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最近の乳幼児の口腔内における問題点
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う蝕の減少と軽症化が進む中での
幼児期の有病者率の増加

不正咬合の増加（口呼吸、低位舌）

口腔機能に問題を抱える子どもの増加
（口唇閉鎖力、食の問題）



う蝕の減少と軽症化が進む中での
幼児期の有病者率の増加

3平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

１歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳

1993年

1999年

2005年

2011年

出典：厚生労働省歯科疾患実態調査

(%)
う蝕の減少と軽症化

う蝕有病者率の年次推移

乳 歯



不正咬合の増加（口呼吸、低位舌）
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資料：厚生労働省歯科疾患実態調査（2011）より作図



子どもの食の問題
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資料：日本歯科医学会重点研究
(2015)より作図



年齢と歯の萌出時期に対応した口腔機能発達
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乳歯の生え始め

乳歯の

生え揃い

5か月頃
経口摂取
準備期

十分な母乳

スプーン飲
み口唇閉鎖

哺乳反射

指しゃぶり

舌突出

（舌の前後
的運動）

6か月頃
嚥下機能
獲得期

開口時の
舌尖固定

下唇内転

舌の蠕動
運動様運
動での食
塊移送

7か月頃
捕食機能
獲得期

顎・口唇の
随意的閉鎖

上唇での取
り込み（擦り
取り）

8か月頃
押しつぶし
機能獲得期

舌食べ

舌の上下運動

舌尖の口蓋皺癖への
押しつけ

口角の水平的動き
〈左右対称〉

歯ぐき食べ

舌の左右運動

左右非対称の口角
の引き

頬と口唇との協調
運動

顎の偏位

9-11か月頃
すりつぶし
機能獲得期

歯固め遊び

手づかみ遊び

手づかみ食べ

食器（食具）食べ

普通食一歩手前

12-18か月頃
〜自食準備期

〜3歳頃
幼児食
完成



健診時の口腔機能発達評価の目安
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離乳開始期

2歳頃

3歳頃

• 原始反射、とくに舌突出反射（固形物を舌で排除する）
が消失する生後５か月頃 離乳開始のサイン

• 口唇を閉じて食事（嚥下）できるかどうか

• 前歯でかみ切り奥歯ですりつぶすといった咀嚼がうま
くできているか

• 道具を使った食べ物の取り込みや、一口量の調節が
うまくできているか

4歳頃 • ぶくぶくうがいできるかどうか



フッ化物のう蝕抑制効果
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フッ化物（フッ素）とは

・フッ素は、自然界に広く分布している元素で、土の中や海水にも含まれる。

・毎日飲む水やほとんどの食品に含まれており、私たちの歯や骨、血液中や軟組織にも存在する。

・フッ素元素の陰イオン（F-）の状態にあるものを、フッ化物イオンまたはフッ化物という。

フッ化物によるう蝕抑制効果

１．歯の質を強くする
（エナメル質の耐酸性向上）

２．再石灰化・結晶性の向上を
助ける

３．口腔細菌の代謝抑制

糖

Ca
Ca

CaCa
酸

再石灰化

プラーク（歯垢）中の細菌が糖を取り込んで酸
をつくり、口腔内が酸性になると歯からカルシ
ウムが溶け出す（脱灰）。

Ca

Ca
Ca

Ca

唾液の働きで中性環境になると、
フッ化物などの働きで、カルシウ
ムなどが再び歯に戻る。

脱 灰

脱灰の状態が長く続くと、穴（う窩）
ができる。

う 蝕

歯の表面でみたう蝕、脱灰、再石灰化の関係



市区町村でのフッ化物応用の取り組み
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フッ化物歯面塗布の実施状況（平成25年度）
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フッ化物洗口

 市区町村では、主に、学校現場で、集団で実
施する方法を普及している。

 全国の幼稚園、保育所、小学校、中学校、特
別支援学校のうち、12,103施設（17.4％）で、
1,272,577人（10.4％）が洗口を実施している。
（平成28年3月現在）

フッ化物配合歯磨剤

 わが国で販売されている歯磨剤の約９割に
フッ化物が配合されている。

 市区町村では、主に、歯科健診や歯科相談
を行う際に、使用を推奨している。



年齢別 フッ化物の利用法
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乳歯が生えてき
たら
（8〜9か月頃〜）

前歯が生えそろっ
たら
（１歳頃〜）

乳歯列が完成し
たら
（３歳頃〜）

ぶくぶくうがいが
できるようになっ
たら
（４歳頃〜）

フッ化物配合歯磨
剤

・仕上げみがき時
の使用について
説明

・仕上げみがき時
の使用状況の確
認

・使用する歯磨剤
の量は切った爪
程度

・使用する歯磨剤
の量は５ mm以下

・うがいは１回程
度

フッ化物歯面塗布
・年に２～３回程
度、定期的に塗
布を行うよう説明

・定期的な塗布の
実施状況の確認

フッ化物洗口
・ぶくぶくうがいの
練習状況の確認

・フッ化物洗口の
う蝕予防効果を説
明



１歳6か月児および3歳児健診の受診率および
それ以外の年齢での歯科健診
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乳幼児歯科健診の受診率 歯科健診の実施状況（平成25年度）
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歯科健診の機会を利用した保健指導①
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生涯にわたって噛むことを主とした食べる機能の基礎構築
～多方面からの総合的な指導や助言（傾聴・共感）～

 歯の生える時期
➡ 生後8～9か月頃から生え始め、2歳半～3歳頃には乳歯

20本が生えそろうが個人差がある。（PP13章-6）

 歯みがきのポイント
➡ 仕上げみがきは保護者の困りごととして多い。

歯面清掃よりも健康意識・価値観の育成が重要である。
保護者の不安解消を促す。
歯ブラシによる事故防止を周知する。

 フッ化物の利用
➡ う蝕予防の効果・使用方法（PP5章4節-9）



歯科健診の機会を利用した保健指導②

13平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

生涯にわたって噛むことを主とした食べる機能の基礎構築
～多方面からの総合的な指導や助言（傾聴・共感）～

 食事・食べ方
➡ 味覚と食習慣の基礎となる時期である。

食材本来の味を覚え、3度の食事を基本としておやつが
影響しないようにする。
水分補給は甘くない飲み物にする。
噛まない、丸飲み、いつまでも口に入れている等食べ方
に不安を持つ保護者も多い。口腔機能の発達や歯の生え
方を確認し支援していく。
口唇閉鎖による鼻呼吸の獲得。

 指しゃぶり
➡ 保護者の困りごととして多い。3歳頃までは無理にやめ

させるのではなく、声かけや褒めながら様子を見ていく。



多数歯う蝕がある子どもと家庭への対応
他職種連携・地域連携
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 乳歯のう蝕は減少傾向にあるが、その要因はフッ化物応用や
生活習慣の他、保護者の収入や学歴等による影響も受け、健
康格差が存在することが知られている。

 2歳児歯科健診等、法定以外の歯科健診を利用し、多職種が
関与する育児支援や相談の場とすることもできる。

 歯科健診が、虐待を受けていると疑われる児の発見と支援に
つながることもある。

 幼稚園、保育園、認定子ども園等では、歯や口を題材に歯科
衛生士や住民ボランティアが巡回教室を実施している自治体
も多い。保健部門と地域の橋渡し役となることも期待できる。



う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業
評価に活用している市区町村
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市町村
中核市・政令
市・特別区

計

該当数 比率 該当数 比率 該当数 比率

活用できている 453 41.3% 38 58.5% 491 42.2%

活用できていない 583 53.1% 21 32.3% 604 51.9%

その他 62 5.6% 6 9.2% 68 5.8%

（n=1,163）

全国市区町村1,741か所都道府県保健所366か所、47都道府県の母子保健主管部（局）等を対象に、
2015年8月に実施。回答数（率）：市区町村1,172件（回答率67.3％）都道府県保健所218件（59.6%）、
都道府県39件（83.0%）



う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業
評価に活用している市区町村での活用内容
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3歳児健診受診者数 う蝕に対する事業評価の活用

1,000人以上 94 49.7%
500人～999人 69 43.1%
300人～499人 55 37.2%
200人～299人 58 47.5%
100人～199人 76 43.4%
50人～99人 68 45.3%
50人未満 68 32.9%

計 488 42.4%

【主な活用内容】

•事業従事者内で指導内容に反映させている（126市町村）

•統計を取って評価している（68市町村）

•検討会・報告会・委員会で活用している（63市町村）

•歯科健診の事業で活用（24市町村）

•歯科以外の業種と連携した指導に活用（20市町村）

•ハガキ・パンフレットの作成に活用（19市町村）

•既存の事業の再検討に活用（17市町村）



う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業
評価に活用している県と保健所
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保健所 県
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		5		1695		中核市 チュウカクシ		富山市		福祉保健部保健所健康課 フクシ ホケン ブ ホケンジョ ケンコウ カ		高畠 コウ ハタケ		076-428-1153		076-428-1150		1		hokenjyoken-01@city.toyama.lg.jp		1		0		0		0		0		0		0		1		1		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		手洗いうがい歯磨き運動（１）早寝早起き朝ごはん（２） テアラ ハミガ ウンドウ ハヤネ ハヤオ アサ		1		1		1		0		0		0		ホームページに記載 キサイ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		乳幼児検診とは別事業として実施 ニュウヨウジ ケンシン ベツ ジギョウ ジッシ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				0		歯科医師会には検診結果の集計のみ報告 シカ イシ カイ ケンシン ケッカ シュウケイ ホウコク		1		0		0		0

		6		1		北海道		小樽市		健康増進課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ子育て支援ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ コソダ シエン		山本直美 ヤマモト ナオミ		0134-22-3110		0134-22-1469		1		kenko@city.otaru.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		0		3		0		0		2		0		0		歯間清掃用具の使用（1） シカン セイソウ ヨウグ シヨウ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		0				1		0		1		1		0		0

		7		1581		宮崎県		三股町		健康管理センター ケンコウ カンリ		春山敦子 ハル ヤマ アツコ		0986-52-8481		0986-52-1056		1		kenko-k@town.mimata.miyazaki.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		0		1		0		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0		0		0		0		フッ化物洗口を行う施設に補助金を出しているが、検診では実地していない カ ブツ センコウ オコナ シセツ ホジョキン ダ ケンシン ジッチ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0				1		0		0		1		0		出版社が発行したものを活用している シュッパンシャ ハッコウ カツヨウ

		8		143		北海道		新冠町		保健福祉課保健福祉G健康推進係 ホケン フクシカ ホケン フクシ ケンコウ スイシン カカリ		井上朋美 イノウエ トモミ		0146-47-2113		0146-47-2496		1		chouminfukushi@niikappu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		3		2		0		0		2		0		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		年度ごとに歯科事業評価（乳幼児歯科検診事業を含む）を作成し、歯科検診委託歯科医師へ提出		0		0		1		1		0		0

		9		596		千葉県		多古町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		遠藤奈摘 エンドウ ナ ツ		0479-76-3185		0479-76-3186		1		kenko@town.tako.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		1		0		3		0		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		1		0		0

		10		123		北海道		小清水町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂田真希 サカタ マキ		0152-62-4480		0152-62-4198		1		hokenmgr@town.koshimizu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0				1		0		1		1		0		0

		11		574		千葉県		流山市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシ ブ ケンコウ カ		板林和子 イタバヤシ カズコ		04-7154-0331		04-7155-5949		1		hokensuishin@city.nagareyama.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		看護士、保育士 カンゴシ ホイクシ		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0				1		0		1		0		0		３歳児検診のみ民間で作成したパンフレットを使用 サイジ ケンシン ミンカン サクセイ シヨウ

		12		926		静岡県		三島市		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ カ		佐野文示 サノ フミ シメ		055-973-3700		055-976-8896		1		kenkou@city.mishima.shizuoka.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		1		0		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進会議、健康づくり推進協議会にて報告		0		0		1		1		0		0

		13		334		山形県		川西町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		吉杖恵美子 キチ ジョウ エミコ		0238-42-6640		0238-42-6614		1		kenkofukushi@town.kawanishi.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		臨床心理士 リンショウ シンリシ		1		年度ごと事務実績を出し報告している ネンド ジム ジッセキ ダ ホウコク		0		0		1		0		0		購入したパンフレット コウニュウ

		14		1238		鳥取県		日野町		健康福祉センター ケンコウ フクシ		生田季香 イクタ キ カオリ		0859－72－1852		0859－72－1484		1		kenko@town.hino.tottori.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		保育士、養護教諭 ホイクシ ヨウゴ キョウユ		0		1		1		0		1		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		フッ化物洗口を保育所で実地 カ ブツ センコウ ホイク ジョ ジッチ		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		町歯科保健連絡会、鳥取県西部歯科保健対策協議会 マチ シカ ホケン レンラクカイ トットリケン セイブ シカ ホケン タイサク キョウギカイ		0		0		1		1		0		0

		15		1485		佐賀県		みやき町		健康増進子ども未来課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン コ ミライ カ ケンコウ タントウ		三島治子 ミシマ ハルコ		0942-89-3915		0942-89-3935		2		h-mishima@town.miyaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		う蝕数 ショク スウ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		地区歯科医師会との会議の際に検診結果等を報告している チク シカ イシ カイ カイギ サイ ケンシン ケッカ トウ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		16		229		岩手県		葛巻町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野里夕佳 ノ サト ユウ カ		0195-66-2111		0195-67-1060		2		n-yuka@town.kuzumaki.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		歯科保健に従事する者 シカ ホケン ジュウジ モノ		0		1		1		1(岩手県歯科医師会) イワテケン シカ イシ カイ		0		0		0		0		0		0		1		0		3		0		フッ化物の利用、フッ化物洗口に対する指導（２） カ ブツ リヨウ カ ブツ センコウ タイ シドウ		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進協議会で報告 シカ ホケン スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		17		22		北海道		滝川市		保健福祉部健康づくり課予防推進係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ヨボウ スイシン カカリ		運上明子 ウンジョウ アキコ		0125-24-5256		0125-23-2486		1		hoken@city.takikawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		歯科衛生士 シカ エイセイシ		0		0		0		3		0		1		2		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		年に一回歯科医師会と会議を開催し、報告している ネン イッカイ シカ イシ カイ カイギ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		18		777		福井県		高浜町		保健課 ホケンカ		畑中美優寿 ハタ ナカ ミ ユウ コトブキ		0770-72-2493		0770-72-2081		1		hshoken@town.takahama.fukui.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		保育所保育士 ホイク ジョ ホイクシ		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		非常勤看護士 ヒジョウキン カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		19		983		愛知県		田原市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		岸田愛子 キシダ アイコ		0531-23-3515		0531-23-3810		1		kenko@city.tahara.aichi.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		う蝕状況（1） ショク ジョウキョウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		冊子作成配布、前年度、今年度事業報告を作成し報告 サッシ サクセイ ハイフ ゼンネンド コンネンド ジギョウ ホウコク サクセイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		20		1225		鳥取県		岩美町		住民生活課子育て支援係 ジュウミン セイカツ カ コソダ シエン カカリ		河上 カワカミ		0857－73－1415		0857－73－1569		1		jyumin@iwami.gr.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		町の歯科保健会議に資料として提出 マチ シカ ホケン カイギ シリョウ テイシュツ		0		0		1		0		0		0

		21		1173		奈良県		曽爾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		椿根純子 ツバキ ネ ジュンコ		0745－94－2102		0745－94－2102		1		jyumin@vill.soni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		3		0		0		1		0		0		0		2(食習慣） ショクシュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		会議に歯科医師も参加 カイギ シカ イシ サンカ		0		0		0		1		0		0

		22		136		北海道		白老町		健康福祉課健康推進グループ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン		坂本あゆみ サカモト		0144-82-5541		0144-82-5561		1		fukusi@town.shiraoi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回定期総会で業績を報告 ネン イッカイ テイキ ソウカイ ギョウセキ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		23		887		岐阜県		中津川市		健康医療課		中根鶴子 ナカネ ツルコ		0573-66-1111		0573-62-0058		1		kenkou@city.nakatsugawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		公的機関以外作成のパンフレット使用 コウテキ キカン イガイ サクセイ シヨウ

		24		719		新潟県		南魚沼市		保健課 ホケン カ		山崎早苗 ヤマザキ サナエ		025-773-6811		025-773-6839		1		boshihoken@city.minamiuonuma.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診時の個別相談で指導 シカ ケンシン ジ コベツ ソウダン シドウ		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		健康づくり推進協議会委員へ資料を提示している ケンコウ スイシン キョウギカイ イイン シリョウ テイジ		1		0		0		0

		25		172		北海道		白糠町		介護健康課 健康相談係 カイゴ ケンコウ カ ケンコウソウダン カカリ		小松 望 コマツ ノゾ		01547-2-2171		01547-2-4659		1		kenkousoudan@town.shiranuka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		歯科衛生士が児童の口腔内を観察したうえで直接ブラッシング等を指導、歯の模型を利用した指導 シカ エイセイシ ジドウ コウクウ ナイ カンサツ チョクセツ トウ シドウ ハ モケイ リヨウ シドウ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		幼稚園、保育園、小学校におけるフッ化物洗口の実地 ヨウチエン ホイクエン ショウガッコウ カ ブツ センコウ ジッチ		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		26		469		群馬県		沼田市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		阿部ちかえ アベ		0278-23-2111		0278-22-8403		2		abe-chi@city.numata.gunma.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		2		0		0		0		0		3		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間機関が作成したものを活用している ミンカン キカン サクセイ カツヨウ

		27		1570		大分県		日出町		福祉対策課子育て支援係 フクシ タイサク カ コソダ シエン カカリ		福本あゆみ フクモト		0977-73-3121		0977-73-2833		2		fukumoto.ayumi@town.hiji.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		今後検討中 コンゴ ケントウチュウ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		歯科衛生士会等 シカ エイセイシ カイ トウ		0		0		0		0		2		0		0		3		齲歯かどうかの判断が医師によって異なる。出来るだけ統一見解としたい（1） ウシ ハンダン イシ コト デキ トウイツ ケンカイ		0		3		1		0		0		0		0		0		問６その他と同様（2） トイ タ ドウヨウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		管轄保健所事業担当者 カンカツ ホケンジョ ジギョウ タントウシャ		1		歯科保健検討委員会を開催し、評価し今後に活かしている シカ ホケン ケントウ イインカイ カイサイ ヒョウカ コンゴ イ		0		0		1		1		0		購入した資料を使用している コウニュウ シリョウ シヨウ

		28		1377		愛媛県		内子町		保健福祉課地域医療・健康増進センター ホケン フクシ カ チイキ イリョウ ケンコウ ゾウシン		矢野真里 ヤ ノ マリ		0893-44-6155		0893-44-3831		2		mari-yano@town.uchiko.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		単発的な研修に１～２名が参加するのみ タンパツテキ ケンシュウ メイ サンカ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		必要に応じて歯科医院でのフッ化物塗布をすすめている ヒツヨウ オウ シカ イイン カ ブツ トフ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		市販のパンフレット等を活用している シハン トウ カツヨウ

		29		278		宮城県		涌谷町		健康課健康づくり班 ケンコウ カ ケンコウ ハン		高橋舞 タカハシ マイ		0229-43-5111		0229-43-5717		1		gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		歯科医師との打合会時に報告 シカ イシ ウチアワ カイ ジ ホウコク		0		0		1		0		0		既製品の活用 キセイヒン カツヨウ

		30		1599		鹿児島県		枕崎市		健康課 ケンコウ カ		岩村 イワムラ		0993-72-7176		0993-72-7161		1		kenkou@city.makurazaki.kagoshima.jp		0		1		0		0		0		0		1(各保健所で１～２回/年） カク ホケンジョ カイ ネン		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		3		0		1		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年、協力歯科医院で歯科検診結果などを紙面提出 マイトシ キョウリョク シカ イイン シカ ケンシン ケッカ シメン テイシュツ		0		0		1		1		0		0

		31		576		千葉県		我孫子市		健康福祉部健康づくり支援課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン カ		一場 イチバ		04-7185-1126		04-7185-1144		1		abk_hokencenter@city.abiko.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		乳幼児健康診査に関わる者 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カカ モノ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		0		う蝕の罹患状況（1） ショク リカン ジョウキョウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		フッ化物洗口事業を実地している（1） カ ブツ センコウ ジギョウ ジッチ		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		電子カルテ デンシ		1		1		1		1		1		1		0		1		保険年報を作製し歯科医師会等に配布している ホケン ネンポウ サクセイ シカ イシ カイ トウ ハイフ		0		0		1		1		0		0

		32		1448		福岡県		芦屋町		健康子ども課 ケンコウ コ カ		中村 ナカムラ		093-223-3533		093-222-2010		1		kenko@town.ashiya.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健連絡協議会にて報告、その他県へ報告 シカ ホケン レンラク キョウギカイ ホウコク タ ケン ホウコク		0		0		1		0		0		0

		33		1078		京都府		与謝野町		保健課 ホケンカ		東　牧子 ヒガシ マキコ		0772-43-1514		*		1		hoken@town.yosano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		34		1634		鹿児島県		徳之島町		保健センター ホケン		為　光 タメ ヒカリ		0997-83-3121		0997-83-2736		1		hokencenter@tokunoshima-town.org		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		35		605		千葉県		白子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鈴木 スズキ		0475-33-2179		0475-33-4132		1		hoken@town.shirako.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		検診時に雇上している歯科衛生士（1） ケンシン ジ ヤト ウエ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		検診時に雇上している歯科衛生士 ケンシン ジ ヤト ウエ シカ エイセイシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		36		1701		中核市 チュウカクシ		岡崎市 オカザキシ		保健部健康増進課母子保健1班 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン パン		上松真理子 アゲマツ マリコ		0564-23-6084		0564-23-5071		1		hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1（事例検討、グループワーク）		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		助産師、臨床心理士、保育士 ジョサンシ リンショウ シンリシ ホイクシ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		幼児歯磨き教室の案内 ヨウジ ハミガ キョウシツ アンナイ		1		1		1		1		1		助産師、臨床心理士、保育士		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		助産師、臨床心理士、保育士		1		年一回の歯科保健関係機関連絡会議にて報告 ネン イッカイ シカ ホケン カンケイ キカン レンラク カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		37		1562		大分県		竹田市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		首藤理恵 シュドウ リエ		0974-63-4810		0974-64-9150		1		kenkou@city.taketa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会定例会にて報告 シカ イシ カイ テイレイカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		38		1105		大阪府		大阪狭山市		保健福祉部健康推進グループ ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン		内田明日香 ウチダ アスカ		072-367-1300		072-367-1359		1		kenko@city.osakasayama.osaka.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		大阪狭山市歯科保健事業推進連絡協議会にて報告 オオサカ サヤマ シ シカ ホケン ジギョウ スイシン レンラク キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		39		453		栃木県		那須烏山市		こども課母子保健担当 カ ボシ ホケン タントウ		茂木真理 モギ マリ		0287-88-7116		0287-88-7116		1		kodomo@city.nasukarasuyama.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診及びフッ素塗布の単独事業を開催 シカ ケンシン オヨ ソ トフ タンドク ジギョウ カイサイ		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		群市歯科医師会に事業実地状況を紙面で報告している グン シ シカ イシ カイ ジギョウ ジッチ ジョウキョウ シメン ホウコク		0		0		1		1		0		0

		40		1690		中核市 チュウカクシ		高崎市		保健医療部健康課母子保健担当 ホケン イリョウ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		小池芙美子 コイケ フミコ		027-381-6113		027-381-6125		1		kenkou@city.takasaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年事業概要をまとめ報告している マイトシ ジギョウ ガイヨウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		41		934		静岡県		藤枝市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		伊　久美 イ クミ		054-654-1111		054-645-2122		1		hokencenter@city.fujieda.shizuoka.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		42		175		北海道		標津町		標津町保健福祉センター ヒョウ ツ マチ ホケン フクシ		上田薫 ウエダ カオル		0153-82-1515		0153-82-1530		2		ueda_kahoru@shibetsutown.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		43		1488		佐賀県		大町町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		江口真由美 エグチ マユミ		0952-82-3186		0952-82-3060		1		hoken@town.omachi.saga.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		44		571		千葉県		習志野市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		田嶋越子 タジマ エツ コ		047-453-2967		047-454-2030		1		kenkosien@city.narashino.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		虫歯の有無、歯科受診の必要性（1） ムシバ ウム シカ ジュシン ヒツヨウセイ		0		1		2		0		0		0		0		0		その人にとって将来につながる必要と思われること。悪臭癖、間食、咀嚼、等（３） ヒト ショウライ ヒツヨウ オモ アクシュウ ヘキ カンショク ソシャク トウ		1		1		0		0		0		0		写真等の掲示 シャシン トウ ケイジ		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会を含む歯科保健連絡協議会で検診結果等を報告 シカ イシ カイ フク シカ ホケン レンラク キョウギカイ ケンシン ケッカ トウ ホウコク		0		0		1		1		0		購入したリーフレット、パンフレット コウニュウ

		45		163		北海道		足寄町		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケンフ シツ ホケンス タントウ		保健師　越後和希子 ホケンシ エチゴ ワキコ		0156-25-2571		0156-25-9201		1		echigo.wakiko@town.ashoro.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		十勝管内歯科衛生士連絡会議 トカチ カンナイ シカ エイセイシ レンラク カイギ		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		46		640		東京都		昭島市		保健福祉部健康課保健指導係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ カカリ		仲井友恵 ナカイ トモエ		042-543-7303		042-543-7１30		1		kenkoka@city.akishima.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(主催側からの情報提供により、研修へ参加している。臨時職員も申し込み可能な研修においては臨時職員の歯科衛生士へ情報提供している) シュサイ ガワ ジョウホウ テイキョウ ケンシュウ サンカ リンジ ショクイン モウ コ カノウ ケンシュウ リンジ ショクイン シカ エイセイシ ジョウホウ テイキョウ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		様々な不安や悩みを抱える保護者や不安の強い保護者への適切な対応とアドバイス サマザマ フアン ナヤ カカ ホゴシャ フアン ツヨ ホゴシャ テキセツ タイオウ		0		2		0		0		3		0		0		0		様々な不安や悩みを抱える保護者や不安の強い保護者への適切な対応とアドバイス（１）		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		臨時職員の歯科衛生士 リンジ ショクイン シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		一歳六か月児歯科健康調査においては、歯科医師会への委託事業であるため、年一回一歳六か月児歯科健康調査調整会議を実地し乳幼児の歯科における課題や情報を共有している イッサイ ロッ ゲツ ジ シカ ケンコウ チョウサ シカ イシ カイ イタク ジギョウ ネン イッカイ チョウサ チョウセイ カイギ ジッチ ニュウヨウジ シカ カダイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		1		0		0

		47		1093		大阪府		大東市		地域保健課 チイキ ホケン カ		成富 ナ トミ		072-874-9500		072-874-9529		1		tiikihoken@city.daito.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0

		48		158		北海道		広尾町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		清水千尋 シミズ チヒロ		01558-2-5122		01558-2-5297		1		kenko@town.hiroo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(講義形式) コウギ ケイシキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		0		3		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		歯科保健担当者会議で報告 シカ ホケン タントウシャ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		市販されているパンフレットを活用 シハン カツヨウ

		49		1406		高知県		佐川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		田中 タナカ		0889-22-7705		0889-22-7721		1		sk06010@town.sakawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(毎月１回、中央西区市保健所での勉強会) マイツキ カイ チュウオウ ニシ クシ ホケンジョ ベンキョウカイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		う蝕を持っている児の親への受診推奨（1） ショク モ ジ オヤ ジュシン スイショウ		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		50		1269		岡山県		真庭市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		梶岡亘子 カジ オカ ノブ コ		0867-42-1050		0867-42-1388		1		kksuishin@city.maniwa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(乳幼児集団検診) ニュウヨウジ シュウダン ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		1		0		0		2		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		真庭市歯科保健推進会議１回/年 マニワシ シカ ホケン スイシン カイギ カイ ネン		0		0		0		0		0		社会保険出版社親子で歯磨きシリーズ シャカイ ホケン シュッパンシャ オヤコ ハミガ

		51		397		福島県		飯舘村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大河原愛美 オオガワラ マナミ		024-562-4224		024-562-4411		1		kenkou@vill.iitate.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修に参加) ケンシュウ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		1		0		0

		52		725		新潟県		出雲崎町		保健福祉課 ホケンフクシ カ		星野昌子 ホシノ アキコ		0258-78-2293		0258-78-4483		1		kenkou@town.izumozaki.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		1(担当者研修) タントウシャ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		反対咬合などの治療開始時期や内容のアドバイス（2） ハンタイ コウゴウ チリョウ カイシ ジキ ナイヨウ		0		1		0		0		0		0		2		3		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		町歯科保健推奨会議（年一回）で報告 チョウ シカ ホケン スイショウ カイギ ネン イッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		53		1310		山口県		岩国市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		西本まりえ ニシモト		0827-24-3751		0827-22-8588		2		m.nishimoto.ks2688@city.iwakuni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		歯科医院での塗布や市販されているフッ化物を紹介 シカ イイン トフ シハン カ ブツ ショウカイ		*		*		*		*		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		年に一回歯科保健会議を開催し報告 ネン イッカイ シカ ホケン カイギ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		54		288		秋田県		由利本荘市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		長谷山 ハセ ヤマ		0184-22-1834		0184-24-0481		1		kenko@city.yurihonjo.akita.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		毎年研修会があるわけではない マイトシ ケンシュウカイ		1		0		0		1		0		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		在宅衛生士 ザイタク エイセイシ		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		0		0		一部に報告 イチブ ホウコク		1		0		0		0

		55		210		青森県		三戸町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		赤石遥香 アカイシ ハルカ カオリ		0179-20-1152		0179-20-1105		2		h-akaishi@town.sannohe.aomori.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		口頭、メール、協議会等 コウトウ キョウギカイ トウ		0		0		0		1		0		0

		56		630		東京都		練馬区		健康部健康推進課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		田中 タナカ		03-5984-4621		03-5984-1211		1		KENKOUSUISIN10@city.nerima.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1（年一回半日の講習会形式、外部講師） ネン イッカイ ハンニチ コウシュウカイ ケイシキ ガイブ コウシ		0		0		0		0		0		0		0		常勤衛生士 ジョウキン エイセイシ		0		1		1		0		0		0		対象ではないが希望があれば保険相談所に勤務する常勤・非常勤全ての職種の参加も可 タイショウ キボウ ホケン ソウダン ジョ キンム ジョウキン ヒジョウキン スベ ショクシュ サンカ カ		1		0		0		0		0		現行のまま常勤歯科衛生士 ゲンコウ ジョウキン シカ エイセイシ		0		0		0		0		2		3		0		0		口腔内から読み取れる生活習慣や食習慣（1） コウクウ ナイ ヨ ト セイカツ シュウカン ショクシュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		看護士、心理判定員 カンゴシ シンリ ハンテイ イン		1		年一回、連絡協議会を開催。歯科検診事業の成果について報告、協議している ネン イッカイ レンラク キョウギカイ カイサイ シカ ケンシン ジギョウ セイカ ホウコク キョウギ		0		0		1		0		0		0

		57		1693		中核市 チュウカクシ		柏市		地域健康づくり課 チイキ ケンコウ カ		勝田圭香 カツ タ ケイ カ		04-7167-1256		04-7167-1257		1		tiikikenko@city.kashiwa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(課内研修) カナイ ケンシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		保育士、看護士等検診従事者 ホイクシ カンゴシ トウ ケンシン ジュウジシャ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		2		0		3		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		非常勤歯科衛生士 ヒジョウキン シカ エイセイシ		1		0		0		0		幼児検診の待ち時間にフッ化物配合歯磨剤の使用について講話 ヨウジ ケンシン マ ジカン カ ブツ ハイゴウ シマザイ シヨウ コウワ		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		乳幼児検討会を開催し、小児科医、歯科医、視能訓練士、その他健診従事者において報告会を実地 ニュウヨウジ ケントウカイ カイサイ ショウニ カ イ シカイ シノウ クンレンシ タ ケンシン ジュウジシャ ホウコクカイ ジッチ		0		0		1		0		0		0

		58		542		埼玉県		小川町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		高畑弥子 コウ ハタケ ヤコ		0493-74-2323		0493-74-2343		1		ogawa120@town.ogawa.saitama.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		2		0		0		0		3		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		看護士、心理士 カンゴシ シンリシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		59		1655		沖縄県		本部町		保険予防課予防班 ホケン ヨボウカ ヨボウ ハン		桃宇亜里沙・玉城明子 モモ ウ アリサ タマシロ アキコ		098-047-2103		098-047-2185		1		yobou@town.motobu.okinawa.jp		0		0		1		0		0		母子保健事務兼務 ボシ ホケン ジム ケンム		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		1		0		0		0		0		3		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		60		146		北海道		えりも町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		米澤千景 ヨネサワ チカゲ		01466-2-4630		01466-2-4632		2		yonezawa-tihiro@town.erimo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		乳幼児検診とは別に、歯科検診日を設けて、フッ化物の塗布を行っている ニュウヨウジ ケンシン ベツ シカ ケンシン ビ モウ カ ブツ トフ オコナ		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回、秋に実地している歯科対策会議で報告している ネンイッカイ アキ ジッチ シカ タイサク カイギ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		61		747		石川県		輪島市		福祉環境部健康推進課 フクシ カンキョウブ ケンコウ スイシン カ		宮中美花 ミヤナカ ミカ		0768-23-1136		0768-23-1138		1		kenkou@city.wajima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		齲歯予防のための食習慣、定期的な歯科検診の効果、必要性（１） ウシ ヨボウ ショクシュウカン テイキテキ シカ ケンシン コウカ ヒツヨウセイ		0		1		0		0		1		0		0		0		定期的な歯科検診の効果、必要性（１）		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		1		一生自分の歯で食べよう推進部会 イッショウ ジブン ハ タ スイシン ブカイ		0		0		0		0		0		サンスターさんのフッ素に関するパンフレット（オーラルブックフッ素編） ソ カン ソ ヘン

		62		449		栃木県		大田原市		保健福祉部子ども幸福課 ホケン フクシ ブ コ コウフク カ		藤田律子 フジタ リツ コ		0287-23-8634		0287-23-7632		1		kodomo@city.ohtawara.tochigi.jp		0		0		1		0		0		0		1(栃木県良い歯のコンクール表彰式、口演会) トチギケン ヨ ハ ヒョウショウシキ コウエン カイ		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回市の実態と今後の事業について歯科医師会長と相談、年一回歯科衛生士と市の実態と今後の事業内容について具体的に打合せ ネンイッカイ シ ジッタイ コンゴ ジギョウ シカ イシ カイ チョウ ソウダン ネン イッカイ シカ エイセイ シ シ ジッタイ コンゴ ジギョウ ナイヨウ グタイテキ ウチアワ		0		0		1		1		0		0

		63		220		岩手県		久慈市		保健推進課 ホケン スイシンカ		遠川君子 トオ カワ キミコ		0194-61-3315		0914-52-3197		2		k-tookawa@city.kuji.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進委員会にて報告 シカ ホケン スイシン イインカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		64		1175		奈良県		高取町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		松本聖子 マツ モト セイコ		0744-52-5111		0744-52-3351		1		takatori-hoken@town.takatori.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		歯科衛生士会等 シカ エイセイシ カイ トウ		1		1		1		1		0		0		従事者 ジュウジシャ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		相談業務に携わる歯科衛生士年度当初の打合せ時に伝達しています ソウダン ギョウム タズサ シカ エイセイシ ネンド トウショ ウチアワ ジ デンタツ		0		0		1		1		0		0

		65		1685		中核市 チュウカクシ		秋田市 アキタシ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		茂木有子 モギ ユウコ		018-883-1174		018-883-1173		1		ro-chhl@city.akita.akita.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		現状では実地出来ていないが、事業担当科で実地するべきと思っています ゲンジョウ ジッチ デキ ジギョウ タントウ カ ジッチ オモ		0		0		0		3		2		0		0		0		口腔状態（初期う蝕、隣接面う蝕などの精度をもっと高めてほしい）（１） コウクウ ジョウタイ ショキ ショク リンセツ メン ショク セイド タカ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		66		1372		愛媛県		東温市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		廣田 ヒロタ		089-966-2191		289-966-5516		1		kenkosuishin@city.toon.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		公的機関ではないが、パンフレットを購入して配布している コウテキ キカン コウニュウ ハイフ

		67		44		北海道		江差町		健康推進課健康推進係 ケンコウ スイシンカ ケンコウ スイシン カカリ		渋田和子 シブタ カズコ		0139-52-6718		0139-54-3933		2		kazuko.shibuta@hokkaido-esashi.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		保険士はあるが歯科検診を委託いている歯科衛生士は不明 ホケン シ シカ ケンシン イタク シカ エイセイシ フメイ		0		0		0		0		0		市町村保険士連絡協議会で構成 シチョウソン ホケン シ レンラク キョウギカイ コウセイ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		フッ化物洗口 カ ブツ センコウ		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年度で作成している保険事業実績、保険事業計画書にて。 ネンド サクセイ ホケン ジギョウ ジッセキ ホケン ジギョウ ケイカクショ		0		0		1		1		0		0

		68		167		北海道		厚岸町		保健福祉課健康づくり係 ホケンフ カ ケンコウ カカリ		小川摩里 オガワ マリ リ		0153-53-3333		0153-53-3077		1		afukushi@rose.ocn.ne.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		検診を委託している歯科医師が検診を通じて把握している ケンシン イタク シカ イシ ケンシン ツウ ハアク		1		1		0		0

		69		1694		中核市 チュウカクシ		横須賀市		こども育成部こども健康課 イクセイ ブ ケンコウ カ		竹内 タケウチ		046-824-7141		046-824-7144		1		chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		虫歯、処置歯、C0など判定基準制度の向上に関すること（1） ムシバ ショチ ハ ハンテイ キジュン セイド コウジョウ カン		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との打合せ時、衛生年報、歯科医師研修会 シカ イシ カイ ウチアワ ジ エイセイ ネンポウ シカ イシ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0

		70		78		北海道		新十津川町		保健福祉課健康推進グループ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		主査　栗山久枝 シュサ クリヤマ ヒサエ		0125-72-2000		0125-72-2006		1		hokenfukushika@town.shintotsukawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		週に二回、保育園及び幼稚園においてフッ化物洗口を実地 シュウ ニカイ ホイクエン オヨ ヨウチエン カ ブツ センコウ ジッチ		0		0		0		幼児フッ素塗布事業を年３回無料で実地 ヨウジ ソ トフ ジギョウ ネン カイ ムリョウ ジッチ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		71		92		北海道		上富良野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鎌田理恵 カマタ リエ		0167-45-6987		0167-45-5788		2		kamada-r@town.kamifurano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		数年前まで北海道主催の研修企画があり、都合がつく限り参加していたが近年企画自体がない スウネン マエ ホッカイドウ シュサイ ケンシュウ キカク ツゴウ カギ サンカ キンネン キカク ジタイ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		72		200		青森県		七戸町		健康福祉課 ケンコウ		主査保健師　中村雅子 シュサ ホケンシ ナカムラ マサコ		0176-68-4631		0176-68-3536		1		masako-nakamura@town.shichinohe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		乳児相談は非常勤歯科衛生士。二歳児検診は医療機関の歯科衛生士に委託 ニュウジ ソウダン ヒジョウキン シカ エイセイシ ニサイジ ケンシン イリョウ キカン シカ エイセイシ イタク		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		保護者が検診の場で破棄することが多いため配布していない ホゴシャ ケンシン バ ハキ オオ ハイフ

		73		784		山梨県		大月市		健康介護課健康増進担当 ケンコウカイゴ カイゴ カ ケンコウ タントウ		松永 マツナガ		0554-23-8038		0554-22-6422		1		hoken-19206@city.otsuki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年に数回、（歯の健康づくり小部会）で取り組んだ内容と評価、今後の取り組みについてをメンバーとなっている歯科医師、歯科衛生士、養護教諭、保育士、保健士で共有している。さらに年度末には歯科医師会の打合せ会を設け、報告している。 ネン スウカイ ハ ケンコウ ショウ ブカイ ト ク ナイヨウ ヒョウカ コンゴ ト ク シカ イシ シカ エイセイシ ヨウゴ キョウユ ホイクシ ホケン シ キョウユウ ネンドマツ シカ イシ カイ ウチアワ カイ モウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		74		875		長野県		高山村		村民生活課保健予防係 ソンミン セイカツ カ ホケン ヨボウ カカリ		関谷美智代 セキヤ ミチヨ		026-242-1202		026-242-1205		1		sonmin@vill.takayama.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1（研修会への参加） ケンシュウカイ サンカ		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		1（小学校で希望者に実地） ショウガッコウ キボウシャ ジッチ		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		健康づくりに関する会議で実績報告している ケンコウ カン カイギ ジッセキ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		75		570		千葉県		旭市		健康管理課支援班 ケンコウ カンリ カ シエン ハン		渡邉恵美子 ワタナベ エミコ		0479-57-3113		0479-50-5027		1		shien@city.asahi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1（年一回管内歯科衛生士研究会にて） ネン イッカイ カンナイ シカ エイセイシ ケンキュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		76		13		北海道		芦別市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		森澤恵衣 モリサワ メグミ コロモ		0124-22-2111		0124-22-9696		1		kenkou@city.ashibetsu.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1（市町村母子歯科保健指導マニュアルの活用） シチョウソン ボシ シカ ホケン シドウ カツヨウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士、保健士、栄養士等の市町村の歯科保健事業担当者向けに作成となっている シカ エイセイ シ ホケンシ エイヨウシ トウ シチョウソン シカ ホケン ジギョウ タントウシャ ム サクセイ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		保育園、幼稚園から開始のフッ化物洗口事業の紹介 ホイクエン ヨウチエン カイシ カ ブツ センコウ ジギョウ ショウカイ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年度の保険事業計画を配布しており、前年度の実績（受診数、虫歯有病率）を報告している マイネンド ホケン ジギョウ ケイカク ハイフ ゼンネンド ジッセキ ジュシン スウ ムシバ ユウ ビョウ リツ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		77		113		北海道		枝幸町		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ		石原めい イシハラ		0163-62-4658		0163-62-3353		2		IshiharaMei@town.esashi.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1（年一回、保健所主催の研修会に参加） ネン イッカイ ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		在宅歯科衛生士バンク登録車等 ザイタク シカ エイセイシ トウロク シャ トウ		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		78		7		北海道		岩見沢市		健康福祉部健康づくり推進課疾病予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ シッペイ ヨボウ		*		0126-25-5540		0126-25-5524		1		hoken@i-hamanasu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		79		958		愛知県		瀬戸市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		杉野 スギ ノ		0561-85-5511		0561-85-5120		1		kenko@city.seto.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		歯科医師には、年一回会議にて健診の状況について報告し、歯科衛生士には、検診時統計資料の提供を行っている シカ イシ ネン イッカイ カイギ ケンシン ジョウキョウ ホウコク シカ エイセイシ ケンシン ジ トウケイ シリョウ テイキョウ オコナ		0		0		0		0		0		市販の資料 シハン シリョウ

		80		670		東京都		八丈町		福祉健康課保健係 フクシ ケンコウ カ ホケン カカリ		関本尚正 セキモト ナオ マサ		04996-2-5570		04996-2-7923		1		kenko@town.hachijo.tokyo.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回会議を実施し全歯科医師に報告している ネン イッカイ カイギ ジッシ ゼン シカ イシ ホウコク		0		0		0		0		0		業者作成資料 ギョウシャ サクセイ シリョウ

		81		1449		福岡県		水巻町		健康課健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシン シツ		大森 オオモリ		093-202-3212		093-202-3621		1		iki2-hall@town.mizumaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		2		虫歯予防、受診推奨 ムシバ ヨボウ ジュシン スイショウ		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		乳幼児健診後のカンファレンスで歯科衛生士と情報を共有しフィードバックを行っている ニュウヨウジ ケンシン ゴ シカ エイセイシ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		1		0		0		0

		82		1255		島根県		海士町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木山智晶 キヤマ サトシ アキラ		08514-2-1822		08514-2-0208		2		kiyama-chiaki@town.ama.shimane.jp		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		保育園で実施 ホイクエン ジッシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		83		1567		大分県		由布市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木本 キモト		0977-84-3111		0977-84-3733		2		kimoto_masami@city.yufu.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		地域保健委員会や歯科保健検討会等で評価、報告している チイキ ホケン イインカイ シカ ホケン ケントウカイ トウ ヒョウカ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		84		1076		京都府		京丹波町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		堀　道枝 ホリ ミチ エダ		0771-86-1800		0771-86-1233		1		hoken60@town.kyotamba.kyoto.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		2		2		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		85		165		北海道		浦幌町		健康福祉課 保健予防係 ケンコウフ ホケン ヨボウ カカリ		新宅真起子 シンタク マ マキコ		015-576-5111		015-576-5222		1		hukusi@urahoro.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		86		861		長野県		王滝村		福祉健康課 フクシ ケンコウカイ カ		美濃羽冴子 ビ コ ハネ サエコ		0264-48-3160		0264-48-2275		1		hoken@vill.otaki.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		0		0		1		0		0		0		1		0

		87		96		北海道		和寒町		保健福祉課 ホケン カ		伏見瑞季 フシミ ミズキ キセツ		0165-32-2000		0165-32-3377		1		ho-hoken@town.wassamu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		事業計画にて前年度の齲歯率などを報告 ジギョウ ケイカク ゼンネンド ウシ リツ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		88		482		群馬県		甘楽町		健康課保健係 ケンコウ カ ホケン カカリ		平井まさみ ヒライ		0274-74-3131		0274-74-5813		1		hoken@town.kanra.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		2		0		0		0		早期う蝕の発見（１） ソウキ ショク ハッケン		0		0		1		0		2		0		0		0		仕上げ磨きの仕方、補助道具の使い方(3) シア ミガ シカタ ホジョ ドウグ ツカ カタ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		心理士 シンリシ		1		ケースについてはカンファレンスに。年間のDMF指数などの統計はメールで報告 ネンカン シスウ トウケイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		89		782		山梨県		都留市		健康子育て課 予防担当 ケンコウ コソダ カ ヨボウ タントウ		三澤未佳 ミサワ サワ ミカ		0554-46-5113		0554-46-5119		1		yobou@city.tsuru.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		*		*		1		1		1		0		0		1		市町村保険、福祉担当職員 シチョウソン ホケン フクシ タントウ ショクイン		0		0		0		0		0		規格の主体は問わず キカク シュタイ ト		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		1		0		0		0

		90		840		長野県		箕輪町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		丸山江美 マルヤマ エミ		0265-79-3111		0265-70-6699		1		kenko@town.minowa.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1（各種研修会の実施） カク シュ ケンシュウカイ ジッシ		0		0		0		1		0		0		1		長野県歯科衛生士会 ナガノケン シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年度末に町内歯科医師と歯科医師会を実施し報告している ネンドマツ チョウナイ シカ イシ シカ イシ カイ ジッシ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		91		1523		熊本県		天草市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		浦﨑裕美 ウラ サキ ヒロミ		0969-24-0620		0969-24-1631		1		yobou@city.amakusa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		実績を評価し報告している ジッセキ ヒョウカ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		92		75		北海道		栗山町		保健福祉課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		後藤 ゴトウ		0123-73-2256		0123-73-2266		1		kenkousuisin-g@town.kuriyama.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		93		24		北海道		歌志内市		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシカ ホケン ヨボウ		野口絢華 ノグチ アヤ ハナ		0125-42-3213		0125-42-4111		2		ayaka.noguchi@city.utashinai.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		2		0		1		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		94		1017		三重県		熊野市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		宮本育子 ミヤモト イクコ		0597-89-3113		0597-89-5885		2		yasuko.miyamoto@city.kumano.mie.jp		0		0		0		1		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		県歯科医師会主導の歯科担当者会議にて実施状況報告 ケン シカ イシ カイ シュドウ シカ タントウ シャ カイギ ジッシ ジョウキョウ ホウコク		0		0		*		*		*		*

		95		687		神奈川県		綾瀬市		市民こども部保健医療ｾﾝﾀｰ シミン ブ ホケン イリョウ		今井美智代 イマイ ミチヨ		0467-77-1133		0467-77-1134		1		su1340@city.ayase.kanagawa.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		96		231		岩手県		滝沢市 シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡歩唯 ヤハタ アユ タダ		019-656-6526		019-684-2245		1		kenkou@city.takizawa.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		ポスター掲示 ケイジ		1		0		0		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		市で制定している生涯歯科保健連絡会や、市内歯科医院と市役所歯科関係者部署との歯科保健事業にて報告 シ セイテイ ショウガイ シカ ホケン レンラクカイ シナイ シカ イイン シヤクショ シカ カンケイシャ ブショ シカ ホケン ジギョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		97		161		北海道		豊頃町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		増澤奈奈 マスザワ ナナ		015-574-3141		015-574-3142		2		masuzawa.nana@toyokoro.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		仕上げ磨き用歯ブラシ配布 シア ミガ ヨウ ハ ハイフ		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		保険センターにて年四回集団塗布実施 ホケン ネン ヨンカイ シュウダン トフ ジッシ		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		98		807		長野県		松本市		健康福祉部健康づくり課 ケンコ ブ ケンコウ カ		山本さゆり ヤマモト		0263-34-3217		0263-39-2523		1		kenkoka@city.matsumoto.nagano.jp		0		1		0		0		0		0		1（研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		3		0		0		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		保険事業実施報告（冊子）を歯科医師会に配布し見ていただいている ホケン ジギョウ ジッシ ホウコク サッシ シカ イシ カイ ハイフ ミ		0		0		1		0		0		0

		99		246		岩手県		洋野町		健康増進課　種市保健センター ケンコウ ゾウシン カ タネイチ ホケン		西村共知恵 ニシムラ トモエ チエ		0194-65-3950		0194-65-3968		2		nishimura412@town.hirono.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1(見等が主催の研修会に参加。) ミ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		2		0		0		3		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		99

		100		1368		愛媛県		大洲市		保健センター ホケンセ		新穂サチ子 シンボ ホ コ		0893-23-0310		0893-23-0311		2		sachiko.araho@city.ozu.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		1(市内歯科検診担当医師との学習) シナイ シカ ケンシン タントウ イシ ガクシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		健康づくり推進協議会で結果の報告と、次年度の計画について協議。 ケンコウ スイシン キョウギカイ ケッカ ホウコク ジネンド ケイカク キョウギ		0		0		1		1		0		0

		100

		101		653		東京都		東久留米市		福祉保健部健康課保健サービス係 フクシ ホケンブ ケンコウカ ホケン カカリ		原田菜穂子 ハラダ ナホコ		042-477-0022		042-477-0033		1		kenko@city.higashikurume.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		報告書を作成し、配布。歯科業務連絡会を開催し、報告。 ホウコクショ サクセイ ハイフ シカ ギョウム レンラクカイ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		市販のリーフレット活用 シハン カツヨウ

		102		147		北海道		新ひだか町		健康生活部健康推進課（静内保健センター） ケンコウ セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ シズ ナイ ホケン		瓶子歩美 ヘイシ アユミ		0416-42-1287		0416-43-2350		1		sukoyaka1@sougoucare.ecnet.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		規制のリーフレット活用 キセイ カツヨウ		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		年に一回、歯科事業会議を歯科医師会含め開催。その際に検診結果を報告している。 ネン イッカイ シカ ジギョウ カイギ シカ イシ カイ フク カイサイ サイ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		103		1322		山口県		阿武町		民生課 ミンセイ カ		杉村理絵 スギ ムラ リ エ		08388-2-3113		08388-2-2090		2		minsei04@town.abu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		市販のものを使用 シハン シヨウ

		104		152		北海道		新得町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		青谷晃子 アオ タニ アキコ		0156-64-0533		0156-64-0534		2		aotani-t@town.shintoku.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修会に参加) ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		個別歯科医院でのフッ素塗布助成 コベツ シカ イイン ソ トフ ジョセイ		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		1(保健所指定のアンケートにて報告) ホケンジョ シテイ ホウコク		0		0		0		0		0		1		0		0

		105		967		愛知県		蒲郡市		市民福祉部健康推進課（蒲郡市保健センター） シミン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ ガマゴオリ シ ホケン		岡本桂子 オカモト ケイコ		0533-67-1151		0533-67-9101		1		hoken@city.gamagori.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		保育士・幼稚園教諭 ホイクシ ヨウチエン キョウユ		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		1(要観察歯・未処置歯保有者へのフォロー) ヨウ カンサツ ハ ミ ショチ ハ ホユウシャ		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1(パート歯科衛生士) シカ エイセイシ		1		0		1		0		0		0		0		0		乳幼児歯科検診のみでフッ化物の塗布を行っている。 ニュウヨウジ シカ ケンシン カ ブツ トフ オコナ		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		パート保健士・パート管理栄養士・パート歯科英衛生士 ホケンシ カンリ エイヨウシ シカ エイ エイセイシ		1		冊子(がまごおりの保健)を配布している サッシ ホケン ハイフ		0		0		1		0		0		0

		106		594		千葉県		栄町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		村尾優理子 ムラオ ユリコ		0476-33-7707		0476-95-4274		1		kenkou@town.sakae.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		3		1		0		0		1		0		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		1(理学療法士) リガク リョウホウシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		107		810		長野県		飯田市		健康福祉部保健課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ		原俊文 ハラ トシフミ		0265-22-4511		0265-53-8867		1		hoken@city.iida.nagano.jp		0		1		0		0		0		0		1（研修会等受講） ケンシュウカイ トウ ジュコウ		0		0		0		1		0		0		1		長野県歯科衛生士会 ナガノ ケン シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		108		84		北海道		鷹栖町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ フクシカ ホケン スイシン カカリ		佐藤嗣美 サトウ ツグミ		0166-87-2112		0166-87-2226		1		kenkou@town.takasu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		幼児歯科検診のみ実施0 ヨウジ シカ ケンシン ジッシ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		109		1129		兵庫県		川西市		健康福祉部健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シツ		池田真由美 イケダ マユミ		072-758-4721		*		1		kawa0032@city.kawanishi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1(ライオン歯科衛生研究所など)		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		１（初期う蝕） ショキ ショク		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		年齢によってフッ化物配合歯磨剤の使用説明 ネンレイ カ ブツ ハイゴウ ハ オサム ザイ シヨウ セツメイ		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		委託歯科医師会との委員会開催 イタク シカ イシ カイ イインカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		109

		110		632		東京都		葛飾区		子育て支援部子ども家庭支援課 コソダ シエン ブ コ カテイ シエン カ		桜井まり子 サクライ コ		03-3602-1387		03-3602-1392		1		113000@city.katsushika.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特別区自主運営業務研究会 トクベツク ジシュ ウンエイ ギョウム ケンキュウカイ		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		カリエスの有無 ウム		2		0		0		3		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		雇上げ歯科医衛生士　 ヤト ア シカイ エイセイシ		0		1		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		111		1509		長崎県		小値賀町		健康管理センター ケンコウ カンリ		彌富千賀子 ヒサシ トミ チカコ		0959-56-3763		0959-56-3916		1		kenkoukanrisenta@ojika.net		0		0		1		0		0		0		1講演会形式で希望者を募集する コウエンカイ ケイシキ キボウシャ ボシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		養護教諭・母子保健推進委員・保育士 ヨウゴ キョウユ ボシ ホケン スイシンイイン ホイクシ		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		兄弟や両親の齲歯及び健康行動 キョウダイ リョウシン ウシ オヨ ケンコウ コウドウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		こども園にてフッ化物洗口を実施している エン カ ブツ センコウ ジッシ		1		0		0		三か月に一度集団で無料塗布 サン ゲツ イチド シュウダン ムリョウ トフ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		教育機関（校長・養護教諭)、保育士、PTA会長 キョウイク キカン コウチョウ ヨウゴ キョウユ ホイクシ カイチョウ		1		年に2回の歯科保健専門委員会・年一回の歯科保健推進協会議にて結果報告 ネン カイ シカ ホケン センモン イイン カイ ネン イッカイ シカ ホケン スイシン キョウ カイギ ケッカ ホウコク		0		0		0		0		1		0

		112		705		新潟県		新発田市		健康推進課健やか育児支援係 ケンコウ スイシンカ スコ イクジ シエン カカリ		中村静夏 ナカムラ シズカ		0254-22-3101		0252-21-1091		1		kenkou@city.shibata.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1年1から2回担当者会議と同時に実施 ネン カイ タントウシャ カイギ ドウジ ジッシ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		3		0		3		2		0		0		3		1虫歯の有無 ムシバ ウム		1		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会に年一回、年度末に報告している。また、歯科医師会からも委員を選出している市の歯科保健推進協議会において事業の報告をしている。 シカ イシ カイ ネン イッカイ ネンドマツ ホウコク シカ イシ カイ イイン センシュツ シ シカ ホケン スイシン キョウギカイ ジギョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		113		611		東京都		千代田区		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田村 タムラ		03-5211-8172		03-5211-8192		1		kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1隔年特別区専門検診 カクネン トクベツク センモン ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		1		0		0		0		2		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		業者のリーフレット購入 ギョウシャ コウニュウ

		114		886		岐阜県		関市		保健センター ホケンセ		柴山美保 シバヤマ ミホ		0575-24-0111		0575-23-6757		1		hoken-c@city.seki.lg.jp		0		0		1		0		0		1正職員が育児休暇中のため臨時職員 セイ ショクイン イクジ キュウカチュウ リンジ ショクイン		1県主催研修会 ケン シュサイ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		お口の健康ノートを作成指導・1Y6m健診後の事後指導（呼び出し） クチ ケンコウ サクセイ シドウ ケンシン ゴ ジゴ シドウ ヨ ダ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		関市母子保健連絡協議会で評価と次年度計画を報告（委員に歯科医師会代表参加） セキシ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ヒョウカ ジネンド ケイカク ホウコク イイン シカ イシ カイ ダイヒョウ サンカ		0		0		1		0		0		お口の健康ノート・1歳児相談の配布物 サイジ ソウダン ハイフ ブツ

		115		341		福島県		福島市		保健福祉ｾﾝﾀｰ健康推進課 ホケン フクシ ケンコウ スイシン カ		遠藤いすず エンドウ		024-525-7671		024-525-5701		1		kenkou@mail.city.fukushima.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や保健所、歯科医師会が開催する研修） ケン ホケンジョ シカ イシ カイ カイサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		1		0		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0

		116		1236		鳥取県		伯耆町		母子保健 ボシ ホケン		瀬川佳菜子 セガワ カナコ		0859-68-5536		0859-68-3866		2		segawak@houki-town.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が主催した乳幼児検診マニュアル研修会の内容で乳幼児歯科に関する内容が含まれていた） ケン シュサイ ニュウヨウジ ケンシン ケンシュウカイ ナイヨウ ニュウヨウジ シカ カン ナイヨウ フク		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		ドクター		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健検討会を年に一回開催 シカ ホケン ケントウカイ ネン イッカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		117		1491		佐賀県		太良町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松尾 マツオ		0954-67-0753		0954-67-2103		1		kenko-zoushin@town.tara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(講演） コウエン		0		0		0		1		0		0		0		国立病院機構佐賀病院 コクリツ ビョウイン キコウ サガ ビョウイン		1		1		1		1		0		0		升藤地区の保健所、幼稚園、学校、行政 マス フジ チク ホケンジョ ヨウチエン ガッコウ ギョウセイ		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		町内保育所での塗布 チョウナイ ホイク ジョ トフ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		今年度は歯科医師、歯科衛生士との連絡会を実施し平成２６年度の事業実績報告を行った コンネンド シカ イシ シカ エイセイシ レンラクカイ ジッシ ヘイセイ ネンド ジギョウ ジッセキ ホウコク オコナ		1		0		0		0

		118		1329		徳島県		美馬市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		大垣安代 オオガキ ヤス ヨ		0883-52-5611		0883-52-1197		1		hoken@city.mima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		業者から購入したリーフレット ギョウシャ コウニュウ

		119		1156		奈良県		天理市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早見 ハヤミ		0743-63-1001		0743-62-7697		1		kennkou@city.tenri.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会連絡会 シカ イシ カイ レンラク カイ		0		0		1		1		0		0

		120		94		北海道		南富良野町		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		星越美鈴 ホシ コシ ミスズ		0167-52-2211		0167-39-7020		1		hokenshido@town.minamifurano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		子育て支援センター　保育士　看護士 コソダ シエン ホイクシ カンゴシ		0		0		1		0		0		0		1		0

		121		404		茨城県		龍ヶ崎市		健康増進課母子保健グループ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン		松本春生 マツモト ハルオ		0297-64-1039		0297-64-5027		1		kenko@city.ryugasaki.ibaraki.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		市単独で研修実施はしていないが県や歯科医師会等で実施していれば参加することはある シ タンドク ケンシュウ ジッシ ケン シカ イシ カイ トウ ジッシ サンカ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		市販のリーフレット配布 シハン ハイフ		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		122		28		北海道		恵庭市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケンカ		庄司 ショウジ		0123-37-4121		0123-37-5240		1		hokenka@city.eniwa.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		4		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との会議で報告 シカ イシ カイ カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		123		455		栃木県		上三川町		健康課 ケンコウ カ		江口　彩 エグチ アヤ		0285-56-9132		0285-56-6868		1		kenkou01@town.kaminokawa.tochigi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修会に参加） ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		助産師、母子保健に携わる者、学校関係、保育士幼稚園教諭 ジョサンシ ボシ ホケン タズサ モノ ガッコウ カンケイ ホイクシ ヨウチエン キョウユ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		受診者数を書面で報告 ジュシン シャ スウ ショメン ホウコク		0		0		1		0		0		0

		124		1501		長崎県		西海市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		蓮沼涼子 ハスヌマ リョウコ		0959-37-0029		0959-29-0050		1		kids@city.saikai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		かかりつけ医をつくる,定期検診のすすめ、フッ化塗布の継続（3） イ テイキ ケンシン カ トフ ケイゾク		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		看護士、助産師 カンゴシ ジョサンシ		1		健康づくり推進協議会、歯科医師会との打合せ ケンコウ スイシン キョウギカイ シカ イシ カイ ウチアワ		0		0		1		1		0		0

		125		116		北海道		利尻町		くらし支援課　保健指導係 シエン カ ホケン シドウ カカ		*		0163-84-2345		0163-89-4747		1		hokenshido@town.rishiri.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		保育士、養護教諭 ホイクシ ヨウゴ キョウユ		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		市販のパンフレット使用 シハン シヨウ

		126		49		北海道		今金町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦　萌 ミウラ モエ		0137-82-2780		0137-82-3867		1		imk-kenko@town.imakane.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1保健所や看護協会等が主催の研修会へ参加 ホケンジョ カンゴ キョウカイ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		保育士、看護士、一般町民 ホイクシ カンゴシ イッパン チョウミン		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		1		0		1		1		1		0		0		1		年度末に検診結果をまとめ、委託歯科医師と共有している ネンドマツ ケンシン ケッカ イタク シカ イシ キョウユウ		0		0		0		1		0		0

		127		180		青森県		五所川原市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		齋藤綾子 サイトウ アヤコ		0173-35-2111		0173-35-2130		1		kenkousuisin@city.goshogawara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(県歯科医師会主催の研修に参加） ケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウ サンカ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		すべて必要と考えていますので決められません ヒツヨウ カンガ キ		0		0		0		0		0		0		0		0		相談は個別性が高いため決められません ソウダン コベツセイ タカ キ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		128		1415		福岡県		大牟田市		健康福祉部児童家庭課 ケンコウ フクシ ブ ジドウ カテイ カ		中原広子 ナカハラ ヒロコ		0944-41-2661		0944-41-2664		1		jidoukatei01@city.omuta.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1年一回 ネン イッカイ		0		0		0		0		0		1一般社団法人福岡県歯科衛生士会 イッパン シャダン ホウジン フクオカ ケン シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		129		1189		奈良県		上北山村		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		濱野　知美 ハマノ トモミ		07468-3-0380		07468-2-0209		2		hamano@vill.kamikitayama.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間で作成されたパンフレット ミンカン サクセイ

		130		275		宮城県		大衡村		保健福祉課 ホケン フクシカ		安達　縁 アダチ エン		022-345-0253		022-345-6630		1		fukushi@village.ohira.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		幼稚園・保育所・こども園等職員 ヨウチエン ホイク ジョ エン トウ ショクイン		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		要観察歯の把握（1） ヨウ カンサツ ハ ハアク		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		131		252		宮城県		名取市		健康福祉部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ ブ ホケン		高橋香南子 タカハシ カオリ ミナミ コ		022-382-2456		022-382-3041		1		hoken@city.natori.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		母子保健推進委員会の研修会（歯科には特化していない）検診終了後のミーティングで情報共有 ボシ ホケン スイシン イインカイ ケンシュウカイ シカ トッカ ケンシン シュウリョウゴ ジョウホウ キョウユウ		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		広報 コウホウ		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師が入っている会議、健康づくり推進協議会会議 シカ イシ ハイ カイギ ケンコウ スイシン キョウギカイ カイギ		0		0		1		1		0		0

		132		866		長野県		山形村		保健福祉課保健対策係 ホケン フクシカ ホケン タイサク カカリ		仁科茉莉佳 ニシナ マリ カ		0263-97-2100		0263-97-2101		1		hoken@vill.yamagata.nagano.jp		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		1		2		3		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		*		*		*		*		1		1		0		0

		133		141		北海道		日高町		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		亀井希代子 カメイ キヨコ		01456-2-6183		01456-2-5615		2		kamei.kiyoko@town.hidaka.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回歯科医師会と町（町長、教育委員会、健康福祉課）で懇親会を設けて報告している ネン イッカイ シカ イシ カイ マチ チョウチョウ キョウイク イインカイ ケンコウ フクシ カ コンシン カイ モウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		133		1208		和歌山県		日高町

		134		1683		中核市 チュウカクシ		青森市 アオモリシ		健康福祉部青森市保健所健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ アオモリシ ホケンジョ ケンコウ スイシン カ		大澤真理子 ダイ サワ マリコ		017-743-6111		017-743-6276		1		genki-plaza@city.aomori.aomori.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科医師会主催の講演会） シカ イシ カイ シュサイ コウエンカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		年一回歯科医師会と会議を開催している ネン イッカイ シカ イシ カイ カイギ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		135		289		秋田県		潟上市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畠山和花子 ハタケヤマ ワカコ		018-853-5315		018-852-5233		1		kenkoushidou@city.katagami.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		2		0		0		0		歯の質、食事や間食の取り方、歯磨き習慣等、個々の状況に合わせた指導（1） ハ シツ ショクジ カンショク ト カタ ハミガ シュウカン トウ ココ ジョウキョウ ア シドウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		歯科医院でのフッ化物塗布に関して情報提供している シカ イイン カ ブツ トフ カン ジョウホウ テイキョウ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		市内歯科医との医療行政懇談会にて歯科健診の結果を報告 シナイ シカ イ イリョウ ギョウセイ コンダンカイ シカ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		0		0		0		健診の対象年齢に合ったパンフレット、歯ブラシを購入し配布している ケンシン タイショウ ネンレイ ア ハ コウニュウ ハイフ

		136		1007		三重県		津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		石川 イシカワ		059-229-3310		059-229-3287		1		229-3310@city.tsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯と口腔の健康づくりを考える討論会で情報提供している ハ コウクウ ケンコウ カンガ トウロン カイ ジョウホウ テイキョウ		0		0		1		0		0		0

		137		870		長野県		松川村														0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		2		0		0		0		3		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		138		1686		中核市 チュウカクシ		郡山市		こども部こども支援課母子保健係 ブ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田直美 ヨシダ ナオミ		024-924-3691		024-933-6665		1		kodomosien@city.koriyama.fukushima.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会を開催） ケンシュウカイ カイサイ		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		3		0		2		0		0		0		明確な診断（１） メイカク シンダン		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		健診データの共有 ケンシン キョウユウ		0		0		1		1		0		0

		139		659		東京都		西東京市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		野口かおり ノグチ		042-438-4037		042-422-7309		1		kenkou@city.nishitokyo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		親の側に立った対応、話し方（１） オヤ ガワ タ タイオウ ハナ カタ		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		市販のもの シハン

		140		1687		中核市 チュウカクシ		いわき市		こどもみらい部こども家庭課 ブ カテイ カ		竹原紀子 タケハラ ノリコ		0246-27-8597		0246-27-8564		1		kodomokatei@city.iwaki.fukushima.jp		0		1		0		0		0		0		1(協力歯科衛生士との連絡会を年１～２回開催する中で実施している（市主催）また、福島県歯科衛生士会の研修の機会もある） キョウリョク シカ エイセイシ レンラクカイ ネン カイ カイサイ ナカ ジッシ シ シュサイ フクシマケン シカ エイセイシ カイ ケンシュウ キカイ		0		0		1		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		0		0		0		0		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		3		0		0		0		2		0		0		初期虫歯の診断基準（１） ショキ ムシバ シンダン キジュン		0		0		2		0		1		0		0		0		かかりつけ歯科医での定期歯科受診（３） シカイ テイキ シカ ジュシン		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		1		市保健医療審議会、及び歯科医師会との意見交換会の際に実施 シ ホケン イリョウ シンギカイ オヨ シカ イシ カイ イケン コウカンカイ サイ ジッシ		0		0		0		1		0		0

		141		1719		中核市 チュウカクシ		大分市		大分市保健所健康課 オオイタシ ホケンジョ ケンコウ カ		森山慶子 モリヤマ ケイコ		097-536-2516		097-532-3250		1		kenko2@city.oita.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		1		0		0		3		2		0		0		3		0		1		0		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		各種会議の場や、メールや紙面等により実施 カク シュ カイギ バ シメントウ ジッシ		1		0		1		1		1		0		0		1		母子、成人等の小委員会の場で報告 ボシ セイジン トウ ショウ イインカイ バ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		142		895		岐阜県		可児市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		只腰知子 タダ コシ トモコ		0574-62-1111		0574-63-7070		2		tm-tadak@city.kani.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会に参加） ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		1		0		口腔保険協議会、行政歯科衛生士部会 コウクウ ホケン キョウギカイ ギョウセイ シカ エイセイシ ブカイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		*		*		*		*		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴ シ		1		事業報告を冊子にまとめ報告、会議（母子保健連絡協議会で報告） ジギョウ ホウコク サッシ ホウコク カイギ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		143		1584		宮崎県		綾町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		菊池珠美 キクチ タマミ		0985-77-0195		0985-77-0338		2		t.kikuchi@town.aya.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科保険推進協議会において、歯科検診の結果報告、本年度の取り組みなど話し合う。また町内保育所等スタッフ向けに歯科医師による講和） シカ ホケン スイシン キョウギカイ シカ ケンシン ケッカ ホウコク ホンネン ド ト ク ハナ ア チョウナイ ホイク ジョ トウ ム シカ イシ コウワ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		町内保育所、幼稚園等スタッフ チョウナイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		144		263		宮城県		村田町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池涼子 キクチ リョウコ		0224-83-2312		0224-83-3188		2		kikuchi-r@town.murata.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		145		320		山形県		中山町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		鈴木 スズキ		023-662-2836		023-662-2065		1		kenkou@town.nakayama.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師に対し医療懇談会にて報告 シカ イシ タイ イリョウ コンダンカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		146		342		福島県		会津若松市		健康福祉部健康増進課保健指導グループ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ホケン シドウ		一ノ瀬勝江 イチ セ カツエ		0242-39-1245		0242-39-1231		1		hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		従事者がそれぞれ自主的に参加 ジュウジシャ ジシュテキ サンカ		0		1		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		年一度歯科医師会との会議において検診結果の説明および次年度の計画について打ち合わせ ネン イチド シカ イシ カイ カイギ ケンシン ケッカ セツメイ ジネンド ケイカク ウ ア		0		0		1		1		0		0

		147		340		山形県		遊佐町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		三浦　恵 ミウラ メグミ		0234-72-4111		0234-72-4113		1		kenkosien@town.yuza.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		3		0		0		1		0		0		0		2(おやつや飲み物等生活習慣） ノ モノ トウ セイカツ シュウカン		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		寸劇絵本等の媒体使用 スンゲキ エホントウ バイタイ シヨウ		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		毎年度、歯科医師と業務懇談会を開催し事業の報告年間の実績や経年のう蝕状況等のデータを見てもらっている。また、地区歯科医師会に年度末に実績報告を提出 マイネンド シカ イシ ギョウム コンダンカイ カイサイ ジギョウ ホウコク ネンカン ジッセキ ケイネン ショク ジョウキョウ トウ ミ チク シカ イシ カイ ネンドマツ ジッセキ ホウコク テイシュツ		0		0		1		0		0		既成のリーフレット キセイ

		148		1557		大分県		中津市		生活保健部地域医療対策課 セイカツ ホケン ブ チイキ イリョウ タイサク カ		廣瀬紀美 ヒロセ キ ミ		0979-22-1170		0979-24-2342		2		hirose.kimi@city.nakatsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科医師と歯科衛生士と保健師とで検討会を実施。また、歯科指導導入前に検診担当の小児科医の講演会を行った） シカ イシ シカ エイセイシ ホケンシ ケントウカイ ジッシ シカ シドウ ドウニュウ マエ ケンシン タントウ ショウニ カ イ コウエンカイ オコナ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年に１～２回、歯科保険について会議 ネン カイ シカ ホケン カイギ		0		0		1		0		0		0

		149		50		北海道		せたな町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		安藤麗香 アンドウ レイ カオリ		0137-84-5984		0137-84-5065		2		reika.ando@town.setana.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		H27年度に限っては町村保健士連絡協議会研修 ネンド カギ チョウソン ホケンシ レンラク キョウギカイ ケンシュウ		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		2		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		既存のリーフレット キゾン		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		必要時保育園、幼稚園 ヒツヨウジ ホイクエン ヨウチエン		0		0		1		0		0		1		0		0

		150		1497		長崎県		松浦市		子育て・こども課子育て支援係 コソダ カ コソダ シエン ガカリ		永田真紀 ナガタ マキ		0956-72-1111		0956-72-1115		1		kodomo@city.matsuura.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		母子保健推進員　看護士　保育士 ボシ ホケン スイシン イン カンゴ シ ホイク シ		0		0		1		0		1		0		0		0

		151		253		宮城県		角田市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		佐藤、玉手 サトウ タマテ		0224-62-1192		0224-63-3975		1		welpark@city.kakuda.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1(宮城県、保健所、宮城県歯科医師会主催の研修） ミヤギケン ホケンジョ ミヤギケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		保育所、幼稚園に出向く、養護教諭の会議 ホイク ジョ ヨウチエン デム ヨウゴ キョウユ カイギ		1		0		1		1		1		1		保育士幼稚園教諭、養護教諭 ホイク シ ヨウチエン キョウユ ヨウゴ キョウユ		1		歯科保健懇談会で報告 シカ ホケン コンダンカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		152		1709		中核市 チュウカクシ		奈良市 ナラシ		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ ゾウシン カ		藤岡かおり フジ オカ		0742-34-5129		0742-34-3145		1		kenkouzoushin@city.nara.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回保健センターで実施） ネン イッカイ ホケン ジッシ		0		0		1		0		0		1(一般社団法人奈良県歯科衛生士会） イッパン シャダン ホウジン ナラケン シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		0		0		0		0		一般社団法人奈良県歯科衛生士会　委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		かかりつけ歯科医の推奨（３） シカイ スイショウ		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		0		0		1		二歳０ヶ月を対象に月一回申し込み制で歯科検診とフッ化物塗布を保健センターで実施以降は歯科医療機関で定期的塗布を推奨 ニサイ ゲツ タイショウ ツキ イッカイ モウ コ セイ シカ ケンシン カ ブツ トフ ホケン ジッシ イコウ シカ イリョウ キカン テイキテキ トフ スイショウ		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		1		委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		1		年一回う歯罹患率等を報告 ネン イッカイ ハ リカン リツ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		153		622		東京都		世田谷区		健康推進課こころと体の健康担当 ケンコウ スイシン カ カラダ ケンコウ タントウ		遠藤,増渕 エンドウ マスブチ		03-5432-2449		03-5432-3022		1		SEA02244@mb.city.setagaya.tokyo.jp		1		0		0		0		0		0		1(講習会） コウシュウカイ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		3		0		2		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		臨時職員（歯科衛生士） リンジ ショクイン シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		報告書作成　研修会 ホウコクショ サクセイ ケンシュウカイ		0		0		1		1		0		0

		154		1731		政令市 セイレイシ		浜松市		健康福祉部健康増進課 ケンコ ブ ケンコウ カ		加藤裕美 カトウ ヒロミ		053-453-6117		053-453-6188		1		kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp		0		1		0		0		0		0		1(市では、常勤・臨時歯科衛生士を対象に年一回研修会を開催） シ ジョウキン リンジ シカ エイセイシ タイショウ ネン イッカイ ケンシュウカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		フッ化物塗布事業を実施 カ ブツ トフ ジギョウ ジッシ		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		臨床心理士 リンショウ シンリシ		1		歯科保健推進会議で報告 シカ ホケン スイシン カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		155		624		東京都		中野区		中部すこやか福祉センター チュウブ フクシ		髙橋かほる タカハシ		03-3367-7788		03-3367-7789		1		chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(１、特別区職員しか衛生歯科医自主運営業務研修会　２、特別区職員研修所専門研修（歯科保健） トクベツ ク ショクイン エイセイ シカイ ジシュ ウンエイ ギョウム ケンシュウカイ トクベツク ショクイン ケンシュウ ジョ センモン ケンシュウ シカ ホケン		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		育児不安の解消 イクジ フアン カイショウ		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		フッ素ジェルの使用方法ホームケア ソ シヨウ ホウホウ		0		0		0		ホームケア時の使用方法 ジ シヨウ ホウホウ		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		保育士 ホイク シ		1		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		0		0		1		1		0		0

		156		1060		京都府		城陽市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		新井綾野 アライ アヤノ		0774-55-1111		0774-55-1140		1		hoken_c@city.joyo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(年度当初に嘱託職員研修会） ネンド トウショ ショクタク ショクイン ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との研修会 シカ イシ カイ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0

		157		909		岐阜県		輪之内町		保健センター ホケン		菱田明里 ヒシダ アキラ サト		0584-69-5155		0584-69-5156		1		hoken@town.wanouchi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		158		564		千葉県		松戸市		子ども部子ども家庭相談課母子保健担当室 コ ブ コ カテイ ソウダン カ ボシ ホケン タントウ シツ		流田由美子 ナガ タ ユミコ		047-366-5180		047-366-3901		1		mcboshihoken@city.matsudo.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1(常勤歯科衛生士と非常勤歯科衛生士で事業の効果的な実施方法等話し合い） ジョウキン シカ エイセイシ ヒジョウキン シカ エイセイシ ジギョウ コウカテキ ジッシ ホウホウ トウ ハナ ア		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		3		0		1		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		乳幼児健康診査関係者懇談会（歯科医師が参加） ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カンケイシャ コンダンカイ シカ イシ サンカ		0		0		1		0		0		0

		159		69		北海道		赤井川村		社会課　保健福祉係 シャカイ カ ホケン フクシ カカ		白田　沙織 シラタ サオリ		0135-35-2050		0135-35-2051		2		hoken2@akaigawa.com		0		0		1		0		0		0		1(講演会） コウエンカイ		0		0		0		0		1		1（公益財団法人母子衛生研究会等） コウエキ ザイダン ホウジン ボシ エイセイ ケンキュウカイ トウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		保育士 ホイク シ		0		0		1		0		0		0		0		道より受け取ったデータを用いて、資料として活用 ミチ ウ ト モチ シリョウ カツヨウ

		160		1299		広島県		坂町		民生部保険健康課 ミンセイ ブ ホケン ケンコウ カ		宇治宮一二三 ウジ ミヤ ヒフミ		082-820-1504		082-820-1521		1		kenkou@town.saka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		乳幼児歯科保健に携わる職員対象 ニュウヨウジ シカ ホケン タズサ ショクイン タイショウ		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		2(歯磨きの習慣） ハミガ シュウカン		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		検診の空き時間で歯科医師と情報交換、町の地域保健対策協議会 ケンシン ア ジカン シカ イシ ジョウホウ コウカン マチ チイキ ホケン タイサク キョウギカイ		0		0		1		0		0		0

		161		841		長野県		飯島町		健康福祉課保健医療係 ケンコウ ホケンイリョウ カカリ		係長　中村杏子 カカリチョウ ナカムラ キョウコ		0265-86-3111（171）		0265-86-2225		1		h.iryo@town.iijima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0				0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		162		562		千葉県		館山市		健康課 ケンコウ カ		吉野紗知子 ヨシノ サ チ コ		0470-23-3113		0470-22-6560		1		kenkouka@city.tateyama.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		163		779		福井県		若狭町		健康課 ケンコウ カ		百田聖子 モモタ セイコ		0770-62-2721		0770-62-1049		1		kenkou@town.fukui-wakasa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		食生活リズムや糖質の摂取等生活習慣（３） ショクセイカツ トウシツ セッシュ トウ セイカツ シュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年度初めの会議で町の保健計画に基づく目標値の確認、各検診や保育所の虫歯有病者率等の県年変化等をグラフにして報告 ネンド ハジ カイギ マチ ホケン ケイカク モト モクヒョウチ カクニン カク ケンシン ホイク ジョ ムシバ ユウビョウシャ リツ トウ ケン ネン ヘンカ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		164		306		山形県		山形市		市民生活部健康課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ カ ホケン		志田陽子 シダ ヨウコ		023-647-2280		023-647-2281		1		hokensen@city.yamagata-yamagata.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		歯科衛生士部会 シカ エイセイシ ブカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		引継ぎの必要なことは直接保健士に連絡 ヒキツ ヒツヨウ チョクセツ ホケンシ レンラク		0		0		0		1		1		0		0		1		口腔保健協議会や歯科衛生士の研修会などで報告し意見をもらっている コウクウ ホケン キョウギカイ シカ エイセイシ ケンシュウカイ ホウコク イケン		0		0		0		0		0		一般購入の子育て全般パンフ イッパン コウニュウ コソダ ゼンパン

		165		443		栃木県		栃木市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		亀山奏代香 カメヤマ ソウ ヨ カオ		0282-25-3512		0282-25-3513		1		kenkou03@city.tochigi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(勉強会、情報交換会） ベンキョウ カイ ジョウホウ コウカン カイ		0		0		0		0		0		0		1		栃木県歯科衛生士会主催 トチギケン シカ エイセイシ カイ シュサイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		従来どおり県の衛生士会主催で良いと思う ジュウライ ケン エイセイ シ カイ シュサイ イ オモ		0		0		0		3		0		0		2		0		1（かみ合わせ) ア		1		2		0		0		0		0		3		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		166		990		愛知県		東郷町		健康課 ケンコウカ		中井香里 ナカイ カオリ リ		0561-37-5813		0561-37-5823		1		tgo-kenko@town.aichi-togo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		3		0		0		0		2		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		書面にて示し説明 ショメン シメ セツメイ		0		0		1		0		0		0

		167		498		群馬県		邑楽町		保健センター ホケン		大澤 オオサワ		0276-88-5533		0276-88-5528		1		health@swan.town.ora.gunma.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		3		0		2		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		報告事項は随時スタッフ間で情報共有している ホウコク ジコウ ズイジ カン ジョウホウ キョウユウ		0		0		1		1		1		0		0		1		管内の市町村と歯科医師会で歯科保健調整会議を実施 カンナイ シチョウソン シカ イシ カイ シカ ホケン チョウセイ カイギ ジッシ		0		0		1		0		0		0

		168		1730		政令市 セイレイシ		静岡市		保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課 ホケン フクシ キョク ホケン エイセイブ ケンコウ スイシンカ		興津理恵子 オキツ リエコ		054-221-1574		054-251-0035		1		kenkousuishin@city.shizuoka.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		意見交換会等の場で乳幼児歯科検診う蝕罹患状況等の報告を行う イケン コウカン カイ トウ バ ニュウヨウジ シカ ケンシン ショク リカン ジョウキョウ トウ ホウコク オコナ		0		0		0		0		0		既製品の活用 キセイヒン カツヨウ

		169		468		群馬県		太田市														0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		幼稚園、保育園での塗布 ヨウチエン ホイクエン トフ		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健専門部会を年１回実施し歯科保健従事関係者と現状、課題、今後の方針について協議 シカ ホケン センモン ブカイ ネン カイ ジッシ シカ ホケン ジュウジ カンケイシャ ゲンジョウ カダイ コンゴ ホウシン キョウギ		0		0		1		0		0		0

		170		1049		滋賀県		竜王町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		村田真実 ムラタ マミ		0748-58-1006		0748-58-1007		1		kenko@town.ryuoh.shiga.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		2		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		171		338		山形県		三川町		健康福祉課　健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		杉山明日香 スギヤマ アスカ		0235-35-7033		0235-66-3139		1		kenkou@town.mikawa.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		172		638		東京都		青梅市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		草間千幸 クサマ セン サチ		0428-23-2191		0428-23-2195		1		div1530@city.ome.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との連絡会の中で結果を報告し、その年度の課題を検討する シカ イシ カイ レンラクカイ ナカ ケッカ ホウコク ネンド カダイ ケントウ		0		0		1		0		0		0

		173		707		新潟県		加茂市		加茂市役所 保健課 カモ シヤクショ ホケンカ		智野理枝子 トモ ノ リ リエコ		0256-52-0080		0256-53-2729		1		kenko01@city.kamo.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		乳幼児健診担当看護士、臨床心理士、保育士 ニュウヨウジ ケンシン タントウ カンゴシ リンショウ シンリシ ホイクシ		1		歯科保健会議 シカ ホケン カイギ		0		0		0		0		1		0

		174		345		福島県		喜多方市		保健福祉部保健課健康推進室 ホケン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン シツ		武藤伸恵 ムトウ シン エ		0241-24-5223		0241-25-7073		1		hoken@city.kitakata.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		学校幼稚園保育所職員 ガッコウ ヨウチエン ホイク ジョ ショクイン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		幼児検診で実施 ヨウジ ケンシン ジッシ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		一般に市販されているものを使用 イッパン シハン シヨウ

		175		898		岐阜県		飛騨市		市民福祉部健康生きがい課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ イ カ ケンコウ スイシン カカリ		元田由美子 モトダ ユミコ		0577-73-2948		0577-73-3604		1		kenkou@city.hida.gifu.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		3		0		1		0		2		0		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		保育士、看護士 ホイクシ カンゴシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		176		533		埼玉県		日高市		保健相談センター ホケン ソウダン		桑原 クワハラ		042-985-5122		042-984-1081		1		hokensoudan@city.hidaka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		0		2		0		3		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健連絡会（年一回)にて報告 シカ ホケン レンラクカイ ネンイッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		177		1342		徳島県		藍住町		保健センター ホケン		山下理恵 ヤマシタ リエ		088-692-8658		088-637-3158		1		hokenc@mail.netwave.or.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		178		1183		奈良県		下市町		健康福祉課保健予防係 ケンコウ フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		山内瞳 ヤマウチ ヒトミ		0747-52-0001		0747-52-0007		1		hoken-c@town.shimoichi.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		町歯科医に報告 マチ シカ イ ホウコク		0		0		0		業者のものを利用している ギョウシャ リヨウ

		179		1736		政令市 セイレイシ		神戸市		こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子保健係 カテイ キョク キカク イクセイ ブ カテイ シエン カ ボシ ホケン カカリ		西村恵実 ニシムラ ケイ ミノル		078-322-6540		078-322-6119		1		ks_boshihoken@office.city.kobe.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回の必須研修の受講をもって事業雇用の登録DHとしている） ネン イッカイ ヒッス ケンシュウ ジュコウ ジギョウ コヨウ トウロク		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		行政と歯科医師会との連絡会議の中で報告 ギョウセイ シカ イシ カイ レンラク カイギ ナカ ホウコク		0		0		1		0		0		既成のリーフレット キセイ

		180		786		山梨県		南アルプス市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		今村晶子 イマムラ アキコ		055-284-6000		055-284-6019		1		kenko@city.minami-alps.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		養護教諭、保育士、保健所・市町村歯科保健関係者等 ヨウゴ キョウユ ホイクシ ホケンジョ シチョウソン シカ ホケン カンケイシャ トウ		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師への歯科に関する健診データの報告 シカ イシ シカ カン ケンシン ホウコク		0		0		1		1		0		既成の冊子 キセイ サッシ

		181		597		千葉県		東庄町		健康福祉課　保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカ		紀伊國 キイ クニ		0478-80-3300		0478-80-3112		1		ken.hoken@town.tohnosho.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回の保健事業打合せ会議で町内歯科医に報告 ネン イッカイ ホケン ジギョウ ウチアワ カイギ チョウナイ シカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		182		894		岐阜県		各務原市		健康福祉部健康管理課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カンリ カ		氏田知沙希 ウジ タ チ サ キ		058-383-1116		058-383-9151		1		kenkok@city.kakamigahara.gifu.jp		0		1		0		0		0		0		1(県及び市が実施する口腔保健指導者研修会） ケン オヨ シ ジッシ コウクウ ホケン シドウシャ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		学校保健関係職員、保育士、幼稚園教諭、母子保健推進員 ガッコウ ホケン カンケイ ショクイン ホイク シ ヨウチエン キョウユ ボシ ホケン スイシン イン		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		母子保健事業のまとめや市口腔保健協議会役員会にて実績状況報告。また、健康増進計画策定委員会では歯科医師会にて助言を得ている。 ボシ ホケン ジギョウ シ コウクウ ホケン キョウギカイ ヤクインカイ ジッセキ ジョウキョウ ホウコク ケンコウ ゾウシン ケイカク サクテイ イインカイ シカ イシ カイ ジョゲン エ		0		0		1		1		0		0

		183		267		宮城県		亘理町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		阿部香奈江 アベ カオリ ナ エ		0223-34-0524		0223-34-7341		1		kenkou21@town.watari.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が実施する研修会への参加） ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		保育士 ホイクシ		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		0		2(歯科定期検診の必要性） シカ テイキ ケンシン ヒツヨウセイ		0		1		0		0		2		0		0		0		３（フッ化物の応用を含めた口腔衛生状態） カ ブツ オウヨウ フク コウクウ エイセイ ジョウタイ		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		児童福祉施設でフッ化物洗口を実施 ジドウ フクシ シセツ カ ブツ センコウ ジッシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		保育士児童家庭相談員 ホイクシ ジドウ カテイ ソウダンイン		1		歯科医師会が年一回アンケート調査を実施、集計、結果等を報告してくれる シカ イシ カイ ネン イッカイ チョウサ ジッシ シュウケイ ケッカ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		184		631		東京都		足立区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケン ヨボウ カ		菊島千枝子 キクシマ チエコ		03-3880-5862		03-3880-5602		1		h-yobou@city.adachi.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		0		0		特別区専門研修でテーマが該当するとき トクベツク センモン ケンシュウ ガイトウ		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		3		2		3		1(虫歯、初期虫歯） ムシバ ショキ ムシバ		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		ホームページに掲載 ケイサイ		0		1		1		0		0		臨時雇用歯科衛生士 リンジ コヨウ シカ エイセイシ		0		1		0		0		フッ化物塗布等の紹介 カ ブツ トフ トウ ショウカイ		*		*		*		*		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		足立区歯科保健対策会議等の場で報告 アダチク シカ ホケン タイサク カイギ トウ バ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		185		318		山形県		南陽市		すこやか子育て課 コソダ カ		佐藤智香子 サトウ チカコ		0238-40-3211		0238-40-3387		1		sukoyaka@city.nanyo.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		医師会と打合せの際の資料に載せて報告 イシ カイ ウチアワ サイ シリョウ ノ ホウコク		0		0		1		0		0		無償配布のフッ素ジェルとパンフレットを配布 ムショウ ハイフ ソ ハイフ

		186		661		東京都		日の出町		いきいい健康課 ケンコウ カ		吉田寧子 ヨシダ ヤスシ コ		042-597-0511		042-597-0628		1		hoken@town.hinode.tokyo.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		2		0		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		187		223		岩手県		陸前高田市		民生部健康推進課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカリ		高橋成美 タカハシ ナルミ		0192-54-2111(241)		0192-55-6118		1		kenko@city.rikuzentakata.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所が開催しているものに参加） ホケンジョ カイサイ サンカ		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		1(齲歯対策） ウシ タイサク		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		年一回開催する歯科保健推進協議会にて報告 ネン イッカイ カイサイ シカ ホケン スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		188		316		山形県		東根市		子育て健康課母子健康係 コソダ ケンコウ カ ボシ ケンコウ カカリ		*		0237-43-1250		0237-41-2232		1		kenkou@city.higashine.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		相談事業実施なし ソウダン ジギョウ ジッシ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		市販の出版物を購入 シハン シュッパンブツ コウニュウ

		189		944		静岡県		牧之原市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		都築理恵子 ツヅキ リエコ		0548-33-0027		0548-24-1005		1		sazanka@city.makinohara.shizuoka.jp		0		0		1		0		0		0		1(母子保健保健研修会） ボシ ホケン ホケン ケンシュウ カイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		0		0		2		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科専門職会議 シカ センモン ショク カイギ		0		0		0		0		0		民間の出版社から出ているものを購入 ミンカン シュッパンシャ デ コウニュウ

		190		284		秋田県		大館市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		成田歩美 ナリタ アユミ		0186-42-9055		0186-42-9054		1		bosi@city.odate.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(講義と意見交換） コウギ イケン コウカン		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		会議等で資料を用いて説明 カイギ トウ シリョウ モチ セツメイ		0		0		1		1		0		0

		191		1718		中核市 チュウカクシ		長崎市		こども健康課 ケンコウ カ		勝矢玲子 カチ ヤ レイコ		095-829-1255		095-829-1242		1		kodomokenko@city.nagasaki.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(長崎市町保健所歯科保健担当者研修会） ナガサキシ チョウ ホケン ジョ シカ ホケン タントウシャ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		192		573		千葉県		市原市		保健福祉部保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		松田ひろみ マツダ		0436-23-1187		0436-23-1295		1		hoken-center@city.ichihara.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1(従事者対象研修会） ジュウジ シャ タイショウ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		3		1(生活全般を考慮した健診） セイカツ ゼンパン コウリョ ケンシン		0		0		1		0		2		3		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		前年度の検診及び問診について市全体、地区別集計結果及び年次推移を報告 ゼンネンド ケンシン オヨ モンシン シ ゼンタイ チク ベツ シュウケイ ケッカ オヨ ネンジ スイイ ホウコク		0		0		1		0		0		1

		194		222		岩手県		一関市		子育て支援課母子保健係 コソダ シエン カ ボシ ホケン カカリ		菅原有紀 カン ハラ ユウ キ		0191-21-5409		0191-21-4656		1		kosodate@city.ichinoseki.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健業務連絡会議にて報告 シカ ホケン ギョウム レンラク カイギ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		195		503		埼玉県		所沢市		保健センター健康づくり支援課 ホケン ケンコウ シエン カ		美甘有利恵 ビ アマ ユウ リエ		04-2991-1813		04-2995-1178		1		b9911813@city.tokorozawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(健診、相談実施内容についての確認、周知研修年一回） ケンシン ソウダン ジッシ ナイヨウ カクニン シュウチ ケンシュウ ネン イッカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		看護士 カンゴシ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		*		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		教室、３歳児検診の事後事業として実施場所、保健センター キョウシツ サイジ ケンシン ジゴ ジギョウ ジッシ バショ ホケン		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		年一回の事業報告を行う ネン イッカイ ジギョウ ホウコク オコナ		0		0		1		1		0		0

		196		721		新潟県		聖籠町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		山岸ちひろ ヤマギシ		0254-27-6511		0254-27-6512		1		hofuku@town.seiro.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1(新潟県歯科保健協会） ニイガタケン シカ ホケン キョウカイ		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1(新潟県歯科保健協会）		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		197		984		愛知県		愛西市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		村瀬さやか ムラセ		0567-24-9731		0567-24-9735		1		kenko@city.aisai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(愛知県歯科保健関係職員研修等歯科保健業務連絡会議等） アイチケン シカ ホケン カンケイ ショクイン ケンシュウ トウ シカ ホケン ギョウム レンラク カイギ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		1(上記の口腔衛生状態、習癖、甘味コントロールを含めた口腔内の発達を指標として、育児不安の軽減につながる助言をほしい） ジョウキ コウクウ エイセイ ジョウタイ シュウヘキ カンミ フク コウクウ ナイ ハッタツ シヒョウ イクジ フアン ケイゲン ジョゲン		0		2		3		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		検診事業は歯垢染色後に個別指導をしている ケンシン ジギョウ シコウ センショク ゴ コベツ シドウ		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		個々のケースの状況に応じて多職種間で情報共有している ココ ジョウキョウ オウ タ ショクシュカン ジョウホウ キョウユウ		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師を招集した会議において結果の報告 シカ イシ ショウシュウ カイギ ケッカ ホウコク		0		0		1		1		0		一般の出版社のリーフレット イッパン シュッパンシャ

		198		1265		岡山県		新見市		福祉部健康づくり課 フクシ ブ ケンコウ カ		久保木加奈子 クボキ カナコ		0867-72-6129		0867-72-6613		2		kanako-kuboki@city.niimi.okayama.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修） ケン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		2		3(虫歯予防） ムシバ ヨボウ		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		199		1138		兵庫県		淡路市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		岩本公美 イワモト オオヤケ		0799-64-2541		0799-62-1464		1		awaji_kenkouzoushin@city.awaji.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(淡路歯科保健研修会にて専門職研修） アワジ シカ ホケン ケンシュウカイ センモン ショク ケンシュウ		0		0		0		0		0		0		0		淡路歯科保健協会 アワジ シカ ホケン キョウカイ		1		1		1		1		1		0		保育士、養護教諭、健康づくり推進委員、看護大学学生 ホイクシ ヨウゴ キョウユ ケンコウ スイシン イイン カンゴ ダイガク ガクセイ		0		0		1		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年一回淡路歯科保健推進協議会 ネン イッカイ アワジ シカ ホケン スイシン キョウギカイ		0		0		0		1		0		0

		200		645		東京都		日野市		健康課 ケンコウ カ		飯島 イイジマ		042-581-4111		042-583-2400		1		kenkou@city.hino.lg.jp		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		201		974		愛知県		東海市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		佐田知子 サダ トモコ		052-689-1600		052-602-0390		1		kenkou@city.tokai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		1		0		0		0		3		0		0		2		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		既製品のリーフレットの配布 キセイヒン ハイフ		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		保健所が主催の会議で集計結果が資料として歯科医師会に配布される。非常勤歯科衛生士には年度末に行うミーティング材料とし評価している ホケンジョ シュサイ カイギ シュウケイ ケッカ シリョウ シカ イシ カイ ハイフ ヒジョウキン シカ エイセイシ ネンドマツ オコナ ザイリョウ ヒョウカ		0		1		0		社会保険出版社の（親子で歯磨きシリーズ）を４か月児、１歳半、３歳児の各健診時に配布 シャカイ ホケン シュッパンシャ オヤコ ハミガ ゲツ ジ サイ ハン サイ ジ カク ケンシン ジ ハイフ

		202		1383		高知県		安芸市		市民課健康ふれあい係 シミンカ ケンコウ カカリ		足達恵美 アダチ エミ		0887-32-0300		0887-32-0301		1		fureai@city.aki.kochi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修） ケン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		1(高知県小児保健協会、高知母性衛生学会） コウチケン ショウニ ホケン キョウカイ コウチ ボセイ エイセイ ガッカイ		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1(フッ化物の利用、歯磨き、かかりつけ歯科医のすすめ、おやつの取り方） カ ブツ リヨウ ハミガ シカイ ト カタ		0		0		1		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		医師、心理判定員、保育士 イシ シンリ ハンテイ イン ホイクシ		1		歯科医師を含む保健センター運営委員会で報告 シカ イシ フク ホケン ウンエイ イインカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		203		1371		愛媛県		西予市		生活福祉部健康づくり推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下弘子 ヤマシタ ヒロコ		0894-62-6407		0894-62-6564		1		kenkoudukuri@city.seiyo.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		1(研究会に参加） ケンキュウカイ サンカ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		3		0		0		1		2		0				0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		204		1579		宮崎県		西都市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		壱岐佳子 イキ ヨシコ		0983-43-1146		0983-41-1382		1		kenkan@saito-city.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健推進協議会を年一回開催 シカ ホケン スイシン キョウギカイ ネン イッカイ カイサイ		0		0		0		0		0		出版社が作成したもの シュッパンシャ サクセイ

		205		581		千葉県		浦安市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ケンコウフクシ ゾウシン カ		飯盛未来 イイモリ ミライ		047-381-9058		047-381-9083		1		kenzo@city.urayasu.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1(小児歯科学会） ショウニ シカ ガッカイ		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1(虫歯、歯肉炎） ムシバ シニク エン		0		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科保健検討委員会 シカ ホケン ケントウ イインカイ		0		0		1		0		0		出版社が作成したもの シュッパンシャ サクセイ

		206		254		宮城県		多賀城市		保健福祉部健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		村上順子 ムラカミ ジュンコ		022-368-1141		022-368-1747		1		kenko@city.tagajo.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		207		207		青森県		東通村		いきいき健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　聡子 イズミ サト コ		0175-28-5800		0175-48-2510		2		satoko_izumi@vill.higashidoori.lg.jp		0		0		1		0		0		0		１（１歳半健診、２歳健診、３歳健診） サイハン ケンシン サイ ケンシン サイ ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		２歳児歯科検診で歯科衛生士が実施 サイ ジ シカ ケンシン シカ エイセイシ ジッシ		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		健診に従事している看護士 ケンシン ジュウジ カンゴシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		208		182		青森県		三沢市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		根岸満智子 ネギシ マチコ		0176-57-0707		0176-52-7021		2		machiko.negishi@city.misawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯の健康づくり推進委員会にて年一回報告 ハ ケンコウ スイシン イインカイ ネン イッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		209		708		新潟県		十日町市		市民福祉部健康づくり推進課母子保健係 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン ガカリ		岩崎美奈、入田知子 イワサキ ミナ イリタ トモコ		025-757-9759		025-757-3800		1		t-kenko@city.tokamachi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会の先生方と関係者で毎年打合せ会を実施し報告 シカ イシ カイ センセイ ホウ カンケイシャ マイトシ ウチアワ カイ ジッシ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		210		830		長野県		佐久穂町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		堀米篤子 ホリ コメ アツコ		0267-86-2528		0267-86-2633		1		kenkoudukuri@town.sakuho.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1(他機関が主催する研修） ホカ キカン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布の方法 カ ブツ トフ ホウホウ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		211		641		東京都		調布市		福祉健康部健康推進課健康支援係 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ シエン カカリ		鵜篭千恵 ウ カゴ チエ		042-441-6100		042-441-610１		1		kenkou@w2.city.chofu.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回当科主催で行う。他からの研修の情報があった場合は従事者へ周知する） ネン イッカイ トウカ シュサイ オコナ ホカ ケンシュウ ジョウホウ バアイ ジュウジシャ シュウチ		0		0		1		1		0		1(東京都歯科医師会、東京都心身障害者口腔保健センター） トウキョウ ト シカ イシ カイ トウキョウ ト シンシン ショウガイシャ コウクウ ホケン		0		0		1		0		1		1		1		1		保育士 ホイクシ		1		1		0		1		1		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1(生活習慣、子育て支援） セイカツ シュウカン コソダ シエン		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		212		12		北海道		美唄市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		関　佳美 カン ヨシミ		0126-62-1173		0126-62-1088		2		y.seki@city.bibai.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		常勤小児科医師、看護士 ジョウキン ショウニ カ イシ カンゴ シ		0		0		0		非常勤歯科衛生士が健診後及び年度末に検診に来ている人へ口腔衛生状態や仕上げ磨き、食事、間食等評価を実施 ヒジョウキン シカ エイセイシ ケンシン ゴ オヨ ネンドマツ ケンシン キ ヒト コウクウ エイセイ ジョウタイ シア ミガ ショクジ カンショク トウ ヒョウカ ジッシ		1		0		0		0

		213		1499		長崎県		壱岐市		健康保健課 ケンコウ カ		中野美保、田中千草 ナカノ ミホ タナカ チグサ クサ		0920-45-1111		0920-45-0996		1		iki-hoken@city.iki.lg.jp		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		保健所と市が合同で開催する歯科協議会で報告 ホケンジョ シ ゴウドウ カイサイ シカ キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		214		1004		愛知県		設楽町		したら保健福祉センター ホケン フクシ		秦野知子 ハタノ トモコ		0536-62-0901		0536-62-0902		1		hoken@town.shitara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所実施の研修会） ホケンジョ ジッシ ケンシュウ カイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		2		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		215		256		宮城県		登米市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		細浦育子 ホソ ウラ イクコ		0220-58-2116		0220-58-3345		1		kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		保育士 ホイクシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		フッ化物塗布 カ ブツ トフ		0		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		簡易唾液検査RDテストを実施し、今後のカリエスリスクを指導している カンイ ダエキ ケンサ ジッシ コンゴ シドウ		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		受診率、う蝕有病者率、一人当たりう蝕歯数を報告 ジュシン リツ ショク ユウビョウシャ リツ ヒトリ ア ショク シスウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		216		522		埼玉県		新座市		保健センター ホケン		池田智恵子		048-481-2211		048-481-2215		1		hoken@city.niiza.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(埼玉県歯科医師会主催のものへ参加） サイタマケン シカ イシ カイ シュサイ サンカ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		保育士 ホイクシ		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		3		2		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		パート歯科衛生士 シカ エイセイ シ		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		パート歯科衛生士 シカ エイセイシ		1		年２回歯科医師会所属の代表歯科医と衛生士が会議を開き、事業報告 ネン カイ シカ イシ カイ ショゾク ダイヒョウ シカイ エイセイシ カイギ ヒラ ジギョウ ホウコク		0		0		1		1		0		0		0

		217		1252		島根県		邑南町		保健課 ホケンカ		森脇梓里 モリワキ アズサ サト		0855-83-1123		0855-83-0165		1		hoken@town-ohnan.jp		0		1		0		0		0		0		1(マニュアル改正等について情報共有） カイセイ トウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0		0		1(歯科衛生士会） シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		母子保健検討会で報告 ボシ ホケン ケントウカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		218		966		愛知県		西尾市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		堀　晴美 ホリ ハルミ		0563-57-0661		0563-54-7866		1		hokens@city.nishio.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(集団方法） シュウダン ホウホウ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		心理士 シンリシ		0		0		0		健康増進計画作業部会 ケンコウ ゾウシン ケイカク サギョウ ブカイ		1		0		0		0

		219		1646		沖縄県		沖縄市		こどものまち推進部こども相談・健康課 スイシンブ ソウダン ケンコウ カ		丸尾七絵 マルオ ナナ エ		098-939-1212		098-934-3830		1		a104bosihoken@city.okinawa.okinawa.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		毎年市が実施の検診報告会 マイトシ シ ジッシ ケンシン ホウコクカイ		0		0		0		0		0		社会保険出版社が発行の資料 シャカイ ホケン シュッパンシャ ハッコウ シリョウ

		220		1564		大分県		杵築市		健康長寿あんしん課 ケンコウ チョウジュ カ		多賀野小津枝 タガ ノ コ ツ エ		0978-64-2540		0978-64-2541		1		kenkou@city.kitsuki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		乳幼児健診従事者研究会 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンキュウ カイ		0		0		0		1		0		0

		221		781		山梨県		富士吉田市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		小俣知美 コマタ シ トモミ		0555-22-1111（内線799） ナイセン		0555-22-0823		1		kenko@city.fujiyoshida.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		1(一般社団法人山梨県歯科衛生士会） イッパン シャダン ホウジン ヤマナシケン シカ エイセイシ カイ		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		予防の基本は歯ブラシであることを伝える ヨボウ キホン ハ ツタ		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		222		941		静岡県		御前崎市		国保健康課 コクホ ケンコウ カ		齋藤愛香 サイ トウ アイ カオリ		0573-85-1171		0573-85-1172		1		kokuho@city.omaezaki.shizuoka.jp		0		0		1		1		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		非常勤看護士 ヒジョウキン カンゴシ		1		歯科推進会議 シカ スイシン カイギ		0		0		1		1		0		0

		223		119		北海道		美幌町		民生部保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ健康推進担当 ミンセイ ブ ホケン フクシ ケンコウ スイシン タントウ		立花裕美子 タチバナ ユミコ		0152-73-1111		0152-72-4869		1		kenkout@town.bihoro.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所主催の研修会） ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		パンフレットを購入して配布 コウニュウ ハイフ		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		乳幼児健診で集計したアンケート結果を保健所に提出しフィードバック ニュウヨウジ ケンシン シュウケイ ケッカ ホケンジョ テイシュツ		0		0		0		1		0		0

		224		29		北海道		伊達市		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		山下里美 ヤマシタ サトミ		0142-23-3331(635)		0142-25-3325		1		hoken@city.date.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との会議の資料として報告 シカ イシ カイ カイギ シリョウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		225		952		静岡県		長泉町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		渡部瑞穂 ワタベ ミズホ		055-986-8760		055-986-8760		1		kenko@nagaizumi.org		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		4		3		2		0		0		0		１（齲歯と判断する範囲を揃えてほしい） ウシ ハンダン ハンイ ソロ		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間企業が発行するパンフレットを購入 ミンカン キギョウ ハッコウ コウニュウ

		226		922		岐阜県		御嵩町		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		鍵谷ゆうこ カギ タニ		0574-67-2111		0574-67-2118		1		h-senta@town.mitake.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		227		280		宮城県		女川町		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		田守未来 タ モリ ミク		0225-53-4990		0225-53-5248		2		hokenc6@town.onagawa.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		228		544		埼玉県		吉見町		健康推進課保健支援係 ケンコウ スイシン カ ホケン シエン カカリ		小野 オノ		0493-54-3120		0493-54-3208		1		y-0258@town.yoshimi.saitama.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		1		0		0		0		2		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		229		1164		奈良県		宇陀市		室生福祉保健交流センター ムロウ フクシ ホケン コウリュウ		菊岡知代 キクオカ トモヨ ４		0745-92-5220		0745-92-5223		1		kenkou@city.uda.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(保健所歯科衛生士会） ホケンジョ シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		健康部会や健推協支部長や非常勤衛生士に報告 ケンコウ ブ カイ ケン スイ キョウ シブチョウ ヒジョウキン エイセイシ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		230		965		愛知県		安城市		子育て健康部健康推進課 コソダ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		松嵜清美 マツザキ キヨミ		0566-76-1133		0566-77-1103		1		kenko@city.anjo.aichi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		１（子育て支援に着目した保護者への指導） コソダ シエン チャクモク ホゴシャ シドウ		0		0		0		0		0		0		0		0		１（子育て支援に着目した保護者への指導）		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科健診担当歯科医師会議にて報告 シカ ケンシン タントウ シカ イシ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		独自に作成したものを活用 ドクジ サクセイ カツヨウ

		231		1588		宮崎県		木城町		福祉保健課保健センター フクシ ホケンカ ホケン		猪野美帆 イノ ミホ		0983－32－4010		0983－32－2727		2		ino.m_kt@town.kijo.miyazaki.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		0		0		0		3		0		2		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		232		349		福島県		南相馬市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		大石美和 オオイシ ミワ		0244-23-3680		0244-23-4525		1		kenkodukuri@city.minamisoma.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(保健所、歯科医師会、歯科衛生士会主催研修会） ホケンジョ シカ イシ カイ シカ エイセイシ カイ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		0		0		0		2		0		0		3		1(虫歯） ムシバ		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		集団での媒体等を使用した歯科健康教育 シュウダン バイタイ トウ シヨウ シカ ケンコウ キョウイク		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		市販のもの シハン

		233		386		福島県		三春町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		千葉 チバ		0247-62-3166		0247-62-5110		1		kenko@town.miharu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や歯科医師会主催の研修会） ケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		フッ化物の実施状況やう蝕罹患率について中間評価状況を書面にて報告。５年目の最終評価時に会議形式で共有評価 カ ブツ ジッシ ジョウキョウ ショク リカン リツ チュウカン ヒョウカ ジョウキョウ ショメン ホウコク ネンメ サイシュウ ヒョウカ ジ カイギ ケイシキ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0		1		0		0

		234		363		福島県		西会津町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		佐藤実菜 サトウ ミ ナ		0241-45-4532		0241-25-2229		1		kenkou@town.nishiaizu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や歯科医師会の研修） ケン シカ イシ カイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		保育士 ホイクシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		235		1563		大分県		豊後高田市		ウェルネス推進課 スイシン カ		渕上紀子 フチカミ ノリコ		0978-22-3100		0978-22-1155		2		noriko@city.bungotakada.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		年に一回歯科医師会、歯科衛生士会、保健所等の歯科保健関係機関が参加する「歯科保健検討会」にて報告 ネン イッカイ シカ イシ カイ シカ エイセイシ カイ ホケンジョ トウ シカ ホケン カンケイ キカン サンカ シカ ホケン ケントウカイ ホウコク		1		1		0		0

		236		737		富山県		小矢部市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		荒井 アライ		0766-67-8606		0766-67-8602		1		kenfuku@city.oyabe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が主催する研修会） ケン シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		市内歯科医師会代表、歯科衛生士らが出席する会議において健診結果集計等を報告 シナイ シカ イシ カイ ダイヒョウ シカ エイセイシ シュッセキ カイギ ケンシン ケッカ シュウケイ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		業者作成のパンフレット ギョウシャ サクセイ

		237		1479		佐賀県		小城市		福祉部健康増進課母子保健係 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		古賀美智子 コガ ミチコ		0952-37-6106		0952-37-6162		1		kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		各園でフッ化物洗口事業 カクエン カ ブツ センコウ ジギョウ		0		0		0		三か月に一回保健センターでフッ化物塗布教室を実施 サン ゲツ イッカイ ホケン カ ブツ トフ キョウシツ ジッシ		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		年に一回地区歯科医師会と歯科連絡協議会開催 ネン イッカイ チク シカ イシ カイ シカ レンラク キョウギカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		238		45		北海道		上ノ国町		保健福祉課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ シエン		大橋　朗 オオハシ ロウ		0139-55-4460		0139-55-2760		2		hogara_ohashi@town.kaminokuni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		239		132		北海道		雄武町		保健福祉課　保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		黒澤奈未 クロサワ ナ ミ		0158-84-2023		0158-84-4497		1		ouhoken@town.oumu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布事業として集団の形態で実施 カ ブツ トフ ジギョウ シュウダン ケイタイ ジッシ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		各年齢の齲歯数や齲歯罹患率を出し伝えている カクネンレイ ウシ スウ ウシ リカン リツ ダ ツタ		0		0		0		0		1		0

		240		135		北海道		壮瞥町		住民福祉課　健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		櫻井愛美 サクライ マナミ		0142-66-2340		0142-66-2678		1		hoken.center@town.sobetsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		歯科衛生士 シカ エイセイシ		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		241		25		北海道		深川市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		佐々 ササ		0164-26-2609		0164-23-0800		1		kenkofuku@city.fukagawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布による虫歯予防の効果についてパンフレットを用いて説明 カ ブツ トフ ムシバ ヨボウ コウカ モチ セツメイ		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		242		174		北海道		中標津町		健康推進課母子健康係 ケンコウ スイシン カ ボシ ケンコウ カカリ		谷口珠希 タニグチ シュ キ		0153-72-2733		0153-72-7964		1		h-boshi@nakashibetsu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1(甘味の接種） カンミ セッシュ		3		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		既成のものを使用 キセイ シヨウ

		243		1369		愛媛県		伊予市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		太森真喜恵 フト モリ マコト ヨロコ メグミ		089-983-4052		089-983-5295		1		kenkou@city.iyo.lg.jp		0		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		244		1068		京都府		大山崎町		健康福祉部 健康課 健康増進係 ケンコウ フクシブ ケンコウカ ケンコウ ゾウシン カカリ		山本知美 ヤマモト トモミ		075-956-2101		075-953-7335		1		hoken@town.oyamazaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		研修会の機会はあるが歯科についてのものはなかった ケンシュウカイ キカイ シカ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		245		563		千葉県		木更津市		市民部健康推進課 シミンブ ケンコウ カ		渡辺圭子 ワタナベ ケイコ		0438-23-1300		0438-25-1350		1		kensui@city.kisarazu.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		0		1（正確な虫歯の判定） セイカク ムシバ ハンテイ		3		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		医師会、歯科医師会の事業報告会　健康づくり推進協議会で報告 イシ カイ シカ イシ カイ ジギョウ ホウコクカイ ケンコウ スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		246		639		東京都		府中市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケンブ ケンコ カ		横山篤子 ヨコヤマ アツコ		042-368-5333		042-334-5549		1		iryoc03@city.fuchu.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1(依頼文書や研修会チラシから研修会出席希望の決済を出す） イライ ブンショ ケンシュウカイ ケンシュウカイ シュッセキ キボウ ケッサイ ダ		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診を行うには基本的に全ての項目を見てもらっている。現在も受診前に法定健診結果や検診当日のアンケート記載内容を検診前に歯科医師に伝え検診を行ています。その結果から児に必要とする項目を説明し支援する。 シカ ケンシン オコナ キホンテキ スベ コウモク ミ ゲンザイ ジュシン マエ ホウテイ ケンシン ケッカ ケンシン トウジツ キサイ ナイヨウ ケンシン マエ シカ イシ ツタ ケンシン オコナ ケッカ ジ ヒツヨウ コウモク セツメイ シエン		0		0		0		0		0		0		0		0		健診と同じで対象者に今必要なことを重点にしています。 ケンシン オナ タイショウシャ イマ ヒツヨウ ジュウテン		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		歯科医師会理事と打合せ等 シカ イシ カイ リジ ウチアワ トウ		0		0		1		1		0		0

		247		343		福島県		白河市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐久間真由美 サクマ マユミ		0248-27-2112		*		1		kenkozoushin@city.shirakawa.fukushima.jp		0		0		0		1		0		0		1(講演、事例発表） コウエン ジレイ ハッピョウ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		養護教諭 ヨウゴ キョウユ		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		平成２６年度実施 ヘイセイ ネンド ジッシ		0		0		0		出版されているものを購入し配布 シュッパン コウニュウ ハイフ

		248		1706		中核市 チュウカクシ		姫路市		保健所健康課 ホケンジョ ケンコウ カ		岩本・植岡・日出 イワモト ウエオカ ヒノデ						1		hokensho-kenko-@city.himeji.hyogo.jp		0		1		0		0		0		0		1(非常勤の歯科衛生士に対し年３回勉強会を実施） ヒジョウキン シカ エイセイシ タイ ネン カイ ベンキョウカイ ジッシ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		3		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		保育士、看護士 ホイクシ カンゴシ		1		年に一回懇談会時に実績及び進歩状況を報告 ネン イッカイ コンダンカイ ジ ジッセキ オヨ シンポ ジョウキョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		249		1605		鹿児島県		薩摩川内市		市民福祉部市民健康課健康増進第２グループ シミン フクシ ブ シミン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ダイ		常盤美幸 トキワ ミユキ		0996-22-8811		0996-22-8038		1		kenzou2@city.satsumasendai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		健康づくり推進協議会や歯科保健事業担当者会等において報告 ケンコウ スイシン キョウギカイ シカ ホケン ジギョウ タントウシャ カイ トウ ホウコク		0		0		0		0		1		0

		250		467		群馬県		伊勢崎市		健康管理センター ケンコウ カンリ		須永幸見 スナガ サチ ミ		0270-23-6675		0270-21-8995		1		kenko-c@city.isesaki.lg.jp		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		3		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		実績の報告 ジッセキ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		251		159		北海道		幕別町		民生部保健課健康推進係 ミンセイ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		浦上梢 ウラカミ コズエ		0155-54-3811		0155-54-3839		1		kenkousuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		年二回のフッ素の日に町内歯科医療機関で実施 ネン ニカイ ソ ヒ チョウナイ シカ イリョウ キカン ジッシ		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		購入したパンフレット コウニュウ

		252		1643		沖縄県		浦添市		健康部こども健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		宮城 ミヤギ		098-875-2100		098-875-1579		1		kodomokenko@city.urasoe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		必要なもの ヒツヨウ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		臨床心理士 リンショウ シンリシ		0		0		1		0		0		0		0		購入したパンフレットを使用 コウニュウ シヨウ

		253		1081		大阪府		吹田市		保健ｾﾝﾀｰ南千里分館 ホケン ミナミ センリ ブンカン		村山靖子 ムラヤマ ヤスコ		06-6155-2812		06-6831-5705		1		hoknc_kr@city.suita.osaka.jp		0		1		0		0		0		0		1(歯科保健関連従事者のみではなく、乳幼児健診に従事する者に対して職場研修） シカ ホケン カンレン ジュウジシャ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジ モノ タイ ショクバ ケンシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		発達指導員、看護士、助産師 ハッタツ シドウイン カンゴシ ジョサンシ		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		発達指導員、看護士 ハッタツ シドウイン カンゴシ		1		二か月に一度歯科医師会と会議 ニ ゲツ イチド シカ イシ カイ カイギ		0		0		1		0		0		0

		254		1705		中核市 チュウカクシ		豊中市 トヨナカシ		健康増進課中部母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ チュウブ ボシ ホケン カカリ		川村華代 カワムラ ハナヨ		06-6858-2801		06-6846-6080		1		boshihoken@city.toyonaka.osaka.jp

				2		北海道		室蘭市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		松永 マツナガ		0143-45-6610		0143-45-4325		1		kenkou@city.muroran.lg.jp

				3		北海道		釧路市

				4		北海道		帯広市

				5		北海道		北見市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシブ ケンコウスイシン カ ボシホケン カカリ		椎名真理 シイナ マリ		0157-23-8101		0157-23-8813		1		kenko@city.kitami.lg.jp

				6		北海道		夕張市

				8		北海道		網走市		市民部健康管理課 シミンブ ケンコウカンリ カ		美馬香子 ミマ カオリ コ		0152-43-8450		0152-43-8451		2		kyoko.mima@city.abashiri.hokkaido.jp

				9		北海道		留萌市

				10		北海道		苫小牧市		健康こども部健康支援課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		春木 ハルキ		0144-32-6411		0144-32-4322		1		kenkosien@city.tomakomai.hokkaido.jp

				11		北海道		稚内市		生活福祉部健康推進課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン		宮森 ミヤ モリ		0162-23-4000		0162-29-2257		1		kenkosuishin@city.wakkanai.hokkaido.jp

				14		北海道		江別市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシブ ホケンセ		児島栄弥子 コジマ サカ ミヤコ		011-385-5252		011-385-8130		1		hoken@city.ebetsu.lg.jp

				15		北海道		赤平市

				16		北海道		紋別市

				17		北海道		士別市

				18		北海道		名寄市

				19		北海道		三笠市

				20		北海道		根室市		市民福祉部保健課健康推進担当 シミン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン タントウ		鈴木圭子 スズキ ケイコ		0153-23-6111		0153-24-8692		2		suzuki.keiko@city.nemuro.hokkaido.jp

				21		北海道		千歳市		保健福祉部　健康推進課　健康母子係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ ボシ カカリ		小島登美子 コジマ トミコ		0123-24-0771		-8565		1		kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp

				23		北海道		砂川市		ふれあいセンター		岩崎 イワサキ		0125-52-2000		0125-52-2114		1		f-hoken@city.sunagawa.lg.jp

				26		北海道		富良野市

				27		北海道		登別市

				30		北海道		北広島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		白坂亜紀 シラサカ アキ		0110372-3311		011-372-1131		1		kenkou@city.kitahiroshima.hokkaido.jp

				31		北海道		石狩市		保健福祉部保健推進課 ホケンフク ブ ホケンスイｓ カ		二上真弓 ニカミ ウエ マユミ		0133-72-3124		0133-75-2270		1		hokens@city.ishikari.hokkaido.jp

				32		北海道		北斗市

				33		北海道		当別町		福祉部　福祉課 フクシ ブ フクシカ		望月 モチヅキ		0133-23-2346		0133-25-5018		1		hukshi2@town.tobetsu.hokkaido.jp

				34		北海道		新篠津村		住民課　保健予防係 ジュウミンカ ホケン ヨボウ カカリ		浅野瑛絵 アサノ エイ エ		0126-57-2111		0126-58-3853		2		a.asano@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp

				35		北海道		松前町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早瀬有希子 ハヤセ ユキコ		0139-42-2275		0139-46-2048		2		yukiko.hayase@town.matsumae.hokkaido.jp

				36		北海道		福島町

				37		北海道		知内町

				38		北海道		木古内町

				39		北海道		七飯町		民生部子育て健康支援課保健予防係 ミンセイ ブ コソダ ケンコウ シエン カ ホケン ヨボウ カカリ		越前沙紀 エチゼン サキ		0138-66-2500		0138-66-3955		2		s-echizen@town.nanae.hokkaido.jp

				40		北海道		鹿部町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		盛田 モリタ		01372-7-5291		01372-7-3086		2		t-morita@town.shikabe.lg.jp

				41		北海道		森町		保健福祉課　健康増進係 ホケン フクシ カ ケンコウ ゾウシン カカ		岩井理奈 イワイ リナ		01374-3-2311		01374-3-2310		1		hokencenter@town.hokkaido-mori.lg.jp

				42		北海道		八雲町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高岡佳代 タカオカ カヨ		0137-64-2111		0134-63-4411		1		hoken@town.yakumo.lg.jp

				43		北海道		長万部町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		野澤明子 ノザワ アキコ		01377-2-2454		01377-2-2931		2		nozawa.akiko@town.oshamambe.lg.jp

				46		北海道		厚沢部町

				47		北海道		乙部町		町民課保健衛生係 チョウ ミン カ ホケン エイセイ カカリ		江口優衣 エグチ ユイ		0139-62-2311		0139-62-2939		2		y-eguchi@town.otobe.lg.jp

				48		北海道		奥尻町

				51		北海道		島牧村

				52		北海道		寿都町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		丸谷友恵 マル タニ トモエ		0136-62-2513		0136-62-3431		1		kenkou@town.suttu.lg.jp

				53		北海道		黒松内町		教育委員会子育て支援グループ キョウイク イイン カイ コソダ シエン		佐藤順子 サトウ ジュンコ		0136-72-3760		0136-72-3209		2		y_satou@town.kuromatsunai.hokkaido.jp

				54		北海道		蘭越町		健康推進課　健康づくり対策係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ タイサク カカリ		泉　李香 イズミ リ カ		0136-57-6969		0136-57-5580		1		kenkoudukuri@town.rankoshi.lg.jp

				55		北海道		ニセコ町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		保健師　黒萩萌朱 ホケンシ クロハギ モ シュ		0136-44-2121		0136-44-3500		1		kenko@town.niseko.lg.jp

				56		北海道		真狩村		住民課保健係 ジュウミン カ ホケン カカリ		主査　秋口京子 シュサ アキグチ キョウコ		0130-45-3612		0130-45-3162		1		jyuumin@vill.makkari.lg.jp

				57		北海道		留寿都村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		森友美 モリ トモミ		0136-46-3131		0136-46-3545		1		s-hoken@vill.rusutsu.lg.jp

				58		北海道		喜茂別町

				59		北海道		京極町		健康推進課保健推進係 ケンコウ スイシン カ ホケン スイシン カカリ		高橋明奈 タカハシ アキラ ナ		0316－42－2111		0316－42－3155		1		kenko@town-kyogoku.jp

				60		北海道		倶知安町

				61		北海道		共和町

				62		北海道		岩内町		健康福祉課　健康推進担当 ケンコウフク ケンコウ タントウ		中川千恵 ナカガワ チエ		0135-67-7086		0135-67-7104		1		kenko@town.iwanai.lg.jp

				63		北海道		泊村		住民福祉課健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		村田のぞみ ムラタ		0135-75-2134		0135-75-3168		2		murata_n@ad.vill.tomari.hokkaido.jp

				64		北海道		神恵内村

				65		北海道		積丹町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		後藤沙耶 ゴトウ サヤ		0135-44-2113		0133-44-2714		1		jyumin@town.shakotan.lg.jp

				66		北海道		古平町		保健福祉課健康推進課 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カ		飯田悠梨乃 イイ タ ユウ ナシ ノ		0135-42-2182		0135-41-2268		2		yurino.iida@town.furubira.lg.jp

				67		北海道		仁木町		ほけん課保健係 カ ホケン カカリ		三浦千尋 ミウラ チヒロ		0135-32-2514		0135-32-2648		1		fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp

				68		北海道		余市町		民生部保健課保健指導 ミンセイ ブ ホケン カ ホケン シドウ		富樫康子 トミ カシ ヤスコ		0135-21-2122		0135-21-2144		1		hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp

				70		北海道		南幌町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦早苗 ミウラ サナエ		011-378-5888		011-378-5255		1		g-kenkou@town.nanporo.hokkaido.jp

				71		北海道		奈井江町		健康ふれあい課健康づくり係 ケンコウ ケンコウ カカリ		辻脇 ツジワキ		0125-65-2131		0125-65-2727		1		kenko@town.naie.lg.jp

				72		北海道		上砂川町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		林　孔美 ハヤシ コウ ビ		0125-62-2011		0125-62-3773		1		kamisuna07@luck.ocn.ne.jp

				73		北海道		由仁町		保健福祉課保健予防担当 ホケン フクシカ ホケン ヨボウ タントウ		濱道智子 ハマ ミチ トモコ		0123-83-4750		0123-83-4750		1		hoken-fukushi@town.yuni.lg.jp

				74		北海道		長沼町

				76		北海道		月形町

				77		北海道		浦臼町

				79		北海道		妹背牛町		健康福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ		廣田龍子 ヒロタ タツコ		0164-32-2411		0164-32-9037		1		lkenkog@town.moseushi.hokkaido.jp

				80		北海道		秩父別町		住民課住民福祉グループ ジュウミン カ ジュウミン フクシ		池田有里恵 イケダ ユリエ		0164-33-2111		0164-33-3466		2		ikeda_y@chippubetsu.jp

				81		北海道		雨竜町

				82		北海道		北竜町		住民課保健指導係 ジュウミンカ ホケン シドウ カカリ		西野麻奈美 ニシ ノ マナミ		0164-34-2111		0164-34-3766		2		m-nishino@town.hokuryu.hokkaido.jp

				83		北海道		沼田町

				85		北海道		東神楽町		健康ふくし課 ケンコウ カ		佐藤佐智代 サトウ タスク チ ヨ		0166-83-5431		0166-83-4180		2		sachiyo.sato@town.higashikagura.lg.jp

				86		北海道		当麻町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		石橋 イシバシ		0166-84-2111		0166-84-4883		2		ishibashi-s@town.tohma.hokkaido.jp

				87		北海道		比布町

				88		北海道		愛別町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		荒井美千子 アライ ミチコ		01658-6-5111		01658-9-3933		2		arai.m@town.aibetsu.hokkaido.jp

				89		北海道		上川町		保健福祉課健康増進グループ ホケン カ ケンコウゾ		保健師久保 ホケンシ クボ		01658-2-4054		01658-2-1220		1		kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

				90		北海道		東川町		保健福祉課 ホケン カ		石渡貴子 イシワタ タカコ		0166-82-2111（内線506） ナイセン		0166-82-3644		2		ishiwatari.takako@town.higashikawa.lg.jp

				91		北海道		美瑛町		保健センター ホケン		新庄紋佳 シンジョウ モン		0166-92-7000		0166-68-7057		1		hoken_fukushi@town.biei.hokkaido.jp

				93		北海道		中富良野町

				95		北海道		占冠村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		松永真里 マツナガ マリ		0167-56-2122		0167-56-2184		2		mari.matsunaga@vill.shimukappu.lg.jp

				97		北海道		剣淵町		健康福祉課保健グループ ケンコウ フクシ カ ホケン		松下 マツシタ		0165-34-3955		0165-34-3985		1		kenhuku@town.kembuchi.hokkaido.jp

				98		北海道		下川町		保健福祉課保健介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン カイゴ		橋場　蓮 ハシバ レン		01655-4-3356		01655-4-2576		1		hoken@town.shimokawa.hokkaido.jp

				99		北海道		美深町		保健福祉課保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン フクシ		中窪歌織 ナカクボ ウタ オ		01656-2-1685		01656-2-1626		1		b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp

				100		北海道		音威子府村		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		三國由希恵 ミクニ ユウ キエ		01656－9－3050		01656－9－3055		1		hoken-fukushi@vill.otoineppu.hokkaido.jp

				101		北海道		中川町

				102		北海道		幌加内町		保健福祉課すこやか保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		宮内智子 ミヤウチ トモコ		0165-35-3090		0165-35-3091		2		miyauchi.satoko@town.horokanai.hokkaido.jp

				103		北海道		増毛町		福祉厚生課保健指導係 フクシ コウセイ カ ホケン シドウ カカリ		小野由佳 オノ ユカ		0164-53-3111		0164-53-2224		*		*

				104		北海道		小平町		保健福祉課健康づくり課 ホケン フクシカ ケンコウ カ		金子貴子 カネコ タカコ		0164-56-2111		0164-56-2110		2		kaneko.takako@town.obira.lg.jp

				105		北海道		苫前町		保健福祉課けんこう係 ホケン フクシカ カカリ		瀧川 タキカワ		0164-64-2215		0164-64-2074		1		fokenfukushi@town.tomamae.lg.jp

				106		北海道		羽幌町		健康支援課保健係 ケンコウ シエン カ ホケン カカ		佐々木あゆみ ササキ		0164-62-6020		0164-69-2040		1		k-hoken@town.haboro.lg.jp

				107		北海道		初山別村		住民課健康福祉係 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カカリ		本間あつ子 ホンマ コ		0164-67-2211		0164-67-2298		1		zyumin.fukusi@vill.shosanbetsu.lg.jp

				108		北海道		遠別町		福祉課保健指導係 フクシカ ホケン シドウ カカリ		佐々木裕恵 ササキ ヒロエ		01632-7-2125		01632-7-3695		1		happy@town.embetsu.hokkaido.jp

				109		北海道		天塩町		福祉課ふれあい係 フクシカ カカ		藤原香菜子 フジワラ カナコ		01632-2-1001		01632-2-2364		1		hureai@teshiotown.com

				110		北海道		猿払村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		得能睦美 エ ノウ ムツミ		01635-2-2040		01635-2-2075		1		mutsumi.tokuno@vill.sarufutsu.hokkaido.jp

				111		北海道		浜頓別町		保健福祉課 保健係 ホケン カカリ		横山幸子 ヨコヤマ サチコ		01634-2-2345		01634-2-3788		1		hoken@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp

				112		北海道		中頓別町		保健福祉課 ホケン フクシカ		磯木由紀江 イソ キ ユ キ エ		01634-6-1995		01634-6-2110		1		hokenyobo@town.nakatombetsu.lg.jp

				114		北海道		豊富町

				115		北海道		礼文町		町民課 チョウミン カ		吉田早記 ヨシダ ソウ キ		0163-86-1001		0163-86-1664		1		hoken@town.rebun.hokkaido.jp

				117		北海道		利尻富士町		総合保健ｾﾝﾀｰ ソウゴウ ホケン		近藤正子 コンドウ マサコ		0163-82-2320		0163-89-2016		2		kondou-masako@town.rishirifuji.hokkaido.jp

				118		北海道		幌延町		町民課 チョウミン カ		石田篤子 イシダ アツコ		01632-5-1790		01632-5-1791		2		atsuko.ishida@town.horonobe.hokkaido.jp

				120		北海道		津別町		健康福祉課健康医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ イリョウ		渡辺可愛 ワタナベ カ アイ		0152-76-2151		0152-76-2976		2		watanabe-kawai@town.tsubetsu.lg.jp

				121		北海道		斜里町

				122		北海道		清里町

				124		北海道		訓子府町		福祉保健課 フクシホケン カ		小野亜紀子 オノ アキコ		0157-47-5555		0157-47-5556		1		fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp

				125		北海道		置戸町		地域福祉ｾﾝﾀｰ健康推進係 チイキ フクシ ケンコウ スイシン カカリ		大西里香 オオニシ リカ		0157-52-3333		0157-52-3348		*		*

				126		北海道		佐呂間町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		渡辺亜希子 ワタナベ アキコ		01587-2-1212		01587-2-3368		*		*

				127		北海道		遠軽町		保健福祉課 ホケン フクシカ		深澤万喜子 フカザワ マキコ		0158-42-4813		0158-49-3120		1		e-hoken@engaru.jp

				128		北海道		湧別町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		福本愛実 フクモト マナミ ミ		01586-5-3765		01586-5-3777		1		fukushi@town.yubetsu.lg.jp

				129		北海道		滝上町		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		大石絵理 オオイシ エリ		0158-29-2111		0158-29-3588		1		kenkousuisin@town.takinoue.hokkaido.jp

				130		北海道		興部町

				131		北海道		西興部村		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		鈴木真美 スズキ マミ		0158-87-2114		0158-87-2777		1		ni.hoken@vill.nishiokoppe.hokkaido.jp

				133		北海道		大空町		福祉保健介護グループ フクシ ホケン カイゴ		山崎七恵 ヤマザキ ナナエ		0152-74-2111		0152-74-2191		2		nanae.yamazaki@town.ozora.lg.jp

				134		北海道		豊浦町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西村そのか ニシムラ		0142-83-2408		0142-83-2477		2		nishimura.sonoka@town.toyoura.hokkaido.jp

				137		北海道		厚真町

				138		北海道		洞爺湖町		健康福祉ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ		松平さゆり マツヒラ		0142-76-4006		0142-76-1877		1		ken_center@town.toyako.hokkaido.jp

				139		北海道		安平町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		山口貴子 ヤマグチ タカコ		0145-25-2425		0145-25-3586		1		hoken@town.abira.lg.jp

				140		北海道		むかわ町		健康福祉課保健介護グループ ケンコウ フクシカ ホケン カイゴ		小坂由香里 コサカ ユカリ		0145-42-2415		0145-47-2400		1		m-hoken@town.mukawa.lg.jp

				142		北海道		平取町		保健福祉科 保健推進係 ホケンフクシ カ ホケンスイシン カカリ		川辺智英 カワベ トモ エイ		01457-4-6112		01457-4-6870		1		hokensuishin2035@town.biratori.hokkaido.jp

				144		北海道		浦河町

				145		北海道		様似町		保健福祉課 保健推進係 ホケン フクシ カ ホケン スイシン カカリ		前田 マエダ		0146-36-5511		0146-36-5638		*		*

				148		北海道		音更町		保健福祉部保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン フクシ ブ ホケン ボシ ホケン カカリ		佐藤真由美 サトウ マユミ		0155-42-2712		0155-42-2713		1		hokencenter@town.otofuke.hokkaido.jp

				149		北海道		士幌町		保健福祉課健康介護グループ保健推進担当 ホケン カ ケンコウ カイゴ ホケンスイシン タントウ		中捨里香 ナカス ス リカ		01564-5-2108		01564-5-2127		1		kenkou@shihoro.jp

				150		北海道		上士幌町

				151		北海道		鹿追町

				153		北海道		清水町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		倉重千昌 クラシゲ チアキ		0156-69-2222		0156-69-2223		1		kekon2@town.shimizu.hokkaido.jp

				154		北海道		芽室町

				155		北海道		中札内村		福祉課保健グループ フクシカ ホケン		櫻井彩 サクライ アヤ		0155-67-2321		0155-63-4172		1		f-hoken@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp

				156		北海道		更別村		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		武村友美 タケムラ トモミ		0155-53-3000		0155-53-2111		1		hoken@sarabetsu.jp

				157		北海道		大樹町		保健福祉課 ホケン フクシカ		大野真由美 オオノ マユミ		01558-6-2100		01558-6-5121		*		*

				160		北海道		池田町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ カ ホケン カカリ		大平ひとみ オオヒラ		015-572-2100		015-572-2862		1		suishin@town.hokkaido-ikeda.lg.jp

				162		北海道		本別町		健康管理センター ケンコウ カンリ		大津香織 オオツ カオリ		0156-22-2219		0156-22-2916		1		kenkok@town.honbetsu.hokkaido.jp

				164		北海道		陸別町

				166		北海道		釧路町

				168		北海道		浜中町		福祉健康課 健康推進係 フクシ ケンコウカ ケンコウ スイシンブ カカリ		主査 中山千鶴 シュサ ナカヤマ チヅル		0153-62-2307		0153-62-3049		2		c.nakayama@town.hamanaka.lg.jp

				169		北海道		標茶町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ スイシン カカリ		油谷亜鶴佐 ユヤ ア ツル サ		015-485-1000		015-485-2177		2		yutani.azusa@town.shibecha.lg.jp

				170		北海道		弟子屈町

				171		北海道		鶴居村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		五十嵐　紫 イガラシ ユカリ		0154-64-2116		0154-64-2577		2		yukari_igarashi@vill.tsurui.lg.jp

				173		北海道		別海町		福祉部保健課 フクシ ブ ホケンカ		能登麻奈美 ノト マナミ		0153-75-0359		0153-75-0337		1		hoken@betsukai.jp

				176		北海道		羅臼町

				177		青森県		弘前市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野呂、工藤 ノロ クドウ		0172-37-3750		0172-37-7749		1		kenkou@city.hirosaki.lg.jp

				178		青森県		八戸市		市民健康部健康増進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		類家美樹子 ルイ ケ ミキコ		0178-43-9271		0178-47-0745		1		kenko@city.hachinohe.aomori.jp

				179		青森県		黒石市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西澤友英 ニシ サワ ユウ エイ		0172-52-2111(内244） ナイ		0172-52-6191		2		t-nishizawa@city.kuroishi.aomori.jp

				181		青森県		十和田市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		下田智子 シモダ トモコ		0176-51-6792		0176-25-1183		1		kenko@city.towada.lg.jp

				183		青森県		むつ市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉田有美子 ヨシダ ユウ ビ コ		0175-22-1111(内2576） ナイ		0175-22-5044		1		mt-kenkou@city.mutsu.lg.jp

				184		青森県		つがる市

				185		青森県		平川市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ カ		成田　満 ナリタ ミツル		0172-44-1111		0172-44-0068		2		mitsuru_narita@city.hirakawa.lg.jp

				186		青森県		平内町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木下　加奈子 キノシタ カナコ		017-755-2114		017-755-2145		2		kinoshita-kanako@town.hiranai.lg.jp

				186		青森県		平内町

				187		青森県		今別町

				188		青森県		蓬田村

				189		青森県		外ヶ浜町		福祉課 フクシカ		安藤 アンドウ		0174-22-2941		0174-31-1016		2		etsuko-andoh@town.sotogahama.lg.jp

				190		青森県		鰺ヶ沢町		健康ほけん課健康推進班 ケンコウ カ ケンコウ スイシン ハン		新保尚子 シン タモツ ヒサコ		0173-72-2111		0173-72-2374		2		naoko.k@town.ajigasawa.lg.jp

				191		青森県		深浦町		深浦町地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ フカウラ チョウ チイキ ホウカツ		秋元　舞 アキモト マイ		0173-76-2042		0173-84-3002		1		fukaura-health@town.fukaura.lg.jp

				192		青森県		西目屋村

				193		青森県		藤崎町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		田中麻里子 タナカ マリコ		0172-75-3111		0172-75-9605		1		kenko@town.fujisaki.lg.jp

				194		青森県		大鰐町		保健福祉課 ホケン フクシカ		佐藤由実子 サトウ ユイ ミ コ		0172-48-2111		0172-47-6742		2		yumiko-sato@town.owani.lg.jp

				195		青森県		田舎館村

				196		青森県		板柳町

				197		青森県		鶴田町

				198		青森県		中泊町		中里保健ｾﾝﾀｰ ナカサト ホケン		古川三枝子 フルカワ ミエコ		0173-57-3920		0173-57-4971		1		hoken-c@town.nakadomari.lg.jp

				199		青森県		野辺地町		健康づくり課 ケンコウ カ		新井山　静 アライ ヤマ シズ		0175-64-1770		0175-64-8083		2		s-niiyama@town.noheji.aomori.jp

				201		青森県		六戸町

				202		青森県		横浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池愛花 キクチ アイ ハナ		0175-78-2111		0175-78-2118		2		aika_kikuchi@town.yokohama.lg.jp

				203		青森県		東北町		保健衛生課 ホケン エイセイ カ		江刺家紅実子 エ サ イエ クレナイ ミ コ		0176-56-2933		0176-56-3429		1		hoken@town.tohoku.lg.jp

				204		青森県		六ヶ所村

				205		青森県		おいらせ町

				206		青森県		大間町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		竹内はるか タケウチ		0175-37-2111		0175-37-2478		2		haruka_takeuchi@town.ooma.lg.jp

				208		青森県		風間浦村

				209		青森県		佐井村

				211		青森県		五戸町

				212		青森県		田子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		河原理亜子 カワハラ リ ア コ		0179-20-7100		0179-20-7107		2		KAWAHARA0473@town.takko.lg.jp

				213		青森県		南部町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		根市恵子 ネ イチ ケイコ		0178-60-7100		0178-76-3904		2		neichi-keiko@town.aomori-nanbu.lg.jp

				214		青森県		階上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		茨島朋子 イバラ シマ トモコ		0178-88-2162		0178-80-1065		2		tomoko_ba@town.hashikami.lg.jp

				215		青森県		新郷村

				216		岩手県		宮古市

				217		岩手県		大船渡市		生活福祉部健康推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		及川里枝 オイカワ リエ		0192-27-1581		0192-27-1589		1		kenkou@city.ofunato.iwate.jp

				218		岩手県		花巻市		健康づくり課 ケンコウ カ		福岡英恵 フクオカ ハナエ		0198-23-3121		0198-23-3122		2		hanae2295@city.hanamaki.iwate.jp

				219		岩手県		北上市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小原由桂子 オハラ ユカコ		0197-72-8297		0197-65-6039		1		kenko@city.kitakami.iwate.jp

				221		岩手県		遠野市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		佐々木あゆ美 ササキ ミ		0198-62-5111		0198-62-1599		1		sato-hoken@city.tono.iwate.jp

				224		岩手県		釜石市		保健福祉部健康推進課 ホケン ブ ケンコウ カ		佐藤杏子 サトウ キョウコ		0193-22-0179		0193-22-6375		2		sato8115@city.kamaishi.iwate.jp

				225		岩手県		二戸市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畑山沙織 ハタケヤマ サオリ		0195-23-1313		0195-22-1188		2		s-hatayama@city.ninohe.iwate.jp

				226		岩手県		八幡平市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		種市恵美 タネイチ エミ		0195-74-2111（内1087） ナイ		0195-74-2102		1		kenkou@city.hachimantai.lg.jp

				227		岩手県		奥州市		健康福祉部　健康増進課　母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカ		千葉芳枝 チバ ヨシエ		0197-23-4511		0197-23-4512		1		kenkou1@city.oshu.iwate.jp

				228		岩手県		雫石町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小向友美 コムカイ トモミ		019-692-2227		019-691-1106		2		y-komukai@office.town.shizukuishi.iwate.jp

				230		岩手県		岩手町

				232		岩手県		紫波町		生活部長寿健康課 セイカツ ブ チョウジュ ケンコウ カ		横坂 ヨコ サカ		019-672-2111		019-672-2311		1		chojyu@town.shiwa.iwate.jp

				233		岩手県		矢巾町		生きがい推進課 イ スイシン カ		遠藤訓子 エンドウ ノリコ		019-611-2835		019-698-1214		2		noriko.c@town.yahaba.iwate.jp

				234		岩手県		西和賀町

				235		岩手県		金ヶ崎町		保健福祉センター ホケン フクシ		小原茉奈0197-44-4560 オハラ マナ				0197-44-4337		1		hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp

				236		岩手県		平泉町

				237		岩手県		住田町		保健福祉課		藤 明日香（産休中のため代理 紺野栄子） フジ アス カオ サンキュウ ナカ ダイリ コンノ エイコ		0192-46-2111（内142）又は0192-46-3862 ウチ マタ		0192-46-3515		1		hoken@town.sumita.iwate.jp

				238		岩手県		大槌町		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		井田愛美 イダ マナミ		0193-42-8715		0193-42-4314		1		fukusi@town.otsuchi.iwate.jp

				239		岩手県		山田町

				240		岩手県		岩泉町		保健福祉課健康推進室 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン シツ		小田あかね オダ		0194-22-2111		0194-22-5577		2		a.oda@town.iwaizumi.iwate.jp

				241		岩手県		田野畑村		保健福祉課 ホケン フクシカ		大澤香苗 オオサワ カナエ		0194-33-3102		0194-34-2632		2		kanae-o@vill.tanohata.iwate.jp

				242		岩手県		普代村		住民福祉課保健センター ジュウミン フクシカ ホケン		佐々木文加 ササキ フミ クワ		0194-35-2211		0194-36-1026		1		f-hoken@vill.fudai.iwate.jp

				243		岩手県		軽米町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中里早苗 ナカサト サナエ		0195-46-4111		0195-48-1061		1		kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp

				244		岩手県		野田村

				245		岩手県		九戸村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		河村侑乃 カワムラ ユウ ノ		0195-42-2111		0195-41-1144		1		juuminsei@vill.kunohe.iwate.jp

				247		岩手県		一戸町		福祉部健康福祉課 フクシ ブ ケンコウ フクシカ		山本澪奈 ヤマモト レイ ナ		0195-32-3700		0195-32-3701		*		*

				248		宮城県		石巻市		健康部健康推進課母子保健グループ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン		久野敏美 クノ トシミ		0225-95-1111		0225-23-3618		1		ishelpromo@city.ishinomaki.lg.jp

				249		宮城県		塩竈市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		太田有紀 オオタ ユキ		022-364-4786		022-364-4787		1		kenkou@city.shiogama.miyagi.jp

				250		宮城県		気仙沼市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		茂木真理和江 モギ マリ カズエ		0226-21-1212		0226-21-1016		1		k-kenkozoshin@city.kesennuma.lg.jp

				251		宮城県		白石市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		岩間加奈子 イワマ カナコ		0224-22-1362		0224-22-1320		1		kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp

				255		宮城県		岩沼市

				257		宮城県		栗原市		市民生活部健康推進課　保健指導係 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン シドウ カカリ		千葉祐美子 チバ ユミコ		0228-22-0370		0228-22-0350		1		kenko@kuriharacity.jp

				258		宮城県		東松島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		高橋美和 タカハシ ミワ		0225-82-1111		0225-82-1244		1		kenko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

		257		259		宮城県		大崎市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		秋山史子 アキヤマ フミコ		0229-23-5311		0229-23-9880		1		kenko@city.osaki.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		1(県や所轄保健所の研修会に参加） ケン ショカツ ホケンジョ ケンシュウカイ サンカ		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		保育士、幼稚園教諭、看護士、事務職等 ホイクシ ヨウチエン キョウユ カンゴシ ジム ショク トウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		１（虫歯有無、Co、歯肉の状態を確実に診てほしい。予防の視点から厳しく診てほしい） ムシバ ウム シニク ジョウタイ カクジツ ミ ヨボウ シテン キビ ミ		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		年１～２回事業報告並びに次年度計画についての会議等を開催し歯科医師会行政関係部署で検討している ネン カイ ジギョウ ホウコク ナラ ジネンド ケイカク カイギ トウ カイサイ シカ イシ カイ ギョウセイ カンケイ ブショ ケントウ		0		0		1		1		0		0

				260		宮城県		蔵王町		保健福祉課 ホケン カ		保健師菊地那美 ホケンシ キクチ ナミ ミ		0224-33-2003		0224-33-2988		1		hofuku@town.zao.miyagi.jp

				261		宮城県		七ヶ宿町

				262		宮城県		大河原町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		加川静香 カガワ シズカ		0224-53-2115		0224-53-3818		1		suishin11@ogawara.miyagi.jp

				264		宮城県		柴田町

				265		宮城県		川崎町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		菅野君枝 スガノ キミエ		0224-84-6008		0224-84-6090		1		kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp

				266		宮城県		丸森町		保健福祉課健康支援班 ホケン フクシカ ケンコウ シエン ハン		水戸智美 ミト トモミ		0224-51-9903		0224-87-7189		1		kenko@town.marumori.miyagi.jp

				268		宮城県		山元町

				269		宮城県		松島町

				270		宮城県		七ヶ浜町

				271		宮城県		利府町		健康福祉課健康づくり班 ケンコウ フクシ カ ケンコウ ハン		河合翔太 カワイ ショウタ		022-356-1334		022-356-1303		1		kenkou@rifu-cho.com

				272		宮城県		大和町

				273		宮城県		大郷町		保健福祉課 ホケン フクシカ		赤間由美子 アカマ ユミコ		022-359-5507		022-359-3287		1		kenkou@town.miyagi-osato.lg.jp

				274		宮城県		富谷町		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		*		220-358-0156		022-358-9915		1		kosodateshien@town.tomiya.miyagi.jp

				276		宮城県		色麻町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		木船亜希子 キフネ アキコ		0229-66-1700		0229-66-1717		1		hoken@town.shikama.miyagi.jp

				277		宮城県		加美町

				279		宮城県		美里町

				281		宮城県		南三陸町

				282		秋田県		能代市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		近藤春菜 コンドウ ハルナ		0185-58-2838		0185-58-2930		1		kenkou@city.noshiro.akita.jp

				283		秋田県		横手市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		成田智子 ナリタ トモコ		0182-33-9600		0182-33-9600		1		kenkou@city.yokote.lg.jp

				285		秋田県		男鹿市		健康子育て課健康班 ケンコウ コソダ カ ケンコウ ハン		津川　亙 ツガワ ワタル		0185-24-3400		0185-24-3333		1		hoken@city.oga.akita.jp

				286		秋田県		湯沢市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		高橋千賀子 タカハシ チカコ		0183-73-2124		0183-72-8301		1		kenko@city.yuzawa.lg.jp

				287		秋田県		鹿角市		鹿角市いきいき健康課 シカ カク シ ケンコウ カ		米田恵里 ヨネダ エリ		0186-30-0119		0186-30-1257		1		kenkou@city.kazuno.lg.jp

				290		秋田県		大仙市

				291		秋田県		北秋田市

				292		秋田県		にかほ市

				293		秋田県		仙北市

				294		秋田県		小坂町

				295		秋田県		上小阿仁村

				296		秋田県		藤里町

				297		秋田県		三種町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシン カ ホケン		近藤千保子 コンドウ セン タモツ コ		0185-83-5555		0185-83-3857		2		kondo-chihoko@town.mitane.akita.jp

				298		秋田県		八峰町		福祉保健課健康推進係 フクシ ホケンカ ケンコウ スイシン カカリ		大高彩香 オオダカ アヤカ		0185-76-4608		0185-76-2113		2		otaka.ayaka@town.happou.akita.jp

				299		秋田県		五城目町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		福嶋 フクシマ		018-852-5180		018-852-5367		1		hokenkaigo@town.gojome.akita.jp

				300		秋田県		八郎潟町

				301		秋田県		井川町		町民課 チョウミンカ		安田　望 ヤスダ ノゾ		018-874-3300		018-874-4067		1		kenkou@town.akita-ikawa.lg.jp

				302		秋田県		大潟村

				303		秋田県		美郷町		福祉保健課　健康対策班 フクシ ホケン カ ケンコウ タイサク ハン		中野　晶子 ナカノ アキコ		0187-84-4900		0187-84-1174		1		hoken@town.misato.akita.jp

				304		秋田県		羽後町		保健福祉課健康管理係 ホケン フクシカ ケンコウ カンリ カカリ		齋藤万里子 サイトウ マリコ		0183-62-2111		0183-62-2120		1		kenko@town.ugo.lg.jp

				305		秋田県		東成瀬村

				307		山形県		米沢市

				308		山形県		鶴岡市

				309		山形県		酒田市

				310		山形県		新庄市

				311		山形県		寒河江市		健康福祉部市民健康係 ケンコウ フクシ ブ シミン ケンコウ カカリ		阿部由枝 アベ ユ エダ		0237-86-2111		0237-83-3201		1		kenkou@city.sagae.yamagata.jp

				312		山形県		上山市		健康推進課 地域保健グループ ケンコウ スイシン カ チイキ ホケン		佐藤久美子 サトウ クミコ		023-672-1111（内線159） ナイセン		023-672-8522		2		ku.sato@city.kaminoyama.yamagata.jp

				313		山形県		村山市		保健課健康指導係 ホケンカ ケンコウ シドウ カカリ		赤松有香 アカマツ ユウ カオリ		0237-55-2111		0237-55-2265		1		hoken@city.murayama.lg.jp

				314		山形県		長井市		健康課 ケンコウ カ		渡辺比呂子 ワタナベ ヒロコ		0238-84-6822		0238-84-6804		1		kenko@city.nagai.yamagata.jp

				315		山形県		天童市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		瀬野真紀子 セノ マキコ		023-652-0884		023-651-5505		1		kenkou@city.tendo.yamagata.jp

				317		山形県		尾花沢市		健康増進課健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカリ		結城 ユウキ		0237-22-1111（内621） ナイ		0237-24-0322		1		kenko@city.obanazawa.yamagata.jp

				319		山形県		山辺町

				321		山形県		河北町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		松浦由美子 マツウラ ユミコ		0237-73-2111		0237-71-1802		1		hoken@hinanet.ne.jp

				322		山形県		西川町

				323		山形県		朝日町

				324		山形県		大江町

				325		山形県		大石田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		吉田栄子 ヨシダ エイコ		0237-35-2111		0237-35-2118		1		hokeneisei@town.oishida.yamagata.jp

				326		山形県		金山町

				327		山形県		最上町

				328		山形県		舟形町		税務福祉課健康介護班 ゼイム フクシカ ケンコウ カイゴ ハン		原田真由美 ハラダ マユミ		0233-32-2111		0233-32-2117		2		haramayu@town.funagata.yamagata.jp

				329		山形県		真室川町		福祉課 フクシカ		佐藤　祥 サトウ キッショウ		0233-62-3436		0233-64-1526		1		fukushi@town.mamurogawa.yamagata.jp

				330		山形県		大蔵村

				331		山形県		鮭川村

				332		山形県		戸沢村

				333		山形県		高畠町		健康推進課 ケンコウスイシン カ				0238-52-5045		0238-52-5044		1		kenko@town.takahata.yamagata.jp

				335		山形県		小国町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野本恵利子 ノ モト エリコ		0238-61-1000		0238-61-1005		1		kenkou@town.oguni.yamagata.jp

				336		山形県		白鷹町

				337		山形県		飯豊町

				339		山形県		庄内町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高田美幸 タカダ ミユキ		0234-43-0817		0234-42-0894		1		hokenfukushi@town.shonai.lg.jp

				344		福島県		須賀川市		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		福島雅恵 フクシマ マサエ		0248-88-8123		0248-88-8119		1		kenkou@city.sukagawa.fukushima.jp

				346		福島県		相馬市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		阿部由美子 アベ ユミコ		0244-35-4477		0244-35-4258		1		hoken-center@city.soma.fukushima.jp

				347		福島県		二本松市

				348		福島県		田村市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		本田真利子 ホンダ マリコ		0247-81-2271		0		*		*

				350		福島県		伊達市		健康福祉部健康推進課地域母子係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ チイキ ボシ カカリ		畠　香苗 ハタケ カオリ ナエ		024-576-3510		024-576-3741		1		kenkou@city.date.fukushima.jp

				351		福島県		本宮市 モトミヤ シ		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		瓜生睦子 ウリュウ ムツコ		0243-63-2780		0243-33-6620		1		kenkou@city.motomiya.lg.jp

				352		福島県		桑折町

				353		福島県		国見町

				354		福島県		川俣町		保健センター ホケン		齋藤裕子 サイトウ ユウ コ		024-565-2279		024-566-2438		1		hokencenter@town.kawamata.lg.jp

				355		福島県		大玉村		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		武藤祥子 ムトウ ショウコ		0243-24-8114		0243-68-2789		1		kenkofukushika@vill.otama.fukushima.jp

				356		福島県		鏡石町

				357		福島県		天栄村		住民福祉課健康増進係 ジュウミン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		深谷弘子 フカヤ ヒロコ		0248-82-3800		0248-82-3545		1		kenkou@vill.tenei.fukushima.jp

				358		福島県		下郷町

				359		福島県		檜枝岐村		住民課 ジュウミンカ		平上清正 ヒラ ウエ キヨマサ		0241-75-2502		0241-75-2511		1		hygiene@vill.hinoemata.lg.jp

				360		福島県		只見町		保健福祉課 ホケン フクシカ		星　友美 ホシ トモミ		0241-84-7005		0241-84-7008		1		hoken@town.tadami.lg.jp

				361		福島県		南会津町

				362		福島県		北塩原村		住民課 ジュウミンカ		厚美隆行 アツミ タカユキ		0241-28-3733		0241-28-3733		1		hoken02@vill.kitashiobara.fukushima.jp

				364		福島県		磐梯町		町民課　保健福祉センター鈴木美穂 チョウミン カ ホケン フクシ スズキ ミホ		0242-73-3101		0242-74-1377		0		2		miho_suzuki@town.bandai.fukushima.jp

				365		福島県		猪苗代町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中千尋 タナカ チヒロ		0242-62-2115		0242-62-2123		1		kenkou@town.inawashiro.fukushima.jp

				366		福島県		会津坂下町		生活課福祉健康班 セイカツカ カ フクシｋ ハン		三留純子 ミトメ ジュンコ		0242-83-1000		0242-83-1757		1		kenkou@town.aizubange.fukushima.jp

				367		福島県		湯川村		住民総務課湯川村保健センター ジュウミンソウムカ ユカワ ムラ ホケンｓ		笠間智春 カサマ トモ ハル		0241-27-3110		0241-28-1055		2		kasama-chiharu@vill.yugawa.fukushima.jp

				368		福島県		柳津町		町民課保健衛生班 チョウミン カ ホケン エイセイ ハン		二瓶早紀 ニヘイ サキ		0241-42-2118		0241-42-3419		1		hoken-eisei@town.yanaizu.fukushima.jp

				369		福島県		三島町

				370		福島県		金山町		住民課保健福祉係 ジュウミンカ ホケン フクシ カカリ		横山美紀 ヨコヤマ ミキ		0241-54-5135		0241-54-2118		1		hoken@town.kaneyama.fukushima.jp

				371		福島県		昭和村

				372		福島県		会津美里町		健康ほけん課 ケンコウ カ		鈴木範子 スズキ ノリコ		0242-55-1145		0242-55-1189		1		hoken@town.aizumisato.fukushima.jp

				373		福島県		西郷村

				374		福島県		泉崎村

				375		福島県		中島村		保健福祉課 ホケン フクシカ		滝沢 タキザワ		0248-52-2174		0248-52-2170		1		kenkou@vill-nakajima.jp

				376		福島県		矢吹町		保健福祉課健康増進係 ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		久野成美 クノ ナルミ		0248-44-2300		0248-42-2138		1		hoken@town.yabuki.fukushima.jp

				377		福島県		棚倉町		健康福祉課　健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		芳賀礼佳 ハガ アヤカ		0247-33-7801		0247-33-7820		1		kenkoudukuri@town.tanagura.fukushima.jp

				378		福島県		矢祭町		町民福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ チョウミン フクシ カ ケンコウ		青戸雅子 アオト マサコ		0247-46-2097		0247-46-3480		1		kenkou-g@town.yamatsuri.fukushima.jp

				379		福島県		塙町

				380		福島県		鮫川村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		鏑木妙子 カブラギ タエコ		0247-49-3112		0247-49-2651		1		jumin@vill.samegawa.fukushima.jp

				381		福島県		石川町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		根本雅子 ネモト マサコ		0247-26-8413		0247-26-8410		2		nemoto564@town.ishikawa.fukushima.jp

				382		福島県		玉川村

				383		福島県		平田村

				384		福島県		浅川町

				385		福島県		古殿町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		鈴木水紀 スズキ ミズキ		0247-53-4038		0247-32-1033		1		kenko@town.furudono.fukushima.jp

				387		福島県		小野町

				388		福島県		広野町		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン		黒田香織 クロダ カオリ		0240-27-3040		0240-27-3554		1		hoken@town.hirono.fukushima.jp

				389		福島県		楢葉町

				390		福島県		富岡町

				391		福島県		川内村

				392		福島県		大熊町		保健センター ホケン		大矢沙和 オオヤ シャ ワ		0242-26-3844		0242-26-3793		1		hoken-center@town.okuma.fukushima.jp

				393		福島県		双葉町

				394		福島県		浪江町

				395		福島県		葛尾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		林　多恵子 ハヤシ タエコ		0247-61-2850		0247-62-0282		2		hayashi-taeko-ol@vill.katsurao.lg.jp

				396		福島県		新地町

				398		茨城県		水戸市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		高安克子 タカヤス カツコ		029-243-7311		029-243-0157		1		health@city.mito.lg.jp

				399		茨城県		日立市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		千葉 チバ		0294-21-3300		0294-27-2112		1		kenko@city.hitachi.lg.jp

				400		茨城県		土浦市		保健福祉部健康増進課 ホケン ブ ケンコウゾウ カ		佐藤千加子 サトウ チカコ		029-826-3471		029-821-2935		1		hoken@city.tsuchiura.lg.jp

				401		茨城県		古河市		健康づくり課 ケンコウ カ		井上 イノウエ		0280-48-6881		0280-48-6876		1		kenko@city.ibaraki-koga.lg.jp

				402		茨城県		石岡市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐藤英子 サトウ エイコ		0299-24-1386		0299-24-4386		1		is-hoken@city.ishioka.lg.jp

				403		茨城県		結城市		健康増進ｾﾝﾀｰ ケンコウ ゾウシン		江澤 エ サワ		0296-32-7890		0296-32-8350		1		hokencenter@city.yuki.lg.jp

				405		茨城県		下妻市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		小林静江 コバヤシ シズエ		0296-43-1990		0296-44-9744		1		hoken-s@city.shimotsuma.lg.jp

				406		茨城県		常総市		保健推進課 ホケン スイシンカ		植竹・若林 ウエタケ ワカバヤシ		0297-23-3111		0297-23-3119		1		hokenshidou@city.joso.lg.jp

				407		茨城県		常陸太田市

				408		茨城県		高萩市		健康づくり課 ケンコウ カ		金澤優美 カナザワ ユウミ		0293-24-2121		0293-22-0700		1		kenkou@city.takahagi.lg.jp

				409		茨城県		北茨城市		健康づくり支援課 ケンコウ シエン カ		長谷川 ハセガワ		0293-43-111		0293-43-0831		1		kenkou@city.kitaibaraki.lg.jp

				410		茨城県		笠間市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹内 タケウチ		0296-77-9145		0296-77-9146		1		kenko@city.kasama.lg.jp

				411		茨城県		取手市

				412		茨城県		牛久市		健康づくり課推進課 ケンコウ カ スイシン カ		川口美亜 カワグチ ミ ア		029-873-2111		029-873-1775		1		kenkou@city.ushiku.ibaraki.jp

				413		茨城県		つくば市		保健医療部健康増進課（桜保健センター） ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ サクラ ホケン		青木恵美子 アオキ エミコ		029-857-3931		029-857-3875		1		phc020@info.tsukuba.ibaraki.jp

				414		茨城県		ひたちなか市		福祉部 健康増進課 フクシブ カ		松本 マツモト		029-276-5222		029-276-0209		1		kenkou@city.hitachinaka.lg.jp

				415		茨城県		鹿嶋市

				416		茨城県		潮来市		かすみ保健福祉センター ホケン フクシ		石川朋子 イシカワ トモコ		0299-64-5240		0299-80-3077		1		kenkou@city.itako.lg.jp

				417		茨城県		守谷市

				418		茨城県		常陸大宮市		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		海老根恵子 エビネ ケイコ		0295-54-7121		0295-54-7123		1		kagayaki@city.hitachiomiya.lg.jp

				419		茨城県		那珂市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		玉川 タマカワ		029-270-8071		029-298-8890		1		kenkou-s@city.naka.lg.jp

				420		茨城県		筑西市		健康づくり課 ケンコウ カ		鷹取 タカトリ		0296-22-0506		0296-25-2913		1		helcare@city.chikusei.lg.jp

				421		茨城県		坂東市

				422		茨城県		稲敷市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		村松 ムラマツ		0297-87-6111		0297-87-6010		1		kenkou@city.inashiki.lg.jp

				423		茨城県		かすみがうら市		霞ヶ浦保健ｾﾝﾀｰ カスミガウラ ホケン		君崎 キミ ザキ		029-898-2312		029-898-2595		1		kenkouka@city.kasumigaura.ibaraki.jp

				424		茨城県		桜川市

				425		茨城県		神栖市

				426		茨城県		行方市		保健福祉部健康増進課（北浦保健ｾﾝﾀｰ） ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ キタ ウラ ホケン		一条千登世 イチジョウ セン ノボ ヨ		0291-34-6200		0291-34-6003		1		name-kenzo@city.namegata.lg.jp

				427		茨城県		鉾田市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		木原美加子 キハラ ミカコ		0291-33-3691		0291-33-3717		1		kenkou@city.hokota.lg.jp

				428		茨城県		つくばみらい市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		野澤真由美 ノザワ マユミ		0297-25-2100		0297-52-0990		1		kenkou01@city.tsukubamirai.lg.jp

				429		茨城県		小美玉市

				430		茨城県		茨城町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		星野谷歩美 ホシノヤ アユミ		029-240-7134		029-240-7130		1		kenkou@town.ibaraki.ibaraki.jp

				431		茨城県		大洗町

				432		茨城県		城里町

				433		茨城県		東海村

				434		茨城県		大子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		永井麻未 ナガイ マ ミ		0295-72-6611		0295-72-6613		1		kenkou@town.daigo.lg.jp

				435		茨城県		美浦村		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高木雅恵 タカギ マサエ		029-885-1889		029-885-8295		1		kenkou@vill.miho.lg.jp

				436		茨城県		阿見町

				437		茨城県		河内町		福祉課保健ｾﾝﾀｰ フクシカ ホケン		飯塚裕美 イイ ツカ ヒロミ		0297-84-4486		0297-84-4487		1		hoken.c@town.ibaraki-kawachi.lg.jp

				438		茨城県		八千代町

				439		茨城県		五霞町

				440		茨城県		境町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0280-87-8000		2082-87-8002		1		kenkou@town.sakai.ibaraki.jp

				441		茨城県		利根町		保健福祉ｾﾝﾀｰ ホケン フクシ		山崎恵美 ヤマザキ エミ		0297-68-8291		0297-68-9149		1		hokecen@town.tone.lg.jp

				442		栃木県		足利市		福祉部健康増進課 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小倉 オグラ		0284-40-3115		0284-41-1977		1		health@city.ashikaga.lg.jp

				444		栃木県		佐野市		健康推進課母子保健係 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		鈴木まゆ スズキ		0283-24-5770		0283-24-5701		1		shokensenta@city.sano.lg.jp

				445		栃木県		鹿沼市

				446		栃木県		日光市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		鈴木恭子 スズキ キョウコ		0288-21-2756		0288-21-2968		1		kenkou@city.nikko.lg.jp

				447		栃木県		小山市

				448		栃木県		真岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ ガカリ		伊藤洋子 イトウ ヨウコ		0285-83-8121		0285-83-8619		1		kenkou@city.moka.lg.jp

				450		栃木県		矢板市

				451		栃木県		那須塩原市

				452		栃木県		さくら市		健康増進課保健予防係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン ヨボウ カカリ		加藤咲楽 カトウ サ ラク		028-682-2589		028-682-5156		1		u-hoken@city.tochigi-sakura.lg.jp

				454		栃木県		下野市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウゾ カ		臼井 ウスイ		0285-52-1116		0285-52-3712		1		kenkouzoushin@city.shimotsuke.lg.jp

				456		栃木県		益子町

				457		栃木県		茂木町

				458		栃木県		市貝町		健康福祉課健康づくり課 ケンコウ フクシカ ケンコウ カ		川上 カワカミ		0285-68-1133		0285-68-1167		1		fukusi@town.ichikai.lg.jp

				459		栃木県		芳賀町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		小久保綾香 コクボ アヤカ		028-677-6042		028-677-2176		1		kenkou@town.haga.tochigi.jp

				460		栃木県		壬生町		民生部こども未来課 ミンセイ ブ ミライ カ		麦倉 ムギクラ		0282-81-1887		0282-81-1121		1		kodomo@town.mibu.tochigi.jp

				461		栃木県		野木町		町民生活部健康福祉課健康増進係 チョウミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		加藤 カトウ		0280-57-4171		0280-57-4193		1		kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp

				462		栃木県		塩谷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		荒井有布 アライ ユウ ヌノ		0287-45-1119		0287-41-1014		1		hoken@town.shioya.tochigi.jp

				463		栃木県		高根沢町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		鈴木麻衣 スズキ マイ		028-675-4559		028-675-6999		2		masuzuki@town.takanezawa.tochigi.jp

				464		栃木県		那須町

				465		栃木県		那珂川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		益子利枝 マスコ キ エダ		0287-92-118		0287-92-3083		*		*

				466		群馬県		桐生市

				470		群馬県		館林市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		青木淳子 アオキ ジュンコ		0276-74-5155		0276-75-6555		1		hoken.center@city.tatebayashi.gunma.jp

				471		群馬県		渋川市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		須田俊枝 スダ トシエ		0279-25-1321		0279-20-1037		2		suda-to@city.shibukawa.lg.jp

				472		群馬県		藤岡市		健康福祉部子ども課 ケンコウ フクシ ブ コ カ		小林百合子 コバヤシ ユリコ		0274-22-1211		0274-22-7502		*		*

				473		群馬県		富岡市

				474		群馬県		安中市		健康づくり課 ケンコウ カ		萓間亮子 ギ マ リョウコ		027-382-1111		027-381-7016		2		ryouko_ka@city.annaka.gunma.jp

				475		群馬県		みどり市		保健福祉部健康管理課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カンリカ		蓮沼順子 ハスヌマ ジュンコ		0277-76-2510		0277-76-5228		1		hoken-k@city.midori.gunma.jp

				476		群馬県		榛東村

				477		群馬県		吉岡町

				478		群馬県		上野村

				479		群馬県		神流町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林　恵 コバヤシ メグミ		0274-58-2111		0274-58-2578		2		megumi-k@town.kanna.gunma.jp

				480		群馬県		下仁田町		保健環境課保健予防係 ホケン カンキョウ カ ホケン ヨボウ ガカリ		永井 ナガイ		0274-82-5490		0274-82-3013		1		kenkou@town.shimonita.lg.jp

				481		群馬県		南牧村		住民生活部　保健福祉課　保健係 ジュウミン セイカツ ブ ホケン フクシ カ ホケン カカ		小野恵子 オノ ケイコ		0274-87-2011		0274-87-3628		2		pub02558@vill.nanmoku.gunma.jp

				483		群馬県		中之条町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		桑原奈緒子 クワハラ ナオコ		0279-75-8833		0279-76-3013		1		hokencenter@town.nakanojo.gunma.jp

				484		群馬県		長野原町		町民生活課保健センター チョウミン セイカツ カ ホケン		清水　綾 シミズ アヤ		0279-82-2422		0279-82-4281		1		naga-hokencenter@town.naganohara.gunma.jp

				485		群馬県		嬬恋村		住民福祉課保健係 ジュウミン フクシ カ ホケン カカリ		宮崎佳奈美 ミヤザキ カナミ		0279-96-1975		0279-96-1982		1		hokenshitsu@vill.tsumagoi.gunma.jp

				486		群馬県		草津町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		白鳥千春 シロトリ チハル		0279-88-5797		0279-88-1055		2		shiratori-t@town.kusatsu.gunma.jp

				487		群馬県		高山村

				488		群馬県		東吾妻町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		福田久美子 フクダ クミコ		0279-68-5021		0279-68-3711		2		fukuda@town.higashiagatsuma.gunma.jp

				489		群馬県		片品村

				490		群馬県		川場村		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		小林貴美江 コバヤシ キミエ		0278-52-2111		0278-52-2333		2		kobayashi-k@vill.kawaba.gunma.jp

				491		群馬県		昭和村		保健福祉課 ホケン フクシカ		小池　碧 コイケ ミドリ		0278-24-5111		0278-24-5254		2		m-koike@vill.showa.gunma.jp

				492		群馬県		みなかみ町

				493		群馬県		玉村町

				494		群馬県		板倉町

				495		群馬県		明和町		健康づくり課　健康づくり係 ケンコウ カ ケンコウ カカ		間瀬 マセ		0276-84-3111		0276-84-3114		1		kenkou@town.meiwa.gunma.jp

				496		群馬県		千代田町		環境保健課保健係 カンキョウ ホケン カ ホケン カカリ		佐藤陽子 サトウ ヨウコ		0276-86-5411		0276-86-5400		1		hoken@town.chiyoda.gunma.jp

				497		群馬県		大泉町		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシンブ ケンコウ カ		竹村範江 タケムラ ノリエ		0276-62-2121		0276-62-2108		1		kenko@town.oizumi.gunma.jp

				499		埼玉県		熊谷市

				500		埼玉県		川口市		保健センター ホケンセン		宮下珠美 ミヤシタ タマミ		048-256-2022		048-256-2023		1		087.05000@city.kawaguchi.lg.jp

				501		埼玉県		行田市

				502		埼玉県		秩父市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		桜井節子 サクライ セツコ		0494-22-0648		0494-22-5338		1		hoken-center@city.chichibu.lg.jp

				504		埼玉県		飯能市

				505		埼玉県		加須市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		進藤里枝 シンドウ リエ		0480-73-3361		0480-73-5502		1		kenkou@city.kazo.lg.jp

				506		埼玉県		本庄市		保健部健康推進課 ホケンブ ケンコウ カ		田畑知香子 タバタ シ チカコ		0495-24-2003		0495-24-2005		1		kenko@city.honjo.lg.jp

				507		埼玉県		東松山市

				508		埼玉県		春日部市		健康課健康づくり担当 ケンコウカ ケンコ タントウ		佐藤恵美 サトウ メグミ		048-736-6778		048-738-0610		1		hokencenter@city.kasukabe.lg.jp

				509		埼玉県		狭山市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		渡辺 ワタナベ		04-2959-5811		04-2959-3074		1		hokencen@city.sayama.saitama.jp

				510		埼玉県		羽生市		健康づくり推進課保健係 ケンコ スイシン カ ホケン カカリ		髙橋彩奈 タカハシ アヤ ナ		048-561-1121		048-563-4581		1		hose@city.hanyu.lg.jp

				511		埼玉県		鴻巣市

				512		埼玉県		深谷市

				513		埼玉県		上尾市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		河見眞里子 カワミ マ マリコ		048-774-1414		048-774-8188		1		s178000@city.ageo.lg.jp

				514		埼玉県		草加市

				515		埼玉県		越谷市		市民健康課 シミン ケンコウ カ		小池美奈子、米永真紀 コイケ ミナコ ヨネナガ マキ		048-978-3511		048-978-0317		1		10083200@city.koshigaya.saitama.jp

				516		埼玉県		蕨市

				517		埼玉県		戸田市		福祉保健センター健康増進担当 フクシ ホケン ケンコウ ゾウシン タントウ		奥野加奈子 オクノ カナコ		048-446-6491		048-446-6284		1		health@city.toda.saitama.jp

				518		埼玉県		入間市

				519		埼玉県		朝霞市		健康づくり部健康づくり課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		渡邉敦子 ワタナベ アツコ		048-465-8611		048-466-7522		1		kenko-zukuri@city.asaka.saitama.jp

				520		埼玉県		志木市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		白岩由貴 シライワ ユキ		048-473-3811		048-476-7222		1		hoken-s@city.shiki.lg.jp

				521		埼玉県		和光市

				523		埼玉県		桶川市

				524		埼玉県		久喜市		中央保健ｾﾝﾀｰ チュウオウ ホケン		及川 オイカワ		0480-21-5354		0480-21-5392		1		chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp

				525		埼玉県		北本市		健康づくり課 ケンコウ カ		田嶋瑞穂 タジマ ミヅホ		048-594-5544		048-592-5997		1		a03600@city.kitamoto.saitama.jp

				526		埼玉県		八潮市		健康増進課 ケンコウ カ		米澤静香 ヨネサワ シズカ		048-995-3381		048-995-3383		1		kenkozoshin@city.yashio.lg.jp

				527		埼玉県		富士見市

				528		埼玉県		三郷市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		栗原 クリハラ		048-930-7773		048-953-7096		1		kenkou@city.misato.lg.jp

				529		埼玉県		蓮田市

				530		埼玉県		坂戸市		坂戸市立市民健康ｾﾝﾀｰ サカ ト シリツ シミン ケンコウ		片桐美佳 カタギリ ミカ		049-284-1621		049-284-3939		1		sakado55@city.sakado.lg.jp

				531		埼玉県		幸手市		健康増進課 ケンコウ カ		梅田和枝 ウメダ カズエ		0480-42-8421		0480-42-2130		1		kenkou@city.satte.lg.jp

				532		埼玉県		鶴ヶ島市

				534		埼玉県		吉川市

				535		埼玉県		ふじみ野市		健康医療部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ イリョウ ブ ホケン		三原加奈 ミハラ カナ		049-293-9045		049-264-8284		1		kenkoushien@city.fujimino.saitama.jp

				536		埼玉県		伊奈町

				537		埼玉県		三芳町

				538		埼玉県		毛呂山町		保健センター ホケン		細井英司 ホソ イ ヒデシ		049-294-5511		049-294-5850		1		hsenter@town.moroyama.lg.jp

				539		埼玉県		越生町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		石川　綾乃 イシカワ アヤノ		049-292-5505		049-292-5623		1		hokencenter@town.ogose.saitama.jp

				539		埼玉県		越生町

				540		埼玉県		滑川町		健康づくり課保健センター ケンコウ カ ホケン		厚目未奈子 アツ メ ミナコ		0493-56-5330		0493-56-5331		1		na3411305@town.namegawa.lg.jp

				541		埼玉県		嵐山町		健康いきいき課　健康管理担当 ケンコウ カ ケンコウ カンリ タントウ		田中真紀子 タナカ マキコ		0493-62-0716		0493-62-0710		1		r-kenkou02@town.ranzan.saitama.jp

				543		埼玉県		川島町

				545		埼玉県		鳩山町

				546		埼玉県		ときがわ町		保健センター ホケン		岡本 オカモト		0493-65-1010		0493-65-1525		1		hoken@town.tokigawa.lg.jp

				547		埼玉県		横瀬町

				548		埼玉県		皆野町

				549		埼玉県		長瀞町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島純代 オオシマ スミヨ		0494-66-3111		0494-66-3564		1		kenkou@town.nagatoro.saitama.jp

				550		埼玉県		小鹿野町		保健課 ホケン カ		木村 キムラ		0494-75-0135		0494-75-4170		1		hokenka@town.ogano.lg.jp

				551		埼玉県		東秩父村		保健センター ホケン		吉田由紀代 ヨシダ ユキ ヨ		0493-82-1557		0493-82-1558		1		hoken@vill.higashichichibu.saitama.jp

				552		埼玉県		美里町

				553		埼玉県		神川町		保健センター ホケン		木村めぐみ キムラ		0495-77-4041		0495-77-0550		1		hoken@town.kamikawa.saitama.jp

				554		埼玉県		上里町

				555		埼玉県		寄居町		保健福祉総合センター ホケン フクシ ソウゴウ		斎藤薫 サイトウ カオル		048-581-8500		048-581-8544		1		kf062g@town.yorii.saitama.jp

				556		埼玉県		宮代町

				557		埼玉県		白岡市 シ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		蛭間、木村 ヒルマ キムラ		0480-92-1201		0480-93-2325		1		hokencenter@city.shiraoka.lg.jp

				558		埼玉県		杉戸町

				559		埼玉県		松伏町		保健センター ホケン		土屋秀美 ツチヤ ヒデミ		048-992-3170		048-991-2878		1		fukushi1050400@town.matsubushi.lg.jp

				560		千葉県		銚子市		健康福祉部健康づくり課母子保健班 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン ハン		笹本尚子 ササモト ナオコ		0479-24-8070		0479-24-8071		1		kenkou@city.choshi.lg.jp

				561		千葉県		市川市		保健部保健ｾﾝﾀｰ健康支援課 ホケン ブ ホケン ケンコウ シエン カ		五十嵐友子 イガラシ トモコ		047-377-4511		047-316-1568		2		igarashi-t@city.ichikawa.chiba.jp

				565		千葉県		野田市		保健センター ホケン		川島、栗原、平尾 カワシマ クリハラ ヒラオ		04-7125-1188		04-7125-1001		1		hokesen@mail.city.noda.chiba.jp

				566		千葉県		茂原市

				567		千葉県		成田市		健康こども部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三橋 ミツハシ		0476-27-1111		0476-27-1114		*		*

				568		千葉県		佐倉市

				569		千葉県		東金市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		櫻井貴子 サクライ タカコ		0475-50-1234		0475-53-4411		1		kenko@city.togane.lg.jp

				572		千葉県		勝浦市		介護健康課 カイゴ ケンコウ カ		田中美樹 タナカ ミキ		0470-73-6614		0470-73-4283		1		kaigo@city-katsuura.jp

				575		千葉県		八千代市		子ども部母子保健課 コ ブ ボシ ホケン カ		石橋さなえ イシバシ		047-486-7250		047-482-9513		1		boshi2@city.yachiyo.chiba.jp

				577		千葉県		鴨川市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		石井和歌子 イシイ ワカコ		04-7093-7111		04-7093-7115		1		kenko@city.kamogawa.lg.jp

				578		千葉県		鎌ヶ谷市		健康福祉部健康増進課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		舘岡 タテオカ		047-445-11418（内731） ナイ		047-445-8261		1		kenkan@city.kamagaya.chiba.jp

				579		千葉県		君津市		保健福祉部　健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		寺北 テラ キタ		0439-57-2233		0439-57-2234		1		kenkou@city.kimitsu.lg.jp

				580		千葉県		富津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		圓川ひろみ エン カワ		0439-80-1268		0439-80-1335		1		mb017@city.futtsu.lg.jp

				582		千葉県		四街道市		健康増進課 ケンコウ カ		鶴巻 ツルマキ		043-421-6100		043-421-2125		1		ykenko@city.yotsukaido.chiba.jp

				583		千葉県		袖ヶ浦市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		中山 ナカヤマ		0438-62-3172		0438-62-3877		1		sode16@city.sodegaura.chiba.jp

				584		千葉県		八街市		市民部 健康管理課 シミンブ		米持 ※ モ		043-443-1631		043-443-1742		1		kenko@city.yachimata.lg.jp

				585		千葉県		印西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		平川知恵 ヒラカワ チエ		0476-42-5595		0476-42-5514		1		kenkouka@city.inzai.lg.jp

				587		千葉県		富里市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		戸村由美子 ト ムラ ユミコ		0476-93-4121		0476-93-2422		1		kenkou@city.tomisato.lg.jp

				588		千葉県		南房総市		保健福祉部健康支援課 ホケンフクシ ブ ケンコウ シエン カ		山口由紀子 ヤマグチ ユキコ		0470-36-1152		0470-36-1133		1		kenko@city.minamiboso.chiba.jp

				589		千葉県		匝瑳市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		齋木優子 サイキ ユウコ		0479-78-1200		0479-73-6223		1		k-kenko@city.sosa.lg.jp

				590		千葉県		香取市		健康づくり課 ケンコウ カ		寺島雅代 テラシマ マサヨ		0478-50-1235		0478-54-7462		1		kenko10.sa@city.katori.lg.jp

				591		千葉県		山武市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田祐子 ヨシダ ユウコ		0475-80-1172		0475-80-1177		1		kenkoshien@city.sammu.lg.jp

				592		千葉県		いすみ市		健康高齢者支援課 ケンコウ コウレイシャ シエン カ		木村真利 キムラ シン リ		0470-62-1162		0470-63-1252		1		kenkou@city.isumi.lg.jp

				593		千葉県		酒々井町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		飯嶋 イイジマ		043-496-0090		043-496-8453		1		kenkou@town.shisui.chiba.jp

				595		千葉県		神崎町

				598		千葉県		大網白里市 シ

				599		千葉県		九十九里町		健康福祉課健康指導係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シドウ カカリ		川代 カワ シロ		0475-70-3182		0475-76-7541		1		kenshi@town.kujukuri.chiba.jp

				600		千葉県		芝山町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		遠藤かおり エンドウ		0479-77-1891		0479-77-1970		1		hoken-c@town.shibayama.lg.jp

				601		千葉県		横芝光町		健康管理課 ケンコウ カンリカ		小坂　栞 コサカ シオリ		0479-82-3400		0479-80-1262		1		kenkoukanri@town.yokoshibahikari.chiba.jp

				602		千葉県		一宮町

				603		千葉県		睦沢町		健康福祉課国保健康班 ケンコウ カ コクホ ケンコウ ハン		村杉 ムラスギ		0475-44-2506		0475-44-2527		1		kenkou@town.mutsuzawa.chiba.jp

				604		千葉県		長生村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小高聖子 コダカ セイコ		0475-32-6800		0475-32-6802		1		cho-hoken@vill.chosei.chiba.jp

				606		千葉県		長柄町		住民課健康福祉班 ジュウミン カ ケンコウ フクシ ハン		月崎利香 ツキ サキ リ カオリ		0475-35-2414		0475-35-2459		1		hoken@town.nagara.chiba.jp

				607		千葉県		長南町

				608		千葉県		大多喜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大竹 オオタケ		0470-82-2468		0470-82-4461		1		kenko@town.otaki.lg.jp

				609		千葉県		御宿町

		256		612		東京都		中央区		福祉保健部健康推進課予防係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ヨボウ カカリ		相川真凛 アイカワ シン リン		03-3541-5930		03-3546-9554		1		kenko_01@city.chuo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1(歯科からの子育て支援と食育) シカ コソダ シエン ショクイク		0		1		1		0		0		0		教材による健康教育 キョウザイ ケンコウ キョウイク		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		歯科衛生懇談会 シカ エイセイ コンダンカイ		0		0		1		1		0		0

				613		東京都		港区

				614		東京都		新宿区		健康部 健康推進課 健康事業係 ケンコウブ ケンコウフクシブ スイシンカイ カ ケンコウ ジギョウ カカリ		山田万里 ヤマダ マリ		03-5273-3047		03-5273-3930		1		kenkosuishin@city.shinjuku.lg.jp

				615		東京都		文京区		保健衛生部健康推進課 ホケンエイセイ ブ ケンコウ カ		上山 ウエヤマ		03-5803-1229		03-5803-1355		1		b384000@city.bunkyo.lg.jp

				616		東京都		台東区		保健サービス母子成人保健担当 ホケン ボシ セイジン ホケン タントウ		齋藤眞理子 サイトウ マリコ		03-3847-9447		03-3847-9467		1		hokensaabisu@city.taito.tokyo.jp

				617		東京都		墨田区

				618		東京都		江東区

				619		東京都		品川区

				620		東京都		目黒区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケンヨボウ カ		山田智子 ヤマダ トモコ		03-5722-9504		03-5722-9508		1		meg-hc01@city.meguro.tokyo.jp

				621		東京都		大田区		健康政策部健康づくり課 ケンコウセイサク ブ ケンコウ カ		田所 タドコロ		03-5744-1683		03-5744-1523		1		kenko@city.ota.tokyo.jp

				623		東京都		渋谷区		健康推進部地域保健課　母子保健・産前産後ケアセンター ケンコウ スイシン ブ チイキ ホケン カ ボシ ホケン サンゼン サンゴ		倉増康友 クラ マ ヤス トモ		03-3463-2049		03-5458-4978		1		boshi@city.shibuya.tokyo.jp

				625		東京都		杉並区

				626		東京都		豊島区

				628		東京都		荒川区		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		下田治子 シモダ ハルコ		03-3802-3111		03-3806-0364		2		haruko.shimoda@city.arakawa.tokyo.jp

				629		東京都		板橋区		健康生きがい部健康推進課 ケンコウ イ ブ ケンコウ カ		西尾弘美 ニシオ ヒロミ		03-3579-2313		03-3962-7834		1		ki-suishin@city.itabashi.tokyo.jp

				633		東京都		江戸川区

				634		東京都		八王子市		医療保険部大横保健福祉ｾﾝﾀｰ イリョウ ホケン ブ オオヨコ ホケン フクシ		青木桐代 アオキ キリ ヨ		042-625-9200		042-627-5887		1		b450600@city.hachioji.tokyo.jp

				635		東京都		立川市		福祉保健部健康推進課母子保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ ボシホケン カカリ		山口 ヤマグチ		042-527-3272		042-521-0422		1		kenkousuishin@city.tachikawa.lg.jp

				636		東京都		武蔵野市

				637		東京都		三鷹市

				642		東京都		町田市		町田市保健所保健予防課 マチダシ ホケンジョ ホケン ヨボウカ		菊地美賀子 キクチ ミ ガ コ		042-725-5127		042-725-5198		1		hoken030@city.machida.tokyo.jp

				643		東京都		小金井市		福祉保健部健康課 フクシ ホケンブ ケンコウカ		田村 タムラ		042-321-1240		042-321-6423		1		s050401@koganei-shi.jp

				644		東京都		小平市		健康推進課庶務担当 ケンコウ スイシン カ ショム タントウ		藤森玲菜 フジモリ レイ ナ		042-36-9641		042-346-3705		1		kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp

				646		東京都		東村山市

				647		東京都		国分寺市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		石丸明子 イシ マル アキコ		042-321-1801		042-321-1181		1		kenkousuishin@city.kokubunji.tokyo.jp

				648		東京都		国立市		健康福祉部健康増進課保健事業係 ケンコウフクシブ ケンコウゾウシン カ ホケン ジギョウ カカリ		飛田良子 ヒダ リョウコ		042-572-6111		042-574-3930		1		sec_hokencenter@city.kunitachi.tokyo.jp

				649		東京都		福生市		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		酒谷玲子 サカタニ レイコ		042-552-0061		042-530-5324		1		f-kenkou@city.fussa.tokyo.jp

				650		東京都		狛江市

				651		東京都		東大和市

				652		東京都		清瀬市

				654		東京都		武蔵村山市

				655		東京都		多摩市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		水野安世 ミズノ ヤス ヨ		042-376-9111		042-371-1235		1		tm212000@city.tama.tokyo.jp

				656		東京都		稲城市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		菊地美里 キクチ ミサト		042-378-3421		042-377-4944		1		kenkou@city.inagi.lg.jp

				657		東京都		羽村市		福祉健康部健康課健康推進係 フクシ ケンコウブ ケンコウカ ケンコウ カカリ		古張めぐみ フルハ		042-555-1111（内626） ナイ		042-554-4767		1		s305000@city.hamura.tokyo.jp

				658		東京都		あきる野市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		吉村多恵 ヨシムラ タエ		042-558-5091		042-558-3207		1		050601@akiruno-info.tokyo.jp

				660		東京都		瑞穂町		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		福島由子 フクシマ ユイ コ		042-557-5072		042-557-7414		1		kenko@town.mizuho.tokyo.jp

				662		東京都		檜原村

				663		東京都		奥多摩町

				664		東京都		大島町		福祉けんこう課けんこう係 フクシ カ カカリ		篠崎裕子 シノザキ ヒロコ		04992-2-1471		04992-2-4430		1		kenkou-center@town.oshima.tokyo.jp

				665		東京都		利島村

				666		東京都		新島村		さわやか健康センター ケンコウ		猪狩尚史 イノシシ カ ナオ シ		04992-5-1856		04992-5-1857		1		kenkou@niijima.com

				667		東京都		神津島村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		北原 キタハラ		04992-8-0010		04992-8-7256		2		kenkou@vill.kouzushima.tokyo.jp

				668		東京都		三宅村

				669		東京都		御蔵島村		総務課民生係 ソウムカ ミンセイ カカリ		伊藤珠理 イトウ ジュリ		04994-8-2121		04994-8-2239		1		soumu_minsei@mikurasima.jp

				671		東京都		青ヶ島村

				672		東京都		小笠原村		村民課福祉係 ソンミン カ フクシ カカリ		丸山恵子 マルヤ ヤマ ケイコ		04998-2-3939		04998-2-3223		1		fukusi@vill.ogasawara.tokyo.jp

				673		神奈川県		平塚市		健康こども部健康課健康づくり担当 ケンコウ ブ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		松本奈美 マツモト ナミ		0463-55-2111		0463-55-2139		1		kenko@city.hiratsuka.kanagawa.jp

				674		神奈川県		鎌倉市		市民健康課 シミン ケンコウカ		長谷川弘美 ハセガワ ヒロミ		0467-61-3944		0467-23-7505		1		shikenko-phn@city.kamakura.kanagawa.jp

				675		神奈川県		藤沢市		子ども健康課 コ ケンコウ カ		内田美奈子 ウチダ ミナコ		0466-50-3522		0466-50-0668		2		uchida-min@city.fujisawa.lg.jp

				676		神奈川県		小田原市		福祉健康部　健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		井澤由美子 イザワ ユミコ		0465-47-0820		0465-47-0830		1		kenko@city.odawara.kanagawa.jp

				677		神奈川県		茅ヶ崎市		子ども育成部子ども育成相談課 コ イクセイブ コ ソウダン カ		こども健康担当 ケンコウ タントウ		0467-82-1111		0467-82-1164		1		kodomo@city.chigasaki.kanagawa.jp

				678		神奈川県		逗子市		福祉部 子育て支援課		増田真幸 マスダ マ サチ		046-873-1111		046-873-4520		1		kosodate@city.zushi.kanagawa.jp

				679		神奈川県		三浦市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		江原桂子 エバラ ケイコ		046-882-1111(内線３３８） ナイセン		046-881-0148		1		hoken0701@city.miura.kanagawa.jp

				680		神奈川県		秦野市

				681		神奈川県		厚木市

				682		神奈川県		大和市		こども部すくすく子育て課母子保健担当 ブ コソダ カ ボシ ホケン タントウ		海瀬真弓 ウミセ マユミ		046-260-5609		046-264-0142		1		kosukus@city.yamato.lg.jp

				683		神奈川県		伊勢原市		子育て支援課 コソダ シエン カ		三瓶千歳 サンペイ チトセ		0463-94-4711		0463-95-7612		1		kosodate@isehara-city.jp

				684		神奈川県		海老名市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		木内順子 キウチ ジュンコ		046-235-7880		046-235-7980		1		kenkou@city.ebina.kanagawa.jp

				685		神奈川県		座間市		健康部健康づくり課 ケンコウブ ケンコウ カ		率川（いさかわ） リツ カワ		046-252-7225		046-255-3550		1		healthy@city.zama.kanagawa.jp

				686		神奈川県		南足柄市		福祉健康部健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		田代明美 タシロ アケミ		0465-74-2517		0465-74-1834		1		kenkou@city.minamiashigara.kanagawa.jp

				688		神奈川県		葉山町

				689		神奈川県		寒川町		健康子ども部健康スポーツ課 ケンコウ コ ブ ケンコウ カ		坂蒔恵利子 サカ マ エ リ コ		0467-74-1111		0467-74-5613		1		kenkou@town.samukawa.kanagawa.jp

				690		神奈川県		大磯町

				691		神奈川県		二宮町

				692		神奈川県		中井町

				693		神奈川県		大井町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		森川真紀子 モリカワ マキコ		0465-83-8011		0465-83-8016		1		kosodate@town.oi.kanagawa.jp

				694		神奈川県		松田町		子育て支援課 コソダ シエン カ		松岡憂子 マツオカ ユウコ		0465-84-5544		0		1		hoken@town.matsuda.kanagawa.jp

				695		神奈川県		山北町		保険健康課健康づくり班 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ハン		横山 ヨコヤマ		0465-75-0822		0465-76-4592		1		kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp

				696		神奈川県		開成町

				697		神奈川県		箱根町		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		手塚みち子 テヅカ コ		0460-85-0800		0460-85-0811		1		kosodate@town.hakone.kanagawa.jp

				698		神奈川県		真鶴町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹下 タケシタ		0465-68-1131		0465-68-5119		1		ke-hoken@town-manazuru.jp

				699		神奈川県		湯河原町		保健センター ホケン		穴戸 アナ ト		0465-63-2111		0465-62-7001		1		hoken@town.yugawara.kanagawa.jp

				700		神奈川県		愛川町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		山田 ヤマダ		046-285-2111		046-285-8566		1		kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp

				701		神奈川県		清川村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		森　猛 モリ タケシ		046-288-3861		046-288-2025		1		hofuku@town.kiyokawa.kanagawa.jp

				702		新潟県		長岡市

				703		新潟県		三条市		教育委員会子どもの育ちｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ キョウイク イインカイ コ ソダ		関崎 カン ザキ		0256-45-1114		0256-45-1130		1		kodomosupport@city.sanjo.niigata.jp

				704		新潟県		柏崎市

				706		新潟県		小千谷市		健康センター　保健係 ケンコウ ホケン カカ		稲川由佳 イナガワ ユカ		0258-83-3640		0258-82-8964		1		kenkou@city.ojiya.niigata.jp

				708		新潟県		十日町市

				709		新潟県		見附市		教育委員会こども課元気子育て係 キョウイク イインカイ カ ゲンキ コソダ カカリ		桑原裕美 クワハラ ユミ		0258-62-1700		0258-63-5003		1		kodomo@city.mitsuke.niigata.jp

