が高まっています。一方、受ける順

番、回数、間隔などが複雑になっており、予防接種スケジュールをたてにくいと感じ

ている保護者も多い状況です。 

ＢＣＧは、平成 25 年度から集団接種が個別接種に切り替わり、二種混合は、対象

者を学年単位から対象年齢に設定変更したことから、接種率が下がっています。日本

脳炎が平成 22年度から接種再開されていますが、接種率は 30％前後を推移していま

す。 

ヒトパピローマウイルス感染症については、平成 25 年度に定期接種に追加されま

したが、ワクチン接種後の痛みや運動障害を起こすケースがみられたことから、積極

的接種勧奨が差し控えられています。 

保護者が予防接種に対する理解を深められるよう、予防接種の効果や副反応に対す

る正しい知識の普及啓発及び未接種者への接種勧奨の強化が課題です。 

 

イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

予防接種率 

Hib(ヒブ)感染症         87.5％ 95％以上 

小児肺炎球菌感染症        86.5％ 95％以上 

四種混合            92.0％ 95％以上 

ＢＣＧ             88.7％ 95％以上 

麻しん風しん混合第 1 期     97.9％ 

麻しん風しん混合第２期     96.8％ 

現状維持 

現状維持 

水痘              61.2％ 95％以上 

二種混合            55.0％ 95％以上 

日本脳炎            29.5％ 95％以上 

ヒトパピローマウイルス感染症   1.6％ 95％以上 
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ウ 取組の方向性 

（ア）積極的な情報の提供 

・予防接種に関する情報は、妊娠中から提供し、出産後の予防接種を円滑に実

施できるよう支援します。 

・新生児訪問及び２か月児訪問の際に、生後２か月からの予防接種の紹介等を

行い、標準的な接種時期を逃さないための情報提供に努めます。 

・４か月児健康診査受診者に、予防接種の目的、効果、副反応及び生後５か月

以降の予防接種の受け方等を集団指導し、予防接種についての個別相談に応

じるなど正しい情報提供に努めます。 

・おしらせばんやホームページに予防接種の情報を掲載します。 

（イ）接種率の向上 

・感染症の流行を抑制する効果が大きいと言われている 95％以上の接種率を 

確保するよう努めます。 

・個人通知を行い、標準的な接種時期に接種できるように努めます。 

・未接種者には、定期接種年齢を超えないように、適切な時期にあらゆる機会

を捉えて接種勧奨に努めます。 

・未接種者の状況を定期的に把握して、個別の状況に対応した接種勧奨に努め

ます。 

・流行している感染症の情報を提供し、未接種者に早めの接種を勧奨します。 
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エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 ・予防接種の必要性等に関する情報提供 ・マタニティスクール 

産褥期 

・予防接種の受ける時期、接種間隔等に関する

情報提供 

・接種勧奨 

・出生届出時の資料提供 

・新生児訪問 

・２か月児訪問 

０～６歳 

・接種年齢時期にあわせた個人通知の発送 

・４か月児健康診査受診者への予防接種の集団

指導 

・未接種者への接種勧奨の実施 

・乳幼児健康診査受診者の接種状況の確認及び

接種勧奨の実施 

・就学時前健康診査時期の接種勧奨の実施 

・乳幼児健康診査 

・２歳児歯科健康診査 

小学生 

・日本脳炎２期及びジフテリア破傷風混合予防

接種の個人通知の発送 

・日本脳炎特例対象者に対する接種勧奨 

・未接種者への接種勧奨 

 

中学生 

高校生 

・ヒトパピローマウイルス感染症の情報提供及

び接種再開時の接種案内 

・日本脳炎特例対象者に対する接種案内及び接 

種勧奨 

・未接種者への接種勧奨 
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４ みんなで育てよう糸魚川の子ども 

 

「親子の愛着形成」と「温かい心でしつけること」は、家庭での子育ての土台とな

る重要な要素です。子どもは親との愛着形成を通して、心が発達していきます。それ

により、自分に自信をもつことができる自己肯定感の育成や社会性の基礎が形成され

ていき、良い生活習慣の形成にもつながっていきます。当市では、２か月児訪問や乳

幼児健康診査、健康教室などの機会をとらえ、乳幼児期からの積極的な愛着形成及び

温かい心によるしつけの推進に努めています。子どもだけでなく、親子・家族・地域

での取組を進めていくことが今後の課題となっています。 

 

