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２０　出産や
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2016（平成28年）年度　事業

思春期教室、妊婦教室、こん
にちは赤ちゃん訪問などの子育
て支援事業は「リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツ」の概念に
従い、生涯にわたり個人が尊重
されるこころと体の健康づくりを
めざして取り組みました。

思春期教室・妊婦教室・こんに
ちは赤ちゃん訪問などの保健
事業全般の機会を通じて「リプ
ロダクティブ･ヘルス／ライツ」の
概念に従い、生涯を通じて個
人の意志が尊重されるこころと
身体の健康づくりに取り組みま
す。

すべての学校において、「道
徳」「保健」「総合的な学習の
時間」などの時間を通して、「生
命の誕生」「生命の尊重」を
テーマとした学習を実施しまし
た。一人ひとりはかけがいのな
い存在であるということを学習
することができています。

生命の誕生、生命の尊重を
テーマとした学習を実施しま
す。

48

リ プ ロ ダ ク
ティブ・ヘル
ス ／ラ イ ツ
の浸透

リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツについての情報提供、普及
啓発を進めます。学校において
は、一人ひとりはかけがえのな
い存在であるという観点の「生
命の誕生」「生命の尊重」の学
習を進めます。

学校教育課

健康推進課

近隣の医療機関の専門外来に
ついての情報提供を行います。

専門外来の
情報提供

地域医療連携室に看護師１名
と社会福祉士２名を配置して
行っている医療相談において、
問い合わせがあれば速やかに
情報提供できるよう近隣医療
機関の女性専門外来の情報
収集を行います。

生命の誕生、生命の尊重を
テーマとした学習を実施しま
す。

看護師１名と社会福祉士2名
の３名体制で医療相談を実施
しています。女性専門外来につ
いては、問い合わせがあればそ
の特徴等に基づき専門の医療
機関情報等、詳細な情報を提
供します。

思春期教室、妊婦教室、こん
にちは赤ちゃん訪問などの切れ
目のない子育て支援事業時に
リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ」の概念に従い、生涯にわた
り個人の意志が尊重されるここ
ろと体の健康づくりをめざして取
り組んでいきます。

近隣の医療機関における女性
専門外来の情報提供を行いま
す。
電話相談・健康相談・健康づく
り出前講座などの機会を通じて
個別対応をします。
更年期障害などの相談時に女
性専門外来についての情報を
提供しています。
健康づくりイベントにおいて｢女
性の健康相談コーナー｣を設け
ます。
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上野総合市
民病院医療
事務課

健康推進課

各種相談の場面で、専門外来
などの必要な情報提供をし、相
談者の健康管理や不安の軽減
に努めます。また、健康づくり教
室において女性の健康相談
コーナーを設けます。

女性特有の病気治療について
の情報提供を行なうことで、安
心して専門外来を受診できる
環境づくりに努めました。最新
の情報収集を継続し、相談発
生時には迅速に対応できる体
制の確保が重要と考えていま
す。

11月30日に実施した健康づく
り教室「丸之内はかり処」におい
て女性の健康相談等を実施し
ました。（参加者32人）

２１　男女の
性差に応じ
た医療・相
談の充実
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Ａ

B

健康推進課

主任級職員及び新規採用職
員等を対象としたメンタルヘル
ス研修会を実施します。　　開
催予定回数　各1回
仕事に関することや家庭の問
題など職員個人の幅広い悩み
などを解消するため、外部の臨
床心理士による「こころの健康
相談室」を月2回開催します。
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こ こ ろ の 健
康づくりに関
する啓発及
び支援体制
の整備

こころの健康づくりの重要性を
理解し、推進していくための機
会を提供します。また、専門機
関と連携し、相談窓口を設置
するなど支援体制に整備に努
めます。

主任級職員及び新規採用職
員等を対象としたメンタルヘル
ス研修会を実施します。
開催予定回数　各1回
仕事に関することや家庭の問
題など職員個人の幅広い悩み
などを解消するため、外部の臨
床心理士による「こころの健康
相談室」を月2回開催します。
また、昨年度に引続き、女性臨
床心理士による「こころの健康
相談室」を開催します。

下記の研修を実施しました。
[研修名、月日、受講者数（内
女性）]
◆独自研修（人事課主催）
・メンタルヘルス研修（新規採
用者）
4月5日、50名（26名）
・メンタルヘルス研修（主任級
対象）
12月6日、58名（22名）
◆三重県市長総合事務組合
・メンタルへルス研修
◆こころの健康相談室を月２回
開催しました。
・年間23回実施　延べ81枠の
相談がありました。
・平成28年度から、女性職員
を対象に女性臨床心理士によ
るこころの健康相談室を２回開
催しました。

こころの健康づくり大学を開催
ます。(上野病院共催）
実施期間：5月～2月
実施回数：4回

こころの健康づくりに関する教
室を開催し「こころの健康」につ
いての知識を習得する機会を
提供します。また、自殺予防対
策事業として、自殺予防週間
などの各種事業や機会を通じ
て「こころの健康づくり」の啓発
を実施します。