				710		新潟県		村上市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		東海林清美 トウカイリン キヨミ		0254-53-2111		0254-53-3840		1		hoken-kz@city.murakami.lg.jp

				711		新潟県		燕市

				712		新潟県		糸魚川市		こども課 親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		飯田亜紀 イイダ アキ		025-552-1511		025-552-8292		1		kodomo@city.itoigawa.niigata.jp

				713		新潟県		妙高市		健康保険課子育て世代包括支援センター　総合健康都市推進室健康づくり係 ケンコウ ホケン カ コソダ セダイ ホウカツ シエン ソウゴウ ケンコウ トシ スイシン シツ ケンコウ カカリ		丸山早苗 マルヤマ サナエ		0255-74-0065		0255-72-7659		1		kenkohoken@city.myoko.niigata.jp

				714		新潟県		五泉市		こども課子育て支援課 カ コソダ シエン カ		小林基子 コバヤシ モトコ		0250-43-3911		0250-43-0417		1		kodomo@city.gosen.lg.jp

				715		新潟県		上越市

				716		新潟県		阿賀野市		健康推進課 ケンコウスイシン カ		倉田泰子 クラタ ヤスコ		0250-62-2510		0250-62-2513		1		kenko@city.agano.niigata.jp

				717		新潟県		佐渡市

				718		新潟県		魚沼市		健康課健康増進室 ケンコウカ ケンコ シツ		五十嵐 イガラシ		025-792-9763		025-792-7600		1		uc903901@city.uonuma.niigata.jp

				720		新潟県		胎内市		健康づくり課健康指導係 ケンコウ カ ケンコウ シドウ カカリ		阿部 アベ		0254-44-8680		0254-44-8641		1		genki@city.tainai.lg.jp

				722		新潟県		弥彦村

				723		新潟県		田上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		本多由紀 ホンダ ユキ		0256-57-6112		0256-57-3111		1		t1121@town.tagami.niigata.jp

				724		新潟県		阿賀町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		遠藤めぐみ エンドウ		0254-92-5763		0254-92-3001		1		kenkou@town.aga.niigata.jp

				726		新潟県		湯沢町

				727		新潟県		津南町

				728		新潟県		刈羽村

				729		新潟県		関川村

				730		新潟県		粟島浦村		総務課 ソウムカ		沼田美穂 ヌマタ ミホ		0254-55-2111		0254-55-2159		1		phn@vill.awashimaura.lg.jp

				731		富山県		高岡市		福祉保健部健康増進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		永森真澄 ナガモリ マスミ		0766-20-1344		0766-20-1347		1		kenko@city.takaoka.lg.jp

				732		富山県		魚津市		健康ｾﾝﾀｰ ケンコウ		桃井 モモイ		0765-24-0415		0765-24-3684		1		kenko-center@city.uozu.lg.jp

				733		富山県		氷見市

				734		富山県		滑川市

				735		富山県		黒部市		健康増進課母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ ボシホケン カカリ		杉本 スギモト		0765-65-0020　H27.10.13以降　→0765-54-2111 イコウ		0765-65-0039　H27.10.13以降　→0765-54-2519		1		hoken@city.kurobe.lg.jp

				736		富山県		砺波市		砺波市健康ｾﾝﾀｰ トナミシ ケンコウ		中瀧結花 ナカ タキ ユイ ハナ		0763-32-7062		0763-32-7059		2		yuka.nakataki@city.tonami.lg.jp

				738		富山県		南砺市

				739		富山県		射水市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		明神三枝子 ミョウジン ミエコ		0766-82-1954		0766-82-3175		1		kenkou@city.imizu.lg.jp

				740		富山県		舟橋村		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		黒田綾子 クロダ アヤコ		076-464-1121		076-464-1066		2		kuroda@vill.funahashi.lg.jp

				741		富山県		上市町

				742		富山県		立山町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		高安優理 タカヤス ヤサ ユウリ		076-463-0618		076-462-9011		1		hoken@town.tateyama.lg.jp

				743		富山県		入善町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹島寿代 タケシマ トシヨ		0765-72-0343		0765-72-5082		2		takeshima.hisayo@town.nyuzen.lg.jp

				744		富山県		朝日町		朝日町保健センター アサヒチョウ ホケン		谷口純子 タニグチ ジュンコ		0765-83-3309		0765-83-3309		1		junko-taniguchi@town.toyama-asahi.lg.jp

				745		石川県		七尾市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		三島千尋 ミシマ チヒロ		0767-53-3623		0767-53-2748		1		kenkou@city.nanaolg.jp

				746		石川県		小松市		予防先進部いきいき健康課母子保健担当 ヨボウ センシン ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		岡田絹子 オカダ キヌコ		0761-21-8118		0761-21-8066		1		sukoyaka@city.komatsu.lg.jp

				748		石川県		珠洲市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		大谷内香奈 オオタニ ウチ カナ		0768-82-7742		0768-82-8283		*		*

				749		石川県		加賀市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		藪井芳恵 ヤブ イ ヨシ エ		0761-72-7866		0761-72-5626		1		kenkou@city.kaga.jp

				750		石川県		羽咋市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		金曽　衣里　 カネ ソ エリ		0767-22-1115		0767-22-7179		1		fukushi5@city.hakui.lg.jp

				751		石川県		かほく市		市役所市民部健康福祉課 シヤクショオ シミンブ ケンコ		高木 タカギ		076-283-1117		076-283-4116		1		kenkou@city.kahoku.ishikawa.jp

				752		石川県		白山市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		井南 イド イナミ		076-274-2155		076-274-2158		1		kenkouzoushin@city.hakusan.lg.jp

				753		石川県		能美市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂本ゆかり サカモト		0761-58-2235		0761-58-6897		1		kenko@city.nomi.lg.jp

				754		石川県		川北町

				755		石川県		野々市市 シ		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田中和子 タナカ カズコ		076-248-3511		076-248-7771		1		kenkou@city.nonoichi.lg.jp

				756		石川県		津幡町		町民福祉部健康こども課 チョウミン フクシ ブ ケンコウ カ		高村彩那 タカムラ アヤ ナ		076-288-7926		076-288-7935		1		kenkoukodomo@town.tsubata.lg.jp

				757		石川県		内灘町

				758		石川県		志賀町

				759		石川県		宝達志水町		こども家庭室 カテイ シツ		寺崎弘恵 テラサキ ヒロ メグ		0767-28-5526		0767-28-5569		2		h_terasaki@town.hodatsushimizu.lg.jp

				760		石川県		中能登町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		木幡由希子 キ ユキコ		0767-74-0797		0767-74-0223		1		hokenkankyou@town.nakanoto.lg.jp

				761		石川県		穴水町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		関　敦子 セキ アツコ		0768-52-3589		0768-52-3320		1		hoken@town.anamizu.lg.jp

				761		石川県		穴水町

				762		石川県		能登町

				763		福井県		福井市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		藤井つづみ フジイ		0776-28-1256		0776-28-3747		1		hoken@city.fukui.lg.jp

				764		福井県		敦賀市

				765		福井県		小浜市		民生部健康長寿課 ミンセイブ ケンコウ チョウジュ カ		小林可奈 コバヤシ カ カナ		0770-52-2222		0770-53-3480		1		kenkou-kanri@city.obama.lg.jp

				766		福井県		大野市		民生環境部健康長寿課保健医務グループ ミンセイ カンキョウブ ケンコウ チョウジュ カ ホケン イム		牧野幸子 マキノ サチコ		0779-65-7333		0779-66-0294		1		kenko@city.fukui-ono.lg.jp

				767		福井県		勝山市		健康長寿課健康増進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ チョウジュ カ ケンコウ ゾウシン		山内八千代 ヤマウチ ヤチヨ		0779-87-0888		0779-87-3522		1		choju@city.katsuyama.lg.jp

				768		福井県		鯖江市		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		清水 シミズ		0778-52-1138		0778-52-1116		1		SC-Kenko@city.sabae.lg.jp

				769		福井県		あわら市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		村中 ムラ ナカ		0766-73-8023		0766-73-5688		1		chojyu@city.awara.lg.jp

				770		福井県		越前市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		西川千愛 ニシカワ セン アイ		0778-24-2111		0778-24-5885		1		kenkou@city.echizen.lg.jp

				771		福井県		坂井市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹中雅美 タケナカ マサミ		0776-50-3067		0776-66-2940		1		kenkou@city.fukui-sakai.lg.jp

				772		福井県		永平寺町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		多田直美 タダ ナオミ		0776-61-0111		0776-61-1797		1		e-hoken@town.eiheiji.lg.jp

				773		福井県		池田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		冨田路子 トミダ ミチコ		0778-44-8000		0778-44-8008		2		m.tomita@town.ikeda.fukui.jp

				774		福井県		南越前町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中絢子 タナカ ジュンコ		0778-47-8007		0778-47-3605		1		hoken@town.minamiechizen.lg.jp

				775		福井県		越前町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		南 ミナミ		0778*34-8710		0778-34-0951		1		kenkou@town.echizen.lg.jp

				776		福井県		美浜町		健康づくり課 ケンコウ カ		坪塚恵子 ツボ ツカ ケイコ		0770-32-6713		0770-32-6050		1		tsubotsuka.101@town.fukui-mihama.lg.jp

				778		福井県		おおい町		保健医療課 ホケン イリョウ カ		米田 ヨネダ		0770-77-1155		0770-77-3377		1		hoken@town.ohi.lg.jp

				780		山梨県		甲府市		福祉部福祉総室健康衛生課 フクシ ブ フクシ ソウ シツ ケンコウ エイセイカ		小尾恵子 チイ オ ケイコ		055-237-8950		055-227-5294		1		kennkouei@city.kofu.lg.jp

				783		山梨県		山梨市

				785		山梨県		韮崎市		保健福祉センター ホケンフクシ		長田美和 オサダ ミワ		0551-23-4310		0551-53-4316		2		miwa.osada@city.nirasaki.lg.jp

				787		山梨県		北杜市		市民部健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		小澤登志美 コザワ トシミ		0551-42-1335		0551-42-1123		2		ozawa-tos@city.hokuto.lg.jp

				788		山梨県		甲斐市		健康増進課 ケンコ カ		河野 コウノ		055-278-1694		055-278-2046		2		n-kono29@city.kai.lg.jp

				789		山梨県		笛吹市

				790		山梨県		上野原市

				791		山梨県		甲州市		健康増進課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タントウ		武藤陽子 タケ フジ ヨウコ		0553-33-7812		0553-32-3072		1		kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp

				792		山梨県		中央市		健康推進課 ケンコ カ		強間加代子 ツヨ マ カヨコ		055-274-8542		055-274-1125		*		*

				793		山梨県		市川三郷町		いきいき健康課 子育て支援係 ケンコウ カ コソダ シエン カカリ		浅川珠美 アサカワ タマミ		0556-32-2114		0556-32-2887		1		ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp

				794		山梨県		早川町

				795		山梨県		身延町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		遠藤睦美 エンドウ ムツミ		0556-20-4611		0556-20-4554		1		kenkou@town.minobu.lg.jp

				796		山梨県		南部町		福祉保健課　健康増進係 フクシ ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカ		望月みち子 モチヅキ コ		0556-64-4836		0566-64-3116		2		mochizuki-mi@town.yamanashi_nanbu.lg.jp

				797		山梨県		富士川町		子育て支援課 コソダ シエン カ		池田 イケダ		0556-22-7221		0556-22-8666		1		kosodate@town.fujikawa.lg.jp

				798		山梨県		昭和町

				799		山梨県		道志村

				800		山梨県		西桂町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		高頭 タカ アタマ		0555-25-4000		0555-25-3574		1		hoken@town.nishikatsura.lg.jp

				801		山梨県		忍野村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		佐倉冬詩子 サクラ フユ ウタ コ		0555-84-7795		0555-84-1036		1		fukushihoken@vill.oshino.lg.jp

				802		山梨県		山中湖村

				803		山梨県		鳴沢村

				804		山梨県		富士河口湖町

				805		山梨県		小菅村		住民課 ジュウミンカ		星川春奈 ホシ カワ ハルナ		0428-87-0111		0428-87-0933		2		h-hoshikawa@vill.kosuge.yamanashi.jp

				806		山梨県		丹波山村

				808		長野県		上田市

				809		長野県		岡谷市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		小野郁恵 オノ イクエ		0266-23-4811		0266-23-4825		1		kenkou@city.okaya.lg.jp

				811		長野県		諏訪市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		蟹江千絵 カニエ チエ		0266-52-4141		*		*		*

				812		長野県		須坂市		健康福祉部 健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		畠沢文子 ハタケ サワ アヤコ		026-248-9023		026-248-9042		1		s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp

				813		長野県		小諸市		民生部健康づくり課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		春原美枝 ハルハラ ミエ		0267-25-1880		0267-26-6544		1		yobo@city.komoro.nagano.jp

				814		長野県		伊那市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中村美菜子 ナカムラ ミナコ コ		0265-78-4111		0265-74-1260		1		ken@inacity.jp

				815		長野県		駒ヶ根市		教育委員会こども課母子保健係 キョウイク イインカイ カ ボシ ホケン カカリ		吉澤利代 ヨシザワ サワ リ ヨ		0265-96-7725		0265-83-2181		1		kodomo@city.komagane.nagano.jp

				816		長野県		中野市

				817		長野県		大町市		市民課 中央保健センター シミンカ チュウオウ ホケン		佐藤日和 サトウ ヒヨリ		0261-23-4400		0261-23-4401		1		hokencenter@city.omachi.nagano.jp

				818		長野県		飯山市		保健福祉課　健康増進係		松浦杏子 マツウラ キョウコ		0269-62-3111		0269-62-3127		1		hoken@city.iiyama.nagano.jp

				819		長野県		茅野市		健康福祉部保健課健康推進係 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		関　景子 セキ ケイコ		0266-82-0105		0266-82-0106		1		hoken@city.chino.lg.jp

				820		長野県		塩尻市		健康づくり課 ケンコウ カ		長岡春美 ナガオカ ハルミ		0263-52-0280		0263-53-3613		1		kenko@city.shiojiri.lg.jp

				821		長野県		佐久市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		藤巻杏子 フジマキ キョウコ		0267-62-3189		0267-64-1157		1		hoken@city.saku.nagano.jp

				822		長野県		千曲市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		北原智子 キタハラ トモコ		026-273-1111		026-272-6558		1		hc-boshi@city.chikuma.nagano.jp

				823		長野県		東御市

				824		長野県		安曇野市		保健医療部健康増進課 ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		渡邊　恵 ワタナベ メグミ		0263-71-2471		0263-71-2328		1		ken-hokenyobou@city.azumino.nagano.jp

				825		長野県		小海町

				826		長野県		川上村

				827		長野県		南牧村

				828		長野県		南相木村		住民課 ジュウミンカ		中嶋陽子 ナカジマ ヨウコ		0267-78-2121		0267-78-2139		1		jyuumin@vill.minamiaiki.nagano.jp

				829		長野県		北相木村

				831		長野県		軽井沢町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		横掘裕子 ヨコ ホ ヒロコ		0267-45-8549		0267-44-1396		1		hoken@town.karuizawa.nagano.jp

				832		長野県		御代田町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂本夏希 サカモト ナツ ノゾミ		0267-32-2554		0267-32-2511		1		miyota@town.miyota.lg.jp

				833		長野県		立科町		町民課 チョウ カ		花岡美沙紀 ハナオカ ミサキ		0267-56-2311		0267-56-2310		1		t-hoken@town.tateshina.nagano.jp

				834		長野県		青木村

				835		長野県		長和町		健康づくり係 ケンコウ カカリ		新海保奈美 シンカイ ホナミ		0258-68-3494		0268-68-3798		2		honami@town.nagawa.nagano.jp

				836		長野県		下諏訪町

				837		長野県		富士見町		住民福祉課保健予防係 ジュウミン フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		堀内彩香 ホリウチ アヤ カ		0266-62-9134		0266-62-6877		1		juumin@town.fujimi.lg.jp

				838		長野県		原村

				839		長野県		辰野町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		入原百合 イ ハラ ユリ		0266-41-1111		0266-43-3307		1		hoken@town.tatsuno.nagano.jp

				842		長野県		南箕輪村

				843		長野県		中川村

				844		長野県		宮田村		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		中條 チュウジョウ		0265-85-4128		0265-85-5701		1		hoken@vill.miyada.nagano.jp

				845		長野県		松川町		福祉課　健康推進係 フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		丸山ゆかり マルヤマ		0261-62-3290		0261-62-1030		2		maruyama-yukari@vill.matsukawa.nagano.jp

				846		長野県		高森町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		古林絵美 フル ハヤシ エミ		0265-35-9412		0265-35-6854		1		kenkou@town.takamori.nagano.jp

				847		長野県		阿南町		民生課健康支援係 ミンセイ カ ケンコウ シエン カカリ		小早川友香 コ ハヤカワ トモ カ		0260-22-4051		0260-22-2576		1		minsei@town.anan.nagano.jp

				848		長野県		阿智村

				849		長野県		平谷村

				850		長野県		根羽村		住民課 ジュウミンカ		坂巻光江 サカマキ ミツエ		0265-49-2111		0265-49-2277		1		juumin4102@nebamura.jp

				851		長野県		下條村

				852		長野県		売木村		住民課 ジュウミンカ		飯島久未 イイジマ ヒサ		0260-28-2311		0260-28-2135		1		jumin@urugi.jp

				853		長野県		天龍村		住民課健康支援係 ジュウミンカ ケンコウ シエン カカリ		栗生 クリ ナマ		0260-32-2001		0260-32-2525		2		f-seikan@vill-tenryu.jp

				854		長野県		泰阜村		福祉課 フクシカ		林今日子 ハヤシ コンニチ コ		0260-26-2111		0260-26-2553		1		jumin@vill.yasuoka.nagano.jp

				855		長野県		喬木村

				856		長野県		豊丘村		健康福祉課保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカリ		井原さゆり イハラ		0265-35-9061		0265-35-9065		1		hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

				857		長野県		大鹿村

				858		長野県		上松町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		伊藤綾乃 イトウ アヤノ		0264-52-2825		0264-52-2453		1		hoken@town.agematsu.nagano.jp

				859		長野県		南木曽町		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		原　直子 ハラ ナオコ		0264-57-2001		0264-57-2270		1		hoken@town.nagiso.nagano.jp

				860		長野県		木祖村

				862		長野県		大桑村		村役場福祉健康課保健係 ムラヤク ヤクバ フクシ ケンコウカ ホケンカ カカリ		高木琴音 タカギ コトネ		0264-55-4003		0264-55-4070		1		cent@vill.ookuwa.nagano.jp

				863		長野県		木曽町

				864		長野県		麻績村

				865		長野県		生坂村

				867		長野県		朝日村		住民福祉課健康づくり担当 ジュウミン フクシカ ケンコウ タントウ		河西 カワニシ		0263-99-2450		0263-99-3589		1		kenkouzukuri@vill.asahi.nagano.jp

				868		長野県		筑北村

				869		長野県		池田町		福祉課健康づくり係 フクシカ ケンコウ カカリ		塩嶋幸代 シオジマ ユキヨ		0261-61-5000		0261-61-9441		1		kenko@town.ikeda.nagano.jp

				871		長野県		白馬村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		南雲有希子 ナグモ ユキコ		0261-85-0713		0261-72-7001		1		hukushi@vill.hakuba.lg.jp

				872		長野県		小谷村

				873		長野県		坂城町

				874		長野県		小布施町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島利香 オオシマ リカ		026-214-9107		026-247-3113		1		kenkou@town.obuse.nagano.jp

				876		長野県		山ノ内町		健康福祉課健康づくり支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		岡村佳奈美 オカムラ カナ ビ		0269-33-3116		0269-33-1104		1		hokeniryo@town.yamanouchi.co.jp

				877		長野県		木島平村		民生課健康福祉室 ミンセイ カ ケンコウ フクシ シツ		高山美恵 タカヤマ ビ エ		0269-82-3111		0269-82-4121		1		kenfuku@kijimadaira.jp

				878		長野県		野沢温泉村		民生課保健衛生係 ミンセイ カ ホケン エイセイ カカリ		齋藤悦代 サイトウ エツヨ		0269-85-3201		0269-85-4760		1		hokeneisei@vill.nozawaonsen.nagano.jp

				879		長野県		信濃町

				880		長野県		小川村

				881		長野県		飯綱町

				882		長野県		栄村

				883		岐阜県		大垣市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		河合美知恵 カワイ ミチエ		0584-75-2322		0584-75-2320		1		hokensenta@city.ogaki.lg.jp

				884		岐阜県		高山市		健康推進課 ケンコウ カ		保谷　愛 ホヤ アイ		0577-35-3160		0577-35-3173		1		kenkousuishin@city.takayama.lg.jp

				885		岐阜県		多治見市		保健センター		堀江 ホリエ		0572-23-6187		0572-25-8866		1		hosen@city.tajimi.lg.jp

				888		岐阜県		美濃市		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシ カ ホケン		小川詩織 オガワ シオリ		0575-33-0550		0575-33-0530		1		hoken_265@city.mino.lg.jp

				889		岐阜県		瑞浪市		健康づくり課 ケンコウ カ		小川明日香 オガワ アスカ		0572-68-9786				1		kenko@city.mizunami.lg.jp

				890		岐阜県		羽島市

				891		岐阜県		恵那市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		三宅三那恵 ミ タク ミ ナ エ		0573-26-2111		0573-20-2122		1		kenkouhoken@city.ena.gifu.jp

				892		岐阜県		美濃加茂市

				893		岐阜県		土岐市		健康増進課 ケンコウ カ		牧野 マキノ		0572-55-2010		0572-53-0095		1		kenko@city.toki.lg.jp

				896		岐阜県		山県市		健康介護課 ケンコウ カイゴ カ		大西美紀 オオニシ ミキ		0581-22-6839		0581-22-2117		1		kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp

				897		岐阜県		瑞穂市		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		棚瀬すず子 タナセ コ		058-327-8611		058-327-1566		1		kenkou@city.mizuho.lg.jp

				899		岐阜県		本巣市		健康福祉部健康増進課本巣保健センター ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ モトス ホケン		池場昭子 イケバ アキコ		058-34-5028		0581-34-5038		1		motosu-hc@city.motosu.lg.jp

				900		岐阜県		郡上市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		保健師　西脇麻葉美 ホケンシ ニシワキ マ ハ ミ		0575-88-4511		0575-88-4742		1		kenkou@city.gujo.gifu.jp

				901		岐阜県		下呂市

				902		岐阜県		海津市

				903		岐阜県		岐南町

				904		岐阜県		笠松町		住民福祉部福祉健康課 ジュウミン フクシ ブ フクシ ケンコウ カ		林　恵理子 ハヤシ エリコ		058-388-7171		058-388-5955		1		fukushilg@town.kasamatsu.lg.jp

				905		岐阜県		養老町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		日比野 ヒビノ		0584-32-9025		0584-32-4307		*		*

				906		岐阜県		垂井町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		外花万里子 ソト ハナ マリコ		0584-22-1021		0584-22-6648		1		hoken@town.tarui.lg.jp

				907		岐阜県		関ヶ原町

				908		岐阜県		神戸町		健康福祉課保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシカ ホケン		林　愛恵 ハヤシ アイ エ		0584-27-7555		0584-27-7246		1		hoken@town.godo.lg.jp

				910		岐阜県		安八町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		川﨑裕子 カワサキ ユウコ		0584-64-3775		0584-64-5535		2		yuuko-k@town.anpachi.gifu.jp

				911		岐阜県		揖斐川町		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		小林 コバヤシ		0585-23-1511		0585-23-1518		1		kenzo@town.ibigawa.lg.jp

				912		岐阜県		大野町		健康課 ケンコ カ		関谷恵梨子 セキヤ エリコ		0585-34-1111		0585-34-2110		1		hoken-c@town-ono.jp

				913		岐阜県		池田町		保健センター ホケン		石田汐里 イシダ シオ サト		0585-45-3191		0585-45-8688		1		hoken@town.gifu.ikeda.lg.jp

				914		岐阜県		北方町		保健センター ホケン		西本 ニシ モト		058-323-7600		058-323-7601		1		fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp

				915		岐阜県		坂祝町

				916		岐阜県		富加町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		石原恵美子 イシハラ エミコ		0574-54-2117		0574-54-2117		1		hoken-center@town.tomika.lg.jp

				917		岐阜県		川辺町		住民課 ジュウミンカ		石井裕絵 イシイ ユウ エ		0574-53-2415		0574-53-2374		1		juumin@town.gifu-kawabe.lg.jp

				918		岐阜県		七宗町		住民課 ジュウミンカ		田口久美子 タグチ クミコ		0574-48-2046		0574-48-1360		1		ikisen@town.hichiso.lg.jp

				919		岐阜県		八百津町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木澤美穂 キザワ ミホ		0574-43-2111		0574-43-2117		1		hosoudan@town.yaotsu.lg.jp

				920		岐阜県		白川町		保健福祉課 ホケン フクシカ		千野菜穂子 チノ ナホコ		0574-72-2317		0574-72-2503		1		hoken@town.shirakawa.lg.jp

				921		岐阜県		東白川村		東白川国保診療所保健福祉部門保健係 ヒガシ シラカワ コクホ シンリョウジョ ホケン フクシ ブモン ホケン カカリ		田口 タグチ		0574-78-2100		0574-78-3028		1		507hoken@vill.higashishirakawa.lg.jp

				923		岐阜県		白川村		村民課 ソンミン カ		西　満里子 ニシ マリコ		05769-6-1311		05769-6-1709		1		sonmin-hokeneisei@vill.shirakawa.lg.jp

				924		静岡県		沼津市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		金子すみえ カネコ		055-951-3480		055-951-5444		1		kenkou@city.numazu.lg.jp

				925		静岡県		熱海市		健康づくり課 ケンコウ カ		榎本恭子 エノモト キョウコ		0557-86-6293		0557-86-6297		1		kenkozukuri@city.atami.shizuoka.jp

				927		静岡県		富士宮市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		鈴木陽子 スズキ ヨウコ		0544-22-2727		0544-28-0267		1		kenko@city.fujinomiya.lg.jp

				928		静岡県		伊東市		健康医療課母子保健係 ケンコウ イリョウ カ ボシ ホケン カカリ		杉山　萌 スギヤマ モ		0557-32-1582		0557-35-5700		1		kenkou@city.ito.shizuoka.jp

				929		静岡県		島田市		健康づくり課 ケンコウ カ		太田たまき オオタ		0547-34-3281		0547-34-3289		1		kenkou@city.shimada.lg.jp

				930		静岡県		富士市		保健部健康対策課 ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		成宮ルミ ナリミヤ		0545-65-8994		0545-64-7172		1		ho-kenkou@div.city.shizuoka.jp

				931		静岡県		磐田市		こども部　子育て支援課　母子保健G ブ コソダ シエン カ ボシ ホケン		塚本 ツカモト		0538-37-2012		0538-37-4631		1		kosodate@city.iwata.lg.jp

				932		静岡県		焼津市

				933		静岡県		掛川市		健康福祉部保健予防課 ケンコウ フクシ ブ ホケン ヨボウカ		金田あけの カネダ		0537-23-8111		0537-23-9555		1		tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

				935		静岡県		御殿場市		健康推進課母子保健スタッフ ケンコウ スイシンカ ボシ ホケン		高木早苗 タカギ サナエ		0550-82-1111		0500-84-9151		1		kenko@city.gotemba.shizuoka.jp

				936		静岡県		袋井市		総合健康センター健康づくり課母子予防接種係 ソウゴウ ケンコウ ケンコウ カ ボシ ヨボウ セッシュ カカリ		松浦敦子 マツウラ アツコ		0538-42-7410		0538-42-7276		1		kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

				937		静岡県		下田市		市民保健課 健康づくり係 シミン ホケン カ ケンコウ カカリ		木下真梨子 キノシタ マリコ		0558-22-2217		0558-22-3910		1		shiminhoken@city.shimoda.shizuoka.jp

				938		静岡県		裾野市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		宮前こころ ミヤマエ		055-992-5711		055-992-5733		1		kenko@city.susono.shizuoka.jp

				939		静岡県		湖西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高須永味子 タカス アジ コ		053-576-4794		053-576-1150		1		kenkou@city.kosai.shizuoka.jp

				940		静岡県		伊豆市

				942		静岡県		菊川市

				943		静岡県		伊豆の国市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		寺尾佳余子 テラオ カ ヨ コ		055-949-6820		055-949-7177		1		kenkou@city.izunokuni.shizuoka.jp

				945		静岡県		東伊豆町		健康づくり課 ケンコウ カ		西村沙織 ニシムラ サオリ		0557-22-2300		0577-22-2302		1		hoken@town.higashiizu.sizuoka.jp

				946		静岡県		河津町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		稲葉臣 イナバ シン		0558-34-1937		0558-34-1811		1		hoken@town.kawazu.shizuoka.jp

				947		静岡県		南伊豆町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		興後和歌子 オコ アト ワカコ		0558-62-6233		0558-62-2493		1		kenfuku@town.minamiizu.shizuoka.jp

				948		静岡県		松崎町

				949		静岡県		西伊豆町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山本美智留 ヤマモト ミ チ ル		0558-52-1116		0558-54-1019		1		kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp

				950		静岡県		函南町

				951		静岡県		清水町		健康づくり課予防健診係（保健センター） ケンコウ カ ヨボウ ケンシン カカリ ホケン		山本 ヤマモト		055-971-5151		055-981-3208		1		hoken@town.shimizu.shizuoka.jp

				953		静岡県		小山町

				954		静岡県		吉田町

				955		静岡県		川根本町

				956		静岡県		森町

				957		愛知県		一宮市		健康づくり課中保健センター ケンコウ カ ナカ ホケン		長谷川永子 ハセガワ エイコ		0586-72-1121		0586-72-2056		1		kenko@city.ichinomiya.lg.jp

				959		愛知県		半田市		保健センター ホケンセンタ		髙橋 タカハシ		0569-84-0646-0569-24-3308				1		hoken-c@city.handa.lg.jp

				960		愛知県		春日井市

				961		愛知県		豊川市

				962		愛知県		津島市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		纐纈ゆき コウケツ		0567-23-1551		0567-24-4354		1		kenkou@city.tsushima.lg.jp

				963		愛知県		碧南市

				964		愛知県		刈谷市		福祉健康部健康課母子保健係 フクシケンコウブ ケンコウカ ボシ ホケン カカリ		加藤奈津美 カトウ ナツミ ビ		0566-23-8877		0566-26-0505		1		kenkou@city.kariya.lg.jp

				968		愛知県		犬山市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中根 ナカネ		0568-61-1176		0568-61-1769		1		020200@city.inuyama.lg.jp

				969		愛知県		常滑市		保健予防課 ホケン ヨボウ カ		齋藤直子 サイトウ ナオコ		0569-34-7000		0569-34-9470		1		hokenyobo@city.tokoname.lg.jp

				970		愛知県		江南市		健康づくり課（保健ｾﾝﾀｰ） ケンコウ カ ホケン		脇田亜由美 ワキ タ アユミ		0587-56-4111		0587-53-6996		1		hoken@city.konan.lg.jp

				971		愛知県		小牧市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		松本　萌 マツモト モエ		0568-75-6471		0568-75-8545		1		hokensen@city.komaki.lg.jp

				972		愛知県		稲沢市		福祉保健部保健センター フクシ ホケン ブ ホケン		脇田英津子 ワキタ エイ ツ シ		0587-21-2300		0587-21-2361		1		hoken@city.inazawa.aichi.jp

				973		愛知県		新城市		新城保健センター シンシロ ホケン		菅沼三紀子 スガヌマ ミキコ		0536-23-8551		0536-24-9008		1		hoken@city.shinshiro.lg.jp

				975		愛知県		大府市		健康推進課 ケンコウ カ		東村 ヒガシムラ		0562-47-8000		0562-48-6667		1		hkn-c@city.obu.lg.jp

				976		愛知県		知多市

				977		愛知県		知立市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0566-82-8211		0566-83-6591		1		kenko-zosin@city.chiryu.lg.jp

				978		愛知県		尾張旭市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		玉川 タマガワ		0561-55-6800		0561-53-9488		1		hoken@city.owariasahi.lg.jp

				979		愛知県		高浜市		福祉部保健福祉グループ フクシ ブ ホケン フクシ		伊藤 イトウ		0566-52-9871		0566-52-7918		1		hoken@city.takahama.lg.jp

				980		愛知県		岩倉市		健康福祉部健康課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ シエン		岡崎清美 オカザキ キヨミ		0587-37-3511		0587-37-3931		1		kenko@city.iwakura.lg.jp

				981		愛知県		豊明市		健康福祉部健康推進課（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン		徳田鈴香 トク タ スズ カオリ		0562-93-1611		0562-93-0611		1		kenko@city.toyoake.lg.jp

				982		愛知県		日進市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		近藤友美 コンドウ トモミ		0561-72-0770		0561-74-0244		1		kenko@city.nisshin.lg.jp

		255		985		愛知県		清須市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		幸村美佐緒 ユキ ムラ ミサオ		052-400-2911		052-409-3090		1		kenkosuishin@city.kiyosu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		市と歯科医師会の会議にて報告 シ シカ イシ カイ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		市販のパンフレット シハン

				986		愛知県		北名古屋市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		海老真由美 エビ マユミ		0568-23-4000		0568-23-0501		1		kenko@city.kitanagoya.lg.jp

				987		愛知県		弥富市

				988		愛知県		みよし市		健康推進課 ケンコウ カ		関根公恵 セキネ キミエ		0561-34-5311		0561-34-5969		1		kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

				989		愛知県		あま市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		山際 ヤマギワ		052-441-5665		052-449-1037		1		kenko@city.ama.lg.jp

				991		愛知県		長久手市 シ		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		土屋、永井 ツチヤ ナガイ		0561-63-3300		0561-63-1900		1		hoken@city.nagakute.lg.jp

				992		愛知県		豊山町		保健センター ホケン				0568-28-3150		0568-28-0061		1		hoken-center@town.toyoyama.lg.jp

				993		愛知県		大口町		健康福祉部健康生きがい課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イ カ		春日井幾子 カスガイ イクコ		0587-94-0051		0587-94-0052		1		kenkouikigai@town.oguchi.lg.jp

				994		愛知県		扶桑町

				995		愛知県		大治町		福祉部保健センター フクシブ ホケン		山口晴美 ヤマグチ ハルミ		052-444-2714		052-462-0086		1		hoken_c@town.oharu.lg.jp

				996		愛知県		蟹江町		民生部健康増進課 ミンセイ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小島 コジマ		0567-96-5711		0567-96-5251		1		kenkou@town.kanie.lg.jp

				997		愛知県		飛島村		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		野口明美 ノグチ アケミ		0567-52-1001		0567-52-1009		1		tb-hoken@vill.tobishima.lg.jp

				998		愛知県		阿久比町		民生部健康介護課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ カイゴ カ ホケン ガカリ		松田由佳 マツダ ユカ		0569-48-1111		0569-48-7333		1		kenko@town.agui.lg.jp

				999		愛知県		東浦町

				1000		愛知県		南知多町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松田美寿鶴 マツダ ビ コトブキ ツル		0569-65-0711		0569-65-0694		1		hokai@town.minamichita.lg.jp

		258		1001		愛知県		美浜町		厚生部健康推進課 コウセイ ブ ケンコウ スイシン カ		冨谷香里 トミヤ カオリ		0569-82-1111		0569-82-1321		1		kenkoh-we@town.aichi-mihama.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所管内の歯科担当者会議等に参加)		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		0		齲蝕、要観察歯Coの状況　治療や処置の必要性）（1）		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		保健所での健康指標となる数値や比較データを取りまとめた資料を提示		0		0		1		0		0		0

				1002		愛知県		武豊町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		竹内京子 タケウチ キョウコ		0567-72-2500		0567-72-2507		1		kenko@town.taketoyo.lg.jp

				1003		愛知県		幸田町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		成田裕香 ナリタ ユカ		0564-62-8158		0564-62-8217		1		kenko@town.kota.lg.jp

				1005		愛知県		東栄町		福祉課 フクシ カ		原田優子 ハラダ ユウコ		0536-76-1815		0536-76-1725		1		fukushi@town.toei.aichi.jp

				1006		愛知県		豊根村

				1008		三重県		四日市市		こども未来部こども保健福祉課 ミライ ブ ホケン フクシカ		瀬古徳子 セコ トクコ		059-354-8187		059-354-8061		1		kodomohokenfukushi@city.yokkaichi.mie.jp

				1009		三重県		伊勢市

				1010		三重県		松阪市		健康ほけん部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		森　君代 モリ キミ ヨ		0598-23-1364		0598-26-4951		2		k.mori@city.matsusaka.mie.jp

				1011		三重県		桑名市		地域保健課 チイキ ホケン カ		樋浦えりこ ヒウラ		0594-24-1380		0594-24-3032		1		hokensm@city.kuwana.lg.jp

				1012		三重県		鈴鹿市		保健福祉部健康づくり課母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン		岡田千麻子 オカ タ チ マ コ		059-382-2252		059-382-4187		1		kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

				1013		三重県		名張市		健康福祉部健康支援室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン シツ		森田もも モリタ		0595-63-6970		0595-63-4629		1		health@city.nabari.mie.jp

				1014		三重県		尾鷲市

				1015		三重県		亀山市

				1016		三重県		鳥羽市		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		*		0599-25-1146		0599-25-1166		1		kenkou@city.toba.mie.jp

				1018		三重県		いなべ市

				1019		三重県		志摩市

				1020		三重県		伊賀市

				1021		三重県		木曽岬町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤原志乃 フジワラ シノ		0567-68-6119		*		1		hokenshi@town.kisosaki.mie.jp

				1022		三重県		東員町		健康保険課健康づくり係 ケンコウ ホケン カ ケンコウ カカリ		市川美香 イチカワ ミカ		0594-86-2803		0594-86-2851		1		hoken@town.toin.lg.jp

				1023		三重県		菰野町		子ども家庭課 コ カテイ カ				059-391-1124		059-394-3423		1		kodomo@town.komono.mie.jp

				1023		三重県		菰野町

				1024		三重県		朝日町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		近藤 コンドウ		059-377-5652		059-377-2790		1		kosodate@town.asahi.mie.jp

				1025		三重県		川越町

				1026		三重県		多気町		町民福祉課母子感染症予防課 チョウミン フクシ カ ボシ カンセンショウ ヨボウ カ		松本真耶 マツモト マヤ		0598-38-1114		0598-38-1140		2		m-matsumoto@town.mie-taki.lg.jp

				1027		三重県		明和町

				1028		三重県		大台町

				1029		三重県		玉城町		生活福祉課 セイカツ フクシカ		山田理加 ヤマダ リ カ		0596-58-8000		0596-58-8688		1		hoken@town.tamaki.lg.jp

				1030		三重県		度会町

				1031		三重県		大紀町

				1032		三重県		南伊勢町

				1033		三重県		紀北町

				1034		三重県		御浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		室谷好美 ムロヤ ヨシミ		05979-3-0511		05979-2-3502		2		yoshimi-murotani@town.mihama.mie.jp

				1035		三重県		紀宝町		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		峪中千尋 タニ ナカ チヒロ		0735-32-3700		0735-32-3701		1		kenkou@town.kiho.lg.jp

				1036		滋賀県		彦根市		健康推進課 ケンコウ カ		山崎麻子、望月絢子 ヤマザキ アサコ モチヅキ アヤコ						1		kenko@ma.city.hikone.shiga.jp

				1037		滋賀県		長浜市

				1038		滋賀県		近江八幡市		福祉子ども部健康推進課 フクシ コ ブ ケンコウ スイシンカ		齋藤 サイトウ		0748-33-4252		0748-34-6612		1		010836@city.omihachiman.lg.jp

				1039		滋賀県		草津市

				1040		滋賀県		守山市		すこやか生活課 セイカツ カ		大木 オオキ		077-581-0201		077-581-1628		1		sukoyaka@city.moriyama.lg.jp

				1041		滋賀県		栗東市

				1042		滋賀県		甲賀市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		齊藤　薫 サイトウ カオル		0748-65-0703		0748-63-4591		1		koka10258000@city.koka.lg.jp

				1043		滋賀県		野洲市

				1044		滋賀県		湖南市

				1045		滋賀県		高島市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		青谷光恵 アオタニ ミツエ		0740-25-8110		0740-25-5678		1		kenko@city.takashima.shiga.jp

				1046		滋賀県		東近江市

				1047		滋賀県		米原市

				1048		滋賀県		日野町		福祉課保健担当（日野町保健センター） フクシカ ホケン タントウ ヒノ マチ ホケン		落合 オ ア		0748-52-6574		0748-52-6503		1		hoken@town.shiga-hino.lg.jp

				1050		滋賀県		愛荘町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		畑　あやの ハタ		0749-42-4887		0749-42-7687		1		ehoken@town.aisho.lg.jp

				1051		滋賀県		豊郷町

				1052		滋賀県		甲良町

				1053		滋賀県		多賀町

				1054		京都府		福知山市		福祉保健部健康推進室 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン シツ		永田安寿砂 ナガタ ヤスシ コトブキ スナ		0773-23-2788		0773-23-5998		1		kensui@city.fukuchiyama.lg.jp

				1055		京都府		舞鶴市		保健センター ホケン		小林久美子 コバヤシ クミコ		0773-65-0065		0773-62-0551		1		kenzo@post.city.maizuru.kyoto.jp

				1056		京都府		綾部市		福祉保健部保健推進課 フクシ ホケン ブ ホケン スイシン カ		石角智恵子 イシ カド チエコ		0773-42-0111		0773-42-5488		1		hokensuisin@city.ayabe.lg.jp

				1057		京都府		宇治市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小栗ゆか オグリ		0774-22-3141		0774-21-0408		1		hokensuishinka@city.uji.kyoto.jp

				1058		京都府		宮津市		健康福祉室保健医療係 ケンコウ フクシ シツ ホケン イリョウ カカリ		高橋琴英 タカハシ コト エイ		0772-45-1624		0772-22-0236		2		k-takahashi@city.miyazu.kyoto.jp

				1059		京都府		亀岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ カカリ		中村 ナカムラ		0771-25-5004		0771-25-5128		1		kenkou-zousin@city.kaｍeoka.kyoto.jp

				1061		京都府		向日市

				1062		京都府		長岡京市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中田由紀 ナカタ ユキ		075-955-9705		075-955-2054		1		kenkou@city.nagaokakyo.kyoto.jp

				1063		京都府		八幡市		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		郡由紀 グン ユキ		075-983-1111		075-982-7988		1		kenkosuisin@mb.city.yawata.kyoto.jp

				1064		京都府		京田辺市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		三井由美子 ミイ ユミコ		0774-64-1377		0744-63-5777		1		jido@kyotanabe.jp

				1065		京都府		京丹後市		健康長寿福祉部健康推進課 ケンコウ チョウジュ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉岡みなみ ヨシオカ		0772-69-0350		0772-62-1156		1		0505@city.kyotango.lg.jp

				1065		京都府		京丹後市

				1066		京都府		南丹市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		河原ナヨ カワハラ		0771-68-0016		0771-63-0653		1		hoken@city.nantan.kyoto.jp

				1067		京都府		木津川市 キヅ カワ シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		島上由紀子 シマ ウエ ユキコ		0774-75-1219		0774-75-2083		1		kenko@city.kizugawa.lg.jp

				1069		京都府		久御山町

				1070		京都府		井手町		井出町立保健センター イ デ マチ リツ ホケン		藤森幸枝 フジモリ ユキエ		0774-82-3385		0774-82-3695		1		hoken_c@town.ide.lg.jp

				1071		京都府		宇治田原町		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		杉原生子 スギハラ イクコ		0774-88-6636		0774-88-2991		1		hokencenter@town.ujitawara.kyoto.jp

				1072		京都府		笠置町

				1073		京都府		和束町		福祉課 フクシカ		磯部 イソベ		0774-78-3001		0774-78-2799		1		fukushi@town.wazuka.lg.jp

				1074		京都府		精華町		健康福祉環境部健康増進課 ケンコウ フクシ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ		西田 ニシダ		0774-95-1905		0774-95-3974		1		kenko@town.seika.kyoto.jp

				1075		京都府		南山城村

				1077		京都府		伊根町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		稲葉　南 イナバ ミナミ		0722－32－3031		0722－32－3032		2		inabam@town.ine.kyoto.jp																																																																																																																																																																																						0

				1079		大阪府		岸和田市		保健福祉部　健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西川 ニシカワ		072-423-8811		072-423-8833		1		kenko@city.kishiwada.osaka.jp

				1080		大阪府		池田市		子ども健康部健康増進課 コ ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		岡井妹津子 オカイ イモウト ツ コ		072-754-6034		072-754-6050		1		kenzo@city.ikeda.osaka.jp

				1082		大阪府		泉大津市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中川　奏 ナカガワ ソウ		0725-33-8181		0725-33-4543		1		hokencenter@city.izumiotsu.osaka.jp

				1083		大阪府		貝塚市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		斉喜まゆみ サイキ		072-433-7000		072-433-7005		2		kensui@city.kaizuka.lg.jp

				1084		大阪府		守口市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		三宅登子 ミヤケ ノボ コ		06-6992-2217		06-6998-5563		1		kenkou@city.moriguchi.lg.jp

				1085		大阪府		枚方市		健康部保健所保健センター ケンコウ ブ ホケン ショ ホケン		沖登美子 オキ トミコ		072-840-7221		072-840-4496		1		hokenc@city.hirakata.osaka.jp

				1086		大阪府		茨木市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		渡辺 ワタナベ		072-621-5901		072-621-5011		1		kodomokn@city.ibaraki.lg.jp

				1087		大阪府		八尾市

				1088		大阪府		泉佐野市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		赤坂雅子 アカサカ マサコ		072-463-6001		072-461-4571		1		hoken-c@city.izumisano.lg.jp

				1089		大阪府		富田林市		健康推進部健康づくり推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		服部淑子 ハットリ ヨシコ		0721-28-5520		0721-29-7760		1		kenkosuisin@city.tondabayashi.lg.jp

				1090		大阪府		寝屋川市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		栗原 クリハラ		072-824-1181(内3731） ナイ		072-838-0428		1		kenkou@city.neyagawa.osaka.jp

				1091		大阪府		河内長野市		健康長寿部健康推進課 ケンコウ チョウジュ ブ ケンコウ スイシンカ		児島星子 コジマ ホシ コ		0721-55-0301		0721-55-0394		1		kenkousuishin@city.kawachinagano.lg.jp

				1092		大阪府		松原市

				1094		大阪府		和泉市		生きがい健康部健康づくり推進室健康増進担当 イ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン シツ ケンコウ ゾウシン タントウ		出口加奈 デグチ カナ		0725-57-6620		0725-57-6623		1		zousin@city.osaka-izumi.lg.jp

				1095		大阪府		箕面市		健康福祉部保健ｽﾎﾟｰﾂ課地域保健室 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ チイキ ホケンシツ		長谷千晶 ハセ チアキ		072-727-9502		072-727-3539		1		kenkou@maple.city.minoh.lg.jp

				1096		大阪府		柏原市

				1097		大阪府		羽曳野市

				1098		大阪府		門真市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		永原由紀 ナガハラ ユキ		06-6904-6500		06-6904-6837		1		fuko2@city.kadoma.osaka.jp

				1099		大阪府		摂津市

				1100		大阪府		高石市

				1101		大阪府		藤井寺市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		橋野温美 ハシノ オン ビ		072-939-1112		072-939-9099		1		kenkou@city.fujiidera.lg.jp

				1102		大阪府		泉南市

				1103		大阪府		四條畷市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西條 サイジョウ		072-877-1231		072-877-6963		1		hoken-s@city.shijonawate.lg.jp

				1104		大阪府		交野市		健やか部　健康増進課 スコ ブ ケンコウ ゾウシン カ		上村智子 ウエモト ムラ トモコ		092-893-6405		092-893-0525		1		kenkou@city.katano.osaka.jp

				1106		大阪府		阪南市		健康部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		山下晴香 ヤマシタ ハルカ		072-472-2800		072-471-9868		1		kenkou-z@city.hannan.lg.jp

				1107		大阪府		島本町		いきいき健康課 ケンコウ カ		鶴崎 ツルサキ		075-961-1122		075-961-1116		1		kenkou@shimamotocho.jp

				1108		大阪府		豊能町

				1109		大阪府		能勢町

				1110		大阪府		忠岡町

				1111		大阪府		熊取町		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		山口淳子 ヤマグチ ジュンコ		072-452-6294		072-543-7196		1		kosodate-shien@town.kumatori.lg.jp

				1112		大阪府		田尻町

				1113		大阪府		岬町		しあわせ創造部地域福祉課 ソウゾウ ブ チイキ フクシカ		中塩路明花 ナカ シオジ サヤカ		082-492-2425		082-492-2433		1		hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp

				1114		大阪府		太子町		健康推進グループ ケンコウ スイシン		吉川 キッカワ		0721-98-5520		0721-98-3600		1		hokensenta@town.taishi.osaka.jp

				1115		大阪府		河南町

				1116		大阪府		千早赤阪村		保健センター ホケン		柿花直子 カキハナ ナオコ		0721-72-008		0721-70-2021		1		kenko-2@vill.chihayaakasaka.lg.jp

				1117		兵庫県		明石市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡直美 ハチマン ナオミ		078-918-5656		078-918-5666		1		kenkou@city.akashi.lg.jp

				1118		兵庫県		洲本市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山尾純子 ヤマオ ジュンコ		0799-22-3337		0799-24-2210		2		Junko.Yamao@city.sumoto.lg.jp

				1119		兵庫県		芦屋市

				1120		兵庫県		伊丹市		健康福祉部保健医療推進室健康政策課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ スイシンシツ ケンコウ セイサク カ		安岡美奈、二條久美 ヤス オカ ミナ ニ ジョウ クミ		072-784-8034		072-784-8139		1		kenkoseisaku@city.itami.lg.jp

				1121		兵庫県		相生市

				1122		兵庫県		豊岡市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウセイサク ゾウシン カ		三上尚美 ミカミ ナオミ		0796-24-1127		0796-24-9605		1		kenkou@city.toyooka.lg.jp

				1123		兵庫県		加古川市

				1124		兵庫県		赤穂市

				1125		兵庫県		西脇市		くらし安心部健康課 アンシン ブ ケンコ カ		二若 フタワ ワカ		0795-22-3111（内356） ナイ		0795-23-5219		1		kenkou-c@city.nishiwaki.lg.jp

				1126		兵庫県		宝塚市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小林美恵 コバヤシ ミエ		0797－86－0056		0797－83－2421		2		mie-kobayashi@city.takarazuka.lg.jp

				1127		兵庫県		三木市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシブケンコウ ゾウシン カ		真庭祥子 マニワ ショウコ		0794-86-0900		0794-86-0904		1		kenko@city.miki.lg.jp

				1128		兵庫県		高砂市

				1130		兵庫県		小野市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		清水奈緒子 シミズ ナオコ		0794-63-3977		0794-63-1425		1		kenko@city.ono.hyogo.jp

				1131		兵庫県		三田市

				1132		兵庫県		加西市		健康福祉部健康課 ケンコ ブ ケンコウカ		國増雅子 クニマ マ マサコ		0790-42-8723		0790-42-7521		1		kenko@city.kasai.lg.jp

				1133		兵庫県		篠山市

				1134		兵庫県		養父市

				1135		兵庫県		丹波市		健康部健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		山下美智子 ヤマシタ ミチコ		0795-82-4567		0795-82-5402		1		kenkou@city.tamba.hyogo.jp

				1136		兵庫県		南あわじ市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		垣貴美子 ガキ キミコ		0799-43-5218		0799-43-5318		1		kenkou@city.minamiawaji.hyogo.jp

				1137		兵庫県		朝来市		健康福祉部地域医療・健康課 ケンコウ フクシ ブ チイキ イリョウ ケンコウ カ		横　沙織 ヨコ サオリ		079-672-5269		079-672-5369		1		iryoukenkou@city.asago.hyogo.jp

				1139		兵庫県		宍粟市

				1140		兵庫県		加東市

				1141		兵庫県		たつの市

				1142		兵庫県		猪名川町

				1143		兵庫県		多可町

				1144		兵庫県		稲美町

				1145		兵庫県		播磨町

				1146		兵庫県		市川町

				1147		兵庫県		福崎町

				1148		兵庫県		神河町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		丸尾計子 マル オ ケイ コ		0790-32-1540		0790-31-2800		1		kenkou_fukusi@town.kamikawa.hyogo.jp

				1149		兵庫県		太子町		さわやか健康課 ケンコウ カ		吉田真奈 ヨシダ マナ		079-276-6630		079-276-6631		1		kenko@town.hyogo-taishi.lg.jp

				1150		兵庫県		上郡町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		長井杏紗 ナガイ アン シャ		0791-52-2188		0791-52-5060		2		azusa_nagai@town.kamigori.lg.jp

				1151		兵庫県		佐用町		健康福祉課健康増進室 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン シツ		清水由紀子 シミズ ユキ コ		0790-82-2079		0790-82-0144		1		kenko@town.sayo.lg.jp

				1152		兵庫県		香美町		健康課 ケンコウ カ		林　みる ハヤシ		0796-36-1114		0796-36-3809		1		kenkou@town.mikata-kami.lg.jp

				1153		兵庫県		新温泉町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		今村明美 イマムラ アケミ		0796-99-2940		0796-99-2550		1		hosen@town.shinonsen.lg.jp

				1154		奈良県		大和高田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		綾井、半田 アヤ イ ハンダ		0745-23-6661		0745-23-6660		1		sukoyaka@city.yamatotakada.nara.jp

				1155		奈良県		大和郡山市		保健センター「さんて郡山」 ホケン コオリヤマ		望月由理子 モチヅキ ユリコ		0743-58-3333		0743-58-3330		1		hokenS@city.yamatokoriyama.lg.jp

				1157		奈良県		橿原市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		谷口 タニグチ		0744-22-8331		0744-24-9124		1		kenko@city.kashihara.nara.jp

				1158		奈良県		桜井市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		梅本 ウメモト		0744-45-3443		0744-45-1785		1		kenko@city.sakurai.lg.jp

				1160		奈良県		御所市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		松本 マツ モト		0745-62-3001		0745-65-2615		1		ikiiki@city.gose.nara.jp

				1161		奈良県		生駒市		こども健康部健康課保健予防係 ケンコウ ブ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		宮本ゆかり ミヤモト		0743-75-2255		0743-75-1031		1		kenkou@city.ikoma.lg.jp

				1162		奈良県		香芝市		保健センター ホケン		児玉ひとみ コダマ		0745－77－3965		0745－77－0939		1		hokensen@city.kashiba.lg.jp

				1163		奈良県		葛城市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		吉岡 ヨシオカ		0745-69-9900		0745-69-9905		1		kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jp

				1165		奈良県		山添村

				1166		奈良県		平群町		健康保険課母子保健係 ケンコウ ホケンカ ボシ ホケン カカリ		北里嘉須美 キタザト カ ス ビ		0745-45-8600		0745-45-8611		1		kenkouho@town.heguri.nara.jp

				1167		奈良県		三郷町		保健センター ホケン		岩本 イワモト		0745-43-7324		0745-73-4104		1		hokencenter@town.sango.lg.jp

				1168		奈良県		斑鳩町		健康対策課 ケンコウ タイサク カ		白石敬子 シライシ ケイコ		0745-70-0001		0745-74-0903		1		hoken@town.ikaruga.nara.jp

				1169		奈良県		安堵町

				1170		奈良県		川西町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		身吉まゆみ ミ キチ		0745－43－1900		0745－43－2812		2		m-miyoshi@town.nara-kawanishi.lg.jp

				1171		奈良県		三宅町		健康子ども部健康福祉課 ケンコウ コ ブ ケンコウ フクシ カ		福永歩美 フクナガ アユミ		0745-43-3580		0745-43-2107		1		kenkou@town.miyake.nara.jp

				1172		奈良県		田原本町

				1174		奈良県		御杖村		保健福祉課 ホケン フクシカ		古谷静香 フルヤ シズカ		0745-95-2828		0745-95-6011		1		fukushi@vill.mitsue.lg.jp

				1176		奈良県		明日香村		健康づくり課 ケンコウ カ		津森　梓 ツモリ アズサ		0744-54-5550		0744-54-5551		1		kenko@tobutori-asuka.jp

				1177		奈良県		上牧町		生き活き対策課 イ イ タイサク カ		桂 カツラ		0745-79-2020		0745-79-2021		1		iki-iki.town.kanmaki@tiara.ocn.ne.jp

				1178		奈良県		王寺町

				1179		奈良県		広陵町		福祉部保健センター フクシ ブ ホケン		後藤尚子 ゴトウ ナオコ		0745-55-6887		0745-54-5324		*		*

				1180		奈良県		河合町

				1181		奈良県		吉野町

				1182		奈良県		大淀町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		速水・笹山 ハヤミズ ササヤマ		0747-52-9403		0747-52-9404		1		hoken-sen@town.oyodo.lg.jp

				1184		奈良県		黒滝村

				1185		奈良県		天川村

				1186		奈良県		野迫川村		住民課 ジュウミンカ		高岡 タカ オカ		0747－37－2101		0747－37－2107		*		*

				1187		奈良県		十津川村

				1188		奈良県		下北山村



				1190		奈良県		川上村

				1191		奈良県		東吉野村

				1192		和歌山県		海南市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		上中美貴子 ウエナカ ミキコ		073-483-8441		073-483-8580		1		kenko@city.kainan.lg.jp

				1193		和歌山県		橋本市

				1194		和歌山県		有田市		市民福祉部健康課保健指導係 シミン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ ガカリ		*		0737－82－3223		0737－82－5302		1		hokens@city.arida.lg.jp

				1195		和歌山県		御坊市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		原出君枝 ゲン デ キミエ		0738-23-5645		0738-24-2390		1		kenko@city.gobo.lg.jp

				1196		和歌山県		田辺市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		森木美帆 モリキ ビ ホ		0739-26-4901		0739-26-4911		1		kenkou@city.tanabe.lg.jp

				1197		和歌山県		新宮市		新宮市保健センター シングウシ ホケン		峪中 ヨク ナカ		0735-23-4511		0735-22-3511		2		m-sakonaka@city.shingu.lg.jp

				1198		和歌山県		紀の川市

				1199		和歌山県		岩出市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小倉千拡 オグラ チヒロ カクダイ		0736-61-2400		0736-61-2411		2		c_ogura@city.iwade.lg.jp

				1200		和歌山県		紀美野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		髙田智子 タカダ トモコ		073-489-9960		073-489-6655		2		takada-t@town.kimino.lg.jp

				1201		和歌山県		かつらぎ町		やすらぎ対策課衛生係 タイサク カ エイセイ カカリ		木村晃子 キムラ アキコ		0736-22-0300		0736-22-2940		1		eisei@town.katsuragi.wakayama.jp

				1202		和歌山県		九度山町

				1203		和歌山県		高野町

				1204		和歌山県		湯浅町

				1205		和歌山県		広川町

				1206		和歌山県		有田川町		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		川岸洋子 カワギシ ヨウコ		0737-52-2111		0737-32-3644		2		kawagishi.y@town.aridagawa.lg.jp

				1207		和歌山県		美浜町

				1209		和歌山県		由良町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		藤原 フジワラ		0738-65-0201		0738-65-3507		2		hujihara@town.yura.lg.jp

				1210		和歌山県		印南町

				1211		和歌山県		みなべ町

				1212		和歌山県		日高川町

				1213		和歌山県		白浜町

				1214		和歌山県		上富田町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		志賀美鈴 シガ ミスズ		0739-47-5300		*		2		shiga@town.kamitonda.lg.jp

				1215		和歌山県		すさみ町

				1216		和歌山県		那智勝浦町		福祉課健康対策係 フクシ カ ケンコウ タイサク カカリ		井上朋華 イノウエ トモ ハナ		0735-52-2934		0735-52-8635		1		boshihoken@town.nachikatsuura.lg.jp

				1217		和歌山県		太地町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		浪　枝美子 ナミ エミコ		0735-59-2335		0735-59-2801		1		kaigo-houkatsu@town.taiji.lg.jp

				1218		和歌山県		古座川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大倉菜緒 オオクラ ナオ		0735-67-7112		0735-67-0712		2		ookura-002@town.kozagawa.wakayama.jp

				1219		和歌山県		北山村

				1220		和歌山県		串本町		福祉課 フクシカ		中　まどか ナカ		0735－62－6206		*		*		*

				1221		鳥取県		鳥取市

				1222		鳥取県		米子市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		川上美都江 カワカミ ビ ツ エ		0859-23-5453		0859-23-5460		2		mitsue0197@city.yonago.lg.jp

				1223		鳥取県		倉吉市

				1224		鳥取県		境港市

				1226		鳥取県		若桜町

				1227		鳥取県		智頭町		福祉課 フクシカ		松村典子 マツムラ ノリコ		0858-75-4101		0858-75-4110		1		fukushi@town.chizu.tottori.jp

				1228		鳥取県		八頭町		保健課 ホケンカ		中村 ナカムラ		0858-72-3566		0858-72-3635		1		kg-hpken@town.hazu.tottori.jp

				1229		鳥取県		三朝町

				1230		鳥取県		湯梨浜町

				1231		鳥取県		琴浦町

				1232		鳥取県		北栄町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		前田日登美 マエ タ ヒ ノボ ビ		0858-37-5867		0858-37-5339		1		kenkou@e-hokuei.net

				1233		鳥取県		日吉津村

				1234		鳥取県		大山町

				1235		鳥取県		南部町

				1237		鳥取県		日南町		福祉保健課 フクシ ホケン ケンコウカ		辻本彩乃、岩佐詩織 ツジモト アヤノ イワサ シオリ		0859-82-0374		0859-82-1027		2		tsujimoto1@town.nichinan.tottori.jp、iwasa@town.nichinan.tottori.jp

				1239		鳥取県		江府町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		宮脇圭子 ミヤワキ ケイコ		0859-75-6111		0859-75-6161		1		k_kenko@town-kofu.jp

				1240		島根県		松江市		保健センター ホケン		立原幸未 タチハラ サチ ミ		0852-60-8155		0852-60-8160		1		hoken-center@city.matsue.lg.jp

				1241		島根県		浜田市		健康福祉子育て支援課子ども家庭相談係 ケンコウ フクシ コソダ シエン カ コ カテイ ソウダン カカリ		伊藤　恵 イトウ メグミ		0855-25-9331		0855-23-3428		1		kosodateshien@city.hamada.shimane.jp

				1242		島根県		出雲市

				1243		島根県		益田市		子育て支援課 コソダ シエン カ		清水可奈恵 シミズ カ ナ メグミ		0856-31-0243		0856-23-7134		2		kanae-shimizu@city.masuda.lg.jp

				1244		島根県		大田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		宮脇 ミヤワキ		0854-83-8152		0854-82-9730		1		o-kenkou@iwamigin.jp

				1245		島根県		安来市		子ども未来課 コ ミライ カ		立賀香織 タ ガ カオリ		0854-23-3222		0854-23-3209		2		kaori.tachiga@city.yasugi.shimane.jp

				1246		島根県		江津市		子育て支援課子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		森脇真理子 モリワキ マリコ		0855-52-2501		0855-52-4512		1		kosodateshienka@city.gotsu.lg.jp

				1247		島根県		雲南市

				1248		島根県		奥出雲町

				1249		島根県		飯南町

				1250		島根県		川本町

				1251		島根県		美郷町

				1253		島根県		津和野町

				1254		島根県		吉賀町

				1256		島根県		西ノ島町

				1257		島根県		知夫村		村民福祉課 ソンミン フクシカ		長久幸乃 ナガ ヒサ ユキ ノ		08514－8－2211		08514－8－2093		2		y-nagahisa@chibu.jp

				1258		島根県		隠岐の島町

				1259		岡山県		津山市

				1260		岡山県		玉野市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		北尾朋美 キタオ トモミ		0863-31-3310		0863-31-3314		1		kenkouzoushin@city.tamano.okayama.jp

				1261		岡山県		笠岡市		子育て支援課 コソダ シエン カ		安藤貴子 アンドウ タカコ		0865-69-2132		0865-69-2561		1		kosodateshien@city.kasaoka.okayama.jp

				1262		岡山県		井原市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		三宅早苗 ミアケ サナエ		0866-62-8224		0866-62-8247		1		kenkouiryou@city.ibara.okayama.jp

				1263		岡山県		総社市		こども課 カ		吉原典子 ヨシハラ ノリコ		0866-92-8261		0866-92-8385		1		kodomo@city.soja.okayama.jp

				1264		岡山県		高梁市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		高野由紀子 タカノ ユキコ		0866-21-0228		0866-21-0423		2		yukiko_takano@city.takahashi.lg.jp

				1266		岡山県		備前市

				1267		岡山県		瀬戸内市

				1268		岡山県		赤磐市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		牧野直美 マキノ ナオミ		086-955-1117		086-955-1918		1		kenko@city.akaiwa.lg.jp

				1270		岡山県		美作市		保健福祉部健康づくり推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		貴島みどり キジマ		0868-75-3911		0868-72-7702		1		kenko@city.mimasaka.lg.jp

				1271		岡山県		浅口市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		滝沢 タキザワ		0865-44-7114		0865-44-7110		1		kenkosuishin@city.asakuchi.lg.jp

				1272		岡山県		和気町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		加藤智子 カトウ トモコ		0869-93-0531		0869-92-0667		1		kenko@town.wake.lg.jp

				1273		岡山県		早島町

				1274		岡山県		里庄町

				1275		岡山県		矢掛町

				1276		岡山県		新庄村

				1277		岡山県		鏡野町

				1278		岡山県		勝央町

				1279		岡山県		奈義町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		立石奈緒子 タテイシ ナオコ		0868-36-6700		0868-36-6772		1		hoken@town.nagi.okayama.jp

				1280		岡山県		西粟倉村

				1281		岡山県		久米南町

				1282		岡山県		美咲町

				1283		岡山県		吉備中央町		保健課 ホケンカ		中村早希 ナカムラ サキ		0866-54-1326		0866-54-1306		1		hoken@town.kibichuo.lg.jp

				1284		広島県		呉市

				1285		広島県		竹原市

				1286		広島県		三原市		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林美和 コバヤシ ミワ		0848-67-6061		0848-67-6234		2		kobayashi.miwa@city.mihara.hiroshima.jp

				1287		広島県		尾道市		福祉保健部健康推進課保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカ		茨木朱実 イバラキ アケミ		0848-24-1960		0848-24-1966		1		kenko@city.onomichi.hiroshima.jp

				1288		広島県		府中市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		田邊三佐代 タナベ サン サ ヨ		0847-47-1310		0847-47-1320		1		hoken@city.fuchu.hiroshima.jp

				1289		広島県		三次市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		冨野井雅恵 フ ノ イ マサエ		0824-62-6257		0824-62-6382		1		kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp

				1290		広島県		庄原市		保健医療課健康推進係 ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		宮崎仁美 ミヤザキ ヒトミ		0824-73-1255		0824-75-0245		1		hoken-suishin@city.shobara.lg.jp

				1291		広島県		大竹市		社会健康課保健予防係 シャカイ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		出先・加藤・横田 デサキ カトウ ヨコタ		0827-59-2140		0827-57-7185		1		syakaikenko@city.otake.hiroshima.jp

				1292		広島県		東広島市		子ども家庭課 コ カテイ カ		吉岡志保 ヨシオカ シホ		082-420-0407		082-424-1648		1		hgh200407@city.higashihiroshima.lg.jp

				1293		広島県		廿日市市

				1294		広島県		安芸高田市		福祉保健部保健医療課健康推進係 フクシ ホケン ブ ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		谷口善恵 タニグチ ゼン メグミ		0826-42-5633		0826-47-1282		1		hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp

				1295		広島県		江田島市

				1296		広島県		府中町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		高下 タカシタ		082-286-3258		082-286-3262		1		kenkousuishinka@town.fuchu.hiroshima.jp

				1296		広島県		府中町

				1297		広島県		海田町		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		沖野仁美 オキノ ヒトミ		082-823-4418		082-823-0020		1		HOKEN@town.kaita.lg.jp

				1298		広島県		熊野町		民生部健康課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		森川 モリカワ		082-820-5637		082-854-8009		1		kenko@town.kumano.hiroshima.jp

				1300		広島県		安芸太田町

				1301		広島県		北広島町		保健課健康増進係 ホケンカ ケンコウ ゾウシン カカリ		福田 フクダ		0826-72-2111		0826-72-5242		1		kenkou@town.kitahiroshima.lg.jp

				1302		広島県		大崎上島町

				1303		広島県		世羅町		子育て支援課子育て支援センター コソダ シエン カ コソダ シエン		國藤澄江、豊田章江 クニ フジ スミエ トヨタ アキエ		0847-25-0294		0847-25-0070		1		kosodate@town.sera.hiroshima.jp

				1304		広島県		神石高原町		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		西尾明子 ニシオ アキコ		0847-89-3366		0847-85-3541		1		jk-hoken@town.jinsekikogen.hiroshima.jp

				1305		山口県		宇部市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		江本 エモト		0836-31-1777		0836-35-6533		1		hose@city.ube.yamaguchi.jp

				1306		山口県		山口市		健康福祉部 健康推進課 ケンコウフクシブ ケンコウスイシン カ		末岡 スエオカ		083-921-2666		083-925-2214		1		kenko@city.yamaguchi.lg.jp

				1307		山口県		萩市

				1308		山口県		防府市

				1309		山口県		下松市		健康福祉部 健康増進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		白井 シライ		0833-41-1234		0833-44-2304		1		kenkou@city.kudamatsu.lg.jp

				1311		山口県		光市		保健増進課 ホケン ゾウシン カ		松下 マツシタ		0833-74-3007		0833-74-3072		1		kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp

				1312		山口県		長門市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		福田真由美 フクダ マユミ		0837-23-1133		0837-23-1168		1		kenkosuishin@city.nagato.lg.jp

				1313		山口県		柳井市

				1314		山口県		美祢市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三浦 ミウラ		0837-53-0304		0837-53-1099		1		kenkou@city.mine.lg.jp

				1315		山口県		周南市

				1316		山口県		山陽小野田市

				1317		山口県		周防大島町

				1318		山口県		和木町

				1319		山口県		上関町

				1320		山口県		田布施町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		神代美穂 カミシロ ミホ		0820-52-4999		0820-52-4988		1		hokencenter@town.tabuse.lg.jp

				1321		山口県		平生町		健康福祉課 保健班 ケンコウフクシカ ホケンハン ハン		隅田 スミダ		0820-56-7141		0820-56-0200		1		kenkou3@town.hirao.lg.jp

				1323		徳島県		徳島市		保健センター母子保健担当 ホケン ボシ ホケン タントウ		中野晴香 ナカノ ハルカ		088-656-0532		088-656-0514		1		hoken_center@city.tokushima.lg.jp

				1324		徳島県		鳴門市		健康福祉部健康政策課健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ セイサク カ ケンコウ シツ		宮本恵実子 ミヤモト メグミ ミ コ		088-684-1049		088-684-1336		1		kenkozukuri@city.naruto.lg.jp

				1325		徳島県		小松島市		保健センター ホケン		幸田礼子 コウタ レイコ		0885-32-3551		0885-32-4145		1		hokencenter@city.komatsushima.tokushima.jp

				1326		徳島県		阿南市		保健センター ホケン		仁木みどり ニキ		0884-22-1590		0884-22-1894		1		hocenter@city.anan.tokushima.jp

				1327		徳島県		吉野川市

				1328		徳島県		阿波市

				1330		徳島県		三好市		環境福祉部健康づくり課 カンキョウ フクシ ブ ケンコウ カ		森田宏美 モリタ ヒロミ		0883-72-6767		0883-72-6664		2		h-morita_01@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

				1331		徳島県		勝浦町

				1332		徳島県		上勝町		住民課 ジュウミン カ		立川拓也 タチカワ タクヤ		0885-46-0111		0885-46-0323		2		tatekaw_t@kamikatsu.jp

				1333		徳島県		佐那河内村

				1334		徳島県		石井町

				1335		徳島県		神山町

				1336		徳島県		那賀町

				1337		徳島県		牟岐町

				1338		徳島県		美波町		保健福祉課 ホケン フクシカ		岡本理恵 オカモト リエ		0884-77-3621		0884-77-1666		2		okamoto.rie@town.minami.lg.jp

				1339		徳島県		海陽町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		山本美恵 ヤマモト ミエ		0884－73－4311		0884－73－3880		2		yamamoto-mie@town.kaiyo.lg.jp

				1340		徳島県		松茂町

				1341		徳島県		北島町

				1343		徳島県		板野町

				1344		徳島県		上板町

				1345		徳島県		つるぎ町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		村上彩香 ムラカミ アヤカ		0883-62-3313		0883-62-3312		1		hokencenter@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

				1346		徳島県		東みよし町

				1347		香川県		丸亀市

				1348		香川県		坂出市

				1349		香川県		善通寺市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		内田弘子 ウチダ ヒロコ		0877-60-6365		0877-63-6372		1		kodomo@city.zentsuji.kagawa.jp

				1350		香川県		観音寺市

				1351		香川県		さぬき市

				1352		香川県		東かがわ市

				1353		香川県		三豊市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		詫間百合子 タクマ ユリコ		0875-73-3016		0875-73-3023		1		kosodate@city.mitoyo.kagawa.jp

				1354		香川県		土庄町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0879-62-1234		0879-62-1235		1		hokenc@town.tonosho.kagawa.jp

				1355		香川県		小豆島町		健康づくり福祉課 ケンコウ フクシカ		塩田桃子 シオタ モモコ		0879-82-7038		0879-82-5037		2		olive0622@town.shodoshima.lg.jp

				1356		香川県		三木町		まんでがん子ども課 コ カ		松家・松山 マツ イエ マツヤマ		087-891-3322		087-898-1994		2		m-matsuka@town.miki.lg.jp

				1357		香川県		直島町

				1358		香川県		宇多津町

				1359		香川県		綾川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		渡辺 ワタナベ		087-876-2525		087-876-3362		1		egao@town.ayagawa.lg.jp

				1360		香川県		琴平町

				1361		香川県		多度津町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		秋山朋子 アキヤマ トモコ		0877-32-8500		0877-32-8506		1		kenkou@town.tadotsu.lg.jp

				1362		香川県		まんのう町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小山祐加 コヤマ ユウ カ		0877-73-0126		0877-79-3276		1		kenko@town.manno.lg.jp

				1363		愛媛県		今治市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		渡邉恵子 ワタナベ ケイコ		0898-36-1533		0898-32-5511		1		kenkou@imabari-city.jp

				1364		愛媛県		宇和島市		保険健康課母子保健係 ホケン ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		上杉瑞穂 ウエスギ ミズホ		0895-24-1111		0895-24-1124		1		kenkou@city.uwajima.lg.jp

				1365		愛媛県		八幡浜市

				1366		愛媛県		新居浜市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		明比佳那子 ア ヒ カ ナ コ		0897-35-1070		0897-37-4380		1		hoken@city.niihama.ehime.jp

				1367		愛媛県		西条市		健康医療推進課 ケンコウ イリョウ スイシン カ		永井邦香 ナガイ クニ カオリ		0897-52-1215		0897-52-1293		1		kenkoiryo@saijo-city.jp

				1370		愛媛県		四国中央市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中曽千恵 ナカ ソ チエ		0896-28-6054		0896-28-6110		2		chie.n@city.shikokuchuo.ehime.jp

				1373		愛媛県		上島町		福祉部 健康推進課 フクシブ ケンコウスイシン カ		大谷進介 オオタニ シンスケ		0897-74-0911		0897-74-0912		1		kenkou@town.kamijima.ehime.jp

				1374		愛媛県		久万高原町

				1375		愛媛県		松前町		健康課保健センター ケンコウ カ ホケン		脇水素子 ワキ ミズ モトコ		089-985-4118		089-985-4158		1		731hoce@town.masaki.ehime.jp

				1376		愛媛県		砥部町		保険健康課健康増進係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		大野 オオノ		089-962-6888		089-962-6891		1		042kenko@town.tobe.ehime.jp

				1378		愛媛県		伊方町

				1379		愛媛県		松野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		瀧本由紀 タキ モト ユキ		0895-42-0708		0895-42-1550		1		m-hoken@town.matsuno.ehime.jp

				1380		愛媛県		鬼北町		保健福祉課 ホケン フクシカ		芝　瞳 シバ ヒトミ		0895-45-1111		0895-45-3618		2		h.shiba@town.kihoku.ehime.jp

				1381		愛媛県		愛南町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		幸田栄子 コウタ エイコ		0895-72-1212		0895-72-1215		1		hokenfukushi@town.ainan.jp

				1382		高知県		室戸市

				1384		高知県		南国市		保健福祉センター ホケン フクシ		山本由香 ヤマモト ユカ		088-863-7373		088-863-7908		1		n-hfc@city.nankoku.lg.jp

				1385		高知県		土佐市		健康づくり課 ケンコウ カ		岡林あや オカバヤシ		088-852-1113		088-850-2433		1		kenkou@city.tosa.lg.jp

				1386		高知県		須崎市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　友美 イズミ トモミ		0889-42-1280		0889-42-1245		1		kenko1@city.susaki.lg.jp

				1387		高知県		宿毛市

				1388		高知県		土佐清水市

				1389		高知県		四万十市		保健介護課 ホケン カイゴ カ		西内美和 ニシウチ ミワ		0880-34-1115		0880-34-0564		1		eisei@city.shimanto.lg.jp

				1390		高知県		香南市		健康対策課 ケンコウタイサク カ		竹村和花 タケムラ ワ ハナ		0887-57-7516		0887-55-3110		1		kenkou@city.kochi-konan.lg.jp

				1391		高知県		香美市		健康介護支援課　親子すこやか班 ケンコウ カイゴ シエン カ オヤコ ハン		杉原里恵 スギハラ リエ		0887-52-9281		0887-53-1094		1		suishin@city.kami.lg.jp

				1392		高知県		東洋町		住民課 ジュウミン カ		西山 ニシヤマ		0887-29-3394		0887-29-3813		1		jumin@town.toyo.kochi.jp

				1393		高知県		奈半利町		中芸広域連合　保健福祉課 チュウ ゲイ コウイキ レンゴウ ホケン フクシカ		大田 オオタ		0887-38-8212		0887-32-1016		1		chugei-hoken@helen.ocn.ne.jp

				1394		高知県		田野町										*		*

				1395		高知県		安田町										*		*

				1396		高知県		北川村										*		*

				1397		高知県		馬路村										*		*

				1398		高知県		芸西村

				1399		高知県		本山町

				1400		高知県		大豊町

				1401		高知県		土佐町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		小梶亜矢子 チイ カジ アヤコ		0887-82-0442		0887-70-1312		1		kokaji-ayako@town.tosa.kochi.jp

				1402		高知県		大川村

				1403		高知県		いの町		ほけん福祉課 フクシカ		廣瀬梨佐 ヒロセ ナシ サ		088-893-3811		088-893-1101		1		hokenhukushi@town.ino.kochi.jp

				1404		高知県		仁淀川町

				1405		高知県		中土佐町

				1407		高知県		越知町

				1408		高知県		梼原町

				1409		高知県		日高村

				1410		高知県		津野町		西庁住民福祉課 ニシ チョウ ジュウミン フクシカ		廣瀬祥乃 ヒロセ ヒロ ノ		0889-55-2151		0889-55-2119		2		y-hirose@town.kochi-tsuno.lg.jp

				1411		高知県		四万十町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中村晶子 ナカムラ アキコ		0880-22-3115		0880-22-3725		*		*

				1412		高知県		大月町

				1413		高知県		三原村		住民課 ジュウミンカ		谷田 タニタ		0880-46-2111		0880-46-2114		1		juumin@vill.mihara.kochi.jp

				1414		高知県		黒潮町

				1416		福岡県		直方市

				1417		福岡県		飯塚市		健康・スポーツ課保健センター係 ケンコウ カ ホケン カカリ		藤田奈緒 フジタ ナオ		0948-24-4002		0948-25-8994		1		kenkou-s@city.iizuka.lg.jp

				1418		福岡県		田川市		市民生活部健康福祉課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ホケン		宇藤 ウトウ		0947-44-8270		0947-44-8280		1		hoken@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

				1419		福岡県		柳川市

				1420		福岡県		八女市

				1421		福岡県		筑後市		健康づくり課 ケンコウ カ		塚本由弥 ツカモト ユ ヤ		0942-53-4231		0942-53-4119		1		kenkoudukuri@city.chikugo.lg.jp

				1422		福岡県		大川市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		筬島 オサジマ		0944-86-8450		0944-86-8464		1		okwhokenc@city.okawa.lg.jp

				1423		福岡県		行橋市

				1424		福岡県		豊前市

				1425		福岡県		中間市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		近藤理恵子 コンドウ リエコ		093-246-1611		093-246-3024		1		hokencenter@city.nakama.lg.jp

				1426		福岡県		小郡市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		早野紗代 ハヤ ノ サヨ		0942-72-6666		0942-72-6477		1		kenko@city.ogori.lg.jp

				1427		福岡県		筑紫野市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		郷原良子 ゴウハラ リョウコ		092-920-8611		092-926-6006		1		kenkou@city.chikushino.fukuoka.jp

				1428		福岡県		春日市		健康課 ケンコウカ		松尾 マツオ		092-501-1134		092-501-0051		1		kenkou@city.kasuga.fukuoka.jp

				1429		福岡県		大野城市

				1430		福岡県		宗像市		教育子ども部子ども家庭課 キョウイク コ ブ コ カテイ カ		西川美樹 ニシカワ ミキ		0940-36-1365		094-37-3046		2		nisi0553@tw.munakata.fukuoka.jp

				1431		福岡県		太宰府市

				1432		福岡県		古賀市		予防健診課 ヨボウ ケンシン カ		阿部香織 アベ カオリ		092-942-1151		092-942-1154		1		yobou@city.koga.fukuoka.jp

				1433		福岡県		福津市		いきいき健康課 ケンコウ カ		東 ヒガシ		0940-34-3352		0940-34-3335		1		fukutopia@city.fukutsu.lg.jp

				1434		福岡県		うきは市

				1435		福岡県		宮若市		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		塘 ツツミ		0949-55-6000		0949-52-1660		1		kenko@city.miyawaka.lg.jp

				1436		福岡県		嘉麻市

				1437		福岡県		朝倉市		健康課 ケンコウ カ		立花ひろみ タチバナ		0946-22-8571		0946-23-0732		1		kenkou@city.asakura.lg.jp

				1438		福岡県		みやま市 シ

				1439		福岡県		糸島市 イトジマ シ

				1440		福岡県		那珂川町		国保年金健康課 コクホ ネンキン ケンコウ カ		村上寿代 ムラカミ トシヨ		092-953-2211		092-954-0043		1		kenko@town.nakagawa.fukuoka.jp

				1441		福岡県		宇美町

				1442		福岡県		篠栗町

				1443		福岡県		志免町		健康課 ケンコウカイ カ		瀬田亮子 セダ リョウコ		092-935-1473		092-935-1529		1		kenkan@town.shime.lg.jp

				1444		福岡県		須恵町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		高村ももこ タカムラ		092-932-1493		092-933-6626		2		momoko424@town.sue.fukuoka.jp

				1445		福岡県		新宮町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		宮内香菜・立山綾菜 ミヤウチ カオリ ナ タテヤマ アヤ ナ		092-962-5151		092-962-5333		1		kenko@town.shingu.fukuoka.jp

				1446		福岡県		久山町

				1447		福岡県		粕屋町		住民福祉部健康づくり課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ カ		田中美智子 タナカ ミチコ		092-938-0258		092-938-2415		1		kenko21@town.kasuya.fukuoka.jp

				1450		福岡県		岡垣町		健康づくり課健康増進課 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カ		加藤 カトウ		093-282-1211		093-283-3027		1		kenko@town.okagaki.lg.jp

				1451		福岡県		遠賀町		健康こども課 ケンコウ カ		田邊 タナベ		093-293-1234		093-293-0806		1		kenkoukodomo@town.onga.lg.jp

				1452		福岡県		小竹町		健康増進課健康対策係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タイサク カカリ		木原　香 キハラ カオリ		09496-2-1864		09496-2-1867		1		kotakehoken@eagle.ocn.ne.jp

				1453		福岡県		鞍手町

				1454		福岡県		桂川町

				1455		福岡県		筑前町

				1456		福岡県		東峰村

				1457		福岡県		大刀洗町

				1458		福岡県		大木町		健康課健康づくり係 ケンコウカ ケンコウ カカリ		辻　真知子 ツジ マチコ		0944-32-1280		0944-32-1054		1		kenkofc@town.ooki.lg.jp

				1459		福岡県		広川町

				1460		福岡県		香春町		保険健康課健康づくり係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ カカリ		野添　華 ノゾエ ハナ		0947-32-8401		0947-32-4815		1		kenkou@town.kawara.lg.jp

				1461		福岡県		添田町		健康福祉環境課健康対策係 ケンコウ フクシ カンキョウ カ ケンコウ タイサク カカリ		鴨川 カモ カワ		0947-88-8111		0947-82-5222		1		kenkoutaisaku@town.soeda.fukuoka.jp

				1462		福岡県		糸田町

				1463		福岡県		川崎町		住民保険課 ジュウミン ホケンカ		國廣妙子 クニヒロ タエコ		0947-72-7083		同じ オナ		1		juuminhoken-hoken@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp

				1464		福岡県		大任町		住民課衛生係 ジュウミンカ エイセイ カカリ		小野原敦子 オ ノハラ アツコ		0947-63-3003内123 ナイ		0947-63-3813		1		eisei@town.oto.fukuoka.jp

				1465		福岡県		赤村		住民課 ジュウミンカ		吉田 ヨシダ		0947-62-3000		0947-62-3007		1		aka-j.kenzo@mb.fcom.ne.jp

				1466		福岡県		福智町

				1467		福岡県		苅田町		子育て・健康課健康づくり担当 コソダ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		横道佳奈 ヨコミチ カ ナ		093-436-5115		093-436-5110		1		panjipuraza@town.kanda.lg.jp

				1468		福岡県		みやこ町		健康づくり課 ケンコウ カ		源田千秋 ゲンダ チアキ		0930-32-2725		0930-32-2735		1		kenkou@town.miyako.lg.jp

				1469		福岡県		吉富町

				1470		福岡県		上毛町

				1471		福岡県		築上町

				1472		佐賀県		佐賀市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		山本ますみ ヤマモト		0852-40-7282		0952-30-0115		1		kenko@city.saga.lg.jp

				1473		佐賀県		唐津市		保健福祉部保健医療課 ホケン フクシ ブ ホケン イリョウ カ		中村千秋 ナカムラ チアキ		0955-75-5161		0955-75-5162		1		hoken@city.karatsu.lg.jp

				1474		佐賀県		鳥栖市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		佐藤優子 サトウ ユウコ		0942-85-3650		0942-85-3652		1		kenkou@city.tosu.lg.jp

				1475		佐賀県		多久市

				1476		佐賀県		伊万里市

				1477		佐賀県		武雄市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		野田美子 ノダ ヨシコ		0954-23-9131		*		1		kenkou@city.takeo.lg.jp

				1478		佐賀県		鹿島市		保険健康課予防係 ホケン ケンコウ カ ヨボウ カカリ		小野原紗織 オノハラ シャ		0954-63-3373		0954-63-2135		2		saori-onohara@city.saga-kashima.lg.jp

				1480		佐賀県		嬉野市		健康づくり課 ケンコウ カ		林紀代子 ハヤシ キヨコ		0954-66-9120		0954-66-9140		1		hoken@city.ureshino.lg.jp

				1481		佐賀県		神埼市

				1482		佐賀県		吉野ヶ里町		保健課健康づくり係 ホケンカ ケンコウ カカリ		江川貴子 エガワ タカコ		0952-51-1618		0952-52-8621		1		kenko@town.yoshinogari.lg.jp

				1483		佐賀県		基山町

				1484		佐賀県		上峰町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		太田加寿子 オオタ カズコ		0952-52-7413		0952-52-4935		1		kenkou@town.kamimine.lg.jp

				1486		佐賀県		玄海町

				1487		佐賀県		有田町

				1489		佐賀県		江北町

				1490		佐賀県		白石町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		川崎真由美 カワサキ マユミ		0952-84-7116		0952-84-6611		1		kenkou@town.shiroishi.lg.jp

				1492		長崎県		佐世保市

				1493		長崎県		島原市		保健センター ホケン		荒木久美子 アラキ クミコ		0957-64-7713		0957-64-7714		1		hocen@city.shimabara.lg.jp

				1494		長崎県		諫早市		健康福祉センター ケンコウ フクシ		浦川文子 ウラカワ フミコ		0957-27-0700		0957-27-0717		1		fukushi_cen@city.isahaya.nagasaki.jp

				1495		長崎県		大村市

				1496		長崎県		平戸市

				1498		長崎県		対馬市		保健部健康増進課 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		松永 マツナガ		0920-58-1116		0920-58-2755		1		ts-kenkou@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

				1500		長崎県		五島市		健康政策課 ケンコウ セイサク カ		二里温子 ニリ アツコ		0959-74-5831		0959-74-5832		2		niri-a@city.goto.lg.jp

				1502		長崎県		雲仙市		市民福祉部子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		原田恵利子 ハラダ エリコ		0957-36-2500		0957-36-8900		1		kodomoshien@city.unzen.lg.jp

				1503		長崎県		南島原市		福祉保健部こども未来課こども保健班 フクシ ホケン ブ ミライ カ ホケン ハン		大石里奈 オオイシ リナ		050-3381-5050		0957-82-0217		1		k-hoken@city.minamishimabara.lg.jp

				1504		長崎県		長与町

				1505		長崎県		時津町

				1506		長崎県		東彼杵町		健康ほけん課　健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカ		石橋千春 イシバシ チハル		0957-46-1111		0957-46-0884		1		kenko@town.higashisonogi.lg.jp

				1507		長崎県		川棚町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂口友香里 サカグチ ユカリ		0956-82-5412		0956-82-3134		1		kenkou@town.kawatana.lg.jp

				1508		長崎県		波佐見町		健康推進課 ケンコウ カ		古峯伊久美 フルミネ イクミ		0956-85-2483		0956-85-2337		1		kenkou@town.hasami.lg.jp

				1510		長崎県		佐々町		保険環境課健康相談センター ホケン カンキョウ カ ケンコウ ソウダン		松尾直美 マツオ ナオミ		0956-63-5800		0956-41-1051		1		kenkou@saza.nagasaki.jp

				1511		長崎県		新上五島町

				1512		熊本県		八代市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		西村泉 ニシムラ イズミ		0965-32-7200		0965-32-7622		1		kenko@city.yatsushiro.lg.jp

				1513		熊本県		人吉市		人吉市保健ｾﾝﾀｰ ヒト ヨシ シ ホケン		大柿伸子 オオ カキ ノブコ		0966-24-8420		0966-24-8546		1		hokencenter@city.hitoyoshi.lg.jp

				1514		熊本県		荒尾市		健康福祉部健康福祉課保健係（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ フクシカ ホケン カカリ ホケン		井上みどり イノウエ		0968-63-1133		0968-64-1350		1		hokenc@city.arao.lg.jp

				1515		熊本県		水俣市		健康高齢課健康推進係 ケンコウ コウレイ カ ケンコウ スイシン カカリ		山田三保 ヤマダ ミホ		0966-62-3028		0966-62-3670		2		yamada-mi@city.minamata.lg.jp

				1516		熊本県		玉名市

				1517		熊本県		山鹿市

				1518		熊本県		菊池市

				1519		熊本県		宇土市

				1520		熊本県		上天草市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中山佳子 ナカヤマ ヨシコ		0969-28-3376		0969-56-3307		2		nakayama-kei@city.kamiamakusa.lg.jp

				1521		熊本県		宇城市

				1522		熊本県		阿蘇市

				1524		熊本県		合志市		健康づくり課推進課健康推進班 ケンコウ カ スイシン カ ケンコウ スイシン ハン		太田真由美 オオタ マユミ		096-242-1183		096-348-5271		1		kenkou@city.koshi.lg.jp

				1525		熊本県		美里町

				1526		熊本県		玉東町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松永智恵美 マツナガ チエミ		0968-85-6557		0968-85-6554		2		matunaga-t@town.gyokuto.lg.jp

				1527		熊本県		南関町

				1528		熊本県		長洲町		福祉保健介護課 フクシ ホケン カイゴ カ		東美希 ヒガシ ミキ		0968-78-7171		0968-65-7510		1		hoken@town.nagasu.lg.jp

				1529		熊本県		和水町

				1530		熊本県		大津町		健康保険課 ケンコウ ホケンカ		赤星 アカホシ		096-294-1075				1		kenkou@town.ozu.kumamoto.jp

				1531		熊本県		菊陽町		健康・保険課 ケンコウ ホケン カ		渡邉紀美代 ワタナベ キミヨ		096-232-4912		096-232-6676		2		watanabe-ki@town.kikuyo.lg.jp

				1532		熊本県		南小国町

				1533		熊本県		小国町

				1534		熊本県		産山村

				1535		熊本県		高森町

				1536		熊本県		西原村		住民課 ジュウミンカ		山下 ヤマシタ		096-279-4397		096-279-3438		*		*

				1537		熊本県		南阿蘇村

				1538		熊本県		御船町

				1539		熊本県		嘉島町		町民課 チョウミン カ		城下尚子 シロシタ ナオコ		096-237-2574		096-237-2359		1		cyomin@town.kashima.kumamoto.jp

				1540		熊本県		益城町

				1541		熊本県		甲佐町

				1542		熊本県		山都町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		佐藤美穂 サトウ ミホ		0967-72-1295		0967-72-1066		1		kenko@toen.kumamoto-yamato.lg.jp

				1543		熊本県		氷川町

				1544		熊本県		芦北町

				1545		熊本県		津奈木町		住民課福祉班 ジュウミンカ フクシ ハン		荒川暁美 アラカワ アケミ		0966-78-3113		0966-78-3009		2		arakawaa@town.tsunagi.lg.jp

				1546		熊本県		錦町

				1547		熊本県		多良木町

				1548		熊本県		湯前町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		横矢和美 ヨコ ヤ カズミ		0966-43-4112		0966-43-4134		1		hokenhukushi@town.yunomae.lg.jp

				1549		熊本県		水上村

				1550		熊本県		相良村

				1551		熊本県		五木村

				1552		熊本県		山江村

				1553		熊本県		球磨村

				1554		熊本県		あさぎり町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		和泉厚子 イズミ アツコ		0966-45-7216		0966-49-9535		2		a-izumi@town.asagiri.lg.jp

				1555		熊本県		苓北町		福祉保健課健康増進室 フクシ ホケンカ ケンコウ ゾウシン シツ		荒木真喜子 アラキ マキコ		0969－35－1111		0969－25－3022		*		*

				1556		大分県		別府市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		末房日出子 スエフサ ヒデコ		0977-21-1117		0977-22-2550		1		hpd-hw@city.beppu.oita.jp

				1558		大分県		日田市		福祉保健部健康保険課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ホケン カ		武内 タケウチ		0973-24-3000		0973024-0321		1		kenkosien@city.hita.oita.jp

				1559		大分県		佐伯市		健康増進課保健係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン カカリ		千秋睦美 チアキ ムツミ		0972-23-4500		0972-23-6831		2		mc0818@city.saiki.lg.jp

				1560		大分県		臼杵市		福祉保健部保険健康課 フクシ ホケン ブ ホケン ケンコウ カ		櫻木和代 サクラギ カズヨ		0972-63-1111		0972-64-0964		2		k-sakuragi@city.usuki.oita.jp

				1561		大分県		津久見市

				1565		大分県		宇佐市

				1566		大分県		豊後大野市

				1568		大分県		国東市

				1569		大分県		姫島村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小島亜矢 コジマ アヤ		0978－87－2177		0978－73－7000		1		hime-suishinka@himeshima.jp

				1571		大分県		九重町		保健福祉センター ホケン フクシ		長野友香 ナガノ トモ		0973-76-3838		0973-76-3836		1		hoken@kokonoe.lg.jp

				1572		大分県		玖珠町

				1573		宮崎県		都城市

				1574		宮崎県		延岡市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小野 オノ		0982-22-7014		0982-22-1347		1		kenkou@city.nobeoka.miyazaki.jp

				1575		宮崎県		日南市		こども課 カ		山下絹代 ヤマシタ キヌヨ		0987-31-1131		0987-31-0373		2		ky-yamashita_ni@city-nichinan.jp

				1576		宮崎県		小林市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下久美子 ヤマシタ クミコ		0984-23-0323		0984-23-0325		1		k_yobou@city.kobayashi.lg.jp

				1577		宮崎県		日向市		健康福祉部こども課 ケンコウ フクシ ブ カ		羽田野房子 ハタノ フサコ		0982-52-2111		0982-56-1423		1		kodomo@hyugacity.jp

				1578		宮崎県		串間市		串間市福祉事務所こども対策室子育て支援係 クシマシ フクシ ジム ショ タイサク シツ コソダ シエン カカリ		中田千佳 ナカタ チカ		0987-72-0333（内508） ナイ		0987-72-0310		1		kosodate@city.kushima.lg.jp

				1580		宮崎県		えびの市		健康保険課市民健康係 ケンコウ ホケン カ シミン ケンコウ カカリ		山之口市子 ヤマノグチ イチコ		0984-35-1111		0984-35-0653		2		ic-yamanokuchi@city.ebino.lg.jp

				1582		宮崎県		高原町		総合保健福祉センター ほほえみ館 ソウゴウ ホケン フクシ カン		釜 真由美 カマ マユミ		0984-42-4820		0984-42-4974		1		hohoemi@town.takahara.lg.jp

				1583		宮崎県		国富町

				1585		宮崎県		高鍋町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		日高真理子 ヒダカ マリコ		0983-23-2323		0983-23-2344		*		*

				1586		宮崎県		新富町

				1587		宮崎県		西米良村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤澤美貴 フジ サワ ミキ		0983-36-1114		0983-36-1540		2		m-fujisawa@vill.nishimera.lg.jp

				1589		宮崎県		川南町

				1590		宮崎県		都農町		健康管理センター ケンコウ カンリ		岡本 オカモト		0983-25-1008		0983-25-1139		1		kenkan@town.Tsuno.miyazaki.jp

				1591		宮崎県		門川町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		牧野直子 マキノ ナオコ		0982-63-1140		0982-68-1010		2		makino-naoko@town.kadogawa.lg.jp

				1592		宮崎県		諸塚村

				1593		宮崎県		椎葉村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		尾前裕香 オ マエ ユウ		0982-68-7510		0982-68-7511		*		*

				1594		宮崎県		美郷町

				1595		宮崎県		高千穂町		保健福祉総合ｾﾝﾀｰ保健予防係 ホケン フクシ ソウゴウ ホケン ヨボウ カカリ		飯干ちひろ イイ ホ		0982-73-1717		0982-73-1707		1		hokenyobou@town-takachiho.jp

				1596		宮崎県		日之影町		保健センター ホケンセン		伊山真由美 イトウ ヤマ マユミ		0982-73-7521		0982-73-7543		1		kenko@town.hinokage.lg.jp

				1597		宮崎県		五ヶ瀬町

				1598		鹿児島県		鹿屋市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		木元陽子 キ モト ヨウコ		0994-41-2110		0994-41-2117		1		kenkou@e-kanoya.net

				1600		鹿児島県		阿久根市

				1601		鹿児島県		出水市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		立花 タチバナ		0996-63-2143		0996-62-2819		1		kenkou_c10@city.izumi.kagoshima.jp

				1602		鹿児島県		指宿市		健康増進課　健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカ		揚野真由美 ア ノ マユミ		0993-22-2111		0993-27-1200		1		shimin-kenko@city.ibusuki.lg.jp

				1603		鹿児島県		西之表市

				1604		鹿児島県		垂水市

				1606		鹿児島県		日置市		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		石澤友理 イシザワ トモ リ		099-248-9421		099-273-3063		1		kenkou@city.hioki.lg.jp

				1607		鹿児島県		曽於市		保健課 ホケンカ		畠田 ハタケダ		0986-76-8806		0986-28-8140		1		s-hoken@city.soo.lg.jp

				1608		鹿児島県		霧島市		保健福祉部すこやか保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		中村真理子 ナカムラ マリコ		0995-42-1178		0995-43-0486		1		kiri-sukoyaka@po.mct.ne.jp

				1609		鹿児島県		いちき串木野市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		留盛優子 トド モリ ユウコ		0996-33-3450		0996-33-3452		1		kenko1@city.ichikikushikino.lg.jp

				1610		鹿児島県		南さつま市		保健課 ホケン カ		宮田 ミヤタ		0993-53-2111		*		1		Kenko1@city.minamisatsuma.lg.jp

				1611		鹿児島県		志布志市

				1612		鹿児島県		奄美市

				1613		鹿児島県		南九州市

				1614		鹿児島県		伊佐市 イサ

				1615		鹿児島県		姶良市

				1616		鹿児島県		三島村

				1617		鹿児島県		十島村		住民課 ジュウミン カ		肥後あかね ヒゴ		099-222-2101		099-223-6720		*		*

				1618		鹿児島県		さつま町		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		瀬戸山 セトヤマ		0996-53-1111		0996-52-3514		1		kenko-kenko@satsuma-net.jp

				1619		鹿児島県		長島町

				1620		鹿児島県		湧水町		保健衛生課粟野保健センター ホケン エイセイ カ アワノ ホケン		赤塚千沙 アカツカ チサ		0995-74-3120		0995-74-3212		1		kurinohc@town.yusui.kagoshima.jp

				1621		鹿児島県		大崎町		保健福祉係 ホケン フクシ カカリ		山崎瑞恵 ヤマザキ ミズエ		099-476-1111		099-476-3979		1		hokensido@town.kagoshima-osaki.lg.jp

				1622		鹿児島県		東串良町		福祉課 フクシカ		小林 コバヤシ		0944-63-3131		0944-63-3138		1		eisei@higashikushira.com

				1623		鹿児島県		錦江町		保健福祉課保険衛生ﾁｰﾑ ホケン フクシカ ホケン エイセイ		金川美穂 カナガワ ミホ		0994-22-3044		0994-28-3367		*		*

				1624		鹿児島県		南大隅町		町民保健課 チョウミン ホケンカ		松山陽子 マツヤマ ヨウコ		0994-24-3388		0994-24-3119		1		hokenc@town.minamiosumi.lg.jp

				1625		鹿児島県		肝付町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松井千穂 マツイ チホ		0944-65-2564		0944-65-251７		1		zoushin@town.kimotsuki.lg.jp

				1626		鹿児島県		中種子町

				1627		鹿児島県		南種子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		丸塚直子 マル ツカ ナオコ		0997-26-1111		0997-26-0708		1		eisei1@town.minamitane.lg.jp

				1628		鹿児島県		屋久島町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松浦仁美 マツウラ ヒトミ		0997-43-5900		0997-43-3008		1		kenkou@yakushima-town.jp

				1629		鹿児島県		大和村

				1630		鹿児島県		宇検村

				1631		鹿児島県		瀬戸内町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		林智子 ハヤシ トモコ		0997-72-1122		0997-72-1120		1		yobou@town.setouchi.lg.jp

				1632		鹿児島県		龍郷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		里園育乃 サト ソノ イク ダイ		0997-62-3111		0997-62-2535		*		*

				1633		鹿児島県		喜界町

				1635		鹿児島県		天城町		保健福祉センター ホケン フクシ		加納 カノウ		0997-85-4100		0997-85-4100		2		hosenta05@yui-amagi.com

				1636		鹿児島県		伊仙町

				1637		鹿児島県		和泊町		保健センター ホケン		大勝真由美 オオカツ マユミ		0997-84-3526		0997-84-4040		2		m.oogati@town.wadomari.lg.jp

				1638		鹿児島県		知名町		保健福祉課保健ｾﾝﾀｰ ホケン フクシカ ホケン		元栄・山崎 モト エイ ヤマザキ		0997-93-2075		0997-81-5030		1		hokenct2@town.china.lg.jp

				1639		鹿児島県		与論町		保健センター ホケン		叶　良子 カノウ リョウ コ		0997-97-5105		0997-97-5110		1		hokenc@yoron.jp

				1640		沖縄県		那覇市		市役所　健康部　那覇市保健所　地域保健課 シヤクショ ケンコウブ ナハシ ホケンジョ チイキ ホケン カ		*		098-853-7962		098-853-7965		1		K-TIIKI001@neo.city.naha.okinawa.jp

				1641		沖縄県		宜野湾市		健康推進部健康推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		国頭陽子 クニ カシラ ヨウコ		098-898-5583		098-898-5585		1		Fukusi04@city.ginowan.okinawa.jp

				1642		沖縄県		石垣市		市民保健部健康福祉センター シミン ホケン ブ ケンコウ フクシ		宮里久美子、東迎和美 ミヤサト クミコ ヒガシ ムカエ カズミ		0980-88-0088		0980-88-0087		2		m-kumiko@city.ishigaki.okinawa.jp

				1644		沖縄県		名護市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		大山真由美 オオヤマ マユミ		0980-53-1212		0980-53-7570		2		mayumi-o@city.nago.okinawa.jp

				1645		沖縄県		糸満市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0		098-840-8126		098-840-8154		*		*

				1647		沖縄県		豊見城市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		金城和歌子 キンジョウ ワカコ		098-850-0162		098-850-5343		1		kenko@city.tomigusuku.okinawa.jp

				1648		沖縄県		うるま市		市民部健康支援課 シミン ブ ケンコウ シエン カ		外間美代子 ソト マ ミヨコ		098-973-3209		098-974-4040		1		simin-kenkouka@city.uruma.lg.jp

				1649		沖縄県		宮古島市		生活環境部健康増進課平良保健センター セイカツ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ タイ リョウ ホケン		宮城由香 ミヤギ ユカ		0980-73-4572		0980-73-4992		2		yuka.m@city.miyakojm.lg.jp

				1650		沖縄県		南城市		市民部　健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		金城 キンジョウ		098-946-8987		098-946-8997		1		kenkou@city.nanjo.okinawa.jp

				1651		沖縄県		国頭村

				1652		沖縄県		大宜味村		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		宮城伸子 ミヤギ ノブコ		0980-44-3003		0980-1943-6046		2		nobuko@vill.ogimi.okinawa.jp

				1653		沖縄県		東村

				1654		沖縄県		今帰仁村		福祉保健課（保健センター） フクシ ホケンカ ホケン		与那嶺・橋本 ヨナミネ ハシモト		0980-56-1234		0980-51-5833		1		kenkouboshi@nakijin.jp

				1656		沖縄県		恩納村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		長濱智央 ナガハマ サトシ オウ		098-966-1207		098-966-1266		2		n-chihiro@vill.onna.okinawa.jp

				1657		沖縄県		宜野座村

				1658		沖縄県		金武町

				1659		沖縄県		伊江村		医療保健課 イリョウ ホケンカ		屋宣月美 ヤ セン ツキ ビ		098-049-2234		098-049-5851		2		tsuki-ya@iejima.org

				1660		沖縄県		読谷村

				1661		沖縄県		嘉手納町		子ども家庭課母子保健係 コ カテイ カ ボシ ホケン ガカリ		新崎奈津紀 アラサキ ナ ツ キ		098-956-1111		098-956-9508		1		kodomo@town.kadena.okinawa.jp

				1662		沖縄県		北谷町		子ども家庭課 コ カテイ カ		岡田真琴 オカダ マコト		098-982-7709		098-982-7715		2		tokuno.makoto@chatan.jp

				1663		沖縄県		北中城村

				1664		沖縄県		中城村		健康保険課増進係母子担当 ケンコウ ホケン カ ゾウシン カカリ ボシ タントウ		加藤のぞみ（現産休代替：呉屋真弥） カトウ ゲン サンキュウ ダイタイ ゴ ヤ マ ヤ		098-896-2131(内264) ナイ		098-896-3048		2		nozomi-i@vill.nakagusuku.lg.jp

				1665		沖縄県		西原町		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野辺沙耶子 ノベ サヤ コ		098-945-4791		098-944-6551		1		kenkou-suishin@town.nishihara.okinawa.jp

				1666		沖縄県		与那原町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		金城さやか カネシロ		098-945-6633		098-946-4597		2		kinjo-s@town.yonabaru.okinawa.jp

				1667		沖縄県		南風原町		民生部健康福祉課健康づくり班 ミンセイ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ハン		真謝雅代 マ シャ マサヨ		098-889-7381		098-882-6556		*		*

				1668		沖縄県		渡嘉敷村

				1669		沖縄県		座間味村		総務福祉課 ソウム フクシカ		渡真利綿子 ワタ マ リ メン コ		098-896-4045		098-987-2004		2		t-cotton67@vill.zamami.okinawa.jp

				1670		沖縄県		粟国村		民生課 ミンセイ カ		木村絵美 キムラ エミ		098-988-2017		098-988-2206		2		kimura@vill.aguni.okinawa.jp

				1671		沖縄県		渡名喜村

				1672		沖縄県		南大東村

				1673		沖縄県		北大東村		福祉衛生課 フクシ エイセイ カ		田港利恵 タ ミナト リエ		09802-3-4567		09802-3-4000		2		rie.t@vill.kitadaito.okinawa.jp

				1674		沖縄県		伊平屋村

				1675		沖縄県		伊是名村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		西　美津子 ニシ ミツ コ		098-045-2137		098-045-2700		2		nishi-m@vill.izena.okinawa.lg.jp

				1676		沖縄県		久米島町		福祉課 フクシカ		崎村 サキムラ		098-985-7124		098-985-7120		2		ry-sakimura@town.kumejima.okinawa.jp

				1677		沖縄県		八重瀬町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		喜友里千秋 ヨロコ トモ サト チアキ		098-998-1149		098-998-1144		1		kenkouhoken@town.yaese.lg.jp

				1678		沖縄県		多良間村

				1679		沖縄県		竹富町		健康づくり課 ケンコウ カ		新　順治 アタラシ ジュンジ		0980-82-6191		0980-82-4333		1		kenkoudukuri@town.taketomi.okinawa.jp

				1680		沖縄県		与那国町		長寿福祉課 チョウジュ フクシカ		尾辻史華 オ ツジ フミ ハナ		0980-87-3575		0980-87-2079		2		oshimafu@town.yonaguni.okinawa.jp

				1681		中核市 チュウカクシ		旭川市 アサヒカワシ		子育て支援部子育て相談課母子保健係 コソダ シエンブ コソダ ソウダン カ ボシホケン カカリ		田上智子 タガミ トモコ		0166-26-1111（内2967） ナイ		0166-25-2234		1		kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp

				1682		中核市 チュウカクシ		函館市 ハコダテシ		子ども未来部母子保健課 コ ミライ ブ ボシホケン カ		北山 キタヤマ		0138-32-1533		0138-32-1506		1		hc-zoushin-boshi@city.hakodate.hokkaido.jp

				1684		中核市 チュウカクシ		盛岡市		健康推進課母子保健担当 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン タントウ		藤田三恵 フジタ サン メグミ		019-603-8304		019-654-5438		1		kenkosuisin@city.morioka.iwate.jp

				1688		中核市 チュウカクシ		宇都宮市		子ども部子ども家庭課すこやか親子ｸﾞﾙｰﾌﾟ コ ブ コ カテイ カ オヤコ		吉井・小豆畑 ヨシイ アズキ ハタ		028-632-2388		*		1		u33001000@city.utsunomiya.tochigi.jp

				1689		中核市 チュウカクシ		前橋市

				1691		中核市 チュウカクシ		川越市		保健所健康づくり支援課 ホケンジョ ケンコ シエン カ		紺谷（こんたに） コンタチ タニ		049-229-4125		049-225-1291		*		*

				1692		中核市 チュウカクシ		船橋市 フナバシシ		健康部 健康増進課→H27.10〜船橋市保健所地域保健課 ケンコウブ フナバｋシ ハシ シ ホケンジョ チイキ ホケン カ		永里千鶴子 ナガ サト チヅコ		047-436-2382 → 047-409-3274		047-436-2416 → 047-409-2914		1		kenkozoshin@city.funabashi.lg.jp

				1696		中核市 チュウカクシ		金沢市 カナザワシ		保険局健康政策課 ホケンキョク ケンコウセイサク カ		池守 イケモリ		076-220-2233		076-220-2231		1		kenkou@city.kanazawa.lg.jp

				1697		中核市 チュウカクシ		長野市		長野市保健所健康課母子保健担当 ナガノシ ホケンジョ ボシ ホケン タントウ		戸谷陽子 トヤ ヨウコ		026-226-9960		026-226-9982		1		h-kenkou@city.nagano.lg.jp

				1698		中核市 チュウカクシ		岐阜市

				1699		中核市 チュウカクシ		豊田市		豊田市役所子ども部こども家庭課 トヨタ シヤクショ コ ブ カテイ カ		國長稚佳子 クニ ナガ チカコ		0565-34-6636		0565-32-2098		1		kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

				1700		中核市 チュウカクシ		豊橋市 トヨハシ シ		豊橋市保健所こども保健課 トヨハシシ ホケンジョ ホケン カ		加藤寿子 カトウ トシコ		0532-39-9153		0532-38-0770		1		kodomohoken@city.toyohashi.lg.jp

				1702		中核市 チュウカクシ		大津市

				1703		中核市 チュウカクシ		高槻市		子ども未来部　子ども保健課 コ ミライ ブ コ ホケン カ		西山智子 ニシヤマ トモコ		072-661-1108		072-661-2021		1		khoken@city.takatsuki.osaka.jp

				1704		中核市 チュウカクシ		東大阪市

				1707		中核市 チュウカクシ		西宮市		保健所 地域保健課 ホケンジョ チイキ ホケン カ		齋藤 サイトウ		0798-35-3310		0798-26-0616		1		hokenservice@nishi.or.jp

				1708		中核市 チュウカクシ		尼崎市

				1710		中核市 チュウカクシ		和歌山市		地域保健課 チイキ ホケン カ		東　仁美 ヒガシ ヒトミ		073-488-5120		073-431-9980		1		chiikihoken@city.wakayama.lg.jp

				1711		中核市 チュウカクシ		倉敷市		倉敷市保健所健康づくり課 クラシキシ ホケンジョ ケンコウ カ		小野、藤原 オノ フジワラ		086-434-9820		086-434-9805		1		hlthlt@city.kurashiki.okayama.jp

				1712		中核市 チュウカクシ		福山市 フクヤマシ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		石川清美 イシカワ キヨミ		084-928-3421		084-928-1143		1		kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

				1713		中核市 チュウカクシ		下関市

				1714		中核市 チュウカクシ		高松市		保健センター母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		*		087-839-2363		087-839-2363		1		hokencen@city.takamatsu.lg.jp

				1715		中核市 チュウカクシ		松山市		松山市保健所健康づくり推進課 マツヤマシ ホケン ジョ ケンコウ スイシン カ		守永恵 モリナガ メグミ		089-911-1813		089-925-0230		1		kenkou@city.matsuyama.ehime.jp

				1716		中核市 チュウカクシ		高知市		こども未来部 母子保健課 ミライブ ボシ ホケン カ		田部佳枝 タベ ヨシエ		088-855-7795		088-855-7796		1		kc-280400@city.kochi.lg.jp

				1717		中核市 チュウカクシ		久留米市		健康福祉部保健所保健推進課 ケンコウ フクシ ブ ホケンジョ ホケン スイシン カ		深村 フカ ムラ		0942-30-9731		0942-30-9833		1		ho-kenko@city.kurume.fukuoka.jp

				1720		中核市 チュウカクシ		宮崎市		健康支援課 ケンコウ シエン カ		戸敷 ト シ		0985-29-5286		0985-29-5208		1		10zoushin@city.miyazaki.miyazaki.jp

				1721		中核市 チュウカクシ		鹿児島市		健康福祉局子育て支援部母子保健課 ケンコウ フクシ キョク コソダ シエン ブ ボシ ホケン カ		下原智史 シモ ハラ サトシ フミ		099-216-1485		099-216-1284		1		boshihoken@city.kagoshima.lg.jp

				1722		政令市 セイレイシ		札幌市		保健福祉局保健所健康企画課 ホケン フクシ キョク ホケンジョ ケンコウ キカク カ		大平 オオヒラ		011-622-5151		011-622-7221		1		boshihoken@city.sapporo.jp

				1723		政令市 セイレイシ		仙台市		子供未来局子供育成部子育て支援課 コドモ ミライ キョク コドモ イクセイ ブ コソダ シエン カ		伊藤 イトウ		022-214-8189		022-214-8610		1		kod006160@city.sendai.jp

				1724		政令市 セイレイシ		さいたま市		保健福祉局保健部健康増進課 ホケン フクシ キョク ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		白鳥孝太郎 シラトリ コウタロウ		047-829-1294		047-829-1967		1		kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp

				1725		政令市 セイレイシ		千葉市		健康福祉局健康部健康支援課母子保健班 ケンコウ フクシキョク ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン ハン		金田美恵 カナダ ミエ		043-238-9925		043-238-9946		1		shien.boshi@city.chiba.lg.jp

				1726		政令市 セイレイシ		横浜市

				1727		政令市 セイレイシ		川崎市

				1728		政令市 セイレイシ		相模原市		保健所健康企画課 ホケンジョ ケンコウ キカク カ		森尚美 モリ ナオミ		042-769-8345		042-750-3066		1		kenkoukikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

				1729		政令市 セイレイシ		新潟市		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ カ		中嶋由紀子 ナカジマ ユキコ		025-212-8157		025-246-5671		1		kenkozoshin@city.niigata.lg.jp

				1732		政令市 セイレイシ		名古屋市

				1733		政令市 セイレイシ		京都市 キョゥトシ

				1734		政令市 セイレイシ		大阪市		こども青少年局子育て支援部管理課（母子保健） セイショウネン キョク コソダ シエン ブ カンリカ ボシ ホケン		松井志保 マツイ シホ		06-6208-9966		06-6202-6963		1		fb0007@city.osaka.lg.jp

				1735		政令市 セイレイシ		堺市		子ども育成課 コ イクセイ カ		中井、岩崎 ナカイ イワサキ		072-228-7612		072-228-8341		*		*

				1737		政令市 セイレイシ		岡山市		保健管理課 ホケン カンリカ		川上 カワカミ		086-803-1251		*		1		toshihiko_kawakami@city.okayama.jp

				1738		政令市 セイレイシ		広島市		こども未来局こども・家庭支援課 ミライ キョク カテイ シエン カ		田口、丸本 タグチ マルモト		082-504-2623		082-504-2727		1		ko-shien@city.hiroshima.lg.jp

				1739		政令市 セイレイシ		北九州市

				1740		政令市 セイレイシ		福岡市		こども未来局こども部こども発達支援課 ミライ キョク ブ ハッタツ シエン カ		西尾真由子 ニシオ マユコ		092-711-4178		092-733-5534		1		hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp

				1741		政令市 セイレイシ		熊本市 クマモトシ		子ども支援課 コ シエン カ		木庭礼子 キ ニワ レイコ		096-328-2158		096-351-2183		1		kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp

						北海道		赤平 アカヒラ		介護健康推進課健康づくり推進係 カイゴ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン カカリ		藤井充子 フジイ ミツコ		0125-32-5665		0125-34-4188		1		kenko@city.akabira.hokkaido.jp
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甲賀市も修正
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		回答番号 カイトウ バンゴウ		No		都道府県名 トドウフケン メイ		市区町村名 シク チョウソン メイ		担当部署 タントウ ブショ		担当者名 タントウ シャ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		Fax		Email		部署Mail ブショ		修正 シュウセイ

Sasaki Kemal: 0：不要、1：実施
*：無記入、1件避難中		送信 ソウシン

Sasaki Kemal: 1：Gmail可、2：Gmailは不可
9：送信不能（二次対象外）、*：無記入、1件避難中		黒田先生 クロダセンセイ

Sasaki Kemal: 1：送信エラー		3～5M_集団 シュウダン		3～5M_個別 コベツ		3～5M_始期（M） シキ		3～5M_終期（M） シュウキ		3～5M_対象人員 タイショウ ジンイン		3～5M_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		1.6Y_集団 シュウダン		1.6Y_個別 コベツ		1.6Y_始期（Y） シキ		1.6Y_始期（M）		1.6Y_終期（Y） シュウキ		1.6Y_終期（M）		1.6Y_対象人員 タイショウ ジンイン		1.6Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		1.6Y_集団歯科 シュウダン シカ		1.6Y_個別歯科 コベツ シカ		1.6Y_始期（Y） シキ		1.6Y_始期（M）		1.6Y_終期（Y） シュウキ		1.6Y_終期（M）		1.6Y_対象人員 タイショウ ジンイン		1.6Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		3Y_集団 シュウダン		3Y_個別 コベツ		3Y_始期（Y） シキ		3Y_始期（M）		3Y_終期（Y） シュウキ		3Y_終期（M）		3Y_対象人員 タイショウ ジンイン		3Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		3Y_集団歯科 シュウダン シカ		3Y_個別歯科 コベツ シカ		3Y_始期（Y） シキ		3Y_始期（M）		3Y_終期（Y） シュウキ		3Y_終期（M）		3Y_対象人員 タイショウ ジンイン		3Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		問1_1 ト		問1_2 ト		問2_1 ト		問2_2 トイ		問2_3 ト		問2_4 ト		問2_4_記載 キサイ		問3_1 ト		問3_1_記載 ト キサイ		問3_2 ト		問3_3 ト		問3_3_記載 ト キサイ		問4_1 トイ		問4_2 ト		問4_3 トイ		問4_4 ト		問4_5 ト		問4_6 ト		問4_7 トイ		問4_7_記載 トイ キサイ		問5_1 ト		問5_2 ト		問5_3 ト		問5_4 ト		問5_4_記載 ト キサイ		問6_1 ト		問6_2 ト		問6_3 ト		問6_3_記載 トイ キサイ		問7_1 ト		問7_2 ト		問7_3 ト		問7_4 ト		問7_5 ト		問7_6 ト		問7_6_記載 ト キサイ		問8_1 ト		問8_1_記載 ト キサイ		問8_2 ト		問8_3 ト		問8_3_記載 ト キサイ		問9_1 ト		問9_2 ト		問9_3 ト		問9_4 ト		問9_5 ト		問9_6 ト		問9_7 ト		問9_8 ト		問9_9 ト		問9_10 ト		問9_11 ト		問9_12 ト		問9_12_記載 ト キサイ		問9_13 ト		問10_1 ト		問10_2 ト		問10_3 ト		問10_4 ト		問10_4_記載 ト キサイ		問11_1 ト		問11_1_記載 ト キサイ		問11_2 ト		問11_3 ト		問11_3_記載 ト キサイ		問12_1 ト		問12_1_記載 ト キサイ		問12_2 ト		問12_3 ト		問12_3_記載 ト キサイ		問13_1 ト		問13_1_記載 ト キサイ		問13_2 ト		問13_3 ト		問13_3_記載 ト キサイ		問14_1 ト		問14_1_記載 ト キサイ		問14_2 ト		問14_2_記載 トイ キサイ		問14_3 ト		問14_3_記載 ト キサイ		問14_4 トイ		問14_4_記載 ト キサイ		問14_5 ト		問14_6 ト		問14_6_記載 ト キサイ		問15_1 ト		問15_1_記載 ト キサイ		問15_2 ト		問15_3 ト		問15_3_記載 ト キサイ		問16_1 ト		問16_1_記載 ト キサイ		問16_2 ト		問16_3 ト		問16_4 ト		問16_4記載 ト キサイ		問17_1 ト		問17_1_記載 ト キサイ		問17_2 ト		問17_3 ト		問17_4 ト		問17_5 ト		問17_5_記載 ト キサイ		問18_1 ト		問18_1_記載 ト キサイ		問18_2 ト		問18_2_記載 ト キサイ		問18_3 ト		問18_3_記載 キサイ		問18_4 ト		問18_5 ト		問18_5_記載 ト キサイ		市川 イチカワ		草野 クサノ		歯科 シカ		栄養 エイヨウ		溝呂木 ミゾ ロ キ		黒田 クロダ

		1		689		神奈川県		寒川町		健康子ども部健康スポーツ課 ケンコウ コ ブ ケンコウ カ		坂蒔恵利子 サカ マ エ リ コ		0467-74-1111		0467-74-5613		1		kenkou@town.samukawa.kanagawa.jp		0		1				0		1		3		5		395		395		1		0		1		6		1		11		388		376		1		0		1		6		1		11		388		376		1		0		3		6		3		11		409		383		1		0		3		6		3		11		409		382		409		40		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当部署への報告と相談 ギャクタイ タントウ ブショ ホウコク ソウダン		1		指導の評価指標として3歳児のう蝕り患率の減少と指導内容や指導時期について評価し、次年度事業へ反映させている シドウ ヒョウカ シヒョウ サイジ ショク カン リツ ゲンショウ シドウ ナイヨウ シドウ ジキ ヒョウカ ジネンド ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		0				1		父母教室、祖父母教室、学生実習にてDVD穣映、ファミリーサポート会員に説明 フボ キョウシツ ソフボ キョウシツ ガクセイ ジッシュウ ジョウ エイ カイイン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		定期的に心理相談実施と療育機関か保健所、教育相談室と連携してフォローしている テイキテキ シンリ ソウダン ジッシ リョウイク キカン ホケンジョ キョウイク ソウダンシツ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診に必要な研修会があれば非常勤従事者にも案内している ケン ヒツヨウ ケンシュウカイ ヒジョウキン ジュウジシャ アンナイ		1				1		1				1

		2		686		神奈川県		南足柄市		福祉健康部健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		田代明美 タシロ アケミ		0465-74-2517		0465-74-1834		1		kenkou@city.minamiashigara.kanagawa.jp		0		1				*		*		3		5		317		317		*		*		1		6		1		11		317		301		*		*		1		6		1		11		317		301		*		*		3		0		3		11		349		346		*		*		3		0		3		11		349		346		285		13		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				0		1		保護者から質問が出た時、保護者や子どもの状況から話しておいた方が良いと考えられる時に指導している。 ホゴシャ シツモン デ トキ ホゴシャ コ ジョウキョウ ハナ ホウ ヨ カンガ トキ シドウ		0				0		1		心理面接につなげ心理士に評価をしてもらっている。 シンリ メンセツ シンリシ ヒョウカ		1		3か月健診時にDVDを流している。 ゲツ ケンシン ジ ナガ		0		0				1		尿検査 ニョウケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に市町村連携欄を設けている。 ジュシン ヒョウ シチョウソン レンケイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1						1

		3		1159		奈良県		五條市		保健福祉センター ホケン フクシ		谷口久美 タニグチ クミ		0747-22-4001（289)		0747-22-6585		1		sukoyaka@city.gojo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		182		181		1		0		1		5		1		7		175		172		1		0		1		11		2		1		183		166		1		0		3		0		3		2		190		183		1		0		3		5		3		8		183		140		179		8		1		0		0		0				1		特定妊婦として他機関と情報共有し、連絡会を実施。特定妊婦に当たらないが支援が必要なケースもその他として連絡会で共有している。 トク テイ ニンプ タ キカン ジョウホウ キョウユウ レンラク カイ ジッシ トクテイ ニンプ ア シエン ヒツヨウ タ レンラクカイ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士を含めた情報共有 シカ エイセイシ フク ジョウホウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0				0		0		0		1		0				1		歩行までの過程と精神発達面との関係について ホコウ カテイ セイシン ハッタツ メン カンケイ		0		0				0				0		1		ｹｰｽバイケースで対応。まずは親と人間関係を築くところから始めている。評価はすぐには出てこない。 タイオウ オヤ ニンゲン カンケイ キズ ハジ ヒョウカ デ		1		マザーや虐待予防講演会でモデル人形を使って啓発 ギャクタイ ヨボウ コウエンカイ ニンギョウ ツカ ケイハツ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		カンファレンスで見直し ミナオ		0		0				1		保育所、学校との連携 ホイク ジョ ガッコウ レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		4		740		富山県		舟橋村		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		黒田綾子 クロダ アヤコ		076-464-1121		076-464-1066		2		kuroda@vill.funahashi.lg.jp		0		2				1		0		4		6		22		21		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		10		34		34		1		0		3		4		3		8		26		26		1		0		3		4		3		8		26		26		30		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを渡し説明している ニンシン トドケデ ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県警で実施される研修に行く機会を作っている。 ケン ジッシ ケンシュウ イ キカイ ツク

		5		917		岐阜県		川辺町		住民課 ジュウミンカ		石井裕絵 イシイ ユウ エ		0574-53-2415		0574-53-2374		1		juumin@town.gifu-kawabe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		69		69		1		0		1		5		1		7		82		81		1		0		1		5		1		7		82		81		1		0		2		11		3		1		83		79		1		0		2		11		3		1		83		79		79		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		1		担当保健師が声をかける（空き時間に） タントウ ホケンシ コエ ア ジカン		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦学級で保護者に行っている ニンプ ガッキュウ ホゴシャ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		6		610		千葉県		鋸南町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小澤ちのぶ コザワ		0470-50-1172		0470-50-3813		1		kenkou@town.kyonan.chiba.jp		0		1				*		*		3		11		48		52		*		*		1		6		2		0		32		30		*		*		1		6		2		0		32		30		*		*		3		3		3		11		39		38		*		*		3		3		3		11		39		38		36		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		関係者間の協議 カンケイシャ カン キョウギ		0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		7		1217		和歌山県		太地町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		浪　枝美子 ナミ エミコ		0735-59-2335		0735-59-2801		1		kaigo-houkatsu@town.taiji.lg.jp		1		2				1		0		3		5		18		18		1		0		1		5		2		0		18		18		1		0		1		5		2		0		18		18		1		0		3		5		4		0		6		6		1		0		3		5		4		0		6		6		18		3		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		4か月、10か月健診で発達過程において説明している ゲツ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		0

		8		744		富山県		朝日町		朝日町保健センター アサヒチョウ ホケン		谷口純子 タニグチ ジュンコ		0765-83-3309		0765-83-3309		1		junko-taniguchi@town.toyama-asahi.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		57		57		1		0		1		5		1		7		59		58		1		0		1		5		1		7		59		58		1		0		3		5		3		7		62		62		1		0		3		5		3		7		62		62		61		10		1		0		0		0				1		精神疾患、身体的に既往歴がある妊婦に関してその方に応じ必要であれば1ヶ月毎、2か月毎など電話や訪問にて支援している。 セイシン シッカン シンタイテキ キオウ レキ ニンプ カン カタ オウ ヒツヨウ ゲツ ゴト ゲツ ゴト デンワ ホウモン シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				*		*		*		*		1		1		1		1		1		1		保育所等関係機関との情報共有、要対協での情報共有（必要であれば） ホイク ショ トウ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ ヨウ タイ キョウ ジョウホウ キョウユウ ヒツヨウ		1		虫歯予防教室での啓発強化 ムシバ ヨボウ キョウシツ ケイハツ キョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４か月健診にて発達の指導を行っている（集団） ヨンカゲツ ケンシン ハッタツ シドウ オコナ シュウダン		0		0				1		カンファレンス		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所、教育委員会と連携して評価 ホイク ショ キョウイク イインカイ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県主催などの研修会に参加 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		9		981		愛知県		豊明市		健康福祉部健康推進課（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン		徳田鈴香 トク タ スズ カオリ		0562-93-1611		0562-93-0611		1		kenko@city.toyoake.lg.jp		0		1				1		0		3		6		590		581		1		0		1		5		1		11		561		539		1		0		1		5		1		11		561		539		1		0		3		1		3		11		608		571		1		0		3		1		3		11		608		571		647		70		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		外国籍のう蝕り患率、う蝕本数共に高い。保健指導で哺乳ビン、ステファンカーブの課題、指導が多いが時間や言葉の壁があるためパンフレットを作成し指導しやすいようにした。 ガイ コクセキ ショク カン リツ ショク ホンスウ トモ タカ ホケン シドウ ホニュウ カダイ シドウ オオ ジカン コトバ カベ サクセイ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診案内にパンフレットを同封している。 ケンシン アンナイ ドウフウ		0		0				0				1		0				1		妊娠期教室で愛知県のDVDを流している ニンシン キ キョウシツ アイチケン ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部研修に参加し復命書で伝達、もしくは口頭で伝達する ガイブ ケンシュウ サンカ フクメイ ショ デンタツ コウトウ デンタツ		1				1

		10		769		福井県		あわら市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		村中 ムラ ナカ		0766-73-8023		0766-73-5688		1		chojyu@city.awara.lg.jp		1		1				0		1		4		5		177		164		1		0		1		6		1		7		223		216		1		0		1		6		1		7		223		216		*		*		3		0		3		1		204		198		*		*		3		0		3		1		204		198		176		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1		健診の問診票に保健師によるフォローの「要・否」を記入する欄がある。 ケン モンシン ヒョウ ホケンシ ヨウ イナ キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		11		776		福井県		美浜町		健康づくり課 ケンコウ カ		坪塚恵子 ツボ ツカ ケイコ		0770-32-6713		0770-32-6050		1		tsubotsuka.101@town.fukui-mihama.lg.jp		0		1		1		0		1		4		4		80		75		1		0		1		7		1		8		69		69		1		0		1		7		1		8		69		69		1		0		3		1		3		3		69		67		1		0		3		1		3		3		69		67		79		0		1		0		0		0				0				0		1		母子保健推進員が担当地区の妊産婦を見守り状況を報告している。育児支援家庭訪問相談員が支援が必要な妊婦を支援、見守りを行っている。 ボシ ホケン スイシンイン タントウ チク ニンサンプ ミマモ ジョウキョウ ホウコク イクジ シエン カテイ ホウモン ソウダンイン シエン ヒツヨウ ニンプ シエン ミマモ オコナ		1		1		0		1		1		0		1		健診前に関係機関（保育園、子育て支援リーダー他）より発育状態について連絡をいただき結果を報告している。 ケンシン マエ カンケイ キカン ホイクエン コソダ シエン ホカ ハツイク ジョウタイ レンラク ケッカ ホウコク		1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		う蝕り患率や教室参加者のアンケートより、より効果的な保健指導の内容を検討している。 ショク カン リツ キョウシツ サンカシャ コウカテキ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児学級（生後１～３か月児対象）６～８か月児教室、1歳児教室、2歳児教室においてその時期に応じた発達を保護者とともに確認している。 イクジ ガッキュウ セイゴ ゲツ ジ タイショウ ゲツ ジ キョウシツ サイジ キョウシツ サイジ キョウシツ ジキ オウ ハッタツ ホゴシャ カクニン		0		0				1		健診や教室において親子の様子を見て気になる方について声掛けを行い相談を行っている。 ケンシン キョウシツ オヤコ ヨウス ミ キ カタ コエ カ オコナ ソウダン オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		健診後関係機関と連携し療育相談や教室を行っている。 ケンシン ゴ カンケイ キカン レンケイ リョウイク ソウダン キョウシツ オコナ		0		0		0				0				0		0		0		1		受診票の問診項目より育児不安や困難な状況を把握して対応している。 ジュシン ヒョウ モンシン コウモク イクジ フアン コンナン ジョウキョウ ハアク タイオウ		0				0				0				1		0								1		1				1

		12		756		石川県		津幡町		町民福祉部健康こども課 チョウミン フクシ ブ ケンコウ カ		高村彩那 タカムラ アヤ ナ		076-288-7926		076-288-7935		1		kenkoukodomo@town.tsubata.lg.jp		0		1				1		0		4		4		261		258		1		0		1		7		1		7		348		333		1		0		1		7		1		7		348		335		1		0		3		5		3		5		359		340		1		0		3		5		3		5		359		338		331		28		1		1		0		0				1		月1回の検討会で保健師間で情報共有、評価している。 ツキ カイ ケントウカイ ホケン シ アイダ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		健診出務保健師から母子保健担当保健師へつなぎ、検討後必要があると判断した場合は要保護担当に通告する ケンシン シュツ ム ホケン シ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケントウ ゴ ヒツヨウ ハンダン バアイ ヨウ ホゴ タントウ ツウコク		1		経年のう蝕り患率を各関係機関が参集した歯科部会にて検証。事業内容について評価し、改善案があれば取り入れている。 ケイ ネン カクカンケイ キカン サンシュウ シカ ブカイ ケンショウ ジギョウ ナイヨウ ヒョウカ カイゼン アン ト イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		7か月児健診にて、発達過程における事故予防について説明している。 ゲツ ジ ケンシン ハッタツ カテイ ジコ ヨボウ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスや母子事例検討会にて、保健指導の方法について評価検討している。 ケンシン ゴ ボシ ジレイ ケントウカイ ホケン シドウ ホウホウ ヒョウカ ケントウ		0		0				1		出生届出時、パンフレットを配布。マタニティ教室にて周知 シュッセイトドケ デ ジ ハイフ キョウシツ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診担当者に情報を伝えている。 シュウガク ジ ケンシン タントウシャ ジョウホウ ツタ		0		0		0				1		要精検者やフォロー者については町へ情報伝達してもらい、精検受診券発行やフォロー等を行っている。 ヨウ セイ ケン シャ シャ マチ ジョウホウ デンタツ セイ ケン ジュシン ケン ハッコウ ナド オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		13		73		北海道		由仁町		保健福祉課保健予防担当 ホケン フクシカ ホケン ヨボウ タントウ		濱道智子 ハマ ミチ トモコ		0123-83-4750		0123-83-4750		1		hoken-fukushi@town.yuni.lg.jp		0		1				1		0		4		6		23		23		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		3		0		3		11		35		34		1		0		3		0		3		11		35		34		33		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の保健事業計画に反映している ジ ネンド ホケン ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４，７，１０か月健診においては次に段階の発達に向けた集団指導を実施 ゲツ ケンシン ツギ ダンカイ ハッタツ ム シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		14		867		長野県		朝日村		住民福祉課健康づくり担当 ジュウミン フクシカ ケンコウ タントウ		河西 カワニシ		0263-99-2450		0263-99-3589		1		kenkouzukuri@vill.asahi.nagano.jp		0		1				1		0		4		4		31		31		1		0		1		6		1		6		18		18		1		0		1		6		1		6		16		16		1		0		3		0		3		0		28		28		1		0		3		0		3		0		26		26		23		0		1		0		0		1		受診券の異常あり・なしをチェックしている。 ジュシン ケン イジョウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを渡す ワタ		0		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所への巡回相談にて実施 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		15		854		長野県		泰阜村		福祉課 フクシカ		林今日子 ハヤシ コンニチ コ		0260-26-2111		0260-26-2553		1		jumin@vill.yasuoka.nagano.jp		1		1				0		1		*		*		10		10		1		0		*		*		*		*		6		5		1		0		*		*		*		*		6		5		1		0		*		*		*		*		11		10		1		0		*		*		*		*		11		10		14		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時 シンセイジ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		*		1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		16		832		長野県		御代田町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂本夏希 サカモト ナツ ノゾミ		0267-32-2554		0267-32-2511		1		miyota@town.miyota.lg.jp		0		1				*		*		3		5		114		111		*		*		1		6		1		8		119		111		*		*		1		6		1		8		119		111		*		*		3		0		3		2		120		118		*		*		3		0		3		2		120		118		138		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		健診時の事後指導 ケンシン ジ ジゴ シドウ		0		0				1		遊びの教室や個別対応 アソ キョウシツ コベツ タイオウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児教室 サイ ジ キョウシツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		17		428		茨城県		つくばみらい市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		野澤真由美 ノザワ マユミ		0297-25-2100		0297-52-0990		1		kenkou01@city.tsukubamirai.lg.jp		0		1		1		1		0		3		5		520		537		1		0		1		6		1		11		566		555		1		0		1		6		1		11		566		555		1		0		3		2		3		11		502		482		1		0		3		2		3		11		502		482		517		53		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		教室の開催 キョウシツ カイサイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時リーフレット配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育担当との話し合い リョウイク タントウ ハナ ア		0		0		0				1		受診票への記載 ジュシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤保健師に対する子ども発達に関する勉強会 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ タイ コ ハッタツ カン ベンキョウ カイ		1										1

		18		847		長野県		阿南町		民生課健康支援係 ミンセイ カ ケンコウ シエン カカリ		小早川友香 コ ハヤカワ トモ カ		0260-22-4051		0260-22-2576		1		minsei@town.anan.nagano.jp		0		1				1		1		3		4		20		19		1		0		1		5		1		11		34		34		1		0		1		5		1		11		34		34		1		0		2		11		3		5		37		35		1		0		2		11		3		5		37		35		27		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		19		647		東京都		国分寺市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		石丸明子 イシ マル アキコ		042-321-1801		042-321-1181		1		kenkousuishin@city.kokubunji.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		945		919		1		0		1		6		1		11		991		943		1		0		1		6		1		11		991		943		1		0		3		0		3		11		938		901		1		0		3		0		3		11		938		901		1068		10		0		0		0		1		母子健康手帳を妊婦自身に交付した場合は「妊娠届出時アンケート」を実施しアンケート結果からアセスメントを実施している。 ボシ ケンコウ テチョウ ニンプ ジシン コウフ バアイ ニンシン トドケデ トキ ジッシ ケッカ ジッシ		0				0		1		定期的支援をしているケースについて、事例検討会で支援状況を評価している テイキテキ シエン ジレイ ケントウ カイ シエン ジョウキョウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味飲料の習慣、食生活 アマミ インリョウ シュウカン ショクセイカツ		0		1		0		0		0				1		新生児訪問（乳児家庭全戸訪問事業）において説明している シンセイジ ホウモン ニュウジ カテイ ゼン コ ホウモン ジギョウ セツメイ		0		0				1		課内で事例検討の場を設け定期的に評価 カ ナイ ジレイ ケントウ バ モウ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問、両親学級で啓発 シンセイジ ホウモン リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				1		医師の判定（精密健診の結果） イシ ハンテイ セイ ミツ ケンシン ケッカ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		フォローアップ対象者の経過について年度ごとに評価している タイショウシャ ケイカ ネンド ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		都の母子保健研修の勝要 ト ボシ ホケン ケンシュウ カツ ヨウ		1		母子保健や健診の意義、位置づけ。健診項目のアセスメント方法について不定期に内部研修実施 ボシ ホケン ケンシン イギ イチ ケンシン コウモク ホウホウ フテイキ ナイブ ケンシュウ ジッシ		0				0		0										1		1		1

		20		640		東京都		昭島市		保健福祉部健康課保健指導係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ カカリ		仲井友恵 ナカイ トモエ		042-543-7303		042-543-7１30		1		kenkoka@city.akishima.lg.jp		1		1				1		0		3		5		915		898		0		1		1		6		1		11		994		928		1		0		1		6		1		11		994		823		1		0		3		0		3		11		903		876		1		0		3		0		3		11		903		873		948		59		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		3歳児健診ではう蝕の罹患と歯科検診利用状況を評価し、健診内容や保健指導に生かしている。 サイジ ケンシン ショク リカン シカ ケンシン リヨウ ジョウキョウ ヒョウカ ケンシン ナイヨウ ホケン シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1つに絞れませんでした シボ		0		0		0		1		0				1		母子健康手帳の項目を保護者と問診の場面で確認している ボシ ケンコウ テチョウ コウモク ホゴシャ モンシン バメン カクニン		0		0				1		母の感じ方を中心に問診で聞き取り傾聴している ハハ カン カタ チュウシン モンシン キ ト ケイチョウ		0		0				1		集団指導（事故予防の話）で実施 シュウダン シドウ ジコ ヨボウ ハナシ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		機会は確保していないが、健診の度に必要に応じて非常勤従事者に情報を提供している キ カイ カクホ ケンシン タビ ヒツヨウ オウ ヒジョウキン ジュウジシャ ジョウホウ テイキョウ						1

		21		641		東京都		調布市		福祉健康部健康推進課健康支援係 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ シエン カカリ		鵜篭千恵 ウ カゴ チエ		042-441-6100		042-441-610１		1		kenkou@w2.city.chofu.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		2069		2017		1		0		1		6		2		0		2029		1966		1		0		1		6		2		0		2029		1966		1		0		3		0		4		0		1921		1864		1		0		3		0		4		0		1921		1851		2096		40		1		0		0		0				1		①毎月、保健師のケースカンファレンス時②毎月、要保護児童対策地域協議会の下、福祉部門との連絡会時 マイツキ ホケンシ トキ マイツキ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ モト フクシ ブモン レンラクカイ トキ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		「いい歯東京」の目標値を目指し、毎年健診結果を評価しながら事業計画を立てる ハ トウキョウ モクヒョウチ メザ マイトシ ケンシン ケッカ ヒョウカ ジギョウ ケイカク タ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子育て支援→会場での児の発達、母子関係、母子の様子、母の育児全般の困り感等全体を見てアセスメント コソダ シエン カイジョウ ジ ハッタツ ボシ カンケイ ボシ ヨウス ハハ イクジ ゼンパン コマ カン トウ ゼンタイ ミ		0		1		0		0		0				1		集団教育 シュウダン キョウイク		0		0				1		健診後、問診等から必要な支援につながっているか、各健診担当保健師が評価し地区担当保健師と検討を行い支援につなげる ケンシン ゴ モンシン トウ ヒツヨウ シエン カク ケンシン タントウ ホケンシ ヒョウカ チク タントウ ホケンシ ケントウ オコナ シエン		0		0				1		妊娠期のパパママ教室にて実施 ニンシン キ キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年に数回専門医等の研修を開催。都等で実施の母子保健研修等の参加を案内 ネン スウカイ センモンイ トウ ケンシュウ カイサイ ト トウ ジッシ ボシ ホケン ケンシュウ トウ サンカ アンナイ		0				0		0								1		1

		22		777		福井県		高浜町		保健課 ホケンカ		畑中美優寿 ハタ ナカ ミ ユウ コトブキ		0770-72-2493		0770-72-2081		1		hshoken@town.takahama.fukui.jp		0		1				0		1		4		4		81		78		1		0		1		6		1		7		101		99		1		0		1		6		1		7		101		99		*		*		3		6		3		7		77		77		*		*		3		6		3		7		77		77		92		27		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		妊娠期から3歳まで一貫した歯科保健指導内容を検討している ニンシン キ サイ イッカン シカ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		親のセルフケア技術の向上 オヤ ギジュツ コウジョウ		0		0		1		0		0				1		育児相談（2か月、1歳）少し先の身体、心の発達過程を説明指導している イクジ ソウダン ゲツ サイ スコ サキ シンタイ ココロ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		意図的に評価をしているわけではないが、保育カウンセラー事業や就学支援など様々な機会を通じて結果的に評価する場はある イト テキ ヒョウカ ホイク ジギョウ シュウガク シエン サマザマ キカイ ツウ ケッカテキ ヒョウカ バ		1		問診票に継続支援の必要性を記入する項目を作っている モンシン ヒョウ ケイゾク シエン ヒツヨウセイ キニュウ コウモク ツク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		23		773		福井県		池田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		冨田路子 トミダ ミチコ		0778-44-8000		0778-44-8008		2		m.tomita@town.ikeda.fukui.jp		0		1				0		1		4		5		17		16		1		0		1		6		1		9		10		10		1		0		1		6		1		9		10		10		1		0		3		0		3		3		12		12		1		0		3		0		3		3		12		12		16		8		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		24		952		静岡県		長泉町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		渡部瑞穂 ワタベ ミズホ		055-986-8760		055-986-8760		1		kenko@nagaizumi.org		0		1				0		1		3		5		1		0		1		0		1		6		1		7		492		478		1		0		1		6		1		7		492		478		1		0		3		1		3		2		476		469		1		0		3		1		3		2		476		469		491		26		1		0		0		0				1		月1回ケース検討を行っている ツキ カイ ケントウ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進会議で評価を計画的に活用 シカ ホケン スイシン カイギ ヒョウカ ケイカクテキ カツヨウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		7か月児育児教室で0歳後半から7カ月までの社会性の発達過程について説明している ゲツ ジ イクジ キョウシツ サイ コウハン ゲツ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		教室（健診事後）参加者における個別評価や相談会利用者の個別の評価は、個々にしているが育てにくさを感じる親全体に対する保健指導の効果はどうかといった評価はできていない。 キョウシツ ケンシン ジゴ サンカシャ コベツ ヒョウカ ソウダンカイ リヨウシャ コベツ ヒョウカ ココ ソダ カン オヤ ゼンタイ タイ ホケン シドウ コウカ ヒョウカ		1				0		0				0				0				0				0				0		1		量的分析までは行えていないが、判定の状況については問診、保健指導等の記述などから質的に捉え改善の必要があれば改善につなげている。 リョウテキ ブンセキ オコナ ハンテイ ジョウキョウ モンシン ホケン シドウ トウ キジュツ シツテキ トラ カイゼン ヒツヨウ カイゼン		0				0		1		日々の活動の中で個別の支援を通して個別のフォローアップの妥当性について日々検討している。予算要求時には積み重ねた改善案をまとめる作業をし、次年度計画、予算要求へとつなげている。 ヒビ カツドウ ナカ コベツ シエン トオ コベツ ダトウセイ ヒビ ケントウ ヨサン ヨウキュウ ジ ツ カサ カイゼン アン サギョウ ジネンド ケイカク ヨサン ヨウキュウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1

		25		923		岐阜県		白川村		村民課 ソンミン カ		西　満里子 ニシ マリコ		05769-6-1311		05769-6-1709		1		sonmin-hokeneisei@vill.shirakawa.lg.jp		0		1				*		*		4		4		10		10		*		*		1		6		1		9		13		13		*		*		1		6		2		0		13		11		*		*		*		*		*		*		14		14		*		*		*		*		*		*		14		10		18		3		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診時に現在の発達及び次回健診までの発達について説明 ケン トキ ゲンザイ ハッタツ オヨ ジカイ ケンシン ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明 アカ ホウモン トキ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		26		916		岐阜県		富加町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		石原恵美子 イシハラ エミコ		0574-54-2117		0574-54-2117		1		hoken-center@town.tomika.lg.jp		0		1				1		0		4		9		54		54		1		0		1		6		1		9		48		47		1		0		1		6		1		9		48		47		1		0		2		11		3		2		55		52		1		0		2		11		3		2		55		52		41		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		発見した場合、福祉や教育課がケース会議を開く ハッケン バアイ フクシ キョウイク カ カイギ ヒラ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		10月より2歳になった子に対し3歳までにこういうことができるようになりますとの一覧を書いた発達目安を配る予定 ガツ サイ コ タイ サイ イチラン カ ハッタツ メヤス クバ ヨテイ		0				1		0				1		乳児検診の問診用紙に知っているかどうか問う項目がある。知らない親に対しては指導している ニュウジ ケンシン モンシン ヨウシ シ ト コウモク シ オヤ タイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		27		919		岐阜県		八百津町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木澤美穂 キザワ ミホ		0574-43-2111		0574-43-2117		1		hosoudan@town.yaotsu.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		62		61		1		0		1		6		1		7		74		74		1		0		1		6		1		7		74		74		1		0		2		11		3		0		67		66		1		0		2		11		3		0		67		66		62		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		事業にフッ素塗布を取り入れた。保育園児のフッ素洗口を予算化した ジギョウ ソ トフ ト イ ホイクエン ジ ソ アラ クチ ヨサンカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		健診時のカンファレンスで他保健師、臨床心理士、保育士でディスカッションしている ケンシン ジ ホカ ホケンシ リンショウ シンリシ ホイクシ		0		0				1		母子手帳交付時に注意を促している ボシ テチョウ コウフ ジ チュウイ ウナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健会議等で健診後の様子などを情報交換する。4回／年 ボシ ホケン カイギ トウ ケンシン ゴ ヨウス ジョウホウ コウカン カイ ネン		0		0				1		保育園、教育課との会議 ホイクエン キョウイク カ カイギ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1						1

		28		1186		奈良県		野迫川村		住民課 ジュウミンカ		高岡 タカ オカ		0747－37－2101		0747－37－2107		*		*		*		*				1		0		2		7		1		1		1		0		1		5		1		9		1		1		1		0		1		5		1		9		1		1		1		0		3		5		3		9		1		1		1		0		3		5		3		9		1		1		2		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		口頭による説明 コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		29		1173		奈良県		曽爾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		椿根純子 ツバキ ネ ジュンコ		0745－94－2102		0745－94－2102		1		jyumin@vill.soni.lg.jp		0		1				*		*		3		5		8		7		*		*		1		6		1		11		9		8		*		*		1		6		1		11		7		4		*		*		3		6		3		11		13		13		*		*		3		0		3		6		10		9		2		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		1		常に他関係者と情報共有出来ている ツネ ホカ カンケイ シャ ジョウホウ キョウユウ デキ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		定期的な担当者会議で検討している テイキテキ タントウシャ カイギ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショク セイカツ		0		1		0		0		0				1		健診時の保健指導で説明している ケンシン トキ ホケン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係者と対象児の情報共有、今後の検討等は話し合うが、きちんとした評価指標は設けていない カンケイシャ タイショウ ジ ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ トウ ハナ ア ヒョウカ シヒョウ モウ		0				0		0		0		1		乳幼児健診は委託していないが、歯科検診は委託のため連携している（定期的な会議に医師出席） ニュウヨウジ ケンシン イタク シカ ケンシン イタク レンケイ テイキテキ カイギ イシ シュッセキ		0				0				0				1		0				1				1		1

		30		1162		奈良県		香芝市		保健センター ホケン		児玉ひとみ コダマ		0745－77－3965		0745－77－0939		1		hokensen@city.kashiba.lg.jp		1		1				1		0		4		9		721		709		1		0		1		6		1		11		830		816		1		0		1		6		1		11		830		816		1		0		3		6		3		11		857		830		1		0		3		6		3		11		857		828		800		66		1		0		0		0				0				0		1		特定妊婦に関しては随時、また要対協会議の際に評価している。要支援妊婦に関しては対応時随時評価している トクテイ ニンプ カン ズイジ ヨウ タイ キョウ カイギ サイ ヒョウカ ヨウ シエン ニンプ カン タイオウ ジ ズイジ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診内容から、むし歯との関係を明らかにして次年度の指導に生かしている モンシン ナイヨウ バ カンケイ アキ ジネンド シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児健診では10か月相談来所までの発達過程、10か月児相談では、1歳6か月健診までの発達過程を指導 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ソウダン ライ ショ ハッタツ カテイ ゲツ ジ ソウダン サイ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ シドウ		0		0				1		心の健康相談室に毎日臨床心理士が勤務しているため発達相談を受けてもらい、発達の状態を知り心理士とともに評価をし、保健指導に反映している シン ケンコウ ソウダンシツ マイニチ リンショウ シンリシ キンム ハッタツ ソウダン ウ ハッタツ ジョウタイ シ シンリシ ヒョウカ ホケン シドウ ハンエイ		0		0				1		4か月健診にて健やか親子２１アンケートを実施している。 ゲツ ケンシン スコ オヤコ ジッシ		0		0				0				0				1		歯科医師判定のばらつきが見られる シカ イシ ハンテイ ミ		0				0		1		精密検査対象者の追跡結果 セイミツ ケンサ タイショウシャ ツイセキ ケッカ		1		健診後スタッフ間におけるカンファレンス ケンシン ゴ カン		0		0				0				0		0		1		就学前相談時は保健センターで発達相談を受けた時に対し、保護者の希望のもと結果を提供している シュウガク マエ ソウダン ジ ホケン ハッタツ ソウダン ウ トキ タイ ホゴシャ キボウ ケッカ テイキョウ		0				0		0		1		0				1		県主催の研修会は必ず受講できるようにしている ケン シュサイ ケンシュウカイ カナラ ジュコウ		0				0				0		1		非常勤従事者にも参加可能な研修に案内しているが参加は強制ではない ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ カノウ ケンシュウ アンナイ サンカ キョウセイ						1		1		1

		31		1170		奈良県		川西町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		身吉まゆみ ミ キチ		0745－43－1900		0745－43－2812		2		m-miyoshi@town.nara-kawanishi.lg.jp		0		9				1		0		4		6		63		62		1		0		1		6		1		8		59		58		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		6		3		8		54		49		*		*		*		*		*		*		*		*		63		2		1		0		0		0				1		特定妊婦は要対協にて３～６か月ごとに会議し評価する トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ゲツ カイギ ヒョウカ		0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病者数が増加したため保健指導者の数を増員した ショク ユウビョウシャ スウ ゾウカ ホケン シドウ シャ カズ ゾウイン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室で説明・実践している ニンプ キョウシツ セツメイ ジッセン		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1				0				0		0								1		1

		32		1220		和歌山県		串本町		福祉課 フクシカ		中　まどか ナカ		0735－62－6206		*		*		*		*		*				1		0		4		6		101		100		1		0		1		8		2		2		68		60		1		0		1		8		2		2		68		60		1		0		3		6		4		0		94		83		1		0		3		6		4		0		94		83		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		指導保健師による シドウ ホケンシ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0														1

		33		1218		和歌山県		古座川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大倉菜緒 オオクラ ナオ		0735-67-7112		0735-67-0712		2		ookura-002@town.kozagawa.wakayama.jp		0		1				*		*		3		4		14		14		*		*		1		6		1		10		7		5		*		*		1		6		1		10		7		5		*		*		3		6		3		8		13		11		*		*		3		6		3		8		13		11		13		0		0		0		0		1		把握方法に取り決めはなく、随時対応している ハアク ホウホウ ト キ ズイジ タイオウ		0				1		0				0		0		0		1		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		「重点を置いている」項目はなく、総合的に判断している ジュウテン オ コウモク ソウゴウテキ ハンダン		0		0		1		0		0				1		健診にて個別に保健指導を実施。パンフレットにて説明している。 ケンシン コベツ ホケン シドウ ジッシ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時に説明している。（訪問率100％） ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ セツメイ ホウモン リツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		子どもの発達の理解。発達につまづきのある家庭の支援法など コ ハッタツ リカイ ハッタツ カテイ シエン ホウ		0				0				0		0

		34		1194		和歌山県		有田市		市民福祉部健康課保健指導係 シミン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ ガカリ		*		0737－82－3223		0737－82－5302		1		hokens@city.arida.lg.jp		0		1				1		0		3		4		187		177		1		0		1		7		1		8		195		187		1		0		1		7		1		8		195		187		1		0		3		5		3		6		209		196		1		0		3		5		3		6		209		196		230		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診、教室において個別に伝えている カク ケンシン キョウシツ コベツ ツタ		0		0				1		個別ケースの対応についてカンファレンスを実施ぢており保健指導の評価の場になっている コベツ タイオウ ジッシ ホケン シドウ ヒョウカ バ		0		0				1		ポスター掲示、保健指導 ケイジ ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		個別ケースのフォロー状況を検討、年度替わり等に健診時期（フォローの場）やフォローの状況を評価している。 コベツ ジョウキョウ ケントウ ネンド ガ トウ ケンシン ジキ バ ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		必要なケースについては年に1回を目安に発達相談を実施。その際に関係機関と連携をとり評価） ヒツヨウ ネン カイ メヤス ハッタツ ソウダン ジッシ サイ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		35		1077		京都府		伊根町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		稲葉　南 イナバ ミナミ		0722－32－3031		0722－32－3032		2		inabam@town.ine.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		13		12		1		0		1		7		1		9		14		14		1		0		1		7		1		9		14		14		1		0		3		5		3		7		8		8		1		0		3		5		3		7		8		8		7		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		36		1126		兵庫県		宝塚市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小林美恵 コバヤシ ミエ		0797－86－0056		0797－83－2421		2		mie-kobayashi@city.takarazuka.lg.jp		0		2				1		0		4		6		1837		1790		1		0		1		6		1		11		2008		1911		1		0		1		6		1		11		2008		1910		1		0		3		6		3		11		2076		1966		1		0		3		6		3		11		2076		1965		1935		62		0		1		0		0				1		月1回実施する課内受理会、検討会で評価。評価時期はｹｰｽのリスクレベル等により異なります ツキ カイ ジッシ カナイ ジュリ カイ ケントウ カイ ヒョウカ ヒョウカ ジキ トウ コト		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		要支援者に対して定期的に事例検討を行っている。（定例的に開催） ヨウ シエンシャ タイ テイキテキ ジレイ ケントウ オコナ テイレイテキ カイサイ		0		0				1		パンフレットの配布及び赤ちゃん訪問での指導、父親学級（両親学級） ハイフ オヨ アカ ホウモン シドウ チチオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				0		1		乳幼児健診検討委員会の実施 ニュウヨウジ ケンシン ケントウ イインカイ ジッシ		1		乳幼児健診検討委員会で評価 ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達講座への参加 ハッタツ コウザ サンカ		1		発達講座への参加 ハッタツ コウザ サンカ		0				0		0										1

		37		1238		鳥取県		日野町		健康福祉センター ケンコウ フクシ		生田季香 イクタ キ カオリ		0859－72－1852		0859－72－1484		1		kenko@town.hino.tottori.jp		0		1				1		0		3		5		23		16		1		0		1		6		1		9		12		12		1		0		1		6		1		9		12		12		1		0		3		0		3		6		13		13		1		0		3		0		3		6		13		13		7		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		母子保健連絡会で事業計画を立案 ボシ ホケン レンラクカイ ジギョウ ケイカク リツアン		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児検診で母子健康手帳に沿って月齢の特徴を説明している。（特に月齢を定めていないのでその人に合った説明ができる） ニュウジ ケンシン ボシ ケンコウ テチョウ ソ ゲツレイ トクチョウ セツメイ トク ゲツレイ サダ ヒト ア セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児検診で保健指導をしている。 ニュウジ ケンシン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		子育て支援会議 コソダ シエン カイギ		1		0		0				1		鳥取県標準版の健診票を使用し結果が町に報告される トットリケン ヒョウジュン バン ケンシン ヒョウ シヨウ ケッカ マチ ホウコク		0		0		0		0				1		県、鳥取県日野郡連携会議、民間団体等が企画する研修会に参加。 ケン トットリケン ヒノグン レンケイ カイギ ミンカン ダンタイトウ キカク ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		38		1225		鳥取県		岩美町		住民生活課子育て支援係 ジュウミン セイカツ カ コソダ シエン カカリ		河上 カワカミ		0857－73－1415		0857－73－1569		1		jyumin@iwami.gr.jp		0		1				0		1		3		4		*		*		1		0		1		6		1		9		*		*		1		0		1		6		1		9		*		*		1		0		3		0		3		3		*		*		1		0		3		0		3		3		*		*		77		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		歯科保健事業の強化、内容の拡充 シカ ホケン ジギョウ キョウカ ナイヨウ カクジュウ		0		0				0		0		0		0		*		*		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健指導 ホケン シドウ		0		0				0				1		0				1		広報、訪問指導 コウホウ ホウモン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診、就学前相談 サイジ ケンシン シュウガクマエ ソウダン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		1		県が実施 ケン ジッシ						1						1

		39		1257		島根県		知夫村		村民福祉課 ソンミン フクシカ		長久幸乃 ナガ ヒサ ユキ ノ		08514－8－2211		08514－8－2093		2		y-nagahisa@chibu.jp		0		1				1		0		3		5		3		3		1		0		1		0		1		6		1		1		1		0		1		0		1		6		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		3		0		1		0		0		0				1		妊婦さんが定期健診を受けているかどうかを確認する。家庭訪問や庁内のセンターなどで状況を確認する。 ニンプ テイキ ケンシン ウ カクニン カテイ ホウモン チョウナイ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		保育所保育士などと連絡し必要があれば歯科医師に子育てサロンや保育所で「予防や歯について」の講義をお願いする ホイク ジョ ホイクシ レンラク ヒツヨウ シカ イシ コソダ ホイク ジョ ヨボウ ハ コウギ ネガ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		3・4か月健診にパンフレットを使用して6か月後の発達過程の話をするなどして育児不安を軽減するようはなしをしている。 ゲツ ケンシン シヨウ ゲツ ゴ ハッタツ カテイ ハナシ イクジ フアン ケイゲン		0		0				1		問診票の結果を参考にする モンシン ヒョウ ケッカ サンコウ		0		0				1		保健師が乳幼児健診の時にパンフレットを使用しながら保護者に説明する ホケンシ ニュウヨウジ ケンシン トキ シヨウ ホゴシャ セツメイ		0		0				1		視力検査、聴覚検査、検尿など シリョク ケンサ チョウカク ケンサ ケン ニョウ		0				0				0				0		0				1		年3回脳神経小児科医師と保育所保育士、保健師と連携して評価を行う ネン カイ ノウシンケイ ショウニ カ イシ ホイク ジョ ホイクシ ホケン シ レンケイ ヒョウカ オコナ		0		0				1		年3回脳神経小児科医師と保育所保育士、保健師と連携して評価を行う ネン カイ ノウシンケイ ショウニ カ イシ ホイク ジョ ホイクシ ホケン シ レンケイ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児健診のパンフレットを各従事者に配布する ニュウヨウジ ケンシン カク ジュウジシャ ハイフ		0				0				0		0								1		1		1		1

		40		1569		大分県		姫島村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小島亜矢 コジマ アヤ		0978－87－2177		0978－73－7000		1		hime-suishinka@himeshima.jp		0		1				1		0		3		5		9		9		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		3		4		3		6		9		9		1		0		3		4		3		6		9		9		13		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				*		*		*		*				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		講話の内容や問診の内容を変更している コウワ ナイヨウ モンシン ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問や乳児健診で指導 シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		41		1588		宮崎県		木城町		福祉保健課保健センター フクシ ホケンカ ホケン		猪野美帆 イノ ミホ		0983－32－4010		0983－32－2727		2		ino.m_kt@town.kijo.miyazaki.jp		0		1				1		1		3		5		72		50		1		0		1		4		1		7		65		48		1		0		1		4		1		7		65		48		1		0		3		7		3		9		60		50		1		0		3		7		3		9		60		50		50		1		1		0		0		0				1		件数が少ないためケースによって決めている ケンスウ スク キ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		う蝕があった児がその後受診したか追跡調査を行う ショク ジ ゴ ジュシン ツイセキ チョウサ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～4か月健診で、今後の成長発達の過程がわかるパンフレットを使って説明している ゲツ ケンシン コンゴ セイチョウ ハッタツ カテイ ツカ セツメイ		0		0				1		臨床心理士に3歳児健診で個別相談をしてもらい評価している リンショウ シンリシ サイジ ケンシン コベツ ソウダン ヒョウカ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に指導 アカ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育園へ巡回訪問し評価する ホイクエン ジュンカイ ホウモン ヒョウカ		0		0				1		5歳児健診相談の結果を教育課に提出 サイジ ケンシン ソウダン ケッカ キョウイク カ テイシュツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		42		1339		徳島県		海陽町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		山本美恵 ヤマモト ミエ		0884－73－4311		0884－73－3880		2		yamamoto-mie@town.kaiyo.lg.jp		0		1				1		1		3		5		40		29		1		0		1		6		1		11		58		55		1		0		1		6		1		11		58		55		1		0		3		0		3		11		42		39		1		0		3		0		3		11		42		38		45		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子どもノートを使って説明 コ ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ポスターの掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達検査の結果を保育所、幼稚園、教育委員会と共有している ハッタツ ケンサ ケッカ ホイク ジョ ヨウチエン キョウイク イインカイ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		43		59		北海道		京極町		健康推進課保健推進係 ケンコウ スイシン カ ホケン スイシン カカリ		高橋明奈 タカハシ アキラ ナ		0316－42－2111		0316－42－3155		1		kenko@town-kyogoku.jp		0		1				1		0		3		5		16		15		1		0		1		6		1		11		20		19		1		0		1		6		1		11		20		19		*		*		3		0		3		6		19		17		*		*		3		0		3		6		19		17		18		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健所の支援を受け、歯科保健事業全体の評価、検討を行っている。 ホケンジョ シエン ウ シカ ホケン ジギョウ ゼンタイ ヒョウカ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診、乳児相談の問診時に個別で伝えている ニュウジ ケンシン ニュウジ ソウダン モンシン ジ コベツ ツタ		0		0				1		今年度より健診の問診票に含めカンファレンスで評価を行っている コンネンド ケンシン モンシン ヒョウ フク ヒョウカ オコナ		0		0				1		出生届時にパンフレットを配布し説明を行っている シュッセイトドケ ジ ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		44		100		北海道		音威子府村		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		三國由希恵 ミクニ ユウ キエ		01656－9－3050		01656－9－3055		1		hoken-fukushi@vill.otoineppu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		1		1		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		3		0		3		11		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		4		0		1		1		0		0				0				0		1		該当者がいた場合に継続支援し個別にアセスメント、評価していく。		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月ごとに実施している乳幼児健診にて問診の場で説明 ゲツ ジッシ ニュウヨウジ ケンシン モンシン バ セツメイ		0		0				0				0		1		該当者がいた場合、継続支援していく中でアセスメント、評価していく。 ガイトウシャ バアイ ケイゾク シエン ナカ ヒョウカ		1		母親学級や新生児訪問にて啓発 ハハオヤ ガッキュウ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		45		131		北海道		西興部村		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		鈴木真美 スズキ マミ		0158-87-2114		0158-87-2777		1		ni.hoken@vill.nishiokoppe.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		7		12		12		1		0		1		6		2		0		6		5		1		0		1		6		2		0		6		5		1		0		3		0		3		11		9		9		1		0		3		0		3		11		9		9		10		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会に積極的に参加している ケンシュウカイ セッキョクテキ サンカ		1		研修会に積極的に参加している ケンシュウカイ セッキョクテキ サンカ		0				0		0

		46		190		青森県		鰺ヶ沢町		健康ほけん課健康推進班 ケンコウ カ ケンコウ スイシン ハン		新保尚子 シン タモツ ヒサコ		0173-72-2111		0173-72-2374		2		naoko.k@town.ajigasawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		45		45		1		0		1		6		1		8		40		37		1		0		1		6		1		8		40		37		1		0		3		6		3		8		60		58		1		0		3		6		3		8		60		58		49		9		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0						1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当課へ情報提供し、今後の対応策を検討する ギャクタイ タントウ カ ジョウホウ テイキョウ コンゴ タイオウ サク ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学指導委員会 シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		47		181		青森県		十和田市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		下田智子 シモダ トモコ		0176-51-6792		0176-25-1183		1		kenko@city.towada.lg.jp		0		1				1		0		4		8		412		403		1		0		1		6		2		0		461		441		1		0		1		6		2		0		461		441		1		0		3		6		4		0		458		446		1		0		3		6		4		0		458		446		418		34		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		48		397		福島県		飯舘村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大河原愛美 オオガワラ マナミ		024-562-4224		024-562-4411		1		kenkou@vill.iitate.fukushima.jp		0		1				*		*		4		5		59		61		*		*		1		6		1		8		40		42		*		*		1		6		1		8		40		42		*		*		3		4		3		6		36		38		*		*		3		4		3		6		36		38		57		0		1		0		0		0				0				0		1		平成26年度は対象なし ヘイセイ ネンド タイショウ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕状況をみて、指導回数を増やした ショク ジョウキョウ シドウ カイスウ フ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		パンフレットを用いながら説明 モチ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修参加 ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		49		491		群馬県		昭和村		保健福祉課 ホケン フクシカ		小池　碧 コイケ ミドリ		0278-24-5111		0278-24-5254		2		m-koike@vill.showa.gunma.jp		1		1				1		0		3		4		54		47		1		0		1		6		1		8		54		52		1		0		1		6		1		8		54		49		1		0		3		2		3		4		60		59		1		0		3		2		3		4		60		59		45		0		1		0		0		0				0				0		1		対象がいないので評価していない タイショウ ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級（妊娠期）で、DVDを活用している ハハオヤ ガッキュウ ニンシン キ カツヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		50		876		長野県		山ノ内町		健康福祉課健康づくり支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		岡村佳奈美 オカムラ カナ ビ		0269-33-3116		0269-33-1104		1		hokeniryo@town.yamanouchi.co.jp		0		2				*		*		4		6		62		62		*		*		1		6		1		11		65		63		*		*		1		6		1		11		65		63		*		*		3		0		3		11		68		66		*		*		3		0		3		11		68		66		66		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもや家族の生活習慣 コ カゾク セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		4か月健診にて今後の発達過程について説明している ゲツ ケンシン コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0				1				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		51		840		長野県		箕輪町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		丸山江美 マルヤマ エミ		0265-79-3111		0265-70-6699		1		kenko@town.minowa.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		202		202		1		0		1		6		1		7		192		190		1		0		1		6		1		7		192		190		1		0		3		0		3		1		227		220		1		0		3		0		3		1		227		220		224		5		1		0		0		0				0				0		1		必要なケースは要対協に情報提供し見守りしている ヒツヨウ ヨウ タイ キョウ ジョウホウ テイキョウ ミマモ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		1歳6か月健診でう蝕多いため、1歳児健診で口腔内に課題がある親子を個別健康相談へ呼び、1歳6か月までにう蝕しないよう歯科衛生士が指導している サイ ゲツ ケンシン ショク オオ サイジ ケンシン コウクウ ナイ カダイ オヤコ コベツ ケンコウ ソウダン ヨ サイ ゲツ ショク シカ エイセイシ シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		国立精研資料使用（10M、1歳、1歳6か月、2歳で説明指導） コクリツ セイ ケン シリョウ シヨウ サイ サイ ゲツ サイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		評価はしていないが、健診ごと、もしくは電話、訪問にて母のお困りに寄り添って支援している ヒョウカ ケンシン デンワ ホウモン ハハ コマ ヨ ソ シエン		1		赤ちゃん訪問にて指導。4か月健診問診票にあり。出生届セットにパンフレット入れている アカ ホウモン シドウ ゲツ ケンシン モンシン ヒョウ シュッセイトドケ イ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検受診率管理はしている セイ ケン ジュシン リツ カンリ		1		次の健診後のカンファレンスにて実施 ツギ ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		子ども未来課、教育課、健康推進課で月1回療育に関する検討会実施し、その中で検討している。 コ ミライ カ キョウイク カ ケンコウ スイシン カ ツキ カイ リョウイク カン ケントウカイ ジッシ ナカ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時保健師の勉強会実施している ヒツヨウジ ホケン シ ベンキョウ カイ ジッシ						1						1

		52		878		長野県		野沢温泉村		民生課保健衛生係 ミンセイ カ ホケン エイセイ カカリ		齋藤悦代 サイトウ エツヨ		0269-85-3201		0269-85-4760		1		hokeneisei@vill.nozawaonsen.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		27		25		1		0		1		6		1		8		17		17		1		0		1		6		1		8		17		17		1		0		3		0		3		2		18		18		1		0		3		0		3		2		18		18		22		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診で発達過程説明 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		マタニティーセミナー赤ちゃんの抱き方説明 アカ ダ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		障害者相談支援センター、療育スタッフ、相談員等で保育園訪問し、児の行動観察し保育士とカンファレンス ショウガイシャ ソウダン シエン リョウイク ソウダンイン トウ ホイクエン ホウモン ジ コウドウ カンサツ ホイクシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		53		869		長野県		池田町		福祉課健康づくり係 フクシカ ケンコウ カカリ		塩嶋幸代 シオジマ ユキヨ		0261-61-5000		0261-61-9441		1		kenko@town.ikeda.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		66		66		1		0		1		5		1		7		69		64		1		0		1		5		1		7		69		64		*		*		3		0		3		1		65		64		*		*		3		0		3		1		65		64		57		2		1		0		0		0				1		養育支援家庭の現在状況の確認ととtもに月1回経過を確認している ヨウイク シエン カテイ ゲンザイ ジョウキョウ カクニン ツキ カイ ケイカ カクニン		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		歯科医師と事業確認し、どのように歯科事業を行うか話し合いを行う シカ イシ ジギョウ カクニン シカ ジギョウ オコナ ハナ ア オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診ごとにデンバーを使い、いつまでに何が獲得できるか確認 カク ケンシン ツカ ナニ カクトク カクニン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		PT相談等専門職により評価 ソウダン トウ センモン ショク ヒョウカ		0		0				1		新版K式など シンパン シキ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		愛着障害の研修を年1回行っている アイチャク ショウガイ ケンシュウ ネン カイ オコナ		0				0				0		0								1		1				1

		54		408		茨城県		高萩市		健康づくり課 ケンコウ カ		金澤優美 カナザワ ユウミ		0293-24-2121		0293-22-0700		1		kenkou@city.takahagi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		196		196		1		0		1		6		1		11		198		185		1		0		1		6		1		11		198		185		*		*		3		0		3		11		208		186		*		*		3		0		3		11		208		186		223		4		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽカンファレンス、全戸訪問連絡調整会議にてケース支援の方向性等について検討している。 ゼンコ ホウモン レンラク チョウセイ カイギ シエン ホウコウセイ トウ ケントウ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		２～３歳の間にう歯が急増することから、高萩市の２歳児歯科検診、歯科医師の講話に市の現状を盛り込んでもらうなど活用している サイ アイダ ハ キュウゾウ タカハギ シ サイジ シカ ケンシン シカ イシ コウワ シ ゲンジョウ モ コ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦学級（パパママレッスン）の際にDVDを鑑賞し、その後保健師が捕捉で説明している ニンプ ガッキュウ サイ カンショウ ゴ ホケン シ ホソク セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所、幼稚園が参加している未就学児連絡会や園訪問等により、児の状況について確認 ホイク ジョ ヨウチエン サンカ ミシュウガク ジ レンラクカイ エン ホウモン トウ ジ ジョウキョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		予算を確保し、母子保健に関する研修会に参加している ヨ サン カクホ ボシ ホケン カン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		55		551		埼玉県		東秩父村		保健センター ホケン		吉田由紀代 ヨシダ ユキ ヨ		0493-82-1557		0493-82-1558		1		hoken@vill.higashichichibu.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		14		14		1		0		1		6		1		7		13		13		1		0		1		6		1		7		13		13		*		*		3		6		3		7		11		11		*		*		3		6		3		7		11		11		10		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県で実施している研修に参加 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		56		599		千葉県		九十九里町		健康福祉課健康指導係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シドウ カカリ		川代 カワ シロ		0475-70-3182		0475-76-7541		1		kenshi@town.kujukuri.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		79		58		1		0		1		6		1		11		96		85		1		0		1		6		1		11		96		85		1		0		3		5		3		9		95		85		1		0		3		5		3		9		95		85		62		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		う歯の状況をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ハ ジョウキョウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		単独の項目としてはありませんが、乳幼児相談（４か月児）で子どもの事故防止や言葉の発達とからめて触れています。 タンドク コウモク ニュウヨウジ ソウダン ゲツ ジ コ ジコ ボウシ コトバ ハッタツ フ		1		電話、次回健診で確認 デンワ ジカイ ケンシン カクニン		0		0				1		町ホームページ、新米ママ教室で周知 マチ シン マイ キョウシツ シュウチ		0		0				1		検尿、要精検者 ケンニョウ ヨウ セイ ケン シャ		0				0				0				0		0				*				*		*				*				*		*		*				*				*		*		*		*				*				*				*				*		*								1				1

		57		701		神奈川県		清川村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		森　猛 モリ タケシ		046-288-3861		046-288-2025		1		hofuku@town.kiyokawa.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		15		15		1		0		1		6		2		0		13		13		1		0		1		6		2		0		15		15		*		*		3		6		4		0		18		18		*		*		3		6		4		0		21		18		18		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診時に問診票の発達の項目に応じて今後の発達過程について説明する機会を設けている モンシン トキ モンシン ヒョウ ハッタツ コウモク オウ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ キカイ モウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットとともに指導している シンセイジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、医師、保健師、栄養士でカンファレンスを開催して評価している。歯科健診や心理相談時は歯科医師、歯科衛生士、臨床心理士も参加している。 ケンシン ゴ イシ ホケンシ エイヨウシ カイサイ ヒョウカ シカ ケンシン シンリ ソウダン ジ シカ イシ シカ エイセイシ リンショウ シンリシ サンカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		母子愛育会主催の研修等を利用している ボシ アイイク カイ シュサイ ケンシュウ トウ リヨウ		0				0				0		0

		58		698		神奈川県		真鶴町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹下 タケシタ		0465-68-1131		0465-68-5119		1		ke-hoken@town-manazuru.jp		0		1				1		0		4		6		40		35		1		0		1		6		1		8		31		27		*		*		1		6		1		8		31		27		*		*		3		3		3		5		29		29		*		*		3		3		3		5		29		29		36		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				*				*		*				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		59		926		静岡県		三島市		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ カ		佐野文示 サノ フミ シメ		055-973-3700		055-976-8896		1		kenkou@city.mishima.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		4		876		789		1		0		1		6		1		8		880		850		1		0		1		6		1		8		880		850		1		0		3		0		3		11		934		918		1		0		3		0		3		11		934		918		846		60		1		0		0		0				1		特定妊婦に対する定期的評価を実施する会議を年間８回実施 トクテイ ニンプ タイ テイキテキ ヒョウカ ジッシ カイギ ネンカン カイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係機関との検討 カンケイ キカン ケントウ		1		歯科口腔保健計画に数値目標を持っており、毎年進捗状況を評価し次年度の取り組みに反映させている シカ コウクウ ホケン ケイカク スウチ モクヒョウ モ マイネン シンチョク ジョウキョウ ヒョウカ ジネンド ト ク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３か月児健康教室時、集団教育として今後の発達過程についての講話を実施 ゲツ ジ ケンコウ キョウシツ ジ シュウダン キョウイク コンゴ ハッタツ カテイ コウワ ジッシ		0		0				0				0		1		保健指導の評価は、要フォロー者に対して実施しているが、育てにくさを感じる親に特化したものではない。１歳６か月児健診、３歳児健診の問診項目にはいれているため個別に聞き取り内容は把握している。 ホケン シドウ ヒョウカ ヨウ シャ タイ ジッシ ソダ カン オヤ トッカ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン モンシン コウモク コベツ キ ト ナイヨウ ハアク		1		３か月児健康教室時集団教育として講話を実施。パンフレットを配布 ゲツ ジ ケンコウ キョウシツ トキ シュウダン キョウイク コウワ ジッシ ハイフ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				0				0		0				1		母子フォローアップ会議を毎月実施 ボシ カイギ マイツキ ジッシ		0		0				1		就学指導の対象児に対し、保健センター、療育支援室、保育園、幼稚園、学校教育課で連携し、それぞれフォロー内容をデータに落とし評価を実施。有識者にアドバイスいただく。 シュウガク シドウ タイショウ ジ タイ ホケン リョウイク シエン シツ ホイクエン ヨウチエン ガッコウ キョウイク カ レンケイ ナイヨウ オ ヒョウカ ジッシ ユウシキシャ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		三島市発達障害療育支援専門講座の実施 ミシマシ ハッタツ ショウガイ リョウイク シエン センモン コウザ ジッシ		0				0		0								1		1		1		1

		60		941		静岡県		御前崎市		国保健康課 コクホ ケンコウ カ		齋藤愛香 サイ トウ アイ カオリ		0573-85-1171		0573-85-1172		1		kokuho@city.omaezaki.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		4		272		265		1		0		1		6		1		11		265		257		1		0		1		6		1		11		265		254		1		0		3		0		3		11		298		291		1		0		3		0		3		11		298		288		251		99		1		0		0		0				0				0		1		時期は定めていないが、フォロー妊婦と判定した際にフォロー実施時期をきめており、随時見直し、対応をしている ジキ サダ ニンプ ハンテイ サイ ジッシ ジキ ズイジ ミナオ タイオウ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健康相談（６か月）で、歯科保健に関する講話を加えた ケンコウ ソウダン ゲツ シカ ホケン カン コウワ クワ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診や相談の場での講話（離乳食のすすめ、トイレットﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、歯の保清の中で、発達過程に合わせた関わりについて説明している。また、個別保健指導の時間も取っているため、その中で伝えている ケンシン ソウダン バ コウワ リニュウショク ハ キヨノ ナカデ ハッタツ カテイニ アワセタ カカワリニ コベツ ホケン シドウノ ジカンモ トッテ ナカデ ツタエテ		0		0				1		保健指導実施後にカンファレンスを行い、今後の支援方法等について検討、評価している。 ホケン シドウ ジッシ ゴ オコナ コンゴ シエン ホウホウ トウ ケントウ ヒョウカ		0		0				0				0		1		新生児訪問や２か月児健康相談の中で児の関わり方について伝えている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンコウ ソウダン ナカ ジ カカ カタ ツタ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		次回の健診や相談時に確認している ジカイ ケンシン ソウダン ジ カクニン		1		すこやか健康相談（５歳児） ケンコウ ソウダン サイジ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		年度始めに関係スタッフを集めた説明会を行っている。また健診や相談で変更があった場合には、そのつど実践を行って確認するようにしている ネンド ハジ カンケイ アツ セツメイカイ オコナ ケンシン ソウダン ヘンコウ バアイ ジッセン オコナ カクニン						1						1

		61		939		静岡県		湖西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高須永味子 タカス アジ コ		053-576-4794		053-576-1150		1		kenkou@city.kosai.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		6		504		471		1		0		1		6		1		11		514		496		1		0		1		6		1		11		514		494		1		0		3		3		3		11		523		521		1		0		3		3		3		11		523		521		484		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		62		971		愛知県		小牧市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		松本　萌 マツモト モエ		0568-75-6471		0568-75-8545		1		hokensen@city.komaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		1397		1358		1		0		1		6		1		11		1428		1394		1		0		1		6		1		11		1428		1394		1		0		3		0		3		11		1466		1423		1		0		3		0		3		11		1466		1423		1421		132		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		健診に来所する乳幼児及び保護者の口腔内及び生活習慣等に関する事項は次の健診時等機会あるごとに確認し指導などに活かしているものの、事業計画にまでは反映できていない。 ケンシン ライ ショ ニュウヨウジ オヨ ホゴシャ コウクウ ナイ オヨ セイカツ シュウカン トウ カン ジコウ ツギ ケンシン トキ トウ キカイ カクニン シドウ イ ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健師、助産師による相談にて伝える。問診票に記載。 ホケンシ ジョサンシ ソウダン ツタ モンシン ヒョウ キサイ		0		0				1		健診後や事後教室などのカンファレンス等で行っている。 ケンシン ゴ ジゴ キョウシツ トウ オコナ		0		0				1		パパママ教室にて、厚生労働省作成のDVDと人形を用いて啓発を行っている キョウシツ コウセイ ロウドウショウ サクセイ ニンギョウ モチ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定（年１回年度初めに歯科医師会において勉強会を開催し、判定のばらつき対策をとっていただいている） シカ イシ ハンテイ ネン カイ ネンド ハジ シカ イシ カイ ベンキョウ カイ カイサイ ハンテイ タイサク		0				0		0				0				0		1		適宜、個別に相談 テキギ コベツ ソウダン		1		審査会 シンサ カイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		市として主催しているわけではないが、歯科医師会において勉強会を実施している。 シ シュサイ シカ イシ カイ ベンキョウ カイ ジッシ										1		1

		63		918		岐阜県		七宗町		住民課 ジュウミンカ		田口久美子 タグチ クミコ		0574-48-2046		0574-48-1360		1		ikisen@town.hichiso.lg.jp		0		1				1		0		4		5		14		14		1		0		1		6		1		7		18		18		1		0		1		6		1		8		18		18		1		0		3		0		3		1		22		22		1		0		3		1		3		2		22		19		23		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレットを配布し説明している アカ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*				*		*		*				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		64		739		富山県		射水市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		明神三枝子 ミョウジン ミエコ		0766-82-1954		0766-82-3175		1		kenkou@city.imizu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		723		715		1		0		1		6		1		7		712		702		1		0		1		6		1		7		712		702		*		*		3		6		3		7		728		718		*		*		3		6		3		7		728		718		694		*		1		0		0		0				1		年度末（２月）要保護児童連携会議で、評価・報告している。個別支援予定月を入力し、毎月対象となる妊婦を抽出し支援している。 ネンドマツ ガツ ヨウ ホゴ ジドウ レンケイ カイギ ヒョウカ ホウコク コベツ シエン ヨテイ ヅキ ニュウリョク マイツキ タイショウ ニンプ チュウシュツ シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		毎年歯科保健推進部会を開催している マイネン シカ ホケン スイシン ブカイ カイサイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		個別指導で寝がえりの練習をすすめる中で説明したり、しつけの中で説明している。月２回の育児相談の開催 コベツ シドウ ネ レンシュウ ナカ セツメイ ナカ セツメイ ツキ カイ イクジ ソウダン カイサイ		0		0				1		幼児健診時アンケート ヨウジ ケンシン ジ		0		0				0				1		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				0				0		1		健診終了後カンファレンスを実施しその後の支援について意見交換している。 ケンシン シュウリョウゴ ジッシ ゴ シエン イケン コウカン		1		保育園・幼稚園巡回訪問の実施 ホイクエン ヨウチエン ジュンカイ ホウモン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達スクリーニングや発達障害に関する研修会 ハッタツ ハッタツ ショウガイ カン ケンシュウカイ		1		発達スクリーニングや発達障害に関する研修会 ハッタツ ハッタツ ショウガイ カン ケンシュウカイ		0				0		0								1		1		1		1

		65		748		石川県		珠洲市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		大谷内香奈 オオタニ ウチ カナ		0768-82-7742		0768-82-8283		*		*		*		*				*		*		3		4		62		58		*		*		1		6		2		0		81		80		*		*		1		6		2		0		81		80		*		*		3		3		4		0		71		70		*		*		3		3		4		0		71		70		76		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを使用 シヨウ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを使用 シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		66		778		福井県		おおい町		保健医療課 ホケン イリョウ カ		米田 ヨネダ		0770-77-1155		0770-77-3377		1		hoken@town.ohi.lg.jp		0		1				0		1		4		4		70		68		1		0		1		6		2		0		84		82		1		0		1		6		2		0		84		82		1		0		3		0		4		0		94		91		1		0		3		0		4		0		94		91		72		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		各関係機関と定期的に情報交換しフォロー体制の評価をしている カクカンケイ キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン タイセイ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		67		1093		大阪府		大東市		地域保健課 チイキ ホケン カ		成富 ナ トミ		072-874-9500		072-874-9529		1		tiikihoken@city.daito.lg.jp		0		1				1		0		4		5		984		932		1		0		1		10		2		0		935		879		1		0		1		10		2		0		935		879		1		0		3		6		4		0		1042		942		1		0		3		6		4		0		1042		942		957		集計しない シュウケイ		1		0		0		0				1		①要対協進行管理時、出産前後、ケースバイケース②アセスメントプラン立案 ヨウ タイ キョウ シンコウ カンリ ジ シュッサン ゼンゴ リツアン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康教育等 ケンコウ キョウイク トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		リーフレットを配布 ハイフ		0		0				1		カンファレンス		0		0				0				0		1		母子手帳に記載あり。必要時説明 ボシ テチョウ キサイ ヒツヨウジ セツメイ		0				0				0				0				0		1		精検結果の確認のみ実施 セイ ケン ケッカ カクニン ジッシ		1		カンファレンス		0		0				1		各機関にて相談等を継続し実施 カクキカン ソウダン トウ ケイゾク ジッシ		0		0		0				1		健診結果の返送や直接連絡 ケンシン ケッカ ヘンソウ チョクセツ レンラク		0		0		0		0				1		勉強会の実施、研修参加 ベンキョウ カイ ジッシ ケンシュウ サンカ																				1		1				1

		68		1706		中核市 チュウカクシ		姫路市		保健所健康課 ホケンジョ ケンコウ カ		岩本・植岡・日出 イワモト ウエオカ ヒノデ						1		hokensho-kenko-@city.himeji.hyogo.jp		0		1				0		1		4		99		4696		4585		1		0		1		6		1		11		4842		4724		1		0		1		6		1		11		4842		4723		*		*		3		0		3		11		4970		4839		*		*		3		0		3		11		4970		4839		5243		248		1		0		0		0				1		チーム会議等で個別のケースについて検討する機会を持っている カイギ トウ コベツ ケントウ キカイ モ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				0		0		0		1		「問診」としてではないが各健診項目を実施した後に結果説明を兼ねた健康相談として個別的に事前アンケートの確認も行っている モンシン カク ケンシン コウモク ジッシ アト ケッカ セツメイ カ ケンコウ ソウダン コベツテキ ジゼン カクニン オコナ		1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地域別にう蝕有病率を算出し、う蝕が多い地域には別途対策を検討している チイキ ベツ ショク ユウビョウリツ サンシュツ ショク オオ チイキ ベット タイサク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		訪問、相談などの場面において発達過程の見通しを伝えている ホウモン ソウダン バメン ハッタツ カテイ ミトオ ツタ		0		0				1		評価項目としては設けていないが個別のケース対応の中で評価している ヒョウカ コウモク モウ コベツ タイオウ ナカ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳交付時に同時配布している「子育て手帳」にて啓発 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ドウジ ハイフ コソダ テチョウ ケイハツ		0		0				1		尿検査、視覚健診 ニョウケンサ シカク ケンシン		1		視覚健診 シカク ケンシン		0				0				0		0				1		チーム会議等で個別ケースについて検討するきかいを持っている カイギ トウ コベツ ケントウ モ		0		0				0				0		0		1		個別のケースについて必要に応じて行っている コベツ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0		0		0				1		定期的ではないが必要時実施 テイキテキ ヒツヨウジ ジッシ		1		定期的ではないが必要時実施 テイキテキ ヒツヨウジ ジッシ		0				0		0								1				1

		69		1304		広島県		神石高原町		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		西尾明子 ニシオ アキコ		0847-89-3366		0847-85-3541		1		jk-hoken@town.jinsekikogen.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		5		42		42		1		0		1		6		1		8		52		51		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		3		3		5		57		56		1		0		3		3		3		5		57		56		44		3		*		*		*		*				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		すこやか育児サポート事業 イクジ ジギョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		70		1227		鳥取県		智頭町		福祉課 フクシカ		松村典子 マツムラ ノリコ		0858-75-4101		0858-75-4110		1		fukushi@town.chizu.tottori.jp		0		1				1		0		3		4		43		41		1		0		1		5		1		8		46		45		1		0		1		5		1		8		46		45		1		0		3		0		3		3		48		47		1		0		3		0		3		3		48		47		34		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時次回の健診を説明するのに合わせて資料を用いて説明している ケン ジ ジカイ ケンシン セツメイ ア シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		71		1243		島根県		益田市		子育て支援課 コソダ シエン カ		清水可奈恵 シミズ カ ナ メグミ		0856-31-0243		0856-23-7134		2		kanae-shimizu@city.masuda.lg.jp		0		1				1		0		4		5		358		351		1		0		1		6		99		99		377		362		1		0		1		6		99		99		377		362		1		0		3		5		99		99		379		359		1		0		3		5		99		99		379		359		326		14		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1						0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1		年２回乳幼児健診従事者研修会を実施している ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ジッシ		0				0		0

		72		1356		香川県		三木町		まんでがん子ども課 コ カ		松家・松山 マツ イエ マツヤマ		087-891-3322		087-898-1994		2		m-matsuka@town.miki.lg.jp		0		1				1		0		3		*		189		180		1		0		1		6		1		7		214		205		1		0		1		6		1		7		214		205		1		0		3		6		3		6		253		239		1		0		3		6		3		6		253		239		189		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児相談や健診、個別に発達等の相談をうけお答えしている ニュウヨウジ ソウダン ケンシン コベツ ハッタツ トウ ソウダン コタ		0		0				0				1		0				1		訪問時や両親学級の際情報提供 ホウモン ジ リョウシン ガッキュウ サイ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修会等に参加している ボシ ホケン ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0

		73		1381		愛媛県		愛南町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		幸田栄子 コウタ エイコ		0895-72-1212		0895-72-1215		1		hokenfukushi@town.ainan.jp		0		1				0		1		3		6		123		109		1		0		1		7		1		9		112		109		1		0		1		7		1		9		112		109		1		0		3		2		3		3		135		130		1		0		3		2		3		3		135		130		114		11		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月児にてしあげ磨きができていないことから乳児健診時にしあげ磨き指導の導入 サイ ゲツ ジ ミガ ニュウジ ケンシン ジ ミガ シドウ ドウニュウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の保健指導時に説明はしているが、個々の指導にまかせ徹底したものではない ケンシン ホケン シドウ ジ セツメイ ココ シドウ テッテイ		0		0				0				1		0				1		今年度からの健やか親子２１のアンケートチェックの状況を元に情報提供 コンネンド スコ オヤコ ジョウキョウ モト ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		保健師の訪問（要・不要）という項目のチェックがある。内容等が記入されて戻ってくる ホケンシ ホウモン ヨウ フヨウ コウモク ナイヨウ トウ キニュウ モド		0		0		0		0				0				0				0				0		1		全従事者ではないが健診後の対応について個別事例検討会というか形で参加している ゼン ジュウジシャ ケンシン ゴ タイオウ コベツ ジレイ ケントウカイ カタチ サンカ						1		1

		74		1376		愛媛県		砥部町		保険健康課健康増進係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		大野 オオノ		089-962-6888		089-962-6891		1		042kenko@town.tobe.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		159		134		1		0		1		6		1		11		147		134		1		0		1		6		1		11		147		134		0		0		3		6		3		11		143		134		0		0		3		6		3		11		143		134		142		0		1		0		0						0				0		1		母子手帳交付時に問診票・面談してフォローが必要な人に対して定期的にカンファレンスしている。受診券（妊婦健診）に医師よりフォローが必要と記入があった時。全くしてないわけではないが時期を決めて定期的に評価していない ボシ テチョウ コウフ ジ モンシン ヒョウ メンダン ヒツヨウ ヒト タイ テイキテキ ジュシン ケン ニンプ ケンシン イシ ヒツヨウ キニュウ トキ マッタ ジキ キ テイキテキ ヒョウカ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児相談、7か月児健診で経過を見ながら1歳までフォローしている。 ゲツ ジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン ケイカ ミ サイ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示、健やか親子のアンケート実施 ケイジ スコ オヤコ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファレンスにて検討後次の健診または時期を見て評価している ケンシン ゴ ケントウ ゴ ツギ ケンシン ジキ ミ ヒョウカ		0		0				1		幼稚園、保育所の巡回相談で実施 ヨウチエン ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ジッシ		0		0		0				1		受診票に医療機関が記入し、町へ返信する ジュシン ヒョウ イリョウ キカン キニュウ マチ ヘンシン		0		0		0		0				1		県、関係機関で実施している物 ケン カンケイ キカン ジッシ モノ		0				0				0		0										1				1

		75		1448		福岡県		芦屋町		健康子ども課 ケンコウ コ カ		中村 ナカムラ		093-223-3533		093-222-2010		1		kenko@town.ashiya.lg.jp		0		1				1		0		4		99		119		113		1		0		1		6		1		7		108		102		1		0		1		6		1		7		108		102		*		*		3		1		3		2		125		116		*		*		3		1		3		2		125		116		106		5		1		1		0		0				1		電話でまずフォローし必要であれば訪問している。また医療機関に連絡する等行っている デンワ ヒツヨウ ホウモン イリョウ キカン レンラク トウ オコナ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕り患率高ければ歯科衛生士に報告し、指導内容の変更をしてもらったりしている。 ショク カン リツ タカ シカ エイセイシ ホウコク シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会福祉課等と定期的に会議を開き情報共有を行っている。 キョウイク イインカイ フクシカ トウ テイキテキ カイギ ヒラ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		76		1418		福岡県		田川市		市民生活部健康福祉課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ホケン		宇藤 ウトウ		0947-44-8270		0947-44-8280		1		hoken@lg.city.tagawa.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		443		425		1		0		1		6		99		99		375		351		1		0		1		6		99		99		375		349		1		0		3		0		99		99		434		384		1		0		3		0		99		99		434		383		478		64		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1		口頭やチラシ、アンケートにて コウトウ		0		0				1		医師の判定、検尿、視力・聴覚検査 イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		どのタイミングで評価すべきか、また評価する内容や基準を判断する指標などもないため評価不可 ヒョウカ ヒョウカ ナイヨウ キジュン ハンダン シヒョウ ヒョウカ フカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		77		1717		中核市 チュウカクシ		久留米市		健康福祉部保健所保健推進課 ケンコウ フクシ ブ ホケンジョ ホケン スイシン カ		深村 フカ ムラ		0942-30-9731		0942-30-9833		1		ho-kenko@city.kurume.fukuoka.jp		0		1				0		1		4		6		2933		2817		1		1		1		6		1		11		2963		2785		1		1		1		6		1		11		2963		2395		1		1		3		0		3		11		2929		2717		1		1		3		0		3		11		2929		2319		2997		310		1		1		0		0				0				0		1		課内と関係各課との情報共有を行っている カナイ カンケイ カク カ ジョウホウ キョウユウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		集団健診時のみ行っている シュウダン ケンシン ジ オコナ		0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママ教室でDVDを活用し啓発 キョウシツ カツヨウ ケイハツ		0		0				0				1		視力検査 シリョク ケンサ		1		主に視力、尿検査 オモ シリョク ニョウ ケンサ		0				0		0				1		健診票の内容を確認しフォロー必要者を抽出し地区担当保健師に連携 ケンシン ヒョウ ナイヨウ カクニン ヒツヨウ シャ チュウシュツ チク タントウ ホケンシ レンケイ		0		0				0				0		1		0				1		連携シートを作成し情報共有している。 レンケイ サクセイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		非常勤従事者に対しては新規登録時にマニュアル等説明 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ シンキ トウロク ジ トウ セツメイ		1								1