（１）愛着形成の推進 
 

ア 現状と課題 

 愛着形成が家庭での子育ての土台となることから、当市では、乳幼児期からの積極

的な愛着形成の推進に努めています。 

親子保健計画評価アンケートの結果では、子どもに関心をもって子育てをしている

親の割合は増加しており、親子で向き合う機会は増えています。一方で、子どもとの

接し方で不安や悩みを抱える親も増加傾向にあることから、０～３歳の子育てのスタ

ート時期での親子の愛着の土台づくりが課題となっています。 

小学生、中学生は、赤ちゃんとのふれあい体験を通して、命を大切にする心や他人

を認め尊重する心の育成に努めています。また、性教育を通して、正しい性の知識に

より自分を守れる子どもの育成を推進しています。今後も継続して豊かな人間関係を

築く取組や正しい性知識の啓発が必要です。 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

市の親子保健事業満足度 

※「満足している」「やや満足して

いる」と答えた割合 

妊産婦健診費用助成   86.9％ 90％ 

乳幼児健診       89.2％ 90％ 

健康教室        64.7％ 70％ 

子育てのストレスを解消できてい

る親 

０～３歳      母  71.2％ 

                   父 48.0％ 

80％ 

60％ 

小学生（低学年）   母  70.6％ 

          父 46.1％ 

80％ 

60％ 

小学生（高学年）   母  72.2％ 

          父 45.6％ 

80％ 

60％ 

子育てをして楽しいと感じている

親   

０～３歳      母  71.7％ 

                   父 59.9％ 

80％ 

70％ 

４～６歳      母 69.2％ 

          父 60.5％ 

80％ 

70％ 

小学生（低学年）  母  56.3％ 

父  58.0％ 

60％ 

60％ 

小学生（高学年）   母  54.9％ 

          父 46.2％ 

60％ 

60％ 

子どもに関心を持って子育てをし

ている親 

中学生の親       89.0％ 90％ 

高校生の親       82.6％ 90％ 

家族で子育てについて話をする親 

※「毎日話す」「時々話す」と答え

た割合 

０～３歳の親      98.3％ 100％ 

４～６歳の親      98.8％ 100％ 

小学生（低学年）の親  95.9％ 98％ 

小学生（高学年）の親  94.3％ 98％ 

中学生の親       97.6％ 98％ 

高校生の親       94.7％ 98％ 

自分には、よいところがあると思

っている子 ※ 

小学６年        78.3％ 80％ 

中学３年        72.4％ 80％ 

※全国学力・学習状況調査（H26 年度）より評価 
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(第二次親子保健計画評価アンケート) 

ウ 取組の方向性 

（ア）発達段階に即した愛着形成の推進 

・お手伝いなど、発達段階に即した愛着形成を推進します。 

・母乳育児、おんぶ、抱っこや寝かしつけ、絵本の読み聞かせ、じゃれつき遊

びなど親子の絆を実感できる具体的な方法を啓発するとともに、気軽に相談

できる体制づくりに努めます。 

（イ）家族の信頼関係の大切さを啓発 

・家族が尊敬し、信頼しあえることが、愛着形成を図るために大切ということ 

を啓発していきます。 

（ウ）正しい性知識の普及啓発 

・命を大切にし、他人を認め尊重する子ども、性の問題に対して、適切な意思

決定とよりよい行動を選択できる子どもを育成するため、正しい性知識の普

及啓発に努めます。 
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エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

妊娠期 

保護者 
・妊娠中から愛着形成の重要性を啓発 

・母子健康手帳交付時 

面接 

・マタニティスクール 

・パパマママタニティ 

スクール 

０～３歳 

・家庭でのふれあいの推進 

・抱っこ、おんぶ、母乳育児の推進 

・家庭でのじゃれつき遊びの推進 

・絵本の読み聞かせの推進 

・２か月児訪問 

・乳幼児健康診査 

・すくすく赤ちゃん広場 

・子育て支援センターで

の支援 

４～６歳 

・家庭でのふれあいの推進 

・園、家庭でのじゃれつき遊びの推進 

・絵本の読み聞かせの推進 

・健康教室 

・生活リズム改善事業 

小学生 
・家庭でのふれあいの推進 

・命や他人を大切にする心の育成 

・生活リズム改善事業 

・赤ちゃんふれあいスク

ール 

中学生 
・命や他人を大切にする心の育成 

・正しい性知識の普及啓発 

・生活リズム改善事業 

・赤ちゃんふれあいスク

ール 

・正しい性教育普及事業 
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（２）温かい心によるしつけの推進 

