
【様式1】
課名

■事業概要
事務事業名 事業コード ４０１０３ 施策コード 52222

基本目標名 新規継続 1新規 2継続 2
施策名 施策名（節） 単独補助 1町単独 2補助 1

施策内訳 政策一般 1政策事業 2一般 2
実施根拠 1 自治事務 1自治事務 2法定受託 1

6その他　→その他名称（
対象者

目的

内容

成果イメージ

■事業の実績
年度 22 23 24 25 26 合計

予算 財源内訳 国支出金 0 0
（千円） 県支出金 6,258 6,450 5,151 4,734 149 22,742

地方債 0
その他特定 10 10
一般財源 15,481 14,353 14,471 13,983 19,102 77,390

総事業費 21,739 20,803 19,622 18,717 19,261 100,142
職員数（人） 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

決算（千円） 21,331 20,413 19,100 21,502 82,346

1法令　2条例　3規則　4要綱　5計画

事業概要 妊産婦、乳幼児とその保護者等
妊産婦の健康管理の向上と育児不安の軽減等をめざし、切れ目のない支援を行
う、また未熟児や軽度発達障害児等を早期に支援することで、乳幼児の健やかな
成長・発達を促し、虐待等を予防する。
母子手帳の交付及び妊婦へのアンケートの実施。妊婦健康診査の実施。乳児家庭全戸訪問と産婦への産後うつ病予
防スケールの実施。乳幼児健康診査（4か月・１０か月・1歳6か月・2歳・3歳）と要支援児とその保護者への療育支援事
業や養育支援訪問事業、心理サポート、地区担当による訪問支援を行い、虐待等の早期発見と予防支援を行う。

乳幼児の健やかな成長発達と保護者の育児不安の軽減。未熟児や軽度発達障害
児等の早期介入と早期支援による成長・発達支援。育児不安や産婦や保護者のメ
ンタル支援による虐待予防が図れる。

第2節　保健・医療

健康増進課

母子保健事業費
第5章　保健・医療・福祉の充実

2保健事業の充実

1



【様式2】
■事務事業評価

基準・Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 目標・Ｈ27
指標1：名称

データ 186 177 165 162 180 170 190
算出根拠・
計算式
指標2：名称

データ 94.6 92.1 96.6 99.5 99.7 100
算出根拠・
計算式

1 目標を上回る （番号） （説明）

2 目標をほぼ達成

3 目標を下回る

4 目標を大幅に下回る

1 満足 （番号） （説明）

2 概ね満足

3 やや不満

4 不満

1 十分 （番号） （説明）

2 概ね十分

3 やや不十分

4 不十分

効率性 1 十分 （番号） （説明）

・費用対効果 2 概ね十分

・経済性 3 やや不十分

・手法 4 不十分

必要性 1 適切 （番号） （説明）

・住民ニーズ 2 概ね適切

・環境配慮 3 やや不適切

4 不適切

公平性 1 適切 （番号） （説明）

2 概ね適切

3 やや不適切

4 不適切

総合評価 1 拡大して実施 （番号） （説明）

・今後の方向 2 現状維持

3 事業規模・内容の見直し

4 事業の抜本的見直し

5 廃止または休止

■二次評価
総合評価 1拡大して実施 （番号） （説明）

・今後の方向 2現状維持

3事業規模・内容の見直し

4事業の抜本的見直し

5廃止または休止

2

4か月と１０か月児の乳幼児健康診査の合同実施による費
用効率の向上と、小児神経医・心理士・言語聴覚士・作
業・運動療法士等の配置による療育事業の質の確保を目
指している。

評価
・各項目ご
とに該当す
る評価を選
び番号を右
欄に記入
し、さらにそ
の右側の説
明欄に説明
を記入す
る。

達成度
★継続事業
のみ 2

母子手帳交付から始まる母子保健事業を切れ間ない支援を
めざした。未受診児の把握から要支援児やその保護者の把
握をし、虐待予防・育児不安の軽減、発達障害等の療育支援
に努めた。

住民満足
度
★継続事業
のみ

3

受診や相談しやすい態勢をめざしてきた為、乳幼児健康
診査の受診率、療育事業の利用率は向上している一方
で、住民からの意見や要望・苦情も受けるようになってい
る。

住民協働
度
★継続事業
のみ

2

受診や相談しやすい態勢をめざす。また乳幼児健診未受
診者や要支援児とその保護者の支援に対し健康管理シス
テムを活用し、きめ細やかな支援を行う。

見直し等
・対象
・手段・方法
・ねらい
・効率化
・経費

未熟児や医療依存度の高い児の出生の増加、多動・自閉傾向のある支援を必要とする軽度発
達障害児といった成長に支援をより必要とする児が増えているだけでなく、育児不安や経験不
足、産後うつや精神疾患を抱えた保護者等、支援を必要とする保護者も増えており、子育て支
援や療育、虐待予防等の支援の充実が課題となっている。健康管理システムを活用した要支
援児や保護者を把握、きめ細やかな支援を行うだけでなく、地域や医療機関・福祉機関・教育
機関、保育園・幼稚園、児童相談所、保健所等の関係機関との連携や、子育て支援課や福祉
介護課、教育委員会等の関係各課との協働を図り、切れめのない支援をめざす。また思春期
保健についても検討していく。

2

関係機関や関係各課との連携を図り、母子手
帳交付から始まる切れ目のない支援を実施し
ており、今後は思春期保健も検討に加えなが
ら、継続した取組を進めることが必要である。

2

母子手帳交付や乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査の
機会をとらえ一人一人にあった成長発達の確認や支援を
行う。またその後に必要な療育や虐待予防等の支援につ
ないでいる。

1

母子手帳の交付時面接や乳児家庭の全戸訪問、乳幼児
健康診査の全員通知を行う。要支援母子に対しての療育
支援を行う。母子保健事業は広報・保健事業計画で周知
している。

2

乳幼児健康診査の実施回数は出生数を勘案し決定。費用
対効果を考えつつ、乳幼児健診や養育支援訪問、療育支
援事業等の専門職配置を検討、母子保健事業の質を確保
する。母子の健やかな成長発達を支援し虐待予防を継続
して実施していく。

指標

妊産婦健診受診者数

妊産婦健診受診者数実績

乳幼児健診受診率

乳幼児健康診査受診児数÷乳幼児健康診査対象児数（％）

2