		78		1464		福岡県		大任町		住民課衛生係 ジュウミンカ エイセイ カカリ		小野原敦子 オ ノハラ アツコ		0947-63-3003内123 ナイ		0947-63-3813		1		eisei@town.oto.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		4		36		30		1		0		1		6		1		8		38		33		1		0		1		6		1		8		38		33		1		0		3		0		3		3		45		35		1		0		3		0		3		3		45		35		47		4		1		0		0		0				1		妊婦健診の支払いが来るときその結果を見ている ニンプ ケンシン シハラ キ ケッカ ミ		0		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月児に発達や危険物チェックを話している ゲツ ジ ハッタツ キケンブツ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		入学前の就学児委員会 ニュウガクマエ シュウガク ジ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		79		1581		宮崎県		三股町		健康管理センター ケンコウ カンリ		春山敦子 ハル ヤマ アツコ		0986-52-8481		0986-52-1056		1		kenko-k@town.mimata.miyazaki.jp		0		1				1		0		3		5		259		238		1		0		1		6		1		10		270		223		1		0		1		6		1		10		270		223		1		0		3		5		3		11		333		296		1		0		3		5		3		11		333		296		274		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進協議会等で検討 シカ ホケン スイシン キョウギカイ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室での集団指導 イクジ キョウシツ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		80		1555		熊本県		苓北町		福祉保健課健康増進室 フクシ ホケンカ ケンコウ ゾウシン シツ		荒木真喜子 アラキ マキコ		0969－35－1111		0969－25－3022		*		*		*		*				1		0		3		3		60		60		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		3		2		3		4		62		62		1		0		3		2		3		4		62		62		57		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児テキストを配布し集団指導をしている イクジ ハイフ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1		チラシ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1

		81		1624		鹿児島県		南大隅町		町民保健課 チョウミン ホケンカ		松山陽子 マツヤマ ヨウコ		0994-24-3388		0994-24-3119		1		hokenc@town.minamiosum.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		3		5		3		7		46		46		1		0		3		5		3		7		46		46		34		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		保健指導の時間に今後の発達見通し、事故防止等説明している ホケン シドウ ジカン コンゴ ハッタツ ミトオ ジコ ボウシ トウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		関係者間で情報共有、支援の方向性確認を実施 カンケイシャ カン ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ カクニン ジッシ		0		0				1		学校教育連携協議等で実施 ガッコウ キョウイク レンケイ キョウギ トウ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		82		1634		鹿児島県		徳之島町		保健センター ホケン		為　光 タメ ヒカリ		0997-83-3121		0997-83-2736		1		hokencenter@tokunoshima-town.org		0		1				*		*		3		5		109		108		*		*		1		6		1		11		122		113		*		*		1		6		1		11		122		109		*		*		3		0		3		11		132		115		*		*		3		0		3		11		132		112		122		31		1		1		0		1		毎月1回、病院の産科と連絡会があり、妊婦の情報交換を行っている。その上でアセスメントし、フォローに努めている。 マイツキ カイ ビョウイン サンカ レンラクカイ ニンプ ジョウホウ コウカン オコナ ウエ ツト		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事業内容、関連事業の見直しをしている ジギョウ ナイヨウ カンレン ジギョウ ミナオ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		3～4か月健診で、今後のこころ・身体の発達について話している ゲツ ケンシン コンゴ シンタイ ハッタツ ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		状況把握後、ｽﾀｯﾌ間で再アセスメントを実施し、検討する。 ジョウキョウ ハアク ゴ カン サイ ジッシ ケントウ		0		0				1		関係機関と連携し支援の再検討を行う。 カン ケイ キカン レンケイ シエン サイケントウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		担当が研修会等で学んだ内容を共有し、ｽﾀｯﾌ間で見直しをする。 タントウ ケンシュウカイトウ マナ ナイヨウ キョウユウ カン ミナオ		1				1						1

		83		321		山形県		河北町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		松浦由美子 マツウラ ユミコ		0237-73-2111		0237-71-1802		1		hoken@hinanet.ne.jp		0		1				1		0		3		4		111		111		1		0		1		6		1		7		122		121		1		0		1		6		1		7		122		121		1		0		3		4		3		6		146		145		1		0		3		4		3		6		146		145		122		2		1		0		0		0				1		要保護定例会1／月開催 ヨウ ホゴ テイレイ カイ ツキ カイサイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		町歯科医師会との打ち合わせを実施している チョウ シカ イシ カイ ウ ア ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問にて、後追いについて説明指導している アカ ホウモン アトオ セツメイ シドウ		0		0				1		特に指標はないが、保健指導の内容を保健師間で共有・検討し、今後の支援策を考えている。 トク シヒョウ ホケン シドウ ナイヨウ ホケンシ アイダ キョウユウ ケントウ コンゴ シエン サク カンガ		0		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレットを用いて説明 アカ ホウモン ジ モチ セツメイ		0		0				1		視力検査、検尿 シリョク ケンサ ケンニョウ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		保育所、幼稚園より発達状況の情報収集を行っている。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1				1		1

		84		1684		中核市 チュウカクシ		盛岡市		健康推進課母子保健担当 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン タントウ		藤田三恵 フジタ サン メグミ		019-603-8304		019-654-5438		1		kenkosuisin@city.morioka.iwate.jp		0		1				0		1		3		4		2351		2326		1		1		1		6		1		8		2421		2228		1		0		1		6		1		8		2421		2395		1		1		3		3		3		11		2500		2278		1		1		3		3		3		11		2500		2471		2472		211		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子育て相談や1歳6か月児健診等で発達過程を指導、説明 コソダ ソウダン サイ ゲツ ジ ケンシン トウ ハッタツ カテイ シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児総合診査受診児の状況を就学時に評価している。 ニュウヨウジ ソウゴウ シンサ ジュシン ジ ジョウキョウ シュウガク ジ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に記入して連絡または直接連絡をもらう。 ケンシン ヒョウ キニュウ レンラク チョクセツ レンラク		0		0		0		0				1		予防接種、乳幼児の発達等に関する研修を実施 ヨボウ セッシュ ニュウヨウジ ハッタツ ナド カン ケンシュウ ジッシ		0				0				0		1		臨時職員に対し。健診フォロー基準等について研修を実施 リンジ ショクイン タイ ケンシン キジュン トウ ケンシュウ ジッシ								1				1

		85		78		北海道		新十津川町		保健福祉課健康推進グループ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		主査　栗山久枝 シュサ クリヤマ ヒサエ		0125-72-2000		0125-72-2006		1		hokenfukushika@town.shintotsukawa.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		8		1		11		39		36		1		0		1		8		1		11		39		36		1		0		3		1		3		11		40		38		1		0		3		1		3		11		40		38		43		4		1		1		0		0				1		ハイリスクとなった原因を分析し今後の予防対策を検討。年度末、事業計画策定時 ゲンイン ブンセキ コンゴ ヨボウ タイサク ケントウ ネンドマツ ジギョウ ケイカク サクテイ ジ		0		0				1		1		1				1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		原因を分析し今後の予防体制を検討 ゲンイン ブンセキ コンゴ ヨボウ タイセイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		開口 カイ コウ		0		1		0		0		0				1		次の健診までの発達について ツギ ケンシン ハッタツ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時パンフレットを配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		相談支援事業所と連携評価 ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修案内があった場合に参加 ケンシュウ アンナイ バアイ サンカ		1				1		1

		86		1451		福岡県		遠賀町		健康こども課 ケンコウ カ		田邊 タナベ		093-293-1234		093-293-0806		1		kenkoukodomo@town.onga.lg.jp		0		1				1		0		3		5		169		160		1		0		1		6		1		8		161		145		1		0		1		6		1		8		161		145		1		0		3		0		3		2		154		130		1		0		3		0		3		2		154		130		147		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		健やか親子２１のアンケートで評価 スコ オヤコ ヒョウカ		0		0				1		母子手帳交付時に手帳で説明 ボシ テチョウ コウフ ジ テチョウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		87		972		愛知県		稲沢市		福祉保健部保健センター フクシ ホケン ブ ホケン		脇田英津子 ワキタ エイ ツ シ		0587-21-2300		0587-21-2361		1		hoken@city.inazawa.aichi.jp		0		1				1		0		3		5		1199		1164		1		0		1		6		1		9		1177		1125		1		0		1		6		1		9		1177		1125		1		0		2		11		3		1		1246		1183		1		0		2		11		3		1		1246		1170		1210		124		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		1		虐待の主管課であるこども課に連絡 ギャクタイ シュカンカ カ レンラク		0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		飲食の習慣 インショク シュウカン		0		1		0		0		0				0				0		1		母子手帳交付時の資料に掲載。また、必要時発達の目安を教える。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ケイサイ ヒツヨウジ ハッタツ メヤス オシ		0				1		0				1		パパママ教室にて資料配布、啓発 キョウシツ シリョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健師、栄養士を対象として確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ エイヨウシ タイショウ カクホ								1

		88		1261		岡山県		笠岡市		子育て支援課 コソダ シエン カ		安藤貴子 アンドウ タカコ		0865-69-2132		0865-69-2561		1		kosodateshien@city.kasaoka.okayama.jp		0		1				1		0		3		11		311		302		1		0		1		6		1		11		319		308		1		0		1		6		1		11		319		308		1		0		3		2		3		11		344		333		1		0		3		2		3		11		344		333		293		66		1		1		0		1		母子健康手帳交付時にアンケートにて母体の体調、兄弟の様子、協力体制、経済状況を把握し、相談・助言を行う。その後フォローの要否を事業担当者で決定し、フォローの方向性をスタッフで協議した後、担当保健師が支援する。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ボタイ タイチョウ キョウダイ サマ コ キョウリョク タイセイ ケイザイ ジョウキョウ ハアク ソウダン ジョゲン オコナ ゴ ヨウヒ ジギョウ タントウ モノ ケッテイ ホウコウセイ キョウギ アト タントウ ホケンシ シエン		0				0		1		要フォロー者について、フォローの方向性を決定しているため、事業担当者から地区担当保健師の状況確認は行っている。 ヨウ シャ ホウコウセイ ケッテイ ジギョウ タントウシャ チク タントウ ホケンシ ジョウキョウ カクニン オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1						0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		89		1574		宮崎県		延岡市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小野 オノ		0982-22-7014		0982-22-1347		1		kenkou@city.nobeoka.miyazaki.jp		0		1				0		1		4		6		1043		974		1		0		1		6		1		11		1053		1022		1		0		1		6		1		11		1053		1022		1		0		3		6		3		11		1116		1033		1		0		3		6		3		11		1116		1031		1017		225		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		発達の遅めの児については、健診や相談時に指導助言を行っている ハッタツ オソ ジ ケンシン ソウダン ジ シドウ ジョゲン オコナ		0				1		0				1		母子手帳交付時の資料内にあり ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ナイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診及び診察連絡票 ニュウジ ケンシン オヨ シンサツ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				1		発達障がい支援、感覚統合、メディアの影響等 ハッタツ ショウ シエン カンカク トウゴウ エイキョウ トウ		0				0				0		0										1

		90		2		北海道		室蘭市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		松永 マツナガ		0143-45-6610		0143-45-4325		1		kenkou@city.muroran.lg.jp		0		1				1		0		*		*		528		521		1		0		1		8		1		11		598		583		1		0		1		8		1		11		596		583		1		0		*		*		*		*		617		596		1		0		*		*		*		*		617		596		597		10		1		0		0		0				1		新生児訪問にて シンセイジ ホウモン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		う歯数等からフッ素塗布事業の対象年齢拡大など事業内容の検討をしている ハ スウ トウ ソ トフ ジギョウ タイショウ ネンレイ カクダイ ジギョウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診、保健指導での説明。リーフレットの個別配布 モンシン ホケン シドウ セツメイ コベツ ハイフ		0		0				1		健診後などに個別のカンファレンスを実施している。 ケンシン ゴ コベツ ジッシ		0		0				1		母子手帳交、付両親学級時に配布している冊子内に掲載。4か月健診の問診項目として設問し「知らない」とした人への説明を実施 ボシ テチョウ コウ ヅケ リョウシン ガッキュウ ジ ハイフ サッシ ナイ ケイサイ ゲツ ケンシン モンシン コウモク セツモン シ ヒト セツメイ ジッシ		0		0				0				0				1		検尿は機械により測定。判定方法は医師によりマニュアル作成 ケンニョウ キカイ ソクテイ ハンテイ ホウホウ イシ サクセイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		市外を含めた各種研修会への参加 シ ガイ フク カクシュ ケンシュウカイ サンカ		1		市内の各種研修会への参加 シナイ カクシュ ケンシュウカイ サンカ																1				1

		91		370		福島県		金山町		住民課保健福祉係 ジュウミンカ ホケン フクシ カカリ		横山美紀 ヨコヤマ ミキ		0241-54-5135		0241-54-2118		1		hoken@town.kaneyama.fukushima.jp		1		1				0		1		4		5		6		6		1		0		1		6		1		8		5		5		1		0		1		6		1		8		5		5		1		0		3		6		3		8		4		4		1		0		3		6		3		8		4		4		6		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1

		92		1449		福岡県		水巻町		健康課健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシン シツ		大森 オオモリ		093-202-3212		093-202-3621		1		iki2-hall@town.mizumaki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		236		227		1		0		1		6		1		11		228		218		1		0		1		6		1		11		228		218		1		1		3		0		3		11		246		233		1		1		3		0		3		11		246		230		284		73		1		0		0		0				1		1年に1回保健事業の評価を行い、個別支援の対象、内容について、考察を行っている。 ネン カイ ホケン ジギョウ ヒョウカ オコナ コベツ シエン タイショウ ナイヨウ コウサツ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健診ごとのう歯罹患率を把握し、1年に1回事業の評価を行っている。 ケンシン ハ リカン リツ ハアク ネン カイ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診毎に共通資料を用いて児の発達と先の見通しについて個別指導を行っている ケンシン ゴト キョウツウ シリョウ モチ ジ ハッタツ サキ ミトオ コベツ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診のアンケートにて乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかどうかの項目を設け、知らないと回答があった場合には指導を行っている。 ゲツ ジ ケンシン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ コウモク モウ シ カイトウ バアイ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にカンファレンスを行い、フォローの必要性や方法について検討している。 ケンシン アト オコナ ヒツヨウセイ ホウホウ ケントウ		0		0				1		就学指導委員会にて学校等と連携し評価している。 シュウガク シドウ イインカイ ガッコウ トウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に医療機関から町への連絡欄を設けている。 ケンシン ヒョウ イリョウ キカン マチ レンラク ラン モウ		0		0		0		0				1		地域の保健師研修会へ参加する機会を設けている チイキ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ キカイ モウ		0				0				0		0								1						1

		93		1491		佐賀県		太良町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松尾 マツオ		0954-67-0753		0954-67-2103		1		kenko-zoushin@town.tara.lg.jp		0		1				0		1		*		*		45		45		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		3		6		3		8		58		55		1		0		3		6		3		8		58		55		53		2		0		0		0		1		必要時に実施。母子手帳交付時、妊婦健診の結果後、また母子保健推進員情報 ヒツヨウジ ジッシ ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ ケンシン ケッカ ゴ ボシ ホケン スイシンイン ジョウホウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		染めだし実施で母親のブラッシング指導。2か月児相談にて歯科衛生士の指導等 ソ ジッシ ハハオヤ シドウ ゲツ ジ ソウダン シカ エイセイシ シドウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		必要に応じて実施。発達の遅れ気味の子どもの場合等には説明する ヒツヨウ オウ ジッシ ハッタツ オク ギミ コ バアイ トウ セツメイ		1		専門の指導員さんと園を回って園の先生をまじえて検討する センモン シドウイン エン マワ エン センセイ ケントウ		0		0				1		チラシ「赤ちゃんを揺さぶらないで」を2か月児相談で配布 アカ ユ ゲツ ジ ソウダン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後スタッフ間で情報を共有し今後のフォローを検討 ケンシン シュウリョウゴ カン ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ		0		0				1		町内保育所を対象に児童指導員による巡回相談指導を実施 チョウナイ ホイク ジョ タイショウ ジドウ シドウイン ジュンカイ ソウダン シドウ ジッシ		0		0		0				1		4か月、7か月健診結果票に町へ連絡指示の欄を設け情報を共有している ゲツ ゲツ ケンシン ケッカ ヒョウ マチ レンラク シジ ラン モウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		乳幼児発達面の研修参加 ニュウヨウジ ハッタツ メン ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		専門の臨床心理士によりみてもらう センモン リンショウ シンリシ						1						1

		94		1078		京都府		与謝野町		保健課 ホケンカ		東　牧子 ヒガシ マキコ		0772-43-1514		*		1		hoken@town.yosano.lg.jp		0		1				1		0		3		4		153		153		1		0		1		7		1		9		138		136		1		0		1		7		1		9		138		136		1		0		3		5		3		7		164		163		1		0		3		5		3		7		165		164		151		6		1		0		0		0				0				0		1		個別対応にて訪問している コベツ タイオウ ホウモン		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		1		児童福祉課と連携 ジドウ フクシ カ レンケイ		1		保育園での歯科教室へ活用 ホイクエン シカ キョウシツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診での面接場面でフェイスシートや相談内容、母親の様子から対応している ケンシン メンセツ バメン ソウダン ナイヨウ ハハオヤ ヨウス タイオウ		1		マザー教室の中で啓発し説明している キョウシツ ナカ ケイハツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		きっちりした評価ではなく適就委員会、学校保健会、療育部会などに委員として参加しております ヒョウカ テキ シュウ イインカイ ガッコウ ホケン カイ リョウイク ブカイ イイン サンカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		都道府県レベルの研修会、管内レベルの研修会に参加している。 トドウフケン ケンシュウカイ カンナイ ケンシュウカイ サンカ						1

		95		288		秋田県		由利本荘市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		長谷山 ハセ ヤマ		0184-22-1834		0184-24-0481		1		kenko@city.yurihonjo.akita.jp		0		1				1		0		3		4		474		469		1		0		1		6		1		9		531		531		1		0		1		6		1		9		531		531		1		0		3		6		3		9		579		579		1		0		3		6		3		9		579		579		446		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを用いて説明している モチ セツメイ		0		0				0				0		1		検討中 ケントウチュウ		1		パンフレットの配布、説明 ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後状況を把握し、必要に応じたフォローを行っている。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ヒツヨウ オウ オコナ		0		0				1		5歳児健康相談にて評価している サイジ ケンコウ ソウダン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		市としては行っていないが、県などで主催する研修会には参加している シ オコナ ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ						1						1

		96		416		茨城県		潮来市		かすみ保健福祉センター ホケン フクシ		石川朋子 イシカワ トモコ		0299-64-5240		0299-80-3077		1		kenkou@city.itako.lg.jp		0		1				0		1		3		6		223		149		1		0		1		6		1		7		219		196		1		0		1		6		1		7		219		195		*		*		3		2		3		3		207		190		*		*		3		2		3		3		207		190		209		7		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		毎年ではないが、う歯が多い状況から歯磨き指導の方法を変更した マイネン ハ オオ ジョウキョウ ハミガ シドウ ホウホウ ヘンコウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		生後2か月児全戸訪問時に3歳児健診まで使用する資料の入った冊子を渡し、母自身が先を見通すことができるようにしている。 セイゴ ゲツ ジ ゼンコ ホウモン ジ サイジ ケンシン シヨウ シリョウ ハイ サッシ ワタ ハハ ジシン サキ ミトオ		0				1		0				1		生後2か月児全戸訪問時にパンフレットを配布し説明している。 セイゴ ゲツ ジ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		97		430		茨城県		茨城町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		星野谷歩美 ホシノヤ アユミ		029-240-7134		029-240-7130		1		kenkou@town.ibaraki.ibaraki.jp		0		1				0		1		3		6		256		88		1		0		1		8		1		11		181		173		1		0		1		8		1		11		181		173		1		0		3		3		3		11		208		196		1		0		3		3		3		11		208		196		193		10		1		1		0		0				0				0		1		随時評価している ズイジ ヒョウカ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		児童福祉部門に情報提供 ジドウ フクシ ブモン ジョウホウ テイキョウ		1		保護者に対しての小集団指導につなげた ホゴシャ タイ ショウシュウダン シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診、育児相談で発達過程を説明指導する ニュウヨウジ ケンシン イクジ ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		定期的に個別相談を実施する テイキテキ コベツ ソウダン ジッシ		0		0				1		赤ちゃん訪問でパンフレットを配布し説明する アカ ホウモン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォロー教室につなぎ、評価している。 キョウシツ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		歯科衛生士には外部の研修について案内している シカ エイセイシ ガイブ ケンシュウ アンナイ		1				1		1

		98		103		北海道		増毛町		福祉厚生課保健指導係 フクシ コウセイ カ ホケン シドウ カカリ		小野由佳 オノ ユカ		0164-53-3111		0164-53-2224		*		*		*		*				1		0		4		6		27		25		1		0		1		6		1		9		29		26		1		0		1		6		1		9		29		26		*		*		3		0		3		2		25		24		*		*		3		0		3		2		25		24		16		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		99		559		埼玉県		松伏町		保健センター ホケン		土屋秀美 ツチヤ ヒデミ		048-992-3170		048-991-2878		1		fukushi1050400@town.matsubushi.lg.jp		0		1				1		0		4		99		180		177		1		0		1		8		2		0		191		177		1		0		1		8		2		0		191		177		*		*		3		4		4		0		231		224		*		*		3		4		4		0		231		224		165		2		1		0		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていない。個別に随時評価している。 テイキテキ ヒョウカ コベツ ズイジ ヒョウカ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係機関へ連絡、確認、継続支援体制作り、心理士と面談など カン カカリ キカン レンラク カクニン ケイゾク シエン タイセイ ツク シンリシ メンダン		1		近年と近隣との結果を比較し新事業を始めた キンネン キンリン ケッカ ヒカク シンジギョウ ハジ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		栄養・食生活の関係全般（食事、卒乳、お菓子、哺乳ビンなど エイヨウ ショクセイカツ カンケイ ゼンパン ショクジ ソツ ニュウ カシ ホニュウ		0		0		0		1		0				1		4か月児健診で今後の健診の時期とお子さんのどんな成長を見るか等伝えている。 ゲツ ジ ケンシン コンゴ ケンシン ジキ コ セイチョウ ミ トウ ツタ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時にパンフレット配布し説明 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		100		1584		宮崎県		綾町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		菊池珠美 キクチ タマミ		0985-77-0195		0985-77-0338		2		t.kikuchi@town.aya.lg.jp		0		1				0		1		3		4		60		58		1		0		1		5		1		11		66		61		1		0		1		5		1		11		66		61		1		0		3		5		3		11		75		72		1		0		3		5		3		11		75		72		65		6		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		毎年、年度初めに歯科保健推進協議会を行っており、その中で昨年度の歯科健診結果を受けて今年度の目標や具体的対策を決めている。 マイトシ ネンド ハジ シカ ホケン スイシン キョウギ カイ オコナ ナカ サクネンド シカ ケンシン ケッカ ウ コンネンド モクヒョウ グタイテキ タイサク キ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		毎月、生後2か月～11か月児を対象に乳児相談を行っており、その中の保健指導で行っている。 マイツキ セイゴ ゲツ ゲツ ジ タイショウ ニュウジ ソウダン オコナ ナカ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1		健康診査受診票（助成券）の中の医師の記入欄（総合判定）の中に町への連絡事項について要（連絡済・連絡未）不要、内容、保護者の了承の有無を記入 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ジョ セイ ケン ナカ イシ キニュウ ラン ソウゴウ ハンテイ ナカ マチ レンラク ジコウ ヨウ レンラク ズ レンラク ミ フヨウ ナイヨウ ホゴシャ リョウショウ ウム キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1								1						1

		101		1562		大分県		竹田市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		首藤理恵 シュドウ リエ		0974-63-4810		0974-64-9150		1		kenkou@city.taketa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		127		121		1		0		1		5		2		0		121		112		1		0		1		5		2		0		121		112		1		0		3		5		4		0		145		130		1		0		3		5		4		0		145		130		125		1		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		子育て支援担当課との情報共有 コソダ シエン タントウ カ ジョウホウ キョウユウ		1		歯科衛生士による歯科講話への反映 シカ エイセイシ シカ コウワ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診時説明指導 ケンシン ジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		相談会 ソウダンカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		102		831		長野県		軽井沢町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		横掘裕子 ヨコ ホ ヒロコ		0267-45-8549		0267-44-1396		1		hoken@town.karuizawa.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		121		114		1		0		1		6		1		7		142		137		1		0		1		6		1		7		142		137		1		0		3		0		3		1		148		142		1		0		3		0		3		1		148		142		154		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4・5か月健診でこれからの発達の見通しを説明する ゲツ ケンシン ハッタツ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｽｸｰﾙと新生児訪問時に啓発している シンセイジ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		来入児連絡会、就学相談委員会 ライ ニュウ ジ レンラクカイ シュウガク ソウダン イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		103		801		山梨県		忍野村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		佐倉冬詩子 サクラ フユ ウタ コ		0555-84-7795		0555-84-1036		1		fukushihoken@vill.oshino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		115		109		1		0		1		6		2		0		113		112		1		0		1		6		2		0		113		112		1		0		3		4		4		0		115		115		1		0		3		4		4		0		115		115		115		17		1		0		0		1		妊婦教室終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（年4回）で妊婦一般（妊婦健診）の結果、妊婦教室参加時の状況、母子手帳交付時のｱｾｽﾒﾝﾄを総合的に見てｱｾｽﾒﾝﾄしている。 ニンプ キョウシツ シュウリョウゴ ネン カイ ニンプ イッパン ニンプ ケンシン ケッカ ニンプ キョウシツ サンカ ジ ジョウキョウ ボシ テチョウ コウフ ジ ソウゴウテキ ミ		1		妊婦教室終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（年4回）で母子手帳交付時のｱｾｽﾒﾝﾄ・妊婦一般（妊婦健診）の結果・妊婦教室参加時の状況を基に今後の対応を検討している。 ニンプ キョウシツ シュウリョウゴ ネン カイ ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ イッパン ニンプ ケンシン ケッカ ニンプ キョウシツ サンカ ジ ジョウキョウ モト コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				0		1		5年に1度健康増進計画立案の際に評価し、計画に反映している。 ネン ド ケンコウ ゾウシン ケイカク リツアン サイ ヒョウカ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達検査の状況 ハッタツ ケンサ ジョウキョウ		0		0		1		0		0				1		乳幼児健診で発達過程に関する資料を配布し説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ カテイ カン シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳幼児健診時ではないが妊婦教室時に「赤ちゃんが泣きやまない」というＤＶＤを鑑賞し、啓発活動を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ニンプ キョウシツ ジ アカ ナ カンショウ ケイハツ カツドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		・地区担当保健師が個別でﾌｫﾛｰしている。・5歳児健康相談の結果、継続ﾌｫﾛｰが必要な児は台帳に入力し、就学前に地区担当保健師にﾌｫﾛｰの状況を確認している。 チク タントウ ホケンシ コベツ サイジ ケンコウ ソウダン ケッカ ケイゾク ヒツヨウ ジ ダイチョウ ニュウリョク シュウガクマエ チク タントウ ホケンシ ジョウキョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県などで実施している研修があれば常勤従事者が参加している。 ケン ジッシ ケンシュウ ジョウキン ジュウジシャ サンカ

		104		795		山梨県		身延町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		遠藤睦美 エンドウ ムツミ		0556-20-4611		0556-20-4554		1		kenkou@town.minobu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		51		51		1		0		1		5		1		9		51		50		1		0		1		5		1		9		51		50		1		0		3		2		3		6		59		59		1		0		3		2		3		6		59		59		51		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食の内容と与え方 カンショク ナイヨウ アタ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		3～4か月健診ｱﾝｹｰﾄ項目に明記 ゲツ ケンシン コウモク メイキ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況は把握するよう後追いをしているが、支援の有効性などは検討していない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク アトオ シエン ユウコウセイ ケントウ		1		町内保育所に関係する機関と一緒に巡回している。 チョウナイ ホイク ショ カンケイ キカン イッショ ジュンカイ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		県等で主催する研修会に参加するようにしている。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		105		530		埼玉県		坂戸市		坂戸市立市民健康ｾﾝﾀｰ サカ ト シリツ シミン ケンコウ		片桐美佳 カタギリ ミカ		049-284-1621		049-284-3939		1		sakado55@city.sakado.lg.jp		0		1				1		0		3		4		729		679		1		0		1		6		2		0		761		712		1		0		1		6		2		0		761		712		1		0		3		3		4		0		867		783		1		0		3		3		4		0		867		782		787		36		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないがｹｰｽの状況によりﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの妥当性を検討している。 テイキテキ ジョウキョウ ダトウセイ ケントウ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0

		106		1149		兵庫県		太子町		さわやか健康課 ケンコウ カ		吉田真奈 ヨシダ マナ		079-276-6630		079-276-6631		1		kenko@town.hyogo-taishi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		322		319		1		0		1		6		1		11		318		315		1		0		1		6		1		11		318		315		1		0		3		5		3		11		353		348		1		0		3		5		3		11		353		348		333		20		1		0		0		0				1		1回/月ｹｰｽ会議を開き、今後の対応方法や支援頻度等を評価している。 カイ ツキ カイギ ヒラ コンゴ タイオウ ホウホウ シエン ヒンド トウ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		乳児健診の質問票の中に記載し、指導する機会としている。 ニュウジ ケンシン シツモン ヒョウ ナカ キサイ シドウ キカイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診の質問票の中に記載し啓発する機会としている。 ニュウジ ケンシン シツモン ヒョウ ナカ キサイ ケイハツ キカイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		107		1667		沖縄県		南風原町		民生部健康福祉課健康づくり班 ミンセイ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ハン		真謝雅代 マ シャ マサヨ		098-889-7381		098-882-6556		*		*		*		*				1		0		3		5		563		530		1		0		1		7		1		9		529		473		1		0		1		7		1		9		529		473		1		0		3		4		3		7		519		464		1		0		3		4		3		7		519		464		551		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		う歯の子の実態を見て行き、食習慣や生活ﾘｽﾞﾑなどの栄養指導や保健指導の内容の検討に活かしている。 シ コ ジッタイ ミ イ ショクシュウカン セイカツ エイヨウ シドウ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		今後、連携しようという計画はあるがまだ具体ていきではない。 コンゴ レンケイ ケイカク グタイ		1		ﾃﾞﾝﾊﾞｰをﾍﾞｰｽに保護者と学習している。 ホゴシャ ガクシュウ		0		0				1		健診ｽﾀｯﾌとして入ってもらっている。心理士とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを持っている。 ケンシン ハイ シンリシ モ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診での検査項目や問診等の分析を行い、課題を整理して次年度に活かしている。 ケンシン ケンサ コウモク モンシンナド ブンセキ オコナ カダイ セイリ ジネンド イ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や各種団体主催の研修会を活用。 ケン カクシュ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ カツヨウ

		108		413		茨城県		つくば市		保健医療部健康増進課（桜保健センター） ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ サクラ ホケン		青木恵美子 アオキ エミコ		029-857-3931		029-857-3875		1		phc020@info.tsukuba.ibaraki.jp		0		1				0		1		3		5		2301		2184		1		0		1		6		1		11		2354		2230		1		0		1		6		1		11		2354		2230		1		0		3		0		3		11		2360		2256		1		0		3		0		3		11		2360		2256		2516		156		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				0		1		育てにくさをいつも感じる親に対するﾌｫﾛｰ基準を決めて、対応している。 ソダ カン オヤ タイ キジュン キ タイオウ		1		ﾏﾀﾆﾃｨｻﾛﾝで赤ちゃんの泣き方についてのＤＶＤを見ることで乳幼児揺さぶられ症候群に対する啓発をしている。 アカ ナ カタ ミ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン タイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		検尿・視力検査については受診結果を保護者より連絡をしてもらう。 ケンニョウ シリョク ケンサ ジュシン ケッカ ホゴシャ レンラク		0				1		0				0				0		1		0				1		医師が家庭訪問が必要と判断した場合は受診票に記載があるので訪問等で対応している。 イシ カテイ ホウモン ヒツヨウ ハンダン バアイ ジュシン ヒョウ キサイ ホウモントウ タイオウ		0		0		0		0				1		新人（新規採用者）を対象に実施している。 シンジン シンキ サイヨウ シャ タイショウ ジッシ		0				0				0		0

		109		1216		和歌山県		那智勝浦町		福祉課健康対策係 フクシ カ ケンコウ タイサク カカリ		井上朋華 イノウエ トモ ハナ		0735-52-2934		0735-52-8635		1		boshihoken@town.nachikatsuura.lg.jp		0		1				1		0		3		4		96		92		1		0		1		7		1		9		105		103		1		0		1		7		1		9		105		103		1		0		3		5		3		7		109		109		1		0		3		5		3		7		109		109		93		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、冊子を手渡しして説明している。 アカ ホウモン ジ サッシ テワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		110		1196		和歌山県		田辺市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		森木美帆 モリキ ビ ホ		0739-26-4901		0739-26-4911		1		kenkou@city.tanabe.lg.jp		1		1				1		0		3		4		525		530		1		0		1		5		1		6		603		569		1		0		1		5		1		6		603		569		1		0		3		5		3		5		6014		585		1		0		3		5		3		7		601		585		620		4		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		健康づくり計画の中で健診でのむし歯罹患等を前年度と比較。 ケンコウ ケイカク ナカ ケンシン バ リカントウ ゼンネンド ヒカク		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠期間中のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室の中では揺さぶられ症候群のＤＶＤを流す。 ニンシン キカン チュウ キョウシツ ナカ ユ ショウコウグン ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		必要に応じて適宜療育機関、保育所・幼稚園等と情報を共有し、就学時にはこれまでの経過等を学校へ申し送りしている。 ヒツヨウ オウ テキギ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン トウ ジョウホウ キョウユウ シュウガク ジ ケイカ トウ ガッコウ モウ オク		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		111		496		群馬県		千代田町		環境保健課保健係 カンキョウ ホケン カ ホケン カカリ		佐藤陽子 サトウ ヨウコ		0276-86-5411		0276-86-5400		1		hoken@town.chiyoda.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		75		76		1		0		1		6		1		7		99		95		1		0		1		6		1		7		99		95		1		0		3		1		3		3		99		89		1		0		3		1		3		3		99		89		84		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		随時、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催。 ズイジ カイサイ		0		0				1		関係ｽﾀｯﾌと園訪問をし、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催。 カンケイ エン ホウモン カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県やその他主催の研修会に随時参加。その内容についてｽﾀｯﾌ間で共有している。 ケン ホカ シュサイ ケンシュウカイ ズイジ サンカ ナイヨウ カン キョウユウ		0				0				0		0

		112		490		群馬県		川場村		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		小林貴美江 コバヤシ キミエ		0278-52-2111		0278-52-2333		2		kobayashi-k@vill.kawaba.gunma.jp		1		1				1		0		3		5		19		19		1		0		1		6		1		9		29		27		1		0		1		6		1		9		29		27		1		0		3		1		3		4		32		32		1		0		3		1		3		4		32		32		28		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		情報交換を行っている。 ジョウホウ コウカン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		113		1241		島根県		浜田市		健康福祉子育て支援課子ども家庭相談係 ケンコウ フクシ コソダ シエン カ コ カテイ ソウダン カカリ		伊藤　恵 イトウ メグミ		0855-25-9331		0855-23-3428		1		kosodateshien@city.hamada.shimane.jp		0		1				1		0		4		12		425		416		1		0		1		6		2		0		405		388		1		0		1		6		2		0		405		388		1		0		3		4		4		0		452		443		1		0		3		4		4		0		452		441		452		69		1		0		0		0				1		ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄをﾍﾞｰｽにして評価。時期は対象者により異なる。 ヒョウカ ジキ タイショウシャ コト		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診独自の虐待対応ﾏﾆｭｱﾙはないが、市の児童虐待防止ﾏﾆｭｱﾙに沿って対応している。 ケンシン ドクジ ギャクタイ タイオウ シ ジドウ ギャクタイ ボウシ ソ タイオウ																1		歯科の判定でﾌｫﾛｰになった児はｶﾙﾃにﾏｰｸがつけられ次回の健診時も確認できるようにしていたり、歯科保健事業にお誘いしている。 シカ ハンテイ ジ ジカイ ケンシン ジ カクニン シカ ホケン ジギョウ サソ		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾁﾗｼを渡し、説明指導している。 ワタ セツメイ シドウ		0		0				1		個別訪問、専門機関への紹介等。評価方法は対象者により様々。 コ ベツ ホウモン センモン キカン ショウカイトウ ヒョウカ ホウホウ タイショウシャ サマザマ		0		0				1		ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ教室にてＤＶＤ上映している。 キョウシツ ジョウエイ		0		0				1		検尿・視力検査 ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		個別対応や保育園訪問など。 コベツ タイオウ ホイクエン ホウモン		0		0				1		浜田市と区別支援連絡協議会にて評価。 ハマダシ クベツ シエン レンラク キョウギカイ ヒョウカ		0		0		0				1		連絡票を送付。 レンラク ヒョウ ソウフ		0		0		0		0				1		県や発達支援ｾﾝﾀｰの主催する研修に参加。 ケン ハッタツ シエン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		114		191		青森県		深浦町		深浦町地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ フカウラ チョウ チイキ ホウカツ		秋元　舞 アキモト マイ		0173-76-2042		0173-84-3002		1		fukaura-health@town.fukaura.lg.jp		0		1				1		0		3		5		30		28		1		0		1		7		1		9		32		31		1		0		1		7		1		9		32		31		1		0		3		6		3		8		46		44		1		0		3		6		3		8		46		44		32		1		0		1		0		1		県全体で実施している妊婦連絡票そのものがｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄになっていると認識している。 ケンゼンタイ ジッシ ニンプ レンラク ヒョウ ニンシキ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ｱﾝｹｰﾄに記入してもらっているがその中に揺さぶられ症候群の説明に該当する部分がある。 キニュウ ナカ ユ ショウコウグン セツメイ ガイトウ ブブン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		115		1117		兵庫県		明石市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡直美 ハチマン ナオミ		078-918-5656		078-918-5666		1		kenkou@city.akashi.lg.jp		1		1				1		0		4		7		2580		2499		1		0		1		6		1		11		2749		2679		1		0		1		6		1		11		2749		2679		1		0		3		1		3		11		2446		2676		1		0		3		1		3		11		2746		2676		2834		439		0		0		1		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦と判断した項目ごとに出産までのかかり方法、回数、病院との連携、出産後の状況等を集計し、関わりの必要性、頻度を確認している。（Ｈ25年度より開始しているので今後はどうするかは未定） ニンプ ハンダン コウモク シュッサン ホウホウ カイスウ ビョウイン レンケイ シュッサン ゴ ジョウキョウトウ シュウケイ カカ ヒツヨウ セイ ヒンド カクニン ネンド カイシ コンゴ ミテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		10か月児健診案内時に10か月児の遊びと発達ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを同封している。 ゲツ ジ ケンシン アンナイ ジ ゲツ ジ アソ ハッタツ ドウフウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、次の健診結果、相談の経過を確認し、ﾌｫﾛｰ方法を検討している。 ヒツヨウ ジ ツギ ケンシン ケッカ ソウダン ケイカ カクニン ホウホウ ケントウ		0				0		0		1		必要時、幼稚園・保育所へ連携後の状況を確認している。 ヒツヨウジ ヨウチエン ホイク ショ レンケイ ゴ ジョウキョウ カクニン		1		医師が記載した診察結果を返送してもらっている（必要時、電話で連携する。） イシ キサイ シンサツ ケッカ ヘンソウ ヒツヨウ ジ デンワ レンケイ		0		0		0		0				0				1		現状の課題よりﾃｰﾏを決め、年1回開催している（例：育児不安のある保護者への関わり方等） ゲンジョウ カダイ キ ネン カイ カイサイ レイ イクジ フアン ホゴシャ カカ カタ トウ		0				0		0

		116		546		埼玉県		ときがわ町		保健センター ホケン		岡本 オカモト		0493-65-1010		0493-65-1525		1		hoken@town.tokigawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		44		43		1		0		1		5		1		7		53		51		1		0		1		5		1		7		53		51		1		0		3		5		3		7		68		68		1		0		3		5		3		7		68		68		50		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1		1歳6か月健診～2歳6か月健診の間に虫歯になる児の増加。1歳6か月健診前に歯科医師による講話を導入した。 サイ ゲツ ケンシン サイ ゲツ ケンシン アイダ ムシバ ジ ゾウカ サイ ゲツ ケンシン マエ シカ イシ コウワ ドウニュウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		Ｈ27.4～‘新たに追加する問診項目’（健やか親子21）をｱﾝｹｰﾄとして4か月健診対象者に配布、回収、個別指導。 アラ ツイカ モンシン コウモク スコ オヤコ ゲツ ケンシン タイショウシャ ハイフ カイシュウ コベツ シドウ		0		0				0				1		0				1		Ｈ27.4～‘新たに追加する問診項目’（健やか親子21）をｱﾝｹｰﾄとして4か月健診対象者に配布、回収、個別指導。 アラ ツイカ モンシン コウモク スコ オヤコ ゲツ ケンシン タイショウシャ ハイフ カイシュウ コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部研修会へ参加。 ガイブ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		117		1311		山口県		光市		保健増進課 ホケン ゾウシン カ		松下 マツシタ		0833-74-3007		0833-74-3072		1		kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp		0		1				0		1		3		5		339		331		0		1		1		6		1		11		357		336		0		1		1		6		1		11		357		273		1		0		3		5		3		11		406		392		1		0		3		5		3		11		406		392		357		6		1		0		0		0				1		特に特定妊婦については随時医療機関や関係機関と連携を図っている。 トク トクテイ ニンプ ズイジ イリョウ キカン カンケイ キカン レンケイ ハカ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談や発達支援学級で実施。 イクジ ソウダン ハッタツ シエン ガッキュウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母親教室で普及・啓発および赤ちゃん人形で実演。 ハハオヤ キョウシツ フキュウ ケイハツ アカ ニンギョウ ジツエン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し、検討し、ﾌｫﾛｰ時期・方法を決定。 ケンシン ゴ ジッシ ケントウ ジキ ホウホウ ケッテイ		0		0				1		5歳児発達相談会等で評価。 サイジ ハッタツ ソウダン カイ トウ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に内容を記載し、返送。 ケンシン ヒョウ ナイヨウ キサイ ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		118		891		岐阜県		恵那市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		三宅三那恵 ミ タク ミ ナ エ		0573-26-2111		0573-20-2122		1		kenkouhoken@city.ena.gifu.jp		0		1				1		0		4				349		347		1		0		1		7		99		99		384		379		1		0		1		7		99		99		385		378		1		0		3		1		99		99		391		387		1		0		3		1		99		99		391		386		327		11		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		子育て支援室へ相談する。 コソダ シエン シツ ソウダン		0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾌﾟﾘﾝﾄを配布し、見通しをもてるよう関っている。 ハイフ ミトオ カカワ		0		0				1		問診終了後、全員でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。 モンシン シュウリョウゴ ゼンイン ジッシ		0		0				1		集団指導時実施 シュウダン シドウ ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		3歳健診後に園に伺い要観察となった児の様子を見に行っている。 サイ ケンシン ゴ エン ウカガ ヨウ カンサツ ジ ヨウス ミ イ		0		0				1		就学前に学校関係者主催の会議に出席し健診内容などの情報共有を行っている。 シュウガク マエ ガッコウ カンケイシャ シュサイ カイギ シュッセキ ケンシン ナイヨウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		小児科医師による勉強会の開催 ショウニカ イシ ベンキョウ カイ カイサイ		1		小児科医師による勉強会の開催 ショウニカ イシ ベンキョウ カイ カイサイ		0				0		0

		119		1392		高知県		東洋町		住民課 ジュウミン カ		西山 ニシヤマ		0887-29-3394		0887-29-3813		1		jumin@town.toyo.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		13		13		1		0		1		9		1		11		13		11		1		0		1		9		1		11		13		11		1		0		3		6		3		9		8		7		1		0		3		6		3		9		8		7		4		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		0				0				0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		120		1415		福岡県		大牟田市		健康福祉部児童家庭課 ケンコウ フクシ ブ ジドウ カテイ カ		中原広子 ナカハラ ヒロコ		0944-41-2661		0944-41-2664		1		jidoukatei01@city.omuta.lg.jp		0		1				0		1		4		6		780		0		0		1		1		6		1		8		890		845		1		0		1		6		1		8		865		740		0		1		3		0		3		2		837		769		1		0		3		0		3		2		834		654		833		83		0		0		1		1		全妊婦のｱｾｽﾒﾝﾄは行っていないが市内産婦人科と連携しﾊｲﾘｽｸｹｰｽで支援が必要な場合は市へ連絡するように依頼している。 ゼン ニンプ オコナ シナイ サンフジンカ レンケイ シエン ヒツヨウ バアイ シ レンラク イライ		1		特定妊婦として要保護児童対策地域協議会において支援対象としている場合は、支援方法や内容等を評価している。評価時期はｹｰｽにより異なる。 トクテイ ニンプ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ シエン タイショウ バアイ シエン ホウホウ ナイヨウトウ ヒョウカ ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		0		1		0		1		0		1		医療機関委託健診分は必要時に医療機関に配慮を依頼している。 イリョウ キカン イタク ケンシン ブン ヒツヨウ ジ イリョウ キカン ハイリョ イライ		0		0		1		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		必要時、要保護児童対策地域協議会のｹｰｽとする。 ヒツヨウジ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ		1		統計を取り次年度の指導・相談に反映させている。 トウケイ ト ジネンド シドウ ソウダン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他部署の管理栄養士が他機関と連携し、評価している。 タ ブショ カンリ エイヨウシ タ キカン レンケイ ヒョウカ		1		育児教室で実施している。 イクジ キョウシツ ジッシ				0				1		保育所や学校等と連携し、保健指導後の育児か状況を把握して評価としている。 ホイク ショ ガッコウトウ レンケイ ホケン シドウ ゴ イクジ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問や育児教室で啓発している。ﾎﾟｽﾀｰやﾁﾗｼでの啓発。 シンセイジ ホウモン イクジ キョウシツ ケイハツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		委託医療機関より検査結果の報告を受けている。 イタク イリョウ キカン ケンサ ケッカ ホウコク ウ		0				1		0				0				0		0		1		保護者の同意があれば市での相談結果等を保育所や学校等に伝え今後の支援に活かしている。 ホゴシャ ドウイ シ ソウダン ケッカ トウ ホイク ショ ガッコウナド ツタ コンゴ シエン イ		1		健診結果に市へ依頼する「要支援」の項目を入れており市への相談事業につなぐ場合は連絡票により医療機関から市へ連絡するようにしている。 ケンシン ケッカ シ イライ ヨウ シエン コウモク イ シ ソウダン ジギョウ バアイ レンラク ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤に関らず対象として確保している（歯科医除く）。 ジョウキン ヒジョウキン カカワ タイショウ カクホ シカイ ノゾ

		121		586		千葉県		白井市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		栗原奈津子 クリハラ ナツコ		047-497-3295		047-492-3033		1		kenkou@city.shiroi.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		456		366		1		0		1		6		1		11		504		494		1		0		1		6		1		11		504		494		1		0		3		6		3		11		611		591		1		0		3		6		3		11		611		591		457		226		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		次の幼児健診の際、受診の有無、保健指導の成果を評価するようにしており、その結果（重要なもののみ）を健診歯科医へ会議にて報告している。 ツギ ヨウジ ケンシン サイ ジュシン ウム ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ケッカ ジュウヨウ ケンシン シカイ カイギ ホウコク		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4か月育児相談、1歳6か月、3歳児健診の問診時に子どもの発達についての説明をしている。 ゲツ イクジ ソウダン サイ ゲツ サイジ ケンシン モンシン ジ コ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度より、各母子保健事業を通した評価を実施する予定。 ネンド カク ボシ ホケン ジギョウ トオ ヒョウカ ジッシ ヨテイ		1		4か月育児相談の問診項目に揺さぶられ症候群に関する設問を入れることで啓発につなげている。 ゲツ イクジ ソウダン モンシン コウモク ユ ショウコウグン カン セツモン イ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		心理士による発達ｱｾｽﾒﾝﾄ等に関する研修を実施している。 シンリシ ハッタツ トウ カン ケンシュウ ジッシ

		122		927		静岡県		富士宮市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		鈴木陽子 スズキ ヨウコ		0544-22-2727		0544-28-0267		1		kenko@city.fujinomiya.lg.jp		0		1				0		1		4		7		1033		1021		1		0		1		6		1		11		1155		1129		1		0		1		6		1		11		1155		1129		1		0		3		0		3		11		1144		1119		1		0		3		0		3		11		1144		1119		1078		343		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0		0		1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		123		1024		三重県		朝日町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		近藤 コンドウ		059-377-5652		059-377-2790		1		kosodate@town.asahi.mie.jp		0		1				0		1		4		6		93		93		1		0		1		6		2		0		127		127		1		0		1		6		2		0		127		127		1		0		3		0		4		0		165		165		1		0		3		0		4		0		165		165		112		―		0		0		0		1		何れの時期にも行っていなかったが、Ｈ26年度10月より交付時の把握を開始した。 イズ ジキ オコナ ネンド ガツ コウフ ジ ハアク カイシ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		7・8か月児対象の健康相談時に説明・指導他、健診案内時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ゲツ ジ タイショウ ケンコウ ソウダン ジ セツメイ シドウ ホカ ケンシン アンナイ ジ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園と連携した評価。 エン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		受診票が痛く医療機関より届く。 ジュシン ヒョウ イタ イリョウ キカン トド		0		0		0		0				1				0				0				0		0

		124		1349		香川県		善通寺市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		内田弘子 ウチダ ヒロコ		0877-60-6365		0877-63-6372		1		kodomo@city.zentsuji.kagawa.jp		0		1				0		1		3		4		301		301		0		1		1		6		1		7		248		247		0		1		1		6		1		7		248		247		0		1		3		5		3		6		283		280		0		1		3		5		3		6		283		280		258		50		1		0		0		0				1		保健師・助産師・家庭児童相談員等でｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。不定期（必要時開催）。 ホケンシ ジョサンシ カテイ ジドウ ソウダンイン トウ オコナ フテイキ ヒツヨウジ カイサイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣について ショクシュウカン		0		0		1		0		0				0				0		1		乳児健診は委託しているため指導する機会は必ず全員とは言えない。乳児相談においては指導する機会は確保されている。 ニュウジ ケンシン イタク シドウ キカイ カナラ ゼンイン イ ニュウジ ソウダン シドウ キカイ カクホ		1		関係者間でのｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 カンケイシャ カン		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、支援を検討する。 オコナ シエン ケントウ		0		0		0				1		乳児検診に関しては健診結果にて連携。1歳半健診・3歳児健診については支援担当として市保健診が1名、委託機関での健診に参加する。 ニュウジ ケンシン カン ケンシン ケッカ レンケイ サイハン ケンシン サイジ ケンシン シエン タントウ シ ホケン シン メイ イタク キカン ケンシン サンカ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		全ての健診を委託しているため健診従事者の研修は委託先による。市担当者については確保している。 スベ ケンシン イタク ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ イタクサキ シ タントウシャ カクホ

		125		1111		大阪府		熊取町		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		山口淳子 ヤマグチ ジュンコ		072-452-6294		072-543-7196		1		kosodate-shien@town.kumatori.lg.jp		0		1				1		0		4		5		306		306		1		0		1		7		1		11		310		308		1		0		1		7		1		11		310		308		1		0		3		6		3		11		375		362		*		*		2		6		2		11		370		331		304		19		1		0		0		0				1		特定妊婦については出産前に虐待対策課に報告、ﾊｲﾘｽｸ妊婦も特定妊婦に準じて広告を評価している。 トクテイ ニンプ シュッサン マエ ギャクタイ タイサク カ ホウコク ニンプ トクテイ ニンプ ジュン コウコク ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団指導の内容に含んでいる。 シュウダン シドウ ナイヨウ フク		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関によっては医師により発達健診や保護者への支援の依頼の電話や文書による連絡がある。 イリョウ キカン イシ ハッタツ ケンシン ホゴシャ シエン イライ デンワ ブンショ レンラク		0		0		0		0				1		府内の研修会への参加をしている。 フナイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		126		1007		三重県		津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		石川 イシカワ		059-229-3310		059-229-3287		1		229-3310@city.tsu.lg.jp		1		1				0		1		4		11		2077		2108		1		0		1		6		1		11		2282		2257		1		0		1		6		1		11		2282		2256		1		0		3		5		3		11		2473		2382		1		0		3		5		3		11		2473		2381		2240		38		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		2歳児むし歯０事業として1歳半健診の結果、対象とする児に口腔内診査や歯科保健指導が受けられる機会を提供し3歳児健診で評価している。 サイジ バ ジギョウ サイハン ケンシン ケッカ タイショウ ジ コウクウ ナイ シンサ シカ ホケン シドウ ウ キカイ テイキョウ サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳内に記載。 ボシ ケンコウ テチョウ ナイ キサイ		0		0				1		尿検・視力検査・聴覚検査 ニョウ ケン シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		母の問診票を用いて医療機関が市町に指示を行う。 ハハ モンシン ヒョウ モチ イリョウ キカン シ マチ シジ オコナ		0		0		0		0				1		乳幼児発達支援見直し事業として研修を行っている。 ニュウヨウジ ハッタツ シエン ミナオ ジギョウ ケンシュウ オコナ		1				0				0		0

		127		1197		和歌山県		新宮市		新宮市保健センター シングウシ ホケン		峪中 ヨク ナカ		0735-23-4511		0735-22-3511		2		m-sakonaka@city.shingu.lg.jp		0		1				1		0		4		99		229		224		1		0		1		6		99		99		210		204		1		0		1		6		99		99		210		204		1		0		3		6		99		99		229		211		1		0		3		6		99		99		229		211		228		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		0		0		1		事前にﾌｫﾛｰが必要なｹｰｽについて保健師間で情報共有している。 ジゼン ヒツヨウ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導 シドウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		研修館がある場合は積極的に参加するようにしている。 ケンシュウ カン バアイ セッキョクテキ サンカ

		128		1298		広島県		熊野町		民生部健康課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		森川 モリカワ		082-820-5637		082-854-8009		1		kenko@town.kumano.hiroshima.jp		1		1				1		1		2		6		161		152		1		0		1		6		1		10		189		166		1		0		1		6		1		10		189		166		1		0		3		1		3		5		208		201		1		0		3		1		3		5		208		201		155		*		1		1		0		0				1		月1回ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施 ツキ カイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		保健事業後、健診後のｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ。 ホケン ジギョウ ゴ ケンシン ゴ		1		乳幼児健診、母親学級（妊婦教室）。 ニュウヨウジ ケンシン ハハオヤ ガッキュウ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当者会議の実施 タントウシャ カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診のみ実施、結果の送付。 ニュウジ ケンシン ジッシ ケッカ ソウフ		0		0		0		0				1		外部講師による講習 ガイブ コウシ コウシュウ		1		外部講師による講習 ガイブ コウシ コウシュウ		0				0		0

		129		1699		中核市 チュウカクシ		豊田市		豊田市役所子ども部こども家庭課 トヨタ シヤクショ コ ブ カテイ カ		國長稚佳子 クニ ナガ チカコ		0565-34-6636		0565-32-2098		1		kodomokatei@city.toyota.aichi.jp		0		1				1		0		3		5		3966		3823		1		0		1		6		1		11		4095		3955		1		0		1		6		1		11		4095		3955		1		0		3		0		3		11		4104		3955		1		0		3		0		3		11		4104		3955		4333		328		1		0		0		0				1		・「保健医療福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ会議」年1回　妊娠期における個別支援の体制等について評価を実施。　医療機関との連携会議。　・「特定妊婦検討会議」毎月2回
個別支援体制について母子保健担当者・家庭児童相談室担当者にて検討会議実施。　　・「母子保健ｹｰｽ情報交換会」月1回　周産期医療機関と、地区担当保健師・母子保健担当者との情報交換会を実施。 ホケン イリョウ フクシ カイギ ネン カイ ニンシン キ コベツ シエン タイセイトウ ヒョウカ ジッシ イリョウ キカン レンケイ カイギ トクテイ ニンプ ケントウ カイギ マイツキ カイ コベツ シエン タイセイ ボシ ホケン タントウ シャ カテイ ジドウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3，4か月児健康診査での集団指導にて、共同注視を促す等の社会性を伸ばす親子の関わりを指導。 ゲツ ジ ケンコウ シンサ シュウダン シドウ キョウドウ チュウシ ウナガ トウ シャカイセイ ノ オヤコ カカ シドウ		0		0				1		・健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて、個別相談を実施したｹｰｽの保健指導の内容や児の総合判定および児の支援の訪印について評価。　・1歳6か月児健診事後教室勧奨を勧奨した児に関して、教室に参加した際、その判断や教室の必要性を教室のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて随時評価。　・療育での支援方針の児に関して、早期療育ｼｽﾃﾑに基づき、豊田市こども発達ｾﾝﾀｰが主となり、その判断についての妥当性や療育の必要性を随時評価。 ケンシン ゴ コベツ ソウダン ジッシ ホケン シドウ ナイヨウ ジ ソウゴウ ハンテイ ジ シエン ホウイン ヒョウカ サイ ゲツ ジ ケンシン ジ ゴ キョウシツ カンショウ カンショウ ジ カン キョウシツ サンカ サイ ハンダン キョウシツ ヒツヨウセイ キョウシツ ズイジ ヒョウカ リョウイク シエン ホウシン ジ カン ソウキ リョウイク モト		0		0				1		3・4か月児健康診査にて厚労省作成の「赤ちゃんが泣きやまない」ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。（受診者全員が対象） ゲツ ジ ケンコウ シンサ コウロウショウ サクセイ アカ ナ ハイフ ジュシン シャ ゼンイン タイショウ		0		0				1		検尿精密検査・聴力精密検査 ケンニョウ セイミツ ケンサ チョウリョク セイミツ ケンサ		0				0				0				0		0				1		・健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて個別相談における保健指導の内容や児の総合判定おおび児の支援の方針について個別で評価。　・1歳6か月児健診事後教室勧奨した児に関しては、教室に参加した際、その判断や教室の必要性を教室のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて随時評価。 ケンシン ゴ コベツ ソウダン ホケン シドウ ナイヨウ ジ ソウゴウ ハンテイ ジ シエン ホウシン コベツ ヒョウカ サイ ゲツ ジ ケンシン ジ ゴ キョウシツ カンショウ ジ カン キョウシツ サンカ サイ ハンダン キョウシツ ヒツヨウセイ キョウシツ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		豊田市心身障がい児早期療育推進委員会にて入園相談会、個別支援検討会等が開催され評価を随時実施。 トヨタシ シンシン ショウ ジ ソウキ リョウイク スイシン イインカイ ニュウエン ソウダンカイ コベツ シエン ケントウカイトウ カイサイ ヒョウカ ズイジ ジッシ		0		0		0				1		母子連絡票にて把握。 ボシ レンラク ヒョウ ハアク		0		0		0		0				1		職員向けｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞと相談支援について　職員の資質向上研修の開催。 ショクイン ム ケンシュウ ソウダン シエン ショクイン シシツ コウジョウ ケンシュウ カイサイ		1		健診従事者向けｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修　問診手技・発達の気になる子への保健指導に関するｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸや事例検討等の実施。 ケンシン ジュウジシャ ム ケンシュウ モンシン シュギ ハッタツ キ コ ホケン シドウ カン ジレイ ケントウトウ ジッシ		1		豊田加茂地域母子保健事業研究会　医師・保健師・看護師の参加による疾患の理解および乳幼児健診や未受診に関する情報交換会の実施。 トヨタ カモ チイキ ボシ ホケン ジギョウ ケンキュウカイ イシ ホケン シ カンゴシ サンカ シッカン リカイ ニュウヨウジ ケンシン ミ ジュシン カン ジョウホウ コウカン カイ ジッシ		0		0

		130		1680		沖縄県		与那国町		長寿福祉課 チョウジュ フクシカ		尾辻史華 オ ツジ フミ ハナ		0980-87-3575		0980-87-2079		2		oshimafu@town.yonaguni.okinawa.jp		0		1				1		0		3		6		8		8		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		3		4		4		0		24		23		1		0		3		4		4		0		24		23		15		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		*		*		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		131		1567		大分県		由布市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木本 キモト		0977-84-3111		0977-84-3733		2		kimoto_masami@city.yufu.oita.jp		0		1				0		1		4		7		297		245		1		0		1		6		1		8		307		288		1		0		1		6		1		8		307		288		1		0		3		3		3		8		296		265		1		0		3		3		3		8		296		265		29		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		フッ素塗布受診県の配布 ソ トフ ジュシン ケン ハイフ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを使って保健指導の時に説明。 ツカ ホケン シドウ トキ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診、就学相談で確認。 サイジ ケンシン シュウガク ソウダン カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要に応じて検診に携わる全ての職種向けに実施している。 ヒツヨウ オウ ケンシン タズサ スベ ショクシュ ム ジッシ

		132		875		長野県		高山村		村民生活課保健予防係 ソンミン セイカツ カ ホケン ヨボウ カカリ		関谷美智代 セキヤ ミチヨ		026-242-1202		026-242-1205		1		sonmin@vill.takayama.nagano.jp		1		1				1		0		3		4		38		38		1		0		1		6		1		7		34		32		1		0		1		6		1		7		34		32		1		0		3		0		3		1		51		51		1		0		3		0		3		1		51		51		26		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康づくり推進協議会に実績を提示し、次年度計画の検討資料にしている。 ケンコウ スイシン キョウギカイ ジッセキ テイジ ジネンド ケイカク ケントウ シリョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		全ての対象者ではないが必要に応じて行っている。 スベ タイショウシャ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診時に個別にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ジカイ ケンシン ジ コベツ オコナ		0		0				1		5歳児相談を行い、発達相談員・療育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・教育相談員・保育園・幼稚園と連携し評価している。 サイジ ソウダン オコナ ハッタツ ソウダン イン リョウイク キョウイク ソウダンイン ホイクエン ヨウチエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		村職員が受けた研修内容を従事者に伝達している。 ムラ ショクイン ウ ケンシュウ ナイヨウ ジュウジシャ デンタツ

		133		877		長野県		木島平村		民生課健康福祉室 ミンセイ カ ケンコウ フクシ シツ		高山美恵 タカヤマ ビ エ		0269-82-3111		0269-82-4121		1		kenfuku@kijimadaira.jp		0		1				1		0		3		4		28		28		1		0		1		6		1		7		30		30		1		0		1		6		1		7		30		30		1		0		3		0		3		1		33		32		1		0		3		0		3		1		33		32		38		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		その子どもや保護者による。 コ ホゴシャ		0				1		0				1		乳児訪問の際、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ニュウジ ホウモン サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		134		1161		奈良県		生駒市		こども健康部健康課保健予防係 ケンコウ ブ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		宮本ゆかり ミヤモト		0743-75-2255		0743-75-1031		1		kenkou@city.ikoma.lg.jp		0		1				0		1		3		3		885		880		1		0		1		7		1		8		1087		1081		1		0		1		7		1		7		1087		1081		0		1		3		6		3		6		1129		1011		1		0		3		0		3		0		1155		311		976		77		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4～5か月児対象の親子教室時に保健師から、また、10か月児相談時に発達相談員から発達過程について説明し母親支援を行っている。 ゲツ ジ タイショウ オヤコ キョウシツ ジ ホケンシ ゲツ ジ ソウダン ジ ハッタツ ソウダンイン ハッタツ カテイ セツメイ ハハオヤ シエン オコナ		0		0				0				1		0				1		出生届時、冊子配布、また、こんにちは赤ちゃん訪問時に啓発している。 シュッセイ トドケ ジ サッシ ハイフ アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的に乳幼児健診の指定医療機関と情報交換を行っている。 テイキテキ ニュウヨウジ ケンシン シテイ イリョウ キカン ジョウホウ コウカン オコナ		0				0		0		1		市・療育機関、小学校の通級指導担当者に対し市が実施している事業を紹介する。又は市に対して情報提供がある。 シ リョウイク キカン ショウガッコウ ツウキュウ シドウ タントウシャ タイ シ ジッシ ジギョウ ショウカイ マタ シ タイ ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		0		0				0				1		集団検診に従事する者に対し、研修会を1回/年程度実施している。 シュウダン ケンシン ジュウジ モノ タイ ケンシュウカイ カイ ネン テイド ジッシ		0				0		0

		135		1386		高知県		須崎市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　友美 イズミ トモミ		0889-42-1280		0889-42-1245		1		kenko1@city.susaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		136		134		1		0		1		6		1		8		134		129		1		0		1		6		1		8		131		129		1		0		3		4		3		6		142		138		1		0		3		4		3		6		142		138		130		48		1		0		0		0				0				0		1		H27～定期的に評価予定 テイキテキ ヒョウカ ヨテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		結果のまとめ、園長。 ケッカ エンチョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショクセイカツ		0		1		0		0		0				1		乳児健診時にﾒﾃﾞｨｱとの関わり方や親と子の触れ合いについてなど指導。 ニュウジ ケンシン ジ カカ カタ オヤ コ フ ア シドウ		0		0				0				0		1		個別対応が主、必要時に医師から助言をもらうなど行っている。 コベツ タイオウ オモ ヒツヨウ ジ イシ ジョゲン オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		担当が個別に対応する中で必要時に支援者間で検討されることがある。 タントウ コベツ タイオウ ナカ ヒツヨウ ジ シエンシャ カン ケントウ		0				0		0		1		地域として評価する方法としては確立されているものはないが、必要時、担当者が支援継続の中で評価している。 チイキ ヒョウカ ホウホウ カクリツ ヒツヨウ ジ タントウシャ シエン ケイゾク ナカ ヒョウカ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないものの、必要時実施している。 テイキテキ ヒツヨウ ジ ジッシ

		136		1171		奈良県		三宅町		健康子ども部健康福祉課 ケンコウ コ ブ ケンコウ フクシ カ		福永歩美 フクナガ アユミ		0745-43-3580		0745-43-2107		1		kenkou@town.miyake.nara.jp		0		1				1		0		3		5		32		32		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		3		8		3		10		49		44		1		0		3		8		3		10		49		44		35		16		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象児によって重要項目が異なる。 タイショウ ジ ジュウヨウ コウモク コト		0		1		0		0		0				1		乳児健診（3～5か月児、9～10か月児）の発達相談（個別）や乳児対象の親子教室にて実施。 ニュウジ ケンシン ゲツ ジ ゲツ ジ ハッタツ ソウダン コベツ ニュウジ タイショウ オヤコ キョウシツ ジッシ		0		0				0				0		1		評価基準、方法は正式に決めていないが健診後のﾌｫﾛｰとして親子教室・療育教室の案内をし、参加の都度、今後の支援体制を検討している。 ヒョウカ キジュン ホウホウ セイシキ キ ケンシン ゴ オヤコ キョウシツ リョウイク キョウシツ アンナイ サンカ ツド コンゴ シエン タイセイ ケントウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		親子教室・療育教室等でﾌｫﾛし、必要に応じてｹｰｽ相談・検討会を実施している。 オヤコ キョウシツ リョウイク キョウシツ トウ ヒツヨウ オウ ソウダン ケントウカイ ジッシ		0		0				1		保健師・幼稚園・心理相談員と今後のﾌｫﾛｰ等について定期的に実施している。 ホケンシ ヨウチエン シンリ ソウダンイン コンゴ トウ テイキテキ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県の研修、また心理相談員による定期的な研修の実施。 ケン ケンシュウ シンリ ソウダン イン テイキテキ ケンシュウ ジッシ		0				0				0		0

		137		189		青森県		外ヶ浜町		福祉課 フクシカ		安藤 アンドウ		0174-22-2941		0174-31-1016		2		etsuko-andoh@town.sotogahama.lg.jp		0		1				1		0		3		11		21		19		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		3		5		3		11		26		24		1		0		3		5		3		11		26		24		13		1		1		0		0		0				0				0		1		評価はしていないが保健師内で情報共有し、ｹｰｽ支援について話し合っている。 ヒョウカ ホケンシ ナイ ジョウホウ キョウユウ シエン ハナ ア		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		健診にて要観察やＤｒより指示（○歳に再ﾁｪｯｸ等）のあった方には、健診最後の保健指導にて時間の許しまで個別に行っている。 ケンシン ヨウ カンサツ シジ サイ サイ ナド カタ ケンシン サイゴ ホケン シドウ ジカン ユル コベツ オコナ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度から‘育て難さ’に関する質問をとっており今後その評価を含めどう対応するか検討中である。 ネンド ソダ ニク カン シツモン コンゴ ヒョウカ フク タイオウ ケントウチュウ		1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布（出生時、乳児健診にて） ハイフ シュッセイ ジ ニュウジ ケンシン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価はしていないが就学前の児に対して「就学指導委員会」にて情報共有と今後の対応等について話し合っている。 ヒョウカ シュウガクマエ ジ タイ シュウガク シドウ イインカイ ジョウホウ キョウユウ コンゴ タイオウトウ ハナ ア		1		1歳までの乳児に関して委託健診を一人当たり2回とし実施（受診券配布）。その請求の際に異常あり・なし等記入できるｽﾍﾟｰｽを設け連携している。 サイ ニュウジ カン イタク ケンシン ヒトリ ア カイ ジッシ ジュシン ケン ハイフ セイキュウ サイ イジョウ ナド キニュウ モウ レンケイ		0		0		0		0				1		従事者は町保健師のみで委託等ない。町独自の研修はないが県等実施の研修に参加している。 ジュウジシャ チョウ ホケンシ イタクトウ マチ ドクジ ケンシュウ ケン トウ ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		138		1639		鹿児島県		与論町		保健センター ホケン		叶　良子 カノウ リョウ コ		0997-97-5105		0997-97-5110		1		hokenc@yoron.jp		0		1				1		0		3		5		55		55		1		0		1		6		1		8		57		54		1		0		1		6		1		8		57		54		1		0		3		6		3		6		53		49		1		0		3		6		3		8		53		49		41		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		139		339		山形県		庄内町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高田美幸 タカダ ミユキ		0234-43-0817		0234-42-0894		1		hokenfukushi@town.shonai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		123		120		1		0		1		6		1		8		158		156		1		0		1		6		1		8		158		156		*		*		3		5		3		8		156		155		*		*		3		5		3		8		156		155		123		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1		成果を受診者数やう歯り患率等で評価し、次年度の計画に活用している。 セイカ ジュシンシャ スウ シ カン リツ トウ ヒョウカ ジネンド ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別に子どもの発達と対応について指導している。 コベツ コ ハッタツ タイオウ シドウ		0		0				1		健診時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで検討・評価している。 ケンシン ジ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		個別に説明している。 コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼稚園入園前に担当部署と連携し評価している。 ヨウチエン ニュウエン マエ タントウ ブショ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1										1						1

		140		88		北海道		愛別町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		荒井美千子 アライ ミチコ		01658-6-5111		01658-9-3933		2		arai.m@town.aibetsu.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		30		19		*		*		1		6		1		9		19		19		*		*		1		6		1		9		19		19		*		*		3		0		3		3		16		16		*		*		3		0		3		3		16		16		21		0		1		0		0		0				0				0		1		全妊婦対象に24週前後に保健師・栄養士との面談を実施。それ以外では担当保健師が評価し、随時対応している。26年度はﾊｲﾘｽｸ妊婦がいなかっため、実施していない。 ゼン ニンプ タイショウ シュウ ゼンゴ ホケンシ エイヨウシ メンダン ジッシ イガイ タントウ ホケンシ ヒョウカ ズイジ タイオウ ネンド ニンプ ジッシ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		児童相談所で作成しているﾏﾆｭｱﾙを使用している。 ジドウ ソウダン ショ サクセイ シヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				栄養・生活習慣 エイヨウ セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				1		子育てｱﾝｹｰﾄを実施し、適宜支援している。 コソダ ジッシ テキギ シエン		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄに導入し、知識の有無について確認している。 ドウニュウ チシキ ウム カクニン		0		0				0				0				0				0				1		1		対象人数が少ないため、精度管理に達していない。 タイショウ ニンズウ スク セイド カンリ タッ		1		2か月に一度ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの実施、随時評価している。 ゲツ イチド ジッシ ズイジ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		必要に応じて、幼児ｾﾝﾀｰや小学校と連携し、検討・評価を実施している。 ヒツヨウ オウ ヨウジ ショウガッコウ レンケイ ケントウ ヒョウカ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		141		67		北海道		仁木町		ほけん課保健係 カ ホケン カカリ		三浦千尋 ミウラ チヒロ		0135-32-2514		0135-32-2648		1		fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp		0		1		1		*		*		3		4		23		22		*		*		1		6		1		11		18		17		*		*		1		6		1		11		18		16		*		*		3		0		3		11		26		24		*		*		3		0		3		11		26		24		16		1		1		1		0		0				0				0		1		明確な内容や時期は決まっていないが個別支援の後に係内で情報を共有し支援の方針を検討している。 メイカク ナイヨウ ジキ キ コベツ シエン アト カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウシン ケントウ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕罹患率等の結果を基にフッ化物洗口事業や虫歯予防教室の実施をし、継続的なう蝕予防に取り組んでいる。 ショク リカン リツ トウ ケッカ モト カ ブツ センコウ ジギョウ ムシバ ヨボウ キョウシツ ジッシ ケイゾクテキ ショク ヨボウ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		状況に応じて説明するｹｰｽもあるが、全家庭に指導するという取り決めはしていない。 ジョウキョウ オウ セツメイ ゼン カテイ シドウ ト キ		1		指導後に係内で情報共有し、今後の支援方法を検討している。 シドウ ゴ カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで情報共有し、支援方法や経過観察の必要性について検討する。 ケンシン ゴ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウホウ ケイカ カンサツ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		就学時健診前後にことば教室の教諭や小学校、教育委員会等関係機関と連携し、評価と今後の支援につなげている。 シュウガク ジ ケンシン ゼンゴ キョウシツ キョウユ ショウガッコウ キョウイク イインカイトウ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ コンゴ シエン		0		0		0				0				0		0		0		0				1		道や関係機関主催の研修会に参加している。 ドウ カンケイ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1						1

		142		1593		宮崎県		椎葉村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		尾前裕香 オ マエ ユウ		0982-68-7510		0982-68-7511		*		*		*		*				*		*		4		4		24		24		*		*		1		5		1		8		20		20		*		*		1		5		1		8		20		20		*		*		3		5		3		8		24		23		*		*		3		5		3		8		24		23		22		2		1		0		0		0				0				0		1		期限を決めてはいないが出産までの状況は随時把握している。 キゲン キ シュッサン ジョウキョウ ズイジ ハアク		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0		*		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		具体的な決り事はないが園での様子を観察し学校へつないでいる。 グタイテキ キマ ゴト エン ヨウス カンサツ ガッコウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		*		1		*		0				0		0														1

		143		256		宮城県		登米市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		細浦育子 ホソ ウラ イクコ		0220-58-2116		0220-58-3345		1		kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp		1		1		1		*		*		4		5		547		543		*		*		1		6		1		7		598		578		*		*		1		6		1		7		598		578		*		*		3		6		3		7		609		603		*		*		3		6		3		7		609		603		548		―		1		0		0		0				1		ｹｰｽの状況に応じて必要と判断した時期に妊婦訪問等実施。訪問後はすぐに次の支援時期や支援方法について検討している。 ジョウキョウ オウ ヒツヨウ ハンダン ジキ ニンプ ホウモントウ ジッシ ホウモン ゴ ツギ シエン ジキ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		年次毎ではないが、保健指導に歯科衛生士を加え、内容もF塗布・歯垢染めだしを実施していた。さらに昨年度よりｶﾘｴｽﾘｽｸに着目し、唾液簡易検査（RDﾃｽﾄ）を2歳児歯科健診に行っている。 ネンジ ゴト ホケン シドウ シカ エイセイ シ クワ ナイヨウ トフ シコウ ソ ジッシ サクネンド チャクモク ダエキ カンイ ケンサ サイジ シカ ケンシン オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		母子関係 ボシ カンケイ		0		1		0		0		0				1		集団健診時、集団指導の中で実施。各々の発達に応じて事故の危険性についてもつなげて指導している。 シュウダン ケンシン ジ シュウダン シドウ ナカ ジッシ オノオノ ハッタツ オウ ジコ キケンセイ シドウ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて指導内容が妥当であったかどうか、また、今後の支援の方向性についても確認、共有している。 ケンシン ゴ シドウ ナイヨウ ダトウ コンゴ シエン ホウコウセイ カクニン キョウユウ		0		0				1		問診票の項目にあるので確認しながら指導実施。 モンシン ヒョウ コウモク カクニン シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		町域ごとに行っている中学校区連携会議等を通じ、ｹｰｽ支援関係機関と連携している。 マチ イキ オコナ チュウガッコウ ク レンケイ カイギトウ ツウ シエン カンケイ キカン レンケイ		0		0		0				1		問診票および診察結果が市に返却される。 モンシン ヒョウ シンサツ ケッカ シ ヘンキャク		0		0		0		0				1		母子保健研修会、事例検討会。 ボシ ホケン ケンシュウ カイ ジレイ ケントウ カイ		0				0				0		0								1		1				1

		144		143		北海道		新冠町		保健福祉課保健福祉G健康推進係 ホケン フクシカ ホケン フクシ ケンコウ スイシン カカリ		井上朋美 イノウエ トモミ		0146-47-2113		0146-47-2496		1		chouminfukushi@niikappu.jp		0		1				*		*		4		6		37		37		*		*		1		6		2		11		48		48		*		*		1		6		2		11		48		48		*		*		3		0		3		11		49		49		*		*		3		0		3		11		49		49		44		7		1		1		0		0				0				0		1		ｹｰｽ担当保健師が支援状況に合わせて個別で評価している。 タントウ ホケンシ シエン ジョウキョウ ア コベツ ヒョウカ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健やか親子21（第2次）重点課題①－3を問診票内に記載し、保護者の知識の確認や発達に関する指導を実施している。 スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン カダイ モンシン ヒョウ ナイ キサイ ホゴシャ チシキ カクニン ハッタツ カン シドウ ジッシ		0		0				1		問診票に項目を記載し、必要時保健指導を実施。健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価している。 モンシン ヒョウ コウモク キサイ ヒツヨウジ ホケン シドウ ジッシ ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		他機関主催の研修への参加 タ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		145		934		静岡県		藤枝市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		伊　久美 イ クミ		054-654-1111		054-645-2122		1		hokencenter@city.fujieda.shizuoka.jp		0		1				*		*		3		5		1132		1128		*		*		1		6		1		11		1233		1232		*		*		1		6		1		11		1233		1232		*		*		3		0		3		11		1333		1333		*		*		3		0		3		11		1333		1331		1133		62		1		1		0		0				1		毎月の係の打合せで確認・評価している。 マイツキ カカリ ウチアワ カクニン ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健計画の指　となっている。 シカ ホケン ケイカク ユビ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を含めた生活習慣 ショクセイカツ フク セイカツ シュウカン		0		0		0		0		1		食育ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを開催しているが乳幼児期に特化した連携・評価は今後の課題である。 ショク イク カイサイ ニュウヨウジ キ トッカ レンケイ ヒョウカ コンゴ カダイ		1		6か月相談（集団）では運動発達について赤ちゃん体操を実施。その中で子どもの発達の促しを話している。 ゲツ ソウダン シュウダン ウンドウ ハッタツ アカ タイソウ ジッシ ナカ コ ハッタツ ウナガ ハナ		0		0				1		発達に課題のある子の一次療育教室を実施。K等室内で保健師による面談を行っている。教室終了後のｱﾝｹｰﾄを評価の一つとしている。 ハッタツ カダイ コ イチジ リョウイク キョウシツ ジッシ トウ シツナイ ホケンシ メンダン オコナ キョウシツ シュウリョウゴ ヒョウカ ヒト		0		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室での衛生教育で実施している。 キョウシツ エイセイ キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		*		0				0		0		1		個別のｹｰｽとして把握することはあるが、全体としての評価はできていない。 コベツ ハアク ゼンタイ ヒョウカ		0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		職員の異動などに伴い実施。定期的には行っていない。県主催の研修会に参加。 ショクイン イドウ トモナ ジッシ テイキテキ オコナ ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1

		146		830		長野県		佐久穂町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		堀米篤子 ホリ コメ アツコ		0267-86-2528		0267-86-2633		1		kenkoudukuri@town.sakuho.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		70		69		*		*		1		8		1		9		73		67		*		*		1		8		1		9		73		67		*		*		3		3		3		4		65		60		*		*		3		3		3		4		64		60		63		8		1		1		0		0				0				0		1		担当地区保健師や福祉士が個別にﾌｫﾛｰし定期的に評価する。 タントウ チク ホケンシ フクシ シ コベツ テイキテキ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子の教室等の指導の教材として使用。 ボシ キョウシツトウ シドウ キョウザイ シヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母子の教室や健診等の場で健康教育を行っている。 ボシ キョウシツ ケンシントウ バ ケンコウ キョウイク オコナ		0		0				1		健診でのｱﾝｹｰﾄを実施し、問診等に役立てている。 ケンシン ジッシ モンシントウ ヤクダ		0		0				1		健診でのｱﾝｹｰﾄ実施、集団の場で啓発。 ケンシン ジッシ シュウダン バ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況に把握や、呼び出した時期の来所や指導の有無等を確認するが、支援の有効性等は検討していない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ヨ ダ ジキ ライ ショ シドウ ウム ナド カクニン シエン ユウコウセイ ナド ケントウ		1		保育園や幼稚園等と連携して評価している。 ホイクエン ヨウチエン ナド レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		*		0		0		0		0				1		保健所主催の研修及びM-CHATの学習会等を実施。 ホケン ジョ シュサイ ケンシュウ オヨ ガクシュウ カイ ナド ジッシ		0				0				0		0				1				1		1				1

		147		828		長野県		南相木村		住民課 ジュウミンカ		中嶋陽子 ナカジマ ヨウコ		0267-78-2121		0267-78-2139		1		jyuumin@vill.minamiaiki.nagano.jp		0		1				*		*		3		5		7		7		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		3		4		3		10		8		8		*		*		3		4		3		10		8		8		2		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		148		1700		中核市 チュウカクシ		豊橋市 トヨハシ シ		豊橋市保健所こども保健課 トヨハシシ ホケンジョ ホケン カ		加藤寿子 カトウ トシコ		0532-39-9153		0532-38-0770		1		kodomohoken@city.toyohashi.lg.jp		0		1				*		*		3		6		3311		3227		*		*		1		6		1		11		3509		3411		*		*		1		6		1		11		3509		3411		*		*		3		0		3		11		3589		3426		*		*		3		0		3		11		3589		3426		3443		539		1		1		0		0				1		月1回、支援実施の有無を確認。個別支援内容については地区担当とｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰが確認する。 ツキ カイ シエン ジッシ ウム カクニン コベツ シエン ナイヨウ チク タントウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		歯科検診結果については事業評価をしている。 シカ ケンシン ケッカ ジギョウ ヒョウカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		かかりつけ歯科での定期受診勧奨。 シカ テイキ ジュシン カンショウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児家庭全戸訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。4か月児健診会場にてDVD放映。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ ゲツ ジ ケンシン カイジョウ ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の発達等に関する研修。 ニュウヨウジ ハッタツ トウ カン ケンシュウ		0				0				0		0				1

		149		282		秋田県		能代市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		近藤春菜 コンドウ ハルナ		0185-58-2838		0185-58-2930		1		kenkou@city.nkshiro.akita.jp		0		1				*		*		4		7		265		262		*		*		1		6		2		0		281		267		*		*		3		6		4		0		300		284		*		*		3		6		4		0		300		284		*		*		3		6		4		0		300		284		468		10		0		0		0		1		全妊婦には行われていない。 ゼン ニンプ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		おすわり・ﾊｲﾊｲ・つかまり立ちなどできるようになってくる、人見知り（＋）、離乳食指導（歯が生えてくる等も含め）など説明。 ダ ヒトミシ リニュウショク シドウ ハ ハ ナド フク セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾐｰｸﾗｽ、4か月児健診で説明（激しく揺さぶらないように）。 ゲツ ジ ケンシン セツメイ ハゲ ユ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				0				0		0				1		ｽｯﾀﾌ間でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し、要管理児へは電話連絡・訪問等で状況の確認・評価（次回健診へつなぐ）。 カン ジッシ ヨウ カンリ ジ デンワ レンラク ホウモン ナド ジョウキョウ カクニン ヒョウカ ジカイ ケンシン		0		0				0				0		0		1		5歳児親子相談の機会まで療育機関や保育所と連携・情報共有。 サイジ オヤコ ソウダン キカイ リョウイク キカン ホイク ショ レンケイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		150		1523		熊本県		天草市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		浦﨑裕美 ウラ サキ ヒロミ		0969-24-0620		0969-24-1631		1		yobou@city.amakusa.lg.jp		0		1				*		*		3		7		597		589		*		*		1		6		2		0		628		601		*		*		1		6		2		0		628		601		*		*		3		0		4		0		643		614		*		*		3		0		4		0		643		614		575		93		1		0		0		0				1		年度末に適切な時期にﾌｫﾛｰできたかを評価している。 ネンドマツ テキセツ ジキ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		健診の結果を踏まえ次年度の指導内容につなげている。 ケンシン ケッカ フ ジネンド シドウ ナイヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		5か月児育児学級を実施している。 ゲツ ジ イクジ ガッキュウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診時の指導内容としている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シドウ ナイヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診ﾏﾆｭｱﾙに基づき健診を実施し、評価を共有している。 ニュウヨウジ ケンシン モト ケンシン ジッシ ヒョウカ キョウユウ		0		0				1		5歳児健診を行い就学に向けた評価を行っている。 サイジ ケンシン オコナ シュウガク ム ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等主催の研修会に参加。市で研修会を計画し実施。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ シ ケンシュウカイ ケイカク ジッシ		0				0				0		0								1		1				1

		151		1279		岡山県		奈義町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		立石奈緒子 タテイシ ナオコ		0868-36-6700		0868-36-6772		1		hoken@town.nagi.okayama.jp		0		1				1		0		3		5		59		58		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		3		6		3		8		60		54		1		0		3		6		3		8		60		54		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		事故防止 ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の保育園・幼稚園・小中学校へ施設支援に行き経過を見る。 チョウナイ ホイクエン ヨウチエン ショウチュウガッコウ シセツ シエン イ ケイカ ミ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		152		1074		京都府		精華町		健康福祉環境部健康増進課 ケンコウ フクシ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ		西田 ニシダ		0774-95-1905		0774-95-3974		1		kenko@town.seika.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		274		372		1		0		1		6		1		7		330		310		1		0		1		6		1		7		330		310		1		0		3		6		3		7		373		339		1		0		3		6		3		7		373		339		9		6		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		*		*		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰ掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0														1

		153		1059		京都府		亀岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ カカリ		中村 ナカムラ		0771-25-5004		0771-25-5128		1		kenkou-zousin@city.kaｍeoka.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		678		664		1		0		1		6		1		7		669		655		1		0		1		6		1		7		669		655		1		0		3		5		3		6		821		793		1		0		3		5		3		6		821		793		734		34		1		0		0		0				0				0		1		定期的なものではなく評価方法も定まったものではないが出産後の母子の支援の中で妊娠中への関わりについての評価をするなどを行っている。 テイキテキ ヒョウカ ホウホウ サダ シュッサン ゴ ボシ シエン ナカ ニンシンチュウ カカ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月健診の集団指導で発達の見通しを伝える。資料などを配布。 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ハッタツ ミトオ ツタ シリョウ ハイフ		0		0				1		問診票や保健指導の中で評価。 モンシン ヒョウ ホケン シドウ ナカ ヒョウカ		0		0				1		母子手帳交付時に資料配布し説明。妊婦の教室で資料を配布にて説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ セツメイ ニンプ キョウシツ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的な評価としては行っていないが妥当性についての検討は行っている。 テイキテキ ヒョウカ オコナ ダトウセイ ケントウ オコナ		0				0		0		1		学校教育課や保育所・幼稚園、療育施設との連携の中で評価はしているが、体系的なものではない。 ガッコウ キョウイク カ ホイク ショ ヨウチエン リョウイク シセツ レンケイ ナカ ヒョウカ タイケイテキ		0				1		0		0		0				1		課内での研修、京都府主催の研修など。 カ ナイ ケンシュウ キョウトフ シュサイ ケンシュウ		0				0				0		0								1		1

		154		1385		高知県		土佐市		健康づくり課 ケンコウ カ		岡林あや オカバヤシ		088-852-1113		088-850-2433		1		kenkou@city.tosa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		216		162		1		0		1		6		1		11		201		194		1		0		1		6		1		11		201		194		1		0		3		4		3		11		203		194		1		0		3		4		3		11		203		194		184		5		0		1		0		0				0				0		1		H27年度中にﾊｲﾘｽｸ妊婦の対応基準を作成し、その都度、ﾌｫﾛｰしているが評価まで至っていない。 ネンド チュウ ニンプ タイオウ キジュン サクセイ ツド ヒョウカ イタ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		1		1		1		発達検査時のﾏﾆｭｱﾙ作成 ハッタツ ケンサ ジ サクセイ		1		歯科医を交えた歯科保健事業検討会（年1回）にてう歯のり患率・一人平均う歯数・咬合の異常について等検討し、目標を立てて実施している。 シカイ マジ シカ ホケン ジギョウ ケントウカイ ネン カイ シ カン リツ ヒトリ ヘイキン シ スウ コウゴウ イジョウ ナド ケントウ モクヒョウ タ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診・3歳児健診時に多動・言葉の遅れ・社会性等の面で注意してみていく必要性がある場合、別途相談会等につないでいる。健診時や相談会時に見通しについて保健師や心理士・ST等が助言している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ タドウ コトバ オク シャカイセイナド メン チュウイ ヒツヨウセイ バアイ ベット ソウダンカイ ナド ケンシン ジ ソウダンカイ ジ ミトオ ホケンシ シンリシ ナド ジョゲン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関からの乳児健康診査受診結果の返信（約2か月後）の中に必要に応じて医療機関から市へ報告がある。 イリョウ キカン ニュウジ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヘンシン ヤク ゲツ ゴ ナカ ヒツヨウ オウ イリョウ キカン シ ホウコク		0		0		0		0				1		発達障害の理解について、乳児の運動発達について。 ハッタツ ショウガイ リカイ ニュウジ ウンドウ ハッタツ		1		発達障害の理解について、乳児の運動発達について。 ハッタツ ショウガイ リカイ ニュウジ ウンドウ ハッタツ		0				0		0								1		1

		155		395		福島県		葛尾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		林　多恵子 ハヤシ タエコ		0247-61-2850		0247-62-0282		2		hayashi-taeko-ol@vill.katsurao.lg.jp		避難中		避難中				※当村は避難中のため健診の実施はない。 トウソン ヒナンチュウ ケンシン ジッシ																																																																												10		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		現在、健診の実施がない。 ゲンザイ ケンシン ジッシ		0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		訪問した際に実施している。 ホウモン サイ ジッシ		0		0				1		どんな所に困り感を感じているのか聞き取りして、今後のﾌｫﾛｰが必要かどうか評価して行く。 トコロ コマ カン カン キ ト コンゴ ヒツヨウ ヒョウカ イ		0		0				1		冊子を産後に配布している。 サッシ サンゴ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0		養護教諭とｹｰｽ検討や評価をしている。 ヨウゴ キョウユ ケントウ ヒョウカ		1		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		156		386		福島県		三春町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		千葉 チバ		0247-62-3166		0247-62-5110		1		kenko@town.miharu.fukushima.jp		0		1				1		0		3		6		101		99		1		0		1		6		1		11		113		111		1		0		1		6		1		11		113		111		1		0		3		0		3		11		132		126		1		0		3		0		3		11		132		126		126		7		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		明確な取り決めはないが事後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで対応法や情報の共有は行っている。また、地区担当の保健師につないでいる。 メイカク ト キ ジゴ タイオウ ホウ ジョウホウ キョウユウ オコナ チク タントウ ホケンシ		0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病率等を基に町事業の評価資料に挙げている。 ショク ユウ ビョウ リツ トウ モト チョウ ジギョウ ヒョウカ シリョウ ア		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達に関するﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し今後の発達の目安を周知することと、子どもの大よその発達段階を知ってもらう機会は確保している。 ハッタツ カン ハイフ コンゴ ハッタツ メヤス シュウチ コ オオ ハッタツ ダンカイ シ キカイ カクホ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		改めた評価の機会はないが就学前に5歳児健診を行い、3歳児健診の結果を踏まえて、健診を行っている（保育所・幼稚園での実施を主としている）。 アラタ ヒョウカ キカイ シュウガクマエ サイジ ケンシン オコナ サイジ ケンシン ケッカ フ ケンシン オコナ ホイク ショ ヨウチエン ジッシ オモ		1		健診後に委託先担当保健師と町保健師との情報共有を行い連携を図っている。 ケンシン ゴ イタクサキ タントウ ホケンシ チョウ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ オコナ レンケイ ハカ		0		0		0		0				1		毎年。輪番制で中央の研修へ参加し、技術向上のための機会を確保している。 マイトシ リンバンセイ チュウオウ ケンシュウ サンカ ギジュツ コウジョウ キカイ カクホ		0				0				0		0				1				1

		157		484		群馬県		長野原町		町民生活課保健センター チョウミン セイカツ カ ホケン		清水　綾 シミズ アヤ		0279-82-2422		0279-82-4281		1		naga-hokencenter@town.naganohara.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		31		30		1		0		1		5		1		7		29		29		1		0		1		5		1		7		29		29		1		0		3		0		3		2		33		33		1		0		3		0		3		2		33		33		21		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		基準はないが次につながるよう配慮はしている。 キジュン ツギ ハイリョ		1		妊娠届時、乳児健診時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ニンシン トドケ ジ ニュウジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園に療育相談事業で入り評価している。 ホイク ショ ヨウチエン リョウイク ソウダン ジギョウ ハイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		158		273		宮城県		大郷町		保健福祉課 ホケン フクシカ		赤間由美子 アカマ ユミコ		022-359-5507		022-359-3287		1		kenkou@town.miyagi-osato.lg.jp		0		1				1		0		3		5		62		61		1		0		1		6		1		9		58		58		1		0		1		6		1		9		58		58		1		0		3		4		3		7		74		69		1		0		3		4		3		7		74		69		59		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0				0		1		Ｈ27年度より乳児健診（3～5か月児）で「生後半年から1歳頃まで親の後追いをすることを知っていますか」と問診で確認している。 ネンド ニュウジ ケンシン ゲツ ジ セイゴ ハントシ サイ コロ オヤ アトオ シ モンシン カクニン		1		「健やか親子21」重点課題に同じ。 スコ オヤコ ジュウテン カダイ オナ		0		0				1		Ｈ27年度から乳幼児健診時に問診票に記載。 ネンド ニュウヨウジ ケンシン ジ モンシン ヒョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		保健師2人体制のため適宜お互いに確認している。 ホケンシ フタリ タイセイ テキギ タガ カクニン		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県等が主催の研修会に参加。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		159		1364		愛媛県		宇和島市		保険健康課母子保健係 ホケン ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		上杉瑞穂 ウエスギ ミズホ		0895-24-1111		0895-24-1124		1		kenkou@city.uwajima.lg.jp		0		1				1		0		3		5		485		468		1		0		1		6		1		11		519		477		1		0		1		6		1		11		519		477		1		0		3		0		3		11		556		502		1		0		3		0		3		11		556		502		481		79		1		0		0		0				1		次年度6～7月頃にﾌｫﾛｰができたかどうか実施状況を確認している。 ジネンド ガツ コロ ジッシ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士によるﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導を健診（1歳半、3歳）でしているので年度末に歯科衛生士を交えて歯科保健の取り組みを検討している。 シカ エイセイシ シドウ ケンシン サイハン サイ ネンドマツ シカ エイセイシ マジ シカ ホケン ト ク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		仕上げ磨きの方法 シア ミガ ホウホウ		0		1		0		0		0				1		全員にではないが各健診・育児相談・赤ちゃん訪問等で説明している。尚、全員配布の保健師・栄養士で作成した「育児のしおり」という子育て応援冊子にも子どもの成長ｶﾚﾝﾀﾞｰとして発達の目安を載せている。 ゼンイン カク ケンシン イクジ ソウダン アカ ホウモン ナド セツメイ ナオ ゼンイン ハイフ ホケンシ エイヨウシ サクセイ イクジ コソダ オウエン サッシ コ セイチョウ ハッタツ メヤス ノ		0		0				0				1		0				1		両親学級の中の講話。「育児のしおり」の中にも載せている。 リョウシン ガッキュウ ナカ コウワ イクジ ナカ ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査の結果、通知書は市に届き、その中に保健師による訪問指導の必要の有無を記入する欄がある。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ケッカ ツウチショ シ トド ナカ ホケンシ ホウモン シドウ ヒツヨウ ウム キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県等が開催する研修会へ参加（保健師・栄養士）。 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ エイヨウシ						1		1

		160		1362		香川県		まんのう町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小山祐加 コヤマ ユウ カ		0877-73-0126		0877-79-3276		1		kenko@town.manno.lg.jp		0		1				1		0		4		*		145		143		1		0		1		8		1		9		167		162		1		0		1		8		1		9		167		162		1		0		3		6		3		7		163		160		1		0		3		6		3		7		163		160		142		―		1		0		0		0				1		地区担当と母子担当で必要と思われる時期に電話また家庭訪問を行っている。 チク タントウ ボシ タントウ ヒツヨウ オモ ジキ デンワ カテイ ホウモン オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		新生児訪問時に指導。 シンセイジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会と連携して年3回程度保育所・幼稚園等訪問、相談を行っている。 キョウイク イインカイ レンケイ ネン カイ テイド ホイク ショ ヨウチエントウ ホウモン ソウダン オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健所・相談機関などの研修会に参加している。 ホケンジョ ソウダン キカン ケンシュウカイ サンカ								1				1

		161		1301		広島県		北広島町		保健課健康増進係 ホケンカ ケンコウ ゾウシン カカリ		福田 フクダ		0826-72-2111		0826-72-5242		1		kenkou@town.kitahiroshima.lg.jp		0		1				1		1		4		5		132		111		1		0		1		6		1		7		116		110		1		0		1		6		1		7		116		110		1		0		3		5		3		6		139		128		1		0		3		5		3		6		139		128		114		9		1		0		0		0				1		母子中核会議で支援内容・方法・ｽｹｼﾞｭｰﾙを検討しﾊｲﾘｽｸ妊婦ごとの評価時期を決める。 ボシ チュウカク カイギ シエン ナイヨウ ホウホウ ケントウ ニンプ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		0		0		1		0		0		1		担当保健師が健診に従事しているため必要に応じて事前にｽﾀｯﾌに情報を伝えている。 タントウ ホケンシ ケンシン ジュウジ ヒツヨウ オウ ジゼン ジョウホウ ツタ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診の医療機関委託健診結果を役場へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸしてもらう。 ニュウジ ケンシン イリョウ キカン イタク ケンシン ケッカ ヤクバ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		162		1526		熊本県		玉東町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松永智恵美 マツナガ チエミ		0968-85-6557		0968-85-6554		2		matunaga-t@town.gyokuto.lg.jp		0		1				1		0		4		4		35		35		1		0		1		7		1		9		44		42		1		0		1		7		1		9		44		42		1		0		3		4		3		6		53		53		1		0		3		4		3		6		53		53		40		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄ健診結果等を集計し、評価する。 ケンシン ケッカ トウ シュウケイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄは実施し、そのための支援を実施しているが、全数の評価はできていない。 ジッシ シエン ジッシ ゼンスウ ヒョウカ		1		新生児訪問にて説明している。 シンセイジ ホウモン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子健診のﾌﾀｯﾌ検討会を実施し判断している。 ボシ ケンシン ケントウ カイ ジッシ ハンダン		0		0				1		ｹｰｽ検討会議において関液機関を評価している。 ケントウ カイギ カン エキ キカン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		163		313		山形県		村山市		保健課健康指導係 ホケンカ ケンコウ シドウ カカリ		赤松有香 アカマツ ユウ カオリ		0237-55-2111		0237-55-2265		1		hoken@city.murayama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		141		138		1		0		1		6		1		7		143		141		1		0		1		6		1		7		143		141		1		0		3		5		3		7		175		173		1		0		3		5		3		7		175		173		137		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		受診率が低下したため個別の受診勧奨（お知らせ配布）を再開。 ジュシン リツ テイカ コベツ ジュシン カンショウ シ ハイフ サイカイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの選び方、食べ方。 エラ カタ タ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				1		乳幼児健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ オコナ		0		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室の講義内で周知。 キョウシツ コウギ ナイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		毎年度、保育施設から経観児が挙げられ、福祉分野とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 マイネンド ホイク シセツ ケイ カン ジ ア フクシ ブンヤ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		164		325		山形県		大石田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		吉田栄子 ヨシダ エイコ		0237-35-2111		0237-35-2118		1		hokeneisei@town.oishida.yamagata.jp		0		1				1		0		3		5		*		*		1		0		1		6		1		8		35		35		1		0		1		6		1		8		35		*		1		0		3		0		3		3		45		45		1		0		3		0		3		3		45		45		48		3		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが個々のｹｰｽに合わせて医療機関転出先への情報提供等で支援している。 テイキテキ ココ ア イリョウ キカン テンシュツ サキ ジョウホウ テイキョウ トウ シエン		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		母子手帳・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を参考にし、近い将来の発達過程を説明指導している。 ボシ テチョウ トウ サンコウ チカ ショウライ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		親の背景や子育ての考えを聞きながら保健指導している（家族関係・生活環境等）。 オヤ ハイケイ コソダ カンガ キ ホケン シドウ カゾク カンケイ セイカツ カンキョウ トウ		0		0				1		母子手帳交付時や全戸赤ちゃん訪問時に啓発・指導している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ゼンコ アカ ホウモン ジ ケイハツ シドウ		0		0				0				0				0				0				0		0				1		担当保健師の意見や健診時での心理、親子関係を今後の支援に有効か検討している。 タントウ ホケンシ イケン ケンシン ジ シンリ オヤコ カンケイ コンゴ シエン ユウコウ ケントウ		0		0				1		町内の保育園・小学校・中学校までの連携会議で検討評価している。 チョウナイ ホイクエン ショウガッコウ チュウガッコウ レンケイ カイギ ケントウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		虐待等の早期発見、介入ができること等、最新の実践的研修に参加している。 ギャクタイトウ ソウキ ハッケン カイニュウ ナド サイシン ジッセンテキ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		165		221		岩手県		遠野市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		佐々木あゆ美 ササキ ミ		0198-62-5111		0198-62-1599		1		sato-hoken@city.tono.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		153		153		1		0		1		6		2		0		195		192		1		0		1		6		2		0		195		192		1		0		3		6		4		0		190		190		1		0		3		6		4		0		190		190		176		23		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診担当者が研修会に参加し内容を復命して伝える。 ケンシン タントウシャ ケンシュウカイ サンカ ナイヨウ フクメイ ツタ		0				0				0		0				1

		166		402		茨城県		石岡市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐藤英子 サトウ エイコ		0299-24-1386		0299-24-4386		1		is-hoken@city.ishioka.lg.jp		0		1				1		1		3		5		506		499		1		0		1		7		1		11		518		486		1		0		1		7		1		11		518		486		1		0		3		3		3		11		535		475		1		0		3		3		3		11		535		475		546		68		1		0		0		1		１の補足：妊娠届出の際、人のう支援質問表を記載してもらい妊婦の状況・家庭状況について情報を収集している。 ホソク ニンシン トドケ デ サイ ニン シエン シツモン ヒョウ キサイ ニンプ ジョウキョウ カテイ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		1		関係機関の健診の同席。関係機関との会議で児への対応を取り決めし、共有する。 カンケイ キカン ケンシン ドウセキ カンケイ キカン カイギ ジ タイオウ ト キ キョウユウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		関係機関への報告等、組織的対応。 カンケイ キカン ホウコクトウ ソシキテキ タイオウ		0				0		1		保健指導の成果を踏まえ、受診者数や率も含め事業計画に活用したいとしている。 ホケン シドウ セイカ フ ジュシンシャ スウ リツ フク ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診における配布物（しおり）にその時期の特徴等中心に掲載し伝える機会を持っている。 ケンシン ハイフ ブツ ジキ トクチョウトウ チュウシン ケイサイ ツタ キカイ モ		0		0				0				0		1		育て難さや気になる質問項目を次回の健診でもﾁｪｯｸするようにしている。 ソダ ニク キ シツモン コウモク ジカイ ケンシン		1		乳児全戸訪問、ﾏﾀﾆﾃｨｽｸｰﾙで実施。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後の全ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン シュウリョウ ゴ ゼン		0		0				0				0		0		1		評価といってよいのか、関係機関との子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議実施。就学時における上記機関への対象児の情報提供と委員会での検討。 ヒョウカ カンケイ キカン コソダ シエン カイギ ジッシ シュウガク ジ ジョウキ キカン タイショウ ジ ジョウホウ テイキョウ イインカイ ケントウ		0				0		0		0		1		医療機関の判断によるが受診票に保健ｾﾝﾀｰへの連絡、指導等の依頼欄あり。活用してもらえれば対応可能。 イリョウ キカン ハンダン ジュシン ヒョウ ホケン レンラク シドウトウ イライ ラン カツヨウ タイオウ カノウ		0				0				0				0		1		非常勤従事者に対して各健診時のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等の機会を利用し情報の提供・共有は随時している。 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ カク ケンシン ジ トウ キカイ リヨウ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ ズイジ

		167		123		北海道		小清水町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂田真希 サカタ マキ		0152-62-4480		0152-62-4198		1		hokenmgr@town.koshimizu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		52		52		1		0		1		6		2		0		46		46		1		0		1		6		2		0		46		34		1		0		3		0		3		5		35		35		1		0		3		0		3		5		17		9		38		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時口頭で説明している。 シンセイジ ホウモン ジ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		各保育所、幼稚園、小学校等と連携して、必要時に評価している。 カク ホイク ショ ヨウチエン ショウガッコウ トウ レンケイ ヒツヨウジ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		168		112		北海道		中頓別町		保健福祉課 ホケン フクシカ		磯木由紀江 イソ キ ユ キ エ		01634-6-1995		01634-6-2110		1		hokenyobo@town.nakatombetsu.lg.jp		0		1				1		0		*		*		9		8		1		0		1		6		1		11		9		8		1		0		1		6		1		11		9		8		1		0		3		0		3		11		15		13		1		0		3		0		3		11		15		13		9		*		0		0		0		1		母子手帳および7回目以降の受診券発行に合わせて面接をしている。 ボシ テチョウ カイメ イコウ ジュシン ケン ハッコウ ア メンセツ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		0				0				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽや実施報告書にて回覧はしているが定期的な評価行っていない。 ケンシン シュウリョウ ゴ ジッシ ホウコクショ カイラン テイキテキ ヒョウカ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		母子関係の研修会への参加の機会は確保しているが、従事者全員が参加はできない。 ボシ カンケイ ケンシュウ カイ サンカ キカイ カクホ ジュウジシャ ゼンイン サンカ								1

		169		110		北海道		猿払村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		得能睦美 エ ノウ ムツミ		01635-2-2040		01635-2-2075		1		mutsumi.tokuno@vill.sarufutsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		6		25		24		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		3		0		3		5		23		23		1		0		3		0		3		5		23		22		24		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所等関係機関と2か月おきに検討会を実施し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ時期を設定して定期的に支援内容等の話し合いをしている。 ホイク ショ トウ カンケイ キカン ゲツ ケントウカイ ジッシ ジキ セッテイ テイキテキ シエン ナイヨウトウ ハナ ア		0		0				1		就学前健診の結果と合わせて、年長時期に検討している。年長になるまでの間も定期的に検討機会を設けている。 シュウガクマエ ケンシン ケッカ ア ネンチョウ ジキ ケントウ ネンチョウ アイダ テイキテキ ケントウ キカイ モウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		定期的に研修機会があるわけではないが、行けるものがあれば参加。 テイキテキ ケンシュウ キカイ イ サンカ		0				0				0		0				1										1

		170		35		北海道		松前町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早瀬有希子 ハヤセ ユキコ		0139-42-2275		0139-46-2048		2		yukiko.hayase@town.matsumae.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		12		48		31		1		0		1		6		2		0		25		25		1		0		1		6		2		0		23		23		1		0		3		0		4		0		33		33		1		0		3		0		3		4		33		33		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児健診会場へのﾎﾟｽﾀｰ掲示。 ニュウジ ケンシン カイジョウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師・栄養士でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ケンシン ゴ ホケンシ エイヨウシ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		171		119		北海道		美幌町		民生部保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ健康推進担当 ミンセイ ブ ホケン フクシ ケンコウ スイシン タントウ		立花裕美子 タチバナ ユミコ		0152-73-1111		0152-72-4869		1		kenkout@town.bihoro.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		127		122		1		0		1		6		1		11		169		168		1		0		1		6		1		11		169		165		1		0		3		0		3		11		160		160		1		0		3		0		3		11		160		160		122		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健所での統計処理結果に基づき評価。 ホケンジョ トウケイ ショリ ケッカ モト ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		不定期のおやつやｼﾞｭｰｽ フテイキ		0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 ハイフ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、発達支援教室、5歳児相談。 ケンシン ゴ ハッタツ シエン キョウシツ サイジ ソウダン		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布、注意喚起。 ハイフ チュウイ カンキ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		5歳児相談、就学児について前年度に関係機関との会議。 サイジ ソウダン シュウガク ジ ゼンネンド カンケイ キカン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		1		研修内容の伝達。 ケンシュウ ナイヨウ デンタツ		1				1		1				1

		172		732		富山県		魚津市		健康ｾﾝﾀｰ ケンコウ		桃井 モモイ		0765-24-0415		0765-24-3684		1		kenko-center@city.uozu.lg.jp		1		2				1		0		4		99		279		275		1		0		1		6		99		99		290		286		1		0		1		6		99		99		290		286		1		0		3		6		99		99		280		277		1		0		3		6		99		99		280		277		271		20		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診で第1子の方を対象に1歳頃に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン ダイ シ カタ タイショウ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の行動面・運動面についての見立てと支援について。 ニュウヨウジ コウドウ メン ウンドウ メン ミタ シエン		0				0				0		0

		173		1290		広島県		庄原市		保健医療課健康推進係 ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		宮崎仁美 ミヤザキ ヒトミ		0824-73-1255		0824-75-0245		1		hoken-suishin@city.shobara.lg.jp		0		1				1		1		6		8		296		165		1		0		1		6		1		9		245		216		1		0		1		6		1		9		245		217		1		0		3		2		3		5		248		206		1		0		3		2		3		5		248		205		239		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		親に記入してもらっている問診票に質問項目を入れ気になるｹｰｽについては健診終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで話をしている。 オヤ キニュウ モンシン ヒョウ シツモン コウモク イ キ ケンシン シュウリョウゴ ハナシ		0		0				1		妊婦教室で乳幼児揺さぶられ症候群に関するＤＶＤを使用している。 ニンプ キョウシツ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン カン シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		174		1246		島根県		江津市		子育て支援課子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		森脇真理子 モリワキ マリコ		0855-52-2501		0855-52-4512		1		kosodateshienka@city.gotsu.lg.jp		0		1				1		0		3		11		193		192		1		0		1		6		1		11		161		159		1		0		1		6		1		11		161		159		1		0		3		5		3		11		170		165		1		0		3		5		3		11		170		165		171		4		1		0		0		0				0				0		1		医師・助産師・市担当者で連絡会を開催している。 イシ ジョサンシ シ タントウ シャ レンラクカイ カイサイ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				0		歯科衛生士と歯科検診結果の経年評価を行い、次年度事業について意見交換している。 シカ エイセイシ シカ ケンシン ケッカ ケイネン ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ イケン コウカン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達過程をﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで説明、情報提供。 ハッタツ カテイ セツメイ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0		1		個別ｹｰｽへの保健指導評価をしている。 コベツ ホケン シドウ ヒョウカ		1		訪問時に声掛け。 ホウモン ジ コエ カ		0		0				0				1		発達 ハッタツ		0				0				0		0				1		保育所等巡回相談で健診後の状況を把握して支援している。 ホイク ショ トウ ジュンカイ ソウダン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク シエン		0		0				0				0		0		1		個別評価し、関係機関と連携して支援している。 コベツ ヒョウカ カンケイ キカン レンケイ シエン		0				0		0		0		1		支援が必要な子は出生時に医療機関から連絡があり継続ﾌｫﾛｰを実施。 シエン ヒツヨウ コ シュッセイ ジ イリョウ キカン レンラク ケイゾク ジッシ		1		発達障害者ｾﾝﾀｰ主催の研修会への参加。 ハッタツ ショウガイ シャ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1		1

		175		229		岩手県		葛巻町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野里夕佳 ノ サト ユウ カ		0195-66-2111		0195-67-1060		2		n-yuka@town.kuzumaki.iwate.jp		0		1				0		1		3		*		33		33		1		1		1		6		2		0		31		31		1		0		1		4		2		0		31		27		1		1		3		0		4		0		37		37		1		0		3		4		4		0		38		34		29		4		1		0		0		0				0				0		1		訪問や健診の場などで関りから担当ｽﾀｯﾌ間でﾐｰﾃｨﾝｸﾞ行い評価している。 ホウモン ケンシン バ カカワ タントウ カン オコナ ヒョウカ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児の指導場面において話をしている。 サイ ゲツ ジ シドウ バメン ハナシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で設けた時期に確認（再度健診会場に来てもうなどし指導）。 トウ モウ ジキ カクニン サイド ケンシン カイジョウ キ シドウ		0		0				1				0		0		0				1		受診状況を担当者に連絡が入り対応する。 ジュシン ジョウキョウ タントウシャ レンラク ハイ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		176		1477		佐賀県		武雄市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		野田美子 ノダ ヨシコ		0954-23-9131		*		1		kenkou@city.takeo.lg.jp		0		1				1		0		4		5		377		370		1		0		1		6		1		11		437		417		1		0		1		6		1		11		437		417		1		0		3		6		3		11		462		446		1		0		3		6		3		11		462		445		436		―		0		0		0		1		母子手帳交付時にｱﾝｹｰﾄを行い、必要に応じてｽﾀｯﾌ間での共有を行っている。殆ど、生後2か月児訪問で対応することが多い。 ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ ヒツヨウ オウ カン キョウユウ オコナ ホトン セイゴ ゲツ ジ ホウモン タイオウ オオ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診終了後にう蝕歯が多い児の生活背景などをｽﾀｯﾌで共有しその後の保健指導に活かすようにしている。 ケンシン シュウリョウゴ ショク ハ オオ ジ セイカツ ハイケイ キョウユウ ゴ ホケン シドウ イ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達の一覧表を利用し説明している（Ｈ27．8～）。 ハッタツ イチラン ヒョウ リヨウ セツメイ		0		0				0				0		1		健診時に「育て難さ」を感じる相談があった場合、個別相談の案内をしている（臨床心理士による相談）。 ケンシン ジ ソダ ニク カン ソウダン バアイ コベツ ソウダン アンナイ リンショウ シンリシ ソウダン		1		母子手帳交付時 ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前相談対象者について、市の健診結果のつき合わせを行っている。 シュウガクマエ ソウダン タイショウシャ シ ケンシン ケッカ ア オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等の実施する研修を受講。 ケントウ ジッシ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0														1

		177		1426		福岡県		小郡市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		早野紗代 ハヤ ノ サヨ		0942-72-6666		0942-72-6477		1		kenko@city.ogori.lg.jp		0		1				1		0		4		99		462		446		1		0		1		6		99		99		456		430		1		0		1		6		99		99		456		430		1		0		3		1		99		99		497		464		1		0		3		1		99		99		497		464		433		10		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付に資料を配布 ボシ テチョウ コウフ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		178		1485		佐賀県		みやき町		健康増進子ども未来課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン コ ミライ カ ケンコウ タントウ		三島治子 ミシマ ハルコ		0942-89-3915		0942-89-3935		2		h-mishima@town.miyaki.lg.jp		0		1				1		0		6		18		180		174		1		0		1		7		2		6		190		188		1		0		1		7		2		6		190		188		1		0		3		7		規定なし キテイ		規定なし キテイ		185		181		1		0		3		7		規定なし キテイ		規定なし キテイ		185		181		168		17		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		これまでなされていなかった栄養指導を追加。 エイヨウ シドウ ツイカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児・10か月児・1歳半・3歳児健診、個別相談指導にて行っている。 ゲツ ジ ゲツ ジ サイハン サイジ ケンシン コベツ ソウダン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診時に個別にて実施している。 ゲツ ジ ケンシン ジ コベツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学相談会に全件ではないが一部評価している。 シュウガク ソウダン カイ ゼン ケン イチブ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		179		1463		福岡県		川崎町		住民保険課 ジュウミン ホケンカ		國廣妙子 クニヒロ タエコ		0947-72-7083		同じ オナ		1		juuminhoken-hoken@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp		1		1				1		0		3		5		127		117		1		0		1		6		1		7		148		139		1		0		1		6		1		7		148		139		1		0		3		0		99		99		132		127		1		0		3		0		99		99		132		127		140		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		育てにくい内容を確認、指導し、子育ての相談日（臨床心理士対応）を案内・予約している。 ソダ ナイヨウ カクニン シドウ コソダ ソウダン ビ リンショウ シンリシ タイオウ アンナイ ヨヤク		0		0				1		すこやか問診票に確認し、説明を行う。 モンシン ヒョウ カクニン セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				0		1		要紹介となったｹｰｽについては、その後の受診結果などﾌｫﾛｰして確認はしている。 ヨウ ショウカイ ゴ ジュシン ケッカ カクニン		0				0		1		有効性の検討はしていないがｹｰｽ検討会議等必要な機関と連携し就学支援を行っている。 ユウコウセイ ケントウ ケントウ カイギ トウ ヒツヨウ キカン レンケイ シュウガク シエン オコナ		0				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		180		1618		鹿児島県		さつま町		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		瀬戸山 セトヤマ		0996-53-1111		0996-52-3514		1		kenko-kenko@satsuma-net.jp		0		1				1		0		4		5		138		129		1		0		1		7		1		8		165		161		1		0		1		7		1		8		165		161		1		0		3		2		3		3		178		176		1		0		3		2		3		3		178		176		130		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の間に相談を設けており、それまでの間の発達について説明している。 ケンシン アイダ ソウダン モウ アイダ ハッタツ セツメイ		0		0				1		多面的な評価、保健ｼﾀｯﾌがどこから支援できるかをｶﾝﾌｧﾚﾝｽ中で検討を行う。 タメンテキ ヒョウカ ホケン シエン チュウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		問診の中で母・家族の状況により必要があると判断した場合に伝えている。 モンシン ナカ ハハ カゾク ジョウキョウ ヒツヨウ ハンダン バアイ ツタ		0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		子育て支援係の保健師がﾒｲﾝで療育施設、幼・保・小、県らと連携し実施。 コソダ シエン カカリ ホケンシ リョウイク シセツ ヨウ ホ ショウ ケン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		精密検査受診券の発行により医療機関から返書があり。医師から電話あるいはﾒｰﾙが来る。（事前にｹｰｽ連絡入れることも多い。） セイミツ ケンサ ジュシン ケン ハッコウ イリョウ キカン ヘンショ イシ デンワ ク ジゼン レンラク イ オオ		0		0		0		0				1		県などで実施している研修会のは参加する機会を作っている。 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ キカイ ツク		0				0				0		0														1

		181		1531		熊本県		菊陽町		健康・保険課 ケンコウ ホケン カ		渡邉紀美代 ワタナベ キミヨ		096-232-4912		096-232-6676		2		watanabe-ki@town.kikuyo.lg.jp		0		1				0		1		3		4		532		528		1		0		1		6		1		11		495		481		1		0		1		6		1		11		495		481		1		0		3		1		3		11		525		521		1		0		3		1		3		11		525		521		504		50		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		10月より配布予定の母子 ガツ ハイフ ヨテイ ボシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修に参加する。 ケン ケンシュウ サンカ		0				0				1		0				1				1						1

		182		334		山形県		川西町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		吉杖恵美子 キチ ジョウ エミコ		0238-42-6640		0238-42-6614		1		kenkofukushi@town.kawanishi.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		92		92		1		0		1		6		1		7		94		94		1		0		1		6		1		7		94		94		1		0		3		5		3		7		118		118		1		0		3		5		3		7		118		118		107		2		1		1		0		0				1		妊婦県健診実施医療機関と連携を取りながら追うもんやｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等を行い、適宜評価している。 ニンプ ケン ケンシン ジッシ イリョウ キカン レンケイ ト オ ナド オコナ テキギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の教室等で集団・個別指導を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン キョウシツトウ シュウダン コベツ シドウ オコナ		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		183		497		群馬県		大泉町		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシンブ ケンコウ カ		竹村範江 タケムラ ノリエ		0276-62-2121		0276-62-2108		1		kenko@town.oizumi.gunma.jp		0		1				1		0		4		6		377		362		1		0		1		6		2		0		337		310		1		0		1		6		2		0		337		308		1		0		3		3		4		0		369		326		1		0		3		3		4		0		369		325		384		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科検診および歯科指導の受診者やフッ化物を塗布した人数・う歯保有率を毎年確認し、次年度の事業内容に反映させている。 シカ ケンシン シカ シドウ ジュシンシャ カ ブツ トフ ニンズウ シ ホユウ リツ マイトシ カクニン ジネンド ジギョウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月児から1歳半に達する発達過程を説明指導する。 ゲツ ジ サイハン タッ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、資料を配布し説明する。新生児訪問の時、資料を渡し説明する。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ セツメイ シンセイジ ホウモン トキ シリョウ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後の状況を把握し、担当職員間で検討している。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク タントウ ショクイン カン ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		184		249		宮城県		塩竈市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		太田有紀 オオタ ユキ		022-364-4786		022-364-4787		1		kenkou@city.shiogama.miyagi.jp		0		1				1		0		3		6		327		311		1		0		1		6		1		11		356		347		1		0		1		6		1		11		356		347		1		0		3		7		3		11		373		350		1		0		3		7		3		11		373		350		358		104		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団に対する健康教育で確保している。 シュウダン タイ ケンコウ キョウイク カクホ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		幼稚園・保育所と連携し、学校へ情報交換し、就学後に状況を確認している。 ヨウチエン ホイク ショ レンケイ ガッコウ ジョウホウ コウカン シュウガク ゴ ジョウキョウ カクニン		1		0		0				0				0		0		0		0				1		子どもの身心の発達に関する研修や母乳育児等々。 コ シンシン ハッタツ カン ケンシュウ ボニュウ イクジ ナドナド		1		子どもの身心の発達に関する研修や母乳育児等々。 コ シンシン ハッタツ カン ケンシュウ ボニュウ イクジ ナドナド		0				0		0														1

		185		1474		佐賀県		鳥栖市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		佐藤優子 サトウ ユウコ		0942-85-3650		0942-85-3652		1		kenkou@city.tosu.lg.jp		0		1				0		1		3		5		不明 フメイ		724		1		0		1		7		1		11		710		692		1		0		1		7		1		11		710		692		1		0		3		7		3		11		804		773		1		0		3		7		3		11		804		772		738		把握していない ハアク		0		0		0		1		交付時にｱﾝｹｰﾄを取りﾊｲﾘｽｸ妊婦については産後の訪問・教室でﾌｫﾛｰできるよう、ﾊﾟｿｺﾝの個人画面やｶﾙﾃに記載している。 コウフ ジ ト ニンプ サンゴ ホウモン キョウシツ コジン ガメン キサイ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、教室、幼児健診時に発達過程について説明指導している。 イクジ ソウダン キョウシツ ヨウジ ケンシン ジ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度実施分からは、健やか親子21（第2次）の問診項目をもとに評価をしている。 ネンド ジッシ ブン スコ オヤコ ダイ ジ モンシン コウモク ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		担当保健師や関係機関のｽﾀｯﾌと話し合い行っている。 タントウ ホケンシ カンケイ キカン ハナ ア オコナ		0		0				1		ｹｰｽによっては専門機関と連携し、入学前までｹｰｽ会議等を行っている。 センモン キカン レンケイ ニュウガクマエ カイギ ナド オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		公益財団法人母子衛生研究会主催の母子保健指導者研修会や県が実施している研修会等に参加している。 コウエキ ザイダン ホウジン ボシ エイセイ ケンキュウカイ シュサイ ボシ ホケン シドウ シャ ケンシュウカイ ケン ジッシ ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0										1				1

		186		82		北海道		北竜町		住民課保健指導係 ジュウミンカ ホケン シドウ カカリ		西野麻奈美 ニシ ノ マナミ		0164-34-2111		0164-34-3766		2		m-nishino@town.hokuryu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		10		10		1		0		3		0		99		99		10		10		12		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0		健やか親子21（第2次）に基づき。3～4か月児、1歳6か月児、3歳児にｱﾝｹｰﾄを実施し、説明指導の機会を設けている。 スコ オヤコ ダイ ジ モト ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイジ ジッシ セツメイ シドウ キカイ モウ		0		0				1		問11の回答同様、ｱﾝｹｰﾄを実施してｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価を実施。 トイ カイトウ ドウヨウ ジッシ トウ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		乳幼児教室や健診等の場で事故防止の話に関連して伝えている。 ニュウヨウジ キョウシツ ケンシントウ バ ジコ ボウシ ハナシ カンレン ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、随時係内で情報共有・意見交換を実施。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ ズイジ カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ イケン コウカン ジッシ		0		0				0				0		0		1		年に1～2回、療育ｾﾝﾀｰとｹｰｽ会議や支援計画の評価を実施。 ネン カイ リョウイク カイギ シエン ケイカク ヒョウカ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		187		1617		鹿児島県		十島村		住民課 ジュウミン カ		肥後あかね ヒゴ		099-222-2101		099-223-6720		*		*		*		*				1		0		3		8		8		8		1		0		1		6		2		0		4		4		*		*		1		6		2		0		4		4		1		0		3		0		3		6		7		7		0		1		3		0		3		11		7		5		8		8		1		1		0		0				1		3か月に1回出張時。 ゲツ カイ シュッチョウ ジ		0		0				1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		月1回のこども病院巡回診療の際に実施。 ツキ カイ ビョウイン ジュンカイ シンリョウ サイ ジッシ		0		0				1		定期的に面談している。 テイキテキ メンダン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		188		1444		福岡県		須恵町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		高村ももこ タカムラ		092-932-1493		092-933-6626		2		momoko424@town.sue.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		99		273		272		1		0		1		6		99		99		318		229		1		0		1		6		99		99		318		299		1		0		3		0		99		99		293		280		1		0		3		0		99		99		293		280		258		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		第1子等で必要がある場合には説明しているが、全母子にはしていない。 ダイ シ ナド ヒツヨウ バアイ セツメイ ゼン ボシ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や巡回発達相談にて保育所・幼稚園と連携している。 リョウイク キカン ジュンカイ ハッタツ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催等、研修が気がある時に出席し、情報を共有している。 ケン シュサイ トウ ケンシュウ キ トキ シュッセキ ジョウホウ キョウユウ												1

		189		1440		福岡県		那珂川町		国保年金健康課 コクホ ネンキン ケンコウ カ		村上寿代 ムラカミ トシヨ		092-953-2211		092-954-0043		1		kenko@town.nakagawa.fukuoka.jp		0		1				0		1		5		6		470		468		0		1		1		7		1		11		581		578		0		1		1		7		1		11		581		548		1		0		3		1		3		11		558		555		1		0		3		1		3		11		558		555		500		250		1		0		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦の状況により評価の時期は様々。 ニンプ ジョウキョウ ヒョウカ ジキ サマザマ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時。 ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関との定期的な情報交換。 リョウイク キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン		0		0		0				1		健診票の内容に委託医療機関から市町村への指示内容を記載する箇所がある。 ケンシン ヒョウ ナイヨウ イタク イリョウ キカン シチョウソン シジ ナイヨウ キサイ カショ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県などが実施する研修会等に機会を利用している。 ケン ジッシ ケンシュウカイトウ キカイ リヨウ												1

		190		1598		鹿児島県		鹿屋市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		木元陽子 キ モト ヨウコ		0994-41-2110		0994-41-2117		1		kenkou@e-kanoya.net		0		1				1		0		3		4		1138		1108		1		0		1		6		1		7		1106		1031		1		0		1		6		1		7		1106		1131		1		0		3		5		3		6		1177		1040		1		0		3		5		3		6		117		1040		1109		225		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室（生まれてから1歳頃までの発育・発達について）。 イクジ キョウシツ ウ サイ コロ ハツイク ハッタツ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時（母子手帳掲載）。 ボシ テチョウ コウフ ジ ボシ テチョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		保健指導の内容について、健診従事にあたる心得など。 ホケン シドウ ナイヨウ ケンシン ジュウジ ココロエ		0				0		0

		191		1338		徳島県		美波町		保健福祉課 ホケン フクシカ		岡本理恵 オカモト リエ		0884-77-3621		0884-77-1666		2		okamoto.rie@town.minami.lg.jp		0		1				1		0		3		5		30		27		1		0		1		6		1		11		34		32		1		0		1		6		1		11		34		32		1		0		3		0		3		11		34		31		1		0		3		0		3		11		34		31		36		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもﾉｰﾄを利用して発達の過程について確認している。 コ リヨウ ハッタツ カテイ カクニン		0		0				1		一人一人の状況がわかるのでその状況を関係機関と支援について確認している。 ヒトリ ヒトリ ジョウキョウ ジョウキョウ カンケイ キカン シエン カクニン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｹｰｽ把握の機会に実施している。 ハアク キカイ ジッシ		0		0				1		就学前の相談会で検討している（関係者や保護者と共に）。 シュウガクマエ ソウダンカイ ケントウ カンケイシャ ホゴシャ トモ		0		0		0				1		病院によっては連絡会がありその中で支援の状況確認をしている。 ビョウイン レンラクカイ ナカ シエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0		0				0				1		郡内や県内の参加できる研修会にて研修機会を確保している。 グンナイ ケンナイ サンカ ケンシュウカイ ケンシュウ キカイ カクホ		0				0		0														1

		192		1329		徳島県		美馬市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		大垣安代 オオガキ ヤス ヨ		0883-52-5611		0883-52-1197		1		hoken@city.mima.lg.jp		0		1				1		0		4		99		208		172		1		0		1		6		2		99		184		182		1		0		1		6		2		99		184		182		1		0		3		6		3		11		218		215		1		0		3		6		4		99		218		215		175		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事務事業評価を出し、次年度の計画へ活用している。 ジム ジギョウ ヒョウカ ダ ジネンド ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発育発達を確認できる資料を保護者に配布。 ハツイク ハッタツ カクニン シリョウ ホゴ シャ ハイフ		0		0				0				1		0				0				0		1		全体には行っていないが個別に気になった保護者には伝えている。 ゼンタイ オコナ コベツ キ ホゴシャ ツタ		0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1		現在のところ報告数はない。 ゲンザイ ホウコク スウ		0		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1

		193		687		神奈川県		綾瀬市		市民こども部保健医療ｾﾝﾀｰ シミン ブ ホケン イリョウ		今井美智代 イマイ ミチヨ		0467-77-1133		0467-77-1134		1		su1340@city.ayase.kanagawa.jp		0		1		1		1		0		4		5		744		721		1		0		1		6		1		7		718		688		1		0		1		6		1		7		718		687		1		0		3		6		3		7		778		704		1		0		3		6		3		7		778		699		693		36		1		1		0		0				1		特定妊婦として把握したｹｰｽは虐待担当課に情報提供し市の要保護児童対策協議会にて検討。 トクテイ ニンプ ハアク ギャクタイ タントウ カ ジョウホウ テイキョウ シ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ ケントウ		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達等、栄養に関する冊子の配布。 ハッタツトウ エイヨウ カン サッシ ハイフ		0		0				1		支援が必要な親に対し、地区担当保健師が訪問している。その後、評価につなげ療育の必要性についてｸﾞﾙｰﾌﾟ等（教室）で経過観察している。 シエン ヒツヨウ オヤ タイ チク タントウ ホケンシ ホウモン ゴ ヒョウカ リョウイク ヒツヨウ セイ トウ キョウシツ ケイカ カンサツ		0		0				1		4～5か月児健診での集団指導や新生児訪問等でﾁﾗｼ配布。 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ シンセイジ ホウモントウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診ごとの終了時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン シュウリョウジ		0		0				1		療育機関との連携。 リョウイク キカン レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県主催の研修会に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		194		813		長野県		小諸市		民生部健康づくり課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		春原美枝 ハルハラ ミエ		0267-25-1880		0267-26-6544		1		yobo@city.komoro.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		310		300		1		0		1		8		99		99		365		355		1		0		1		8		99		99		365		355		1		0		3		3		4		0		338		326		1		0		3		3		4		0		338		324		321		65		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				0		1		健診毎に記録を残し、次の健診につなげている。統計を取り次年度の歯科分野の目標等参考にしている。 ケンシン マイ キロク ノコ ツギ ケンシン トウケイ ト ジネンド シカ ブンヤ モクヒョウ トウ サンコウ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		妊娠届の時に赤ちゃん手帳という妊娠期から3歳頃までの発達状況を記載した冊子を配布している。 ニンシン トドケ トキ アカ テチョウ ニンシン キ サイ コロ ハッタツ ジョウキョウ キサイ サッシ ハイフ		0				1		0				1		出生届の際の相談にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。4か月児健診にて集団教育を行う。また、妊婦教室でもＤＶＤにて啓発している。 シュッセイ トドケ サイ ソウダン ハイフ ゲツ ジ ケンシン シュウダン キョウイク オコナ ニンプ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検結果を把握し診察医と結果を共有している。 セイ ケン ケッカ ハアク シンサツ イ ケッカ キョウユウ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		年1回母子事業の確認と研修の機会を設けている。 ネン カイ ボシ ジギョウ カクニン ケンシュウ キカイ モウ		0				0		0

		195		856		長野県		豊丘村		健康福祉課保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカリ		井原さゆり イハラ		0265-35-9061		0265-35-9065		1		hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp		0		1				1		0		4		99		45		44		1		0		1		6		1		8		57		55		1		0		1		6		1		8		57		55		1		0		3		0		3		2		67		63		1		0		3		0		3		2		67		63		42		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		時期により異なるので選択できない。 ジキ コト センタク		0		0		0		1		0				0				0		1		2か月の乳児全戸訪問の際、資料を用いて全発達の見通しを説明するようにしているが地区担当者により指導に差がある。 ゲツ ニュウジ ゼンコ ホウモン サイ シリョウ モチ ゼン ハッタツ ミ トオ セツメイ チク タントウシャ シドウ サ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		保育所・学校との連絡会の際にｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ホイク ショ ガッコウ レンラクカイ サイ		1		医療機関から村へ母子の状況を伝えてもらう仕組みがある。 イリョウ キカン ムラ ボシ ジョウキョウ ツタ シク		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1

		196		1262		岡山県		井原市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		三宅早苗 ミアケ サナエ		0866-62-8224		0866-62-8247		1		kenkouiryou@city.ibara.okayama.jp		1		1				1		0		4		12		235		226		1		0		1		6		2		0		257		250		1		0		1		6		2		0		257		250		1		0		3		6		4		0		282		275		1		0		3		6		4		0		282		275		205		48		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1		母親学級参加者に啓発を行っている。また、妊娠8か月時に妊婦に郵送する支援ﾚﾀｰで啓発用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを同封している。 ハハオヤ ガッキュウ サンカシャ ケイハツ オコナ ニンシン ゲツ ジ ニンプ ユウソウ シエン ケイハツヨウ ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		197		1410		高知県		津野町		西庁住民福祉課 ニシ チョウ ジュウミン フクシカ		廣瀬祥乃 ヒロセ ヒロ ノ		0889-55-2151		0889-55-2119		2		y-hirose@town.kochi-tsuno.lg.jp		0		1				1		1		3		5		38		26		1		0		1		6		1		11		40		35		1		0		1		6		1		11		40		35		1		0		3		4		3		11		35		33		1		0		3		4		3		11		35		33		39		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		*		*		0		*		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健所が作成したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用し、保健指導時に確認している。 ホケンジョ サクセイ シヨウ ホケン シドウ ジ カクニン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		請求書に健診結果と市町村へのﾌｫﾛｰの有無を記入してもらっている。 セイキュウショ ケンシン ケッカ シチョウソン ウム キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		198		1355		香川県		小豆島町		健康づくり福祉課 ケンコウ フクシカ		塩田桃子 シオタ モモコ		0879-82-7038		0879-82-5037		2		olive0622@town.shodoshima.lg.jp		1		1		1		1		0		3		5		76		76		1		0		1		6		1		9		87		83		1		0		1		6		1		8		87		83		1		0		3		6		3		9		87		81		1		0		3		6		3		9		87		81		68		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の保健指導時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ケンシン ホケン シドウ ジ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ		0		0				1		5歳児健診、就学前健診。 サイジ ケンシン シュウガク マエ ケンシン		0		0		0				1		医師と連絡を取っている。 イシ レンラク ト		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		199		606		千葉県		長柄町		住民課健康福祉班 ジュウミン カ ケンコウ フクシ ハン		月崎利香 ツキ サキ リ カオリ		0475-35-2414		0475-35-2459		1		hoken@town.nagara.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		33		27		1		0		1		6		1		11		33		30		1		0		1		6		1		11		33		30		1		0		3		2		3		11		37		37		1		0		3		2		3		11		37		37		28		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4～5か月児、7～8か月児、乳児相談で個々に説明している。 ゲツ ジ ゲツ ジ ニュウジ ソウダン ココ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		200		533		埼玉県		日高市		保健相談センター ホケン ソウダン		桑原 クワハラ		042-985-5122		042-984-1081		1		hokensoudan@city.hidaka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		354		350		1		0		1		6		1		7		373		365		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		3		3		4		489		465		*		*		*		*		*		*		*		*		378		統計なし トウケイ		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		1		虐待担当課へ連絡 ギャクタイ タントウカ レンラク		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診で説明 カク ケンシン セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問等で説明 シンセイジ ホウモン トウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		201		245		岩手県		九戸村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		河村侑乃 カワムラ ユウ ノ		0195-42-2111		0195-41-1144		1		juuminsei@vill.kunohe.iwate.jp		0		1				1		0		4		*		34		35		1		0		1		6		1		8		41		40		1		0		1		6		1		8		41		40		1		0		3		0		3		6		38		38		1		0		3		0		3		6		38		38		32		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		対象数が少ないため、個別での評価になる。 タイショウ スウ スク コベツ ヒョウカ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3～4か月児健診で乳幼児の成長発達についての過程を説明している。 ゲツ ジ ケンシン ニュウヨウジ セイチョウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		個別の関わりの中で、親が対処の方法を理解し、育てにくさが軽減されているかどうか。 コベツ カカ ナカ オヤ タイショ ホウホウ リカイ ソダ ケイゲン		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ（4か月健診等）で乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかという質問を設け「知らない」と回答した親には説明している。 ゲツ ケンシン トウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ シツモン モウ シ カイトウ オヤ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診委託医師と連携し、その後の受診状況や支援の内容について次回の健診時にｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ケンシン イタク イシ レンケイ ゴ ジュシン ジョウキョウ シエン ナイヨウ ジカイ ケンシン ジ		0		0				1		就学時の支援委員会で引き継ぐ際に多機関（療育・保育園・学校）で支援の内容を評価している。そこで終わるのではなく、学校へつないだ後も療育は継続して行く。 シュウガク ジ シエン イインカイ ヒ ツ サイ タ キカン リョウイク ホイクエン ガッコウ シエン ナイヨウ ヒョウカ オ ガッコウ アト リョウイク ケイゾク イ		0		0		0				1		妊娠期であれば県の妊産婦ﾈｯﾄﾜｰｸや直接医療機関からのｹｰｽ連絡でﾌｫﾛｰの必要な妊産婦について情報提供がある。乳幼児であれば小児科医との情報のやりとりを密に行なっている（健診時等）。 ニンシン キ ケン ニンサンプ チョクセツ イリョウ キカン レンラク ヒツヨウ ニンサンプ ジョウホウ テイキョウ ニュウヨウジ ショウニ カ イ ジョウホウ ミツ オコナ ケンシン ジ トウ		0		0		0		0				1		県や療育ｾﾝﾀｰ等の研修会へ参加。 ケン リョウイク トウ ケンシュウカイ サンカ																										1

		202		1570		大分県		日出町		福祉対策課子育て支援係 フクシ タイサク カ コソダ シエン カカリ		福本あゆみ フクモト		0977-73-3121		0977-73-2833		2		fukumoto.ayumi@town.hiji.oita.jp		0		1				1		0		3		7		243		238		1		0		1		5		1		7		241		232		1		0		1		5		1		7		241		232		1		0		3		5		3		7		258		245		1		0		3		5		3		7		258		245		235		43		1		0		0		0				1		協力者の有無、既往歴、家族背景、養育環境等を1回/月もしくは随時。 キョウリョクシャ ウム キオウ レキ カゾク ハイケイ ヨウイク カンキョウトウ カイ ツキ ズイジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯の状況を評価し、歯科保健検討委員会で検討を行う。 シ ジョウキョウ ヒョウカ シカ ホケン ケントウ イインカイ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児相談時に事故予防の話を併せて実施。 イクジ ソウダン ジ ジコ ヨボウ ハナシ アワ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		二次情報報告時や随時行い、様子をうかがい支援をする。 ニジ ジョウホウ ホウコク ジ ズイジ オコナ ヨウス シエン		0		0				1		5歳児相談室等ﾈｯﾄﾜｰｸ事業の中で実施。 サイジ ソウダンシツ トウ ジギョウ ナカ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		不定期ではあるが研修会を実施。 フテイキ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		203		25		北海道		深川市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		佐々 ササ		0164-26-2609		0164-23-0800		1		kenkofuku@city.fukagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		139		137		1		0		1		6		1		8		121		121		1		0		1		6		1		8		121		121		1		0		3		0		3		2		122		120		1		0		3		0		3		2		122		119		128		3		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師による支援経過をスラッフ間で共有し、支援について検討している。 チク タントウ ホケンシ シエン ケイカ カン キョウユウ シエン ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		保育園・幼稚園などから健康教育の依頼があれば随時対応している。 ホイクエン ヨウチエン ケンコウ キョウイク イライ ズイジ タイオウ		1				0		0				1		健診後にｽｯﾀﾌでｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、今後の支援について検討している。 ケンシン ゴ オコナ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		新生児訪問の時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し説明している。 シンセイジ ホウモン トキ ハイフ セツメイ		0		0				1		検尿、視力・聴力検査 ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0				0		0				1		健診ｽﾀｯﾌによるｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ケンシン		0		0				1		療育ｾﾝﾀｰや保育園・幼稚園まど関係する機関へ必要時、情報交換を行い支援の方向性を検討している。 リョウイク ホイクエン ヨウチエン カンケイ キカン ヒツヨウ ジ ジョウホウ コウカン オコナ シエン ホウコウ セイ ケントウ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1				1		1

		204		1638		鹿児島県		知名町		保健福祉課保健ｾﾝﾀｰ ホケン フクシカ ホケン		元栄・山崎 モト エイ ヤマザキ		0997-93-2075		0997-81-5030		1		hokenct2@town.china.lg.jp		0		1				1		0		3		5		66		63		1		0		1		6		1		9		62		61		1		0		1		6		1		9		62		61		1		0		3		6		3		9		70		69		1		0		3		6		3		9		70		69		66		2		1		0		0		0				0				0		1		母親学級時に、産科助産師と情報交換・共有を行っている。 ハハオヤ ガッキュウ ジ サンカ ジョサンシ ジョウホウ コウカン キョウユウ オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		問診票で確認後、保健師へ情報提供。個別相談にて保健師が対応。 モンシン ヒョウ カクニン ゴ ホケンシ ジョウホウ テイキョウ コベツ ソウダン ホケンシ タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達全般 ハッタツ ゼンパン		0		0		0		1		0				0				0		1		3～4か月健診、6～8か月健診は一緒に行っているため集団指導時説明している。 ゲツ ケンシン ゲツ ケンシン イッショ オコナ シュウダン シドウ ジ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診、委員会にて評価。 シュウガク ジ ケンシン イインカイ ヒョウカ		0		0		0				1		健診時の内容、医師の意見内容を受診券に記入後送付してもらい確認。 ケンシン ジ ナイヨウ イシ イケン ナイヨウ ジュシン ケン キニュウ ゴ ソウフ カクニン		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		205		157		北海道		大樹町		保健福祉課 ホケン フクシカ		大野真由美 オオノ マユミ		01558-6-2100		01558-6-5121		*		*		*		*				1		0		3		5		41		41		1		0		1		8		2		0		55		54		1		0		1		6		2		0		55		54		1		0		3		3		4		0		59		58		1		0		3		3		4		0		59		58		48		3		1		0		0		0				1		ｹｰｽにより異なるが妊娠7か月には必ず面接し状況を把握する。 コト ニンシン ゲツ カナラ メンセツ ジョウキョウ ハアク		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		冊子を配布 サッシ ハイフ		0		0				1		次回の健診等で確認 ジカイ ケンシン トウ カクニン		0		0				1		新生児・乳児訪問 シンセイジ ニュウジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診時で状況確認 ジカイ ケンシン ジ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		会議 カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児の発達心理に関するもの。 ニュウヨウジ ハッタツ シンリ カン		0				0				0		0								1		1				1

		206		153		北海道		清水町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		倉重千昌 クラシゲ チアキ		0156-69-2222		0156-69-2223		1		kekon2@town.shimizu.hokkaido.jp		1		2				1		0		4		5		66		66		1		0		1		6		1		11		62		60		1		0		1		6		1		11		62		60		1		0		3		0		3		11		70		69		1		0		3		0		3		11		70		69		63		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙ化はしていないが事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで共有し、担当保健師や虐待担当者につなげている。 カ ジゴ キョウユウ タントウ ホケンシ ギャクタイ タントウ シャ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布、ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室内での講話での啓発。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ キョウシツ ナイ コウワ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		207		1488		佐賀県		大町町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		江口真由美 エグチ マユミ		0952-82-3186		0952-82-3060		1		hoken@town.omachi.saga.jp		0		1				1		0		4		*		50		46		1		0		1		6		1		9		37		30		1		0		1		6		1		9		37		30		1		0		3		6		3		11		37		34		1		0		3		6		3		11		37		34		36		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1		町でのう蝕の保有率を提示し保健指導に活かしている。 マチ ショク ホユウリツ テイジ ホケン シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		発達過程以外に4か月健診で5～6か月児から離乳食が始まることを説明している。 ハッタツ カテイ イガイ ゲツ ケンシン ゲツ ジ リニュウショク ハジ セツメイ		0				1		0				1		出生届の際にﾘｰﾌﾚｯﾄを配布している。 シュッセイ トドケ サイ ハイフ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				0		1		大町町では4か月・6か月・9か月・12か月健診を行っている（乳児期）。次回健診時にﾌｫﾛｰ状況確認し、電話等でもその後の状況を確認している。 オオマチ チョウ ゲツ ゲツ ゲツ ゲツ ケンシン オコナ ニュウジキ ジカイ ケンシン ジ ジョウキョウ カクニン デンワトウ ゴ ジョウキョウ カクニン		1		教育委員会へ情報提供し、療育へとつなげている. キョウイク イインカイ ジョウホウ テイキョウ リョウイク		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		208		1718		中核市 チュウカクシ		長崎市		こども健康課 ケンコウ カ		勝矢玲子 カチ ヤ レイコ		095-829-1255		095-829-1242		1		kodomokenko@city.nagasaki.lg.jp		0		1				1		0		4		*		3354		3212		1		0		1		6		2		0		3262		3119		1		0		1		6		2		0		3262		3107		1		0		3		6		4		0		3396		3190		1		0		3		6		4		0		3396		3142		3350		986		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1		乳幼児歯科検診結果を基準とし長崎市歯科口腔保健推進審議会で事業内容等を評価している。 ニュウヨウジ シカ ケンシン ケッカ キジュン ナガサキシ シカ コウクウ ホケン スイシン シンギカイ ジギョウ ナイヨウトウ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診（保健指導）で必要な方への説明・指導を行っている。 モンシン ホケン シドウ ヒツヨウ カタ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊娠中の両親学級でDVDを見せている。 ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		209		1450		福岡県		岡垣町		健康づくり課健康増進課 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カ		加藤 カトウ		093-282-1211		093-283-3027		1		kenko@town.okagaki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		224		210		1		0		1		6		1		11		265		242		1		0		1		6		1		11		265		242		1		0		3		0		3		11		260		246		1		0		3		0		3		11		260		246		223		23		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		1		児童虐待担当課へ報告 ジドウ ギャクタイ タントウカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		必要時相談事業を利用。また、電話や訪問で確認。 ヒツヨウジ ソウダン ジギョウ リヨウ デンワ ホウモン カクニン		0		0				1		心理相談や発達相談を利用し評価。 シンリ ソウダン ハッタツ ソウダン リヨウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		210		763		福井県		福井市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		藤井つづみ フジイ		0776-28-1256		0776-28-3747		1		hoken@city.fukui.lg.jp		0		1				0		1		4		7		2260		2227		1		0		1		6		2		0		2336		2247		1		0		1		6		2		0		2336		2245		1		0		3		0		4		0		2393		2332		1		0		3		0		4		0		2393		2331		2593		101		0		0		0		1		若年妊婦などﾌｫﾛｰを必要とする一部ｹｰｽについて１，２のいずれかｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 ジャクネン ニンプ ヒツヨウ イチブ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月児を対象にした離乳食教室にて1歳児頃に到達する発達過程を説明。 ゲツ ジ タイショウ リニュウ ショク キョウシツ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳に記載し説明。両親学級でＤＶＤを用い説明。 ボシ テチョウ キサイ セツメイ リョウシン ガッキュウ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		211		908		岐阜県		神戸町		健康福祉課保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシカ ホケン		林　愛恵 ハヤシ アイ エ		0584-27-7555		0584-27-7246		1		hoken@town.godo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		131		130		1		0		1		6		1		8		155		153		1		0		1		6		1		8		155		153		*		*		3		0		3		2		160		161		*		*		3		0		3		2		160		161		147		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10か月児相談時に1歳6か月の発達について話をしている。 ゲツ ジ ソウダン ジ サイ ゲツ ハッタツ ハナシ		0		0				1		次回ﾌｫﾛｰ時に評価している。 ジカイ ジ ヒョウカ		0		0				1		離乳食教室時に話をしている。 リニュウショク キョウシツ ジ ハナシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼児園の巡回を通して評価をしている。 ヨウジ エン ジュンカイ トオ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		212		883		岐阜県		大垣市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		河合美知恵 カワイ ミチエ		0584-75-2322		0584-75-2320		1		hokensenta@city.ogaki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1359		1337		1		0		1		6		1		8		1461		1427		1		0		1		6		1		8		1461		1427		1		0		3		0		3		2		1471		1419		1		0		3		0		3		2		1471		1419		1404		26		1		0		0		0				1		年度末に実施内容をまとめ、保健ｾﾝﾀｰ内で検討会を行った。 ネンドマツ ジッシ ナイヨウ ホケン ナイ ケントウ カイ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		実施内容をまとめ、毎年、食育推進会議に報告している。 ジッシ ナイヨウ マイトシ ショク イク スイシン カイギ ホウコク		1		10か月児健診時にことばの発達のために大切なことを集団指導で伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ジ ハッタツ タイセツ シュウダン シドウ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				1		医師の判定（要精密検査） イシ ハンテイ ヨウ セイミツ ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		5歳すこやか相談を実施する時に3歳児健診までの状況を参考にしている。 サイ ソウダン ジッシ トキ サイジ ケンシン ジョウキョウ サンコウ		0				0		0		0		0				1		行政や他団体が実施する研修に積極的に参加するようにしている。 ギョウセイ タ ダンタイ ジッシ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		1		職場内での研修を月1回実施している。 ショクバ ナイ ケンシュウ ツキ カイ ジッシ										1

		213		905		岐阜県		養老町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		日比野 ヒビノ		0584-32-9025		0584-32-4307		*		*		*		*				1		0		3		4		164		159		1		0		1		6		1		7		204		201		1		0		1		6		1		7		204		201		1		0		3		0		3		1		249		235		1		0		3		0		3		1		249		235		195		46		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		指導内容の再検討。 シドウ ナイヨウ サイケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		10か月健診で言葉の発達過程を説明指導し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 ゲツ ケンシン コトバ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県主催の研修会。 ケン シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1

		214		193		青森県		藤崎町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		田中麻里子 タナカ マリコ		0172-75-3111		0172-75-9605		1		kenko@town.fujisaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		96		88		1		0		1		7		1		8		98		90		1		0		1		7		1		8		98		90		1		0		3		7		3		8		106		104		1		0		3		7		3		8		106		104		91		62		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		こどもﾉｰﾄ（ふじさきっず）という町で準備した教材を使用し指導。 チョウ ジュンビ キョウザイ シヨウ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児訪問の際の個別啓発。 ニュウジ ホウモン サイ コベツ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1								1

		215		1673		沖縄県		北大東村		福祉衛生課 フクシ エイセイ カ		田港利恵 タ ミナト リエ		09802-3-4567		09802-3-4000		2		rie.t@vill.kitadaito.okinawa.jp		0		1				1		0		4		5		4		4		1		0		1		7		1		11		4		4		1		0		1		7		1		11		4		4		1		0		3		6		3		11		8		8		1		0		3		6		3		11		8		8		9		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもが出生した際の訪問等で「赤ちゃんﾌｧｲﾙ」的な冊子を渡している。母子相談の際、そのﾌｧｲﾙを活用して説明を加えている。 コ シュッセイ サイ ホウモントウ アカ テキ サッシ ワタ ボシ ソウダン サイ カツヨウ セツメイ クワ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		集団健診として外部委託しているため村ではできない。 シュウダン ケンシン ガイブ イタク ムラ

		216		1685		中核市 チュウカクシ		秋田市 アキタシ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		茂木有子 モギ ユウコ		018-883-1174		018-883-1173		1		ro-chhl@city.akita.akita.jp		0		1				0		1		4		4		2286		2223		1		0		1		6		1		11		2271		2201		1		0		1		6		1		11		2271		2201		1		0		3		5		3		11		2369		2267		1		0		3		5		3		11		2369		2267		2821		68		0		0		1		1		市では行っていないが県医師会全体の「妊娠中からの子育て支援事業」で妊婦にｱﾝｹｰﾄを実施し、必要時要支援妊婦として情報提供票が届くｼｽﾃﾑができている。 シ オコナ ケン イシカイ ゼンタイ ニンシン チュウ コソダ シエン ジギョウ ニンプ ジッシ ヒツヨウジ ヨウシエン ニンプ ジョウホウ テイキョウ ヒョウ トド		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		集団指導の内容は前年度多くあげられた相談内容を加味している。 シュウダン シドウ ナイヨウ ゼンネンド オオ ソウダン ナイヨウ カミ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児、3歳児健診時に配布しているﾘｰﾌﾚｯﾄに記載している。 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン ジ ハイフ キサイ		0		0				1		7か月児、1歳半児健診で秋田市独自の子育てｱﾝｹｰﾄを活用している。 ゲツ ジ サイハン ジ ケンシン アキタ シ ドクジ コソダ カツヨウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票の記載、電話連絡、子育てｱﾝｹｰﾄ。 ケンシン ヒョウ キサイ デンワ レンラク コソダ		0		0		0		0				1		乳幼児健診管理講習会、母子保健従事者研修会。 ニュウヨウジ ケンシン カンリ コウシュウカイ ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウカイ		1		母子保健従事者研修会。 ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウカイ		0				0		0								1						1

		217		991		愛知県		長久手市 シ		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		土屋、永井 ツチヤ ナガイ		0561-63-3300		0561-63-1900		1		hoken@city.nagakute.lg.jp		0		1				1		0		3		4		714		676		1		0		1		6		1		10		760		738		1		0		1		6		1		10		760		732		1		0		3		0		3		4		753		742		1		0		3		0		3		4		753		739		782		102		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		1		1		取り決めはないがｹｰｽによって対応方法をその都度決めている。 ト キ タイオウ ホウホウ ツド キ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室でﾊﾟｰﾌﾟﾙｸﾗｲﾝｸﾞのＤＶＤを視聴。 キョウシツ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0				1

		218		1659		沖縄県		伊江村		医療保健課 イリョウ ホケンカ		屋宣月美 ヤ セン ツキ ビ		098-049-2234		098-049-5851		2		tsuki-ya@iejima.org		1		1		1		1		0		3		5		25		22		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		1		6		1		11		36		32		1		0		3		0		4		0		50		37		1		0		3		0		4		0		50		37		31		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前に教育委員会・学校との連携（親子ふれあい事業での情報共有）を行っている。 シュウガクマエ キョウイク イインカイ ガッコウ レンケイ オヤコ ジギョウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳健の研修会へ参加し、他のｽﾀｯﾌ（ＰＨＮ)研修内容を伝えている。 ニュウ ケン ケンシュウカイ サンカ タ ケンシュウ ナイヨウ ツタ		0				0				0		0														1

		219		1461		福岡県		添田町		健康福祉環境課健康対策係 ケンコウ フクシ カンキョウ カ ケンコウ タイサク カカリ		鴨川 カモ カワ		0947-88-8111		0947-82-5222		1		kenkoutaisaku@town.soeda.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		67		65		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		0		3		11		60		57		1		0		3		0		3		11		60		51		70		5		0		1		0		0				0				0		1		定期的ではなく訪問後や相談等を受けた後に実施する。 テイキテキ ホウモン ゴ ソウダントウ ウ アト ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月・7か月・12か月・1歳6か月・3歳児健診時に発達全般について説明する。 ゲツ ゲツ ゲツ サイ ゲツ サイジ ケンシン ジ ハッタツ ゼンパン セツメイ		0		0				0				1		0				1		全戸訪問時など、あやし方について相談された場合や子育て支援ｾﾝﾀｰでのｻｰｸﾙ参加者対象で厚労省作成ＤＶＤ上映。 ゼンコ ホウモン ジ カタ ソウダン バアイ コソダ シエン サンカシャ タイショウ コウロウショウ サクセイ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的ではなく、経過状況に応じて随時実施。 テイキテキ ケイカ ジョウキョウ オウ ズイジ ジッシ		0		0				1		各関係機関と保護者の同意のもと就学に向けて評価を実施。 カクカンケイ キカン ホゴシャ ドウイ シュウガク ム ヒョウカ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子保健に関する研修参加。 ボシ ホケン カン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		220		107		北海道		初山別村		住民課健康福祉係 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カカリ		本間あつ子 ホンマ コ		0164-67-2211		0164-67-2298		1		zyumin.fukusi@vill.shosanbetsu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		5		5		1		0		1		6		1		7		7		7		1		0		1		6		1		7		7		7		1		0		3		0		3		0		6		6		1		0		3		0		3		0		6		6		10		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつ・飲み物の与え方 ノ モノ アタ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		随時、保育所と連絡を取り状況を確認している。 ズイジ ホイク ショ レンラク ト ジョウキョウ カクニン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		221		125		北海道		置戸町		地域福祉ｾﾝﾀｰ健康推進係 チイキ フクシ ケンコウ スイシン カカリ		大西里香 オオニシ リカ		0157-52-3333		0157-52-3348		*		*		*		*				0		1		3		4		19		19		1		0		1		6		1		11		9		9		1		0		1		6		1		11		9		9		1		0		3		0		3		11		18		18		1		0		3		0		3		11		18		18		19		3		1		0		0		0				0				0		1		担当保健師の判断で評価している。 タントウ ホケンシ ハンダン ヒョウカ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科経過観察日の設立、情報共有（保育所等）等。 シカ ケイカ カンサツ ヒ セツリツ ジョウホウ キョウユウ ホイク ショ トウ トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児相談で月齢が上の子どもの様子を見ながら説明する機会あり。 ニュウジ ソウダン ゲツレイ ウエ コ ヨウス ミ セツメイ キカイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、新生児訪問時に説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		該当する研修会に参加。 ガイトウ ケンシュウカイ サンカ						1

		222		1406		高知県		佐川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		田中 タナカ		0889-22-7705		0889-22-7721		1		sk06010@town.sakawa.lg.jp		0		1				1		1		3		6		92		75		1		0		1		6		2		0		75		68		1		0		1		6		2		0		75		68		1		0		3		3		4		0		82		75		1		0		3		3		4		0		82		75		79		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		経年的な推移を見ながら課題と対策を協議している。 ケイネンテキ スイイ ミ カダイ タイサク キョウギ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		例の通り、次回健診までの発達の見通しについて説明をしている。 レイ トオ ジカイ ケンシン ハッタツ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1		請求書に記載欄あり。 セイキュウショ キサイ ラン		0		0		0		0				1		研修会への参加、伝達講習程度。 ケンシュウカイ サンカ デンタツ コウシュウ テイド		0				0				0		0								1						1

		223		767		福井県		勝山市		健康長寿課健康増進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ チョウジュ カ ケンコウ ゾウシン		山内八千代 ヤマウチ ヤチヨ		0779-87-0888		0779-87-3522		1		choju@city.katsuyama.lg.jp		0		1				*		*		3		8		166		161		*		*		1		7		1		11		147		145		*		*		1		7		1		11		147		145		*		*		3		1		3		11		166		163		*		*		3		1		3		11		166		163		159		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		5年毎の健康増進計画で活用できている。 ネン マイ ケンコウ ゾウシン ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１～2か月児子育て教室、5～6か月児離乳食教室で発達についての説明を実施。 ゲツ ジ コソダ キョウシツ ゲツ ジ リニュウショク キョウシツ ハッタツ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票に支援の必要性の有無のチェック欄を設けている。 モンシン ヒョウ シエン ヒツヨウセイ ウム ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		224		63		北海道		泊村		住民福祉課健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		村田のぞみ ムラタ		0135-75-2134		0135-75-3168		2		murata_n@ad.vill.tomari.hokkaido.jp		1		9				*		*		3		5		6		6		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		1		6		1		11		3		2		*		*		3		0		3		11		10		10		*		*		3		0		3		11		9		8		7		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		栄養指導の取り組みも同じ内容で行っている。評価は明確な形では出来ていない。 エイヨウ シドウ ト ク オナ ナイヨウ オコナ ヒョウカ メイカク カタチ デキ		0				0		1		乳幼児健診問診時に国で示された項目のｱﾝｹｰﾄを聞き取りで行っておりその時に説明している。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ クニ シメ コウモク キ ト オコナ トキ セツメイ		0				1		0				1		新生児（乳児）訪問時に指導項目に入れている。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ シドウ コウモク イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		明確な評価指標等を設けていないが、気になる子については定期的に保育所と打ち合わせをし状況を把握している。 メイカク ヒョウカ シヒョウトウ モウ キ コ テイキ テキ ホイク ショ ウ ア ジョウキョウ ハアク		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		担当者が研修会（県主催等）に参加し得た情報をｽｯﾀﾌに伝え共有する。 タントウシャ ケンシュウカイ ケン シュサイ トウ サンカ エ ジョウホウ ツタ キョウユウ

		225		1291		広島県		大竹市		社会健康課保健予防係 シャカイ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		出先・加藤・横田 デサキ カトウ ヨコタ		0827-59-2140		0827-57-7185		1		syakaikenko@city.otake.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		6		199		194		*		*		1		6		1		11		241		230		*		*		1		6		1		11		241		230		*		*		3		6		3		11		231		208		*		*		3		6		3		11		231		208		217		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		相談時に事前ｱﾝｹｰﾄの記載内容について話をしている。 ソウダン ジ ジゼン キサイ ナイヨウ ハナシ		0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		食生活改善推進委員さんにご協力いただいて、健診時のだんご作り（食育）に取り組んでいる。 ショクセイカツ カイゼン スイシン イイン キョウリョク ケンシン ジ ツク ショク イク ト ク		0				1		0				0				1		0				0				0		1		乳児訪問や講座等で話す機会があれば説明を行っている。 ニュウジ ホウモン コウザトウ ハナ キカイ セツメイ オコナ		0				0				0				0				1		0				1		健診後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで話し合いの場を設けている。 ケンシン ゴ ハナ ア バ モウ		0		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		226		79		北海道		妹背牛町		健康福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ		廣田龍子 ヒロタ タツコ		0164-32-2411		0164-32-9037		1		lkenkog@town.moseushi.hokkaido.jp		0		2				*		*		4		5		11		10		*		*		1		6		1		7		12		10		*		*		1		6		1		7		12		10		*		*		3		1		3		2		24		24		*		*		3		1		3		2		24		24		12		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10～11か月健診で「目と目で通じるｺｺﾛのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」というﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し、1歳6か月頃までのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の発達の過程と親の関わり方について説明。 ゲツ ケンシン メ メ ツウ ハイフ サイ ゲツ コロ ノウリョク ハッタツ カテイ オヤ カカ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布、新生児訪問の際に指導。 ハイフ シンセイジ ホウモン サイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部で開催される研修会へ参加。 ガイブ カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1

		227		684		神奈川県		海老名市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		木内順子 キウチ ジュンコ		046-235-7880		046-235-7980		1		kenkou@city.ebina.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		7		1105		1079		*		*		1		6		1		9		1096		1018		*		*		1		6		1		9		1096		1059		*		*		3		6		3		11		1201		1128		*		*		3		6		3		11		1201		1127		1125		284		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		生活ﾘｽﾞﾑ、遊びと発達。 セイカツ アソ ハッタツ		0		0				0				1		0				1		母子保健手帳交付時にﾘｰﾌﾚｯﾄ、両親教室でＤＶＤ、新生児訪問時に説明等。 ボシ ホケン テチョウ コウフ ジ リョウシン キョウシツ シンセイジ ホウモン ジ セツメイトウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に多職種でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。 ケンシン ゴ タ ショクシュ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		健康診査票で連絡をいただくようになっている。 ケンコウ シンサ ヒョウ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		228		444		栃木県		佐野市		健康推進課母子保健係 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		鈴木まゆ スズキ		0283-24-5770		0283-24-5701		1		shokensenta@city.sano.lg.jp		0		1				*		*		4		6		873		864		*		*		1		6		1		11		952		925		*		*		1		6		1		11		952		924		*		*		3		0		3		11		951		911		*		*		3		0		3		11		951		908		910		90		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		市独自のﾏﾆｭｱﾙ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し従事者で情報共有している。 シ ドクジ ハイフ ジュウジシャ ジョウホウ キョウユウ

		229		1545		熊本県		津奈木町		住民課福祉班 ジュウミンカ フクシ ハン		荒川暁美 アラカワ アケミ		0966-78-3113		0966-78-3009		2		arakawaa@town.tsunagi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		9		36		32		1		0		1		6		1		9		36		32		*		*		3		6		3		7		29		28		*		*		3		6		3		7		29		28		30		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもがどのように成長・発達するかの目安の資料を用いている。 コ セイチョウ ハッタツ メヤス シリョウ モチ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		特に評価は実施していないが就学に向けて保護者や関係者と一緒に検討している。就学指導委員会（教育委員会主催）にも参加し助言・意見を伝えるようにしている。 トク ヒョウカ ジッシ シュウガク ム ホゴシャ カンケイシャ イッショ ケントウ シュウガク シドウ イインカイ キョウイク イインカイ シュサイ サンカ ジョゲン イケン ツタ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		230		1460		福岡県		香春町		保険健康課健康づくり係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ カカリ		野添　華 ノゾエ ハナ		0947-32-8401		0947-32-4815		1		kenkou@town.kawara.lg.jp		0		1				*		*		4		5		70		55		*		*		1		6		1		9		93		64		*		*		1		6		1		9		93		64		*		*		3		0		3		3		98		63		*		*		3		0		3		3		98		63		2		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の時や4か月児健診時に個別指導。 アカ ホウモン トキ ゲツ ジ ケンシン ジ コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ時にｹｰｽ検討。 ジ ケントウ		0		0				1		個別に発達支援を行い、発達検査を実施。 コベツ ハッタツ シエン オコナ ハッタツ ケンサ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		231		1214		和歌山県		上富田町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		志賀美鈴 シガ ミスズ		0739-47-5300		*		2		shiga@town.kamitonda.lg.jp		0		1				1		0		4		99		137		131		*		*		1		6		99		99		130		124		*		*		1		6		99		99		130		124		*		*		3		6		99		99		127		121		*		*		3		6		99		99		127		119		147		1		0		0		0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄの記録はしていないが、担当者間で情報を共有し、必要があれば訪問や電話連絡を実施している。 キロク タントウシャ カン ジョウホウ キョウユウ ヒツヨウ ホウモン デンワ レンラク ジッシ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		巡回作業や巡回心理、聞こえ、言葉、見え方相談の対象者は観察中。 ジュンカイ サギョウ ジュンカイ シンリ キ コトバ ミ カタ ソウダン タイショウ シャ カンサツチュウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		232		895		岐阜県		可児市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		只腰知子 タダ コシ トモコ		0574-62-1111		0574-63-7070		2		tm-tadak@city.kani.lg.jp		0		1				*		*		4		99		860		842		*		*		1		6		99		99		901		858		*		*		1		6		99		99		901		858		*		*		3		0		99		99		961		909		*		*		3		0		99		99		961		909		880		158		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児健診時に発達による誤飲予防。 ニュウジ ケンシン ジ ハッタツ ゴイン ヨボウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤従事者に外部研修会に参加。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ ガイブ ケンシュウカイ サンカ						1		1

		233		1670		沖縄県		粟国村		民生課 ミンセイ カ		木村絵美 キムラ エミ		098-988-2017		098-988-2206		2		kimura@vill.aguni.okinawa.jp		0		1				*		*		*		*		3		2		*		*		*		*		*		*		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		*		*		*		*		*		*		13		10		*		*		*		*		*		*		13		10		0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		234		1057		京都府		宇治市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小栗ゆか オグリ		0774-22-3141		0774-21-0408		1		hokensuishinka@city.uji.kyoto.jp		0		1				*		*		4		5		1390		1365		*		*		1		8		1		11		1459		1412		*		*		1		8		1		11		1459		1412		*		*		3		5		3		11		1654		1569		*		*		3		5		3		11		1654		1569		1455		169		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		子育て支援ｾﾝﾀｰで食事に関する集団指導を行っているが、評価はしていない。 コソダ シエン ショクジ カン シュウダン シドウ オコナ ヒョウカ		1		3か月児健診で乳児期後期の発達について説明とﾊﾟﾈﾙ展示。乳幼児相談の集団指導で0歳後半～1歳後半頃の心と体の成長と関り方を指導している。 ゲツ ジ ケンシン ニュウジキ コウキ ハッタツ セツメイ テンジ ニュウヨウジ ソウダン シュウダン シドウ サイ コウハン サイ コウハン コロ ココロ カラダ セイチョウ カカワ カタ シドウ		0		0				0				1		0				1		3か月児健診でﾘｰﾌ配布。 ゲツ ジ ケンシン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		各機関との連携会議で実施。 カクキカン レンケイ カイギ ジッシ		0		0		0				1		経過健診の紹介や事業担当への報告。 ケイカ ケンシン ショウカイ ジギョウ タントウ ホウコク		0		0		0		0				0				1		年2回健診基準の調整会議として実施。 ネン カイ ケンシン キジュン チョウセイ カイギ ジッシ		1		年2回乳幼児健診医師連絡会議として医師対象に実施。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン イシ レンラク カイギ イシ タイショウ ジッシ		0		0														1

		235		774		福井県		南越前町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中絢子 タナカ ジュンコ		0778-47-8007		0778-47-3605		1		hoken@town.minamiechizen.lg.jp		0		1				*		*		4		5		66		65		*		*		1		6		1		11		79		76		*		*		1		6		1		11		79		76		*		*		3		0		3		11		89		85		*		*		3		0		3		11		89		82		82		3		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		新生児訪問や各種健診の問診時に口頭にて指導している。 シンセイジ ホウモン カクシュ ケンシン モンシン ジ コウトウ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		支援の必要性の有無について項目を設けている（問診票は町に返却される）。 シエン ヒツヨウセイ ウム コウモク モウ モンシン ヒョウ チョウ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		236		1312		山口県		長門市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		福田真由美 フクダ マユミ		0837-23-1133		0837-23-1168		1		kenkosuishin@city.nagato.lg.jp		0		1				*		*		3		6		189		168		*		*		1		6		1		11		221		219		*		*		1		6		1		11		221		219		*		*		3		0		3		11		210		209		*		*		3		0		3		11		210		209		190		7		1		0		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰ教室開催時の案内、及び、参加時の状況確認、医療機関との情報共有。 キョウシツ カイサイ ジ アンナイ オヨ サンカ ジ ジョウキョウ カクニン イリョウ キカン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児学級・家庭訪問において指導。 イクジ ガッキュウ カテイ ホウモン シドウ		0		0				0				1		0				1		育児学級にてﾋﾞﾃﾞｵを見せる。 イクジ ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		保育所訪問、発達ｸﾘﾆｯｸ等で経過観察。 ホイク ジョ ホウモン ハッタツ トウ ケイカ カンサツ		0		0		0				1		健診票に要訪問等の項目あり。 ケンシン ヒョウ ヨウ ホウモン ナド コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		237		427		茨城県		鉾田市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		木原美加子 キハラ ミカコ		0291-33-3691		0291-33-3717		1		kenkou@city.hokota.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		292		261		1		0		1		6		99		99		323		312		1		0		1		6		99		99		323		312		*		*		3		6		99		99		338		314		*		*		3		6		99		99		338		314		305		75		1		0		0		0				1		母子手帳交付後検討し個々のｹｰｽに応じた回数を支援し、その都度評価している。 ボシ テチョウ コウフ ゴ ケントウ ココ オウ カイスウ シエン ツド ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		1		子ども家庭課や関係機関へ連携する。 コ カテイ カ カンケイ キカン レンケイ		0				0		1		評価は行っているが事業計画への活用はできていない。 ヒョウカ オコナ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		事故防止や生活習慣の獲得の面から説明している。 ジコ ボウシ セイカツ シュウカン カクトク メン セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価検討する。 ケンシン ゴ ヒョウカ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		検診後及び、年度末・翌年へと経年的経過追跡による。 ケンシン ゴ オヨ ネンドマツ ヨクトシ ケイネン テキ ケイカ ツイセキ		0		0				1		就学までに相談員や関係機関と連携して行っている。 シュウガク ソウダンイン カンケイ キカン レンケイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1										1				1

		238		580		千葉県		富津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		圓川ひろみ エン カワ		0439-80-1268		0439-80-1335		1		mb017@city.futtsu.lg.jp		0		1				*		*		3		6		202		182		*		*		1		6		2		0		215		190		*		*		1		6		2		0		215		190		*		*		3		5		4		0		252		217		*		*		3		5		4		0		252		217		228		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ｵﾘｼﾞﾅﾙの冊子、乳幼児教室。 サッシ ニュウヨウジ キョウシツ		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				0				1		0				1		就学指導委員会等。 シュウガク シドウ イイン カイ トウ		0		0		0				1		受診券に記載あり。 ジュシン ケン キサイ		0		0		0		0				1		県の研修会 ケン ケンシュウカイ		0				0				0		0				1								1		1

		239		1174		奈良県		御杖村		保健福祉課 ホケン フクシカ		古谷静香 フルヤ シズカ		0745-95-2828		0745-95-6011		1		fukushi@vill.mitsue.lg.jp		0		1				0		1		3		4		4		4		0		1		1		6		1		8		0		0		0		1		1		6		1		8		0		0		*		*		3		6		3		8		3		3		*		*		3		6		3		8		3		3		6		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				0		0		0		1		医師による健康診査は個別受診であるが育児相談は集団で行っており、その際に問診を実施している。 イシ ケンコウ シンサ コベツ ジュシン イクジ ソウダン シュウダン オコナ サイ モンシン ジッシ		1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		問5で記載した集団育児相談にの際に行っている。 トイ キサイ シュウダン イクジ ソウダン サイ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に啓発ＤＶＤ「赤ちゃんが泣きやまない」を貸出。 ボシ テチョウ コウフ ジ ケイハツ アカ ナ カシダシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		現在は3歳児健診後の評価を実施できていないが、今後、乳幼児健診後も保育所・小学校・中学校へと引き継いでいく予定。 ゲンザイ サイジ ケンシン ゴ ヒョウカ ジッシ コンゴ ニュウヨウジ ケンシン ゴ ホイク ショ ショウガッコウ チュウガッコウ ヒ ツ ヨテイ		0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		240		850		長野県		根羽村		住民課 ジュウミンカ		坂巻光江 サカマキ ミツエ		0265-49-2111		0265-49-2277		1		juumin4102@nebamura.jp		0		1				1		0		3		5		4		4		*		*		1		6		1		8		4		4		*		*		1		5		1		10		4		4		*		*		3		0		3		3		5		5		*		*		3		0		3		6		5		5		3		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		241		634		東京都		八王子市		医療保険部大横保健福祉ｾﾝﾀｰ イリョウ ホケン ブ オオヨコ ホケン フクシ		青木桐代 アオキ キリ ヨ		042-625-9200		042-627-5887		1		b450600@city.hachioji.tokyo.jp		0		1				*		*		3		5		3729		3575		*		*		1		6		1		11		4214		3906		*		*		1		6		1		11		4214		3906		*		*		3		0		3		11		4328		3954		*		*		3		0		3		11		4328		3953		4099		104		0		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				1				0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		242		117		北海道		利尻富士町		総合保健ｾﾝﾀｰ ソウゴウ ホケン		近藤正子 コンドウ マサコ		0163-82-2320		0163-89-2016		2		kondou-masako@town.rishirifuji.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		15		15		1		0		1		5		1		11		21		12		1		0		1		5		1		11		21		12		1		0		3		0		3		4		29		25		1		0		3		0		3		4		29		25		12		12		1		0		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		0										1				1

		243		736		富山県		砺波市		砺波市健康ｾﾝﾀｰ トナミシ ケンコウ		中瀧結花 ナカ タキ ユイ ハナ		0763-32-7062		0763-32-7059		2		yuka.nakataki@city.tonami.lg.jp		1		1				*		*		3		4		357		351		*		*		1		6		99		99		419		417		*		*		1		6		99		99		419		417		*		*		3		6		99		99		409		405		*		*		3		6		99		99		409		405		404		30		1		0		0		0				1				0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		上記全て ジョウキ スベ		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		244		243		岩手県		軽米町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中里早苗 ナカサト サナエ		0195-46-4111		0195-48-1061		1		kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp		0		1				*		*		3		4		42		42		1		0		1		6		1		9		45		44		1		0		1		6		1		9		45		44		*		*		3		1		3		5		66		63		*		*		3		1		3		5		66		63		45		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		245		660		東京都		瑞穂町		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		福島由子 フクシマ ユイ コ		042-557-5072		042-557-7414		1		kenko@town.mizuho.tokyo.jp		0		1				*		*		3		4		227		222		*		*		1		6		1		11		237		227		*		*		1		6		1		11		237		228		*		*		3		0		3		11		245		232		*		*		3		0		3		11		249		232		245		72		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0								1

		246		20		北海道		根室市		市民福祉部保健課健康推進担当 シミン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン タントウ		鈴木圭子 スズキ ケイコ		0153-23-6111		0153-24-8692		2		suzuki.keiko@city.nemuro.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		99		198		190		*		*		1		6		1		11		193		186		*		*		1		6		1		11		193		186		*		*		3		0		3		11		186		173		*		:		3		0		3		11		186		173		191		19		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1

		247		822		長野県		千曲市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		北原智子 キタハラ トモコ		026-273-1111		026-272-6558		1		hc-boshi@city.chikuma.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		387		386		1		0		1		6		1		7		410		405		1		0		1		6		1		7		410		405		*		*		3		5		3		7		406		387		*		*		3		5		3		7		406		387		415		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1

		248		115		北海道		礼文町		町民課 チョウミン カ		吉田早記 ヨシダ ソウ キ		0163-86-1001		0163-86-1664		1		hoken@town.rebun.hokkaido.jp		0		1				1		0		1		11		36		36		1		0		1		6		1		11		16		16		1		0		1		6		1		11		16		16		1		0		3		6		3		11		28		26		1		0		3		6		3		11		28		26		16		0		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		249		419		茨城県		那珂市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		玉川 タマカワ		029-270-8071		029-298-8890		1		kenkou-s@city.naka.lg.jp		0		1				0		1		3		11		426		382		1		0		1		6		1		11		399		381		1		0		1		6		1		11		399		381		1		0		3		0		3		11		433		418		1		0		3		0		3		11		433		418		415		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				1				1				0				0		1										1

		250		1090		大阪府		寝屋川市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		栗原 クリハラ		072-824-1181(内3731） ナイ		072-838-0428		1		kenkou@city.neyagawa.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		1864		1749		1		0		1		8		1		11		1965		1804		1		0		1		8		1		11		1965		1804		1		0		3		7		3		11		1962		1642		1		0		3		7		3		11		1962		1638		2037		184		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1		1				1

		251		1068		京都府		大山崎町		健康福祉部 健康課 健康増進係 ケンコウ フクシブ ケンコウカ ケンコウ ゾウシン カカリ		山本知美 ヤマモト トモミ		075-956-2101		075-953-7335		1		hoken@town.oyamazaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		161		161		1		0		1		7		1		8		124		116		1		0		1		6		1		7		124		109		1		0		3		7		3		8		116		110		1		0		3		7		3		8		116		110		0		0		1		0		0		0				0				0		1		人口が少なくハイリスク妊婦も少ない為、ケースカンファを行っている。 ジンコウ スク ニンプ スク タメ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当係への報告 ギャクタイ タントウ カカリ ホウコク		1		集団指導と個別指導を充実 シュウダン シドウ コベツ シドウ ジュウジツ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問→前期健診までの発達、前期健診→後期健診までの発達、後期健診→１歳半頃までの発達、１歳半健診→3歳健診までの発達、3歳健診→就学までの発達 アカ ホウモン ゼンキ ケンシン ハッタツ ゼンキ ケンシン コウキ ケンシン ハッタツ サイ ハン コロ サイ ケンシン シュウガク ハッタツ		0		0				1		個別対応し地域担当保健師のフォロー状況をケースカンファで共有。 コベツ タイオウ チイキ タントウ ホケンシ ジョウキョウ キョウユウ		0		0				1		赤ちゃん訪問時のパンフレットに記載し説明。 アカ ホウモン ジ キサイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ケース報告		0		0				1		保育所：巡回相談、学校：入学前にケース報告。 ホイクショ ジュンカイ ソウダン ガッコウ ニュウガクマエ ホウコク		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				1		0

		252		1309		山口県		下松市		健康福祉部 健康増進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		白井 シライ		0833-41-1234		0833-44-2304		1		kenkou@city.kudamatsu.lg.jp		1		1				0		1		3		12		507		507		0		1		1		6		2		0		507		507		1		0		1		6		2		0		497		428		1		0		3		6		4		0		590		573		1		0		3		6		4		0		590		573		507		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		253		145		北海道		様似町		保健福祉課 保健推進係 ホケン フクシ カ ホケン スイシン カカリ		前田 マエダ		0146-36-5511		0146-36-5638		*		*		*		*				1		0		3		5		23		23		1		0		1		6		2		0		21		20		1		0		1		6		2		0		21		18		1		0		3		0		4		0		19		18		1		0		3		0		4		0		19		17		22		0		1		0		0		0				0				0		1		個別支援を行い、担当保健師が評価を行っている。また、保健師間でカンファを開き、情報共有や評価を行っている。 コベツ シエン オコナ タントウ ホケンシ ヒョウカ オコナ ホケンシ カン ヒラ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		事業毎に達成指標を設定し、その達成量を評価し計画に活用。 ジギョウ ゴト タッセイ シヒョウ セッテイ タッセイリョウ リョウ ヒョウカ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットの配布と母親からの質問に答える形で指導。 ハイフ ハハオヤ シツモン コタ カタチ シドウ		0		0				0				0		1		子どもの発達相談ができる機会を提供し、関係機関で情報を共有しながらカンファ等で評価を行う。 コ ハッタツ ソウダン キカイ テイキョウ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ ナド ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保健所と共に健診後カンファの進め方やフォローアップの体制について評価する機会を設けることが出来つつある。 ホケンジョ トモ ケンシンゴ スス カタ タイセイ ヒョウカ キカイ モウ デキ		0		0				1		幼稚園と定期的に会議を行い、評価したり発達相談でも評価を行っている。 ヨウチエン テイキテキ カイギ オコナ ヒョウカ ハッタツソウダン ヒョウカ オコナ		0		0		0				0		0		0		0		1		0				0				0				0				1		0

		254		1582		宮崎県		高原町		総合保健福祉センター ほほえみ館 ソウゴウ ホケン フクシ カン		釜 真由美 カマ マユミ		0984-42-4820		0984-42-4974		1		hohoemi@town.takahara.lg.jp		1		2				1		1		3		11		65		56		1		0		1		6		1		8		65		54		1		0		1		6		1		8		65		54		1		0		3		6		3		8		59		47		1		0		3		6		3		8		59		47		42		2		0		0		0		1		母子担当は1人であるため同じ係に成老人担当の保健師1人と協議はしているが全妊婦となると出来ていない。 ボシ タントウ ニン オナ カカリ ナ ロウジン タントウ ホケンシ ヒト キョウギ ゼンニンプ デキ		0				0		1		定期的に評価していないが随時対応 テイキテキ ヒョウカ ズイジ タイオウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診、学●で講話している。 ケンシン ガク コウワ		0		0				0				1		0				1		ポスター、パンフレットの配布。健診、学●で講話している ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		255		1390		高知県		香南市		健康対策課 ケンコウタイサク カ		竹村和花 タケムラ ワ ハナ		0887-57-7516		0887-55-3110		1		kenkou@city.kochi-konan.lg.jp		0		1				1		1		3		5		256		244		1		0		1		7		1		11		227		213		1		0		1		7		1		11		227		216		1		0		3		4		3		11		255		235		1		0		3		4		3		11		255		233		242		89		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		①パパママ教室で知識としてお伝えしている。②4ヶ月健診の問診指導項目の中にSBSを知っていますか？という設問あり。 キョウシツ チシキ ツタ カゲツ ケンシン モンシン シドウ コウモク ナカ シ セツモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県が実施している ケン ジッシ		0				0				0		0

		256		1164		奈良県		宇陀市		室生福祉保健交流センター ムロウ フクシ ホケン コウリュウ		菊岡知代 キクオカ トモヨ ４		0745-92-5220		0745-92-5223		1		kenkou@city.uda.lg.jp		0		1				1		0		4		5		164		161		1		0		1		6		1		9		160		153		1		0		1		6		1		9		160		153		1		0		3		6		3		8		176		159		1		0		3		6		3		8		176		159		157		19		1		0		0		1		母子健康手帳の交付時に行っているが全妊婦の実施は出来ていない。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ オコナ ゼンニンプ ジッシ デキ		1		定期的に母子担当者会議を開催し確認 テイキテキ ボシ タントウシャ カイギ カイサイ カクニン		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の原因のデータを集計し、それを活用しての指導を行う（健診及び教室） ショク ゲンイン シュウケイ カツヨウ シドウ オコナ ケンシン オヨ キョウシツ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		257		1707		中核市 チュウカクシ		西宮市		保健所 地域保健課 ホケンジョ チイキ ホケン カ		齋藤 サイトウ		0798-35-3310		0798-26-0616		1		hokenservice@nishi.or.jp		0		1				1		0		4		6		4435		4310		1		0		1		7		2		0		4465		4302		1		0		1		7		2		0		4465		4302		1		0		3		5		4		0		4557		4265		1		0		3		5		4		0		4557		4259		4843		212		1		1		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが不定期で必要時にケースカンファ等を行い、評価している。 テイキテキ ヒョウカ フテイキ ヒツヨウイ ジ ナド オコナ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕羅患率の経年比較を行い、指導内容の見直しを行っている。 ショク ラ カンジャ リツ ケイネン ヒカク オコナ シドウ ナイヨウ ミナオ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6ヶ月健診受診者に幼児期の食事としつけに関する冊子を配布している。 サイ カゲツ ケンシン ジュシンシャ ヨウジキ ショクジ カン サッシ ハイフ		0		0				1		保健師による個別支援以外にも相談事業を利用する等して臨床心理士や保育士による視点も入れながら支援の方向性を評価している。 ホケンシ コベツシエン イガイ ソウダン ジギョウ リヨウ ナド リンショウ シンリシ ホイクシ シテン イ シエン ホウコウ ヒョウカ		0		0				1		マザークラスで説明し、啓発用DVDを視聴してもらっている。 セツメイ ケイハツヨウ シチョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診検討委員会を開催し、受診率、診察結果、要精密検査の結果等の評価はしているが上記の算出はしていない。 ケンシン ケントウ イインカイ カイサイ ジュシンリツ シンサツ ケッカ ヨウ セイミツケンサ ケッカ ナド ヒョウカ ジョウキ サンシュツ		0				0		1		フォローアップの妥当性を定期的に評価していないが、不定期で必要時に行っている。 ダトウセイ テイキ テキ ヒョウカ フテイキ ヒツヨウジ オコナ		1		必要時、療育機関や保育所と連携しながら支援の方向性を評価している。 ヒツヨウジ リョウイク キカン ホイクジョ レンケイ シエン ホウコウセイ ヒョウカ		0		0		0				1		（10健のみ）健診結果を報告してもらっている。 ケンコウ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		0		0				1		OTによる乳幼児の身体的発達に関する研修、虐待に関する研修、低出生体重児に関する研修など。 ニュウヨウジ シンタイテキ ハッタツ カンウ ケンシュウ ギャクタイ カン ケンシュウ テイ シュッセイ タイジュウ コ カン ケンシュウ		0				0				0		0

		258		588		千葉県		南房総市		保健福祉部健康支援課 ホケンフクシ ブ ケンコウ シエン カ		山口由紀子 ヤマグチ ユキコ		0470-36-1152		0470-36-1133		1		kenko@city.minamiboso.chiba.jp		0		1				1		1		3		6		204		集団177（医機関①164②134） シュウダン		1		0		1		6		2		0		208		191		1		0		1		6		2		0		208		191		1		0		3		0		4		0		217		202		1		0		3		0		4		0		217		202		177		21		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				0		1		股関節健診（３〜4ヶ月児）のアンケートに設問でSBSについて説明している コカンセツ ケンシン カゲツ コ セツモン セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		259		459		栃木県		芳賀町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		小久保綾香 コクボ アヤカ		028-677-6042		028-677-2176		1		kenkou@town.haga.tochigi.jp		0		1				1		0		4		5		103		103		1		0		1		6		1		8		113		111		1		0		2		6		2		8		125		111		1		0		3		0		3		11		130		129		1		0		3		0		3		11		130		129		109		6		1		0		0		0				1		随時、電話や訪問、精神疾患のある妊婦は精神担当の保健師と同伴訪問する場合もある。 ズイジ デンワイ ホウモン セイシン シッカンオ ニンプ セイシン タントウ ホケンシ ドウハン ホウモン バアイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		全員ではないが問診時に説明指導することがある。 ゼンイン モンシンジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		ベビーマッサージの教室時、4ヶ月健診時の問診票にあり キョウシツジ カゲツ ケンシン ジ モンシン ヒョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		260		118		北海道		幌延町		町民課 チョウミン カ		石田篤子 イシダ アツコ		01632-5-1790		01632-5-1791		2		atsuko.ishida@town.horonobe.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		18		18		1		0		1		7		2		0		21		21		0		1		1		7		2		0		21		21		1		0		3		2		4		0		24		24		0		1		3		2		4		0		24		24		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		健診時、これからの発達過程を伝えるようにしている ケンシンジ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		適切な研修があった場合には常勤従事者が研修受講するよう配慮している。 テキセツ ケンシュウ バアイ ジョウキン ジュウジシャ ケンシュウ ジュコウ ハイリョ

		261		97		北海道		剣淵町		健康福祉課保健グループ ケンコウ フクシ カ ホケン		松下 マツシタ		0165-34-3955		0165-34-3985		1		kenhuku@town.kembuchi.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		14		14		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		6		1		11		21		12		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		36		18		13		0		1		1		0		0				1		妊婦健康診査の受診結果を翌月に確認できるためハイリスク妊婦に限らず状況を評価している。 ニンプ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヨクゲツ カクニン ニンプ カギ ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		年数回、保健師、栄養士でカンファを行い評価している ネン スウカイ ホケンシ エイヨウシ オコナ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを用い伝えている モチ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		必要と判断した研修に参加している ヒツヨウ ハンダン ケンシュウ サンカ		1				0				0		0

		262		149		北海道		士幌町		保健福祉課健康介護グループ保健推進担当 ホケン カ ケンコウ カイゴ ホケンスイシン タントウ		中捨里香 ナカス ス リカ		01564-5-2108		01564-5-2127		1		kenkou@shihoro.jp		0		1				1		0		3		9		50		50		1		0		1		5		1		11		53		52		1		0		1		5		1		11		53		52		1		0		3		0		3		11		47		45		1		0		3		0		3		11		47		45		57		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問後にスタッフで検討会を行い評価。 アカ ホウモンゴ ケントウカイ オコナ ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		ケース会議 カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		263		1428		福岡県		春日市		健康課 ケンコウカ		松尾 マツオ		092-501-1134		092-501-0051		1		kenkou@city.kasuga.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		1038		1001		0		1		1		6		1		11		1069		1033		0		1		1		6		1		11		1069		900		1		0		3		0		3		11		1155		1109		1		0		3		0		3		11		1155		1109		1000		80		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に説明が載っている冊子を配布 ボシテチョウ コウフ ジ セツメイ ノ サッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		264		1499		長崎県		壱岐市		健康保健課 ケンコウ カ		中野美保、田中千草 ナカノ ミホ タナカ チグサ クサ		0920-45-1111		0920-45-0996		1		iki-hoken@city.iki.lg.jp		0		1				1		0		4		8		231		225		1		0		1		6		2		0		222		215		1		0		1		6		2		0		222		215		1		0		3		6		4		0		258		241		1		0		3		6		4		0		258		239		197		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		取り決めはないがスタッフで共有し関係機関へつないでいる。 ト キ キョウユウ カンケイ キカン		0		0		0		0		0		0				1		健康教育と12ヶ月児の対象者へRDテストを実施し早めの虫歯予防（個別指導）を行っている。 ケンコウ キョウイク カゲツ コ タイショウ シャ ジッシ ハヤ ムシバ ヨボウ コベツ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味飲料 カンミインリョウ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		ケースに応じて行っている オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児発達相談事業の中で、保育所、幼稚園、教育委員会と連携し、処遇検討をしている。 サイジ ハッタツ ソウダン ジギョウ ナカ ホイクショ ヨウチエン キョウイク イインカイ レンケイ ショグウ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診は小児科以外の医師にも依頼しているので診察の部分の統一を図るのが課題である。実践的な研修はしていなが年１回従事者研修を行い確認している。 ケンシン ショウニカ イガイ イシ イライ シンサツ ブブン トウイツ ハカ カダイ ジッセンテキ ケンシュウ ネン カイ ジュウジシャ ケンシュウ オコナ カクニン

		265		14		北海道		江別市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシブ ホケンセ		児島栄弥子 コジマ サカ ミヤコ		011-385-5252		011-385-8130		1		hoken@city.ebetsu.lg.jp		0		1				1		0		4		4		690		682		1		0		1		6		1		11		731		716		1		0		1		6		1		11		731		703		1		0		3		0		3		11		784		766		1		0		3		0		3		11		784		759		664		32		1		0		0		0				0				0		1		時期は決めておらず、必要に応じて実施。 ジキ キ ヒツヨウ オウ ジッシ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		全員には行っていないが発達に遅れが感じられる、または不安を感じている保護者には今後の発達の見通しを伝えるようにしている。（２歳で２語文など） ゼンイン オコナ ハッタツ オク カン フアン カン ホゴシャ コンゴ ハッタツ ミトオ ツタ サイ ゴ ブン		0				1		0				1		全員ではないがマタニティスクール及び両親学級で啓発している オヨ リョウシンガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		毎年テーマを決めて実施。例）乳児期の成長、発達のメカニズムの視点、乳幼児期のメディアの関係。 マイト ネン キ ジッシ レイ ニュウジキ セイチョウ ハッタツ シテン ニュウヨウジキ カンケイ		1		毎年テーマを決めて実施。例）乳児期の成長、発達のメカニズムの視点、乳幼児期のメディアの関係。		0				0		0

		266		1480		佐賀県		嬉野市		健康づくり課 ケンコウ カ		林紀代子 ハヤシ キヨコ		0954-66-9120		0954-66-9140		1		hoken@city.ureshino.lg.jp		0		1				0		1		3		4		201		188		1		0		1		6		1		11		218		213		1		0		1		6		1		11		218		213		1		0		3		6		3		11		205		201		1		0		3		6		3		11		205		201		203		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		267		648		東京都		国立市		健康福祉部健康増進課保健事業係 ケンコウフクシブ ケンコウゾウシン カ ホケン ジギョウ カカリ		飛田良子 ヒダ リョウコ		042-572-6111		042-574-3930		1		sec_hokencenter@city.kunitachi.tokyo.jp		0		1				1		0		4		5		567		566		1		0		1		7		1		11		563		530		1		0		1		7		1		11		563		516		1		0		3		1		3		11		543		504		1		0		3		1		3		11		543		494		624		*		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		講演会レベルであるが常勤・非常勤専門職（医師、看護士、保健師、栄養士、歯科衛生士）を対象に研修を実施している。 コウエ ジョウキン ヒジョウキン センモンショク イシ カンゴシ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイ シ タイショウ ケンシュウ ジッシ

		268		5		北海道		北見市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシブ ケンコウスイシン カ ボシホケン カカリ		椎名真理 シイナ マリ		0157-23-8101		0157-23-8813		1		kenko@city.kitami.lg.jp		0		1				0		1		3		4		797		768		1		0		1		6		1		11		883		788		1		0		1		6		1		11		883		785		1		0		3		0		3		11		881		789		1		0		3		0		3		11		881		787		840		161		1		0		0		0				1		妊婦健診を定期的に受診しているか等について毎月確認しているのと併せて適切に支援が出来ているか確認している。 ニンプ ケンシン テイキテキ ジュシン ナド マイツキ カクニン アワ テキセツ シエン デキ カクニン		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				0		1		1.6歳、3歳健診のう歯羅患状況、フッ素塗布実施率の状況を把握し次年度の事業計画に活用。健診後のカンファで歯科指導内容等を確認し現状把握に努めている。 サイ サイ ケンシンオ シラカンリツ ジョウキョウ ソ トフ ジッシ リツ ジョウキョウ ハアク ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ ケンシンゴ シカ シドウ ナイヨウ ナド カクニン ゲンジョウ ハアク ツト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		アンケートや子どもの反応等で事業の評価をしている。 コ ハンノウ ナド ジギョウ ヒョウカ		1		リーフレットを作成して配布。3〜4ヶ月健診：3〜9ヶ月頃、9〜10ヶ月健診：9ヶ月〜1歳頃、1.6歳健診：1.6歳〜2歳頃、3歳健診：2歳半〜4歳、5歳児健康相談：4歳〜年長 サクセイ ハイフ カゲツ ケンシン カゲツ コロ カゲツ サイ コロ ハン コ ケンコウ ソウダン ネンチョウ		0		0				1		健診等のアンケートを把握しアセスメントを行いカンファで支援方法を検討 ケンシン ナド ハアク オコナ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		母親学級、赤ちゃん訪問時にリーフレット等で周知している。 ハハオヤ ガッキュウ アカ ホウモン ジ ナド シュウチ		0		0				0				0				1		保健師の判定（支援方法） ホケンシ ハンテイ シエンホウホウ		0				0		0				1		フォロー状況を毎月確認、必要時地区担当保健師等と支援状況・方法を検討 ジョウキョウ マイツキ カクニン ヒツヨウジ チクタントウ ホケンシ ナド シエンジョウキョウ ホウホウ ケントウ		0		0				0				0		0		1		3歳児健診後、年中児になる年に、児の状況をアンケートや必要時、保育園・幼稚園と連携し確認している。 サイジ ケンシンゴ ネンチュウジ ナカ コ ネン コ ジョウキョウ ヒツヨウジ ホイクエン ヨウチエン レンケイ カクニン		1		3〜４M健診受診票に記入して返却 ケンシン ジュシンヒョウ キニュウ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		269		1556		大分県		別府市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		末房日出子 スエフサ ヒデコ		0977-21-1117		0977-22-2550		1		hpd-hw@city.beppu.oita.jp		0		1				1		1		3		5		880		836		1		0		1		6		1		11		902		879		1		0		1		6		1		11		902		879		1		0		3		5		3		11		903		854		1		0		*		*		*		*		903		854		893		174		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査 シリョク		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		電話連絡票で連絡する デンワ レンラク ヒョウ レンラク		0		0		0		0				1		従事者研修会 ジュウジシャ ケンシュウカイ		1		従事者研修会		0				0		0