人事課

○こころの健康づくり教室を開
催しました。(上野病院共催）
実施期間：5月～2月
実施回数：4回
参加者数：延139人
上野病院共催

〇自殺予防週間及び月間の
啓発を行いました 。
時期：9月12日、3月1日
内容：9/12　啓発物品（ウェッ
トティッシュなど）500個を配布
し啓発をしました。
自殺予防月間事業3/1普及物
品（啓発用トイレットペーパーな
ど）500個配布し啓発

２２　こころの
健康支援
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Ｂ

子宮がん
25.5％
乳がん
25％

子宮がん
25.5％
乳がん
25％

子宮がん
28％
乳がん
28％

子宮がん
18.7％
乳がん
20.1％

Ｃ

Ｂ

学校教育課

学校におけ
る健康教育
の充実
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52

ラ イ フ ス
テージに応
じた健康診
断と健康相
談の充実

健康推進課

妊娠・出産期、更年期など、そ
れぞれのライフステージを健や
かにすごすための健康診断、
健康相談を充実させます。

生涯を通じて、健康の保持･増
進のため、各ライフステージに
応じ、「自分の健康は自分でつ
くる」ことを目指し、各種保健事
業（各種検診、健康相談、健
康教室など）を展開します。健
康づくりイベントにおいて女性の
健康相談コーナーを実施しま
す。

思春期における心とからだの成
長や食に関する学習を実施し
ます。

すべての学校で、思春期にお
けるからだと心の健康問題に対
応する健康教育を行います。
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男性に対し、女性の妊娠・出産
期の負担について理解する機
会を提供し、男性の育児参加
を促します。

健康推進課

生涯を通じて、健康の保持･増
進のため、各ライフステージに
応じ、「自分の健康は自分でつ
くる」ことを目指し、各種保健事
業（各種検診、健康相談、健
康教室など）を展開します。

女性特有の
がん検診受
診率

男性の育児参加を促すため
に、妊婦教室を休日に開催し、
できるだけ夫婦同伴での参加
を勧めます。また、母子健康手
帳発行時や各種母子保健事
業開催時などの機会を通じて、
出産や育児に関する男性の理
解を呼びかけます。
実施予定回数：4回
参加者数(組）：60組

思春期における心とからだの成
長や食に関する学習を実施し
ます。

妊婦教室を休日に開催し、妊
娠・出産・育児について男性の
理解や参加を促すために、でき
るだけ夫婦同伴での参加を勧
めます。また、母子健康手帳発
行時や各種母子保健事業開
催時などの機会を通じて、出産
や育児に関する男性の理解を
呼びかけます。
実施予定回数：4
参加者数(組）：60

生涯を通じて、健康の保持・増
進のため健康づくり事業を展開
しました。
・妊婦教室（妊婦51人、家族
53 人 ） 、 １ 歳 ６ か 月 児 健 診
（696人）、３歳児健診（682
人）、２歳児相談（156人）他各
種健康診査や健康相談、家庭
訪問などの機会に個別相談を
実施し必要に応じて各機関との
連携を図り健康の自己管理を
推進しました。

「ウエルカムベビー教室」両親
学級に男性の参加を促して妊
娠・出産・育児への理解を推進
しました。
開催回数：４回
参加者数（組）：51組

すべての学校において、小学
校低学年から、「保健」「特別
活動」「道徳」等の時間を活用
し、心とからだの成長や食に関
する学習を実施しました。「心
身の健康の保持増進」「学校に
おける食育の推進」等の健康
課題に対応するための健康教
育の一層の充実を行います。

２３　思春
期・更年期
の健康支
援、母子保
健の充実

妊娠・出産
期に関する
男性の理解
の促進
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Ｂ
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発達段階に
応じた性教
育の実施

学校教育課

すべての学校において、発達
段階に応じた年間指導計画を
作成し、性教育を推進します。

年間指導計画を作成し、発達
段階に応じた性教育を実施し
ます。

発達段階に応じた自尊感情を
確立し、性に関する教育を実
施します。

医師会等の関係機関と連携
し、性教育を実施します。

「保健」「特別活動」「道徳」等
の時間に発達段階に応じた性
教育を実施しました。年間指導
計画に基づいた正しい性に関
する学習の充実につながって
います。また今後も、発達段階
に応じた教材の研究に努めま
す。

すべての学校で発達段階に応
じて性教育を実施しています
が、保健師や助産師等と連携
することが課題です。

すべての学校において、発達
段階に応じた自尊感情の確立
と性の理解を促す教材、カリ
キュラムの研究を進めます。

学校教育課

発達段階に応じた自尊感情を
確立し、性に関する教育を実
施します。

学校教育課

医師会等の関係機関と連携し
て、性感染症や心の問題に対
する正しい理解の浸透を図りま
す。

養護教諭と連携しながら、児童
生徒の性に関する認識の状況
を把握しています。また、教職
員が共通理解を図りながら、年
間指導計画を作成し、発達段
階に応じた性教育を実施しまし
た。

２３　思春
期・更年期
の健康支
援、母子保
健の充実

医師会等の関係機関と連携
し、性感染症の学習を実施しま
す。

性 教 育 教
材、カリキュ
ラムの研究

年間指導計画を作成し、発達
段階に応じた性教育を実施し
ます。

55

56

関係機関と
連携した性
教育の推進

4