 

ア 現状と課題 

子どものしつけや社会性の発達においては、子育て世代だけでなく、家族や地域全

体で支え合うことが必要となっています。核家族化に伴い、家族だけで支え合うこと

が難しい家庭も増えていることから、企業との連携も含め、地域全体で支える環境づ

くりを進めていくことが今後の課題です。 

親子保健計画評価アンケートの結果では、自分や他人の子をほめる親は増加傾向と

なっており、ほめることの大切さは浸透してきています。また、子どもに身につけて

欲しいことについては、０～18歳のどの年齢においても共通して、第１位が「挨拶・

礼儀」、第２位が「他人とのコミュニケーション能力」でした。挨拶ができる子ども

の割合は、小学生で半数程度となっています。家庭で良い見本を示せていないことも

多く、地域全体で子どもの社会性を高めていくことが必要となっています。 

他人とのコミュニケーションにおいては、電子メディアとの関わり方の見直しも含

め、地域とのつながりを大切にし、コミュニケーション能力を高めていくことが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (第二次親子保健計画評価アンケート) 
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イ 平成 35年度の目標 

評価指標 平成 26年度の現状 平成 35年度の目標値 

１日１回は自分の子をほめる親 

※「ほめる」「時々ほめる」と答えた割

合 

     93.8％ 100％ 

他人の子をほめる親 

※「ほめる」「少しほめる」と答えた割

合 

４～６歳の親     96.6％ 100％ 

自分の子が他人に迷惑をかけている時

注意できる親 
98.6％ 100％ 

他人の子を注意できる親 

※「できる」「すこしできる」と答えた

割合 

４～６歳の親     79.8％ 90％ 

近所の人に挨拶できる子 

４～６歳       44.9％ 70％ 

小学生（低学年）   44.7％       70％ 

小学生（高学年）   54.9％ 70％ 

中学生        62.5％ 70％ 

高校生        73.0％ 80％ 

 

ウ 取組の方向性                

（ア）ほめることとしつけの推進 

・ほめることの大切さを啓発し、親子の自己肯定感の育成に努めます。 

・愛着を土台とした優しい中にも厳しさのあるしつけなど、親子の絆づくりを

推進します。 

（イ）社会性・コミュニケーション能力の育成 

・友達や地域の人に挨拶ができ、コミュニケーションがとれるよう、子どもの

基本的な礼儀や気持ちを伝えあう力の育成を図ります。 

・日常生活場面での規範意識や善悪を判断する力の育成に努めます。 

・自分の命を大切にする心や他人を思いやり、尊重する心の育成に努めます。 

（ウ）地域による社会ルール・規範意識の育成 

・親子で参加できる地域行事の開催や地域ぐるみのあいさつ運動などで、地域

全体で子どもの社会性・道徳性の基礎づくりに努めます。 
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エ 具体的な取組 

年代階層別 主な取組内容 主な関連事業 

０～３歳 

・ふれあい、会話による愛着形成としつけの 

推進 

・身近な人との関わりを通した信頼感の育成 

・乳幼児健康診査 

・健康教室 

・子育て支援センターで

の支援 

４～６歳 

・挨拶ができるコミュニケーション能力の育 

 成 

・「ほめる」ことを大切にした自己肯定感の育 

成 

・規範意識の育成 

・生活リズム改善事業 

・健康教室 

・子育て支援センターで

の支援 

小学生 

中学生 

・挨拶や気持ちを伝えあう力の育成 

・規範意識や善悪を判断する力の育成 

・「ほめる」ことを大切にした自己肯定感の育

成 

・命や他人を大切にする心の育成 

・生活リズム改善事業 

・赤ちゃんふれあいスク

ール 

保護者 

・家庭での親子の絆づくりの支援 

・「ほめること」と「しつけること」のバラン

スのとれた関わりへの支援 

・乳幼児健康診査 

・健康教室 

・子育て支援センターで

の支援 

地域 ・温かい挨拶が交わされる地域づくりの推進 
・地域ぐるみのあいさつ

運動 
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