		270		89		北海道		上川町		保健福祉課健康増進グループ ホケン カ ケンコウゾ		保健師久保 ホケンシ クボ		01658-2-4054		01658-2-1220		1		kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp		1		1				1		0		3		4		18		17		1		0		1		6		1		9		16		16		1		0		1		6		1		9		16		16		1		0		3		0		3		4		23		23		1		0		3		0		3		4		23		23		20		0		1		1		0		0				1		分娩週数と出生児体重で評価。低出生体重児の予防を目標としているため。 ブンベン シュウ スウ シュッセイ コ タイジュウ ヒョウカ テイ シュッセイ タイジュウ コ ヨボウ モクヒョウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもノートという教材を全乳児の母親に配布し、今後の発達を共有している。デンバーの発達表を用い、将来的な発達予測が出来るようにしている。 コ キョウザイ ゼンニュウジ ハハオヤ ハイフ コンゴ ハッタツ キョウユウ ハッタツヒョウ ヒョウ モチ ショウライテキ ハッタツ ヨソク デキ		0		0				0				0		1		健診の際に1日のリズ・食・気持ちなど記入し、持ってきてもらう。気になる親には問診や事後指導の際、声かけをしたり、後日電話したりするがそれに対して評価していない。 ケンシン サイ ヒ ショク キモ キニュウ モ キ オヤ モンシン ジゴ シドウ サイ コエ ゴジツ デンワ タイ ヒョウカ		1		新生児訪問の際、パンフレットを渡している。 シンセ サイ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		経過観察児の台帳を作成し、就学までフォローしている。必要時、定期外でも健診に呼んだり、母子通園センターにつなげたりしている。 ケイカ カンサツ コ ダイチョウ サクセイ シュウガク ヒツヨウジ テイキ ソト ケンシン ヨ ボシ ツウエン		0		0				1		各幼稚園・保育園・母子通園センターと連絡・連携をとっている。 カク ヨウチエン ホイクエン ボシ レンラク レンケイ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないが該当する研修があり、必要と判断した場合、研修に参加できる態勢はある。 テイキテキ ガイトウ ケンシュウ ヒツヨウ ハンダン バアイ ケンシュウ サンカ タイセイ

		271		167		北海道		厚岸町		保健福祉課健康づくり係 ホケンフ カ ケンコウ カカリ		小川摩里 オガワ マリ リ		0153-53-3333		0153-53-3077		1		afukushi@rose.ocn.ne.jp		0		1				0		1		3		6		72		69		1		1		1		6		1		11		67		63		1		1		1		6		1		11		67		63		1		1		3		0		3		11		76		75		1		1		3		0		3		11		76		75		*		*		1		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		個別支援や健康教育等で活用している。 コベツ シエン ケンコウ キョウイク ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味などの摂取状況と食習慣 カンミ セッシュ ジョウキョウ ショク シュウカン		0		1		0		0		0				1				0		0				1		その後の個別対応などで ゴ コベツイ タイオウ		0		0				1		個別指導や健康教育の場などで コベツ シドウ ケンコウ キョウイク バ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と連携し、個別対応している。評価の時期は各々設けている。 カンケイ キカン レンケイ コベツ タイオウ ヒョウカ ジキ カクカク モウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		272		333		山形県		高畠町		健康推進課 ケンコウスイシン カ				0238-52-5045		0238-52-5044		1		kenko@town.takahata.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		189		189		1		0		1		7		1		8		178		178		1		0		1		7		1		8		178		173		1		0		3		6		3		7		194		190		1		0		3		6		3		7		194		189		172		3		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		4ヶ月健診：発達について集団指導、1歳6ヶ月児健診：発達について資料配布し個別指導 カゲツ ケンシン ハッタツ シュウダン シドウ サイ カゲツ コ ケンシン シリョウ ハイフ コベツ シドウ		0		0				1		情報収集、アセスメント、問題分析、指導方法についてスタッフ間で検討		0		0				1		新生児訪問時に啓発 シンセイ ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回定期的にスタッフ間で検討 ツキ カイ テイキテキ カン ケントウ		0		0				1		教育総務課、福祉課と情報交換している キョウイク ソウムカ フクシ カ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		273		367		福島県		湯川村		住民総務課湯川村保健センター ジュウミンソウムカ ユカワ ムラ ホケンｓ		笠間智春 カサマ トモ ハル		0241-27-3110		0241-28-1055		2		kasama-chiharu@vill.yugawa.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		17		17		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		3		2		3		6		31		31		1		0		3		2		3		6		31		31		16		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届時に説明、パンフレット配布。 ニンシン トド ジ セツメイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所や幼稚園での観察や５歳児健康相談の結果によっては療育機関へつなぐ ホイクショ ヨウチエン カンサツ サイジ ケンコウ ソウダン ケッカ リョウイク キカン		0		0		0				0				0		0		0		0				1		県や病院等で実施している研修会へ参加 ケン ビョウイン ナド ジッシ ケンシュウキ カイ サンカ		0				0				0		0

		274		260		宮城県		蔵王町		保健福祉課 ホケン カ		保健師菊地那美 ホケンシ キクチ ナミ ミ		0224-33-2003		0224-33-2988		1		hofuku@town.zao.miyagi.jp		0		1				1		0		4		5		78		72		1		0		1		6		2		5		105		97		1		0		1		6		2		5		105		97		1		0		3		6		3		9		100		86		1		0		3		6		3		9		100		86		99		4		1		0		0		0				1		担当保健師が面接、訪問時 タントウ ホケンシ メンセツ ホウモンジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		子育て支援担当者と情報共有（虐待担当） コソダ シエン タントウシャ ジョウホウ キョウユウ ギャクタイ タントウ		1		年度毎に評価している ネンド ゴト ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		地区担当保健師が健診後確認する チク タントウ ホケンシ ケンシンゴ カクニン		0		0				1		保育所、幼稚園入園後もフォロー継続。就学時に学校と情報共有する。 ホイクショ ヨウチエン ニュウエンゴ ケイゾク シュウガクｙジ ジ ガッコウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関主催の研修会への参加。 タ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		275		163		北海道		足寄町		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケンフ シツ ホケンス タントウ		保健師　越後和希子 ホケンシ エチゴ ワキコ		0156-25-2571		0156-25-9201		1		echigo.wakiko@town.ashoro.hokkaido.jp		0		1				1		0		5		7		48		48		1		0		1		6		1		9		46		46		1		0		1		6		1		9		46		45		1		0		3		0		3		3		52		51		1		0		3		0		3		3		52		51		50		8		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		フッ化物の応用に関するもの等 カ ブツ オウヨウ カン ナド		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		3ヶ月時に知っているか確認し啓発 カゲツ ジ シ カクニン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		276		792		山梨県		中央市		健康推進課 ケンコ カ		強間加代子 ツヨ マ カヨコ		055-274-8542		055-274-1125		*		*		*		*				1		0		4		*		276		261		1		0		1		6		1		7		291		281		1		0		1		6		1		7		291		281		1		0		3		3		3		4		261		245		1		0		3		3		3		4		261		245		272		7		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査 シリョク ケンサ		0				1				0				0		0				0				1		0				1		保育園と連携を図る ホイクエン レンケイ ハカ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		研修会の伝達など ケンシュウカイ デンタツ		0				0				0		0

		277		519		埼玉県		朝霞市		健康づくり部健康づくり課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		渡邉敦子 ワタナベ アツコ		048-465-8611		048-466-7522		1		kenko-zukuri@city.asaka.saitama.jp		0		2				1		0		4		6		1458		1433		1		0		1		7		2		0		1370		1329		1		0		1		7		2		0		1370		1325		1		0		3		4		4		0		1350		1286		1		0		3		4		4		0		1350		1283		1454		128		0		0		1		0		※今後予定 コンゴ ヨテイ		1		年度末に1度、支援方法について集計している。 ネンドマツ ド シエン ホウホウ シュウケイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		う蝕している児の集計は行っているものの、保健指導の成果までは評価していない ショク コ シュウケイ オコナ ホケンシドウ セイカ ヒョウカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				0		1		発達の遅れがややある方に対しては個別に保健師から伝えているが全員には行っていない。 ハッタツ オク カタ タイ コベツ ホケンシ ツタ ゼンイン オコナ		0				1		0				1		マタニティ教室で実施 キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		3歳児健診以降、個別に支援している方については評価している。 サイ コ ケンシン イコウ コベツ シエン カタ ヒョウカ		0				0		0		1		0				1		母親の精神状態の評価について、児の発育発達について等、年１回研修機会あり。 ハハオヤ セイシンジョウタイ ヒョウカ コ ハツイク ハッタツ ナド ネン カイ ケンシュウ キカイ		0				0				0		1		非常勤保健師・助産師に対し、18-1の機会に参加できる機会を確保している。 ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ タイ キカイ サンカ キカイ カクホ

		278		96		北海道		和寒町		保健福祉課 ホケン カ		伏見瑞季 フシミ ミズキ キセツ		0165-32-2000		0165-32-3377		1		ho-hoken@town.wassamu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		19		16		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		3		0		4		0		27		27		1		0		3		0		4		0		27		27		19		0		1		1		0		0				0				0		1		担当保健師が随時、支援・評価を行っている タントウ ホケンシ ズイジ シエン ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕羅患率を経年的に把握し、歯科医や歯科衛生士と情報共有し、次年度の歯科保健に活用している ショクラカンリツ リツ ケイネンテキ ハアク シカイ シカ エイセイ シ ジョウホウ キョウユウ ジネンド シカ ホケン カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問にて発達過程等を示した冊子を配布するとともに、健診（２ヶ月毎実施）や栄養・育児教室にて現在の月齢や数ヶ月先の発達について説明している。 シンセイ ハッタツ カテイ ナド シメ サッシ ハイフ ケンシン カゲツ ゴト ジッシ エイヨウ イクジ キョウシツ ゲンザイ ゲツレイ スウカゲツ サキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてパンフレット配布 シンセ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関を利用している児については保育所とも連携し支援計画に基づいて評価している。 リョウイク キカン リヨウ コ ホイクホ ショ レンケイ シエン ケイカク モト ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子保健の研修会に参加している ボシ ホケン ケンシュウｋ サンカ		0				0				0		0

		279		990		愛知県		東郷町		健康課 ケンコウカ		中井香里 ナカイ カオリ リ		0561-37-5813		0561-37-5823		1		tgo-kenko@town.aichi-togo.lg.jp		0		1				1		0		3		99		388		379		1		0		1		7		2		11		402		398		1		0		1		7		2		11		402		398		1		0		3		1		3		11		447		439		1		0		3		1		3		11		447		439		407		14		1		0		0		0				0				0		1		月１回カンファを開催。ハイリスク妊婦への相談記録等を回覧し、スタッフ間で共有。 ツキ カイ カイサイ ニンプ ソウダン キロク ナド カイラン カン キョウユウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		フッ素塗布無料日の案内を個別通知。２歳児歯科健診の案内を個別通知。 ソ トフ ムリョウ ヒ アンナイ コベツ ツウチ サイジ シカ ケンシン アンナイ コベツ ツウチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		町内保育園で食生活改善推進員が食育の紙芝居を実施。 チョウナイ ホイクエン ショクセイカツ カイゼン スイシン イン ショクイ イクジ カミシバイ ジッシ		0				1		0				1		健診事後教室後にカンファを実施 ケンシンゴ ジゴ キョウシツ アト ジッシ		0		0				1		妊婦とその夫向けの教室にてDVD視聴を取り入れている。 ニンプ オット ム キョウシツ シチョウ ト イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		280		1026		三重県		多気町		町民福祉課母子感染症予防課 チョウミン フクシ カ ボシ カンセンショウ ヨボウ カ		松本真耶 マツモト マヤ		0598-38-1114		0598-38-1140		2		m-matsumoto@town.mie-taki.lg.jp		0		1				0		1		4		9		93		86		1		0		1		6		1		11		122		121		1		0		1		6		1		11		122		121		1		0		3		6		3		11		115		114		1		0		3		6		3		11		115		114		101		9		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時、出生届時にパンフレットを配布 ニンシン トドケデ ジ シュッセイ トド ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		子育て総合支援室にて保健師、発達支援システムアドバイザー保育士・教員でフォロー児を情報共有し、保育園や学校巡回にて連携して対応している。 コソダ ソウゴウ シエン シツ ホケンシ ハッタツ シエン ホイク シ キョウイン コ ジョウホウ キョウユウ ホイクエン ガッコウ ジュンカイ レンケイ タイオウ		1		健診票に市町指示欄があり、医師の指示のもとフォローし、結果を医療機関へ返している。 ケンシンヒョウ シチョウ シジラン イシ シジ ケッカ イリョウ キカン カエ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		町が主催する研修の実施はないが、県や保健師協議会、医師会等が開催する研修に参加するようにしている。 マチ シュサイ ケンシュウ ジッシ ケン ホケンシ キョウギカイ イシカイ ナド カイサイ ケンシュウ サンカ

		281		893		岐阜県		土岐市		健康増進課 ケンコウ カ		牧野 マキノ		0572-55-2010		0572-53-0095		1		kenko@city.toki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		400		393		1		0		1		6		1		7		397		386		1		0		1		6		1		7		397		385		1		0		3		0		3		1		500		472		1		0		3		0		3		1		500		472		416		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもの発達と事故予防について集団で話をしている中で今後の発達、成長について話している。 コ ハッタツ ジコヨボウ シュウダン ハナシ ナカ コンゴ ハッタツ セイチョウ ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就園判定会議結果の確認を行っている シュウガク エン ハンテイ カイギ ケッカ カクニン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者おうち、母子事業担当者が積極的研修参加している。 ジョウキン ジュウジシャ ボシ ジギョウ タントウシャ セッキョクテキ ケンシュウ サンカ

		282		975		愛知県		大府市		健康推進課 ケンコウ カ		東村 ヒガシムラ		0562-47-8000		0562-48-6667		1		hkn-c@city.obu.lg.jp		0		1				1		0		3		7		1017		989		1		0		1		5		2		0		1073		1045		1		0		1		5		2		0		1073		1044		1		0		2		11		4		0		1003		983		1		0		2		11		4		0		1003		974		1118		10		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママサロンで行っている オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		283		160		北海道		池田町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ カ ホケン カカリ		大平ひとみ オオヒラ		015-572-2100		015-572-2862		1		suishin@town.hokkaido-ikeda.lg.jp		0		1				1		0		3		5		25		23		1		0		1		6		1		6		39		38		1		0		1		6		1		9		39		38		1		0		3		0		3		3		43		42		1		0		3		0		3		3		43		41		32		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付、新生児訪問時にパンフレット・資料を配布 ボシテチョウ コウフ シンセイ ジ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ケース検討の場を設けたり、継続的な支援を実施 ケントウ バ モウ ケイゾクテキ シエン ジッシ		0		0				0				0		0		1		必要に応じて、ケース検討会を実施 ヒツヨウ オウ ケントウ カイ ジッシ		0				0		0		1		0				1		道主催等の研修会への参加 ミチ シュサイ ナド ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		284		185		青森県		平川市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ カ		成田　満 ナリタ ミツル		0172-44-1111		0172-44-0068		2		mitsuru_narita@city.hirakawa.lg.jp		1		1				1		0		4		6		212		201		1		0		1		6		1		11		200		194		1		0		1		6		1		11		200		194		1		0		3		6		3		11		216		214		1		0		3		6		3		11		216		214		185		15		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		要保護児童対策地域協議会へ情報提供し、対策について検討 ヨウ ホゴシャ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ジョウホウ テイキョウ タイサク ケントウ		1		健診に従事している歯科医師、歯科衛生士に情報提供している ケンシン ジュウジ シカイシ シカエイセイシ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		アンケートを実施 ジッシ		0		0				1		出生届時の配布書類入れの封筒に説明書きを貼布 シュッセイ トドケ ジ ハイフ ショルイ イ フウトウ セツメイガ ハ ヌノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		285		1005		愛知県		東栄町		福祉課 フクシ カ		原田優子 ハラダ ユウコ		0536-76-1815		0536-76-1725		1		fukushi@town.toei.aichi.jp		0		1				1		0		3		4		13		13		1		0		1		7		13		14		1		0		1		0		1		6		1		7		13		14		1		0		3		0		3		7		25		27		1		0		3		0		3		7		25		27		0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		実施主体ではないが他機関と連携している。評価はしていない。 ジッシ シュタイ タ キカン レンケイ ヒョウカ		1		パンフレット活用 カツヨウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファ ケンシンゴ				0				1		療育訪問実施等に評価 リョウイク ホウモン ジッシ ナド ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		１〜3年目の新任期保健師については他市町村の健診の見学を実施しており、それ以外でも北設同士研修として互いの健診に参加している。 ネンメ シン ニンキ ホケンシ タ シチョウソン ケンシン ケンガク ジッシ イガイ キタ セツ ドウシ ケンシュウ タガ ケンシン サンカ		0				0				0		0

		286		912		岐阜県		大野町		健康課 ケンコ カ		関谷恵梨子 セキヤ エリコ		0585-34-1111		0585-34-2110		1		hoken-c@town-ono.jp		0		1				1		0		4		4		163		161		1		0		1		6		1		8		189		185		1		0		1		6		1		8		189		185		1		0		3		0		3		2		197		192		1		0		3		0		3		2		197		192		159		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		287		1303		広島県		世羅町		子育て支援課子育て支援センター コソダ シエン カ コソダ シエン		國藤澄江、豊田章江 クニ フジ スミエ トヨタ アキエ		0847-25-0294		0847-25-0070		1		kosodate@town.sera.hiroshima.jp		0		1				1		1		3		4		117		117		1		0		1		6		1		8		94		91		1		0		1		6		1		8		94		91		1		0		3		2		3		4		107		102		1		0		3		2		3		4		107		102		102		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		管内母子保健担当者会議で重点事業計画に活用 カンナイ ボシ ホケン タントウシャ カイギ ジュウテン ジギョウケイカク カツヨウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		健診時でパンフレット配布、親子教室の紹介。 ケンシンジ ハイフ オヤコ キョウシツ ショウカイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		ケース会議や支援方針検討会で現状を把握し、支援の方向性を統一する。 カイギ シエン ホウシン ケントウカイ ゲンジョウ ハアク シエン ホウコウセイ トウイツ		1		就学前調査としてアンケートを行っている シュウガクマエ チョウサ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		子育て支援センターやその他自治体が開催する研修会の案内を啓発している。 コソダ シエン タ ジチタイ カイサイ ケンシュウ アンナイ ケイハツ

		288		1240		島根県		松江市		保健センター ホケン		立原幸未 タチハラ サチ ミ		0852-60-8155		0852-60-8160		1		hoken-center@city.matsue.lg.jp		0		1				1		0		4		99		1810		1761		1		0		1		6		1		11		1753		1712		1		0		1		6		1		11		1753		1712		1		0		3		0		3		11		1807		1752		1		0		3		0		3		11		1807		1752		1857		90		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦該当となった場合、妊婦支援台帳に記載され、支援状況等について確認している。 ニンプ ガイトウ バアイウ ニンプ シエン ダイチョウ キサイ シエンジョウキョウ ナド カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う歯羅患率等から対策を検討し実施している シ ラカンリツ リツ ナド タイサク ケントウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		新生児訪問時に発達の見通し等についてパンフレットを用いて説明。 シンセイ ジ ハッタツ ミトオ ナド モチ セツメイ		1		5歳児健診の実施。5歳児健診事業検討会議の開催。 サイジ ケンシン ジッシ ジギョウ ケントウ カイギ カイサイ		0		0				0				1		0				1		医師の判定（精密検査結果）、視力検査 イシ ハンテイ セイミツ ケンサ ケッカ シリョクケンサ		0				0				0				0		0				1		乳幼児保健対策会議の開催 ニュウヨウジ ホケン タイサク カイギ カイサイ		0		0				1		５歳児健診の実施 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		常勤、非常勤を問わず健診スタッフに対して研修会を実施。 ジョウキン ヒジョウキン ト ケンシン タイ ケンシュウカイ ジッシ		1				0				0		0

		289		884		岐阜県		高山市		健康推進課 ケンコウ カ		保谷　愛 ホヤ アイ		0577-35-3160		0577-35-3173		1		kenkousuishin@city.takayama.lg.jp		0		1				1		0		4		5		675		666		1		0		1		6		1		7		733		695		1		0		1		6		1		7		733		693		*		*		3		0		3		1		741		683		*		*		3		0		3		11		741		683		694		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診、相談事業で見通しを持って子育てができるよう発達過程を説明・指導している。 ケンシン ソウダン ジギョウ ミトオ モ コソダ ハッタツ カテイ セツメイ シドウア		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、パンフレットを渡し説明指導 シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		290		911		岐阜県		揖斐川町		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		小林 コバヤシ		0585-23-1511		0585-23-1518		1		kenzo@town.ibigawa.lg.jp		0		1				1		0		0		0		148		148		1		0		1		6		1		8		124		126		1		0		1		6		1		8		124		126		1		0		3		1		3		3		143		142		1		0		3		1		3		3		143		142		113		2		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科教室で回収したアンケート結果を次年度の教室で公表 シカ キョウシツ カイシュウ ケッカ ジネンド キョウシツ コウヒョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布、ポスター掲示など ケイジ		0		0				0				0				0				0				0		1		圏域保健所指導のもと管内市町で評価方法の検討会 ケン イキ ホケンｓジョ ジョ シドウ カンナイ シチョウ ヒョウカ ホウホウ ケントウカイ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や圏域保健所主催の研修会 ケン ケン イキ ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		291		90		北海道		東川町		保健福祉課 ホケン カ		石渡貴子 イシワタ タカコ		0166-82-2111（内線506） ナイセン		0166-82-3644		2		ishiwatari.takako@town.higashikawa.lg.jp		1		1				1		0		3		*		40		39		1		0		1		6		1		9		45		45		1		0		1		6		1		9		45		40		1		0		3		0		3		3		54		51		1		0		3		0		3		3		54		49		48		2		1		0		0		0				1		係内で共有しアセスメント、評価を実施。時期は不定期（必要時その都度） カカリ ナイ キョウユウ ヒョウカ ジッシ ジキ フテイキ ヒツヨウジ ツド		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の場で親に伝えていり ケンシン バ オヤ ツタ		0		0				1		3〜4ヶ月健診対象児の保護者に子育てアンケートを実施。「育てにくさを感じる」親にはその要因を問診の場で深める。また健診後のカンファにてスタッフ間で共有する。 カゲツ ケンシン タイショウ コ ホゴシャ コソダ ジッシ ソダ カン オヤニウア ヨウイン モンシン バ フカ ケンシンゴ カン キョウユウ		0		0				1		健診の案内文にチラシを同封。 ケンシン アンナイ ブン ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳児期の健診を4期に設定（4M、7M、10M、13M）。その都度、対象児全員を健診後カンファにて評価している。 ニュウジキ ケンシン キ セッテイ ツド タイショウ コ ゼンイン ケンシンゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者が外部主催の研修を受講する機会はある。 ジョウキン ジュウジシャ ガイブ シュサイ ケンシュウ ジュコウ キカイ

		292		964		愛知県		刈谷市		福祉健康部健康課母子保健係 フクシケンコウブ ケンコウカ ボシ ホケン カカリ		加藤奈津美 カトウ ナツミ ビ		0566-23-8877		0566-26-0505		1		kenkou@city.kariya.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1722		1695		1		0		1		6		1		11		1630		1586		1		0		1		6		1		11		1630		1586		*		*		3		0		3		11		1590		1538		*		*		3		0		3		11		1590		1537		1892		1104		0		1		0		0				1		他職種参加によるアセスメント会議を月1回実施。ハイリスク対象者の把握と支援計画の作成。 タ ショクシュ サンカ カイギ ツキ カイ ジッシ タイショウシャ ハアク シエンケイカイ ケイカク サクセイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		0		1		0				1		1歳6ヶ月児健診、3歳児健診にて成長発達についてのパンフレットを配布。 サイ カゲツ コ ケンシン サイジ ケンシン セイチョウ ハッタツ ハイフ		0		0				0				1		0				1		初妊婦向けの両親教室にてDVFDを鑑賞している。 ハツ ニンプ ム リョウシンキョウシツ カンショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		293		643		東京都		小金井市		福祉保健部健康課 フクシ ホケンブ ケンコウカ		田村 タムラ		042-321-1240		042-321-6423		1		s050401@koganei-shi.jp		0		1				1		0		3		4		1093		1065		1		0		1		6		1		11		1067		1032		1		0		1		6		1		11		1067		1031		1		0		3		0		3		11		977		926		1		0		3		0		3		11		977		924		1162		28		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				*				*		*				0				1		0				1		妊娠届出時、両親学級時、リーフレットを配布し啓発。 ニンシン トドケデ ジ リョウシン ガッキュウ ジ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1				0				0		0

		294		56		北海道		真狩村		住民課保健係 ジュウミン カ ホケン カカリ		主査　秋口京子 シュサ アキグチ キョウコ		0130-45-3612		0130-45-3162		1		jyuumin@vill.makkari.lg.jp		0		1				1		0		3		5		17		1		1		0		1		6		1		11		11		8		1		0		1		6		1		11		11		8		1		0		3		0		3		11		12		11		1		0		3		0		3		11		12		11		14		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後1ヶ月以内に支援の方向性検討。関係機関とは随時、継続して協議する。 ケンシンゴ カゲツ イナイ シエン ホウコウセイ ケントウ カンケイ キカン ズイジ ケイゾク キョウギ		0		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		295		841		長野県		飯島町		健康福祉課保健医療係 ケンコウ ホケンイリョウ カカリ		係長　中村杏子 カカリチョウ ナカムラ キョウコ		0265-86-3111（171）		0265-86-2225		1		h.iryo@town.iijima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		62		61		1		0		1		7		1		9		60		59		1		0		3		1		3		3		60		59		1		0		3		0		3		99		74		73		1		0		3		99		3		99		74		73		69		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0		小さい町なので4-3、4-5は同時に実施。4-2はカンファレンスシートに記入。 チイ マチ ドウジ ジッシ キニュウ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1		歯科指導スタッフ強化等（歯科衛生士）。妊婦歯科健診（H２５〜） シカ シドウ キョウカ ナド シカ エイセイ シ ニンプ ケンシン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		すこやかパンフレットを1人１冊配布（町の独自資料） ヒト サツ ハイフ マチ ドクジ シリョウ		0		0				1		お母さんの顔（問診）、面談時に気持ちを聞く カア カオ モンシン メンダンジ キモ キ		0		0				1		集団指導 シュウダン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0		2※健診育相談後のカンファで出来ている部分もありまとめたものがない。 ケンシン イクジ ソウダン ゴ デキ ブブン		0				0		1		0		3※教育委員会の就学・就園委員会に載ってくる名前でふりかえる。 キョウイク イインカイ シュウガク エン イインカイ ノ ナマエ		0				0		1		0		0				1		県、郡の行う研修会。保健師会研修。 ケン グン オコナ ケンシュウカイ ホケンシ カイ ケンシュウ		0				0				0		0		臨時等専門職も研修を受けてもらう場合あり。 リンジ ナド センモンショク ケンシュウ ウ バアイ

		296		420		茨城県		筑西市		健康づくり課 ケンコウ カ		鷹取 タカトリ		0296-22-0506		0296-25-2913		1		helcare@city.chikusei.lg.jp		0		1				1		0		3		4		716		682		1		0		1		6		1		7		782		772		1		0		1		6		1		7		782		772		1		0		3		1		3		2		808		770		1		0		3		1		3		2		808		770		808		102		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健康教育の内容に盛り込む ケンコウ キョウイク ナイヨウ モ コ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘い飲み物について アマ ノ モノ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		お誕生日おめでとうセットの中にリーフレットを封入。新生児訪問の際にリーフレット配布。 タンジョウビ ナカ フウニュウ シンセ サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		予算を確保している。 ヨサン カクホ		0				0				0		1		非常勤歯科衛生士に県で実施する研修会等のお知らせをしている。 ヒジョウキン シカ エイセイシ ケン ジッシ ケンシュウカイ ナド シ

		297		200		青森県		七戸町		健康福祉課 ケンコウ		主査保健師　中村雅子 シュサ ホケンシ ナカムラ マサコ		0176-68-4631		0176-68-3536		1		masako-nakamura@town.shichinohe.lg.jp		0		1				*		*		3		4		79		79		*		*		1		6		1		8		70		69		*		*		1		6		1		8		70		69		*		*		3		6		3		8		97		94		*		*		3		6		3		8		97		94		73		12		1		1		0		0				1		実務者会議で特定妊婦として情報共有し、支援方法を検討し、新生児訪問で判断している。 ジツムシャ カイギ トクテイ ニンプ ジョウホウ キョウユウ シエンホウホウ ケントウ シンセイジ ホウモン ハンダン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科医師からのコメントや歯科問診の状況から町の傾向をだし、保護者への集団指導や学校保健へ情報提供し、健康増進系買うや母子保健計画等に活用している。 シカイシ シカ モンシン ジョウキョウ マチ ケイコウ ホゴシャ シュウダン シドウ ガッコウ ホケン ジョウホウ テイキョウ ケンコウ ゾウシン ケイカ ボシ ホケン ケイカク ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		面接にて要因確認。必要時、地区担当へつなげる。 メンセツ ヨウイン カクニン ヒツヨウジ チク タントウ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットを使用し説明。 シンセイ ジ シヨウ セツメイ		0		0				1		検尿、聴覚検査、視力検査、医師の判定 ケンニョウ チョウカク ケンサ シリョク ケンサ イシ ハンテイ		0				0				0				0		0				1		支援後に母子担当、地区担当、保健師又は課長で検討。 シエンゴ ボシ タントウ チク タントウ ホケンシ マタ カチョウ ケントウ		0		0				1		5歳児健康相談、5歳児健康相談事後指導教室、発達●● サイジ ケンコウ ソウダン ジゴ シドウ キョウシツ ハッタツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		298		55		北海道		ニセコ町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		保健師　黒萩萌朱 ホケンシ クロハギ モ シュ		0136-44-2121		0136-44-3500		1		kenko@town.niseko.lg.jp		0		1				1		0		3		5		52		45		1		0		1		6		1		8		56		47		1		0		1		6		1		8		56		43		1		0		3		0		3		8		67		53		1		0		3		0		*		*		67		47		50		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		歯科検診結果を参考にむし歯予防教室の健康教育内容を検討している。 シカ ケンシン ケッカ サンコウ ハ ヨボウ キョウシツ ケンコウ キョウイク ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診・相談で今後見られる発達過程をお伝えすることがある。（必ず説明するという決まりはない） カク ケンシン ソウダン コンゴ ミ ハッタツ カテイ ツタ カナラ セツメイ キ		0		0				1		各健診後カンファで支援内容を共有 カク ケンシン ゴ シエン ナイヨウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファで支援の方向性を決め、支援の結果も記録等を用いて係内で共有している。 ケンシンゴ シエン ホウコウセイ キ シエン ケッカ キロク ナド モチ カカリ ナイ キョウユウ		0		0				1		個別面談、療育機関や幼児センターの様子確認などを行い、評価する。 コベツ メンダン リョウイク キカン ヨウジ ヨウス カクニン オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		299		31		北海道		石狩市		保健福祉部保健推進課 ホケンフク ブ ホケンスイｓ カ		二上真弓 ニカミ ウエ マユミ		0133-72-3124		0133-75-2270		1		hokens@city.ishikari.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		358		345		1		0		1		6		1		11		383		357		1		0		1		6		1		11		390		358		1		0		3		0		3		11		439		400		1		0		3		0		3		11		458		409		341		55		1		0		0		1		母子手帳発行時にアンケート等によりアセスメントして、ハイリスク妊婦として支援対象にするか判断している。 ボシ テチョウ ハッコウジ ナド ニンプ シエン タイショウ ハンダン		0				0		1		今年度からハイリスク妊婦のリスト化をして支援しているが、今後評価の方法は検討していかなければならない。 コンネンド カ シエン コンゴ ヒョウカ ホウホウ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		当日のカンファでどのように支援していくか、関係機関との連携について検討し、決定している。虐待を疑われる場合は虐待担当部署に連絡するということは統一されている。 トウジツ シエン カンケイ キカン レンケイ ケントウ ケッテイ ギャクタイ ウタガ バアイ ギャクタイ タントウ ブショ レンラク トウイツ		0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		食生活改善推進協議会と共催して親子料理教室を開催。 ショクセイカツ カイゼン スイシン キョウギカイ キョウサイ オヤコ リョウリ キョウシツ カイサイ		0				0		1		リーフレットを配布（全員ではなく育児に不慣れな母等、気になる方に配布） ハイフ ゼンイン イクジ フナ ハハ ナド キ カタ ハイフ		0				1		0				1		新生児訪問時に配布するリーフレットの活用。 シンセイジ ホウモンジ ハイフ カツヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		連携しているが評価まではできていない。 レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		母子業務の内容の研修があれば常勤・非常勤（医師、歯科医師は除く）問わず参加するようにしている。 ボシギョウム ナイヨウ ケンシュウ ジョウキン ヒジョウキン イシ シカエイｓ イシ ノゾ ト サンカ

		300		1681		中核市 チュウカクシ		旭川市 アサヒカワシ		子育て支援部子育て相談課母子保健係 コソダ シエンブ コソダ ソウダン カ ボシホケン カカリ		田上智子 タガミ トモコ		0166-26-1111（内2967） ナイ		0166-25-2234		1		kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		11		2404		2322		1		0		1		6		1		11		2463		2338		1		0		1		6		1		11		2463		2338		1		0		3		0		3		11		1754		1671		1		0		3		0		3		11		1754		1665		2452		358		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保健指導での事例について情報共有し、歯科健診の結果や相談内容から重点をおいて情報提供したい内容等を検討。啓発資料の作成、健康教育の企画、保健指導の内容や伝達手法等に反映させている。 ホケンシドウ ジレイ ジョウホウ キョウユウ シカ ケンシン ケッカ ソウダン ナイヨウ ジュウテン ジョウホウ テイキョウ ナイヨウ ナド ケントウ ケイハツ シリョウ サクセイ ケンコウ キョウイク キカク ホケンシドウ ナイヨウ デンタツ シュホウ ナド ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食を含む食生活 カンショク フク ショクセイカツ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		医師の判定で精密検査となった項目 イシ ハンテイ セイミツ コウモク		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				1		予防接種、ワクチンについて ヨボウ セッシュ		0				0		0		 

		301		162		北海道		本別町		健康管理センター ケンコウ カンリ		大津香織 オオツ カオリ		0156-22-2219		0156-22-2916		1		kenkok@town.honbetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		4		47		46		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		3		0		3		2		53		53		1		0		3		0		3		2		53		53		37		3		1		0		0		0				1		妊婦健診受診券を前・後期（24W〜）に分け発行。発行時にPHNによる面談を行い評価。 ニンプ ケンシン ジュシン ケン ゼンコウキ ワ ハッコウ ハッコウジ メンダン オコナ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		年1回歯科医との会議でう歯、フッ素実施率について情報提供し意見をもらうが計画まで至ってない。 ネン カイ シカイ カイギ シ ソ ジッシリツ ジョウホウ テイキョウ イケン ケイカク イタ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		アンケートで発達過程を知らないとつけた親へ社会性の発達について説明。 ハッタツ カテイ シ オヤ シャカイセイ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		4か月健診アンケートでSBSを知らないに○をつけた親に啓発。 ゲツ ケンシン ケイハツ		0				0				0				0				1		0				1		次回、健診や定例外で呼び出し、事後カンファで検討。 ジカイ ケンシン テイレイ ガイ ヨ ダ ジゴ ケントウ		0		0				1		個別に児相が発達検査。前後に関係者でカンファ。 コベツ ジドウ ソウダン ハッタツ ケンサ ゼンゴ カンケイシャ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		302		146		北海道		えりも町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		米澤千景 ヨネサワ チカゲ		01466-2-4630		01466-2-4632		2		yonezawa-tihiro@town.erimo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		39		38		1		0		1		6		99		99		50		48		1		0		1		6		99		99		50		48		1		0		3		0		3		11		43		42		1		0		3		0		3		11		43		42		33		5		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師から母子保健担当保健師への情報提供・共有している。 チク タントウ ホケンシ ボシホケン タントウ ホケンシ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要対協の担当課へ情報提供。 ヨウ タイショウ キョウ タントウカ ジョウホウ テイキョウ		1		毎年、実績書を作成している。歯科保健対策会議で町内の歯科保健対策について検討。 マイトシ ジッセキシャ ショ サクセイ シカホケン タイサク カイギ チョウナイ シカ ホケン タイサク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食の内容・与え方（食習慣） カンショク ナイヨウ アタ カタ ショクシュウカン		0		1		0		0		0				1		健やか親子21（第二次）重点課題①〜③をもとに各月齢で発達過程を説明指導。 スコ オヤコ ダイニジ ジュウテンカダイ カク ゲツレイ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		カンファで指導内容を共有。 シドウ ナイヨウ キョウユウ		1				0		0				1		精密検査（医療機関受診）後の判定の把握。 セイミツ ケンサ イリョウキカン ジュシン ゴ ハンテイ ハアク		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファで検討。 ケンシンゴ ケントウ		0		0				1		町の教育支援委員会及び保育所等との子育て支援会議と連携し、ケースの情報・支援内容の検討。 マチ キョウイク シエン イインカイ オヨ ホイクジョ ナド コソダ シエン カイギ レンケイ ジョウホウ シエン ナイヨウ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		健診従事者に限定せず、子どもの発達理解についての研修を年1回程度実施。 ケンシン ジュウジシャ ゲンテイ コ ハッタツ リカイ ケンシュウ ネン カイ テイド ジッシ

		303		1682		中核市 チュウカクシ		函館市 ハコダテシ		子ども未来部母子保健課 コ ミライ ブ ボシホケン カ		北山 キタヤマ		0138-32-1533		0138-32-1506		1		hc-zoushin-boshi@city.hakodate.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		1593		1529		1		0		1		6		1		11		1879		1767		1		0		1		6		1		11		1879		1767		1		0		3		0		3		11		1746		1545		1		0		3		0		3		11		1746		1545		1798		68		0		0		1		1		H27.10〜全妊婦に行う予定。 〜ゼンニンプ オコナ ヨテイ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		子ども・子育て支援事業計画の評価等に活用。 コ コソダ シエン ジギョウ ケイカク ヒョウカ ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		両親学級テキストにて啓発。4か月児健診時アンケートにSBSを知らないと記載した保護者にリーフレットを渡して説明。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ ゲツ ジ ケンシン ジ シ キサイ ホゴシャ ワタ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		不定期で小児科医、臨床心理士を講師として運動発達・精神発達について研修。 フテイキ ショウニカイ リンショウシンリシ コウシ ウンドウ ハッタツ セイシン ハッタツ ケンシュウ		0				0				0		0

		304		169		北海道		標茶町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ スイシン カカリ		油谷亜鶴佐 ユヤ ア ツル サ		015-485-1000		015-485-2177		2		yutani.azusa@town.shibecha.lg.jp		0		1				1		0		4		6		60		58		1		0		1		6		1		11		57		57		1		0		1		6		1		11		57		56		1		0		3		0		3		11		70		70		1		0		3		0		3		11		70		70		58		3		1		0		0		0				1		妊娠届出時のアンケートでハイリスクにあがったケースについて２か月に1回、会議で支援について検討。 ニンシン トドケデ デ ジ ゲツ カイ カイギ シエン ケントウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		毎年、保健事業実績・計画の中で評価、活用。 マイトシ ホケンジギョウ ジッセキ ケイカク ナカ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4ヶ月児対象の離乳食学習会で7ヶ月健診頃の児の発達過程について保健師が説明。 カゲツ ツキ ジドウ タイショウ リニュウショク ガクシュウカイ カゲツ ケンシン コロ ジ ハッタツ カテイ ホケンシ シ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		他機関での研修があれば参加できる体制を確保。町として研修機会は設定なし。 タキカン ケンシュウ サンカ タイセイ カクホ マチ ケンシュウキアキ キカイ セッテイ

		305		354		福島県		川俣町		保健センター ホケン		齋藤裕子 サイトウ ユウ コ		024-565-2279		024-566-2438		1		hokencenter@town.kawamata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		59		51		1		0		1		6		1		7		83		79		1		0		1		6		1		7		83		79		1		0		3		5		3		7		50		46		1		0		3		5		3		7		50		46		62		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県等が主催する研修会への参加 ケンナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		306		608		千葉県		大多喜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大竹 オオタケ		0470-82-2468		0470-82-4461		1		kenko@town.otaki.lg.jp		0		1				0		1		3		6		49		39		1		0		1		6		1		11		38		32		1		0		1		6		1		11		38		32		1		0		3		6		3		11		57		56		1		0		3		6		3		11		57		56		63		3		1		1		0		0				1		妊娠9か月：ハイリスク妊婦を含む全妊婦へ地区担当保健師による電話がけを行い現状把握、今後の支援方法について検討。その結果について保健師間で情報共有。 ニンシン ゲツ ニンプ フク ゼンニンプ チク タントウ ホケンシ デンワ オコナ ゲンジョウ ハアク コンゴ シエン ホウホウ ケントウ ケッカ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		町内保育園保育士と保健師間での情報交換会。 チョウナイ ホイクエン ホイク シ ホケンシ カン ジョウホウ コウカン カイ		0		0				1		町内保育園保育士と保健師間での情報交換会。町教育委員会及び学校と保育園を交えた情報交換会。 チョウナイ キョウイク イインカイ オヨ ガッコウ ホイクエン マジ ジョウホウ コウカンカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や民間団体主催の研修会への積極的な参加。 ケン ミンカン ダンタイ シュサイ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		307		312		山形県		上山市		健康推進課 地域保健グループ ケンコウ スイシン カ チイキ ホケン		佐藤久美子 サトウ クミコ		023-672-1111（内線159） ナイセン		023-672-8522		2		ku.sato@city.kaminoyama.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		168		166		1		0		1		5		1		6		198		194		1		0		1		5		1		6		198		194		1		0		3		7		3		8		200		196		1		0		3		7		3		8		200		196		162		2		1		0		0		0				0				0		1				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診やフッ化物歯面塗布事業後の毎回のカンファで確認し事業面に活用。 ケンシン カ ブツ ハ メン トフ ジギョウ アト マイカイ カクニン ジギョウメン カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時にリーフレット配布。また集団指導を行っている。 ケンシン ジ ハイフ シュウダンシドウ オコナ		0		0				1		乳幼児健診の問診及びアンケートで確認。 ニュウヨウジ モンシン オヨ カクニン		0		0				1		両親学級での指導。4ヶ月健診時のアンケートにSBSについて記載して啓発。 リョウシン ガッキュウ シドウ カゲツ ケンシン ジ キサイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後に従事者間のカンファを行う ケンシン シュウリョウゴ ジュウジシャ カン オコナ		0				0		0		1		保育園巡回相談や療育機関への情報提供 ホイクエン ジュンカイ ソウダン イリョウ イクジ キカン ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		健診前に非常勤従事者に対して情報提供等を行う。 ケンシン マエ ヒジョウキン ジュウジシャ タイ ジョウホウ テイキョウ ナド オコナ

		308		781		山梨県		富士吉田市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		小俣知美 コマタ シ トモミ		0555-22-1111（内線799） ナイセン		0555-22-0823		1		kenko@city.fujiyoshida.lg.jp		0		1				1		0		3		6		360		352		1		0		1		5		2		1		379		368		1		0		1		5		2		1		379		368		1		0		3		5		4		2		384		355		1		0		3		5		4		2		384		355		360		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集団指導の内容や時期の検討 シュウダン シドウ ナイヨウ ジキ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		すこやか相談（二次相談事業）の相談理由の実施は空く。すこやか教室（集団指導）の参加前後の母子の様子など。 ソウダン ニジ ソウダン ジギョウ ソウダン リユウ ジッシ ア キョウシツ シュウダン シドウ サンカ ゼンゴ ボシ ヨウス		0		0				1		妊娠中の両親学級にて啓発。 ニンシン チュウ リョウシンガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会、児相福祉、保育園、幼稚園等と就学児巡回相談に同伴し、評価。 キョウイク イインカ カイ ジソウ フクシ ホイクエン ヨウチエン ナド シュウガクジ ジ ジュンカイ ソウダン ドウハン ヒョウカ		0		0		0				1		市町会がとりまとめた問診票を確認し、子育て支援の必要性があるケースを地区担当保健師が把握する。医療機関から市町村に相談や連絡がある。 シ マチ カイ モンシンヒョウ カクニン コソダ シエン ヒツヨウセイ チクタントウ ホケンシ ハアク イリョウキ キカン シチョウソン ソウダン レンラク		0		0		0		0				1		手当など予算計上している。県の実施する研修会等に参加。 テアテ ヨサン ケイジョウ ケン ジッシ ケンシュウ ナド サンカ		0				0				0		0

		309		782		山梨県		都留市		健康子育て課 予防担当 ケンコウ コソダ カ ヨボウ タントウ		三澤未佳 ミサワ サワ ミカ		0554-46-5113		0554-46-5119		1		yobou@city.tsuru.lg.jp		0		1				1		0		4		6		233		229		1		0		1		7		1		9		230		223		1		0		1		7		1		9		230		223		1		0		3		7		3		9		253		231		1		0		3		7		3		9		253		231		209		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の事業計画に活用。 ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯の手入れ方法 ハ テイ ホウホウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファで確認 ケンシンゴ カクニン		0		0				1		園巡回子育て相談事業にて確認。 エン ジュンカイ コソダ ソウダン ジギョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		310		793		山梨県		市川三郷町		いきいき健康課 子育て支援係 ケンコウ カ コソダ シエン カカリ		浅川珠美 アサカワ タマミ		0556-32-2114		0556-32-2887		1		ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		93		88		1		0		1		7		1		9		92		90		1		0		1		7		1		9		92		90		1		0		3		1		3		4		91		86		1		0		3		1		3		4		91		86		63		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達等 ハッタツ ナド		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所巡回相談、就学児童検診時に実施。 ホイクジョ ジュンカイ ソウダン シュウガクジドウ ケンシンジ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県、保健所で行っている場合に参加。 ケン ホケンジョ オコナ バアイ サンカ

		311		812		長野県		須坂市		健康福祉部 健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		畠沢文子 ハタケ サワ アヤコ		026-248-9023		026-248-9042		1		s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		347		346		1		0		1		6		99		99		392		386		1		0		1		6		99		99		392		386		1		0		3		0		99		99		403		393		1		0		3		0		99		99		403		393		365		50		1		0		0		0				1		病院と連携し周産期を含む実務検討会を概ね月1回開催し、検討・評価をする。 ビョウイン レンケイ シュウサンキ フク ジツム ケントウカイ オオム ツキ カイ カイサイ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		う歯保有者・保有率、一人あたりのう歯本数等を評価し、次年度の指導内容を検討。 シ ホユウシャ ホユウリツ ヒトリ シ ホンスウ ナド ヒョウカ ジネンド シドウナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健指導で先々の発達過程を保護者に伝える。 ホケンシドウ サキザキ ハッタツ カテイ ホゴシャ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師、栄養士、歯科衛生士によるカンファを行いフォローの方法・時期について検討。 ケンシンゴ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイ シ オコナ ホウホウ ジキ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		発達検査の方法やEPDSの取り方、母への対応について研修。 ハッタツ ケンサ ホウホウ ト カタ ハハ タイオウ ケンシュウ		1		発達検査の方法やEPDSの取り方、母への対応について研修。		0				0		0

		312		817		長野県		大町市		市民課 中央保健センター シミンカ チュウオウ ホケン		佐藤日和 サトウ ヒヨリ		0261-23-4400		0261-23-4401		1		hokencenter@city.omachi.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		169		156		1		0		1		6		1		11		149		143		1		0		1		6		1		11		149		143		1		0		3		0		3		11		199		193		1		0		3		0		3		11		199		193		178		把握していない ハアク		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		次の健診や相談までの見通しを学習する。 ツギ ケンシン ソウダン ミトオ ガクシュウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		313		716		新潟県		阿賀野市		健康推進課 ケンコウスイシン カ		倉田泰子 クラタ ヤスコ		0250-62-2510		0250-62-2513		1		kenko@city.agano.niigata.jp		0		1				1		0		3		6		264		258		1		0		1		6		1		11		318		309		1		0		1		8		1		11		311		281		1		0		3		0		3		11		328		327		1		0		3		2		3		11		320		288		274		2		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の講話の中に盛り込む。 ケンシンジ コウワ ナカ モ コ		0		0				0				1		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問時にリーフレットを渡して説明。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		母子保健の現状や児童福祉の現状、その年によって異なる。 ボシホケン ゲンジョウ ジドウフクシ ゲンジョウ トシ コト		0				0		0

		314		725		新潟県		出雲崎町		保健福祉課 ホケンフクシ カ		星野昌子 ホシノ アキコ		0258-78-2293		0258-78-4483		1		kenkou@town.izumozaki.niigata.jp		1		1				1		1		3		4		15		15		1		0		1		6		1		11		25		25		1		0		1		6		1		11		25		25		1		0		3		0		3		5		18		18		1		0		3		0		3		5		18		18		18		3		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		1		要保護対策協議会との連携 ヨウ ホゴ タイサク キョウギカイ レンケイ		1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次回の健診までの発達過程を個別に説明・指導。 ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		315		959		愛知県		半田市		保健センター ホケンセンタ		髙橋 タカハシ		0569-84-0646-0569-24-3308				1		hoken-c@city.handa.lg.jp		0		1				1		0		3		11		929		931		1		0		1		6		1		11		1045		1029		1		0		1		6		1		11		1045		1028		1		0		2		11		3		11		1073		1061		1		0		2		11		3		11		1073		1056		1087		216		1		0		0		0				1		個別支援後、地区担当者が随時アセスメントしている。３か月健診にて「子育て支援の必要性判定」結果とつき合わせ、妊娠期の支援・見立てを評価。 コベツ シエンゴ チクタントウシャ ズイジ サンカゲツ ケンシン コソダ シエン ヒツヨウセイ ハンテイ ケッカ ア ニンシン キ シエン ミタ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		1		虐待担当課に報告。 ギャクタイ タントウカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3ヶ月健診時に1歳頃までの発達過程を簡単に集団指導にて説明。 カゲツ ケンシン ジ サイ コロ ハッタツ カテイ カンタン シュウダンシ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳の集団交付時とパパママ教室にてパープルクライングの話と合わせて啓発。 ボシテショウ テチョウ シュウダンコウフ ジ キョウシツ ハナシ ア ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年1回、健診に従事するスタッフ（パート含む）と会議。マニュアル報告の数値から本市の傾向を伝える。 ネン カイ ケンシン ジュウジ フク カイギ ホウコク スウチ ホンシ シ ケイコウ ツタ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		316		1107		大阪府		島本町		いきいき健康課 ケンコウ カ		鶴崎 ツルサキ		075-961-1122		075-961-1116		1		kenkou@shimamotocho.jp		1		1				1		0		4		5		289		289		1		0		1		5		1		8		285		280		1		0		1		5		1		8		285		288 ※町内乳児院入所児が歯科検診のみ受診しているため1歳6か月児健診の対象及び受診者より数が多くなっています チョウナイ ニュウジ イン ニュウショ ジドウ シカケンシン ジュシン サイ ゲツ ジドウ ケンシン タイショウ オヨブ ジュシンシャ カズ オオ		1		0		3		5		3		8		286		283		1		0		3		5		3		8		286		283		273		11		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		結果説明時に口頭で指導。 ケッカ セツメイジ コウトウ シドウ		0		0				0				1		0				1		パパママクラス（両親学級）でDVD「赤ちゃんが泣きやまない」を放映し、啓発。 アカ ナ ホウエイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		健診の方法や記入方法、フォローの考え方等の研修を実施。 ケンシン キニュウ ホウホウ カンガ カタ ナド ケンシュウ ジッシ		1		健診の方法や記入方法、フォローの考え方等の研修を実施。		0				0		0

		317		1321		山口県		平生町		健康福祉課 保健班 ケンコウフクシカ ホケンハン ハン		隅田 スミダ		0820-56-7141		0820-56-0200		1		kenkou3@town.hirao.lg.jp		0		1				0		1		3		4		72		72		0		1		1		6		1		11		57		50		1		0		1		6		1		11		57		49		0		1		3		6		3		11		86		79		1		0		3		6		3		11		86		80		74		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1		子ども班等関係部署と連携。 コ ハン ナド カンケイブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママスクールでDVD上映。 ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		318		1306		山口県		山口市		健康福祉部 健康推進課 ケンコウフクシブ ケンコウスイシン カ		末岡 スエオカ		083-921-2666		083-925-2214		1		kenko@city.yamaguchi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		1600		1573		0		1		1		6		2		0		1697		1617		1		0		1		6		2		0		1697		1570		0		1		3		6		4		0		1800		1701		1		0		3		6		4		0		1800		1672		1577		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診におけるう歯羅患率等の歯科健康診査状況については経年及び県等の状況と比較・検討を行っている。 ケンシン シ ラカン カンジャ リツ ナド シカケンシン ケンコウシンサ ジョウキョウ ケイネン オヨ ケン ナド ジョウキョウ ヒカク ケントウ オコナ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母子相談の機会に随時実施。 ボシソウダン キカイ ズイジ ジッシ		0		0				0				0		1		母子相談の機会に頻度は多くないが「子育て相談（臨床心理士による個別相談）」を実施し母子の支援を検討。 ヒンド オオ コソダ ソウダン ソウダン ジッシ ボシ シエン ケントウ		1		ポスター掲示、乳児家庭全戸訪問事業でSBSについて記載してあるパンフレットを配布し啓発。 ケイジ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウ キサイ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		小児保健事業報告検討会（年1回）で地域の小児科医と母子保健事業の実績等を共有し検討。 ショウニ ホケン ジギョウ ホウコク ケントウカイ ネン カイ チイキ ショウニカイ ボシホケン ジギョウ ジッセキナド キョウユウ ケントウ		0				0		1		発達支援学級（幼児健診の事後指導教室）において評価検討会議を設定。 ハッタツ シエンガッキュウ ヨウジ ケンシン ジゴ シドウ キョウシツ ヒョウカ ケントウ カイギ セッテイ		0				0		1		0				1		健診票には「（市への）連絡事項」を記入出来るスペースがある。 ケンシン ヒョウ シ レンラク ジコウ キニュウ デキ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		「標準的な乳幼児の健康診査と保健指導に関する手引き」を健診スタッフに印刷し配布。 ヒョウジュンテキ ニュウヨウジ ケンコウシンサ ホケン シドウ カン テビ ケンシン インサツ ハイフ

		319		1320		山口県		田布施町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		神代美穂 カミシロ ミホ		0820-52-4999		0820-52-4988		1		hokencenter@town.tabuse.lg.jp		1		1				0		1		3		4		93		92		1		0		1		6		1		8		105		102		1		0		1		6		1		8		105		102		1		0		3		3		3		5		103		11		1		0		3		3		3		5		103		101		85		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児・乳児訪問時に指導。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		320		1368		愛媛県		大洲市		保健センター ホケンセ		新穂サチ子 シンボ ホ コ		0893-23-0310		0893-23-0311		2		sachiko.araho@city.ozu.ehime.jp		0		1				1		1		3		6		707		644		1		0		1		6		2		0		350		336		*		*		1		6		2		0		350		336		1		0		3		0		4		0		380		366		*		*		3		0		4		0		380		366		322		*		1		0		0		1		妊婦受診券にて要経過観察等になった妊婦について電話・訪問等で対応。 ニンプ ジュシン ケン ヨウ ケイカ カンサツ ナド ニンプ デンワ ホウモン ナド タイオウ		0				0		1		妊婦受診券等の結果で必要時 ニンプ ジュシンケン ナド ケッカ ヒツヨウジ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		1		事前アンケートにて虐待予防に関する項目にチェックがある場合は健診時に保育士に関わってもらい母親への支援を行う。状況により虐待対応担当課につなぐ。 ジゼン ギャクタイ ヨボウ カン コウモク バアイ ケンシン ジ ホイクシ カカ ハハオヤ シエン オコナ ジョウキョウ ギャクタイ タイオウ タントウ カ		1		1歳半でう蝕がある場合は個別で仕上げ磨きの徹底を行う。母子手帳交付時にう歯率を伝え歯科意識向上を図る。 サイ ハン ムシバ バアイ コベツ シア ミガ テッテイ オコナ ボシテチョウ コウフ ジ シリツ ツタ シカ イシキ コウジョウ ハカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳半、３歳児健診で配布資料を用いて今後の成長過程を説明。 サイ ハン 、サンサイジ ケンシン ハイフ シリョウ モチ コンゴ セイチョウ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		4ヶ月健診にて集団指導の待ち時間にSBSについてDVDで啓発。 カゲツ ケンシン シュウダン シドウ マ ジカン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後フォローの児に対して担当地区PHNが事後フォローを行い、毎年、発達支援勉強会を設け検討。 ケンシンゴ ジ タイ タントウ チク ジゴ オコナ マイトシ ハッタツ シエン ベンキョウカイ モウ ケントウ		0		0				1		就学前の教育支援委員会にて シュウガクマエ キョウイク シエン イインカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		保健師、保育士のみ発達支援勉強会。 ホケンシ ホイクシ ハッタツシエン ベンキョウカイ		0				0		0

		321		1373		愛媛県		上島町		福祉部 健康推進課 フクシブ ケンコウスイシン カ		大谷進介 オオタニ シンスケ		0897-74-0911		0897-74-0912		1		kenkou@town.kamijima.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		28		25		1		0		1		6		1		11		36		31		1		0		1		6		1		11		36		31		1		0		3		6		3		11		22		20		1		0		3		6		3		11		22		20		35		1		1		1		0		0				0				0		1		個別のケースについて担当者レベルでの評価は実施しているが町として定期的に評価は行っていない。 コベツ タントウシャ ヒョウカ ジッシ マチ テイキテキ ヒョウカ オコナ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		フッ素塗布 ソ トフ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット配布やプレママ教室での啓発。 ハイフ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施している サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				1		結果通知書を通して支援の必要性があればその旨を記入してもらっている。 ケッカ ツウチ ショ トオ シエン ヒツヨウセイ ムネ キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		322		1716		中核市 チュウカクシ		高知市		こども未来部 母子保健課 ミライブ ボシ ホケン カ		田部佳枝 タベ ヨシエ		088-855-7795		088-855-7796		1		kc-280400@city.kochi.lg.jp		0		1				0		1		1		12		不明 フメイ		不明 フメイ		1		0		1		6		2		0		2794		2433		1		0		1		6		2		0		2794		2433		1		0		3		0		4		0		2748		2308		1		0		3		0		4		0		2748		2308		2870		12※母子手帳交付面接をH26.10〜開始。市内窓口センターで手帳交付しているが現在面接を実施しているのは1か所のみ。 ボシ テチョウ コウフ メンセツ 〜カイシ シナイ マドグチ ボシテチョウ コウフ ゲンザイ メンセツ ジッシ ショ		0		0		0		1		母子手帳交付面接は母子保健課窓口のみで行っているため一部妊婦のみ実施。 ボシテチョウ コウフ メンセツ ボシホケン カ マドグチ オコナ イチブ ニンプ ジッシ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健の分野として目標値を設定し取り組みを評価。 シカ ホケン ブンヤ モクヒョウ チ セッテイ ト ク ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時にチラシ配布。 ニュウジゼンコ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査費請求書に支援の有無連絡事項を記入している場合、継続支援する。 ニュウジ イッパン ケンコウシンサ ヒ セイキュウショ シエン ウム レンラクジコウ キニュウ バアイ ケイゾク シエン		0		0		0		0				0				1		不定期開催ではあるが県の研修会や市で独自に実施。 フテイキ カイサイ ケン ケンシュウカイ シ ドクジ ジッシ		0				0		0

		323		1443		福岡県		志免町		健康課 ケンコウカイ カ		瀬田亮子 セダ リョウコ		092-935-1473		092-935-1529		1		kenkan@town.shime.lg.jp		0		1				1		0		3		4		566		538		1		0		1		6		1		7		510		487		1		0		1		6		1		7		510		487		1		0		2		11		3		1		563		560		1		0		1		6		1		7		563		560		493		未把握 ミ ハアク		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		324		1596		宮崎県		日之影町		保健センター ホケンセン		伊山真由美 イトウ ヤマ マユミ		0982-73-7521		0982-73-7543		1		kenko@town.hinokage.lg.jp		0		1				1		0		3		4		14		13		1		0		1		6		1		8		23		23		0		1		1		6		1		8		23		23		1		0		3		6		3		8		30		29		0		1		3		6		3		8		29		28		26		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショクセイカツ		0		0		1		0		0				0				0		1		その親・対象児の状況に応じて指導。 オヤ タイショウ ジドウ ジョウキョウ オウ シドウ		0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明。 アカ ホウモンジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達相談につなぎ、専門の小児科医と協議する場を設けている。 ハッタツ ソウダン センモン ショウニカ イ キョウギ バ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		325		1607		鹿児島県		曽於市		保健課 ホケンカ		畠田 ハタケダ		0986-76-8806		0986-28-8140		1		s-hoken@city.soo.lg.jp		0		1				0		1		3		5		258		228		1		0		1		6		1		11		269		252		1		0		1		6		1		11		269		252		1		0		3		6		3		11		268		239		1		0		3		6		3		11		268		239		232		11		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				0		0		1		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣等をベースに口腔内検査をする事で個々の特質に合わせている為この設問に適当な回答が無い。 セイカツシュウ シュウカン ナド コウクウナイ ケンサ コト ココ トクシツ ア タメ セツモン テキトウ カイトウ ナ		0		1		0		0		0				*				*		*				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		*

		326		165		北海道		浦幌町		健康福祉課 保健予防係 ケンコウフ ホケン ヨボウ カカリ		新宅真起子 シンタク マ マキコ		015-576-5111		015-576-5222		1		hukusi@urahoro.jp		0		1				*		*		4		6		36		36		*		*		1		6		1		11		42		41		*		*		1		6		1		11		42		34		*		*		3		0		3		11		33		31		*		*		3		0		3		11		33		27		35		5		1		1		0		0				1		出生体重、発育・発達について妊娠経過からさかのぼり評価。（妊娠中にリスクを軽減させる為の支援内容は適切だったかどうか）出生した児の発育・発達経過で評価。 シュッセイ タイジュウ ハツイク ハッタツ ニンシン ケイカ ヒョウカ ニンシン ナカ ケイゲン タメ シエン ナイヨウ テキセツ シュッセイ ジ ハツイク ハッタツ ケイカ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科指導の時期（月齢、年齢）、内容の検討に活用。 シカ シドウ ジキ ゲツレイ ネンレイ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		新生児〜幼児期まで訪問・健診の中で個別、又は集団で発達の学習の機会を作っている。（資料を使って） シンセイジ ヨウジキ ホウモン ケンシン ナカ コベツ マタ シュウダン ハッタツ ガクシュウ キカイ ツク シリョウ ツカ		0		0				0				1		0				1		新生児、乳児訪問時に説明。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		乳幼児の発育・発達についての学習。 ニュウヨウジ ハツイク ハッタツ ガクシュウ		1		乳幼児の発育・発達についての学習。		0				0		0

		327		707		新潟県		加茂市		加茂市役所 保健課 カモ シヤクショ ホケンカ		智野理枝子 トモ ノ リ リエコ		0256-52-0080		0256-53-2729		1		kenko01@city.kamo.niigata.jp		0		1				*		*		3		4		147		144		*		*		1		6		1		7		181		176		*		*		1		6		1		7		181		176		*		*		3		2		3		3		178		178		*		*		3		2		3		3		178		178		155		5		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健会議を開き、検討。 シカ ホケンカイギ ヒラ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		定期的に関係者でアセスメント。 テイキテキ カンケイシャ		0		0				1		リーフレット配布、及び育児相談時説明指導の実施。 ハイフ オヨ イクジ ソウダン ジ セツメイ シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*		関係機関と必要時連絡ケース検討等。 カンケイ キカン ヒツヨウジ レンラク ケントウ ナド		*		*		*				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		328		712		新潟県		糸魚川市		こども課 親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		飯田亜紀 イイダ アキ		025-552-1511		025-552-8292		1		kodomo@city.itoigawa.niigata.jp		0		1				1		1		4		5		278		274		1		0		1		6		1		8		268		267		1		0		1		6		1		8		268		267		1		0		3		0		3		2		288		285		1		0		3		0		3		2		288		285		251		5		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月訪問時にリーフレット配布（新潟県作成のもの） ゲツ ホウモンジ ハイフ ニイガタケン サクセイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		329		614		東京都		新宿区		健康部 健康推進課 健康事業係 ケンコウブ ケンコウフクシブ スイシンカイ カ ケンコウ ジギョウ カカリ		山田万里 ヤマダ マリ		03-5273-3047		03-5273-3930		1		kenkosuishin@city.shinjuku.lg.jp		0		1				*		*		3		4		2465		2348		*		*		1		6		1		11		2307		1865		*		*		1		6		1		11		2307		1782		*		*		3		0		3		11		2078		1811		*		*		3		0		3		11		2078		1811		3280		50		0		0		0		1		要支援と判断するのは保健師だが当区では母子手帳交付窓口全てに保健師が居る訳ではない。保健師不在の窓口では後日、保健師が妊娠届出書を確認し、フォローの必要な方にはフォローしている。その人数も含め回答する。 ヨウシエン ハンダン ホケンシ ア ク ボシ テチョウ コウフ マドグチ スベ ホケンシ イ ワケ ホケンシ フザイ マドグチ ゴジツ ホケンシ ニンシン トドケデ ショ カクニン ヒツヨウ カタ ニンズウ フク カイトウ		1		健診時にリスク内容の変化について ケンシンジ ナイヨウ ヘンカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		今年度より虫歯の多い児の保護者に通知を送る。 コンネンド ムシバ オオ ジ ホゴシャ ツウチ オク		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別に必要に応じて説明。 コベツ ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳の記載、その他母親学級、講演会で取り上げる事がある。 ボシテホウ テチョウ キサイ タ ハハオヤ ガッキュウ コウエンカイ ト ア コト		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		研究として分析・評価している。 ケンキュウ ブンセキ ヒョウカ		0				1		0		0		0				1		関連する母子保健研修の紹介。 カンレン ボシホケン ケンシュウ ショウカイ		0				0				0		0

		330		1167		奈良県		三郷町		保健センター ホケン		岩本 イワモト		0745-43-7324		0745-73-4104		1		hokencenter@town.sango.lg.jp		0		1				*		*		3		4		171		168		*		*		1		5		1		8		210		196		*		*		1		5		1		8		210		196		*		*		3		5		3		8		170		148		*		*		3		5		3		8		170		148		185		1		1		0		0		0				1		介入した直後、内容について上司に報告・相談し、それで良かったのか、今後どのように対応していけば良いか毎回評価。 カイニュウ チョクゴ ナイヨウ ジョウシ ホウコク ソウダン ヨ コンゴ タイオウ ヨ マイカイ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		実施した保健指導内容について上司等に報告・相談し、それで良かったのか、今後どうすべきか評価している。 ジッシ ホケン シドウ ナイヨウ ジョウシ ナド ホウコク ソウダン ヨ コンゴ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時、赤ちゃんの扱い方について説明。 シンセイジ ホウモン ジ アカ アツカ カタ セツメ メイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				*		保健所、県などが主体となって実施している研修に参加。 ホケンジョ ケン シュタイ ジッシ ケンシュウ サンカ		*				*				*		*

		331		168		北海道		浜中町		福祉健康課 健康推進係 フクシ ケンコウカ ケンコウ スイシンブ カカリ		主査 中山千鶴 シュサ ナカヤマ チヅル		0153-62-2307		0153-62-3049		2		c.nakayama@town.hamanaka.lg.jp		1		1				1		0		3		5		47		45		1		0		1		6		1		11		53		49		1		0		1		6		1		11		51		50		1		0		3		0		3		11		61		54		1		0		3		0		3		11		41		37		48		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3〜5ヶ月児、9〜11ヶ月児健診時に発達表を参考に次の発達段階を説明。 カゲツ ツキ ケンシン ジ ハッタツ ヒョウ サンコウ ツギ ハッタツダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		332		124		北海道		訓子府町		福祉保健課 フクシホケン カ		小野亜紀子 オノ アキコ		0157-47-5555		0157-47-5556		1		fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp		0		1				0		1		3		3		27		26		1		0		1		6		1		11		43		38		1		0		1		6		1		11		43		38		1		0		3		0		3		11		43		40		1		0		3		0		3		11		43		40		22		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		離乳食教室等、各種事業に反映。 リニュウショク キョウシツ ナド カクシュ ジギョウ ハンエイウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ブラッシング指導 シドウ		0		1		0		0		0				1		問診票の工夫 モンシンヒョ クフウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に資料配布し啓発。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファ ケンシンゴ		0		0				1		発達支援事業にて対象児について医療機関を交え実施。 ハッタツ シエンジギョウ タイショウ ジ イリョウ キカン マジ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		333		142		北海道		平取町		保健福祉科 保健推進係 ホケンフクシ カ ホケンスイシン カカリ		川辺智英 カワベ トモ エイ		01457-4-6112		01457-4-6870		1		hokensuishin2035@town.biratori.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		37		35		1		0		1		6		1		8		52		36		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		0		3		2		40		35		1		0		3		0		3		2		40		35		40		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診終了後、カンファを実施するため、その場でおおまかな対応の方向性を検討。 ケンシン シュウリョウ ゴ ジッシ バ タイオウ ホウコウセイ ケントウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食（おやつ）の摂り方 カンショク ト カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修があれば周知し、希望により参加。 ケンシュウ シュウチ キボウ サンカ

		334		172		北海道		白糠町		介護健康課 健康相談係 カイゴ ケンコウ カ ケンコウソウダン カカリ		小松 望 コマツ ノゾ		01547-2-2171		01547-2-4659		1		kenkousoudan@town.shiranuka.lg.jp		0		1				1		0		4		6		45		43		1		0		1		6		1		11		43		39		1		0		1		6		1		11		43		39		1		0		3		0		3		11		45		43		1		0		3		0		3		11		45		43		3		3		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦の状況、支援の方向性を検討。必要時係内カンファや医療機関等の関係機関に情報提供する。時期はケースの状況で判断。 ニンプ ジョウキョウ シエン ホウコウセイ ケントウ ヒツヨウジ カカリナイ イリョウ キカン ナド カンケイ キカンイ ジョウホウ テイキョウ ジキ ジョウキョウ ハンダン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		配布資料の見直しや新規事業（教室）の実施。 ハイフ シリョウ ミナオ シンキジギョウ キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		いつ頃何が出来るようになるのか発達の目安を伝える。 コロ ナニ デキ ハッタツ メヤス ツタ		0		0				1		保健指導後にカンファを実施して現状をアセスメントし、今後の支援を検討。 ホケンシドウ ゴ ジッシ ゲンジョウ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		リーフレットや口頭で啓発 コウトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		係内、関係機関でカンファを実施。 カカリナイ カンケイキカン ジッシ		0		0				0				0		0		1		ケースの状況に応じて必要時、関係機関でカンファを実施。 ジョウキョウ オウ ヒツヨウジ カンケイキカン ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修の機会があれば常時従事者が参加出来る。 ケンシュウ キカイ ジョウジ ジュウジシャ サンカ デキ

		335		111		北海道		浜頓別町		保健福祉課 保健係 ホケン カカリ		横山幸子 ヨコヤマ サチコ		01634-2-2345		01634-2-3788		1		hoken@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		28		28		1		0		1		6		2		0		24		20		1		0		1		6		2		0		24		20		1		0		3		0		4		0		21		21		1		0		3		0		4		0		21		21		17		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診や相談事業で伝えている。そこまでの指導に至らないケースも多い。 ケンシン ソウダン ジギョウ ツタ		0		0				1		各健診や相談事業毎にカンファをする。こども園との虐待予防ケアマネジメントシステム実施時など。 カク ケンシン ソウダン ジギョウ ゴト エン ギャクタイ ヨボウ ジッシ ジ		0		0				1		出張訪問時に実施。 シュッチョウ ホウモンジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援会議 キョウイク シエン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		道主催の研修会など ミチ シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		336		237		岩手県		住田町		保健福祉課		藤 明日香（産休中のため代理 紺野栄子） フジ アス カオ サンキュウ ナカ ダイリ コンノ エイコ		0192-46-2111（内142）又は0192-46-3862 ウチ マタ		0192-46-3515		1		hoken@town.sumita.iwate.jp		0		1				0		1		4		4		*		20		1		0		1		6		1		8		24		22		1		0		1		6		1		8		24		22		1		0		3		6		3		9		26		26		1		0		3		6		3		9		26		26		23		1(双胎） ソウタイ タイジ		1		0		0		1		妊婦後期に一度は妊婦訪問するように心がけている。（全妊婦訪問を目標にしている） ニンプ コウキ イチド ニンプホウモン ココロ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		きちんとした評価は行ってないがフォローが不要となるまで関係機関と連携してフォローしている。 ヒョウカ オコナ フヨウ カンケイ キカン レンケイ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		1		必要と思われる研修があれば保健師、栄養士は参加して研修している。 ヒツヨウ オモ ケンシュウ ホケンシ エイヨウシ サンカ ケンシュウ

		337		584		千葉県		八街市		市民部 健康管理課 シミンブ		米持 ※ モ		043-443-1631		043-443-1742		1		kenko@city.yachimata.lg.jp		0		1				0		1		3		5		328		328		1		0		1		6		1		11		408		369		1		0		1		6		1		11		408		369		1		0		3		4		3		11		486		431		1		0		3		4		3		11		486		431		422		202		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		338		1692		中核市 チュウカクシ		船橋市 フナバシシ		健康部 健康増進課→H27.10〜船橋市保健所地域保健課 ケンコウブ フナバｋシ ハシ シ ホケンジョ チイキ ホケン カ		永里千鶴子 ナガ サト チヅコ		047-436-2382 → 047-409-3274		047-436-2416 → 047-409-2914		1		kenkozoshin@city.funabashi.lg.jp		0		9				0		1		3		6		5612		5108		1		1		1		7		1		11		5714		5452		1		0		1		7		1		11		5741		5452		1		1		3		4		3		11		5922		5438		1		0		3		4		3		11		5922		5438		5928		868		1		0		0		0				1		未入籍妊婦は妊娠8か月頃を目処も生活状況確認。その他のハイリスク妊婦はPHNの支援のアセスメントにより各々プラン立案、実施。 ミニュウｓキ ニュウセキ ニンプ ニンシン ゲツ コロ メド セイカツジョウキョウ カクニン タ ニンプ シエン カクカク リツアン ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		地区別のう蝕状況により地区活動の内容に反映している。 ジョウキョウ チク カツドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		集団講話時に相談場所（情報提供）の一つとして保育園を案内している。 シュウダン コウワ ジ ソウダン バショ ジョウホウ テイキョウ ヒト ホイクエン アンナイ		1		生後半年から1歳児までの多くの子どもは「親の後追いをする」ことを知っていますか。 セイゴ ハントシ サイｓジ ジ オオ コ オヤ アトオ シ		0		0				1		臨床心理士等による個別相談を実施し、育児にかかる困難に対して支援を行っている。 リンショウ シンリシ ナド コベツ ソウダン ジッシ イクジ コンナン タイ シエン オコナ		0		0				1		乳児家庭全戸訪問にて自課作成のチラシを手渡しで説明しながら行っている。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ カ サクセイ テワタ セツメイ オコナ		0		0				0				0				1		内科個別受診票の返却分を1枚づつ記入項目をチェック（PHN）を行い、整合を点検している。 ナイカ コベツ ジュシンヒョウ ヒョウ ヘンキャクブン マイ キニュウ コウモク オコナ セイゴウ テンケン		0				0		0				0				0		1		個別支援ケースについてはスタッフ間、指導者間にてカンファを行っている。しかし健診全体としては実績をまとめるに留まっている状況。 コベツ シエン カン シドウ シャ カン オコナ ケンシン ゼンタイ ジッセキ トド ジョウキョウ		0				0		0		1		行政機関内の療育機関と年2回事業検討会や実績報告会を行っている。必要時、個別ケース検討も有り。 ギョウセイ キカン ナイ リョウイク キカン ネン カイ ジギョウ ケントウカイ ジッセキ ホウコクカイ オコナ ヒツヨウジ コベツ ケントウ ア		0				1		0		0		0				1		国、県、民間団体の企画している研修に積極的に参加している。 クニ ケン ミンカンダンタイ キカク ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		339		567		千葉県		成田市		健康こども部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三橋 ミツハシ		0476-27-1111		0476-27-1114		*		*		*		*				0		1		3		5		1388		1124		1		0		1		6		1		11		1254		1179		1		0		1		6		1		11		1254		1178		1		0		3		6		3		11		1346		1179		1		0		3		6		3		11		1346		1174		1325		119		1		0		0		0				0				0		1		評価が必要な場合のみ実施 ヒョウカ ヒツヨウ バアイ ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		セレクトを行い保護者からの相談内容等確認する。 オコナ ホゴシャ ソウダン ナイヨウ ナド カクニン		0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の母子歯科保健事業全般に活用 ジネンド ボシ シカ ホケン ジギョウ ゼンパン カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級、パパママクラス（両親学級）で話している ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		愛育会の研修や保健所管内での講演会や勉強会の実施 アイイクカイ ケンシュウ ホケンジョ カンナイ コウエンカイ ベンキョウカイ ジッシ		0				0				0		0

		340		414		茨城県		ひたちなか市		福祉部 健康増進課 フクシブ カ		松本 マツモト		029-276-5222		029-276-0209		1		kenkou@city.hitachinaka.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1348		1254		1		0		1		6		1		11		1374		1329		1		0		1		6		1		11		1374		1329		1		0		3		0		3		11		1406		1336		1		0		3		0		3		11		1406		1336		1375		299		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5〜6か月児育児相談で親子遊びや絵本の読み聞かせについてや離乳食のすすめ方、歯磨きについて集団指導を行う。 ゲツ ジ イクジ ソウダン オヤコ アソ エホン ヨ キ リニュウショク カタ ハミガ シュウダン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		プレパパママ教室においてDVDを使い啓発 キョウシツ ツカ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		尿分析器の定期的なチェック ニョウ ブンセキ キ テイキテキ		0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県や保健師連絡協議会等主催の研修。関係機関との検討会。 ケン ホケンシ レンラク キョウギカイ ナド シュサイ ケンシュウ カンケ ケントウカイ		0				0				0		0

		341		500		埼玉県		川口市		保健センター ホケンセン		宮下珠美 ミヤシタ タマミ		048-256-2022		048-256-2023		1		087.05000@city.kawaguchi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		5310		4979		0		1		1		6		1		11		5449		5070		0		1		1		6		1		11		5449		3991		1		0		3		6		4		0		5260		4385		1		0		3		6		4		0		5260		4372		5790		716		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが地区担当に健診の場でつなげたり、情報提供をしたり、カルテを渡している。 ナ チクタントウ ケンシン バ ジョウホウ テイキョウ ワタ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		出生届けを提出された方に「SBS」について掲載（項目の1つとして）されている冊子を配布 シュッセイ トド テイシュツ カタ ケイサイ コウモク サッシ ハイフ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		子育て支援に限らず健診内容に関して病院から保健センターに連絡する覧を健診票に設けてあり活用している。 コソダ シエン カギ ケンシン ナイヨウ カン ビョウイン ホケンセンタ レンラク ラン ケンシン ヒョウ モウ カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		342		818		長野県		飯山市		保健福祉課　健康増進係		松浦杏子 マツウラ キョウコ		0269-62-3111		0269-62-3127		1		hoken@city.iiyama.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		132		130		1		0		1		6		1		7		114		114		1		0		1		6		1		7		114		114		1		0		3		0		3		1		156		157		1		0		3		0		3		1		156		156		148		12		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の事後指導でリーフレットを用いて説明。リーフレットが古いため改正中。 ケンシン ジゴ シドウ モチ セツメイ フル カイセイ チュウ		0		0				1		事後カンファにて評価（要フォローとするかスタッフで話し合う） ジゴ ヒョウカ ヨウ ハナ ア		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学相談委員会、教育相談 シュウガク ソウダン イインカイ キョウイク ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		343		861		長野県		王滝村		福祉健康課 フクシ ケンコウカイ カ		美濃羽冴子 ビ コ ハネ サエコ		0264-48-3160		0264-48-2275		1		hoken@vill.otaki.nagano.jp		0		1				1		0		4		4		3		3		1		0		1		6		1		11		2		2		1		0		1		6		1		11		2		2		1		0		3		0		3		11		4		4		1		0		3		0		3		11		4		4		3		0		1		1		0		0				0				0		1		該当なし ガイトウ		1		0		1		1		1		0		1		現状該当児はないが上記のように必要に応じて対応 ゲンジョウ ガイトウ ジドウ ジョウキ ヒツヨウ オウ タイオウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕児の食事、生活状況を次の健診時に確認。 ショク コ ショクジ セイカツジョウ ツギ ケンシン ジ カクニン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		健診時の保健指導後の親子の関わりについて事後フォローを実施 ケンシンジ ホケン シドウ ゴ オヤコ カカ ジゴ ジッシ		0		0				1		母子手帳発行時、新生児訪問時で実施 ボシテチョウ ハッコウジ シンセイジ ホウモン ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児を対象とした教室で実施 ニュウヨウジ タイショウ キョウシツ ジッシ		0		0				1		就園後の巡回療育相談を活用 シュウギョウ エン ゴ ジュンカイ リョウイク ソウダン カツヨウ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		344		678		神奈川県		逗子市		福祉部 子育て支援課		増田真幸 マスダ マ サチ		046-873-1111		046-873-4520		1		kosodate@city.zushi.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		377		370		1		0		1		6		1		11		405		382		1		0		1		6		1		11		405		382		1		0		3		3		3		11		430		402		1		0		3		3		3		11		430		402		389		216		1		1		0		0				1		妊娠中における妊婦訪問の結果を職員全員で把握し、市のハイリスク基準に照らしてフォローの必要性や時期、方法を検討。 ニンシンチュウ ニンプ ホウモン ケッカ ショクイン ゼンイン ハアク シ キジュン テ ヒツヨウジ セイ ジキ ホウホウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診、予防摂種の案内冊子に発達過程について記載。健診時の集団指導において指導。 ケンシン ヨボウ セッシュ タネ アンナイ サッシ ハッタツ カテイ キサイ ケンシンジ シュウダン シドウ シドウ		0		0				0				1		0				1		母親両親教室でDVD教材を視聴して頂き説明 ハハオヤ リョウシン キョウシツ キョウザイ シチョウ イタダ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		フォローアップした結果、療育につながった方は療育との連携。就学相談につながった方は就学支援委員会で評価できる。 ケッカ リョウイク カタ リョウイク レンケイ シュウガク ソウダン カタ シュウガク シエン イインカイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		345		937		静岡県		下田市		市民保健課 健康づくり係 シミン ホケン カ ケンコウ カカリ		木下真梨子 キノシタ マリコ		0558-22-2217		0558-22-3910		1		shiminhoken@city.shimoda.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		107		79		1		0		1		6		99		99		133		129		1		0		1		6		99		99		133		129		1		0		3		0		3		11		140		129		1		0		3		0		3		11		140		129		117		3		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローは地区担当保健師が実施しており、支援状況や経過を年3回母子連絡会にて報告し検討。 チク タントウ ホケンシ ジッシ シエン ジョウキョウ ケイカ ネン カイ ボシレンラク カイ ホウコク ケントウ		0		0				0				0		1		0				0		※市内の産科小児科医院1医院とは様式を作成し連携する仕組みがある。他の医療機関とは仕組みは出来ていない。 シナイ サンカ ショウニカ イイン イイン ヨウシキ サクセイ レンケイ シク ホカ イリョウ キカン シク デキ		1※		0		0		0				0				0				0				1		0

		346		925		静岡県		熱海市		健康づくり課 ケンコウ カ		榎本恭子 エノモト キョウコ		0557-86-6293		0557-86-6297		1		kenkozukuri@city.atami.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		6		147		140		1		0		1		5		1		7		156		151		1		0		1		5		1		7		156		151		1		0		3		1		3		2		172		169		1		0		3		1		3		2		172		167		141		11		0		0		1		0				0				0		1		養育困難や虐待のリスクが高いケースについては月1回家庭相談員とカンファを行っている。 ヨウイク コンナン ギャクタイ タカ ツキ カイ カテイ ソウダン イン オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		う歯率（市内県内）等を把握し、歯科保健推進会議にて事業計画に活用 シ リツ シナイ ケンナイ ナド ハアク シカ ホケン スイシン カイギ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		個別相談やペアトレ（教室）にて実施 コベツ ソウダン キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		乳児訪問（全戸訪問）にてプリントを配布、説明。 ニュウジ ホウモン ゼンコ ホウモン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		園巡回相談後のカンファ、子どもケースネット（家庭相談員とのカンファ） エン ジュンカイ ソウダン ゴ コ カテイ ソウダン イン		0		0				1		通園中の園や学校教育課指導主事、障害福祉課の相談員等と連携し、ケース会議等にて支援方法を検討、実施している。 ツウエン チュウ エン ガッコウ キョウイク カ シドウ シュジ ショウガイ フクシカ ソウダンイン ナド レンケイ カイギ ナド シエン ホウホウ ケントウ ジッシ		0		0		0				1		医師が結果票に記入 イシ ケッカ ヒョウ キニュウ		0		0		0		0				1		マニュアルを作成し検尿の手順等適宜研修（勉強会）をしている サクセイ ケンニョウ テジュン ナド テキギ ケンシュウ ベンキョウカイ		0				0				0		0

		347		887		岐阜県		中津川市		健康医療課		中根鶴子 ナカネ ツルコ		0573-66-1111		0573-62-0058		1		kenkou@city.nakatsugawa.lg.jp		0		1				1		0		2		4		589		589		1		0		1		6		1		8		628		628		1		0		1		6		1		8		628		627		1		0		3		0		3		2		625		615		1		0		3		0		3		2		625		614		630		8		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		母子保健協議会で進捗状況を確認 ボシホケン キョウギカイ シンチョク ジョウキョウオ カクニン		0		0				0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団指導 シュウダンシドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育必要者、入園後支援を要する者については各関係機関に情報提供している リョウイク ヒツヨウシャ シャ ニュウエン ゴ シエン ヨウ モノ カク カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		1		0				1		市単独では研修会を設けてないが県や各機関主催の研修会に参加する。また、不参加の者には復命にて周知。 シ タンドク ケンシュウ モウ ケン カク キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ フサンカ モノ フクメイ シュウチ		0				0				0		0

		348		885		岐阜県		多治見市		保健センター		堀江 ホリエ		0572-23-6187		0572-25-8866		1		hosen@city.tajimi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		754		733		1		0		1		7		1		8		796		773		1		0		1		7		1		8		796		773		1		0		3		0		3		1		921		911		1		0		3		0		3		1		921		911		812		207		1		1		0		0				1		赤ちゃん訪問や健診時に不安が解消されたか、子育てが順調であるかを確認 アカ ホウモン ケンシンジ フアン カイショウ コソダ ジュンチョウ カクニン		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		1歳までの発達過程のチラシを4か月健診で渡している。（指導、説明は必要に応じて行うのみ） サイ ハッタツ カテイ ゲツ ケンシン ワタ シドウ セツメイ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、チラシを渡し説明 アカ ホウモンジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達支援連絡会など ハッタツ シエン レンラク カイ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		臨時の研修会に参加 リンジ ケンシュウカイ サンカ

		350		992		愛知県		豊山町		保健センター ホケン				0568-28-3150		0568-28-0061		1		hoken-center@town.toyoyama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		143		142		1		0		1		5		1		7		158		152		1		0		1		5		1		7		158		152		1		0		2		11		3		1		186		173		1		0		2		11		3		1		186		173		137		16		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修会参加 ケンシュ サンカ		0				0				1		0

		351		970		愛知県		江南市		健康づくり課（保健ｾﾝﾀｰ） ケンコウ カ ホケン		脇田亜由美 ワキ タ アユミ		0587-56-4111		0587-53-6996		1		hoken@city.konan.lg.jp		1		1				1		0		3		6		783		773		1		0		1		6		2		0		779		769		1		0		1		6		2		0		779		769		1		0		2		11		4		0		884		844		1		0		2		0		4		0		884		842		738		160		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		明文化はしていないが、児童虐待防止法に基づき対応している。 メイ ブンカ ジドウ ギャクタイ ボウシホウ モト タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				0		1		妊娠期～幼児・学童期に渡るまで歯科指導できる教室・健康教育が確立されており、健診結果・歯科保健行動の実状を参考に事業内容を変更して行くことはあるが、必須とはなっていない。 ニンシン キ ヨウジ ガクドウ キ ワタ シカ シドウ キョウシツ ケンコウ キョウイク カクリツ ケンシン ケッカ シカ ホケン コウドウ ジツジョウ サンコウ ジギョウ ナイヨウ ヘンコウ イ ヒッス		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		発達支援・子育て支援を主とする教室や、乳幼児健診事後教室等で発達過程を指導している。今後は健診時に実施する「健やか親子21ｱﾝｹｰﾄ」を基に周知して行く予定。 ハッタツ シエン コソダ シエン シュ キョウシツ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツトウ ハッタツ カテイ シドウ コンゴ ケンシン ジ ジッシ スコ オヤコ モト シュウチ イ ヨテイ		0				0		1		1歳6か月児健診で育て難さを感じている親と子に対し、乳幼児健診事後教室を紹介。参加した親子には遊びを通しての言葉の促し方・ふれ合い方を指導。2歳における参加した者としなかった者でのﾌｫﾛｰ状況を追跡し評価を行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ソダ ニク カン オヤ コ タイ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツ ショウカイ サンカ オヤコ アソ トオ コトバ ウナガ カタ ア カタ シドウ サイ サンカ モノ モノ ジョウキョウ ツイセキ ヒョウカ オコナ		1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室や4か月児健診集団指導時に啓発している。 キョウシツ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育機関・保育園・幼稚園・学校と連携し、必要時ｹｰｽの情報共有・支援の検討を行っているが「評価」を主目的としては行っていない。 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン ガッコウ レンケイ ヒツヨウジ ジョウホウ キョウユウ シエン ケントウ オコナ ヒョウカ シュモクテキ オコナ		*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		新しく導入された項目・問題点に対し、必要時に該当する関係従事者に対し行う事にあるが、定例化はしていない。 アタラ ドウニュウ コウモク モンダイテン タイ ヒツヨウジ ガイトウ カンケイ ジュウジシャ タイ オコナ コト テイレイカ

		352		1017		三重県		熊野市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		宮本育子 ミヤモト イクコ		0597-89-3113		0597-89-5885		2		yasuko.miyamoto@city.kumano.mie.jp		0		1				1		1		3		4		101		98		1		0		1		5		1		7		102		96		1		0		1		4		1		6		102		93		1		0		3		5		3		7		97		87		1		0		3		5		3		7		97		87		102		0		1		0		0		1		母子健康手帳交付時にｱﾝｹｰﾄを実施しているが妊婦以外が来所した場合は実施していない。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ジッシ ニンプ イガイ ライ ショ バアイ ジッシ		0				1		0				1		0		1		1		0		0		1		取り決めはないが必要と判断した場合は関係機関へ情報提供している。 ト キ ヒツヨウ ハンダン バアイ カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		仕上げ磨きの有無の割合、よく飲む飲料について、フッ化物塗布の希望者の割合。 シア ミガ ウム ワリアイ ノ インリョウ カ ブツ トフ キボウシャ ワリアイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		集団健診の中の保健指導でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布しているが説明指導までは行っていない。 シュウダン ケンシン ナカ ホケン シドウ ハイフ セツメイ シドウ オコナ		0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室でDVD教材を用いて啓発している。 キョウシツ キョウザイ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施している。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				1		乳児健診については県内統一の用紙を用いて医療機関から市町村への指示を記入して頂いている。 ニュウジ ケンシン ケンナイ トウイツ ヨウシ モチ イリョウ キカン シ マチムラ シジ キニュウ イタダ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県・県医師会主催の研修会に参加している。 ケン ケン イシカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ												1

		353		1157		奈良県		橿原市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		谷口 タニグチ		0744-22-8331		0744-24-9124		1		kenko@city.kashihara.nara.jp		0		1				0		1		3		5		1072		1022		1		1		1		6		1		11		1020		843		1		0		1		6		1		11		1020		843		1		1		3		6		3		11		1129		850		1		0		3		6		3		11		1129		850		1103		5		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じてｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価・検討。 ヒツヨウ オウ トウ ヒョウカ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙ的なものはないが虐待についての担当課へ通告。 テキ ギャクタイ タントウカ ツウコク		0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進協議会・歯科保健検討会等で毎年歯科保健について検討を行い次年度等の事業計画へ活用している。 シカ ホケン スイシン キョウギカイ シカ ホケン ケントウカイ トウ マイトシ シカ ホケン ケントウ オコナ ジネンド トウ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診、3歳6か月児健診にて数か月先までの発達過程を説明。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン スウ ゲツ サキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		ｹｰｽ検討会を定期的に実施している。 ケントウカイ テイキテキ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		発達障害等についてのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟは健康増進課では行わず、他課にて行っている。 ハッタツ ショウガイ トウ ケンコウ ゾウシン カ オコナ タ カ オコナ		0				1		0		0		0				1		外部で行っている研修に積極的に参加。 ガイブ オコナ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		1								1

		354		1067		京都府		木津川市 キヅ カワ シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		島上由紀子 シマ ウエ ユキコ		0774-75-1219		0774-75-2083		1		kenko@city.kizugawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		630		610		1		0		1		6		1		8		744		727		1		0		1		9		2		0		752		689		1		0		3		6		4		0		750		722		1		0		3		6		4		0		750		722		646		*		0		0		0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄは行っていないが妊娠届出のｱﾝｹｰﾄから把握し、妊娠から出産後を通してﾌｫﾛｰが必要な妊婦か判断している。 オコナ ニンシン トドケデ ハアク ニンシン シュッサン ゴ トオ ヒツヨウ ニンプ ハンダン		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯みがき指導 ハ シドウ		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0												1

		355		1088		大阪府		泉佐野市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		赤坂雅子 アカサカ マサコ		072-463-6001		072-461-4571		1		hoken-c@city.izumisano.lg.jp		0		1				1		0		4		*		744		732		1		0		1		7		1		11		762		729		1		0		1		7		1		11		762		729		1		0		3		6		3		11		849		817		1		0		3		6		3		11		849		817		858		20		1		0		0		0				1		ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄを記入し月1回の課内会議で支援内容・頻度等を検討する。 キニュウ ツキ カイ カ ナイ カイギ シエン ナイヨウ ヒンドトウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾌｧﾐﾘｰ教室でﾋﾞﾃﾞｵを流している。 キョウシツ ナガ		0		0				0				0				0				0				0		1		大阪府には総合判定・精検数・結果・視力・視力・ｱﾝｹｰﾄ等の結果は報告している。 オオサカフ ソウゴウ ハンテイ セイ ケン スウ ケッカ シリョク シリョク トウ ケッカ ホウコク		1		総合判定区分を大阪府に報告し、年度毎や市町村で比較し検討している。 ソウゴウ ハンテイ クブン オオサカフ ホウコク ネンド マイ シ マチムラ ヒカク ケントウ		0		0				1		障害の分類を行い、発現率やﾌｫﾛｰ率を年度毎に比較し連携の指標に用いる。 ショウガイ ブンルイ オコナ ハツゲン リツ リツ ネンド マイ ヒカク レンケイ シヒョウ モチ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		府の研修会に参加。 フ ケンシュウカイ サンカ		1		毎年ではないが大きく内容が変わった時など実施する。 マイトシ オオ ナイヨウ カ トキ ジッシ		0				0		0														1

		356		1101		大阪府		藤井寺市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		橋野温美 ハシノ オン ビ		072-939-1112		072-939-9099		1		kenkou@city.fujiidera.lg.jp		0		1				1		0		4		7		534		525		1		0		1		6		2		0		551		545		1		0		1		6		2		0		551		545		1		0		3		6		4		0		548		523		1		0		3		6		4		0		548		522		525		1		1		0		0		0				0				0		1		困難ｹｰｽについては必要時ｹｰｽ会議で支援を検討・評価している。 コンナン ヒツヨウ ジ カイギ シエン ケントウ ヒョウカ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		出生届提出時の保健師との面接の際に説明している。 シュッセイトドケ テイシュツ ジ ホケンシ メンセツ サイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児一般・後期健診の受診票が大阪府医師会を通じて市町村に返却されるため、確認後、支援の必要な方については市からﾌｫﾛｰを行う。 ニュウジ イッパン ウシロ キ ケンシン ジュシン ヒョウ オオサカフ イシカイ ツウ シチョウソン ヘンキャク カクニン ゴ シエン ヒツヨウ カタ シ オコナ		0				0				0				1		0

		357		1106		大阪府		阪南市		健康部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		山下晴香 ヤマシタ ハルカ		072-472-2800		072-471-9868		1		kenkou-z@city.hannan.lg.jp		0		1				1		0		4		7		371		354		1		0		1		7		2		0		358		338		1		0		1		7		2		0		358		338		1		0		3		6		4		0		428		408		1		0		3		6		4		0		428		408		354		0		1		1		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが関りをもった時に上司に報告するなど必要に応じて行っている。 テイキ テキ ヒョウカ カカワ トキ ジョウシ ホウコク ヒツヨウ オウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		ｹｰｽに応じて必要があれば行う。 オウ ヒツヨウ オコナ		0				1		0				1		両親学級で啓発、こんにちは赤ちゃん訪問時の資料で啓発。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ アカ ホウモン ジ シリョウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には行っていないが必要時機会を設け実施している。 テイキテキ オコナ ヒツヨウジ キカイ モウ ジッシ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		平成26年度については3歳6か月児健診に従事する医師等に研修を行った。 ヘイセイ ネンド サイ ゲツ ジ ケンシン ジュウジ イシトウ ケンシュウ オコナ		1

		358		1153		兵庫県		新温泉町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		今村明美 イマムラ アケミ		0796-99-2940		0796-99-2550		1		hosen@town.shinonsen.lg.jp		0		1				1		0		3		4		89		89		1		0		1		6		1		8		74		74		1		0		1		6		1		8		74		73		1		0		3		1		3		3		112		111		1		0		3		1		3		3		112		109		75		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		すこやかな歯を考える会で検討。 ハ カンガ カイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡す以外に健診時に説明をしている。 ワタ イガイ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		個別に話をしているが全体にではない。 コベツ ハナシ ゼンタイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを関係機関を交えて実施している。 カンケイ キカン マジ ジッシ		0		0				1		就学適正委員会等にて幼児期～関係機関を集めて実施。 シュウガク テキセイ イインカイ トウ ヨウジキ カンケイ キカン アツ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		359		1286		広島県		三原市		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林美和 コバヤシ ミワ		0848-67-6061		0848-67-6234		2		kobayashi.miwa@city.mihara.hiroshima.jp		0		2		1		1		0		4		5		698		665		1		0		1		6		2		0		767		709		1		0		1		6		2		0		767		708		1		0		3		0		4		0		801		701		1		0		3		0		4		0		801		701		734		10		0		0		0		1		必要に応じて行っている。 ヒツヨウ オウ オコナ		1		他課や他機関と連携し、ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄを用い評価する時期はｱｾｽﾒﾝﾄを用いた時に決める。 タ カ タ キカン レンケイ モチ ヒョウカ ジキ モチ トキ キ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		次年度事業に反映される。 ジネンド ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの発達確認、親の育児力 コ ハッタツ カクニン オヤ イクジ リョク		0		0		1		0		0				1		健診事後指導の際、見通しをもった育児ができるよう説明している。 ケンシン ジゴ シドウ サイ ミトオ イクジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		健診（4か月）でのﾁﾗｼの配布を行っている。 ケンシン ゲツ ハイフ オコナ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		事後指導内容等について係内にて検討している。 ジゴ シドウ ナイヨウトウ カカリ ナイ ケントウ		0		0				1		5歳児発達記録の利用を行っている。 サイジ ハッタツ キロク リヨウ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年1回健診実務者研修を行っている。具体的な健診手法について勉強会を行っている。 ネン カイ ケンシン ジツムシャ ケンシュウ オコナ グタイテキ ケンシン シュホウ ベンキョウ カイ オコナ		0				0				0		0								1						1

		360		1472		佐賀県		佐賀市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		山本ますみ ヤマモト		0852-40-7282		0952-30-0115		1		kenko@city.saga.lg.jp		0		1				0		1		3		5		2137		2033		1		0		1		6		2		0		2062		1996		1		0		1		6		2		0		2062		1995		1		0		3		6		4		0		2244		2188		1		0		3		6		4		0		2244		2186		2156		43		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		事業評価を実施し、業務の見直しを行っている。 ジギョウ ヒョウカ ジッシ ギョウム ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付、赤ちゃん訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡している。 ボシ テチョウ コウフ アカ ホウモン ジ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤保健師対象に実施1回/年。 ジョウキン ヒジョウキン ホケン シ タイショウ ジッシ カイ ネン						1

		361		1473		佐賀県		唐津市		保健福祉部保健医療課 ホケン フクシ ブ ホケン イリョウ カ		中村千秋 ナカムラ チアキ		0955-75-5161		0955-75-5162		1		hoken@city.karatsu.lg.jp		0		1				0		1		3		5		1056		997		1		0		1		7		1		10		1013		972		1		0		1		7		1		10		1013		972		1		0		3		6		3		10		1148		1083		1		0		3		6		3		10		1148		1083		1071		144		1		0		0		1		妊婦健診票、精密健診の結果を把握した時（ﾊｲﾘｽｸ者のみ） ニンプ ケンシン ヒョウ セイミツ ケンシン ケッカ ハアク トキ シャ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1		歯科保健実務者会議において歯科医師・歯科衛生士と共に次年度の事業計画をしている。 シカ ホケン ジツムシャ カイギ シカ イシ シカ エイセイシ トモ ジネンド ジギョウ ケイカク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診、3歳児健診においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に乳幼児揺さぶられ症候群について記載されたﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。今後は赤ちゃん訪問時にも配布予定。 ボシ テチョウ コウフ ジ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン キサイ ハイフ コンゴ アカ ホウモン ジ ハイフ ヨテイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後（集団）、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施しﾌｫﾛｰが必要な場合は2歳児歯科教室、園訪問、5歳児相談会で継続した支援を実施している。相談終了後にはｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施している。 ケンシン シュウリョウゴ シュウダン ジッシ ヒツヨウ バアイ サイジ シカ キョウシツ エン ホウモン サイジ ソウダンカイ ケイゾク シエン ジッシ ソウダン シュウリョウゴ ジッシ		0		0				1		健診後ﾌｫﾛｰが必要な場合は園訪問を定期的に実施。5歳児相談会では教育委員会・保育園・幼稚園と連携し、小学校入学前までの支援を行っている。ただし、相談会は希望者である。（必要な人には園から声掛けをしてもらっている） ケンシン ゴ ヒツヨウ バアイ エン ホウモン テイキテキ ジッシ サイジ ソウダンカイ キョウイク イインカイ ホイクエン ヨウチエン レンケイ ショウガッコウ ニュウガクマエ シエン オコナ ソウダン カイ キボウシャ ヒツヨウ ヒト エン コエ カ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		歯科衛生士に対しては市が在宅歯科衛生士養成の研修会を実施しているのでその中で実施している。 シカ エイセイシ タイ シ ザイタク シカ エイセイシ ヨウセイ ケンシュウカイ ジッシ ナカ ジッシ						1						1

		362		1500		長崎県		五島市		健康政策課 ケンコウ セイサク カ		二里温子 ニリ アツコ		0959-74-5831		0959-74-5832		2		niri-a@city.goto.lg.jp		0		1				1		1		4		4		201		200		1		0		1		6		1		6		242		240		1		0		1		6		1		6		242		240		1		0		3		6		3		6		253		249		1		0		3		6		3		6		253		247		206		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		1歳6か月、3歳健診時の歯科検診でのむし歯の本数等で評価し、保健指導の内容を考えるようにしている。 サイ ゲツ サイ ケンシン ジ シカ ケンシン バ ホンスウ ナド ヒョウカ ホケン シドウ ナイヨウ カンガ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親教室の折、ﾋﾞﾃﾞｵ視聴により学習。 ハハオヤ キョウシツ オリ シチョウ ガクシュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0								1

		363		1665		沖縄県		西原町		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野辺沙耶子 ノベ サヤ コ		098-945-4791		098-944-6551		1		kenkou-suishin@town.nishihara.okinawa.jp		0		1				1		0		4		5		331		309		1		0		1		7		1		8		394		361		1		0		1		7		1		8		394		361		1		0		3		3		3		5		382		345		1		0		3		3		3		5		382		345		374		7		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の発達 ジ ハッタツ		0		0		0		1		0				1		乳児健診でその後の発達過程まで説明している。 ニュウジ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届出時に母子保健事業の案内をしながら説明している。 シュッセイトドケ デ ジ ボシ ホケン ジギョウ アンナイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師及び栄養士がｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ケンシン ゴ ホケンシ オヨ エイヨウシ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		364		98		北海道		下川町		保健福祉課保健介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン カイゴ		橋場　蓮 ハシバ レン		01655-4-3356		01655-4-2576		1		hoken@town.shimokawa.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		16		16		*		*		1		6		1		9		22		22		*		*		1		6		1		9		22		22		*		*		3		0		3		6		13		13		*		*		3		0		3		6		13		13		13		13		1		1		0		0				1		妊娠届出時、妊娠18～21週、妊娠28～31週時に健康相談を行い定期的に評価している。 ニンシン トドケデ ジ ニンシン シュウ ニンシン シュウ ジ ケンコウ ソウダン オコナ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科相談、フッ素塗布等の推奨。 シカ ソウダン ソ トフ ナド スイショウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料等を使用し、先の見通しをもった保健相談実施。 シリョウトウ シヨウ サキ ミトオ ホケン ソウダン ジッシ		0		0				1		ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやｱｾｽﾒﾝﾄを行い評価している。 オコナ ヒョウカ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		6～7か月・9～10か月乳児相談、生後3～4か月・1歳・1歳6か月乳幼児健診にて定期的に評価している。 ゲツ ゲツ ニュウジ ソウダン セイゴ ゲツ サイ サイ ゲツ ニュウヨウジ ケンシン テイキ テキ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		個々の状況に合わせて各関係機関と情報交換している。 ココ ジョウキョウ ア カクカンケイ キカン ジョウホウ コウカン		1				0		0		0		0				1		研修会等の参加。 ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		1		状況に応じて常勤従事者以外も参加している。 ジョウキョウ オウ ジョウキン ジュウジシャ イガイ サンカ		1				1		1

		365		283		秋田県		横手市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		成田智子 ナリタ トモコ		0182-33-9600		0182-33-9600		1		kenkou@city.yokote.lg.jp		0		1				*		*		4		4		556		546		*		*		1		6		1		7		570		558		*		*		1		6		1		7		570		557		*		*		3		6		3		7		671		654		*		*		3		6		3		7		671		654		536		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活習慣 ショクセイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				0				0		1		個々のｹｰｽに応じて必要時保健指導の中で対応している。 ココ オウ ヒツヨウジ ホケン シドウ ナカ タイオウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		366		731		富山県		高岡市		福祉保健部健康増進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		永森真澄 ナガモリ マスミ		0766-20-1344		0766-20-1347		1		kenko@city.takaoka.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1253		1239		1		0		1		6		1		6		1250		1223		1		0		1		6		1		6		1250		1223		*		*		3		6		3		6		1219		1181		*		*		3		6		3		6		1219		1181		1241		13		1		0		0		0				1		年2回、養育支援訪問ｹｰｽ検討会議にて。 ネン カイ ヨウイク シエン ホウモン ケントウ カイギ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		1歳6か月児・3歳児健診受診者におけるう歯り患率を算出し「ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞむし歯注意報！」（啓発媒体）にﾃﾞｰﾀを掲載し、う蝕防止に役立てている。 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン ジュシンシャ シ カン リツ サンシュツ バ チュウイホウ ケイハツ バイタイ ケイサイ ショク ボウシ ヤクダ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		栄養面や生活習慣、発達状況など保護者に支援が必要なｹｰｽかどうかがわかるように受診票の中に記載欄がある。 エイヨウ メン セイカツ シュウカン ハッタツ ジョウキョウ ホゴシャ シエン ヒツヨウ ジュシン ヒョウ ナカ キサイ ラン		0		0		0		0				0				1		発達障害についての研修を実施。 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ジッシ		0				0		0

		367		920		岐阜県		白川町		保健福祉課 ホケン フクシカ		千野菜穂子 チノ ナホコ		0574-72-2317		0574-72-2503		1		hoken@town.shirakawa.lg.jp		0		1				*		*		4		6		37		34		*		*		1		6		1		8		40		40		*		*		1		6		1		8		40		40		*		*		3		0		3		2		44		44		*		*		3		0		3		2		44		44		39		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾁﾗｼを配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		子育て支援・保育園・臨床心理士・保健師で集まり健診で気になった子について情報の共有、今後の支援方法について検討する機会（会議）を2月に1回設けている。 コソダ シエン ホイクエン リンショウ シンリシ ホケンシ アツ ケンシン キ コ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ キカイ カイギ ガツ カイ モウ		0		0				1		発達支援部会があり、関係機関で集まり情報共有・検討する機会を設けている。 ハッタツ シエン ブカイ カンケイ キカン アツ ジョウホウ キョウユウ ケントウ キカイ モウ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県などにより開催されている研修会に参加。 ケン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		368		921		岐阜県		東白川村		東白川国保診療所保健福祉部門保健係 ヒガシ シラカワ コクホ シンリョウジョ ホケン フクシ ブモン ホケン カカリ		田口 タグチ		0574-78-2100		0574-78-3028		1		507hoken@vill.higashishirakawa.lg.jp		0		1				*		*		3		5		9		9		*		*		1		6		1		8		14		14		*		*		1		6		2		0		11		10		*		*		2		10		3		0		15		15		:		*		3		0		3		4		14		12		12		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		口頭にて説明。 コウトウ セツメイ		0		0				1		*		0		0				1		口頭にて。 コウトウ		0		0				*				*				*				*				*		*				1				0		0				1		中学卒業まで評価。 チュウガク ソツギョウ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		国や県、または地域で開催される研修会に参加する。 クニ ケン チイキ カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		369		1016		三重県		鳥羽市		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		*		0599-25-1146		0599-25-1166		1		kenkou@city.toba.mie.jp		0		1				0		1		4		4		103		102		1		0		1		6		1		7		117		115		1		0		1		6		1		7		117		115		1		0		3		6		3		7		127		120		1		0		3		6		3		7		127		120		107		1		0		0		1		1		母子手帳を発行した際、気になるｹｰｽについては保健師間で情報共有している。 ボシ テチョウ ハッコウ サイ キ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のﾌｫﾛｰ教室や相談等を通じて。 ケンシン ゴ キョウシツ ソウダンナド ツウ		0		0				1		就学指導委員会等。 シュウガク シドウ イインカイ トウ		0		0		0				1		医療機関委託の4か月児健診については育児に関すること等を質問する「お母さんの問診票」があり、結果票が市町に届く。 イリョウ キカン イタク ゲツ ジ ケンシン イクジ カン トウ シツモン カア モンシン ヒョウ ケッカ ヒョウ シ マチ トド		0		0		0		0				1		県が主催する研修会に参加する。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		370		1021		三重県		木曽岬町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤原志乃 フジワラ シノ		0567-68-6119		*		1		hokenshi@town.kisosaki.mie.jp		0		1				0		1		4		5		31		30		1		0		1		6		99		99		34		32		*		*		1		6		99		99		34		32		*		*		3		6		99		99		40		37		*		*		3		6		99		99		40		37		28		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		3～5か月児を対象にｾﾐﾅｰ実施。 ゲツ ジ タイショウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		371		1163		奈良県		葛城市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		吉岡 ヨシオカ		0745-69-9900		0745-69-9905		1		kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		273		267		1		0		1		6		1		9		393		378		1		0		1		6		1		9		393		378		*		*		3		6		3		9		392		372		*		*		3		6		3		9		392		372		370		5		1		0		0		0				1		定期的（月1回）保健師でﾐﾆ会議を行っている。 テイキテキ ツキ カイ ホケンシ カイギ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		次年度の指導内容を考えるきっかけとしている。 ジネンド シドウ ナイヨウ カンガ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月教室 ゲツ キョウシツ		0		0				1		発達相談を心理士が行っている。 ハッタツ ソウダン シンリシ オコナ		0		0				1		生後2か月の予防接種手帳交付会と妊娠時のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ講座で行っている。 セイゴ ゲツ ヨボウ セッシュ テチョウ コウフ カイ ニンシン ジ コウザ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		372		1192		和歌山県		海南市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		上中美貴子 ウエナカ ミキコ		073-483-8441		073-483-8580		1		kenko@city.kainan.lg.jp		0		1				*		*		4		4		295		289		*		*		1		7		1		11		341		329		*		*		1		7		1		11		341		329		*		*		3		6		3		11		363		343		*		*		3		6		3		11		363		343		343		*		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し説明している。 ハイフ セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを持ち個々について対応を検討している。 ケンシン ゴ モ ココ タイオウ ケントウ		0		0				1		健やか親子21のｱﾝｹｰﾄを実施しているがその中身に触れている。 スコ オヤコ ジッシ ナカミ フ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し検討している。 ケンシン ゴ ジッシ ケントウ		0		0				1		5歳児健康診査で実施。 サイジ ケンコウ シンサ ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		定期的な実施はしていないが必要に応じて実施したり研修会に参加したりはしている。 テイキテキ ジッシ ヒツヨウ オウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ												1

		373		1080		大阪府		池田市		子ども健康部健康増進課 コ ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		岡井妹津子 オカイ イモウト ツ コ		072-754-6034		072-754-6050		1		kenzo@city.ikeda.osaka.jp		0		1				*		*		4		5		824		809		*		*		1		7		1		11		806		776		*		*		1		7		1		11		806		779		*		*		3		7		3		11		898		868		*		*		3		7		3		11		898		863		819		73		1		0		0		1		地区坦ﾌｫﾛｰとなった妊婦については関りの中で状況変化があった場合など必要に応じて行っている。 チク タン ニンプ カカワ ナカ ジョウキョウ ヘンカ バアイ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4歳健：集団指導、1.6歳健：2歳過ぎまでの成長・発達に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを全員に配布。 サイ ケン シュウダン シドウ サイ ケン サイ ス セイチョウ ハッタツ カン ゼンイン ハイフ		0		0				0				0		1		ｹｰｽ対応の中で指導した内容に対する保護者の反応・変化は捉えている。 タイオウ ナカ シドウ ナイヨウ タイ ホゴシャ ハンノウ ヘンカ トラ		1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽ・父親準備教室にてＤＶＤ等用いて啓発 チチオヤ ジュンビ キョウシツ トウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		374		1595		宮崎県		高千穂町		保健福祉総合ｾﾝﾀｰ保健予防係 ホケン フクシ ソウゴウ ホケン ヨボウ カカリ		飯干ちひろ イイ ホ		0982-73-1717		0982-73-1707		1		hokenyobou@town-takachiho.jp		0		1				*		*		3		99		91		91		*		*		1		6		99		99		82		78		*		*		1		6		99		99		82		78		*		*		3		6		99		99		110		107		*		*		3		6		99		99		101		98		95		2		1		0		0		1		妊婦健診の受診状況、結果の確認（助成券の結果から）。 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ケッカ カクニン ジョセイ ケン ケッカ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		年2回の歯科保健協議会での検討。 ネン カイ シカ ホケン キョウギカイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		場合により異なる。 バアイ コト		0		1		0		0		0				1		発達過程について、健診時の保健指導で説明。 ハッタツ カテイ ケンシン ジ ホケン シドウ セツメイ		0		0				0				0		1		継続的な関りを持ち必要に応じてｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行ってる。 ケイゾクテキ カカワ モ ヒツヨウ オウ オコナ		1		3か月健診時に講話を実施。 ゲツ ケンシン ジ コウワ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		地域の関係機関と定期的な情報交換の場を設けている（母子ｹｱ会議）。 チイキ カンケイ キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン バ モウ ボシ カイギ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		375		1536		熊本県		西原村		住民課 ジュウミンカ		山下 ヤマシタ		096-279-4397		096-279-3438		*		*		*		*				*		*		3		5		48		46		*		*		1		8		1		10		70		63		*		*		1		8		1		10		70		63		*		*		3		6		3		8		61		55		*		*		3		6		3		8		61		55		63		1		1		0		0		0				1		内容：ｹｰｽ会議にて、時期：必要に応じて。 ナイヨウ カイギ ジキ ヒツヨウ オウ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達の目安を提示しまずは保護者自身で評価してもらう。 ハッタツ メヤス テイジ ホゴシャ ジシン ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		5歳児健診の実施。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		376		1627		鹿児島県		南種子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		丸塚直子 マル ツカ ナオコ		0997-26-1111		0997-26-0708		1		eisei1@town.minamitane.lg.jp		0		1				*		*		3		5		*		*		*		*		1		6		1		11		*		*		*		*		1		6		1		11		*		*		*		*		3		0		3		11		*		*		*		*		3		0		3		12		*		*		48		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次の健診までの成長の見通しを説明している。 ツギ ケンシン セイチョウ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学の相談時などに評価している。就学後も評価対象としている。 シュウガク ソウダン ジ ヒョウカ シュウガク ゴ ヒョウカ タイショウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		377		104		北海道		小平町		保健福祉課健康づくり課 ホケン フクシカ ケンコウ カ		金子貴子 カネコ タカコ		0164-56-2111		0164-56-2110		2		kaneko.takako@town.obira.lg.jp		0		1				1		0		3		4		18		17		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		19		19		13		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				1		関係機関とｹｰｽ連絡を行うなどして、支援の方向性を検討。 カンケイ キカン レンラク オコナ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		療育機関・幼稚園・教育委員会等と連携。 リョウイク キカン ヨウチエン キョウイク イインカイ トウ レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		378		92		北海道		上富良野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鎌田理恵 カマタ リエ		0167-45-6987		0167-45-5788		2		kamada-r@town.kamifurano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		78		78		1		0		1		6		1		8		91		91		1		0		1		6		1		8		91		91		1		0		3		0		3		3		100		100		1		0		3		0		3		3		100		100		90		2		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		担当の歯科衛生士と課題を共有し改善に努める。 タントウ シカ エイセイシ カダイ キョウユウ カイゼン ツト		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		資料を使用している。 シリョウ シヨウ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1

		379		45		北海道		上ノ国町		保健福祉課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ シエン		大橋　朗 オオハシ ロウ		0139-55-4460		0139-55-2760		2		hogara_ohashi@town.kaminokuni.lg.jp		1		2		1		1		0		4		8		28		28		1		0		1		6		1		11		26		24		1		0		1		6		1		11		26		24		1		0		3		0		3		11		34		30		1		0		3		0		3		11		34		30		18		2		1		0		0		0				1		ｹｰｽにより内容と評価時期を設定している。 ナイヨウ ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保育所での歯科指導や就学時健診時の歯科指導を実施する等の活用ができている。 ホイク ショ シカ シドウ シュウガク ジ ケンシン ジ シカ シドウ ジッシ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		月齢に応じたﾘｰﾌﾚｯﾄを用いながら少し先の発達について説明している。 ゲツレイ オウ モチ スコ サキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		育て難さを感じる親に限定した評価はしているが、ｹｰｽによって必要時に評価している。 ソダ ニク カン オヤ ゲンテイ ヒョウカ ヒツヨウジ ヒョウカ		1		母親へのｱﾝｹｰﾄ項目により、知らない方には説明はしてきた。中3への健康教育の中で毎年啓発をしている。 ハハオヤ コウモク シ カタ セツメイ チュウ ケンコウ キョウイク ナカ マイトシ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所・発達支援ｾﾝﾀｰと連携して継続的に観察・評価をしている。 ホイク ショ ハッタツ シエン レンケイ ケイゾクテキ カンサツ ヒョウカ		0		0				1		保育所・発達支援ｾﾝﾀｰと連携し、実際に対象児を観察した後、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ホイク ショ ハッタツ シエン レンケイ ジッサイ タイショウ ジ カンサツ アト		0		0		0				0				0		0		1		0				1		研修に参加するための予算。 ケンシュウ サンカ ヨサン		0				0				0		0								1						1

		380		1		北海道		小樽市		健康増進課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ子育て支援ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ コソダ シエン		山本直美 ヤマモト ナオミ		0134-22-3110		0134-22-1469		1		kenko@city.otaru.lg.jp		0		1				0		1		4		4		631		596		1		0		1		6		1		11		672		653		1		0		1		6		1		11		672		651		1		0		3		0		3		11		716		690		1		0		3		0		3		11		716		690		642		95		1		1		0		0				1		平成26年度から母子健康手帳の交付時に一部面接を実施したことに伴い、次年度評価を行い継続を決定。 ヘイセイ ネンド ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ イチブ メンセツ ジッシ トモナ ジネンド ヒョウカ オコナ ケイゾク ケッテイ		0		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月歯科健診時のｱﾝｹｰﾄ項目と診査結果によりﾘｽｸ判定を行い、保健指導を実施。その結果は1年半後の3歳児健診にて判定する流れで保健指導等の内容を決定している。 サイ ゲツ シカ ケンシン ジ コウモク シンサ ケッカ ハンテイ オコナ ホケン シドウ ジッシ ケッカ ネンハン ゴ サイジ ケンシン ハンテイ ナガ ホケン シドウ トウ ナイヨウ ケッテイ		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		健診時に配布しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載している。 ケンシン ジ ハイフ キサイ		0				1		0				1		母親・両親教室で説明している。 ハハオヤ リョウシン キョウシツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診時ｱﾝｹｰﾄを含めた健診結果の内容を確認し、必要時ﾌｫﾛｰ対象としている。 ケンシン ジ フク ケンシン ケッカ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ タイショウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤職員は研修会に参加する機会を確保。研修参加後、関係する非常勤職員に伝達。 ジョウキン ショクイン ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ ケンシュウ サンカ ゴ カンケイ ヒジョウキン ショクイン デンタツ		1				1

		381		161		北海道		豊頃町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		増澤奈奈 マスザワ ナナ		015-574-3141		015-574-3142		2		masuzawa.nana@toyokoro.jp		1		1		1		1		0		3		4		12		11		1		0		1		6		1		8		11		10		1		0		1		6		1		8		11		10		1		0		3		0		3		2		18		18		1		0		3		0		3		2		18		18		19		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		382		13		北海道		芦別市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		森澤恵衣 モリサワ メグミ コロモ		0124-22-2111		0124-22-9696		1		kenkou@city.ashibetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		2		6		59		57		1		0		1		6		1		11		71		69		1		0		1		6		1		11		71		69		1		0		3		0		3		11		59		56		1		0		3		0		3		11		59		57		61		5		1		0		0		0				1		担当保健師が適宜実施。 タントウ ホケンシ テキギ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1		う蝕有病者、問診事項の集計による評価を行い、次年度健康教育等の事業に活用している。 ショク ユウビョウ シャ モンシン ジコウ シュウケイ ヒョウカ オコナ ジネンド ケンコウ キョウイク トウ ジギョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつ等の食習慣 トウ ショクシュウカン		0		0		0		1		0				1		各健診で少し先の発達段階について説明する場を設けている。 カク ケンシン スコ サキ ハッタツ ダンカイ セツメイ バ モウ		0		0				0				0		1		今年度より問診事項に加えているところであり、今までも育児上の困難感について支援はいているが、保健指導の評価としてはこれからして行くところである。 コンネンド モンシン ジコウ クワ イマ イクジ ジョウ コンナン カン シエン ホケン シドウ ヒョウカ イ		1		新生児訪問で全員に啓発し、3～4か月児健診で再度確認するようにしている。 シンセイジ ホウモン ゼンイン ケイハツ ゲツ ジ ケンシン サイド カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		今年度より5歳児相談を保育所・幼稚園と連携して実施予定。実施後、評価につなげていく予定。 コンネンド サイジ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ジッシ ヨテイ ジッシゴ ヒョウカ ヨテイ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		383		70		北海道		南幌町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦早苗 ミウラ サナエ		011-378-5888		011-378-5255		1		g-kenkou@town.nanporo.hokkaido.jp		1		1				1		0		4		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		40		0		1		0		0		0				0				0		1		必要時に評価を行っていく予定。 ヒツヨウジ ヒョウカ オコナ ヨテイ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発育・発達過程をＡ３用紙1枚にまとめたもので随時説明。 ハツイク ハッタツ カテイ ヨウシ マイ ズイジ セツメイ		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期ではないが必要時に実施。 テイ キ ヒツヨウジ ジッシ		0		0				0				0		0		1		必要時、関係機関との情報交換・連携の中で実施。 ヒツヨウジ カンケイ キカン ジョウホウ コウカン レンケイ ナカ ジッシ		*				*		*		*		*				1		*		0				0				0		0										1

		384		29		北海道		伊達市		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		山下里美 ヤマシタ サトミ		0142-23-3331(635)		0142-25-3325		1		hoken@city.date.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		4		207		206		1		0		1		6		1		8		213		205		1		0		1		6		1		8		217		208		1		0		3		1		3		3		240		226		1		0		3		1		3		3		240		227		236		30		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次の健診・相談までの発達の見通し。 ツギ ケンシン ソウダン ハッタツ ミトオ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで指導。 シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		4歳の時に３健ででの事後管理状況を検討する。 サイ トキ ケン ジゴ カンリ ジョウキョウ ケントウ		0		0				0		ﾌｫﾛｰしていた児の就学状況を確認し、支援方法等の検討をする。 ジ シュウガク ジョウキョウ カクニン シエン ホウホウ トウ ケントウ		1		0		0				*				*		*		*		*				1		研修内容の中から内容を見て選ぶ。 ケンシュウ ナイヨウ ナカ ナイヨウ ミ エ		0				0				0		0								1		1				1

		385		120		北海道		津別町		健康福祉課健康医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ イリョウ		渡辺可愛 ワタナベ カ アイ		0152-76-2151		0152-76-2976		2		watanabe-kawai@town.tsubetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		27		26		1		0		1		6		1		11		29		27		1		0		1		6		1		11		29		27		*		*		3		0		3		11		19		19		*		*		3		0		3		11		19		19		24		5		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯ﾌﾞﾗｼを正しく選ぶことができない保護者の方が多かったことから次年度より歯ﾌﾞﾗｼﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを実施し、見本を配るようにした。 ハ タダ エラ ホゴシャ カタ オオ ジネンド ハ ジッシ ミホン クバ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		Ｈ27年度より生後3～7か月児を対象に育児学級を実施し、その中で子どもの心と体の発達について説明。 ネンド セイゴ ゲツ ジ タイショウ イクジ ガッキュウ ジッシ ナカ コ ココロ カラダ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		386		94		北海道		南富良野町		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		星越美鈴 ホシ コシ ミスズ		0167-52-2211		0167-39-7020		1		hokenshido@town.minamifurano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		56		53		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		3		0		3		2		17		17		1		0		3		0		3		2		17		17		21		6		0		1		0		0				0				0		1		ｹｰｽの状態に応じ随時実施。 ジョウタイ オウ ズイジ ジッシ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの中で対応を協議。 ジ ゴ ナカ タイオウ キョウギ		0		0		0		0		0		0				1		う歯のり患状況・歯みがき状態・食生活（間食）の状況を確認、改善予防に活用。 シ カン ジョウキョウ ハ ジョウタイ ショクセイカツ カンショク ジョウキョウ カクニン カイゼン ヨボウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発育発達について ハツイク ハッタツ		0		1		0		0		0				1		各々の健診で今後の発達状況と関り方について説明。 オノオノ ケンシン コンゴ ハッタツ ジョウキョウ カカワ カタ セツメイ		0		0				1		訪問や相談において母子の状態を確認（改善や困難さの状態）、ｹｰｽ検討会にて関係機関と協議。 ホウモン ソウダン ボシ ジョウタイ カクニン カイゼン コンナン ジョウタイ ケントウカイ カンケイ キカン キョウギ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		保育所・子育て支援ｾﾝﾀｰとともに不定期開催もｹｰｽ検討会議を開催（ｹｰｽ支援の状況、ｹｰｽや家族の状態確認、支援の方向性等について検討）。 ホイク ショ コソダ シエン フテイキ カイサイ ケントウ カイギ カイサイ シエン ジョウキョウ カゾク ジョウタイ カクニン シエン ホウコウセイ トウ ケントウ		1		関係機関と連絡会を設け、支援状況について確認。 カンケイ キカン レンラク カイ モウ シエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1		1				1

		387		75		北海道		栗山町		保健福祉課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		後藤 ゴトウ		0123-73-2256		0123-73-2266		1		kenkousuisin-g@town.kuriyama.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		75		75		1		0		1		6		1		11		75		69		1		0		1		6		1		11		75		68		1		0		3		3		3		11		94		86		1		0		3		3		3		11		94		86		6		3		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		年度ごとに実績をまとめている。 ネンド ジッセキ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の診察の後に個別の面接・指導を行う。 ケンシン シンサツ アト コベツ メンセツ シドウ オコナ		0		0				1		事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価。 ジゴ ヒョウカ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		保育所・幼稚園への訪問。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン		1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		388		152		北海道		新得町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		青谷晃子 アオ タニ アキコ		0156-64-0533		0156-64-0534		2		aotani-t@town.shintoku.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		45		42		1		0		1		6		1		11		45		43		1		0		1		6		1		11		45		43		1		0		3		0		3		11		44		41		1		0		3		0		3		11		44		41		48		13		1		1		0		0				1		母子手帳発行時、中期面接時（20週頃）、後期面接時（30週頃）、その他必要な時に訪問した際にしている。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ チュウキ メンセツ ジ シュウ コロ ウシロ キ メンセツ ジ シュウ コロ タ ヒツヨウ トキ ホウモン サイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士による保健指導を10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診にて実施し、評価している。 シカ エイセイ シ ホケン シドウ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジッシ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		子育て支援・発達支援ｽﾀｯﾌ・保健師で月1回会議を開催し支援の方向性を話し合う。 コソダ シエン ハッタツ シエン ホケンシ ツキ カイ カイギ カイサイ シエン ホウコウセイ ハナ ア		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		1歳健診にて独歩・言葉なければ3か月後乳幼児健診、子育て相談に呼び出し確認している。1歳6か月・3歳児で事後ﾌｫﾛｰ必要な場合、地区担当保健師がﾌｫﾛｰ。 サイ ケンシン ドク ホ コトバ ゲツゴ ニュウヨウジ ケンシン コソダ ソウダン ヨ ダ カクニン サイ ゲツ サイ ジ ジゴ ヒツヨウ バアイ チク タントウ ホケンシ		0		0				1		保育所や幼稚園に発達支援ｾﾝﾀｰ職員を同伴訪問し、状況の確認をしている。就学前情報交換会で学校・保健師・保育所・幼稚園・教育委員会ｽﾀｯﾌが集まり会議を開催している。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ シエン ショクイン ドウハン ホウモン ジョウキョウ カクニン シュウガク マエ ジョウホウ コウカン カイ ガッコウ ホケンシ ホイク ショ ヨウチエン キョウイク イインカイ アツ カイギ カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		こどもっくる等から講師派遣し対応したり、研修会に出張等行き勉強している。 トウ コウシ ハケン タイオウ ケンシュウカイ シュッチョウ トウ イ ベンキョウ		0				0				0		0				1				1		1		1		1

		389		158		北海道		広尾町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		清水千尋 シミズ チヒロ		01558-2-5122		01558-2-5297		1		kenko@town.hiroo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		50		50		1		0		1		6		1		11		51		51		1		0		1		6		1		11		51		51		1		0		3		0		3		11		39		39		1		0		3		0		3		11		39		39		37		14		1		0		0		0				1		半年に一度、活動の評価時。 ハントシ １ド カツドウ ヒョウカ ジ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待対応の担当係と連携、必要時会議等開催。 ギャクタイ タイオウ タントウ カカリ レンケイ ヒツヨウジ カイギ トウ カイサイ		1		町・管内での評価、ｱｾｽﾒﾝﾄを経年的に行っている。 マチ カンナイ ヒョウカ ケイネンテキ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		実施なし。 ジッシ		1		健診時、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや母子手帳等を用いて発達について確認（事故予防を含めて）。 ケンシン ジ ボシ テチョウ トウ モチ ハッタツ カクニン ジコ ヨボウ フク		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		各研修に参加 カクケンシュウ サンカ		1		各研修に参加。 カクケンシュウ サンカ		0				0		0								1

		390		134		北海道		豊浦町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西村そのか ニシムラ		0142-83-2408		0142-83-2477		2		nishimura.sonoka@town.toyoura.hokkaido.jp		1		1		1		1		0		3		5		30		27		1		0		1		6		2		0		35		32		1		0		1		6		2		0		35		32		1		0		3		0		3		6		25		20		1		0		3		0		3		6		25		20		25		4		1		0		0		0				1		月末に部署内で支援台帳を回覧するほか、支援毎にｼｽﾃﾑ入力し支援内容を確認している。 ゲツマツ ブショ ナイ シエン ダイチョウ カイラン シエン ゴト ニュウリョク シエン ナイヨウ カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10～11か月児を対象に1歳時頃に到達する発達過程やことばについてﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 ゲツ ジ タイショウ サイ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問にてﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月末に部署内で会議を開催、支援台帳の回覧、支援内容をｼｽﾃﾑで確認している。 ゲツマツ ブショ ナイ カイギ カイサイ シエン ダイチョウ カイラン シエン ナイヨウ カクニン		0		0				1		療育機関との情報共有、受診同行、保育所等への機関訪問を実施している。 リョウイク キカン ジョウホウ キョウユウ ジュシン ドウコウ ホイク ショ トウ キカン ホウモン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		391		49		北海道		今金町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦　萌 ミウラ モエ		0137-82-2780		0137-82-3867		1		imk-kenko@town.imakane.lg.jp		0		1				1		0		3		99		30		29		1		0		1		6		99		99		41		41		1		0		1		6		99		99		41		41		1		0		3		0		99		99		38		35		1		0		3		0		99		99		38		35		34		5		1		0		0		0				1		年度末の事業評価の際に要支援把握の手段として母子手帳交付時の面接内容や使用しているｱﾝｹｰﾄの内容、要支援対象となる妊婦の特性とその後の支援経過について振り返りを行っている。 ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ サイ ヨウ シエン ハアク シュダン ボシ テチョウ コウフ ジ メンセツ ナイヨウ シヨウ ナイヨウ ヨウ シエン タイショウ ニンプ トクセイ ゴ シエン ケイカ フ カエ オコナ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健診結果や相談内容から必要な指導・教育を検討し、保育所でのはみがき教室等・歯科教育の内容へ反映している。 ケンシン ケッカ ソウダン ナイヨウ ヒツヨウ シドウ キョウイク ケントウ ホイク ショ キョウシツ トウ シカ キョウイク ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の問診場面にて保健師から保護者へ伝えている。 ケンシン ジ モンシン バメン ホケンシ ホゴシャ ツタ		0		0				1		担当保健師が必要と感じた際に随時ｹｰｽ検討・会議を行う。また、年度末の事業評価の際に保健師残体で振り返りを行う。 タントウ ホケンシ ヒツヨウ カン サイ ズイジ ケントウ カイギ オコナ ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ サイ ホケンシ ザン タイ フ カエ オコナ		0		0				1		新生児訪問の際にﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 シンセイジ ホウモン サイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0		健診後、医師、保健師、栄養士でカンファレンスを開催して評価している。歯科健診や心理相談時は歯科医師、歯科衛生士、臨床心理士も参加している。要ﾌｫﾛｰとなった児については問診担当若しくは地区担当の保健師が継続支援を行い、必要と判断した場合は随時支援の方向性について保健師間で検討・共有する。 ケンシン ゴ イシ ホケンシ エイヨウシ カイサイ ヒョウカ シカ ケンシン シンリ ソウダン ジ シカ イシ シカ エイセイシ リンショウ シンリシ サンカ ヨウ ジ モンシン タントウ モ チク タントウ ホケンシ ケイゾク シエン オコナ ヒツヨウ ハンダン バアイ ズイジ シエン ホウコウセイ ホケンシ カン ケントウ キョウユウ		0		1				1		保育所・幼稚園や発達支援ｾﾝﾀｰと保健福祉課間で年1回程度、ｹｰｽの情報共有と評価を行っている。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ シエン ホケン フクシカ カン ネン カイ テイド ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児健診主担当者を対象に保健所主催の研修会やその他母子関係の研修会への参加に機会がある。 ニュウヨウジ ケンシン シュ タントウ シャ タイショウ ホケン ジョ シュサイ ケンシュウカイ タ ボシ カンケイ ケンシュウカイ サンカ キカイ		0				0				0		0								1		1				1

		392		179		青森県		黒石市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西澤友英 ニシ サワ ユウ エイ		0172-52-2111(内244） ナイ		0172-52-6191		2		t-nishizawa@city.kuroishi.aomori.jp		0		1				1		0		3		4		223		219		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		3		6		3		7		251		247		*		*		3		6		3		7		251		247		221		104		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		393		194		青森県		大鰐町		保健福祉課 ホケン フクシカ		佐藤由実子 サトウ ユイ ミ コ		0172-48-2111		0172-47-6742		2		yumiko-sato@town.owani.lg.jp		0		1				1		0		3		5		33		32		1		0		1		6		1		11		38		36		1		0		1		6		1		11		38		36		1		0		3		6		3		11		48		47		1		0		3		6		3		11		48		47		42		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		394		240		岩手県		岩泉町		保健福祉課健康推進室 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン シツ		小田あかね オダ		0194-22-2111		0194-22-5577		2		a.oda@town.iwaizumi.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		38		38		1		0		1		6		1		11		62		62		1		0		1		6		1		11		62		62		1		0		3		0		3		11		58		58		1		0		3		0		3		11		58		58		48		11		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		母子保健計画に沿った評価を行い次年度の計画作成し事業を実施している。 ボシ ホケン ケイカク ソ ヒョウカ オコナ ジネンド ケイカク サクセイ ジギョウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健指導等で説明を行っている。 ホケン シドウトウ セツメイ オコナ		0		0				1		「1いつも感じる」「2時々感じる」「3感じない」の選択肢を設け、1、２に該当の場合は解決方法を知っているか答えてもらっている。 カン トキドキ カン カン センタクシ モウ ガイトウ バアイ カイケツ ホウホウ シ コタ		0		0				1		３～４か月健診の問診票で知っているかを把握している。知らない場合は随時説明。離乳食教室（初期）時に説明。 ゲツ ケンシン モンシン ヒョウ シ ハアク シ バアイ ズイジ セツメイ リニュウショク キョウシツ ショキ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師・栄養士・歯科衛生士でﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行い、状況や今後も継続的にﾌｫﾛｰして行くのか等、情報共有・検討を行っている。 ケンシン ゴ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイシ オコナ ジョウキョウ コンゴ ケイゾクテキ イ トウ ジョウホウ キョウユウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		受診券を使用し、健診結果を町へ報告する形を取っている。 ジュシン ケン シヨウ ケンシン ケッカ マチ ホウコク カタチ ト		0		0		0		0				0				0				0				0		1		随時、岩手県や関係機関で開催している研修会に参加している。 ズイジ イワテ ケン カンケイ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1		1

		395		226		岩手県		八幡平市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		種市恵美 タネイチ エミ		0195-74-2111（内1087） ナイ		0195-74-2102		1		kenkou@city.hachimantai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		126		126		1		0		1		6		1		9		153		153		1		0		1		6		1		9		153		149		1		0		3		6		3		8		164		162		1		0		3		6		3		8		163		159		145		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯磨き習慣や間食の与え方等の歯科保健行動。 ハミガ シュウカン カン ショク アタ カタ トウ シカ ホケン コウドウ		1		0		0		1		0				1		３～４か月児健診で離乳食、６～７か月児健診で事故防止、言葉掛けのヒント。 ゲツ ジ ケンシン リニュウショク ゲツ ジ ケンシン ジコ ボウシ コトバ カ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		疑いがあった場合、療育機関の協力を得て発達相談を実施。その際、保育所や幼稚園とも連携、年長児については教育委員会とも連携。 ウタガ バアイ リョウイク キカン キョウリョク エ ハッタツ ソウダン ジッシ サイ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ネンチョウ ジ キョウイク イインカイ レンケイ		1		健康診査受診票を活用し、市への連絡事項が必要な場合には記載してもらったり直接連絡をもらっている。 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ カツヨウ シ レンラク ジコウ ヒツヨウ バアイ キサイ チョクセツ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		396		247		岩手県		一戸町		福祉部健康福祉課 フクシ ブ ケンコウ フクシカ		山本澪奈 ヤマモト レイ ナ		0195-32-3700		0195-32-3701		*		*		*		*				1		0		4		*		67		67		1		0		1		6		1		8		73		72		1		0		1		6		1		8		73		72		1		0		3		6		3		8		70		64		1		0		3		6		3		8		70		64		52		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問時、ﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 アカ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		397		219		岩手県		北上市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小原由桂子 オハラ ユカコ		0197-72-8297		0197-65-6039		1		kenko@city.kitakami.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		787		763		1		0		1		6		1		8		774		764		1		0		1		6		1		8		774		764		1		0		3		6		3		9		841		825		1		0		3		6		3		9		841		825		759		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		地区別のう蝕り患率の結果により、う歯の多い地区での指導を行う。う歯の増えている３歳児の指導に力を入れている。 カン リツ ケッカ シ オオ チク シドウ オコナ シ フ サイジ シドウ チカラ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団健診の指導場面で発達過程の見通しについて伝えている。 シュウダン ケンシン シドウ バメン ハッタツ カテイ ミトオ ツタ		0		0				0				1		0				1		両親学級で啓発を行っている。また、集団健診の場面で乳幼児揺さぶられ症候群について知らない人に啓発している。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ オコナ シュウダン ケンシン バメン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ ヒト ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		乳幼児健診に携わるｺﾒﾃﾞｨｶﾙを対象とした研修会を実施。 ニュウヨウジ ケンシン タズサ タイショウ ケンシュウカイ ジッシ						1

		398		225		岩手県		二戸市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畑山沙織 ハタケヤマ サオリ		0195-23-1313		0195-22-1188		2		s-hatayama@city.ninohe.iwate.jp		0		1				1		0		4		5		176		173		1		0		1		6		1		11		205		200		1		0		1		6		1		11		205		200		1		0		3		6		3		11		175		165		1		0		3		6		3		11		175		165		5		5		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健連絡協議会を開催し、歯科医師及び歯科衛生士も交えて事業の反省や改善点・強化したい点について話し合い活用している。 シカ ホケン レンラク キョウギカイ カイサイ シカ イシ オヨ シカ エイセイシ マジ ジギョウ ハンセイ カイゼンテン キョウカ テン ハナ ア カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診問診票の項目に追加し、見通しがついていない保護者に対して保健指導時に説明している。 ケンシン モンシン ヒョウ コウモク ツイカ ミトオ ホゴシャ タイ ホケン シドウ ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰを作成し、保護者に周知している。 サクセイ ホゴシャ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園訪問での状況、療育機関の療育教室参加状況等。 エン ホウモン ジョウキョウ リョウイク キカン リョウイク キョウシツ サンカ ジョウキョウトウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		399		259		宮城県		大崎市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		秋山史子 アキヤマ フミコ		0229-23-5311		0229-23-9880		1		kenko@city.osaki.miyagi.jp		0		1				1		0		4		*		1023		989		1		0		1		6		1		11		1042		985		1		0		1		6		1		11		1042		985		1		0		3		5		3		11		1104		1044		1		0		3		5		3		11		1104		1044		1072		45		1		0		0		0				1		ｹｰｽに合わせ他の関係機関と連携し支援を行い、課内で必ず報告し、必要な際には協議を行い、継続的にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟしている。評価時期はｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽである。 ア タ カンケイ キカン レンケイ シエン オコナ カ ナイ カナラ ホウコク ヒツヨウ サイ キョウギ オコナ ケイゾクテキ ヒョウカ ジキ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		むし歯有病者やむし歯要注意者については継続ﾌｫﾛｰしていつ。その後の結果等についても分析しながら次年度計画に反映させている。 バ ユウビョウシャ バ ヨウ チュウイ シャ ケイゾク ゴ ケッカ トウ ブンセキ ジネンド ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～４か月健診においてその後の発達過程について情報提供している。（模造紙に書いて貼り集団教育の場面で説明する） ゲツ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ ジョウホウ テイキョウ モゾウシ カ ハ シュウダン キョウイク バメン セツメイ		0		0				1		健診の問診票にて伺い、育て難さを感じていると回答された場合、詳しい状況や困難を感じていることについて確認し、必要時に支援している。支援した内容について対象者の変化等について検討し今後の関わりについて継続か終了か等決めている。 ケンシン モンシン ヒョウ ウカガ ソダ ニク カン カイトウ バアイ クワ ジョウキョウ コンナン カン カクニン ヒツヨウジ シエン シエン ナイヨウ タイショウシャ ヘンカトウ ケントウ コンゴ カカ ケイゾク シュウリョウ ナド キ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで配布している。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		2か月児一般健康診査、8～9か月児健康診査について医療機関より結果を返してもらいその後支援をしている。 ゲツ ジ イッパン ケンコウ シンサ ゲツ ジ ケンコウ シンサ イリョウ キカン ケッカ カエ ゴ シエン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		年度初めに常勤・非常勤職員の共通認識を図るための打合せを開催した。 ネンド ハジ ジョウキン ヒジョウキン ショクイン キョウツウ ニンシキ ハカ ウチアワ カイサイ						1		1

		400		276		宮城県		色麻町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		木船亜希子 キフネ アキコ		0229-66-1700		0229-66-1717		1		hoken@town.shikama.miyagi.jp		1		1				1		0		3		4		44		39		1		0		1		6		1		8		49		40		1		0		1		6		1		8		49		40		1		0		3		7		3		9		50		47		1		0		3		7		3		9		50		47		54		0		1		0		0		0				1		支援内容について係内定例会で検討・評価している。子どもの健診やｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場なども活用。 シエン ナイヨウ カカリ ナイ テイレイカイ ケントウ ヒョウカ コ ケンシン バ カツヨウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時に問診や指導の場面で説明している。 ケンシン ジ モンシン シドウ バメン セツメイ		0		0				1		健診前のｶﾝﾌｧﾚﾝｽや定例会時などで指導内容の共有評価を行っている。 ケンシン マエ テイレイカイ ジ シドウ ナイヨウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		0				1		新生児訪問時等で啓発している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場で指導や支援について検討している。 バ シドウ シエン ケントウ		0		0				0				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		401		344		福島県		須賀川市		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		福島雅恵 フクシマ マサエ		0248-88-8123		0248-88-8119		1		kenkou@city.sukagawa.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		622		606		1		0		1		6		99		99		592		588		1		0		1		6		99		99		592		588		1		0		3		3		3		4		622		604		1		0		3		3		3		4		622		604		566		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診の問診項目に入っている「健やか親子２１（第二次）」重点課題①－３ ケンシン モンシン コウモク ハイ スコ オヤコ ダイ ２ジ ジュウテン カダイ		0		0				0				1		0				1		3・4か月健診の問診項目に入っている「健やか親子２１（第二次）」重点課題②－５ ゲツ ケンシン モンシン コウモク ハイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		福島県主催の研修（発達関係）に参加 フクシマケン シュサイ ケンシュウ ハッタツ カンケイ サンカ		0				0				0		0

		402		304		秋田県		羽後町		保健福祉課健康管理係 ホケン フクシカ ケンコウ カンリ カカリ		齋藤万里子 サイトウ マリコ		0183-62-2111		0183-62-2120		1		kenko@town.ugo.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		7		1		8		85		79		1		0		1		7		1		8		85		79		1		0		3		6		3		7		96		91		1		0		3		6		3		7		96		91		85		1		0		0		0		1		手帳交付時にアンケート調査のみ テチョウ コウフ ジ チョウサ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		評価をきちんとしているわけではなが、次年度の事業、保育園/小中学校のフッ素洗口事業や歯科保健事業に活用 ヒョウカ ジネンド ジギョウ ホイクエン チイ チュウガッコウ ソ アラ クチ ジギョウ シカ ホケン ジギョウ カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		健診票も問診項目にあり、状況に応じて実施 ケンシン ヒョウ モンシン コウモク ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		状況により実施 ジョウキョウ ジッシ		1		就学前児童に係る連絡会を実施（教育委員会主催） シュウガクマエ ジドウ カカ レンラクカイ ジッシ キョウイク イインカイ シュサイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		研修会がある時は積極的に参加している ケンシュウカイ トキ セッキョクテキ サンカ								1				1

		403		705		新潟県		新発田市		健康推進課健やか育児支援係 ケンコウ スイシンカ スコ イクジ シエン カカリ		中村静夏 ナカムラ シズカ		0254-22-3101		0252-21-1091		1		kenkou@city.shibata.lg.jp		0		1				1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		707		24		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の状況を年度でまとめ、歯科協議会ではかり、次年度の計画に活かしている、 ショク ジョウキョウ ネンド シカ キョウギカイ ジネンド ケイカク イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診毎に「育児の手引き」を配布し、発達・栄養・歯科について指導している ケンシン ゴト イクジ テビ ハイフ ハッタツ エイ ヨウ シカ シドウ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出（母子手帳発行）時、新生児訪問の時啓発を行っている。 ニンシン トドケデ ボシ テチョウ ハッコウ ジ シンセイジ ホウモン トキ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		母子愛育会、県の研修会に参加している ボシ アイイク カイ ケン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1

		404		709		新潟県		見附市		教育委員会こども課元気子育て係 キョウイク イインカイ カ ゲンキ コソダ カカリ		桑原裕美 クワハラ ユミ		0258-62-1700		0258-63-5003		1		kodomo@city.mitsuke.niigata.jp		0		1		1		1		0		3		4		300		292		1		0		1		5		1		6		302		296		1		0		1		5		1		6		302		296		1		0		2		11		3		0		289		282		1		0		2		11		3		0		289		282		338		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集団指導で結果をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ シュウダン シドウ ケッカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診会場での集団指導、掲示用パネル、個別相談時のパンフレットを使用した指導 ケンシン カイジョウ シュウダン シドウ ケイジヨウ コベツ ソウダン ジ シヨウ シドウ		0						1				0		0				1		新生児訪問とこんにちは赤ちゃん訪問での啓発 シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ケイハツ		0						0				0				0				0				1		0				1		母子担当保健師と家庭児童相談員との連絡会（1回/月）、保育園・幼稚園訪問（2回/月） ボシ タントウ ホケンシ カテイ ジドウ ソウダン イン レンラクカイ カイ ツキ ホイクエン ヨウチエン ホウモン カイ ツキ		0		0				1		保育園・幼稚園訪問を通じて連携 ホイクエン ヨウチエン ホウモン ツウ レンケイ		0		0		0				1		受診票結果通知の把握、小児科医師より随時電話連絡 ジュシン ヒョウ ケッカ ツウチ ハアク ショウニカ イシ ズイジ デンワ レンラク		0		0		0		0				1		ｹｰｽ検討 ケントウ		1		ｹｰｽ検討 ケントウ		0				0		0								1		1				1

		405		809		長野県		岡谷市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		小野郁恵 オノ イクエ		0266-23-4811		0266-23-4825		1		kenkou@city.okaya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		349		340		1		0		1		6		1		7		365		356		1		0		1		6		1		7		365		356		1		0		3		0		3		1		369		354		1		0		3		0		3		1		369		354		351		71		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		いきいきママ応援講座（7～8か月児の母対象）にて、親子の愛着形成について講義 オウエン コウザ ゲツ ジ ハハ タイショウ オヤコ アイチャク ケイセイ コウギ		0		0				0				1		0				1		市や県で作成したチラシを用いて妊娠届出時や出生届時に周知。パパママ教室で厚生労働省作成のDVDを用いて啓発している。 シ ケン サクセイ モチ ニンシン トドケデ ジ シュッセイ トド ジ シュウチ キョウシツ コウセイ ロウドウショウ サクセイ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				1				0				0		0

		406		833		長野県		立科町		町民課 チョウ カ		花岡美沙紀 ハナオカ ミサキ		0267-56-2311		0267-56-2310		1		t-hoken@town.tateshina.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		43		42		1		0		1		6		1		9		47		43		1		0		1		6		1		9		47		43		1		0		3		1		3		5		52		50		1		0		3		1		3		5		47		43		*		0		1		0		0		0				0				0		1		母子健康手帳交付時にハイリスクと判断した者へは、両親学級、電話連絡等の器械で状況確認を行う ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハンダン モノ リョウシン ガッキュウ デンワ レンラク トウ キカイ ジョウキョウ カクニン オコナ		1		0				1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスで受診者1人ひとりフォローアップの妥当性を検討する。フォローアップが必要となった者へは、関係者が情報共有を行いながら支援のつど評価を行う ケンシン ゴ ジュシンシャ ニン ダトウセイ ケントウ ヒツヨウ モノ カンケイシャ ジョウホウ キョウユウ オコナ シエン ヒョウカ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		407		569		千葉県		東金市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		櫻井貴子 サクライ タカコ		0475-50-1234		0475-53-4411		1		kenko@city.togane.lg.jp		0		1				0		1		3		6		426		336		1		0		1		6		1		11		426		421		1		0		1		6		1		11		426		421		1		0		3		6		3		11		407		394		1		0		3		6		3		11		407		394		439		161		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新米パパママ教室にてDVD シンマイ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県等の研修会参加 ケン トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		408		591		千葉県		山武市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田祐子 ヨシダ ユウコ		0475-80-1172		0475-80-1177		1		kenkoshien@city.sammu.lg.jp		0		1				1		0		3		11		282		271		1		0		1		6		1		11		275		263		1		0		1		6		1		11		275		263		1		0		3		6		3		11		328		311		1		0		3		6		3		11		328		311		320		109		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0						0				1		0				0				1		0				1		市のホームページ等でお知らせしている シ トウ シ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		愛育会、JFPA,看護協会、県など アイイク カイ カンゴ キョウカイ ケン		1		新生児、妊産婦訪問指導者研修会など シンセイジ ニンサンプ ホウモン シドウ シャ ケンシュウカイ		0				0		0										1

		409		577		千葉県		鴨川市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		石井和歌子 イシイ ワカコ		04-7093-7111		04-7093-7115		1		kenko@city.kamogawa.lg.jp		0		1				0		1		3		6		215		159		1		0		1		6		1		8		238		225		1		0		1		6		1		8		238		225		1		0		3		6		3		8		244		231		1		0		3		6		3		8		244		231		225		41		0		0		0		1		母子手帳交付時にリスクの有無、今後の支援の必要性を判断し、リスクのあるケースについては、その後の保健師の情報共有会でアセスメントしている。リスクがないと判断されたケースはアセスメントしていない ボシ テチョウ コウフ ジ ウム コンゴ シエン ヒツヨウセイ ハンダン ゴ ホケンシ ジョウホウ		0				0		1		ｹｰｽの状況により、保健婦間の情報共有会にて不定期に評価 ジョウキョウ ホケン フ カン ジョウホウ キョウユウ カイ フテイキ ヒョウカ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		個別相談の中で必要なケースには情報提供している。 コベツ ソウダン ナカ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ		0				0		1		個別相談の中で、育てにくさを感じるような発言があれば、掘り下げて情報収集アセスメントして対応している コベツ ソウダン ナカ ソダ カン ハツゲン ホ サ ジョウホウ シュウシュウ タイオウ		1		ポスター掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォローアップは各地区担当保健師に任せられている カクチク タントウ ホケンシ マカ		0				0		0		1		教育委員会担当者へ情報共有は行うが、共に評価する場はない。 キョウイク イインカイ タントウシャ ジョウホウ キョウユウ オコナ トモ ヒョウカ バ		0				0		0		0		1		仕組みはない。市内医療機関へは虐待担当課から虐待の可能性等あれば連絡をくれるよう申し出はしている（委託健診時とは限らない。） シク シナイ イリョウ キカン ギャクタイ タントウカ ギャクタイ カノウセイ トウ レンラク モウ デ イタク ケンシン ジ カギ		0				0				0				1		0

		410		570		千葉県		旭市		健康管理課支援班 ケンコウ カンリ カ シエン ハン		渡邉恵美子 ワタナベ エミコ		0479-57-3113		0479-50-5027		1		shien@city.asagi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		494		472		1		0		1		6		1		7		499		484		1		0		1		6		1		7		499		484		1		0		3		5		3		6		522		507		1		0		3		5		3		6		522		507		59		39		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健康教育内容に盛り込む ケンコウ キョウイク ナイヨウ モ コ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児（4か月児）健診にて。おすわり、ハイハイ、立っち等の説明、1歳6か月児健診で言葉の伸び方の説明 ニュウジ ゲツ ジ ケンシン タ トウ セツメイ サイ ゲツ ジ ケンシン コトバ ノ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		２～3か月児を対象とした「子育て学級｝にてDVD「赤ちゃんの泣きが止まらない」視聴 ゲツ ジ タイショウ コソダ ガッキュウ アカ ナ ト シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		411		600		千葉県		芝山町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		遠藤かおり エンドウ		0479-77-1891		0479-77-1970		1		hoken-c@town.shibayama.lg.jp		1		1				0		1		3		5		42		28		1		0		1		3		1		7		40		40		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		3		3		7		42		40		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診後や専門相談後のカンファレンスで検討している ケンシン ゴ センモン ソウダン ゴ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		電話確認の時期や訪問の必要性、専門相談を勧めるかなど、健診後のカンファレンスで検討している デンワ カクニン ジキ ホウモン ヒツヨウセイ センモン ソウダン スス ケンシン ゴ ケントウ		0		0				1		保育所の巡回相談や小学校との情報交換会を行っている。 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ショウ ガッコウ ジョウホウ コウカン カイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		412		596		千葉県		多古町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		遠藤奈摘 エンドウ ナ ツ		0479-76-3185		0479-76-3186		1		kenko@town.tako.chiba.jp		1		1		1		1		1		3		6		70		63		1		0		1		7		1		8		86		82		1		0		1		7		1		8		86		82		1		0		3		5		3		6		94		91		1		0		3		5		3		6		94		91		91		5		1		0				1		プレママ教室 キョウシツ		1		電話、訪問等 デンワ ホウモン トウ		0		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが虐待の疑いを把握した場合、主管課へ情報提供し共有している。 ナ ギャクタイ ウタガ ハアク バアイ シュカンカ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ		0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		成長・発達の過程を指導時に説明している セイチョウ ハッタツ カテイ シドウ ジ セツメイ		0		0				1		健診後カンファレンスを行い、必要な機関につなげられるようにしている。 ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウ キカン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		必要時、情報共有している ヒツヨウジ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤ともに、管内が行う研修会に参加できるよう配慮している。 ジョウキン ヒジョウキン カンナイ オコナ ケンシュウカイ サンカ ハイリョ						1						1

		413		590		千葉県		香取市		健康づくり課 ケンコウ カ		寺島雅代 テラシマ マサヨ		0478-50-1235		0478-54-7462		1		kenko10.sa@city.katori.lg.jp		0		1				1		0		3		5		417		403		1		0		1		6		1		8		446		424		1		0		1		6		1		8		446		424		1		0		3		5		3		7		511		479		1		0		3		5		3		7		511		479		455		4		1		0		0		1		母子保健推進員による妊婦訪問（希望した妊婦のみ）時に行っている ボシ ホケン スイシンイン ニンプ ホウモン キボウ ニンプ ジ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルとしては設定していないが、健診後のカンファレンスで状況共有し、次の支援につなげている。 セッテイ ケンシン ゴ ジョウキョウ キョウユウ ツギ シエン		0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診時の集団指導や個別面接時に伝えている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ コベツ メンセツ ジ ツタ		0		0				0				0		1		対象児への関わりをとおして、児に対する保護者の思いを把握し次の対応につなげている タイショウ ジ カカ ジ タイ ホゴシャ オモ ハアク ツギ タイオウ		1		母子保健推進員研修会等で健康教育を実施。母子手帳交付時の説明 ボシ ホケン スイシンイン ケンシュウカイ トウ ケンコウ キョウイク ジッシ ボシ テチョウ コウフ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価項目を設定していないが、各児に対し療育機関・保健所・教育委員会等と連携し成長過程や現状、関わりについて振り返りを実施している。 ヒョウカ コウモク セッテイ カク ジ タイ リョウイク キカン ホケンジョ キョウイク イイン カイ トウ レンケイ セイチョウ カテイ ゲンジョウ カカ フ カエ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		非常勤従事者に対し年度当初に打ち合わせの場を設け、事業に対する共通理解・情報共有をしている。 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ ネンド トウショ ウ ア バ モウ ジギョウ タイ キョウツウ リカイ ジョウホウ キョウユウ						1

		414		589		千葉県		匝瑳市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		齋木優子 サイキ ユウコ		0479-78-1200		0479-73-6223		1		k-kenko@city.sosa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		236		226		1		0		1		6		1		11		260		250		1		0		1		6		1		11		260		249		1		0		3		6		3		11		267		254		1		0		3		1		3		11		285		253		259		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕の保健指導の成果の評価方法を検討している。 ショク ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ホウホウ ケントウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		第１子や必要者に対して発達過程の見直しや情緒面の成長について説明している ダイ コ ヒツヨウ シャ タイ ハッタツ カテイ ミナオ ジョウチョ メン セイチョウ セツメイ		0				0		1		保健指導の内容を健診のカンファレンス等で検討している。 ホケン シドウ ナイヨウ ケンシン トウ ケントウ		1		両親学級で新生児の特徴を含め啓発を行っている リョウシン ガッキュウ シンセイジ トクチョウ フク ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検発行内容と結果をまとめ、医師にフィードバックしている。 セイ ケン ハッコウ ナイヨウ ケッカ イシ		0				0		1		定期的な評価をする機会は設けていないが、ｽﾀｯﾌ間で協議しながら随時方向性を決めている テイキテキ ヒョウカ キカイ モウ カン キョウギ ズイジ ホウコウセイ キ		0				0		0		1		各機関で評価した内容をつきあわせている カクキカン ヒョウカ ナイヨウ		0				1		0		0		0				1		愛育会、JFPA,看護協会、県など家族計画協会等の研修会に参加している。 アイイク カイ カンゴ キョウカイ ケン カゾク ケイカク キョウカイ トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		415		605		千葉県		白子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鈴木 スズキ		0475-33-2179		0475-33-4132		1		hoken@town.shirako.lg.jp		1		1		1		1		0		4		*		60		59		1		0		1		6		1		8		71		71		1		0		1		6		1		8		71		71		1		0		3		6		3		8		72		67		1		0		3		6		3		8		72		67		54		9		0		0		0		1		妊婦健診の受診状況を確認 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ カクニン		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健師による個別相談の実施 ホケンシ コベツ ソウダン ジッシ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援委員会にて評価をしている キョウイク シエン イインカイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		416		573		千葉県		市原市		保健福祉部保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		松田ひろみ マツダ		0436-23-1187		0436-23-1295		1		hoken-center@city.ichihara.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		2023		1935		1		0		1		6		1		11		2037		1951		1		0		1		6		1		11		2037		1950		1		0		3		5		3		11		2220		2086		1		0		3		5		3		11		2220		2086		2076		92		0		0		0		1		保健師が対面して母子健康手帳を交付した時のみ行っている ホケンシ タイメン ボシ ケンコウ テチョウ コウフ トキ オコナ		0				1		0				1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		健診結果、問診等を集計分析し、事業計画の際に活用する他従事者間で研修等を通じて共有している ケンシン ケッカ モンシン トウ シュウケイ ブンセキ ジギョウ ケイカク サイ カツヨウ ホカ ジュウジシャ カン ケンシュウトウ ツウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳に掲載し啓発。初妊婦対象のプレママ教室で抱き方の実習を行い啓発。新生児訪問にて啓発。 ボシ ケンコウ テチョウ ケイサイ ケイハツ ショ ニンプ タイショウ キョウシツ ダ カタ ジッシュウ オコナ ケイハツ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0						0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診内容に関する研修を実施する場合は常勤、非常勤共に参加を促している。 ケンシン ナイヨウ カン ケンシュウ ジッシ バアイ ジョウキン ヒジョウキン トモ サンカ ウナガ						1		1

		417		578		千葉県		鎌ヶ谷市		健康福祉部健康増進課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		舘岡 タテオカ		047-445-11418（内731） ナイ		047-445-8261		1		kenkan@city.kamagaya.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		853		746		1		0		1		8		1		11		903		850		1		0		1		8		1		11		903		850		1		0		3		5		3		11		962		866		1		0		3		5		3		11		962		860		926		34		1		0		0		1		交付時から必要時、継続的に実施 コウフ ジ ヒツヨウジ ケイゾクテキ ジッシ		0				0		1		定期的ではないが、必要に応じて評価している。 テイキテキ ヒツヨウ オウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		評価した内容に基づいて次年度の健康教育や保健指導等に反映させている ヒョウカ ナイヨウ モト ジネンド ケンコウ キョウイク ホケン シドウ トウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		全数に健診等でスクリーニングを実施しており、個々に合わせて指導している。 ゼン スウ ケンシン トウ ジッシ ココ ア シドウ		0		0				1		ｹｰｽ検討会議等で実施 ケントウ カイギ トウ ジッシ		0		0				1		パパママ教室、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん事業等においてリーフレットやDVDを用いて教育している。また4か月児健康相談において問診に取り入れている。 キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ジギョウ トウ モチ キョウイク ゲツ ジ ケンコウ ソウダン モンシン ト イ		0		0				1		精検発行後の診断等を確認している。 セイ ケン ハッコウ ゴ シンダントウ カクニン		0				0		定期的ではないが、前回の健診でのフォロー方法と今回の健診での結果のつきあわせをしｽﾀｯﾌ間で共有している。 テイキテキ ゼンカイ ケンシン ホウホウ コンカイ ケンシン ケッカ カン キョウユウ		0				0		0				0				0		1				1		就学時健診と3歳児健診のﾏｯﾁﾝｸﾞ シュウガク ジ ケンシン サイジ ケンシン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		心理発達相談員からスクリーニングに関する手法のの講義など行っている シンリ ハッタツ ソウダン イン カン シュホウ コウギ オコナ		1		連絡会などで必要時行っている レンラクカイ ヒツヨウジ オコナ		0				0		0								1		1		1		1

		418		576		千葉県		我孫子市		健康福祉部健康づくり支援課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン カ		一場 イチバ		04-7185-1126		04-7185-1144		1		abk_hokencenter@city.abiko.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		872		807		1		0		1		6		1		11		975		903		1		0		1		6		1		11		970		900		1		0		3		6		3		11		1042		897		1		0		3		6		3		11		1042		890		886		383		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		必要時、要保護児童対策地域協議会のｹｰｽとする。要保護児童対策地域協議会及び所轄部署に報告、連携実施 ヒツヨウジ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ カイ オヨ ショカツ ブショ ホウコク レンケイ ジッシ		1		計画の目標値に保健指導の内容を定め年1回達成度などの確認を行い次年度事業を行う際活用している。 ケイカク モクヒョウチ ホケン シドウ ナイヨウ サダ ネン カイ タッセイ ド カクニン オコナ ジネンド ジギョウ オコナ サイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診で言語やコミュニケーションの発達を説明指導。 サイ ゲツ ジ ケンシン ゲンゴ ハッタツ セツメイ シドウ		0						0				1		0				0				1		0				1		医師の判断、検尿、視力検査 イシ ハンダン ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		職場内事例検討会。他機関主催の研修に積極的に公務として参加 ショクバ ナイ ジレイ ケントウカイ タ キカン シュサイ ケンシュウ セッキョクテキ コウム サンカ		0				0				0		0				1				1				1

		419		585		千葉県		印西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		平川知恵 ヒラカワ チエ		0476-42-5595		0476-42-5514		1		kenkouka@city.inzai.lg.jp		0		1				0		1		3		6		736		691		1		0		1		5		1		7		827		810		1		0		1		5		1		7		827		809		1		0		3		5		3		7		973		920		1		0		3		5		3		7		973		919		698		12		1		0		0		0		保健師以外の者が交付した際は、業務担当がハイリスク妊婦をセレクトしその後地区担当保健保健師が支援している。 ホケンシ イガイ モノ コウフ サイ ギョウム タントウ ニンプ ゴ チク タントウ ホケン ホケンシ シエン		1		4か月児相談で業務担当が継続の必要な対象を実施前に抽出し、結果をカースカンファレンスで共有している。 ゲツ ジ ソウダン ギョウム タントウ ケイゾク ヒツヨウ タイショウ ジッシ マエ チュウシュツ ケッカ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		各健診について対象者をスタッフが共通認識したうえで健診後ケースカンファで今後の支援について検討する カク ケンシン タイショウシャ キョウツウ ニンシキ ケンシン ゴ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		プレママクラス、4か月児相談で口頭で伝えている ゲツ ジ ソウダン コウトウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各健診前に、その健診担当者がそれまでの支援状況を把握し、経過観察としてセレクトしたうえで事前カンファレンスでスタッフが共有。健診後の同日カンファレンスで結果を共有 カク ケンシン マエ ケンシン タントウシャ シエン ジョウキョウ ハアク ケイカ カンサツ ジゼン キョウユウ ケンシン ゴ ドウジツ ケッカ キョウユウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		新任期の保健師は愛育会等の研修を受講させている シンニンキ ホケン シ アイイク カイ トウ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0		各健診会場で毎回カンファレンスを実施し、判断・支援方法を共有している カク ケンシン カイジョウ マイカイ ジッシ ハンダン シエン ホウホウ キョウユウ								1

		420		560		千葉県		銚子市		健康福祉部健康づくり課母子保健班 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン ハン		笹本尚子 ササモト ナオコ		0479-24-8070		0479-24-8071		1		kenkou@city.choshi.lg.jp		0		1				1		0		4		9		298		287		1		0		1		7		1		11		338		329		1		0		1		7		1		11		338		329		1		0		3		6		3		11		368		357		1		0		3		6		3		11		368		357		331		90		1		0		0		0				1		事業担当が年に２～３回支援状況について評価している ジギョウ タントウ ネン カイ シエン ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月、９か月、１歳６か月健診、３歳児健診の際、少し先の到達する発達過程についてパンフレット等を利用して個別説明している ゲツ ゲツ サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン サイ スコ サキ トウタツ ハッタツ カテイ トウ リヨウ コベツ セツメイ		0		0				1				0		0				1		パパママ、新生児訪問の際 シンセイジ ホウモン サイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		年１回検討会を開催している ネン カイ ケントウカイ カイサイ		0				0				0		0								1

		421		1724		政令市 セイレイシ		さいたま市		保健福祉局保健部健康増進課 ホケン フクシ キョク ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		白鳥孝太郎 シラトリ コウタロウ		047-829-1294		047-829-1967		1		kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp		1		1				0		1		4		5		11003		10370		0		1		1		6		1		11		11289		10707		0		1		1		6		1		11		11289		8543		0		1		3		6		3		11		11445		10685		0		1		3		6		3		11		11445		8525		11452		*		0		0		1		0				1		特定妊婦について、支援の方向性の確認や内容の検討を定期的に行っている トクテイ ニンプ シエン ホウコウセイ カクニン ナイヨウ ケントウ テイキテキ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		個別のケースワークの一環として、必要に応じ医療機関に連絡をする。 コベツ イッカン ヒツヨウ オウ イリョウ キカン レンラク		0		0		1		0				*		*		*				0		0		0		0		0		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				*				*		*				*				*		*				1		産婦新生児訪問と乳児全戸訪問時に「赤ちゃんが泣きやまない」というリーフレットを配布。リーフレット記載内容のQRコードを読み込むことでスマホでリーフレットの内容を動画で見られるようにしている。 サンプ シンセイジ ホウモン ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ アカ ナ ハイフ キサイ ナイヨウ ヨ コ ナイヨウ ドウガ ミ		0		0				0				0				0				0				0		0				*				*		*				*				*		*		*				1		健康診査表に、医師の判定のほか、市への連絡事項等を記載する欄を設けている。 ケンコウ シンサ ヒョウ イシ ハンテイ シ レンラク ジコウ トウ キサイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		マニュアルにて健診内容・精度の統一を図っている ケンシン ナイヨウ セイド トウイツ ハカ

		422		553		埼玉県		神川町		保健センター ホケン		木村めぐみ キムラ		0495-77-4041		0495-77-0550		1		hoken@town.kamikawa.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		88		87		1		0		1		6		1		7		101		98		1		0		1		6		1		7		101		98		1		0		3		3		3		4		117		114		1		0		3		3		3		4		117		114		81		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕の保健指導の成果の評価はしているが、毎年は事業計画に活用できていない ショク ホケン シドウ セイカ ヒョウカ マイネン ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１歳児健診で１歳頃から１歳半頃に到達する社会性の発達過程を説明しチラシを渡している サイジ ケンシン サイ コロ サイハン コロ トウタツ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ ワタ		0		0				0				0		1		来所時の親の表情、子への関わり方を直接確認したり、問診で親の体調等を把握し保健指導をしているが、評価となると一部のみになっている ライ ショ ジ オヤ ヒョウジョウ コ カカ カタ チョクセツ カクニン モンシン オヤ タイチョウ トウ ハアク ホケン シドウ ヒョウカ イチブ		1		赤ちゃん訪問時にパンフレットを渡し説明している。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の保育所、幼稚園に限られてしまうが定期的に訪問し児の用紙を担任の先生と確認し評価している。 チョウナイ ホイク ジョ ヨウチエン カギ テイキテキ ホウモン ジ ヨウシ タンニン センセイ カクニン ヒョウカ		0				0		1		0		0				1		県等の研修会に参加している ケン トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1

		423		517		埼玉県		戸田市		福祉保健センター健康増進担当 フクシ ホケン ケンコウ ゾウシン タントウ		奥野加奈子 オクノ カナコ		048-446-6491		048-446-6284		1		health@city.toda.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		1555		1522		1		0		1		8		2		0		1555		1489		1		0		1		8		2		0		1555		1488		1		0		3		6		4		0		1510		1394		1		0		3		6		4		0		1510		1393		1621		384		1		1		0		1		医療機関からの連絡があった時 イリョウ キカン レンラク トキ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診の問診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ イ		0		0				1		乳幼児健診の問診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ オコナ		0		0				1		産婦・新生児訪問の際にチラシを配布し説明している。乳幼児健診の問診時に行っていた サンプ シンセイジ ホウモン サイ ハイフ セツメイ ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0		各健診担当者によって異なる カク ケンシン タントウシャ コト		0		1				0				0		0		1		５歳児発達健診にてフォローしている。 サイジ ハッタツ ケンシン		0				0		0		1		0				1		県研修への参加等 ケン ケンシュウ サンカ トウ		0				0				0		0				1

		424		540		埼玉県		滑川町		健康づくり課保健センター ケンコウ カ ホケン		厚目未奈子 アツ メ ミナコ		0493-56-5330		0493-56-5331		1		na3411305@town.namegawa.lg.jp		0		1		1		1		0		4		4		167		159		1		0		1		6		1		6		172		172		1		0		1		6		1		6		172		172		1		0		3		6		3		8		188		185		1		0		3		6		3		8		188		185		173		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導の場面で説明 ホケン シドウ バメン セツメイ		0		0				0				1		0				1		症候群を知らない人へは健診時に説明 ショウコウグン シ ヒト ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼稚園巡回や個別発達相談において評価 ヨウチエン ジュンカイ コベツ ハッタツ ソウダン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所での研修への参加等 ホケンジョ ケンシュウ サンカトウ		1		保健所での研修への参加等 ホケンジョ ケンシュウ サンカトウ		0				0		0														1

		425		515		埼玉県		越谷市		市民健康課 シミン ケンコウ カ		小池美奈子、米永真紀 コイケ ミナコ ヨネナガ マキ		048-978-3511		048-978-0317		1		10083200@city.koshigaya.saitama.jp		0		1				0		1		4		4		2811		2678		1		0		1		6		1		11		2836		2724		1		0		1		6		1		11		2836		2724		1		0		3		0		3		11		2916		2778		1		0		3		0		3		11		2916		2778		2859		93		0		1		0		0				0				0		1		継続支援者等に対して必要時行っている ケイゾク シエン シャ トウ タイ ヒツヨウジ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕有の年次推移を追っている ショク アリ ネンジ スイイ オ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、乳幼児健診後のフォローで説明している イクジ ソウダン ニュウヨウジ ケンシン ゴ セツメイ		0		0				0				0		1		今後検討 コン ウシロ ケントウ		1		母親学級で啓発している ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今後検討 コン ゴ ケントウ		1		療育機関と定期的に会議を行っている リョウイク キカン テイキテキ カイギ オコナ		0		0		0				1		必要な場合、健診票に記載してもらう ヒツヨウ バアイ ケンシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		今後検討 コンゴ ケントウ						1		1				1

		426		398		茨城県		水戸市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		高安克子 タカヤス カツコ		029-243-7311		029-243-0157		1		health@city.mito.lg.jp		0		1				0		1		3		6		2391		2238		1		0		1		6		1		11		2436		2212		1		0		1		6		1		11		2436		2208		1		0		3		0		3		11		2398		2089		1		0		3		0		3		11		2398		2089		2696		220		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		1		0		1		事前に健診スタッフに情報を伝えておく。健診の問診票に印をつけスタッフがわかるようにする ジゼン ケンシン ジョウホウ ツタ ケンシン モンシン ヒョウ シルシ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親（両親）教室でビデオ視聴、広報等に掲載し周知 ハハオヤ リョウシン キョウシツ シチョウ コウホウ トウ ケイサイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診の受診票に連絡事項として記載してもらっている。緊急の時は電話連絡 ケンシン ジュシン ヒョウ レンラク ジコウ キサイ キンキュウ トキ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		427		406		茨城県		常総市		保健推進課 ホケン スイシンカ		植竹・若林 ウエタケ ワカバヤシ		0297-23-3111		0297-23-3119		1		hokenshidou@city.joso.lg.jp		0		1				1		1		3		5		1210		488		1		0		1		6		1		11		469		410		1		0		1		6		1		11		469		411		1		0		3		1		3		11		505		471		1		0		3		1		3		11		505		471		488		0		0		1		0		0				1		妊娠から出産後の時期にハイリスクとなっている内容が改善されているか ニンシン シュッサン ゴ ジキ ナイヨウ カイゼン		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児訪問や３～４か月児健診時、離乳食教室等でパンフレットを配布、説明 ニュウジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ジ リニュウショク キョウシツ トウ ハイフ セツメイ		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		心理士とのカンファレンス、保健師間で話し合い シンリシ ホケンシ カン ハナ ア		0		0				1		保健センターでの発達相談、保育所や幼稚園での巡回相談時に心理士や園の先生とのカンファレンス ホケン ハッタツ ソウダン ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ジ シンリシ エン センセイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や団体が主催する研修会への参加 ケン ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		428		460		栃木県		壬生町		民生部こども未来課 ミンセイ ブ ミライ カ		麦倉 ムギクラ		0282-81-1887		0282-81-1121		1		kodomo@town.mibu.tochigi.jp		0		1				1		0		4		4		316		304		1		0		1		6		1		6		315		305		1		0		1		6		1		6		315		305		1		0		3		2		3		2		337		326		1		0		3		2		3		2		337		326		318		8		1		0		0		0				0				0		1		係で共有し支援の方向性について確認する カカリ キョウユウ シエン ホウコウセイ カクニン		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				0		1		健診の面接場面において親の反応に応じて行っている ケンシン メンセツ バメン オヤ ハンノウ オウ オコナ		0				1		0				0				0		1		健診の問診票の項目において説明 ケンシン モンシン ヒョウ コウモク セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などで開催される研修会に参加 ケン カイサイ ケンシュウカイ サンカ

		429		461		栃木県		野木町		町民生活部健康福祉課健康増進係 チョウミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		加藤 カトウ		0280-57-4171		0280-57-4193		1		kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		196		196		1		0		1		6		99		99		212		200		1		0		1		6		99		99		212		200		1		0		3		1		99		99		188		181		1		0		3		1		99		99		188		181		201		57		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		こども教育課へ報告 キョウイク カ ホウコク		*				*		*				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*				*		*		*				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		430		442		栃木県		足利市		福祉部健康増進課 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小倉 オグラ		0284-40-3115		0284-41-1977		1		health@city.ashikaga.lg.jp		1		1				1		0		*		*		1052		1021		1		0		1		6		1		11		1102		1061		1		0		1		6		1		11		1102		1056		1		0		3		0		3		11		1029		994		1		0		3		0		3		11		1029		985		998		98		0		0		0		1		妊娠届出時のアンケート項目で妊娠中の健康課題等をアセスメントし課題があるケースへ訪問等のアプローチをしている ニンシン トドケデ ジ コウモク ニンシンチュウ ケンコウ カダイ トウ カダイ ホウモン トウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯の状況をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ罹患状況が年々高うなっている状況から歯科衛生士の健康教育内容と問診項目を変更した ハ ジョウキョウ リカン ジョウキョウ ネンネン タカ ジョウキョウ シカ エイセイシ ケンコウ キョウイク ナイヨウ モンシン コウモク ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う歯予防のための食生活習慣 シ ヨボウ ショク セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				0		1		発達過程の見通しが分からない保護者に対して母子手帳やリーフレットを活用して個別相談で説明している。又、健診の集団教育中に身体発達のポイントを説明している ハッタツ カテイ ミトオ ワ ホゴシャ タイ ボシ テチョウ カツヨウ コベツ ソウダン セツメイ マタ ケンシン シュウダン キョウイクチュウ シンタイ ハッタツ セツメイ		0				0		1		育児困難感の割合を各健診毎に経年的に評価している。各健診事後に個別相談をすべて実施し、困難感の要因や対応について助言等を行い、必要に応じて専門スタッフによる相談や関係機関へ連携している。 イクジ コンナン カン ワリアイ カク ケンシン ゴト ケイネンテキ ヒョウカ カク ケンシン ジ ゴ コベツ ソウダン ジッシ コンナン カン ヨウイン タイオウ ジョゲントウ オコナ ヒツヨウ オウ センモン ソウダン カンケイ キカン レンケイ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		困難ｹｰｽについては、随時ケースカンファレンスを実施している。 コンナン ズイジ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		ペアレントトレーニング研修 ケンシュウ		1		ペアレントトレーニング研修 ケンシュウ		0				0		1		医師については健康福祉センター主催の療育ネットワーク会議及び乳幼児期の健康診査の従事医師研修会内で実施 イシ ケンコウ フクシ シュサイ リョウイク カイギ オヨ ニュウヨウジ キ ケンコウ シンサ ジュウジ イシ ケンシュウカイ ナイ ジッシ						1		1

		431		1690		中核市 チュウカクシ		高崎市		保健医療部健康課母子保健担当 ホケン イリョウ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		小池芙美子 コイケ フミコ		027-381-6113		027-381-6125		1		kenkou@city.takasaki.lg.jp		0		1				0		1		3		4		3152		3110		1		0		1		6		1		11		3089		3053		1		0		1		6		1		11		3089		3053		1		0		3		0		3		11		3125		3061		1		0		3		0		3		11		3125		3060		3158		105		1		1		0		0				1		母子健康手帳の交付時等で、継続支援が必要と思われた妊婦は登録をしフォローアップ時期や方法を決定。支援実施後アセスメントし評価している ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ トウ ケイゾク シエン ヒツヨウ オモ ニンプ トウロク ジキ ホウホウ ケッテイ シエン ジッシ ゴ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		年度集計、年次推移を関係者で共有し事業や指導内容に活用している ネンド シュウケイ ネンジ スイイ カンケイシャ キョウユウ ジギョウ シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診や保健指導の中で、その時期の発達の目安や次の健診・相談までの発達過程の説明指導を心がけている。資料・パンフレットなども活用している。 カク ケンシン ホケン シドウ ナカ ジキ ハッタツ メヤス ツギ ケンシン ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ シドウ ココロ シリョウ カツヨウ		0		0				1		育てにくさを訴える親に対して、親の要因か子どもに問題があるか、生活に要因があるのか、評価を見極め、支援を行っている。健診の事後指導の教室の中で問題を明らかにし次のステージへつなげている ソダ ウッタ オヤ タイ オヤ ヨウイン コ モンダイ セイカツ ヨウイン ヒョウカ ミキワ シエン オコナ ケンシン ジ ゴ シドウ キョウシツ ナカ モンダイ アキ ツギ		0		0				1		マタニティクラス、股関節脱臼（２～３か月）等でDVDを活用し啓発に努めている。 コカンセツ ダッキュウ ゲツ トウ カツヨウ ケイハツ ツト		0		0				0				0				0				0				1		1		医師の判定と保健指導の判定を別にして管理している。 イシ ハンテイ ホケン シドウ ハンテイ ベツ カンリ		1		健診時の判定を基に保健指導や支援を実施し、その都度対象者の状況を評価し、支援を終了、継続の判断をしている。継続の場合は更に支援の方法、内容を再考している。 ケンシン ジ ハンテイ モト ホケン シドウ シエン ジッシ ツド タイショウシャ ジョウキョウ ヒョウカ シエン シュウリョウ ケイゾク ハンダン ケイゾク バアイ サラ シエン ホウホウ ナイヨウ サイコウ		0		0				0				0		0		1		乳幼児健診以降、必要に応じて、こども発達センターや療育機関、保育所・幼稚園に情報提供したり、連携したりしている。それらの機関と母子保健との連携した評価をその都度行っている ニュウヨウジ ケンシン イコウ ヒツヨウ オウ ハッタツ リョウイク キカン ホイク ジョ ヨウチエン ジョウホウ テイキョウ レンケイ キカン ボシ ホケン レンケイ ヒョウカ ツド オコナ		1		健診票は２枚複写。１枚は市への報告用。用紙に市への連絡欄を設け、医師から市への支持を記入してもらっている ケンシン ヒョウ ニマイ フクシャ マイ シ ホウコクヨウ ヨウシ シ レンラク ラン モウ イシ シ シジ キニュウ		0		0		0		0				1		外部の研修が主。内部は必要があれば随時。 ガイブ ケンシュウ オモ ナイブ ヒツヨウ ズイジ		0				0				0		0				1				1

		432		483		群馬県		中之条町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		桑原奈緒子 クワハラ ナオコ		0279-75-8833		0279-76-3013		1		hokencenter@town.nakanojo.gunma.jp		0		1				1		0		4		*		80		79		1		0		1		7		1		8		87		85		1		0		1		7		1		8		87		85		1		0		3		1		3		2		86		84		1		0		3		1		3		2		86		84		93		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		コミュニケーションや声掛け、遊びの仕方 コエカ アソ シカタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		433		486		群馬県		草津町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		白鳥千春 シロトリ チハル		0279-88-5797		0279-88-1055		2		shiratori-t@town.kusatsu.gunma.jp		0		1				1		0		4		5		31		29		1		0		1		6		1		9		42		38		1		0		1		6		1		9		42		38		1		0		3		4		3		7		45		45		1		0		3		4		3		7		45		45		37		6		1		0		0		0				0				0		1		定期的に評価は行っておらず、必要に応じて不定期に評価を行っている。 テイキテキ ヒョウカ オコナ ヒツヨウ オウ フテイキ ヒョウカ オコナ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会で関係機関と情報共有を行い支援の要否、内容の協議を行う ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ オコナ シエン ヨウヒ ナイヨウ キョウギ オコナ		1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期には１歳までの発達を、１歳時点で、３歳までの発達についてパンフレットを用いて説明、指導している。 ニュウジキ サイ ハッタツ サイ ジテン サイ ハッタツ モチ セツメイ シドウ		0		0				1		健診時に配布しているアンケートに「育てにくさを感じているか」という項目を取り入れている。 ケンシン ジ ハイフ ソダ カン コウモク ト イ		0		0				1		妊娠期→両親学級での情報提供及び指導。乳児期（訪問・健診）→パンフレットを用いて説明指導 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ ジョウホウ テイキョウ オヨ シドウ ニュウジキ ホウモン ケンシン モチ セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次の健診への受診勧奨や家庭訪問により、対象児の状況を確認する ツギ ケンシン ジュシン カンショウ カテイ ホウモン タイショウ ジ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		保育所・幼稚園との情報交換。療育機関利用や相談支援の状況を把握して評価している ホイク ジョ ヨウチエン ジョウホウ コウカン リョウイク キカン リヨウ ソウダン シエン ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1		1				1

		434		780		山梨県		甲府市		福祉部福祉総室健康衛生課 フクシ ブ フクシ ソウ シツ ケンコウ エイセイカ		小尾恵子 チイ オ ケイコ		055-237-8950		055-227-5294		1		kennkouei@city.kofu.lg.jp		0		1				1		1		3		5		*		*		1		0		1		6		1		11		1546		1463		1		0		1		6		1		11		1546		1463		1		0		3		6		3		11		1500		1358		1		0		3		6		3		11		1500		1358		1069		94		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象者に応じてポイントは変わるので、ここで一つだけを選ぶことは難しい・ タイショウシャ オウ カ ヒト エラ ムツカ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時に母子健康手帳と同時に配布している資料に掲載 ニンシン トドケデ ジ ボシ ケンコウ テチョウ ドウジ ハイフ シリョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		各研修会に参加できるように勤務体制を調整する カクケンシュウカイ サンカ キンム タイセイ チョウセイ		0				0				0		0										1

		435		797		山梨県		富士川町		子育て支援課 コソダ シエン カ		池田 イケダ		0556-22-7221		0556-22-8666		1		kosodate@town.fujikawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		107		104		1		0		1		6		1		7		60		59		1		0		1		6		1		7		60		59		1		0		3		1		3		2		105		101		1		0		3		1		3		2		105		101		82		21		1		0		0		0				1		本人への電話や訪問にて状況の確認。担当内で月１回評価 ホンニン デンワ ホウモン ジョウキョウ カクニン タントウ ナイ ツキ カイ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1				0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		集団療育事業にて親子の行動観察やアンケートの実施 シュウダン リョウイク ジギョウ オヤコ コウドウ カンサツ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回担当内で状況の確認と評価 ツキ カイ タントウ ナイ ジョウキョウ カクニン ヒョウカ		0		0				1		年長児を対象に行動観察と評価 ネンチョウジ タイショウ コウドウ カンサツ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		OJTで研修の伝達 ケンシュウ デンタツ		0				0				0		0										1				1

		436		935		静岡県		御殿場市		健康推進課母子保健スタッフ ケンコウ スイシンカ ボシ ホケン		高木早苗 タカギ サナエ		0550-82-1111		0500-84-9151		1		kenko@city.gotemba.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		970		797		1		0		1		6		1		11		874		855		1		0		1		6		1		11		874		855		1		0		3		0		3		11		884		842		1		0		3		0		3		11		884		842		886		119		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		健診票結果欄に要訪問、要育児指導項目あり ケンシン ヒョウ ケッカ ラン ヨウ ホウモン ヨウ イクジ シドウ コウモク		0				0				0				1		0

		437		768		福井県		鯖江市		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		清水 シミズ		0778-52-1138		0778-52-1116		1		SC-Kenko@city.sabae.lg.jp		0		1				0		1		4		4		599		591		1		0		1		6		1		7		628		625		1		0		1		6		1		7		628		625		1		0		3		0		3		1		654		645		1		0		3		0		3		1		654		645		632		83		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		幼児健診時に児童福祉課の相談員が複数で配置されており、連携している。 ヨウジ ケンシン ジ ジドウ フクシカ ソウダンイン フクスウ ハイチ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問時、資料に基づき説明。１歳６か月児健診，３歳児健診時説明。２歳児に保護者向けに発達に関するアンケートを郵送。必要者に説明。 シンセイジ ホウモン ジ シリョウ モト セツメイ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ セツメイ サイジ ホゴシャ ム ハッタツ カン ユウソウ ヒツヨウ シャ セツメイ		0		0				1		発達支援の教室で保護者のアンケート等で確認している。 ハッタツ シエン キョウシツ ホゴシャ トウ カクニン		0		0				1		新生児訪問の資料に基づき説明。 シンセイジ ホウモン シリョウ モト セツメイ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				1		医師の判断 イシ ハンダン		0				0		0				1		２歳アンケートや保育園フォローで判定の適否などを確認 サイ ホイクエン ハンテイ テキヒ カクニン		0		0				0		一部の幼児だが、ふくいっ子ファイルを使って、保・幼・療Cと連携しているが、一部の保とは連携しにくい イチブ ヨウジ コ ツカ ホ ヨウ イヤス レンケイ イチブ ホ レンケイ		0		1		0				1		・妊婦健診や乳幼児健診時の健診票に記載できるスペースを設けている。・年度当初の委託契約締結依頼時にに連携について医師への以来の文書を郵送 ニンプ ケンシン ニュウヨウジ ケンシン ジ ケンシン ヒョウ キサイ モウ ネンド トウショ イタク ケイヤク テイケツ イライ ジ レンケイ イシ イライ ブンショ ユウソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1		1		1

		438		936		静岡県		袋井市		総合健康センター健康づくり課母子予防接種係 ソウゴウ ケンコウ ケンコウ カ ボシ ヨボウ セッシュ カカリ		松浦敦子 マツウラ アツコ		0538-42-7410		0538-42-7276		1		kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		4		936		891		1		0		1		6		1		11		920		880		1		0		1		6		1		11		920		880		1		0		3		0		3		11		966		912		1		0		3		0		3		11		966		912		970		40		0		0		0		1		ハイリスク妊婦については、母子手帳を交付した時に行っている。 ニンプ ボシ テチョウ コウフ トキ オコナ		1		ハイリスク家庭等のケース連絡会にかけて確認している。 カテイ トウ レンラクカイ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		次の健診、相談までの間の成長発達について大まかに説明し、親の対応方法等について伝える。 ツギ ケンシン ソウダン アイダ セイチョウ ハッタツ オオ セツメイ オヤ タイオウ ホウホウ トウ ツタ		0		0				0				1		0				0				0		1		親子手帳に記載している オヤコ テチョウ キサイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		健診、相談事業の共通理解。発達障害や小児の疾患について ソウダン ジギョウ キョウツウ リカイ ハッタツ ショウガイ ショウニ シッカン		0				0		0

		439		889		岐阜県		瑞浪市		健康づくり課 ケンコウ カ		小川明日香 オガワ アスカ		0572-68-9786				1		kenko@city.mizunami.lg.jp		0		1				1		0		3		*		258		262		1		0		1		7		1		11		253		252		1		0		1		7		1		11		253		251		1		0		2		11		3		11		295		287		1		0		2		11		3		11		295		287		313		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		市役所社会福祉課につなぎ次の支援への橋渡しを行う。 シヤクショ シャカイ フクシカ ツギ シエン ハシワタ オコナ		1		う蝕罹患率の推移により評価している ショク リカン リツ スイイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		市内栄養士連絡会を年２～３回開催し、ライフステージを通した食育の実施を心がけています。母子保健計画や健康づくり計画にて、実施した効果。評価を行います。 シナイ エイヨウシ レンラクカイ ネン カイ カイサイ トオ ショクイク ジッシ ココロ ボシ ホケン ケイカク ケンコウ ケイカク ジッシ コウカ ヒョウカ オコナ				発達過程を表にして配布し、母と共に発達過程を確認する機会を設けている。 ハッタツ カテイ ヒョウ ハイフ ハハ トモ ハッタツ カテイ カクニン キカイ モウ		1		0				0				0		1		育てにくさの背景（要因）に対する保健指導を記録し、保健師間で共有する中でアドバイスを受け、個々に評価している。 ソダ ハイケイ ヨウイン タイ ホケン シドウ キロク ホケン シ カン キョウユウ ナカ ウ ココ ヒョウカ		1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		毎年フォローアップ内容、方法について見直しする機会を職員間で持っている。 マイトシ ナイヨウ ホウホウ ミナオ キカイ ショクインカン モ		0		0				1		要フォロー者リストを保育園に提供し、入園後の様子を返してもらうことで評価している。 ヨウ シャ ホイクエン テイキョウ ニュウエン ゴ ヨウス カエ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達に関する研修会を実施している。 ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		1		発達に関する研修会を実施している。 ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		440		898		岐阜県		飛騨市		市民福祉部健康生きがい課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ イ カ ケンコウ スイシン カカリ		元田由美子 モトダ ユミコ		0577-73-2948		0577-73-3604		1		kenkou@city.hida.gifu.jp		0		1				1		0		3		4		137		137		1		0		1		6		1		8		145		145		1		0		1		6		1		8		145		145		1		0		2		11		3		1		194		194		1		0		2		11		3		1		194		194		161		28		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		歯科検診、相談事業の継続 シカ ケンシン ソウダン ジギョウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診、教室において個別に伝えている相談事業で現在とこれからの発達の見通しについて集団指導を行っている カク ケンシン キョウシツ コベツ ツタ ソウダン ジギョウ ゲンザイ ハッタツ ミトオ シュウダン シドウ オコナ		0		0				1				0		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問、３か月児相談、乳児健診で資料やリーフレットを使用して説明している。 アカ ホウモン ゲツ ジ ソウダン ニュウジ ケンシン シリョウ シヨウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		特別に評価の機会を設けているわけではないが個人のフォローアップの際やフォローアップ事業のカンファレンスで妥当性についても検討している。 トクベツ ヒョウカ キカイ モウ コジン サイ ジギョウ ダトウセイ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		必要時研修会の開催、既存の研修会への参加（予算確保） ヒツヨウジ ケンシュウカイ カイサイ キゾン ケンシュウカイ サンカ ヨサン カクホ		0				0				0		0								1

		441		983		愛知県		田原市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		岸田愛子 キシダ アイコ		0531-23-3515		0531-23-3810		1		kenko@city.tahara.aichi.jp		0		1				1		0		4		4		508		511		1		0		1		6		1		7		557		548		1		0		1		6		1		7		557		548		1		0		3		3		3		4		590		571		1		0		3		3		3		4		590		569		514		23		1		0		0		0				1		産後、新生児訪問にて支援後の状況を確認している サンゴ シンセイジ ホウモン シエン ゴ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		歯科衛生士による集団指導の内容を変更している。 シカ エイセイシ シュウダン シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談や健診、訪問にて実施している。また、相談があれば個別でも対応している。 イクジ ソウダン ケンシン ホウモン ジッシ ソウダン コベツ タイオウ		0		0				1		ケース検討会等 ケントウカイ トウ		0		0				1		母子手帳交付時において個別に指導。ハイリスク妊婦訪問にてDVD視聴と指導 ボシ テチョウ コウフ ジ コベツ シドウ ニンプ ホウモン シチョウ シドウ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診後のフォローを個別で確認している ケンシン ゴ コベツ カクニン		0		0				1		園訪問、療育機関等にて状況確認や共有を図っている エン ホウモン リョウイク キカン トウ ジョウキョウ カクニン キョウユウ ハカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修会等に参加 ケン ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0								1		1		1		1

		442		998		愛知県		阿久比町		民生部健康介護課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ カイゴ カ ホケン ガカリ		松田由佳 マツダ ユカ		0569-48-1111		0569-48-7333		1		kenko@town.agui.lg.jp		0		1				1		0		3		4		293		289		1		0		1		6		1		7		359		358		1		0		1		6		1		7		359		358		1		0		3		0		3		1		361		353		1		0		3		0		3		1		361		352		289		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの養育環境 コ ヨウイク カンキョウ		0		1		0		0		0				0				0		1		必要な人にしている ヒツヨウ ヒト		0				1		0				0				0		1		必要な人にしている ヒツヨウ ヒト		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		健診事後教室参加児についてはしている ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ ジ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		非常勤の保健師も含め保健所等で実施される研修に参加するようにしている ヒジョウキン ホケン シ フク ホケンジョ トウ ジッシ ケンシュウ サンカ								1

		443		982		愛知県		日進市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		近藤友美 コンドウ トモミ		0561-72-0770		0561-74-0244		1		kenko@city.nisshin.lg.jp		1		1				1		0		3		5		1015		1006		1		0		1		7		1		11		1010		996		1		0		1		7		1		11		1010		996		1		0		3		0		3		11		1062		1044		1		0		3		0		3		11		1062		1044		1060		236		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		444		1002		愛知県		武豊町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		竹内京子 タケウチ キョウコ		0567-72-2500		0567-72-2507		1		kenko@town.taketoyo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		363		359		1		0		1		6		1		7		398		389		1		0		1		6		1		7		398		389		1		0		2		11		3		1		422		412		1		0		2		11		3		1		422		412		363		6		1		0		1		1		できる限り保健師で交付をし、その時にアセスメントを行っている。必要なケースは交付後にも行っている。 カギ ホケン シ コウフ トキ オコナ ヒツヨウ コウフ ゴ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		２～３か月児対象の育児教室で、乳児期のかかわりを土台とした社会性の発達について伝えている ゲツ ジ タイショウ イクジ キョウシツ ニュウジキ ドダイ シャカイセイ ハッタツ ツタ		0		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室にて啓発を検討している ニンプ キョウシツ ケイハツ ケントウ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		445		985		愛知県		清須市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		幸村美佐緒 ユキ ムラ ミサオ		052-400-2911		052-409-3090		1		kenkosuishin@city.kiyosu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		686		681		1		0		1		6		1		9		703		682		1		0		1		6		1		9		703		681		1		0		2		11		3		2		663		643		1		0		2		11		3		2		663		643		768		14		1		0		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが、リスクのある妊婦の地区別フォロー台帳を作成。特にハイリスク妊婦に関しては、係内で支援状況をカンファレンスし次の支援につなげる。 テイキテキ ヒョウカ ニンプ チク ベツ ダイチョウ サクセイ トク ニンプ カン カカリ ナイ シエン ジョウキョウ ツギ シエン		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		１歳６か月児健診時に「甘い飲み物」に多く該当。そのため１０か月児健診の集団指導でおやつ、飲み物などを伝えることにした サイ ゲツ ジ ケンシン ジ アマ ノ モノ オオ ガイトウ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ノ モノ ツタ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の集団指導で説明 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				0		1		健診事後教室に参加した親子に対し、児の特徴を伝え、児への声掛けや関わり方を指導。教室内で親の児へのかかわり方の変化の観察を行う ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ オヤコ タイ ジ トクチョウ ツタ ジ コエカ カカ カタ シドウ キョウシツ ナイ オヤ ジ カタ ヘンカ カンサツ オコナ		1		パパママ教室にて、パークルクラインDVDを観ていただく キョウシツ ミ		0		0				0				0				1		歯科検診項目の歯科医師による判定 シカ ケンシン コウモク シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				0		1		フォローされたケースが、その後どの様な状況になったかを協議している ゴ ヨウ ジョウキョウ キョウギ		0				0		0		1		保育園や母子通園施設へ通所しているケースについて巡回療育相談などを通じてフォローしている。 ホイクエン ボシ ツウエン シセツ ツウショ ジュンカイ リョウイク ソウダン ツウ		0				0		1		0		0				1		県や団体からの研修に参加 ケン ダンタイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1				1

		446		968		愛知県		犬山市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中根 ナカネ		0568-61-1176		0568-61-1769		1		020200@city.inuyama.lg.jp		0		1		1		1		0		3		4		482		487		1		0		1		6		1		7		554		535		1		0		1		6		1		7		554		535		1		0		2		11		3		0		599		595		1		0		2		11		3		0		599		595		525		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1		関係機関と連携し、面接などを実施 カンケイ キカン レンケイ メンセツ ジッシ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関、保育園、幼稚園と連携 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		447		996		愛知県		蟹江町		民生部健康増進課 ミンセイ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小島 コジマ		0567-96-5711		0567-96-5251		1		kenkou@town.kanie.lg.jp		0		1				1		0		3		5		300		295		1		0		1		6		1		7		323		309		1		0		1		6		1		7		323		309		1		0		3		1		3		11		335		318		1		0		3		1		3		11		335		318		347		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯、口腔等も含めた規則正しいメリハリのある生活の大切さ(育児全般） ハ コウクウ トウ フク キソク タダ セイカツ タイセツ イクジ ゼンパン		0		0		1		0		0				1		次の健診までの成長発達についてチラシ、パンフレット等を渡して話をしている ツギ ケンシン セイチョウ ハッタツ トウ ワタ ハナシ		0		0				1		健診ごとに「子育てアンケート」実施 ケンシン コソダ ジッシ		0		0				1		４か月健診で集団指導、パンフレットの配布をしている。 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		県から還元されるデータと比較している ケン カンゲン ヒカク		0				1		0				1		保育所、幼稚園巡回相談(年少児、年長児）５歳児健診で評価している） ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ネンショウジ ネンチョウジ サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県や関係機関が実施する研修に参加 ケン カンケイ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ												1

		448		974		愛知県		東海市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		佐田知子 サダ トモコ		052-689-1600		052-602-0390		1		kenkou@city.tokai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		1213		1182		1		0		1		7		1		11		1232		1204		1		0		1		7		1		11		1232		1204		0		1		3		2		3		11		1295		1121		0		1		3		1		3		11		1295		1223		1195		15		0		0		0		1		・保健センターで交付した妊婦は全員・市役所で交付した妊婦は妊娠届出時のアンケートのみ ホケン コウフ ニンプ ゼンイン シヤクショ コウフ ニンプ ニンシン トドケデ ジ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		主にう蝕罹患率から前年度と比較し、歯科担当者で年に一度確認している オモ ショク リカン リツ ゼンネンド ヒカク シカ タントウシャ ネン イチド カクニン		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問で４カ月頃までの、２歳児健診で３歳ごろまでの発達過程を説明。４か月児健診、１歳６か月児健診では必要な事例による。 シンセイジ ホウモン ゲツ ゴロ サイジ ケンシン サイ ハッタツ カテイ セツメイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ ジレイ		0		0				0				1		0				1		母親教室、２か月児対象の教育で集団指導を実施 ハハオヤ キョウシツ ゲツ ジ タイショウ キョウイク シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0				1		医師の判定・検尿 イシ ハンテイ ケンニョウ		0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		経過は把握しているが、数としては評価していない ケイカ ハアク カズ ヒョウカ		1		健診票に記入して返送する ケンシン ヒョウ キニュウ ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1				1

		449		1209		和歌山県		由良町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		藤原 フジワラ		0738-65-0201		0738-65-3507		2		hujihara@town.yura.lg.jp		1		1		1		1		0		4		5		40		39		1		0		1		6		1		8		42		42		1		0		1		6		1		8		42		42		1		0		3		6		3		8		42		39		1		0		3		6		3		8		42		39		26		0		1		1		0		0				0				0		1		必要に応じて行う ヒツヨウ オウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１０か月健診で１歳児、１歳６か月児健診で２歳児、２歳６か月児歯科検診で３歳児の発達についてのったリーフレットを用いて説明 ゲツ ケンシン サイジ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ニサイ ゲツ ジ シカ ケンシン サイジ ハッタツ モチ セツメイ		0		0				1		保健師間でカンファレンスを行っている ホケン シ カン オコナ		0		0				1		町で実施している離乳食教室でDVD上映。こんにちは赤ちゃん事業で訪問の際口頭で説明 マチ ジッシ リニュウショク キョウシツ ジョウエイ アカ ジギョウ ホウモン サイ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師間でカンファレンスを行っている ケンシン ゴ ホケン シ カン オコナ		0		0				1		こども園や教育課等と情報共有を行っている エン キョウイクカ トウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健師が勤務時間内にも研修に参加できる機会と時間が確保されている ホケン シ キンム ジカン ナイ ケンシュウ サンカ キカイ ジカン カクホ		0				0				0		0				1										1

		450		1183		奈良県		下市町		健康福祉課保健予防係 ケンコウ フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		山内瞳 ヤマウチ ヒトミ		0747-52-0001		0747-52-0007		1		hoken-c@town.shimoichi.nara.jp		0		1				1		0		3		5		18		18		1		0		1		5		1		7		17		15		1		0		1		5		1		7		15		15		1		0		3		5		3		7		22		21		1		0		3		5		3		7		21		20		24		3		1		0		0		0				1		支援をし、課題、今後の方向性を明確にしている。その都度評価している シエン カダイ コンゴ ホウコウセイ メイカク ツド ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保育園、小学校の歯科保健指導につなげている ホイクエン ショウガッコウ シカ ホケン シドウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		今後活動範囲が広がっていくことや発達過程について コンゴ カツドウ ハンイ ヒロ ハッタツ カテイ		0		0				1				0		0				1		乳幼児健診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		その都度担当者間で検討している ツド タントウシャ カン ケントウ		0		0				1		保育園、幼稚園等と連携し支援している。 ホイクエン ヨウチエン トウ レンケイ シエン		0		0		0				*				*		*		*		*				1		母子研修や新任研修等あり ボシ ケンシュウ シンニン ケンシュウ トウ		0				0				0		0								1		1				1

		451		1176		奈良県		明日香村		健康づくり課 ケンコウ カ		津森　梓 ツモリ アズサ		0744-54-5550		0744-54-5551		1		kenko@tobutori-asuka.jp		0		1				1		0		4		6		14		13		1		0		1		6		2		0		34		29		1		0		1		6		2		0		34		29		1		0		3		6		4		0		37		35		1		0		3		6		4		0		37		35		25		7		1		0		0		0				1		母子手帳交付時、妊娠中期、後期 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンシン チュウキ コウキ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				0		1		次年度の事業計画を担当する歯科衛生士と事業の見直しを行い立案している。また、検討会で経年的データから指導内容の確認、見直しを行っている。 ジネンド ジギョウ ケイカク タントウ シカ エイセイシ ジギョウ ミナオ オコナ リツアン ケントウカイ ケイネンテキ シドウ ナイヨウ カクニン ミナオ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		カンファレンスを実施しフォロー方法を決定している。 ジッシ ホウホウ ケッテイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				0		1		県より事業委託時のマニュアルを参考に実施している。 ケン ジギョウ イタク ジ サンコウ ジッシ		1		健診後カンファレンスでフォローを決定し、担当保健師、相談事業に繋げながら随時、支援内容を検討している。 ケンシン ゴ ケッテイ タントウ ホケンシ ソウダン ジギョウ ツナ ズイジ シエン ナイヨウ ケントウ		0		0				0				0		0		1		就学指導委員会や療育機関等でフォローアップの情報共有をし、支援の方向性を検討している シュウガク シドウ イインカイ リョウイク キカントウ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0				0		0		1		0				1		保健所等で関連する研修が開催される際、参加を促している ホケンジョ トウ カンレン ケンシュウ カイサイ サイ サンカ ウナガ		0				0				0		0										1

		452		1038		滋賀県		近江八幡市		福祉子ども部健康推進課 フクシ コ ブ ケンコウ スイシンカ		齋藤 サイトウ		0748-33-4252		0748-34-6612		1		010836@city.omihachiman.lg.jp		0		1				1		0		*		*		793		793		1		0		*		*		*		*		800		780		1		0		*		*		*		*		800		780		1		0		*		*		*		*		819		792		1		0		*		*		*		*		819		792		845		64		0		0		0		1		母子健康手帳交付時のアンケートにて一定の基準で継続フォローが必要かどうかのアセスメントを行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ イッテイ キジュン ケイゾク ヒツヨウ オコナ		0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		元々評価を実施していないため モト ヒョウカ ジッシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		子育て教室 コソダ キョウシツ		0		0				1		子育て教室において、教室の前後でアンケートを実施し主観的評価を行っている。 コソダ キョウシツ キョウシツ ゼンゴ ジッシ シュカンテキ ヒョウカ オコナ		0		0				1		パパとママのレッスン教室（妊婦教室）においてDVDを流す。 キョウシツ ニンプ キョウシツ ナガ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		1		股関節脱臼のスクリーニング マタ カン セツ ダッキュウ		0				0				0		0				0				0		1		定期ではないが必要に応じて実施している テイキ ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		検尿の測定方法、オージオ検査等耳の聞こえに関するスクリーニング ケンニョウ ソクテイ ホウホウ ケンサ トウ ミミ キ カン		1		非常勤看護師、保健師に対し、同上（問１８－１と同じ）にのものを実施 ヒジョウキン カンゴシ ホケンシ タイ ドウジョウ ト オナ ジッシ		0				0		0												1

		453		1058		京都府		宮津市		健康福祉室保健医療係 ケンコウ フクシ シツ ホケン イリョウ カカリ		高橋琴英 タカハシ コト エイ		0772-45-1624		0772-22-0236		2		k-takahashi@city.miyazu.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		121		118		1		0		1		6		1		7		107		104		1		0		1		6		1		7		107		104		1		0		3		5		3		6		134		126		1		0		3		5		3		6		134		126		94		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		全体で発達について話す機会はないが、必要に応じて保健師が個別に説明指導する機会はある。 ゼンタイ ハッタツ ハナ キカイ ヒツヨウ オウ ホケン シ コベツ セツメイ シドウ キカイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健所等が実施する研修会等に参加する機会を設けている ホケンジョトウ ジッシ ケンシュウ カイ トウ サンカ キカイ モウ		0				0				0		0

		454		1113		大阪府		岬町		しあわせ創造部地域福祉課 ソウゾウ ブ チイキ フクシカ		中塩路明花 ナカ シオジ サヤカ		082-492-2425		082-492-2433		1		hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		66		63		1		0		1		6		1		9		76		73		1		0		1		6		1		9		76		73		1		0		3		6		3		9		96		90		1		0		3		6		3		9		96		88		81		5		1		0		0		0				1		ハイリスク妊婦で挙げたものは要保護対策地域協議会担当者に報告し、要保護児童対策地域協議会にて評価 ニンプ ア ヨウ ホゴ タイサク チイキ キョウギカイ タントウシャ ホウコク ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児健診の集団指導の中で１歳頃までの発達過程を指導している。 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ サイ コロ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		455		1705		中核市 チュウカクシ		豊中市 トヨナカシ		健康増進課中部母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ チュウブ ボシ ホケン カカリ		川村華代 カワムラ ハナヨ		06-6858-2801		06-6846-6080		1		boshihoken@city.toyonaka.osaka.jp		0		1				1		0		4		6		3636		3532		1		0		1		7		1		11		3723		3522		1		0		1		7		1		11		3723		3521		1		0		3		7		3		11		3685		3374		1		0		3		7		3		11		3685		3355		3788		27		1		0		0		0				1		妊娠中に会議等で報告。方針の決定等を行う ニンシンチュウ カイギトウ ホウコク ホウシン ケッテイナド オコナ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕り患率経年変化を見ながら、事業の内容や設定等の見直しを行っている ショク カン リツ ケイネン ヘンカ ミ ジギョウ ナイヨウ セッテイトウ ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		第１子と希望者に対し保健師が発達の目安について集団講話を行う。 ダイ コ キボウシャ タイ ホケンシ ハッタツ メヤス シュウダン コウワ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、両親教室、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、４か月児健診などの各時期に合わせて啓発 ボシ テチョウ コウフ ジ リョウシン キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン カクジキ ア ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		二次健診や療育相談など ニジ ケンシン リョウイク ソウダン		0		0		0				1		診査結果により今後の方針及び連絡事項を記入 シンサ ケッカ コンゴ ホウシン オヨ レンラク ジコウ キニュウ		0		0		0		0				1		乳幼児健診従事者研修を１回/年以上 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン イジョウ		1		乳幼児健診従事者研修を１回/年 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン		1		医師に対し医師会共催で乳幼児健診従事者研修を１回/２年 イシ タイ イシカイ キョウサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン		0		0								1						1

		456		1086		大阪府		茨木市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		渡辺 ワタナベ		072-621-5901		072-621-5011		1		kodomokn@city.ibaraki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		2617		2547		1		0		1		6		2		0		2717		2648		1		0		1		6		2		0		2717		2645		1		0		3		0		4		0		2806		2667		1		0		3		0		4		0		2806		2662		2782		61		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				0		0		0		1		３歳児については実施せず サイジ ジッシ		1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６（８）か月児健診で、２歳の頃の発達について説明 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ コロ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		４か月児健診における問診票に項目化し、パンフレットを配布 ゲツ ジ ケンシン モンシン ヒョウ コウモク カ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		457		1089		大阪府		富田林市		健康推進部健康づくり推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		服部淑子 ハットリ ヨシコ		0721-28-5520		0721-29-7760		1		kenkosuisin@city.tondabayashi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		754		735		1		0		1		6		1		7		777		728		1		0		1		6		1		7		777		730		1		0		3		5		3		6		853		755		1		0		3		5		3		6		853		751		789		171		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しているが評価は本市食育推進計画に基づき今後住民アンケート実施予定 タ キカン レンケイ ヒョウカ ホン シ ショク イク スイシン ケイカク モト コンゴ ジュウミン ジッシ ヨテイ		1		育児教室において「赤ちゃんの泣き」の成長に伴う変化（見通し）や泣きの対処方法についての講座。こんにちは赤ちゃん訪問時に渡すパンフレットに０歳児の発達段階を図示している イクジ キョウシツ アカ ナ セイチョウ トモナ ヘンカ ミトオ ナ タイショ ホウホウ コウザ アカ ホウモン ジ ワタ サイジ ハッタツ ダンカイ ズシ		0		0				0				1		0				1		・こんにちは赤ちゃん訪問案内通知文に啓発チラシを同封。・４か月児健診において予防啓発DVDの放映 アカ ホウモン アンナイ ツウチ ブン ケイハツ ドウフウ ゲツ ジ ケンシン ヨボウ ケイハツ ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、ﾌフォローアップの妥当性を検討するために１歳７か月児健診後の発達状況を追跡し１歳７か月健診でのフォロー内容の精査を行った。 テイキテキ ダトウセイ ケントウ サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ ハッタツ ジョウキョウ ツイセキ サイ ゲツ ケンシン ナイヨウ セイサ オコナ		0				0		1		0				1		乳児後期健診のみ委託。受診票に結果や市への連絡事項を記入する項目がある。その他、医療機関により直接電話連絡もお願いしている。（受診票が受診２ヶ月後に市に送付されるため） ニュウジ コウキ ケンシン イタク ジュシン ヒョウ ケッカ シ レンラク ジコウ キニュウ コウモク タ イリョウ キカン チョクセツ デンワ レンラク ネガ ジュシン ヒョウ ジュシン ゲツゴ シ ソウフ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		458		1083		大阪府		貝塚市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		斉喜まゆみ サイキ		072-433-7000		072-433-7005		2		kensui@city.kaizuka.lg.jp		0		1				1		0		4		99		708		697		1		0		1		7		99		99		770		742		1		0		1		7		99		99		770		742		1		0		3		6		99		99		835		767		1		0		3		6		99		99		835		762		737		243		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		集団指導の中で発達過程の話をしている シュウダンシドウ ナカ ハッタツ カテイ ハナシ		0		0				0				1		0				1		４か月児健診の集団指導の中で話している ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		児の所属機関と連携し、情報共有し評価している ジ ショゾク キカン レンケイ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0		独自の研修はないが、府実施の参加している ドクジ ケンシュウ フ ジッシ サンカ		0				0				0		1														1

		459		1091		大阪府		河内長野市		健康長寿部健康推進課 ケンコウ チョウジュ ブ ケンコウ スイシンカ		児島星子 コジマ ホシ コ		0721-55-0301		0721-55-0394		1		kenkousuishin@city.kawachinagano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		640		637		1		0		1		7		1		11		699		660		1		0		1		7		1		11		699		660		1		0		3		6		3		11		758		704		1		0		3		6		3		11		758		704		670		123		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		要指導者数、指導実施率の算出 ヨウ シドウ シャ カズ シドウ ジッシ リツ サンシュツ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳７か月児健診で、２歳６か月歯科健診までの貼ったウ家庭、関わりのポイントをリーフレットを用いて説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ シカ ケンシン ハ カテイ カカ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に渡すパンフレット、妊娠期の教室でのDVD ボシ テチョウ コウフ ジ ワタ ニンシン キ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診フォロー率の算出、健診でフォロー対象となったケースの次回健診結果を追跡調査し、フォロー基準の見直しを行っている。 ケンシン リツ サンシュツ ケンシン タイショウ ジカイ ケンシン ケッカ ツイセキ チョウサ キジュン ミナオ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		460		1137		兵庫県		朝来市		健康福祉部地域医療・健康課 ケンコウ フクシ ブ チイキ イリョウ ケンコウ カ		横　沙織 ヨコ サオリ		079-672-5269		079-672-5369		1		iryoukenkou@city.asago.hyogo.jp		0		1				1		0		3		4		233		233		1		0		1		7		1		8		236		236		1		0		1		7		1		8		236		236		1		0		3		2		3		3		273		268		1		0		3		2		3		3		273		268		209		51		1		1		0		0				1		随時定期連絡会で支援内容を報告し、今後の方針を決定 ズイジ テイキ レンラクカイ シエン ナイヨウ ホウコク コンゴ ホウシン ケッテイ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0				0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		社会福祉課へ情報提供 シャカイ フクシ カ ジョウホウ テイキョウ		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時。保健指導で伝えたり、発達過程が記載されたパンフレットの配布 ケンシン ジ ホケン シドウ ツタ ハッタツ カテイ キサイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		健診時に記載しているパンフレットを配布 ケンシン ジ キサイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児発達相談事業の実施 サイジ ハッタツ ソウダン ジギョウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		マニュアル改正等があった場合は実施している カイセイトウ バアイ ジッシ		1				1		1				1

		461		1138		兵庫県		淡路市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		岩本公美 イワモト オオヤケ		0799-64-2541		0799-62-1464		1		awaji_kenkouzoushin@city.awaji.lg.jp		0		1				1		0		3		7		298		292		1		0		1		6		1		11		306		294		1		0		1		6		1		11		306		293		1		0		3		1		3		11		319		298		1		0		3		1		3		11		319		298		282		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		近隣市との比較、経年比較を行い、事業の見直しや修正を行っている。（例：フッ素塗布無料化や回数増加等） キンリン シ ヒカク ケイネン ヒカク オコナ ジギョウ ミナオ シュウセイ オコナ レイ ソ トフ ムリョウカ カイスウ ゾウカ トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		配布パンフレットに記載あり。ケースによって口頭にて伝えるが全数（－） ハイフ キサイ コウトウ ツタ ゼンスウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的な会議でメンバー間で検討・協議している テイキテキ カイギ カン ケントウ キョウギ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達についての研修。フォロー体制についての検討会 ハッタツ ケンシュウ タイセイ ケントウカイ		0				0				0		0								1

		462		1342		徳島県		藍住町		保健センター ホケン		山下理恵 ヤマシタ リエ		088-692-8658		088-637-3158		1		hokenc@mail.netwave.or.jp		0		1				0		1		3		5		358		209		1		0		1		6		1		7		352		336		1		0		1		6		1		7		352		336		1		0		3		5		3		6		366		353		1		0		3		5		3		6		366		353		400		14		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		次年度にｽﾀｯﾌ間でカンファレンスを行い見直ししている。 ジネンド カン オコナ ミナオ		0		0						*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1				0		0				1		他機関と連携を図りながら、支援方法について検討 タ キカン レンケイ ハカ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関開催の研修会に参加する機会はあります タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ キカイ						1		1				1

		463		1359		香川県		綾川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		渡辺 ワタナベ		087-876-2525		087-876-3362		1		egao@town.ayagawa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		152		148		1		0		1		6		1		11		174		165		1		0		1		6		1		11		174		164		1		0		3		7		3		11		157		144		1		0		3		7		3		11		157		144		151		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		今後、妊娠中の教室などで啓発予定 コンゴ ニンシンチュウ キョウシツ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		464		1353		香川県		三豊市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		詫間百合子 タクマ ユリコ		0875-73-3016		0875-73-3023		1		kosodate@city.mitoyo.kagawa.jp		0		1				1		0		3		5		422		417		1		0		1		6		1		11		453		451		1		0		1		6		1		11		453		451		1		0		3		6		3		11		494		487		1		0		3		6		3		11		494		487		457		44		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の罹患率、型、一人平均本数の評価をし、次年度の指導内容に反映させている ショク リカン リツ カタ ヒトリ ヘイキン ホンスウ ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		パンフレット等を使い説明している トウ ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		正しい知識の啓発、泣きやまない時の対応について説明 タダ チシキ ケイハツ ナ トキ タイオウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤も保健師・助産師を対象に、乳幼児の発達、評価や対応についての研修会を不定期に実施 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ タイショウ ニュウヨウジ ハッタツ ヒョウカ タイオウ ケンシュウカイ フテイキ ジッシ						1

		465		1354		香川県		土庄町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0879-62-1234		0879-62-1235		1		hokenc@town.tonosho.kagawa.jp		0		1				1		0		3		5		70		70		1		0		1		7		1		10		99		84		1		0		1		7		1		10		99		84		1		0		3		6		3		8		80		73		1		0		3		6		3		8		80		73		73		1		1		1		0		0				1		適宜。妊婦健診受診の有無や結果、母の様子で評価 テキギ ニンプ ケンシン ジュシン ウム ケッカ ハハ ヨウス ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯みがき教室の内容、フッ素塗布の回数などに活用 ハ キョウシツ ナイヨウ ソ トフ カイスウ カツヨウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		各種健診・相談時の保健師相談時や健康教育の時に実施している カクシュ ケンシン ソウダン ジ ホケンシ ソウダン ジ ケンコウ キョウイク トキ ジッシ		0		0				1		次回健診時や親の状況を合わせて適宜フォローし親の訴えや様子、この様子の変化を評価している ジカイ ケンシン ジ オヤ ジョウキョウ ア テキギ オヤ ウッタ ヨウス ヨウス ヘンカ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問や健診時は口頭で、２か月の育児相談ではチラシ（町作成）を配布し啓発している シンセイジ ホウモン ケンシン ジ コウトウ ゲツ イクジ ソウダン マチ サクセイ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、親の都合等も含め、適宜個別に評価。保健師間で話し合いをしている テイキテキ オヤ ツゴウトウ フク テキギ コベツ ヒョウカ ホケンシ カン ハナ ア		1		園での状況確認、保護者の様子を踏まえて適宜評価。入学前には就学時健診にて評価。H２５年度からは５歳児健診においても評価している エン ジョウキョウ カクニン ホゴシャ ヨウス フ テキギ ヒョウカ ニュウガクマエ シュウガク ジ ケンシン ヒョウカ ネンド サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				1		母親への支援や子どもの栄養指導、体重の経過観察等は町の相談事業や健診にて継続支援している。 ハハ オヤ シエン コ エイヨウ シドウ タイジュウ ケイカ カンサツ トウ マチ ソウダン ジギョウ ケンシン ケイゾク シエン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		国や県等の研修会に参加しているため、「実践的な」研修がある時とない時があるため、常に確保しているとは言い切れない クニ ケン トウ ケンシュウカイ サンカ ジッセンテキ ケンシュウ トキ トキ ツネ カクホ イ キ		1				1						1

		466		1380		愛媛県		鬼北町		保健福祉課 ホケン フクシカ		芝　瞳 シバ ヒトミ		0895-45-1111		0895-45-3618		2		h.shiba@town.kihoku.ehime.jp		1		1		1		1		0		3		5		57		48		1		0		1		6		2		0		60		51		1		0		1		6		2		0		60		51		1		0		3		4		4		0		66		58		1		0		3		4		4		0		66		58		56		11		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは作成していないが、カンファレンスで毎回検討している サクセイ マイカイ ケントウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診で発達過程を説明している。その後６～７、９～１０、１１～１２か月に育児相談を行い、その場でも伝えている ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ ゴ ゲツ イクジ ソウダン オコナ バ ツタ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明し、DVDを配布している アカ ホウモン ジ セツメイ ハイフ		0		0				1				1				0				1				1		1				0				1		0				1		５歳児健診を実施している サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師のみ ホケンシ		1								1		1

		467		1369		愛媛県		伊予市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		太森真喜恵 フト モリ マコト ヨロコ メグミ		089-983-4052		089-983-5295		1		kenkou@city.iyo.lg.jp		0		1				0		1		3		6		253		242		1		0		1		6		1		11		279		261		1		0		1		6		1		11		279		259		1		0		3		0		3		11		324		308		1		0		3		0		3		11		324		308		268		8		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		う蝕のあるケースについて、フォロー教室を実施。（H27～） ショク キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		７か月児健診にて、寝返り、お座りをしないケースに対し指導している ゲツ ジ ケンシン ネガエ スワ タイ シドウ		0		0				0				1		0				1		４か月児相談でのDVD視聴 ゲツ ジ ソウダン シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県主催の研修会に参加している ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		468		1271		岡山県		浅口市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		滝沢 タキザワ		0865-44-7114		0865-44-7110		1		kenkosuishin@city.asakuchi.lg.jp		0		1				1		0		2		5		183		161		1		0		1		5		1		9		205		189		1		0		1		5		1		9		205		189		1		0		3		4		3		7		217		205		1		0		3		4		3		7		217		205		171		19		1		1		0		0				1		妊娠中期以降または、ケースによっては早期から電話、面接等で支援、アセスメントを実施 ニンシン チュウキ イコウ ソウキ デンワ メンセツ トウ シエン ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕については、保健指導の評価がしづらい部分もあるが、う蝕に関する生活習慣、食習慣などの親子の現状を捉え、個別にそった指導を実践している ショク ホケン シドウ ヒョウカ ブブン ショク カン セイカツ シュウカン ショクシュウカン オヤコ ゲンジョウ トラ コベツ シドウ ジッセン		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				1		*		*		*		*				0				0		1		各々の健診、教室等の個別指導時に、少し先の社会性、それに向けての現在の対応方法などの助言を行っている。一律的な指導はない。 オノオノ ケンシン キョウシツ トウ コベツ シドウ ジ スコ サキ シャカイセイ ム ゲンザイ タイオウ ホウホウ ジョゲン オコナ イチリツテキ シドウ		1		母の困難感を明確にし、それの解決への支援、及び児の発達の評価を行っている。 ハハ コンナン カン メイカク カイケツ シエン オヨ ジ ハッタツ ヒョウカ オコナ		0		0				1		乳児健診、母親教室で啓発。 ニュウジ ケンシン ハハオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診担当医と情報、問題点の共有を行っている。 ケンシン タントウイ ジョウホウ モンダイテン キョウユウ オコナ		1		担当者が把握、支援した情報を、スタッフ、上司と共有し支援の有効性、方法の見直し、妥当性を検討している。 タントウシャ ハアク シエン ジョウホウ ジョウシ キョウユウ シエン ユウコウセイ ホウホウ ミナオ ダトウ セイ ケントウ		0		0				1		幼稚園に入園前後に発達支援コーディネーター ヨウチエン ニュウエン ゼンゴ ハッタツ シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関で実施されている研修へ積極的な参加を心がけている タキカン ジッシ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ ココロ		1										1

		469		1260		岡山県		玉野市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		北尾朋美 キタオ トモミ		0863-31-3310		0863-31-3314		1		kenkouzoushin@city.tamano.okayama.jp		0		1				0		1		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		383		378		1		0		1		6		1		11		383		378		1		0		3		6		3		11		404		390		1		0		3		6		3		11		404		390		390		51		1		1		0		0				1		母子手帳交付時にアンケートを実施し、妊娠期に支援が必要だと判断した妊婦については、電話、訪問、面接等で状況把握を行い再度妊娠８か月頃に同様の支援を実施している ボシ テチョウ コウフ ジ ジッシ ニンシン キ シエン ヒツヨウ ハンダン ニンプ デンワ ホウモン メンセツ トウ ジョウキョウ ハアク オコナ サイド ニンシン ゲツ コロ ドウヨウ シエン ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児家庭全戸訪問にて情報提供を行っている。。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジョウホウ テイキョウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		４歳児巡回相談事業を実施している。（保育園・幼稚園へ発達支援コーディネーター、保育士、保健師が出向き、集団行動観察を実施、又、事前に保護者と担任から発達に対するアンケートに回答してもらっている） サイジ ジュンカイ ソウダン ジギョウ ジッシ ホイクエン ヨウチエン ハッタツ シエン ホイクシ ホケンシ デム シュウダン コウドウ カンサツ ジッシ マタ ジゼン ホゴシャ タンニン ハッタツ タイ カイトウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の発達過程や発達障害に対する研修会 ニュウヨウジ ハッタツ カテイ ハッタツ ショウガイ タイ ケンシュウカイ		1		乳幼児の発達過程や発達障害に対する研修会 ニュウヨウジ ハッタツ カテイ ハッタツ ショウガイ タイ ケンシュウカイ		0				0		0				1						1				1

		470		1737		政令市 セイレイシ		岡山市		保健管理課 ホケン カンリカ		川上 カワカミ		086-803-1251		*		1		toshihiko_kawakami@city.okayama.jp		0		1				0		1		3		5		6418		6014		1		0		1		6		1		11		6510		6119		1		0		1		6		1		11		6510		6104		1		0		3		6		3		11		6646		6060		1		0		3		6		3		11		6646		6036		7033		476		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦の把握方法、時期、方針について毎月進行管理をし、年度末にまとめて実施。また、市内医療機関との連絡会を年１～２回開催し、ハイリスク妊産婦の支援状況を報告・協議を実施。 ニンプ ハアク ホウホウ ジキ ホウシン マイツキ シンコウ カンリ ネンドマツ ジッシ シナイ イリョウ キカン レンラクカイ ネン カイ カイサイ ニンサンプ シエン ジョウキョウ ホウコク キョウギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地区別う蝕有病率の地図を作成し、次年度の事業計画に活用 チク ベツ ショク ユウビョウリツ チズ サクセイ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ポスターの掲示、親子手帳（母子手帳）や子育てのしおりに掲載 ケイジ オヤコ テチョウ ボシ テチョウ コソダ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診従事者会議にて評価を実施している。 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ カイギ ヒョウカ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		支援が必要な場合、健診実施医療機関から保健所へ「要経過観察乳幼児連絡票」が送付される。また、保健師が訪問、指導した結果を医療機関へ報告する。 シエン ヒツヨウ バアイ ケンシン ジッシ イリョウ キカン ホケンジョ ヨウ ケイカ カンサツ ニュウヨウジ レンラク ヒョウ ソウフ ホケンシ ホウモン シドウ ケッカ イリョウ キカン ホウコク		0		0		0		0				1		母子保健専門研修を毎年開催。 ボシ ホケン センモン ケンシュウ マイ ネン カイサイ		1		母子保健専門研修を毎年開催。 ボシ ホケン センモン ケンシュウ マイ ネン カイサイ		1		年１回、医師会乳幼児健診研修会を開催。 ネン カイ イシ カイ ニュウヨウジ ケンシン ケンシュウカイ カイサイ		0		0				1				1		1

		471		1297		広島県		海田町		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		沖野仁美 オキノ ヒトミ		082-823-4418		082-823-0020		1		HOKEN@town.kaita.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		2		0		301		293		1		0		1		6		2		0		301		293		1		0		3		2		4		0		313		290		1		0		3		2		4		0		313		290		334		43		1		0		0		0				1		母子カンファレンスを行い、保健師で情報共有し、支援の方向性を検討している ボシ オコナ ホケンシ ジョウホウキョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		母子カンファレンスを行っている ボシ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診を行っている。 シュウガク ジ ケンシン オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		発達障害児、児童虐待の支援等に関する研修に参加する機会を確保している。 ハッタツ ショウガイジ ジドウ ギャクタイ シエン トウ カン ケンシュウ サンカ キカイ カクホ		0				0				0		0										1				1

		472		1255		島根県		海士町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木山智晶 キヤマ サトシ アキラ		08514-2-1822		08514-2-0208		2		kiyama-chiaki@town.ama.shimane.jp		0		1				0		1		4		*		22		22		1		0		1		6		1		11		17		17		1		0		1		6		1		11		17		17		1		0		3		6		3		11		17		16		1		0		3		6		3		11		17		16		18		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳６か月児健診での発達等に関するリーフレット配布 サイ ゲツ ジ ケンシン ハッタツ トウ カン ハイフ		0		0				0				0		1		保健指導を行い、他機関につなげるなどしているが、件数が少ないため、評価方法までは確立していない。 ホケン シドウ オコナ タ キカン ケンスウ スク ヒョウカ ホウホウ カクリツ		1		母子手帳に記載がある。 ボシ テチョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1		必要なフォローをし、他機関にもつなげているが、件数が少ないため評価方法まで確立していない。 ヒツヨウ タ キカン ケンスウ スク ヒョウカ ホウホウ カクリツ		0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		473		1452		福岡県		小竹町		健康増進課健康対策係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タイサク カカリ		木原　香 キハラ カオリ		09496-2-1864		09496-2-1867		1		kotakehoken@eagle.ocn.ne.jp		1		1		1		1		0		4		5		36		35		1		0		1		6		1		9		41		38		1		0		1		6		1		9		41		38		1		0		3		0		3		3		49		46		1		0		3		0		3		3		49		45		47		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		特別支援教育連携協議会就学相談対策委員会で協議 トクベツ シエン キョウイク レンケイ キョウギカイ シュウガク ソウダン タイサク イインカイ キョウギ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		各自で研修している カク ジ ケンシュウ		1						1				1

		474		1447		福岡県		粕屋町		住民福祉部健康づくり課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ カ		田中美智子 タナカ ミチコ		092-938-0258		092-938-2415		1		kenko21@town.kasuya.fukuoka.jp		0		1				1		0		3		7		687		676		1		0		1		6		1		11		673		645		1		0		1		6		1		11		673		645		1		0		3		0		3		11		664		645		1		0		3		0		3		11		664		645		672		70		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程をそれぞれの状態に応じて説明 ツギ ケンシン ハッタツカテイ ジョウタイ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		475		1468		福岡県		みやこ町		健康づくり課 ケンコウ カ		源田千秋 ゲンダ チアキ		0930-32-2725		0930-32-2735		1		kenkou@town.miyako.lg.jp		0		1				1		0		4		6		115		110		1		0		1		6		2		11		111		105		1		0		1		6		2		11		111		105		1		0		3		0		5		11		151		150		1		0		3		0		5		11		151		150		118		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次回健診での発達過程に向けての赤ちゃん体操や生活リズム ジカイ ケンシン ハッタツカテイ ム アカ タイソウ セイカツ		0		0				1		専門職（PT、OT、ST）での個別相談の場を作り、育てにくさの相談支援を行っている。 センモン ショク コベツ ソウダン バ ツク ソダ ソウダン シエン オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に指導、啓発している。 アカ ホウモン ジ シドウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスを行い、フォローアップの必要性や内容を検討し定期的にﾌｫﾛｰ評価している ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウセイ ナイヨウ ケントウ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		保育所巡回相談を行い、療育機関、学校とも連携を行い評価している。 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン オコナ リョウイク キカン ガッコウ レンケイ オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		ガイドラインやマニュアルにて学習会を行っている ガクシュウ カイ オコナ		0				0		0				1						1				1

		476		1482		佐賀県		吉野ヶ里町		保健課健康づくり係 ホケンカ ケンコウ カカリ		江川貴子 エガワ タカコ		0952-51-1618		0952-52-8621		1		kenko@town.yoshinogari.lg.jp		0		1				1		0		3		5		148		142		1		0		1		7		1		8		184		177		1		0		1		7		1		8		184		177		1		0		3		6		3		7		193		179		1		0		3		6		3		7		193		179		141		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		２か月児相談にて、３～４か月頃までの発達過程を説明 ゲツ ジ ソウダン ゲツ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布（母子手帳交付時） ハイフ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		477		1490		佐賀県		白石町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		川崎真由美 カワサキ マユミ		0952-84-7116		0952-84-6611		1		kenkou@town.shiroishi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		157		156		1		0		1		6		1		8		174		162		1		0		1		6		1		8		174		163		1		0		3		6		3		8		207		200		1		0		3		6		3		8		207		200		168		5		0		0		0		1		母子手帳交付時にアンケートを行い、既往症等を尋ね継続的フォロー者かどうか考慮しているが、詳しいアセスメントまでは実施していない。 ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ キオウショウ トウ タズ ケイゾクテキ モノ コウリョ クワ ジッシ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				1		２か月児相談にて、パンフレットを用いて発達過程を説明 ゲツ ジ ソウダン モチ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを渡す。アンケートにより質問し普及啓発する。 ニンシン トドケデ ジ ワタ シツモン フキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精検者の結果把握 ヨウ セイ ケン シャ ケッカ ハアク		0				0		1		健診後の状況把握は実施しているが評価まではしていない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ジッシ ヒョウカ		0				0		0		1		就学時相談でフォロー者を再度把握し、連携とっている シュウガク ジ ソウダン シャ サイド ハアク レンケイ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健師へ必要な研修は勧めている ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ヒツヨウ ケンシュウ スス

		478		1478		佐賀県		鹿島市		保険健康課予防係 ホケン ケンコウ カ ヨボウ カカリ		小野原紗織 オノハラ シャ		0954-63-3373		0954-63-2135		2		saori-onohara@city.saga-kashima.lg.jp		0		1				1		0		4		*		251		248		1		0		1		7		2		0		279		271		1		0		1		7		2		0		279		271		1		0		3		7		4		0		289		276		1		0		3		7		4		0		289		276		265		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護者等対策地域協議会、要保護児童対策部会に出し、フォロー状況を話し合う。 ヨウ ホゴ シャ トウ タイサク チイキ キョウギカイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク ブカイ ダ ジョウキョウ ハナ ア		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		出生届時にパンフレット配布、乳幼児健診会場にポスター掲示、健やか親子２１（第２次）アンケートを用いての保健指導 シュッセイトドケ ジ ハイフ ニュウヨウジ ケンシン カイジョウ ケイジ スコ オヤコ ダイ ジ モチ ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査受診票に医療機関から市への連絡事項欄を設け、必要に応じて対応する。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク ジコウ ラン モウ ヒツヨウ オウ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		医師・歯科医師を除く常勤従事者は県の研修会等を利用し、研修機会を設けている イシ シカ イシ ノゾ ジョウキン ジュウジシャ ケン ケンシュウカイ トウ リヨウ ケンシュウ キカイ モウ

		479		1497		長崎県		松浦市		子育て・こども課子育て支援係 コソダ カ コソダ シエン ガカリ		永田真紀 ナガタ マキ		0956-72-1111		0956-72-1115		1		kodomo@city.matsuura.lg.jp		0		1				1		1		3		6		209		212		1		0		1		6		1		11		190		185		1		0		1		6		1		11		190		187		1		0		3		4		3		11		207		205		1		0		3		4		3		11		207		201		182		5		1		0		0		0				1		随時 ズイジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		多くの月例、年齢が集まる事業の際に、他児を見て話をしたり、各事業で発達過程の説明をする オオ ゲツレイ ネンレイ アツ ジギョウ サイ タ ジ ミ ハナシ カクジギョウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1				0		0				1		妊娠期に啓発ビデオを利用している。 ニンシン キ ケイハツ リヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		方針を立て訪問、相談勧奨により確認を行う ホウシン タ ホウモン ソウダン カンショウ カクニン オコナ		0		0				1		療育機関、教育委員会との定期的な連絡会。保育所、幼稚園への３～４か月ごとの訪問 リョウイク キカン キョウイク イイン カイ テイキテキ レンラクカイ ホイク ジョ ヨウチエン ゲツ ホウモン		0		0		0				1		受診票の提出 ジュシン ヒョウ テイシュツ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催の研修への参加。スタッフへの伝達講習の実施 ケン シュサイ ケンシュウ サンカ デンタツ コウシュウ ジッシ						1						1

		480		1502		長崎県		雲仙市		市民福祉部子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		原田恵利子 ハラダ エリコ		0957-36-2500		0957-36-8900		1		kodomoshien@city.unzen.lg.jp		0		1				0		1		0		11		364		271		1		0		1		5		1		7		358		353		1		0		1		5		1		7		358		353		1		0		3		5		3		11		347		340		1		0		3		5		3		11		347		340		318		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健推進協議会での協議。国、県と比較したグラフを作り、健診時健康教育をしている。 シカ ホケン スイシン キョウギカイ キョウギ クニ ケン ヒカク ツク ケンシン ジ ケンコウ キョウイク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３～４か月健診で集団指導、個別相談 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ コベツ ソウダン		0		0				0				1		0				1		妊婦とその家族を対象とした教室でDVD視聴。厚生労働省HP動画チャンネルの紹介 ニンプ カゾク タイショウ キョウシツ シチョウ コウセイ ロウドウショウ ドウガ ショウカイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診従事スタッフとのカンファレンス ケンシン ジュウジ		0		0				1		５歳児健診での結果をもとに保育所訪問や教育委員会との就学前の検討会 サイジ ケンシン ケッカ ホイク ジョ ホウモン キョウイク イインカイ シュウガクマエ ケントウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		新規に従事していただくスタッフへの研修、マニュアル等の配布、健診前にそれぞれの業務の確認 シンキ ジュウジ ケンシュウ トウ ハイフ ケンシン マエ ギョウム カクニン						1		1				1

		481		1494		長崎県		諫早市		健康福祉センター ケンコウ フクシ		浦川文子 ウラカワ フミコ		0957-27-0700		0957-27-0717		1		fukushi_cen@city.isahaya.nagasaki.jp		0		1				0		1		4		7		1145		1104		1		0		1		5		2		0		1148		1093		1		0		1		5		2		0		1148		1093		1		0		3		0		4		0		1241		1156		1		0		3		0		4		0		1241		1156		1160		42		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦とその夫を対象とした両親学級でDVD「泣き」を視聴し対応を学ぶ ニンプ オット タイショウ リョウシン ガッキュウ ナ シチョウ タイオウ マナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園への巡回相談し、健診後の状況を把握している ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		予防接種について等 ヨボウ セッシュ トウ		0				0		0				1										1

		482		1720		中核市 チュウカクシ		宮崎市		健康支援課 ケンコウ シエン カ		戸敷 ト シ		0985-29-5286		0985-29-5208		1		10zoushin@city.miyazaki.miyazaki.jp		0		1				0		1		3		4		3719		3673		1		0		1		6		1		11		3802		3699		1		0		1		6		1		11		3802		3691		1		0		3		6		3		11		3842		3754		1		0		3		6		3		11		3842		3733		3857		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0		1		集団での栄養指導や食育の取り組みは無い シュウダン エイヨウ シドウ ショク イク ト ク ナ		1		親子（母子）健康手帳（宮崎市のオリジナル版）に乳幼児期の発達と育児のポイントを記載 オヤコ ボシ ケンコウ テチョウ ミヤザキシ バン ニュウヨウジ キ ハッタツ イクジ キサイ		0		0				1		発達の遅れが疑われる児とその保護者を対象とした健診事後教室と発達相談にて、実施後のカンファレンスを通じて保健指導が適切だったか評価している ハッタツ オク ウタガ ジ ホゴシャ タイショウ ケンシン ジゴ キョウシツ ハッタツ ソウダン ジッシ ゴ ツウ ホケン シドウ テキセツ ヒョウカ		0		0				1		妊娠届出時に交付するセット（予防接種予診票や乳幼児健診問診票が一緒になっている宮崎市オリジナルの冊子）に記載あり ニンシン トドケデ ジ コウフ ヨボウ セッシュ ヨ ミ ヒョウ ニュウヨウジ ケンシン モンシン ヒョウ イッショ ミヤザキシ サッシ キサイ		0		0				1		視覚検査 シカク ケンサ		0				0				0				0		1		精密検査結果の把握は実施している セイミツ ケンサ ケッカ ハアク ジッシ		0				0		1		フォローアップ対象者については保健師の上司に報告を実施 タイショウシャ ホケンシ ジョウシ ホウコク ジッシ		0				0		1		0				1		・乳幼児健診に関する関係機関と定期的な会議を実施。・すべての受診者について、委託医療機関から受診結果が市へ返却される仕組みがある ニュウヨウジ ケンシン カン カンケイ キカン テイキテキ カイギ ジッシ ジュシンシャ イタク イリョウ キカン ジュシン ケッカ シ ヘンキャク シク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		（常勤の）従事者と関係機関を対象に、定期の研修あり。ただし参加は希望者のみ ジョウキン ジュウジシャ カンケイ キカン タイショウ テイキ ケンシュウ サンカ キボウシャ										1

		483		1590		宮崎県		都農町		健康管理センター ケンコウ カンリ		岡本 オカモト		0983-25-1008		0983-25-1139		1		kenkan@town.Tsuno.miyazaki.jp		0		1				1		0		3		4		72		65		1		0		1		6		1		11		70		69		1		0		1		6		1		11		70		69		1		0		3		6		3		11		73		72		1		0		3		6		3		11		73		72		84		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		むし歯予防に関するアンケートをH２６年度１年間実施し妊娠の歯科健診をH２７年度より助成することにした バ ヨボウ カン ネン ド ネンカン ジッシ ニンシン シカ ケンシン ネンド ジョセイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		あそびの教室やことばの教室への参加を促し、その後も気になるケースは発達相談につなげている キョウシツ キョウシツ サンカ ウナガ ゴ キ ハッタツ ソウダン		0		0				1		支援学校コーディネーター、学校、教育委員会と保育所・幼稚園の巡回相談に出向き、気になる児へは就学相談の機会を設けている シエン ガッコウ ガッコウ キョウイク イインカイ ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン デム キ ジ シュウガク ソウダン キカイ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		484		1579		宮崎県		西都市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		壱岐佳子 イキ ヨシコ		0983-43-1146		0983-41-1382		1		kenkan@saito-city.jp		0		1				0		1		3		5		216		185		1		0		1		6		1		11		231		216		1		0		1		6		1		11		231		216		1		0		3		6		3		11		262		234		1		0		3		6		3		11		262		234		221		57		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉事務所につなぐ。保育所等へ健診結果等を報告し、情報を共有する。転入後、健診に来た対象者のこれまでの経過を前市町村に確認する フクシ ジム ショ ホイク ジョ トウ ケンシン ケッカ トウ ホウコク ジョウホウ キョウユウ テンニュウ ゴ ケンシン キ タイショウシャ ケイカ マエ シチョウソン カクニン		1		健康日本２１（第２次）西都市計画において、目標値を設定し、毎年評価し、次年度の事業計画に活用している ケンコウ ニッポン ダイ ジ サイト シ ケイカク モクヒョウチ セッテイ マイネン ヒョウカ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		定期的な歯科健診 テイキテキ シカ ケンシン		0		0		1		0		0				1		６か月健診で１歳頃まで、１歳６か月健診で３歳児頃まで、３歳児健診で５歳頃までの発達過程の説明をしている。 ゲツ ケンシン サイ コロ サイ ゲツ ケンシン サイジ コロ サイジ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		両親学級、出生届時保健指導、新生児訪問 リョウシン ガッキュウ シュッセイトドケ ジ ホケン シドウ シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		学校、教育政策課、特別支援学校と一緒に保育所等を訪問し、評価し、スムーズな就学が迎えられるよう支援している。 ガッコウ キョウイク セイサク カ トクベツ シエン ガッコウ イッショ ホイク ジョ トウ ホウモン ヒョウカ シュウガク ムカ シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年１回研修会を実施。内容は健診での観察ポイントや発達障害について等。 ネン カイ ケンシュウカイ ジッシ ナイヨウ ケンシン カンサツ ハッタツ ショウガイ トウ		1		年１回研修会を実施。内容は健診での観察ポイントや発達障害について等。 ネン カイ ケンシュウカイ ジッシ ナイヨウ ケンシン カンサツ ハッタツ ショウガイ トウ		0				0		0								1						1

		485		1576		宮崎県		小林市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下久美子 ヤマシタ クミコ		0984-23-0323		0984-23-0325		1		k_yobou@city.kobayashi.lg.jp		1		1				1		1		3		11		408		359		1		0		1		6		1		11		422		405		1		0		1		6		1		11		422		405		1		0		3		5		3		11		422		405		1		0		3		5		3		11		422		405		398		60		1		1		0		0				1		妊娠一般健康診査助成券利用状況や結果等により出産まで月１回 ニンシン イッパン ケンコウ シンサ ジョセイ ケン リヨウ ジョウキョウ ケッカ トウ シュッサン ツキ カイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				1		診察判定 シンサツ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				1		４・５歳児健康相談を実施している。（教育委員会、支援学校、保育所、幼稚園、療育機関） サイジ ケンコウ ソウダン ジッシ キョウイク イインカイ シエン ガッコウ ホイク ジョ ヨウチエン リョウイク キカン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		研修会に参加し、情報を共有化できる ケンシュウカイ サンカ ジョウホウ キョウユウカ		1		健診の目的、観察のポイント、結果、事後指導の方法等研修会開催 ケンシン モクテキ カンサツ ケッカ ジゴ シドウ ホウホウトウ ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0				1								1		1

		486		1575		宮崎県		日南市		こども課 カ		山下絹代 ヤマシタ キヌヨ		0987-31-1131		0987-31-0373		2		ky-yamashita_ni@city-nichinan.jp		0		1				1		0		3		5		413		399		1		0		1		6		1		11		403		385		1		0		1		6		1		11		403		385		1		0		3		5		3		11		462		425		1		0		3		5		3		11		462		425		361		60		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その子の状態に応じて指導 コ ジョウタイ オウ シドウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		487		1515		熊本県		水俣市		健康高齢課健康推進係 ケンコウ コウレイ カ ケンコウ スイシン カカリ		山田三保 ヤマダ ミホ		0966-62-3028		0966-62-3670		2		yamada-mi@city.minamata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		168		167		1		0		1		6		1		7		186		181		1		0		1		6		1		7		186		181		1		0		3		6		3		7		187		191		1		0		3		6		3		7		187		191		173		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回の健診までの発達の目安について資料を見ながら母親と一緒に確認している ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス シリョウ ミ ハハオヤ イッショ カクニン		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問事業のなかで、母親の児への対応、抱き方などを観察し、気になる様子がある場合は指導するようにしている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジギョウ ハハオヤ ジ タイオウ ダ カタ カンサツ キ ヨウス バアイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		488		1514		熊本県		荒尾市		健康福祉部健康福祉課保健係（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ フクシカ ホケン カカリ ホケン		井上みどり イノウエ		0968-63-1133		0968-64-1350		1		hokenc@city.arao.lg.jp		0		1				0		1		3		5		455		422		1		0		1		6		1		11		470		448		1		0		1		6		1		11		470		448		1		0		3		5		3		11		464		446		1		0		3		5		3		11		464		446		436		41		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		保健センターに掲示している ホケン ケイジ		0				1		0				1		２か月児育児学級での集団指導の実施、３か月健診問診項目に入れている。 ゲツ ジ イクジ ガッキュウ シュウダン シドウ ジッシ ゲツ ケンシン モンシン コウモク イ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密者の受診状況及び結果の把握に留まり、指標の算出はできていない。 ヨウ セイミツ モノ ジュシン ジョウキョウ オヨ ケッカ ハアク トド シヒョウ サンシュツ		0				1		0				0				0		0		1		就学前に保育所、幼稚園、学校と該当者について園訪問を行い情報共有を行っている。ただし、全該当者について情報共有は出来ていない。 シュウガクマエ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウ ガイトウシャ エン ホウモン オコナ ジョウホウ キョウユウ オコナ ゼン ガイトウシャ ジョウホウ キョウユウ デキ		0				1		0		0		0				1		県実施の研修会への参加 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1						1

		489		1520		熊本県		上天草市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中山佳子 ナカヤマ ヨシコ		0969-28-3376		0969-56-3307		2		nakayama-kei@city.kamiamakusa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		187		184		1		0		1		6		1		11		185		180		1		0		1		6		1		11		185		180		1		0		3		0		3		11		193		189		1		0		3		0		3		11		193		189		186		61		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		490		1621		鹿児島県		大崎町		保健福祉係 ホケン フクシ カカリ		山崎瑞恵 ヤマザキ ミズエ		099-476-1111		099-476-3979		1		hokensido@town.kagoshima-osaki.lg.jp		0		2				1		0		3		5		90		82		1		0		1		6		1		11		86		78		1		0		1		6		1		11		86		78		1		0		3		5		3		11		113		105		1		0		3		5		3		11		113		105		103		12		1		0		0		0				0				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		口腔機能の発達 コウクウ キノウ ハッタツ		0		0		1		0		0				1		問診場面で必要時説明 モンシン バメン ヒツヨウジ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		必要時のみ ヒツヨウジ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診受診券から把握できる仕組み ケンシン ジュシン ケン ハアク シク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		外部研修に参加している ガイブ ケンシュウ サンカ

		491		1625		鹿児島県		肝付町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松井千穂 マツイ チホ		0944-65-2564		0944-65-251７		1		zoushin@town.kimotsuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		101		101		1		0		1		5		1		8		111		99		1		0		1		5		1		8		111		97		1		0		3		5		3		8		125		117		1		0		3		5		3		8		125		114		103		4		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達の確認 ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				1		健診後のフォローの場とし、親子教室や母子相談日を設けている ケンシン ゴ バ オヤコ キョウシツ ボシ ソウダン ヒ モウ		0		0				1		保健指導後のカンファレンスの中で評価し次回へつないでいる ホケン シドウ ゴ ナカ ヒョウカ ジカイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		親子教室の中での検査や巡回療育相談へつなぎ、結果を確認しているが、これを定期的評価と取るのか？ オヤコ キョウシツ ナカ ケンサ ジュンカイ リョウイク ソウダン ケッカ カクニン テイキテキ ヒョウカ ト		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		研修会の開催 ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0

		492		1622		鹿児島県		東串良町		福祉課 フクシカ		小林 コバヤシ		0944-63-3131		0944-63-3138		1		eisei@higashikushira.com		0		1				1		0		3		5		52		51		1		0		1		6		1		8		51		46		1		0		1		6		1		8		51		46		1		0		3		3		3		5		64		57		1		0		3		3		3		5		64		57		*		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程を対象に応じて説明する ツギ ケンシン ハッタツ カテイ タイショウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		他研修会（県などが実施する研修会など）を活用して確保している。（但し医師、歯科医師以外のみ分） ホカ ケンシュウカイ ケン ジッシ ケンシュウカイ カツヨウ カクホ タダ イシ シカ イシ イガイ ブン										1

		493		1721		中核市 チュウカクシ		鹿児島市		健康福祉局子育て支援部母子保健課 ケンコウ フクシ キョク コソダ シエン ブ ボシ ホケン カ		下原智史 シモ ハラ サトシ フミ		099-216-1485		099-216-1284		1		boshihoken@city.kagoshima.lg.jp		0		1				1		0		3		6		5394		5324		1		0		1		6		1		11		5772		5544		1		0		1		6		1		11		5772		5538		1		0		3		0		3		11		5791		5653		1		0		3		0		3		11		5791		5648		5836		451		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		業務従事者への研修会で健診結果を情報提供し、課題を共有している。健診や相談時に使用するリーフレットの内容の見直しも行っている。 ギョウム ジュウジシャ ケンシュウカイ ケンシン ケッカ ジョウホウ テイキョウ カダイ キョウユウ ケンシン ソウダン ジ シヨウ ナイヨウ ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６か月、３歳児健診で発達の気がかりなケースは半年から１年後の発達過程について説明している サイ ゲツ サイジ ケンシン ハッタツ キ ハントシ ネンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		事例検討 ジレイ ケントウ		0		0				1		母子手帳発行時や訪問時資料配布等で啓発を行っている。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ ホウモン ジ シリョウ ハイフ トウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には実施していないが、１ヶ月間の健診受診者の課題や相談内容をまとめ今後に生かすため検討中である テイキテキ ジッシ ゲツ アイダ ケンシン ジュシンシャ カダイ ソウダン ナイヨウ コンゴ イ ケントウチュウ		0				0		1		0				1		委託健診結果報告の中に保健指導要の記載をするようにしている イタク ケンシン ケッカ ホウコク ナカ ホケン シドウ ヨウ キサイ		0		0		0		0				1		健診に従事する常勤・非常勤保健師、助産師、看護師、心理相談員に対してマニュアルの確認や問診などの取り方、支援方法についての研修を実施している ケンシン ジュウジ ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ シンリ ソウダンイン タイ カクニン モンシン ト カタ シエン ホウホウ ケンシュウ ジッシ		1		健診に従事する常勤・非常勤保健師、助産師、看護師、心理相談員に対してマニュアルの確認や問診などの取り方、支援方法についての研修を実施している ケンシン ジュウジ ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ シンリ ソウダンイン タイ カクニン モンシン ト カタ シエン ホウホウ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		494		1628		鹿児島県		屋久島町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松浦仁美 マツウラ ヒトミ		0997-43-5900		0997-43-3008		1		kenkou@yakushima-town.jp		0		1				1		0		3		4		109		107		1		0		1		6		1		11		124		120		1		0		1		6		1		11		124		120		1		0		3		5		3		11		128		121		1		0		3		5		3		11		128		121		128		7		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		必要時個別で対応している ヒツヨウジ コベツ タイオウ		0				1		0				1		母子手帳交付時に配布している冊子に記載 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ サッシ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達障害児の早期気づき、早期発見のための研修 ハッタツ ショウガイジ ソウキ キ ソウキ ハッケン ケンシュウ		0				0				0		0				1

		495		1675		沖縄県		伊是名村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		西　美津子 ニシ ミツ コ		098-045-2137		098-045-2700		2		nishi-m@vill.izena.okinawa.lg.jp		0		2				1		0		3		12		33		30		1		0		1		6		2		0		14		13		1		0		1		6		2		0		14		13		*		*		3		0		4		6		18		16		*		*		3		0		4		6		18		16		19		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		該当者なし ガイトウシャ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		496		1654		沖縄県		今帰仁村		福祉保健課（保健センター） フクシ ホケンカ ホケン		与那嶺・橋本 ヨナミネ ハシモト		0980-56-1234		0980-51-5833		1		kenkouboshi@nakijin.jp		0		1				1		0		3		5		86		83		1		0		1		0		1		11		80		78		1		0		1		0		1		11		80		78		1		0		3		6		3		11		79		75		1		0		3		6		3		11		79		75		88		7		1		0		0		0				0				0		1		これまで評価してこなかったが、現在評価をしていく方向で評価方法について検討中 ヒョウカ ゲンザイ ヒョウカ ホウコウ ヒョウカ ホウホウ ケントウチュウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		個別の実施はあるが、全員を対象として統一した説明は行っていない コベツ ジッシ ゼンイン タイショウ トウイツ セツメイ オコナ		0				1		0				1		パンフレット配布等（母子手帳交付時） ハイフ トウ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				0		1		委託先の小児保健協会にて実施 イタクサキ ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ		0				1		0				0		0		1		0		0				0				1		0		0		0				1		小児保健協会実施の研修会へ参加 ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		497		1662		沖縄県		北谷町		子ども家庭課 コ カテイ カ		岡田真琴 オカダ マコト		098-982-7709		098-982-7715		2		tokuno.makoto@chatan.jp		0		1				1		0		3		6		326		291		1		0		1		8		1		10		340		289		1		0		1		8		1		10		340		289		1		0		3		4		3		7		340		289		1		0		3		4		3		7		340		289		340		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診でパンフレットやリーフレットを使い説明 ニュウヨウジ ケンシン ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届時に配布する資料に入れている シュッセイ ジ ハイフ シリョウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児健診事後教室の勉強会 ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツ ベンキョウ カイ		0				0				0		1		県小児保健協会が全県的に実施しておりそれに参加 ケン ショウニ ホケン キョウカイ ゼンケン テキ ジッシ サンカ		1

		498		1655		沖縄県		本部町		保険予防課予防班 ホケン ヨボウカ ヨボウ ハン		桃宇亜里沙・玉城明子 モモ ウ アリサ タマシロ アキコ		098-047-2103		098-047-2185		1		yobou@town.motobu.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		251		225		1		0		1		6		1		8		144		125		1		0		1		6		1		8		144		125		1		0		3		4		3		6		137		125		1		0		3		4		3		6		137		125		128		32		1		1		0		0				0				0		1		地区担当の保健師（看護師）が個別支援で支援し、新生児訪問や赤ちゃん訪問等で評価する チク タントウ ホケンシ カンゴシ コベツ シエン シエン シンセイジ ホウモン アカ ホウモン トウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		平成２３年度より２歳児歯科健診事業を実施 ヘイセイ ネンド サイジ シカ ケンシン ジギョウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		ハイリスクケースや子育て（発達面）の相談ｹｰｽ等必要に応じて実施している コソダ ハッタツ メン ソウダン トウ ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		1		事例は少ないが担当保健師と情報を共有し事例検討会を行っている ジレイ スク タントウ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ ジレイ ケントウカイ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				0		1		沖縄県小児保健協会に委託 オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ イタク		1		乳幼児健診（数日後）有所見者を含む検討会を毎回実施 ニュウヨウジ ケンシン スウジツゴ ユウ ショケン シャ フク ケントウカイ マイカイ ジッシ		0		0				1		町内保育所へ年２回出向き情報共有と検討会を実施。また、ケースに応じ地区担当保健師が個別支援を実施 チョウナイ ホイク ジョ ネン カイ デム ジョウホウ キョウユウ ケントウカイ ジッシ オウ チク タントウ ホケン シ コベツ シエン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		町独自では実施していないが沖縄県小児保健協会等の主催する研修へは参加している チョウ ドクジ ジッシ オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ トウ シュサイ ケンシュウ サンカ		1				1						1

		499		47		北海道		乙部町		町民課保健衛生係 チョウ ミン カ ホケン エイセイ カカリ		江口優衣 エグチ ユイ		0139-62-2311		0139-62-2939		2		y-eguchi@town.otobe.lg.jp		0		1				1		0		4		99		14		13		1		0		1		6		2		0		22		20		1		0		1		6		2		0		22		20		*		*		3		0		4		0		25		21		*		*		3		0		4		0		25		21		16		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時に母親に伝えている ケンシン ジ ハハオヤ ツタ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道か管内で行われている研修に参加している ドウ カンナイ オコナ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		500		156		北海道		更別村		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		武村友美 タケムラ トモミ		0155-53-3000		0155-53-2111		1		hoken@sarabetsu.jp		0		2				1		0		*		*		23		23		1		0		1		6		2		11		32		31		1		0		1		6		2		11		32		21		*		*		3		0		3		11		28		27		*		*		3		0		3		11		28		19		29		1		1		1		0		0				1		母親学級や両親学級、後期分の妊婦健診受診券交付時などに、体調や生活状況を確認。また状況に応じて電話や訪問を実施。その際評価を行っている。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ コウキ ブン ニンプ ケンシン ジュシン ケン コウフ ジ タイチョウ セイカツ ジョウキョウ カクニン ジョウキョウ オウ デンワ ホウモン ジッシ サイ ヒョウカ オコナ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		乳幼児健診後のカンファレンスで今後の対応方法などについて検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ コンゴ タイオウ ホウホウ ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		0		0		0		1		必要があれば他機関と連携し実施・評価まで行っている。 ヒツヨウ タ キカン レンケイ ジッシ ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		各母子事業や電話・訪問等で状況を確認して今後の対応など検討している。 カク ボシ ジギョウ デンワ ホウモン ナド ジョウキョウ カクニン コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		501		50		北海道		せたな町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		安藤麗香 アンドウ レイ カオリ		0137-84-5984		0137-84-5065		2		reika.ando@town.setana.lg.jp		0		1				*		*		3		4		37		37		*		*		1		6		1		11		43		43		*		*		1		6		1		11		43		42		*		*		3		0		3		11		46		46		*		*		3		0		3		11		46		46		31		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ素塗布勧奨 ソ トフ カンショウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		子育て支援センターのみ連携 コソダ シエン レンケイ		0				0		1		各担当保健師による カク タントウ ホケン シ		0				1		0				1		パンフレットと赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		５歳児健診時に評価 サイジ ケンシン ジ ヒョウカ		0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		502		147		北海道		新ひだか町		健康生活部健康推進課（静内保健センター） ケンコウ セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ シズ ナイ ホケン		瓶子歩美 ヘイシ アユミ		0416-42-1287		0416-43-2350		1		sukoyaka1@sougoucare.ecnet.jp		0		1				*		*		3		6		185		183		*		*		1		6		1		10		236		227		*		*		1		6		1		8		182		167		*		*		3		0		3		4		197		184		*		*		3		0		3		2		204		164		214		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の取り組み内容に反映している ジネンド ト ク ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食 アイダ ショク		0		1		0		0		0				0				0		1		必須としていないがケースの状況によって実施 ヒッス ジョウキョウ ジッシ		1		健診後のカンファレンス。育てにくさを感じる親を対象とした実施。その中での評価。 ケンシン ゴ ソダ カン オヤ タイショウ ジッシ ナカ ヒョウカ		0		0				0				0		1		必須としていないがケースの状況によって実施 ヒッス ジョウキョウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修に参加 ガイブ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		503		213		青森県		南部町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		根市恵子 ネ イチ ケイコ		0178-60-7100		0178-76-3904		2		neichi-keiko@town.aomori-nanbu.lg.jp		0		1				0		1		*		*		*		*		1		0		1		7		1		8		109		102		1		0		1		7		1		8		109		102		1		0		3		7		3		8		112		110		1		0		3		7		3		8		112		110		94		5		1		1		0		0				1		訪問後のカンファレンスで評価 ホウモン ゴ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		カンファレンスで評価している ヒョウカ		0		0				1		問診票に入れている モンシン ヒョウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		４歳児健康相談の実施 サイジ ケンコウ ソウダン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		504		182		青森県		三沢市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		根岸満智子 ネギシ マチコ		0176-57-0707		0176-52-7021		2		machiko.negishi@city.misawa.lg.jp		0		1				1		0		4		6		458		417		1		0		1		7		2		0		405		394		1		0		1		7		2		0		405		394		*		*		3		6		4		0		412		377		*		*		3		6		4		0		412		377		404		49		1		0		0		0				1		母子手帳交付時及び妊婦訪問時に支援項目や状況をもとに検討・評価している ボシ テチョウ コウフ ジ オヨ ニンプ ホウモン ジ シエン コウモク ジョウキョウ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		有病率、一人当たり本数を把握し、また事業内容の検討を行っている ユウビョウリツ ヒトリ ア ホンスウ ハアク ジギョウ ナイヨウ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		出生時にしおりを配布。保健師の集団指導を実施している。 シュッセイジ ハイフ ホケン シ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0		1		担当保健婦が、継続して支援しているが、保健指導の評価は必要時に実施 タントウ ホケンフ ケイゾク シエン ホケン シドウ ヒョウカ ヒツヨウジ ジッシ		1		赤ちゃん訪問で資料配布 アカ ホウモン シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事後指導教室の中で評価している。 ジゴ シドウ キョウシツ ナカ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		５歳児発達相談の評価会は実施している サイジ ハッタツ ソウダン ヒョウカ カイ ジッシ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		505		217		岩手県		大船渡市		生活福祉部健康推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		及川里枝 オイカワ リエ		0192-27-1581		0192-27-1589		1		kenkou@city.ofunato.iwate.jp		0		1				*		*		4		11		234		230		*		*		1		6		1		11		226		231		*		*		1		6		1		11		226		231		*		*		3		6		3		11		261		259		*		*		3		6		3		11		261		259		247		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		報告用の受診票に自情報を記載 ホウコクヨウ ジュシン ヒョウ ジ ジョウホウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		506		357		福島県		天栄村		住民福祉課健康増進係 ジュウミン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		深谷弘子 フカヤ ヒロコ		0248-82-3800		0248-82-3545		1		kenkou@vill.tenei.fukushima.jp		0		1				0		1		3		4		33		33		1		0		1		6		1		8		38		38		1		0		1		6		1		8		38		38		*		*		3		2		3		4		44		44		*		*		3		2		3		4		44		44		28		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常に機会を設けているわけではないが、必要があれば研修を受けている。 ツネ キカイ モウ ヒツヨウ ケンシュウ ウ

		507		297		秋田県		三種町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシン カ ホケン		近藤千保子 コンドウ セン タモツ コ		0185-83-5555		0185-83-3857		2		kondo-chihoko@town.mitane.akita.jp		0		1				1		0		3		4		66		65		1		0		1		5		1		7		81		79		1		0		1		5		1		7		81		79		*		*		3		5		3		7		92		89		*		*		3		5		3		7		92		89		70		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		特に取り決めはないが、必要に応じて１，４，５の対応あり トク ト キ オウ タイオウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1		健やか親子２１重点課題②乳健時確認 スコ オヤコ ジュウテン カダイ チチ ケン ジ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と連携はしているが、評価方法は確立していない カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ ホウホウ カクリツ		*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		508		721		新潟県		聖籠町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		山岸ちひろ ヤマギシ		0254-27-6511		0254-27-6512		1		hofuku@town.seiro.niigata.jp		0		1				*		*		4		5		150		150		*		*		1		5		1		7		134		134		*		*		1		5		1		7		134		134		*		*		2		11		3		1		168		166		*		*		2		11		3		1		168		166		135		8		1		0		0		0				0				0		1		定期的な実施はないが、養育支援訪問の振り返りを行い内容を検討している テイキテキ ジッシ ヨウイク シエン ホウモン フ カエ オコナ ナイヨウ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		1		1		0				1		課題の見直し（仕上げ磨き指導・習慣化、捕食の選び方、フッ化物塗布及び洗口 カダイ ミナオ シア ミガ シドウ シュウカンカ ホショク エラ カタ カ ブツ トフ オヨ アラ クチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児に対しては指導用リーフレットを作成。育児学級（４～５か月児向け）で説明。幼児に対してはパンフレットを配布 ニュウジ タイ シドウヨウ サクセイ イクジ ガッキュウ ゲツ ジ ム セツメイ ヨウジ タイ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		健診後、入園後、入学後の様子を確認して経過のフィードバックをし検討している。 ケンシン ゴ ニュウエン ゴ ニュウガクゴ ヨウス カクニン ケイカ ケントウ		0				0				0		0				0				0		1		定期的な開催は実施sできていないが、保健師間での検討は随時実施している。 テイキテキ カイサイ ジッシ ホケン シ カン ケントウ ズイジ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1

		509		730		新潟県		粟島浦村		総務課 ソウムカ		沼田美穂 ヌマタ ミホ		0254-55-2111		0254-55-2159		1		phn@vill.awashimaura.lg.jp		0		1				0		1		3		4		1		1		1		0		1		6		2		0		1		1		0		1		1		6		2		0		1		1		*		*		3		0		3		6		1		1		*		*		3		0		3		6		1		1		0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		510		335		山形県		小国町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野本恵利子 ノ モト エリコ		0238-61-1000		0238-61-1005		1		kenkou@town.oguni.yamagata.jp		0		1				*		*		3		4		50		50		*		*		1		5		1		8		48		46		*		*		1		5		1		8		48		46		*		*		3		5		3		8		51		49		*		*		3		5		3		8		51		49		55		1		1		0		0		0				0				0		1		若年妊娠、未婚に対し家族面談、継続訪問などの支援を行い、保健師間でカンファレンス、共有した ジャクネン ニンシン ミコン タイ カゾク メンダン ケイゾク ホウモン シエン オコナ ホケン シ カン キョウユウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		1		健診後のカンファレンスで保健師が情報共有、訪問するなど対応を行う ケンシン ゴ ホケン シ ジョウホウ キョウユウ ホウモン タイオウ オコナ		0				0		1		件数が少ないため、結果で評価し事業計画に活用している ケンスウ スク ケッカ ヒョウカ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児、１歳児健診で健康教育の時間を取っており、簡単に触れている。 ゲツ ジ サイジ ケンシン ケンコウ キョウイク ジカン ト カンタン フ		0		0				0				0		1		健診後のカンファレンスや保健師間で情報共有し、次回の健診や訪問等で保護者の話を聞くようにしている ケンシン ゴ ホケン シ カン ジョウホウ キョウユウ ジカイ ケンシン ホウモン トウ ホゴシャ ハナシ キ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファレンスの機会に検討している ケンシン ゴ キカイ ケントウ		0				0		0		1		保育園訪問を実施し情報共有を行っている ホイクエン ホウモン ジッシ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		511		853		長野県		天龍村		住民課健康支援係 ジュウミンカ ケンコウ シエン カカリ		栗生 クリ ナマ		0260-32-2001		0260-32-2525		2		f-seikan@vill-tenryu.jp		0		1				0		1		4		5		3		3		*		*		1		6		1		9		3		3		*		*		1		6		1		9		3		3		*		*		3		0		3		3		6		6		*		*		3		0		3		3		6		6		5		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレット使用し啓発 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		委託の健診は行っているが、問診は村の保健師が行いカンファレンスをしている。 イタク ケンシン オコナ モンシン ムラ ホケン シ オコナ		1		近隣の自治体保健師で講師を派遣し研修している キンリン ジチタイ ホケン シ コウシ ハケン ケンシュウ		0				0				0		0

		512		1693		中核市 チュウカクシ		柏市		地域健康づくり課 チイキ ケンコウ カ		勝田圭香 カツ タ ケイ カ		04-7167-1256		04-7167-1257		1		tiikikenko@city.kashiwa.lg.jp		0		1				*		*		3		6		3339		3282		1		0		1		6		1		11		3661		3361		1		0		1		6		1		11		3661		247		1		0		3		6		3		11		3699		3303		1		0		3		6		3		11		3699		3292		3551		391		0		1		0		0				0				0		1		定期的な評価は実施していないが、ケースの状況に応じて支援の方向性の検討や児童福祉部署への情報共有を行っている テイキテキ ヒョウカ ジッシ ジョウキョウ オウ シエン ホウコウセイ ケントウ ジドウ フクシ ブショ ジョウホウ キョウユウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		幼児健康診査検討会として柏歯科医師会も含めた事業評価を行い、次年度の事業計画に活用 ヨウジ ケンコウ シンサ ケントウカイ カシワ シカ イシ カイ フク ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳発行時、母と子のつどい、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、ママパパ学級等における情報提供、啓発の実施。 ボシ ケンコウ テチョウ ハッコウ ジ ハハ コ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ガッキュウ トウ ジョウホウ テイキョウ ケイハツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		幼児健康診査検討会として医師会、歯科医師会も含めた事業評価の機会を毎年設けている ヨウジ ケンコウ シンサ ケントウカイ イシカイ シカ イシ カイ フク ジギョウ ヒョウカ キカイ マイネン モウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		常勤・非常勤を含め従事関係職員を対象とした眼科、耳鼻科等の精度管理や発達障害の早期支援に関する研修を毎年設けている。 ジョウキン ヒジョウキン フク ジュウジ カンケイ ショクイン タイショウ ガンカ ジビカ トウ セイド カンリ ハッタツ ショウガイ ソウキ シエン カン ケンシュウ マイネン モウ		1		常勤・非常勤を含め従事関係職員を対象とした眼科、耳鼻科等の精度管理や発達障害の早期支援に関する研修を毎年設けている。 ジョウキン ヒジョウキン フク ジュウジ カンケイ ショクイン タイショウ ガンカ ジビカ トウ セイド カンリ ハッタツ ショウガイ ソウキ シエン カン ケンシュウ マイネン モウ		0				0		0								1

		513		592		千葉県		いすみ市		健康高齢者支援課 ケンコウ コウレイシャ シエン カ		木村真利 キムラ シン リ		0470-62-1162		0470-63-1252		1		kenkou@city.isumi.lg.jp		0		1				*		*		4		5		236		223		*		*		1		6		1		11		216		176		*		*		1		6		1		11		216		176		*		*		3		5		3		11		247		183		*		*		3		5		3		11		247		183		198		89		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアル取り決めはないが、把握した場合は、福祉担当者へ情報提供している。 ト キ ハアク バアイ フクシ タントウシャ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0		0		0				1		健診対象年齢を変更した。 ケンシン タイショウ ネンレイ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		マタニティークラスで行っている。 オコナ		0		0				1		尿検査、視力検査、聴力検査 ニョウケンサ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		保育所巡回相談、こあらくらぶ、かるがも相談 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ソウダン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		514		587		千葉県		富里市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		戸村由美子 ト ムラ ユミコ		0476-93-4121		0476-93-2422		1		kenkou@city.tomisato.lg.jp		0		1				*		*		4		5		385		372		*		*		1		6		1		7		374		349		*		*		1		6		1		7		374		349		*		*		3		5		3		6		367		357		*		*		3		5		3		6		367		357		423		27		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		おすわりやハイハイについて、歩き初めまでにハイハイをしっかりさせよう アル ハジ		0		0				0				0		1		親子支援教室で継続的にかかわり、指導方法を検討する。 オヤコ シエン キョウシツ ケイゾクテキ シドウ ホウホウ ケントウ		*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		愛育会の研修等 アイイク カイ ケンシュウ トウ		0				0				0		0

		515		549		埼玉県		長瀞町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島純代 オオシマ スミヨ		0494-66-3111		0494-66-3564		1		kenkou@town.nagatoro.saitama.jp		0		1				1		0		*		*		37		37		1		0		*		*		*		*		39		35		1		0		*		*		*		*		39		35		1		0		*		*		*		*		45		39		*		*		*		*		*		*		45		39		38		4		1		0		0		0				1		カンファレンス、２か月ごと ゲツ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診でパンフレットをもとに行う ケンシン オコナ		0		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンス ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		516		480		群馬県		下仁田町		保健環境課保健予防係 ホケン カンキョウ カ ホケン ヨボウ ガカリ		永井 ナガイ		0274-82-5490		0274-82-3013		1		kenkou@town.shimonita.lg.jp		0		1				1		0		*		*		19		19		1		0		*		*		*		*		23		22		1		0		*		*		*		*		27		27		1		0		*		*		*		*		23		22		1		0		*		*		*		*		27		27		24		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健事業打ち合わせでデータを歯科医、衛生士と共有し、次年度の歯科事業へのアドバイスをもらっている。 シカ ホケン ジギョウ ウ ア シカイ エイセイシ キョウユウ ジネンド シカ ジギョウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ほかの月齢の子との健診もあるため、交流も含健診会場で実施 ゲツレイ コ ケンシン コウリュウ フク ケンシン カイジョウ ジッシ		0		0				1		言動の変化や子どもの発達状況などを健診後のカンファレンスで評価 ゲンドウ ヘンカ コ ハッタツ ジョウキョウ ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時に説明。３～４か月健診でも再度確認 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ ゲツ ケンシン サイド カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳健は３か月ごと、幼健は６か月ごとに実施しているため、そのつどカンファレンスなどで実施 ニュウ ケン ゲツ ヨウ ケン ゲツ ジッシ ジッシ		0		0				1		保育園と連携し、コンサルテーションを実施している ホイクエン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		517		470		群馬県		館林市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		青木淳子 アオキ ジュンコ		0276-74-5155		0276-75-6555		1		hoken.center@city.tatebayashi.gunma.jp		0		1				1		0		4		99		559		544		1		0		1		6		99		99		597		580		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		2		99		99		614		590		*		*		*		*		*		*		*		*		575		72		1		1		0		0				1		養育支援が必要な妊婦は特定妊婦として要保護児童対策協議会にて協議、評価 ヨウイク シエン ヒツヨウ ニンプ トクテイ ニンプ ヨウホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ キョウギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		0		0				1		平成２７年度：２６年度の三歳児う蝕保有率の増加を受け歯垢染め出し検査を従来の１歳６か月児のみから２歳児を追加し実施 ヘイセイ ネン ド ネンド サンサイジ ショク ホユウリツ ゾウカ ウ シコウ ソ ダ ケンサ ジュウライ サイ ゲツ ジ サイジ ツイカ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		月齢により重点項目が異なるため選択が難しい ゲツレイ ジュウテン コウモク コト センタク ムツカ		0		1		0		0		0				1		次の健診までの発達過程を示したパンフレットを健診時に配布し起こりうる問題を説明 ツギ ケンシン ハッタツ カテイ シメ ケンシン ジ ハイフ オ モンダイ セツメイ		0		0				1		各健診の問診票に育児の楽しさの設問をもうけ、育てにくさのある保護者をアセスメントし、必要時、発達相談や個別相談、子育て相談等に向ける。養育環境について支援が必要な場合は児童福祉担当課と連携し、支援を行う カク ケンシン モンシン ヒョウ イクジ タノ セツモン ソダ ホゴシャ ヒツヨウジ ハッタツ ソウダン コベツ ソウダン コソダ ソウダン トウ ム ヨウイク カンキョウ シエン ヒツヨウ バアイ ジドウ フクシ タントウカ レンケイ シエン オコナ		0		0				1		４か月健診の際国の虐待に関する問診票において揺さぶられ症候群の認識のない保護者に対し説明を行っている ゲツ ケンシン サイ クニ ギャクタイ カン モンシン ヒョウ ユ ショウコウグン ニンシキ ホゴシャ タイ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		保育園・幼稚園・情緒教室、ことばの教室、相談支援センターとの情報共有を図り支援方法について連携を図っている。知的障害が疑われる児には上記のほか児童相談所の相談に向けている。 ホイクエン ヨウチエン ジョウチョ キョウシツ キョウシツ ソウダン シエン ジョウホウ キョウユウ ハカ シエン ホウホウ レンケイ ハカ チテキ ショウガイ ウタガ ジ ジョウキ ジドウ ソウダン ジョ ソウダン ム		0		0		0				0				0		0		1		0				1		健診後のケースカンファレンスでの実践指導、保健師対象の自閉症関係研修会の実施 ケンシン ゴ ジッセン シドウ ホケン シ タイショウ ジヘイショウ カンケイ ケンシュウカイ ジッシ		1		看護師、栄養士：必要時実施。２７年度：歯科衛生士研修実施（指導内容統一に向けた研修） カンゴシ エイヨウシ ヒツヨウジ ジッシ ネンド シカ エイセイシ ケンシュウ ジッシ シドウ ナイヨウ トウイツ ム ケンシュウ		1		新規に従事される場合に個別に説明 シンキ ジュウジ バアイ コベツ セツメイ		0		0				1				1		1				1

		518		669		東京都		御蔵島村		総務課民生係 ソウムカ ミンセイ カカリ		伊藤珠理 イトウ ジュリ		04994-8-2121		04994-8-2239		1		soumu_minsei@mikurasima.jp		0		1				*		*		3		5		2		2		*		*		1		6		1		7		6		6		*		*		1		6		1		7		6		6		*		*		3		4		3		6		2		2		*		*		3		0		3		11		2		2		5		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別健診にて保健師より説明 コベツ ケンシン ホケン シ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		小離島である御蔵島では、定期的に行っていませんが、事例が発生した際に医師と看護師によって行っている ショウ リトウ ミクラジマ テイキテキ オコナ ジレイ ハッセイ サイ イシ カンゴシ オコナ		0		0				1		三宅保健所より年１回精神障害巡回相談を利用し、医師や保健師を含め話し合いの場を設けている ミヤケ ホケンジョ ネン カイ セイシン ショウガイ ジュンカイ ソウダン リヨウ イシ ホケンシ フク ハナ ア バ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0						1								1

		519		814		長野県		伊那市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中村美菜子 ナカムラ ミナコ コ		0265-78-4111		0265-74-1260		1		ken@inacity.jp		0		1				*		*		3		4		558		513		*		*		1		6		1		7		594		582		*		*		1		6		1		7		594		582		*		*		3		0		3		1		548		523		*		*		3		0		3		1		548		523		553		35		1		0		0		0				1		個別の支援計画に基づいて評価の時期を設定している コベツ シエン ケイカク モト ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		歯科衛生士の保健指導（乳幼児健診内及び保育園巡回） シカ エイセイシ ホケン シドウ ニュウヨウジ ケンシン ナイ オヨ ホイクエン ジュンカイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１０か月健診で愛着形成の話と併せて１歳６か月頃までの発達過程について説明している ゲツ ケンシン アイチャク ケイセイ ハナシ アワ サイ ゲツ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時の保健指導及び妊婦とその家族への教室でのDVD勧奨による啓発 シンセイジ ホウモン ジ ホケン シドウ オヨ ニンプ カゾク キョウシツ カンショウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		ケース検討を通じた保健指導研修会 ケントウ ツウ ホケン シドウ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1		1

		520		924		静岡県		沼津市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		金子すみえ カネコ		055-951-3480		055-951-5444		1		kenkou@citynumazu.lg.jp		0		1		1		0		1		4		5		*		*		1		0		1		7		1		11		*		*		*		*		1		7		1		11		*		*		*		*		3		1		3		11		*		*		*		*		3		1		3		11		*		*		1461		42		1		0		0		0				1		ハイリスク妊婦となった時、係内で支援方法について検討。特定妊婦として継続支援していく場合他課、多職種で検討・評価 ニンプ トキ カカリ ナイ シエン ホウホウ ケントウ トクテイ ニンプ ケイゾク シエン バアイ タカ タ ショクシュ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		1		子ども家庭相談員の個別相談につなげる（健診会場で実施） コ カテイ ソウダンイン コベツ ソウダン ケンシン カイジョウ ジッシ		*				*		*				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６か月児で、２歳児、２歳児歯科検診で３歳児の発達過程について指導 サイ ゲツ ジ サイジ サイジ シカ ケンシン サイジ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				0		1		月１回実施される要保護児童対策地域協議会で必要なケースについては関係機関を交えて検討している。 ツキ カイ ジッシ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒツヨウ カンケイ キカン マジ ケントウ		1		妊娠期の両親学級でDVD,講義により啓発を行っている ニンシン キ リョウシン ガッキュウ コウギ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		月１回関係機関で個別ケース検討を行いフォローの妥当性について検討している。検討している。また個別心理相談を通じて評価をしている。 ツキ カイ カンケイ キカン コベツ ケントウ オコナ ダトウセイ ケントウ ケントウ コベツ シンリ ソウダン ツウ ヒョウカ		1		療育機関と定期的に検討評価 リョウイク キカン テイキテキ ケントウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		発達障害等の研修に参加 ハッタツ ショウガイ トウ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		521		914		岐阜県		北方町		保健センター ホケン		西本 ニシ モト		058-323-7600		058-323-7601		1		fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp		1		1				*		*		3		4		164		159		*		*		1		6		1		7		172		154		*		*		1		6		1		7		172		154		*		*		3		0		3		1		191		169		*		*		3		0		3		1		191		169		177		40		1		0		0		0				1		３～４か月乳児健診で出生体重を抽出し、指導効果を評価している。 ゲツ ニュウジ ケンシン シュッセイ タイジュウ チュウシュツ シドウ コウカ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健康増進計画の中間評価及び最終評価の折に事業見直しを行っている ケンコウ ゾウシン ケイカク チュウカン ヒョウカ オヨ サイシュウ ヒョウカ オリ ジギョウ ミナオ オコナ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別健康相談時にお話ししている。 コベツ ケンコウ ソウダン ジ ハナ		0		0				0				0		1		言葉の教室において、個別相談の内容を共有することによりその都度指導の在り方を振り返っているが、文章化してまとめていない コトバ キョウシツ コベツ ソウダン ナイヨウ キョウユウ ツド シドウ ア カタ フ カエ ブンショウカ		1		妊娠届の折にリーフレットを利用して啓発している ニンシン トドケ オリ リヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健康増進計画について ケンコウ ゾウシン ケイカク		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部の研修事業を有効利用し腹鳴により共有するようにしている。 ガイブ ケンシュウ ジギョウ ユウコウ リヨウ フクメイ キョウユウ												1

		522		897		岐阜県		瑞穂市		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		棚瀬すず子 タナセ コ		058-327-8611		058-327-1566		1		kenkou@city.mizuho.lg.jp		0		1				1		0		4		5		614		601		1		0		1		6		1		7		606		580		1		0		1		6		1		7		606		580		*		*		3		0		3		1		631		604		*		*		3		0		3		1		631		604		667		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		・４～５か月児健診で「語りかけ育児」で数か月～数年先の発達について説明している。・１歳半健診で育児力の向上を目指して１歳半～３歳頃の子どもの発達について資料を利用して説明している ゲツ ジ ケンシン カタ イクジ スウ ゲツ スウネンサキ ハッタツ セツメイ サイハン ケンシン イクジ リョク コウジョウ メザ サイハン サイ コロ コ ハッタツ シリョウ リヨウ セツメイ		0		0				1		発達支援教室で行う保健指導について、当日の教室終了後に行うスタッフ全員でのカンファレンスの中で評価している ハッタツ シエン キョウシツ オコナ ホケン シドウ トウジツ キョウシツ シュウリョウゴ オコナ ゼンイン ナカ ヒョウカ		0		0				1		出生届の際に全員実施する面談で行っている シュッセイトドケ サイ ゼンイン ジッシ メンダン オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		対象児が入所した保育所や幼稚園を訪問し、また就学前に学校教育課と連携して評価している。療育機関とも連携を取り評価する場合がある タイショウ ジ ニュウショ ホイク ジョ ヨウチエン ホウモン シュウガクマエ ガッコウ キョウイク カ レンケイ ヒョウカ リョウイク キカン レンケイ ト ヒョウカ バアイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		年間２回研修会を開催している ネンカン カイ ケンシュウカイ カイサイ		1		今年度末に非常勤医師とその意志の所属する医療機関のスタッフを対象とした研修会（保健事業全体の）の中で実施する予定である コンネンド マツ ヒジョウキン イシ イシ ショゾク イリョウ キカン タイショウ ケンシュウカイ ホケン ジギョウ ゼンタイ ナカ ジッシ ヨテイ		0		0														1

		523		1034		三重県		御浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		室谷好美 ムロヤ ヨシミ		05979-3-0511		05979-2-3502		2		yoshimi-murotani@town.mihama.mie.jp		0		1				*		*		4		4		53		53		*		*		1		5		1		8		48		47		*		*		1		5		1		8		48		47		*		*		3		5		3		8		54		53		*		*		3		5		3		8		54		53		43		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ポスター掲示など ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		保健所管内にて受診した分については紀南地域母子保健医療推進協議会にてシステムを作っている(継続アンケート） ホケンジョ カンナイ ジュシン ブン キ ミナミ チイキ ボシ ホケン イリョウ スイシン キョウギカイ ツク ケイゾク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		524		1411		高知県		四万十町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中村晶子 ナカムラ アキコ		0880-22-3115		0880-22-3725		*		*		*		*				*		*		4		7		103		97		*		*		1		6		2		0		99		104		*		*		1		6		2		0		99		104		*		*		3		4		4		0		105		105		*		*		3		4		4		0		105		105		97		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		現在検討中 ゲンザイ ケントウチュウ		0		0		0		0		0		0				1		歯科保健に関する検討会(年２回）において活用 シカ ホケン カン ケントウカイ ネン カイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		全ての健診（４・７・１２か月、１歳６か月、２歳、３歳健診）において実施。 スベ ケンシン ゲツ サイ ゲツ サイ サイ ケンシン ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果やその結果保健指導が必要な場合について医療機関から返信がある。 ケンシン ケッカ ケッカ ホケン シドウ ヒツヨウ バアイ イリョウ キカン ヘンシン		0		0		0		0				1		県の実施する研修等に参加 ケン ジッシ ケンシュウ トウ サンカ		1		県の実施する研修等に参加 ケン ジッシ ケンシュウ トウ サンカ		0				0		0								1

		525		1283		岡山県		吉備中央町		保健課 ホケンカ		中村早希 ナカムラ サキ		0866-54-1326		0866-54-1306		1		hoken@town.kibichuo.lg.jp		0		1				1		1		3		4		78		47		1		0		1		6		1		8		59		50		1		0		1		6		1		8		59		50		*		*		3		6		3		8		69		61		*		*		3		6		3		8		69		61		80		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		岡山県で蝕歯罹患率が高いまま推移しているため、平成２８年度より２歳６か月児歯科検診実施予定 オカヤマケン ショク ハ リカン リツ タカ スイイ ヘイセイ ネンド サイ ゲツ ジ シカ ケンシン ジッシ ヨテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しているが、すべての保育所、幼稚園等で評価はしていない タ キカン レンケイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ ヒョウカ		0				1		0				1		健診時にアンケートを実施し毎年支援が必要な者の人数把握をし、その後の支援について確認している。 ケンシン ジ ジッシ マイネン シエン ヒツヨウ モノ ニンズウ ハアク ゴ シエン カクニン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		ハイリスク妊産婦連絡票を用いて連携を図っている ニンサンプ レンラク ヒョウ モチ レンケイ ハカ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		526		1310		山口県		岩国市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		西本まりえ ニシモト		0827-24-3751		0827-22-8588		2		m.nishimoto.ks2688@city.iwakuni.lg.jp		0		1				*		*		3		6		974		954		*		*		1		6		1		11		1113		1070		*		*		1		6		1		11		1113		1070		*		*		3		0		3		11		1151		1083		*		*		3		0		3		11		1151		1083		1050		1		0		0		0		0				1		年度末にアセスメント方法や支援について評価 ネンドマツ ホウホウ シエン ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科衛生士への相談内容 シカ エイセイシ ソウダン ナイヨウ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠中の集団教育にて実施 ニンシンチュウ シュウダン キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		0								1		1

		527		1432		福岡県		古賀市		予防健診課 ヨボウ ケンシン カ		阿部香織 アベ カオリ		092-942-1151		092-942-1154		1		yobou@city.koga.fukuoka.jp		0		1				*		*		4		6		478		471		*		*		1		6		1		11		557		545		*		*		1		6		1		11		557		546		*		*		3		0		3		11		592		587		*		*		3		0		3		11		592		584		507		167		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		個別ブラッシング指導の強化 コベツ シドウ キョウカ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		全戸訪問、ブックスタート、７か月の相談 ゼンコ ホウモン ゲツ ソウダン		0		0				0				1		0				*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育に関する他機関との協議会 リョウイク カン タ キカン キョウギカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		528		1465		福岡県		赤村		住民課 ジュウミンカ		吉田 ヨシダ		0947-62-3000		0947-62-3007		1		aka-j.kenzo@mb.fcom.ne.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		*		*		1		6		1		8		24		19		*		*		1		6		1		8		24		19		*		*		3		0		3		11		30		22		*		*		3		0		3		11		30		22		21		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診時に今後の発達段階について説明している ニュウジ ケンシン ジ コンゴ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時や健診時に説明 ボシ テチョウ コウフ ジ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間で随時、支援内容や方法について検討し次回の支援時に活用している ホケン シ カン ズイジ シエン ナイヨウ ホウホウ ケントウ ジカイ シエン ジ カツヨウ		0		0				0				0		0		1		保育所や学校等と連携し、会議を開催し、支援が必要な児の情報共有をしている。 ホイク ジョ ガッコウ トウ レンケイ カイギ カイサイ シエン ヒツヨウ ジ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		529		1559		大分県		佐伯市		健康増進課保健係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン カカリ		千秋睦美 チアキ ムツミ		0972-23-4500		0972-23-6831		2		mc0818@city.saiki.lg.jp		0		1				*		*		3		5		535		507		*		*		1		6		1		11		473		455		*		*		1		6		1		11		473		455		*		*		3		5		3		11		517		495		*		*		3		5		3		11		517		495		466		*		1		1		0		0				1		地区担当保健師が乳児訪問時に児の出生体重や出産時の状況、新生児期の状況と評価、母についてはEPDSなどの質問票や面接で評価している チク タントウ ホケン シ ニュウジ ホウモン ジ ジ シュッセイ タイジュウ シュッサン ジ ジョウキョウ シンセイジ キ ジョウキョウ ヒョウカ ハハ シツモン ヒョウ メンセツ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		歯科衛生士と会議を持ち保健指導の内容やパンフレットについての見直しを評価に基づいて実施している シカ エイセイシ カイギ モ ホケン シドウ ナイヨウ ミナオ ヒョウカ モト ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児訪問時、８～９か月教室時に６歳までの発達の目安がわかるパンフレットをわたし、必要に応じて説明している ニュウジ ホウモン ジ ゲツ キョウシツ ジ サイ ハッタツ メヤス ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳に記載している ボシ ケンコウ テチョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		530		1498		長崎県		対馬市		保健部健康増進課 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		松永 マツナガ		0920-58-1116		0920-58-2755		1		ts-kenkou@city.nagasaki-tsushima.lg.jp		0		1				*		*		3		4		225		221		*		*		1		7		1		9		268		264		*		*		1		7		1		9		268		263		*		*		3		7		3		9		278		271		*		*		3		7		3		9		278		270		246		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診の時、次回の健診対象時期の発達について説明 ニュウジ ケンシン トキ ジカイ ケンシン タイショウ ジキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		療育研修会として主に発達障害について学ぶ機会を設けている リョウイク ケンシュウカイ オモ ハッタツ ショウガイ マナ キカイ モウ		1		母子保健推進員が相当研修会に参加している ボシ ホケン スイシンイン ソウトウ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0								1

		531		1530		熊本県		大津町		健康保険課 ケンコウ ホケンカ		赤星 アカホシ		096-294-1075				1		kenkou@town.ozu.kumamoto.jp		0		1				*		*		3		4		414		411		*		*		1		7		1		8		423		412		*		*		1		7		1		8		423		412		*		*		3		2		3		3		439		425		*		*		3		2		3		3		439		425		415		60		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		担当部署へ報告 タントウ ブショ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		６～７か月健診で６歳までの発達過程に関する資料を配り説明 ゲツ ケンシン サイ ハッタツ カテイ カン シリョウ クバ セツメイ		0		0				0				0		1		カンファレンス等で個別のケースについて指導、対応について検討している トウ コベツ シドウ タイオウ ケントウ		1		資料等で啓発 シリョウ トウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別ケースについてカンファレンス等でスタッフ間で検討 コベツ トウ カン ケントウ		0				0		0		1		必要に応じて関係機関（保育所、幼稚園、他部署等）に連絡、情報交換を行っている。 ヒツヨウ オウ カンケイ キカン ホイク ジョ ヨウチエン タブショ トウ レンラク ジョウホウ コウカン オコナ		*				*		*		*		*				1		管内保健師協議会、県主催の研修、自己研修の参加等 カンナイ ホケン シ キョウギカイ ケン シュサイ ケンシュウ ジコ ケンシュウ サンカ トウ		1		歯科衛生士等専門分野で研修会が開催される場合は業務として参加 シカ エイセイシ トウ センモン ブンヤ ケンシュウカイ カイサイ バアイ ギョウム サンカ		0				0		0				1

		532		1637		鹿児島県		和泊町		保健センター ホケン		大勝真由美 オオカツ マユミ		0997-84-3526		0997-84-4040		2		m.oogati@town.wadomari.lg.jp		0		2				1		0		3		4		69		68		1		0		1		6		1		11		69		66		1		0		1		6		1		11		69		66		*		*		3		4		3		11		68		66		*		*		3		4		3		11		68		66		67		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		依頼があれば行う イライ オコナ		1				0		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		1		３～４か月児健診の集団指導の中で説明 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		0				1		受診券に記入、もしくはフォローが必要な場合直接医療機関より連絡あり ジュシン ケン キニュウ ヒツヨウ バアイ チョクセツ イリョウ キカン レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		533		1599		鹿児島県		枕崎市		健康課 ケンコウ カ		岩村 イワムラ		0993-72-7176		0993-72-7161		1		kenkou@city.makurazaki.kagoshima.jp		0		1				*		*		3		4		122		122		*		*		1		6		1		7		149		146		*		*		1		6		1		7		149		146		*		*		3		4		3		5		158		156		*		*		3		4		3		5		158		156		133		19		1		1		0		0				1		医療機関（産婦人科）と情報交換し、随時評価している イリョウ キカン サンフジンカ ジョウホウ コウカン ズイジ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1		定期的歯科健診の実施に努めるとともに、保護者に対する歯科保健指導において情報提供につなげている テイキテキ シカ ケンシン ジッシ ツト ホゴ シャ タイ シカ ホケン シドウ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		発達過程についての資料をわたし、個別または集団での説明指導 ハッタツ カテイ シリョウ コベツ シュウダン セツメイ シドウ		0		0				1		カンファレンスにて評価または個別に評価している。 ヒョウカ コベツ ヒョウカ		0		0				1		妊娠届出の際、資料を配布している。個別または集団での説明指導 ニンシン トドケデ サイ シリョウ ハイフ コベツ シュウダン セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当にてケースについて随時評価している タントウ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		保健所等と連携し、発達相談または県の巡回相談を勧め、必要な場合は療育機関につないでいる。 ホケンジョ トウ レンケイ ハッタツ ソウダン ケン ジュンカイ ソウダン スス ヒツヨウ バアイ リョウイク キカン		0		0		0				1		受診票内に記載できるようになっている。また緊急の場合に電話連絡がある ジュシン ヒョウ ナイ キサイ キンキュウ バアイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		534		1664		沖縄県		中城村		健康保険課増進係母子担当 ケンコウ ホケン カ ゾウシン カカリ ボシ タントウ		加藤のぞみ（現産休代替：呉屋真弥） カトウ ゲン サンキュウ ダイタイ ゴ ヤ マ ヤ		098-896-2131(内264) ナイ		098-896-3048		2		nozomi-i@vill.nakagusuku.lg.jp		1		1				1		0		3		5		243		191		1		0		1		6		1		10		220		196		1		0		1		6		1		10		220		196		*		*		3		6		3		10		233		196		*		*		3		6		3		10		233		196		243		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		535		1676		沖縄県		久米島町		福祉課 フクシカ		崎村 サキムラ		098-985-7124		098-985-7120		2		ry-sakimura@town.kumejima.okinawa.jp		0		1				*		*		3		5		54		47		*		*		1		6		1		11		76		65		*		*		1		6		1		11		76		65		*		*		3		3		3		11		89		82		82		*		3		3		3		11		89		82		82		5		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				1		1		0		0		0				1		乳児健診で資料を用いて説明 ニュウジ ケンシン シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診か家庭訪問で行っている ニュウジ ケンシン カテイ ホウモン オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		身体計測を行う母子保健推進員へ研修している シンタイ ケイソク オコナ ボシ ホケン スイシンイン ケンシュウ		1						1

		536		1652		沖縄県		大宜味村		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		宮城伸子 ミヤギ ノブコ		0980-44-3003		0980-1943-6046		2		nobuko@vill.ogimi.okinawa.jp		1		1		1		1		0		2		99		21		21		1		0		1		6		2		0		30		24		1		0		1		6		2		0		30		24		*		*		3		4		4		0		39		33		*		*		3		4		4		0		39		33		19		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		537		1389		高知県		四万十市		保健介護課 ホケン カイゴ カ		西内美和 ニシウチ ミワ		0880-34-1115		0880-34-0564		1		eisei@city.shimanto.lg.jp		0		1				1		0		2		5		230		217		1		0		1		6		1		11		274		246		1		0		1		6		1		11		274		246		1		0		3		0		3		11		309		259		1		0		3		0		3		11		309		259		262		7		1		0		0						0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		538		469		群馬県		沼田市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		阿部ちかえ アベ		0278-23-2111		0278-22-8403		2		abe-chi@city.numata.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		346		341		1		0		1		6		1		11		375		363		1		0		1		6		1		11		375		361		1		0		3		0		3		11		357		353		1		0		3		0		3		11		357		344		348		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯保有率を評価し、健診・相談方法に活用している ハ ホユウリツ ヒョウカ ケンシン ソウダン ホウホウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		必要に応じ行っている ヒツヨウ オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		539		44		北海道		江差町		健康推進課健康推進係 ケンコウ スイシンカ ケンコウ スイシン カカリ		渋田和子 シブタ カズコ		0139-52-6718		0139-54-3933		2		kazuko.shibuta@hokkaido-esashi.jp		0		1				1		0		4		5		56		53		1		0		1		5		1		8		58		55		1		0		1		6		1		11		46		43		1		0		3		5		3		8		53		48		1		0		3		0		3		11		41		41		45		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		発達段階の見通しを説明している ハッタツ ダンカイ ミトオ セツメイ		0		0				1		問診票からの状況把握と面談時の様子から保健指導の評価をしている モンシン ヒョウ ジョウキョウ ハアク メンダン ジ ヨウス ホケン シドウ ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診事後カンファレンスで評価時期を決めフォローアップしている ケンシン ジゴ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		保育所や幼稚園と連携し評価 ホイク ジョ ヨウチエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1						1

		540		24		北海道		歌志内市		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシカ ホケン ヨボウ		野口絢華 ノグチ アヤ ハナ		0125-42-3213		0125-42-4111		2		ayaka.noguchi@city.utashinai.hokkaido.jp		1		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		14		11		1		0		1		6		1		11		14		9		1		0		3		0		3		11		13		11		1		0		3		0		3		11		13		11		10		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		虐待予防スクリーニングの実施 ギャクタイ ヨボウ ジッシ		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３・４か月乳幼児相談の事前アンケートで、６か月から１歳児頃に到達する発達過程の知識の確認を行い問診時に説明指導している。 ゲツ ニュウヨウジ ソウダン ジゼン ゲツ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ チシキ カクニン オコナ モンシン ジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		３か月児の乳幼児相談で実施 ゲツ ジ ニュウヨウジ ソウダン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修会への参加 ガイブ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		541		42		北海道		八雲町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高岡佳代 タカオカ カヨ		0137-64-2111		0134-63-4411		1		hoken@town.yakumo.lg.jp		0		1				1		0		3		6		133		130		1		0		1		6		2		0		131		126		1		0		1		6		2		0		131		126		1		0		3		0		4		0		145		139		1		0		3		0		4		0		145		139		111		18		1		1		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		現状値を確認し、目標を設定し、不十分なところを広報での周知や保健指導の強化等、行っている ゲンジョウ アタイ カクニン モクヒョウ セッテイ フジュウブン コウホウ シュウチ ホケン シドウ キョウカ トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級や乳幼児健診で使用する教室にポスターを掲示している。 リョウシン ガッキュウ ニュウヨウジ ケンシン シヨウ キョウシツ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診にて、子ども発達支援センター、保育所、幼稚園、教育委員会、特別支援コーディネーター（養護学校教諭）と連携し行っている サイジ ケンシン コ ハッタツ シエン ホイク ジョ ヨウチエン キョウイク イインカイ トクベツ シエン ヨウゴ ガッコウ キョウユ レンケイ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		542		12		北海道		美唄市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		関　佳美 カン ヨシミ		0126-62-1173		0126-62-1088		2		y.seki@city.bibai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		123		118		1		0		1		6		2		0		119		112		1		0		1		6		2		0		119		112		1		0		3		0		4		0		102		96		1		0		3		0		4		0		102		96		98		67		1		1		0		0				1		母子手帳交付時、妊娠中期、後期妊娠２０週前には必ず評価。また、ケースにより随時評価。 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンシン チュウキ コウキ ニンシン シュウ マエ カナラ ヒョウカ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		関係機関より健診前に情報収集 カンケイ キカン ケンシン マエ ジョウホウ シュウシュウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		現状・課題を経年的に評価し、指導内容へ反映。 ゲンジョウ カダイ ケイネンテキ ヒョウカ シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回健診までの発達の目安を共有。他月齢の健診と同時実施。 ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス キョウユウ タ ゲツレイ ケンシン ドウジ ジッシ		0		0				1		個別支援を行う中で、子に要因がある場合、親に要因がある場合など、課題を明確にしつつ、ケース支援を通して評価。 コベツ シエン オコナ ナカ コ ヨウイン バアイ オヤ ヨウイン バアイ カダイ メイカク シエン トオ ヒョウカ		0		0				1		妊娠中にリーフレットを用いて啓発 ニンシンチュウ モチ ケイハツ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		ケース支援としては随時実施。事業単位では年１回実施。 シエン ズイジ ジッシ ジギョウ タンイ ネン カイ ジッシ		0		0				0				0		0		1		療育・保育所・幼稚園・学校と随時連携し個別支援や体制について検討する機会は設けていますが、フォローアップの地域の評価としてのテーマでは行っていません。 リョウイク ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウ ズイジ レンケイ コベツ シエン タイセイ ケントウ キカイ モウ チイキ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		0				1				1				0				0		0				1				1

		543		53		北海道		黒松内町		教育委員会子育て支援グループ キョウイク イイン カイ コソダ シエン		佐藤順子 サトウ ジュンコ		0136-72-3760		0136-72-3209		2		y_satou@town.kuromatsunai.hokkaido.jp		0		1				0		1		3		4		20		16		1		0		1		6		1		11		21		19		1		0		1		6		1		11		21		19		1		0		3		0		3		11		26		21		1		0		3		0		3		11		26		21		14		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム（食事、間食、睡眠等） セイカツ ショクジ カンショク スイミン トウ		0		0		0		1		0				1		次回の相談や健診時までの児の発達・発育・子育てのポイント、注意すること、お勧めすることをリーフレットを用いて説明している ジカイ ソウダン ケンシン ジ ジ ハッタツ ハツイク コソダ チュウイ スス モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果を報告する様式に必要時記入し報告してもらう。 ケンシン ケッカ ホウコク ヨウシキ ヒツヨウジ キニュウ ホウコク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		544		91		北海道		美瑛町		保健センター ホケン		新庄紋佳 シンジョウ モン		0166-92-7000		0166-68-7057		1		hoken_fukushi@town.biei.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		57		56		1		0		1		6		1		11		65		62		1		0		1		6		1		11		65		62		1		0		3		1		3		11		70		68		1		0		3		1		3		11		70		68		71		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルとしてはなし。スタッフで共有する仕組みとしては有り キョウユウ シク ア		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		行政サービスにおける連携・評価が多い。民間企業等で実施している食育の取り組み等は独自実施 ギョウセイ レンケイ ヒョウカ オオ ミンカン キギョウ トウ ジッシ ショクイク ト ク トウ ドクジ ジッシ		1		日本版デンバー式発達スクリーニング検査を参考にした発達の目安を問診で親と確認している ニホンバン シキ ハッタツ ケンサ サンコウ ハッタツ メヤス モンシン オヤ カクニン		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布による啓発 ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後にケースカンファレンスを実施し、支援の方向性や健診そのものの流れ等の検討あり。フォローアップの妥当性への定期評価はなし ケンシン ゴ ジッシ シエン ホウコウセイ ケンシン ナガ トウ ケントウ ダトウセイ テイキ ヒョウカ		1		子ども発達センター、教育委員会等関係機関との連携あり コ ハッタツ キョウイク イインカイ トウ カンケイ キカン レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1		研修内容によっては参加できるよう体制作りをしている ケンシュウ ナイヨウ サンカ タイセイ ヅク		1										1

		545		173		北海道		別海町		福祉部保健課 フクシ ブ ホケンカ		能登麻奈美 ノト マナミ		0153-75-0359		0153-75-0337		1		hoken@betsukai.jp		0		1				1		0		3		*		135		132		1		0		1		6		1		11		150		146		1		0		1		6		1		11		150		146		1		0		3		0		3		11		153		153		1		0		3		0		3		11		153		153		133		12		0		1		0		0				1		助産師が母子健康手帳を交付している。手帳交付時や妊婦健診後期受診券の交付時にハイリスクと思われる妊婦がいた場合、月に一度保健師とケースカンファレンスを行い情報を共有し定期的にフォローしています ジョサンシ ボシ ケンコウ テチョウ コウフ テチョウ コウフ ジ ニンプ ケンシン コウキ ジュシン ケン コウフ ジ オモ ニンプ バアイ ツキ イチド ホケン シ オコナ ジョウホウ キョウユウ テイキテキ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問にて０～６歳までの運動・精神・社会性の発達を表にしたものを保護者に配布している。また乳幼児健診、相談の問診票にも各年齢相応の社会性の発達について、保護者が確認できるような作りにしている シンセイジ ホウモン サイ ウンドウ セイシン シャカイセイ ハッタツ ヒョウ ホゴシャ ハイフ ニュウヨウジ ケンシン ソウダン モンシン ヒョウ カクネンレイ ソウオウ シャカイセイ ハッタツ ホゴシャ カクニン ツク		0		0				0				1		0				0				0		1		全員には行っていませんが、気になる方には伝えています ゼンイン オコナ キ カタ ツタ		0				0				0				0				1		1		尿検査については、目視ではなくクリニテックステータスプラスを使用している ニョウケンサ モクシ シヨウ		1		肥満事例に対しフォローアップ期間などを設定している。尿検査の結果について受診が必要な基準について地元の小児科医と取り決めている。乳幼児相談(６～７か月、９～１０か月、１歳、２歳）を実施しているが２歳児相談後、ことば、肥満に対して設けている。 ヒマン ジレイ タイ キカン セッテイ ニョウケンサ ケッカ ジュシン ヒツヨウ キジュン ジモト ショウニ カ イ ト キ ニュウヨウジ ソウダン ゲツ ゲツ サイ サイ ジッシ サイジ ソウダン ゴ ヒマン タイ モウ		0		0				0				0		0		1		５歳児相談を行っている。結果について各幼稚園・保育所・療育機関、教育委員会と共有し、各機関での児との関わりや判断の参考としていただいている。しかし基本的には３歳児健診以降の児の発達を含む成長の評価は各機関が行っている サイジ ソウダン オコナ ケッカ カクヨウチエン ホイク ジョ リョウイク キカン キョウイク イインカイ キョウユウ カクキカン ジ カカ ハンダン サンコウ キホンテキ サイジ ケンシン イコウ ジ ハッタツ フク セイチョウ ヒョウカ カクキカン オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		546		220		岩手県		久慈市		保健推進課 ホケン スイシンカ		遠川君子 トオ カワ キミコ		0194-61-3315		0914-52-3197		2		k-tookawa@city.kuji.iwate.jp		0		1				0		1		3		4		265		259		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		3		6		3		7		308		294		1		0		3		6		3		7		308		294		261		1		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		子育て支援課の虐待担当につなぐ コソダ シエン カ ギャクタイ タントウ		1		歯科保健計画の評価指標に基づいて次年度の事業に活かしている シカ ホケン ケイカク ヒョウカ シヒョウ モト ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活の状況 ショクセイカツ ジョウキョウ		0		0		1		0		0				1		保健指導時にパンフレットを活用して説明指導。 ホケン シドウ ジ カツヨウ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		健診後のカンファレンス時において今後の支援方法について決めて対応しているが、保健指導の評価は行っていない ケンシン ゴ トキ コンゴ シエン ホウホウ キ タイオウ ホケン シドウ ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		評価は行っていないが、事業について振り返りや方向性については随時行っている ヒョウカ オコナ ジギョウ フ カエ ホウコウセイ ズイジ オコナ		1		就学児支援専門家チームとして保育園訪問事業に参加し支援を行っている シュウガク ジ シエン センモンカ ホイクエン ホウモン ジギョウ サンカ シエン オコナ		0		0		0				1		健診票への記載内容を確認し必要時に対応している。 ケンシン ヒョウ キサイ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ タイオウ		0		0		0		0				1		母子保健研修会への参加 ボシ ホケン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		547		263		宮城県		村田町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池涼子 キクチ リョウコ		0224-83-2312		0224-83-3188		2		kikuchi-r@town.murata.miyagi.jp		0		1				1		0		4		7		64		64		1		0		1		6		2		0		80		80		1		0		1		6		2		0		80		80		1		0		3		5		4		0		86		84		1		0		3		5		4		0		86		84		85		2		1		0		0		0				0				0		1		母子手帳交付時にカンファレンスを行いフォローに必要な妊婦は地区担当へつないでいる ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ ヒツヨウ ニンプ チク タントウ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		健診のオリエンテーション時に保護者への説明をしている ケンシン ジ ホゴシャ セツメイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診のオリエンテーション時に保護者へ説明をしている。 ケンシン ジ ホゴシャ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスで行う ケンシン ゴ オコナ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットで説明をしている シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児一般健康診査（２か月、８～９か月）の記入項目に記載ができるようになっている。または直接保健センターへ連絡が入る ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ゲツ ゲツ キニュウ コウモク キサイ チョクセツ ホケン レンラク ハイ		0				0				0				1		0								1		1

		548		258		宮城県		東松島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		高橋美和 タカハシ ミワ		0225-82-1111		0225-82-1244		1		kenko@city.higashimatsushima.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		321		307		1		0		1		6		1		7		334		324		1		0		1		6		1		7		334		324		1		0		3		4		3		5		325		318		1		0		3		4		3		5		325		318		342		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		549		1697		中核市 チュウカクシ		長野市		長野市保健所健康課母子保健担当 ナガノシ ホケンジョ ボシ ホケン タントウ		戸谷陽子 トヤ ヨウコ		026-226-9960		026-226-9982		1		h-kenkou@city.nagano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3022		2934		1		0		1		6		1		11		3183		2949		1		0		1		6		1		11		3183		2949		1		0		3		0		3		11		2197		2052		1		0		3		0		3		11		2197		2052		3257		*		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		７～８か月児の教室で、１歳６か月頃までの様子を集団に向けて説明している ゲツ ジ キョウシツ サイ ゲツ コロ ヨウス シュウダン ム セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		550		852		長野県		売木村		住民課 ジュウミンカ		飯島久未 イイジマ ヒサ		0260-28-2311		0260-28-2135		1		jumin@urugi.jp		0		1				0		1		4		5		4		4		1		0		1		4		1		8		2		2		1		0		1		4		1		8		2		2		1		0		2		11		3		2		5		5		*		*		2		11		3		2		5		5		3		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				0		1		個別相談の時に指導まではいかないが発達していく様子を簡単に説明することはある コベツ ソウダン トキ シドウ ハッタツ ヨウス カンタン セツメイ		0				1		0				0				0		1		毎回のおようには話していません。パンフレットによる話をしたことはあります。 マイカイ ハナ ハナシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価というか小学校入学後も継続して情報交換、その後の支援必要時には協力したりということをしている。小中学校一緒のため中学校も継続して経過をみていっている。 ヒョウカ ショウガッコウ ニュウガク ゴ ケイゾク ジョウホウ コウカン ゴ シエン ヒツヨウジ キョウリョク ショウチュウガッコウ イッショ チュウガッコウ ケイゾク ケイカ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		551		871		長野県		白馬村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		南雲有希子 ナグモ ユキコ		0261-85-0713		0261-72-7001		1		hukushi@vill.hakuba.lg.jp		0		1				1		0		4		5		66		60		1		0		1		6		1		9		74		58		1		0		1		6		1		9		74		58		1		0		3		2		3		6		57		50		1		0		3		2		3		6		57		50		69		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		配布資料を用いて発達の目安を伝えている。 ハイフ シリョウ モチ ハッタツ メヤス ツタ		0		0				1		専門職で気になる母子について話し合ったり相談するようにしている（定期的な機会ではないが・・・）。 センモン ショク キ ボシ ハナ ア ソウダン テイキテキ キカイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園にて5歳児相談実施したり、就学前健診にて経過を確認している。 ホイクエン ヨウチエン サイジ ソウダン ジッシ シュウガクマエ ケンシン ケイカ カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		管内の研修会や県の研修会。 カンナイ ケンシュウカイ ケン ケンシュウカイ		1		管内の研修会や県の研修会 カンナイ ケンシュウカイ ケン ケンシュウカイ		0				0		0										1				1

		552		866		長野県		山形村		保健福祉課保健対策係 ホケン フクシカ ホケン タイサク カカリ		仁科茉莉佳 ニシナ マリ カ		0263-97-2100		0263-97-2101		1		hoken@vill.yamagata.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		58		59		1		0		1		6		1		7		75		73		1		0		1		6		1		7		75		73		1		0		2		11		3		3		104		73		1		0		2		11		3		3		104		73		79		0		0		1		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ評価（妊娠中期・後期） ヒョウカ ニンシンチュウ キ ウシロ キ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		むし歯予防教室の開催。 バ ヨボウ キョウシツ カイサイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ		0		0				1		両親学級・育児相談でＤＶＤ鑑賞 リョウシン ガッキュウ イクジ ソウダン カンショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		特に継続的ﾌｫﾛｰが必要な方をﾌｫﾛｰしている。 トク ケイゾクテキ ヒツヨウ カタ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		553		562		千葉県		館山市		健康課 ケンコウ カ		吉野紗知子 ヨシノ サ チ コ		0470-23-3113		0470-22-6560		1		kenkouka@city.tateyama.chiba.jp		0		1				1		0		4		5		316		287		1		0		1		7		1		11		318		312		1		0		1		7		1		11		318		312		1		0		3		6		3		11		363		332		1		0		3		6		3		11		363		332		325		46		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽに対する個別支援について集計しｹｰｽの状況について職員で情報共有している。 タイ コベツ シエン シュウケイ ジョウキョウ ショクイン ジョウホウ キョウユウ		0		1		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで実績、保健指導の内容を検討することや保健指導の年齢ごとの相談内容を分析し、ｽﾀｯﾌ間で必要な指導内容を共有し、次回から必要な指導をしている。 ジッセキ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ ホケン シドウ ネンレイ ソウダン ナイヨウ ブンセキ カン ヒツヨウ シドウ ナイヨウ キョウユウ ジカイ ヒツヨウ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児相談など保健指導の場で。 イクジ ソウダン ホケン シドウ バ		0		0				0				1		0				1		訪問指導・保健指導の場で ホウモン シドウ ホケン シドウ バ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、随時ｹｰｽ検討会を行っている。 ヒツヨウ ジ ズイジ ケントウカイ オコナ		0				0		0		1		ｸﾘﾆｯｸのｶﾝﾌｧﾚﾝｽへの参加。保育園・幼稚園との連携によって個々のｹｰｽの評価をしている。 サンカ ホイクエン ヨウチエン レンケイ ココ ヒョウカ		1		病院から特定妊婦・乳児など保健師の支援依頼。 ビョウイン トクテイ ニンプ ニュウジ ホケン シ シエン イライ		0		0		0		0				1		県等が主催する研修会への参加。 ケンナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0						1		1

		554		564		千葉県		松戸市		子ども部子ども家庭相談課母子保健担当室 コ ブ コ カテイ ソウダン カ ボシ ホケン タントウ シツ		流田由美子 ナガ タ ユミコ		047-366-5180		047-366-3901		1		mcboshihoken@city.matsudo.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		3819		3696		1		0		1		6		1		11		3979		3846		1		0		1		6		1		11		3979		3843		1		0		3		5		3		11		3931		3668		1		0		3		5		3		11		3931		3643		4171		901		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		1歳6か月児健診の事後指導である「わんぱく歯科くらぶ」でう蝕の保健指導を実施し、3歳児健診でう蝕り患率の差など評価し、次年度の事業得計画に活用している。 サイ ゲツ ジ ケンシン ジゴ シドウ シカ ショク ホケン シドウ ジッシ サイジ ケンシン ショク カン リツ サ ヒョウカ ジネンド ジギョウ エ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級でDVDの視聴などでの啓発を実施。出生届出時に保健師面接場面で市独自のﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。乳児全戸訪問時に保健師か助産師が市独自のﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 リョウシン ガッキュウ シチョウ ケイハツ ジッシ シュッセイトドケ デ ジ ホケンシ メンセツ バメン シ ドクジ ハイフ ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ ホケンシ ジョサンシ シ ドクジ ハイフ		0		0				1		精密健康診査の受診結果について分析している。 セイ ミツ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ブンセキ		0				0				1		尿検査機器の精度管理を定期的に実施している。 ニョウケンサ キキ セイド カンリ テイキテキ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳幼児健康診査受診票の中に「育児上の心配等連絡事項の有無とその内容」について記載欄を設けている。 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ナカ イクジ ジョウ シンパイ ナド レンラク ジコウ ウム ナイヨウ キサイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		年1回乳幼児健診に関係する医師や歯科医師と共に乳幼児健診の報告会・勉強会・意見交換会としての機会を設けている。その他、常勤従事者が部外の研修に参加している。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン カンケイ イシ シカ イシ トモ ニュウヨウジ ケンシン ホウコク カイ ベンキョウ カイ イケン コウカン カイ キカイ モウ ホカ ジョウキン ジュウジシャ ブガイ ケンシュウ サンカ						1				1

		555		528		埼玉県		三郷市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		栗原 クリハラ		048-930-7773		048-953-7096		1		kenkou@city.misato.lg.jp		0		1				1		0		4		5		1199		1153		1		0		1		8		1		11		1260		1164		1		0		1		8		1		11		1260		1161		1		0		3		6		3		11		1172		1048		1		0		3		6		3		11		1172		1044		1268		221		0		0		0		1				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0										1

		556		627		東京都		北区		健康福祉部健康いきがい課健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		桝本 マス モト		03-3908-9016		03-3905-6500		1		ikigai-ka@city.kita.lg.jp		0		1				1		0		3		5		2833		2725		0		1		1		6		1		11		2614		2399		1		0		1		6		1		11		2614		2399		1		0		3		0		3		11		2468		2337		1		0		3		0		3		11		2468		2337		3334		22		0		0		0		1		妊娠届にｱﾝｹｰﾄ記入欄作成、簡易ｱｾｽﾒﾝﾄに利用。また、各健康相談係窓口に届け出た場合は面接実施。 ニンシン トドケ キニュウ ラン サクセイ カンイ リヨウ カク ケンコウ ソウダン カカリ マドグチ トド デ バアイ メンセツ ジッシ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		子ども家庭支援ｾﾝﾀｰへの情報提供・通告。 コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ ツウコク		1		幼児食・歯みがき合同講習会 ヨウジ ショク ハ ゴウドウ コウシュウカイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣によるう蝕予防について セイカツ シュウカン ショク ヨボウ		0		1		0		0		0				1		3，4か月健診集団健診教育にて、1歳6か月頃までの発達について。 ゲツ ケンシン シュウダン ケンシン キョウイク サイ ゲツ コロ ハッタツ		0		0				1		ｸﾞﾙｰﾌﾟ参加者に関しては終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて地区担当の個別対応を含めて評価。 サンカ シャ カン シュウリョウゴ チク タントウ コベツ タイオウ フク ヒョウカ		0		0				0				0		1		母子手帳交付時の副読本に掲載あり。 ボシ テチョウ コウフ ジ フク ドク ボン ケイサイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票の戻りに連絡欄あり。また、必要時に個別連絡もらえる場合もあり。 ケンシン ヒョウ モド レンラク ラン ヒツヨウジ コベツ レンラク バアイ		0		0		0		0				1		都や関係機関主催の研修に参加。 ト カンケイ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		非常勤従事者へ、常勤従事者が受講した研修資料配布および報告。 ヒジョウキン ジュウジシャ ジョウキン ジュウジシャ ジュコウ ケンシュウ シリョウ ハイフ ホウコク								1

		557		656		東京都		稲城市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		菊地美里 キクチ ミサト		042-378-3421		042-377-4944		1		kenkou@city.inagi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		738		718		1		0		1		6		1		11		851		818		1		0		1		6		1		11		851		814		1		0		3		0		3		11		816		784		1		0		3		0		3		11		816		784		766		*		0		1		0		0				1		月1回、子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ・南多摩保健所と虐待予防検討会にて実施。 ツキ カイ コ カテイ シエン ミナミ タマ ホケンジョ ギャクタイ ヨボウ ケントウ カイ ジッシ		0		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		3～4か月児健診のﾐﾆ講座内で実施。 ゲツ ジ ケンシン コウザ ナイ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級・新生児訪問にて実施。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ シンセイジ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		毎年1ﾃｰﾏ実施。作業療法士による発達支援講座、DVの疑いを把握しあた時の問診での対応方法など。 マイトシ ジッシ サギョウ リョウホウ シ ハッタツ シエン コウザ ウタガ ハアク トキ モンシン タイオウ ホウホウ		0				0		0

		558		632		東京都		葛飾区		子育て支援部子ども家庭支援課 コソダ シエン ブ コ カテイ シエン カ		桜井まり子 サクライ コ		03-3602-1387		03-3602-1392		1		113000@city.katsushika.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3719		3662		0		1		1		6		2		0		3770		3347		1		0		1		6		1		11		3770		3119		1		0		3		1		3		11		3581		3366		1		0		3		1		3		12		3581		3362		3837		31		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		指導内容に反映。 シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣及びリズム セイカツ シュウカン オヨ		0		1		0		0		0				1		5か月の育児学級。 ゲツ イクジ ガッキュウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		559		638		東京都		青梅市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		草間千幸 クサマ セン サチ		0428-23-2191		0428-23-2195		1		div1530@city.ome.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		917		890		1		0		1		6		1		9		930		879		1		0		1		6		1		9		930		876		1		0		3		0		3		11		966		915		1		0		3		0		3		11		966		913		885		21		1		1		0		0				1		妊娠20週、34週の時点で母の状況と取り巻く環境を確認した上で、産後の養育状況を判断する。産後は出産と出生通知票の提出を確認し支援をつなげる。 ニンシン シュウ シュウ ジテン ハハ ジョウキョウ ト マ カンキョウ カクニン ウエ サンゴ ヨウイク ジョウキョウ ハンダン サンゴ シュッサン シュッセイ ツウチ ヒョウ テイシュツ カクニン シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕り患の高いﾘｽｸ要因は何かを調べそのことに指導重点を置いて行っている。毎年、指導の成果を評価し掲示物や配布を作成して取り組んでいる。 ショク カン タカ ヨウイン ナニ シラ シドウ ジュウテン オ オコナ マイトシ シドウ セイカ ヒョウカ ケイジ ブツ ハイフ サクセイ ト ク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		健診時の連携はないが、乳児健診においては市主催の離乳食教室の他に市内私立の保育園との共催である「保育園離乳食教室」の案内をし、栄養指導や食育の推進に努めている。 ケンシン ジ レンケイ ニュウジ ケンシン シ シュサイ リニュウショク キョウシツ ホカ シナイ シリツ ホイクエン キョウサイ ホイクエン リニュウショク キョウシツ アンナイ エイヨウ シドウ ショク イク スイシン ツト		0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価検討する。事後ﾌｫﾛｰについて検討。 ケンシン ゴ ヒョウカ ケントウ ジゴ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		東京都母子保健研修会等への参加。 トウキョウト ボシ ホケン ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		560		805		山梨県		小菅村		住民課 ジュウミンカ		星川春奈 ホシ カワ ハルナ		0428-87-0111		0428-87-0933		2		h-hoshikawa@vill.kosuge.yamanashi.jp		1		1		1		0		1		3		5		1		1		0		1		1		6		1		7		3		3		0		1		1		6		1		7		3		1		0		1		3		0		4		0		6		6		0		1		3		0		4		0		6		1		2		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		歯科医院に委託して実施。 シカ イイン イタク ジッシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的に訪問する。 テイキテキ ホウモン		0		0				1		巡回児童相談（対象15歳くらいまでの児）、すこやか発達相談（5歳児）の利用を保護者に提案する。 ジュンカイ ジドウ ソウダン タイショウ サイ ジ ハッタツ ソウダン サイジ リヨウ ホゴシャ テイアン		0		0		0				1		問診票結果を通じて。 モンシン ヒョウ ケッカ ツウ		0		0		0		0				1		本村の対象に応じた研修に参加する。 ホン ソン タイショウ オウ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0						1								1

		561		1695		中核市 チュウカクシ		富山市		福祉保健部保健所健康課 フクシ ホケン ブ ホケンジョ ケンコウ カ		高畠 コウ ハタケ		076-428-1153		076-428-1150		1		hokenjyoken-01@city.toyama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		3266		3176		1		0		1		6		1		7		3343		3238		1		0		1		6		1		7		3343		3238		1		0		3		7		3		8		3423		3273		1		0		3		7		3		8		3423		3273		3416		622		0		0		1		0				1		支援開始時、初回面接後、その後、訪問や面接等を行うごとに、支援方針を所内で評価している。 シエン カイシ ジ ショカイ メンセツ ゴ ゴ ホウモン メンセツトウ オコナ シエン ホウシン ショ ナイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		評価により必要に応じて対応方法の改正を行っている。 ヒョウカ ヒツヨウ オウ タイオウ ホウホウ カイセイ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		赤ちゃん教室などで集団指導。 アカ キョウシツ シュウダン シドウ		0		0				1		発達健診後に医師や言語聴覚士とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。支援方針については所内で評価している。 ハッタツ ケンシン ゴ イシ ゲンゴ チョウカク シ ジッシ シエン ホウシン ショナイ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳への記載、母子手帳ｱﾌﾟﾘで発信。 ボシ ケンコウ テチョウ キサイ ボシ テチョウ 。		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価。 ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		健診票に保健指導の要否を記入。 ケンシン ヒョウ ホケン シドウ ヨウヒ キニュウ		0		0		0		0				1		発達障害や保健指導に関する研修会を実施。 ハッタツ ショウガイ ホケン シドウ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0				0		0								1

		562		737		富山県		小矢部市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		荒井 アライ		0766-67-8606		0766-67-8602		1		kenfuku@city.oyabe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		178		178		1		0		1		6		1		11		190		190		1		0		1		5		1		11		190		190		1		0		3		6		3		11		203		201		1		0		3		6		3		11		203		201		205		6		0		0		0		1		妊婦健診等の結果や医療機関からの情報、また、妊産婦医療費申請時等の機会があった場合に行っている。 ニンプ ケンシントウ ケッカ イリョウ キカン ジョウホウ ニンサンプ イリョウヒ シンセイ ジ トウ キカイ バアイ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		幼児期のむし歯罹患率を評価し、重点とする保健指導内容を検討、活用していく。 ヨウジキ バ リカン リツ ヒョウカ ジュウテン ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		個別指導の中で必要に応じて行っている。 コベツ シドウ ナカ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0		1		乳幼児健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場で支援の方向性等を検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ バ シエン ホウコウ セイ トウ ケントウ		1		啓発資料の配布。 ケイハツ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		妊産婦支援連絡票により医療機関から市へ連絡するもの。 ニンサンプ シエン レンラク ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク		0		0		0		0				1		外部で実施される研修会に参加する。 ガイブ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1

		563		755		石川県		野々市市 シ		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田中和子 タナカ カズコ		076-248-3511		076-248-7771		1		kenkou@city.nonoichi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		665		661		1		0		1		6		1		11		668		637		1		0		1		6		1		11		668		637		1		0		3		4		3		11		592		564		1		0		3		4		3		11		592		564		737		59		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問及び各乳幼児健診時に小集団での健康教育を実施している。 アカ ホウモン オヨ カク ニュウヨウジ ケンシン ジ ショウシュウダン ケンコウ キョウイク ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				1		集団講話の内容や発達等について。 シュウダン コウワ ナイヨウ ハッタツ トウ		0				0		0										1

		564		753		石川県		能美市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂本ゆかり サカモト		0761-58-2235		0761-58-6897		1		kenko@city.nomi.lg.jp		1		1				1		0		4		99		381		371		1		0		1		8		99		99		444		423		1		0		1		8		99		99		444		423		1		0		3		6		99		99		497		483		1		0		3		6		99		99		497		483		424		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達過程のわかる資料を使い集団や個別で指導。 ハッタツ カテイ シリョウ ツカ シュウダン コベツ シドウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄを渡して説明。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記入する仕組みはあるがほとんど記入なし。 ジュシン ヒョウ キニュウ シク キニュウ		0		0		0		0				0				1		栄養士連絡会を実施（月1回）。 エイヨウシ レンラクカイ ジッシ ツキ カイ		0				0		0

		565		771		福井県		坂井市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹中雅美 タケナカ マサミ		0776-50-3067		0776-66-2940		1		kenkou@city.fukui-sakai.lg.jp		0		1				0		1		3		5		721		708		1		0		1		6		1		11		773		754		1		0		1		6		1		11		773		754		1		0		3		0		3		11		797		771		1		0		3		0		3		11		797		771		687		11		0		0		0		1		全妊婦は行っていないが状況に応じてﾌｫﾛｰが必要な妊婦と判断した場合は行っている。 ゼン ニンプ オコナ ジョウキョウ オウ ヒツヨウ ニンプ ハンダン バアイ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		状況に応じて子育て支援課相談員と連携していく。 ジョウキョウ オウ コソダ シエン カ ソウダンイン レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5～6か月児育児相談では1歳頃までの発達過程を、1歳半健診では3歳頃までの発達過程を、3歳児健診では4歳頃までの発達過程について資料を基に指導している。 ゲツ ジ イクジ ソウダン サイ コロ ハッタツ カテイ サイハン ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ サイジ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ シリョウ モト シドウ		0		0				0				0		1		健診後ｽﾀｯﾌｶﾝﾌｧﾚﾝｽで今後のﾌｫﾛｰや保健指導について検討。その後、保育ｶｳﾝｾﾗｰや発達相談等いろいろな関りを通しﾌｫﾛｰ体制等を検討し直し評価につなげている。 ケンシン ゴ コンゴ ホケン シドウ ケントウ ゴ ホイク ハッタツ ソウダン トウ カカワ トオ タイセイ ナド ケントウ ナオ ヒョウカ		1		新生児訪問、5～6か月児育児相談でｱﾝｹｰﾄを介し啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ イクジ ソウダン カイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		発達相談、保育ｶｳﾝｾﾗｰ、就学時相談等を通してﾌｫﾛｰする機会・時期の見通しを行っている。 ハッタツ ソウダン ホイク シュウガク ジ ソウダン ナド トオ キカイ ジキ ミトオ オコナ		0				0		0		1		健診後の精検で医療機関につないだり発達相談、保育ｶｳﾝｾﾗｰ、就学時相談、特別教育支援ｾﾝﾀｰ、保育園等と連携している。 ケンシン ゴ セイ ケン イリョウ キカン ハッタツ ソウダン ホイク シュウガク ジ ソウダン トクベツ キョウイク シエン ホイクエントウ レンケイ		0				1		0		0		0				1		必要に応じて各種研修会に参加。保健師間でﾏﾆｭｱﾙを見直すなどの機会を設けている。 ヒツヨウ オウ カクシュ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ カン ミナオ キカイ モウ		0				0				0		0

		566		949		静岡県		西伊豆町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山本美智留 ヤマモト ミ チ ル		0558-52-1116		0558-54-1019		1		kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp		1		1				1		0		3		5		19		17		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		3		0		3		2		42		42		1		0		3		0		3		2		42		42		25		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		567		933		静岡県		掛川市		健康福祉部保健予防課 ケンコウ フクシ ブ ホケン ヨボウカ		金田あけの カネダ		0537-23-8111		0537-23-9555		1		tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		1010		985		1		0		1		6		1		11		1112		1107		1		0		1		6		1		11		1112		1107		1		0		3		0		3		11		1092		1083		1		0		3		0		3		11		1092		1083		1053		176		1		0		0		0				1		ﾌｫﾛｰ妊婦のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを定期的に実施している。要対協への提出。そこでの評価。 ニンプ テイキテキ ジッシ ヨウ タイ キョウ テイシュツ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕の多い地区の保育園・幼稚園への歯みがき指導。 ショク オオ チク ホイクエン ヨウチエン ハ シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽでの話し合い。 ハナ ア		0		0				1		妊娠中のﾏﾏｾﾐﾅｰでの啓発、2か月予防接種説明会での啓発。 ニンシンチュウ ケイハツ ゲツ ヨボウ セッシュ セツメイカイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就園時の申し送り、幼児相相。 シュウ エン ジ モウ オク ヨウジ ソウ ソウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		568		938		静岡県		裾野市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		宮前こころ ミヤマエ		055-992-5711		055-992-5733		1		kenko@city.susono.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		6		520		526		0		1		1		6		2		0		543		535		1		0		1		6		2		0		543		535		1		0		3		0		4		0		550		533		1		0		3		0		4		0		550		533		526		40		1		1		0		0				1		毎月ﾁｪｯｸ→電話・教室への参加・訪問、要保護児童対策協議会にて月1回ｹｰｽ検討。 マイツキ デンワ キョウシツ サンカ ホウモン ヨウ ホゴ ジ ドウ タイサク キョウギカイ ツキ カイ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		健診前に対象保護者への連絡を行い必要があれば事前に調整を行う。EX)来所時間の調整や保健師相談については別日で対応等。 ケンシン マエ タイショウ ホゴシャ レンラク オコナ ヒツヨウ ジゼン チョウセイ オコナ ライ ショ ジカン チョウセイ ホケンシ ソウダン ベツ ヒ タイオウ トウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		家庭児童相談等、関連機関対応協議。 カテイ ジドウ ソウダントウ カンレン キカン タイオウ キョウギ		0				0		1		裾野市では2歳6か月児歯科教室でフッ素塗布を行っている。1歳6か月児健診、3歳児健診でのう蝕の有病率を参考に2歳6か月児歯科教室での指導内容について検討している。 スソノシ サイ ゲツ ジ シカ キョウシツ ソ トフ オコナ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ショク ユウビョウリツ サンコウ サイ ゲツ ジ シカ キョウシツ シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		4歳児口腔衛生指導、支援ｾﾝﾀｰ講座。 サイジ コウクウ エイセイ シドウ シエン コウザ		1		6か月育児教室：5～6か月の赤ちゃんの成長・発達に加えこころの発達（自我の芽生え）、運動機能の発達について説明指導している。 ゲツ イクジ キョウシツ ゲツ アカ セイチョウ ハッタツ クワ ハッタツ ジガ メバ ウンドウ キノウ ハッタツ セツメイ シドウ		0		0				1		健診事後教室の参加や個別支援経過の中で評価を行い、母子担当間で共有している。 ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ コベツ シエン ケイカ ナカ ヒョウカ オコナ ボシ タントウ カン キョウユウ		0		0				1		乳児教室や定期相談会、赤ちゃん訪問での周知。 ニュウジ キョウシツ テイキ ソウダンカイ アカ ホウモン シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診3か月後にﾌｫﾛｰ状況の確認と担当者へ繋ぎ母子担当者間で必要時ｹｰｽ検討を行っている。 ケンシン ゲツゴ ジョウキョウ カクニン タントウシャ ツナ ボシ タントウ シャ カン ヒツヨウジ ケントウ オコナ		0		0				0				0		0		1		療育機関へのつなぎ、幼保育入園時の情報提供と入園後の関りについて心理相談や巡回相談員と連携して行っている。巡回相談員とは適宜情報交換や意見交換を行っているが多機関と連携した評価は行っていない。 リョウイク キカン ヨウ ホイク ニュウエン ジ ジョウホウ テイキョウ ニュウエン ゴ カカワ シンリ ソウダン ジュンカイ ソウダンイン レンケイ イ ジュンカイ ソウダンイン テキギ ジョウホウ コウカン イケン コウカン オコナ タ キカン レンケイ ヒョウカ イ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		569		943		静岡県		伊豆の国市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		寺尾佳余子 テラオ カ ヨ コ		055-949-6820		055-949-7177		1		kenkou@city.izunokuni.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		332		316		1		0		1		6		1		11		357		348		1		0		1		6		1		11		357		347		1		0		3		0		3		11		385		369		1		0		3		0		3		11		385		369		333		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問時、今後の発達について説明。 シンセイジ ホウモン ジ コンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室で厚労省作成の「赤ちゃんが泣きやまない」のDVD鑑賞。 キョウシツ コウロウショウ サクセイ アカ ナ カンショウ		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県等が実施する研修会への参加。 ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		570		986		愛知県		北名古屋市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		海老真由美 エビ マユミ		0568-23-4000		0568-23-0501		1		kenko@city.kitanagoya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		863		852		1		0		1		6		1		7		892		874		1		0		1		6		1		7		892		873		1		0		3		0		3		1		822		795		1		0		3		0		3		1		822		795		917		64		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団指導で将来の発達に応じた関り方を教育。 シュウダン シドウ ショウライ ハッタツ オウ カカワ カタ キョウイク		0		0				0				1		0				1		母子手帳発行時に実施（母子手帳の内容に沿って）。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ ジッシ ボシ テチョウ ナイヨウ ソ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修会等を利用している。 ガイブ ケンシュウカイトウ リヨウ		0				0				0		0

		571		965		愛知県		安城市		子育て健康部健康推進課 コソダ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		松嵜清美 マツザキ キヨミ		0566-76-1133		0566-77-1103		1		kenko@city.anjo.aichi.jp		1		1				1		0		3.5		5		2012		1999		1		0		1		6		1		11		1988		1961		1		0		1		6		1		11		1988		1961		1		0		3		0		3		11		1913		1894		1		0		3		0		3		11		1913		1892		2117		61		1		0		0		0				1		月2回設けている処遇検討会議（係内保健師参加）で検討・評価している。 ツキ カイ モウ ショグウ ケントウ カイギ カカリ ナイ ホケン シ サンカ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果により健診事後指導等の事業の見直しを行っている。（方法や周知内容について） ケンシン ケッカ ケンシン ジゴ シドウ トウ ジギョウ ミナオ オコナ ホウホウ シュウチ ナイヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ｹｰｽに応じ必要な相談を行っている。 オウ ヒツヨウ ソウダン オコナ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ応援教室でDVD「赤ちゃんが泣きやまない」を上映。 ボシ テチョウ コウフ ジ オウエン キョウシツ アカ ナ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		臨時職員を対象とした研修会を年1回開催。（乳幼児健診従事者だけではない） リンジ ショクイン タイショウ ケンシュウカイ ネン カイ カイサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ						1

		572		980		愛知県		岩倉市		健康福祉部健康課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ シエン		岡崎清美 オカザキ キヨミ		0587-37-3511		0587-37-3931		1		kenko@city.iwakura.lg.jp		0		1				1		0		4		6		456		446		1		0		1		6		1		9		418		417		1		0		1		6		1		9		418		417		1		0		3		0		3		11		417		339		1		0		3		0		3		11		417		399		486		16		1		0		0		0				0				0		1		必要時、母子担当と事業担当で状況を確認したり4か月児健診のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ヒツヨウジ ボシ タントウ ジギョウ タントウ ジョウキョウ カクニン ゲツ ジ ケンシン ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団指導または個別相談等の場年において指導している。 シュウダン シドウ コベツ ソウダンナド バ ネン シドウ		0		0				0				0		1		必要時、健診などのｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ヒツヨウジ ケンシン ジッシ		1		集団指導または、個別相談などの場面において指導。 シュウダン シドウ コベツ ソウダン バメン シドウ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検となったｹｰｽの受診、結果確認を実施。 セイ ケン ジュシン ケッカ カクニン ジッシ		0				0		1		現在、検討中。 ゲンザイ ケントウチュウ		1		巡回指導にて状況を把握している。 ジュンカイ シドウ ジョウキョウ ハアク		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		573		984		愛知県		愛西市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		村瀬さやか ムラセ		0567-24-9731		0567-24-9735		1		kenko@city.aisai.lg.jp		0		1				1		0		3		4		365		357		1		0		1		6		1		8		420		409		1		0		1		6		1		8		420		409		1		0		3		1		3		3		467		451		1		0		3		1		3		3		467		451		393		124		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		各健診のう蝕有病率や仕上げ磨き実施率等で不足や課題を他の職種とも共有し、次年度の事業につなげている。 カク ケンシン ショク ユウビョウリツ シア ミガ ジッシ リツ トウ フソク カダイ タ ショクシュ キョウユウ ジネンド ジギョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味制限を含んだ生活ﾘｽﾞﾑ。 カンミ セイゲン フク セイカツ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰ教室・ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・乳児訪問にて実施。 キョウシツ キョウシツ ニュウジ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				0		1		年1回乳幼児健診等検討会にて健診の実施状況を評価している。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシントウ ケントウカイ ケンシン ジッシ ジョウキョウ ヒョウカ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		574		962		愛知県		津島市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		纐纈ゆき コウケツ		0567-23-1551		0567-24-4354		1		kenkou@city.tsushima.lg.jp		0		1				1		0		4		11		414		408		1		0		1		6		1		11		391		385		1		0		1		6		1		11		391		385		1		0		3		0		3		11		435		426		1		0		3		0		3		11		435		425		403		41		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		*		0		0				0				0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの時間内で検討。 ジカン ナイ ケントウ		1		生後1か月の時期に啓発ﾁﾗｼを個別に通知している。 セイゴ ゲツ ジキ ケイハツ コベツ ツウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		575		993		愛知県		大口町		健康福祉部健康生きがい課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イ カ		春日井幾子 カスガイ イクコ		0587-94-0051		0587-94-0052		1		kenkouikigai@town.oguchi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		246		244		1		0		1		6		1		7		222		222		1		0		1		6		1		7		222		222		1		0		3		0		3		1		211		207		1		0		3		0		3		1		211		207		238		7		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診・10か月児健診で集団指導を実施（発達・事故防止についてなど）。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ ハッタツ ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時の個別または集団指導で実施。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ コベツ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1

		576		1000		愛知県		南知多町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松田美寿鶴 マツダ ビ コトブキ ツル		0569-65-0711		0569-65-0694		1		hokai@town.minamichita.lg.jp		0		1				1		0		3		4		100		97		1		0		1		5		1		7		111		105		1		0		1		5		1		7		111		105		1		0		2		11		3		0		126		121		1		0		2		11		3		0		126		121		122		32		1		0		0		0				1		ﾊｲﾘｽｸ要因を設定、要因ﾚﾍﾞﾙによって評価時期は異なる。 ヨウイン セッテイ ヨウイン ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙはないが担当保健師または正規職員の保健師は対応を引き継ぐ。 タントウ ホケンシ セイキ ショクイン ホケンシ タイオウ ヒ ツ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾁﾗｼを使い説明している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ツカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		支援が必要と判断している定期的に事業に誘い評価している。 シエン ヒツヨウ ハンダン テイキテキ ジギョウ サソ ヒョウカ		0		0				1		保育所等に訪問して観察をしている。 ホイク ショ トウ ホウモン カンサツ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		577		910		岐阜県		安八町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		川﨑裕子 カワサキ ユウコ		0584-64-3775		0584-64-5535		2		yuuko-k@town.anpachi.gifu.jp		0		1				1		0		3		4		111		111		1		0		1		6		1		8		139		139		1		0		1		6		1		8		139		139		1		0		3		0		3		2		150		148		1		0		3		0		3		2		150		148		118		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児健診にて導入についてｸﾞﾙｰﾌﾟ指導を実施している。 ニュウジ ケンシン ドウニュウ シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳発行時、保健所が発行した冊子を配布している。 ボシ ケンコウ テチョウ ハッコウ ジ ホケンジョ ハッコウ サッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		2か月に1回、保健師と発達相談員で要観察児の情報交換、困難事例の検討を実施している。 ゲツ カイ ホケン シ ハッタツ ソウダン イン ヨウ カンサツ ジ ジョウホウ コウカン コンナン ジレイ ケントウ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				*				*				*				*		*										1

		578		894		岐阜県		各務原市		健康福祉部健康管理課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カンリ カ		氏田知沙希 ウジ タ チ サ キ		058-383-1116		058-383-9151		1		kenkok@city.kakamigahara.gifu.jp		0		1				1		0		4		5		1236		1164		1		0		1		6		1		7		1306		1241		1		0		1		6		1		7		1306		1241		1		0		3		0		3		1		1276		1210		1		0		3		0		3		1		1276		1210		1300		235		1		0		0		0				1		評価時期は年度始め。指導を行った妊婦の出産時の児の体重把握し、取組に対する結果を評価する。 ヒョウカ ジキ ネンド ハジ シドウ オコナ ニンプ シュッサン ジ ジ タイジュウ ハアク トリクミ タイ ケッカ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		0				1		1歳6か月児健診後の「幼児フッ素塗布事業（歯科医療機関委託）」の受診状況等を把握して定期的なう蝕予防に繋げている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ ヨウジ ソ トフ ジギョウ シカ イリョウ キカン イタク ジュシン ジョウキョウ トウ ハアク テイキテキ ショク ヨボウ ツナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児健診・10か月児健診で集団指導を実施（発達・事故防止についてなど）。11か月児健診時に集団指導として保健師から指導を行っている。4か月児健診時に乳幼児の発達の目安表を配布している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ ハッタツ ジコ ボウシ ゲツ ジ ケンシン ジ シュウダン シドウ ホケンシ シドウ オコナ ゲツ ジ ケンシン ジ ニュウヨウジ ハッタツ メヤス ヒョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診の受診者に対して問診票の設問で理解状況確認し、必要者には個別相談時に周知している。 ゲツ ジ ケンシン ジュシンシャ タイ モンシン ヒョウ セツモン リカイ ジョウキョウ カクニン ヒツヨウ シャ コベツ ソウダン ジ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		579		906		岐阜県		垂井町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		外花万里子 ソト ハナ マリコ		0584-22-1021		0584-22-6648		1		hoken@town.tarui.lg.jp		0		1				1		0		4		4		192		191		1		0		1		6		1		6		210		209		1		0		1		6		1		6		210		209		1		0		3		0		3		0		242		242		1		0		3		0		3		0		242		242		169		18		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10か月健診で1歳前後から1歳6か月頃までの社会性の発達過程を説明している。 ゲツ ケンシン サイ ゼンゴ サイ ゲツ コロ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		580		1012		三重県		鈴鹿市		保健福祉部健康づくり課母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン		岡田千麻子 オカ タ チ マ コ		059-382-2252		059-382-4187		1		kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1694		1683		1		0		1		6		1		11		1820		1740		1		0		1		6		1		11		1820		1739		1		0		3		0		3		11		1915		1815		1		0		3		0		3		11		1915		1813		1864		269		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		医師・保健師等で行う乳幼児健診検討会。 イシ ホケンシ トウ オコナ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ		0		0				0				0		1		0				1		電話連絡や健診結果票による情報提供。 デンワ レンラク ケンシン ケッカ ヒョウ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		医師会主催の研修会等。 イシ カイ シュサイ ケンシュウカイナド		0				0				0		0

		581		1013		三重県		名張市		健康福祉部健康支援室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン シツ		森田もも モリタ		0595-63-6970		0595-63-4629		1		health@city.nabari.mie.jp		0		1				0		1		3		5		607		601		1		0		1		6		1		11		678		665		1		0		1		6		1		11		678		665		1		0		3		5		3		11		658		643		1		0		3		5		3		11		658		643		618		117		1		0		0		0				1		2か月に1回要保護児童対策協議会にて報告、支援の評価を行っている。 ゲツ カイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ ホウコク シエン ヒョウカ オコナ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				1		1歳半では歯科衛生士による歯科保健指導を100％近く実施しており、それを目指している。それの継続が3歳半児の有病率の低下がみられるようになってきた。 サイハン シカ エイセイシ シカ ホケン シドウ チカ ジッシ メザ ケイゾク サイハン ジ ユウビョウリツ テイカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもの状態に対して不安の強い保護者に見通しを伝える。また、発音の不明瞭さや吃音などのことについても伝えるようにしている。 コ ジョウタイ タイ フアン ツヨ ホゴシャ ミトオ ツタ ハツオン フメイリョウ キツオン ツタ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳の発行教室時に行っている。 ボシケンコウテチョウ ハッコウ キョウシツ ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		2か月に1回、乳児健診委員会を開催し、医師と連携・情報交換を行っている。 ゲツ カイ ニュウジ ケンシン イインカイ カイサイ イシ レンケイ ジョウホウ コウカン オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		582		1011		三重県		桑名市		地域保健課 チイキ ホケン カ		樋浦えりこ ヒウラ		0594-24-1380		0594-24-3032		1		hokensm@city.kuwana.lg.jp		0		1				0		1		4		5		1194		1138		1		0		1		6		1		11		1311		1281		1		0		1		6		1		11		1311		1281		1		0		3		3		3		11		1302		1259		1		0		3		3		3		11		1302		1259		1212		127		0		1		0		0				1		養育支援訪問ｹｰｽとして定期的に協議・評価。 ヨウイク シエン ホウモン テイキテキ キョウギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		子ども総合相談ｾﾝﾀｰに報告（虐待対応部署）。 コ ソウゴウ ソウダン ホウコク ギャクタイ タイオウ ブショ		0				0		1		「桑名市幼児歯科検診及びフッ素塗布事業」の効果もあり、3歳児健診の結果ではう歯のない幼児が87.9％となった。H27年度からはそれまで実施していた「2歳児歯科保健教室」を費用対効果も考慮し廃止とした。 クワナシ ヨウジ シカ ケンシン オヨ ソ トフ ジギョウ コウカ サイジ ケンシン ケッカ シ ヨウジ ネンド ジッシ サイジ シカ ホケン キョウシツ ヒヨウタイコウカ コウリョ ハイシ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月児に乳児教室を実施し発達過程を説明している。 ゲツ ジ ニュウジ キョウシツ ジッシ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｾﾐﾅｰでの予防啓発DVD視聴、乳児全戸訪問で予防啓発DVD視聴・資料配布し説明。 ヨボウ ケイハツ シチョウ ニュウジ ゼンコ ホウモン ヨボウ ケイハツ シチョウ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		1.6健後ﾌｫﾛｰの状況を2歳で評価する予定であるが、実施できていない。 ケン ゴ ジョウキョウ サイ ヒョウカ ヨテイ ジッシ		0				0		1		0				1		市町村への指示。お母さんの問診票の記入を医療機関で確認。 シチョウソン シジ カア モンシン ヒョウ キニュウ イリョウ キカン カクニン		0		0		0		0				1		問診の行い方、発達の見方など。 モンシン オコナ カタ ハッタツ ミカタ		1		問診の行い方、発達の見方など。 モンシン オコナ カタ ハッタツ ミカタ		0				0		0

		583		1050		滋賀県		愛荘町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		畑　あやの ハタ		0749-42-4887		0749-42-7687		1		ehoken@town.aisho.lg.jp		0		1				1		0		4		5		245		242		1		0		1		6		1		7		238		234		1		0		1		6		1		7		238		234		1		0		3		6		3		7		279		263		1		0		3		6		3		7		279		263		267		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し啓発、妊婦教室にて説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ ケイハツ ニンプ キョウシツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県が実施する研修へ参加。 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		584		1076		京都府		京丹波町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		堀　道枝 ホリ ミチ エダ		0771-86-1800		0771-86-1233		1		hoken60@town.kyotamba.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		60		59		1		0		1		6		1		7		78		77		1		0		1		6		1		7		78		77		1		0		3		6		3		7		92		89		1		0		3		6		3		7		92		86		78		5		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		1		必要に応じ専門相談等に繋げる。 ヒツヨウ オウ センモン ソウダントウ ツナ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				1		*		0		0				1		問診票への記載。 モンシン ヒョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健所や京都府が主催する研修などへはできるだけ参加している。 ホケンジョ キョウトフ シュサイ ケンシュウ サンカ						1

		585		1071		京都府		宇治田原町		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		杉原生子 スギハラ イクコ		0774-88-6636		0774-88-2991		1		hokencenter@town.ujitawara.kyoto.jp		0		1				1		0		3		5		67		55		1		0		1		6		1		9		77		69		1		0		1		6		1		9		77		69		1		0		3		5		3		8		103		77		1		0		3		5		3		8		103		77		54		10		1		0		0		0				1		年度末（実際にはずれることも多い）にﾊｲﾘｽｸ妊婦訪問事業についての評価を行っている。 ネンドマツ ジッサイ オオ ニンプ ホウモン ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが必要に応じて行っている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修としてではなくﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰから適宜指導を行っている。 ケンシュウ テキギ シドウ オコナ

		586		1062		京都府		長岡京市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中田由紀 ナカタ ユキ		075-955-9705		075-955-2054		1		kenkou@city.nagaokakyo.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		695		684		1		0		1		8		1		9		726		697		1		0		1		8		1		9		726		697		1		0		3		6		3		7		736		707		1		0		3		6		3		7		736		707		693		33		1		0		0		0				1		2か月に1回、ｹｰｽ会議を実施している。 ゲツ カイ カイギ ジッシ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		10か月児全員を対象とした教室で1歳半に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ゼンイン タイショウ キョウシツ サイハン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		新生児訪問時のEPDS等質問票後のﾌｫﾛｰの評価、育児支援の必要な人に対してのｹｰｽ検討会議を実施している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ シツモン ヒョウ ゴ ヒョウカ イクジ シエン ヒツヨウ ヒト タイ ケントウ カイギ ジッシ		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用して啓発している。 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要指導、要精検結果の評価。 ヨウ シドウ ヨウ セイ ケン ケッカ ヒョウカ		0		0				1		要ﾌｫﾛｰ児について療育機関・保育所・幼稚園や学校と連携し個別に評価している。 ヨウ ジ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウ レンケイ コベツ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		他機関主催の研修に参加。庁内の研修に参加。 タ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ チョウ ナイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0										1				1

		587		1175		奈良県		高取町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		松本聖子 マツ モト セイコ		0744-52-5111		0744-52-3351		1		takatori-hoken@town.takatori.nara.jp		0		1				1		0		3		5		52		29		1		0		1		6		1		11		48		45		1		0		1		6		1		11		48		45		*		*		3		6		3		11		58		56		*		*		3		6		3		11		58		56		34		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容に反映させている。 シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料を渡している。 シリョウ ワタ		0		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で。 ケンシン ゴ トウ		0		0				1		問診時のｱﾝｹｰﾄ項目に入っておりお渡しする資料に関係する内容が含まれている。 モンシン ジ コウモク ハイ ワタ シリョウ カンケイ ナイヨウ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		発達に応じあらかじめ検討した時期に状況を把握して、対応を検討している。 ハッタツ オウ ケントウ ジキ ジョウキョウ ハアク タイオウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		588		1160		奈良県		御所市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		松本 マツ モト		0745-62-3001		0745-65-2615		1		ikiiki@city.gose.nara.jp		0		1				1		0		4		5		110		107		1		0		1		7		1		10		135		125		1		0		1		7		1		11		135		125		1		0		3		6		3		8		148		119		1		0		3		6		3		8		148		119		168		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾘｰﾌﾚｯﾄを渡している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		589		1156		奈良県		天理市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早見 ハヤミ		0743-63-1001		0743-62-7697		1		kennkou@city.tenri.nara.jp		1		1				1		0		4		6		565		540		1		0		1		9		2		0		583		557		1		0		1		9		2		0		583		557		1		0		3		2		4		0		635		529		1		0		3		2		4		0		635		529		600		128		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯率・有病率の推移を国・県・他市と比較し、1回/年歯科衛生士と指導内容を見直す。 シ リツ ユウビョウリツ スイイ クニ ケン タシ ヒカク カイ ネン シカ エイセイシ シドウ ナイヨウ ミナオ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		母子手帳の配布時、手帳に記載を見て。 ボシ テチョウ ハイフ ジ テチョウ キサイ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ ジゴ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		心理相談員による乳幼児の発達の捉え方、医師による運動発達の捉え方について。 シンリ ソウダンイン ニュウヨウジ ハッタツ トラ カタ イシ ウンドウ ハッタツ トラ カタ		0				0				0		0								1		1

		590		1710		中核市 チュウカクシ		和歌山市		地域保健課 チイキ ホケン カ		東　仁美 ヒガシ ヒトミ		073-488-5120		073-431-9980		1		chiikihoken@city.wakayama.lg.jp		0		1				1		0		3		3		2887		2828		1		0		1		7		1		11		3039		2927		1		0		1		7		1		11		3039		2927		1		0		3		5		3		11		3035		2783		1		0		3		5		3		11		3035		2783		3078		79		1		1		0		0				1		特定妊婦である場合、養育支援ｹｰｽとして半年に1回以上ｹｰｽ検討会で評価している。 トクテイ ニンプ バアイ ヨウイク シエン ハントシ カイ イジョウ ケントウカイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の集団指導で説明している。 ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｻｰｸﾙ等で厚労省の「赤ちゃんが泣きやまない」のDVD鑑賞を行っている。 トウ コウロウショウ アカ ナ カンショウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		5歳児相談（年長児対象）事業でｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞし、新たに要ﾌｫﾛｰ児として上った児についてはそれまでの経過を評価し直し、また、必要な機関につなげている。 サイジ ソウダン ネンチョウ ジ タイショウ ジギョウ アラ ヨウ ジ アガ ジ ケイカ ヒョウカ ナオ ヒツヨウ キカン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		591		1103		大阪府		四條畷市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西條 サイジョウ		072-877-1231		072-877-6963		1		hoken-s@city.shijonawate.lg.jp		0		1				1		0		3		4		419		409		1		0		1		6		1		7		442		425		1		0		1		6		1		7		442		425		1		0		3		6		3		7		460		410		1		0		3		6		3		7		460		409		408		38		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰ掲示やﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。 ケイジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県内の看護職連絡会にて対応。 ケンナイ カンゴショク レンラクカイ タイオウ		0				0				0		0										1

		592		1081		大阪府		吹田市		保健ｾﾝﾀｰ南千里分館 ホケン ミナミ センリ ブンカン		村山靖子 ムラヤマ ヤスコ		06-6155-2812		06-6831-5705		1		hoknc_kr@city.suita.osaka.jp		0		1				0		1		4		5		3332		3266		1		1		1		7		1		11		3354		3270		1		0		1		7		1		11		3354		3173		1		1		3		3		3		11		3450		3183		1		0		3		6		3		11		3450		2926		3648		526		1		1		0		0				1		年1回事業評価を実施（2～3月頃）。把握数・理由・支援内容について。 ネン カイ ジギョウ ヒョウカ ジッシ ガツ コロ ハアク スウ リユウ シエン ナイヨウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		必要時、関連機関と連携、情報収集。 ヒツヨウジ カンレン キカン レンケイ ジョウホウ シュウシュウ		1		保健ｾﾝﾀｰ内で事業評価を実施。歯科医師会等関係機関に報告・意見交換。 ホケン ナイ ジギョウ ヒョウカ ジッシ シカ イシ カイトウ カンケイ キカン ホウコク イケン コウカン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活習慣 ショクセイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		健診ごとにﾘｰﾌﾚｯﾄを作成したり4か月児健診保健指導事業（すくすく）やらっこｸﾗﾌﾞ（乳児期後期）で発達等の見通しについての保健指導を行っている。 ケンシン サクセイ ゲツ ジ ケンシン ホケン シドウ ジギョウ ニュウジキ コウキ ハッタツトウ ミトオ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊婦（両親）教室で妊婦及び父親になる人への啓発を行っている。 ニンプ リョウシン キョウシツ ニンプ オヨ チチオヤ ヒト ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ﾌｫﾛｰ率やﾌｫﾛｰ内容等の統計処理、関係機関と定期的に評価会議を実施。 リツ ナイヨウ トウ トウケイ ショリ カンケイ キカン テイキテキ ヒョウカ カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		乳幼児健診説明会を毎年開催し、研修を実施するとともにTEL・FAX等で申し送っていただくよう依頼している。 ニュウヨウジ ケンシン セツメイカイ マイトシ カイサイ ケンシュウ ジッシ トウ モウ オク イライ		0		0		0		0				1		月1回母子保健担当保健師研修会を実施。また、府等が主催する研修会に参加。 ツキ カイ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケンシュウカイ ジッシ フ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1		必要時、母子保健担当保健師研修会への参加を案内。 ヒツヨウジ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ アンナイ		1		乳幼児健診・予防接種研修会を年1回実施。 ニュウヨウジ ケンシン ヨボウ セッシュ ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ		0		0				1				1		1

		593		1734		政令市 セイレイシ		大阪市		こども青少年局子育て支援部管理課（母子保健） セイショウネン キョク コソダ シエン ブ カンリカ ボシ ホケン		松井志保 マツイ シホ		06-6208-9966		06-6202-6963		1		fb0007@city.osaka.lg.jp		0		1				1		0		3		4		22391		21559		1		0		1		6		1		7		22007		20776		1		0		1		6		1		7		22007		20784		1		0		3		3		3		4		21128		19393		1		0		3		3		3		4		21128		19400		25446		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		1		1～3、5については各区保健福祉ｾﾝﾀｰで実情に合わせて取り決めている。 カク ク ホケン フクシ ジツジョウ ア ト キ		0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		口腔疾患のﾘｽｸ診断 コウクウ シッカン シンダン		0		0		1		0		0				1		配布資料への記載、集団指導。 ハイフ シリョウ キサイ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳・配布資料への記載。 ボシ ケンコウ テチョウ ハイフ シリョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		委託料請求時に受診票の確認を行い、情報の記載があれば支援の必要性を検討している。 イタク リョウ セイキュウ ジ ジュシン ヒョウ カクニン オコナ ジョウホウ キサイ シエン ヒツヨウセイ ケントウ		0		0		0		0				0				1		小児科医師・保健師による講義。 ショウニカ イシ ホケンシ コウギ		0				0		0						1

		594		1095		大阪府		箕面市		健康福祉部保健ｽﾎﾟｰﾂ課地域保健室 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ チイキ ホケンシツ		長谷千晶 ハセ チアキ		072-727-9502		072-727-3539		1		kenkou@maple.city.minoh.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1101		1081		1		0		1		6		1		11		1267		1217		1		0		1		6		1		11		1267		1217		1		0		*		*		*		*		1407		1266		1		0		*		*		*		*		1407		1266		1170		25		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		必要時、虐待対応している部署と連携。 ヒツヨウジ ギャクタイ タイオウ ブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		年齢により異なる ネンレイ コト		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		*		0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0										1

		595		1345		徳島県		つるぎ町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		村上彩香 ムラカミ アヤカ		0883-62-3313		0883-62-3312		1		hokencenter@town.tokushima-tsurugi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		49		45		1		0		1		6		1		11		46		40		1		0		1		6		1		11		46		40		1		0		3		3		3		10		59		54		1		0		3		3		3		10		59		54		41		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		*		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0

		596		1361		香川県		多度津町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		秋山朋子 アキヤマ トモコ		0877-32-8500		0877-32-8506		1		kenkou@town.tadotsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		174		165		1		0		1		6		1		8		160		150		1		0		1		6		1		8		160		150		1		0		3		6		3		7		171		165		1		0		3		6		3		7		171		165		170		1		1		0		0		0				1		関りをした後に評価。 カカワ アト ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ホケン シドウ ジ ハイフ		0		0				1		相談後や教室参加後に行う。 ソウダン ゴ キョウシツ サンカ ゴ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ後に行う。 ゴ オコナ		0		0				1		5歳児健診実施。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		597		1366		愛媛県		新居浜市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		明比佳那子 ア ヒ カ ナ コ		0897-35-1070		0897-37-4380		1		hoken@city.niihama.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		110		956		1		0		1		7		1		11		1041		1010		1		0		1		7		1		11		1041		1009		1		0		3		1		3		11		1063		1007		1		0		3		1		3		11		1063		1006		1048		99		1		1		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦への対応の重要性を感じ、ﾊｲﾘｽｸ妊婦の傾向等を検討中。 ニンプ タイオウ ジュウヨウセイ カン ニンプ ケイコウナド ケントウチュウ		1		1		1		1		1		0		1		障がいや疾患がある場合は早めに来ていただき担当保健師が一緒に回りｽﾑｰｽﾞに回れるよう配慮している。 ショウ シッカン バアイ ハヤ キ タントウ ホケンシ イッショ マワ マワレルヨウ ハイリョシテ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		う蝕のある児はフッ素塗布の幼児虫歯予防事業につないでいる。統計を事業計画に活用している。 ショク ジ ソ トフ ヨウジ ムシバ ヨボウ ジギョウ トウケイ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診・3歳児健診時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0		1		ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い検討。 オコナ ケントウ		1		妊娠期の両親学級においてDVD利用、口頭で啓発。 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ リヨウ コウトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		1歳半健診後のﾌｫﾛｰ状況を把握し現在のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ方法が妥当かどうか検討している。 サイハン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ゲンザイ ホウホウ ダトウ ケントウ		0				0		1		0				1		結果票が保健ｾﾝﾀｰに届き内容を把握し対応。 ケッカ ヒョウ ホケン トド ナイヨウ ハアク タイオウ		0		0		0		0				1		新採職員に指導者がつき添い実践、評価している。 シン サイ ショクイン シドウシャ ソ ジッセン ヒョウカ		0				0				0		0				1				1		1

		598		1222		鳥取県		米子市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		川上美都江 カワカミ ビ ツ エ		0859-23-5453		0859-23-5460		2		mitsue0197@city.yonago.lg.jp		0		1				0		1		3		5		1384		1274		1		0		1		6		1		11		1411		1384		1		0		1		6		1		11		1411		1384		1		0		3		0		3		11		1411		1383		1		0		3		0		3		11		1411		1383		1478		40		0		0		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄ内容についてﾁｪｯｸ、妊娠届出月の翌月初め。 ナイヨウ ニンシン トドケデ ツキ ヨク ヅキ ハジ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		家庭児童相談室へ報告する。ｹｰｽ会議する。 カテイ ジドウ ソウダン シツ ホウコク カイギ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		599		1314		山口県		美祢市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三浦 ミウラ		0837-53-0304		0837-53-1099		1		kenkou@city.mine.lg.jp		0		1				0		1		3		4		135		133		0		1		1		6		2		0		115		112		1		0		1		6		1		8		124		119		1		0		3		6		3		8		133		128		1		0		3		6		3		8		133		128		115		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕状況を把握し内容を検討。 ショク ジョウキョウ ハアク ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		月齢に応じた発達について説明。 ゲツレイ オウ ハッタツ セツメイ		0		0				1		ｹｰｽ検討実施。 ケントウ ジッシ		0		0				1		厚労省DVD「赤ちゃんが泣きやまない」を利用し指導。 コウロウショウ アカ ナ リヨウ シドウ		0		0				1		医師判定。 イシ ハンテイ		0				0				0				0		0				1		健診後、状況を確認し実施。 ケンシン ゴ ジョウキョウ カクニン ジッシ		0		0				1		教育委員会・保育所・幼稚園と連携。 キョウイク イインカイ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県が実施している研修に参加（常勤従事者のみ）。 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ ジョウキン ジュウジシャ						1				1		1

		600		1740		政令市 セイレイシ		福岡市		こども未来局こども部こども発達支援課 ミライ キョク ブ ハッタツ シエン カ		西尾真由子 ニシオ マユコ		092-711-4178		092-733-5534		1		hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		14711		14384		1		0		1		6		1		8		14633		14273		1		0		1		6		1		8		14633		14633		1		0		3		1		3		11		14159		13720		1		0		3		1		3		11		14159		13720		15889		*		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		関係各位と協議の場で結果の検討を行い改善を図っている。 カンケイ カクイ キョウギ バ ケッカ ケントウ オコナ カイゼン ハカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しており、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄの評価は行っているがｱｳﾄｶﾑの評価は行っていない。 タ キカン レンケイ ヒョウカ オコナ ヒョウカ オコナ		1		乳幼児健診の集団指導の際に現在～今後の子どもの発育・発達段階、育児について説明を実施している。 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ サイ ゲンザイ コンゴ コ ハツイク ハッタツ ダンカイ イクジ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母子手帳用の下敷きにSBSの説明を掲載したり新生児訪問・4か月児健診の場で指導を実施している。 ボシ テチョウヨウ シタジ セツメイ ケイサイ シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン バ シドウ ジッシ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関から届く結果に「要訪問」欄を設けている。また、至急の対応を要する場合には直接担当保健師に電話連絡してもらうよう依頼している。 イリョウ キカン トド ケッカ ヨウ ホウモン ラン モウ シキュウ タイオウ ヨウ バアイ チョクセツ タントウ ホケンシ デンワ レンラク イライ		0		0		0		0				1		母子保健に関する様々な内容で実施。例）SBS,EPDS、視覚・聴覚障がいについて。 ボシ ホケン カン サマザマ ナイヨウ ジッシ レイ シカク チョウカク ショウ		1		母子保健に関する様々な内容で実施。例）SBS,EPDS、視覚・聴覚障がいについて。 ボシ ホケン カン サマザマ ナイヨウ ジッシ レイ シカク チョウカク ショウ		0				0		0								1				1

		601		1563		大分県		豊後高田市		ウェルネス推進課 スイシン カ		渕上紀子 フチカミ ノリコ		0978-22-3100		0978-22-1155		2		noriko@city.bungotakada.oita.jp		0		1				1		1		3		5		131		123		1		0		1		7		1		7		160		148		1		0		1		7		1		7		160		148		1		0		3		7		3		7		171		150		1		0		3		7		3		7		171		150		167		5		1		0		0		0								1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				*				*				*				*				*		*				1				0		0				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				1				0				0		0								1						1

		602		1571		大分県		九重町		保健福祉センター ホケン フクシ		長野友香 ナガノ トモ		0973-76-3838		0973-76-3836		1		hoken@kokonoe.lg.jp		0		2		1		1		0		4		4		74		70		1		0		1		6		1		9		56		53		1		0		1		6		1		9		56		53		1		0		3		6		3		9		52		51		1		0		3		6		3		9		52		51		62		3		1		0		0		0								0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		603		1506		長崎県		東彼杵町		健康ほけん課　健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカ		石橋千春 イシバシ チハル		0957-46-1111		0957-46-0884		1		kenko@town.higashisonogi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		*		38		1		0		1		5		1		10		54		49		1		0		1		5		1		10		54		49		1		0		3		5		3		10		61		56		1		0		3		5		3		10		61		56		60		1		0		0		1		0								0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達障害に関すること ハッタツ ショウガイ カン		0		0		0		0		1				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		604		1602		鹿児島県		指宿市		健康増進課　健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカ		揚野真由美 ア ノ マユミ		0993-22-2111		0993-27-1200		1		shimin-kenko@city.ibusuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		294		291		1		0		1		6		1		11		358		352		1		0		1		6		1		11		358		352		1		0		3		3		3		11		329		314		1		0		3		3		3		11		329		314		325		9		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0

		605		129		北海道		滝上町		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		大石絵理 オオイシ エリ		0158-29-2111		0158-29-3588		1		kenkousuisin@town.takinoue.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		6		20		20		*		*		1		6		1		11		16		16		*		*		1		6		1		11		16		16		*		*		3		0		3		11		20		20		*		*		3		0		3		11		20		20		17		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		606		227		岩手県		奥州市		健康福祉部　健康増進課　母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカ		千葉芳枝 チバ ヨシエ		0197-23-4511		0197-23-4512		1		kenkou1@city.oshu.iwate.jp		1		1				1		0		3		4		801		796		1		0		1		6		1		8		877		871		1		0		1		6		1		8		878		871		1		0		3		5		3		7		967		962		*		*		3		5		3		7		973		962		901		200		0		0		0		1				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0										1				1

		607		287		秋田県		鹿角市		鹿角市いきいき健康課 シカ カク シ ケンコウ カ		米田恵里 ヨネダ エリ		0186-30-0119		0186-30-1257		1		kenkou@city.kazuno.lg.jp		1		1				*		*		3		5		181		178		*		*		1		6		2		0		167		166		*		*		1		6		2		0		167		166		*		*		3		0		4		0		240		240		*		*		3		0		4		0		240		240		168		2		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		608		844		長野県		宮田村		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		中條 チュウジョウ		0265-85-4128		0265-85-5701		1		hoken@vill.miyada.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		79		79		*		*		1		6		1		6		84		83		*		*		1		6		1		6		84		83		*		*		2		11		3		1		105		99		*		*		2		11		3		1		105		99		80		*		1		0		0		0				0				0		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1				1

		609		579		千葉県		君津市		保健福祉部　健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		寺北 テラ キタ		0439-57-2233		0439-57-2234		1		kenkou@city.kimitsu.lg.jp		0		1				*		*		3		5		650		610		1		0		1		6		1		11		653		611		1		0		1		6		1		11		653		611		1		0		3		4		3		11		675		608		1		0		3		4		3		11		675		607		652		30		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0				1

		610		538		埼玉県		毛呂山町		保健センター ホケン		細井英司 ホソ イ ヒデシ		049-294-5511		049-294-5850		1		hsenter@town.moroyama.lg.jp		0		1				*		*		4		4		189		183		*		*		1		6		1		7		186		172		*		*		1		6		1		7		186		172		*		*		3		6		3		7		207		193		*		*		3		6		3		7		207		193		195		52		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		1				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		611		644		東京都		小平市		健康推進課庶務担当 ケンコウ スイシン カ ショム タントウ		藤森玲菜 フジモリ レイ ナ		042-36-9641		042-346-3705		1		kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1636		1585		1		0		1		6		1		11		1742		1683		1		0		1		6		1		11		1742		1683		*		*		3		0		3		11		1678		1617		*		*		3		0		3		11		1678		1616		1665		計上できない ケイジョウ		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		612		693		神奈川県		大井町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		森川真紀子 モリカワ マキコ		0465-83-8011		0465-83-8016		1		kosodate@town.oi.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		108		107		1		0		1		6		1		6		98		97		*		*		1		6		1		6		98		97		1		0		3		2		3		2		152		153		*		*		3		2		3		2		152		153		107		12		1		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0				1										1

		613		676		神奈川県		小田原市		福祉健康部　健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		井澤由美子 イザワ ユミコ		0465-47-0820		0465-47-0830		1		kenko@city.odawara.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		7		1495		1388		1		0		1		6		2		0		1429		1390		1		0		1		6		2		0		1429		1390		*		*		3		6		4		0		1466		1428		*		*		3		6		4		0		1466		1425		1440		922		0		0		1		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		614		760		石川県		中能登町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		木幡由希子 キ ユキコ		0767-74-0797		0767-74-0223		1		hokenkankyou@town.nakanoto.lg.jp		1		1				1		0		3		4		112		111		1		0		1		6		1		8		144		140		1		0		1		6		1		8		144		140		*		*		3		4		3		6		143		141		*		*		*		*		*		*		143		141		120		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1

		615		958		愛知県		瀬戸市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		杉野 スギ ノ		0561-85-5511		0561-85-5120		1		kenko@city.seto.lg.jp		0		1				*		*		3		5		899		876		*		*		1		6		1		11		929		894		*		*		1		6		1		11		929		894		*		*		3		0		3		11		1077		1010		*		*		3		0		3		11		1077		1010		884		15		1		0		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1								1

		616		973		愛知県		新城市		新城保健センター シンシロ ホケン		菅沼三紀子 スガヌマ ミキコ		0536-23-8551		0536-24-9008		1		hoken@city.shinshiro.lg.jp		0		1				*		*		4		5		293		291		*		*		1		6		1		7		323		319		*		*		1		6		1		7		323		319		*		*		3		3		3		4		333		325		*		*		3		3		3		4		333		325		294		51		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		617		1070		京都府		井手町		井出町立保健センター イ デ マチ リツ ホケン		藤森幸枝 フジモリ ユキエ		0774-82-3385		0774-82-3695		1		hoken_c@town.ide.lg.jp		0		2				*		*		3		5		54		52		*		*		1		6		1		11		53		50		*		*		1		6		1		11		53		50		*		*		3		5		3		11		52		49		*		*		3		5		3		11		52		49		40		2		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		618		1079		大阪府		岸和田市		保健福祉部　健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西川 ニシカワ		072-423-8811		072-423-8833		1		kenko@city.kishiwada.osaka.jp		0		1				*		*		4		4		1643		1613		*		*		1		6		1		11		1737		1624		*		*		1		6		1		11		1737		1626		*		*		3		6		3		11		1810		1638		*		*		3		6		3		11		1810		1633		1740		90		1		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0				1						1				1

		619		1650		沖縄県		南城市		市民部　健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		金城 キンジョウ		098-946-8987		098-946-8997		1		kenkou@city.nanjo.akinawa.jp		0		1				*		*		4		4		388		362		*		*		1		6		1		6		423		416		0		0		0		0		0		0		0		0		*		*		3		6		3		6		469		436		0		0		0		0		0		0		0		0		452		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0						1		1				1

		620		33		北海道		当別町		福祉部　福祉課 フクシ ブ フクシカ		望月 モチヅキ		0133-23-2346		0133-25-5018		1		hukshi2@town.tobetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		65		65		1		0		1		6		1		11		66		65		1		0		1		6		1		11		66		65		1		0		3		0		3		11		75		74		1		0		3		0		3		11		75		74		55		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				1				0				0		0								1		1

		621		69		北海道		赤井川村		社会課　保健福祉係 シャカイ カ ホケン フクシ カカ		白田　沙織 シラタ サオリ		0135-35-2050		0135-35-2051		2		hoken2@akaigawa.com		0		1				1		0		3		5		2		2		1		0		1		6		2		*		8		6		1		0		1		6		2		99		8		6		1		0		3		*		3		6		8		7		1		0		3		*		3		6		8		7		6		0		0		0		1		0				0				0		1				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ケースもより、重点箇所が違うため、個々に合わせている。 ジュウテン カショ チガ ココ ア		0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		622		109		北海道		天塩町		福祉課ふれあい係 フクシカ カカ		藤原香菜子 フジワラ カナコ		01632-2-1001		01632-2-2364		1		hureai@teshiotown.com		0		1				1		0		4		5		25		25		1		0		1		7		1		9		29		26		1		0		1		7		1		9		29		26		1		0		3		1		3		3		27		26		1		0		3		1		3		3		27		26		19		2		0		0		0		1				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		623		106		北海道		羽幌町		健康支援課保健係 ケンコウ シエン カ ホケン カカ		佐々木あゆみ ササキ		0164-62-6020		0164-69-2040		1		k-hoken@town.haboro.lg.jp		0		1				1		0		4		4		41		41		1		0		1		6		1		6		49		49		1		0		1		6		1		6		48		44		1		0		3		0		3		0		53		53		1		0		3		0		3		0		53		53		38		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1										1

		624		116		北海道		利尻町		くらし支援課　保健指導係 シエン カ ホケン シドウ カカ		*		0163-84-2345		0163-89-4747		1		hokenshido@town.rishiri.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		17		15		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		3		6		3		8		17		17		1		0		3		6		3		8		17		17		18		0		1		1		0		0				1				0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				0		1				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0				1				1						1

		625		41		北海道		森町		保健福祉課　健康増進係 ホケン フクシ カ ケンコウ ゾウシン カカ		岩井理奈 イワイ リナ		01374-3-2311		01374-3-2310		1		hokencenter@town.hokkaido-mori.lg.jp		0		1				1		0		3		5		90		85		1		0		1		5		1		8		114		110		1		0		1		5		1		8		114		110		1		0		3		0		3		4		112		107		1		0		3		0		3		4		112		107		3		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		626		34		北海道		新篠津村		住民課　保健予防係 ジュウミンカ ホケン ヨボウ カカリ		浅野瑛絵 アサノ エイ エ		0126-57-2111		0126-58-3853		2		a.asano@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		6		20		20		1		0		1		6		2		0		27		27		1		0		1		6		2		0		27		22		1		0		3		0		3		6		20		20		1		0		3		0		3		6		20		19		24		11		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		627		132		北海道		雄武町		保健福祉課　保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		黒澤奈未 クロサワ ナ ミ		0158-84-2023		0158-84-4497		1		ouhoken@town.oumu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		3		0		3		11		36		36		1		0		3		0		3		11		36		36		35		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				0				0				0		0								1		1				1

		628		135		北海道		壮瞥町		住民福祉課　健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		櫻井愛美 サクライ マナミ		0142-66-2340		0142-66-2678		1		hoken.center@town.sobetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		15		15		1		0		1		6		1		11		19		17		1		0		1		6		1		11		19		17		1		0		3		0		3		11		18		17		1		0		3		0		3		11		18		17		11		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		629		80		北海道		秩父別町		住民課住民福祉グループ ジュウミン カ ジュウミン フクシ		池田有里恵 イケダ ユリエ		0164-33-2111		0164-33-3466		2		ikeda_y@chippubetsu.jp		1		1		1		1		0		3		5		13		13		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		3		0		3		2		15		15		1		0		3		0		3		2		15		15		21		2		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1				1

		630		54		北海道		蘭越町		健康推進課　健康づくり対策係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ タイサク カカリ		泉　李香 イズミ リ カ		0136-57-6969		0136-57-5580		1		kenkoudukuri@town.rankoshi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		28		26		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		3		0		4		0		30		25		1		0		3		0		4		0		30		25		29		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		631		57		北海道		留寿都村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		森友美 モリ トモミ		0136-46-3131		0136-46-3545		1		s-hoken@vill.rusutsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		17		16		1		0		1		6		2		0		19		19		1		0		1		6		2		0		19		16		1		0		3		0		3		6		16		16		1		0		3		0		3		6		16		15		15		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1

		632		21		北海道		千歳市		保健福祉部　健康推進課　健康母子係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ ボシ カカリ		小島登美子 コジマ トミコ		0123-24-0771		-8565		1		kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp		1		1				1		0		4		6		940		920		1		0		1		6				11		911		900		1		0		1		6		1		11		911		900		1		0		3		0		3		11		954		943		1		0		3		0		3		11		954		943		93		243		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0										1

		633		175		北海道		標津町		標津町保健福祉センター ヒョウ ツ マチ ホケン フクシ		上田薫 ウエダ カオル		0153-82-1515		0153-82-1530		2		ueda_kahoru@shibetsutown.jp		0		1				1		0		*		*		36		36		1		0		1		6		1		11		39		38		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		3		0		3		11		43		41		1		0		3		0		3		11		44		44		38		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		634		212		青森県		田子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		河原理亜子 カワハラ リ ア コ		0179-20-7100		0179-20-7107		2		KAWAHARA0473@town.takko.lg.jp		0		1		1		1		0		4		99		25		25		1		0		1		6		1		7		19		19		1		0		1		6		1		7		19		19		1		0		3		6		3		7		34		34		*		*		3		6		3		7		34		34		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		635		228		岩手県		雫石町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小向友美 コムカイ トモミ		019-692-2227		019-691-1106		2		y-komukai@office.town.shizukuishi.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		102		95		1		0		1		6		1		11		103		98		1		0		1		6		1		11		103		98		1		0		3		6		3		11		112		103		1		0		3		6		3		11		112		103		83		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		636		235		岩手県		金ヶ崎町		保健福祉センター ホケン フクシ		小原茉奈0197-44-4560 オハラ マナ				0197-44-4337		1		hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp		0		1				1		0		3		5		116		115		1		0		1		5		1		7		123		120		1		0		1		5		1		7		123		120		1		0		3		5		3		7		129		125		1		0		3		5		3		7		129		125		120		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		637		364		福島県		磐梯町		町民課　保健福祉センター鈴木美穂 チョウミン カ ホケン フクシ スズキ ミホ		0242-73-3101		0242-74-1377		0		2		miho_suzuki@town.bandai.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		29		28		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		3		6		3		9		42		41		1		0		3		6		3		9		42		41		27		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		638		377		福島県		棚倉町		健康福祉課　健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		芳賀礼佳 ハガ アヤカ		0247-33-7801		0247-33-7820		1		kenkoudukuri@town.tanagura.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		117		115		1		0		1		7		1		9		120		118		1		0		1		7		1		9		120		118		1		0		3		6		3		8		123		116		1		0		3		6		3		8		123		115		110		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		639		372		福島県		会津美里町		健康ほけん課 ケンコウ カ		鈴木範子 スズキ ノリコ		0242-55-1145		0242-55-1189		1		hoken@town.aizumisato.fukushima.jp		1		1				1		0		3		5		126		126		1		0		1		5		1		7		146		140		1		0		1		5		1		7		146		140		1		0		3		5		3		7		144		141		1		0		3		5		3		7		144		141		112		*		1		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1				1				1		1				1

		640		522		埼玉県		新座市		保健センター ホケン		池田智恵子		048-481-2211		048-481-2215		1		hoken@city.niiza.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1357		1316		1		0		1		6		1		11		1498		1435		1		0		1		6		1		11		1498		1434		1		0		3		0		3		11		1536		1446		1		0		3		0		3		11		1536		1444		1408		111		0		0		1		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1								1

		641		541		埼玉県		嵐山町		健康いきいき課　健康管理担当 ケンコウ カ ケンコウ カンリ タントウ		田中真紀子 タナカ マキコ		0493-62-0716		0493-62-0710		1		r-kenkou02@town.ranzan.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		114		111		1		0		1		6		1		7		109		96		1		0		1		6		1		7		109		96		1		0		3		5		3		6		115		99		1		0		3		5		3		6		115		97		125		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				1				0				0		0								1

		642		525		埼玉県		北本市		健康づくり課 ケンコウ カ		田嶋瑞穂 タジマ ミヅホ		048-594-5544		048-592-5997		1		a03600@city.kitamoto.saitama.jp		0		1				1		0		3		5		403		393		1		0		1		6		1		11		441		418		1		0		1		6		1		11		441		418		1		0		3		0		3		11		456		423		1		0		3		0		3		11		456		423		406		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		643		555		埼玉県		寄居町		保健福祉総合センター ホケン フクシ ソウゴウ		斎藤薫 サイトウ カオル		048-581-8500		048-581-8544		1		kf062g@town.yorii.saitama.jp		0		1				1		0		3		5		214		198		1		0		1		5		1		6		201		189		1		0		1		5		1		6		201		189		1		0		3		5		3		6		228		217		1		0		3		5		3		6		228		217		199		10		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		644		520		埼玉県		志木市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		白岩由貴 シライワ ユキ		048-473-3811		048-476-7222		1		hoken-s@city.shiki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		714		693		1		0		1		6		1		11		710		671		1		0		1		6		1		11		710		671		1		0		3		4		3		11		710		660		1		0		3		4		3		11		710		660		719		61		0		0		0		1				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				1		0				0				0		1				0				0				1				0				0		0				0				0		1				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1		1

		645		542		埼玉県		小川町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		高畑弥子 コウ ハタケ ヤコ		0493-74-2323		0493-74-2343		1		ogawa120@town.ogawa.saitama.jp		0		1		1		1		0		3		5		156		154		1		0		1		5		1		7		142		136		1		0		1		5		1		7		142		136		1		0		3		3		3		5		189		183		1		0		3		3		3		5		189		183		150		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科衛生士による個別指導 シカ エイセイ シ コベツ シドウ		0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		646		550		埼玉県		小鹿野町		保健課 ホケン カ		木村 キムラ		0494-75-0135		0494-75-4170		1		hokenka@town.ogano.lg.jp		0		1				1		0		2		3		60		60		1		0		1		6		1		7		70		70		1		0		1		6		1		7		70		70		1		0		3		3		3		5		81		81		1		0		3		3		3		5		81		81		53		3		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				*				*		*				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0										1				1

		647		418		茨城県		常陸大宮市		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		海老根恵子 エビネ ケイコ		0295-54-7121		0295-54-7123		1		kagayaki@city.hitachiomiya.lg.jp		0		1				1		1		3		5		235		226		1		0		1		6		1		9		255		233		1		0		1		6		1		9		255		233		1		0		3		1		3		4		305		288		1		0		3		1		3		4		305		288		3		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		648		412		茨城県		牛久市		健康づくり課推進課 ケンコウ カ スイシン カ		川口美亜 カワグチ ミ ア		029-873-2111		029-873-1775		1		kenkou@city.ushiku.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		4		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		3		0		3		11		*		*		1		0		3		0		3		11		*		*		781		61		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		0		1		0		1				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0										1

		649		409		茨城県		北茨城市		健康づくり支援課 ケンコウ シエン カ		長谷川 ハセガワ		0293-43-111		0293-43-0831		1		kenkou@city.kitaibaraki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		298		295		1		0		1		6		1		11		262		254		1		0		1		6		1		11		262		254		1		0		3		2		3		11		284		269		1		0		3		2		3		11		284		269		274		115		1		1		0		1				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		650		597		千葉県		東庄町		健康福祉課　保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカ		紀伊國 キイ クニ		0478-80-3300		0478-80-3112		1		ken.hoken@town.tohnosho.chiba.jp		1		1		1		1		0		4		5		74		73		1		0		1		6		1		7		75		70		1		0		1		6		1		7		75		70		1		0		3		5		3		6		83		79		1		0		3		5		3		6		83		79		69		3		1		1		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		651		604		千葉県		長生村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小高聖子 コダカ セイコ		0475-32-6800		0475-32-6802		1		cho-hoken@vill.chosei.chiba.jp		0		1				1		0		4		4		84		84		1		0		1		6		1		8		92		90		1		0		1		6		1		8		92		90		1		0		3		2		3		4		86		85		1		0		3		2		3		4		86		85		82		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		652		593		千葉県		酒々井町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		飯嶋 イイジマ		043-496-0090		043-496-8453		1		kenkou@town.shisui.shiba.jp		0		1				0		1		3		6		129		94		1		0		1		7		1		11		137		129		1		0		1		7		1		11		137		129		1		0		3		6		3		11		142		133		1		0		3		6		3		11		142		133		129		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		653		616		東京都		台東区		保健サービス母子成人保健担当 ホケン ボシ セイジン ホケン タントウ		齋藤眞理子 サイトウ マリコ		03-3847-9447		03-3847-9467		1		hokensaabisu@city.taito.tokyo.jp		0		2				1		0		4		5		1566		1515		1		1		1		7		1		11		1436		1256		*		*		1		7		1		11		1436		1252		1		0		3		1		3		11		1240		1162		1		0		3		1		3		11		1240		1160		2005		111		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		かかりうけ歯科医の定着 シカイ テイチャク		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				1				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0												1

		654		628		東京都		荒川区		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		下田治子 シモダ ハルコ		03-3802-3111		03-3806-0364		2		haruko.shimoda@city.arakawa.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		1884		1838		1		0		1		6		1		11		1802		1704		1		0		1		6		1		11		1802		1703		1		0		3		0		3		11		1774		1711		1		0		3		0		3		11		1774		1708		2111		103		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		0		1				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1								1

		655		622		東京都		世田谷区		健康推進課こころと体の健康担当 ケンコウ スイシン カ カラダ ケンコウ タントウ		遠藤,増渕 エンドウ マスブチ		03-5432-2449		03-5432-3022		1		SEA02244@mb.city.setagaya.tokyo.jp		0		1				1		0		4		4		8069		7677		0		1		1		6		1		11		7517		6922		1		0		1		6		1		11		7499		6031		1		0		3		1		3		11		7291		6615		1		0		3		1		3		11		7235		6534		9055		125		0		0		0		1				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		656		694		神奈川県		松田町		子育て支援課 コソダ シエン カ		松岡憂子 マツオカ ユウコ		0465-84-5544		0		1		hoken@town.matsuda.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		48		48		1		0		1		6		1		7		67		63		1		0		1		6		1		7		67		63		1		0		3		0		3		3		56		57		1		0		3		0		3		3		56		57		69		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0						0				1

		657		700		神奈川県		愛川町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		山田 ヤマダ		046-285-2111		046-285-8566		1		kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		260		253		1		0		1		6		2		0		255		240		1		0		1		6		2		0		255		240		1		0		3		5		4		0		294		275		1		0		3		6		4		0		294		275		285		7		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				1				1				0		0										1				1

		658		303		秋田県		美郷町		福祉保健課　健康対策班 フクシ ホケン カ ケンコウ タイサク ハン		中野　晶子 ナカノ アキコ		0187-84-4900		0187-84-1174		1		hoken@town.misato.akita.jp		0		1				1		0		4		99		110		110		1		0		1		6		99		99		106		106		1		0		1		6		99		99		106		106		1		0		3		6		99		99		114		113		1		0		3		6		99		99		114		113		1		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		659		706		新潟県		小千谷市		健康センター　保健係 ケンコウ ホケン カカ		稲川由佳 イナガワ ユカ		0258-83-3640		0258-82-8964		1		kenkou@city.ojiya.niigata.jp		0		9				1		0		4		5		245		244		1		0		1		6		1		7		256		254		1		0		1		6		1		7		256		254		1		0		3		0		3		1		274		274		1		0		3		0		3		1		274		274		252		3		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		660		338		山形県		三川町		健康福祉課　健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		杉山明日香 スギヤマ アスカ		0235-35-7033		0235-66-3139		1		kenkou@town.mikawa.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		62		60		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		3		6		3		8		61		61		1		0		3		6		3		8		61		60		65		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		661		449		栃木県		大田原市		保健福祉部子ども幸福課 ホケン フクシ ブ コ コウフク カ		藤田律子 フジタ リツ コ		0287-23-8634		0287-23-7632		1		kodomo@city.ohtawara.tochigi.jp		0		1				1		0		4		4		548		533		1		0		1		6		1		7		565		550		1		0		1		6		1		6		565		550		1		0		3		5		3		7		599		564		1		0		3		5		3		7		599		564		567		9		1		0		0		1				0				0		1				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0								1

		662		453		栃木県		那須烏山市		こども課母子保健担当 カ ボシ ホケン タントウ		茂木真理 モギ マリ		0287-88-7116		0287-88-7116		1		kodomo@city.nasukarasuyama.lg.jp		0		1				1		0		3		7		159		153		1		0		1		6		1		11		157		157		1		0		1		6		1		11		157		157		1		0		3		0		3		11		167		167		1		0		3		0		3		11		167		167		136		11		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		663		481		群馬県		南牧村		住民生活部　保健福祉課　保健係 ジュウミン セイカツ ブ ホケン フクシ カ ホケン カカ		小野恵子 オノ ケイコ		0274-87-2011		0274-87-3628		2		pub02558@vill.nanmoku.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		5		5		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		3		0		3		6		3		3		1		0		3		0		3		6		3		3		4		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0				1

		664		495		群馬県		明和町		健康づくり課　健康づくり係 ケンコウ カ ケンコウ カカ		間瀬 マセ		0276-84-3111		0276-84-3114		1		kenkou@town.meiwa.gunma.jp		1		1		1		1		0		3		5		78		76		1		0		1		6		1		10		67		60		1		0		1		6		1		10		67		60		1		0		3		3		3		7		91		86		1		0		3		3		3		7		91		86		88		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		665		498		群馬県		邑楽町		保健センター ホケン		大澤 オオサワ		0276-88-5533		0276-88-5528		1		health@swan.town.ora.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		153		156		1		0		1		6		1		7		174		179		1		0		1		6		1		7		174		178		1		0		3		0		3		1		199		198		1		0		3		0		3		1		199		106		154		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		666		472		群馬県		藤岡市		健康福祉部子ども課 ケンコウ フクシ ブ コ カ		小林百合子 コバヤシ ユリコ		0274-22-1211		0274-22-7502		*		*		*		*				1		0		*		*		402		400		1		0		*		*		*		*		439		432		1		0		*		*		*		*		439		432		1		0		*		*		*		*		507		484		1		0		*		*		*		*		507		484		422		47		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0														1

		667		796		山梨県		南部町		福祉保健課　健康増進係 フクシ ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカ		望月みち子 モチヅキ コ		0556-64-4836		0566-64-3116		2		mochizuki-mi@town.yamanashi_nanbu.lg.jp		1		2		1		1		0		2		4		32		32		1		0		1		6		1		8		38		38		1		0		3		3		3		5		45		45		1		0		3		3		3		5		45		45		1		0		3		3		3		5		45		45		0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0														1

		668		800		山梨県		西桂町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		高頭 タカ アタマ		0555-25-4000		0555-25-3574		1		hoken@town.nishikatsura.lg.jp		0		1				1		0		4		4		28		28		1		0		1		6		1		8		40		38		1		0		1		6		1		8		40		38		1		0		3		2		3		5		37		37		1		0		3		2		3		5		37		37		31		0		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1

		669		946		静岡県		河津町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		稲葉臣 イナバ シン		0558-34-1937		0558-34-1811		1		hoken@town.kawazu.shizuoka.jp		0		1				1		0		3		4		55		54		1		0		1		5		1		7		46		44		1		0		1		5		1		7		46		44		1		0		2		9		3		1		49		48		1		0		2		9		3		1		49		48		44		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		670		922		岐阜県		御嵩町		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		鍵谷ゆうこ カギ タニ		0574-67-2111		0574-67-2118		1		h-senta@town.mitake.lg.jp		0		1				1		0		3		5		117		117		1		0		1		6		1		8		135		130		1		0		1		6		1		8		135		130		1		0		3		0		3		2		155		155		1		0		3		0		3		2		155		155		126		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		671		969		愛知県		常滑市		保健予防課 ホケン ヨボウ カ		齋藤直子 サイトウ ナオコ		0569-34-7000		0569-34-9470		1		hokenyobo@city.tokoname.lg.jp		0		1				1		0		3		5		529		531		1		0		1		6		1		10		565		557		1		0		1		6		1		10		565		557		1		0		2		9		3		7		588		588		1		0		2		9		3		7		588		580		546		9		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1		1				1

		672		820		長野県		塩尻市		健康づくり課 ケンコウ カ		長岡春美 ナガオカ ハルミ		0263-52-0280		0263-53-3613		1		kenko@city.shiojiri.lg.jp		0		1				1		0		4		5		566		552		1		0		1		6		2		0		594		580		1		0		1		6		2		0		594		580		1		0		3		0		4		0		518		510		1		0		3		0		4		0		518		510		584		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		673		846		長野県		高森町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		古林絵美 フル ハヤシ エミ		0265-35-9412		0265-35-6854		1		kenkou@town.takamori.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		102		102		1		0		1		5		1		6		121		107		1		0		1		5		1		6		121		107		1		0		3		0		3		1		138		138		1		0		3		0		3		1		138		138		135		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		1				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		*		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		674		845		長野県		松川町		福祉課　健康推進係 フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		丸山ゆかり マルヤマ		0261-62-3290		0261-62-1030		2		maruyama-yukari@vill.matsukawa.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		76		76		1		0		1		6		1		8		59		58		1		0		1		6		1		8		60		58		1		0		2		11		3		1		80		75		1		0		2		11		3		1		81		76		61		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1						1

		675		745		石川県		七尾市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		三島千尋 ミシマ チヒロ		0767-53-3623		0767-53-2748		1		kenkou@city.nanaolg.jp		0		1				1		0		3		5		327		322		1		0		1		7		1		11		370		357		1		0		1		7		1		11		370		357		1		0		3		2		3		11		363		355		1		0		3		2		3		11		363		355		370		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣（間食、ブラッシング等） セイカツ シュウカン カンショク トウ		0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		676		766		福井県		大野市		民生環境部健康長寿課保健医務グループ ミンセイ カンキョウブ ケンコウ チョウジュ カ ホケン イム		牧野幸子 マキノ サチコ		0779-65-7333		0779-66-0294		1		kenko@city.fukui-ono.lg.jp		0		1				0		1		4		9		217		202		1		0		1		7		2		0		259		246		1		0		1		7		2		0		259		232		1		0		3		1		4		0		226		213		1		0		3		1		4		0		226		205		240		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		677		770		福井県		越前市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		西川千愛 ニシカワ セン アイ		0778-24-2111		0778-24-5885		1		kenkou@city.echizen.lg.jp		0		1				0		1		4		5		680		674		1		0		1		7		1		11		661		653		1		0		1		7		1		11		661		653		1		0		3		1		3		11		671		650		1		0		3		1		3		11		671		650		716		75		0		0		1		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		678		1060		京都府		城陽市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		新井綾野 アライ アヤノ		0774-55-1111		0774-55-1140		1		hoken_c@city.joyo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		531		521		1		0		1		8		1		9		561		536		1		0		1		8		1		9		561		536		1		0		3		5		3		6		609		575		1		0		3		5		3		6		609		575		569		33		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				1				0				0		0								1

		679		1063		京都府		八幡市		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		郡由紀 グン ユキ		075-983-1111		075-982-7988		1		kenkosuisin@mb.city.yawata.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		549		531		1		0		1		6		1		6		557		518		1		0		1		6		1		6		557		518		1		0		3		6		3		6		666		600		1		0		3		6		3		6		666		598		554		23		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1

		680		1179		奈良県		広陵町		福祉部保健センター フクシ ブ ホケン		後藤尚子 ゴトウ ナオコ		0745-55-6887		0745-54-5324		*		*		*		*				1		0		3		5		290		288		1		0		1		6		1		11		313		306		1		0		1		6		1		11		313		306		1		0		3		6		3		6		336		325		1		0		3		6		3		6		336		325		265		4		1		0		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				0				0				0		0								1		1				1

		681		1703		中核市 チュウカクシ		高槻市		子ども未来部　子ども保健課 コ ミライ ブ コ ホケン カ		西山智子 ニシヤマ トモコ		072-661-1108		072-661-2021		1		khoken@city.takatsuki.osaka.jp		0		1				1		0		4		7		2833		2706		1		0		1		7		1		11		2822		2654		1		0		1		7		1		11		2822		2654		1		0		3		8		3		11		2960		2841		1		0		3		7		3		11		2960		2841		2977		848		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの回数 カイスウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		682		1287		広島県		尾道市		福祉保健部健康推進課保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカ		茨木朱実 イバラキ アケミ		0848-24-1960		0848-24-1966		1		kenko@city.onomichi.hiroshima.jp		0		1				1		0		3		7		932		903		1		0		1		6		2		0		946		905		1		0		1		7		2		0		946		905		1		0		3		4		4		0		1054		993		1		0		3		4		4		0		1054		991		986		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		1				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		683		1288		広島県		府中市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		田邊三佐代 タナベ サン サ ヨ		0847-47-1310		0847-47-1320		1		hoken@city.fuchu.hiroshima.jp		0		1				1		0		4		4		211		198		1		0		1		6		1		6		284		275		1		0		1		6		1		6		284		275		1		0		3		1		3		1		272		260		1		0		3		1		3		1		272		260		263		16		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				0				0		0		0		1				1				1				0				0		0								1

		684		1265		岡山県		新見市		福祉部健康づくり課 フクシ ブ ケンコウ カ		久保木加奈子 クボキ カナコ		0867-72-6129		0867-72-6613		2		kanako-kuboki@city.niimi.okayama.jp		0		1				1		0		3		4		175		173		1		0		1		6		1		8		194		190		1		0		1		6		1		8		194		190		1		0		3		6		3		8		200		192		1		0		3		6		3		8		200		192		178		20		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		685		1263		岡山県		総社市		こども課 カ		吉原典子 ヨシハラ ノリコ		0866-92-8261		0866-92-8385		1		kodomo@city.soja.okayama.jp		0		1				1		0		4		12		551		539		1		0		1		6		2		0		590		564		1		0		3		6		4		0		590		564		1		0		3		6		4		0		647		624		1		0		3		6		4		0		547		624		596		103		1		1		0		0				1				0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				1				0				0		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1				1				1		1		1		1

		686		1326		徳島県		阿南市		保健センター ホケン		仁木みどり ニキ		0884-22-1590		0884-22-1894		1		hocenter@city.anan.tokushima.jp		0		1				1		0		4		8		519		493		1		0		1		6		1		11		599		591		1		0		1		6		1		11		599		591		1		0		3		5		3		11		601		586		1		0		3		5		3		11		601		586		580		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		687		1323		徳島県		徳島市		保健センター母子保健担当 ホケン ボシ ホケン タントウ		中野晴香 ナカノ ハルカ		088-656-0532		088-656-0514		1		hoken_center@city.tokushima.lg.jp		0		1				0		1		4		5		2069		1950		1		0		1		6		1		11		2133		2011		1		0		1		6		1		11		2133		2005		1		0		3		6		3		11		2177		2060		1		0		3		6		3		11		2177		2060		2350		0		0		0		0		1				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		688		1330		徳島県		三好市		環境福祉部健康づくり課 カンキョウ フクシ ブ ケンコウ カ		森田宏美 モリタ ヒロミ		0883-72-6767		0883-72-6664		2		h-morita_01@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		1				1		1		3		4		139		127		1		0		1		6		1		9		155		129		1		0		1		6		1		9		15		129		1		0		3		1		3		3		140		131		1		0		3		1		3		3		140		131		137		9		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		*		*		*		*				0				0		1				0				1		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		689		1377		愛媛県		内子町		保健福祉課地域医療・健康増進センター ホケン フクシ カ チイキ イリョウ ケンコウ ゾウシン		矢野真里 ヤ ノ マリ		0893-44-6155		0893-44-3831		2		mari-yano@town.uchiko.ehime.jp		1		1		1		0		1		3		6		95		84		1		0		1		6		1		9		112		106		1		0		1		6		1		9		112		106		1		0		3		0		3		6		125		117		1		0		3		0		3		6		125		117		78		4		1		0		0		0				1				0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		690		1391		高知県		香美市		健康介護支援課　親子すこやか班 ケンコウ カイゴ シエン カ オヤコ ハン		杉原里恵 スギハラ リエ		0887-52-9281		0887-53-1094		1		suishin@city.kami.lg.jp		0		1				1		1		3		5		194		174		1		0		1		6		1		7		152		143		1		0		1		6		1		7		152		143		1		0		3		5		3		6		156		149		1		0		3		5		3		6		156		149		154		13		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		0		1				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1								1		1

		691		1430		福岡県		宗像市		教育子ども部子ども家庭課 キョウイク コ ブ コ カテイ カ		西川美樹 ニシカワ ミキ		0940-36-1365		094-37-3046		2		nisi0553@tw.munakata.fukuoka.jp		0		2				1		0		*		*		820		811		1		0		*		*		*		*		843		818		1		0		*		*		*		*		843		818		1		0		*		*		*		*		936		872		1		0		*		*		*		*		936		872		876		53		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活などう蝕につながる背景 ショクセイカツ ショク ハイケイ		0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				0				0				1						1		0		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0								1				1		1

		692		1422		福岡県		大川市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		筬島 オサジマ		0944-86-8450		0944-86-8464		1		okwhokenc@city.okawa.lg.jp		0		1				1		0		4		7		203		196		1		0		1		5		1		11		217		208		1		0		1		5		1		11		217		207		1		0		3		0		3		11		246		229		1		0		3		0		3		11		246		229		228		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		693		1427		福岡県		筑紫野市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		郷原良子 ゴウハラ リョウコ		092-920-8611		092-926-6006		1		kenkou@city.chikushino.fukuoka.jp		0		1				0		1		4		9		963		950		0		1		1		6		1		11		977		947		0		1		1		6		1		11		977		829		1		0		3		0		3		11		1022		994		1		0		3		0		3		11		1022		993		936		35		1		1		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の歯科健診結果の背景にあると考えられる、養育環境や母の養育能力 ジ シカ ケンシン ケッカ ハイケイ カンガ ヨウイク カンキョウ ハハ ヨウイク ノウリョク		1		0		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		694		1484		佐賀県		上峰町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		太田加寿子 オオタ カズコ		0952-52-7413		0952-52-4935		1		kenkou@town.kamimine.lg.jp		0		1				1		0		4		4		92		91		1		0		1		6		1		9		83		83		1		0		1		6		1		9		83		83		1		0		3		6		3		9		105		98		1		0		3		6		3		9		105		98		106		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0		0		1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		695		1479		佐賀県		小城市		福祉部健康増進課母子保健係 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		古賀美智子 コガ ミチコ		0952-37-6106		0952-37-6162		1		kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp		0		1				0		1		3		5		484		382		1		0		1		6		1		11		419		393		1		0		1		6		1		11		419		393		1		0		3		6		3		11		425		405		1		0		3		6		1		11		425		405		418		21		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		696		1503		長崎県		南島原市		福祉保健部こども未来課こども保健班 フクシ ホケン ブ ミライ カ ホケン ハン		大石里奈 オオイシ リナ		050-3381-5050		0957-82-0217		1		k-hoken@city.minamishimabara.lg.jp		0		1				0		1		3		6		330		168		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		3		5		3		9		346		336		1		0		3		5		3		9		346		336		304		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		697		1632		鹿児島県		龍郷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		里園育乃 サト ソノ イク ダイ		0997-62-3111		0997-62-2535		*		*		*		*				1		0		3		5		56		56		1		0		1		6		1		9		59		58		1		0		1		6		1		9		59		58		1		0		3		5		3		8		60		58		1		0		3		5		3		8		60		58		48		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		1								1						1

		698		1610		鹿児島県		南さつま市		保健課 ホケン カ		宮田 ミヤタ		0993-53-2111		*		1		Kenko1@city.minamisatsuma.lg.jp		0		1				1		0		3		4		264		262		1		0		1		6		1		11		259		252		1		0		1		6		1		11		259		252		1		0		3		3		3		11		260		250		1		0		3		3		3		11		260		250		234		*		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0

		699		1560		大分県		臼杵市		福祉保健部保険健康課 フクシ ホケン ブ ホケン ケンコウ カ		櫻木和代 サクラギ カズヨ		0972-63-1111		0972-64-0964		2		k-sakuragi@city.usuki.oita.jp		0		1				1		0		4		5		229		205		1		0		1		5		1		6		250		228		1		0		1		5		1		6		250		228		1		0		3		5		3		6		312		288		1		0		3		5		3		6		312		288		195		*		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		700		1557		大分県		中津市		生活保健部地域医療対策課 セイカツ ホケン ブ チイキ イリョウ タイサク カ		廣瀬紀美 ヒロセ キ ミ		0979-22-1170		0979-24-2342		2		hirose.kimi@city.nakatsu.lg.jp		0		1				*		*		4		6		816		775		*		*		1		6		2		0		838		799		*		*		1		6		2		0		838		799		*		*		3		6		4		0		821		739		*		*		3		6		4		0		821		739		802		73		1		0		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0								1

		701		1591		宮崎県		門川町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		牧野直子 マキノ ナオコ		0982-63-1140		0982-68-1010		2		makino-naoko@town.kadogawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		149		131		1		0		1		6		1		8		164		141		1		0		1		6		1		8		164		141		1		0		3		6		3		8		164		151		1		0		3		6		3		8		164		151		*		*		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団教育を実施。 シュウダン キョウイク ジッシ		0		0				0				1		0				1		健診時の集団健康教育実施。 ケンシン ジ シュウダン ケンコウ キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		702		1554		熊本県		あさぎり町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		和泉厚子 イズミ アツコ		0966-45-7216		0966-49-9535		2		a-izumi@town.asagiri.lg.jp		0		1				1		0		3		4		106		104		1		0		1		8		1		9		126		123		1		0		1		8		1		9		126		123		1		0		3		3		3		4		156		152		1		0		3		3		3		4		156		152		130		14		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		健診結果や問診項目の集計をし歯科医師や歯科衛生士と協議しながら次年度の事業について検討している。 ケンシン ケッカ モンシン コウモク シュウケイ シカ イシ シカ エイセイシ キョウギ ジネンド ジギョウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月児健診・6か月育児学級においてその後の発達過程を示し、関わり方などを説明している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ イクジ ガッキュウ ゴ ハッタツ カテイ シメ カカ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		予算を確保し積極的に研修に参加できるようにしている。 ヨサン カクホ セッキョクテキ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		703		1644		沖縄県		名護市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		大山真由美 オオヤマ マユミ		0980-53-1212		0980-53-7570		2		mayumi-o@city.nago.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		737		639		1		0		1		6		1		11		737		628		1		0		1		6		1		11		737		628		1		0		3		5		3		11		746		625		1		0		3		5		3		11		746		625		764		131		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		問診や保健指導の場面でｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽで対応している。 モンシン ホケン シドウ バメン タイオウ		0				0		1		育て難さを感じる親への支援については乳児期からの事後教室で行っているが保健指導の評価は行っていない。 ソダ ニク カン オヤ シエン ニュウジキ ジゴ キョウシツ オコナ ホケン シドウ ヒョウカ オコナ		0				0		1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室（妊娠期）の中で説明している。 キョウシツ ニンシン キ ナカ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後に保健師で振り返りを実施し、ｹｰｽの共有・保健指導のあり方などを確認している。 ケンシン シュウリョウゴ ホケンシ フ カエ ジッシ キョウユウ ホケン シドウ カタ カクニン		0				0		0		1		個々支援においては保健所で実施している4歳児健診、療育機関等との連携は行っているが地域としての評価は未実施。 ココ シエン ホケンジョ ジッシ サイジ ケンシン リョウイク キカントウ レンケイ オコナ チイキ ヒョウカ ミジッシ		0				0		0		1		0				1		保健師・栄養士の研修会へ参加。 ホケンシ エイヨウシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		704		1666		沖縄県		与那原町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		金城さやか カネシロ		098-945-6633		098-946-4597		2		kinjo-s@town.yonabaru.okinawa.jp		0		1				1		0		*		*		249		234		1		0		1		7		1		11		266		238		1		0		1		7		1		11		266		238		1		0		3		5		3		11		266		246		1		0		3		5		3		11		266		246		284		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		日本版ﾃﾞﾝﾊﾞｰ式発達ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を参考にした資料を用いて説明。 ニホンバン シキ ハッタツ ケンサ サンコウ シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		必要時（第1子等） ヒツヨウジ ダイ シ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等が実施する乳幼児健診従事者を対象とした研修会に参加。 ケン トウ ジッシ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ タイショウ ケンシュウカイ サンカ

		705		139		北海道		安平町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		山口貴子 ヤマグチ タカコ		0145-25-2425		0145-25-3586		1		hoken@town.abira.lg.jp		0		1				*		*		3		4		57		51		*		*		1		6		1		8		64		55		*		*		1		6		1		8		64		55		*		*		3		0		3		2		49		44		*		*		3		0		3		2		49		44		60		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		保健師間でｹｰｽ会議を実施。 ホケンシ カン カイギ ジッシ		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを使用。 シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間でｹｰｽ会議を実施。 ホケンシ カン カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		非常勤栄養士・歯科衛生士等。保健所等で実施している研修会。 ヒジョウキン エイヨウシ シカ エイセイシトウ ホケンジョトウ ジッシ ケンシュウカイ		0				0		0

		706		102		北海道		幌加内町		保健福祉課すこやか保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		宮内智子 ミヤウチ トモコ		0165-35-3090		0165-35-3091		2		miyauchi.satoko@town.horokanai.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		10		10		*		*		1		6		1		8		5		5		*		*		1		6		1		8		5		5		*		*		3		0		3		2		5		5		*		*		3		0		3		2		5		5		2		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食 カンショク		0		0		0		1		0				0				1		0				1		係内で支援方法について検討している。 カカリ ナイ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		母子手帳交付時に説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		積極的に研修に行き、内容を係内で共有している。 セッキョクテキ ケンシュウ イ ナイヨウ カカリ ナイ キョウユウ		0				0				0		0				1

		707		127		北海道		遠軽町		保健福祉課 ホケン フクシカ		深澤万喜子 フカザワ マキコ		0158-42-4813		0158-49-3120		1		e-hoken@engaru.jp		0		1				*		*		4		5		164		160		*		*		1		6		1		7		164		164		*		*		1		6		1		7		164		161		*		*		3		4		3		4		164		163		*		*		3		4		3		4		164		161		148		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの活用。 カツヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		特自資料を作成して説明。 トク ジ シリョウ サクセイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		708		84		北海道		鷹栖町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ フクシカ ホケン スイシン カカリ		佐藤嗣美 サトウ ツグミ		0166-87-2112		0166-87-2226		1		kenkou@town.takasu.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		99		38		34		*		*		1		6		99		99		49		47		*		*		1		6		1		11		49		23		*		*		3		6		99		99		37		33		*		*		3		0		3		11		37		26		41		*		0		0		0		1		妊婦訪問を実施できたｹｰｽのみ行っている。 ニンプ ホウモン ジッシ オコナ		1		毎年度、事業の評価を行い、課題をｽﾀｯﾌ間で共有。 マイネンド ジギョウ ヒョウカ オコナ カダイ カン キョウユウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		1		0				1		毎年度事業に評価を行い、課題をｽｯﾀｯﾌ間で共有。 マイネンド ジギョウ ヒョウカ オコナ カダイ カン キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科医師・歯科衛生士の判断による。 シカ イシ シカ エイセイシ ハンダン		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明する。 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況を連携の会議や幼稚園・保育園等の連絡を通じて把握をし、必要時に健診時期・問診内容の見直しを行っている。 ケンシン ゴ ジョウキョウ レンケイ カイギ ヨウチエン ホイクエントウ レンラク ツウ ハアク ヒツヨウジ ケンシン ジキ モンシン ナイヨウ ミナオ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		町外の研修へ可能であれば参加する。 チョウガイ ケンシュウ カノウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		709		238		岩手県		大槌町		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		井田愛美 イダ マナミ		0193-42-8715		0193-42-4314		1		fukusi@town.otsuchi.iwate.jp		1		1				*		*		3		4		85		68		*		*		1		6		1		11		86		86		*		*		1		6		1		11		86		86		*		*		3		6		3		11		84		84		*		*		3		6		3		11		84		84		71		4		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		710		363		福島県		西会津町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		佐藤実菜 サトウ ミ ナ		0241-45-4532		0241-25-2229		1		kenkou@town.nishiaizu.fukushima.jp		0		1				*		*		4		4		24		24		*		*		1		6		1		9		33		32		*		*		1		6		1		9		33		32		*		*		3		6		3		9		38		37		*		*		3		6		3		9		38		37		36		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		個別指導に重点をおいて行っている。 コベツ シドウ ジュウテン オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次に健診までに到達する発達過程を説明している。 ツギ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行って情報共有や意見をもらっているが評価する指標はない。 オコナ ジョウホウ キョウユウ イケン ヒョウカ シヒョウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に情報共有し評価している。 ケンシン ゴ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				1		保育所や場合によっては療育機関と情報共有をし評価している。 ホイク ショ バアイ リョウイク キカン ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0				1		乳幼児健康診査ｶｰﾄﾞを通して連携している。 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ トオ レンケイ		0		0		0		0				1		母子保健事業の研修会として参加している。 ボシ ホケン ジギョウ ケンシュウカイ サンカ		1		研修を情報提供し自身の判断で参加してもらっている。 ケンシュウ ジョウホウ テイキョウ ジシン ハンダン サンカ		0				0		0								1		1				1

		711		350		福島県		伊達市		健康福祉部健康推進課地域母子係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ チイキ ボシ カカリ		畠　香苗 ハタケ カオリ ナエ		024-576-3510		024-576-3741		1		kenkou@city.date.fukushima.jp		0		1				1		0		4		4		362		360		1		0		1		7		1		8		352		344		*		*		1		7		1		8		350		339		1		0		3		6		4		0		356		339		*		*		3		6		4		0		355		338		321		73		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に資料を使用しながら実施。 カク ケンシン ジ シリョウ シヨウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診の指導方針、指導内容等の研修を年1回実施。 ケンシン シドウ ホウシン シドウ ナイヨウトウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ		1		健診の指導方針、指導内容等の研修を年1回実施。 ケンシン シドウ ホウシン シドウ ナイヨウトウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ		0				0		0

		712		381		福島県		石川町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		根本雅子 ネモト マサコ		0247-26-8413		0247-26-8410		2		nemoto564@town.ishikawa.fukushima.jp		0		1				*		*		3		4		99		97		*		*		1		6		2		0		104		96		*		*		1		6		2		0		104		96		*		*		3		3		4		0		112		106		*		*		3		3		4		0		112		106		93		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診・教室において発達過程の説明または資料の配布。 カク ケンシン キョウシツ ハッタツ カテイ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布（育児一般の中に明記されているもの）。 ハイフ イクジ イッパン ナカ メイキ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県主催の研修会等に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイナド サンカ		0				0				0		0

		713		583		千葉県		袖ヶ浦市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		中山 ナカヤマ		0438-62-3172		0438-62-3877		1		sode16@city.sodegaura.chiba.jp		0		1				*		*		3		6		507		414		1		0		1		6		1		11		539		518		*		*		1		6		1		11		539		518		1		0		3		6		3		11		545		501		1		0		3		6		3		11		545		501		524		22		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導資料に発達のめやすを掲載している。 ホケン シドウ シリョウ ハッタツ ケイサイ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		相談を行い必要があれば療育機関を紹介している。 ソウダン オコナ ヒツヨウ リョウイク キカン ショウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		乳幼児健診に関する研修の案内が来た際には参加できるようにしている。 ニュウヨウジ ケンシン カン ケンシュウ アンナイ キ サイ サンカ		0				0		0						1								1

		714		630		東京都		練馬区		健康部健康推進課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		田中 タナカ		03-5984-4621		03-5984-1211		1		KENKOUSUISIN10@city.nerima.tokyo.jp		0		1				*		*		4		12		6434		6185		0		1		1		6		1		11		6112		5624		1		0		1		6		1		11		6112		5435		*		*		3		*		3		11		5830		5461		*		*		3		*		3		11		5830		5442		6553		224		0		0		0		1		母子健康手帳交付時に保健師が面接できる場合は行っている。保健師がいない窓口で交付を受けた方についてはﾊｲﾘｽｸ者の把握をし、その後、保健師がｱｾｽﾒﾝﾄをしている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ホケンシ メンセツ バアイ オコナ ホケンシ マドグチ コウフ ウ カタ シャ ハアク ゴ ホケンシ		1		４健時、今後の支援の必要性について判断。 ケン ジ コンゴ シエン ヒツヨウセイ ハンダン		0		0				1		1		1		1		1		0		1		状況・対象により１～７のような方法を組み合わせて対応している。 ジョウキョウ タイショウ ホウホウ ク ア タイオウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		練馬区虐待防止ﾏﾆｭｱﾙの中に保健所の職員の役割・支援について明記されている。 ネリマク ギャクタイ ボウシ ナカ ホケンジョ ショクイン ヤクワリ シエン メイキ		1		１歳６か月児歯科検診でう蝕がなく生活習慣がよい者は３歳児歯科検診でう蝕がない割合が高いという結果だった。低年齢のうちか良好な生活習慣を作れるようにﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し配布するなど、事業に反映できている。 サイ ゲツ ジ シカ ケンシン ショク セイカツ シュウカン モノ サイ ジ シカ ケンシン ショク ワリアイ タカ ケッカ テイネンレイ リョウコウ セイカツ シュウカン ツク サクセイ ハイフ ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		1		0		0		0				1		健診や健康相談の集団指導の中で伝えている。１歳半・３歳健診の問診で発達のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞをし、必要な児を心理士の個別相談にまわす。そこで親への発達の指導をしている。 ケンシン ケンコウ ソウダン シュウダン シドウ ナカ ツタ サイハン サイ ケンシン モンシン ハッタツ ヒツヨウ ジ シンリシ コベツ ソウダン オヤ ハッタツ シドウ		0		0				0				1		0				1		母親教室の保育に話の中でしている。 ハハオヤ キョウシツ ホイク ハナ ナカ		0		0				0				0				0				0				0		1		H25年度分の3歳児視覚異常発見ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの見直しを行った。全来所児の実態調査を実施。 ネンドブン サイジ シカク イジョウ ハッケン ミナオ オコナ ゼン ライ ショ ジ ジッタイ チョウサ ジッシ		0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		715		697		神奈川県		箱根町		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		手塚みち子 テヅカ コ		0460-85-0800		0460-85-0811		1		kosodate@town.hakone.kanagawa.jp		0		1				*		*		3		4		44		43		*		*		1		5		1		6		56		52		*		*		1		5		1		6		56		52		*		*		3		5		3		6		58		55		*		*		3		5		3		6		58		55		1		0		0		0		0		1		妊娠届の用紙の中に健康に関する問診があり、その記載の中で必要がある妊婦に対しては保健師が指導を行っている。 ニンシン トドケ ヨウシ ナカ ケンコウ カン モンシン キサイ ナカ ヒツヨウ ニンプ タイ ホケン シ シドウ オコナ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				1		視力検査・聴覚検査。 シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		連携はしているが評価はしていない。 レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		716		824		長野県		安曇野市		保健医療部健康増進課 ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		渡邊　恵 ワタナベ メグミ		0263-71-2471		0263-71-2328		1		ken-hokenyobou@city.azumino.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		707		694		1		0		1		6		1		7		704		695		1		0		1		6		1		7		704		694		*		*		3		3		3		4		757		713		*		*		3		3		3		4		757		713		714		18		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料を使って発達過程の見通しを説明指導をしている。 シリョウ ツカ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児期に使用できる乳児一般健診票を発行し保護者の判断で医療機関で受診している。結果は紙面で届いている。 ニュウジキ シヨウ ニュウジ イッパン ケンシン ヒョウ ハッコウ ホゴシャ ハンダン イリョウ キカン ジュシン ケッカ シメン トド		1		年1回程度研修会の開催。 ネン カイ テイド ケンシュウカイ カイサイ		1		年1回程度研修会の開催。 ネン カイ テイド ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0										1

		717		819		長野県		茅野市		健康福祉部保健課健康推進係 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		関　景子 セキ ケイコ		0266-82-0105		0266-82-0106		1		hoken@city.chino.lg.jp		0		1				*		*		4		99		494		480		1		0		1		6		99		99		469		457		1		0		1		6		99		99		469		457		*		*		3		0		99		99		513		496		*		*		3		0		99		99		513		495		515		39		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診において今後の発達段階過程を集団指導で伝えている。 カク ケンシン コンゴ ハッタツ ダンカイ カテイ シュウダン シドウ ツタ		0		0				0				1		0				1		＊		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園と小学校との連絡会がある。 ホイクエン ショウガッコウ レンラクカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修会の開催。 ボシ ホケン ケンシュウカイ カイサイ		0				0				0		0				1										1

		718		749		石川県		加賀市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		藪井芳恵 ヤブ イ ヨシ エ		0761-72-7866		0761-72-5626		1		kenkou@city.kaga.jp		0		2		1		*		*		4		4		454		447		*		*		1		6		2		0		481		461		*		*		1		6		2		0		481		461		*		*		3		2		4		0		470		438		*		*		3		2		4		0		470		438		405		79		1		1		0		1		出産準備給付金申請時に母子手帳の妊婦健診結果を見て保健指導・状況把握。 シュッサン ジュンビ キュウフキン シンセイ ジ ボシ テチョウ ニンプ ケンシン ケッカ ミ ホケン シドウ ジョウキョウ ハアク		1		全数ではないが連絡会で訪問やＴＥＬが必要と判断された妊婦、H27年度からはﾊｲﾘｽｸ妊婦全数。 ゼンスウ レンラクカイ ホウモン ヒツヨウ ハンダン ニンプ ネンド ニンプ ゼンスウ		0		0				1		1		0		1		0		0		1		担当保健師が訪問で通知を持参し意向を確認し配慮が必要であれば配慮する（時短になるよう） タントウ ホケンシ ホウモン ツウチ ジサン イコウ カクニン ハイリョ ヒツヨウ ハイリョ ジ タン		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		歯科検診の結果とし食習慣の状況を集計し経年的に評価している。 シカ ケンシン ケッカ ショクシュウカン ジョウキョウ シュウケイ ケイネンテキ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣（間食等） ショクシュウカン カン ショク ナド		0		1		0		0		0				1		各種健診・相談で教材を配布して発達過程をお伝えする。 カクシュ ケンシン ソウダン キョウザイ ハイフ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		健診事後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ケンシン ジゴ ジッシ		0		0				1		新生児訪問でチラシの中に入れて説明している。 シンセイジ ホウモン ナカ イ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		幼児相談（月1回）、訪問。 ヨウジ ソウダン ツキ カイ ホウモン		0		0		0				1		健診結果と合わせて子育ての心配に関する問診結果が返る仕組みがある。 ケンシン ケッカ ア コソダ シンパイ カン モンシン ケッカ カエ シク		0		0		0		0				1		県の研修や県外の研修。 ケン ケンシュウ ケンガイ ケンシュウ		0				0				0		0				1				1		1				1

		719		775		福井県		越前町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		南 ミナミ		0778*34-8710		0778-34-0951		1		kenkou@town.echizen.lg.jp		0		1				0		1		4		5		143		141		1		0		1		6		1		8		164		160		1		0		1		6		1		8		164		160		*		*		3		2		3		4		180		172		*		*		3		2		3		4		180		172		174		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食事内容 ショクジ ナイヨウ		0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時や離乳食教室時に子どもの発達過程について保健師が説明している。 アカ ホウモン ジ リニュウショク キョウシツ ジ コ ハッタツ カテイ ホケンシ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		720		1040		滋賀県		守山市		すこやか生活課 セイカツ カ		大木 オオキ		077-581-0201		077-581-1628		1		sukoyaka@city.moriyama.lg.jp		0		1				*		*		4		99		843		812		*		*		1		5		1		11		901		861		*		*		1		5		1		11		901		861		*		*		3		0		3		11		997		944		*		*		3		0		3		11		997		944		857		83		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠期対象のｻﾛﾝ。 ニンシン キ タイショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などが行う研修を紹介している。 ケン オコナ ケンシュウ ショウカイ

		721		1127		兵庫県		三木市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシブケンコウ ゾウシン カ		真庭祥子 マニワ ショウコ		0794-86-0900		0794-86-0904		1		kenko@city.miki.lg.jp		0		1				*		*		3		4		509		493		*		*		1		6		1		11		549		535		*		*		1		6		1		11		549		533		*		*		3		0		3		11		611		604		*		*		3		0		3		11		611		602		514		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診ｱﾝｹｰﾄに生後半年―1歳児頃の発達（後追い）を記載。 ニュウジ ケンシン セイゴ ハントシ サイジ コロ ハッタツ アトオ キサイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診ｱﾝｹｰﾄに記載。 ニュウジ ケンシン キサイ		0		0				1		検尿・視力検査視力検査・医師の判断（要精密のみ）。 ケンニョウ シリョク ケンサ シリョク ケンサ イシ ハンダン ヨウ セイ ミツ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		保健師に対して精神発達面の勉強会を実施（1回/2年程度）。 ホケンシ タイ セイシン ハッタツ メン ベンキョウ カイ ジッシ カイ ネン テイド		1		保健師・保育士に対して上記同様。 ホケンシ ホイクシ タイ ジョウキ ドウヨウ		0				0		0												1

		722		1182		奈良県		大淀町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		速水・笹山 ハヤミズ ササヤマ		0747-52-9403		0747-52-9404		1		hoken-sen@town.oyodo.lg.jp		1		1				*		*		4		7		100		96		*		*		1		5		1		11		113		109		*		*		1		5		1		11		113		109		*		*		3		5		3		11		133		131		*		*		3		5		3		11		133		131		100		6		1		0		0		1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽ案内送付時など。 アンナイ ソウフ ジ		1		特定妊婦として要対協に挙がった妊婦は要対協事業局と協議。 トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ア ニンプ ヨウ タイ キョウ ジギョウ キョク キョウギ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保健所・歯科衛生士・保健ｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌと検討会を実施、次年度へ反映。 ホケンジョ シカ エイセイシ ホケン ケントウカイ ジッシ ジネンド ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		危険防止について（乳児期の成長と共に行動範囲も広がることから）。 キケン ボウシ ニュウジキ セイチョウ トモ コウドウ ハンイ ヒロ		1		健診後、ｽﾀｯﾌ間でｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて。 ケンシン ゴ カン		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽや4か月児健康診査のｱﾝｹｰﾄなど。 ゲツ ジ ケンコウ シンサ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		保育所・幼稚園を訪問し、継続観察。個別相談の時は担任や支援の先生に同席してもらう。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン ケイゾク カンサツ コベツ ソウダン トキ タンニン シエン センセイ ドウセキ		0				0		0		1		0				1		県からの研修などに参加。 ケン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		723		1232		鳥取県		北栄町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		前田日登美 マエ タ ヒ ノボ ビ		0858-37-5867		0858-37-5339		1		kenkou@e-hokuei.net		0		1				0		1		3		4		108		108		1		0		1		6		1		8		115		113		1		0		1		6		1		8		115		113		*		*		3		0		3		2		136		130		*		*		3		0		3		2		136		130		113		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子育て支援 コソダ シエン		0		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問で資料配布。 アカ ホウモン シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		＊		0		0				0				0		0		1		5歳児健診も実施し、適切な支援や就学につながるよう各園・教育委員会・療育機関と連携しながら個々の評価や就学指導を実施している。 サイジ ケンシン ジッシ テキセツ シエン シュウガク カクエン キョウイク イインカイ リョウイク キカン レンケイ ココ ヒョウカ シュウガク シドウ ジッシ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		724		1322		山口県		阿武町		民生課 ミンセイ カ		杉村理絵 スギ ムラ リ エ		08388-2-3113		08388-2-2090		2		minsei04@town.abu.lg.jp		0		1		1		*		*		3		4		19		19		*		*		1		5		1		6		23		22		*		*		1		5		1		6		23		17		*		*		3		5		3		6		21		21		*		*		3		5		3		6		21		18		15		1		0		1		0		0				1		月に1回程度、または、必要に応じて実施。 ツキ カイ テイド ヒツヨウ オウ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事前に歯科健診での情報を得ておく。おやつに重点をおく、仕上げ磨きに重点をおく。 ジゼン シカ ケンシン ジョウホウ エ ジュウテン シア ミガ ジュウテン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の中で発達課題を説明し、子育て教室の中でも話をしている。 ケンシン ナカ ハッタツ カダイ セツメイ コソダ キョウシツ ナカ ハナシ		0		0				1		専門機関への紹介数、内容、保健指導の回数。 センモン キカン ショウカイ スウ ナイヨウ ホケン シドウ カイスウ		0		0				1		乳児相談の際に説明、確認をしている。 ニュウジ ソウダン サイ セツメイ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回ﾌｫﾛｰ後の様子の確認のための機会を設けている。 ツキ カイ ゴ ヨウス カクニン キカイ モウ		0		0				1		3歳児健診以降も年に1回の健診での確認。ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ関係機関との情報共有をしている。ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制がある。 サイジ ケンシン イコウ ネン カイ ケンシン カクニン カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ タイセイ		0		0		0				1		健診票に訪問や指導の必要性の有無の記入ができる。 ケンシン ヒョウ ホウモン シドウ ヒツヨウセイ ウム キニュウ		0		0		0		0				1		独自では行っていないが県が実施している研修を受講している。 ドクジ オコナ ケン ジッシ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0								1		1				1

		725		1587		宮崎県		西米良村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤澤美貴 フジ サワ ミキ		0983-36-1114		0983-36-1540		2		m-fujisawa@vill.nishimera.lg.jp		0		1				1		1		3		5		8		8		1		0		1		6		1		8		10		9		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		3		5		3		7		7		7		*		*		*		*		*		*		*		*		9		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診は年4回（6月9月12月3月）実施している。そのため、次回の健診までの発達過程を説明。 ニュウヨウジ ケンシン ネン カイ ガツ ガツ ガツ ガツ ジッシ ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		健診ｾｯﾄ送付時のｱﾝｹｰﾄに記載。 ケンシン ソウフ ジ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県等、他機関が主催する研修に担当保健師が積極的に参加している。 ケン トウ タ キカン シュサイ ケンシュウ タントウ ホケンシ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0				1

		726		1656		沖縄県		恩納村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		長濱智央 ナガハマ サトシ オウ		098-966-1207		098-966-1266		2		n-chihiro@vill.onna.okinawa.jp		1		1				*		*		3		5		94		82		*		*		1		6		1		11		118		107		*		*		1		6		1		11		118		107		*		*		3		6		3		11		85		74		*		*		3		6		3		11		85		74		102		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達 ハッタツ		0		1		0		0		0				1		乳幼児健診の保健相談時に説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ホケン ソウダン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳健の問診票で「わからない」と答えた方へ説明している。 ニュウ ケン モンシン ヒョウ コタ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県小児保健協会が主催の研修会に参加。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1		県小児保健協会が主催の研修会に参加。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0										1

		727		108		北海道		遠別町		福祉課保健指導係 フクシカ ホケン シドウ カカリ		佐々木裕恵 ササキ ヒロエ		01632-7-2125		01632-7-3695		1		happy@town.embetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		20		20		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		5		1		11		15		15		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		20		19		0		0		1		1		0		0				1		ｹｰｽ毎に随時評価。健診受診状況や身体状況等から支援方法について評価している。 マイ ズイジ ヒョウカ ケンシン ジュシン ジョウキョウ シンタイ ジョウキョウトウ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		特に取り決めはないが健診後は全ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽで情報共有し、その後のﾌｫﾛｰにつなげている。 トク ト キ ケンシン ゴ ゼン ジョウホウ キョウユウ ゴ		0		0		0		0		0		0				0				0		1		母数が少なくなり数値的な評価は難しいが問診結果やう歯状況などから事業内容や運営方法を評価し翌年度の事業計画へ反映している。 ボ スウ スク スウチテキ ヒョウカ ムズカ モンシン ケッカ シ ジョウキョウ ジギョウ ナイヨウ ウンエイ ホウホウ ヒョウカ ヨクネンド ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		ｹｰｽに応じて必要時説明している。（１子目で不安が強い方や成長に伴い解消されやすい困りごとなど、先の見通しを説明することで不安軽減される場合） オウ ヒツヨウジ セツメイ シ メ フアン ツヨ カタ セイチョウ トモナ カイショウ コマ サキ ミトオ セツメイ フアン ケイゲン バアイ		0				0		1		個々のｹｰｽに応じて家庭状況や地域の資源の活用状況など情報を収集し支援方法のｱｾｽﾒﾝﾄをしている。 ココ オウ カテイ ジョウキョウ チイキ シゲン カツヨウ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ シエン ホウホウ		1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		随時、ｹｰｽ毎にまたは、事業全体として支援のあり方、ﾀｲﾐﾝｸﾞ等が妥当であったか検討している。 ズイジ ゴト ジギョウ ゼンタイ シエン カタ トウ ダトウ ケントウ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部の研修会に参加する機会を確保している（従事保健師対象）。 ガイブ ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ ジュウジ ホケン シ タイショウ		1

		728		10		北海道		苫小牧市		健康こども部健康支援課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		春木 ハルキ		0144-32-6411		0144-32-4322		1		kenkosien@city.tomakomai.hokkaido.jp		0		1				0		1		4		4		1238		1189		1		0		1		6		1		11		1488		1458		1		0		1		6		1		11		1488		1457		1		0		3		0		3		11		1518		1487		1		0		3		0		3		11		1518		1486		1503		212		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯の健康、むし歯予防のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成。今後、健診時に保護者に配布予定。 ハ ケンコウ バ ヨボウ サクセイ コンゴ ケンシン ジ ホゴシャ ハイフ ヨテイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問で、３～４か月児頃に到達する発達過程、１歳６か月健診で２歳児頃に達する発達過程、３歳児健診でｹｰｽに応じ３～６歳児頃に達する発達過程を伝えている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ サイ ゲツ ケンシン サイジ コロ タッ ハッタツ カテイ サイジ ケンシン オウ サイ ジ コロ タッ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		各健診結果を確認し育て難さを感じている親は保健師支援に結びつけて育て難さの背景をｱｾｽﾒﾝﾄしている。 カク ケンシン ケッカ カクニン ソダ ニク カン オヤ ホケンシ シエン ムス ソダ ニク ハイケイ		0		0				1		両親学級・新生児訪問で啓発。 リョウシン ガッキュウ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診結果のまとめ、分析を行い、評価・計画・立案・ｽﾀｯﾌ会議を実施している。 ケンシン ケッカ ブンセキ オコナ ヒョウカ ケイカク リツアン カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		健診受診票に医師が保健師支援の必要性を記入。 ケンシン ジュシン ヒョウ イシ ホケンシ シエン ヒツヨウセイ キニュウ		0		0		0		0				1		受診者の課題を分析し全体で学習（かみ合わせ・歯の健康・ﾄｲﾚｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについてなど）。 ジュシン シャ カダイ ブンセキ ゼンタイ ガクシュウ ア ハ ケンコウ		1		受診者の課題を分析し全体で学習（かみ合わせ・歯の健康・ﾄｲﾚｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについてなど）。 ジュシン シャ カダイ ブンセキ ゼンタイ ガクシュウ ア ハ ケンコウ		1		乳幼児健診専門医研修会を年１回実施している（股関節脱臼、健診時の診察方法など） ニュウヨウジ ケンシン センモンイ ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ コカンセツ ダッキュウ ケンシン ジ シンサツ ホウホウ		0		0								1				1

		729				北海道		赤平 アカヒラ		介護健康推進課健康づくり推進係 カイゴ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン カカリ		藤井充子 フジイ ミツコ		0125-32-5665		0125-34-4188		1		kenko@city.akabira.hokkaido.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		3		0		3		2		46		45		1		0		3		0		3		2		46		44		43		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		７か月児相談でﾘｰﾌﾚｯﾄ使用。 ゲツ ジ ソウダン シヨウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてﾊﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布（日本小児科学会作成）。 シンセイジ ホウモン ハイフ ニホン ショウニカ ガッカイ サクセイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		昨年度より評価方法等について関係機関と検討している。 サクネンド ヒョウカ ホウホウトウ カンケイ キカン ケントウ		0				0		0		1		0				1		*

		730		66		北海道		古平町		保健福祉課健康推進課 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カ		飯田悠梨乃 イイ タ ユウ ナシ ノ		0135-42-2182		0135-41-2268		2		yurino.iida@town.furubira.lg.jp		0		1				1		0		3		5		21		19		1		0		1		6		1		11		15		14		1		0		1		6		1		11		15		14		1		0		3		0		3		11		17		16		1		0		3		0		3		11		17		16		16		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児後期の離乳食の進みについてや、１～２歳頃などの発達過程についてなど。 ニュウジ コウキ リニュウショク スス サイ コロ ハッタツ カテイ		0		0				1		健診等で関った後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ケンシントウ カカワ アト		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		＊		0		0				1		＊		0		0		0				0				0		0		1		0				1		他機関等への研修会に参加。 タ キカントウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		731		99		北海道		美深町		保健福祉課保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン フクシ		中窪歌織 ナカクボ ウタ オ		01656-2-1685		01656-2-1626		1		b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp		0		1				1		1		3		4		22		22		1		1		1		6		1		8		21		21		1		1		1		6		1		8		21		20		1		1		3		0		3		2		32		31		1		1		3		0		3		2		32		31		16		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		母子手帳の発育曲線にある身体発達も合わせて説明。 ボシ テチョウ ハツイク キョクセン シンタイ ハッタツ ア セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にて。 シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼児ｾﾝﾀｰと定期的に確認。 ヨウジ テイキテキ カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		道開催の研修会。 ドウ カイサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0				1										1

		732		39		北海道		七飯町		民生部子育て健康支援課保健予防係 ミンセイ ブ コソダ ケンコウ シエン カ ホケン ヨボウ カカリ		越前沙紀 エチゼン サキ		0138-66-2500		0138-66-3955		2		s-echizen@town.nanae.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		159		142		1		0		1		6		1		11		168		165		1		0		1		6		1		11		168		165		1		0		3		0		3		11		230		205		1		0		3		0		3		11		230		205		170		22		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		健診結果・保健指導内容・ｱﾝｹｰﾄ回答を総合的に評価し、次年度の指導内容に活用している。 ケンシン ケッカ ホケン シドウ ナイヨウ カイトウ ソウゴウテキ ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		12か月児健診で1歳6か月児頃に到達する発達について説明すること。 ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ コロ トウタツ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		733		85		北海道		東神楽町		健康ふくし課 ケンコウ カ		佐藤佐智代 サトウ タスク チ ヨ		0166-83-5431		0166-83-4180		2		sachiyo.sato@town.higashikagura.lg.jp		0		1				1		0		4		6		89		88		1		0		1		6		1		11		89		87		1		0		1		6		1		11		89		80		1		0		3		0		3		11		97		95		1		0		3		0		3		11		97		94		62		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問や乳児健診の場面で発達過程の資料を提示して説明している。 シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン バメン ハッタツ カテイ シリョウ テイジ セツメイ		0		0				1		健診の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや健康相談後のｽﾀｯﾌで情報を共有している。 ケンシン ジゴ ケンコウ ソウダン ゴ ジョウホウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが必要があれば次健診・健康相談、所属する保育園・幼稚園等で状況の確認をしている。 テイキテキ ヒツヨウ ジ ケンシン ケンコウ ソウダン ショゾク ホイクエン ヨウチエン トウ ジョウキョウ カクニン		1		保育園・幼稚園を訪問したり療育機関と連携して評価している。 ホイクエン ヨウチエン ホウモン リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0														1

		734		65		北海道		積丹町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		後藤沙耶 ゴトウ サヤ		0135-44-2113		0133-44-2714		1		jyumin@town.shakotan.lg.jp		1		1				1		0		3		4		9		8		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		3		0		3		11		8		7		1		0		3		0		3		11		8		7		10		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ｼｭｶﾞｰｺﾝﾄﾛ-ﾙ		0		0		0		1		0				1		次の健診・相談までに子どもが獲得する発達段階について伝え、その発達を促す関り方について説明している。 ツギ ケンシン ソウダン コ カクトク ハッタツ ダンカイ ツタ ハッタツ ウナガ カカワ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		735		22		北海道		滝川市		保健福祉部健康づくり課予防推進係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ヨボウ スイシン カカリ		運上明子 ウンジョウ アキコ		0125-24-5256		0125-23-2486		1		hoken@city.takikawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		276		275		1		0		1		7		1		9		262		248		1		0		1		7		1		9		262		248		*		*		3		1		3		11		312		291		*		*		3		1		3		11		312		291		288		21		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		1歳から6歳まで関っているので各事業で保健指導の成果を評価し、いつの時点で度のﾎﾟｲﾝﾄについて指導するかを考察し、次年度の計画に反映させている。 サイ サイ カカワ カクジギョウ ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ジテン ド シドウ コウサツ ジネンド ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		1～4か月児対象の赤ちゃん教室で発達と関り方について講話。4～5か月相談で9～10か月児の発達を説明するなど、各相談健診時の説明。 ゲツ ジ タイショウ アカ キョウシツ ハッタツ カカワ カタ コウワ ゲツ ソウダン ゲツ ジ ハッタツ セツメイ カク ソウダン ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃんとのふれあい事業に参加の高校生とﾏﾀﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝに参加の妊婦に対して。 アカ ジギョウ サンカ コウコウセイ サンカノ ニンプニタイシテ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		次の健診のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ時に確認する程度。 ツギ ケンシン ジ カクニン テイド		0				0		0		1		乳幼児健診以降、療育機関につながったｹｰｽはｹｰｽ会議で確認している。小学校入学前の教育支援会議の委員として把握している。 ニュウヨウジ ケンシン イコウ リョウイク キカン カイギ カクニン ショウガッコウ ニュウガクマエ キョウイク シエン カイギ イイン ハアク		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		道主催等の研修機会があった場合は積極的に参加している。 ドウ シュサイ トウ ケンシュウ キカイ バアイ セッキョクテキ サンカ						1

		736		68		北海道		余市町		民生部保健課保健指導 ミンセイ ブ ホケン カ ホケン シドウ		富樫康子 トミ カシ ヤスコ		0135-21-2122		0135-21-2144		1		hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		6		113		111		*		*		1		6		1		11		110		100		*		*		1		6		1		11		110		100		*		*		3		3		3		11		137		127		*		*		3		3		3		11		137		127		94		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		研修参加。 ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1

		737		174		北海道		中標津町		健康推進課母子健康係 ケンコウ スイシン カ ボシ ケンコウ カカリ		谷口珠希 タニグチ シュ キ		0153-72-2733		0153-72-7964		1		h-boshi@nakashibetsu.jp		0		1				1		0		3		7		204		201		1		0		1		6		1		11		247		238		1		0		1		6		1		11		237		237		1		0		3		0		3		11		261		252		1		0		3		0		3		11		257		254		228		18		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		口腔衛生指導・甘味摂取指導等と口腔内の状態から傾向を把握して次年度へ活用。 コウクウ エイセイ シドウ カンミ セッシュ シドウ トウ コウクウ ナイ ジョウタイ ケイコウ ハアク ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		健診での全受診者を対象とした個別の育児相談場面にてﾃﾞﾝﾊﾞｰ式発達段階を保護者に提示している（全ての健診場面で使用）。 ケンシン ゼン ジュシンシャ タイショウ コベツ イクジ ソウダン バメン シキ ハッタツ ダンカイ ホゴシャ テイジ スベ ケンシン バメン シヨウ		0		0				0				1		0				1		妊娠期の両親学級にて参加者に口頭で説明。 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ サンカシャ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道や各種団体主催の研修会に参加（保健師・栄養士・歯科衛生士向けのもの）。 ドウ カクシュ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイシ ム		0				0				0		0				1				1

		738		148		北海道		音更町		保健福祉部保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン フクシ ブ ホケン ボシ ホケン カカリ		佐藤真由美 サトウ マユミ		0155-42-2712		0155-42-2713		1		hokencenter@town.otofuke.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		355		353		1		0		1		7		1		11		366		358		1		0		1		7		1		11		366		358		1		0		3		1		3		11		365		356		1		0		3		1		3		11		365		356		347		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診で1歳児頃までの発達過程を説明指導する。 ゲツ ジ ケンシン サイ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		*		0				0				0		0

		739		52		北海道		寿都町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		丸谷友恵 マル タニ トモエ		0136-62-2513		0136-62-3431		1		kenkou@town.suttu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		14		14		1		0		1		6		1		11		22		22		0		1		1		6		1		11		22		22		1		0		3		0		3		11		15		15		0		1		3		0		3		11		15		15		18		0		1		0		0		1		希望者には妊婦訪問を実施している。 キボウシャ ニンプ ホウモン ジッシ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載されている。 キサイ		0		0				0				0				0				1		医師の判定。 イシ ハンテイ		0		0				0				0		1		定期的ではないが適宜保健師同士で情報共有している。 テイキテキ テキギ ホケン シ ドウシ ジョウホウ キョウユウ		1		連絡会を開催し情報を共有している。 レンラクカイ カイサイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		740		128		北海道		湧別町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		福本愛実 フクモト マナミ ミ		01586-5-3765		01586-5-3777		1		fukushi@town.yubetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		68		1		0		1		6		1		11		54		54		1		0		1		6		1		11		54		54		1		0		3		0		3		11		48		48		1		0		3		0		3		11		48		48		52		16		1		0		0		1		初産婦と希望する経産婦に妊婦訪問を行いその際にｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 ウイザン フ キボウ ケイ サン フ ニンプ ホウモン オコナ サイ オコナ		0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		関係機関とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 カンケイ キカン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		741		180		青森県		五所川原市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		齋藤綾子 サイトウ アヤコ		0173-35-2111		0173-35-2130		1		kenkousuisin@city.goshogawara.lg.jp		0		1				1		1		4		11		329		326		1		0		1		6		1		11		336		336		1		0		1		6		1		11		336		336		1		0		3		6		3		11		362		362		1		0		3		6		3		11		362		362		329		138		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		統計を市民に公表し乳幼児健診の保健指導内容に活用している。 トウケイ シミン コウヒョウ ニュウヨウジ ケンシン ホケン シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		すくすくﾉｰﾄ（発達過程等をまとめた冊子）を配布し説明している。 ハッタツ カテイトウ サッシ ハイフ セツメイ		0		0				1		ｽﾀｯﾌでｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県内研修の機会を設けている。 ケンナイ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0								1		1

		742		199		青森県		野辺地町		健康づくり課 ケンコウ カ		新井山　静 アライ ヤマ シズ		0175-64-1770		0175-64-8083		2		s-niiyama@town.noheji.aomori.jp		1		1				0		1		4		5		67		67		1		0		1		5		1		7		96		96		1		0		1		5		1		7		96		96		1		0		3		5		3		7		96		96		1		0		3		5		3		7		96		96		76		3		1		0		0		0				0				0		1		定例の評価会は実施していないが個別支援後にその都度評価・検討している。 テイレイ ヒョウカ カイ ジッシ コベツ シエン ゴ ツド ヒョウカ ケントウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄで確認。 カクニン		0		0				0				1		0				1		ｱﾝｹｰﾄで確認。 カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ケンシン ゴ イ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		743		210		青森県		三戸町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		赤石遥香 アカイシ ハルカ カオリ		0179-20-1152		0179-20-1105		2		h-akaishi@town.sannohe.aomori.jp		1		1		1		0		1		3.5		4.5		42		41		1		0		1		6		1		8		63		59		1		0		1		6		1		8		63		59		1		0		3		6		3		8		77		75		1		0		3		6		3		8		77		75		47		23		1		1		0		0				1		妊婦健診の受診状況、妊娠中期の電話相談、妊娠後期の訪問等により評価している。 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ニンシンチュウ キ デンワ ソウダン ニンシン コウキ ホウモンナド ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		前年度の評価を踏まえ事業計画を立案している。 ゼンネンド ヒョウカ フ ジギョウ ケイカク リツアン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		年齢に応じた生活習慣の確立 ネンレイ オウ セイカツ シュウカン カクリツ		0		1		0		0		0				1		ｽﾗｲﾄﾞ作成やﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて健康教育に取り入れ、保健指導している。 サクセイ モチ ケンコウ キョウイク ト イ ホケン シドウ		0		0				1		各健診時で記入してもらう問診票の項目に入れて結果を評価している。 カク ケンシン ジ キニュウ モンシン ヒョウ コウモク イ ケッカ ヒョウカ		0		0				1		妊娠・出生届出時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し注意喚起している。 ニンシン シュッセイトドケ デ ジ ハイフ チュウイ カンキ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査。 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				1		医師・歯科医師の判定、総合判定。 イシ シカ イシ ハンテイ ソウゴウ ハンテイ		1		聴覚検査。 チョウカク ケンサ		0		0				1		健診時期を基本とし、次回の評価日を決めて担当保健師と評価をしている。 ケンシン ジキ キホン ジカイ ヒョウカ ビ キ タントウ ホケンシ ヒョウカ		0		0				1		就学児健康調査を教育委員会や関係機関と連携して実施している。 シュウガク ジ ケンコウ チョウサ キョウイク イインカイ カンケイ キカン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		受診票に受診結果を記入してもらうことや電話連絡など情報共有の体制がある。 ジュシン ヒョウ ジュシン ケッカ キニュウ デンワ レンラク ジョウホウ キョウユウ タイセイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1		1		1

		744		1683		中核市 チュウカクシ		青森市 アオモリシ		健康福祉部青森市保健所健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ アオモリシ ホケンジョ ケンコウ スイシン カ		大澤真理子 ダイ サワ マリコ		017-743-6111		017-743-6276		1		genki-plaza@city.aomori.aomori.jp		0		1				1		0		4		5		2003		1930		1		0		1		6		1		11		1988		1960		1		0		1		6		1		11		1988		1960		1		0		3		6		3		11		2217		2132		1		0		3		6		3		11		2217		2132		2004		477		1		0		0		0				1		前年度の評価（個別支援のまとめ）を翌年度の6月頃に行っている。 ゼンネンド ヒョウカ コベツ シエン ヨクネンド ガツ コロ オコナ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		要保護児童対策協議会（庁内ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を含む）との連携。 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ チョウ ナイ カイギ フク レンケイ		1		前年度の歯科健診結果を歯科医師会に報告し、その評価を次年度に活用している。 ゼンネンド シカ ケンシン ケッカ シカ イシ カイ ホウコク ヒョウカ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診票の問診項目に盛り込み、個別支援している。 ケンシン ヒョウ モンシン コウモク モ コ コベツ シエン		0				1		0				1		検尿・視力・聴覚。 ケンニョウ シリョク チョウカク		0				0				0				0		0				0				1		0				1		就学指導委員会にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ結果を提供している。 シュウガク シドウ イインカイ ケッカ テイキョウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		不定期に常勤保健師を対象に実施している。 フテイキ ジョウキン ホケンシ タイショウ ジッシ						1				1		1

		745		183		青森県		むつ市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉田有美子 ヨシダ ユウ ビ コ		0175-22-1111(内2576） ナイ		0175-22-5044		1		mt-kenkou@city.mutsu.lg.jp		0		1				1		1		3		5		417		414		1		0		1		6		1		11		450		436		1		0		1		6		1		11		450		436		1		0		3		6		3		11		455		440		1		0		3		6		3		11		455		440		420		46		1		0		0		1		地区担当保健師以外の保健師が母子手帳を交付した際は、交付担当保健師から申し送りを受けた後、地区担当保健師間でｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 チク タントウ ホケンシ イガイ ホケンシ ボシ テチョウ コウフ サイ コウフ タントウ ホケンシ モウ オク ウ アト チク タントウ ホケンシ カン オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		むし歯保有数・保有率の推移、事業によってはｱﾝｹｰﾄ結果も踏まえ次年度の事業計画を行っている。 バ ホユウ スウ ホユウ リツ スイイ ジギョウ ケッカ フ ジネンド ジギョウ ケイカク オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室での保健師講話や乳幼児健診の事後指導においてもこれからの発達の経過と発達を促す関りの仕方についても触れるようにしている。 リニュウショク キョウシツ ホケンシ コウワ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ シドウ ハッタツ ケイカ ハッタツ ウナガ カカワ シカタ フ		0		0				0				0		1		発達支援事業の利用者についてはそれぞれの事業の中で実施。その他、地区担当の保健師間で実施。 ハッタツ シエン ジギョウ リヨウシャ ジギョウ ナカ ジッシ ホカ チク タントウ ホケンシ カン ジッシ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		地区担当保健師間では必要に応じ随時行っている。 チク タントウ ホケンシ カン ヒツヨウ オウ ズイジ オコナ		0				0		0		1		健診結果と状況、健診後のﾌｫﾛｰ状況や課題等について情報共有を図る場面はあるが評価までは至っていない。 ケンシン ケッカ ジョウキョウ ケンシン ゴ ジョウキョウ カダイトウ ジョウホウ キョウユウ ハカ バメン ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		計画的には行っていないが研修内容・期間・場所等と他事業との調整等から参加できる場合は検討している。 ケイカクテキ オコナ ケンシュウ ナイヨウ キカン バショトウ タ ジギョウ チョウセイ トウ サンカ バアイ ケントウ						1		1

		746		206		青森県		大間町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		竹内はるか タケウチ		0175-37-2111		0175-37-2478		2		haruka_takeuchi@town.ooma.lg.jp		1		1				0		1		3		4		38		30		1		0		1		6		1		9		42		40		1		0		1		6		1		9		42		40		1		0		3		6		3		8		52		47		1		0		3		6		3		8		52		47		29		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園と情報交換をして5歳児健康相談を行い評価している。 ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン サイジ ケンコウ ソウダン オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		747		214		青森県		階上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		茨島朋子 イバラ シマ トモコ		0178-88-2162		0178-80-1065		2		tomoko_ba@town.hashikami.lg.jp		0		1				0		1		3		4		75		58		1		0		1		6		1		8		81		78		1		0		1		6		1		8		81		78		1		0		3		6		3		8		89		85		1		0		3		6		3		8		89		85		78		3		1		0		0		0				1		妊婦の健康状態、生活状況、支援経過、出産時の児の状況。年1回（保健活動評価会）。 ニンプ ケンコウ ジョウタイ セイカツ ジョウキョウ シエン ケイカ シュッサン ジ ジ ジョウキョウ ネン カイ ホケン カツドウ ヒョウカ カイ		0		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		3歳児健診で就学前までの発達過程や関わりをﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明。 サイジ ケンシン シュウガクマエ ハッタツ カテイ カカ モチ セツメイ		0		0				1		親子の健康・生活状況、支援過程。 オヤコ ケンコウ セイカツ ジョウキョウ シエン カテイ		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検受診状況、結果管理、年度集計（件数・内容程度）。 セイ ケン ジュシン ジョウキョウ ケッカ カンリ ネンド シュウケイ ケンスウ ナイヨウ テイド		1		支援経過、結果等もとに、保健活動評価会にて評価。 シエン ケイカ ケッカ トウ ホケン カツドウ ヒョウカ カイ ヒョウカ		0		0				1		支援過程・結果・就学児健診結果・就学支援委員会状況等ともに評価。 シエン カテイ ケッカ シュウガク ジ ケンシン ケッカ シュウガク シエン イインカイ ジョウキョウトウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		他機関の研修等への参加、庁内打ち合わせ会。 タ キカン ケンシュウトウ サンカ チョウ ナイ ウ ア カイ		1		他機関の研修等への参加、庁内打ち合わせ会。 タ キカン ケンシュウトウ サンカ チョウ ナイ ウ ア カイ		0				0		0								1		1				1

		748		203		青森県		東北町		保健衛生課 ホケン エイセイ カ		江刺家紅実子 エ サ イエ クレナイ ミ コ		0176-56-2933		0176-56-3429		1		hoken@town.tohoku.lg.jp		0		1				0		1		3		4		103		103		1		0		1		5		1		8		128		125		1		0		1		5		1		8		128		125		1		0		3		6		3		8		129		129		1		0		3		6		3		8		129		129		126		1		1		1		0		0				0				0		1		随時、ｹｰｽ会議で今後の支援の方向等について検討。 ズイジ カイギ コンゴ シエン ホウコウ トウ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健事業（健康教室等）の資料として活用している。 シカ ホケン ジギョウ ケンコウ キョウシツトウ シリョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各乳幼児健診の集団指導で実施。 カク ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ		0		0				1		発達障害ﾁｪｸｼｰﾄ等を利用し家庭での様子を確認。 ハッタツ ショウガイ トウ リヨウ カテイ ヨウス カクニン		0		0				1		新生児訪問でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを利用し説明。 シンセイジ ホウモン リヨウ セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定、聴覚検査。 シカ イシ ハンテイ チョウカク ケンサ		0				0		0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを通して。 トオ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時、常勤従事者（医師・歯科医師以外）で実施。 ヒツヨウジ ジョウキン ジュウジシャ イシ シカ イシ イガイ ジッシ		1				1		1		1		1

		749		198		青森県		中泊町		中里保健ｾﾝﾀｰ ナカサト ホケン		古川三枝子 フルカワ ミエコ		0173-57-3920		0173-57-4971		1		hoken-c@town.nakadomari.lg.jp		0		1				1		0		4		4		46		45		1		0		1		6		1		8		48		44		1		0		1		6		1		8		48		44		1		0		3		6		3		7		62		61		1		0		3		6		3		7		62		61		38		17		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診（4か月・7か月・10か月・1歳）で次の月齢の頃の発達過程を伝えている。 ニュウジ ケンシン ゲツ ゲツ ゲツ サイ ツギ ゲツレイ コロ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		乳児健診ごとに親にｱﾝｹｰﾄを記入してもらっている。 ニュウジ ケンシン オヤ キニュウ		0		0				1		出生届時の配布物に含めている。 シュッセイトドケ ジ ハイフ ブツ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次の健診の際、じ状況把握している。 ツギ ケンシン サイ ジョウキョウ ハアク		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		発達障害や歯科保健について、また、他機関での研修に参加している。 ハッタツ ショウガイ シカ ホケン タ キカン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		750		207		青森県		東通村		いきいき健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　聡子 イズミ サト コ		0175-28-5800		0175-48-2510		2		satoko_izumi@vill.higashidoori.lg.jp		0		1				0		1		3		11		42		42		1		0		1		7		2		0		52		45		1		0		1		7		2		0		52		45		1		0		3		7		4		0		59		53		1		0		3		7		4		0		59		54		55		3		1		1		0		0				1		月1回の会議にﾌｫﾛｰ妊婦について確認している。 ツキ カイ カイギ ニンプ カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		当該年度でう蝕状況結果を集計・分析している。 トウ ガイ ネンド ショク ジョウキョウ ケッカ シュウケイ ブンセキ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		教室等で発達段階について説明している。 キョウシツトウ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				1		健診等の問診で確認し、必要時ﾌｫﾛｰしている。 ケンシントウ モンシン カクニン ヒツヨウジ		0		0				1		健診の問診に入れている。また、村健康ｶﾚﾝﾀﾞｰで普及啓発している。 ケンシン モンシン イ ムラ ケンコウ フキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回の会議でﾌｫﾛｰ児について確認・検討している。 ツキ カイ カイギ ジ カクニン ケントウ		0		0				1		療育機関や乳幼児施設と情報共有を行っている。 リョウイク キカン ニュウヨウジ シセツ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				1		委託券などに記載できるようになっている。 イタク ケン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		751		218		岩手県		花巻市		健康づくり課 ケンコウ カ		福岡英恵 フクオカ ハナエ		0198-23-3121		0198-23-3122		2		hanae2295@city.hanamaki.iwate.jp		0		1				0		1		4		5		669		648		1		0		1		6		1		11		672		659		1		0		1		6		1		11		672		659		1		0		3		0		3		11		733		719		1		0		3		0		3		11		733		719		659		73		1		0		0		0				1		妊娠8か月以降に電話訪問を行い必要な方には訪問等して対応して行く。時期・内容を評価している ニンシン ゲツイコウ デンワ ホウモン オコナ ヒツヨウ カタ ホウモンナド タイオウ イ ジキ ナイヨウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		7か月児健診で問診、育児指導を行い、発達過程についても説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン モンシン イクジ シドウ オコナ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価をし、定期的に再相談を予定するなどの対応に活かしている。 ケンシン ゴ ヒョウカ テイキテキ サイ ソウダン ヨテイ タイオウ イ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後心理士の相談を行い、必要時定期的に個別相談を設け、その都度ﾌｫﾛｰ等の必要性を検討している。 ケンシン ゴ シンリシ ソウダン オコナ ヒツヨウジ テイキテキ コベツ ソウダン モウ ツド トウ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		就学指導委員会。 シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		行政・関係団体で主催する研修会に参加している。 ギョウセイ カンケイ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		752		231		岩手県		滝沢市 シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡歩唯 ヤハタ アユ タダ		019-656-6526		019-684-2245		1		kenkou@city.takizawa.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		470		458		1		0		1		6		2		0		485		467		1		0		1		6		2		0		485		467		1		0		3		4		4		0		509		495		1		0		3		4		4		0		509		495		495		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食指導 カンショク シドウ		0		1		0		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				1		3～4か月児健診の問診票に質問項目を追加し、知らない親に対しては適宜説明。 ゲツ ジ ケンシン モンシン ヒョウ シツモン コウモク ツイカ シ オヤ タイ テキギ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		個別相談や療育教室に継続して関っていくとともに保育所担当課や療育ｾﾝﾀｰ等と連携し、就学時相談まで結びつけている。 コベツ ソウダン リョウイク キョウシツ ケイゾク カカワ ホイク ショ タントウカ リョウイク トウ レンケイ シュウガク ジ ソウダン ムス		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		問診票内容の共通理解やﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに関する講習（学習会）を不定期であるが行っている。 モンシン ヒョウ ナイヨウ キョウツウ リカイ カン コウシュウ ガクシュウ カイ フテイキ オコナ		0				0		0								1		1				1

		753		233		岩手県		矢巾町		生きがい推進課 イ スイシン カ		遠藤訓子 エンドウ ノリコ		019-611-2835		019-698-1214		2		noriko.c@town.yahaba.iwate.jp		1		1				0		1		3		4		179		160		1		0		1		6		1		8		199		197		0		1		1		6		1		8		199		192		1		0		3		6		3		8		205		205		0		1		3		6		3		8		205		200		217		8		1		0		0		0				1		妊婦健診時、妊婦自身の体調・環境確認。 ニンプ ケンシン ジ ニンプ ジシン タイチョウ カンキョウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		1.6歳、2歳、3歳の歯科健診実施。1年毎のう歯の保有の状況を確認できている。 サイ サイ サイ シカ ケンシン ジッシ ネン マイ シ ホユウ ジョウキョウ カクニン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児訪問において次の健診までの間の発達について説明している。 ニュウジ ホウモン ツギ ケンシン アイダ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		関係機関との連携の中でｹｰｽ検討しながら対応している。 カンケイ キカン レンケイ ナカ ケントウ タイオウ		0				0		1		岩手県版母子健康手帳内に記載あり、読むことを勧めている。 イワテケンバン ボシ ケンコウ テチョウ ナイ キサイ ヨ スス		0				0				0				0				1		0				0				0		1		ｹｰｽ毎に対応している。 マイ タイオウ		1		関係機関と情報共有し対応をｹｰｽ毎に検討。 カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ タイオウ マイ ケントウ		0		0		0				1		町への医師連絡（健康票記入、または、直接電話連絡）。 マチ イシ レンラク ケンコウ ヒョウ キニュウ チョクセツ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1		1		1				1

		754		241		岩手県		田野畑村		保健福祉課 ホケン フクシカ		大澤香苗 オオサワ カナエ		0194-33-3102		0194-34-2632		2		kanae-o@vill.tanohata.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		20		19		1		0		1		6		1		7		22		19		1		0		1		6		1		7		22		19		1		0		3		4		3		5		20		15		1		0		3		4		3		5		20		15		21		*		*		*		*		*				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		特段のﾏﾆｭｱﾙ等は作成は行っていない。ただし、状況に合わせて関係機関と連携している。 トク ダン トウ サクセイ オコナ ジョウキョウ ア カンケイ キカン レンケイ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		月1回医療機関と情報交換する会議の場がある。その他にも随時連絡・連携を行っている。 ツキ カイ イリョウ キカン ジョウホウ コウカン カイギ バ ホカ ズイジ レンラク レンケイ オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		755		275		宮城県		大衡村		保健福祉課 ホケン フクシカ		安達　縁 アダチ エン		022-345-0253		022-345-6630		1		fukushi@village.ohira.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		59		58		1		0		1		6		1		8		53		51		1		0		1		6		1		8		53		51		1		0		3		5		3		9		54		50		1		0		3		5		3		9		54		50		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		指導する内容を改善した。 シドウ ナイヨウ カイゼン		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾁﾗｼ等で周知したり、乳児健診会場にﾎﾟｽﾀｰを掲示している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ シュウチ ニュウジ ケンシン カイジョウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｹｰｽ担当保健師と母子保健担当保健師間でｹｰｽ支援した都度、方向性等について検討している。 タントウ ホケンシ ボシ ホケン タントウ ホケンシ カン シエン ツド ホウコウ セイトウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		宮城県や他機関開催の研修会への参加をそれぞれの研修の対象者に照会している。 ミヤギケン タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ ケンシュウ タイショウシャ ショウカイ						1		1

		756		252		宮城県		名取市		健康福祉部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ ブ ホケン		高橋香南子 タカハシ カオリ ミナミ コ		022-382-2456		022-382-3041		1		hoken@city.natori.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		736		720		1		0		1		8		1		9		798		780		1		0		1		8		1		9		798		780		1		0		3		6		3		7		797		750		1		0		3		6		3		7		797		749		728		43		1		1		0		0				1		必要時、所内ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施している。 ヒツヨウジ ショナイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		毎月、歯科健診後にう蝕等の統計をとり、年度末に集計・分析を行い、所内で次年度の計画を立てている。 マイツキ シカ ケンシン ゴ ショクトウ トウケイ ネンドマツ シュウケイ ブンセキ オコナ ショナイ ジネンド ケイカク タ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		7か月児相談（集団指導）でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布、1歳までの発達について情報提供している。また、離乳食教室で7～9か月児とその家族を対象に10か月児に発達について説明。 ゲツ ジ ソウダン シュウダン シドウ ハイフ サイ ハッタツ ジョウホウ テイキョウ リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ カゾク タイショウ ゲツ ジ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾅﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定、総合判定、検尿、視力検査、聴覚検査など。 イシ シカ イシ ハンテイ ソウゴウ ハンテイ ケンニョウ シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0		0				1		年度末にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ等の分析を行い、所内でその内容について検討している。その他、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（健診後）や係会でも検討することもある。 ネンドマツ トウ ブンセキ オコナ ショナイ ナイヨウ ケントウ タ ケンシン ゴ カカリ カイ ケントウ		0		0				1		地区担当が関係機関と連携して個別に今度の方針等について検討している。 チク タントウ カンケイ キカン レンケイ コベツ コンド ホウシン トウ ケントウ		0		0		0				1		主治医から直接電話が入る。県内で指定された乳児健診問診票・結果票の中に支援の必要性の有無についての項目がある。 シュジイ チョクセツ デンワ ハイ ケンナイ シテイ ニュウジ ケンシン モンシン ヒョウ ケッカ ヒョウ ナカ シエン ヒツヨウセイ ウム コウモク		0		0		0		0				1		関係機関の研修会へ参加。 カンケイ キカン ケンシュウカイ サンカ		1		関係機関の研修会の情報提供を行っている。 カンケイ キカン ケンシュウカイ ジョウホウ テイキョウ オコナ		0				0		0				1				1		1		1		1

		757		262		宮城県		大河原町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		加川静香 カガワ シズカ		0224-53-2115		0224-53-3818		1		suishin11@ogawara.miyagi.jp		0		2				1		0		3		4		217		214		1		0		1		6		1		7		223		213		1		0		1		6		1		7		223		213		1		0		3		6		3		7		206		194		1		0		3		6		3		7		206		194		210		43		1		0		0		0				1		毎月末に支援方法及び今後の対応について係内で検討している。 マイ ゲツマツ シエン ホウホウ オヨ コンゴ タイオウ カカリ ナイ ケントウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		問診項目に「むし歯や歯肉炎予防のために心がけていることは何か。」を設定し、集計し、次年度の歯科保健指導の重点指導項目を決めている。 モンシン コウモク バ シニク エン ヨボウ ココロ ナニ セッテイ シュウケイ ジネンド シカ ホケン シドウ ジュウテン シドウ コウモク キ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診後の事後指導で個別に今後の発達について伝えている。 ケンシン ゴ ジゴ シドウ コベツ コンゴ ハッタツ ツタ		0		0				1		問診・事後指導で聞き取りを行い、その後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて担当保健師を含めて評価している。 モンシン ジゴ シドウ キ ト オコナ ゴ タントウ ホケンシ フク ヒョウカ		0		0				1		問診で聞き取りを行い、該当者にはﾘｽｸについて個別に説明している。 モンシン キ ト オコナ ガイトウシャ コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今後設けて行きたいと考えている。 コンゴ モウ イ カンガ		0				0		0		1		今後設けて行きたいと考えている。 コンゴ モウ イ カンガ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		758		280		宮城県		女川町		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		田守未来 タ モリ ミク		0225-53-4990		0225-53-5248		2		hokenc6@town.onagawa.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		39		39		1		0		1		6		1		7		41		40		1		0		1		6		1		7		41		40		1		0		3		6		3		7		43		42		1		0		3		6		3		7		43		42		49		7		1		1		0		0				0				0		1		定期的に実施していないが担当者間で継続ﾌｫﾛｰの必要性を評価している。 テイキテキ ジッシ タントウシャ カン ケイゾク ヒツヨウセイ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯有病率を出し、健診受診後の歯科受診勧奨を行っている。その結果をもとに次年度の歯科事業を計画している。 シ ユウビョウリツ ダ ケンシン ジュシン ゴ シカ ジュシン カンショウ オコナ ケッカ ジネンド シカ ジギョウ ケイカク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料の配布や口頭で発達過程を説明。 シリョウ ハイフ コウトウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで実施している。 ケンシン ジゴ ジッシ		0		0				1		口頭での説明や資料配布。 コウトウ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期実施はしていないが担当者間で継続ﾌｫﾛｰの必要性を評価している。 テイキ ジッシ タントウシャ カン ケイゾク ヒツヨウセイ ヒョウカ		0				0		0		1		ｹｰｽに合わせた年齢で行っている。 ア ネンレイ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤問わず確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ト カクホ		1				1		1

		759		266		宮城県		丸森町		保健福祉課健康支援班 ホケン フクシカ ケンコウ シエン ハン		水戸智美 ミト トモミ		0224-51-9903		0224-87-7189		1		kenko@town.marumori.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		70		66		1		0		1		6		1		10		64		61		1		0		1		6		1		10		64		61		1		0		3		6		3		10		64		61		1		0		3		6		3		10		64		61		74		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		今後の見通しの説明をしている。 コンゴ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		760		274		宮城県		富谷町		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		*		220-358-0156		022-358-9915		1		kosodateshien@town.tomiya.miyagi.jp		0		1				1		0		*		*		427		422		1		0		*		*		*		*		511		498		1		0		*		*		*		*		511		498		1		0		3		6		99		99		567		553		1		0		3		6		99		99		567		553		432		29		1		1		0		0				1		毎月1回ﾊｲﾘｽｸ妊婦検討会を実施、その後の経過を評価。 マイツキ カイ ニンプ ケントウカイ ジッシ ゴ ケイカ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		761		298		秋田県		八峰町		福祉保健課健康推進係 フクシ ホケンカ ケンコウ スイシン カカリ		大高彩香 オオダカ アヤカ		0185-76-4608		0185-76-2113		2		otaka.ayaka@town.happou.akita.jp		0		1				1		0		3		4		21		21		1		0		1		6		1		9		24		23		1		0		1		6		1		9		24		23		1		0		3		6		3		9		37		35		1		0		3		6		3		9		37		35		23		0		1		0		0		1		「妊娠中からの子育て支援事業」による医療機関との連携。 ニンシンチュウ コソダ シエン ジギョウ イリョウ キカン レンケイ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉担当者、教育委員会、子ども園等と情報共有。 フクシ タントウシャ キョウイク イインカイ コ エン トウ ジョウホウ キョウユウ		1		担当保健師と歯科医師・歯科衛生士との事業評価を行い次年度へ活用。 タントウ ホケンシ シカ イシ シカ エイセイシ ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の問診や事後指導の時に実施。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジゴ シドウ トキ ジッシ		0		0				0				1		0				1		新生児・乳児訪問時に実施。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健康診査の実施。 サイジ ケンコウ シンサ ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県主催の研修会等に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0								1						1

		762		289		秋田県		潟上市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畠山和花子 ハタケヤマ ワカコ		018-853-5315		018-852-5233		1		kenkoushidou@city.katagami.lg.jp		1		1				1		0		4		99		210		208		1		0		1		6		99		99		218		213		1		0		1		6		99		99		218		213		1		0		3		6		99		99		209		195		1		0		3		6		99		99		209		195		186		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携している。評価については食育の取組は食育推進計画の中で実施しているため5年毎に評価している。 タ キカン レンケイ ヒョウカ ショク イク トリクミ ショク イク スイシン ケイカク ナカ ジッシ ネン マイ ヒョウカ		1		乳幼児健診で対象月齢に応じた発達のﾎﾟｲﾝﾄを記載したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 ニュウヨウジ ケンシン タイショウ ゲツレイ オウ ハッタツ キサイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の際、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 アカ ホウモン サイ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		保護者が記入したｱﾝｹｰﾄ用紙に複写を医療機関から市へ返送してもらっている。 ホゴシャ キニュウ ヨウシ フクシャ イリョウ キカン シ ヘンソウ		0				0				0				1		0								1

		763		315		山形県		天童市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		瀬野真紀子 セノ マキコ		023-652-0884		023-651-5505		1		kenkou@city.tendo.yamagata.jp		0		1				1		0		3		5		530		527		1		0		1		6		1		7		504		500		1		0		1		6		1		7		504		500		1		0		3		6		3		8		539		536		1		0		3		6		3		8		539		536		503		78		1		0		0		0				0				0		1		評価について検討中。 ヒョウカ ケントウチュウ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		1				0				0		1		*		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を使用し説明している。 ケンシン ジ トウ シヨウ セツメイ		0		0				1		H27.7より健診時に健やか親子21ｱﾝｹｰﾄを実施している。それに基づき指導を行い今後評価して行く。 ケンシン ジ スコ オヤコ ジッシ モト シドウ オコナ コンゴ ヒョウカ イ		0		0				1		両親教室・赤ちゃん訪問・4か月児健診等でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用し説明している。 リョウシン キョウシツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン トウ シヨウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		発達支援担当とｹｰｽについて共有しﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの方法について検討を行っている。 ハッタツ シエン タントウ キョウユウ ホウホウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		0		1		保健師が関わる相談や巡回相談、教育委員会と連携を図っているｹｰｽは把握できているが地域として評価することは現段階では難しい状況である。 ホケンシ カカ ソウダン ジュンカイ ソウダン キョウイク イイン カイ レンケイ ハカ ハアク チイキ ヒョウカ ゲンダンカイ ムズカ ジョウキョウ		0				0		0		1		0				1		健診の問診・指導内容について、発達に関する研修。 ケンシン モンシン シドウ ナイヨウ ハッタツ カン ケンシュウ		1		健診の問診・指導内容について、発達に関する研修。 ケンシン モンシン シドウ ナイヨウ ハッタツ カン ケンシュウ		0				0		0

		764		320		山形県		中山町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		鈴木 スズキ		023-662-2836		023-662-2065		1		kenkou@town.nakayama.yamagata.jp		0		1				1		0		3		3		76		75		1		0		1		7		1		9		51		49		1		0		1		7		1		9		51		49		1		0		3		6		3		8		76		72		1		0		3		6		3		8		76		72		65		0		1		0		0		0				0				0		1		必要時評価している。 ヒツヨウジ ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		医師・保健師・管理栄養士による年1回の検討会。 イシ ホケンシ カンリ エイヨウシ ネン カイ ケントウカイ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		765		314		山形県		長井市		健康課 ケンコウ カ		渡辺比呂子 ワタナベ ヒロコ		0238-84-6822		0238-84-6804		1		kenko@city.nagai.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		195		194		1		0		1		6		1		7		214		214		*		*		1		6		1		7		214		214		1		0		3		5		3		6		223		221		*		*		3		5		3		6		223		221		194		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		連絡会を開催し歯科医師からの助言を計画へ生かす。 レンラクカイ カイサイ シカ イシ ジョゲン ケイカク イ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回の健診までの発達過程について、集団指導、または、個別指導にて説明している。 ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ シュウダン シドウ コベツ シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		初産を対象としたﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・赤ちゃん訪問で啓発。 ウイザン タイショウ キョウシツ アカ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所訪問や連絡会を開催し情報交換をしている。 ホイク ショ ホウモン レンラクカイ カイサイ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		766		340		山形県		遊佐町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		三浦　恵 ミウラ メグミ		0234-72-4111		0234-72-4113		1		kenkosien@town.yuza.yamagata.jp		1		1				1		0		3		4		64		64		1		0		1		5		1		6		63		61		1		0		1		5		1		6		63		61		1		0		3		2		3		3		93		93		1		0		3		2		3		3		93		93		60		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		実績に基づき数値目標の設定をしている。 ジッセキ モト スウチ モクヒョウ セッテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達についてﾘｰﾌﾚｯﾄを使用して説明。 ツギ ケンシン ハッタツ シヨウ セツメイ		0		0				0				0		1		*		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園の巡回相談を実施し、児相での発達検査の実施や療育機関との連携などを実施している。 ホイクエン ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ジッシ ジ ソウ ハッタツ ケンサ ジッシ リョウイク キカン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		767		316		山形県		東根市		子育て健康課母子健康係 コソダ ケンコウ カ ボシ ケンコウ カカリ		*		0237-43-1250		0237-41-2232		1		kenkou@city.higashine.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		437		425		1		0		1		8		1		11		436		420		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		6		3		11		481		471		*		*		*		*		*		*		*		*		456		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診の時に3歳頃までの発達の過程を説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン トキ サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨ教室での指導、乳児健診時のｱﾝｹｰﾄを元に説明している。 キョウシツ シドウ ニュウジ ケンシン ジ モト セツメイ		0		0				0				0				0				1				0		0				0				1		0				1		*		0		0		0				0				0		0		1		0				1		*		0				0				0		0								1				1		1

		768		317		山形県		尾花沢市		健康増進課健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカリ		結城 ユウキ		0237-22-1111（内621） ナイ		0237-24-0322		1		kenko@city.obanazawa.yamagata.jp		1		1				1		0		3		5		104		103		1		0		1		6		1		11		111		108		1		0		1		6		1		11		111		108		1		0		3		0		3		11		109		106		1		0		3		0		3		11		109		106		92		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		地区別の傾向や経年の推移を把握して活用する。 チク ベツ ケイコウ ケイネン スイイ ハアク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診の際、集団指導を実施している。 ニュウジ ケンシン サイ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて個別に実施。 ケンシン ゴ コベツ ジッシ		0		0				1		妊婦教室の際などに実施している。 ニンプ キョウシツ サイ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		不定期だが必要に応じて実施。 フテイキ ヒツヨウ オウ ジッシ		1		保育所や幼稚園と連携して実施。 ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などで実施している研修に適宜参加している。 ケン ジッシ ケンシュウ テキギ サンカ		1				1						1

		769		318		山形県		南陽市		すこやか子育て課 コソダ カ		佐藤智香子 サトウ チカコ		0238-40-3211		0238-40-3387		1		sukoyaka@city.nanyo.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		225		220		1		0		1		6		1		7		255		252		1		0		1		6		1		7		255		252		1		0		3		6		3		7		251		245		1		0		3		6		3		7		251		245		247		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		個々に振り返り、実施している。 ココ フ カエ ジッシ		0		0				1		妊娠届出時にﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明。出生届出時の配布資料にﾘｰﾌﾚｯﾄを同封。妊娠中の両親学級で説明。 ニンシン トドケデ ジ モチ セツメイ シュッセイトドケ デ ジ ハイフ シリョウ ドウフウ ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事業の打合せ時に有効性を検討している。 ジギョウ ウチアワ ジ ユウコウセイ ケントウ		0		0				1		保育施設に定期的に訪問し、実施している。 ホイク シセツ テイキテキ ホウモン ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		発達障害児の対応研修や虐待防止研修に参加している。 ハッタツ ショウガイジ タイオウ ケンシュウ ギャクタイ ボウシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		770		360		福島県		只見町		保健福祉課 ホケン フクシカ		星　友美 ホシ トモミ		0241-84-7005		0241-84-7008		1		hoken@town.tadami.lg.jp		0		1				1		0		3		6		18		18		1		0		1		6		2		0		20		18		1		0		1		6		2		0		20		18		1		0		3		6		4		0		25		25		1		0		3		6		4		0		25		25		15		0		1		1		0		0				1		次の健診時に変更があったか評価している。 ツギ ケンシン ジ ヘンコウ ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて発達過程や親子の関わりが発達には大事であることを説明している。 モチ ハッタツ カテイ オヤコ カカ ハッタツ ダイジ セツメイ		0		0				1		育てにくさを感じる理由について問診時に確認。また、子どもの発達状況や子どもに対する親の態度なども健診・訪問時に確認。 ソダ カン リユウ モンシン ジ カクニン コ ハッタツ ジョウキョウ コ タイ オヤ タイド ケンシン ホウモン ジ カクニン		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡し説明。 シンセイジ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に訪問してさらに詳細な状況を聞き保健指導を行う。 ケンシン ゴ ホウモン ショウサイ ジョウキョウ キ ホケン シドウ オコナ		0		0				1		5歳児健診を実施している。健診前に保育所での普段の様子を見て保育士から情報収集してから健診を実施。健診後も保育士に健診結果を伝えている。 サイジ ケンシン ジッシ ケンシン マエ ホイク ショ フダン ヨウス ミ ホイクシ ジョウホウ シュウシュウ ケンシン ジッシ ケンシン ゴ ホイクシ ケンシン ケッカ ツタ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		771		1686		中核市 チュウカクシ		郡山市		こども部こども支援課母子保健係 ブ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田直美 ヨシダ ナオミ		024-924-3691		024-933-6665		1		kodomosien@city.koriyama.fukushima.jp		0		1				0		1		4		5		2509		2446		1		0		1		6		1		11		2670		2573		1		0		1		6		1		11		2670		2574		1		0		3		3		3		11		2678		2538		1		0		3		3		3		11		2678		2537		2824		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		乳幼児健診後、地域別のう蝕り患率を評価し保育所への歯科指導の強化や保護者向けの意識啓発を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ チイキ ベツ ショク カン リツ ヒョウカ ホイク ショ シカ シドウ キョウカ ホゴシャ ム イシキ ケイハツ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親教室でDVDを見せている。ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハハオヤ キョウシツ ミ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		協力看護師等説明会。 キョウリョク カンゴ シトウ セツメイカイ		0				0		0								1

		772		343		福島県		白河市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐久間真由美 サクマ マユミ		0248-27-2112		*		1		kenkozoushin@city.shirakawa.fukushima.jp		0		1				1		0		4		5		513		509		1		0		1		7		1		8		473		454		1		0		1		7		1		8		473		457		1		0		3		6		3		7		522		509		1		0		*		*		*		*		523		510		488		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		健診統計を基に事業計画について話し合う。 ケンシン トウケイ モト ジギョウ ケイカク ハナ ア		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣改善 セイカツ シュウカン カイゼン		0		1		0		0		0				1		健診での個別指導。集団で親子のふれあい・生活ﾘｽﾞﾑの確立が精神面の発達を促進させる等の内容の教室を実施。 ケンシン コベツ シドウ シュウダン オヤコ セイカツ カクリツ セイシンメン ハッタツ ソクシン トウ ナイヨウ キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		広報等。 コウホウトウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		1歳6か月健診→2歳児教室→支援教室→3歳児健診→支援教室。 サイ ゲツ ケンシン サイジ キョウシツ シエン キョウシツ サイジ ケンシン シエン キョウシツ		0		0				0				0		0		1		療育機関・保育園・幼稚園との連携を通して個人の評価にとどまっている。 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン レンケイ トオ コジン ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		773		341		福島県		福島市		保健福祉ｾﾝﾀｰ健康推進課 ホケン フクシ ケンコウ スイシン カ		遠藤いすず エンドウ		024-525-7671		024-525-5701		1		kenkou@mail.city.fukushima.fukushima.jp		0		1				1		0		4		4		2240		2187		1		0		1		6		1		6		2146		2094		1		0		1		6		1		6		2146		2094		1		0		3		6		3		6		2020		1972		1		0		3		6		3		6		2020		1963		2220		0		0		0		0		1		妊婦健診診査受診票の問診項目で把握（妊娠前期に受ける健診の受診票に設問あり）。 ニンプ ケンシン シンサ ジュシン ヒョウ モンシン コウモク ハアク ニンシン マエ キ ウ ケンシン ジュシン ヒョウ セツモン		0				0		1		評価指標は設定していない。個別支援の記録をもとに対応継続。 ヒョウカ シヒョウ セッテイ コベツ シエン キロク タイオウ ケイゾク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容の検討に活用。 シドウ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診で配布するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに発達過程について記述している。 カク ケンシン ハイフ ハッタツ カテイ キジュツ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時に配布しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで啓発している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				1		医師・歯科医師の判断、検尿、視覚検査、聴力検査。 イシ シカ イシ ハンダン ケンニョウ シカク ケンサ チョウリョク ケンサ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、事例検討会の実施。 ケンシン ゴ ジレイ ケントウ カイ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修会受講や受講者による伝達講習実施。 ケンシュウカイ ジュ コウ ジュコウシャ デンタツ コウシュウ ジッシ		0				0				0		0								1				1

		774		1687		中核市 チュウカクシ		いわき市		こどもみらい部こども家庭課 ブ カテイ カ		竹原紀子 タケハラ ノリコ		0246-27-8597		0246-27-8564		1		kodomokatei@city.iwaki.fukushima.jp		0		1				1		0		4		99		2600		2513		1		0		1		6		99		99		2465		2337		1		0		1		6		99		99		2465		2336		1		0		3		2		99		99		2529		2370		1		0		3		2		99		99		2529		2367		2477		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		問診項目を集計し健診結果との関連等傾向をつかみ健診教育にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸするなど、次年度活動に反映させる。 モンシン コウモク シュウケイ ケンシン ケッカ カンレントウ ケイコウ ケンシン キョウイク ジネンド カツドウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10か月児健診にてその後の月齢（年齢）相応の発達の目安と行動を引き出すｱﾄﾞﾊﾞｲｽを記載したﾘｰﾌﾚｯﾄを個別指導時に配布している。 ゲツ ジ ケンシン ゴ ゲツレイ ネンレイ ソウオウ ハッタツ メヤス コウドウ ヒ ダ キサイ コベツ シドウ ジ ハイフ		0		0				0				0		1		子育てしている方の状況や気持ちなどを問診項目に入れ、育児上の困難感を確認、指導に役立てている。 コソダ カタ ジョウキョウ キモ モンシン コウモク イ イクジ ジョウ コンナン カン カクニン シドウ ヤクダ		1		乳児家庭全戸訪問にて自課作成のチラシを手渡しで説明しながら行っている。記載したﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ カ サクセイ テワタ セツメイ オコナ キサイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		1歳6か月児問診票改訂時（発達障害の早期発見）。 サイ ゲツ ジ モンシン ヒョウ カイテイ ジ ハッタツ ショウガイ ソウキ ハッケン		1		1歳6か月児問診票改訂時（発達障害の早期発見）。 サイ ゲツ ジ モンシン ヒョウ カイテイ ジ ハッタツ ショウガイ ソウキ ハッケン		1		新たに健診に従事される医師を対象に実施。 アラ ケンシン ジュウジ イシ タイショウ ジッシ		0		0								1

		775		351		福島県		本宮市 モトミヤ シ		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		瓜生睦子 ウリュウ ムツコ		0243-63-2780		0243-33-6620		1		kenkou@city.motomiya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		249		245		1		0		1		6		1		11		246		244		1		0		1		6		1		11		246		244		1		0		3		3		3		11		235		232		1		0		3		3		3		11		235		232		239		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3～4か月児健診で1歳頃に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		3～4か月健診の問診項目に入れ説明指導を行っている。 ゲツ ケンシン モンシン コウモク イ セツメイ シドウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回経過観察児等のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い検討評価している。 ツキ カイ ケイカ カンサツ ジ トウ オコナ ケントウ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県やその他の主催研修へ参加。 ケン タ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		776		345		福島県		喜多方市		保健福祉部保健課健康推進室 ホケン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン シツ		武藤伸恵 ムトウ シン エ		0241-24-5223		0241-25-7073		1		hoken@city.kitakata.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		394		378		1		0		1		6		1		7		348		334		1		0		1		6		1		7		348		334		1		0		3		5		3		6		381		352		1		0		3		5		3		6		381		352		352		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		幼児期の健診結果をもとに事業計画を立てている（乳児期からの歯科指導、妊婦歯科健診など）。 ヨウジキ ケンシン ケッカ ジギョウ ケイカク タ ニュウジキ シカ シドウ ニンプ シカ ケンシン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		777		359		福島県		檜枝岐村		住民課 ジュウミンカ		平上清正 ヒラ ウエ キヨマサ		0241-75-2502		0241-75-2511		1		hygiene@vill.hinoemata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		5		5		1		0		1		6		1		7		3		3		1		0		1		6		1		7		3		3		1		0		3		2		3		8		6		6		1		0		3		2		3		8		6		6		5		0		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		新生児訪問の際に症候群について説明。 シンセイジ ホウモン サイ ショウコウグン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児がったつ相談会や医療機関等と連携を取り評価しながらﾌｫﾛｰしている。 ニュウヨウジ ソウダンカイ イリョウ キカントウ レンケイ ト ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達について、健診方法等の研修会を行っている。 ハッタツ ケンシン ホウホウトウ ケンシュウカイ オコナ		0				0				0		0														1

		778		375		福島県		中島村		保健福祉課 ホケン フクシカ		滝沢 タキザワ		0248-52-2174		0248-52-2170		1		kenkou@vill-nakajima.jp		0		1				1		0		3		6		37		37		1		0		1		6		1		10		31		29		1		0		1		6		1		10		31		29		1		0		3		2		3		6		52		50		1		0		3		2		3		6		52		50		40		*		1		0		0		0				0				0		1		時期は定めていないが面談時等の後、評価いている。 ジキ サダ メンダン ジ トウ アト ヒョウカ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士等と情報を共有しフッ素塗布や指導の時期について検討することができている。 シカ エイセイシ トウ ジョウホウ キョウユウ ソ トフ シドウ ジ キ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導時に発達過程について説明。 ホケン シドウ ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		揺さぶられ症候群のみを取り上げてはいない。問診項目にあるので知らない保護者については説明している。 ユ ショウコウグン ト ア モンシン コウモク シ ホゴシャ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		時期は定めていないが健診後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで検討している。 ジキ サダ ケンシン ゴ ケントウ		1		保育所や幼稚園入園前に入園先先生との話し合いの場を設けている。 ホイク ショ ヨウチエン ニュウエン マエ ニュウエン サキ センセイ ハナ ア バ モウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		779		368		福島県		柳津町		町民課保健衛生班 チョウミン カ ホケン エイセイ ハン		二瓶早紀 ニヘイ サキ		0241-42-2118		0241-42-3419		1		hoken-eisei@town.yanaizu.fukushima.jp		0		1				0		1		3		4		22		22		1		0		1		6		1		8		19		19		1		0		1		6		1		8		19		19		1		0		3		3		3		8		26		26		1		0		3		3		3		8		26		26		26		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児訪問、乳児健康相談時に発達過程の見通しについて説明指導している。 ニュウジ ホウモン ニュウジ ケンコウ ソウダン ジ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時に検討する機会を設けている。 ヒツヨウジ ケントウ キカイ モウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		780		349		福島県		南相馬市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		大石美和 オオイシ ミワ		0244-23-3680		0244-23-4525		1		kenkodukuri@city.minanisoma.lg.jp		0		1				1		0		3		4		338		337		1		0		1		6		2		0		283		271		1		0		1		6		2		0		283		271		1		0		3		5		4		0		261		254		1		0		3		5		4		0		261		254		357		8		1		0		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦に対して担当地区保健師が継続的に関りを持ち、必要時にｹｰｽ会議を行う。 ニンプ タイ タントウ チク ホケンシ ケイゾクテキ カカワ モ ヒツヨウジ カイギ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		市歯科保健ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ乳幼児期重点的な取り組み「食べたらみがく、1日1回しっかり仕上げる」を目指し、1日1回保護者が仕上げ磨きをしている割合で評価。 シ シカ ホケン ニュウヨウジ キ ジュウテンテキ ト ク タ ニチ カイ シア メザ ニチ カイ ホゴシャ シア ミガ ワリアイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診における集団教育・相談・事後指導回。 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン キョウイク ソウダン ジゴ シドウ カイ		0		0				1		子育てｱﾝｹｰﾄにおけるｱｾｽﾒﾝﾄ会議の中で実施。定例事例検討会で実施。 コソダ カイギ ナカ ジッシ テイレイ ジレイ ケントウ カイ ジッシ		0		0				1		子育て応援ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸに掲載。健やか親子21ｱﾝｹｰﾄの調査項目に載せている。 コソダ オウエン ケイサイ スコ オヤコ チョウサ コウモク ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		巡回相談（保育所・幼稚園）。 ジュンカイ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン		*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県実施の研修会。 ケン ジッシ ケンシュウカイ						1		1

		781		378		福島県		矢祭町		町民福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ チョウミン フクシ カ ケンコウ		青戸雅子 アオト マサコ		0247-46-2097		0247-46-3480		1		kenkou-g@town.yamatsuri.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		43		41		1		0		1		6		1		10		50		49		1		0		1		6		1		10		50		49		1		0		3		4		3		7		50		46		1		0		3		4		3		7		50		46		54		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいて実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関及び子ども園と連携した評価。 リョウイク キカン オヨ コ エン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		782		365		福島県		猪苗代町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中千尋 タナカ チヒロ		0242-62-2115		0242-62-2123		1		kenkou@town.inawashiro.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		98		97		1		0		1		6		1		11		92		92		1		0		1		6		1		11		92		91		1		0		3		0		3		11		105		104		1		0		3		0		3		11		105		104		106		3		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食事や間食の内容や摂り方 ショクジ カンショク ナイヨウ ト カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		4か月健診のｱﾝｹｰﾄにて乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかどうか確認している。 ゲツ ケンシン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		ｹｰｽによっては評価することもある。 ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		783		388		福島県		広野町		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン		黒田香織 クロダ カオリ		0240-27-3040		0240-27-3554		1		hoken@town.hirono.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		12		11		1		0		1		6		1		11		8		7		1		0		1		6		1		11		8		7		1		0		2		11		3		0		14		14		1		0		2		11		3		0		14		14		32		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		784		437		茨城県		河内町		福祉課保健ｾﾝﾀｰ フクシカ ホケン		飯塚裕美 イイ ツカ ヒロミ		0297-84-4486		0297-84-4487		1		hoken.c@town.ibaraki-kawachi.lg.jp		0		1				1		0		2		4		35		35		1		0		1		7		1		9		39		37		1		0		1		7		1		9		39		37		1		0		3		2		3		4		47		43		1		0		3		2		3		4		47		43		50		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児訪問、ﾏﾀﾆﾃｨ教室 ニュウジ ホウモン キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の認定子ども園とは連携を取るようにしているが保護者自身に心配や自覚がない場合は評価しづらい。 チョウナイ ニンテイ コ エン レンケイ ト ホゴシャ ジシン シンパイ ジカク バアイ ヒョウカ		1		幼児は委託健診はしていないが、乳児については国保連合会を通じて医療機関健診を実施しており、そこから市町村への連絡事項があったり、直接医療機関から連絡が来ることもある。 ヨウジ イタク ケンシン ニュウジ コクホ レン ゴウ カイ ツウ イリョウ キカン ケンシン ジッシ シチョウソン レンラク ジコウ チョクセツ イリョウ キカン レンラク ク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		785		403		茨城県		結城市		健康増進ｾﾝﾀｰ ケンコウ ゾウシン		江澤 エ サワ		0296-32-7890		0296-32-8350		1		hokencenter@city.yuki.lg.jp		0		1				1		0		5		6		391		374		1		0		1		6		1		11		430		415		1		0		1		6		1		11		430		415		1		0		3		4		3		11		444		415		1		0		3		4		3		11		444		415		462		161		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		0		1		必要に応じ虐待対応担当課の家庭児童相談員へつなぐ。 ヒツヨウ オウ ギャクタイ タイオウ タントウカ カテイ ジドウ ソウダンイン		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時、子どもの発達過程について説明指導している。 アカ ホウモン ジ コ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問で赤ちゃんの泣きのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し、啓発している。 アカ ホウモン アカ ナ ハイフシ ケイハツシテ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定。 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		定期的な会議や支援依頼の様式による。 テイキテキ カイギ シエン イライ ヨウシキ		0		0		0		0				0				1		非常勤看護師に対し健診方法等について実施。 ヒジョウキン カンゴシ タイ ケンシン ホウホウトウ ジッシ		0				0		1		県等が実施するものがあれば参加。 ケン トウ ジッシ サンカ										1

		786		422		茨城県		稲敷市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		村松 ムラマツ		0297-87-6111		0297-87-6010		1		kenkou@city.inashiki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		222		214		1		0		1		6		1		7		236		228		1		0		1		6		1		7		236		228		1		0		3		0		3		1		259		241		1		0		3		0		3		1		259		241		230		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		子ども家庭課の家庭児童相談員に情報提供、連携した対応をする。 コ カテイ カ カテイ ジドウ ソウダンイン ジョウホウ テイキョウ レンケイ タイオウ		1		1歳6か月児健診でう蝕のある児が多かったため、乳児期の育児教室で歯科衛生士による歯みがき講話を取りいれた。 サイ ゲツ ジ ケンシン ショク ジ オオ ニュウジキ イクジ キョウシツ シカ エイセイシ ハ コウワ ト		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		母子保健事業に係る実施状況調査の問診項目に少し先の発達過程に関する質問があるため、3～4か月・1歳6か月・3歳児健診で説明指導の機会がある。 ボシ ホケン ジギョウ カカ ジッシ ジョウキョウ チョウサ モンシン コウモク スコ サキ ハッタツ カテイ カン シツモン ゲツ サイ ゲツ サイジ ケンシン セツメイ シドウ キカイ		0		0				0				1		0				1		妊婦教室・赤ちゃん訪問・3か月児健診で実施。 ニンプ キョウシツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県や保健師連絡協議会が主催する研修に参加している。 ケン ホケンシ レンラク キョウギカイ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		787		410		茨城県		笠間市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹内 タケウチ		0296-77-9145		0296-77-9146		1		kenko@city.kasama.lg.jp		1		1		1		0		1		3		5		619		424		1		0		1		6		1		8		532		516		1		0		1		6		1		8		532		516		1		0		3		2		3		3		607		590		1		0		3		2		3		3		607		590		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽや健診時にﾊﾟﾝﾌﾚﾄを配布したりDVDを見せている。 ケンシン ジ ハイフ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				1		書面や電話にて対応。 ショメン デンワ タイオウ		0		0		0		0				1		県の主催する研修会へ参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		788		401		茨城県		古河市		健康づくり課 ケンコウ カ		井上 イノウエ		0280-48-6881		0280-48-6876		1		kenko@city.ibaraki-koga.lg.jp		0		2				1		0		3		6		1078		1066		1		0		1		6		2		0		1165		1111		1		0		1		6		2		0		1165		1111		1		0		3		0		4		0		1150		1104		1		0		3		0		4		0		1150		1104		1098		27		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｽｸｰﾙや両親学級でDVDによる啓発。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		789		440		茨城県		境町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0280-87-8000		2082-87-8002		1		kenkou@town.sakai.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		4		174		169		1		0		1		5		1		7		217		207		1		0		1		5		1		7		217		207		1		0		3		4		3		6		222		205		1		0		3		4		3		6		222		204		199		*		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽ検討として必要時に実施している。 ケントウ ヒツヨウジ ジッシ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				*				*		*				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の際にﾘｰﾌﾚｯﾄにて説明。 アカ ホウモン サイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		790		435		茨城県		美浦村		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高木雅恵 タカギ マサエ		029-885-1889		029-885-8295		1		kenkou@vill.miho.lg.jp		0		1				1		0		3		4		117		114		1		0		1		6		1		8		133		124		1		0		1		6		1		8		133		124		1		0		3		1		3		3		131		125		1		0		3		1		3		3		131		125		109		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		791		399		茨城県		日立市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		千葉 チバ		0294-21-3300		0294-27-2112		1		kenko@city.hitachi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1247		1169		1		0		1		6		1		11		1271		1233		1		0		1		6		1		11		1271		1233		1		0		3		3		3		11		1347		1270		1		0		3		3		3		11		1347		1270		1331		81		1		1		0		0				1		３病院での周産期会議で継続的に評価を行っている。各病院月1回程度実施。 ビョウイン シュウサンキ カイギ ケイゾクテキ ヒョウカ オコナ カクビョウイン ツキ カイ テイド ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健診後の健康教育、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導、フッ化物塗布、離乳食教室と合わせての歯みがきに意識づけ。 ケンシン ゴ ケンコウ キョウイク シドウ カ ブツ トフ リニュウショク キョウシツ ア ヅケ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		0歳の広場・赤ちゃん訪問・おもちゃﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・離乳食教室の乳児期を対象とした事業の場で見通しをその都度伝えている。 サイ ヒロバ アカ ホウモン リニュウショク キョウシツ ニュウジキ タイショウ ジギョウ バ ミトオ ツド ツタ		0		0				1		育てにくさにﾁｪｯｸのついた方に関しては保健師が状況を聞き取り必要時支援を行っている。 ソダ カタ カン ホケン シ ジョウキョウ キ ト ヒツヨウジ シエン オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ得お配布し説明。ﾏﾀﾆﾃｨ教室でも初めての父母のために教室等で説明している。 アカ ホウモン ジ エ ハイフ セツメイ キョウシツ ハジ フボ キョウシツトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検を推奨した方に結果を確認している。 セイ ケン スイショウ カタ ケッカ カクニン		1		健診終了後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ケンシン シュウリョウゴ オコナ		0		0				1		就学健診に向け積極的に評価している。 シュウガク ケンシン ム セッキョクテキ ヒョウカ		0		0		0				1		乳幼児健診の中の市への連絡という記入か所を活用し連携を取っている。 ニュウヨウジ ケンシン ナカ シ レンラク キニュウ ショ カツヨウ レンケイ ト		0		0		0		0				1		研修、打ち合わせ。 ケンシュウ ウ ア		0				0				0		0				1				1		1				1

		792		405		茨城県		下妻市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		小林静江 コバヤシ シズエ		0296-43-1990		0296-44-9744		1		hoken-s@city.shimotsuma.lg.jp		0		1				1		1		3		9		777		642		1		0		1		6		1		11		349		327		1		0		1		6		1		11		349		327		1		0		3		3		3		11		381		349		1		0		3		3		3		11		381		349		361		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		一人の判断でなく他のｽﾀｯﾌ（保健師・心理士・栄養士等）にもｱｾｽﾒﾝﾄしてもらう。 ヒトリ ハンダン タ ホケンシ シンリシ エイヨウシ ナド		0				0		1		保健指導の成果評価はできていないがう蝕のり患率や一人当たりの本数等から事業内容を見直し、次年度の活動につなげている。 ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ショク カン リツ ヒトリ ア ホンスウトウ ジギョウ ナイヨウ ミナオ ジネンド カツドウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達段階やその月齢、年齢での過程を説明する。 ハッタツ ダンカイ ゲツレイ ネンレイ カテイ セツメイ		0		0				1		ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実施。ｴｸﾋﾞ、親の自信度を前後でとり評価している。 ジッシ オヤ ジシン ド ゼンゴ ヒョウカ		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽでの指導、赤ちゃん訪問での指導。 シドウ アカ ホウモン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		当所で実施している相談事業に継続して来所している児については就学まで相談を受け田中ﾋﾞﾈｰ等で検査し、療育機関や園、就学時には教育委員会と連携し情報共有している。 トウ ショ ジッシ ソウダン ジギョウ ケイゾク ライ ショ ジ シュウガク ソウダン ウ タナカ トウ ケンサ リョウイク キカン エン シュウガク ジ キョウイク イインカイ レンケイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		0		1		しくみ・文書での取り決め・様式はないが医療機関からの連絡・報告などで連携はある。 ブンショ ト キ ヨウシキ イリョウ キカン レンラク ホウコク レンケイ		1		県、保健所、民間主催の研修等への積極的な参加。 ケン ホケンジョ ミンカン シュサイ ケンシュウ トウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0										1

		793		443		栃木県		栃木市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		亀山奏代香 カメヤマ ソウ ヨ カオ		0282-25-3512		0282-25-3513		1		kenkou03@city.tochigi.lg.jp		0		1		1		1		0		4		5		1059		1030		1		0		1		6		2		0		1115		1074		1		0		1		6		2		0		1115		1074		1		0		3		0		4		0		1209		1158		1		0		3		0		4		0		1209		1158		1120		130		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				1		広報・両親教室等。 コウホウ リョウシン キョウシツ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児発達相談。 サイジ ハッタツ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		794		1688		中核市 チュウカクシ		宇都宮市		子ども部子ども家庭課すこやか親子ｸﾞﾙｰﾌﾟ コ ブ コ カテイ カ オヤコ		吉井・小豆畑 ヨシイ アズキ ハタ		028-632-2388		*		1		u33001000@city.utsunomiya.tochigi.jp		0		1				0		1		4		5		4911		4727		1		0		1		6		1		11		4870		4729		1		0		1		6		1		11		4870		4729		1		0		3		0		3		11		4805		4570		1		0		3		0		3		11		4805		4570		5393		163		1		0		0		0				0				0		1		支援者の支援計画による。 シエンシャ シエン ケイカク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		他の事業（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・赤ちゃん訪問）で対応。 ホカ ジギョウ キョウシツ アカ ホウモン タイオウ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		事後指導依頼票、電話連絡等。 ジゴ シドウ イライ ヒョウ デンワ レンラク トウ		0		0		0		0				1		新規採用職員や移動した職員は一定期間見学や追加従事しながら学ぶ。 シンキ サイヨウ ショクイン イドウ ショクイン イッテイ キカン ケンガク ツイカ ジュウジ マナ		0				1		医師対象に「乳児健診受託医療機関研修会」を年1回実施。 イシ タイショウ ニュウジ ケンシン ジュタク イリョウ キカン ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ		0		1		非常勤、臨時従事者は採用後、健診に出向いて研修している。 ヒジョウキン リンジ ジュウジシャ サイヨウゴ ケンシン デム ケンシュウ

		795		446		栃木県		日光市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		鈴木恭子 スズキ キョウコ		0288-21-2756		0288-21-2968		1		kenkou@city.nikko.lg.jp		0		1				1		0		4		5		501		497		1		0		1		6		1		11		501		482		1		0		1		6		1		11		501		482		1		0		3		0		3		11		576		550		1		0		3		0		3		11		576		550		511		0		0		0		0		1		妊婦健診管理表に基づき母子手帳交付時に行っている。 ニンプ ケンシン カンリ ヒョウ モト ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ		0				0		1		支援者間や関係機関との連携を図りその都度評価している。 シエンシャ カン カンケイ キカン レンケイ ハカ ツド ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の内容については担当者間で検討し次年度につなげている。 ホケン シドウ ナイヨウ タントウシャ カン ケントウ ジネンド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診で今後の発達について説明している。 カク ケンシン コンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価し、その後の健診や個別支援につなげている。 ケンシン ゴ トウ ヒョウカ ゴ ケンシン コベツ シエン		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		相談機関とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽや検討会を実施している。 ソウダン キカン ケントウカイ ジッシ		0		0				1		関係機関と連携しながら評価し就学指導委員会につなげている。 カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		各々専門の研修を受ける機会を設けている。 オノオノ センモン ケンシュウ ウ キカイ モウ						1		1				1

		796		455		栃木県		上三川町		健康課 ケンコウ カ		江口　彩 エグチ アヤ		0285-56-9132		0285-56-6868		1		kenkou01@town.kaminokawa.tochigi.jp		0		1				1		0		3		4		245		239		1		0		1		6		1		7		266		258		1		0		1		6		1		7		266		258		1		0		3		0		3		1		285		280		1		0		3		0		3		1		285		280		260		12		1		0		0		0				0				0		1		定期連絡会（母子連絡会）にｹｰｽを挙げ、ｱｾｽﾒﾝﾄ・今後の支援検討、経過報告を行っている。 テイキ レンラクカイ ボシ レンラク カイ ア コンゴ シエン ケントウ ケイカ ホウコク オコナ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診ﾏﾆｭｱﾙは作成しているが虐待対応の詳細なﾏﾆｭｱﾙはない。 ケンシン サクセイ ギャクタイ タイオウ ショウサイ		0		0		0		0		0		0				1		2歳児歯科健診、フッ素塗布（年少～年長児）。 サイジ シカ ケンシン ソ トフ ネンショウ ネンチョウ ジ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣（食・歯） セイカツ シュウカン ショク ハ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		保健指導の評価は行っていないが、個別対応（相談・ｱｾｽﾒﾝﾄ）は行っている。 ホケン シドウ ヒョウカ イ コベツ タイオウ ソウダン イ		1		出生届出時、赤ちゃん訪問時にﾁﾗｼ配布。4か月児健診に問診項目を追加し指導。 シュッセイ トドケデ ジ アカ ホウモン ジ ハイフ ゲツ ジ ケンシン モンシン コウモク ツイカ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		797		475		群馬県		みどり市		保健福祉部健康管理課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カンリカ		蓮沼順子 ハスヌマ ジュンコ		0277-76-2510		0277-76-5228		1		hoken-k@city.midori.gunma.jp		0		1				1		0		4		*		382		375		1		0		1		6		1		10		404		385		1		0		1		6		1		10		404		385		1		0		3		1		3		5		440		409		1		0		3		1		3		5		440		409		424		2		1		0		0		0				0				0		1		対象者の状況により定期的に行っている。 タイショウシャ ジョウキョウ テイキテキ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診等の保健指導の中で親に指導する機会を確保している。例えばイヤイヤ期の対応や食事、事故防止。 カク ケンシントウ ホケン シドウ ナカ オヤ シドウ キカイ カクホ タト キ タイオウ ショクジ ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		798		485		群馬県		嬬恋村		住民福祉課保健係 ジュウミン フクシ カ ホケン カカリ		宮崎佳奈美 ミヤザキ カナミ		0279-96-1975		0279-96-1982		1		hokenshitsu@vill.tsumagoi.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		59		59		1		0		1		6		1		8		55		55		1		0		1		6		1		8		55		55		1		0		3		0		3		2		77		72		1		0		3		0		3		2		77		72		63		4		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10か月児健診時に心理士による講話を実施。 ゲツ ジ ケンシン ジ シンリシ コウワ ジッシ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診の相談票（ｱﾝｹｰﾄ）にて実施。 ゲツ ジ ケンシン ソウダン ヒョウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		村内幼稚園・小中学校を心理士と保健師で訪問する事業を実施する中で3歳児健診以降の状況を把握している。教育委員会に保健師が委員として出席している。 ソンナイ ヨウチエン ショウチュウガッコウ シンリシ ホケンシ ホウモン ジギョウ ジッシ ナカ サイジ ケンシン イコウ ジョウキョウ ハアク キョウイク イインカイ ホケンシ イイン シュッセキ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県やその他の関係機関の実施するけんしゅうを受講している。 ケン タ カンケイ キカン ジッシ ジュコウ

		799		535		埼玉県		ふじみ野市		健康医療部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ イリョウ ブ ホケン		三原加奈 ミハラ カナ		049-293-9045		049-264-8284		1		kenkoushien@city.fujimino.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		966		950		1		0		1		6		2		0		1058		1013		1		0		1		6		2		0		1058		1013		1		0		3		4		4		0		1030		976		1		0		3		4		4		0		1030		976		986		5		0		0		0		1		全てではないが交付時ｱﾝｹｰﾄを取りながら把握しﾊｲﾘｽｸ者は地区担当へつないだ後に実施。 スベ コウフ ジ ト ハアク シャ チク タントウ アト ジッシ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				*		*		*		*				*		*		*				*		*		*		*		*		*				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				*		*		*		*				*				*		*				*				*		*				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				1		こんにちは赤ちゃん訪問従事者研修と合わせて年2回実施。 アカ ホウモン ジュウジシャ ケンシュウ ア ネン カイ ジッシ		0				0		0

		800		502		埼玉県		秩父市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		桜井節子 サクライ セツコ		0494-22-0648		0494-22-5338		1		hoken-center@city.chichibu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		420		407		1		0		1		6		1		7		446		445		1		0		1		6		1		7		446		445		1		0		3		3		3		4		453		431		1		0		3		3		3		4		453		431		431		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布、口頭でも説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		市や保健師が主催する研修会を周知し参加している。 シ ホケンシ シュサイ ケンシュウカイ シュウチ サンカ		0				0		0

		801		1691		中核市 チュウカクシ		川越市		保健所健康づくり支援課 ホケンジョ ケンコ シエン カ		紺谷（こんたに） コンタチ タニ		049-229-4125		049-225-1291		*		*		*		*				1		0		4		5		2822		2656		1		0		1		6		1		11		3152		3039		1		0		1		6		1		11		3152		3039		1		0		3		3		3		11		3050		2849		1		0		3		3		3		11		3050		2849		2898		19		0		0		0		1		検討中 ケントウチュウ		0		検討中		0		1				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		0				1		う蝕有病率の変化から業務内容の見直しを実施。 ショク ユウビョウ リツ ヘンカ ギョウム ナイヨウ ミナオ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママスクール（両親学級）にて実施 リョウシン ガッキュウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0		疾病のスクリーニングを実施し医療機関への連絡票を発行。その受診の有無までは確認しているが陽性的中率の算出はしていない シッペイ ジッシ イリョウ キカン レンラクヒョウ ハッコウ ジュシン ウム カクニン ヨウセイ テキ チュウリツ サンシュツ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者と非常勤看護職員等に対し年１回研修を実施 ジョウキン ジュウジシャ シャ ヒジョウキン カンゴ ショクイン ナド タイ ネン カイ ケンシュウ ジッシ

		802		526		埼玉県		八潮市		健康増進課 ケンコウ カ		米澤静香 ヨネサワ シズカ		048-995-3381		048-995-3383		1		kenkozoshin@city.yashio.lg.jp		0		1				0		1		3		6		776		753		1		0		1		6		2		0		763		725		1		0		1		6		2		0		763		724		1		0		3		3		4		0		755		712		1		0		3		3		4		0		755		712		835		85		1		0		0		0				1		月１回ケースカンファを行いハイリスク妊婦に対する支援について話し合う ツキ カイ オコナ ニンプ タイ シエン ハナ ア		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会にハイリスクケースとして報告 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室や子育てひろばでの健康教室を通して子どもの発達の流れを説明、それにあった育児について指導を行う リニュウショク キョウシツ コソダ ケンコウ キョウシツ トオ コ ハッタツ ナガ セツメイ イクジ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊婦やその夫を対象にしているパパママ学級や新生児訪問にて注意を促している ニンプ オット タイショウ ガッキュウ シンセイジ ホウモン チュウイ ソク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事業実績をまとめる際に事業の見直しを併せて行っている ジギョウ ジッセキ サイ ジギョウ ミナオ アワ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		問診票の処遇に「保健センターにてフォロー」を設け連携している。その他にも気になる母や児がいた場合は委託医療機関より連絡をもらっている。 モンシンヒョウ ショグウ ホケン モウ レンケイ タ キ ハハ コ バアイ イタク イリョウ キカン レンラク		0		0		0		0				1		県主催等の研修機会を利用 ケン シュサイ ナド ケンシュウ キカイ リヨウ		0				0				0		0

		803		508		埼玉県		春日部市		健康課健康づくり担当 ケンコウカ ケンコ タントウ		佐藤恵美 サトウ メグミ		048-736-6778		048-738-0610		1		hokencenter@city.kasukabe.lg.jp		0		1				0		1		4		4		1653		1565		1		0		1		6		1		11		1624		1550		1		0		1		6		1		11		1624		1550		1		0		3		4		3		11		1811		1655		1		0		3		4		3		11		1811		1655		1697		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級で啓発 リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		新規異動職員を対象に問診や保健指導のポイントについて共有 シンキ イドウ ショクイン タイショウ モンシン ホケン シドウ キョウユウ		0				0				0		0

		804		513		埼玉県		上尾市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		河見眞里子 カワミ マ マリコ		048-774-1414		048-774-8188		1		s178000@city.ageo.lg.jp		0		1				1		0		4		6		1826		1764		1		0		1		6		2		0		1692		1622		1		0		1		6		2		0		1692		1622		1		0		3		3		4		0		1863		1729		1		0		3		3		4		0		1863		1729		1813		58		1		0		0		1		保健師が対応している保健センター交付については1。それ以外は可能な範囲でアンケート等を参考に実施。 ホケンシ タイオウ ホケンセン コウフ イガイ カノウ ハンイ ナド サンコウ ジッシ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		個別相談の際に行うこともある コベツ ソウダン サイ オコナ		0				1		0				1		妊婦教室でビデオ等を用いて実施 ニンプ キョウシツ ナド モチ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		各地区担当保健師が判断して実施。判断に迷う場合は地区担当グループで相談。 カック チク タントウ ホケンシ ハンダン ジッシ ハンダン マヨ バアイ チクタントウ ソウダン		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		次年度事業の説明会など年１回実施している ジネンド ジギョウ セツメイカイ ネン カイ ジッシ		0				0		0

		805		510		埼玉県		羽生市		健康づくり推進課保健係 ケンコ スイシン カ ホケン カカリ		髙橋彩奈 タカハシ アヤ ナ		048-561-1121		048-563-4581		1		hose@city.hanyu.lg.jp		0		1				1		0		3		9		349		342		1		0		1		6		1		11		383		365		1		0		1		6		1		11		383		365		1		0		3		0		3		11		379		367		1		0		3		0		3		11		379		367		375		20		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		臨時・常勤保健師等へ年１回の研修を行っている リンジ ジョウキン ホケン シ ナド ネン カイ ケンシュウ オコナ		0				0				0		0

		806		582		千葉県		四街道市		健康増進課 ケンコウ カ		鶴巻 ツルマキ		043-421-6100		043-421-2125		1		ykenko@city.yotsukaido.chiba.jp		0		1				1		0		3		*		734		690		1		0		1		6		2		0		788		737		1		0		1		6		2		0		788		737		1		0		3		6		4		0		823		756		1		0		3		6		4		0		823		756		765		458		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		担当保健師の支援や教室等に参加した時にはその後の支援について職員で検討している タントウ ホケン シ シエン キョウシツ ナド サンカ トキ ゴ シエン ショクイン ケントウ		1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会の開催、ケース検討会 ケンシュウ カイ カイサイ ケントウカイ		1		研修会の開催、ケース検討会		0				0		0

		807		574		千葉県		流山市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシ ブ ケンコウ カ		板林和子 イタバヤシ カズコ		04-7154-0331		04-7155-5949		1		hokensuishin@city.nagareyama.chiba.jp		0		1				0		1		3		4		1750		1619		1		0		1		6		1		11		1762		1690		1		0		1		6		1		11		1762		1691		1		0		3		3		3		11		1839		1785		1		0		3		3		3		11		1839		1786		1808		33		0		0		1		1		月末締めで１か月分をまとめて健康増進課で回収。回収後、保健師が全ての妊娠届出書を確認し要支援者の振り分けを行っている ゲツマツジ ゲツ ブン ケンコウ ゾウシン カ カイシュウ カイシュウゴ ホケンシ スベ ニンシン トドケショ カクニン ヨウシエン シャ フ ワ オコナ		0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		集計及び分析結果をスタッフへ報告 シュウケイ オヨ ブンセキ ケッカ ホウコク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		対象者全員に対し確保を取り決めている訳ではないが新生児訪問、育児相談等の機会を利用し必要な対象者に対しては実施している。 タイショウシャ ゼンイン タイ カクホ ト キ ワケ シンセイジ ホウモン イクジ ソウダン ナド キカイ リヨウ ヒツヨウ タイショウ シャ タイ ジッシ		0				1		0				1		新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業時にリーフレットの配布 シンセイジ ホウモン ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		3か月健診について結果が保健増進課に戻るため、その内容を基に保健相談を実施。医師が緊急を要すると判断した場合には市への電話等で連絡をもらう事になっている。 ゲツ ケンシン ケッカ ホケン ゾウシン カ モド ナイヨウ モト ホケンソウダン ジッシ イシ キンキュウ ヨウ ハンダン バアイ シ デンワ ナド レンラク コト		0		0		0		0				1		愛育会、家族計画協会等の外部機関の研修会に参加。年１回研修会を実施。 アイイクカイ カゾク ケイカク キョウカイ ナド ガイブ キカン ケンシュウ サンカ ネン カイ ケンシュウキ カイ ジッシ		1				0				0		0

		808		581		千葉県		浦安市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ケンコウフクシ ゾウシン カ		飯盛未来 イイモリ ミライ		047-381-9058		047-381-9083		1		kenzo@city.urayasu.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1332		1279		1		0		1		6		1		11		1324		1297		1		0		1		6		1		11		1324		1296		1		0		3		6		3		11		1422		1353		1		0		3		6		3		11		1422		1342		1447		394		1		0		0		1		出産予定日２か月前〜出産後の方に保健師と子育てケアマネージャーが中心となって子育てケアプランを立案している。 シュッサン ヨテイビ ゲツ マエ シュッサン ゴ カタ ホケンシ コソダ チュウシン コソダ リツアン		1		妊娠届出からハイリスク妊婦を抽出し、子育てケアマネージャー所管課と情報共有している。ケアプラン立案内容等、情報共有している。 ニンシン トドケデ ニンプ チュウシュツ ショカツ カン カ ジョウホウ キョウユウ リツアン ナイヨウナド ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		媒体を作成して保健指導に活用 バイタイ サクセイ ホケン シドウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0		集団の場で説明指導する機会はない シュウダン バ セツメイ シドウ キカイ		0				1		0				1		初産婦対象の両親学級にてシャフリングベビーを用いて啓発 ショサン フ タイショウ リョウシン ガッキュウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		809		563		千葉県		木更津市		市民部健康推進課 シミンブ ケンコウ カ		渡辺圭子 ワタナベ ケイコ		0438-23-1300		0438-25-1350		1		kensui@city.kisarazu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1033		977		1		0		1		6		1		11		1140		1103		1		0		1		6		1		11		1140		1103		1		0		3		5		3		11		1190		1105		1		0		3		5		3		11		1190		1105		1129		66		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		1.6健診〜3歳児健診の間のう蝕増加率が高かったので1.6健診時に家庭におけるFジェル使用を推進したところ3歳児健診におけるう蝕羅患者率の減少が見られた。これを受け歯科保健指導時にはフッ化物の応用の推進を図っている。 ケンシン サイジ ケンシン アイダ ショク ゾウカリツ タカ ジ カテイ シヨウ スイシン ラカン カンジャ ゲンショウ ミ ウ シカ ホケン シドウジ カ ブツ オウヨウ スイシン ハカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		フッ化物応用にも力を入れているが、「う蝕以外」だったので摂食を選択しました。 カ ブツ オウヨウ チカラ イ ショク イガイ セッショク センタク		0		0		1		0		0				1		乳児健診、7か月教室、1.6健診時、集団養育を行う ニュウジ ケンシン ゲツ キョウシツ ケンシン ジ シュウダン ヨウイク オコナ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		810		603		千葉県		睦沢町		健康福祉課国保健康班 ケンコウ カ コクホ ケンコウ ハン		村杉 ムラスギ		0475-44-2506		0475-44-2527		1		kenkou@town.mutsuzawa.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		報告なし ホウコク		報告なし		1		0		1		6		1		8		46		45		1		0		1		6		1		8		46		45		1		0		3		3		3		5		55		53		1		0		3		3		3		5		55		53		35		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳配布時にSBSを含むパンフレットを配布 ボシテチョウ ハイフ ジ フク ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		811		565		千葉県		野田市		保健センター ホケン		川島、栗原、平尾 カワシマ クリハラ ヒラオ		04-7125-1188		04-7125-1001		1		hokesen@mail.city.noda.chiba.jp		0		1				1		0		3		5		989		977		1		0		1		6		1		11		1092		1046		1		0		1		6		1		11		1092		1045		1		0		3		6		3		11		1280		1168		1		0		3		6		3		11		1280		1168		1027		164		*		*		*		*				1		母子手帳交付時、保健師による全数面接を実施。ハイリスク妊婦は各地区担当保健師によりフォロー実施。 ボシテチョウ コウフ ジ ホケンシ ゼンスウ メンセツ ジッシ ニンプ カクチ ク タントウ ホケンシ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		812		572		千葉県		勝浦市		介護健康課 カイゴ ケンコウ カ		田中美樹 タナカ ミキ		0470-73-6614		0470-73-4283		1		kaigo@city-katsuura.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		7		97		81		1		0		1		6		1		7		97		75		1		0		3		5		3		7		88		79		1		0		3		5		3		7		88		79		78		15		1		1		0		0				1		共通認識をするため情報交換を行い、継続的に支援。また年度末に事業評価を行い、次年度の事業評価に活かしている。 キョウツウ ニンシキ ジョウホウ コウカン オコナ ケイゾクテキ シエン ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ ヒョウカ イ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		0		0				1		う蝕保有率、個別歯科指導率、問診の内容を評価し次年度の事業計画に活用。 ショク ホユウリツ コベツ シカ シドウリツ モンシン ナイヨウ ヒョウカ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		全ての項目 スベ コウモク		0		1		0		0		0				0				1		0				1		乳幼児健康相談や1.6、3健診等の母子保健事業で問診票をもとに保健指導を行う。カンファで評価と今後の対応法について共有している。 ニュウヨウジ ケンコウソウダン ケンシン ナド ボシホケン ジギョウ モンシンヒョウ ホケンシ オコナ ヒョウカ コンゴ タイオウホウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、及び年度末の事業評価で評価している ケンシンジ アト オヨ ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修、研修会の機会を確保している ケンシュウ ケンシュウカイ キカイ カクホ		0				0				0		0

		813		672		東京都		小笠原村		村民課福祉係 ソンミン カ フクシ カカリ		丸山恵子 マルヤ ヤマ ケイコ		04998-2-3939		04998-2-3223		1		fukusi@vill.ogasawara.tokyo.jp		0		1				1		1		3		5		35		35		1		1		1		6		2		0		33		33		1		1		1		6		2		0		33		33		1		1		3		0		4		0		28		28		1		1		3		0		4		0		28		28		33		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		情報共有はしているが連携とまでは言えない ジョウホウ キョウユウ レンケイ イ		0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		情報共有は実施している。人口が少ない為、子どもの様子は分かる事が多い。 ジョウホウ キョウユウ ジッシ ジンコウ スク タメ コ ヨウス ワ コト オオ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		814		621		東京都		大田区		健康政策部健康づくり課 ケンコウセイサク ブ ケンコウ カ		田所 タドコロ		03-5744-1683		03-5744-1523		1		kenko@city.ota.tokyo.jp		0		1				1		0		4		6		5881		5713		1		0		1		6		2		0		5620		5335		1		0		1		6		2		0		5620		5331		1		0		3		0		4		0		5535		5237		1		0		3		0		4		0		5535		5230		7024		378		0		1		0		0				1		電話連絡をして連絡が取れ次第、評価。 デンワ レンラク レンラク ト シダイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診後カンファで共有後、地区担当フォローとしている。 ケンシンゴ キョウユウゴ チクタントウ		1		4か月健診時の集団指導で啓発 ゲツ ケンシンジ シュウダ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果表に市町村フォローの欄があり、ここに印のある場合は地区担当フォローとしている。 ケンシンケッカ ヒョウ シチョウソン ラン シルシ バアイ チクタントウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		815		658		東京都		あきる野市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		吉村多恵 ヨシムラ タエ		042-558-5091		042-558-3207		1		050601@akiruno-info.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		614		609		1		0		1		6		1		11		645		632		1		0		1		6		1		11		645		632		1		0		3		0		3		11		703		686		1		0		3		0		3		11		703		686		609		62		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		1		子ども家庭支援センターへ情報提供、支援要請。 コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ シエン ヨウセイ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4か月児健診の健康教育で６〜８か月頃までの運動発達の目安と運動発達を促す遊び等を紹介。 ケンシン ケンコウ キョウイク コロ ウンドウ ハッタツ メヤス ウンドウ ハッタツ ソク アソ ナド ショウカイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		問診項目の変更などがある場合、不定期で研修を常勤・非常勤交えて開催する。 モンシン コウモク ヘンコウ バアイ フテイキ ケンシュウ ジョウキン ヒジョウキン マジ カイサイ

		816		635		東京都		立川市		福祉保健部健康推進課母子保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ ボシホケン カカリ		山口 ヤマグチ		042-527-3272		042-521-0422		1		kenkousuishin@city.tachikawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1451		1412		1		0		1		6		1		11		1496		1431		1		0		1		6		1		11		1496		1429		1		0		3		0		3		11		1471		1382		1		0		3		0		3		11		1471		1381		1555		52		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		発達特性の理解と支援についてなど毎年内容は異なる。 ハッタツ トクセイ リカイ シエン マイトシ ナイヨウ コト		1		発達特性の理解と支援についてなど毎年内容は異なる。		0				0		0

		817		631		東京都		足立区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケン ヨボウ カ		菊島千枝子 キクシマ チエコ		03-3880-5862		03-3880-5602		1		h-yobou@city.adachi.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		5633		5489		0		1		1		6		1		7		5612		5053		1		0		1		6		1		11		5612		5156		1		0		3		0		3		11		5555		5291		1		0		3		0		3		11		5555		5277		6006		356		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科検診及び相談事業の受診率、結果等を分析し、次年度の事業計画に活用している。 シカ ケンシン オヨ ソウダン ジギョウ ジュシンリツ ケッカ ナド ブンセキ ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診の集団（小）保健指導において成長過程の指導をしている。一般参加可能な学習会として小児科専門医による講演を行っている。 カク ケンシン シュウダン ショウ ホケン シドウ セイチョウ カテイ シドウ イッパン サンカ カノウ ガクシュウカイ ショウニ カ センモンイ コウエン オコナ		0		0				1		アンケートで「子育てを負担に感じたりイライラする」という項目を3〜４か月、1.6歳児、3歳児健診で確認している。 コソダ フタン カン コウモク ゲツ サイジ ケンシン カクニン		0		0				1		3〜４か月児健診時「赤ちゃんが泣きやまない」を待ち時間に活用し上映している。 ジ ケンシン ジ アカ ナ マ ジカン カツヨウ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年１回、各健診について精密検査結果や経過観察結果、心理相談結果等を集計して評価している。1.6歳児歯科健診時の発達支援グループでのフォローについては毎月個別評価している。 ネン カイ カク ケンシン セイミツケンサ ケッカ ケイカ カンサツ ケッカ シンリ ソウダン ケッカ ナド シュウケイ ヒョウカ サイｓジ ジ シカ ケンシン ジ ハッタツ シエン マイツキ コベツ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		委託期間から健診結果等（簡易なもの）が受診の数ヶ月に送付されてくるので担当保健師が内容を確認し、必要時フォローしている。 イタク キカン ケンシン ケッカ ナド カンイ ジュシン スウカゲツ ソウフ タントウ ホケンシ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ		0				0				0				1		0

		818		639		東京都		府中市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケンブ ケンコ カ		横山篤子 ヨコヤマ アツコ		042-368-5333		042-334-5549		1		iryoc03@city.fuchu.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		2249		2201		1		0		1		6		1		11		2302		2245		1		0		1		6		1		11		2302		2250		1		0		3		0		3		11		2308		2223		1		0		3		0		3		11		2308		2201		2427		418		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会における児童虐待相談進行管理分科会で評価や対応について検討している。 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ジドウ ギャクタイ ソウダン シンコウカンリ ブンカ カイ ヒョウカ タイオウ ケントウ		1		事業の実施回数や事業内容の見直しに活用 ジギョウ ジッシ カイスウ ジギョウ ナイヨウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		健診における集団指導や両親学級の場で啓発。 ケンシン シュウダン シドウ リョウシンガッキュウ バ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に実施するカンファ ケンシンゴ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年１回「母子保健従事者研修会」としてテーマに沿った外部講師を招いて開催。 ネン カイ ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ソ ガイブ コウシ マネ カイサイ		0				0		0

		819		657		東京都		羽村市		福祉健康部健康課健康推進係 フクシ ケンコウブ ケンコウカ ケンコウ カカリ		古張めぐみ フルハ		042-555-1111（内626） ナイ		042-554-4767		1		s305000@city.hamura.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		457		408		1		0		1		6		1		11		465		444		1		0		1		6		1		11		465		444		1		0		3		0		3		11		498		477		1		0		3		0		3		11		498		477		383		115		1		1		0		0				1		妊娠届出書が提出された時、要フォローの振り分けをしている。（父の氏名記入欄が無記入の方、望まない妊娠をした方、妊娠届出が遅い（妊娠22週以降の届出）若年（出産時の年齢が18歳以下）など ニンシン トドケデ ショ テイシュツ トキ ヨウ フ ワ チチ ウジ シメイキニュウラン ムキニュウ カタ ノゾマナイウ ニンシン カタ オソ シュウ イコウ トド デ ジャクネン シュッサン ジ ネンレイ サイ イカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各種健診や相談などの場を通して発達過程を説明 カクシュ ケンシン ソウダン バ トオ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		1		精密健診結果（医師の判定、検尿、視力聴力検査等）について全数把握している セイミツ ケンシン ケッカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ ナド ゼンスウ ハアク		0				1		0				1		保育園や幼稚園と必要時、連携を取りこども相談や発達健診などにつなげている ホイクエン ヨウチエン ヒツヨウジ レンケイ ト ソウダン ハッタツ ケンシン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		国や都などの外部研修への参加 クニ ト ガイブ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		820		615		東京都		文京区		保健衛生部健康推進課 ホケンエイセイ ブ ケンコウ カ		上山 ウエヤマ		03-5803-1229		03-5803-1355		1		b384000@city.bunkyo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1921		1867		1		1		1		6		1		11		1826		1629		1		0		1		6		1		11		1826		1729		1		0		3		0		3		11		1717		1664		1		0		3		0		3		11		1717		1654		2348		32		1		1		0		0				0				0		1		サービス導入後や乳児家庭全戸訪問事業、健診等の機会をとらえて評価を行っている ドウニュウ ゴ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウ ケンシン ナド キカイ ヒョウカ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待対応部署や婦人相談員など関係部署につなぐ等、次の支援への橋渡し ギャクタイ タイオウ ブショ フジンソウダンイン カンケイ ブショ トウ ツギ シエン ハシワタ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツシュウカン		0		0		0		1		0				1		4か月児健診受診者を対象に発達過程と自己予防に関する健康教育を行っている。 ゲツ コ ケンシン ジュシンシャ タイショウ ハッタツ カテイ ジコ ヨボウ カン ケンコウ キョウイク オコナ		0		0				1		個別相談やグループの活動により親子がどう変化したか事業カンファで共有している。 コベツ ソウダン カツドウ オヤコ ヘンカ ジギョウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		821		653		東京都		東久留米市		福祉保健部健康課保健サービス係 フクシ ホケンブ ケンコウカ ホケン カカリ		原田菜穂子 ハラダ ナホコ		042-477-0022		042-477-0033		1		kenko@city.higashikurume.lg.jp		0		1				1		0		3		5		918		893		1		0		1		6		1		11		940		903		1		0		1		6		1		11		940		903		1		0		3		0		3		11		894		858		*		*		3		0		3		11		894		858		863		178		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事業後アンケート、受診・参加の有無、健診結果 ジギョウゴ ジュシン サンカ ウム ケンシン ケッカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママクラス、新生児訪問時に行っている シンセイジ ホウモン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診で把握したハイリスク者に対しての支援の方向性の検討や支援中の検討・評価を定期的に行っている ケンシン ハアク シャ タイ シエン ホウコウセイ ケントウ シエンチュウ ケントウ ヒョウカ テイキテキ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		年２回程度健診従事者（常勤・斐常勤）対象の研修会を実施 ネン カイ テイド ケンシン ジュウジシャ ジョウキン ヒジョウキン タイショウ ケンシュウカイ ジッシ

		822		624		東京都		中野区		中部すこやか福祉センター チュウブ フクシ		髙橋かほる タカハシ		03-3367-7788		03-3367-7789		1		chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		2530		2410		1		0		1		6		1		11		2269		2231		1		0		1		6		1		11		2100		1776		1		0		3		0		3		11		2007		1857		1		0		3		0		3		11		1940		1825		3223		624		0		0		0		1		現在は特定妊婦、ハイリスク妊婦のみであるが、H21.10月から全妊婦面談の体制をとる予定 ゲンザイ トクテイ ニンプ ニンプ ツキ ゼンニンプ メンダン タイセイ ヨテイ		1		所内支援検討会（月２回）にて対応について検討・評価。福祉システムに入力して経過の管理。 ショナイ シエン ケントウカイ ツキ カイ タイオウ ケントウ ヒョウカ フクシ ニュウリョク ケイカ カンリ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診票を用いて甘味食品、甘味飲料の摂取・頻度の聞き取り モンシンｈｙｑ モチ カンミ ショクヒン カンミインリョウ セッシュ ヒンド キ ト		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の集団指導の内容に含む。各種講習会（離乳食、自己予防など）の開催。児童館、子育て広場等にパンフレット配置。 ケンシン シュウダン シドウ ナイヨウ フク カクシュ コウシュウカイ リニュウショク ジコ ヨボウ カイサイ ジドウカン コソダ ヒロバ ナド ハイチ		0		0				1		新生児訪問時と乳児健診時でEPDS得点差。健診の事後フォロー（個別相談、グループ指導）を経て、次回健診結果。 シンセイジ ホウモン ジ ニュウジ ケンシン ジ トクテンサ ケンシン ジゴ コベツ ソウダン シドウ ヘ ジカイ ケンシンケッカ		0		0				1		母親学級、子育て講座の内容に含む。健診時や子育て広場で声かけ、パンフレット配置。 ハハオヤ ガッキュウ コソダ コウザ ナイヨウ フク ケンシンジ コエ		0		0				1		医師、歯科医師の判定：有所見率を健診毎に算出。 イシ シカイシ ハンテイ ユウショケン リツ ケンシン ゴト サンシュツ		0				1		医師、歯科医師の判定：区内他センターとの比較 クナイ ホカ ヒカク		0				0		0				1		健診担当、係長が事後に内容チェックを実施。支援検討会で検討・評価。 ケンシン タントウ カカリチョウ ジゴ ナイヨウ ジッシ シエンケントウカイ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		保育所、幼稚園、学校、療育機関と情報交換。支援検討会にて支援内容、継続について評価。 ホイクショ ヨウチエン ガッコウ リョウイク キカン ジョウホウコウカン シエン ケントウカイ シエン ナイヨウ ケイゾク ヒョウカ		0		0		0				1		結果票の送付を受け記載内容から地区担当フォローへ。 ケッカキョウ ヒョウ ソウフ ウ キサイ ナイヨウ チクタントウ		0		0		0		0				1		都、特別区の母子保健研修活用。民間で開催の研修に参加。 ト トクベツク ボシホケン ケンシュウ カツヨウ ミンカン カイサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		823		620		東京都		目黒区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケンヨボウ カ		山田智子 ヤマダ トモコ		03-5722-9504		03-5722-9508		1		meg-hc01@city.meguro.tokyo.jp		0		1		1		1		0		4		5		2558		2356		0		1		1		6		1		11		2309		2016		1		0		1		6		1		11		2170		1688		1		0		3		0		3		11		2062		1768		1		0		3		0		3		11		2048		1759		3094		未集計 ミシュウケイ		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1.6歳歯科健診や歯科相談においてすべてを個別指導とし個々の家庭の状況や子どもの発達に応じた口腔衛生指導を実施。 サイ シカケンシン シカ ソウダン コベツ シドウ ココ カテイ ジョウキョウ コ ハッタツ オウ コウクウウ エイセイ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5か月、10・11か月育児学級において以降の発達過程を説明。 ゲツ イクジ ガッキュウ イコウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		３歳児健診において保健指導をした場合カンファで共有したり、心理相談の内容を確認している。 サンサイジ ケンシン ホケンシドウ バアイ キョウユウ シンリソウダン ナイヨウ カクニン		0		0				1		新生児訪問 シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健康相談　月2回 ケンコウ ソウダン ツキ カイ		0		0				1		健康相談の事業評価、発達支援センター、療育機関と年度末に経過の情報交換と評価を実施。 ケンコウ ジギョウ ヒョウカ ハッタツ シエン リョウイク キカン ネンドマツ ケイカ ジョウホウ コウカン ヒョウカ ジッシ		0		0		0				1		受診票連絡欄 ジュシンヒョウ レンラクラン		0		0		0		0				1				0				0				0		0

		824		655		東京都		多摩市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		水野安世 ミズノ ヤス ヨ		042-376-9111		042-371-1235		1		tm212000@city.tama.tokyo.jp		1		1				1		0		3		4		1066		1051		1		0		1		6		1		11		1103		1041		1		0		1		6		1		11		1103		1039		1		0		3		0		3		11		1217		1155		1		0		3		0		3		11		1217		1153		1103		117		0		1		0		0				1		①特定妊婦については年3回要保護児童対策地域協議会の実務者会議で協議進行●●、②　①以外のハイリスク妊婦については課内（月１回）の進行●●会議を実施。 トクテイ ニンプ ネン カイ ジツムシャ カイギ キョウギ シンコウ イガイ ニンプ カナイ ツキ カイ シンコウ カイギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				0		1		次年度等の事業計画に活用できているとは言いがたいが保健指導（1.６歳児健診、3歳児健診、幼児歯科）に活かしている。 ジネンド ナド ジギョウ ケイカク カツヨウ イ ホケンシドウ サイ ジ サイジ ケンシン ヨウジ シカ イ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4か月児健診のミニ講座で発達過程について説明（ミニ講座は第一子対象） ゲツ ケンシン コウザ ハッタツ カテイ セツメイ コウザ ダイイッシ タイショウ		0		0				0				0		1		ハイリスクなケースに関しては必要に応じ処遇検討、事例検討実施。 カン ヒツヨウ オウ ショグウ ケントウ ジレイ ケントウ ジッシ		1		①パパママ学級（妊娠期の両親学級）でDVD　②新生児訪問で全員へリーフレットを配布し説明している。 ガッキュウ ニンシンキ キ リョウシンガッキュウ シンセイジ ホウモン ゼンイン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		視力検査（３歳児）については実施。聴力検査（３歳児）は今年度実施予定。 シリョクケンサ （サンサイジ ジッシ チョウリョク ケンサ （サンサイジ コンネンド ジッシ ヨテイ		0				0		1		定期的ではないが必要に応じ、事例検討会やケースカンファを行っている。（フォロー対象者全員ではない） テイキテキ ヒツヨウ オウ ジレイ ケントウカイ オコナ タイショウ シャ ゼンイン		0				0		1		0		※16-3について　ただし、課題を●●た対象者について他機関連携や紹介、情報提供等を行い、関係機関とのネットワークを●し、就学●へのとぎれのない支援を目指している。 カダイ タイショウシャ タ キカン レンケイ ショウカイ ジョウホウ テイキョウ ナド オコナ カンケイ キカン シュウガク シエン メザ		0				1		0		0		0				1		①１回／２月SVを入れた事例検討会。②母子保健研究会という名称で講演会方式や参加型の研修を年に３回程度実施。③都などで実施している研修への参加 カイ ツキ イ ジレイ ケントウカイ ボシ ホケン ケンシュウカイ メイショウ コウエンカイ ホウシキ サンカガタ ケンシュウ ネン カイ テイド ジッシ ト ジッシ ケンシュウ サンカ		1		母子保健研究会という名称で講演会方式や参加型の研修を年に３回程度実施。 ケンキュウ		0				0		0

		825		629		東京都		板橋区		健康生きがい部健康推進課 ケンコウ イ ブ ケンコウ カ		西尾弘美 ニシオ ヒロミ		03-3579-2313		03-3962-7834		1		ki-suishin@city.itabashi.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		4594		4391		0		1		1		6		1		11		4617		4266		1		0		1		6		1		11		4617		4270		1		0		3		1		3		11		4285		4041		1		0		3		1		3		11		4285		4035		5149		433		0		1		0		1		12カ所の母子手帳交付場所のうち、５カ所に保健師が控えているのでそこで面接を行いアセスメントを交付時に行っている。 ショ ボシテチョウ コウフ バショ ショ ホケンシ ヒカ メンセツウ オコナ コウフキ ジ オコナ		1		母子手帳交付後２〜6か月くらいの間で管轄するセンター毎にリスク項目に応じた支援の要否、支援方法について評価している ゴ ゲツ アイダ カンカツ ゴト コウモク オウ シエン ヨウヒ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣について セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		4か月健診で1歳頃までの発達過程の説明と事故防止を集団指導している ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ ジコ ボウシ シュウダン シドウ		0		0				0				0		1		発達課題の到達状況の確認とそれに伴う育児上の困難さ、不安について聴取し、個別に評価を行っているが全体の評価とはなっていない。 ハッタツ カダイ トウタツ ジョウキョウ カクニン トモナ イクジジョウ コンナン フアン チョウシュ コベツ ヒョウカ オコナ ゼンタイ ヒョウカ		1		母子手帳への掲載、母親学級での講義 ボシテチョウ ケイサイ ハハオヤ ガッキュウ コウギ		0		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定 イシ シカイシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票結果項目チェックによる伝達の他、個別に医療機関より連絡が入る。 ケンシン ヒョウ ケッカ コウモク デンタツ ホカ コベツ イリョウ キカン レンラク ハイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		定例的、予算上の確保はしていない。見逃し例、特異な事例を共有し、常勤、非常勤を含め随時情報共有を行っている。 テイレイ テキ ヨサン ウエ カクホ ミノガ レイ トクイ ジレイ キョウユウ ジョウキン ヒ ヒジョウキン フク ズイジ ジョウホウ キョウユウ オコナ

		826		683		神奈川県		伊勢原市		子育て支援課 コソダ シエン カ		三瓶千歳 サンペイ チトセ		0463-94-4711		0463-95-7612		1		kosodate@isehara-city.jp		0		1				1		0		4		6		818		806		1		0		1		6		1		11		827		810		1		0		1		6		1		11		827		810		1		0		3		1		3		11		801		766		1		0		3		1		3		11		801		766		856		387		1		0		0		0		医療機関連絡会にて情報共有 イリョウ キカン レンラク カイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		1		医療機関連絡会にあがったケースは随時フォロー対象にしている ズイジ タイショウ		1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診後のカンファで対応を検討 ケンシンゴ タイオウ ケントウ		0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		不安の強い方やニーズがある方には伝えている フアン ツヨ カタ カタ ツタ		0				1		0				1		母親学級にて啓発 ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要なケースのみしています ヒツヨウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		毎回ではないが必要時確保 マイカイ ヒツヨウジ カクホ

		827		685		神奈川県		座間市		健康部健康づくり課 ケンコウブ ケンコウ カ		率川（いさかわ） リツ カワ		046-252-7225		046-255-3550		1		healthy@city.zama.kanagawa.jp		1		1				1		0		4		5		962		934		0		1		1		6		1		8		1069		998		1		0		1		7		1		11		1069		958		1		0		3		6		3		11		1096		1054		1		0		3		6		3		11		1096		1054		1061		99		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		親子（心理）相談、健診事後フォロー教室 オヤコ シンリ ソウダン ケンシン ジゴ キョウシツ		0		0				1		ハローベビークラス（妊婦とその夫対象の教室）にて講義を実施、 ニンプ オット タイショウ キョウシツ コウギ ジッシ		0		0				1		医師の要精検の判定、検尿、視力聴力検査 イシ ヨウ セイミツ ケンサ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		828		674		神奈川県		鎌倉市		市民健康課 シミン ケンコウカ		長谷川弘美 ハセガワ ヒロミ		0467-61-3944		0467-23-7505		1		shikenko-phn@city.kamakura.kanagawa.jp		0		1				0		1		4		5		1147		1116		1		0		1		8		1		11		1313		1252		1		0		1		8		1		11		1313		1252		1		0		3		6		3		11		1316		1224		1		0		3		6		3		11		1316		1217		1248		241		1		1		0		0				0				0		1		特に支援を必要とする妊婦については助産師と保健師で支援方法について検討する機会をもっている トク シエン ヒツヨウ ニンプ タス ウ シ ホケンシ シエン ホウホウ ケントウ キカイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		係内で協議の上、こども相談課は必要時情報提供をしている カカリナイ キョウギ ウエ ソウダンイン カ ヒツヨウジ ジョウホウテイキョウ		0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士と年１回打ち合わせをし。次年度の事業に活かしている シカ エイセイシ ネン カイ ウ ア ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の訪問でことばの発達についてのリーフレットを渡し、説明。6ヶ月児育児教室で食事・運動面等今後の発達について説明。 ニュウジ キ ホウモン ハッタツ ワタ セツメイ カゲツ コ イクジ キョウシツ ショクジ ウンドウメン ナドコンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親教室の抱っこ実習の中で説明 ハハオヤ キョウシツ ダ ジッシュウ ナカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが健診のフォローが妥当か適宜協議している。 テイキテキ ケンシン ダトウ テキギ キョウギ		0				0		0		1		地域としての評価までは出来ていないが療育機関、保育所、幼稚園と連携し、５歳児相談を実施している。 チイキ ヒョウカ デキ リョウイク キカン ホイクショ ヨウチエン レンケイ サイジ ソウダン ジッシ		1		受診票に市町村への連絡事項を記入する欄がある。 ジュシンヒョウ シチョウソン レンラク ジコウ キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤従事者とも必要な研修の機会は確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ ヒツヨウ ケンシュウ キカイ カクホ

		829		677		神奈川県		茅ヶ崎市		子ども育成部子ども育成相談課 コ イクセイブ コ ソウダン カ		こども健康担当 ケンコウ タントウ		0467-82-1111		0467-82-1164		1		kodomo@city.chigasaki.kanagawa.jp		0		1				0		1		4		4		1894		1887		1		0		1		6		1		11		2113		2058		1		0		1		6		1		11		2113		2057		1		0		3		6		3		11		2234		2042		1		0		3		6		3		11		2234		2039		1981		72		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつや飲み物 ノ モノ		0		0		0		1		0				1		今出来ていないことがあった場合、どのような関わりが必要か次に確認・相談してほしい時期・事業を伝えている。 イマ デキ バアイ カカ ヒツヨウ ツギ カクニン ソウダン ジキ ジギョウ ツタ		0		0				1		健診後にスタッフが集まりカンファを実施し評価。 ケンシンゴ アツ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		乳児全戸訪問事業、父親教室、母親教室 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジギョウ チチオヤ キョウシツ ハハオヤ キョウシツ		0		0				0				0				1		視力検査など シリョク ケンサ		0				0		0				0				0		1		１歳6ヶ月児健診後は評価する機会があるが3歳6ヶ月児健診では設けていない。 サイ カゲツ コ ケンシン ゴ ヒョウカ キカイ モウ		0				0		1		0				1		市保健師、栄養士への保健指導依頼項目の記入により報告を受けている。 シ ホケンシ エイヨウシ ホケン シドウ イライ コウモク キニュウ ホウコク ウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		830		1729		政令市 セイレイシ		新潟市		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ カ		中嶋由紀子 ナカジマ ユキコ		025-212-8157		025-246-5671		1		kenkozoshin@city.niigata.lg.jp		0		1				0		1		3		*		6558		6026		1		0		1		6		1		11		6266		6142		1		0		1		6		1		11		6266		6134		1		0		3		6		3		11		6580		6399		1		0		3		6		3		11		6580		6393		6422		522		1		1		0		0				0				0		1		各区役所で行っているところもあるが、全市統一で行っていない。 カク クヤクショ オコナ ゼンシ トウイツ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		健診で把握した時に限ったマニュアルは無いが、市で作成した子ども虐待マニュアルに沿って対応している。 ケンシン ハアク トキ カギ ナ シ サクセイ コ ギャクタイ ソ タイオウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		2〜4か月児を対象にした股関節健診（集団）でパンフレットを用いて等、これからの発達過程について指導している。 ゲツ コ タイショウ コカンセツ ケンシン シュウダン モチ ナド ハッタツ カテイ シドウ		0				1		0				1		出生届時、予防接種予診票等と一緒にチラシを渡し、啓発している。市報に掲載して啓発している。 シュッセイジ トド ジ ヨボウセッシュ ヨシン ヒョウ ナド イッショ ワタ ケイハツ シホウ ケイサイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		事例検討会を開催している ジレイ ケントウカイ カイサイ		1		事例検討会を開催している		0				0		1		新人保健師及び希望する保健師等を対象として小児科医による研修を実施している。 シンジン ホケンシ オヨ キボウ ホケンシ ナド タイショウ ショウニカイ ケンシュウ ジッシ

		831		714		新潟県		五泉市		こども課子育て支援課 カ コソダ シエン カ		小林基子 コバヤシ モトコ		0250-43-3911		0250-43-0417		1		kodomo@city.gosen.lg.jp		0		1				1		0		4		4		303		303		1		0		1		6		1		6		357		352		1		0		*		*		*		*		357		352		1		0		3		3		3		3		349		349		1		0		3		3		3		3		349		349		319		50		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月健診の集団指導時に発達過程について説明 カゲツ ケンシン シュウダン シドウ ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届時にパンフレットを配布。健診・セミナー等の日程表に啓発文を掲載。２か月児を対象とした子育てセミナーでのDVD視聴。 シュッセイ トド ジ ハイフ ケンシン ナド ニッテイヒョウ ケイハツブン ブン ケイサイ ゲツ コ タイショウ コソダ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		832		713		新潟県		妙高市		健康保険課子育て世代包括支援センター　総合健康都市推進室健康づくり係 ケンコウ ホケン カ コソダ セダイ ホウカツ シエン ソウゴウ ケンコウ トシ スイシン シツ ケンコウ カカリ		丸山早苗 マルヤマ サナエ		0255-74-0065		0255-72-7659		1		kenkohoken@city.myoko.niigata.jp		0		1				1		0		3		6		219		214		1		0		1		6		1		11		249		244		1		0		1		6		1		11		249		242		1		0		3		0		3		5		195		193		1		0		3		0		3		5		195		195		241		5		1		0		0		0				1		月ごとに支援プラン策定者の支援時期や手段等を確認し、台帳に計画と実施状況を記入する。 ツキ シエン サクテイシャ シエンジキ シュダン ナド カクニン ダイチョウ ケイカク ジッシ ジョウキョウ キニュウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		１歳6ヶ月、3歳児歯科検診のう蝕率等を県や保健所管内平均と比較し、10ヶ月児のはみがき指導や１歳〜3歳6ヶ月児までの歯科検診等につなげている。 サイ カゲツ サイ コ シカ ケンシン ショクリツ ナド ケン ホケン ショ カンナイ ヘイキン ヒカク カゲツ コ シドウ サイ カゲツ コ シカ ケンシン ナド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		デンバー式発達検査を参考とした市独自のファイルを作成し健診時に保健師・栄養士が集団指導している。 シキ ハッタツ ケンサ サンコウ シ ドクジ サクセイ ケンシンジ ホケンシ エイヨウシ シュウダン シドウ		0		0				1		健診後のカンファや訪問指導後の上司への報告等を行い、そのつど評価を行っている。 ケンシンゴ ホウモンシドウ ゴ ジョウシ ホウコクカイ ナド オコナ ヒョウカ オコナ		0		0				1		出生届時にチラシを配布し説明を行っている。 ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファでフォローが必要となった者には、次の対応月や支援方法等を管理しておき、月ごとに確認とフォローの更新を行っている。 ケンシンゴ ヒツヨウ モノ ツギ タイオウツ ツキ シエン ホウホウ ナド カンリ ツキ カクニン コウシン オコナ		1		定期的に保育園等を巡回する家庭児童相談員と情報共有を行い、療育相談や療育機関へのつなぎを行っている。 テイキテキ ホイクエン ナド ジュンカイ カテイ ジドウ ソウダンイン イン ジョウホウ キョウユウ オコナ リョウイク ソウダン リョウイク キカン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		従事者の心得や出務内容の確認等 ジュウジシャ ココロエ デ ツト ナイヨウ カクニン ナド		0				0		0

		833		718		新潟県		魚沼市		健康課健康増進室 ケンコウカ ケンコ シツ		五十嵐 イガラシ		025-792-9763		025-792-7600		1		uc903901@city.uonuma.niigata.jp		0		1				1		0		4		99		216		211		1		0		1		6		99		99		248		236		1		0		1		6		99		99		248		236		1		0		3		0		99		99		232		231		1		0		3		0		99		99		232		231		221		8		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳児対象の健康教室で1歳6ヶ月児の発達（応答の指差し）について説明し、指差し遊びを促している。 サイ コ タイショウ ケンコウ キョウシツ カゲツ ハッタツ オウトウ ユビサ セツメイ ユビサ アソ ウナガ		0		0				0				1		0				1		パパママ準備教室参加者に対して講話を盛り込んでいる。出生届で渡す資料に同封している。 ジュンビ キョウシツ サンカシャ タイ コウワ モ コ シュッセイ トド ワタ シリョウ ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県などが主催する研修へ参加。 ケンナド シュサイ ケンシュウ サンカ		1		主に歯科衛生士に対して、研修会の案内が来た時には参加を勧奨している オモ シカ エイセイ シ タイ ケンシュウカイ アンナイ キ トキ サンカ スス ショウレイ		0				0		0

		834		735		富山県		黒部市		健康増進課母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ ボシホケン カカリ		杉本 スギモト		0765-65-0020　H27.10.13以降　→0765-54-2111 イコウ		0765-65-0039　H27.10.13以降　→0765-54-2519		1		hoken@city.kurobe.lg.jp		0		2		1		1		0		3		5		310		309		1		0		1		6		1		11		305		302		1		0		1		6		1		11		305		302		1		0		3		5		3		11		353		351		1		0		3		5		3		11		353		350		330		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		フッ化物塗布実施の有無とう蝕の状況について等を評価し活用している。 カ ブツ トフ ジッシ ウム ショク ジョウキョウ ナド ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		全例ではないが事後フォロー教室の際などに保健師と保護者が個別に話す機会を設けるようにしている。 ゼンレイ ジゴ キョウシツ サイ ホケンシ ホゴシャ コベツ ハナ キカイ モウ		0		0				1		要フォロー児への関わり、指導の中で適宜保護者の思い等も確認している。 ヨウ コ カカ シドウ ナカ テキギ ホゴシャ オモ ナド カクニン		0		0				1		新生児訪問や健診等で適宜、説明・指導をしている。 シンセイジ ホウモン ケンシン ナド テキギ セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要フォロー児へのフォロー状況の確認、難しいケースについては係等で話し合う機会を持つようにしている。 ヨウ コ ジョウキョウ カクニン ムズカ カカリナド ハナ ア キカイ モ		0		0				1		保育所、幼稚園と連携し、状況の確認等を実施 ホイクショ ヨウチエン レンケイ ジョウキョウ カクニン ナド ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県の研修等に積極的に参加するようにしている ケン ケンシュウ ナド セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		835		742		富山県		立山町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		高安優理 タカヤス ヤサ ユウリ		076-463-0618		076-462-9011		1		hoken@town.tateyama.lg.jp		0		2				1		0		3		4		148		146		1		0		1		6		1		6		172		171		1		0		1		5		1		6		172		171		1		0		3		3		3		4		200		200		1		0		3		3		3		4		200		200		156		2		1		0		0		0				1		母子健康手帳交付時にとったアンケートからアセスメントし、保健師で情報共有し介入している。フォローアップについての判断が妥当であるか検討し、必要時修正し関わっている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ カイニュウ ハンダン ダトウ ケントウ ヒツヨウジ シュウセイ カカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		フッ素塗布の中断者をいかに減少させるかを課題とし、個別案内を送付する等活用している。 ソ トフ チュウダン シャ ゲンショウ カダイ コベツ アンナイ ソウフ ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを用いながら集団指導を実施 モチ シュウダン ジッシ		0		0				1		健診事後カンファを通して今後の支援のあり方について妥当か検討する。また経過を追って評価し支援している。 ケンシン ジゴ トオ コンゴ シエン カタ ダトウ ケントウ ケイカ オ ヒョウカ シエン		0		0				1		2か月児訪問の際にリーフレットを用い説明 ゲツ コ ホウモン サイ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		県全体あるいは他市町村の統計と比較を行い、大きな差違等が見られている項目等の確認を行っている。 ケンゼンタイ タシ シチョウソン トウケイ ヒカク オコナ オオ サイ チガ ナド ミ コウモク ナド カクニン オコナ		0				0		1		健診後、カンファを行いフォローアップの間隔や支援の必要性の方針が妥当か検討 ケンシンゴ オコナ カンカク シエン ヒツヨウセイ ホウシン ダトウ ケントウ		0				0		0		1		気になる児への支援のため、保育所、幼稚園と保健センターが相互に連携を図る事が必要である事を認識し、支援ツールを活用し保護者、保育所等、保健センターで情報共有し適切な支援を行っている。また、就学にあたっても教育委員会等への情報共有等をしている。 キ コ シエン ホイクショ ヨウチエン ホケン ソウゴ レンケイ ハカ コト ヒツヨウ コト ニンシキ シエン カツヨウ ホゴシャ ホイクショイ ナド ホケン ジョウホウ キョウユウ テキセツ シエン オコナ シュウガク キョウイク イインカイ ナド ジョウホウ キョウユウ ナド		0				0		0		1		0				1		県等で実施される研修会を活用 ケン ナド ジッシ ケンシュウカイ カツヨウ		0				0				0		0

		836		1696		中核市 チュウカクシ		金沢市 カナザワシ		保険局健康政策課 ホケンキョク ケンコウセイサク カ		池守 イケモリ		076-220-2233		076-220-2231		1		kenkou@city.kanazawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3883		3830		1		0		1		6		1		11		3964		3891		1		0		1		6		1		11		3964		3887		1		0		3		0		3		11		4083		3965		1		0		3		0		3		11		4083		3958		4112		76		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団での教室や個別指導の場面で必要に応じ説明 シュウダン キョウシツ コベツ シドウ バメン ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パネル掲示による啓発を行っている。健やか親子21の追加問診実施。 ケイジ ケイハツ オコナ スコ オヤコ ツイカ モンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的に事例のモニタリングを行い、支援の評価や方向性について検討。 テイキテキ ジレイ オコナ シエン ヒョウカ ホウコウセイ ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関のケース会議に参加し、連携しながら支援を行っている。 リョウイク キカン カイギ サンカ レンケイ シエン オコナ		1		健診受診票に福祉健康センターへの連絡事項欄を設定してあり必要に応じて連携している。 ケンシン ジュシンヒョウ フクシ ケンコウ レンラク ジコウ ラン セッテイ ヒツヨウ オウ レンケイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		837		765		福井県		小浜市		民生部健康長寿課 ミンセイブ ケンコウ チョウジュ カ		小林可奈 コバヤシ カ カナ		0770-52-2222		0770-53-3480		1		kenkou-kanri@city.obama.lg.jp		0		1				0		1		3		5		252		212		1		0		1		6		1		11		256		250		1		0		1		6		1		11		256		250		1		0		3		0		4		1		268		258		1		0		3		0		3		8		268		257		252		8		1		0		0		1		転入時 テンニュウジ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		実施する歯科医師によって違う。また対象児の月齢によっても異なる。 ジッシ シカイシ チガ タイショウジ コ ゲツレイ コト		0		0		1		0		0				1		新生児訪問時に市で作成したすくすくノート（子どもノートを参考）を使い、７か月までの過程を説明。 シンセイジ ホウモンジ シ サクセイ コ サンコウ ツカ ゲツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		H27年度から4か月、１歳半、3歳の問診票に項目を追加した（今後評価予定） ネンド ゲツ サイ ハン サイ モンシン コウモク ツイカ コンゴ ヒョウカ ヨテイ		1		新生児訪問や3ヶ月育児教室で指導 シンセイジホウモン カゲツ イクジ キョウシツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		必要時に医師が問診票に記載 ヒツヨウジ イシ モンシ キサイ		0		0		0		0				1		研修会に参加するための予算あり ケンシュウ カイ サンカ ヨサン		0				0				0		0

		838		784		山梨県		大月市		健康介護課健康増進担当 ケンコウカイゴ カイゴ カ ケンコウ タントウ		松永 マツナガ		0554-23-8038		0554-22-6422		1		hoken-19206@city.otsuki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		122		121		1		0		1		6		1		7		115		113		1		0		1		6		1		7		115		113		1		0		3		1		3		2		142		137		1		0		3		1		3		2		142		137		111		42		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯の小部会で現状確認や評価を行い、今後の事業計画を検討し取り組んでいる。 ハ ショウ ブ カイ ゲンジョウ カクニン ヒョウカ オコナ コンゴ ジギョウ ケイカク ケントウ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		健診ではなく教室で実施。０〜１ヶ月を対象とした育児教室で乳児期の発達を説明。 ケンシン キョウシツ ジッシ カゲツ タイショウ イクジ キョウシツ ニュウジキ ハッタツ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県や外部機関が実施する研修会への参加と参加後の伝達を実施。 ケン ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ サンカゴ デンタツ ジッシ		0				0				0		0

		839		785		山梨県		韮崎市		保健福祉センター ホケンフクシ		長田美和 オサダ ミワ		0551-23-4310		0551-53-4316		2		miwa.osada@city.nirasaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		205		205		1		0		1		6		1		7		191		189		1		0		1		6		1		7		191		189		1		0		3		0		3		1		233		233		1		0		3		0		3		1		233		233		215		79		1		0		0		0				1		フォロー訪問、評価時期は個別に設定。 ホウモン ヒョウカ ジキ コベツ セッテイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		健診時、子育てについての聞き取り。節目の月齢での発達の説明など ケンシンジ コソダ キ ト フシメ ゲツレイ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診時の聞き取り。事業に反映している。 ジギョウ ハンエイ		0		0				1		訪問時、健診時など ホウモンジ ケンシンジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファ ケンシンゴ		0		0				1		保育園、幼稚園、療育機関と連携を取っている。また。見通しをもって必要時、学校との連携も図っている。 ホイクエン ヨウチエン リョウイク キカン レンケイ ト ミトオ ヒツヨウジ ガッコウ レンケイ ハカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		母子保健事業に携わるスタッフと情報交換を行う場を設定している。 ボシ ホケン ジギョウ タズサ ジョウホウ コウカン オコナ バ セッテイ

		840		807		長野県		松本市		健康福祉部健康づくり課 ケンコ ブ ケンコウ カ		山本さゆり ヤマモト		0263-34-3217		0263-39-2523		1		kenkoka@city.matsumoto.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		2002		1958		1		0		1		7		99		99		2122		2052		1		0		1		7		99		99		2122		2052		1		0		3		1		99		99		2218		2123		1		0		3		1		99		99		2218		2123		2177		295		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯保有率、相談内容、年齢別などのデータを事業を実施する際の背景として検討している。 シ ホユウリツ ソウダン ナイヨウ ネンレイベツ ジギョウ ジッシ サイ ハイケイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを使用し、集団指導や個別指導でお伝えしている。 シヨウ シュウダン シドウ コベツ シドウ ツタ		0		0				1		保護者に対しフェイススケールを使い育児の困難感を把握している。また発達障害の評価は保健師の発達観察やM-CHATを使用して行っている。 ホゴシャ タイ ツカ イクジ コンナン カン ハアク ハッタツ ショウガイ ヒョウカ ホケンシ ハッタツ カンサツ シヨウ オコナ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットを配布。 シンセ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には実施していないが必要時に実施。必要性を感じている。 テイキテキ ジッシ ヒツヨウジ ジッシ ヒツヨウセイ カン		0				0		0		1		評価と言えるか分からないが個別で必要なケースは小学校入学後もフォローアップをしている。巡回相談等も実施。 ヒョウカ イ ワ コベツ ヒツヨウ ショウガッコウ ニュウガクゴ ジュンカイ ソウダン ナド ジッシ		0				0		1		0		0				1		発達障害や育児支援に関する内容を庁内で実施したり、外部の研修にも参加。 ハッタツショウガ ショウガイ イクジ シエン カン ナイヨウ チョウ ナイ ジッシ ガイブ ケンシュウ サンカ		1		庁内で実施するものに参加 チョウ ナイ ジッシ サンカ		0				0		0

		841		858		長野県		上松町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		伊藤綾乃 イトウ アヤノ		0264-52-2825		0264-52-2453		1		hoken@town.agematsu.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		21		19		1		0		1		5		1		7		36		33		1		0		1		5		1		7		36		33		1		0		2		11		3		1		21		21		1		0		2		11		3		1		21		21		23		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				*				*		*				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月、7ヶ月、１歳6ヶ月健診にて子どもの発達について集団、個別で話す機会を設けている。 サイ カゲツ ケンシン コ ハッタツ シュウダン コベツ ハナ キカイ モウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問で個別に伝えている。 シンセイ コベツ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		主に電話連絡で連携を取っている。 オモ デンワ レンラク レンケイ ト		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県や管内で行われる研修には各自できるだけ参加している。 ケン カンナイ オコナ ケンシュウ カクジ サンカ

		842		815		長野県		駒ヶ根市		教育委員会こども課母子保健係 キョウイク イインカイ カ ボシ ホケン カカリ		吉澤利代 ヨシザワ サワ リ ヨ		0265-96-7725		0265-83-2181		1		kodomo@city.komagane.nagano.jp		0		1				1		0		*		*		243		224		1		0		*		*		*		*		273		264		1		0		*		*		*		*		273		264		1		0		*		*		*		*		274		269		1		0		*		*		*		*		274		269		283		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		離乳食の開始の仕方について リニュウショク カイシ シカタ		0		0				0				1		0				1		妊娠中のパパママ教室にて。母子手帳交付時にチラシ配布。 ニンシンチュウ キョウシツ ボシテチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		５歳児健診個別検査実施担当者に対して検査内容についての研修を行った。 サイジ ケンシン コベツ ケンサ ジッシ タントウシャ タイ ケンサ ナイヨウ ケンシュウ オコナ

		843		862		長野県		大桑村		村役場福祉健康課保健係 ムラヤク ヤクバ フクシ ケンコウカ ホケンカ カカリ		高木琴音 タカギ コトネ		0264-55-4003		0264-55-4070		1		cent@vill.ookuwa.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		2		2		1		0		1		5		1		7		5		5		1		0		1		5		1		7		5		5		1		0		3		0		3		5		8		8		1		0		3		0		3		5		8		8		21		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4ヶ月、７ヶ月、10ヶ月の健診時に１歳頃までの発達過程を一覧にしたものを配布し説明。 カゲツ ケンシン ジ サイ コロ ハッタツ カテイ イチラン ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊婦対象の母親学級参加者に啓発を行っている。 ニンプ タイショウ ハハオヤ ガッキュウ サンカシャ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		M-CHAT関連の研修会への参加 カンレン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		844		888		岐阜県		美濃市		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシ カ ホケン		小川詩織 オガワ シオリ		0575-33-0550		0575-33-0530		1		hoken_265@city.mino.lg.jp		0		1				1		0		3		7		132		131		1		0		1		6		2		0		135		124		1		0		1		6		2		0		135		115		1		0		3		0		4		0		176		169		1		0		3		0		4		0		176		169		117		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		7ヶ月健康相談時に今後の発達過程を説明。 カゲツ ケンコウ ソウダン ジ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、携わったスタッフでカンファを実施。 ケンシンゴ タズサ ジッシ		0		0				1		定期的に検討会、連絡会を行っている。 テイキテキ ケントウカイ レンラク カイ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		845		900		岐阜県		郡上市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		保健師　西脇麻葉美 ホケンシ ニシワキ マ ハ ミ		0575-88-4511		0575-88-4742		1		kenkou@city.gujo.gifu.jp		0		1				1		0		3		5		260		255		1		0		1		6		1		9		325		318		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		3		0		3		2		353		337		1		0		3		0		3		2		353		337		285		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診事後カンファにてケースの振り返り、今後の対応について検討している。 ケンシン ジゴ フ カエ コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達支援会議にて評価 ハッタツ シエン カイギ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健師を中心に実務担当者会議にて研修機会をもっている ホケンシ チュウシン ジツム タントウシャ カイギ ケンシュウキカイ		0				0				0		0

		846		913		岐阜県		池田町		保健センター ホケン		石田汐里 イシダ シオ サト		0585-45-3191		0585-45-8688		1		hoken@town.gifu.ikeda.lg.jp		0		2				1		0		4		*		192		189		1		0		1		6		1		7		209		205		1		0		1		6		1		7		209		205		1		0		3		0		3		1		246		235		1		0		3		0		3		1		246		235		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		各保育園へ、歯科巡回診療の結果を返却している。（傾向や保育園児のう歯羅患率などについて） カク ホイクエン シカ ジュンカイ シンリョウ ケッカ ヘンキャク ケイコウ ホイクエンジ シ ラカン カンジャ リツ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診で今後の発達過程について伝えている カク ケンシン コンゴ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		電話や乳幼児相談などより事後追跡していきながら援助の必要性を検討している。 デンワ ニュウヨウジ ソウダン ジゴ ツイセキ エンジョ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				0				0		1		問診票の項目に追加している。 モンシン コウモク ツイカ		0				0				0				0				1		0				1		事後追跡していきながら、その後の状況を把握し評価している。 ジゴ ツイセキ ゴ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		保育園への訪問を行ったり、就学支援にてフォローアップ、評価している。 ホイクエン ホウモン オコナ シュウガクシエン ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		847		896		岐阜県		山県市		健康介護課 ケンコウ カイゴ カ		大西美紀 オオニシ ミキ		0581-22-6839		0581-22-2117		1		kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp		1		1				1		0		2		4		161		154		1		0		1		6		1		8		161		158		1		0		1		6		1		8		161		158		1		0		3		0		3		2		175		171		1		0		3		0		3		2		175		171		142		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健指導の内容について活用 シカ ホケン シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3歳児健診で集団あそぶを導入し保護者にもチェックしながら子どもの様子を見てもらい、思いを共有している。 サイジ ケンシン シュウダン ドウニュウ ホゴシャ コ ヨウス ミ オモ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0		※今年度中に検討予定 コンネンドチュウ ケントウ ヨテイ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		看護師、身体計測方法の研修。歯科衛生士の研修。 カンゴ シ シンタイ ケイソク ホウホウ ケンシュウ シカエイセイシ ケンシュウ		0				0		0

		848		1731		政令市 セイレイシ		浜松市		健康福祉部健康増進課 ケンコ ブ ケンコウ カ		加藤裕美 カトウ ヒロミ		053-453-6117		053-453-6188		1		kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		6889		6851		1		0		1		6		1		11		7448		7296		1		0		1		6		1		11		7448		7294		1		1		3		0		3		11		7313		6836		1		0		3		0		3		11		7313		4822		7026		884		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科検診結果（未処置歯、CO数、不正咬合等）、問診項目の推移。 シカ ケンシン ケッカ ミショチ ハ カズ フセイ カ ゴウ トウ モンシンコウモク スイイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に説明。妊娠期の教室（妊婦教室、両親学級）にてDVDにて指導。 ボシテチョウ コウフ ジ セツメイ ニンシンキ キョウシツ ニンプ キョウシツ リョウシン ガッキュウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健推進会議（年2回）において、健診後のフォロー者数、フォロー率を示し、委員より意見を聞く機会を設けている。 ボシホケン スイシンカイギ ネン カイ ケンシンゴ シャスウ リツ シメ イイン イケン キ キカイ モウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		保健師を対象とした研修会を年3回、企画・実施している。 ホケンシ タイショウ ケンシュウ ネン カイ キカク ジッシ		0				0				0		0

		849		951		静岡県		清水町		健康づくり課予防健診係（保健センター） ケンコウ カ ヨボウ ケンシン カカリ ホケン		山本 ヤマモト		055-971-5151		055-981-3208		1		hoken@town.shimizu.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		335		270		1		0		1		5		1		11		321		308		1		0		1		5		1		11		321		308		1		0		3		2		3		11		307		289		1		0		3		2		3		11		307		289		289		*		1		0		0		0				0				0		1		受診状況の確認（受診券の使用状況） ジュシン ジョウキョウ カクニン ジュシン ケン シヨウ ジョウキョウ		1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		はみがき教室における年長児保護者への話の中で1.6歳、3歳児のう歯保有率を伝えている。 キョウシツ ネンチョウジ ホゴシャ ハナシ ナカ サイ サイ ジ シ ホユウリツ ツタ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		町独自の資料を作成し、配布。（1.6歳、3歳児健診においては年齢に併せた冊子を配布している。） マチ ドクジ シリョウ サクセイ ハイフ ケンシン ネンレイ アワ サッシ ハイフ		0		0				1		幼児健診（集団）後に関係職種でカンファを行い方向性を決めている。 ヨウジ ケンシン シュウダン アト カンケイ ショクシュ オコナ ホウコウセイ キ		0		0				1		啓発月間（11月）のみ、新生児訪問、6ヶ月健康相談にて配布。 ケイハツ ゲッカン ツキ シンセイジ ホウモン カゲツ ケンコウ ソウダン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		連携し、支援しているが評価はしていない。 レンケイ シエン ヒョウカ		0				0		0		0		1		返送された健診の結果を確認し、「要経過観察」等になっている児については電話連絡等で受診状況や発育・発達について確認している。 ヘンソウ ケンシン ケッカ カクニン ヨウ ケイカ カンサツ ナド コ デンワ レンラク ナド ジュシン ジョウキョウ ハツイク ハッタツ カクニン		0				0				0				1		0

		850		944		静岡県		牧之原市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		都築理恵子 ツヅキ リエコ		0548-33-0027		0548-24-1005		1		sazanka@city.makinohara.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		4		384		344		1		0		1		6		1		11		340		380		1		0		1		6		1		11		340		380		1		0		3		0		3		11		385		365		1		0		3		0		3		11		385		365		350		7		1		0		0		0				1		年3回、要対協ケースとして上げ、評価を行っている。 ネン カイ ヨウ タイ キョウ ア ヒョウカ オコナ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		7ヶ月健康相談で集団歯科指導を導入。歯科検診でう歯の児に対し受診勧奨を確認する用紙を渡し、提出をお願いしている。 カゲツ ケンコウ ソウダン シュウダン シカ シドウ ドウニュウ シカ ケンシン シ コ タイ ジュシン カンショウ カクニン ヨウシ ワタ テイシュツ ネガ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の発達、母の精神面 コ ハッタツ ハハ セイシンメン		0		0		1		0		0				1		7ヶ月健康相談で個別相談を行い実施 カゲツ ケンコウ ソウダン コベツ ソウダン オコナ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		ハイリスク妊婦に対しては妊婦訪問、新生児訪問で個別に説明。 ニンプ タイ ニンプ ホウモン シンセイ コベツ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園、幼稚園への園訪問で児の発達段階を確認している。 ホイクエン ヨウチエン エン ホウモン コ ハッタツ ダンカイ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		児の発達段階を確認するスケールとして「太田ステージ」を使用している。その研修会に参加している。 コ ハッタツ ダンカイ カクニン オオタ シヨウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		851		930		静岡県		富士市		保健部健康対策課 ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		成宮ルミ ナリミヤ		0545-65-8994		0545-64-7172		1		ho-kenkou@div.city.shizuoka.jp		0		2		1		0		1		4		5		2026		1932		1		0		1		6		1		11		2115		2063		1		0		1		6		1		11		2115		2057		1		0		3		0		3		11		2196		2131		1		0		3		0		3		11		2196		2128		2023		52		1		1		0		0				0				0		1		毎月ケース検討会議を開催し、ハイリスク妊婦の一部の個別支援の評価を行っている マイツキ ケントウ カイギ カイサイ ニンプ イチブ コベツ シエン ヒョウカ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健チラシの見直し、フッ化物応用推進、ブラッシング指導、食事指導 シカ ホケン ミナオ カ ブツ オウヨウ スイシン シドウ ショクジ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		M-CHATを導入し評価を始めた。 ドウニュウ ヒョウカ ハジ		0		0				1		プレママプレパパ教室で、DVD視聴。保健師より説明。ポスター掲示。乳児家庭全戸訪問時保健師より指導書を使用し説明。６か月児講座の問診票にて啓発 キョウシツ シチョウ ホケン シ セツメイ ケイジ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ホケン シ シドウショ シヨウ セツメイ ゲツ ジ コウザ モンシン ヒョウ ケイハツ		0		0				1		視力検査 シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファレンスの時間に事例紹介を行う。乳幼児健診検討会の中で評価する ケンシン ゴ ジカン ジレイ ショウカイ オコナ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ ナカ ヒョウカ		0		0				1		療育機関と連携し評価している リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修の開催。「乳幼児の発達と支援、福祉サービスについて」など ボシ ホケン ケンシュウ カイサイ ニュウヨウジ ハッタツ シエン フクシ		0				0				0		0				1				1		1		1		1

		852		945		静岡県		東伊豆町		健康づくり課 ケンコウ カ		西村沙織 ニシムラ サオリ		0557-22-2300		0577-22-2302		1		hoken@town.higashiizu.sizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		60		55		1		0		1		6		99		99		65		60		1		0		1		6		99		99		65		60		1		0		3		0		3		11		61		59		1		0		3		0		99		99		61		59		46		3		0		1		0		0				1		係内の母子連絡会または要体協にて カカリ ナイ ボシ レンラクカイ ヨウ タイキョウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				0				0		1		問診の中でパンフレット等を用いて簡単に現時点の発達の説明は行っている。言葉の遅れ等みられる児には、今後できることを説明している モンシン ナカ トウ モチ カンタン ゲンジテン ハッタツ セツメイ オコナ コトバ オク トウ ジ コンゴ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		853		1730		政令市 セイレイシ		静岡市		保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課 ホケン フクシ キョク ホケン エイセイブ ケンコウ スイシンカ		興津理恵子 オキツ リエコ		054-221-1574		054-251-0035		1		kenkousuishin@city.shizuoka.lg.jp		0		1				0		1		3		5		5418		5320		1		0		1		7		1		7		5614		5397		1		0		1		7		1		7		5614		5394		1		0		3		1		3		1		5911		5667		1		0		3		1		3		1		5911		5667		5487		400		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが個別支援対応後に随時行っている テイキテキ コベツ シエン タイオウ ゴ ズイジ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		乳幼児健診時の問診項目等からう蝕リスクを調査し、事業の実施内容や指導の重点項目を精査し活用している ニュウヨウジ ケンシン ジ モンシン コウモク トウ ショク チョウサ ジギョウ ジッシ ナイヨウ シドウ ジュウテン コウモク セイサ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		６か月児育児相談 ゲツ ジ イクジ ソウダン		0		0				1		個別支援対応後に実施し、以降の対応を検討する コベツ シエン タイオウ ゴ ジッシ イコウ タイオウ ケントウ		0		0				1		両親学級 リョウシン ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが担当者会議の中で実施 テイキテキ タントウシャ カイギ ナカ ジッシ		0				0		0		1		フォローアップ教室の参加者については、教室に従事している療育機関や保育所のスタッフと処遇検討を実施 キョウシツ サンカシャ キョウシツ ジュウジ リョウイク キカン ホイク ジョ ショグウ ケントウ ジッシ		1		健診票の結果に要保健指導等の選択肢を設けてある。 ケンシン ヒョウ ケッカ ヨウ ホケン シドウ トウ センタクシ モウ		0		0		0		0				1		健診内容を追加する場合に実施 ケンシン ナイヨウ ツイカ バアイ ジッシ		0				0				0		1		パートタイム勤務者も常勤従事者対象のけんしゅうかいへ キンム シャ ジョウキン ジュウジシャ タイショウ						1		1

		854		989		愛知県		あま市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		山際 ヤマギワ		052-441-5665		052-449-1037		1		kenko@city.ama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		751		734		1		0		1		6		1		8		808		792		1		0		1		6		1		8		808		791		1		0		3		0		3		3		817		768		1		0		3		0		3		3		817		815		731		53		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		細かくは分析できていないため、今後に生かしていけたらと考えています コマ ブンセキ コンゴ イ カンガ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		教室で乳児の保護者、妊婦にDVDを視聴する時間を設けている キョウシツ ニュウジ ホゴシャ ニンプ シチョウ ジカン モウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県主催 ケン シュサイ		0				0				0		0

		855		1701		中核市 チュウカクシ		岡崎市 オカザキシ		保健部健康増進課母子保健1班 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン パン		上松真理子 アゲマツ マリコ		0564-23-6084		0564-23-5071		1		hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp		0		1				0		1		3		5		3682		3562		1		0		1		6		1		11		3816		3799		1		0		1		6		1		11		3816		3799		1		0		3		0		3		11		3989		3808		1		0		3		0		3		11		3989		3807		3901		1392		1		1		0		0				0				0		1		年１回母子保健連絡協議会においてハイリスク妊婦についての経緯や個別支援ケースの支援状況を掲示し、市内の産科医療機関をはじめ関係機関との協議の機会を設けている。また来年度から開設予定の利用者支援事業（母子保健型）にて定期的に評価できる仕組みを構築すべく準備している。 ネン カイ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ニンプ ケイイ コベツ シエン シエン ジョウキョウ ケイジ シナイ サンカ イリョウ キカン カンケイ キカン キョウギ キカイ モウ ライネンド カイセツ ヨテイ リヨウシャ シエン ジギョウ ボシ ホケン ガタ テイキテキ ヒョウカ シク コウチク ジュンビ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		年１回の歯科保健関係機関連絡会議において、健診に従事する歯科医師に統計データを示し、保健指導のあり方について協議する機会を設けている ネン カイ シカ ホケン カンケイ キカン レンラク カイギ ケンシン ジュウジ シカ イシ トウケイ シメ ホケン シドウ カタ キョウギ キカイ モウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４か月健康診査で配布するリーフレットに社会性の発達及び発達を伸ばす遊びや子育てのポイントについて記載し啓発に努めている。 ゲツ ケンコウ シンサ ハイフ シャカイセイ ハッタツ オヨ ハッタツ ノ アソ コソダ キサイ ケイハツ ツト		0		0				0				1		0				1		妊娠出産前事業の体験型妊婦教室において実施（厚生労働省作成のDVD視聴） ニンシン シュッサン マエ ジギョウ タイケンガタ ニンプ キョウシツ ジッシ コウセイ ロウドウショウ サクセイ シチョウ		0		0				1		精密健康診査の結果確認 セイミツ ケンコウ シンサ ケッカ カクニン		0				1		要観察以上の判定児の割合 ヨウ カンサツ イジョウ ハンテイ ジ ワリアイ		0				0		1		愛知県が母子健康診査マニュアルにて県下統一のスクリーニングを実施しており、県下の健診データの還元により精度管理に役立てている アイチケン ボシ ケンコウ シンサ ケンカ トウイツ ジッシ ケン シタ ケンシン カンゲン セイド カンリ ヤクダ		0				0		1		年２回の乳幼児健康診査連絡会議において、健診結果等の統計や個別支援ケースの支援状況を提示し、健診協力医をはじめ市内医療機関とともに協議する機会を設けている ネン カイ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ レンラク カイギ ケンシン ケッカトウ トウケイ コベツ シエン シエン ジョウキョウ テイジ ケンシン キョウリョク イ シナイ イリョウ キカン キョウギ キカイ モウ		*				*		*		*				1		４か月児健康診査の問診票の該当項目に記載のある場合や、健診医が必要と判断したケースについて情報提供がある ゲツ ジ ケンコウ シンサ モンシン ヒョウ ガイトウ コウモク キサイ バアイ ケンシン イ ヒツヨウ ハンダン ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		根拠法令、健診を含めた母子保健事業体系、未受診児のフォロー体制、健診マニュアルの確認等 コンキョ ホウ レイ ケンシン フク ボシ ホケン ジギョウ タイケイ ミ ジュシン ジ タイセイ ケンシン カクニン トウ		0				0				0		1		臨時職員を対象として１と同内容を実施 リンジ ショクイン タイショウ ドウ ナイヨウ ジッシ		1				1				1

		856		957		愛知県		一宮市		健康づくり課中保健センター ケンコウ カ ナカ ホケン		長谷川永子 ハセガワ エイコ		0586-72-1121		0586-72-2056		1		kenko@city.ichinomiya.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3116		3014		1		0		1		6		2		0		3293		3157		1		0		1		6		2		0		3293		3157		1		0		3		0		4		0		3531		3360		1		0		3		0		4		0		3531		3360		3148		506		0		0		0		1		母子健康手帳交付時にアンケートは取っているが、全妊婦について面接はしていないのでアセスメントとはいえない ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ト ゼン ニンプ メンセツ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		健診時カルテに白い札（虐待疑）を目印として入れている ケンシン ジ シロ フダ ギャクタイ ウタガ メイン イ		1		１年間の乳幼児歯科健診のまとめを歯科衛生士研修会で活用している ネンカン ニュウヨウジ シカ ケンシン シカ エイセイシ ケンシュウカイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		健診時の待ち合いの場にDVDを流している ケンシン ジ マ ア バ ナガ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診従事医師と反省会を開催し、１年間の健診のデータを共有している ケンシン ジュウジ イシ ハンセイ カイ カイサイ ネンカン ケンシン キョウユウ		0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0						1		1

		857		978		愛知県		尾張旭市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		玉川 タマガワ		0561-55-6800		0561-53-9488		1		hoken@city.owariasahi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		676		655		1		0		1		6		1		7		742		722		1		0		1		6		1		7		742		723		1		0		2		11		3		0		734		706		1		0		2		11		3		0		734		705		637		64		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健師との個別相談時に質問があったり必要と判断される時に話す ホケンシ コベツ ソウダン ジ シツモン ヒツヨウ ハンダン トキ ハナ		0		0				0				1		0				0				0		1		９月・１０月に児相のアンケートをする予定で、その中に乳幼児揺さぶられ症候群についての項目がある。１１月以降も啓発していく予定 ガツ ガツ ジ ソウ ヨテイ ナカ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン コウモク ガツ イコウ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育支援事業で各機関で児を見て、健診の結果やフォローアップした結果を伝え、児の対応方法を検討する。小学校入学前のこともあれば、入学後のこともある。 リョウイク シエン ジギョウ カクキカン ジ ミ ケンシン ケッカ ケッカ ツタ ジ タイオウ ホウホウ ケントウ ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウガクゴ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤に限らず、新人職員を対象として確保している。（医師、歯科医師は除く） ジョウキン ヒジョウキン カギ シンジン ショクイン タイショウ カクホ イシ シカ イシ ノゾ

		858		997		愛知県		飛島村		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		野口明美 ノグチ アケミ		0567-52-1001		0567-52-1009		1		tb-hoken@vill.tobishima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		31		30		1		0		1		6		1		7		40		38		1		0		1		6		1		7		40		38		1		0		3		1		3		2		46		45		1		0		3		1		3		2		46		45		43		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		評価するには人数が少ない。個々で対応している。 ヒョウカ ニンズウ スク ココ タイオウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				1		健診時ではないが、離乳食講習会で心理士の発達講話を行っている。 ケンシン ジ リニュウ ショク コウシュウ カイ シンリシ ハッタツ コウワ オコナ		0		0				0				1		0				1		パパママ教室等で、啓発DVDを流している。 キョウシツ トウ ケイハツ ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県主催の研修等に参加 ケン シュサイ ケンシュウトウ サンカ		0				0				0		0										1

		859		979		愛知県		高浜市		福祉部保健福祉グループ フクシ ブ ホケン フクシ		伊藤 イトウ		0566-52-9871		0566-52-7918		1		hoken@city.takahama.lg.jp		0		1				1		0		3		11		446		440		1		0		1		6		1		11		495		482		1		0		1		6		1		11		495		482		1		0		3		0		3		11		488		485		1		0		3		0		3		11		488		484		480		36		1		0		0		0				1		評価時期は妊娠届出時及び必要時。県作成の妊娠届出時リスクアンケートと個別面談の結果からカンファレンスを行い、個別支援の方向性を検討している ヒョウカ ジキ ニンシン トドケデ ジ オヨ ヒツヨウジ ケン サクセイ ニンシン トドケデ ジ コベツ メンダン ケッカ オコナ コベツ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		集団指導の機会は設けていないが、個別対応の中で必要時説明することはある シュウダン シドウ キカイ モウ コベツ タイオウ ナカ ヒツヨウジ セツメイ		1		健診事後教室等で参加者は専門職（主にST）と面談しているが、その結果を踏まえて評価している。 ケンシン ジゴ キョウシツトウ サンカシャ センモン ショク オモ メンダン ケッカ フ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳交付時のプレママ教室（初妊婦対象）や妊娠期の教室のままプチサロン、パパママ教室、４か月児健診時のパパ向け教室で実施している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ キョウシツ ショ ニンプ タイショウ ニンシン キ キョウシツ キョウシツ ゲツ ジ ケンシン ジ ム キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密者の健診結果を健診医へ報告 ヨウ セイミツ モノ ケンシン ケッカ ケンシン イ ホウコク		0				1		0				1		５歳児健診（幼保、学校、療育機関と連携）につなげたり、個別対応として園訪問等を行っている サイジ ケンシン ヨウ ホ ガッコウ リョウイク キカン レンケイ コベツ タイオウ エン ホウモン トウ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年１回各健診の担当者より、健診の実施や面談等のポイントなどを確認している。また不定期だがCpやSTによる研修を行っている。 ネン カイ カク ケンシン タントウシャ ケンシン ジッシ メンダン トウ カクニン フテイキ ケンシュウ オコナ		1		必要時上記研修に一緒に参加したり、別機会に行う場合もある。 ヒツヨウジ ジョウキ ケンシュウ イッショ サンカ ベツ キカイ オコナ バアイ		0				0		0														1

		860		966		愛知県		西尾市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		堀　晴美 ホリ ハルミ		0563-57-0661		0563-54-7866		1		hokens@city.nishio.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1469		1448		1		0		1		7		1		8		1564		1527		1		0		1		7		1		8		1564		1526		1		0		3		3		3		4		1635		1597		1		0		3		3		3		4		1635		1597		1430		259		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		口腔内が清潔でない、生活習慣が悪い場合など次回の健診で確認する体制がある。う蝕経験者率等の数値で評価する。 コウクウ ナイ セイケツ セイカツ シュウカン ワル バアイ ジカイ ケンシン カクニン タイセイ ショク ケイケンシャ リツ トウ スウチ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４か月健診の集団指導において実施 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にチラシを配布し指導、パパママ教室の講義 アカ ホウモン ジ ハイフ シドウ キョウシツ コウギ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		各種研修会、学会等への参加 カクシュ ケンシュウカイ ガッカイトウ サンカ		0				0				0		0								1

		1146		1042		滋賀県		甲賀市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		齊藤　薫 サイトウ カオル		0748-65-0703		0748-63-4591		1		koka10258000@city.koka.lg.jp		0		1		1		1		0		3		5		730		717		1		0		1		7		2		0		724		699		1		0		1		7		2		0		724		696		1		0		3		6		4		0		737		689		1		0		3		6		4		0		737		688		711		30		1		0		0		0				1		母子手帳発行時の面接やアンケート内容を月１回担当者が確認し、支援が必要な方には妊娠中に訪問や電話を行っている ボシ テチョウ ハッコウ ジ メンセツ ナイヨウ ツキ カイ タントウシャ カクニン シエン ヒツヨウ カタ ニンシンチュウ ホウモン デンワ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ベビーママ教室 キョウシツ		0		0				1		すこやか相談、訪問対応　 ソウダン ホウモン タイオウ		0		0				1		新生児訪問、ベビーママ教室 シンセイジ ホウモン キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンス ケンシン ゴ		0		0				1		就学指導委員会、親子教室、療育 シュウガク シドウ イインカイ オヤコ キョウシツ リョウイク		0		0		0				0				0		0		1		0				1		検査観察項目の研修 ケンサ カンサツ コウモク ケンシュウ		0				0				0		0														1

		861		1003		愛知県		幸田町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		成田裕香 ナリタ ユカ		0564-62-8158		0564-62-8217		1		kenko@town.kota.lg.jp		0		1				1		1		4		5		461		461		1		0		1		6		1		11		465		454		1		0		1		6		1		11		465		454		1		0		3		0		3		11		480		479		1		0		3		0		3		11		479		478		413		31		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		マニュアル集計や事業のまとめを参考にどのような傾向にあるか確認し、集団の説明等で保護者に伝えるようにしている シュウケイ ジギョウ サンコウ ケイコウ カクニン シュウダン セツメイトウ ホゴシャ ツタ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う蝕のﾘｽｸとなる生活習慣や生活リズム ショク セイカツ シュウカン セイカツ		0		0		0		1		0				0				0		1		４か月児健診、１歳６か月児健診の集団の話で伝えているが、３歳児健診では集団の話をしていないため行っていない。 ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン シュウダン ハナシ ツタ サイジ ケンシン シュウダン ハナシ オコナ		0				0		1		健診や相談時に把握した場合は、その後のカンファレンスで情報の共有や今後の支援について話し合いを行っている。 ケンシン ソウダン ジ ハアク バアイ ゴ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ハナ ア オコナ		1		母子健康手帳交付時やマタニティ教室で説明やDVDの視聴を行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ キョウシツ セツメイ シチョウ オコナ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				1		保護者了承のもと、保育園等に訪問し、発達や集団への適応状況で確認している。園の職員、保護者、保健センター職員で情報共有し、保健センターで定期的にケース検討会で実施している。 ホゴシャ リョウショウ ホイクエン トウ ホウモン ハッタツ シュウダン テキオウ ジョウキョウ カクニン エン ショクイン ホゴシャ ホケン ショクイン ジョウホウ キョウユウ ホケン テイキテキ ケントウ カイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修についての意見を出して、管内で研修の開催。（視覚、聴覚検査の意義、実施方法について。非常勤従事者も参加）定期的に行っているわけではない。 ケンシュウ イケン ダ カンナイ ケンシュウ カイサイ シカク チョウカク ケンサ イギ ジッシ ホウホウ ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ テイキテキ イ						1				1		1

		862		1004		愛知県		設楽町		したら保健福祉センター ホケン フクシ		秦野知子 ハタノ トモコ		0536-62-0901		0536-62-0902		1		hoken@town.shitara.lg.jp		0		1				1		0		3		6		14		14		1		0		1		6		2		0		24		25		1		0		1		6		2		0		24		25		1		0		3		2		3		4		17		17		1		0		3		2		3		4		17		17		14		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		幼児のう蝕り患率が高いため乳児期からの指導として７・８か月時に集団指導を実施することにした ヨウジ ショク カン リツ タカ ニュウジキ シドウ ゲツ ジ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊産婦教室にて、DVD視聴、説明 ニンサンプ キョウシツ シチョウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		母子連絡票 ボシ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		863		967		愛知県		蒲郡市		市民福祉部健康推進課（蒲郡市保健センター） シミン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ ガマゴオリ シ ホケン		岡本桂子 オカモト ケイコ		0533-67-1151		0533-67-9101		1		hoken@city.gamagori.lg.jp		0		1				1		0		4		5		572		566		1		0		1		8		2		0		594		585		1		0		1		8		2		0		594		585		1		0		3		2		4		0		641		636		1		0		3		2		4		0		641		636		611		14		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		育児能力 イクジ ノウリョク		0		1		0		0		0				0				1		0				1		新版K式発達検査 シンパン シキ ハッタツ ケンサ		0		0				1		母子健康手帳交付時にチラシ配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関実施の研修に参加 タ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ						1		1

		865		1073		京都府		和束町		福祉課 フクシカ		磯部 イソベ		0774-78-3001		0774-78-2799		1		fukushi@town.wazuka.lg.jp		0		2				1		0		3		4		15		10		1		0		1		6		1		10		18		17		1		0		1		6		1		10		18		17		1		0		3		5		3		9		25		24		1		0		3		5		3		9		25		24		16		*		1		0		0		0				0				0		1		対象者が少ないので、その都度ミーティングにて評価している タイショウシャ スク ツド ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		経年データから事業計画を検討している ケイネン ジギョウ ケイカク ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1		ミーティングにて		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		対象者が少ないので定期的に設けていないがその都度ミーティングにて評価している タイショウシャ スク テイキテキ モウ ツド ヒョウカ		1		保育園や保健所等と連携。周学に当たっての評価等も実施 ホイクエン ホケンジョ トウ レンケイ シュウ ガク ア ヒョウカ トウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健師を対象に確保している ホケンシ タイショウ カクホ						1		1				1

		866		1055		京都府		舞鶴市		保健センター ホケン		小林久美子 コバヤシ クミコ		0773-65-0065		0773-62-0551		1		kenzo@post.city.maizuru.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		728		692		1		0		1		6		1		7		727		698		1		0		1		6		1		7		727		702		1		0		3		6		3		7		747		705		1		0		3		6		3		7		747		706		757		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３か月健診で１さいころに到達するまでの発達過程をのせた冊子を使用して説明している ゲツ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ サッシ シヨウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		京都府の研修。京都府市町村保健師協議会の研修 キョウトフ ケンシュウ キョウトフ シチョウソン ホケンシ キョウギカイ ケンシュウ		0				0				0		0										1

		867		1054		京都府		福知山市		福祉保健部健康推進室 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン シツ		永田安寿砂 ナガタ ヤスシ コトブキ スナ		0773-23-2788		0773-23-5998		1		kensui@city.fukuchiyama.lg.jp		0		1				1		0		4		4		718		700		1		0		1		6		1		7		774		739		1		0		1		6		1		7		774		742		1		0		3		5		3		6		810		766		1		0		3		5		3		6		810		767		810		34		1		0		0		0				1		・母子連携会議（市・医療機関）にて、特定妊婦の個別支援について検討。・ハイリスク妊婦に対し訪問実施数を統計処理している ボシ レンケイ カイギ シ イリョウ キカン トクテイ ニンプ コベツ シエン ケントウ ニンプ タイ ホウモン ジッシ スウ トウケイ ショリ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕保有率等をリーフレットにのせ、意識づけを図っている。 ショク ホユウ リツ トウ イシキ ハカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診時に資料を用いて説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シリョウ モチ セツメイ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンス、地区担当保健師フォロー後に必要時他課とも情報共有している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ チク タントウ ホケンシ ゴ ヒツヨウジ タ カ ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		資料を貼り啓発している。 シリョウ ハ ケイハツ		0		0				1		医師の判定、視力検査、尿検査、精神発達面確認事項 イシ ハンテイ シリョク ケンサ ニョウケンサ セイシン ハッタツ メン カクニン ジコウ		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファレンスを実施 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		年中児サポート事業の実施 ネン ジ ジギョウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		保健所が実施する研修会 ホケンジョ ジッシ ケンシュウカイ		0				0		0								1		1		1		1

		868		1114		大阪府		太子町		健康推進グループ ケンコウ スイシン		吉川 キッカワ		0721-98-5520		0721-98-3600		1		hokensenta@town.taishi.osaka.jp		0		1				1		0		4		8		98		96		1		0		1		6		1		11		98		97		1		0		1		6		1		11		98		97		1		0		3		6		3		11		106		96		1		0		3		6		3		11		106		96		103		4		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師が対応しており、月１回の課内ケース会議にて現状報告や対応の検討などを行っているため チク タントウ ホケンシ タイオウ ツキ カイ カナイ カイギ ゲンジョウ ホウコク タイオウ ケントウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		事業報告を毎年健康づくり推進会議にて評価し、次年度の計画を出している ジギョウ ホウコク マイネン ケンコウ スイシン カイギ ヒョウカ ジネンド ケイカク ダ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		食育計画を現在作成中であり今後は保育所や幼稚園、学校等連携していく予定である ショク イク ケイカク ゲンザイ サクセイチュウ コンゴ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウトウ レンケイ ヨテイ		1		４か月児健診にて発達段階について集団で説明している ゲツ ジ ケンシン ハッタツ ダンカイ シュウダン セツメイ		0		0				1		定められた評価マニュアル等はないが、保健師や心理士等ｽﾀｯﾌ間でカンファレンスを行い評価している サダ ヒョウカ トウ ホケン シ シンリシ トウ カン オコナ ヒョウカ		0		0				1		両親教室にてDVDを視聴した後保健師が集団指導の中で行っている リョウシン キョウシツ シチョウ アト ホケン シ シュウダン シドウ ナカ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		フォロー教室参加児等親の同意の上で関係機関に情報提供し連携している。 キョウシツ サンカ ジ トウ オヤ ドウイ ウエ カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		大阪府実施・研修等 オオサカ フ ジッシ ケンシュウ トウ		0				0				0		0														1

		869		1105		大阪府		大阪狭山市		保健福祉部健康推進グループ ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン		内田明日香 ウチダ アスカ		072-367-1300		072-367-1359		1		kenko@city.osakasayama.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		465		451		1		0		1		6		1		7		450		447		1		0		1		6		1		7		450		448		1		0		3		5		3		6		499		480		1		0		3		5		3		6		499		479		448		19		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健推進協議会にて評価、検討している シカ ホケン スイシン キョウギカイ ヒョウカ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室などで発達過程について指導している イクジ キョウシツ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				1		親子教室などの最終回でアンケートを実施し評価している。 オヤコ キョウシツ サイシュウカイ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		妊娠期より、ママパパ教室等で啓発している ニンシン キ キョウシツトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		大阪府などが主催する研修に参加 オオサカフ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		870		1094		大阪府		和泉市		生きがい健康部健康づくり推進室健康増進担当 イ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン シツ ケンコウ ゾウシン タントウ		出口加奈 デグチ カナ		0725-57-6620		0725-57-6623		1		zousin@city.osaka-izumi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1459		1386		1		0		1		6		1		8		1679		1603		1		0		1		6		1		8		1679		1599		1		0		3		6		3		8		1853		1628		1		0		3		6		3		8		1853		1622		1444		127		1		0		0		0				1		定期的に集計など統計処理を行っている テイキテキ シュウケイ トウケイ ショリ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		今後、集団指導やリーフレットの内容に反映していく予定 コンゴ シュウダン シドウ ナイヨウ ハンエイ ヨテイ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児健診では全員、１歳６か月児健診や３歳６か月児健診では必要時対象者にリーフレット配布 ゲツ ジ ケンシン ゼンイン サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウジ タイショウシャ ハイフ		0		0				0				0		1		定期的なｹｰｽ検討や会議等で共有し、要因等の評価を行う テイキテキ ケントウ カイギトウ キョウユウ ヨウイントウ ヒョウカ オコナ		1		母子手帳交付時、妊婦教室、乳児訪問時 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ キョウシツ ニュウジ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				0		1		紹介状の結果を全数把握、医師に紹介状の結果をフィードバックする ショウカイジョウ ケッカ ゼンスウ ハアク イシ ショウカイジョウ ケッカ		1		健診後の発達支援における有効性など検討 ケンシン ゴ ハッタツ シエン ユウコウセイ ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関、保育所、幼稚園、学校等各関係機関と個別評価は実施 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウトウ カクカンケイ キカン コベツ ヒョウカ ジッシ		1		受診票の記載や電話等での連絡など ジュシン ヒョウ キサイ デンワ トウ レンラク		0		0		0		0				0				1		年１回母子保健事業従事者研修会を実施 ネン カイ ボシ ホケン ジギョウ ジュウジシャ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0										1

		871		1129		兵庫県		川西市		健康福祉部健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シツ		池田真由美 イケダ マユミ		072-758-4721		*		1		kawa0032@city.kawanishi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		1135		1102		1		0		1		6		1		8		1216		1162		1		0		1		6		1		8		1216		1161		1		0		3		1		3		11		1323		1278		1		0		3		1		3		11		1323		1276		1189		84		1		0		0		0				1		市母子保健部門と子育て支援部門と月１回会議開催 シ ボシ ホケン ブモン コソダ シエン ブモン ツキ カイ カイギ カイサイ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		指導要リーフレットの作成に反映させたり、新規事業の企画立案の参考とする シドウ ヨウ サクセイ ハンエイ シンキ ジギョウ キカク リツアン サンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携し、月例会や年度ごとに事業の反省、見直しの意見交換は行っているが数値的には目標値の設定や評価はしていない。 タ キカン レンケイ ゲツレイ カイ ネンド ジギョウ ハンセイ ミナオ イケン コウカン オコナ スウチテキ モクヒョウ アタイ セッテイ ヒョウカ		1		４か月児健診集団指導において、１歳児頃に到達する発達過程を説明 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達過程やフォロー基準などについて、健診終了後の時間を利用して研修を実施 ハッタツ カテイ キジュン ケンシン シュウリョウゴ ジカン リヨウ ケンシュウ ジッシ		1		発達過程やフォロー基準などについて、健診終了後の時間を利用して研修を実施 ハッタツ カテイ キジュン ケンシン シュウリョウゴ ジカン リヨウ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		872		1736		政令市 セイレイシ		神戸市		こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子保健係 カテイ キョク キカク イクセイ ブ カテイ シエン カ ボシ ホケン カカリ		西村恵実 ニシムラ ケイ ミノル		078-322-6540		078-322-6119		1		ks_boshihoken@office.city.kobe.lg.jp		1		1				1		0		4		4		12315		12112		1		0		1		6		1		11		12452		12154		1		0		1		6		1		11		12452		12151		1		0		3		0		3		11		12822		12358		1		0		3		0		3		11		12822		12338		12797		296		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		むし歯予防教室で乳幼児対象の健康教育に反映させている。 バ ヨボウ キョウシツ ニュウヨウジ タイショウ ケンコウ キョウイク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		受診者全員ではないが、発達に問題があったり、育児不安がある親に対して保健師が個別相談により発達過程を説明している ジュシン シャ ゼンイン ハッタツ モンダイ イクジ フアン オヤ タイ ホケン シ コベツ ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ		0				1		0				1		市発行の子育て情報誌（すくすくハンドブック）掲載による啓発を行っている シ ハッコウ コソダ ジョウホウシ ケイサイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診実施後、医療機関から区に受診票を送付する。判定が「要継続観察（区役所）のケースがあれば区が対応する ケンシン ジッシ ゴ イリョウ キカン ク ジュシン ヒョウ ソウフ ハンテイ ヨウ ケイゾク カンサツ ク ヤクショ ク タイオウ		0		0		0		0				1		健診従事者である常勤保健師に年１回以上研修を実施 ケンシン ジュウジシャ ジョウキン ホケンシ ネン カイイジョウ ケンシュウ ジッシ		1		非常勤保健師、助産師、臨床心理士に年１回以上研修を実施 ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ リンショウ シンリシ ネン カイ イジョウ ケンシュウ ジッシ		0				0		1		非常勤医師向けの研修は市医師会主催の研修会に行政も協力して実施している ヒジョウキン イシ ム ケンシュウ シ イシカイ シュサイ ケンシュウカイ ギョウセイ キョウリョク ジッシ						1		1

		873		1150		兵庫県		上郡町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		長井杏紗 ナガイ アン シャ		0791-52-2188		0791-52-5060		2		azusa_nagai@town.kamigori.lg.jp

Sasaki Kemal: 12月1日からアドレス変更		

Sasaki Kemal: 0：不要、1：実施
*：無記入、1件避難中		

Sasaki Kemal: 1：Gmail可、2：Gmailは不可
9：送信不能（二次対象外）、*：無記入、1件避難中		

Sasaki Kemal: 1：送信エラー		0		1				1		0		3		4		88		83		1		0		1		6		1		8		101		100		1		0		1		6		1		8		101		99		1		0		3		5		3		7		98		91		1		0		3		5		3		7		98		88		74		5		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問、健診時にチラシ配布、必要時説明指導 シンセイジ ホウモン ケンシン ジ ハイフ ヒツヨウジ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		育てにくさ、困り感スクリー二ング実施。５歳児発達相談で活用、保護者支援は実施 ソダ コマ カン ニ ジッシ サイジ ハッタツ ソウダン カツヨウ ホゴシャ シエン ジッシ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達障害支援連絡会の開催 ハッタツ ショウガイ シエン レンラクカイ カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		874		1120		兵庫県		伊丹市		健康福祉部保健医療推進室健康政策課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ スイシンシツ ケンコウ セイサク カ		安岡美奈、二條久美 ヤス オカ ミナ ニ ジョウ クミ		072-784-8034		072-784-8139		1		kenkoseisaku@city.itami.lg.jp		0		1				1		0		4		6		1820		1761		1		0		1		6		1		11		1880		1857		1		0		1		6		1		11		1880		1857		1		0		3		2		3		11		1849		1858		1		0		3		2		3		11		1849		1858		1886		249		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		委託契約をしている市医師会に乳幼児健診出務医師に対する研修会の実施を委託している イタク ケイヤク シ イシカイ ニュウヨウジ ケンシン シュツ ム イシ タイ ケンシュウカイ ジッシ イタク

		875		1118		兵庫県		洲本市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山尾純子 ヤマオ ジュンコ		0799-22-3337		0799-24-2210		2		Junko.Yamao@city.sumoto.lg.jp		0		2				1		0		3		4		306		302		1		0		1		7		1		8		314		298		1		0		1		7		1		8		314		298		1		0		3		2		3		3		341		321		1		0		3		2		3		3		341		321		275		52		1		0		0		0				1		１２月頃事業評価を実施しており、ハイリスク妊婦に対する支援について、妊婦の反応などから支援結果を評価している ガツ ゴロ ジギョウ ヒョウカ ジッシ ニンプ タイ シエン ニンプ ハンノウ シエン ケッカ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		1		家庭児童相談室への情報提供 カテイ ジドウ ソウダンシツ ジョウホウ テイキョウ		1		乳児期の食習慣が１歳６か月３歳のう蝕に影響しているため、情報提供の時期を変え、新たにリーフレットを作成 ニュウジキ ショクシュウカン サイ ゲツ サイ ショク エイキョウ ジョウホウ テイキョウ ジキ カ アラ サクセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣 ショクシュウカン		0		0		0		1		0				1		４か月児健診、７か月児相談、１０か月児健診で次回健診・相談までの社会性を含めた発達過程の見通しを対象児に合わせて個別に伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン ジカイ ケンシン ソウダン シャカイセイ フク ハッタツ カテイ ミトオ タイショウ ジ ア コベツ ツタ		0		0				1		事業評価を通じて保護者の困り感、子ども発達に対する理解、子どもへの関わりの変化などから支援の評価をしている。 ジギョウ ヒョウカ ツウ ホゴシャ コマ カン コ ハッタツ タイ リカイ コ カカ ヘンカ シエン ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		876		1166		奈良県		平群町		健康保険課母子保健係 ケンコウ ホケンカ ボシ ホケン カカリ		北里嘉須美 キタザト カ ス ビ		0745-45-8600		0745-45-8611		1		kenkouho@town.heguri.nara.jp		0		1				1		0		3		5		78		78		1		0		1		6		1		8		110		104		1		0		1		6		1		8		110		104		1		0		3		6		3		8		131		121		1		0		3		6		3		8		131		121		94		7		1		0		0		0				1		訪問あるいは電話連絡を最低３か月に１度は行っている ホウモン デンワ レンラク サイテイ ゲツ ド オコナ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		食育計画を現在作成中であり今後は保育所や幼稚園、学校等連携していく予定である ショク イク ケイカク ゲンザイ サクセイチュウ コンゴ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウトウ レンケイ ヨテイ		0				0		1		赤ちゃん訪問や、健診時に母子手帳の発育曲線にある発達と個々に説明している アカ ホウモン ケンシン トキ ボシ テチョウ ハツイク キョクセン ハッタツ ココ セツメイ		0				1		0				0				0		1		揺さぶられ症候群は赤ちゃん訪問時、口頭で説明。SIDSはチラシを渡し説明している。 ユ ショウコウグン アカ ホウモン ジ コウトウ セツメイ ワタ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		定期的な発達相談（検査）を行い、所属施設と連携を取り就学につなげている。 テイキテキ ハッタツ ソウダン ケンサ オコナ ショゾク シセツ レンケイ ト シュウガク		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0						1

		877		1200		和歌山県		紀美野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		髙田智子 タカダ トモコ		073-489-9960		073-489-6655		2		takada-t@town.kimino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		38		37		1		0		1		7		1		9		32		33		1		0		1		7		1		9		32		33		1		0		3		6		3		9		31		32		1		0		3		6		3		9		31		32		34		1		1		0		0		0				1		個々のケースについて心身の状況を訪問等で把握し、支援等の評価を行い、次の支援等の検討、計画を行っている ココ シンシン ジョウキョウ ホウモントウ ハアク シエントウ ヒョウカ オコナ ツギ シエントウ ケントウ ケイカク オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		早急に関わるものでコア会議を行い対応を検討する ソウキュウ カカ カイギ オコナ タイオウ ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診や相談ごとにパンフレットを用いて、子どもの少し先の社会性の発達過程について個別に説明指導を行っている ケンシン ソウダン モチ コ スコ サキ シャカイセイ ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				0		1		育てにくさを感じる親に対して、親の気持ちに寄り添いながら必要な事業（親子教室、トリプルP、発達相談、訪問指導、遊びの教室等）や人（地区担当保健師、子育て支援センター保育士等）等につなげるようにしている。個々のケースについて評価を行い次の支援を計画している。（「している」として良いか判断に迷ったため「その他」に入れた ソダ カン オヤ タイ オヤ キモ ヨ ソ ヒツヨウ ジギョウ オヤコ キョウシツ ハッタツ ソウダン ホウモン シドウ アソ キョウシツ トウ ヒト チク タントウ ホケンシ コソダ シエン ホイクシ トウ トウ ココ ヒョウカ オコナ ツギ シエン ケイ ガ ヨ ハンダン マヨ タ イ		1		妊娠届や赤ちゃん訪問時等に、パンフレットを用いて個別に説明指導を行っている ニンシン トドケ アカ ホウモン ジ トウ モチ コベツ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		個々のケースについて、フォローアップした結果を、こども園や保育所、療育機関と連携し、発達相談や支援アドバイザー事業で評価し、次の支援につなげている。また、小学校入学後に、それまで関わった保育士や担当保健師、教育委員会職員が学校を訪問し様子を把握している。さらに毎月行っているはぐくみ会（乳幼児が保育所、小学校、中学校への途切れない支援を継続するため毎月１階支援者による会議を行っている）で支援全体の評価を行っている。※「している」にしてよいか判断に迷ったため「その他」に記入した。 ココ ケッカ エン ホイク ジョ リョウイク キカン レンケイ ハッタツ ソウダン シエン ジギョウ ヒョウカ ツギ シエン ショウガッコウ ニュウガクゴ カカ ホイクシ タントウ ホケンシ キョウイク イインカイ ショクイン ガッコウ ホウモン ヨウス ハアク マイツキ オコナ カイ ニュウヨウジ ホイク ショ ショウガッコウ チュウガッコウ トギ シエン ケイゾク マイツキ カイ シエンシャ カイギ オコナ シエン ゼンタイ ヒョウカ オコナ ハンダン マヨ タ キニュウ		0				0		0		1		0				1		子どもの発達や子育て、社会資源等に関する研修会に参加している コ ハッタツ コソダ シャカイ シゲン トウ カン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		878		1239		鳥取県		江府町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		宮脇圭子 ミヤワキ ケイコ		0859-75-6111		0859-75-6161		1		k_kenko@town-kofu.jp		0		1				1		0		3		5		23		22		1		0		1		6		1		8		14		14		1		0		1		6		1		8		14		14		1		0		3		0		3		4		12		12		*		*		3		0		3		4		12		12		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		879		1245		島根県		安来市		子ども未来課 コ ミライ カ		立賀香織 タ ガ カオリ		0854-23-3222		0854-23-3209		2		kaori.tachiga@city.yasugi.shimane.jp		0		1				1		0		4		6		253		249		1		0		1		6		1		7		283		267		1		0		1		6		1		7		283		267		1		0		3		2		3		3		276		268		1		0		3		2		3		3		276		268		288		38		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科教室（保育所・幼稚園・小学校）での指導内容に入れる シカ キョウシツ ホイク ジョ ヨウチエン ショウガッコウ シドウ ナイヨウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を中心とした生活リズム、おやつのとり方等 ショクセイカツ チュウシン セイカツ カタ トウ		0		0		1		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診後のカンファレンスで実施 ニュウヨウジ ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		出生届時にリーフレット配布している。 シュッセイトドケ トキ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後、従事スタッフ全員（医師以外）参加でカンファレンスし、個別にフォローアップの必要性について検討している ニュウヨウジ ケンシン ゴ ジュウジ ゼンイン イシ イガイ サンカ コベツ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		発達クリニック、５歳児相談 ハッタツ サイジ ソウダン		0		0		0				1		生後１か月健診を委託。受診券へ診察結果を記入後、自課へ返送してもらう セイゴ ゲツ ケンシン イタク ジュシン ケン シンサツ ケッカ キニュウ ゴ ジ カ ヘンソウ		0		0		0		0				1		ｽﾀｯﾌ研修会年１回 ケンシュウカイ ネン カイ		1		ｽﾀｯﾌ研修会年１回 ケンシュウカイ ネン カイ		0				0		0								1						1

		880		1711		中核市 チュウカクシ		倉敷市		倉敷市保健所健康づくり課 クラシキシ ホケンジョ ケンコウ カ		小野、藤原 オノ フジワラ		086-434-9820		086-434-9805		1		hlthlt@city.kurashiki.okayama.jp		0		1				0		1		*		*		4543		4392		1		0		1		6		1		11		4547		4283		1		0		1		6		1		11		4547		4276		1		0		3		6		3		11		4755		4313		1		0		3		6		3		11		4755		4308		4577		176		1		0		0		0				1		母子健康手帳交付時のアセスメントにより、要フォローと判断した事例について台帳にて管理しており、フォローされたかどうかの確認を年１回（年度末）は定期的に、加えて随時確認している ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウ ハンダン ジレイ ダイチョウ カンリ カクニン ネン カイ ネンドマツ テイキテキ クワ ズイジ カクニン		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		アンケートやう蝕の状況等を分析し、活動計画や幼児健診等の指導時に活用している。 ショク ジョウキョウトウ ブンセキ カツドウ ケイカク ヨウジ ケンシン トウ シドウ ジ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		６か月児までを対象とした教室で、発達過程の説明、それをふまえた対応や事故防止などの健康教育を実施している８教室は、希望者が参加する者の為、全員に説明できているわけではない。）また、３～５か月児健診（医療機関実施）の受診票に、６か月児から１歳頃に到達する発達過程の問診を含んでいる ゲツ ジ タイショウ キョウシツ ハッタツ カテイ セツメイ タイオウ ジコ ボウシ ケンコウ キョウイク ジッシ キョウシツ キボウシャ サンカ モノ タメ ゼンイン セツメイ ゲツ ジ ケンシン イリョウ キカン ジッシ ジュシン ヒョウ ゲツ ジ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モンシン フク		0		0				0				1		0				1		妊婦とその配偶者を対象とするパパママセミナーでこの内容を含めた講話を行っている。また、母子健康手帳にこの内容の記事を入れており、必要に応じて妊婦面接でも説明している ニンプ ハイグウシャ タイショウ ナイヨウ フク コウワ オコナ ボシ ケンコウ テチョウ ナイヨウ キジ イ ヒツヨウ オウ ニンプ メンセツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		虐待や発達障がいのスクリーニング力アップや健診マニュアルの改訂に合わせた研修などその時の情勢に合った内容 ギャクタイ ハッタツ ショウ チカラ ケンシン カイテイ ア ケンシュウ トキ ジョウセイ ア ナイヨウ		1		非常勤の看護師、保健師、歯科衛生士と栄養士、心理相談員、職種別の研修と発達障がいに関することなど情勢に合った内容で、対象を変え数年のスパンで実施している ヒジョウキン カンゴシ ホケンシ シカ エイセイシ エイヨウシ シンリ ソウダンイン ショクシュベツ ケンシュウ ハッタツ ショウ カン ジョウセイ ア ナイヨウ タイショウ カ スウネン ジッシ		0				0		0								1

		881		1272		岡山県		和気町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		加藤智子 カトウ トモコ		0869-93-0531		0869-92-0667		1		kenko@town.wake.lg.jp		0		1				1		1		*		*		64		61		1		0		1		5		1		8		81		69		1		0		1		5		1		8		81		69		1		0		*		*		*		*		102		89		1		0		*		*		*		*		103		89		79		1		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容、方法を検討し、マンパワーの補充を行った シドウ ナイヨウ ホウホウ ケントウ ホジュウ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診で６か月児から１歳児頃に到達する発達過程を説明指導すること ゲツ ケンシン ゲツ ジ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		健診後のカンファレンスを通して評価 ケンシン ゴ トオ ヒョウカ		0		0				1		問診時に確認、知識の普及 モンシン ジ カクニン チシキ フキュウ		0		0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0				0		0				1		健診後にカンファレンスを行い、評価の時期を決めている ケンシン ゴ オコナ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		園と直接連絡を取り合ったり、連絡会議を通じて評価を行っている エン チョクセツ レンラク ト ア レンラク カイギ ツウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の実施している研修会に参加 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1				1		1

		882		1270		岡山県		美作市		保健福祉部健康づくり推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		貴島みどり キジマ		0868-75-3911		0868-72-7702		1		kenko@city.mimasaka.la.jp		0		2				1		1		3		5		167		147		1		0		1		6		1		7		174		159		1		0		1		6		1		7		174		159		1		0		3		0		3		1		190		157		1		0		3		0		3		1		190		157		174		6		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携はしているが、評価ができている部分とそうでない部分がある。 タ キカン レンケイ ヒョウカ ブブン ブブン		1				0		0				1		「育児のおたずね」という様式を問診票として別に用意し、母親から情報を聞きとりカンファレンスで評価している イクジ ヨウシキ モンシン ヒョウ ベツ ヨウイ ハハオヤ ジョウホウ キ ヒョウカ		0		0				1		問診票の項目に新しく追加している モンシン ヒョウ コウモク アタラ ツイカ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、要観察となった児について、担当保健師が集まり引き継ぎを行う中で、今後の方針について、確認・検討を行っている ケンシン ゴ ヨウ カンサツ ジ タントウ ホケンシ アツ ヒ ツ オコナ ナカ コンゴ ホウシン カクニン ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		「ハイリスク妊産婦連絡票」を用い、医療機関と市町村間で情報共有・連携を行っている。 ニンサンプ レンラク ヒョウ モチ イリョウ キカン シチョウソン カン ジョウホウ キョウユウ レンケイ オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		883		1264		岡山県		高梁市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		高野由紀子 タカノ ユキコ		0866-21-0228		0866-21-0423		2		yukiko_takano@city.takahashi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		183		173		1		0		1		6		1		8		186		173		1		0		1		6		1		8		186		177		1		0		3		5		3		7		166		157		1		0		3		5		3		7		166		157		169		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診で次の段階の発達過程について説明している カク ケンシン ツギ ダンカイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		子育てに関するアンケートにて、３段階に分けて（支援、注意、指導）評価している コソダ カン ダン カイ ワ シエン チュウイ シドウ ヒョウカ		0		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育・保育園・幼稚園や学校と連携した評価をしている リョウイク ホイクエン ヨウチエン ガッコウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		母子保健指導研修 ボシ ホケン シドウ ケンシュウ		0				0				0		0				1										1

		884		1294		広島県		安芸高田市		福祉保健部保健医療課健康推進係 フクシ ホケン ブ ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		谷口善恵 タニグチ ゼン メグミ		0826-42-5633		0826-47-1282		1		hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp		0		1				0		1		3		5		203		103		1		0		1		7		1		11		183		180		1		0		1		7		1		11		183		180		1		0		3		6		3		11		239		211		1		0		3		6		3		11		239		211		180		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		育児相談や１０か月児健診において説明している イクジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン セツメイ		0		0				1		継続相談および関係機関との連携により状況を確認している ケイゾク ソウダン カンケイ キカン レンケイ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		赤ちゃん訪問時や育児相談時において説明している アカ ホウモン ジ イクジ ソウダン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		885		1292		広島県		東広島市		子ども家庭課 コ カテイ カ		吉岡志保 ヨシオカ シホ		082-420-0407		082-424-1648		1		hgh200407@city.higashihiroshima.lg.jp		0		1				1		0		3		6		1747		1700		1		0		1		6		1		11		1842		1775		1		0		1		6		1		11		1842		1774		1		0		3		0		3		11		1846		1959		1		0		3		0		3		11		1846		1759		1815		68		0		0		0		1		母子健康手帳交付時に要支援者にはアセスメントを行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウシエン シャ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に配布するパンフレットで啓発　状況により個別に指導・助言している カク ケンシン ジ ハイフ ケイハツ ジョウキョウ コベツ シドウ ジョゲン		0		0				0				0		1		健診後にミーティングを行っている ケンシン ゴ オコナ		1		妊娠期においてパパママ教室、母親学級で啓発・赤ちゃん訪問、３～４か月児健診で啓発 ニンシン キ キョウシツ ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		886		1712		中核市 チュウカクシ		福山市 フクヤマシ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		石川清美 イシカワ キヨミ		084-928-3421		084-928-1143		1		kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp		0		1				0		1		4		4		4280		4023		1		0		1		6		1		11		4398		4165		1		0		1		6		1		11		4398		4162		1		0		3		0		3		11		4603		4348		1		0		3		0		3		11		4603		4348		4623		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		・こんにちは赤ちゃん訪問事業でリーフレットの配布、説明・両親学級で厚労省のDVDを用いて説明 アカ ホウモン ジギョウ ハイフ セツメイ リョウシン ガッキュウ コウロウショウ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		・紹介状及び指導票による医療機関との連携の仕組みがある・対応を急ぐ場合などは、随時電話で支援依頼をいただくよう医師会にお願いしている ショウカイジョウ オヨ シドウ ヒョウ イリョウ キカン レンケイ シク タイオウ イソ バアイ ズイジ デンワ シエン イライ イシ カイ ネガ		0		0		0		0				1		研修の復命や事業の説明などについて「保健活動の共有研修会（２か月に１度９」で随時行っている ケンシュウ フクメイ ジギョウ セツメイ ホケン カツドウ キョウユウ ケンシュウカイ ゲツ ド ズイジ オコナ		0				0				0		0

		887		1305		山口県		宇部市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		江本 エモト		0836-31-1777		0836-35-6533		1		hose@city.ube.yamaguchi.jp		0		1				0		1		3		4		1296		1293		1		1		1		6		1		11		1333		1268		1		0		1		6		1		11		1333		1293		1		1		3		6		3		11		1440		1261		1		0		3		6		3		11		1440		1339		1404		64		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳への記載、妊婦教室の時にDVD視聴 ボシ ケンコウ テチョウ キサイ ニンプ キョウシツ トキ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健康診査と幼稚園、保育園と連携して実施 サイジ ケンコウ シンサ ヨウチエン ホイクエン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		受診票に状況を記入、急ぎの場合は連絡票やりとりをする ジュシン ヒョウ ジョウキョウ キニュウ イソ バアイ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		888		1325		徳島県		小松島市		保健センター ホケン		幸田礼子 コウタ レイコ		0885-32-3551		0885-32-4145		1		hokencenter@city.komatsushima.tokushima.jp		0		1				1		0		3		4		242		227		1		0		1		6		1		6		279		271		1		0		1		6		1		6		279		271		1		0		3		5		3		5		284		276		1		0		3		5		3		5		284		276		251		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		毎年、健診のフォローアップ率や内容をまとめ、保健師、管理栄養士による評価をしている マイネン ケンシン リツ ナイヨウ ホケンシ カンリ エイヨウシ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の結果は身体的所見だけでなく育児上の問題も含めて、市町村に報告されるようになっており、保健師の指導の必要性についてもチェックする項目がある ニュウジ ケンシン ケッカ シンタイテキ ショケン イクジ ジョウ モンダイ フク シチョウソン ホウコク ホケンシ シドウ ヒツヨウセイ コウモク		0		0		0		0				1		健診に従事する保健師に対し言語聴覚士による口座を受ける機会を設けている ケンシン ジュウジ ホケンシ タイ ゲンゴ チョウカク シ コウザ ウ キカイ モウ		0				0				0		0										1

		889		1714		中核市 チュウカクシ		高松市		保健センター母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		*		087-839-2363		087-839-2363		1		hokencen@city.takamatsu.lg.jp		1		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		2		0		3969		3644		1		0		1		6		2		0		3969		3640		1		0		3		6		4		0		3869		3422		1		0		3		6		4		0		3869		3414		3866		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママ教室で厚労省作成のDVDを視聴している。４か月児相談で保健指導している キョウシツ コウロウショウ サクセイ シチョウ ゲツ ジ ソウダン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		890		1363		愛媛県		今治市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		渡邉恵子 ワタナベ ケイコ		0898-36-1533		0898-32-5511		1		kenkou@imabari-city.jp		0		1				0		1		3		6		1122		971		1		0		1		6		1		11		1178		1103		1		0		1		6		1		11		1178		1103		1		0		3		6		3		11		1302		1162		1		0		3		6		3		11		1302		1162		1110		26		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		1		事前に連絡ノートを回し、担当保健師以外でも配慮できるよう、スタッフ間の共有事項を記入している ジゼン レンラク マワ タントウ ホケンシ イガイ ハイリョ カン キョウユウ ジコウ キニュウ		0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				1		４か月児健康相談の際、これからの発育、発達の仕方、危険について。離乳食の開始や本の読み聞かせについて説明・指導している。 ゲツ ジ ケンコウ ソウダン サイ ハツイク ハッタツ シカタ キケン リニュウショク カイシ ホン ヨ キ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		訪問時の指導 ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診時の観察項目とチェックポイント ケンシン ジ カンサツ コウモク		1		母子保健の現状と保健指導（歯科衛生士） ボシ ホケン ゲンジョウ ホケン シドウ シカ エイセイシ		0				0		0

		891		1372		愛媛県		東温市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		廣田 ヒロタ		089-966-2191		289-966-5516		1		kenkosuishin@city.toon.ehime.jp		0		1				0		1		3		4		268		236		1		0		1		6		1		11		248		232		1		0		1		6		1		11		248		230		1		0		3		6		3		11		294		260		1		0		3		6		3		11		294		260		208		2		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病率などを把握することにより、次年度教室等の内容を見直して伊ry ショク ユウビョウリツ ハアク ジネンド キョウシツ トウ ナイヨウ ミナオ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		７か月児に対して育児教室を実施。 ゲツ ジ タイ イクジ キョウシツ ジッシ		0		0				1		発達や親の育児状況からフォローが必要だと感じた親子に対してフォロー教室に通ってもらっている ハッタツ オヤ イクジ ジョウキョウ ヒツヨウ カン オヤコ タイ キョウシツ カヨ		0		0				1		既存の資料を使って周知をしている。 キゾン シリョウ ツカ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ教室に通ってもらい教室後のカンファレンスで評価している キョウシツ カヨ キョウシツ ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		支援の必要な方について、医療機関と連携している。 シエン ヒツヨウ カタ イリョウ キカン レンケイ		0		0		0		0				1		県主催の母子保健担当者研修会に出席している。 ケン シュサイ ボシ ホケン タントウ シャ ケンシュウカイ シュッセキ		0				0				0		0								1

		892		1370		愛媛県		四国中央市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中曽千恵 ナカ ソ チエ		0896-28-6054		0896-28-6110		2		chie.n@city.shikokuchuo.ehime.jp		0		1				1		0		4		6		666		643		1		0		1		6		1		11		735		717		1		0		1		6		1		11		735		717		1		0		3		0		3		11		720		707		1		0		3		0		3		11		720		707		685		12		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団健診の最後に育児相談の場面を設けている。（全員）その際必要に応じて親御さんへ伝えている シュウダン ケンシン サイゴ イクジ ソウダン バメン モウ ゼンイン サイ ヒツヨウ オウ オヤゴ ツタ		0		0				1		健診後カンファレンスを行い、必要な機関につなげられるようにしている。実施し、問診や保健指導（育児相談）の内容を角保健師が報告している。その際「育てにくさを感じている親」との相談内容や今後の支援方針についてｽﾀｯﾌ間で検討される ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウ キカン ジッシ モンシン ホケン シドウ イクジ ソウダン ナイヨウ カク ホケンシ ホウコク サイ ソダ カン オヤ ソウダン ナイヨウ コンゴ シエン ホウシン カン ケントウ		0		0				1		出生時にお渡しするリーフレットの中に記事がある。現在、厚労省DVDをどのように活用するか検討中 シュッセイ ジ ワタ ナカ キジ ゲンザイ コウロウショウ カツヨウ ケントウチュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にカンファレンスを行っている。フォローアップ教室後もカンファレンスを行っている ケンシン ゴ オコナ キョウシツ ゴ オコナ		0		0				1		ケース検討会 ケントウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		他機関が実施している研修会への参加 タ キカン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1										1

		893		1715		中核市 チュウカクシ		松山市		松山市保健所健康づくり推進課 マツヤマシ ホケン ジョ ケンコウ スイシン カ		守永恵 モリナガ メグミ		089-911-1813		089-925-0230		1		kenkou@city.matsuyama.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		4448		4247		1		1		1		6		1		11		4408		3999		1		0		1		6		1		11		4408		4213		1		0		3		0		3		11		4618		4137		1		0		3		0		3		11		4618		4133		4429		24		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		本市における乳幼児のう蝕り患率は年々減少しているため、事業計画の見直しは検討していない。 モト シ ニュウヨウジ ショク カン リツ ネンネン ゲンショウ ジギョウ ケイカク ミナオ ケントウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		今後検討予定 コンゴ ケントウ ヨテイ		0				1		0				1		「両親学級」等のテキストに掲載し、口頭で注意喚起を行う。「パパママ救命講座」（消防局と合同開催）で講話に盛り込む リョウシン ガッキュウ トウ ケイサイ コウトウ チュウイ カンキ オコナ キュウメイ コウザ ショウボウ キョク ゴウドウ カイサイ コウワ モ コ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		心理判定員による「発達の見方や精神発達等について」講演・言語聴覚士による「聴力検査や難聴児の療育について」講演 シンリ ハン テイイン ハッタツ ミカタ セイシン ハッタツ トウ コウエン ゲンゴ チョウカク シ チョウリョク ケンサ ナンチョウ ジ リョウイク コウエン		1		常勤従事者と同じ内容で実施している ジョウキン ジュウジシャ オナ ナイヨウ ジッシ		0				0		0

		894		1367		愛媛県		西条市		健康医療推進課 ケンコウ イリョウ スイシン カ		永井邦香 ナガイ クニ カオリ		0897-52-1215		0897-52-1293		1		kenkoiryo@saijo-city.jp		0		1				1		1		3		6		1700		1613		1		0		1		6		1		11		899		858		1		0		1		6		1		11		899		858		1		0		3		0		3		11		964		918		1		0		3		0		3		11		964		918		839		153		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳児相談や各乳幼児健診において集団健康教育やパンフレットにて説明している サイジ ソウダン カク ニュウヨウジ ケンシン シュウダン ケンコウ キョウイク セツメイ		0		0				1		個別支援について必要に応じてカンファレンス等で行っている コベツ シエン ヒツヨウ オウ トウ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査受診結果票にて保健師の訪問指導の必要性について連絡あり ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヒョウ ホケンシ ホウモン シドウ ヒツヨウセイ レンラク		0		0		0		0				1		発達チェックや保健指導のあり方等について研修会を実施している ハッタツ ホケン シドウ カタ トウ ケンシュウカイ ジッシ		0				0				0		0

		895		1375		愛媛県		松前町		健康課保健センター ケンコウ カ ホケン		脇水素子 ワキ ミズ モトコ		089-985-4118		089-985-4158		1		731hoce@town.masaki.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		208		202		1		0		1		6		1		11		241		232		1		0		1		6		1		11		241		231		1		0		3		1		3		11		255		236		1		0		3		1		3		11		255		236		198		18		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		1		健診後のカンファレンスにてｽﾀｯﾌ間で共有し必要なケースについて上司や要保護児童対応の福祉課へ報告する ケンシン ゴ カン キョウユウ ヒツヨウ ジョウシ ヨウ ホゴ ジドウ タイオウ フクシカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		健診後カンファレンスにて、ｽﾀｯﾌ間で共有し、支援方針について確認、決定している ケンシン ゴ カン キョウユウ シエン ホウシン カクニン ケッテイ		0		0				1		出生届出時、予防接種手帳や受診券発行の際パンフレット及び面接による保健指導を保健師にて実施 シュッセイ トドケデ ジ ヨボウ セッシュ テチョウ ジュシン ケン ハッコウ サイ オヨ メンセツ ホケン シドウ ホケンシ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		特別支援教育の巡回相談にて町立保育所、幼稚園に通所している児について療育機関とも連携しながらフォローを行っている トクベツ シエン キョウイク ジュンカイ ソウダン チョウ リツ ホイク ジョ ヨウチエン ツウショ ジ リョウイク キカン レンケイ オコナ		0		0		0				1		返送される健診結果に診察医から保健師等の訪問指導の要否について記載する欄があり、必要なケースについて、連絡があり対応している。また、地元の医療機関からは電話での連絡もあり連携して対応している。 ヘンソウ ケンシン ケッカ シンサツ イ ホケンシ トウ ホウモン シドウ ヨウヒ キサイ ラン ヒツヨウ レンラク タイオウ ジモト イリョウ キカン デンワ レンラク レンケイ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		896		1384		高知県		南国市		保健福祉センター ホケン フクシ		山本由香 ヤマモト ユカ		088-863-7373		088-863-7908		1		n-hfc@city.nankoku.lg.jp		0		1				1		0		4		5		379		341		1		0		1		6		2		0		393		373		1		0		1		6		2		0		393		*		1		0		3		4		4		0		358		329		1		0		3		4		4		0		358		329		399		149		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		受診親子全員に個別相談を実施し、健診結果と合わせて保護者に伝えている ジュシン オヤコ ゼンイン コベツ ソウダン ジッシ ケンシン ケッカ ア ホゴシャ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診記録に連絡票の記載項目を設けている。また、医療機関側からの連絡もある場合あり ケンシン キロク レンラク ヒョウ キサイ コウモク モウ イリョウ キカン ガワ レンラク バアイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催などの研修機会に随時参加している ケン シュサイ ケンシュウ キカイ ズイジ サンカ		1

		897		1403		高知県		いの町		ほけん福祉課 フクシカ		廣瀬梨佐 ヒロセ ナシ サ		088-893-3811		088-893-1101		1		hokenhukushi@town.ino.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		130		99		1		0		1		6		1		11		125		125		1		0		1		6		1		11		125		125		1		0		3		5		3		11		130		133		1		0		3		5		3		11		130		133		126		4		1		0		0		0				0				0		1		個別支援については、定期的に情報共有及び支援の方向性を確認している。しかし評価指標は作っていない コベツ シエン テイキテキ ジョウホウ キョウユウ オヨ シエン ホウコウセイ カクニン ヒョウカ シヒョウ ツク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う蝕以外で特に重点は決めていないが、上記選択肢の中でケースに応じて対応する ショク イガイ トク ジュウテン キ ジョウキ センタクシ ナカ オウ タイオウ		0		0		1		0		0				1		４か月健診で７か月～１歳頃に到達する発達過程を説明指導している ゲツ ケンシン ゲツ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師と言語聴覚士とでケースの支援方法や方向性などを適宜確認・検討している ホケンシ ゲンゴ チョウカク シ シエン ホウホウ ホウコウセイ テキギ カクニン ケントウ		0		0				1		園訪問等でケースの情報共有を行い必要時関係機関につないでいる エン ホウモン トウ ジョウホウ キョウユウ オコナ ヒツヨウジ カンケイ キカン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		高知県主催の発達障害や問診のとり方等の研修会に参加している コウチケン シュサイ ハッタツ ショウガイ モンシン カタ トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		898		1417		福岡県		飯塚市		健康・スポーツ課保健センター係 ケンコウ カ ホケン カカリ		藤田奈緒 フジタ ナオ		0948-24-4002		0948-25-8994		1		kenkou-s@city.iizuka.lg.jp		0		1				1		0		4		7		1144		1119		1		0		1		6		1		11		1137		1060		1		0		1		6		1		11		1137		1059		*		*		3		0		3		11		1164		1059		*		*		3		0		3		11		1164		1059		1161		21		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診や運動教室で発達過程について指導している ニュウヨウジ ケンシン ウンドウ キョウシツ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達検査等を行い就学指導委員会で検討している ハッタツ ケンサ トウ オコナ シュウガク シドウ イインカイ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		899		1425		福岡県		中間市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		近藤理恵子 コンドウ リエコ		093-246-1611		093-246-3024		1		hokencenter@city.nakama.lg.jp		0		1				1		0		4		6		271		260		1		0		1		6		1		11		291		268		1		0		1		6		1		11		295		272		1		0		3		0		3		11		333		305		1		0		3		0		3		11		334		306		296		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健指導の際に、次回健診までの発達の目安について話している ホケン シドウ サイ ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1		常勤従事者については積極的に母子業務の研修に参加している ジョウキン ジュウジシャ セッキョクテキ ボシ ギョウム ケンシュウ サンカ

		900		1445		福岡県		新宮町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		宮内香菜・立山綾菜 ミヤウチ カオリ ナ タテヤマ アヤ ナ		092-962-5151		092-962-5333		1		kenko@town.shingu.fukuoka.jp		1		1				1		0		3		4		398		382		1		0		1		6		1		7		420		412		1		0		1		6		1		7		420		412		1		0		3		0		3		1		437		411		1		0		3		0		3		1		437		411		455		25		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて、今後の発達の見通しについて説明しています ヒツヨウ オウ コンゴ ハッタツ ミトオ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		受診者とのコミュニケーション方法、保健指導方法など年に１回テーマを定め研修会を行っています。 ジュシンシャ ホウホウ ホケン シドウ ホウホウ ネン カイ サダ ケンシュウカイ オコナ		0				0		0

		901		1501		長崎県		西海市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		蓮沼涼子 ハスヌマ リョウコ		0959-37-0029		0959-29-0050		1		kids@city.saikai.lg.jp		0		1				1		1		4		6		400		299		1		0		1		6		1		9		221		221		1		0		1		6		1		9		221		221		1		0		3		6		3		9		238		238		1		0		3		6		3		9		238		238		194		10		1		1		0		0				0				0		1		定期的に評価はしていないが、地区担当者が必要な時期に評価している。 テイキテキ ヒョウカ チク タントウ シャ ヒツヨウ ジキ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		複数項目該当するため選択できない フクスウ コウモク ガイトウ センタク		1		0		0		0		0				1		**		0		0				0				0		1		評価方法の指標を決めていないが、必要時相談支援事業や療育機関につなげる体制にしており、継続的な支援をしている。 ヒョウカ ホウホウ シヒョウ キ ヒツヨウジ ソウダン シエン ジギョウ リョウイク キカン タイセイ ケイゾクテキ シエン		1		母子保健推進員が乳児家庭全戸訪問事業で訪問したときにパンフレットを渡している。 ボシ ホケン スイシン イン ニュウジカテイゼンコホウモンジギョウ ホウモン ワタ		0		0				0				0				0				0				0		1		**		0				0		1		定期的に評価する機会は設けていないが、地区担当者がフォローアップ状況を管理、評価している。 テイキテキ ヒョウカ キカイ モウ チク タントウ シャ ジョウキョウ カンリ ヒョウカ		1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		902		1510		長崎県		佐々町		保険環境課健康相談センター ホケン カンキョウ カ ケンコウ ソウダン		松尾直美 マツオ ナオミ		0956-63-5800		0956-41-1051		1		kenkou@saza.nagasaki.jp		0		1				1		1		4		5		151		147		1		0		1		6		1		8		154		147		1		0		1		6		1		8		154		147		1		0		3		6		3		8		145		130		1		0		3		6		3		8		145		129		147		36		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ化物洗口等の実施について カ ブツ アラ クチ トウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		成長、発達の確認 セイチョウ ハッタツ カクニン		0		0		1		0		0				1		指導が必要な対象に対し、それぞれで必要な発達段階について指導している。 シドウ ヒツヨウ タイショウ タイ ヒツヨウ ハッタツ ダンカイ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時にリーフレットを配布し、内容の説明を行っている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ ナイヨウ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		903		1509		長崎県		小値賀町		健康管理センター ケンコウ カンリ		彌富千賀子 ヒサシ トミ チカコ		0959-56-3763		0959-56-3916		1		kenkoukanrisenta@ojika.net		0		1				1		0		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		10		10		*		*		1		6		1		11		10		10		1		0		3		0		3		6		16		16		*		*		3		0		3		6		13		13		19		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科健診の結果を歯科教室に反映させるなど、取り組んでいる。 シカケンシン ケッカ シカ キョウシツ ハンエイ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		毎回ではないが、必要に応じて指導している（初産婦など） マイカイ ヒツヨウ オウ シドウ ショサンプ		0				0		1		マニュアル化した評価はないが、その都度アセスメントを行い、評価している。 カ ヒョウカ ツド オコナ ヒョウカ		1		新生児訪問の際に口頭で説明している。 シンセイジ ホウモン サイ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		母子保健推進員を対象として確保している。 ボシホケンスイシンイン タイショウ カクホ						1		1

		904		1507		長崎県		川棚町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂口友香里 サカグチ ユカリ		0956-82-5412		0956-82-3134		1		kenkou@town.kawatana.lg.jp		1		1				0		1		3		6		146		71		1		0		1		6		2		0		136		128		1		0		1		6		2		0		136		128		1		0		3		6		4		0		131		122		1		0		3		6		4		0		131		122		124		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		905		1558		大分県		日田市		福祉保健部健康保険課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ホケン カ		武内 タケウチ		0973-24-3000		0973024-0321		1		kenkosien@city.hita.oita.jp		0		1				1		1		3		6		498		*		1		0		1		6		99		99		538		527		1		0		1		6		99		99		538		526		1		0		3		4		99		99		553		527		1		0		3		4		99		99		553		527		494		149		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		906		1741		政令市 セイレイシ		熊本市 クマモトシ		子ども支援課 コ シエン カ		木庭礼子 キ ニワ レイコ		096-328-2158		096-351-2183		1		kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp		0		1				0		1		3		4		7080		6866		1		0		1		6		1		11		7053		6846		1		0		1		6		1		1		7053		6844		1		0		3		6		3		11		7082		6824		1		0		3		6		3		11		7082		6820		7442		982		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		3歳児健診において、1歳6か月健診以降のフッ化物塗布継続率や仕上げ磨きの実施率等、データで成果を評価しているものの、すべて活用できている状況 サイジ ケンシン サイ ゲツ ケンシン イコウ カ ブツ トフ ケイゾク リツ シア ミガ ジッシ リツ トウ セイカ ヒョウカ カツヨウ ジョウキョウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児期に関しては、委託なので発達過程の説明指導はできていない。区役所で実施している育児相談の来所者に関しては個別の指導は行っている。幼児健診に関しては、個別指導の際にその後の見通しについて指導を行っている。 ニュウジキ カン イタク ハッタツ カテイ セツメイ シドウ クヤクショ ジッシ イクジ ソウダン ライショシャ カン コベツ シドウ オコナ ヨウジ ケンシン カン コベツ シドウ サイ アト ミトオ シドウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別ケースのフォローの中で、随時フォローの適否や有効性を検討している。 コベツ ナカ ズイジ テキヒ ユウコウセイ ケントウ		0				0		1		0				1		健康診査表に連絡の必要性の有無とその内容を記入する欄を設け活用している。 ケンコウ シンサ ヒョウ レンラク ヒツヨウセイ ウム ナイヨウ キニュウ ラン モウ カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		907		1542		熊本県		山都町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		佐藤美穂 サトウ ミホ		0967-72-1295		0967-72-1066		1		kenko@toen.kumamoto-yamato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		68		1		0		1		7		1		10		88		79		1		0		1		7		1		10		88		79		1		0		3		3		3		6		102		95		1		0		3		3		3		6		102		95		72		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		908		1548		熊本県		湯前町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		横矢和美 ヨコ ヤ カズミ		0966-43-4112		0966-43-4134		1		hokenhukushi@town.yunomae.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		22		22		1		0		1		6		1		8		29		28		1		0		1		6		1		8		29		28		1		0		3		4		3		6		36		36		1		0		3		4		3		6		36		36		27		0		1		0		0		0				0				0		1		妊婦本人と相談のもと評価時期を決定し、電話や訪問を行う。 ニンプ ホンニン ソウダン ヒョウカ ジキ ケッテイ デンワ ホウモン オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		上司に報告し、保育園等から情報を収集し、方針を決定する。 ジョウシ ホウコク ホイクエン トウ ジョウホウ シュウシュウ ホウシン ケッテイ		0		0		0		0		0		0				1		関係者会議を年度末に開催し、方向性を決定している。 カンケイシャ カイギ ネンドマツ カイサイ ホウコウセイ ケッテイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室(５か月児）で、１歳児頃までの発達過程を説明している。 リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ サイ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健やか親子２１の追加設問の育てにくさを感じるかの回答をチェックし、具体的に聞き出すようにしている。 スコ オヤコ ツイカ セツモン ソダ カン カイトウ グタイテキ キ ダ		0		0				1		知らない親に対しては、啓発・指導をするようにしている。 シ オヤ タイ ケイハツ シドウ		0		0				1		蛋白尿±以上の場合、翌日再検している。 タンパクニョウ イジョウ バアイ ヨクジツ サイケン		0				0				0				0		0				1		受診状況の確認、家や園での様子を訪問等で評価する。 ジュシン ジョウキョウ カクニン イエ エン ヨウス ホウモン トウ ヒョウカ		0		0				1		療育機関や保育園での情報収集、必要あれば発達検査を行う。 リョウイク キカン ホイクエン ジョウホウ シュウシュウ ヒツヨウ ハッタツ ケンサ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		909		1528		熊本県		長洲町		福祉保健介護課 フクシ ホケン カイゴ カ		東美希 ヒガシ ミキ		0968-78-7171		0968-65-7510		1		hoken@town.nagasu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		120		118		1		0		1		6		1		8		141		138		1		0		1		6		1		8		141		138		1		0		3		5		3		7		118		114		1		0		3		5		3		7		118		114		141		20		1		1		0		0				0				0		1		定期的ではないが、状況の把握は行っている。その際に支援方法について検討、評価している。 テイキテキ ジョウキョウ ハアク オコナ サイ シエン ホウホウ ケントウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団での保健指導で話すほか、個別で聞き取りを行う際に伝えている。 シュウダン ホケン シドウ ハナ コベツ キ ト オコナ サイ ツタ		0		0				0				0		1		カンファレンスにて親のアセスメント、今後の関わり方について話し合っている。 オヤ コンゴ カカ カタ ハナ ア		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンスにて実施 ジッシ		0		0				1		就学前健診、個別の検討会など シュウガクマエ ケンシン コベツ ケントウカイ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県が行う研修会に参加 ケン オコナ ケンシュウカイ サンカ		1										1

		910		1512		熊本県		八代市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		西村泉 ニシムラ イズミ		0965-32-7200		0965-32-7622		1		kenko@city.yatsushiro.lg.jp		0		1				1		0		4		4		1025		1019		1		0		1		6		1		7		981		970		1		0		1		6		1		7		981		970		1		0		3		4		3		5		1076		1069		1		0		3		4		3		5		1076		1069		1020		11		1		1		0		0				1		妊婦健診受診結果の確認後、保健師又は栄養士が個別に面談又は電話等にて保健指導を実施している。 ニンプ ケンシン ジュシン ケッカ カクニン ゴ ホケンシ マタ エイヨウシ コベツ メンダン マタ デンワ トウ ホケン シドウ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の保有率や本数を年次評価している。 ショク ホユウリツ ホンスウ ネンジ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次回健診時期までの発達段階を保健指導資料に含め、説明している。 ジカイ ケンシン ジキ ハッタツ ダンカイ ホケン シドウ シリョウ フク セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん全戸訪問時に啓発 アカ ゼンコ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所等や小学校と情報交換を実施。 ホイク ショ トウ ショウガッコウ ジョウホウ コウカン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		精神・運動発達面の研修会 セイシン ウンドウ ハッタツ メン ケンシュウカイ		0				0				0		0				1				1						1

		912		1631		鹿児島県		瀬戸内町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		林智子 ハヤシ トモコ		0997-72-1122		0997-72-1120		1		yobou@town.setouchi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		74		72		1		0		1		6		2		0		66		62		1		0		1		6		2		0		66		62		1		0		3		2		4		0		884		78		1		0		3		2		4		0		84		78		73		14		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが、必要に応じて個別的に評価をしている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ コベツテキ ヒョウカ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		７～８か月児健診を実施しているので、次の健診の案内をしている。 ゲツ ジ ケンシン ジッシ ツギ ケンシン アンナイ		0				1		0				1		DVD上映 ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や保育所、幼稚園との連携移行支援シート（リレーファイルの活用） リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ イコウ シエン カツヨウ		0		0		0				*				*		*		*		*				*				*				*				*		*														1

		913		1605		鹿児島県		薩摩川内市		市民福祉部市民健康課健康増進第２グループ シミン フクシ ブ シミン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ダイ		常盤美幸 トキワ ミユキ		0996-22-8811		0996-22-8038		1		kenzou2@city.satsumasendai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		831		815		1		0		1		6		1		11		929		897		1		0		1		6		1		11		929		897		1		0		3		0		3		11		977		894		1		0		3		0		3		11		977		894		908		242		1		1		0		0				1		評価時期：随時、子ども子育て連絡会、地区担当保健師による訪問・面接・電話 ヒョウカ ジキ ズイジ コ コソダ レンラクカイ チク タントウ ホケンシ ホウモン メンセツ デンワ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		実績のまとめと課題の検討。歯科医療との協力体制 ジッセキ カダイ ケントウ シカ イリョウ キョウリョク タイセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		良い生活習慣 ヨ セイカツ シュウカン		1		0		0		0		0				1		・各健診の個別指導
・妊娠期から乳幼児期までの育児に関する読本に記載し配布している。（フレフレ子育て読本） カク ケンシン コベツ シドウ ニンシン キ ニュウヨウジ キ イクジ カン ドクホン キサイ ハイフ コソダ ドクホン		0		0				1		カンファレンス判定 ハンテイ		0		0				1		個別指導 コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンス判定の追跡 ハンテイ ツイセキ		0		0				1		幼稚園・保育園連絡会、障害者自立支援協議会の子ども部会 ヨウチエン ホイクエン レンラクカイ ショウガイシャ ジリツ シエン キョウギカイ コ ブカイ		0		0		0				1		連絡票・電話による連絡 レンラク ヒョウ デンワ レンラク		0		0		0		0				1		関係者研修会、スキル研修、妊婦乳幼児学術研修 カンケイシャ ケンシュウカイ ケンシュウ ニンプ ニュウヨウジ ガクジュツ ケンシュウ		1		関係者研修会、スキル研修、妊婦乳幼児学術研修 カンケイシャ ケンシュウカイ ケンシュウ ニンプ ニュウヨウジ ガクジュツ ケンシュウ		0				0		0				1				1						1

		914		1620		鹿児島県		湧水町		保健衛生課粟野保健センター ホケン エイセイ カ アワノ ホケン		赤塚千沙 アカツカ チサ		0995-74-3120		0995-74-3212		1		kurinohc@town.yusui.kagoshima.jp		0		1				1		0		3		4		65		59		1		0		1		6		1		8		56		53		1		0		1		6		1		8		56		52		1		0		3		2		3		4		82		75		1		0		3		2		3		4		82		75		50		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		３歳児健診でのう蝕率高いことから、幼稚園・保育園でもフッ化物洗口を取り入れている。 サイジ ケンシン ショク リツ タカ ヨウチエン ホイクエン カ ブツ センコウ ト イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		全て重要視している スベ ジュウヨウシ		1		0		0		0		0				1		乳幼児健診時の集団指導 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳児健診時の子育てに関するアンケートの中に、乳幼児揺さぶられ症候群を知っているか問う項目は設けられている。 ニュウジ ケンシン ジ コソダ カン ナカ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ ト コウモク モウ		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定、検尿、視力・聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や保健所主催の研修への参加 ケン ホケン ショ シュサイ ケンシュウ サンカ		1		県や保健所主催の研修への参加 ケン ホケン ショ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0		0								1				1

		915		1609		鹿児島県		いちき串木野市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		留盛優子 トド モリ ユウコ		0996-33-3450		0996-33-3452		1		kenko1@city.ichikikushikino.lg.jp		0		1				1		0		3		5		198		196		1		0		1		6		1		1		248		242		1		0		1		6		1		11		248		242		1		0		3		6		3		11		240		235		1		0		3		6		3		11		240		235		172		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時、資料の配布・説明。 ケンシン ジ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		必要時、診察券に記載あり ヒツヨウジ シンサツケン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		916		1646		沖縄県		沖縄市		こどものまち推進部こども相談・健康課 スイシンブ ソウダン ケンコウ カ		丸尾七絵 マルオ ナナ エ		098-939-1212		098-934-3830		1		a104bosihoken@city.okinawa.okinawa.jp		0		1				1		0		4		8		1644		1228		1		0		1		6		1		11		1746		1490		0		1		1		6		1		11		1746		875		1		0		3		6		3		11		1692		1399		1		0		3		6		3		11		1692		1388		1840		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診報告会等で共有している ケンシン ホウコク カイ トウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		産後ママ教室の開催 サンゴ キョウシツ カイサイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳に情報がある ボシ テチョウ ジョウホウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		917		1677		沖縄県		八重瀬町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		喜友里千秋 ヨロコ トモ サト チアキ		098-998-1149		098-998-1144		1		kenkouhoken@town.yaese.lg.jp		0		1				1		0		4		11		769		694		1		0		1		6		1		11		442		393		1		0		1		6		1		11		442		393		1		0		3		6		3		11		409		352		1		0		3		6		3		11		409		351		367		*		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		保護者の訴える内容による ホゴシャ ウッタ ナイヨウ		0		0		0		1		0				1		あそびと食の教室（７か月児対象）に対し、発達過程を説明する。 ショク キョウシツ ゲツ ジ タイショウ タイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問にて啓発 シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		918		1661		沖縄県		嘉手納町		子ども家庭課母子保健係 コ カテイ カ ボシ ホケン ガカリ		新崎奈津紀 アラサキ ナ ツ キ		098-956-1111		098-956-9508		1		kodomo@town.kadena.oknawa.jp		0		1				1		0		3		5		155		129		1		0		1		6		1		11		162		147		1		0		1		6		1		11		162		147		1		0		3		6		3		11		138		127		1		0		3		6		3		11		138		127		147		10		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		毎月、フォロー者リストを作成しているため、そのリストを各々の保健師が確認することで共有している。 マイツキ シャ サクセイ オノオノ ホケンシ カクニン キョウユウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		育児相談、発達確認 イクジ ソウダン ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて、乳児一般健診の保健指導で説明している。 ヒツヨウ オウ ニュウジ イッパン ケンシン ホケン シドウ セツメイ		0				1		0				0				0		1		母子健康手帳交付時に必要に応じて説明を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヒツヨウ オウ セツメイ オコナ		0				0				0				0				0		1		委託先へ精度管理の徹底を依頼している。 イタク サキ セイド カンリ テッテイ イライ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県や小児保健協会が実施する研修会に参加している。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ

		919		1643		沖縄県		浦添市		健康部こども健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		宮城 ミヤギ		098-875-2100		098-875-1579		1		kodomokenko@city.urasoe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1431		1330		1		0		1		6		1		11		1495		1349		1		0		1		6		1		11		1495		1349		1		0		3		6		3		11		1473		1293		1		0		3		6		3		11		1473		1291		1448		75		1		1		0		0				1		年2回事業反省として実施　その他必要時 ネン カイ ジギョウ ハンセイ ジッシ タ ヒツヨウジ		0		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		2歳児歯科健診事業を新規事業として開始 サイジ シカ ケンシン ジギョウ シンキ ジギョウ カイシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診で必要時今後の発達過程について説明 ニュウジ ケンシン ヒツヨウジ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にパンフレットを配布 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年2回程度事業反省として実施、その他必要時 ネン カイ テイド ジギョウ ハンセイ ジッシ タ ヒツヨウジ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		小児保健協会等外部機関の実施する研修へ参加、新規従事者向け内部研修実施 ショウニ ホケン キョウカイ トウ ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ シンキ ジュウジシャ ム ナイブ ケンシュウ ジッシ		1		小児保健協会等外部機関の実施する研修へ参加、新規従事者向け内部研修実施 ショウニ ホケン キョウカイ トウ ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ シンキ ジュウジシャ ム ナイブ ケンシュウ ジッシ		0				0		0				1				1

		920		1669		沖縄県		座間味村		総務福祉課 ソウム フクシカ		渡真利綿子 ワタ マ リ メン コ		098-896-4045		098-987-2004		2		t-cotton67@vill.zamami.okinawa.jp		1		1				1		0		3		5		6		6		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		3		0		3		11		16		14		1		0		3		0		3		11		16		14		11		3		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		乳幼児相談等 ニュウヨウジ ソウダン トウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		委託だが村保健師も一緒に健診に入っているため、その場で情報を共有している。 イタク ムラ ホケンシ イッショ ケンシン ハイ バ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		委託先機関主催の研修会に参加 イタクサキ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1

		921		1647		沖縄県		豊見城市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		金城和歌子 キンジョウ ワカコ		098-850-0162		098-850-5343		1		kenko@city.tomigusuku.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		880		855		1		0		1		8		1		11		899		840		1		0		1		8		1		11		899		840		1		0		3		6		3		11		910		815		1		0		3		6		4		11		910		813		884		53		1		0		0		1		特定妊婦に該当しないかアセスメントしている トクテイ ニンプ ガイトウ		0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		1歳半歯科健診ですでにう蝕罹患していたことから、乳児一般健診に歯科相談を導入し、指導を行っている。 サイ ハン シカ ケンシン ショク リカン ニュウジ イッパン ケンシン シカ ソウダン ドウニュウ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		健診委託団体が開催 ケンシン イタク ダンタイ カイサイ						1		1

		922		159		北海道		幕別町		民生部保健課健康推進係 ミンセイ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		浦上梢 ウラカミ コズエ		0155-54-3811		0155-54-3839		1		kenkousuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp		0		1		1		1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		1		9		170		166		1		0		1		6		1		9		166		166		1		0		3		0		3		11		232		230		1		0		3		0		3		11		230		230		181		101		1		1		0		0				0				0		1		支援実施後等に随時行っている。 シエン ジッシゴ トウ ズイジ オコナ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		数年分をまとめ、事業評価の指標として活用 スウネン ブン ジギョウ ヒョウカ シヒョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～4ヵ月、7～8ヵ月に健診を実施し、次回の健診までの児の成長・発達について説明している。11ヵ月にも教室を行い、説明。 ゲツ ゲツ ケンシン ジッシ ジカイ ケンシン ジ セイチョウ ハッタツ セツメイ ゲツ キョウシツ オコナ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスで、親子の様子・必要な支援等を検討。 ケンシン ゴ オヤコ ヨウス ヒツヨウ シエン トウ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時に配布しているリーフレットに記載。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		関係機関と、支援継続の必要性も含め、支援方法等について協議。 カンケイ キカン シエン ケイゾク ヒツヨウセイ フク シエン ホウホウ トウ キョウギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児の成長・発達について、養育者支援の方法・虐待予防等、行政機関で実施している研修に参加。 ニュウヨウジ セイチョウ ハッタツ ヨウイクシャ シエン ホウホウ ギャクタイ ヨボウ トウ ギョウセイ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		923		140		北海道		むかわ町		健康福祉課保健介護グループ ケンコウ フクシカ ホケン カイゴ		小坂由香里 コサカ ユカリ		0145-42-2415		0145-47-2400		1		m-hoken@town.mukawa.lg.jp		0		1				*		*		3		4		55		52		*		*		1		6		1		11		51		46		*		*		1		6		1		11		51		46		*		*		3		0		3		11		60		57		*		*		3		0		3		11		60		57		49		4		1		0		0		1		第1子は妊婦訪問実施。その他は母子手帳交付時にフォローの必要性を判断している。 ダイ シ ニンプ ホウモン ジッシ タ ボシ テチョウ コウフ ジ ヒツヨウセイ ハンダン		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		歯科健診の結果を毎年度データ化してまとめているが、バラつきが大きいため保健指導の成果を評価するまでには至っていない。 シカ ケンシン ケッカ マイネンド カ オオ ホケン シドウ セイカ ヒョウカ イタ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味のコントロール カンミ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳の中で掲載 ボシ テチョウ ナカ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**								1

		924		1722		政令市 セイレイシ		札幌市		保健福祉局保健所健康企画課 ホケン フクシ キョク ホケンジョ ケンコウ キカク カ		大平 オオヒラ		011-622-5151		011-622-7221		1		boshihoken@city.sapporo.jp		0		1				1		0		4		10		14737		14458		1		0		1		6		2		0		14628		14133		1		0		1		6		2		0		14628		14065		1		0		3		0		4		0		14793		13956		*		*		3		0		4		0		14793		13765		15203		830		1		0		0		0				0				0		1		妊娠届出にて把握したハイリスク妊婦について、届出月の翌月末までの支援状況（訪問実施、電話連絡等）を統計として各区保健センターに提出を求めている。 ニンシン トドケデ ハアク ニンプ トドケデ ツキ ヨクゲツマツ シエン ジョウキョウ ホウモン ジッシ デンワ レンラク トウ トウケイ カクク ホケン テイシュツ モト		0		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		乳幼児健診受診者全員のアンケートチェックを行い、必要に応じて問診を行う。 ニュウヨウジ ケンシン ジュシン シャ ゼンイン オコナ ヒツヨウ オウ モンシン オコナ		1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		歯科検診も直営。各健診では歯科衛生士が札幌市の「乳幼児健診マニュアル」に則って指導。統計結果によって評価し、課題に応じた対策を講じている。 シカ ケンシン チョクエイ カク ケンシン シカ エイセイシ サッポロ シ ニュウヨウジ ケンシン ノット シドウ トウケイ ケッカ ヒョウカ カダイ オウ タイサク コウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診の個別・集団相談の際に保健指導を実施。 カク ケンシン コベツ シュウダン ソウダン サイ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		母子手帳、初妊婦に配布するテキストに注意事項を記載し、また、新生児訪問の際に指導を行っている。 ボシ テチョウ ハツ ニンプ ハイフ チュウイ ジコウ キサイ シンセイジ ホウモン サイ シドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		心理相談に従事する心理職向けの研修会を実施。昨年10月から開始の5歳児健診には、医師職を含むスタッフ向け研修会を開催した。 シンリ ソウダン ジュウジ シンリ ショク ム ケンシュウカイ ジッシ サクネン ガツ カイシ サイジ ケンシン イシ ショク フク ム ケンシュウカイ カイサイ

		925		113		北海道		枝幸町		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ		石原めい イシハラ		0163-62-4658		0163-62-3353		2		IshiharaMei@town.esashi.hokkaido.jp		1		1				*		*		3		99		52		51		*		*		1		6		99		99		59		55		*		*		1		6		99		99		59		55		*		*		3		0		99		99		58		52		*		*		3		0		99		99		58		52		40		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		現状を把握し、目標値の設定等している。前回の指導内容をふまえての指導も行っている。 ゲンジョウ ハアク モクヒョウチ セッテイ トウ ゼンカイ シドウ ナイヨウ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診、健康相談時に次の健診・健康相談までの発達を説明指導している。 カク ケンシン ケンコウ ソウダン ジ ツギ ケンシン ケンコウ ソウダン ハッタツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時、リーフレットを使用し指導を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		全員ではないが、気になる子については小学校入学前に小学校の先生と話す機会はもうけている。 ゼンイン キ コ ショウガッコウ ニュウガクマエ ショウガッコウ センセイ ハナ キカイ		0				0		0		1		0				1		発達研修会 ハッタツ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1

		926		95		北海道		占冠村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		松永真里 マツナガ マリ		0167-56-2122		0167-56-2184		2		mari.matsunaga@vill.shimukappu.lg.jp		1		1				*		*		2		5		7		7		*		*		1		6		1		10		13		13		*		*		1		6		1		10		13		13		*		*		3		0		3		6		5		5		*		*		3		0		3		6		5		5		7		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		927		133		北海道		大空町		福祉保健介護グループ フクシ ホケン カイゴ		山崎七恵 ヤマザキ ナナエ		0152-74-2111		0152-74-2191		2		nanae.yamazaki@town.ozora.lg.jp		0		1				*		*		4		5		47		47		*		*		1		6		1		7		49		48		*		*		1		6		1		7		49		48		*		*		3		5		3		6		60		60		*		*		3		5		3		6		60		60		53		0		1		1		0		0				1		妊婦受診票を前期と後期に分けて交付しており、交付時に面接を行い身体面・精神面・家族関係・経済面等情報を把握し、必要時支援している。 ニンプ ジュシン ヒョウ ゼンキ コウキ ワ コウフ コウフ ジ メンセツ オコナ シンタイ メン セイシンメン カゾク カンケイ ケイザイ メン トウ ジョウホウ ハアク ヒツヨウジ シエン		0		0				0		1		1		1		0		0		1		健診前に対象者の情報を記載した用紙を回覧しスタッフが共有。 ケンシン マエ タイショウシャ ジョウホウ キサイ ヨウシ カイラン キョウユウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の効果があり、道と比べてう歯数が少ないため活動を継続。 ホケン シドウ コウカ ドウ クラ ハ スウ スク カツドウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4～5ヵ月、7～8ヵ月、10～11ヵ月健診で、これからの発達過程と発達を促す関わりかたを説明。 ゲツ ゲツ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ ハッタツ ウナガ カカ セツメイ		0		0				1		健診後にカンファレンスを行い、情報の共有と支援の方向性を検討している。 ケンシン ゴ オコナ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時にリーフレットを配布し説明を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にスタッフが集まり、カンファレンスを行い、情報共有・支援の方向性を検討する。 ケンシン ゴ アツ オコナ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		大空町特別支援連携協議会として（教育委員会主管）幼稚園・保育園と共に行っている。 オオゾラ マチ トクベツ シエン レンケイ キョウギカイ キョウイク イインカイ シュカン ヨウチエン ホイクエン トモ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達や母子保健に関する研修受講の予算化をしている。研修内容が有ったものから選択して受講することとしているが、H26年は実績なし。 ハッタツ ボシ ホケン カン ケンシュウ ジュコウ ヨサンカ ケンシュウ ナイヨウ ア センタク ジュコウ ネン ジッセキ		0				0				0		0				1				1						1

		928		178		青森県		八戸市		市民健康部健康増進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		類家美樹子 ルイ ケ ミキコ		0178-43-9271		0178-47-0745		1		kenko@city.hachinohe.aomori.jp		0		1				*		*		3		5		1766		1663		*		*		1		7		1		11		1813		1790		*		*		1		7		1		11		1813		1790		*		*		3		6		3		11		1958		1872		*		*		3		6		3		11		1958		1872		1773		658		1		1		0		0				1		保健師のハイリスク妊婦への支援について、9月と3月に評価している。 ホケンシ ニンプ シエン ガツ ガツ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		保健指導の際、必要に応じて個別に説明している。 ホケン シドウ サイ ヒツヨウ オウ コベツ セツメイ		0		0				1		育てにくさを感じる親の数の把握 ソダ カン オヤ カズ ハアク		0		0				1		母子健康手帳交付、赤ちゃん訪問、赤ちゃん健康相談、両親学級の際、啓発している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ アカ ホウモン アカ ケンコウ ソウダン リョウシン ガッキュウ サイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健康診査の受診結果は受診票が委託医療機関から送付されるため、全結果を把握している。必要に応じて、医師から保健師への依頼事項が追記されてくるため、その際は電話や訪問等で支援する仕組みがある。 ニュウジ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ジュシン ヒョウ イタク イリョウ キカン ソウフ ゼン ケッカ ハアク ヒツヨウ オウ イシ ホケンシ イライ ジコウ ツイキ サイ デンワ ホウモン トウ シエン シク		0		0		0		0				1		保健師を対象として、小児科医、耳鼻科医、眼科医、歯科医、臨床心理士、ことばの教室教員らによる講演を企画実施している。 ホケンシ タイショウ ショウニ カ イ ジビカ イ ガンカイ シカイ リンショウ シンリシ キョウシツ キョウイン コウエン キカク ジッシ		0				0				0		0				1

		929		242		岩手県		普代村		住民福祉課保健センター ジュウミン フクシカ ホケン		佐々木文加 ササキ フミ クワ		0194-35-2211		0194-36-1026		1		f-hoken@vill.fudai.iwate.jp		0		1				1		0		*		*		18		18		1		0		*		*		*		*		19		18		1		0		*		*		*		*		19		18		1		0		*		*		*		*		14		14		1		0		*		*		*		*		14		14		17		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		最も重点をおくが難しい モット ジュウテン ムズカ		0		0		1		0		0				1		1ヵ月おきに幼児健診を実施。その際に母子手帳等を見たり、問診をとる中で確認している。 ゲツ ヨウジ ケンシン ジッシ サイ ボシ テチョウ トウ ミ モンシン ナカ カクニン		0		0				*				*		*				1		赤ちゃん訪問等でリーフレット配布などを行っている。 アカ ホウモン トウ ハイフ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				1		0		0		0				1		**		0				0				0		0														1

		930		254		宮城県		多賀城市		保健福祉部健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		村上順子 ムラカミ ジュンコ		022-368-1141		022-368-1747		1		kenko@city.tagajo.miyagi.jp		0		1				*		*		3		5		588		581		*		*		1		6		1		11		592		583		*		*		1		6		1		11		592		583		*		*		3		6		3		11		584		533		*		*		3		6		3		11		584		533		618		114		1		1		0		0				1		母子手帳交付時に把握したハイリスク妊婦について、後日関係者間での打ち合わせを行い、その後の支援や評価方法について個別に検討している。内容や評価時期はそのケースにより異なる。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハアク ニンプ ゴジツ カンケイシャ カン ウ ア オコナ ゴ シエン ヒョウカ ホウホウ コベツ ケントウ ナイヨウ ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		各乳幼児歯科健診のう歯罹患率を年次推移で把握し、年度末に課題を整理している。 カク ニュウヨウジ シカ ケンシン ハ リカン リツ ネンジ スイイ ハアク ネンドマツ カダイ セイリ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児健診等で全体への指導の機会は確保できていないが、必要な人には個別または小集団の場で指導の機会を設けている。 ニュウジ ケンシン トウ ゼンタイ シドウ キカイ カクホ ヒツヨウ ヒト コベツ ショウシュウダン バ シドウ キカイ モウ		1		必要時、部署内または関係機関とのケース検討を行い、親への保健指導の内容や今後の支援方法について話し合いの場を設けている。 ヒツヨウジ ブショ ナイ カンケイ キカン ケントウ オコナ オヤ ホケン シドウ ナイヨウ コンゴ シエン ホウホウ ハナ ア バ モウ		0		0				1		新生児訪問の際、全員に口頭で説明している。また窓口や健診で配布している「多賀城市子育てガイドブック」に揺さぶられ症候群の内容を掲載している。 シンセイジ ホウモン サイ ゼンイン コウトウ セツメイ マドグチ ケンシン ハイフ タガジョウシ コソダ ユ ショウコウグン ナイヨウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診従事者との打合せを年1回行っており、経過観察者のフォロー方法等、健診に関する内容の検討をしている。 ケンシン ジュウジシャ ウチアワ ネン カイ オコナ ケイカ カンサツ シャ ホウホウ トウ ケンシン カン ナイヨウ ケントウ		0		0				1		必要時、療育機関、保育所、幼稚園、教育委員会等の関係機関とケース検討を行うことができる仕組みがあり、個別に支援方法等を検討している。 ヒツヨウジ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン キョウイク イインカイ トウ カンケイ キカン ケントウ オコナ シク コベツ シエン ホウホウ トウ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		小児の神経・心理学発達と乳幼児健診場面における発達確認のポイント
・保護者支援とコミュニケーション ショウニ シンケイ シンリガク ハッタツ ニュウヨウジ ケンシン バメン ハッタツ カクニン ホゴシャ シエン		1				0				0		0				1				1		1				1

		931		278		宮城県		涌谷町		健康課健康づくり班 ケンコウ カ ケンコウ ハン		高橋舞 タカハシ マイ		0229-43-5111		0229-43-5717		1		gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp		0		1				*		*		3		5		102		99		*		*		1		6		1		8		108		107		*		*		1		6		1		8		108		107		*		*		3		6		3		8		112		105		*		*		3		6		3		8		112		105		114		0		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		ハイリスク者のC本数を把握し、フォローの仕方を評価している。 シャ ホンスウ ハアク シカタ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診の問診項目で育てにくさ～について確認している為、乳健後のカンファレンス時に共有し、評価を行っている。継続支援が必要な場合は支援時適宜行っている。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン コウモク ソダ カクニン タメ ニュウ ケン ゴ ジ キョウユウ ヒョウカ オコナ ケイゾク シエン ヒツヨウ バアイ シエン ジ テキギ イ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォローをした際に評価を行っている。状況が変化し、支援が必要になった場合は保健師や関係職種で共有し評価・または月１回のケースカンファレンス時に共有し、評価を行っている。 サイ ヒョウカ オコナ ジョウキョウ ヘンカ シエン ヒツヨウ バアイ ホケンシ カンケイ ショクシュ キョウユウ ヒョウカ ツキ カイ ジ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		地域の関係機関が一同に集まり評価、という方法はとっていないが、保育所や幼稚園等とはつねに連携をとり、情報を共有し適宜評価を行っている。 チイキ カンケイ キカン イチドウ アツ ヒョウカ ホウホウ ホイク ショ ヨウチエン トウ レンケイ ジョウホウ キョウユウ テキギ ヒョウカ オコナ		1				0		0		0		0				0				0				0				0		1		県などから研修会の通知があれば、常勤従事者は研修に参加している。 ケン ケンシュウカイ ツウチ ジョウキン ジュウジシャ ケンシュウ サンカ						1		1

		932		265		宮城県		川崎町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		菅野君枝 スガノ キミエ		0224-84-6008		0224-84-6090		1		kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp		0		1				*		*		4		5		46		44		*		*		1		6		1		7		44		41		*		*		1		6		1		7		44		41		*		*		3		5		3		6		62		61		*		*		3		5		3		6		62		61		36		0		1		1		0		0				0				0		1		個別支援後は、スタッフ間での情報共有を図り、支援の方向性を検討している。また、交付時には複数のスタッフでカンファを行っている。 コベツ シエン ゴ カン ジョウホウ キョウユウ ハカ シエン ホウコウセイ ケントウ コウフ ジ フクスウ オコナ		1		0		0		1		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		指導の成果を評価し、個別支援や集団指導の内容などに反映させている。 シドウ セイカ ヒョウカ コベツ シエン シュウダン シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		こどもの発育・発達についてまとめてある冊子を用い、集団や個別にお伝えしている。 ハツイク ハッタツ サッシ モチ シュウダン コベツ ツタ		0		0				1		健診後のカンファで指導内容の確認と、今後の関わりについて検討している。 ケンシン ゴ シドウ ナイヨウ カクニン コンゴ カカ ケントウ		0		0				0				0		1		すこやか親子21アンケートにてチェックしてもらい、知識のない親に対し助言を行っている。 オヤコ チシキ オヤ タイ ジョゲン オコナ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		支援状況について、スタッフ間で情報共有し、その後の支援につなげている。 シエン ジョウキョウ カン ジョウホウ キョウユウ ゴ シエン		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1						1

		933		257		宮城県		栗原市		市民生活部健康推進課　保健指導係 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン シドウ カカリ		千葉祐美子 チバ ユミコ		0228-22-0370		0228-22-0350		1		kenko@kuriharacity.jp		0		1				*		*		3		4		383		363		*		*		1		6		1		11		453		428		*		*		1		6		1		11		453		428		*		*		3		0		3		11		462		445		*		*		3		0		3		11		462		445		403		3		1		0		0		0				0				0		1		母子健康手帳交付時に「要フォローケースチェックシート」に基づき、ハイリスク妊婦を把握。乳幼児健診ブロック内での検討。もしくは月１回開催の「定例検討会」で支援の方向性の確認等を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウ モト ニンプ ハアク ニュウヨウジ ケンシン ナイ ケントウ ツキ カイ カイサイ テイレイ ケントウカイ シエン ホウコウセイ カクニン トウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		事業は継続して実施している。ただし、統計結果の共有や資料作成、指導内容への反映は行っている。 ジギョウ ケイゾク ジッシ トウケイ ケッカ キョウユウ シリョウ サクセイ シドウ ナイヨウ ハンエイ オコナ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団指導や資料の配布 シュウダン シドウ シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問指導の際に説明や資料配布 シンセイジ ホウモン シドウ サイ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		児童相談所での乳幼児精神発達精密検査や保健所での発達相談を活用しながら、個別でのフォローアップ・計画を実施している。日頃より、保育所・幼稚園との共有や就学に向けた学校との連携は行っている。 ジドウ ソウダン ジョ ニュウヨウジ セイシン ハッタツ セイミツ ケンサ ホケンジョ ハッタツ ソウダン カツヨウ コベツ ケイカク ジッシ ヒゴロ ホイク ショ ヨウチエン キョウユウ シュウガク ム ガッコウ レンケイ オコナ		0				1		0		0		0				1		親の心情に寄り添う関わり方、事例検討会 オヤ シンジョウ ヨ ソ カカ カタ ジレイ ケントウカイ		0				0				0		0										1

		934		253		宮城県		角田市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		佐藤、玉手 サトウ タマテ		0224-62-1192		0224-63-3975		1		welpark@city.kakuda.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		166		164		1		0		1		6		2		0		194		187		1		0		1		6		2		0		194		187		*		*		3		6		4		0		232		230		*		*		3		6		4		0		232		230		158		4		1		0		0		0				1		妊産婦・新生児早期支援カンファレンス1/月実施。母子支援連絡票を介して、病院・産院と連携を図っている。 ニンサンプ シンセイジ ソウキ シエン ツキ ジッシ ボシ シエン レンラク ヒョウ カイ ビョウイン サンイン レンケイ ハカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		３歳児健診以降のう歯率を下げるため、幼稚園・児童センター・保育所等でブラッシング指導を実施。 サイジ ケンシン イコウ ハ リツ サ ヨウチエン ジドウ ホイク ショ トウ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１歳6ヵ月児健診で、臨床心理士から子どもの成長・発達について講話を行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン リンショウ シンリシ コ セイチョウ ハッタツ コウワ オコナ		0		0				1		健診毎に育児に対する感じ方を確認・評価している。 ケンシン ゴト イクジ タイ カン カタ カクニン ヒョウカ		0		0				0				1		0				1		３歳児健診（尿検査・聴覚検査） サイジ ケンシン ニョウケンサ チョウカク ケンサ		1		３歳児健診（尿検査・聴覚検査） サイジ ケンシン ニョウケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0		0				1		健診後ケース会議を行い、実施している。 ケンシン ゴ カイギ オコナ ジッシ		0		0				1		療育機関、保育所、幼稚園や学校、教育委員会等と連携し、検討している。 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウ キョウイク イインカイ トウ レンケイ ケントウ		0		0		0				1		健診票に市町村への連絡項目の欄がある。 ケンシン ヒョウ シチョウソン レンラク コウモク ラン		0		0		0		0				1		**		1		助産師が母子保健セミナーに参加する等 ジョサンシ ボシ ホケン サンカ トウ		0				0		0								1		1		1		1

		935		348		福島県		田村市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		本田真利子 ホンダ マリコ		0247-81-2271		0		*		*		*		*				*		*		*		*		254		253		*		*		*		*		*		*		257		250		*		*		*		*		*		*		257		250		*		*		*		*		*		*		283		283		*		*		*		*		*		*		283		283		250		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		例の通り レイ トオ		0		0				0				1		0				1		チラシ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		936		355		福島県		大玉村		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		武藤祥子 ムトウ ショウコ		0243-24-8114		0243-68-2789		1		kenkofukushika@vill.otama.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		70		68		1		0		1		6		1		7		81		78		1		0		1		5		1		7		81		78		*		*		3		6		3		7		82		78		1		0		3		6		3		7		82		78		75		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程について説明しています。 ツギ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診後カンファレンスや訪問後に今後の方向性について相談して決めている。 ケンシン ゴ ホウモン ゴ コンゴ ホウコウセイ ソウダン キ		0		0				1		赤ちゃん訪問時と母子手帳交付時 アカ ホウモン ジ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診、養育支援連絡会 サイジ ケンシン ヨウイク シエン レンラクカイ		1		0		0				1		股関節脱臼検査時の結果を共有している。 コカンセツ ダッキュウ ケンサ ジ ケッカ キョウユウ		0		0		0		0				1		県等主催の研修会に参加している。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		937		474		群馬県		安中市		健康づくり課 ケンコウ カ		萓間亮子 ギ マ リョウコ		027-382-1111		027-381-7016		2		ryouko_ka@city.annaka.gunma.jp		1		2				1		0		3		4		345		343		1		0				6		1		7		339		324		1		0		1		6		1		7		339		324		*		*		3		0		3		1		392		378		*		*		3		0		3		1		392		378		350		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		う歯保有率をだし、指導内容が適切か、どのような改善が必要か検討している。 ハ ホユウリツ シドウ ナイヨウ テキセツ カイゼン ヒツヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４ヵ月・８ヵ月健診で、１歳頃までの発達過程を説明している。 ゲツ ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		**		0				0		0								1

		938		471		群馬県		渋川市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		須田俊枝 スダ トシエ		0279-25-1321		0279-20-1037		2		suda-to@city.shibukawa.lg.jp		0		1				*		*		3		5		495		488		*		*		1		6		2		0		500		480		*		*		1		6		2		0		500		480		*		*		3		0		4		0		594		568		*		*		3		0		4		0		594		568		492		112		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1		虐待担当課の担当を健診会場へ呼び、直接親子の様子を確認してもらう。 ギャクタイ タントウカ タントウ ケンシン カイジョウ ヨ チョクセツ オヤコ ヨウス カクニン		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		非常勤は保健師のみ対象　平成２７年度実施予定（１歳６か月児健診の問診・スクリーニングについて） ヒジョウキン ホケンシ タイショウ ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ サイ ゲツ ジ ケンシン モンシン		0				0				0		0

		939		488		群馬県		東吾妻町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		福田久美子 フクダ クミコ		0279-68-5021		0279-68-3711		2		fukuda@town.higashiagatsuma.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		71		69		1		0		1		6		1		8		65		64		1		0		1		6		1		8		65		64		1		0		3		0		3		2		80		78		1		0		3		0		3		2		80		78		61		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		オムツのはずれる時期や食事量やオヤツ等について ジキ ショクジ リョウ トウ		0		0				0				1		0				0				0		1		心配な親等に必要に応じて行っている。 シンパイ オヤ トウ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		コンサルテーション、児相、教育支援会議 ジ ソウ キョウイク シエン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等で実施する研修会への参加 ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ												1

		940		557		埼玉県		白岡市 シ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		蛭間、木村 ヒルマ キムラ		0480-92-1201		0480-93-2325		1		hokencenter@city.shiraoka.lg.jp		0		1				*		*		3		6		415		408		*		*		1		6		1		11		424		419		*		*		1		6		1		11		424		419		*		*		3		6		3		11		401		391		*		*		3		6		3		11		401		391		392		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルまでの作成はしていないが、取り組みとしては統一した対応をとっている サクセイ ト ク トウイツ タイオウ		1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		各々の保健師が必要と感じた母子に対して話をしている オノオノ ホケンシ ヒツヨウ カン ボシ タイ ハナシ		0				1		0				1		母親学級・父親学級でパンフレットを用いたり、DVDを活用し保健師から説明している。 ハハオヤ ガッキュウ チチオヤ ガッキュウ モチ カツヨウ ホケンシ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォロー事業に参加している母子に関しては、情報の共有やカンファレンスを通じて今後の方針について話し合いを行っている。また、フォローアップの妥当性については、今年度、課内で見直しを行う予定。 ジギョウ サンカ ボシ カン ジョウホウ キョウユウ ツウ コンゴ ホウシン ハナ ア オコナ ダトウセイ コンネンド カナイ ミナオ オコナ ヨテイ		0				0		0		1		学校と連携し、情報交換を行っている。 ガッコウ レンケイ ジョウホウ コウカン オコナ		0				0		0		1		0				1		県で実施する専門研修への参加 ケン ジッシ センモン ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		随時話し合いの場を設けている ズイジ ハナ ア バ モウ

		941		544		埼玉県		吉見町		健康推進課保健支援係 ケンコウ スイシン カ ホケン シエン カカリ		小野 オノ		0493-54-3120		0493-54-3208		1		y-0258@town.yoshimi.saitama.jp		0		1				*		*		4		5		92		90		*		*		1		6		1		8		101		89		*		*		1		6		1		8		101		89		*		*		3		6		3		8		115		98		*		*		3		6		3		8		115		98		72		1		1		0		0		0				1		電話、訪問等　時期については決まっていない デンワ ホウモン トウ ジキ キ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕率減少に向けて保護者の意識向上のためパパママ歯科健診を計画・実施 ショク リツ ゲンショウ ム ホゴシャ イシキ コウジョウ シカ ケンシン ケイカク ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットの配布、健やか親子21のアンケートで該当のあった方への説明 ハイフ スコ オヤコ ガイトウ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学児健診、親子教室、保育所巡回、ST・PTにて評価、把握 シュウガク ジ ケンシン オヤコ キョウシツ ホイク ショ ジュンカイ ヒョウカ ハアク		0		0		0				0				1		0		0		0				1		職場外研修の場を積極的に活用している。 ショクバガイ ケンシュウ バ セッキョクテキ カツヨウ		0				0				0		0								1						1

		942		594		千葉県		栄町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		村尾優理子 ムラオ ユリコ		0476-33-7707		0476-95-4274		1		kenkou@town.sakae.chiba.jp		0		1				*		*		5		9		86		61		*		*		1		6		1		11		118		110		*		*		1		6		1		11		18		110		*		*		3		4		3		11		118		102		*		*		3		4		3		11		118		101		94		21		1		1		0		0				0				1		0				1				1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診項目の見直し、指導内容、月齢の変更等 モンシン コウモク ミナオ シドウ ナイヨウ ゲツレイ ヘンコウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		個別相談の場などで相談内容に応じて発達過程の見通しを説明し指導。また、５・６ヵ月児モグモグ教室で理学療法士が遊びと身体発達についての講話をしている。 コベツ ソウダン バ ソウダン ナイヨウ オウ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ ゲツ ジ キョウシツ リガク リョウホウシ アソ シンタイ ハッタツ コウワ		0		0				1		問診票に項目を設け、育てにくさを感じると回答した者へ詳細を聞きとり、必要な情報を提供。事後カンファレンスにて評価を行う。 モンシン ヒョウ コウモク モウ ソダ カン カイトウ モノ ショウサイ キ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ ジゴ ヒョウカ オコナ		0		0				1		問診票に項目を設け、乳幼児揺さぶられ症候群についての理解を啓発している。 モンシン ヒョウ コウモク モウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン リカイ ケイハツ		0		0				0				0				1		内科・歯科・尿検査・視力検査・聴力検査 ナイカ シカ ニョウ ケンサ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ		0				0		1		・保護者が正確に児の検尿・視力検査・聴力検査を出来るように正しい方法を通知・明記している。
・内科、歯科の診察項目を設定し、項目の沿った診察を行う。
・健診マニュアルを作成し、一定水準の健診の質を保つ。 ホゴシャ セイカク ジ ケンニョウ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ デキ タダ ホウホウ ツウチ メイキ ナイカ シカ シンサツ コウモク セッテイ コウモク ソ シンサツ オコナ ケンシン サクセイ イッテイ スイジュン ケンシン シツ タモ		1		健診後にカンファレンスを実施し、フォローアップについて評価。 ケンシン ゴ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		支援が必要な児については、おやこ相談・カンガルークラス・巡回相談・訪問等の個別支援にて経過を把握し評価。関係職種・関係機関と情報共有している。 シエン ヒツヨウ コ ソウダン ジュンカイ ソウダン ホウモン トウ コベツ シエン ケイカ ハアク ヒョウカ カンケイ ショクシュ カンケイ キカン ジョウホウキョウユウ		1		0		0				*				*		*		*		*				1		講師を招き、EPDSや発達に関する研修会を実施。 コウシ マネ ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		1		講師を招き、EPDSや発達に関する研修会を実施。 コウシ マネ ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0		1		県など他機関が開催する研修会への参加。 ケン タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1				1		1

		943		670		東京都		八丈町		福祉健康課保健係 フクシ ケンコウ カ ホケン カカリ		関本尚正 セキモト ナオ マサ		04996-2-5570		04996-2-7923		1		kenko@town.hachijo.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		57		57		1		0		1		6		1		11		53		52		1		0		1		6		1		11		51		50		*		*		3		0		3		11		60		60		*		*		3		0		3		11		60		60		60		5		1		1		0		0				1		月１回病院助産師と連絡会を実施。支援協議し、支援方法を評価している。 ツキ カイ ビョウイン ジョサンシ レンラクカイ ジッシ シエン キョウギ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘いものの摂取状況 アマ セッシュ ジョウキョウ		0		1		0		0		0				0				1		0				1		３-４ヵ月児健診、１．６健診でアンケート問診にて情報収集。３-４ヵ月児健診でフォローが必要な方も継続的に支援している。 ゲツ ジ ケンシン ケンシン モンシン ジョウホウ シュウシュウ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ カタ ケイゾクテキ シエン		0		0				1		両親学級、健診時、パンフレット配布 リョウシン ガッキュウ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		**		0		0				1		**		0		0		0				1		病院医師・助産師と情報共有 ビョウイン イシ ジョサンシ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		都で実施する研修に参加 ト ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		944		666		東京都		新島村		さわやか健康センター ケンコウ		猪狩尚史 イノシシ カ ナオ シ		04992-5-1856		04992-5-1857		1		kenkou@niijima.com		0		1				1		0		3		4		19		19		1		0		1		6		1		7		21		20		1		0		1		6		1		7		15		15		*		*		3		0		3		1		30		30		*		*		3		0		3		1		27		27		11		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科医師からの健康講話 シカ イシ ケンコウ コウワ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健師・管理栄養士が母子保健研修に参加している。 ホケンシ カンリ エイヨウシ ボシ ホケン ケンシュウ サンカ

		945		661		東京都		日の出町		いきいい健康課 ケンコウ カ		吉田寧子 ヨシダ ヤスシ コ		042-597-0511		042-597-0628		1		hoken@town.hinode.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		142		134		1		0		1		6		1		8		145		132		1		0		1		6		1		8		145		132		*		*		3		0		3		2		161		154		*		*		3		0		3		2		161		154		126		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				1		東京の歯科保健等の結果から評価する トウキョウ シカ ホケン トウ ケッカ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の集団指導で説明している。 ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、パンフレット配布や口頭で説明している。 テイキテキ ハイフ コウトウ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、保健師間で話し合う テイキテキ ホケンシ カン ハナ ア		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		都の研修に参加している ト ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		946		645		東京都		日野市		健康課 ケンコウ カ		飯島 イイジマ		042-581-4111		042-583-2400		1		kenkou@city.hino.lg.jp		0		1				*		*		3		5		1476		1483		*		*		1		6		1		11		1629		1605		*		*		1		6		1		11		1629		1605		*		*		3		0		3		11		1502		1485		*		*		3		0		3		11		1502		1484		1533		*		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		健診後のカンファレンスや検討会で話し合い、次年度に活用している。 ケンシン ゴ ケントウカイ ハナ ア ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じて説明、指導実施。（例えば、未定預でフォローになった場合等） ヒツヨウ オウ セツメイ シドウ ジッシ タト ミテイ ヨ バアイ トウ		1		健診後のカンファレンスで実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		ママパパクラス等（DVDにて） トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		６～７か月健診、９～10ヵ月健診において発達・発育等の問題がある場合、医療機関より連絡があり、経過観察健診・発達健診につなぐ場合あり。 ゲツ ケンシン ゲツ ケンシン ハッタツ ハツイク トウ モンダイ バアイ イリョウ キカン レンラク ケイカ カンサツ ケンシン ハッタツ ケンシン バアイ		0		0		0		0				1		健診に関わる内容の研修会実施（視能訓練士による学習会等） ケンシン カカ ナイヨウ ケンシュウカイ ジッシ シノウ クンレンシ ガクシュウカイ トウ		1		**		0				0		0				1				1		1

		947		673		神奈川県		平塚市		健康こども部健康課健康づくり担当 ケンコウ ブ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		松本奈美 マツモト ナミ		0463-55-2111		0463-55-2139		1		kenko@city.hiratsuka.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		4		1803		1739		*		*		1		7		1		11		1924		1825		*		*		1		7		1		11		1924		1825		*		*		3		2		3		11		2059		1923		*		*		3		2		3		11		2059		1823		1929		56		0		1		0		1				1		年齢、母子手帳交付時期、妊娠歴、既往歴、婚姻の有無。1回目は母子手帳交付から2ヶ月以内、2回目以降は個別対応のためケースバイケースで実施。 ネンレイ ボシ テチョウ コウフ ジキ ニンシン レキ キオウ レキ コンイン ウム カイメ ボシ テチョウ コウフ ゲツ イナイ カイメイコウ コベツ タイオウ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		今後実施する方向で検討中 コンゴ ジッシ ホウコウ ケントウチュウ		0				1		0				1		妊婦に対して→妊娠中の教室で実施（DVD,リーフレット、抱き方実習）
産婦に対して→こんにちはHVで実施（リーフレット配布） ニンプ タイ ニンシンチュウ キョウシツ ジッシ ダ カタ ジッシュウ サンプ タイ ジッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年2回研修会を開催している ネン カイ ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0

		948		791		山梨県		甲州市		健康増進課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タントウ		武藤陽子 タケ フジ ヨウコ		0553-33-7812		0553-32-3072		1		kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		198		196		*		*		1		6		1		7		197		194		*		*		1		6		1		7		197		194		*		*		3		3		3		4		230		224		*		*		3		3		3		4		230		224		191		62		1		1		0		0				1		妊婦訪問（全妊婦に2回）マタニティクラスの参加時等にアセスメントし、支援の評価を行っている。また2ヶ月に1度関係スタッフが集まりケアプラン会議を行ったり、地区担当保健師、助産師間では随時情報交換して評価を行っている。 ニンプ ホウモン ゼン ニンプ カイ サンカ ジ トウ シエン ヒョウカ オコナ ゲツ ド カンケイ アツ カイギ オコナ チク タントウ ホケンシ ジョサンシ カン ズイジ ジョウホウ コウカン ヒョウカ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		マニュアルはなく取り決めのレベルではあるが、上記1.～5.に加えて、虐待対応の担当課へ報告し、緊急受理会議を招集し、対応方針を協議の上決定している。 ト キ ジョウキ クワ ギャクタイ タイオウ タントウカ ホウコク キンキュウ ジュリ カイギ ショウシュウ タイオウ ホウシン キョウギ ウエ ケッテイ		1		実績をまとめ、担当内で反省等について検討し、次年度事業に活かしている。また、市歯科医師会にも報告し、助言を受けている。 ジッセキ タントウ ナイ ハンセイ トウ ケントウ ジネンド ジギョウ イ シ シカ イシ カイ ホウコク ジョゲン ウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		当市では、3ヵ月、７ヵ月、１歳６ヵ月、２歳、３歳、５歳健診を全て集団健診で行っており、次の健診までの間の発達過程について個別性に応じて１ケースずつ保健師面談の中で伝えている。 トウシ ゲツ ゲツ サイ ゲツ サイ サイ サイ ケンシン スベ シュウダン ケンシン オコナ ツギ ケンシン アイダ ハッタツ カテイ コベツセイ オウ ホケンシ メンダン ナカ ツタ		0		0				1		全ての健診で親の関わりや児の育てにくさにも焦点をあて面談を行っている。アンケート項目にも盛り込んでいる。 スベ ケンシン オヤ カカ コ ソダ ショウテン メンダン オコナ コウモク モ コ		0		0				1		訪問、健診等で啓発を行っている。 ホウモン ケンシン トウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		尿検査、視力・聴力検査 ニョウケンサ シリョク チョウリョク ケンサ		1		尿検査、視力・聴力検査 ニョウケンサ シリョク チョウリョク ケンサ		0		0				1		月２回、事例検討や気になるケースの情報交換、支援方針の検討を行っている。 ツキ カイ ジレイ ケントウ キ ジョウホウ コウカン シエン ホウシン ケントウ オコナ		0		0				1		５歳児健診を実施するほか、年長児に対して市内全保育所・幼稚園の巡回訪問を行うことでフォローしている。（一部市外も）必要なケースについては、個別に応じて継続支援を行い、療育機関等とも連携し評価している。 サイジ ケンシン ジッシ ネンチョウジ タイ シナイ ゼン ホイク ショ ヨウチエン ジュンカイ ホウモン オコナ イチブ シガイ ヒツヨウ コベツ オウ ケイゾク シエン オコナ リョウイク キカン トウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		医師、歯科医師を除く全スタッフが集まり、年１回打合せを実施するほか、必要に応じて年１～２回学習会を開催している。 イシ シカ イシ ノゾ ゼン アツ ネン カイ ウチアワ ジッシ ヒツヨウ オウ ネン カイ ガクシュウカイ カイサイ		1		医師、歯科医師を除く全スタッフが集まり、年１回打合せを実施するほか、必要に応じて年１～２回学習会を開催している。 イシ シカ イシ ノゾ ゼン アツ ネン カイ ウチアワ ジッシ ヒツヨウ オウ ネン カイ ガクシュウカイ カイサイ		0				0		0				1				1				1		1

		949		837		長野県		富士見町		住民福祉課保健予防係 ジュウミン フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		堀内彩香 ホリウチ アヤ カ		0266-62-9134		0266-62-6877		1		juumin@town.fujimi.lg.jp		1		1				*		*		4		4		108		108		*		*		1		5		1		6		105		101		*		*		2		0		2		1		88		79		*		*		3		0		3		1		119		115		0		0		0		0		0		0		0		0		104		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		1.6歳健診で2歳のイヤイヤ期、2歳児歯科健診で3歳児のパンフレットを渡し説明。 サイ ケンシン サイ キ サイジ シカ ケンシン サイジ ワタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ教室の継続が必要かどうか、参加して様子に変化があるかどうかを各教室の終了後カンファレンスにて話し合っている。 キョウシツ ケイゾク ヒツヨウ サンカ ヨウス ヘンカ カクキョウシツ シュウリョウゴ ハナ ア		0		0				1		５歳児相談や保育園訪問にて評価している。 サイジ ソウダン ホイクエン ホウモン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所管内での母子保健担当者研修会 ホケン ショ カンナイ ボシ ホケン タントウ シャ ケンシュウカイ		0				0				0		0														1

		950		723		新潟県		田上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		本多由紀 ホンダ ユキ		0256-57-6112		0256-57-3111		1		t1121@town.tagami.niigata.jp		0		1				1		0		3		4		71		70		1		0		1		7		1		8		83		82				0		1		7		1		8		83		82		*		*		3		7		3		8		77		76		*		*		3		7		3		8		77		76		75		*		0		0		1		1		特に件数としてあげていない トク ケンスウ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				*		*		*		*		*				1		パンフレットの配布等 ハイフ トウ		0		0				0				1		0				1		集団指導の際に行っている。 シュウダン シドウ サイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		担当者間の打ち合せ タントウシャ カン ウ アワ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		951		746		石川県		小松市		予防先進部いきいき健康課母子保健担当 ヨボウ センシン ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		岡田絹子 オカダ キヌコ		0761-21-8118		0761-21-8066		1		sukoyaka@city.komatsu.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		7		1		11		947		926		1		0		1		7		1		11		947		926		1		0		3		4		3		11		993		955		1		0		3		4		3		11		993		955		964		4		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４ヵ月相談を実施しており、その時１歳頃までの発達過程を説明 ゲツ ソウダン ジッシ トキ サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		１回/１月、事例検討会を実施 カイ ツキ ジレイ ケントウカイ ジッシ		0		0				0				0		0		1		H27.7より、発達支援センターが保健センター内に併設されたため、今後事例検討として行っていく予定 ハッタツ シエン ホケン ナイ ヘイセツ コンゴ ジレイ ケントウ オコナ ヨテイ		1		健診結果票に記載されてくる ケンシン ケッカ ヒョウ キサイ		0		0		0		0				1		事例検討、健診事後カンファレンス ジレイ ケントウ ケンシン ジゴ		0				0				0		0										1

		952		835		長野県		長和町		健康づくり係 ケンコウ カカリ		新海保奈美 シンカイ ホナミ		0258-68-3494		0268-68-3798		2		honami@town.nagawa.nagano.jp		0		1				*		*		4		5		48		47		*		*		1		6		1		8		42		42		*		*		1		6		1		8		42		42		*		*		3		0		3		2		49		49		*		*		3		0		3		2		48		48		2		2		1		0		0		0				1		国保連から届く妊婦健診の受診票の異常の有無の確認 コクホレン トド ニンプ ケンシン ジュシン ヒョウ イジョウ ウム カクニン		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		母子の愛着形成 ボシ アイチャク ケイセイ		0		0		1		0		0				1		国精神のパンフレットを使用し、10ヵ月健診時にこれからの発達に応じた関わりを伝えている。 クニ セイシン シヨウ ゲツ ケンシン ジ ハッタツ オウ カカ ツタ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時、パンフレットにて説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		週に1度健康相談にて、発達、離乳食のすすみ、身体計測、１．６歳発達チェックを行っている。 シュウ ド ケンコウ ソウダン ハッタツ リニュウショク シンタイ ケイソク サイ ハッタツ イ		0		0				1		専門スタッフ（臨床発達心理士、療育コーディネーター、就学相談員、保健師）による保育園巡回相談 センモン リンショウ ハッタツ シンリシ リョウイク シュウガク ソウダンイン ホケンシ ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		953		899		岐阜県		本巣市		健康福祉部健康増進課本巣保健センター ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ モトス ホケン		池場昭子 イケバ アキコ		058-34-5028		0581-34-5038		1		motosu-hc@city.motosu.lg.jp		1		1				*		*		3		4		249		244		*		*		1		6		1		8		272		253		*		*		1		6		1		8		272		251		*		*		3		0		3		2		292		275		*		*		3		0		3		2		29		273		227		49		1		0		0		0				1		母子保健計画を機に定期的に評価をしている。特定妊婦の視点だけでなく、妊娠期の健康管理の視点も含む（体重増加、血圧、血糖） ボシ ホケン ケイカク キ テイキテキ ヒョウカ トクテイ ニンプ シテン ニンシン キ ケンコウ カンリ シテン フク タイジュウ ゾウカ ケツアツ ケットウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子保健計画策定時及び必要時に評価し活用している。 ボシ ホケン ケイカク サクテイ ジ オヨ ヒツヨウジ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診のアンケートにおいてM-CHATを活用し、社会性の発達について見通しを持てれるようにしている。 ニュウヨウジ ケンシン カツヨウ シャカイセイ ハッタツ ミトオ モ		0		0				1		母子保健計画策定時に、発達支援教室参加児の保護者に対してアンケート調査を実施。 ボシホケンケイカク サクテイ ジ ハッタツ シエン キョウシツ サンカ ジ ホゴシャ タイ チョウサ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				1		精検結果、再検の結果のとりまとめ セイケン ケッカ サイケン ケッカ		0				0		0				1		各種計画化の際には、その都度必要とおもわれる視点で健診での判定やその後の支援を検討見直しをしている。 カクシュ ケイカクカ サイ ツド ヒツヨウ シテン ケンシン ハンテイ ゴ シエン ケントウ ミナオ		0		0				1		療育状況や就学判定を調査し、発達障害等の発生率や乳幼児健診での発見率などを算出し、必要に応じて事業見直しにつなげている。 リョウイク ジョウキョウ シュウガク ハンテイ チョウサ ハッタツ ショウガイ トウ ハッセイ リツ ニュウヨウジ ケンシン ハッケン リツ サンシュツ ヒツヨウ オウ ジギョウ ミナオ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		月１回の学習会の実施 ツキ カイ ガクシュウカイ ジッシ		1		月１回の学習会の実施 ツキ カイ ガクシュウカイ ジッシ		0				0		0								1		1		1		1

		954		1022		三重県		東員町		健康保険課健康づくり係 ケンコウ ホケン カ ケンコウ カカリ		市川美香 イチカワ ミカ		0594-86-2803		0594-86-2851		1		hoken@town.toin.lg.jp		0		1				*		*		4		6		175		171		*		*		1		6		2		0		212		199		*		*		1		6		2		0		212		199		*		*		3		6		4		0		258		237		*		*		3		6		4		0		258		237		206		0		1		0		0		0				0				0		1		定期的にではないが、ハイリスク妊婦に対して妊婦健診受診状況を把握したり、出生後は出生届出の際に状況を聴き取り、早めに訪問等し、対応している。 テイキテキ ニンプ タイ ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ハアク シュッショウ ゴ シュッショウ トドケデ サイ ジョウキョウ キ ト ハヤ ホウモン トウ タイオウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児全戸訪問の際に今後の発達過程を説明し、順調な発達を促すために今必要な関わりを伝えている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン サイ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ ジュンチョウ ハッタツ ウナガ イマ ヒツヨウ カカ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査、聴覚検査 シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				1		健診スタッフ（保健師、保育士、心理士、栄養士）で事後カンファレンスを行い、今後の支援について検討している。 ケンシン ホケンシ ホイク シ シンリシ エイヨウシ ジゴ オコナ コンゴ シエン ケントウ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の健診票に市町指示 ニュウジ ケンシン ケンシン ヒョウ シチョウ シジ		0		0		0		0				0				0				0				1		0												1

		955		1098		大阪府		門真市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		永原由紀 ナガハラ ユキ		06-6904-6500		06-6904-6837		1		fuko2@city.kadoma.osaka.jp		1		2				1		0		4		4		872		772		1		0		1		7		1		11		913		861		1		0		1		7		1		11		913		861		*		*		3		6		3		11		872		733		*		*		3		6		3		11		872		733		865		105		0		0		0		1		母子手帳発行の翌月に行っている。 ボシ テチョウ ハッコウ ヨクゲツ オコナ		0				0		1		特定妊婦として要保健児童地域対策協議会等へあげたケースは評価を行っている。 トクテイ ニンプ ヨウ ホケン ジドウ チイキ タイサク キョウギカイ トウ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		4ヵ月児健診の集団指導、妊婦教室 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		市へ結果が返却される シ ケッカ ヘンキャク		0		0		0		0				1		大阪府等が実施する研修会へ参加 オオサカフ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1

		956		1130		兵庫県		小野市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		清水奈緒子 シミズ ナオコ		0794-63-3977		0794-63-1425		1		kenko@city.ono.hyogo.jp		0		1				1		0		3		4		373		371		1		0		1		6		1		7		421		411		*		*		1		6		1		7		421		410		*		*		3		1		3		2		464		448		*		*		3		1		3		2		464		446		415		26		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要対協事務局への報告 ヨウ タイ キョウ ジムキョク ホウコク		1		各担当者にフィードバックしている。 カクタントウシャ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		子育て教室や相談に歓しょうし、継続フォローしている。 コソダ キョウシツ ソウダン カン ケイゾク		1		健診のアンケートを活用している。 ケンシン カツヨウ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診後、異常が発見された児の振り返り ケンシン ゴ イジョウ ハッケン ジ フ カエ		0				1		0				0				0		0		1		5歳児発達相談から就学に向けて支援が必要な児の健診時の状況の振り返りや今後の方向性を教育委員会、保育所、幼稚園と一緒に検討している。 サイジ ハッタツ ソウダン シュウガク ム シエン ヒツヨウ ジ ケンシン ジ ジョウキョウ フ カエ コンゴ ホウコウセイ キョウイク イイン カイ ホイク ショ ヨウチエン イッショ ケントウ		*				*		*		*		*				0				1		担当者会議にて必要時実施している。 タントウシャ カイギ ヒツヨウジ ジッシ		0				0		0								1		1

		957		1136		兵庫県		南あわじ市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		垣貴美子 ガキ キミコ		0799-43-5218		0799-43-5318		1		kenkou@city.minamiawaji.hogo.jp		1		2				*		*		4		4		345		342		*		*		1		6		1		11		364		364		*		*		1		6		1		11		364		364		*		*		3		0		3		11		410		400		*		*		3		0		3		11		410		400		376		0		1		0		0		0				*				*		*				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		958		1332		徳島県		上勝町		住民課 ジュウミン カ		立川拓也 タチカワ タクヤ		0885-46-0111		0885-46-0323		2		tatekaw_t@kamikatsu.jp		0		2				*		*		3		5		7		7		*		*		1		6		1		11		5		5		*		*		1		6		1		11		5		5		*		*		3		6		3		11		6		5		*		*		3		6		3		1		6		5		9		2		1		1		0		0				0				0		1		妊婦教室時や、健診結果に応じて、対象者本人に状況確認を行っている。 ニンプ キョウシツ ジ ケンシン ケッカ オウ タイショウシャ ホンニン ジョウキョウ カクニン オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアル等はないが、上司への報告をしている。 トウ ジョウシ ホウコク		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		家庭訪問や乳幼児健診時に実施している。 カテイ ホウモン ニュウヨウジ ケンシン ジ ジッシ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンス ニュウヨウジ ケンシン ゴ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要に応じて関係者間でのケース会議をしている。 ヒツヨウ オウ カンケイシャ カン カイギ		0				0		0		1		関係者間でのケース会議の実施		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		959		1413		高知県		三原村		住民課 ジュウミンカ		谷田 タニタ		0880-46-2111		0880-46-2114		1		juumin@vill.mihara.kochi.jp		0		1				*		*		3		5		7		7		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		3		0		3		11		9		9		1		0		3		0		3		11		9		9		5		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットの配布、問診項目に入れている。 ハイフ モンシン コウモク イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前の教育相談等で評価 シュウガクマエ キョウイク ソウダン トウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県が実施する研修に参加しています ケン ジッシ ケンシュウ サンカ												1

		960		1401		高知県		土佐町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		小梶亜矢子 チイ カジ アヤコ		0887-82-0442		0887-70-1312		1		kokaji-ayako@town.tosa.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		34		25		1		1		1		6		1		11		31		30		1		1		1		6		1		11		31		30		*		*		3		4		3		11		24		24		*		*		3		4		3		11		24		24		24		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		集団教育で衛生士より、仕上げ磨きについて、話をしてもらう。 シュウダン キョウイク エイセイシ シア ミガ ハナシ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診のみ、2回分を医療機関に委託。 ニュウジ ケンシン カイブン イリョウ キカン イタク		0		0		0		0				1		**		0				0				0		0

		961		1421		福岡県		筑後市		健康づくり課 ケンコウ カ		塚本由弥 ツカモト ユ ヤ		0942-53-4231		0942-53-4119		1		kenkoudukuri@city.chikugo.lg.jp		0		1				*		*		3		5		455		450		*		*		1		6		1		11		508		490		*		*		1		6		1		11		508		490		*		*		3		0		3		11		476		455		*		*		3		0		3		11		476		455		480		10		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		必要に応じて、乳幼児健診等で見通しについて指導することがある。 ヒツヨウ オウ ニュウヨウジ ケンシン トウ ミトオ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や国保連合会が主催する研修会に出席している。 ケン コクホ レンゴウカイ シュサイ ケンシュウカイ シュッセキ		0				0				0						1						1

		962		1606		鹿児島県		日置市		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		石澤友理 イシザワ トモ リ		099-248-9421		099-273-3063		1		kenkou@city.hioki.lg.jp		0		1				*		*		3		5		366		353		*		*		1		6		1		11		378		343		*		*		1		6		1		11		378		343		*		*		3		2		3		11		453		407		*		*		3		2		3		11		453		407		385		17		1		0		0		0				1		電話や訪問にて必要時フォローし、継続支援が必要か把握している。 デンワ ホウモン ヒツヨウジ ケイゾク シエン ヒツヨウ ハアク		0		0				1		1		1		1		1		0		1		問診の結果、必要と判断した場合、保護者の了承を得て当日心理士との面談を実施 モンシン ケッカ ヒツヨウ ハンダン バアイ ホゴシャ リョウショウ エ トウジツ シンリシ メンダン ジッシ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉課へ情報提供、必要時ケース会議実施 フクシ カ ジョウホウ テイキョウ ヒツヨウジ カイギ ジッシ		1		歯科衛生士と課題や反省点を話し合い、次年度の指導や集団講話の媒体等検討している。 シカ エイセイシ カダイ ハンセイテン ハナ ア ジネンド シドウ シュウダン コウワ バイタイ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診での集団講話、問診時に実施 カク ケンシン シュウダン コウワ モンシン ジ ジッシ		0		0				1		健診でのカンファレンス ケンシン		0		0				1		新生児訪問、乳児健診にて シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要観察以上の判定があった対象者に対し、巡回保育や育児相談、訪問等で発達を確認している。 ヨウ カンサツ イジョウ ハンテイ タイショウシャ タイ ジュンカイ ホイク イクジ ソウダン ホウモン トウ ハッタツ カクニン		0		0				1		保育園・幼稚園や療育との連携、就学前に教育委員会と情報共有を実施 ホイク エン ヨウチエン リョウイク レンケイ シュウガクマエ キョウイク イインカイ ジョウホウ キョウユウ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		講師を招いての研修会や、健診等の流れ、内容の再確認検討のための研修会を実施 コウシ マネ ケンシュウカイ ケンシン トウ ナガ ナイヨウ サイカクニン ケントウ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		963		1642		沖縄県		石垣市		市民保健部健康福祉センター シミン ホケン ブ ケンコウ フクシ		宮里久美子、東迎和美 ミヤサト クミコ ヒガシ ムカエ カズミ		0980-88-0088		0980-88-0087		2		m-kumiko@city.ishigaki.okinawa.jp		0		1				1		0		*		*		600		591		1		0		*		*		*		*		660		624		1		0		*		*		*		*		660		524		1		0		*		*		*		*		647		573		1		0		*		*		*		*		647		573		619		63		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診時の保健指導の場で、説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ホケン シドウ バ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示やリーフレット配布、両親学級や乳幼児健診時に説明したり ケイジ ハイフ リョウシン ガッキュウ ニュウヨウジ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		算出まではしていないが、精査票発行児の受診確認は行っている サンシュツ セイサ ヒョウ ハッコウ ジ ジュシン カクニン イ		0				0		1		定期的ではない。必要に応じて設けている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ モウ		0				0		0		1		必要時、連携・評価している。 ヒツヨウジ レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				1		県小児保健協会主催の乳幼児健康診査担当保健師研修会への参加 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ タントウ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		963		682		神奈川県		大和市		こども部すくすく子育て課母子保健担当 ブ コソダ カ ボシ ホケン タントウ		海瀬真弓 ウミセ マユミ		046-260-5609		046-264-0142		1		kosukus@city.yamato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		2125		2069		*		*		1		6		1		8		2114		2014		*		*		1		6		1		8		2114		1940		*		*		3		6		3		9		2099		1979		*		*		3		6		3		9		2099		1975		2298		207		0		0		0		1		担当課窓口での発行の場合には、面談でのアセスメントを実施しているが、市民課での出先機関での発行については、交付申請書によるハイリスク者の抽出をしている。 タントウカ マドグチ ハッコウ バアイ メンダン ジッシ シミンカ デサキ キカン ハッコウ コウフ シンセイショ シャ チュウシュツ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		離乳食教室、1歳児育児教室、2歳児歯科相談等で発達過程や関連した育児について指導している。 リニュウショク キョウシツ サイジ イクジ キョウシツ サイジ シカ ソウダン トウ ハッタツ カテイ カンレン イクジ シドウ		0		0				0				1		0				1		4ヵ月児健診でのポスター掲示、プレママ・プレパパ教室でのDVD視聴 ゲツ ジ ケンシン ケイジ キョウシツ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票からの把握 モンシン ヒョウ ハアク		0		0		0		0				1		（社福）母子愛育会実施の研修に新任者が主として受講するなど、研修機会は設けている。 シャフク ボシ アイイク カイ ジッシ ケンシュウ シンニンシャ シュ ジュコウ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0

		964		1645		沖縄県		糸満市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0		098-840-8126		098-840-8154		*		*		*		*				*		*		3		5		818		690		*		*		1		7		1		11		801		724		*		*		1		7		1		11		801		724		*		*		3		3		3		11		808		738		*		*		3		3		3		11		808		737		756		18		1		1		0		0				1		状況に応じて関係機関との連携・調整行う。評価時期については、ケースに応じて判断。 ジョウキョウ オウ カンケイ キカン レンケイ チョウセイ オコナ ヒョウカ ジキ オウ ハンダン		0		0				0		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		予算要求はしているものの事業化は出来ていない。 ヨサン ヨウキュウ ジギョウカ デキ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		各担当PHNにて、経過確認、フォロー行っている。 カクタントウ ケイカ カクニン オコナ		0				1		0				0				0				0				0				0		1		委託機関にて行っている。 イタク キカン オコナ		1		1回/年、事業反省児 カイ ネン ジギョウ ハンセイ ジ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		母子保健推進員へ計測方法を実施 ボシ ホケン スイシン イン ケイソク ホウホウ ジッシ		0				0		1		委託機関にて実施している研修会へ参加 イタク キカン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		1				1

		965		43		北海道		長万部町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		野澤明子 ノザワ アキコ		01377-2-2454		01377-2-2931		2		nozawa.akiko@town.oshamambe.lg.jp		0		1				*		*		4		4		24		23		*		*		1		6		1		8		42		40		*		*		1		6		1		8		42		40		*		*		3		1		3		4		39		36		*		*		3		1		3		4		39		36		25		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		育児学級での周知 イクジ ガッキュウ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健師、栄養士の研修参加 ホケンシ エイヨウシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0										1

		965		155		北海道		中札内村		福祉課保健グループ フクシカ ホケン		櫻井彩 サクライ アヤ		0155-67-2321		0155-63-4172		1		f-hoken@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		33		33		*		*		1		6		2		0		42		42		*		*		1		6		2		0		42		42		*		*		3		0		4		0		33		33		*		*		3		0		4		0		33		33		24		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		状況に応じて、母子手帳発行時等に実施 ジョウキョウ オウ ボシ テチョウ ハッコウ ジ トウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		医療機関に医師の派遣を依頼し、村の保健センターで健診を実施している。健診前に事前情報を医師に伝え、健診後にカンファレンスを実施し情報を共有している。 イリョウ キカン イシ ハケン イライ ムラ ホケン ケンシン ジッシ ケンシン マエ ジゼン ジョウホウ イシ ツタ ケンシン ゴ ジッシ ジョウホウ キョウユウ		0				0				0				0		1		問診を担当している常勤保健師を対象として確保している。 モンシン タントウ ジョウキン ホケンシ タイショウ カクホ

		967		251		宮城県		白石市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		岩間加奈子 イワマ カナコ		0224-22-1362		0224-22-1320		1		kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp		1		1				*		*		3		4		214		213		*		*		1		6		2		0		228		232		*		*		1		6		2		0		228		232		*		*		3		0		4		0		243		244		*		*		3		0		4		0		243		244		222		32		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		969		810		長野県		飯田市		健康福祉部保健課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ		原俊文 ハラ トシフミ		0265-22-4511		0265-53-8867		1		hoken@city.iida.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		866		842		*		*		1		5		1		7		824		797		*		*		1		5		1		7		824		797		*		*		2		11		3		0		900		8863		*		*		2		11		3		0		900		863		888		28		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		育児支援学級、サークル、乳幼児学級などでの指導に生かしている。 イクジ シエン ガッキュウ ニュウヨウジ ガッキュウ シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1		2ヵ月児訪問、7ヵ月児相談で発達過程について資料配布および説明を実施している。 ゲツ ジ ホウモン ゲツ ジ ソウダン ハッタツ カテイ シリョウ ハイフ セツメイ ジッシ		0		0				1		乳幼児健診の問診項目として、子育てについての質問により把握する。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン コウモク コソダ シツモン ハアク		0		0				1		2ヵ月児訪問で資料配布及び説明を実施している ゲツ ジ ホウモン シリョウ ハイフ オヨ セツメイ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関、保育所と連携し、入園後まで情報交換している。 リョウイク キカン ホイク ショ レンケイ ニュウエン ゴ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		課内研修、講演会 カナイ ケンシュウ コウエンカイ		1		課内研修、講演会 カナイ ケンシュウ コウエンカイ		0				0		0								1						1

		970		909		岐阜県		輪之内町		保健センター ホケン		菱田明里 ヒシダ アキラ サト		0584-69-5155		0584-69-5156		1		hoken@town.wanouchi.lg.jp		0		1				*		*		3		4		105		100		*		*		1		6		1		7		111		105		*		*		1		6		1		7		111		105		*		*		3		0		3				100		92		*		*		3		0		3		1		100		92		92		1		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問や、赤ちゃん訪問以降の訪問により評価している。 アカ ホウモン アカ ホウモン イコウ ホウモン ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		事業計画で報告する ジギョウ ケイカク ホウコク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		アンケートを実施する ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診にて評価している サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		971		1001		愛知県		美浜町		厚生部健康推進課 コウセイ ブ ケンコウ スイシン カ		冨谷香里 トミヤ カオリ		0569-82-1111		0569-82-1321		1		kenkoh-we@town.aichi-mihama.lg.jp		0		1				1		0		4		4		144		139		1		0		1		7		1		11		166		59		1		0		1		7		1		11		166		159		*		*		3		0		3		11		150		150		*		*		3		0		3		11		150		150		30		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の指導内容や配布資料に生かしている ジネンド シドウ ナイヨウ ハイフ シリョウ イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		事故防止のパンフレットや離乳食指導等、発達段階と合わせて説明指導。 ジコ ボウシ リニュウショク シドウ トウ ハッタツ ダンカイ ア セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診事後フォロー教室等各種教室への勧奨時や入所(保育園)申請前の検討会などの機会に検討 ケンシン ジゴ キョウシツ トウ カクシュ キョウシツ カンショウ ジ ニュウショ ホイクエン シンセイ マエ ケントウカイ キカイ ケントウ		0				0		0		1		保育所・療育機関を訪問し、個別に評価 ホイク ショ リョウイク キカン ホウモン コベツ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤従事者を対象にして、県等が実施する研修会に参加している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ						1

		972		1085		大阪府		枚方市		健康部保健所保健センター ケンコウ ブ ホケン ショ ホケン		沖登美子 オキ トミコ		072-840-7221		072-840-4496		1		hokenc@city.hirakata.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		3065		2962		1		0		1		7		1		11		3220		3027		1		0		1		7		1		11		3220		3027		*		*		3		6		3		11		3541		2971		*		*		3		6		3		11		3541		2968		3163		342		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		フッ化物の使用状況について（フッ化物塗布率、歯磨剤の使用等） カ ブツ シヨウ ジョウキョウ カ ブツ トフ リツ シマザイ シヨウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		マタニティスクールにて、SBSのDVDを見てもらい、パンフレットを渡している。また、新生児・乳児の泣き声を聞いてもらい、泣いた時の対処法を考えてもらっている。メールマガジンで配信、事故予防啓発展示ルーム（保健センター内）にてパネル展示 ミ ワタ シンセイジ ニュウジ ナ ゴエ キ ナ トキ タイショホウ カンガ ハイシン ジコ ヨボウ ケイハツ テンジ ホケン ナイ テンジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記入又は電話にて情報提供があります。 ジュシン ヒョウ キニュウ マタ デンワ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		発達・虐待・記録に関することなど ハッタツ ギャクタイ キロク カン		1		発達・虐待・記録に関することなど ハッタツ ギャクタイ キロク カン		0				0		0								1		1

		973		1116		大阪府		千早赤阪村		保健センター ホケン		柿花直子 カキハナ ナオコ		0721-72-008		0721-70-2021		1		kenko-2@vill.chihayaakasaka.lg.jp		0		1				*		*		3		5		14		14		*		*		1		6		1		8		20		20		*		*		1		6		1		8		20		20		*		*		3		6		3		8		36		36		*		*		3		6		4		8		36		36		25		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		対象児数が少ないため、マニュアルや取り決め等はなしで対応できている。 タイショウ ジ カズ スク ト キ トウ タイオウ		0		0		0		0		0		0				1		有病者率と一人平均う蝕本数の評価を毎年実施し、家族向けのチラシ作成や保護者向けのブラッシング指導の実施につなげた ユウ ビョウ シャ リツ ヒトリ ヘイキン ショク ホンスウ ヒョウカ マイトシ ジッシ カゾク ム サクセイ ホゴシャ ム シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		新生児訪問で全ての保護者に対してチラシを配布し説明している シンセイジ ホウモン スベ ホゴシャ タイ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		結果票に記入欄を設けている ケッカ ヒョウ キニュウ ラン モウ		0		0		0		0				1		母子保健事業、従事者研修等 ボシ ホケン ジギョウ ジュウジシャ ケンシュウ トウ		1		毎回健診後に受診児一人一人について、詳しくカンファレンスを行っている マイカイ ケンシン ゴ ジュシン ジ ヒトリ ヒトリ クワ オコナ		0				0		0								1		1

		974		1236		鳥取県		伯耆町		母子保健 ボシ ホケン		瀬川佳菜子 セガワ カナコ		0859-68-5536		0859-68-3866		2		segawak@houki-town.jp		0		1				1		1		3		5		73		71		*		*		1		7		1		9		74		66		*		*		1		7		1		9		74		67		1		0		3		1		3		2		78		77		*		*		3		1		3		2		78		77		60		18		1		0		0		0				1		妊娠期から、担当保健師は医療機関と連携を取り、情報を共有している。 ニンシン キ タントウ ホケンシ イリョウ キカン レンケイ ト ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		保育所に健診前に連絡を取り、気になる対象の情報を収集している。 ホイク ショ ケンシン マエ レンラク ト キ タイショウ ジョウホウ シュウシュウ		1		0		0		0				0		0		1		町独自のマニュアルはないが、平成21年度に鳥取県で作成されたマニュアルを参考にしている。今後その内容については、検討される予定。 マチ ドクジ ヘイセイ ネンド トットリケン サクセイ サンコウ コンゴ ナイヨウ ケントウ ヨテイ		0		0		0		0		0		0				1		町内歯科Dr.、養護教諭等を招集して、歯科保健検討会を実施（1回/年）検討会では、事業報告、意見交換等を行う。 チョウナイ シカ ヨウゴ キョウユ トウ ショウシュウ シカ ホケン ケントウカイ ジッシ カイ ネン ケントウカイ ジギョウ ホウコク イケン コウカン トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		町で実施している栄養指導や食育の取組みとして、離乳食講習会、幼児食教室、歯みがき栄養教室等がある。他機関と連携し事業を行い、評価している。 マチ ジッシ エイヨウ シドウ ショクイク トリク リニュウショク コウシュウカイ ヨウジ ショク キョウシツ ハ エイヨウ キョウシツ トウ タ キカン レンケイ ジギョウ オコナ ヒョウカ		1		健診時、個別に保護者に対し説明指導を行っている。 ケンシン ジ コベツ ホゴシャ タイ セツメイ シドウ オコナ		0		0				1		健診時なんでも相談を設置し、臨床心理士が対応している。健診後のカンファレンスにて、なんでも相談で受けた相談やその対応方法について、スタッフが共有を行う。 ケンシン ジ ソウダン セッチ リンショウ シンリシ タイオウ ケンシン ゴ ソウダン ウ ソウダン タイオウ ホウホウ キョウユウ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、保育所等とケース会議を実施し、支援の方向性を検討している。 ヒツヨウジ ホイク ショ トウ カイギ ジッシ シエン ホウコウセイ ケントウ		1		①3歳児健診、5歳児健診で要フォローとなった児に対し、適した声掛けや関わり方を学ぶ場、また母親同士が悩みを語り合える場を提供する教室を開催している。
②5歳児健診後、教育委員会主体の就学支援検討会を開催している。関係機関が連携し、就学の為の療育体制を整備している。 サイジ ケンシン サイジ ケンシン ヨウ ジ タイ テキ コエカ カカ カタ マナ バ ハハオヤ ドウシ ナヤ カタ ア バ テイキョウ キョウシツ カイサイ サイジ ケンシン ゴ キョウイク イインカイ シュタイ シュウガク シエン ケントウ カイ カイサイ カンケイ キカン レンケイ シュウガク タメ リョウイク タイセイ セイビ		0		0		0				0		児が医療機関で健診を行うと、その健診の結果が市町村用として届く。 ジ イリョウ キカン ケンシン オコナ ケンシン ケッカ シチョウソン ヨウ トド		0		1		0		0				1		保健師記録研修会、児童虐待未然防止研修会 ホケンシ キロク ケンシュウカイ ジドウ ギャクタイ ミゼン ボウシ ケンシュウカイ		0				0				0		1		西部地区子育て支援関係者研修会、子育てに関係するスタッフ（教育委員会や支援センターなど）が集まり、虐待の現状を理解し、虐待予防の為に自分たちに出来る事を考える研修会 セイブ チク コソダ シエン カンケイシャ ケンシュウカイ コソダ カンケイ キョウイク イインカイ シエン アツ ギャクタイ ゲンジョウ リカイ ギャクタイ ヨボウ タメ ジブン デキ コト カンガ ケンシュウカイ						1		1				1

		975		1371		愛媛県		西予市		生活福祉部健康づくり推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下弘子 ヤマシタ ヒロコ		0894-62-6407		0894-62-6564		1		kenkoudukuri@city.seiyo.ehime.jp		0		1				*		*		3		5		233		227		*		*		1		6		1		11		258		252		*		*		1		6		1		11		258		252		*		*		3		4		3		11		259		243		*		*		3		4		3		11		259		243		212		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		う歯り患率や一人平均う歯数 ハ カン リツ ヒトリ ヘイキン ハ スウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		４か月児健診において、必要に応じて説明している。 ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ オウ セツメイ		0				1		0				0				0		1		新生児訪問時に必要に応じて説明している。 シンセイジ ホウモン ジ ヒツヨウ オウ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		保健師、栄養士を対象に発達に関する研修を実施 ホケンシ エイヨウシ タイショウ ハッタツ カン ケンシュウ ジッシ		0				0				0		0								1

		976		1467		福岡県		苅田町		子育て・健康課健康づくり担当 コソダ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		横道佳奈 ヨコミチ カ ナ		093-436-5115		093-436-5110		1		panjipuraza@town.kanda.lg.jp		1		1				1		0		5		6		385		369		1		0		1		7		2		11		358		336		1		0		1		7		2		11		358		336		*		*		3		1		3				383		353		*		*		3		1		3		11		383		353		355		23		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ベースライン調査を問診に入れ、説明している チョウサ モンシン イ セツメイ		0		0				0				1		0				1		４～５ヵ月児健診の問診で実施 ゲツ ジ ケンシン モンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県や他の機関主催研修の情報提供 ケン ホカ キカン シュサイ ケンシュウ ジョウホウ テイキョウ

		977		1585		宮崎県		高鍋町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		日高真理子 ヒダカ マリコ		0983-23-2323		0983-23-2344		*		*		*		*				*		*		3		5		188		185		*		*		1		5		1		11		198		194		*		*		1		5		1		11		198		194		*		*		3		5		3		11		193		188		*		*		3		5		3		11		193		186		202		4		0		0		0		1		全妊婦に対し、保健師が問診を行っているが、統一したアセスメント表などは用いていない。ただし、平成27年度からは、質問表の内容を見直し、アセスメントの参考となるよう質問内容を追加している。 ゼン ニンプ タイ ホケンシ モンシン オコナ トウイツ ヒョウ モチ ヘイセイ ネンド シツモン ヒョウ ナイヨウ ミナオ サンコウ シツモン ナイヨウ ツイカ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		取り決めはないが、問4の2、5の対応は通常行っている。 ト キ トイ タイオウ ツウジョウ オコナ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		上記内容を全般的に確認はしているが、准店におい手いる内容はない。 ジョウキ ナイヨウ ゼンパン テキ カクニン ジュン テン テ ナイヨウ		0		0		1		0		0				0				0		1		各集団健診や相談時の健康教育の中で、子どもの成長・発達過程について触れ、子どもとの関わり方等で見通しが持てるように説明している。 カク シュウダン ケンシン ソウダン ジ ケンコウ キョウイク ナカ コ セイチョウ ハッタツ カテイ フ コ カカ カタ トウ ミトオ モ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		妊婦健診のみ医療機関委託を実施し、連携している。(仕組みはないが、状況により対応している）乳幼児健診については、医療機関委託していない。 ニンプ ケンシン イリョウ キカン イタク ジッシ レンケイ シク ジョウキョウ タイオウ ニュウヨウジ ケンシン イリョウ キカン イタク		0				0				0				0		1		県や関係機関等が実施している研修会等に健診従事者は積極的に参加し、研修機会を確保するよう努めている。 ケン カンケイ キカン トウ ジッシ ケンシュウカイ トウ ケンシン ジュウジシャ セッキョクテキ サンカ ケンシュウ キカイ カクホ ツト

		978		1648		沖縄県		うるま市		市民部健康支援課 シミン ブ ケンコウ シエン カ		外間美代子 ソト マ ミヨコ		098-973-3209		098-974-4040		1		simin-kenkouka@city.uruma.lg.jp		0		1				*		*		3		5		1343		973		*		*		1		6		1		11		1289		1052		*		*		1		6		1		11		1289		1052		*		*		3		6		3		11		1395		1094		*		*		3		6		3		11		1395		1091		1410		151		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		・乳児後期の際に、歯科衛生士による口腔内の手入れの指導を実施。
・1歳半健診から3歳児健診までの間にう蝕率が上昇するため、2歳児歯科健診を実施している。 ニュウジ コウキ サイ シカ エイセイシ コウクウ ナイ テイ シドウ ジッシ サイハン ケンシン サイジ ケンシン アイダ ショク リツ ジョウショウ サイジ シカ ケンシン ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診や相談等の機会を通し、0～1歳、1歳～3歳、3歳～6歳の発達カレンダーを作成し、説明したり、心理相談や発達検査を受けた後、見通しを伝える等。 ケンシン ソウダン トウ キカイ トオ サイ サイ サイ サイ サイ ハッタツ サクセイ セツメイ シンリ ソウダン ハッタツ ケンサ ウ アト ミトオ ツタ トウ		0		0				1		乳幼児健診等で把握した親に対し、個別支援や事後教室、関係機関へつなぐ等で評価している。 ニュウヨウジ ケンシン トウ ハアク オヤ タイ コベツ シエン ジゴ キョウシツ カンケイ キカン トウ ヒョウカ		0		0				1		ホームページに厚生労働省ホームページより動画「赤ちゃんが泣きやまない」を掲載している。 コウセイ ロウドウショウ ドウガ アカ ナ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年1回、事業の反省・評価を実施 ネン カイ ジギョウ ハンセイ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		個別支援を通し、必要時、保育所や幼稚園と連携、市の発達検査を行う等している。 コベツ シエン トオ ヒツヨウジ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ シ ハッタツ ケンサ オコナ トウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県小児保健協会等の研修へ参加等 ケン ショウニ ホケン キョウカイ トウ ケンシュウ サンカ トウ		1		指導内容にバラツキが生じないようマニュアルを作成し、配布・共有している シドウ ナイヨウ ショウ サクセイ ハイフ キョウユウ		0				0		0								1		1				1

		979		136		北海道		白老町		健康福祉課健康推進グループ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン		坂本あゆみ サカモト		0144-82-5541		0144-82-5561		1		fukusi@town.shiraoi.lg.jp		0		2				1		0		4		6		74		72		1		0		1		6		1		11		74		69		1		0		1		6		1		11		74		69		1		0		3		0		3		11		84		68		1		0		3		0		3		11		84		68		66		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1		年度ごとに実績を算出し、次年度の指導時等に活用している。 ネンド ジッセキ サンシュツ ジネンド シドウ ジ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		冊子を用いて、保護者に発達の説明を行っている。 サッシ モチ ホゴシャ ハッタツ セツメイ オコナ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンスで、支援の方向性を検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時に、保護者へ説明を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ ホゴシャ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園訪問での評価 ホイクエン ホウモン ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		母子保健衛生研究会などで実施している研修会の参加 ボシ ホケン エイセイ ケンキュウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		980		30		北海道		北広島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		白坂亜紀 シラサカ アキ		0110372-3311		011-372-1131		1		kenkou@city.kitahiroshima.hokkaido.jp		0		1				1		0		2		5		357		352		1		0		1		6		1		11		351		344		1		0		1		6		1		11		351		344		1		0		3		1		3		11		400		387		1		0		3		1		3		11		400		387		315		119		1		0		0		0				1		ケース検討を行い、支援内容と時期、担当者を決定し、個別に評価時期を設定している。 ケントウ オコナ シエン ナイヨウ ジキ タントウシャ ケッテイ コベツ ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診票に社会性の発達過程理解に関する設問を設定。回答状況や子どもの状況に応じて、パンフレットを用いて説明指導している。 モンシン ヒョウ シャカイセイ ハッタツ カテイ リカイ カン セツモン セッテイ カイトウ ジョウキョウ コ ジョウキョウ オウ モチ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		マタニティスクールと赤ちゃん訪問時に説明する（リーフレット配布） アカ ホウモン ジ セツメイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関と連携し、評価している。 リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		内部研修または外部企画の研修への参加 ナイブ ケンシュウ ガイブ キカク ケンシュウ サンカ		1		内部研修または外部企画の研修への参加 ナイブ ケンシュウ ガイブ キカク ケンシュウ サンカ		0				0		0														1

		981		23		北海道		砂川市		ふれあいセンター		岩崎 イワサキ		0125-52-2000		0125-52-2114		1		f-hoken@city.sunagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		97		96		1		0		1		6		1		11		98		95		1		0		1		6		1		11		98		94		1		0		3		9		3		11		95		89		1		0		3		0		3		11		95		88		103		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		冊子、リーフレットを活用 サッシ カツヨウ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時に配布している冊子の内容に含まれている。 ニンシン トドケデ ジ ハイフ サッシ ナイヨウ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		982		177		青森県		弘前市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野呂、工藤 ノロ クドウ		0172-37-3750		0172-37-7749		1		kenkou@city.hirosaki.lg.jp		0		1				0		1		4		*		1246		1224		1		0		1		6		1		11		1187		1156		1		0		1		6		1		11		1187		1156		1		0		3		6		3		11		1174		1128		1		0		3		6		3		11		1174		1128		1137		211		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママ教室の育児体験コーナーにおいて、口頭で説明し、周知している。 キョウシツ イクジ タイケン コウトウ セツメイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		医師会との乳幼児健診検討会等を年2回実施。 イシカイ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ トウ ネン カイ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		受診券の記載欄に必要な場合に記入することとなっており、その情報を共有している。 ジュシン ケン キサイ ラン ヒツヨウ バアイ キニュウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		983		202		青森県		横浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池愛花 キクチ アイ ハナ		0175-78-2111		0175-78-2118		2		aika_kikuchi@town.yokohama.lg.jp		1		1				1		1		4		5		14		14		1		0		1		4		1		8		17		17		1		0		1		4		1		8		17		17		1		0		3		4		3		8		25		25		1		0		3		4		3		8		25		25		20		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		歯科ニュースを作成したり、事業概要に反映している シカ サクセイ ジギョウ ガイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		来年度の事業について、話ある機会がある。 ライネンド ジギョウ ハナシ キカイ		0		0				1		就学指導委員会、心理士による精密検査（田中ビネー） シュウガク シドウ イインカイ シンリシ セイミツ ケンサ タナカ		0		0		0				1		保健師も健診に従事し、タイムリーに情報共有をしている。 ホケンシ ケンシン ジュウジ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		984		232		岩手県		紫波町		生活部長寿健康課 セイカツ ブ チョウジュ ケンコウ カ		横坂 ヨコ サカ		019-672-2111		019-672-2311		1		chojyu@town.shiwa.iwate.jp		0		2				0		1		3		4		266		213		1		0		1		6		1		11		243		238		1		0		1		6		1		11		243		238		1		0		3		6		3		11		247		240		1		0		3		6		3		11		247		240		198		24		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		4～5ヵ月広場にて実施（発達確認シート利用） ゲツ ヒロバ ジッシ ハッタツ カクニン リヨウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンスを行い、地区担当保健師が必要に応じ支援 オコナ チク タントウ ホケンシ ヒツヨウ オウ シエン		0		0				0				0		0		1		保育所や役場関係機関と情報共有 ホイク ショ ヤクバ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		0		1		仕組みは整っていないが、必要に応じてその度連携を図っている。 シク トトノ ヒツヨウ オウ タビ レンケイ ハカ		0				0				0				0		1		母子関係の研修会に参加 ボシ カンケイ ケンシュウカイ サンカ								1

		985		250		宮城県		気仙沼市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		茂木真理和江 モギ マリ カズエ		0226-21-1212		0226-21-1016		1		k-kenkozoshin@city.kesennuma.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		384		380		1		0		1		6		1		7		392		385		1		0		1		6		1		7		392		385		1		0		3		6		3		7		401		390		1		0		3		6		3		7		401		390		373		6		0		0		0		1		専門職のいる窓口では、交付時に面接・相談しているが（全体の4～5割）、その他の窓口での交付の場合は、届出書の内容を確認し把握している状況 センモン ショク マドグチ コウフ ジ メンセツ ソウダン ゼンタイ ワリ タ マドグチ コウフ バアイ トドケデショ ナイヨウ カクニン ハアク ジョウキョウ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導の成果は事業実施後と年度末に評価し、次年度の事業に活かしている シドウ セイカ ジギョウ ジッシゴ ネンドマツ ヒョウカ ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～4ヵ月健診での講話や離乳食教室・子育て相談等で実施 ゲツ ケンシン コウワ リニュウショク キョウシツ コソダ ソウダン トウ ジッシ		0		0				1		健診後のカンファレンスや定期的に行うケースレビュー等で評価している ケンシン ゴ テイキテキ オコナ トウ ヒョウカ		0		0				1		パパママ教室・新生児訪問。赤ちゃん訪問時に啓発 キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各健診後にカンファレンスを実施、その後定期的にケースレビューにて評価 カク ケンシン ゴ ジッシ ゴ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		ケース検討会等で個別に評価している ケントウカイ トウ コベツ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や各種団体等で実施する研修会への参加 ケン カクシュ ダンタイ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		1		県や各種団体等で実施する研修会への参加 ケン カクシュ ダンタイ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0								1		1				1

		986		306		山形県		山形市		市民生活部健康課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ カ ホケン		志田陽子 シダ ヨウコ		023-647-2280		023-647-2281		1		hokensen@city.yamagata-yamagata.lg.jp		0		1				0		1		4		4		2065		2025		1		0		1		6		1		11		2095		2057		1		0		1		6		1		11		2095		2057		1		0		3		9		3		11		2136		2067		1		0		3		9		3		11		2136		2965		2114		429		1		0		0		0				1		評価時期：産後、内容：家庭訪問を実施し、継続支援の必要性を含めて評価している ヒョウカ ジキ サンゴ ナイヨウ カテイ ホウモン ジッシ ケイゾク シエン ヒツヨウセイ フク ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		臨床心理士による相談につなぐ。要保護児童対策地域協議会との連携 リンショウ シンリシ ソウダン ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4ヵ月健診で、その後の発達過程についてリーフレットを配布している ゲツ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ ハイフ		0		0				1		すべてのケースではないが、支援していて課題を感じるケースについては、臨床心理士をまじえたケースカンファレンスの中で相談・検討している。 シエン カダイ カン リンショウ シンリシ ナカ ソウダン ケントウ		0		0				1		ママパパ教室において、DVDの視聴による啓発を実施している キョウシツ シチョウ ケイハツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医師の記入欄に保健師の関わり必要の有無を設けている イシ キニュウ ラン ホケンシ カカ ヒツヨウ ウム モウ		0		0		0		0				1		発達障害早期総合支援研修 ハッタツ ショウガイ ソウキ ソウゴウ シエン ケンシュウ		0				0				0		0

		987		380		福島県		鮫川村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		鏑木妙子 カブラギ タエコ		0247-49-3112		0247-49-2651		1		jumin@vill.samegawa.fukushima.jp		0		1				1		1		3		4		29		28		1		0		1		6		1		11		29		28		1		0		1		6		1		11		29		28		1		0		3		0		3		11		34		34		1		0		3		0		3		11		34		34		19		0		1		0		0		0				0				0		1		内容・評価時期の取り決めはないが、その都度個別に対応している ナイヨウ ヒョウカ ジキ ト キ ツド コベツ タイオウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各乳幼児健康相談及び健康診査での保健指導で行っている。 カク ニュウヨウジ ケンコウ ソウダン オヨ ケンコウ シンサ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付の際に、パンフレットを配布。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		ケースに合わせ、就学以降も関係機関と連携している。 ア シュウガク イコウ カンケイ キカン レンケイ		0				0		0		0		1		医療機関に委託しているが、担当保健師も健診に加わっているため把握している。 イリョウ キカン イタク タントウ ホケンシ ケンシン クワ ハアク		0				0				0				0		1		県や保健福祉事務所で実施する研修会等を活用している。 ケン ホケン フクシ ジム ショ ジッシ ケンシュウカイ トウ カツヨウ

		988		342		福島県		会津若松市		健康福祉部健康増進課保健指導グループ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ホケン シドウ		一ノ瀬勝江 イチ セ カツエ		0242-39-1245		0242-39-1231		1		hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp		1		1				1		0		4		6		966		950		1		0		1		6		2		0		928		895		1		0		1		6		2		0		928		895		1		0		3		6		4		0		1016		960		1		0		3		6		4		0		1016		960		952		19		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		O2児への対応の強化 ジ タイオウ キョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		食生活のリズム等 ショクセイカツ トウ		0		1		0		0		0				0				0		1		今後導入する予定。 コンゴ ドウニュウ ヨテイ		0				1		0				0				0		1		今後アンケートに入れ啓発する予定。 コンゴ イ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		支援困難ケースのみ、敵機的にケースカンファレンスを実施している。 シエン コンナン テキキ テキ ジッシ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		内部にて勉強会を必要時行っている ナイブ ベンキョウ カイ ヒツヨウジ オコナ		1		必要時、栄養士等の研修を行っている ヒツヨウジ エイヨウシ トウ ケンシュウ オコナ		0				0		0								1		1

		989		467		群馬県		伊勢崎市		健康管理センター ケンコウ カンリ		須永幸見 スナガ サチ ミ		0270-23-6675		0270-21-8995		1		kenko-c@city.isesaki.lg.jp		0		1				1		0		4		99		1835		1778		1		0		1		7		*		*		1910		1738		1		0		1		7		99		99		1910		1736		1		0		3		1		99		99		1862		1746		1		0		3		1		99		99		1862		1746		1995		163		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルはないが、担当保健師につなぐなど、今後の支援に向けた対応や、上司や健診担当者への報告など行っている。 タントウ ホケンシ コンゴ シエン ム タイオウ ジョウシ ケンシン タントウシャ ホウコク イ		0		0		0		0		0		0				1		う蝕の保有率等から評価し、指導内容の検討など次年度に活用している ショク ホユウリツ トウ ヒョウカ シドウ ナイヨウ ケントウ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各乳幼児健診毎に、次回健診までの発達過程をパンフレット等で説明し配布。 カク ニュウヨウジ ケンシン ゴト ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ トウ セツメイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時、出生届出時に対象者全員にリーフレットを配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ シュッショウ トドケデ ジ タイショウシャ ゼンイン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		正規職員を対象として、発達障害についての理解や支援について等、研修に参加の機会あり。 セイキ ショクイン タイショウ ハッタツ ショウガイ リカイ シエン トウ ケンシュウ サンカ キカイ		0				0				0		0								1

		990		571		千葉県		習志野市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		田嶋越子 タジマ エツ コ		047-453-2967		047-454-2030		1		kenkosien@city.narashino.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1040		965		1		0		1		6		1		11		1492		1404		1		0		1		6		1		11		1492		1404		1		0		3		5		3		11		1521		1409		1		0		3		5		3		11		1521		1408		1550		270		1		1		0		0				1		支援時期ごとに随時報告および支援方針の確認と出産後の継続支援は各担当において再評価している。特定妊婦については、養育支援会議の実施。 シエン ジキ ズイジ ホウコク シエン ホウシン カクニン シュッサン ゴ ケイゾク シエン カクタントウ サイヒョウカ トクテイ ニンプ ヨウイク シエン カイギ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地区別のむし歯罹患状況、生活習慣等を評価し、次年度等の計画に反映している。 チク ベツ バ リカン ジョウキョウ セイカツ シュウカン トウ ヒョウカ ジネンド トウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4ヵ月児・10か月児健康相談で親子のコミュニケーションについて説明・指導している。 ゲツ ジ ゲツ ジ ケンコウ ソウダン オヤコ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		健診問診票で育てにくさを感じると回答した場合、養育者の気持ちを受け止め、必要時保健指導・継続支援している。 ケンシン モンシン ヒョウ ソダ カン カイトウ バアイ ヨウイクシャ キモ ウ ト ヒツヨウジ ホケン シドウ ケイゾク シエン		1		妊婦とそのパートナーを対象とした「ママパパになるための学級」の講義の中で、DVDを使用して啓発している。 ニンプ タイショウ ガッキュウ コウギ ナカ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		精密検査が必要となった児の精密検査結果の把握に努めている。 セイミツ ケンサ ヒツヨウ ジ セイミツ ケンサ ケッカ ハアク ツト		1		必要時報告、支援方針の確認、検討している。 ヒツヨウジ ホウコク シエン ホウシン カクニン ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関とケース連絡票による連携をしている。 リョウイク キカン レンラク ヒョウ レンケイ		0				1		0		0		0				1		H27年度より、問診項目に健やか親子21の評価項目を追加したため、従事者研修を行った。 ネンド モンシン コウモク スコ オヤコ ヒョウカ コウモク ツイカ ジュウジシャ ケンシュウ オコナ		1		**		0				0		0				1				1

		991		699		神奈川県		湯河原町		保健センター ホケン		穴戸 アナ ト		0465-63-2111		0465-62-7001		1		hoken@town.yugawara.kanagawa.jp		1		1				1		0		4		99		118		113		1		0		1		6		*		*		128		122		1		0		1		6		99		99		128		122		1		0		3		6		99		99		174		158		1		0		3		6		99		99		174		158		121		3		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		子育て相談（心理相談員）につなぐ コソダ ソウダン シンリ ソウダンイン		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		・母子健康手帳交付時にリーフレットにて説明
・マタニティクラスにて30分程度時間を設け
・こんにちは赤ちゃん訪問時にリーフレット配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ セツメイ プン テイド ジカン モウ アカ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票（8-9ヵ月児健診）に育児支援必要の有無あり ケンシン ヒョウ ゲツ ジ ケンシン イクジ シエン ヒツヨウ ウム		0		0		0		0				1		母子愛育会の研修等 ボシ アイイク カイ ケンシュウ トウ		0				0				0		0

		992		695		神奈川県		山北町		保険健康課健康づくり班 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ハン		横山 ヨコヤマ		0465-75-0822		0465-76-4592		1		kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		63		63		1		0		1		6		1		8		58		52		1		0		1		6		1		8		58		52		1		0		3		0		3		6		73		65		1		0		3		0		3		6		73		65		59		10		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		ママパパクラス、新生児訪問、3ヵ月児健診等 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前発達検査 シュウガクマエ ハッタツ ケンサ		0		0		0				1		健診票に支援の必要性について記載する項目がある ケンシン ヒョウ シエン ヒツヨウセイ キサイ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		993		1728		政令市 セイレイシ		相模原市		保健所健康企画課 ホケンジョ ケンコウ キカク カ		森尚美 モリ ナオミ		042-769-8345		042-750-3066		1		kenkoukikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		4		5607		5532		0		1		1		6		1		7		5861		5562		1		0		1		6		1		11		5861		5397		1		0		3		6		3		11		5977		5548		1		0		3		6		3		11		5977		5542		6120		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		母親・父親教室で啓発を行っている。 ハハオヤ チチオヤ キョウシツ ケイハツ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないが、随時開催している。 テイキテキ ズイジ カイサイ

		994		710		新潟県		村上市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		東海林清美 トウカイリン キヨミ		0254-53-2111		0254-53-3840		1		hoken-kz@city.murakami.lg.jp		0		1				1		0		4		5		360		355		1		0		1		6		2		0		419		399		1		0		1		6		2		0		419		399		1		0		3		0		4		0		408		392		1		0		3		0		4		0		408		392		376		4		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0						1

		995		759		石川県		宝達志水町		こども家庭室 カテイ シツ		寺崎弘恵 テラサキ ヒロ メグ		0767-28-5526		0767-28-5569		2		h_terasaki@town.hodatsushimizu.lg.jp		0		2				1		0		3		4		*		*		1		0		1		5		1		7		*		*		1		0		1		5		1		7		*		*		1		0		3		5		3		7		*		*		1		0		3		5		3		7		*		*		62		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3～4か月児健診で ゲツ ジ ケンシン		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		996		750		石川県		羽咋市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		金曽　衣里　 カネ ソ エリ		0767-22-1115		0767-22-7179		1		fukushi5@city.hakui.lg.jp		0		1				1		0		3		4		152		145		1		0		1		6		1		7		163		159		1		0		1		6		1		7		163		159		1		0		3		4		3		5		139		138		1		0		3		4		3		5		139		138		137		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診４ヵ月後のフッ化物再塗布の際に状況の確認 ケンシン ゲツゴ カ ブツ サイトフ サイ ジョウキョウ カクニン		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		997		747		石川県		輪島市		福祉環境部健康推進課 フクシ カンキョウブ ケンコウ スイシン カ		宮中美花 ミヤナカ ミカ		0768-23-1136		0768-23-1138		1		kenkou@city.wajima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		126		126		1		0		1		5		1		6		154		149		1		0		1		5		1		6		154		148		1		0		3		2		3		3		139		136		1		0		3		2		3		3		139		136		121		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健に関する部会に健診結果や取組み内容を報告し、次年度の事業への意見をいただいて反映させている。 シカ ホケン カン ブカイ ケンシン ケッカ トリク ナイヨウ ホウコク ジネンド ジギョウ イケン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレット等を用いて発達過程を説明し、保護者としての適切な関わり方について伝えている。 トウ モチ ハッタツ カテイ セツメイ ホゴシャ テキセツ カカ カタ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所・幼稚園の定期訪問（2/年）等でお子さん保護者の状況を把握し評価している。 ホイク ショ ヨウチエン テイキ ホウモン ネン トウ コ ホゴシャ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				1		保育所・幼稚園訪問や母子保健関係者の連絡会等の場で評価している。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン ボシ ホケン カンケイシャ レンラクカイ トウ バ ヒョウカ		0		0		0				1		請求時に添付される受診票に支援の要否について記入項目あり。 セイキュウ ジ テンプ ジュシン ヒョウ シエン ヨウヒ キニュウ コウモク		0		0		0		0				1		県などが行う研修会に参加している。 ケン オコナ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		998		772		福井県		永平寺町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		多田直美 タダ ナオミ		0776-61-0111		0776-61-1797		1		e-hoken@town.eiheiji.lg.jp		0		1				0		1		4		4		131		117		1		0		1		7		2		0		136		133		1		0		1		7		2		0		136		133		1		0		3		1		4		0		154		149		1		0		3		1		4		0		154		149		129		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にパンフレットを配布して周知している。 アカ ホウモン ジ ハイフ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園と連携を持ち、フォローアップしている。 ホイクエン ヨウチエン レンケイ モ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		999		779		福井県		若狭町		健康課 ケンコウ カ		百田聖子 モモタ セイコ		0770-62-2721		0770-62-1049		1		kenkou@town.fukui-wakasa.lg.jp		0		1				1		1		4		4		114		113		1		0		1		6		1		8		111		110		1		0		1		6		1		8		111		110		1		0		3		1		3		3		134		134		1		0		3		1		3		3		134		134		105		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後 ケンシン ゴ		0		0				1		**		0		0		0				1		個別で医療機関で受診された後、医療機関から受診票兼報告票を町へ返却いただき、票内の「市町村への健診結果後の指示・連絡事項」の欄を利用している コベツ イリョウ キカン ジュシン アト イリョウ キカン ジュシン ヒョウ ケン ホウコク ヒョウ マチ ヘンキャク ヒョウ ナイ シチョウソン ケンシン ケッカ ゴ シジ レンラク ジコウ ラン リヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		1000		839		長野県		辰野町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		入原百合 イ ハラ ユリ		0266-41-1111		0266-43-3307		1		hoken@town.tatsuno.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		133		133		1		0		1		6		1		8		144		137		1		0		1		6		1		8		144		137		1		0		3		0		3		2		146		139		1		0		3		0		3		2		146		139		104		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットに記載 キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		1001		821		長野県		佐久市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		藤巻杏子 フジマキ キョウコ		0267-62-3189		0267-64-1157		1		hoken@city.saku.nagano.jp		0		1		1		1		0		4		4		836		826		1		0		1		7		1		9		790		758		1		0		1		7		1		9		790		758		1		0		3		1		3		3		840		811		1		0		3		1		3		3		840		811		751		299		1		0		0		0				1		子育て支援課との支援会議を２か月に1度行っている。 コソダ シエン カ シエン カイギ ゲツ ド オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		数値的な検証は行っていないが反省点などは次年度に活用している。 スウチテキ ケンショウ ハオコナ ハンセイテン ジネンド カツヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		個別に対応しているため重点項目は設けていない コベツ タイオウ ジュウテン コウモク モウ		0		0		1		0		0				1		集団指導時、必要に応じて問診時に伝えている。 シュウダン シドウ ジ ヒツヨウ オウ モンシンジ ツタ		0		0				1		H27年度より健やか親子21アンケートにて実施中。 ネンド スコ オヤコ ジッシ チュウ		0		0				1		必要時、問診にて伝えている ヒツヨウジ モンシン ツタ		0		0				0				0				0				0				0		1		精密検査が必要になった場合、追跡管理を行い、受診の有無、疾病の有無の結果まで把握を行っている。 セイミツ ケンサ ヒツヨウ バアイ ツイセキ カンリ オコナ ジュシン ウム シッペイ ウム ケッカ ハアク オコナ		0				1		0				1		保育園と連携し、はぐくみ相談（臨床心理士による発達相談、発達検査の実施）、療育機関と連携した発達支援、保育園や学校等と連携した就学相談等を実施している。 ホイクエン レンケイ ソウダン リンショウ シンリシ ハッタツ ソウダン ハッタツ ケンサ ジッシ リョウイク キカン レンケイ ハッタツ シエン ホイクエン ガッコウ ナド レンケイ シュウガク ソウダン ナド ジッシ		0		0		0				1		7ヶ月児健診時受診票を交付し、受診してもらい病院より結果を受け取って管理し、支援につなげている。 カゲツ コ ケンシン ジ ジュシン ヒョウ コウフ ジュシン ビョウイン ケッカ ウ ト カンリ シエン		0		0		0		0				1		母子保健に関する研修へ参加している。 ボシホケン カン ケンシュウ サンカ		1		年に１度研修、打ち合わせを行っている。 ネン ド ケンシュウ ウ ア オコナ		0				0		0

		1002		859		長野県		南木曽町		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		原　直子 ハラ ナオコ		0264-57-2001		0264-57-2270		1		hoken@town.nagiso.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		21		21		*		*		1		6		1		8		30		30		*		*		1		6		1		8		30		30		1		0		3		0		3		4		32		32		*		*		3		0		3		4		32		32		14		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		月齢に応じたシートを用いてグループワーク ゲツレイ オウ モチ		0		0				1		適時カンファ テキジ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		母子保健連絡会等で検討 ボシホケン レンラク カイ ナド ケントウ		0				0		0		1		0				1		管内保健師研修会 カンナイ ホケンシ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1003		886		岐阜県		関市		保健センター ホケンセ		柴山美保 シバヤマ ミホ		0575-24-0111		0575-23-6757		1		hoken-c@city.seki.lg.jp		0		1				1		0		4		4		682		680		1		0		1		6		1		7		678		672		1		0		1		6		1		7		694		666		1		0		3		99		3		99		810		798		1		0		3		*		3		*		809		793		668		18		1		0		0		0				1		月1回の打ち合わせ会にて事例を出し情報共有等している ツキ カイ ウ ア カイ ジレイ ダ ジョウホウ キョウユウ ナド		0		0				1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時に集団もしくは個別指導している ケンシンジ シュウダン コベツ シドウ		0		0				1				0		0				1		はじめての子育て教室にて集団教育している コソダ キョウシツ シュウダン キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファにて ケンシンゴ		0		0				1		園（保育園・幼稚園）訪問にて療育機関との連携のもと行っている エン ホイクエン ヨウチエン ホウモン リョウイク キカン レンケイ オコナ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		積極的に研修への参加、その復命 セッキョクテキ ケンシュウ サンカ フクメイ		0				0				0		0

		1004		928		静岡県		伊東市		健康医療課母子保健係 ケンコウ イリョウ カ ボシ ホケン カカリ		杉山　萌 スギヤマ モ		0557-32-1582		0557-35-5700		1		kenkou@city.ito.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		374		363		1		0		1		7		1		11		395		375		1		0		1		7		1		11		395		375		1		0		3		1		3		11		439		437		1		0		3		1		3		11		439		437		393		35		0		0		0		1		本庁で交付した時のみ行っている。 ホンチョウ コウフ トキ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		1005		977		愛知県		知立市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0566-82-8211		0566-83-6591		1		kenko-zosin@city.chiryu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		745		739		1		0		1		6		1		11		734		727		1		0		1		6		1		11		734		727		1		0		3		99		3		11		704		679		1		0		3		*		3		11		704		679		818		67		1		1		0		0				1		地区担当保健師が随時実施 チク タントウ ホケンシ ズイジ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		前年度う蝕率を1.6健診歯科健診時に配布チラシに掲載している。6月号の広報に第2次健康知立ともだち21計画の取り組み指標と現状を掲載。 ゼンエン ネン ド ショク リツ ケンシン シカ ケンシンジ ハイフ ケイサイ ツキ ゴウ コウホウ ダイニジ ケンコウ チリュウ ケイカク ト ク シヒョウ ゲンジョウ ケイサイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3、４か月健診での発達に伴う事故予防。健診問診項目に上記内容を入れ必要に応じて保健指導を実施。 ゲツ ケンシン ハッタツ トモナ ジコヨボウ ケンシン モンシン コウモク ジョウキ ナイヨウ イ ヒツヨウ オウ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		健診待合でDVD、乳児全戸訪問でチラシの配布や啓発を行っている。 ケンシン マチアイ ニュウジ ゼンコ ホウモン ハイフ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定については精密検査結果を判定医師に報告。検尿検査の結果を委託先に報告。 イシ シカイシ ハンテイ セイミツ ケッカ ハンテイ イシ ホウコク ケンニョウ ケンサ ケッカ イタクサキ ホウコク		1				0		1		検尿の結果についてはばらつきがあり委託実施とした。 ケンニョウ ケッカ イタク ジッシ		0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		母子保健に関する研修会の参加を勧奨している。 ボシ ホケン カン ケンシュウ カイ サンカ カンショウ

		1006		988		愛知県		みよし市		健康推進課 ケンコウ カ		関根公恵 セキネ キミエ		0561-34-5311		0561-34-5969		1		kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp		0		1				1		0		3		6		671		650		1		0		1		6		2		0		643		626		1		0		1		6		2		0		643		626		1		0		3		0		4		0		650		631		1		0		3		0		4		0		650		631		671		119		1		1		0		0				1		妊娠届出書及び母子手帳交付時の情報を基に特定妊婦の選定、ハイリスク妊婦の選定を行う。妊娠期からの支援が必要な特定妊婦は月１回アセスメント会議で子育て支援課の児童虐待の観点からさらに協議し、実務者会議の対象とする特定妊婦を決め、その後の支援方針や継続的な支援の方法を確認している。 ニンシン トドケデ ショ オヨ ボシ テチョウ コウフ ジ ジョウホウ モト トクテイ ニンプ センテイ ニンプ センテイ オコナ ニンシンキ シエン ヒツヨウ ツキ カイ カイギ コソダ シエン カ ジドウ ギャクタイ カンテン キョウギ ジツムシャ カイギ タイショウ キ ゴ シエンホウシン ケイゾクテキ シエン ホウホウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		健診での評価は実施していないが1歳児、２歳児対象のむし歯予防教室、わんぱく教室終了後、参加した保護者に対しアンケートを実施し、意識の変化、指導内容の理解度等を評価し、次年度の指導内容等の見直しの参考としている。 ケンシン ヒョウカ ジッシ サイジ サイジ タイショウ ハ ヨボウ キョウシツ キョウシツ シュウリョウ ゴ サンカ ホゴシャ タイ ジッシ イシキ ヘンカ シドウ ナイヨウ リカイド ナド ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ ナド ミナオ サンコウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム、生活習慣 セイカツ セイカツ シュウカン		0		0		0		0		1		1歳から3歳児対象の親子通園ルームでの健康教育にてアンケート評価している。 サイ サイ コ タイショウ オヤコオ ツウエン ケンコウ キョウイク ヒョウカ		1		生後7ヶ月頃の児対象の離乳食教室で1歳6ヶ月頃までの発達過程を伝える。また、1歳児、２歳児対象のむし歯予防教室、わんぱく教室の際に１歳、２歳頃のこころの発達、身体の発達過程を話す。 セイゴ カゲツ コロ コ タイショウ リニュウショク キョウシツ サイ カゲツ コロ ハッタツ カテイ ツタ サイジ サイジ タイショウ ムシバ ヨボウ キョウシツ キョウシツ サイ サイ サイ コロ ハッタツ カラダ ハッタツ カテイ ハナ		0		0				1		健診等事後教室（のびのび教室）を実施し、専門スタッフ間のカンファで指導内容の確認や保護者の思いを共有し、今後の支援方法を検討。また。保護者に対してアンケートを実施し、健診等で教室を紹介してから教室に参加するにあたっての思い、意識の変化を評価し、支援の参考としている。 ケンシン ナド ジゴ キョウシツ キョウシツ ジッシ センモン カン シドウ ナイヨウ カクニン ホゴシャ オモ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ ホゴシャ タイ ジッシ ケンシンナド キョウシツ ショウカイ キョウシツ サンカ オモ イシキ ヘンカ ヒョウカ シエン サンコウ		0		0				1		パパママ教室でDVDパープルクライングの視聴と講話。 キョウシツ シチョウ コウワ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		健診等で紹介する親子通園ルーム参加児の参加状況や支援方法の共有を行う場として年２回定例調査会議を実施している。 ケンシン ナド ショウカイ オヤコ ツウエン サンカジ コ サンカ ジョウキョウ シエン ホウホウ キョウユウ オコナ バ ネン カイ テイレイ チョウサ カイギ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		豊田市こども発達センター職員を講師とした発達支援等の研修会 トヨタシ ハッタツ ショクイン コウシ ハッタツ シエン ナド ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1007		995		愛知県		大治町		福祉部保健センター フクシブ ホケン		山口晴美 ヤマグチ ハルミ		052-444-2714		052-462-0086		1		hoken_c@town.oharu.lg.jp		1		1				1		0		3		4		333		322		1		0		1		6		1		7		356		341		1		0		1		6		1		7		356		341		1		0		3		0		3		1		359		340		1		0		3		0		3		1		359		339		342		16		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じて行っている ヒツヨウ オウ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				*		*		*		*				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		副読本を配布 フク ドクホン ハイフ		0		0				0				0				1		母子健康診査マニュアル項目 ボシ ケンコウ シンサ コウモク		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健所や県における研修参加 ホケンジョ ケン ケンシュウサン サンカ		0				0				0		0

		1008		1036		滋賀県		彦根市		健康推進課 ケンコウ カ		山崎麻子、望月絢子 ヤマザキ アサコ モチヅキ アヤコ						1		kenko@ma.city.hikone.shiga.jp		0		1				1		0		4		99		1028		1008		1		0		1		6		99		99		1107		1077		1		0		1		6		99		99		1107		1077		1		0		3		6		99		99		1126		1082		1		0		3		6		99		99		1126		1082		1011		190		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		1		子育て支援課（虐待等の担当課）へ連絡票を作成して送付。 コソダ シエン カ ギャクタイ ナド タントウ カ レンラクヒョウ サクセイ ソウフ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次回の健診に向けて発達の目安を伝えている。 ジカイ ケンシン ム ハッタツ メヤス ツタ		0		0				0				1		0				1		健診の問診時にラミネート加工したチラシを見せて説明。 ケンシン モンシンジ カコウ ミ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		月１回乳幼児の発達や健診についての勉強会を行っている。 ツキ カイ ニュウヨウジ ハッタツ ケンシン ベンキョウカイ オコナ		0				0				0		0

		1009		1084		大阪府		守口市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		三宅登子 ミヤケ ノボ コ		06-6992-2217		06-6998-5563		1		kenkou@city.moriguchi.lg.jp		0		1				1		0		3		6		1013		939		1		0		1		6		1		11		1045		994		1		0		1		6		1		11		1045		994		1		0		3		6		3		11		1015		803		1		0		3		6		3		11		1015		802		1105		240		1		0		0		0				1		特定妊婦については妊婦健診受診状況やフォロー状況等を定期的に要対協で評価している トクテイ ニンプ ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ジョウキョウ ナド テイキテキ ヨウ タイ キョウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		1歳児相談にて発育発達の流れを指導。未熟児教室で今後の運動発達の道筋を理学療法士より指導。 サイジ ソウダン ハツイク ハッタツ ナガ シドウ ミジュクジ キョウシツ コンゴ ウンドウ ハッタツ ミチスジ リガク リョウホウ シ シドウ		0		0				1		困難事例の検討会議を定期的に開催 コンナン ジレイ ケントウカイ ギ テイキテキ カイサイ		0		0				1		プレパパママ教室で啓発DVD。パンフレットを4ヶ月健診、新生児訪問で配布。 キョウシツ ケイハツ カゲツ ケンシン シンセイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		後期健診後のフォローアップについて心理職とともに評価。 コウキ ケンシン ゴ シンリショク ショク ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		今年度より５歳児健診を実施。今後評価予定。（保育所や幼稚園への巡回支援、小学校や市教委とも連携） コンネンド サイジ ケンシン ジッシ コンゴ ヒョウカ ヨテイ ホイクショ ヨウチエン ジュンカイ シエン ショウガッコウ シ キョウイク イ レンケイ		0				1		0		0		0				1		保健師対象に健診のスクリーニングについての研修 ホケンシ タイショウ ケンシン ケンシュウ		0				0				0		0

		1010		1122		兵庫県		豊岡市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウセイサク ゾウシン カ		三上尚美 ミカミ ナオミ		0796-24-1127		0796-24-9605		1		kenkou@city.toyooka.lg.jp		0		1				1		0		4		4		612		606		1		0		1		6		1		8		699		680		1		0		1		6		1		8		699		680		1		0		3		2		3		3		703		681		1		0		3		2		3		3		703		682		594		89		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1		次年度の健康教育の内容に活かす ジネンド ケンコウ キョウイク ナイヨウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		1※子ども育成課との連携 コ イクセイ カ レンケイ		1		健診でパンフレットの配布。保健指導の場で必要に応じて指導。 ケンシン ハイフ ホケン シドウ バ ヒツヨウ オウ シドウ		0		0				1		育児教室を継続的に実施し、保護者とスタッフの間でもスモールステップによる目標設定と評価を実施。 イクジ キョウシツ ケイゾクテキ ジッシ ホゴシャ カン モクヒョウ セッテイ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		健診（４ヶ月児）の問診項目に組み込んでいる。パンフレットによる啓発 ケンシン カゲツ コ モンシン コウモク ク コ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		判定結果の集計は行っているが評価には至っていない ハンテイ ケッカ シュウケイ オコナ ヒョウカ イタ		1		精密検査の結果の振り返りを行い、健診後カンファ等に活かす セイミツケン ケッカ フ カエ オコナ ケンシンゴ ナド イ		0		0				0				0		0		1		教育担当課との連携とシステムづくりについて検討を行い始めた段階 キョウイク タントウカ レンケイ ケントウ オコナ ハジ ダンカイ		0				0		0		1		0				1		研修会等に積極的に参加するようこころがけている ケンシュウカイ ナド セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		1011		1125		兵庫県		西脇市		くらし安心部健康課 アンシン ブ ケンコ カ		二若 フタワ ワカ		0795-22-3111（内356） ナイ		0795-23-5219		1		kenkou-c@city.nishiwaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		323		321		1		0		1		6		1		11		323		318		1		0		1		6		1		11		323		317		1		0		3		0		3		11		334		332		1		0		3		0		3		11		334		328		333		13		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に発達の遅れが見られる場合や保護者からの訴えがあれば、子どもの様子に応じて成長発達過程を説明します。 カク ケンシンジ ハッタツ オク ミラレルバア バアイ ホゴシャ ウッタ コ ヨウス オウ セイチョウ ハッタツカテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳の交付時に配布する副読本に掲載 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ フクドクホン ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1012		1155		奈良県		大和郡山市		保健センター「さんて郡山」 ホケン コオリヤマ		望月由理子 モチヅキ ユリコ		0743-58-3333		0743-58-3330		1		hokenS@city.yamatokoriyama.lg.jp		0		1				0		1		4		5		617		597		1		0		1		6		2		0		617		591		1		0		1		6		2		0		617		591		*		*		3		0		4		0		675		605		*		*		3		0		4		0		675		605		682		3		1		1		0		0				1		1回/月リスクアセスメント会議を開催 カイギ カイサイ		0		0				0		1		0		1		1		0		0		※概ね２、４、５だが必ずしもそうとは限らない オオム カナラ カギ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0		1※今後の発達過程を個々の保健師によって説明する場合もあると思うが統一した取り決めではない コンゴ ハッタツ カテイ ココ ホケンシ セツメイ バアイ オモ トウイツ ト キ		0				1		0				1		チラシを妊娠届出時や生まれてからの子育て教室時に配布 ニンシン トドケデ ジ ウ コソダ キョウシツ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		かなり以前にフォローアップの見直しをしたことはあるが最近はない イゼン ミナオ サイキン		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		逆に少ないが参加する研修会はある ギャク スク サンカ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1013		1158		奈良県		桜井市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		梅本 ウメモト		0744-45-3443		0744-45-1785		1		kenko@city.sakurai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		421		391		1		0		1		6		1		11		457		422		1		0		1		6		1		11		457		423		1		0		3		6		3		11		473		422		1		0		3		6		3		11		473		422		535		80		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		4か月健診の事後指導で個別に伝えているので統一はされていない ケンシン ジゴ シドウ コベツ ツタ トウイツ		0		0				1		児の持っている特性によって発達相談が必要な場合もあり臨床心理士による心理相談を受けてもらう。保護者のしつけの相談には家庭児童相談員につなぐ。 コ モ トクセイ ハッタツ ソウダン ヒツヨウ バアイ リンショウ シンリシ シンリソウダン ウ ホゴシャ ソウダン カテイ ジドウ ソウダンイン		0		0				1		全員ではないが妊娠中に両親学級に参加した人にパンフレットを配布し説明している。 ゼンイン ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ サンカ ヒト ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		心理相談の必要性があれば半年〜1年後に再相談を設定し、就学後にも相談できる施設につなげる。 シンリソウダン ヒツヨウセイ ハントシ ネンゴ サイ ソウダン セッテイ シュウガク ゴ ソウダン シセツ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1014		1206		和歌山県		有田川町		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		川岸洋子 カワギシ ヨウコ		0737-52-2111		0737-32-3644		2		kawagishi.y@town.aridagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		212		210		1		0		1		7		1		8		191		186		1		0		1		7		1		8		191		185		1		0		3		6		3		7		205		192		1		0		3		6		3		7		205		192		249		5		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導リーフレットに次の健診までの成長の様子を記載し説明。 ホケン シドウ ツギ ケンシン セイチョウ ヨウス キサイ セツメイ		0		0				1		健診後カンファで検討し、支援方法や時期を検討。 ケンシンゴ ケントウ シエンホウホウ ジキ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師の勉強会をもっている。 ホケンシ ベンキョウカイ

		1015		1199		和歌山県		岩出市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小倉千拡 オグラ チヒロ カクダイ		0736-61-2400		0736-61-2411		2		c_ogura@city.iwade.lg.jp		0		1				1		0		4		99		507		497		1		0		1		8		99		99		502		473		1		0		1		8		99		99		502		473		1		0		3		6		99		99		520		471		1		0		3		6		99		99		520		471		491		145		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		4ヶ月健診より各健診において、次の健診までの発達過程、それを促す関わりについて指導している。 カゲツ ケンシン カクケンシン ツギ ケンシン ハッタツ ソク カカ シドウ		0		0				1		カンファや関係機関との話し合いを通して行っている。 カンケイ キカン ハナ ア トオ オコナ		0		0				0				0		1		必要に応じ個別指導を行っている。 ヒツヨウ オウ コベツ シドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ事業（子育て、親子教室、相談等）終了毎に状況等の情報を共有し、支援を検討している。 ジギョウ コソダ オヤコ キョウシツ ソウダン ナド シュウリョウ ゴト ジョウキョウ ナド ジョウホウ キョウユウ シエン ケントウ		0		0				1		就園、就学前に各機関との会議を行い、評価。 シュウガク エン シュウガ カクキカン カイギ オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1016		1237		鳥取県		日南町		福祉保健課 フクシ ホケン ケンコウカ		辻本彩乃、岩佐詩織 ツジモト アヤノ イワサ シオリ		0859-82-0374		0859-82-1027		2		tsujimoto1@town.nichinan.tottori.jp、iwasa@town.nichinan.tottori.jp		0		1				1		1		3		5		20		18		1		0		1		6		1		8		33		31		1		0		1		6		1		8		33		31		1		0		3		0		3		4		24		22		1		0		3		0		3		4		24		22		13		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4ヶ月健診（※）では6〜7ヶ月頃に、１歳6ヶ月では3歳頃に、3歳児健診では5歳頃に到達する発達の過程をパンフレットを用いて説明指導している。※4、７、10、12ヶ月児健診を実施。なので4ヶ月児健診では次の健診の対象月齢頃の説明をしている。 カゲツ ケンシン コロ サイ サイ コロ サイ コ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モチ セツメイ シドウ カゲツ ケンシン ジッシ カゲツ コ ケンシン ツギ ケンシン タイショウ ゲツレイ コロ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		不定期の育児相談時や座談会等で話題にして説明指導する程度。 フテイキ イクジ ソウダン ジ ザダンカイ ナド ワダイ セツメイ シドウ テイド		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診を実施 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		自治体として実施開催はしていないが他で開催予定のある研修会の案内を行う ジチタイ ジッシ カイサイ ホカ カイサイ ヨテイ ケンシュウカイ アンナイ オコナ

		1017		1252		島根県		邑南町		保健課 ホケンカ		森脇梓里 モリワキ アズサ サト		0855-83-1123		0855-83-0165		1		hoken@town-ohnan.jp		0		1				1		0		4		6		69		62		1		0		1		6		1		11		71		70		1		0		1		6		1		11		71		70		1		0		3		6		3		11		61		61		1		0		3		6		3		11		61		61		73		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		背景を分析し年度末に関係機関で付帯的な取り組みについて検討。 ハイケイ ブンセキ ネンドマツ カンケイ キカン フタイテキ ト ク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		現在の発達を確認する際、今後についても情報提供している。 ゲンザイ ハッタツ カクニン サイ コンゴ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		来年度、県のマニュアル改正、実施にあたり今年度実施予定。 ライネンド ケン カイセイ ジッシ コンネンド ジッシ ヨテイ		0				0				0		0

		1018		1244		島根県		大田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		宮脇 ミヤワキ		0854-83-8152		0854-82-9730		1		o-kenkou@iwamigin.jp		0		1				1		0		4		6		246		237		1		0		1		6		2		0		254		251		1		0		1		6		2		0		254		251		1		0		3		3		4		0		255		252		1		0		3		3		4		0		255		252		248		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科保健専門部会で検討 シカ ホケン センモン ブ カイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の発達（主に言葉）のパンフレットを説明し配布。 ニュウジキ ハッタツ オモ コトバ セツメイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		健診にて啓発。妊娠届出時に配布する母子保健サービス冊子に掲載。 ケンシン ケイハツ ニンシン トドケデ ジ ハイフ ボシ ホケン サッシ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今年度よる開始した1歳半健診事後フォロー教室の中で評価 コンネｑ カイシ サイ ハン ケンシン ジゴ キョウシツ ナカ ヒョウカ		1		市の特別支援連携協議会と連携。 シ トクベツ シエン レンケイ キョウギカイ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修会への参加 ケン ケンシュウ カイ サンカ		1		県の研修会への参加		0				0		0

		1019		1433		福岡県		福津市		いきいき健康課 ケンコウ カ		東 ヒガシ		0940-34-3352		0940-34-3335		1		fukutopia@city.fukutsu.lg.jp		0		1				1		0		3		*		526		506		1		0		1		6		1		8		587		584		1		0		1		6		1		8		587		584		1		0		3		0		3		2		605		593		1		0		3		0		3		2		605		593		528		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問、プレママパパ講座（妊婦教室） アカ ホウモン コウザ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園を訪問 エンオ ホウモン		0		0		0				1		主治医からの電話連絡 シュジイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		臨時雇用の専門スタッフに対して研修を行う リンジ コヨウ センモン タイ ケンシュウ オコナ

		1020		1458		福岡県		大木町		健康課健康づくり係 ケンコウカ ケンコウ カカリ		辻　真知子 ツジ マチコ		0944-32-1280		0944-32-1054		1		kenkofc@town.ooki.lg.jp		0		1				1		0		4		4		142		138		1		0		1		6		1		8		128		122		1		0		1		6		1		8		128		122		1		0		3		0		3		2		167		165		1		0		3		0		3		2		167		165		140		28		1		0		0		0				1		妊娠届出時（母子手帳交付時）にアンケート記入。実施状況、妊婦の既往歴、経済面、支援者、妊娠した時の気持ち等。 ニンシン トドケデ ジ ボシテチョウ コウフ ジ キニュウ ジッシ ジョウキョウ ニンプ キオウ レキ ケイザイメン シエンシャ ニンシン トキ キモ ナド		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		4ヶ月児健診で７ヶ月児の成長発達についてのチラシを配布。また必要に応じて指導。 カゲツ ケンシン カゲツ コ セイチョウ ハッタツ ハイフ ヒツヨウ オウ シドウ		0		0				1		ケース会議、ミーティングによる カイギ		0		0				0				0		1		パンフレット等、その他啓発事項と共に ナド タ ケイハツ ジコウ トモ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		現在、検討中（出現率、フォローアップ率、フォローアップ内容等） ゲンザイ ケントウチュウ シュツゲンリツ リツ ナイヨウ ナド		0				0		0		1		0				1		県の研修会を利用 ケン ケンシュウｋ リヨウ		0				0				0		0

		1021		1508		長崎県		波佐見町		健康推進課 ケンコウ カ		古峯伊久美 フルミネ イクミ		0956-85-2483		0956-85-2337		1		kenkou@town.hasami.lg.jp		1		1				0		1		3		6		158		105		1		0		1		5		1		7		138		135		1		0		1		5		1		7		138		135		1		0		3		5		3		7		133		125		1		0		3		5		3		7		133		125		124		7		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時に発育グラフを配布し説明実施。 アカ ホウモンジ ハツイク ハイフ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1022		1493		長崎県		島原市		保健センター ホケン		荒木久美子 アラキ クミコ		0957-64-7713		0957-64-7714		1		hocen@city.shimabara.lg.jp		0		1				1		0		3		99		376		368		1		0		1		6		1		11		392		382		1		0		1		6		1		11		392		381		*		*		3		6		3		11		427		418		*		*		3		6		3		11		427		418		406		1		0		0		0		1		母子健康手帳を交付した際に行っているが全妊婦ではない（H２６、380人） ボシ ケンコウ テチョウ コウフ サイ オコナ ゼン ニンプ ニン		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3ヶ月健診で離乳食開始に向けた栄養指導。6ヶ月児の離乳食教室で歯が生えた時の虫歯予防、事故防止。 カゲツ ケンシン リニュウショク カイシ ム エイヨウ シドウ カゲツ コ キョウシツ ハ ハ トキ ムシバ ヨボウ ジコ ボウシ		0		0				0				0		1		健診後の問診により聞き取り、必要に応じて個別に心理士の相談へつなぐ。 ケンシンゴ モンシン キ ト ヒツヨウ オウ コベツ シンリシ ソウダン		1		母子手帳交付時にチラシの配布 ボシテチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診 ケンシン		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		５歳児健診における検査方法の研修を年１回実施 ケンサ ホウホウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ

		1023		1640		沖縄県		那覇市		市役所　健康部　那覇市保健所　地域保健課 シヤクショ ケンコウブ ナハシ ホケンジョ チイキ ホケン カ		*		098-853-7962		098-853-7965		1		K-TIIKI001@neo.city.naha.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		3404		3137		1		0		1		6		1		12		3486		3015		1		0		1		6		1		11		3486		3015		1		0		3		4		3		11		3474		2826		1		0		3		4		3		12		3474		2826		3605		128		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		う蝕有病者率は年々減少しているが他県より高く、また1歳半から3歳児にかけてう蝕有病者率が急増する結果により、後期乳健で歯磨きコーナーの設置や１歳半及び3歳児健診でフッ素塗布を実施している。 ショク ユウビョウ シャ リツ ネンネン ゲンショウ タケン タカ サイ ハン サイジ キュウゾウ ケッカ コウキ ニュウ ケンシン ハミガ セッチ サイ ハン オヨ サイ コ ケンシン ソ トフ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診ごとに次回健診までの発達過程を説明したパンフレットを作成し、説明し配布。１歳半及び3歳児健診で臨床心理士による子育てコーナーを設け希望者や必要性のある親子と面接。 カク ケンシン ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ サクセイ セツメイヒ ハイフ リンショウシンリシ コソダ モウ キボウシャ ヒツヨウセイ オヤコ メンセツ		0		0				0				1		0				1		親子手帳交付窓口でビデオ放映。乳児健診で保健指導。 オヤコ テチョウ コウフ マドグチ ホウエイ ニュウジ ケンシン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		小児保健協会主催の乳幼児健診担当者研修への参加（全県対象の研修） ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ニュウヨウジ ケンシン タントウシャ ケンシュウ サンカ ゼンケン タイショウ ケンシュウ

		1024		71		北海道		奈井江町		健康ふれあい課健康づくり係 ケンコウ ケンコウ カカリ		辻脇 ツジワキ		0125-65-2131		0125-65-2727		1		kenko@town.naie.lg.jp		0		1				1		0		3		5		27		25		1		0		1		6		1		8		30		29		1		0		1		6		1		8		30		29		*		*		3		0		3		2		30		30		*		*		3		0		3		2		30		30		23		2		1		0		0		1		全妊婦の中で希望者に対して後期に妊婦訪問を実施するため、その際状況確認をしている。 ゼン ニンプ ナカ キボウシャ タイ コウキ ニンプ ホウモン ジッシ サイ ジョウキョウ カクニン		1		毎月医療機関より送付される妊婦健診結果より経過観察以上の妊婦に対して身体状況、治療状況、必要に応じて家庭環境や上の児の状況　etc。 マイツキ イリョウ キカン ソウフ ニンプ ケンシン ケッカ ケイカ カンサツ イジョウ ニンプ タイ シンタイ ジョウキョウ チリョウ ジョウキョウ ヒツヨウ オウ カテイ カンキョウ ウエノ コ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯数の増加やフッ素塗布件数の減少等より周知文の工夫等を行っている シ スウ ゾウカ ソ トフ ケンスウ ゲンショウ ナド シュウチ ブン クフウ ナド オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診周知の歳に情報提供を実施したり、健診や相談の場面で月齢に応じた情報提供をしている。 ケンシン シュウチ サイ ジョウホウ テイキョウ ジッシ ケンシン ソウダン バメン ゲツレイ オウ		0		0				1		子育てアンケートの項目の１つとして入れている。妊婦訪問やママ友クラブ（母親教室）etcで啓発。 コソダ コウモク イ ニンプ ホウモン トモ ハハオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				1		月１回程度、フォローアップ児の状況確認をはじめ、支援方法等について内部で検討。 ツキ カイ テイド コ ジョウキョウ ジョウキョウカクニン シエン ホウホウ ナド ナイブ ケントウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		５歳児健康相談として子育て支援係を中心に母子保健、教育委員会、子ども園等、関係機関でカンファを含め実施している。 サイジ ケンコウ コソダ シエン カカリ チュウシンイ ボシ ホケン キョウイク イインカイ コ エン ナド カンケイ キカン フク ジッシ		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者を対象として外部の研修会参加の機会を確保している。 ジョウキン ジュウジシャ タイショウ ガイブ ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ

		1025		246		岩手県		洋野町		健康増進課　種市保健センター ケンコウ ゾウシン カ タネイチ ホケン		西村共知恵 ニシムラ トモエ チエ		0194-65-3950		0194-65-3968		2		nishimura412@town.hirono.iwate.jp		0		1				*		*		3		4		100		100		*		*		1		7		1		9		108		108		*		*		1		7		1		9		108		108		*		*		3		2		3		4		98		98		*		*		3		2		3		4		98		98		91		3		1		1		0		0				1		面談等にて適宜行っている メンダン ナド テキギ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯羅患率、食事状況とまとめ評価。保健指導や事業に活かしている。 シラ ショクジ ジョウキョウ ヒョウカ ホケンシドウ ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診や療育教室を通してしている ケンシン リョウイク キョウイク シツ トオ		0		0				1		健診や療育教室、ケース会議を通してして適宜、評価している。 カイギ テキギ ヒョウカ		0		0				1		パンフレットにて啓発。 ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		スタッフ間の情報共有を検討 カン ジョウホウ キョウユウ ケントウ		0		0				1		連絡会＋療育教室等で検討 レンラクカイ リョウイク キョウシツ ナド ケントウ		0		0		0				1		受診票のやりとり等で連携 ジュシン ヒョウ ナド レンケイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		町主催の研修は無いが保健所の研修会に参加。 チョウ シュサイ ケンシュウ ナ ホケンジョ ケンシュウカイ サンカ

		1026		329		山形県		真室川町		福祉課 フクシカ		佐藤　祥 サトウ キッショウ		0233-62-3436		0233-64-1526		1		fukushi@town.mamurogawa.yamagata.jp		0		1				1		0		2		4		39		37		1		0		1		5		1		8		60		59		1		0		1		5		1		8		60		59		1		0		3		3		3		5		50		49		1		0		3		3		3		5		50		49		46		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				1		う蝕有病率、歯磨き習慣等、健診で把握した情報をもとに統計を取り、課題を見つけ次年度へ活用している。 ショク ユウビョウ リツ ハミガ シュウカン ナド ケンシン ハアク ジョウホウ トウケイ ト カダイ ミ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ことばや情緒発達 ジョウチョ ハッタツ		0		0		1		0		0				1		１歳６健診時に発達リーフレットを配布 サイ ケンシン ジ ハッタツ ハイフ		0		0				0				1		0				1		訪問時、●●時、ピヨピヨ等（２ヶ月児の親） ホウモンイ ジ ジ ナド カゲツ コ オヤ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファにて対象児一人一人に対して状況把握、共有。今後の支援等について話し合っている。 ケンシン ゴ タイショウ コ ヒトリヒトリ タイ ジョウキョウ ハアク キョウユウ コンゴ シエン ナド ハナシ ア		0		0				1		中央児相、療育施設、穂区所、こども園、教育課も含め特別支援教育として連携している。 チュウオウ ジソウ リョウイク シセツ ホクショ エン キョウイクカ フク トクベツ シエン キョウイク レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1027		28		北海道		恵庭市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケンカ		庄司 ショウジ		0123-37-4121		0123-37-5240		1		hokenka@city.eniwa.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		513		508		1		0		1		6		1		11		512		506		1		0		1		6		1		11		512		507		1		0		3		0		3		11		546		535		1		0		3		0		3		11		546		533		488		29		1		0		0		0				1		月１回母子保健事業、ケース検討会を実施し評価を実施。 ツキ カイ ボシホケン ジギョウ ケントウ カイ ジッシ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		成果の評価内容を育児教室、出前講座などの健康教育の内容に反映するなどし、活用している。 セイカ ヒョウカ ナイヨウ イクジ キョウシツ デマエ コウザ ケンコウキョウイク ナイヨウ ハンエイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達の目安等を児の個別性に応じ、保護者に伝えている。 ハッタツ メヤス ナド コ コベツセイ オウ ホゴ シャ ツタ		0		0				1		健診終了後のカンファにて個別ケースの評価を実施 ケンシンゴ シュウリョウゴ コベツ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		ポスターの掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回の母子保健事業、ケース検討会にて実施。 ツキ カイ ボシ ホケン ジギョウ ケントウ カイ ジッシ		0		0				1		療育機関と連携しながら評価を実施 リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ ジッシ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		道や看護協会等が主催する研修会の参加。顧問医師による予防接種等の勉強会を不定期で実施。 ミチ カンゴ キョウカイ ナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ コモン イシ ヨボウ セッシュ ナド ベンキョウカイ フテイキ ジッシ		1		道や看護協会等が主催する研修会の参加。顧問医師による予防接種等の勉強会を不定期で実施。		0				0		0

		1028		62		北海道		岩内町		健康福祉課　健康推進担当 ケンコウフク ケンコウ タントウ		中川千恵 ナカガワ チエ		0135-67-7086		0135-67-7104		1		kenko@town.iwanai.lg.jp		0		1				0		1		3		4		64		60		1		0		1		6		1		11		81		73		1		0		1		6		1		11		82		68		1		0		3		0		3		11		107		93		1		0		3		0		3		11		107		87		73		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0				1		10ヶ月児育児相談にて幼児期の発達過程を説明 カゲツ コ イクジ ソウダン ヨウジキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてパンフレットにて赤ちゃんの泣きへの対応、SBSによる子への影響を伝えている。 シンセイ アカ ナ タイオウ コ エイキョウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修旅費は確保している ケンシュウ リョヒ カクホ		0				0				0		0

		1029		8		北海道		網走市		市民部健康管理課 シミンブ ケンコウカンリ カ		美馬香子 ミマ カオリ コ		0152-43-8450		0152-43-8451		2		kyoko.mima@city.abashiri.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		99		244		238		1		0		1		6		99		99		282		278		1		0		1		6		99		99		282		278		1		0		3		0		99		99		328		320		1		0		3		0		99		99		328		320		281		43		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが見過ごす事がないよう対応している ナイア ミス コト タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		４ヶ月児健診でパンフレット配布 カゲツ コ ケンシン ハイフ		0				1		0				0				0		1		妊娠期に実施 ニンシンキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1030		224		岩手県		釜石市		保健福祉部健康推進課 ホケン ブ ケンコウ カ		佐藤杏子 サトウ キョウコ		0193-22-0179		0193-22-6375		2		sato8115@city.kamaishi.iwate.jp		0		1				0		1		3		5		212		200		0		1		1		7		1		11		220		209		0		1		1		7		1		11		220		185		0		1		3		7		3		11		232		216		0		1		3		7		3		11		232		211		221		7		1		0		0		0				1		要保護児童対策協議会（3回/年） ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ カイ ネン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		個別健診（1.6健診、3歳健診）と集団検診（2.6いい歯健診）を結びつけて評価することが難しいため出来ていない。 コベツ ケンシン ケンシン サイ ケンシン シュウダン ケンシン ハ ケンシン ムス ヒョウカ ムズカ デキ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		不定期ではあるが支援経過を共有し、検討する場を設けている。 フテイキ シエン ケイカ キョウユウ ケントウ バ モウ		1		４歳６ヶ月児発達検査（心理士を介して園と情報共有しています）、就学支援委員会 サイ カゲツ コ ハッタツ ケンサ シンリシ カイ エン ジョウホウ キョウユウ シュウガク シエン イインカイ		0		0		0				1		受診票に記載、または電話で連絡がある ジュシンヒョウ キサイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県や関係機関主催の研修会などに参加するようにしている。 ケン カンケイ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		1031		271		宮城県		利府町		健康福祉課健康づくり班 ケンコウ フクシ カ ケンコウ ハン		河合翔太 カワイ ショウタ		022-356-1334		022-356-1303		1		kenkou@rifu-cho.com		1		1		1		1		0		3		4		326		314		1		0		1		6		1		11		325		319		1		0		1		6		1		11		325		319		1		0		3		0		3		11		383		377		1		0		3		0		3		11		383		377		291		9		1		0		0		0				0				0		1		定期的でhなないが必要に応じ、随時スタッフ間や関係機関と連絡を取り合い、訪問等の必要性を評価している。 テイキテキ ヒツヨウ オウ ズイジ カン カンケイ キカン レンラク ト ア ホウモン ナド ヒツヨウセイ ヒョウカ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待予防担当部署へ必要時、連絡する。 ギャクタイ ヨボウ タントウ ブショ ヒツヨウジ レンラク		1		う歯所有者やう歯総数等の結果をスタッフ間で共有し、集団指導・個別指導の内容を毎年検討。 シ ショユウ シャ シ ソウスウ ナド ケッカ カン キョウユウ シュウダン シドウ コベツ シドウ ナイヨウ マイトシ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の問診や事後指導時に保健師から保護者へ説明。（時期は定めていない） ケンシンジ モンシン ジゴ シドウ ジ ホケンシ ホゴシャ セツメイ ジキ サダ		0		0				1		健診後カンファにてスタッフ間で情報共有し評価。 ケンシンゴ カン ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時や健診時に話している シンセ ジ ケンシンジ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファにてスタッフ間で評価を行い、健診後のフォローアップ内容を決めている。 ケンシンゴ カン ヒョウカ オコナ ケンシン ゴ ナイヨウ キ		0		0				1		町の発達相談支援事業、児童相談所等で発達検査を実施した結果を保育所や幼稚園等と共有。 マチ ハッタツ ソウダン シエン ジギョウ ジドウ ソウダンジョ ナド ハッタツ ケンサ ジッシ ケッカ ホイクショ ヨウチエン ナド キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤従事者を対象として確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ カクホ

		1032		301		秋田県		井川町		町民課 チョウミンカ		安田　望 ヤスダ ノゾ		018-874-3300		018-874-4067		1		kenkou@town.akita-ikawa.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		9		9		1		0		1		6		1		8		21		21		1		0		1		6		1		8		21		21		1		0		3		4		3		9		23		22		1		0		3		4		3		9		23		21		13		0		1		1		0		0				1		健診結果を参照の上、個別支援の必要性等について定期的に評価 ケンシン ケッカ サンショウ ウエ コベツ シエン ヒツヨウセイ ナド テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果について歯科医師等と主に評価し、次年度につなげる ケンシン ケッカ シカイシ ナド オモ ヒョウカ ジネンド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		行動範囲の広がりと共に事故が起こりやすくなること等 コウドウ ハンイ ヒロ トモ ジコ オ ナド		0		0				0				1		0				1		抱き方やSBSについての情報提供 ダ カタ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		療育機関、保育園と連携した評価 リョウイク キカン ホイクエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1033		366		福島県		会津坂下町		生活課福祉健康班 セイカツカ カ フクシｋ ハン		三留純子 ミトメ ジュンコ		0242-83-1000		0242-83-1757		1		kenkou@town.aizubange.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		103		103		1		0		1		5		1		7		105		102		1		0		1		5		1		7		105		102		1		0		3		5		3		7		109		108		1		0		3		5		3		7		109		108		101		7		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				*				*		*				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				*				*		*				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1034		376		福島県		矢吹町		保健福祉課健康増進係 ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		久野成美 クノ ナルミ		0248-44-2300		0248-42-2138		1		hoken@town.yabuki.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		149		146		1		0		1		6		1		8		139		137		1		0		1		6		1		8		139		137		1		0		3		3		3		5		150		147		1		0		3		3		3		5		150		147		155		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1		訪問や電話確認などで親と面談を行い、評価を行っている。 ホウモン デンワ カクニン オヤ メンダン オコナ ヒョウカ オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に啓発を行っている アカ ホウモンジ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		訪問・電話確認などを行い評価を行っている。 ホウモン デンワ カクニン オコナ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		年度末に反省会を含めた研修会を行っている。 ネンドマツ ハンセイカイ フク ケンシュウカイ オコナ		0				0		0

		1035		400		茨城県		土浦市		保健福祉部健康増進課 ホケン ブ ケンコウゾウ カ		佐藤千加子 サトウ チカコ		029-826-3471		029-821-2935		1		hoken@city.tsuchiura.lg.jp		0		1				1		1		3		4		1144		1107		1		0		*		*		*		*		1144		1089		1		0		*		*		*		*		1144		1089		1		0		*		*		*		*		1195		1114		1		0		*		*		*		*		1195		1114		1172		464		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月児健診で１歳頃までの発達について(事故防止や食生活の面で） カゲツ コ ケンシン サイ コロ ハッタツ ジコ ボウシ ショクセイカ メン		0		0				1		事業後の担当者（係員）によるカンファ ジギョウゴ タントウシャ カカリ イン		0		0				1		マタニティ教室でDVDを上映（パープルクライイング、赤ちゃんが泣きやまない） キョウシツ ジョウエイ アカ ナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当者による検討会の実施 タントウ シャ ケントウカイ ジッシ		0		0				1		療育支援担当部署による事業において評価を行っている リョウイク シエン タントウ ブショ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県、その他が開催する研修会への出席、参加費用について予算確保。 ケン タ カイサイ ケンシュウカイ シュッセキ サンカ ヒヨウ ヨサン カクホ		0				0				0		0

		1036		462		栃木県		塩谷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		荒井有布 アライ ユウ ヌノ		0287-45-1119		0287-41-1014		1		hoken@town.shioya.tochigi.jp		0		1				1		1		3		4		110		107		1		0		1		6		1		8		51		49		1		0		1		6		1		8		51		49		1		0		3		4		3		6		76		71		1		0		3		4		3		6		76		71		78		6		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん教室にてこれからの発達について話しをしている。 アカ キョウシツ ハッ ハナシ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		1037		454		栃木県		下野市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウゾ カ		臼井 ウスイ		0285-52-1116		0285-52-3712		1		kenkouzoushin@city.shimotsuke.lg.jp		0		1				1		0		3		4		480		476		1		0		1		6		1		7		522		517		1		0		1		6		1		7		522		517		1		0		3		2		3		3		536		532		1		0		3		2		3		3		536		532		510		266		1※		0		0		0		※月１回まとめてケース検討会議をおこなっている ツキ カイ ケントウカイギ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		疑いがある場合は課内で検討し方針を決定 ウタガ バアイ カナイ ケントウ ホウシン ケッテイ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診において次回健診までの発達過程を説明 カク ケンシン ジカイ ケンシン ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		育てにくさを強く感じている親に対して親子教室を勧奨し、参加時の様子の変化を評価している。 ソダ ツヨ カン オヤ タイ オヤコ キョウシツ カンショウ サンカ ジ ヨウス ヘンカ ヒョウカ		*				*		*				0				0				0				0				1		0				1		各種事業でのカンファ カクシュ ジギョウ		0		0				1		５歳児健康相談にいぇ サイジ ケンコウ ソウダン		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1038		506		埼玉県		本庄市		保健部健康推進課 ホケンブ ケンコウ カ		田畑知香子 タバタ シ チカコ		0495-24-2003		0495-24-2005		1		kenko@city.honjo.lg.jp		0		1				1		0		4		8		542		533		1		0		1		6		1		11		637		566		1		0		1		6		1		11		637		566		1		0		3		0		3		11		605		564		1		0		3		0		3		11		605		558		563		2		0		0		1		1		母子健康手帳交付時にアンケート導入出来るように調整中 ボシテチョウ コウフ ジ ドウニュウ デキ チョウセイチュウ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		6〜8ヶ月児を対象に育児学級にて発達過程について説明 カゲツ コ タイショウ イクジガッキュウ ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		3〜4ヶ月児健診でチラシ配布し啓発 ケンシン ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1039		531		埼玉県		幸手市		健康増進課 ケンコウ カ		梅田和枝 ウメダ カズエ		0480-42-8421		0480-42-2130		1		kenkou@city.satte.lg.jp		0		1				1		0		3		5		329		308		1		0		1		5		1		11		354		328		1		0		1		5		1		11		354		328		1		0		3		4		3		11		359		338		1		0		3		4		3		11		359		338		353		10		1		1		0		0				0				0		1		ケースカンファを行い、保健師間で情報共有と支援の方向性、時期の検討を随時行っている オコナ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ジキ ケントウ ズイジ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ブラッシングケアの重要性 ジュウヨウセイ		0		0		0		1		0				0				0		1		10ヶ月児健診でこの時期の発達状況と発達を促す遊びの説明を行い、１歳頃までの発達過程を説明。 ケンシン ジキ ハッ ジョウキョウ ウナガ アソ セツメイ オコナ サイ コロ カテイ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健担当保健師を中心に、事業の見直しを随時行っている。 ボシ ホケン タントウ ホケンシ チュウシン ジギョウ ミナオ ズイジ オコナ		0		0				1		保育所と連携し、3ヶ月に１回対象児の情報交換を行い、連携して支援を行っている。 ホイクショ レンケイ カゲツ カイ タイショウ コ ジョウホウ コウカン オコナ レンケイ シエン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所及び県の研修を中心に研修会に参加。 ホケンジョ オヨ ケン ケンシュウ チュウシン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		1040		575		千葉県		八千代市		子ども部母子保健課 コ ブ ボシ ホケン カ		石橋さなえ イシバシ		047-486-7250		047-482-9513		1		boshi2@city.yachiyo.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		1593		1460		0		1		1		6		1		11		1693		1548		1		0		1		10		1		11		1682		1330		0		1		3		4		3		11		1700		1562		0		1		3		4		3		11		1700		1122		1631		180		1		0		0		0				1		妊娠届出書提出後から概ね3ヶ月以内に支援し、その後上司に方向性等確認する。3ヶ月以内に支援記録が上がってこない場合には地区担当に確認する。 ショ テイシュツ アト オオム カゲツ イナイ シエン ゴ ジョウシ ホウコウセイ ナドカクニン シエン キロク ア バアイ チクタントウ カクニン		0		0				1		1		0		1		1		0		0				0		0		1		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		委託医療機関での個別健診を実施。健診マニュアルにはチェック項目、フォロー基準、面接時の留意点など詳細に明記している。緊急の場合は健診医より子ども相談センターへ直接連絡。それ以外は母子保健課を紹介してもらうことになっている。 イタク イリョウ キカン コベツ ケンシン ジッシ ケンシン コウモク キジュン メンセツ ジ リュウイテン ショウサイ メイキ キンキュウ バアイ ケンシン イ コ ソウダン チョク セツ レンラク イガイ ボシ ホケン カ ショウカイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児相談事業（4か月児、10か月児赤ちゃん広場等）での健康教育にて伝えている。 ニュウジ ソウダン ジギョウ コ アカ ヒロバ ナド ケンコウ キョウイク ツタ		0		0				0				0		1		健康診査のマニュアルに育てにくさを感じる親への対応方法を盛り込んでおりマニュアル内容については母子保健事業検討委員会で年に１回検討している。 ケンコウ シンサ ソダ カン オヤ タイオウ ホウホウ モ コ ナイヨウ ボシ ホケン ジギョウ ケントウ イインカイ ネン カイ ケントウ		1		母子保健手帳交付時に渡すパンフレット内にSBSについて掲載している。また妊娠中の夫婦を対象とした教室の中でも情報提供している。 ボシホケン テチョウ コウフ ジ ワタ ナイ ケイサイ ニンシンチュウ フウフ タイショウ キョウシツ ナカ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		母子保健事業検討委員会で年に１回検討。 ボシ ホケン ジギョウ ケントウ イインカイ ネン カイ ケントウ		0				0		1		母子保健事業検討委員会で年に１回検討。		0				0		1		0				1		相談機関紹介先として①言葉と発達の相談室　②児童発達支援センター　③母子保健課（育児相談）　④母子保健課（栄養相談）　⑤子ども相談センター　⑥遊び場　を選択できる。受診票が母子保健課に戻ってきた後、該当の相談機関に紹介者が報告、相談後の結果も母子保健課を通じて健診医に返却している。 ソウダン キカン ショウカイサキ コトバ ハッタツ ソウダンシツ ジドウ ハッ シエン ボシ ホケンカ イクジ ソウダン エイヨウ ソウダン コ アソ バ センタク ジュシン モド アト ガイトウ ソウダン キカン ショウカイ シャ ホウコク ソウダンゴ ケッカ ツウ ケンシン イ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時、医師会主催研修会での研修 ヒツヨウジ イシ カイ シュサイ ケンシュウカイ ケンシュウ

		1041		664		東京都		大島町		福祉けんこう課けんこう係 フクシ カ カカリ		篠崎裕子 シノザキ ヒロコ		04992-2-1471		04992-2-4430		1		kenkou-center@town.oshima.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		45		44		1		0		1		6		1		9		75		61		1		0		1		6		1		9		75		61		1		0		3		0		3		9		82		68		1		0		3		0		3		9		82		68		47		2		0		0		0		1		母子手帳交付を本庁だけでなく各出張所でも交付しているため、保健師が交付した時のみアセスメントしている。 ボシ テチョウ コウフ ホンチョウ カク シュッチョウ ショ コウフ ホケンシ コウフ トキ		1		評価時期を決めていないが、対象者がいれば評価する。ただし、妊婦によっては島内で出産出来ない場合があり、島外へ出て出産日まで過ごす事があるのでハイリスク妊婦を全員、妊娠期に評価出来るわけで ヒョウカ ジキ キ タイショウ シャ ヒョウカ ニンプ シマ ナイ シュッサン デキ バアイ シマ ソト デ シュッサン ヒ ス コト ニンプ ゼンイン ニンシンキ ヒョウカ デキ		0		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		例えば3〜4か月児健診では寝返りやおすわり、ハイハイ、つかまり立ちの時期など、問診の場面で伝えている。 タト コ ネガエ タ ジキ モンシン バメン ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所や島外療育機関等と連携し、情報共有し支援方針を検討している。 ホイクショ シマ ソト リョウイク キカン ナド レンケイ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウシン ケントウ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		研修参加の予算は確保しているが離島のため、出張費が発生するので十分な研修機会は確保できない ケンシュウ サンカ ヨサン カクホ リトウ シュッチョウヒ ハッセイ ジュウブン ケンシュウ キカイ カクホ		0				0				0		0

		1042		675		神奈川県		藤沢市		子ども健康課 コ ケンコウ カ		内田美奈子 ウチダ ミナコ		0466-50-3522		0466-50-0668		2		uchida-min@city.fujisawa.lg.jp		0		1				0		1		4		5		3590		3416		1		0		1		6		2		11		3761		3596		1		0		1		6		1		11		3761		3598		1		0		3		6		3		11		3891		3473		1		0		3		6		3		11		3891		3473		3873		361		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級の中で話をしている リョウシン ガッキュウ ナカ ハナシ		0		0				0				0				1				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0		評価はしていませんが連携はしている。 ヒョウカ レンケイ		0				1		0		0		0				1		テーマは毎年変えている マイトシ カ		0				1		テーマは毎年変えている		0		0

		1043		752		石川県		白山市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		井南 イド イナミ		076-274-2155		076-274-2158		1		kenkouzoushin@city.hakusan.lg.jp		0		1				1		0		3		5		828		818		1		0		1		5		1		7		945		927		1		0		1		5		1		7		945		927		1		0		3		3		3		5		983		961		*		*		3		3		3		5		983		961		894		138		1※		0		0		0		※手帳交付時、支援が必要かどうか判断。		0				0		1		月1回ケース検討会を実施しており、状況を確認 ツキ カイ ケントウカイ ジッシ ジョウキョウ カクニン		1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		個別、集団指導で発達過程についてリーフレットを使用し説明。 コベツ シュウダン シドウ ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレットにて		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と状況を連絡を取り合っている カンケイ キカン ジョウキョウ レンラク ト ア		1		結果表に●●の有無の記入欄あり ケッカ ヒョウ ウム キニュウラン		0		0		0		0				1		市独自では行ってないが研修会があれば参加するようにしている シ ドクジ オコナ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		1044		751		石川県		かほく市		市役所市民部健康福祉課 シヤクショオ シミンブ ケンコ		高木 タカギ		076-283-1117		076-283-4116		1		kenkou@city.kahoku.ishikawa.jp		0		1				1		0		3		4		268		263		1		0		1		6		1		11		283		273		1		0		1		6		1		11		283		272		1		0		3		3		3		11		287		277		1		0		3		3		3		11		287		277		252		2		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		アンケートを配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布（母子手帳交付時）、DVDの視聴（マタニティ教室時） ハイフ ボシテｈコウ テチョウ コウフ ジ シチョウ キョウシツ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にスタッフ間でカンファ実施 ケンシンゴ カン ジッシ		0		0				1				0		0		0				1		健診結果に支援の要・否を記入する項目がある ケンシン ケッカ シエン ヨウ ヒ キニュウ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1045		788		山梨県		甲斐市		健康増進課 ケンコ カ		河野 コウノ		055-278-1694		055-278-2046		2		n-kono29@city.kai.lg.jp		0		1				1		0		4		4		675		656		1		0		1		6		1		6		687		661		1		0		1		6		1		6		687		659		1		0		3		6		3		6		716		672		1		0		3		6		3		6		716		667		748		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士と情報を共有しブラッシング等、個別指導時対応する。パンフレットに状況を載せ保護者に周知する。 シカ エイセイ シ ジョウホウ キョウユウ ナド コベツ シドウジ タイオウ ジョウキョウ ノ ホゴシャ シュウチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットに発達過程を載せ話している ハッ カテイ ノ ハナ		0		0				1		健診、教室後ケースカンファを実施 ケンシン キョウシツゴ ジッシ		0		0				1		こんにちは赤ちゃん事業のパンフレットに載せている アカ ジギョウ ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前健診につないだり、就学前相談につなげている。 シュウガク マエ ケンシン シュウガクマエ ソウダン		0		0		0				0				0		1		0		0				1		県や支援センターで実施する研修会へ出席し、課内で共有する。 ケン シエン ジッシ ケンシュウカイ シュッセイキ セキ カナイ キョウユウ		0				0				0		0

		1046		947		静岡県		南伊豆町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		興後和歌子 オコ アト ワカコ		0558-62-6233		0558-62-2493		1		kenfuku@town.minamiizu.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		44		33		1		0		1		6		2		11		44		44		1		0		1		6		1		11		44		44		1		0		3		0		3		11		39		39		1		0		3		0		3		11		39		39		38		3		1		0		0		0				1		母子連絡会のケースとして２ヶ月に１回評価 ボシ レンラク カイ カゲツ カイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		母子連絡会のケースとして2か月に1回評価している ボシ レンラク カイ ゲツ カイ ヒョウカ		0		0				1		両親学級にてDVDを見てもらっている リョウシン ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子連絡会のケースとして２ヶ月に１回評価している ボシ レンラク カイ カゲツ カイ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1047		931		静岡県		磐田市		こども部　子育て支援課　母子保健G ブ コソダ シエン カ ボシ ホケン		塚本 ツカモト		0538-37-2012		0538-37-4631		1		kosodate@city.iwata.lg.jp		0		1				0		1		4		5		1396		1383		1		0		1		6		1		11		1491		1464		1		0		1		6		1		11		1491		1465		1		0		3		2		3		11		1530		1457		1		0		3		2		3		11		1530		1460		1372		8		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		母の顔マーク（１〜５段階の母の表情のイラスト） ハハ カオ ダンカイ ハハ ヒョウジョウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		１歳６ヶ月健診保健指導について サイ カゲツ ケンシン ホケン シドウ		0				0				0		0

		1048		1104		大阪府		交野市		健やか部　健康増進課 スコ ブ ケンコウ ゾウシン カ		上村智子 ウエモト ムラ トモコ		092-893-6405		092-893-0525		1		kenkou@city.katano.osaka.jp		0		1				1		0		3		4		569		555		1		0		1		6		1		7		593		574		1		0		1		6		1		7		593		575		1		0		3		6		3		7		628		557		1		0		3		6		3		7		628		557		608		153		1		0		0		0				1		各ケースについて２ヶ月に１度課内で事例検討会を実施。特定妊婦は要対協で報告し、関係機関で情報共有。 カク カゲツ ド カナイ ジレイ ケントウカイ ジッシ トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ホウコク カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科のアンケートをクロス集計し、要因を分析して指導に活用。 シカ シュウケイ ヨウイン ブンセキ シドウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		概ね6〜12か月の乳児と保護者を対象とした教室で身体面、心理面での発達について講義。 オオム ニュウジ ホゴシャ タイショウ キョウシツ シンタイ メン シンリメン ハッタツ コウギ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				1		問診票の市町村への指導欄の活用 モンシン シチョウソン シドウ ラン カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1049		1735		政令市 セイレイシ		堺市		子ども育成課 コ イクセイ カ		中井、岩崎 ナカイ イワサキ		072-228-7612		072-228-8341		*		*		*		*				1		0		4		99		6889		6742		1		0		1		6		1		7		7105		6942		1		0		1		6		1		7		7105		6942		1		0		3		6		3		7		7360		6964		1		0		3		6		3		7		7360		6964		7447		1400		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕予防に関する問診項目を集計し目標値達成に向けて取り組んでいる。 ショク ヨボウ カン モンシンコウモク シュウケイ モクヒョウ チ タッセイ ム ト ク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0		1※健診の中で時間がとれない ケンシン ナカ ジカ カン		0				1		0				0				0		1		妊娠届出をされた方全員に配布する育児総合ガイドブックやはじめて親になる父母を対象とした「パパの育児教室」で厚労省作成の映像を流し、啓発。 ニンシン トドケデ カタ ゼンイン ハイフ イクジ ソウゴウ オヤニ フボ タイショウ イクジ キョウシツ コウロウショウ サクセイ エイゾウ ナガ ケイハツ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票に医療機関からの連絡を記入する欄を設け健診結果を各保健センターに返している モンシン ヒョウ イリョウキカン レンラク キニュウ ラン モウ ケンシン ケッカ カク ホケン カエ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		資料を配布し、各保健センター内で情報共有している シリョウ ハイフ カク ホケンセン ナイ ジョウホウ キョウユウ

		1050		1132		兵庫県		加西市		健康福祉部健康課 ケンコ ブ ケンコウカ		國増雅子 クニマ マ マサコ		0790-42-8723		0790-42-7521		1		kenko@city.kasai.lg.jp		0		1				1		0		4		99		296		288		1		0		1		6		1		11		315		312		1		0		1		6		1		11		315		309		1		0		3		2		3		11		311		303		1		0		3		2		3		11		311		303		296		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		う蝕率を経年評価し教育を展開 ショク リツ ケイネン ヒョウカ キョウイク テンカイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診項目に入れ保護者の把握状況を確認し必要時指導 モンシン コウモク イ ホゴシャ ハアク ジョウキョウ カクニン ヒツヨウジ シドウ		0		0				0				1		0				1		問診でこれについて知らないと回答された方へ説明 モンシン シ カイトウ カタ セツメイ		0		0				1		精密検査における陽性者または疾病者数 セイミツ ケンサ ヨウセイ シャ シッペイ シャ スウ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				1		0		0		2※教育委員会等から就学指導委員会の結果報告を受けフォロー評価している キョウイク イインカイ ナド シュウガク シドウ イインカイ ケッカ ホウコク ウ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1051		1709		中核市 チュウカクシ		奈良市 ナラシ		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ ゾウシン カ		藤岡かおり フジ オカ		0742-34-5129		0742-34-3145		1		kenkouzoushin@city.nara.lg.jp		0		1				0		1		4		5		2570		2474		1		0		1		7		1		8		2704		2530		1		0		1		7		1		8		2704		2525		1		0		3		6		3		7		2773		2443		1		0		3		6		3		7		2773		2437		842		516		1		1		0		0				0				0		1		周産期看護スタッフ連携会議（年2回）にて、個別支援の事例検討を行っている。 シュウサンキ カンゴ レンケイ カイギ ネン カイ コベツ シエン ジレイ ケントウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診項目を参考に、結果説明のときに保健師が説明している モンシン コウモク サンコウ ケッカ セツメイ ホケンシ セツメイ		0		0				1		3歳6か月児健診において、経過観察となった児についての振り返りを行い、発達センターと当課の保健指導の取り決めを行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ケイカ カンサツ ジ フ カエ オコナ ハッタツ トウ カ ホケン シドウ ト キ オコナ		0		0				1		両親学級で講義、グループワークを実施している。 リョウシン ガッキュウ コウギ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		1		要精検となった児について、二次医療機関での検査結果を確認し、医師へ返している。 ヨウ セイケン ジ ニジ イリョウ キカン ケンサ ケッカ カクニン イシ カエ		0				0		1		発達センターへ紹介した児の相談結果を返してもらっている。発達センタ―と当課で定期的に会議を開催している。 ハッタツ ショウカイ ジ ソウダン ケッカ カエ ハッタツ トウ カ テイキテキ カイギ カイサイ		0				0		0		1		教育相談課の園巡回指導、就学前相談につなげている。幼稚園、保育園、発達センター、児童発達支援事業所、相談支援事業所、障がい児親子通園施設等への連絡、連携（ケース会議を含む） キョウイク ソウダン カ エン ジュンカイ シドウ シュウガクマエ ソウダン ヨウチエン ホイクエン ハッタツ ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ ソウダン シエン ジギョウショ ショウ ジ オヤコ ツウエン シセツ トウ レンラク レンケイ カイギ フク		1		連絡票に記載してもらい、市の保健師や管理栄養士がフォローしている。 レンラク ヒョウ キサイ シ ホケンシ カンリ エイヨウシ		0		0		0		0				1		保健師を対象に発達についての研修会を実施。 ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウカイ ジッシ		1		保健師を対象に発達についての研修会を実施。 ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0				1				1

		1052		1195		和歌山県		御坊市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		原出君枝 ゲン デ キミエ		0738-23-5645		0738-24-2390		1		kenko@city.gobo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		175		175		1		0		1		7		1		8		213		212		1		0		1		7		1		8		213		212		1		0		3		6		3		7		192		185		1		0		3		6		3		7		192		185		188		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診後、次回健診頃の発達を見越して助言している。 カク ケンシン ゴ ジカイ ケンシン ゴロ ハッタツ ミコ ジョゲン		0		0				0				0		1		乳幼児健診の問診票や面接を通して、児や親の状況等をアセスメントしている。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ヒョウ メンセツ トオ ジ オヤ ジョウキョウ トウ		1		H27.4～すこやか親子21(第2次）に関するアンケートにて、SBSの質問があるので、それに「いいえ」と回答している親に対し、説明を行っている。 オヤコ ダイ ジ カン シツモン カイトウ オヤ タイ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		小学校入学前・入学後に評価している。
・療育機関・幼稚園・保育所と連絡を取り、TELや園訪問で児の状況を把握する。
・5歳児健診での評価を行う
・入学後、小学校を訪問し、担任の先生と情報交換し児の状況を確認する。 ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウガクゴ ヒョウカ リョウイクキカン ヨウチエン ホイク ショ レンラク ト エン ホウモン ジ ジョウキョウ ハアク サイジ ケンシン ヒョウカ オコナ ニュウガクゴ ショウガッコウ ホウモン タンニン センセイ ジョウホウ コウカン ジ ジョウキョウ カクニン		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		管内保健師研修会にて乳幼児の発達等をテーマに講義を受ける機会がある。 カンナイ ホケンシ ケンシュウカイ ニュウヨウジ ハッタツ トウ コウギ ウ キカイ

		1053		1228		鳥取県		八頭町		保健課 ホケンカ		中村 ナカムラ		0858-72-3566		0858-72-3635		1		kg-hpken@town.hazu.tottori.jp		0		1		1		0		1		3		5		119		102		1		0		1		6		1		11		125		123		1		0		1		6		1		11		124		122		1		0		3		0		3		11		132		131		1		0		3		0		3		11		132		131		86		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問、育児相談、6ヵ月児健診 アカ ホウモン イクジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問等で保護者に啓発 アカ ホウモン トウ ホゴシャ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保小連絡会等で評価 ホ ショウ レンラクカイ トウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		1054		1379		愛媛県		松野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		瀧本由紀 タキ モト ユキ		0895-42-0708		0895-42-1550		1		m-hoken@town.matsuno.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		9		6		1		0		1		6		1		8		18		16		1		0		1		6		1		8		18		16		1		0		3		0		3		6		18		16		1		0		3		0		3		6		18		16		15		3		1		1		0		0				0				0		1		H26年度途中から、全妊婦訪問の導入。定期的ではないが、保健師間で情報共有している。 ネンド トチュウ ゼン ニンプ ホウモン ドウニュウ テイキテキ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、健診の場で説明している イクジ ソウダン ケンシン バ セツメイ		0		0				0				0		1		保健師間での情報共有と、今後について検討しながらすすめている。 ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ		0				0		1		訪問や育児相談で知っているかの確認と、啓発をしている。 ホウモン イクジ ソウダン シ カクニン ケイハツ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診時に医師や言語聴覚士の指示がある時など、保健師間で検討している。 ケンシン ジ イシ ゲンゴ チョウカク シ シジ トキ ホケンシ カン ケントウ		0				0		1		0				1		受診票に、保護者の記載欄（心配なこと、相談したいこと）があり、医療機関からは訪問指導の要否の記載欄あり。 ジュシン ヒョウ ホゴシャ キサイ ラン シンパイ ソウダン イリョウ キカン ホウモン シドウ ヨウヒ キサイ ラン		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1

		1055		1578		宮崎県		串間市		串間市福祉事務所こども対策室子育て支援係 クシマシ フクシ ジム ショ タイサク シツ コソダ シエン カカリ		中田千佳 ナカタ チカ		0987-72-0333（内508） ナイ		0987-72-0310		1		kosodate@city.hushima.lg.jp		0		1				1		0		3		5		154		145		1		0		1		6		1		11		142		132		1		0		1		6		1		11		142		132		1		0		3		6		3		11		162		152		1		0		3		6		3		11		162		152		143		6		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				0		1		今年度より行っている（H27～） コンネンド オコナ		0				0		1		H27年度よりアンケートを実施している。 ネンド ジッシ		1		乳児健診時にパンフレットを配布 ニュウジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1056		1577		宮崎県		日向市		健康福祉部こども課 ケンコウ フクシ ブ カ		羽田野房子 ハタノ フサコ		0982-52-2111		0982-56-1423		1		kodomo@hyugacity.jp		0		1				0		1		3		5		525		456		1		0		1		6		1		11		550		523		1		0		1		6		1		11		550		523		1		0		3		6		3		11		578		558		1		0		3		6		3		11		578		557		551		11		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7ヵ月児健診で、1歳到達までの発達過程、その時々の育児のポイントについて説明 ゲツ ジ ケンシン サイ トウタツ ハッタツ カテイ トキドキ イクジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		研修旅費などは予算化している ケンシュウ リョヒ ヨサンカ

		1057		1641		沖縄県		宜野湾市		健康推進部健康推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		国頭陽子 クニ カシラ ヨウコ		098-898-5583		098-898-5585		1		Fukusi04@city.ginowan.okinawa.jp		0		1				1		0		3		6		124		1178		1		0		1		6		1		11		1237		1079		1		0		1		6		1		11		1237		1077		1		0		3		5		3		11		1197		1004		1		0		3		5		3		11		1197		1002		1310		540		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級と育児学級で乳幼児揺さぶられ症候群に関するDVDを放映している。 リョウシン ガッキュウ イクジ ガッキュウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン カン ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1058		7		北海道		岩見沢市		健康福祉部健康づくり推進課疾病予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ シッペイ ヨボウ		*		0126-25-5540		0126-25-5524		1		hoken@i-hamanasu.jp		0		1				1		0		4		5		523		510		1		0		*		*		*		*		511		488		1		0		*		*		*		*		488		478		1		0		*		*		*		*		596		564		1		0		*		*		*		*		564		550		545		32		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		パンフレットを渡し、説明している。 ワタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級で啓発している。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		1059		285		秋田県		男鹿市		健康子育て課健康班 ケンコウ コソダ カ ケンコウ ハン		津川　亙 ツガワ ワタル		0185-24-3400		0185-24-3333		1		hoken@city.oga.akita.jp		0		1				1		0		4		7		110		110		1		0		1		7		1		11		110		108		1		0		1		7		1		11		110		108		*		*		3		6		3		11		129		121		*		*		3		6		3		11		129		121		129		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ化物塗布助成事業を実施し、対象者を拡大している。 カ ブツ トフ ジョセイ ジギョウ ジッシ タイショウシャ カクダイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		問診時に指導している モンシン ジ シドウ		0		0				1		今年度よりアンケートを実施している。 コンネンド ジッシ		0		0				1		問診時、アンケート内容をもとに実施 モンシン ジ ナイヨウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園、幼稚園、療育機関、教育委員会と連携し評価している。 ホイクエン ヨウチエン リョウイク キカン キョウイク イインカイ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		1060		385		福島県		古殿町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		鈴木水紀 スズキ ミズキ		0247-53-4038		0247-32-1033		1		kenko@town.furudono.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		10		31		31		1		0		1		6		1		10		*		*		1		0		3		0		3		8		52		52		1		0		3		0		3		8		*		*		21		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		今後活用していく予定で、評価も行う。 コンゴ カツヨウ ヨテイ ヒョウカ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診、相談時にリーフレット等用い実施。 ニュウジ ケンシン ソウダン ジ トウ モチ ジッシ		0		0				1		アンケート		0		0				1		リーフレット等 トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県などで行われている研修参加 ケン オコナ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1

		1061		441		茨城県		利根町		保健福祉ｾﾝﾀｰ ホケン フクシ		山崎恵美 ヤマザキ エミ		0297-68-8291		0297-68-9149		1		hokecen@town.tone.lg.jp		1		1				1		0		3		4		58		56		1		0		1		6		1		7		85		85		1		0		1		6		1		7		85		85		*		*		3		0		3		1		79		79		*		*		3		0		3		1		79		79		57		3		0		0		0		1		H27年度準備中、28年度より実施予定 ネンド ジュンビチュウ ネンド ジッシ ヨテイ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布、集団指導、個別相談時 ハイフ シュウダン シドウ コベツ ソウダン ジ		0		0				0				1		0				1		新生児全戸訪問時パンフレットを用いて説明、妊娠届出時パンフレットを用いて説明 シンセイジ ゼンコ ホウモン ジ モチ セツメイ ニンシン トドケデ ジ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		幼稚園、保育園への巡回相談 ヨウチエン ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1062		524		埼玉県		久喜市		中央保健ｾﾝﾀｰ チュウオウ ホケン		及川 オイカワ		0480-21-5354		0480-21-5392		1		chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1048		1004		1		0		1		6		99		99		1120		1069		1		0		1		6		99		99		120		1069		1		0		3		4		99		99		1156		1076		1		0		3		4		99		99		1156		1076		1053		137		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		2歳児にむし歯予防教室を行っており、参加者の様子やブラッシング指導時の様子をカンファレンスでスタッフが共有している。参加状況などを活用している。 サイジ バ ヨボウ キョウシツ オコナ サンカシャ ヨウス シドウ ジ ヨウス キョウユウ サンカ ジョウキョウ カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の資料に発達のリーフレットを入れて配布している。 ケンシン シリョウ ハッタツ イ ハイフ		0		0				0				0		1		親子教室（発達を親と確認する継続的教室）で、情報の共有は行っているが、個々の継続フォローがどうかという評価はしていません。 オヤコ キョウシツ ハッタツ オヤ カクニン ケイゾクテキ キョウシツ ジョウホウ キョウユウ オコナ ココ ケイゾク ヒョウカ		1		ママパパ教室（母親学級）の講義、4ヵ月児健診で集団指導をしている地区では話をしている。 キョウシツ ハハオヤ ガッキュウ コウギ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ チク ハナシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		係の中で情報共有していますが、継続フォローの結果どうだったかという評価は行えていません。 カカリ ナカ ジョウホウ キョウユウ ケイゾク ケッカ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		情報共有できる機関とできない機関がある。小学校入学前に就学児支援委員会で情報共有はしています。 ジョウホウ キョウユウ キカン キカン ショウガッコウ ニュウガクマエ シュウガク ジ シエン イインカイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				1		**		1		**		0				0		0

		1063		743		富山県		入善町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹島寿代 タケシマ トシヨ		0765-72-0343		0765-72-5082		2		takeshima.hisayo@town.nyuzen.lg.jp		0		1				*		*		3		4		144		144		*		*		1		5		1		6		145		144		*		*		1		5		1		6		145		144		*		*		3		5		3		6		164		164		*		*		3		5		3		6		164		164		143		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団説明で実施。親からのかかわり方、睡眠、生活リズム シュウダン セツメイ ジッシ オヤ カタ スイミン セイカツ		0		0				0				1		0				1		４ヵ月児健診時、沐浴人形を使用し集団説明 ゲツ ジ ケンシン ジ モクヨク ニンギョウ シヨウ シュウダン セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		各種研修への参加 カクシュ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0												1

		1064		1029		三重県		玉城町		生活福祉課 セイカツ フクシカ		山田理加 ヤマダ リ カ		0596-58-8000		0596-58-8688		1		hoken@town.tamaki.lg.jp		0		1				0		1		4		6		141		140		1		0		1		6		1		7		126		124		1		0		1		6		1		7		126		124		*		*		3		6		3		7		136		129		*		*		3		6		3		7		136		129		130		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		７ヵ月児の教室で、今後の発達過程を説明、指導している。 ゲツ ジ キョウシツ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		パパママ教室でパンフレットを配布し、DVD視聴している。 キョウシツ ハイフ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回の共同カンファレンスにて検討している。（担当部署内） ツキ カイ キョウドウ ケントウ タントウ ブショ ナイ		0		0				0				0		1		0				1		“お母さん問診票”という項目がある。 カア モンシン ヒョウ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1065		1065		京都府		京丹後市		健康長寿福祉部健康推進課 ケンコウ チョウジュ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉岡みなみ ヨシオカ		0772-69-0350		0772-62-1156		1		0505@city.kyotango.lg.jp		0		2				1		0		4		4		400		392		1		0		1		6		1		8		387		381		1		0		1		6		1		8		387		381		*		*		3		5		3		7		390		383		*		*		3		5		3		7		390		383		384		69		1		0		0		0				0				0		1		地区担当が個別に支援を行っている チク タントウ コベツ シエン オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		年中児発達サポート事業（保育所・幼稚園に所属する年中児を対象にし、保護やアンケート(問診）スクリーニング、行動観察を実施し、支援が必要な児に対して、適切なサポートをしていくもの）を実施。 ネンチュウジ ハッタツ ジギョウ ホイク ショ ヨウチエン ショゾク ネンチュウジ タイショウ ホゴ モンシン コウドウ カンサツ ジッシ シエン ヒツヨウ ジ タイ テキセツ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1066		1151		兵庫県		佐用町		健康福祉課健康増進室 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン シツ		清水由紀子 シミズ ユキ コ		0790-82-2079		0790-82-0144		1		kenko@town.sayo.lg.jp		0		1				*		*		3		4		96		94		*		*		1		6		1		11		88		87		*		*		1		6		1		11		88		87		*		*		3		0		3		11		106		105		*		*		3		0		3		11		106		105		84		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容の変更 シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		事後のカンファレンスで検討 ジゴ ケントウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健康相談、保育園巡回相談 サイジ ケンコウ ソウダン ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**						1		1				1

		1067		1168		奈良県		斑鳩町		健康対策課 ケンコウ タイサク カ		白石敬子 シライシ ケイコ		0745-70-0001		0745-74-0903		1		hoken@town.ikaruga.nara.jp		0		1				*		*		3		4		204		199		*		*		1		7		1		8		251		243		*		*		1		7		1		8		251		244		*		*		3		7		3		8		285		262		*		*		3		7		3		8		285		263		217		23		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の育児教室で、事故防止や離乳食など発達過程に応じた内容を取り入れている。 ニュウジキ イクジ キョウシツ ジコ ボウシ リニュウショク ハッタツ カテイ オウ ナイヨウ ト イ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		臨床心理士による心理相談につなげ、就学に当たっての支援 リンショウ シンリシ シンリ ソウダン シュウガク ア シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		従事者の経験年数に応じた研修の機会があれば参加している。 ジュウジシャ ケイケン ネンスウ オウ ケンシュウ キカイ サンカ								1				1

		1068		1623		鹿児島県		錦江町		保健福祉課保険衛生ﾁｰﾑ ホケン フクシカ ホケン エイセイ		金川美穂 カナガワ ミホ		0994-22-3044		0994-28-3367		*		*		*		*				1		1		3		4		42		42		1		1		1		6		1		8		53		53		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		3		0		3		7		52		51		*		*		*		*		*		*		*		*		43		0		0		0		0		1		妊婦健診受診票で全妊婦の健康状態や妊娠経過の把握はしている。必要があれば、産科とも連携を図りながらフォローするように努めている。 ニンプ ケンシン ジュシン ヒョウ ゼン ニンプ ケンコウ ジョウタイ ニンシン ケイカ ハアク ヒツヨウ サンカ レンケイ ハカ ツト		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		福祉や児童相談所への情報提供 フクシ ジドウ ソウダン ジョ ジョウホウ テイキョウ		1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		**		0		0				1		保育園、幼稚園、病院から情報収集し評価を行った結果を保護者面談で話し合い、就学前指導委員会にかけて今後のフォローについて話し合う。 ホイクエン ヨウチエン ビョウイン ジョウホウ シュウシュウ ヒョウカ オコナ ケッカ ホゴシャ メンダン ハナ ア シュウガクマエ シドウ イインカイ コンゴ ハナ ア		0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		1069		11		北海道		稚内市		生活福祉部健康推進課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン		宮森 ミヤ モリ		0162-23-4000		0162-29-2257		1		kenkosuishin@city.wakkanai.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		266		264		1		0		1		6		1		11		293		291		1		0		1		6		1		11		293		290		1		0		3		0		3		11		269		257		1		0		3		0		3		11		269		256		289		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1070		141		北海道		日高町		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		亀井希代子 カメイ キヨコ		01456-2-6183		01456-2-5615		2		kamei.kiyoko@town.hidaka.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		97		94		1		0		1		6		1		8		104		99		1		0		1		6		1		8		104		99		1		0		3		0		3		2		108		99		1		0		3		0		3		2		108		99		89		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		指導内容等の参考にする。 シドウ ナイヨウ トウ サンコウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問で口頭で指導 アカ ホウモン コウトウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳児健診後のカンファレンスで虐待スクリーニング検査で点数が高くその後フォローしている児について、検討している。 ニュウジ ケンシン ゴ ギャクタイ ケンサ テンスウ タカ ゴ ジ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		1071		105		北海道		苫前町		保健福祉課けんこう係 ホケン フクシカ カカリ		瀧川 タキカワ		0164-64-2215		0164-64-2074		1		fokenfukushi@town.tomamae.lg.jp		0		2				1		0		3		4		15		15		1		0		1		6		2		0		22		22		1		0		1		6		2		0		22		22		1		0		3		0		4		0		18		18		1		0		3		0		4		0		18		18		18		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		３・４ヵ月健診時にリーフレットを使用し、啓発を行っている。 ゲツ ケンシン ジ シヨウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1072		138		北海道		洞爺湖町		健康福祉ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ		松平さゆり マツヒラ		0142-76-4006		0142-76-1877		1		ken_center@town.toyako.hokkaido.jp		1		1				1		0		3		99		38		35		1		0		1		6		99		99		45		40		1		0		1		6		99		99		45		40		1		0		3		0		99		99		40		33		1		0		3		0		99		99		40		33		43		9		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		1		担当保健師が、健診の保健指導を行う。 タントウ ホケンシ ケンシン ホケン シドウ オコナ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１２ヶ月健診時に１歳６ヵ月頃の発達の目安を、パンフレットを配布し説明している。 ゲツ ケンシン ジ サイ ゲツ コロ ハッタツ メヤス ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを配布している。 ニンシン トドケデ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1073		223		岩手県		陸前高田市		民生部健康推進課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカリ		高橋成美 タカハシ ナルミ		0192-54-2111(241)		0192-55-6118		1		kenko@city.rikuzentakata.iwate.jp		0		1				0		1		4		4		86		83		1		0		1		6		2		0		113		111		1		0		1		6		2		0		113		111		1		0		3		0		4		0		111		110		1		0		3		0		4		0		111		110		108		6		1		0		0		0				0				0		1		特定妊婦については、要保護児童対策地域協議会で評価。その他、フォローが必要な妊婦については、町担当・母子担当間で必要に応じて評価している。 トクテイ ニンプ ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒョウカ タ ヒツヨウ ニンプ マチ タントウ ボシ タントウ カン ヒツヨウ オウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		う歯有病者率が高いことにより、新たな事業を開始。 ハ ユウビョウシャ リツ タカ アラ ジギョウ カイシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児訪問、離乳食教室、７ヵ月児健康相談 ニュウジ ホウモン リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ ケンコウ ソウダン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や保育所（園）と連携 リョウイク キカン ホイク ショ エン レンケイ		0		0		0				1		健康診査受診票への記載 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				1		発達障がい研修会等への参加 ハッタツ ショウ ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		1073		311		山形県		寒河江市		健康福祉部市民健康係 ケンコウ フクシ ブ シミン ケンコウ カカリ		阿部由枝 アベ ユ エダ		0237-86-2111		0237-83-3201		1		kenkou@city.sagae.yamagata.jp		0		1				1		0		3		9		310		300		1		0		1		6		2		0		322		318		1		0		1		6		2		0		322		318		1		0		3		6		4		0		341		339		1		0		3		6		4		0		341		339		297		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		保健所作成のマニュアルとチェックリストを使用している。 ホケンジョ サクセイ シヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		1074		267		宮城県		亘理町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		阿部香奈江 アベ カオリ ナ エ		0223-34-0524		0223-34-7341		1		kenkou21@town.watari.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		222		220		1		0		1		8		1		9		240		231		1		0		1		8		1		9		240		231		1		0		3		6		3		7		244		243		1		0		3		6		3		7		244		243		221		7		1		1		0		0				1		保健部門と福祉部門の担当者を中心に、月1回定例打合せ会にてケースカンファレンスを実施し、継続して支援を行っている。 ホケン ブモン フクシ ブモン タントウシャ チュウシン ツキ カイ テイレイ ウチアワ カイ ジッシ ケイゾク シエン オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕や生活習慣の実態にあわせて、保健指導内容の変更や相談事業等への歯科衛生士導入等を行っている。 ショク セイカツ シュウカン ジッタイ ホケン シドウ ナイヨウ ヘンコウ ソウダン ジギョウ トウ シカ エイセイシ ドウニュウ トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子どもの発育・発達を経年的に保護者がとらえられる資料を用いて、各乳幼児健診及び相談事業を実施している。 コ ハツイク ハッタツ ケイネンテキ ホゴシャ シリョウ モチ カク ニュウヨウジ ケンシン オヨ ソウダン ジギョウ ジッシ		0		0				1		保健部門と福祉部門担当者及びケース担当者が月1回の定例打合せ会にてケースカンファレンスを実施している。 ホケン ブモン フクシ ブモン タントウシャ オヨ タントウシャ ツキ カイ テイレイ ウチアワ カイ ジッシ		0		0				1		母子健康手帳による情報提供・新生児訪問等で周知を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ ジョウホウ テイキョウ シンセイジ ホウモン トウ シュウチ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ率を把握すると共に、健診や相談後のカンファレンスで定めた評価時期に状況確認を実施している。 リツ ハアク トモ ケンシン ソウダン ゴ サダ ヒョウカ ジキ ジョウキョウ カクニン ジッシ		0		0				1		療育機関、保育所、幼稚園等と必要時ケース会議を設けている。学校と連携し、就学支援を行っている。 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン トウ ヒツヨウジ カイギ モウ ガッコウ レンケイ シュウガク シエン オコナ		0		0		0				1		①健診結果連絡票の中に、必要時「要指導・要訪問」等、記載項目がある。
②早急な対応が必要な場合は、医療機関から町へ直接情報提供がある。 ケンシン ケッカ レンラク ヒョウ ナカ ヒツヨウジ ヨウ シドウ ヨウ ホウモン トウ キサイ コウモク ソウキュウ タイオウ ヒツヨウ バアイ イリョウ キカン マチ チョクセツ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		県や医療機関等が企画する研修へ必要時参加している。 ケン イリョウ キカン トウ キカク ケンシュウ ヒツヨウジ サンカ		1		県や医療機関等が企画する研修へ必要時参加している。 ケン イリョウ キカン トウ キカク ケンシュウ ヒツヨウジ サンカ		0				0		0				1				1		1

		1075		286		秋田県		湯沢市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		高橋千賀子 タカハシ チカコ		0183-73-2124		0183-72-8301		1		kenko@city.yuzawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		251		251		1		0		1		6		1		7		250		248		1		0		1		6		1		7		250		248		1		0		3		1		3		2		268		260		1		0		3		1		3		2		268		260		234		21		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		県子ども虐待防止マニュアルを活用する ケン コ ギャクタイ ボウシ カツヨウ		0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次の乳児健診月齢までの発達過程を説明している。 ツギ ニュウジ ケンシン ゲツレイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		担当課と関係した課で親や子の変化について話し合い、指導に対しての評価としている。 タントウカ カンケイ カ オヤ コ ヘンカ ハナ ア シドウ タイ ヒョウカ		1		リーフレットの配布、必要に応じて健診時に個別に説明。 ハイフ ヒツヨウ オウ ケンシン ジ コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		次回の健診受診時の問診・診察等で、様子を確認し評価とし、フォローアップの方法を再検討する。 ジカイ ケンシン ジュシン ジ モンシン シンサツ トウ ヨウス カクニン ヒョウカ ホウホウ サイケントウ		1		保育施設に出向く事業時に児の様子や親のかかわりを確認し、それを評価としている。 ホイク シセツ デム ジギョウ ジ ジ ヨウス オヤ カクニン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子愛育会主催の研修1回/年、県内で開催する研修随時 ボシ アイイク カイ シュサイ ケンシュウ カイ ネン ケンナイ カイサイ ケンシュウ ズイジ		0				0				0		0								1		1				1

		1076		284		秋田県		大館市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		成田歩美 ナリタ アユミ		0186-42-9055		0186-42-9054		1		bosi@city.odate.lg.jp		0		1				0		1		4		4		385		382		1		0		1		6		1		7		425		421		1		0		1		6		1		7		425		420		1		0		3		6		3		7		495		487		1		0		3		6		3		7		495		486		430		55		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		「生活習慣によるリスク判定調査票」等にて継続的にチェックし、結果を次年度の事業の実施時期や方法の見直しに活用している。 セイカツ シュウカン ハンテイ チョウサヒョウ トウ ケイゾクテキ ケッカ ジネンド ジギョウ ジッシ ジキ ホウホウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親教室で乳幼児揺さぶられ症候群の予防と乳児のなきに関する啓発をしている。 リョウシン キョウシツ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン ヨボウ ニュウジ カン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		「経過観察乳幼児検討会議」を定期的に開催している。 ケイカ カンサツ ニュウ ヨウジ ケントウ カイギ テイキテキ カイサイ		0		0				1		就学前児童の相談や支援の中で、関係機関と連携して評価をしている。市の子ども・家族支援ネットワークにおいて評価している。 シュウガクマエ ジドウ ソウダン シエン ナカ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ シ コ カゾク シエン ヒョウカ		0		0		0				1		「妊婦・乳幼児健康診査会議」等で委託医療機関と情報交換や連携を図っている。 ニンプ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カイギ トウ イタク イリョウ キカン ジョウホウ コウカン レンケイ ハカ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		1077		299		秋田県		五城目町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		福嶋 フクシマ		018-852-5180		018-852-5367		1		hokenkaigo@town.gojome.akita.jp		0		1				1		0		3		4		31		31		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		3		6		3		8		62		56		1		0		3		6		3		8		62		56		39		0		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達の確認 ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1		**		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		1079		346		福島県		相馬市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		阿部由美子 アベ ユミコ		0244-35-4477		0244-35-4258		1		hoken-center@city.soma.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		302		297		1		0		1		6		1		11		335		327		1		0		1		6		1		11		335		327		1		0		3		3		3		11		274		266		1		0		3		3		3		11		274		266		284		*		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象者により異なる。 タイショウシャ コト		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1080		423		茨城県		かすみがうら市		霞ヶ浦保健ｾﾝﾀｰ カスミガウラ ホケン		君崎 キミ ザキ		029-898-2312		029-898-2595		1		kenkouka@city.kasumigaura.ibaraki.jp		0		1				1		1		3		6		*		*		1		0		1		7		99		99		343		316		1		0		1		7		99		99		343		316		1		0		3		4		99		99		326		308		1		0		3		4		99		99		326		308		305		1		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて要保護児童対策地域協議会にて支援内容を検討 ヒツヨウ オウ ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ シエン ナイヨウ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		子ども未来室（児童福祉部署）と連携 コ ミライ シツ ジドウ フクシ ブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		発達障害が原因となる事をふまえ、問診指導を実施。 ハッタツ ショウガイ ゲンイン コト モンシン シドウ ジッシ		0		0				1		妊婦教室でDVD観賞、乳児訪問時にパンフレットを用いて指導 ニンプ キョウシツ カンショウ ニュウジ ホウモン ジ モチ シドウ		0		0				0				0				1		検尿、医師・歯科医師の判定 ケンニョウ イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				1		市区担当より訪問や電話連絡→上司へ報告 シク タントウ ホウモン デンワ レンラク ジョウシ ホウコク		0		0				0				0		0		1		フォロー教室に参加していた時については、申し送りを行い、保育所幼稚園での様子を確認している。療育につながった児についてはそちらで対応。 キョウシツ サンカ ジ モウ オク オコナ ホイク ショ ヨウチエン ヨウス カクニン リョウイク ジ タイオウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0												1

		1081		434		茨城県		大子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		永井麻未 ナガイ マ ミ		0295-72-6611		0295-72-6613		1		kenkou@town.daigo.lg.jp		0		1				0		1		3		5		97		68		1		0		1		6		1		11		79		73		1		0		1		6		1		11		79		73		1		0		3		0		3		11		85		85		1		0		3		0		3		11		85		85		82		3		1		1		0		0				1		保健師間での情報共有により、その後の対応方法を検討。支援をした際にその都度評価。 ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ ゴ タイオウ ホウホウ ケントウ シエン サイ ツド ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		咬合 コウゴウ		0		1		0		0		0				0				0		1		対象により異なる タイショウ コト		1		個別の相談や発達支援教室に参加した保護者の言動などの変化から評価 コベツ ソウダン ハッタツ シエン キョウシツ サンカ ホゴシャ ゲンドウ ヘンカ ヒョウカ		0		0				1		乳児全戸訪問時にチラシを用いて説明。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間や保育所、幼稚園と情報交換をしながら、個別ごとに評価。 ホケンシ カン ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン コベツ ヒョウカ		0		0				1		保育所、幼稚園と情報交換をしながら個別ごとに評価。 ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン コベツ ヒョウカ		0		0		0				1		要支援妊産婦の情報を所定の様式でやりとりしたり、月1回の会議を開催する仕組みを整備中。 ヨウシエン ニンサンプ ジョウホウ ショテイ ヨウシキ ツキ カイ カイギ カイサイ シク セイビチュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		1082		452		栃木県		さくら市		健康増進課保健予防係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン ヨボウ カカリ		加藤咲楽 カトウ サ ラク		028-682-2589		028-682-5156		1		u-hoken@city.tochigi-sakura.lg.jp		0		1				1		0		3		4		408		392		1		0		1		6		1		7		430		430		1		0		1		6		1		7		430		430		1		0		3		0		3		1		401		396		1		0		3		0		3		1		401		396		409		26		0		0		1		0				0				0		1		2ヶ月に1回、ハイリスク妊婦の支援方法、経過について関連する部署と会議をもって検討している。 ゲツ カイ ニンプ シエン ホウホウ ケイカ カンレン ブショ カイギ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達 ハッタツ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健を対象に実施。不定期。 ジョウキン ヒジョウキン ホケン タイショウ ジッシ フテイキ

		1083		465		栃木県		那珂川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		益子利枝 マスコ キ エダ		0287-92-118		0287-92-3083		*		*		*		*				1		0		4		5		83		80		1		0		1		6		1		8		88		83		1		0		1		6		1		8		88		83		1		0		3		0		3		2		115		110		1		0		3		0		3		2		115		110		105		0		1		0		0		0				1		訪問等で1回/月程度確認 ホウモン トウ カイ ツキ テイド カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		事業内容を検討している ジギョウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		発達課題を説明し、次回の健診で確認することやその後の支援方法についての予告を行う ハッタツ カダイ セツメイ ジカイ ケンシン カクニン ゴ シエン ホウホウ ヨコク オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児相談や年長児の巡回訪問を実施し、結果の中で評価している。 サイジ ソウダン ネンチョウジ ジュンカイ ホウモン ジッシ ケッカ ナカ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		1084		482		群馬県		甘楽町		健康課保健係 ケンコウ カ ホケン カカリ		平井まさみ ヒライ		0274-74-3131		0274-74-5813		1		hoken@town.kanra.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		66		1		0		1		6		1		8		82		81		1		0		1		6		1		8		82		81		1		0		3		0		3		2		91		87		1		0		3		0		3		2		91		87		90		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		dmf、保有率、むし歯予防教室の参加率等を算出し評価 ホユウリツ バ ヨボウ キョウシツ サンカリツ トウ サンシュツ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級で指導 ハハオヤ ガッキュウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診あるいは時期を設定して状況確認し、支援の検討・見直しを実施。 ジカイ ケンシン ジキ セッテイ ジョウキョウ カクニン シエン ケントウ ミナオ ジッシ		0		0				1		保育園・幼稚園での状況確認 ホイクエン ヨウチエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0				*				*		*		*		*				1		開催される研修会への参加 カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1						1

		1085		479		群馬県		神流町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林　恵 コバヤシ メグミ		0274-58-2111		0274-58-2578		2		megumi-k@town.kanna.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		4		4		1		0		1		6		1		11		1		1		1		0		1		6		1		11		1		1		1		0		3		0		3		11		7		7		1		0		3		0		3		11		7		7		5		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診時に、次の健診までに到達する発達過程を説明指導している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ツギ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットを配布し説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		1086		509		埼玉県		狭山市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		渡辺 ワタナベ		04-2959-5811		04-2959-3074		1		hokencen@city.sayama.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		1032		991		1		0		1		6		1		9		1090		1046		1		0		1		6		1		9		1090		1046		1		0		3		0		3		11		1181		1084		1		0		3		0		3		11		1181		1084		1038		49		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		取り決めはないが、地区担当保健師や心理職等が対応し、次につながるような機会をつくるようにしている。 ト キ チク タントウ ホケンシ シンリ ショク トウ タイオウ ツギ キカイ		1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣全般。 セイカツ シュウカン ゼンパン		0		0		1		0		0				0				0		1		個別の相談の中で実施 コベツ ソウダン ナカ ジッシ		1		小グループでのカンファレンス（毎月）や関係機関でのケースカンファレンス ショウ マイツキ カンケイ キカン		0		0				1		妊娠届時、ガイドブック配布 ニンシン トドケ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密検査者への受診結果の確認 ヨウ セイミツ ケンサ シャ ジュシン ケッカ カクニン		1		H27年度に実施済み ネンド ジッシ ズ		0		0				1		ケースによっては、関係機関に確認している。 カンケイ キカン カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		愛育会主催 アイイク カイ シュサイ		0				0				0		1		非常勤従事者を対象 ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ												1

		1087		561		千葉県		市川市		保健部保健ｾﾝﾀｰ健康支援課 ホケン ブ ホケン ケンコウ シエン カ		五十嵐友子 イガラシ トモコ		047-377-4511		047-316-1568		2		igarashi-t@city.ichikawa.chiba.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		4265		3807		1		0		1		6		2		0		4265		3795		1		0		3		6		3		11		3971		3492		1		0		3		6		4		0		3971		3485		4843		815		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		健診後の事後フォロー事業（歯みがきレッスン）にう蝕罹患率など活用。 ケンシン ゴ ジゴ ジギョウ ハ ショク リカン リツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4ヵ月の育児講座で、1歳頃までの発達とその時期の対応を説明。 ゲツ イクジ コウザ サイ コロ ハッタツ ジキ タイオウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級の中で、講義・DVDで周知。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ナカ コウギ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		1088		601		千葉県		横芝光町		健康管理課 ケンコウ カンリカ		小坂　栞 コサカ シオリ		0479-82-3400		0479-80-1262		1		kenkoukanri@town.yokoshibahikari.chiba.jp		0		1				1		0		4		5		160		138		1		0		1		7		1		8		147		145		1		0		1		7		1		8		147		145		1		0		3		7		3		8		149		140		1		0		3		7		3		8		149		140		146		10		1		0		0		0				0				0		1		個別に訪問を行い支援・評価をしているが、会議などの評価はしていない。 コベツ ホウモン オコナ シエン ヒョウカ カイギ ヒョウカ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		県のマニュアルに基づいて対応している。 ケン モト タイオウ		0		0		1		0		1		0				1		健診結果の統計から傾向を出し、次年度の事業計画を作成している。 ケンシン ケッカ トウケイ ケイコウ ダ ジネンド ジギョウ ケイカク サクセイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診の保健師との面談時、発達過程を説明している。 ニュウジ ケンシン ホケンシ メンダン ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診時、保健師と面談を行い、育児の困難感について評価・支援を行う。必要時、臨床心理士により、心理・発達面の評価を行う。（M4きっとの項目を入れて評価している）1歳6か月児、2歳児歯科、3歳児健診 ケンシン ジ ホケンシ メンダン オコナ イクジ コンナン カン ヒョウカ シエン オコナ ヒツヨウジ リンショウ シンリシ シンリ ハッタツ メン ヒョウカ オコナ コウモク イ ヒョウカ サイ ゲツ ジ サイジ シカ サイジ ケンシン		0		0				1		母子健康手帳交付時にパンフレットを渡し啓発を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ワタ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施し、心理・発達面の評価を行っている。 サイジ ケンシン ジッシ シンリ ハッタツ メン ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		外部機関の研修に参加 ガイブ キカン ケンシュウ サンカ		0				0				1		1								1						1

		1089		1694		中核市 チュウカクシ		横須賀市		こども育成部こども健康課 イクセイ ブ ケンコウ カ		竹内 タケウチ		046-824-7141		046-824-7144		1		chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp		1		1				1		0		3		4		2626		2601		1		0		1		6		1		7		2837		2797		1		0		1		6		1		7		2837		2782		1		0		3		5		3		6		3139		3037		1		0		3		5		3		6		3139		3025		2794		537		1		1		0		0				1		毎月末にチームでケース検討会議を実施している マイツキ マツ ケントウ カイギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果、アンケート項目を集計・分析し、う蝕ハイリスク者へ保健指導や教室に活用 ケンシン ケッカ コウモク シュウケイ ブンセキ ショク シャ ホケン シドウ キョウシツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1歳6か月児には卒乳・間食、3歳6か月児にはフッ化物の応用。 サイ ゲツ ジ ソツ ニュウ カンショク サイ ゲツ ジ カ ブツ オウヨウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		乳幼児健診では個別対応だが、両親学級で普及啓発を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン コベツ タイオウ リョウシン ガッキュウ フキュウ ケイハツ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		1090		703		新潟県		三条市		教育委員会子どもの育ちｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ キョウイク イインカイ コ ソダ		関崎 カン ザキ		0256-45-1114		0256-45-1130		1		kodomosupport@city.sanjo.niigata.jp		1		1				1		0		4		5		707		701		1		0		1		7		1		8		645		637		1		0		1		7		1		8		645		637		1		0		3		1		3		2		768		789		1		0		3		1		3		2		768		789		731		17		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		市の歯科保健計画へデータを指標として活用している。 シ シカ ホケン ケイカク シヒョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣や発達を総合的に見ている。 セイカツ シュウカン ハッタツ ソウゴウテキ ミ		0		0		1		0		0				1		発達過程や育児に関するアドバイスをまとめた冊子を出生時や転入時の手続きの際に配布している。 ハッタツ カテイ イクジ カン サッシ シュッショウ ジ テンニュウ トキ テツヅ サイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		母子手帳発行と同時にチラシを配布。また、父子手帳の内容にも盛り込み啓発している。 ボシ テチョウ ハッコウ ドウジ ハイフ フシ テチョウ ナイヨウ モ コ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要に応じて、保健師間で検討を行っている。 ヒツヨウ オウ ホケンシ カン ケントウ オコナ		0				0		0		1		支援が必要な児に対して、保育所訪問を実施したり、小学校入学後にフォローアップ訪問を行っているが、地域としての評価には至っていない。 シエン ヒツヨウ ジ タイ ホイク ショ ホウモン ジッシ ショウガッコウ ニュウガクゴ ホウモン オコナ チイキ ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				0				1		非常勤従事者全体を対象に年1回乳幼児健診の流れや、それぞれの役割についての研修会を行っている。また、乳幼児健診で問診をとる看護師を対象に年1回問診のとり方に関する研修会を行っている。 ヒジョウキン ジュウジシャ ゼンタイ タイショウ ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン ナガ ヤクワリ ケンシュウ カイ オコナ ニュウヨウジ ケンシン モンシン カンゴシ タイショウ ネン カイ モンシン カタ カン ケンシュウカイ オコナ		0				0		0								1

		1091		720		新潟県		胎内市		健康づくり課健康指導係 ケンコウ カ ケンコウ シドウ カカリ		阿部 アベ		0254-44-8680		0254-44-8641		1		genki@city.tainai.lg.jp		0		1				1		0		4		99		199		199		1		0		1		7		99		99		243		241		1		0		1		7		99		99		243		241		1		0		3		1		99		99		215		214		1		0		3		1		99		99		215		214		203		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		歯科衛生士による指導内容、健診結果等を次年度の計画作成の際に活用している。 シカ エイセイシ シドウ ナイヨウ ケンシン ケッカ トウ ジネンド ケイカク サクセイ サイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0		市独自の食育計画を作成。今後食育の取組を評価するための現状調査を現在行っているところである。 シ ドクジ ショクイク ケイカク サクセイ コンゴ ショクイク トリクミ ヒョウカ ゲンジョウ チョウサ ゲンザイ オコナ		1		健診や育児教室、乳児遊びの広場、ミニ講話等で、発達過程やそれに伴う体を使った遊び、環境整備等の注意点を伝えている。 ケンシン イクジ キョウシツ ニュウジ アソ ヒロバ コウワ トウ ハッタツ カテイ トモナ カラダ ツカ アソ カンキョウ セイビ トウ チュウイテン ツタ		0		0				1		健診後は必ず事後カンファレンスで評価している。また、必要時、地区担当保健師と児童福祉担当の保健師が関わり、適宜評価している。 ケンシン ゴ カナラ ジゴ ヒョウカ ヒツヨウジ チク タントウ ホケンシ ジドウ フクシ タントウ ホケンシ カカ テキギ ヒョウカ		0		0				1		2ヵ月児訪問で全員にちらしを配布し説明している。 ゲツ ジ ホウモン ゼンイン ハイフ セツメイ		0		0				1		**		0				0				0				0		0				1		市内の全園を対象に園巡回を年2回実施し、情報交換・評価をしている。 シナイ ゼン エン タイショウ エン ジュンカイ ネン カイ ジッシ ジョウホウ コウカン ヒョウカ		0		0				1		３健で発達障害、知的障害疑いの子はその後に児童精神科医によるフォローアップ相談会を実施・評価している。また、市内全園を対象に年2回園巡回を実施し、就学までの経過を追い評価している。また、児童精神科医が３健の結果をデータ化し保健師の指導や保育園の活動（運動プログラム）に活用している。 ケン ハッタツ ショウガイ チテキ ショウガイ ウタガ コ ゴ ジドウ セイシンカイ ソウダン カイ ジッシ ヒョウカ シナイ ゼン エン タイショウ ネン カイ エン ジュンカイ ジッシ シュウガク ケイカ オ ヒョウカ ジドウ セイシンカイ ケン ケッカ カ ホケンシ シドウ ホイク エン カツドウ ウンドウ カツヨウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		児童精神科医によるOJTを年２回実施（ケース検討や講義） ジドウ セイシンカイ ネン カイ ジッシ ケントウ コウギ		0				0				0		0								1				1		1

		1092		719		新潟県		南魚沼市		保健課 ホケン カ		山崎早苗 ヤマザキ サナエ		025-773-6811		025-773-6839		1		boshihoken@city.minamiuonuma.lg.jp		0		1				1		0		4		4		481		474		1		0		1		7		1		7		468		469		1		0		1		7		1		7		468		469		1		0		3		1		3		1		526		511		1		0		3		1		3		1		516		510		446		85		1		1		0		0				1		毎月～隔月で又必要時保健師間で個別ケースについて話し合いを行っている。 マイツキ カクゲツ マタ ヒツヨウジ ホケンシ カン コベツ ハナ ア オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診終了時のカンファレンスで話し合い、対応を検討している。 ケンシン シュウリョウジ ハナ ア タイオウ ケントウ		0		0		0		0		0		0				1		・歯の健康を阻害する間食について調査し、次年度の保健指導に活用している。
・個別う蝕状況を把握し、保護者に現状を知らせている。 ハ ケンコウ ソガイ カンショク チョウサ ジネンド ホケン シドウ カツヨウ コベツ ショク ジョウキョウ ハアク ホゴシャ ゲンジョウ シ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診や教師で発達過程と発達を促す関わりを伝えている。 ニュウヨウジ ケンシン キョウシ ハッタツ カテイ ハッタツ ウナガ カカ ツタ		0		0				1		カンファレンス等で決定した評価月に保健師間や関係者を交えて行う。 トウ ケッテイ ヒョウカ ツキ ホケンシ アイダ カンケイシャ マジ オコナ		0		0				1		出生おめでとうセットに同封している。育児学級で集団指導。 シュッショウ ドウフウ イクジ ガッキュウ シュウダン シドウ		0		0				0				0				0				0				0		1		精度に問題がないか随時検討しているが、厳密なものではない。 セイド モンダイ ズイジ ケントウ ゲンミツ		0				0		1		保健師の会議で事例検討を行っている。 ホケンシ カイギ ジレイ ケントウ オコナ		1		５歳児発達相談、就学相談及び知能検査 サイジ ハッタツ ソウダン シュウガク ソウダン オヨ チノウ ケンサ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤従事者を外部団体主催の研修に参加させている。 ジョウキン ジュウジシャ ガイブ ダンタイ シュサイ ケンシュウ サンカ		1				1		1				1

		1093		786		山梨県		南アルプス市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		今村晶子 イマムラ アキコ		055-284-6000		055-284-6019		1		kenko@city.minami-alps.lg.jp		0		1				1		0		4		4		536		530		1		0		1		6		1		6		558		549		1		0		1		6		1		6		558		549		1		0		3		0		3		0		593		569		1		0		3		0		3		0		593		569		547		22		1		0		0		0				1		**		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士の個別指導内容を保健指導にいかす。 シカ エイセイシ コベツ シドウ ナイヨウ ホケン シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの発達過程、母の育児力の確認。 コ ハッタツ カテイ ハハ イクジ リョク カクニン		0		0		1		0		0				1		次の健診までの発達の様子をチラシの配布、口頭で伝えている。 ツギ ケンシン ハッタツ ヨウス ハイフ コウトウ ツタ		0		0				1		健診等で必要なケースには、時期を決めてフォロー ケンシン トウ ヒツヨウ ジキ キ		0		0				1		母子健康手帳交付時、出生届出時のパンフレット内に資料あり。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ シュッショウ トドケデ ジ ナイ シリョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		これを機会に確認をしはじめた。 キカイ カクニン		1		各健診でケースによりフォロー時期を決めて実施 カク ケンシン ジキ キ ジッシ		0		0				1		保育所連絡会、CLMと個別の指導計画の中で実施 ホイク ショ レンラクカイ コベツ シドウ ケイカク ナカ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県等が開催する研修会、事例検討会への参加 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ ジレイ ケントウカイ サンカ		0				0				0		1		県等が開催する研修会への参加（非常勤従事者の参加お誘い） ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ サンカ ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ サソ						1						1

		1094		787		山梨県		北杜市		市民部健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		小澤登志美 コザワ トシミ		0551-42-1335		0551-42-1123		2		ozawa-tos@city.hokuto.lg.jp		0		1				1		1		4		5		225		213		1		0		1		6		1		11		233		219		1		0		1		6		1		11		233		219		1		0		3		0		3		11		316		293		1		0		3		0		3		11		316		292		255		*		1		1		0		0				1		妊娠5～６か月頃、妊婦の体調、受診状況、家族関係、経済、社会面の変化など、電話（必要であれば訪問）で確認し、評価している。 ニンシン ゲツ コロ ニンプ タイチョウ ジュシン ジョウキョウ カゾク カンケイ ケイザイ シャカイメン ヘンカ デンワ ヒツヨウ ホウモン カクニン ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレット（冊子含む）を使用し、個別に説明。 サッシ フク シヨウ コベツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスで評価時期を確認し、地区担当が適時にフォローしている。 ケンシン ゴ ヒョウカ ジキ カクニン チク タントウ テキジ		0		0				1		保育園、教育委員会との連携、5歳児相談、二次機関とのカンファレンス ホイクエン キョウイク イインカイ レンケイ サイジ ソウダン ニジ キカン		0		0		0				1		乳児健診のみ個別健診を実施しているが（集団が主）、結果票が市に返却され、必要事項の記載がされている。 ニュウジ ケンシン コベツ ケンシン ジッシ シュウダン オモ ケッカ ヒョウ シ ヘンキャク ヒツヨウ ジコウ キサイ		0		0		0		0				1		職場内外の研修に参加 ショクバ ナイガイ ケンシュウ サンカ		1		**		0				0		0				1						1				1

		1095		1066		京都府		南丹市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		河原ナヨ カワハラ		0771-68-0016		0771-63-0653		1		hoken@city.nantan.kyoto.jp		0		1				1		0		3		5		228		218		1		0		1		8		1		10		219		217		1		0		1		8		1		10		219		217		1		0		3		4		3		5		242		231		1		0		3		4		3		5		242		231		198		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		1歳８ヵ月児健診にブラッシング指導を取り入れた。 サイ ゲツ ジ ケンシン シドウ ト イ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児前期健診及び乳児後期健診で、今後の発達を含めて集団指導をしている。 ニュウジ ゼンキ ケンシン オヨ ニュウジ コウキ ケンシン コンゴ ハッタツ フク シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				1		検尿・視力検査・内科診察の判定 ケンニョウ シリョク ケンサ ナイカ シンサツ ハンテイ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		府主催の研修等に常勤従事者は参加する機会はあるので、出席するようにしている。 フ シュサイ ケンシュウ トウ ジョウキン ジュウジシャ サンカ キカイ シュッセキ						1				1

		1096		1082		大阪府		泉大津市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中川　奏 ナカガワ ソウ		0725-33-8181		0725-33-4543		1		hokencenter@city.izumiotsu.osaka.jp		0		1				1		0		4		4		628		611		1		0		1		6		1		7		635		306		1		0		1		6		1		7		635		603		1		0		3		6		3		7		663		584		1		0		3		6		3		7		663		585		677		0		0		1		0		0				1		・周産期虐待予防ネットワーク、病院との連絡会（２か月に１回）の際に評価
・常勤保健師による月１～２回のケースカンファレンスを実施
・大阪府立大学地域看護学教授より評価をもらっている シュウサンキ ギャクタイ ヨボウ ビョウイン レンラクカイ ゲツ カイ サイ ヒョウカ ジョウキン ホケンシ ツキ カイ ジッシ オオサカ フリツ ダイガク チイキ カンゴガク キョウジュ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４ヵ月児健診や７ヵ月育児相談会にて、今後の児の発達の目安について母に説明している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ イクジ ソウダン カイ コンゴ ジ ハッタツ メヤス ハハ セツメイ		0		0				1		**		0		0				1		・両親教室での啓発
・特定妊婦やハイリスク家庭の児への訪問時、こんにちは赤ちゃん訪問時 リョウシン キョウシツ ケイハツ トクテイ ニンプ カテイ ジ ホウモン ジ アカ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		大阪府が委託している発達障がいスクリーニング研修等 オオサカフ イタク ハッタツ ショウ ケンシュウ トウ		0				0				0		0										1

		1097		1152		兵庫県		香美町		健康課 ケンコウ カ		林　みる ハヤシ		0796-36-1114		0796-36-3809		1		kenkou@town.mikata-kami.lg.jp		0		1				1		0		3		5		230		229		1		0		1		6		1		10		115		115		0		1		1		7		1		9		111		100		1		0		3		0		3		4		144		143		0		1		3		3		3		6		131		107		111		10		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		新生児訪問でのパープルワライングの指導をする際に、啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン シドウ サイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回、母子のフォロー状況を報告したり支援方法について検討する会議を設けている。 ツキ カイ ボシ ジョウキョウ ホウコク シエン ホウホウ ケントウ カイギ モウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会への参加 ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1						1

		1098		1299		広島県		坂町		民生部保険健康課 ミンセイ ブ ホケン ケンコウ カ		宇治宮一二三 ウジ ミヤ ヒフミ		082-820-1504		082-820-1521		1		kenkou@town.saka.lg.jp		0		1				1		0		3		5		103		88		1		0		1		6		1		8		120		117		1		0		1		6		1		8		120		117		1		0		3		3		3		5		126		125		1		0		3		3		3		5		126		125		93		1		1		0		0		0				1		事例数が少ないため、その都度検討会、情報交換会など実施している。 ジレイ スウ スク ツド ケントウカイ ジョウホウ コウカン カイ ジッシ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		要保護対策会議へ情報提供し、対応を確認する。 ヨウホゴ タイサク カイギ ジョウホウ テイキョウ タイオウ カクニン		1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		個別保健指導で実施している コベツ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		町内保育園長との会議で、個別に検討している チョウナイ ホイクエン チョウ カイギ コベツ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		外部研修に、積極的に参加している。 ガイブ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		1		外部研修に、積極的に参加している。 ガイブ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0		0								1		1				1

		1099		1324		徳島県		鳴門市		健康福祉部健康政策課健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ セイサク カ ケンコウ シツ		宮本恵実子 ミヤモト メグミ ミ コ		088-684-1049		088-684-1336		1		kenkozukuri@city.naruto.lg.jp		0		1				1		1		4		6		407		388		1		0		1		6		1		11		423		417		1		0		1		6		1		11		423		417		1		0		3		6		3		11		428		402		1		0		3		6		3		11		428		402		389		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				1		0				1		問診票にて確認している モンシン ヒョウ カクニン		0		0				1		出生届時に周知用ちらしを配布している シュッセイトドケ ジ シュウチヨウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に健診結果、指導事項等が記入され市町村に返送される ジュシン ヒョウ ケンシン ケッカ シドウ ジコウ トウ キニュウ シチョウソン ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		1101		1435		福岡県		宮若市		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		塘 ツツミ		0949-55-6000		0949-52-1660		1		kenko@city.miyawaka.lg.jp		0		1				1		0		4		6		229		216		1		0		1		6		1		11		219		196		1		0		1		6		1		11		219		196		1		0		3		0		3		11		231		203		1		0		3		0		3		11		231		203		237		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等が開催する研修会に保健師が参加している。 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ ホケンシ サンカ

		1102		1437		福岡県		朝倉市		健康課 ケンコウ カ		立花ひろみ タチバナ		0946-22-8571		0946-23-0732		1		kenkou@city.asakura.lg.jp		0		1				1		0		4		99		433		432		1		0		1		6		99		99		449		438		1		0		1		6		99		99		449		438		1		0		3		*		*		*		461		457		1		0		3		*		*		*		461		456		429		17		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		相談時こどもノートを用いて指導している。 ソウダン ジ モチ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				1		医師、歯科医師の判定、検尿 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		1103		1564		大分県		杵築市		健康長寿あんしん課 ケンコウ チョウジュ カ		多賀野小津枝 タガ ノ コ ツ エ		0978-64-2540		0978-64-2541		1		kenkou@city.kitsuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		212		205		1		0		1		5		1		7		213		210		1		0		1		5		1		7		213		210		1		0		3		5		3		7		213		203		1		0		3		5		3		7		213		203		209		9		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		おやつやジュース等の摂取状況等確認し、歯科衛生士の重点指導内容を決定する。フッ化物塗布事業を継続している。 トウ セッシュ ジョウキョウ トウ カクニン シカ エイセイシ ジュウテン シドウ ナイヨウ ケッテイ カ ブツ トフ ジギョウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室等、機会がある時に実施 ニンプ キョウシツ トウ キカイ トキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後の母子担当者間のカンファレンス（月１回） ニュウヨウジ ケンシン ゴ ボシ タントウシャ カン ツキ カイ		0		0				1		５歳児相談会時にアンケートや保育園での聞き取り等で実施 サイ ジ ソウダンカイ ジ ホイクエン キ ト トウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		0		1		特別な場合のみ委託で、ほぼケースがない トクベツ バアイ イタク		0				0				0				0		1		説明会を医師・歯科医師を除くスタッフに行っている。実践的な内容というより、情報提供や考え方の統一等を行っている。 セツメイカイ イシ シカ イシ ノゾ オコナ ジッセンテキ ナイヨウ ジョウホウ テイキョウ カンガ カタ トウイツ トウ オコナ						1						1

		1104		1580		宮崎県		えびの市		健康保険課市民健康係 ケンコウ ホケン カ シミン ケンコウ カカリ		山之口市子 ヤマノグチ イチコ		0984-35-1111		0984-35-0653		2		ic-yamanokuchi@city.ebino.lg.jp		0		1				1		0		3		5		145		142		1		0		1		5		1		11		163		154		1		0		1		5		1		11		163		152		1		0		*		*		*		*		162		147		1		0		*		*		*		*		162		147		99		20		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健康教育（集団）で説明指導している。 ケンコウ キョウイク シュウダン セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1105		1524		熊本県		合志市		健康づくり課推進課健康推進班 ケンコウ カ スイシン カ ケンコウ スイシン ハン		太田真由美 オオタ マユミ		096-242-1183		096-348-5271		1		kenkou@city.koshi.lg.jp		0		1				1		0		4		6		659		652		1		0		1		8		1		11		713		696		1		0		1		8		1		11		713		696		1		0		3		3		3		11		757		742		1		0		3		3		3		11		757		742		684		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		指導内容の見直しに活用している シドウ ナイヨウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に次の健診までの発達過程について、保健指導している カク ケンシン ジ ツギ ケンシン ハッタツ カテイ ホケン シドウ		0		0				0				0		1		育てにくさを訴える親に対し、心理相談につなぎ評価している ソダ ウッタ オヤ タイ シンリ ソウダン ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		小学校就学前に心理相談の結果を学校に情報提供している ショウガッコウ シュウガクマエ シンリ ソウダン ケッカ ガッコウ ジョウホウ テイキョウ		0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		1106		1539		熊本県		嘉島町		町民課 チョウミン カ		城下尚子 シロシタ ナオコ		096-237-2574		096-237-2359		1		cyomin@town.kashima.kumamoto.jp		0		1				1		0		3		4		114		112		1		0		1		7		1		8		114		113		1		0		1		7		1		8		114		113		1		0		3		3		3		4		118		118		1		0		3		3		3		4		118		118		131		3		1		0		0		0				1		保健指導内容や対象者の反応、今後の支援方針等について随時（訪問実施後等） ホケン シドウ ナイヨウ タイショウシャ ハンノウ コンゴ シエン ホウシン トウ ズイジ ホウモン ジッシゴ トウ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発育・発達 ハツイク ハッタツ		0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				0		0		1		0				1		**		0				0				0		0										1				1

		1107		1601		鹿児島県		出水市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		立花 タチバナ		0996-63-2143		0996-62-2819		1		kenkou_c10@city.izumi.kagoshima.jp		0		1				1		0		4		5		485		467		1		0		1		6		2		0		512		503		1		0		1		6		2		0		512		503		1		0		3		6		4		0		517		490		1		0		3		6		4		0		517		490		459		276		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		次年度の指導内容の検討に歯科衛生士が結果を利用しているが、成果はあがらないので充分活用できているとはいえない ジネンド シドウ ナイヨウ ケントウ シカ エイセイシ ケッカ リヨウ セイカ ジュウブン カツヨウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診や６～７ヵ月相談時に事故予防の教育内容とあわせ、張ったウtの見通しについても伝えている。 ゲツ ケンシン ゲツ ソウダン ジ ジコ ヨボウ キョウイク ナイヨウ ハ ミトオ ツタ		0		0				0				1		0				1		妊娠中の（両親教室時）教室時に、抱き方の指導とともに揺さぶられ症候群の予防についても伝えている。 ニンシンチュウ リョウシン キョウシツ ジ キョウシツ ジ ダ カタ シドウ ユ ショウコウグン ヨボウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のアセスメント時と6か月後にフォロー状況の確認を行っている ケンシン ゴ ジ ゲツ ゴ ジョウキョウ カクニン オコナ		0		0				0				0		1		0				1		受診票の問診欄に記入枠あり。 ジュシン ヒョウ モンシン ラン キニュウ ワク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1108		1608		鹿児島県		霧島市		保健福祉部すこやか保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		中村真理子 ナカムラ マリコ		0995-42-1178		0995-43-0486		1		kiri-sukoyaka@po.mct.ne.jp		0		1				0		1		3		5		1218		1173		1		0		1		6		1		11		1256		1217		1		0		1		6		1		11		1256		1217		1		0		3		4		3		11		1281		1196		1		0		3		4		3		11		1281		1192		1324		25		0		0		0		1		アセスメントとまではいかないが、ハイリスク妊婦で妊娠期からの支援が必要な妊婦は地区担当保健師へつないでいる。 ニンプ ニンシン キ シエン ヒツヨウ ニンプ チク タントウ ホケンシ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		データを活用した健康教育、フッ化物洗口事業の評価等に活用 カツヨウ ケンコウ キョウイク カ ブツ センコウ ジギョウ ヒョウカ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月児育児教室時に教育している。 ゲツ ジ イクジ キョウシツ ジ キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		講師（心理士、ST、医師など）を呼んでの研修会 コウシ シンリシ イシ ヨ ケンシュウカイ		0				0		0								1

		1109		1649		沖縄県		宮古島市		生活環境部健康増進課平良保健センター セイカツ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ タイ リョウ ホケン		宮城由香 ミヤギ ユカ		0980-73-4572		0980-73-4992		2		yuka.m@city.miyakojm.lg.jp		0		2				1		0		3		5		529		507		1		0		1		5		1		6		599		565		1		0		1		5		1		6		599		555		1		0		3		5		3		6		623		577		1		0		3		5		3		6		623		566		602		28		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳幼児健診で、全員問診・保健指導を受けるようになっており、一人当たりあわせて10～30分はゆっくり相談できる体制があり、必要時には見通しを話している。 ニュウヨウジ ケンシン ゼンイン モンシン ホケン シドウ ウ ヒトリ ア フン ソウダン タイセイ ヒツヨウジ ミトオ ハナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		沖縄県小児保健協会が実施する研修へ必ず参加し、他のスタッフへ情報共有している。 オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウ カナラ サンカ ホカ ジョウホウ キョウユウ		0				0				0		0										1

		1110		1393		高知県		奈半利町		中芸広域連合　保健福祉課 チュウ ゲイ コウイキ レンゴウ ホケン フクシカ		大田 オオタ		0887-38-8212		0887-32-1016		1		chugei-hoken@helen.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		63		61		1		0		1		7		1		11		75		71		1		0		1		7		1		11		75		71		1		0		3		2		3		11		62		53		1		0		3		2		3		11		62		53		50		*		1		1		0		0				1		全妊婦に対して、初回面接後、事例検討を課内で実施し、評価。妊婦によって初回評価時期や継続評価時期が異なる。（必要性に応じて） ゼン ニンプ タイ ショカイ メンセツ ゴ ジレイ ケントウ カナイ ジッシ ヒョウカ ニンプ ショカイ ヒョウカ ジキ ケイゾク ヒョウカ ジキ コト ヒツヨウセイ オウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		３～４か月児健診で、運動や食事の発達過程を集団指導 ゲツ ジ ケンシン ウンドウ ショクジ ハッタツ カテイ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファレンスにおいて、健診場面の状況と、日頃の訪問等の支援の状況より、フォローアップの妥当性を検討している。 ケンシン ゴ ケンシン バメン ジョウキョウ ヒゴロ ホウモン トウ シエン ジョウキョウ ダトウセイ ケントウ		1		３歳児健診実施後、問診項目不通過の者等について療育機関で新版K式を実施し、発達を評価し支援について検討する。 サイジ ケンシン ジッシゴ モンシン コウモク フ ツウカ モノ トウ リョウイク キカン シンパン シキ ジッシ ハッタツ ヒョウカ シエン ケントウ		0		0		0				1		乳児一般健康診査受診票を一人２枚ずつ発行。その他、健診を医療機関に委託していない。受診票を活用した場合、支援の必要性について受診票に医療機関が記載。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ヒトリ マイ ハッコウ タ ケンシン イリョウ キカン イタク ジュシン ヒョウ カツヨウ バアイ シエン ヒツヨウセイ ジュシン ヒョウ イリョウ キカン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		248		宮城県		石巻市		健康部健康推進課母子保健グループ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン		久野敏美 クノ トシミ		0225-95-1111		0225-23-3618		1		ishelpromo@city.ishinomaki.lg.jp		1		1				*		*		3		4		1004		972		*		*		1		6		1		8		1034		999		*		*		1		6		1		8		1034		997		*		*		3		5		3		7		1097		1004		*		*		3		5		3		7		1097		1000		1056		154		1		0		0		0				1		月1回、特定妊婦選定会議 ツキ カイ トクテイ ニンプ センテイ カイギ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		虐待防止センター等関係機関への連絡 ギャクタイ ボウシ トウ カンケイ キカン レンラク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		全数へパンフレットを配布し、個別にフォローが必要な親子への説明は実施しているが、全数に対しての説明指導は行っていない。 ゼンスウ ハイフ コベツ ヒツヨウ オヤコ セツメイ ジッシ ゼンスウ タイ セツメイ シドウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		1110		1394		高知県		田野町										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1395		高知県		安田町										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1396		高知県		北川村										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1397		高知県		馬路村										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1111		505		埼玉県		加須市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		進藤里枝 シンドウ リエ		0480-73-3361		0480-73-5502		1		kenkou@city.kazo.lg.jp		0		1				*		*		3		6		696		657		*		*		1		6		1		11		779		708		*		*		1		6		1		11		779		708		*		*		3		4		3		11		918		837		*		*		3		4		3		11		918		832		733		82		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付や健診等、子育てに関する事業でチラシを配布し啓発している。 ボシ テチョウ コウフ ケンシン トウ コソダ カン ジギョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		平成26年度北埼玉医師会立メディカルセンタ―の臨床検査技師を招き、検尿について研修会を行った。 ヘイセイ ネンド キタサイタマ イシカイ リツ リンショウ ケンサ ギシ マネ ケンニョウ ケンシュウカイ オコナ		1		平成26年度北埼玉医師会立メディカルセンタ―の臨床検査技師を招き、検尿について研修会を行った。 ヘイセイ ネンド キタサイタマ イシカイ リツ リンショウ ケンサ ギシ マネ ケンニョウ ケンシュウカイ オコナ		0				0		0				1

		1112		448		栃木県		真岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ ガカリ		伊藤洋子 イトウ ヨウコ		0285-83-8121		0285-83-8619		1		kenkou@city.moka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		727		709		1		0		1		6		1		10		737		718		1		0		1		6		1		7		737		718		1		0		3		0		3		1		752		732		1		0		3		0		3		1		752		732		677		442		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月、3歳児健診、4歳児歯科健診でのう蝕保有率高いことにより、9ヵ月児健診での歯科衛生士導入による口腔衛生指導の強化とともに栄養士等による食習慣など栄養指導の強化。市内全保育所・幼稚園でのむし歯予防教室の実施。 サイ ゲツ サイジ ケンシン サイジ シカ ケンシン ショク ホユウリツ タカ ゲツ ジ ケンシン シカ エイセイシ ドウニュウ コウクウ エイセイ シドウ キョウカ エイヨウシ トウ ショクシュウカン エイヨウ シドウ キョウカ シナイ ゼン ホイク ショ ヨウチエン バ ヨボウ キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		出生時に独自に作成した「こどもの健康Book」配布し、乳児家庭全戸訪問時にその中の「子どもの発達の様子をもとに説明。乳幼児健診の中での確保はなし。 シュッショウ ジ ドクジ サクセイ ケンコウ ハイフ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ナカ コ ハッタツ ヨウス セツメイ ニュウヨウジ ケンシン ナカ カクホ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸家庭訪問にてパンフレットをもとに啓発 ニュウジ ゼンコ カテイ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**						1

		1113		1035		三重県		紀宝町		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		峪中千尋 タニ ナカ チヒロ		0735-32-3700		0735-32-3701		1		kenkou@town.kiho.lg.jp		0		1				1		1		4		4		79		79		1		0		1		6		1		8		94		94		1		0		1		6		1		8		94		91		*		*		3		6		3		8		91		87		*		*		3		6		3		8		91		87		85		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		各年齢ごとにう蝕保有者の生活習慣等を把握することで、次年度の対策に取り入れています。 カク ネンレイ ショク ホユウシャ セイカツ シュウカン トウ ハアク ジネンド タイサク ト イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレママ教室で指導している キョウシツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		就学までの間にフォローされていた児が、就学後どのように学校生活を送っているのかを小学校、教育委員会、幼稚園、保育所、保健師で共有できる機会を設けている。（H27年度より町内―小学校で開始した所です） シュウガク アイダ ジ シュウガク ゴ ガッコウ セイカツ オク ショウガッコウ キョウイク イインカイ ヨウチエン ホイク ショ ホケンシ キョウユウ キカイ モウ ネンド チョウナイ ショウガッコウ カイシ トコロ		1		0		0				0				1		0		0		0				1		1歳6ヵ月健診、3歳児健診で保健師が実施する発達検査問診項目についての研修会 サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン ホケンシ ジッシ ハッタツ ケンサ モンシン コウモク ケンシュウカイ		0				0				0		0								1						1

		1114		1064		京都府		京田辺市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		三井由美子 ミイ ユミコ		0774-64-1377		0744-63-5777		1		jido@kyotanabe.jp		0		1				*		*		3		5		570		566		*		*		1		6		1		8		657		604		*		*		1		6		1		8		657		604		*		*		3		6		3		8		711		619		*		*		3		6		3		8		711		619		498		8		1		0		0		0				1		実施した個別支援について、毎月ケース毎にシートにおとし、他の保健師と共有・意見交換をしている。 ジッシ コベツ シエン マイツキ ゴト タ ホケンシ キョウユウ イケン コウカン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1		家庭児童相談員につなぎ、必要性・緊急性に応じて家庭児童相談員が上司に報告する カテイ ジドウ ソウダンイン ヒツヨウセイ キンキュウセイ オウ カテイ ジドウ ソウダンイン ジョウシ ホウコク		1		う蝕罹患率を他市町村と比較しながら、また市民からの意見を反映させながら、集団歯科教室の内容を歯科衛生士と検討している。 ショク リカン リツ タ シチョウソン ヒカク シミン イケン ハンエイ シュウダン シカ キョウシツ ナイヨウ シカ エイセイシ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3ヵ月児健診で8ヵ月児頃もあでの発達過程を説明し、何か気になる事等あれば、６～7ヵ月頃に返送して頂くアンケートハガキに記入又は電話して頂くように伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ ナニ キ コト トウ ゲツ コロ ヘンソウ イタダ キニュウ マタ デンワ イタダ ツタ		0		0				0				1		0				1		パパママセミナー、赤ちゃん訪問時に啓発をしている アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				1		要精密検査者（医師・歯科医師の判定）の精検結果を管理し、陽性的中率を算出している ヨウ セイミツ ケンサ シャ イシ シカ イシ ハンテイ セイケン ケッカ カンリ ヨウセイ テキチュウリツ サンシュツ		0				0				0				0		0				0				0		1		現在、定期的な評価は行っていないが、各健診がスクリーニングとして適切かどうか検討し、内容（検診・問診の項目）を修正していきたい。 ゲンザイ テイキテキ ヒョウカ オコナ カク ケンシン テキセツ ケントウ ナイヨウ ケンシン モンシン コウモク シュウセイ		1		保育所・幼稚園等と連携し、気になること等は伝えて頂くようにしている。また、発達相談員と共に園に訪問し児の様子を確認し、必要に応じて園に助言をしたりその後の個別フォローにつなげている。 ホイク ショ ヨウチエン トウ レンケイ キ トウ ツタ イタダ ハッタツ ソウダンイン トモ エン ホウモン ジ ヨウス カクニン ヒツヨウ オウ エン ジョゲン ゴ コベツ		0		0		0				0				0		0		0		1		委託健診は実施していないが、通常の診療や予防接種時に気になる母児等いれば伝えて頂いている。 イタク ケンシン ジッシ ツウジョウ シンリョウ ヨボウ セッシュ ジ キ ボジ トウ ツタ イタダ		1		実践的な研修があればその情報を共有し、希望者が出席できる様調整している。 ジッセンテキ ケンシュウ ジョウホウ キョウユウ キボウシャ シュッセキ ヨウ チョウセイ		0				0				0		0								1				1		1

		1115		1738		政令市 セイレイシ		広島市		こども未来局こども・家庭支援課 ミライ キョク カテイ シエン カ		田口、丸本 タグチ マルモト		082-504-2623		082-504-2727		1		ko-shien@city.hiroshima.lg.jp		0		1				1		0		4		4		10967		10529		1		0		1		6		1		11		11301		10711		*		*		3		5		3		11		11593		10345		*		*		3		5		3		11		11593		10333		*		*		3		5		3		11		11593		10333		11415		*		1		0		0		0				1		個別ケースについて、適宜評価しながら支援している。 コベツ テキギ ヒョウカ シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診の保健指導の場合で、発達について気になる場合や親から相談があった場合には発達過程を説明する。 ニュウヨウジケンシン ホケン シドウ バアイ ハッタツ キ バアイ オヤ ソウダン バアイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診で配布するパンフレットに掲載している。 ニュウジ ケンシン ハイフ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個々のケースに関してフォローアップの結果どうだったのかということは評価している。 ココ カン ケッカ ヒョウカ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		聴覚発達研修会、発達障害研修会 チョウカク ハッタツ ケンシュウカイ ハッタツ ショウガイ ケンシュウカイ		1		聴覚発達研修会、発達障害研修会 チョウカク ハッタツ ケンシュウカイ ハッタツ ショウガイ ケンシュウカイ		0				0		0										1

		1116		659		東京都		西東京市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		野口かおり ノグチ		042-438-4037		042-422-7309		1		kenkou@city.nishitokyo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1571		1540		0		1		1		6		1		11		1542		1501		0		1		1		6		1		11		1547		1322		1		0		3		0		3		11		1684		1564		1		0		3		0		3		11		1684		1558		1604		227		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		・心理相談など、親子を支援、フォローするための次のステップへのつなぎ
・子ども家庭支援センターへの情報提供、状況確認 シンリ ソウダン オヤコ シエン ツギ コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ ジョウキョウ カクニン		1		1歳6か月児・3歳児健診等でのう蝕有病者率や歯科保健行動 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン トウ ショク ユウ ビョウ シャ リツ シカ ホケン コウドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣と生活リズム ショクシュウカン セイカツ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ファミリー学級にて ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記載欄がある ジュシン ヒョウ キサイ ラン		0		0		0		0				1		年2回、毎回テーマを決めて研修やグループワークを実施 ネン カイ マイカイ キ ケンシュウ ジッシ		1		年2回、毎回テーマを決めて研修やグループワークを実施 ネン カイ マイカイ キ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		1117		623		東京都		渋谷区		健康推進部地域保健課　母子保健・産前産後ケアセンター ケンコウ スイシン ブ チイキ ホケン カ ボシ ホケン サンゼン サンゴ		倉増康友 クラ マ ヤス トモ		03-3463-2049		03-5458-4978		1		boshi@city.shibuya.tokyo.jp		0		1				1		0		3		6		2021		1801		0		1		1		6		2		0		1810		1557		1		0		1		6		2		0		1810		1286		1		0		3		0		3		4		1638		1388		1		0		3		0		4		0		1638		1386		2571		27		0		0		1		0				0				1		0		特定妊婦把握時のみ実施 トクテイ ニンプ ハアク ジ ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活指導 セイカツ シドウ		0		0		0		1		0				1		集団指導で発達段階をたどって事故防止の指導を実施　※保健所のみ実施 シュウダン シドウ ハッタツ ダンカイ ジコ ボウシ シドウ ジッシ ホケン ショ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳児健診では実施していないが、パパママ入門学級や乳幼児全戸訪問の時に実施している。 ニュウジ ケンシン ジッシ ニュウモン ガッキュウ ニュウヨウジ ゼンコ ホウモン トキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1118		1635		鹿児島県		天城町		保健福祉センター ホケン フクシ		加納 カノウ		0997-85-4100		0997-85-4100		2		hosenta05@yui-amagi.com		0		1				*		*		3		5		41		39		*		*		1		6		1		11		49		49		*		*		1		6		1		11		49		49		*		*		3		6		3		11		51		48		*		*		3		6		3		11		51		48		44		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		若年の保護者なので育児支援をしてほしいなどの情報は、受診票に記載されます。 ジャクネン ホゴシャ イクジ シエン ジョウホウ ジュシン ヒョウ キサイ		0				0				0				1		0

		1119		171		北海道		鶴居村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		五十嵐　紫 イガラシ ユカリ		0154-64-2116		0154-64-2577		2		yukari_igarashi@vill.tsurui.lg.jp		0		1				1		1		3		5		21		18		1		0		1		6		1		11		13		12		1		0		1		6		1		11		13		12		*		*		3		0		3		11		15		15		*		*		3		0		3		11		15		15		24		0		1		0		0		0				*				*		*				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		スタッフによるカンファレンス		0		0				1		保育園入園後～就学前まで臨床発達心理士、保健師、保育士により継続支援し評価している ホイクエン ニュウエン ゴ シュウガクマエ リンショウ ハッタツ シンリ シ ホケンシ ホイク シ ケイゾク シエン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		1120		40		北海道		鹿部町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		盛田 モリタ		01372-7-5291		01372-7-3086		2		t-morita@town.shikabe.lg.jp		0		1				1		0		3		13		27		25		1		0		1		6		1		9		27		23		1		0		1		6		1		9		23		20		*		*		3		0		3		3		26		24		*		*		3		0		3		3		24		20		19		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		取組みしていない トリク		1		リーフレットを用いて、今後の発達段階について説明している。 モチ コンゴ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1121		72		北海道		上砂川町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		林　孔美 ハヤシ コウ ビ		0125-62-2011		0125-62-3773		1		kamisuna07@luck.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		17		14		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		3		0		3		11		15		13		1		0		3		0		3		11		13		13		12		1		1		1		0		0				*				*		*				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		年度末に実績会議を行い、課題をスタッフで共有し評価し次年度の活動計画に改善点を反映させている ネンドマツ ジッセキ カイギ オコナ カダイ キョウユウ ヒョウカ ジネンド カツドウ ケイカク カイゼンテン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもノートを活用（新生児期から6才までの発達が記載） コ カツヨウ シンセイジ キ サイ ハッタツ キサイ		0		0				1		全て（3,4ヵ月、6,7ヵ月、9,10ヵ月、12,13ヵ月、1.6歳、2歳、3歳児）の問診項目にあり変化をみていっている。 スベ ゲツ ゲツ ゲツ ゲツ サイ サイ サイ ジ モンシン コウモク ヘンカ		0		0				1		母子手帳を活用し、新生児訪問で ボシ テチョウ カツヨウ シンセイジ ホウモン		0		0				*				*				*				*				*		*				1		乳健後のカンファで評価の時期を確認し、担当保健師がフォローしている ニュウ ケン ゴ ヒョウカ ジキ カクニン タントウ ホケンシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		**		0				0				0		0				1				1

		1122		222		岩手県		一関市		子育て支援課母子保健係 コソダ シエン カ ボシ ホケン カカリ		菅原有紀 カン ハラ ユウ キ		0191-21-5409		0191-21-4656		1		kosodate@city.ichinoseki.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		778		750		1		0		1		6		1		11		809		794		1		0		1		6		1		11		809		794		1		0		3		5		3		11		872		872		1		0		3		5		3		11		872		872		725		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		0				1		健康教育等の実施の参考資料としている ケンコウ キョウイク トウ ジッシ サンコウ シリョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		リーフレットを配布している ハイフ		0		0				0				1		0				1		パンフレット等の配布 トウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に市での保健指導が必要な場合は記載してもらう ジュシン ヒョウ シ ホケン シドウ ヒツヨウ バアイ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		研修会への参加 ケンシュウカイ サンカ						1		1

		1123		1723		政令市 セイレイシ		仙台市		子供未来局子供育成部子育て支援課 コドモ ミライ キョク コドモ イクセイ ブ コソダ シエン カ		伊藤 イトウ		022-214-8189		022-214-8610		1		kod006160@city.sendai.jp		0		1				0		1		4		7		9275		8794		1		0		1		6		1		11		9562		9281		1		0		1		6		1		11		9562		9257		*		*		3		7		3		11		9294		8643		*		*		*		*		*		*		9294		8611		9985		257		1		0		0		0				1		要保護児童対策地域協議会を年3回実施し評価 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギ カイ ネン カイ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団でのミニ講話など シュウダン コウワ		0		0				0				1		0				1		3-4ヵ月児育児教室での講話 ゲツ ジ イクジ キョウシツ コウワ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各課ごとのレビューなど カクカ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の結果を連絡票としてもらっている ニュウジ ケンシン ケッカ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				1		全国の研修会へ派遣し、報告会を実施 ゼンコク ケンシュウカイ ハケン ホウコク カイ ジッシ		1		各課の判断により必要に応じ実施 カクカ ハンダン ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		0								1		1

		1124		328		山形県		舟形町		税務福祉課健康介護班 ゼイム フクシカ ケンコウ カイゴ ハン		原田真由美 ハラダ マユミ		0233-32-2111		0233-32-2117		2		haramayu@town.funagata.yamagata.jp		1		1				1		0		3		4		23		23		1		0		1		5		1		9		40		40		1		0		1		5		1		9		40		40		1		0		3		2		3		5		26		26		1		0		3		2		3		5		26		26		22		4		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		1歳６ヵ月以降はしているが（サポートシートなど利用しながら）、乳児期の必要性を感じ準備中である。 サイ ゲツ イコウ リヨウ ニュウジキ ヒツヨウセイ カン ジュンビチュウ		0				0		1		みんなでカンファレンスをして、話し合ってはいるが、評価方法等を決めているわけではない。 ハナ ア ヒョウカ ホウホウ トウ キ		1		新生児訪問時にリーフレットを配布し説明 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				1		県や保健所等での研修の機会等あれば参加 ケン ホケン ショ トウ ケンシュウ キカイ トウ サンカ		0				0				0		0												1		1

		1125		392		福島県		大熊町		保健センター ホケン		大矢沙和 オオヤ シャ ワ		0242-26-3844		0242-26-3793		1		hoken-center@town.okuma.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		94		88		1		0		1		7		1		11		123		115		1		0		1		7		1		11		123		115		1		0		3		0		3		11		116		89		1		0		3		0		3		11		116		89		79		3		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		東日本大震災・原発事故による避難のため、避難先の市町村に健診を依頼している状況であり、避難先の市町村によって異なっている。 ヒガシ ニホン ダイシンサイ ゲンパツ ジコ ヒナン ヒナンサキ シチョウソン ケンシン イライ ジョウキョウ ヒナンサキ シチョウソン コト		0				0				0				1		1		震災による避難のため、健診を実施していない。 シンサイ ヒナン ケンシン ジッシ		1

		1126		503		埼玉県		所沢市		保健センター健康づくり支援課 ホケン ケンコウ シエン カ		美甘有利恵 ビ アマ ユウ リエ		04-2991-1813		04-2995-1178		1		b9911813@city.tokorozawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		3		3		3		11		*		*		1		0		3		3		3		11		*		*		2970		66		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		１歳６か月児健診の歯科相談の内容をかえて対象者を増やし対応している。 サイ ゲツ ジ ケンシン シカ ソウダン ナイヨウ タイショウシャ フ タイオウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		結果説明（保健指導）の際に行っている ケッカ セツメイ ホケン シドウ サイ オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診プロジェクトチームを立ち上げ、毎年健診内容全般の見直しを行っている ニュウヨウジ ケンシン タ ア マイトシ ケンシン ナイヨウ ゼンパン ミナオ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		同日に年１回開催。又、年度末に業務説明会を実施。マニュアル等を用いて変更点などの説明をおこなっている。 ドウジツ ネン カイ カイサイ マタ ネンドマツ ギョウム セツメイカイ ジッシ トウ モチ ヘンコウテン セツメイ		1		同日に年１回開催。又、年度末に業務説明会を実施。マニュアル等を用いて変更点などの説明をおこなっている。 ドウジツ ネン カイ カイサイ マタ ネンドマツ ギョウム セツメイカイ ジッシ トウ モチ ヘンコウテン セツメイ		0				0		1		年２回、医師講習会を実施。 ネン カイ イシ コウシュウカイ ジッシ						1

		1127		612		東京都		中央区		福祉保健部健康推進課予防係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ヨボウ カカリ		相川真凛 アイカワ シン リン		03-3541-5930		03-3546-9554		1		kenko_01@city.chuo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1818		1638		0		1		1		6		1		11		1639		1451		1		0		1		6		1		11		1639		1164		1		0		3		0		3		11		1429		1195		1		0		3		0		3		11		1429		1195		2210		863		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健診結果、保健行動（アンケート）を評価し活用している。 ケンシン ケッカ ホケン コウドウ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		年２回「要支援家庭の支援検討・連絡会」を実施して、要支援家庭の把握や支援の評価をしている。 ネン カイ ヨウシエン カテイ シエン ケントウ レンラクカイ ジッシ ヨウシエン カテイ ハアク シエン ヒョウカ		0				0		1		妊娠届出時に交付している母子健康手帳による周知を図っている。 ニンシン トドケデ ジ コウフ ボシ ケンコウ テチョウ シュウチ ハカ		0				0				1		歯科健診マニュアル作成、歯科医師研修（カリブレーション）の実施 シカ ケンシン サクセイ シカ イシ ケンシュウ ジッシ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		受診票の提出によって、対象者の受診結果を把握し、保健指導の参考としている。 ジュシン ヒョウ テイシュツ タイショウシャ ジュシン ケッカ ハアク ホケン シドウ サンコウ		1		要支援家庭の支援検討会（保健所、保健センターにて実施）、母子保健研修（東京都） ヨウシエン カテイ シエン ケントウ カイ ホケン ショ ホケン ジッシ ボシ ホケン ケンシュウ トウキョウト		1		要支援家庭の支援検討会 ヨウシエン カテイ シエン ケントウカイ		1		歯科医師会研修、歯科大学内研修を実施している シカ イシ カイ ケンシュウ シカ ダイガク ナイ ケンシュウ ジッシ		0		1		新生児訪問等、区事業での実績があり区保健師との連携がとりやすい助産師等に従事依頼をしている。 シンセイジ ホウモン トウ ク ジギョウ ジッセキ ク ホケンシ レンケイ ジョサンシ トウ ジュウジ イライ						1		1		1

		1128		642		東京都		町田市		町田市保健所保健予防課 マチダシ ホケンジョ ホケン ヨボウカ		菊地美賀子 キクチ ミ ガ コ		042-725-5127		042-725-5198		1		hoken030@city.machida.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		3001		2919		0		1		1		6		1		11		3231		2972		1		0		1		6		1		11		3231		2856		1		0		3		0		3		11		3511		3172		1		0		3		0		3		11		3511		3172		3141		116		0		1		0		0				1		ハイリスク妊婦のリストを作成し、フォロー状況を管理。年度まとめにおいて全体評価 ニンプ サクセイ ジョウキョウ カンリ ネンド ゼンタイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集計した内容を地域診断や配布物に応用 シュウケイ ナイヨウ チイキ シンダン ハイフ ブツ オウヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問でちらし配布、乳健の集団指導で発育発達説明 シンセイジ ホウモン ハイフ ニュウ ケン シュウダン シドウ ハツイク ハッタツ セツメイ		0		0				1		事例検討 ジレイ ケントウ		0		0				1		母親学級にてビデオ上映 ハハオヤ ガッキュウ ジョウエイ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				1		視力・聴力検査、医師の判定 シリョク チョウリョク ケンサ イシ ハンテイ		0		0				1		健診後のカンファレンス等でアセスメント ケンシン ゴ トウ		0		0				0				0		1		0				1		６・９健や1.6健の医師レセプトからフォローあり ケン ケン イシ		0		0		0						1		心理相談員による発達研修 シンリ ソウダンイン ハッタツ ケンシュウ		1		虐待研修 ギャクタイ ケンシュウ		0				0		0								1		1		1

		1129		649		東京都		福生市		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		酒谷玲子 サカタニ レイコ		042-552-0061		042-530-5324		1		f-kenkou@city.fussa.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		427		411		1		0		1		6		1		11		44		409		1		0		1		6		1		11		441		409		1		0		3		0		3		11		403		377		1		0		3		0		3		11		403		375		491		190		1		0		0		0				1		毎月１回、前月分の妊娠届出要フォロー者のカンファレンスを行っており、フォローの進歩状況を確認している。 マイツキ カイ ゼンゲツブン ニンシン トドケデ ヨウ シャ オコナ シンポ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		マニュアルはないが、健診診察医やスタッフに情報提供をし、子家庭へつなぐようにしている。 ケンシン シンサツ イ ジョウホウ テイキョウ コ カテイ		0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		育児教室で成長発達について説明をしています。ただ育児教室は定員の限られている事業の為、全員にはできていません。 イクジ キョウシツ セイチョウ ハッタツ セツメイ イクジ キョウシツ テイイン カギ ジギョウ タメ ゼンイン		0		0				0				1		0				1		両親学級で行っています。 リョウシン ガッキュウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別に電話かけ等でフォローしている。 コベツ デンワ トウ		0				0		0		1		必要なケースは教育相談につないだり、個別に電話かけをしたりしている。 ヒツヨウ キョウイク ソウダン コベツ デンワ		0				0		0		0		1		連携する仕組みはないが、病院によっては常に情報提供をしてくれる所はある。 レンケイ シク ビョウイン ツネ ジョウホウ テイキョウ トコロ		0				0				0				0		1		都で行われる母子研修等に希望者が参加している。 ト オコナ ボシ ケンシュウ トウ キボウシャ サンカ

		1130		874		長野県		小布施町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島利香 オオシマ リカ		026-214-9107		026-247-3113		1		kenkou@town.obuse.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		69		65		1		0		1		6		1		9		71		63		1		0		1		6		1		9		71		63		1		0		3		0		3		4		81		74		1		0		*		*		3		4		81		74		84		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの時間をきめているか ジカン		0		0		1		0		0				1		デンバー式発達の票を保護者と確認している。 シキ ハッタツ ヒョウ ホゴシャ カクニン		0		0				0				0		1		継続的なフォロー実施 ケイゾクテキ ジッシ		1		出生時に配布する資料に掲載 シュッショウ ジ ハイフ シリョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼保育園保健師が訪問し確認している。 ヨウ ホイクエン ホケンシ ホウモン カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0						1				1				1

		1131		904		岐阜県		笠松町		住民福祉部福祉健康課 ジュウミン フクシ ブ フクシ ケンコウ カ		林　恵理子 ハヤシ エリコ		058-388-7171		058-388-5955		1		fukushilg@town.kasamatsu.lg.jp		0		1				*		*		3		4		214		208		*		*		1		6		1		7		223		219		*		*		1		6		1		7		223		219		*		*		3		0		3		1		187		173		*		*		3		0		3		1		187		173		245		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		1		担当課へ連絡 タントウカ レンラク		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児健診時に集団指導している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診後にフォロー必要な児について情報共有している。 ケンシン ゴ ヒツヨウ ジ ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		ことばの教室、保育所との情報共有、その後の様子見ている。 キョウシツ ホイク ショ ジョウホウ キョウユウ ゴ ヨウス ミ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等で実施している研修会へ参加している ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0												1		1

		1132		1010		三重県		松阪市		健康ほけん部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		森　君代 モリ キミ ヨ		0598-23-1364		0598-26-4951		2		k.mori@city.matsusaka.mie.jp		1		1				0		1		4		11		1312		1268		1		0		1		6		2		0		1362		1326		1		0		1		6		2		0		1362		1326		1		0		3		6		4		0		1419		1392		1		0		3		6		4		0		1419		1384		1442		290		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康づくり計画の数値目標で評価し事業計画に反映している。 ケンコウ ケイカク スウチ モクヒョウ ヒョウカ ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		名称：乳児健診部会　松阪管内市町と医師会（小児科）とのケース検討会 メイショウ ニュウジ ケンシン ブカイ マツザカ カンナイ シチョウ イシカイ ショウニカ ケントウカイ		0		0		0		0				1		**		0				0				0		0								1

		1133		1048		滋賀県		日野町		福祉課保健担当（日野町保健センター） フクシカ ホケン タントウ ヒノ マチ ホケン		落合 オ ア		0748-52-6574		0748-52-6503		1		hoken@town.shiga-hino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		178		177		1		0		1		6		1		6		163		161		1		0		1		6		1		6		163		161		1		0		3		6		3		6		179		174		1		0		3		6		3		6		179		174		190		15		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科の保健指導の方法等について検討できている。 シカ ホケン シドウ ホウホウ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		個別の保健指導で、各保健師の対応の中で話をしている。 コベツ ホケン シドウ カク ホケンシ タイオウ ナカ ハナシ		0				1		0				1		（妊娠期の）両親教室にて、児が泣いたときの対応、乳幼児揺さぶられ症候群についての話をしている。 ニンシン キ リョウシン キョウシツ ジ ナ タイオウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン ハナシ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		1		保健師の気づきにて随時見直し ホケンシ キ ズイジ ミナオ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		滋賀県立小児保健医療センター主催の「乳幼児健診従事者研修」への参加をしている。対象者は主に常勤従事者。 シガケンリツ ショウニ ホケン イリョウ シュサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジ シャ ケンシュウ サンカ タイショウシャ オモ ジョウキン ジュウジシャ						1		1		1

		1134		1719		中核市 チュウカクシ		大分市		大分市保健所健康課 オオイタシ ホケンジョ ケンコウ カ		森山慶子 モリヤマ ケイコ		097-536-2516		097-532-3250		1		kenko2@city.oita.oita.jp		0		1				0		1		3		4		4362		4224		1		0		1		5		1		11		4492		4279		1		0		1		5		1		11		4492		4278		1		0		3		3		3		11		4552		4302		1		0		3		3		3		11		4552		4299		4468		1074		1		0		0		0				1		毎月事例検討を行い、その中で評価している。 マイツキ ジレイ ケントウ オコナ ナカ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子小委員会の中で報告し、新たな事業について検討 ボシ ショウ イインカイ ナカ ホウコク アラ ジギョウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児健診は医療機関委託の為指導していると思うが、どの程度か不明なところもある。1.6健、3健においては対応する保健師により説明に差が生じている。 ニュウジ ケンシン イリョウ キカン イタク タメ シドウ オモ テイド フメイ ケン ケン タイオウ ホケンシ セツメイ サ ショウ		0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				0		1								1		1

		1135		1148		兵庫県		神河町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		丸尾計子 マル オ ケイ コ		0790-32-1540		0790-31-2800		1		kenkou_fukusi@town.kamikawa.hyogo.jp		0		1				*		*		3		4		*		*		*		*		1		6		1		8		*		*		*		*		3		2		3		3		*		*		*		*		3		2		3		4		*		*		*		*		3		2		3		4		*		*		63		5		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母親教室、乳幼児相談にて乳児期の発達を指導 ハハオヤ キョウシツ ニュウヨウジ ソウダン ニュウジキ ハッタツ シドウ		0		0				0				1		0				1		思春期保健事業、母親教室で助産師による健康教育 シシュンキ ホケン ジギョウ ハハオヤ キョウシツ ジョサンシ ケンコウ キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		巡回訪問事業でチェックリストで評価 ジュンカイ ホウモン ジギョウ ヒョウカ		1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		1136		1177		奈良県		上牧町		生き活き対策課 イ イ タイサク カ		桂 カツラ		0745-79-2020		0745-79-2021		1		iki-iki.town.kanmaki@tiara.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		114		112		1		0		1		8		1		11		121		112		1		0		1		8		1		11		121		112		1		0		3		6		3		11		134		114		1		0		3		6		3		11		134		114		116		18		1		0		0		1		役場出張所で母子手帳を発行した場合、保健師のもとへ妊娠届出書が届くまでに少し日数がかかるが、届いた時点で保健師がアセスメントを行っている。 ヤクバ シュッチョウ ショ ボシ テチョウ ハッコウ バアイ ホケンシ ニンシン トドケデショ トド スコ ニッスウ トド ジテン ホケンシ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2歳半頃に歯科検診を実施し、その場で無料でフッ素塗布を行っている。（イオン導入器orジェル塗布） サイ ハン コロ シカ ケンシン ジッシ バ ムリョウ ソ トフ オコナ ドウニュウ キ トフ		0		1		0		0		0				1		乳児全戸訪問、電話相談、乳幼児健診の場で子どもの発達過程について個別で説明指導している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン デンワ ソウダン ニュウヨウジ ケンシン バ コ ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問で実施している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前に関係者が集まり会議を開催し、ケース内容を共有している。 シュウガクマエ カンケイシャ アツ カイギ カイサイ ナイヨウ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県などが開催している研修に積極的に参加している。 ケン カイサイ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0										1				1

		1137		1201		和歌山県		かつらぎ町		やすらぎ対策課衛生係 タイサク カ エイセイ カカリ		木村晃子 キムラ アキコ		0736-22-0300		0736-22-2940		1		eisei@town.katsuragi.wakayama.jp		0		1				1		0		4		4		117		114		1		0		1		6		1		7		133		127		1		0		1		6		1		7		133		127		1		0		3		6		3		7		122		108		1		0		3		6		3		7		122		108		121		3		1		0		0		0				0				0		1		H27年度から、ハイリスク妊婦を養育支援事例としてケース検討会を開催、対応について保健師間で共有している。 ネンド ニンプ ヨウイク シエン ジレイ ケントウカイ カイサイ タイオウ ホケンシ カン キョウユウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		虐待の疑いを把握した場合、虐待担当者に連絡し、要保護児童としてケース化し、継続してフォローする。 ギャクタイ ウタガ ハアク バアイ ギャクタイ タントウシャ レンラク ヨウホゴ ジドウ カ ケイゾク		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診において、保健師が個別に発達をみて発達の過程について説明している。 ケンシン ホケンシ コベツ ハッタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時に予防チラシを配布 ニンシン トドケデ ジ ヨボウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		個々のケースとして把握しているが、全体として把握し評価できていない。 ココ ハアク ゼンタイ ハアク ヒョウカ		*				*		*		*		*				1		乳幼児健診における発達のみかたや保健指導に生かすため保健師を対象に発達についての研修を開催している。 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ ホケン シドウ イ ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウ カイサイ		0				0				0		0

		1138		1269		岡山県		真庭市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		梶岡亘子 カジ オカ ノブ コ		0867-42-1050		0867-42-1388		1		kksuishin@city.maniwa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		337		327		1		0		1		6		1		8		343		328		1		0		1		6		1		8		343		328		1		0		3		6		3		8		348		320		1		0		3		6		3		8		348		320		347		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		H27年度、9～10ヵ月、1.6歳児健診時、歯科保健に関するアンケートをとり、う歯予防事業の評価を行っている。 ネンド ゲツ サイ ジ ケンシン ジ シカ ホケン カン ハ ヨボウ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				0		1		統一はできていないが、新生児訪問（全数）、乳幼児健診時、説明している。 トウイツ シンセイジ ホウモン ゼンスウ ニュウヨウジ ケンシン ジ セツメイ		*				*		*				1		新生児訪問（全数）、乳児健診時など シンセイジ ホウモン ゼンスウ ニュウジ ケンシン ジ		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1		ケース会議、連絡会議等で実施している。現在、トータルライフ支援プログラムを関係機関で構築中。 カイギ レンラク カイギ トウ ジッシ ゲンザイ シエン カンケイ キカン コウチクチュウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		市内保健師会・栄養士会等で研修の機会を設けている。 シナイ ホケンシ カイ エイヨウシ カイ トウ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0								1						1

		1139		1189		奈良県		上北山村		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		濱野　知美 ハマノ トモミ		07468-3-0380		07468-2-0209		2		hamano@vill.kamikitayama.nara.jp		0		1				1		0		3		5		1		1		1		0		1		6		1		10		2		2		1		0		1		6		1		10		2		2		1		0		3		6		3		10		1		1		1		0		3		6		3		10		1		1		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1		現在は３歳児までう歯が０のため新規事業は行っていないが、歯科衛生士による保健指導は継続する。等、次年度の取組内容を決定している。 ゲンザイ サイジ ハ シンキ ジギョウ オコナ シカ エイセイシ ホケン シドウ ケイゾク トウ ジネンド トリクミ ナイヨウ ケッテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時の月齢から半年先までの発達過程を説明している。 ケンシン ジ ゲツレイ ハントシ サキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		保健指導時に説明 ホケン シドウ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		0

		1140		186		青森県		平内町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木下　加奈子 キノシタ カナコ		017-755-2114		017-755-2145		2		kinoshita-kanako@town.hiranai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		55		54		1		0		1		6		1		9		58		56		1		0		1		6		1		9		58		56		1		0		3		2		3		5		61		54		1		0		3		2		3		5		61		54		57		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月児健診で、６か月児から１歳児頃に到達する発達過程を説明指導すること。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ サイ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1141		708		新潟県		十日町市		市民福祉部健康づくり推進課母子保健係 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン ガカリ		岩崎美奈、入田知子 イワサキ ミナ イリタ トモコ		025-757-9759		025-757-3800		1		t-kenko@city.tokamachi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		368		355		1		0		1		6		2		0		382		374		1		0		1		6		2		0		382		374		1		0		3		6		4		0		432		420		1		0		3		6		4		0		432		419		364		111		0		1		0		0				1		要対協と協力して個別支援の進歩管理を実施している ヨウ タイ キョウ キョウリョク コベツ シエン シンポ カンリ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		う蝕の有病率の経年経過をみながら次年度の健診や教室の健康教育、歯科医師会との打合せに活用している ショク ユウビョウリツ ケイネン ケイカ ジネンド ケンシン キョウシツ ケンコウ キョウイク シカ イシ カイ ウチアワ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４ヶ月健診で、１歳頃までの発達過程を説明している。 ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		問診票の児の項目と親の項目を同一シートに示すことで、リスクの高い親子を早期に把握し、事後フォローを行う。事後の対応について、担当が確認している。 モンシン ヒョウ ジ コウモク オヤ コウモク ドウイツ シメ タカ オヤコ ソウキ ハアク ジゴ オコナ ジゴ タイオウ タントウ カクニン		0		0				1		赤ちゃん訪問時、チラシを用いて啓発している。 アカ ホウモン ジ モチ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師の判定(精検結果） イシ ハンテイ セイケン ケッカ		0				0		1		年度ごとに件数や内容をまとめ、傾向を確認している。 ネンド ケンスウ ナイヨウ ケイコウ カクニン		0				0		1		健診後のカンファレンスで、各専門職の見立てに基づきプランを立てフォローを行っている。発達支援センターや保育園等と連携して支援を実施している。 ケンシン ゴ カクセンモン ショク ミタ モト タ オコナ ハッタツ シエン ホイクエン ナド レンケイ シエン ジッシ		0				0		0		1		発達障がいを疑うケースは、発達支援センターに引き継ぎ、支援が途切れていないか確認している。支援内容を共有している。 ハッタツ ショウ ウタガ ハッタツ シエン ヒ ツ シエン トギ カクニン シエン ナイヨウ キョウユウ		0				0		0		1		0				1		問診や指導についての研修。NPプログラムについて。 モンシン シドウ ケンシュウ		1		感染症への対応について カンセンショウ タイオウ		0				0		0

		1142		761		石川県		穴水町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		関　敦子 セキ アツコ		0768-52-3589		0768-52-3320		1		hoken@town.anamizu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		25		25		1		0		1		6		1		8		28		28		1		0		1		6		1		8		28		28		1		0		3		1		3		5		34		34		1		0		3		1		3		5		34		34		29		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット等利用して トウ リヨウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレット等で アカ ホウモン ジ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		連絡会等を通して関係機関と検討している レンラクカイ トウ トオ カンケイ キカン ケントウ		0				0		0		1		就学前に連絡会を実施(保育所の訪問を通し、支援結果等含め小学校との） シュウガクマエ レンラクカイ ジッシ ホイク ショ ホウモン トオ シエン ケッカ トウ フク ショウガッコウ		0				1		0		0		0				1		**		0				0				0		0

		1143		1023		三重県		菰野町		子ども家庭課 コ カテイ カ				059-391-1124		059-394-3423		1		kodomo@town.komono.mie.jp		0		1				*		*		3		6		306		283		*		*		1		4		1		7		380		350		*		*		1		4		1		7		380		350		*		*		3		4		3		7		412		384		*		*		3		4		3		7		412		384		321		*		1		1		0		0				1		課内で月２回の検討会を実施。年４回、他機関を交えて検討会を実施。 カナイ ツキ カイ ケントウカイ ジッシ ネン カイ タ キカン マジ ケントウカイ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にリーフレットを配布、母親学級で啓発 アカ ホウモンジ ハイフ ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		地域への情報提供は実施しているが、評価には至っていない。 チイキ ジョウホウ テイキョウ ジッシ ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				1		県主催等の研修会へ参加・内部でテーマを決めて研修会を実施している。 ケン シュサイ トウ ケンシュウカイ サンカ ナイブ キ ケンシュウカイ ジッシ		1		**		0				0		0

		1144		1296		広島県		府中町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		高下 タカシタ		082-286-3258		082-286-3262		1		kenkousuishinka@town.fuchu.hiroshima.jp		0		1				0		1		*		*		624		143		1		0		1		6		1		11		561		523		1		0		1		6		1		11		523		522		1		0		3		0						497		470		1		0		3		0						470		469		556		33		1		0		0		0				1		月に１度ケースカンファレンス ツキ ド		0		0				1		0		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		町の妊婦教室にてDVDを使用し啓発している。 マチ ニンプ キョウシツ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師・保育士のみを対象として、保健指導・保健相談の見直しやフォロー教室を兼ねた研修を行っている。 ホケンシ ホイク シ タイショウ ホケン シドウ ホケン ソウダン ミナオ キョウシツ カ ケンシュウ オコナ

		1145		539		埼玉県		越生町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		石川　綾乃 イシカワ アヤノ		049-292-5505		049-292-5623		1		hokencenter@town.ogose.saitama.jp		0		1				*		*		4		7		62		61		*		*		1		6		1		9		74		73		*		*		1		6		1		9		74		73		*		*		3		4		3		8		70		68		*		*		3		4		3		8		70		68		55		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に啓発 シンセイジ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10001		126		北海道		佐呂間町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		渡辺亜希子 ワタナベ アキコ		01587-2-1212		01587-2-3368		*		*		*		*				1		0		3		4		27		27		1		0		1		6		1		8		39		39		1		0		1		6		1		8		39		39		1		0		3		0		3		4		45		45		1		0		3		0		3		4		45		45		31		2		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		・フッ素塗布の推進に向けてハガキ等の勧奨・乳児期のおやつ（ボーロやウエハース）が歯に及ぼす影響についてパンフレットによる啓発。・歯間ブラシの配布 ソ トフ スイシン ム トウ カンショウ ニュウジキ ハ オヨ エイキョウ ケイハツ ハ アイダ ハイフ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				0		1		十分な指導機会は確保していないが、今年度より（平成27年度）乳児期～幼児期の発達過程表を保護者にも意識してもらえるような表を渡している。 ジュウブン シドウ キカイ カクホ コンネンド ヘイセイ ネンド ニュウジキ ヨウジキ ハッタツ カテイ ヒョウ ホゴシャ イシキ ヒョウ ワタ		0				0		1		３～４か月健診のアンケートで育てにくさについて聞いてはいるが、それも評価していない。 ゲツ ケンシン ソダ キ ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道内で実施している母子等の研修には参加できるよう予算は取っている。 ドウナイ ジッシ ボシ トウ ケンシュウ サンカ ヨサン ト		0				0				0		0

		10002		362		福島県		北塩原村		住民課 ジュウミンカ		厚美隆行 アツミ タカユキ		0241-28-3733		0241-28-3733		1		hoken02@vill.kitashiobara.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		10		10		1		0		1		6		1		8		10		10		1		0		1		6		1		8		10		10		1		0		3		5		3		8		24		20		1		0		3		5		3		8		24		20		19		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		必要に応じてしているが、全対象者には実施していない ヒツヨウ オウ ゼン タイショウシャ ジッシ		0				1		0				0				0		1		全対象者に実施していないが必要に応実施。また、会場等にポスターを掲示 ゼン タイショウシャ ジッシ ヒツヨウ オウ ジッシ カイジョウトウ ケイジ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		10003		404		茨城県		龍ヶ崎市		健康増進課母子保健グループ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン		松本春生 マツモト ハルオ		0297-64-1039		0297-64-5027		1		kenko@city.ryugasaki.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		6		527		518		1		0		1		6		1		11		542		535		1		0		1		6		1		11		544		535		1		0		3		5		3		11		592		554		1		0		3		5		3		11		592		553		557		155		1		1		0		0				0				0		1		必要に応じてｹｰｽ検討を行い、支援内容について確認し、今後の方向性を決定しています。 ヒツヨウ オウ ケントウ オコナ シエン ナイヨウ カクニン コンゴ ホウコウセイ ケッテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係課に連絡している カンケイ カ レンラク		1		問診項目より、う蝕の原因となる生活習慣を把握し、改善できるようリーフレットを選定し配るなど モンシン コウモク ショク ゲンイン セイカツ シュウカン ハアク カイゼン センテイ クバ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		妊婦教室（DVD)、赤ちゃん訪問（リーフレット）、BCG集団予防接種（DVD)の際に啓発 ニンプ キョウシツ アカ ホウモン シュウダン ヨボウ セッシュ サイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援調査委員会で情報を共有し、就学支援につなげている キョウイク シエン チョウサ イインカイ ジョウホウ キョウユウ シュウガク シエン		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		10004		463		栃木県		高根沢町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		鈴木麻衣 スズキ マイ		028-675-4559		028-675-6999		2		masuzuki@town.takanezawa.tochigi.jp		0		1				1		0		4		*		254		251		1		0		1		6		1		11		228		226		1		0		1		6		1		11		228		226		1		0		3		0		3		11		256		252		1		0		3		0		3		11		256		252		281		5		0		0		0		1		妊婦アンケート ニンプ		1				0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		結果をふまえ、次年度の事業の継続や新規事業検討の必要性の有無を判断する上で活用している ケッカ ジネンド ジギョウ ケイゾク シンキ ジギョウ ケントウ ヒツヨウセイ ウム ハンダン ウエ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		対象への電話、訪問、面接等でその後の状況を確認。判定の適否等については随時ｽﾀｯﾌ間で共有し検討している タイショウ デンワ ホウモン メンセツ トウ ゴ ジョウキョウ カクニン ハンテイ テキヒ トウ ズイジ カン キョウユウ ケントウ		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10005		1725		政令市 セイレイシ		千葉市		健康福祉局健康部健康支援課母子保健班 ケンコウ フクシキョク ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン ハン		金田美恵 カナダ ミエ		043-238-9925		043-238-9946		1		shien.boshi@city.chiba.lg.jp		0		1				1		1		2		11		15452		13099		1		1		1		7		1		11		8104		7725（集団） シュウダン		1		0		1		7		1		11		8104		7724		1		1		3		5		3		11		8307		7778(集団） シュウダン		1		0		3		5		3		11		8305		7743		8025		1351		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		虐待の疑いも含め健診事後カンファレンスで支援方針を検討することになっている。虐待に特化したマニュアルや取り決めは無い ギャクタイ ウタガ フク ケンシン ジゴ シエン ホウシン ケントウ ギャクタイ トッカ ト キ ナ		1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1		・予防啓発用ＤＶＤを産院に配布。・母親＆父親学級時に周知（予防啓発用ＤＶＤ視聴）・母子健康手帳別冊や乳児家庭全戸訪問時に配布する冊子に記載 ヨボウ ケイハツヨウ サンイン ハイフ ハハオヤ チチオヤ ガッキュウ ジ シュウチ ヨボウ ケイハツ ヨウ シチョウ ボシ ケンコウ テチョウ ベッサツ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ サッシ キサイ		0		0				0				0				0				0				0		1		医師、歯科医師の判定、検尿、精検表の診断結果など、結果の確認・集計はしているが、評価未実施 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ セイ ケン ヒョウ シンダン ケッカ ケッカ カクニン シュウケイ ヒョウカ ミジッシ		0				1		0				0				0		0		1		評価するため、評価指標等を検討予定 ヒョウカ ヒョウカ シヒョウ トウ ケントウ ヨテイ		0				1		0		0		0				1		問診項目を変更したとき等、必要に応じて実施。保護者への問診方法（ロールプレイ）二次質問について等 モンシン コウモク ヘンコウ トウ ヒツヨウ オウ ジッシ ホゴシャ モンシン ホウホウ ニジ シツモン ナド		1		１に同じ オナ		1		医師、歯科医師会に研修を委託している イシ シカ イシ カイ ケンシュウ イタク		0		0

		10006		667		東京都		神津島村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		北原 キタハラ		04992-8-0010		04992-8-7256		2		kenkou@vill.kouzushima.tokyo.jp		0		1				1		1		3		4		14		14		1		0		1		6		1		7		20		19		1		0		1		6		1		7		20		19		1		0		3		0		3		1		14		14		1		0		3		0		3		1		14		14		20		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		子育て相談（個別）にて助言 コソダ ソウダン コベツ ジョゲン		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットにて説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		10007		679		神奈川県		三浦市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		江原桂子 エバラ ケイコ		046-882-1111(内線３３８） ナイセン		046-881-0148		1		hoken0701@city.miura.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		99		224		221		1		0		1		7		2		0		227		218		*		*		1		7		2		0		227		218		1		0		3		6		4		0		272		257		1		0		3		6		4		0		272		257		226		11		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		母親、父親教室でＤＶＤによる啓発 ハハオヤ チチオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10008		929		静岡県		島田市		健康づくり課 ケンコウ カ		太田たまき オオタ		0547-34-3281		0547-34-3289		1		kenkou@city.shimada.lg.jp		0		1				*		*		4		5		770		761		*		*		1		6		1		11		786		774		*		*		1		6		1		11		786		774		*		*		3		0		3		11		848		848		*		*		3		0		3		11		848		848		765		30		1		0		0		0				1		月1回開催している乳幼児部会で評価している。（評価する頻度については、ｹｰｽの内容によって異なる） ツキ カイ カイサイ ニュウヨウジ ブカイ ヒョウカ ヒョウカ ヒンド ナイヨウ コト		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		健診時に必要に応じて指導している ケンシン ジ ヒツヨウ オウ シドウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		業務の1つとして位置づけられていないので、健診担当者が必要とした時に機会を設ける形となっている ギョウム イチ ケンシン タントウシャ ヒツヨウ トキ キカイ モウ カタチ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要性が出た時に確保する ヒツヨウセイ デ トキ カクホ

		10009		1008		三重県		四日市市		こども未来部こども保健福祉課 ミライ ブ ホケン フクシカ		瀬古徳子 セコ トクコ		059-354-8187		059-354-8061		1		kodomohokenfukushi@city.yokkaichi.mie.jp		0		1				0		1		3		5		2590		2502		1		0		1		6		1		11		2728		2640		1		0		1		6		1		11		2728		2640		1		0		3		0		3		11		2757		2588		1		0		3		0		3		11		2757		2584		2966		179		0		1		0		0				0				0		1		母子保健システムを利用し、個々の状態に応じた頻度で、出産まで定期的に妊婦の状況を確認している ボシ ホケン リヨウ ココ ジョウタイ オウ ヒンド シュッサン テイキテキ ニンプ ジョウキョウ カクニン		0		1		1		0		1		0		0				0		0		0		1		乳児健診（4か月・10か月）は個別方式。1歳6か月健診、3歳児健診は、集団方式で実施しており問診を実施している。 ニュウジ ケンシン ゲツ ゲツ コベツ ホウシキ サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン シュウダン ホウシキ ジッシ モンシン ジッシ		1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に指導（全数ではない） アカ ホウモン ジ シドウ ゼンスウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票に市町への支援が必要な場合に指示事項を記載していただく ケンシン ヒョウ シ マチ シエン ヒツヨウ バアイ シジ ジコウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		新規採用時や異動職員への説明、見学指導は実施 シンキ サイヨウ ジ イドウ ショクイン セツメイ ケンガク シドウ ジッシ

		10010		1049		滋賀県		竜王町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		村田真実 ムラタ マミ		0748-58-1006		0748-58-1007		1		kenko@town.ryuoh.shiga.jp		0		1				1		0		4		4		86		86		1		0		1		6		1		6		113		112		1		0		1		6		1		6		113		113		1		0		3		6		3		6		111		109		1		0		3		6		3		6		111		111		94		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の健診までにﾌｫﾛｰを行い次健診で経過確認。個別指導を実施。 ジネンド ケンシン オコナ ツギ ケンシン ケイカ カクニン コベツ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳健で今後の成長（発達）について保健師が個別に話している ニュウ ケン コンゴ セイチョウ ハッタツ ホケンシ コベツ ハナ		0		0				1		健診後カンファ、発相等 ケンシン ゴ ハツ ソウ トウ		0		0				1		母子手帳交付時、赤ちゃんサロン等でパンフレット配布及び指導 ボシ テチョウ コウフ ジ アカ トウ ハイフ オヨ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファ ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		定期的には実施していないがＨ２６は1回実施 テイキテキ ジッシ カイ ジッシ

		10011		1056		京都府		綾部市		福祉保健部保健推進課 フクシ ホケン ブ ホケン スイシン カ		石角智恵子 イシ カド チエコ		0773-42-0111		0773-42-5488		1		hokensuisin@city.ayabe.lg.jp		0		1				*		*		3		4		203		195		*		*		1		6		1		7		233		221		*		*		1		6		1		7		233		222		*		*		3		5		3		6		236		229		*		*		3		5		3		6		236		229		256		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10012		1135		兵庫県		丹波市		健康部健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		山下美智子 ヤマシタ ミチコ		0795-82-4567		0795-82-5402		1		kenkou@city.tamba.hyogo.jp		0		1				1		0		3		5		505		504		1		0		1		6		1		11		493		490		1		0		1		6		1		11		493		490		1		0		3		5		3		11		573		558		1		0		3		5		3		11		573		558		464		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ＨＰ，民生委員にＤＶＤ視聴 ミンセイ イイン シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		歯科指導者研修会、保健師研修会 シカ シドウシャ ケンシュウカイ ホケンシ ケンシュウカイ		0				0		0

		10013		1154		奈良県		大和高田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		綾井、半田 アヤ イ ハンダ		0745-23-6661		0745-23-6660		1		sukoyaka@city.yamatotakada.nara.jp		0		1				1		0		4		8		391		372		1		0		1		6		1		11		429		406		1		0		1		6		1		11		429		406		*		*		3		6		3		11		452		430		*		*		3		6		3		11		452		429		475		68		1		1		0		0				1		特定妊婦については年3回要対協とケース進行会議をしている トクテイ ニンプ ネン カイ ヨウ タイ キョウ シンコウ カイギ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		年1回歯科ワーキング会議にて評価している ネン カイ シカ カイギ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時にリーフレットを配布している ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ウエルカムベビー教室にて、赤ちゃん人形を用い啓発している キョウシツ アカ ニンギョウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		0				1		年1回の母子保健会議にて、健診後の状況や判定の適否を検討している。 ネン カイ ボシ ホケン カイギ ケンシン ゴ ジョウキョウ ハンテイ テキヒ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		10014		1268		岡山県		赤磐市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		牧野直美 マキノ ナオミ		086-955-1117		086-955-1918		1		kenko@city.akaiwa.lg.jp		1		1				1		1		3		5		325		319		1		0		1		6		1		11		357		335		1		0		1		6		1		11		357		335		1		0		3		0		3		11		370		341		1		0		*		*		3		11		370		341		315		9		1		0		0		0				1		特定妊婦として要ほぼ自動地域対策協議会に報告したケースについては、必要に応じ定期的に開催している会議の中で、支援経過を報告し、支援の方向性を含めて関係者で共有している。 トクテイ ニンプ ヨウ ジドウ チイキ タイサク キョウギカイ ホウコク ヒツヨウ オウ テイキテキ カイサイ カイギ ナカ シエン ケイカ ホウコク シエン ホウコウセイ フク カンケイシャ キョウユウ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健やか親子２１（第2次）の重点項目を問診に取り入れている スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン コウモク モンシン ト イ		0		0				1		健やか親子２１（第2次）の重点項目を問診に取り入れている スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン コウモク モンシン ト イ		0		0				1		乳児健診時の問診項目に取り入れ、必要に応じた指導場面で個別に伝えている。母親学級の中にプログラムとして取り入れている。 ニュウジ ケンシン ジ モンシン コウモク ト イ ヒツヨウ オウ シドウ バメン コベツ ツタ ハハオヤ ガッキュウ ナカ ト イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達支援の研修会、健診時の発達チェックのポイントやその後の支援について等 ハッタツ シエン ケンシュウカイ ケンシン ジ ハッタツ ゴ シエン トウ		0				0				0		0

		10015		1383		高知県		安芸市		市民課健康ふれあい係 シミンカ ケンコウ カカリ		足達恵美 アダチ エミ		0887-32-0300		0887-32-0301		1		fureai@city.aki.kochi.jp		0		1				1		0		3		4		103		98		1		0		1		8		1		9		113		106		1		0		1		8		1		9		113		106		1		0		3		4		3		5		113		106		1		0		3		4		3		5		113		106		91		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		1		申し送り票を作成し、ｽﾀｯﾌ間で共有。特に関わりが必要な親子は保健師が問診を取る モウ オク ヒョウ サクセイ カン キョウユウ トク カカ ヒツヨウ オヤコ ホケンシ モンシン ト		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子保健計画へ反映させている ボシ ホケン ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		すくすく広場等の子育て広場や個別指導など ヒロバ トウ コソダ ヒロバ コベツ シドウ		0		0				1		半期に1回、1歳6か月児健診後に対象児一覧を作成し、教室への参加を検討。教室参加の前後の評価を行っている ハンキ カイ サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ タイショウ ジ イチラン サクセイ キョウシツ サンカ ケントウ キョウシツ サンカ ゼンゴ ヒョウカ オコナ		0		0				1		新生児訪問、個別対応等 シンセイジ ホウモン コベツ タイオウ トウ		0		0				0				0				0				0				0		1		ギルバーク研究への協力により発達障害についてデータ収集中 ケンキュウ キョウリョク ハッタツ ショウガイ シュウシュウチュウ		1		乳健後のカンファレンス ニュウ ケン ゴ		0		0				1		就学前教育相談につなげ、その結果を基に関係機関と連携して評価している シュウガクマエ キョウイク ソウダン ケッカ モト カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		乳児一般健診結果票を用いての仕組みがある ニュウジ イッパン ケンシン ケッカ ヒョウ モチ シク		0		0		0		0				1		ギルバーグセンター主催の研修への参加 シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		10016		1679		沖縄県		竹富町		健康づくり課 ケンコウ カ		新　順治 アタラシ ジュンジ		0980-82-6191		0980-82-4333		1		kenkoudukuri@town.taketomi.okinawa.jp		0		1				1		0		3		7		35		35		1		0		1		5		2		0		48		38		1		0		1		5		2		0		48		38		1		0		3		5		4		0		55		48		1		0		3		5		4		0		55		48		3		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		取り決めは無いが保健師の力量で実施 ト キ ナ ホケンシ リキリョウ ジッシ		0				1		0				1		母子手帳交付時にパンフ配布 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		健診委託先が主催する研修への参加 ケンシン イタクサキ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		10017		86		北海道		当麻町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		石橋 イシバシ		0166-84-2111		0166-84-4883		2		ishibashi-s@town.tohma.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		29		29		*		*		1		6		1		8		30		29		*		*		1		6		1		8		29		28		*		*		3		0		3		5		46		46		*		*		3		0		3		5		46		45		36		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		むし歯有病者率、1人平均むし歯本数処置歯率を経年的にみている。卒乳時期や甘味の与え方、仕上げ磨き状況等の生活習慣との関連性も踏まえ評価している。 バ ユウビョウシャ リツ ヒト ヘイキン バ ホンスウ ショチ シ リツ ケイネンテキ ソツ ニュウ ジキ カンミ アタ カタ シア ミガ ジョウキョウ トウ セイカツ シュウカン カンレンセイ フ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4,7,9か月健診で1歳頃に到達する発達過程を問診・集団指導の中で説明指導している。 ゲツ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モンシン シュウダン シドウ ナカ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、新生児訪問、乳児育児教室で説明指導やポスター掲示。 ボシ テチョウ コウフ ジ シンセイジ ホウモン ニュウジ イクジ キョウシツ セツメイ シドウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者については基幹相談支援ｾﾝﾀｰが中心となり関係機関と連携した評価を行っている。 フクシ リヨウシャ キカン ソウダン シエン チュウシン カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10018		724		新潟県		阿賀町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		遠藤めぐみ エンドウ		0254-92-5763		0254-92-3001		1		kenkou@town.aga.niigata.jp		1		1				1		0		3		5		44		44		1		0		1		6		1		11		43		43		1		0		1		6		1		11		43		43		1		0		3		0		3		11		54		52		1		0		3		0		3		11		54		52		40		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		10019		426		茨城県		行方市		保健福祉部健康増進課（北浦保健ｾﾝﾀｰ） ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ キタ ウラ ホケン		一条千登世 イチジョウ セン ノボ ヨ		0291-34-6200		0291-34-6003		1		name-kenzo@city.namegata.lg.jp		0		1				0		1		3		6		221		177		1		0		1		6		1		7		208		204		1		0		1		6		1		7		208		204		1		0		3		3		3		4		218		205		1		0		3		3		3		4		218		205		180		8		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾁﾗｼを配布。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		心理相談員が入学前までに評価し教育委員会へ情報提供、各園や小学校にも情報提供をし相談にも応じている。 シンリ ソウダンイン ニュウガクマエ ヒョウカ キョウイク イインカイ ジョウホウ テイキョウ カクエン ショウガッコウ ジョウホウ テイキョウ ソウダン オウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		10020		611		東京都		千代田区		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田村 タムラ		03-5211-8172		03-5211-8192		1		kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp		0		1				1		0		3		5		608		568		1		0		1		6		1		11		537		474		1		0		1		6		1		11		537		473		1		0		3		0		3		11		449		409		1		0		3		0		3		11		449		411		651		8		0		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の受診回数やＦ利用率等をう蝕有病率の関係を評価し、事業の周知・指導内容に反映している。 ホケン シドウ ジュシン カイスウ リヨウ リツ トウ ショク ユウビョウリツ カンケイ ヒョウカ ジギョウ シュウチ シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を含む生活習慣。 ショクセイカツ フク セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		3～4か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児健診にて発達を確認して必要に応じて説明指導につなげる。 ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイジ ケンシン ハッタツ カクニン ヒツヨウ オウ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問や3～4か月児健診などで必要に応じて個人への啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ オウ コジン ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の内容の入力などを通して状況は把握しているがﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの妥当性の把握にまでは至っていない。 ケンシン ゴ ナイヨウ ニュウリョク トオ ジョウキョウ ハアク ダトウセイ ハアク イタ		1		5歳児健診を通して必要に応じて地域の保育園や幼稚園への連携を行っている。 サイジ ケンシン トオ ヒツヨウ オウ チイキ ホイクエン ヨウチエン レンケイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要に応じて都への研修への参加を促している。 ヒツヨウ オウ ト ケンシュウ サンカ ウナガ

		10021		1045		滋賀県		高島市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		青谷光恵 アオタニ ミツエ		0740-25-8110		0740-25-5678		1		kenko@city.takashima.shiga.jp		0		1				1		0		4		99		323		316		1		0		1		6		99		99		352		349		1		0		1		6		99		99		352		349		1		0		3		6		99		99		391		369		1		0		3		6		99		99		391		368		284		18		1		0		0		0				1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦の支援について関係者で協議を行い、6か月後に進捗状況を確認する場がある。 ニンプ シエン カンケイシャ キョウギ オコナ ゲツ ゴ シンチョク ジョウキョウ カクニン バ		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		今後の支援を検討するため関係者会議で情報共有。 コンゴ シエン ケントウ カンケイシャ カイギ ジョウホウ キョウユウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳発行時、新生児訪問時にﾁﾗｼ配布。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修会へ参加（新任期は必須）、自主学習。 ケンシュウカイ サンカ シンニンキ ヒッス ジシュ ガクシュウ

		10022		811		長野県		諏訪市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		蟹江千絵 カニエ チエ		0266-52-4141		*		*		*		*		*				1		0		4		99		461		451		1		0		1		7		99		99		452		443		1		0		1		7		99		99		452		443		1		0		3		1		99		99		433		420		1		0		3		1		99		99		433		420		496		202		1		0		0		0				0				0		1		担当者が把握している。 タントウシャ ハアク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		10か月で1歳半、1歳半で2歳、2歳で3歳のﾘｰﾌﾚｯﾄを渡している。 ゲツ サイハン サイハン サイ サイ サイ ワタ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨ教室で啓発のビデオ。 キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		医師・保健師を対象として行ったことがある。 イシ ホケンシ タイショウ オコナ

		10023		1289		広島県		三次市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		冨野井雅恵 フ ノ イ マサエ		0824-62-6257		0824-62-6382		1		kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		5		394		366		*		*		1		6		1		7		421		382		*		*		1		6		1		7		421		372		*		*		3		6		3		11		440		354		*		*		3		6		3		11		440		354		436		65		1		0		0		0				1		養育支援会議におうて評価。 ヨウイク シエン カイギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		集計分析し指導のあり方を検証、修正している。 シュウケイ ブンセキ シドウ カタ ケンショウ シュウセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達支援を行う教室を実施している。 ハッタツ シエン オコナ キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に指導している。 アカ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		発達の見方等研修会を実施。 ハッタツ ミカタ トウ ケンシュウカイ ジッシ		1		発達の見方等研修会を実施。 ハッタツ ミカタ ナド ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0

		10024		1513		熊本県		人吉市		人吉市保健ｾﾝﾀｰ ヒト ヨシ シ ホケン		大柿伸子 オオ カキ ノブコ		0966-24-8420		0966-24-8546		1		hokencenter@city.hitoyoshi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		288		287		1		0		1		7		1		8		273		266		1		0		1		7		1		8		273		266		*		*		3		6		3		7		302		295		*		*		3		6		3		7		302		295		*		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				0				0				0		1		専門職の学習の場として研修会等があれば常勤・準常勤関係なく行って学んでいる。 センモン ショク ガクシュウ バ ケンシュウカイトウ ジョウキン ジュン ジョウキン カンケイ イ マナ

		10025		458		栃木県		市貝町		健康福祉課健康づくり課 ケンコウ フクシカ ケンコウ カ		川上 カワカミ		0285-68-1133		0285-68-1167		1		fukusi@town.ichikai.lg.jp		0		1		1		*		*		3		4		70		70		*		*		1		5		1		7		85		85		*		*		1		5		1		7		85		85		*		*		3		0		3		2		95		95		*		*		3		0		3		2		95		95		83		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児訪問時パンフレット配布し説明、4か月健診でＤＶＤ上映 ニュウジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ ゲツ ケンシン ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学に向け教育支援委員会等で検討 シュウガク ム キョウイク シエン イインカイ トウ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県や管内で実施する母子保健関係研修に参加 ケン カンナイ ジッシ ボシ ホケン カンケイ ケンシュウ サンカ

				3		北海道		釧路市

				4		北海道		帯広市

				6		北海道		夕張市

				9		北海道		留萌市

				15		北海道		赤平市

				16		北海道		紋別市

				17		北海道		士別市

				18		北海道		名寄市

				19		北海道		三笠市

				26		北海道		富良野市

				27		北海道		登別市

				32		北海道		北斗市

				36		北海道		福島町

				37		北海道		知内町

				38		北海道		木古内町

				46		北海道		厚沢部町

				48		北海道		奥尻町

				51		北海道		島牧村

				58		北海道		喜茂別町

				60		北海道		倶知安町

				61		北海道		共和町

				64		北海道		神恵内村

				74		北海道		長沼町

				76		北海道		月形町

				77		北海道		浦臼町

				81		北海道		雨竜町

				83		北海道		沼田町

				87		北海道		比布町

				93		北海道		中富良野町

				101		北海道		中川町

				114		北海道		豊富町

				121		北海道		斜里町

				122		北海道		清里町

				130		北海道		興部町

				137		北海道		厚真町

				144		北海道		浦河町

				150		北海道		上士幌町

				151		北海道		鹿追町

				154		北海道		芽室町

				164		北海道		陸別町

				166		北海道		釧路町

				170		北海道		弟子屈町

				176		北海道		羅臼町

				184		青森県		つがる市

				186		青森県		平内町

				187		青森県		今別町

				188		青森県		蓬田村

				192		青森県		西目屋村

				195		青森県		田舎館村

				196		青森県		板柳町

				197		青森県		鶴田町

				201		青森県		六戸町

				204		青森県		六ヶ所村

				205		青森県		おいらせ町

				208		青森県		風間浦村

				209		青森県		佐井村

				211		青森県		五戸町

				215		青森県		新郷村

				216		岩手県		宮古市

				230		岩手県		岩手町

				234		岩手県		西和賀町

				236		岩手県		平泉町

				239		岩手県		山田町

				244		岩手県		野田村

				255		宮城県		岩沼市

				261		宮城県		七ヶ宿町

				264		宮城県		柴田町

				268		宮城県		山元町

				269		宮城県		松島町

				270		宮城県		七ヶ浜町

				272		宮城県		大和町

				277		宮城県		加美町

				279		宮城県		美里町

				281		宮城県		南三陸町

				290		秋田県		大仙市

				291		秋田県		北秋田市

				292		秋田県		にかほ市

				293		秋田県		仙北市

				294		秋田県		小坂町

				295		秋田県		上小阿仁村

				296		秋田県		藤里町

				300		秋田県		八郎潟町

				302		秋田県		大潟村

				305		秋田県		東成瀬村

				307		山形県		米沢市

				308		山形県		鶴岡市

				309		山形県		酒田市

				310		山形県		新庄市

				319		山形県		山辺町

				322		山形県		西川町

				323		山形県		朝日町

				324		山形県		大江町

				326		山形県		金山町

				327		山形県		最上町

				330		山形県		大蔵村

				331		山形県		鮭川村

				332		山形県		戸沢村

				336		山形県		白鷹町

				337		山形県		飯豊町

				347		福島県		二本松市

				352		福島県		桑折町

				353		福島県		国見町

				356		福島県		鏡石町

				358		福島県		下郷町

				361		福島県		南会津町

				369		福島県		三島町

				371		福島県		昭和村

				373		福島県		西郷村

				374		福島県		泉崎村

				379		福島県		塙町

				382		福島県		玉川村

				383		福島県		平田村

				384		福島県		浅川町

				387		福島県		小野町

				389		福島県		楢葉町

				390		福島県		富岡町

				391		福島県		川内村

				393		福島県		双葉町

				394		福島県		浪江町

				396		福島県		新地町

				407		茨城県		常陸太田市

				411		茨城県		取手市

				415		茨城県		鹿嶋市

				417		茨城県		守谷市

				421		茨城県		坂東市

				424		茨城県		桜川市

				425		茨城県		神栖市

				429		茨城県		小美玉市

				431		茨城県		大洗町

				432		茨城県		城里町

				433		茨城県		東海村

				436		茨城県		阿見町

				438		茨城県		八千代町

				439		茨城県		五霞町

				445		栃木県		鹿沼市

				447		栃木県		小山市

				450		栃木県		矢板市

				451		栃木県		那須塩原市

				456		栃木県		益子町

				457		栃木県		茂木町

				464		栃木県		那須町

				466		群馬県		桐生市

				468		群馬県		太田市

				473		群馬県		富岡市

				476		群馬県		榛東村

				477		群馬県		吉岡町

				478		群馬県		上野村

				487		群馬県		高山村

				489		群馬県		片品村

				492		群馬県		みなかみ町

				493		群馬県		玉村町

				494		群馬県		板倉町

				499		埼玉県		熊谷市

				501		埼玉県		行田市

				504		埼玉県		飯能市

				507		埼玉県		東松山市

				511		埼玉県		鴻巣市

				512		埼玉県		深谷市

				514		埼玉県		草加市

				516		埼玉県		蕨市

				518		埼玉県		入間市

				521		埼玉県		和光市

				523		埼玉県		桶川市

				527		埼玉県		富士見市

				529		埼玉県		蓮田市

				532		埼玉県		鶴ヶ島市

				534		埼玉県		吉川市

				536		埼玉県		伊奈町

				537		埼玉県		三芳町

				539		埼玉県		越生町

				543		埼玉県		川島町

				545		埼玉県		鳩山町

				547		埼玉県		横瀬町

				548		埼玉県		皆野町

				552		埼玉県		美里町

				554		埼玉県		上里町

				556		埼玉県		宮代町

				558		埼玉県		杉戸町

				566		千葉県		茂原市

				568		千葉県		佐倉市

				595		千葉県		神崎町

				598		千葉県		大網白里市 シ

				602		千葉県		一宮町

				607		千葉県		長南町

				609		千葉県		御宿町

				613		東京都		港区

				617		東京都		墨田区

				618		東京都		江東区

				619		東京都		品川区

				625		東京都		杉並区

				626		東京都		豊島区

				633		東京都		江戸川区

				636		東京都		武蔵野市

				637		東京都		三鷹市

				646		東京都		東村山市

				650		東京都		狛江市

				651		東京都		東大和市

				652		東京都		清瀬市

				654		東京都		武蔵村山市

				662		東京都		檜原村

				663		東京都		奥多摩町

				665		東京都		利島村

				668		東京都		三宅村

				671		東京都		青ヶ島村

				680		神奈川県		秦野市

				681		神奈川県		厚木市

				688		神奈川県		葉山町

				690		神奈川県		大磯町

				691		神奈川県		二宮町

				692		神奈川県		中井町

				696		神奈川県		開成町

				702		新潟県		長岡市

				704		新潟県		柏崎市

				708		新潟県		十日町市

				711		新潟県		燕市

				715		新潟県		上越市

				717		新潟県		佐渡市

				722		新潟県		弥彦村

				726		新潟県		湯沢町

				727		新潟県		津南町

				728		新潟県		刈羽村

				729		新潟県		関川村

				733		富山県		氷見市

				734		富山県		滑川市

				738		富山県		南砺市

				741		富山県		上市町

				754		石川県		川北町

				757		石川県		内灘町

				758		石川県		志賀町

				761		石川県		穴水町

				762		石川県		能登町

				764		福井県		敦賀市

				783		山梨県		山梨市

				789		山梨県		笛吹市

				790		山梨県		上野原市

				794		山梨県		早川町

				798		山梨県		昭和町

				799		山梨県		道志村

				802		山梨県		山中湖村

				803		山梨県		鳴沢村

				804		山梨県		富士河口湖町

				806		山梨県		丹波山村

				808		長野県		上田市

				816		長野県		中野市

				823		長野県		東御市

				825		長野県		小海町

				826		長野県		川上村

				827		長野県		南牧村

				829		長野県		北相木村

				834		長野県		青木村

				836		長野県		下諏訪町

				838		長野県		原村

				842		長野県		南箕輪村

				843		長野県		中川村

				848		長野県		阿智村

				849		長野県		平谷村

				851		長野県		下條村

				855		長野県		喬木村

				857		長野県		大鹿村

				860		長野県		木祖村

				863		長野県		木曽町

				864		長野県		麻績村

				865		長野県		生坂村

				868		長野県		筑北村

				870		長野県		松川村

				872		長野県		小谷村

				873		長野県		坂城町

				879		長野県		信濃町

				880		長野県		小川村

				881		長野県		飯綱町

				882		長野県		栄村

				890		岐阜県		羽島市

				892		岐阜県		美濃加茂市

				901		岐阜県		下呂市

				902		岐阜県		海津市

				903		岐阜県		岐南町

				907		岐阜県		関ヶ原町

				915		岐阜県		坂祝町

				932		静岡県		焼津市

				940		静岡県		伊豆市

				942		静岡県		菊川市

				948		静岡県		松崎町

				950		静岡県		函南町

				953		静岡県		小山町

				954		静岡県		吉田町

				955		静岡県		川根本町

				956		静岡県		森町

				960		愛知県		春日井市

				961		愛知県		豊川市

				963		愛知県		碧南市

				976		愛知県		知多市

				987		愛知県		弥富市

				994		愛知県		扶桑町

				999		愛知県		東浦町

				1006		愛知県		豊根村

				1009		三重県		伊勢市

				1014		三重県		尾鷲市

				1015		三重県		亀山市

				1018		三重県		いなべ市

				1019		三重県		志摩市

				1020		三重県		伊賀市

				1023		三重県		菰野町

				1025		三重県		川越町

				1027		三重県		明和町

				1028		三重県		大台町

				1030		三重県		度会町

				1031		三重県		大紀町

				1032		三重県		南伊勢町

				1033		三重県		紀北町

				1037		滋賀県		長浜市

				1039		滋賀県		草津市

				1041		滋賀県		栗東市

				1043		滋賀県		野洲市

				1044		滋賀県		湖南市

				1046		滋賀県		東近江市

				1047		滋賀県		米原市

				1051		滋賀県		豊郷町

				1052		滋賀県		甲良町

				1053		滋賀県		多賀町

				1061		京都府		向日市

				1065		京都府		京丹後市

				1069		京都府		久御山町

				1072		京都府		笠置町

				1075		京都府		南山城村

				1087		大阪府		八尾市

				1092		大阪府		松原市

				1096		大阪府		柏原市

				1097		大阪府		羽曳野市

				1099		大阪府		摂津市

				1100		大阪府		高石市

				1102		大阪府		泉南市

				1108		大阪府		豊能町

				1109		大阪府		能勢町

				1110		大阪府		忠岡町

				1112		大阪府		田尻町

				1115		大阪府		河南町

				1119		兵庫県		芦屋市

				1121		兵庫県		相生市

				1123		兵庫県		加古川市

				1124		兵庫県		赤穂市

				1128		兵庫県		高砂市

				1131		兵庫県		三田市

				1133		兵庫県		篠山市

				1134		兵庫県		養父市

				1139		兵庫県		宍粟市

				1140		兵庫県		加東市

				1141		兵庫県		たつの市

				1142		兵庫県		猪名川町

				1143		兵庫県		多可町

				1144		兵庫県		稲美町

				1145		兵庫県		播磨町

				1146		兵庫県		市川町

				1147		兵庫県		福崎町

				1165		奈良県		山添村

				1169		奈良県		安堵町

				1172		奈良県		田原本町

				1178		奈良県		王寺町

				1180		奈良県		河合町

				1181		奈良県		吉野町

				1184		奈良県		黒滝村

				1185		奈良県		天川村

				1187		奈良県		十津川村

				1188		奈良県		下北山村

				1189		奈良県		上北山村

				1190		奈良県		川上村

				1191		奈良県		東吉野村

				1193		和歌山県		橋本市

				1198		和歌山県		紀の川市

				1202		和歌山県		九度山町

				1203		和歌山県		高野町

				1204		和歌山県		湯浅町

				1205		和歌山県		広川町

				1207		和歌山県		美浜町

				1208		和歌山県		日高町

				1210		和歌山県		印南町

				1211		和歌山県		みなべ町

				1212		和歌山県		日高川町

				1213		和歌山県		白浜町

				1215		和歌山県		すさみ町

				1219		和歌山県		北山村

				1221		鳥取県		鳥取市

				1223		鳥取県		倉吉市

				1224		鳥取県		境港市

				1226		鳥取県		若桜町

				1229		鳥取県		三朝町

				1230		鳥取県		湯梨浜町

				1231		鳥取県		琴浦町

				1233		鳥取県		日吉津村

				1234		鳥取県		大山町

				1235		鳥取県		南部町

				1242		島根県		出雲市

				1247		島根県		雲南市

				1248		島根県		奥出雲町

				1249		島根県		飯南町

				1250		島根県		川本町

				1251		島根県		美郷町

				1253		島根県		津和野町

				1254		島根県		吉賀町

				1256		島根県		西ノ島町

				1258		島根県		隠岐の島町

				1259		岡山県		津山市

				1266		岡山県		備前市

				1267		岡山県		瀬戸内市

				1273		岡山県		早島町

				1274		岡山県		里庄町

				1275		岡山県		矢掛町

				1276		岡山県		新庄村

				1277		岡山県		鏡野町

				1278		岡山県		勝央町

				1280		岡山県		西粟倉村

				1281		岡山県		久米南町

				1282		岡山県		美咲町

				1284		広島県		呉市

				1285		広島県		竹原市

				1293		広島県		廿日市市

				1295		広島県		江田島市

				1296		広島県		府中町

				1300		広島県		安芸太田町

				1302		広島県		大崎上島町

				1307		山口県		萩市

				1308		山口県		防府市

				1313		山口県		柳井市

				1315		山口県		周南市

				1316		山口県		山陽小野田市

				1317		山口県		周防大島町

				1318		山口県		和木町

				1319		山口県		上関町

				1327		徳島県		吉野川市

				1328		徳島県		阿波市

				1331		徳島県		勝浦町

				1333		徳島県		佐那河内村

				1334		徳島県		石井町

				1335		徳島県		神山町

				1336		徳島県		那賀町

				1337		徳島県		牟岐町

				1340		徳島県		松茂町

				1341		徳島県		北島町

				1343		徳島県		板野町

				1344		徳島県		上板町

				1346		徳島県		東みよし町

				1347		香川県		丸亀市

				1348		香川県		坂出市

				1350		香川県		観音寺市

				1351		香川県		さぬき市

				1352		香川県		東かがわ市

				1357		香川県		直島町

				1358		香川県		宇多津町

				1360		香川県		琴平町

				1365		愛媛県		八幡浜市

				1374		愛媛県		久万高原町

				1378		愛媛県		伊方町

				1382		高知県		室戸市

				1387		高知県		宿毛市

				1388		高知県		土佐清水市

				1398		高知県		芸西村

				1399		高知県		本山町

				1400		高知県		大豊町

				1402		高知県		大川村

				1404		高知県		仁淀川町

				1405		高知県		中土佐町

				1407		高知県		越知町

				1408		高知県		梼原町

				1409		高知県		日高村

				1412		高知県		大月町

				1414		高知県		黒潮町

				1416		福岡県		直方市

				1419		福岡県		柳川市

				1420		福岡県		八女市

				1423		福岡県		行橋市

				1424		福岡県		豊前市

				1429		福岡県		大野城市

				1431		福岡県		太宰府市

				1434		福岡県		うきは市

				1436		福岡県		嘉麻市

				1438		福岡県		みやま市 シ

				1439		福岡県		糸島市 イトジマ シ

				1441		福岡県		宇美町

				1442		福岡県		篠栗町

				1446		福岡県		久山町

				1453		福岡県		鞍手町

				1454		福岡県		桂川町

				1455		福岡県		筑前町

				1456		福岡県		東峰村

				1457		福岡県		大刀洗町

				1459		福岡県		広川町

				1462		福岡県		糸田町

				1466		福岡県		福智町

				1469		福岡県		吉富町

				1470		福岡県		上毛町

				1471		福岡県		築上町

				1475		佐賀県		多久市

				1476		佐賀県		伊万里市

				1481		佐賀県		神埼市

				1483		佐賀県		基山町

				1486		佐賀県		玄海町

				1487		佐賀県		有田町

				1489		佐賀県		江北町

				1492		長崎県		佐世保市

				1495		長崎県		大村市

				1496		長崎県		平戸市

				1504		長崎県		長与町

				1505		長崎県		時津町

				1511		長崎県		新上五島町

				1516		熊本県		玉名市

				1517		熊本県		山鹿市

				1518		熊本県		菊池市

				1519		熊本県		宇土市

				1521		熊本県		宇城市

				1522		熊本県		阿蘇市

				1525		熊本県		美里町

				1527		熊本県		南関町

				1529		熊本県		和水町

				1532		熊本県		南小国町

				1533		熊本県		小国町

				1534		熊本県		産山村

				1535		熊本県		高森町

				1537		熊本県		南阿蘇村

				1538		熊本県		御船町

				1540		熊本県		益城町

				1541		熊本県		甲佐町

				1543		熊本県		氷川町

				1544		熊本県		芦北町

				1546		熊本県		錦町

				1547		熊本県		多良木町

				1549		熊本県		水上村

				1550		熊本県		相良村

				1551		熊本県		五木村

				1552		熊本県		山江村

				1553		熊本県		球磨村

				1561		大分県		津久見市

				1565		大分県		宇佐市

				1566		大分県		豊後大野市

				1568		大分県		国東市

				1572		大分県		玖珠町

				1573		宮崎県		都城市

				1583		宮崎県		国富町

				1586		宮崎県		新富町

				1589		宮崎県		川南町

				1592		宮崎県		諸塚村

				1594		宮崎県		美郷町

				1597		宮崎県		五ヶ瀬町

				1600		鹿児島県		阿久根市

				1603		鹿児島県		西之表市

				1604		鹿児島県		垂水市

				1611		鹿児島県		志布志市

				1612		鹿児島県		奄美市

				1613		鹿児島県		南九州市

				1614		鹿児島県		伊佐市 イサ

				1615		鹿児島県		姶良市

				1616		鹿児島県		三島村

				1619		鹿児島県		長島町

				1626		鹿児島県		中種子町

				1629		鹿児島県		大和村

				1630		鹿児島県		宇検村

				1633		鹿児島県		喜界町

				1636		鹿児島県		伊仙町

				1651		沖縄県		国頭村

				1653		沖縄県		東村

				1657		沖縄県		宜野座村

				1658		沖縄県		金武町

				1660		沖縄県		読谷村

				1663		沖縄県		北中城村

				1668		沖縄県		渡嘉敷村

				1671		沖縄県		渡名喜村

				1672		沖縄県		南大東村

				1674		沖縄県		伊平屋村

				1678		沖縄県		多良間村

				1689		中核市 チュウカクシ		前橋市

				1698		中核市 チュウカクシ		岐阜市

				1702		中核市 チュウカクシ		大津市

				1704		中核市 チュウカクシ		東大阪市

				1708		中核市 チュウカクシ		尼崎市

				1713		中核市 チュウカクシ		下関市

				1726		政令市 セイレイシ		横浜市

				1727		政令市 セイレイシ		川崎市																																																																																																																																																																																																																																																																																																		*

				1732		政令市 セイレイシ		名古屋市

				1733		政令市 セイレイシ		京都市 キョゥトシ

				1739		政令市 セイレイシ		北九州市
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一次調査集計

		問８－１（CK） ト		491				A		歯科業種のみに関わる指導内容 シカ ギョウシュ カカ シドウ ナイヨウ						126				259長野 ナガノ

								B		歯科以外の業種と連携した指導内容 シカ イガイ ギョウシュ レンケイ シドウ ナイヨウ						20				362埼玉 サイタマ

								C		目標値の設定を行う モクヒョウチ セッテイ オコナ						14				503政令市 セイレイ シ

								D		検討会・報告会・委員会を行っている ケントウカイ ホウコク カイ イインカイ オコナ						63				657京都 キョウト

								E		予算等の検討 ヨサントウ ケントウ						1				768静岡 シズオカ

								F		ハガキ・パンフレットの作成 サクセイ						19				847栃木 トチギ

								G		統計をとって評価している トウケイ ヒョウカ						68				862埼玉 サイタマ										市町村 シチョウソン

								H		個別指導で対応 コベツ シドウ タイオウ						9				967島根 シマネ

								I		次年度の運営に関わる対応 ジネンド ウンエイ カカ タイオウ						20				1062沖縄 オキナワ										活用できている カツヨウデキテイル		41.8941979522		491

								J		既存の事業の再検討 キゾン ジギョウ サイケントウ						17				↑問8の回答に不備あり除外 ト カイトウ フビ ジョガイ										活用できていない カツヨウデキテイナイ		51.5358361775		604

								K		新事業の検討 シンジギョウ ケントウ						1														その他		5.8020477816		68

								L		スタッフ強化 キョウカ						9														無回答 ムカイトウ		0.7679180887		9

		問８－２ ト		604																														1172

		問８－３（CP） ト		68				A		評価を行っていない ヒョウカ オコナ						7

								B		歯科業務の中で活用 シカ ギョウム ナカ カツヨウ						24

								C		歯科以外の業種と共有 シカ イガイ ギョウシュ キョウユウ						7

								D		毎年の評価ではない（5年毎等） マイトシ ヒョウカ ネンゴト トウ						3

								E		受診者数の減少 ジュシンシャ スウ ゲンショウ						5

								F		評価はしているが事業計画に活かせていない ヒョウカ ジギョウ ケイカク イ						8

		無回答 ムカイトウ		9

		合計 ゴウケイ		1172

		問９ ト

		歯の萌出順序 ハ モ シュツ ジュンジョ				0

		歯並び ハナラ				7

		歯の数や形態 ハ カズ ケイタイ				3

		軟組織の異常 ナン ソシキ イジョウ				7

		口腔衛生状態 コウクウ エイセイ ジョウタイ				210

		仕上げ磨きの有無 シア ミガ ウム				306

		フッ化物の応用 カ ブツ オウヨウ				114

		離乳や卒乳 リニュウ ソツ ニュウ				32

		接触・咀嚼機能 セッショク ソシャク キノウ				33

		習癖 シュウヘキ				12																								都道府県 トドウフケン		39

		虐待やネグレクト ギャクタイ				51																								含まれている フク		43.5897435897		17

		その他 タ				127																								含まれていない フク		53.8461538462		21

		う蝕以外の重点内容はない ショク イガイ ジュウテン ナイヨウ				32																								無回答 ムカイトウ		2.5641025641		1

		問９（DD） ト						A		生活習慣 セイカツ シュウカン						71

								B		発育・発達 ハツイク ハッタツ						19

								C		口腔疾患スクリーニング コウクウ シッカン						1

								D		親への育児支援 オヤ イクジ シエン						5

								E		個別指導 コベツ シドウ						8

								F		養育環境 ヨウイク カンキョウ						2

								G		選べない（すべて） エラ						12

								H		その他（選択肢と類似している等） タ センタクシ ルイジ トウ						19



[分類名]





[分類名]


活用できている	活用できていない	その他	無回答	41.894197952218427	51.535836177474401	5.802047781569966	0.76791808873720135	
含まれている	含まれていない	無回答	43.589743589743591	53.846153846153847	2.5641025641025643	活用できている	活用できていない	その他	無回答	41.894197952218427	51.535836177474401	5.802047781569966	0.76791808873720135	


Chart3



把握または

支援している
57%(124)

実施して

いない
39%(85)

その他
2%(5)

無回答
2%(3)



支援・把握・評価している	実施していない	その他	無回答	57.142857142857146	39.170506912442399	2.3041474654377878	1.3824884792626728	

アドレス修正

																		I列からM列が、変更した列です レツ レツ ヘンコウ レツ						82		169		5		0		0		66		97		1		42		83		42		10		44		0		65		96		115		108		56		20		1		21		199		80		29		119

																								173		86		250		255		253		107		158		245		110		69		110		134		108		135		88		57		38		45		97		133		112		228		50		169		216		130

		回答番号 カイトウ バンゴウ		No		都道府県名 トドウフケン メイ		市区町村名 シク チョウソン メイ		担当部署 タントウ ブショ		担当者名 タントウ シャ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		Fax		Email		部署Mail ブショ		問1_1 ト		問1_2 ト		問1_3 トイ		問1_4 ト		問1_5 ト		問1_6記載 キサイ		問2_1 ト		問2_2 ト		問2_3記載 ト キサイ		問3_1 ト		問3_2 ト		問3_3 トイ		問3_4 ト		問3_5 トイ		問3_6記載 ト キサイ		問4_1 ト		問4_2 ト		問4_3 トイ		問4_4 トイ		問4_5 ト		問4_6 ト		問4_7記載 ト キサイ		問5_1 ト		問5_2 トイ		問5_3 トイ		問5_4 ト		問5_5 ト		問5_6記載 キサイ		問6_1		問6_2		問6_3		問6_4		問6_5		問6_6		問6_7		問6_8		問6_9記載 キサイ		問7_1		問7_2		問7_3		問7_4		問7_5		問7_6		問7_7		問7_8		問7_9記載 キサイ		問8_1		問8_2		問8_3		問8_4		問8_5		問8_6		問8_7記載 キサイ		問9_1		問9_2		問9_3		問9_4		問9_5		問9_6記載 キサイ		問10_1		問10_2		問10_3		問10_4		問10_5記載 キサイ		問11_1		問11_2		問11_3		問11_4記載 キサイ		問12_1		問12_2		問12_3		問12_4		問12_5		問12_6		問12_7記載 キサイ		問13_1		問13_2		問13_3		問13_4		問13_5		問13_6		問13_7記載 キサイ		問14_1		問14_1記載 キサイ		問14_2		問14_3記載 キサイ		問15_1		問15_2		問15_3		問15_4記載 キサイ

		1		627		東京都		北区		健康福祉部健康いきがい課健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		桝本 マス モト		03-3908-9016		03-3905-6500		1		ikigai-ka@city.kita.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0				1		0		1		1		0		0

		2		1159		奈良県		五條市		保健福祉センター ホケン フクシ		谷口久美 タニグチ クミ		0747-22-4001（289)		0747-22-6585		1		sukoyaka@city.gojo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1				0		0		1		1		0		0

		3		610		千葉県		鋸南町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小澤ちのぶ コザワ		0470-50-1172		0470-50-3813		1		kenkou@town.kyonan.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0				1		0		*		*		*		*

		4		586		千葉県		白井市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		栗原奈津子 クリハラ ナツコ		047-497-3295		047-492-3033		1		kenkou@city.shiroi.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		歯科疾患の有無（1）、保護者から歯科医師へ相談したい内容の説明（2） シカ シッカン ウム ホゴシャ シカ イシ ソウダン ナイヨウ セツメイ		0		1		3		0		5		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1				0		0		0		1		0		0

		5		1695		中核市 チュウカクシ		富山市		福祉保健部保健所健康課 フクシ ホケン ブ ホケンジョ ケンコウ カ		高畠 コウ ハタケ		076-428-1153		076-428-1150		1		hokenjyoken-01@city.toyama.lg.jp		1		0		0		0		0		0		0		1		1		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		手洗いうがい歯磨き運動（１）早寝早起き朝ごはん（２） テアラ ハミガ ウンドウ ハヤネ ハヤオ アサ		1		1		1		0		0		0		ホームページに記載 キサイ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		乳幼児検診とは別事業として実施 ニュウヨウジ ケンシン ベツ ジギョウ ジッシ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				0		歯科医師会には検診結果の集計のみ報告 シカ イシ カイ ケンシン ケッカ シュウケイ ホウコク		1		0		0		0

		6		1		北海道		小樽市		健康増進課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ子育て支援ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ コソダ シエン		山本直美 ヤマモト ナオミ		0134-22-3110		0134-22-1469		1		kenko@city.otaru.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		0		3		0		0		2		0		0		歯間清掃用具の使用（1） シカン セイソウ ヨウグ シヨウ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		0				1		0		1		1		0		0

		7		1581		宮崎県		三股町		健康管理センター ケンコウ カンリ		春山敦子 ハル ヤマ アツコ		0986-52-8481		0986-52-1056		1		kenko-k@town.mimata.miyazaki.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		0		1		0		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0		0		0		0		フッ化物洗口を行う施設に補助金を出しているが、検診では実地していない カ ブツ センコウ オコナ シセツ ホジョキン ダ ケンシン ジッチ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0				1		0		0		1		0		出版社が発行したものを活用している シュッパンシャ ハッコウ カツヨウ

		8		143		北海道		新冠町		保健福祉課保健福祉G健康推進係 ホケン フクシカ ホケン フクシ ケンコウ スイシン カカリ		井上朋美 イノウエ トモミ		0146-47-2113		0146-47-2496		1		chouminfukushi@niikappu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		3		2		0		0		2		0		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		年度ごとに歯科事業評価（乳幼児歯科検診事業を含む）を作成し、歯科検診委託歯科医師へ提出		0		0		1		1		0		0

		9		596		千葉県		多古町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		遠藤奈摘 エンドウ ナ ツ		0479-76-3185		0479-76-3186		1		kenko@town.tako.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		1		0		3		0		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		1		0		0

		10		123		北海道		小清水町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂田真希 サカタ マキ		0152-62-4480		0152-62-4198		1		hokenmgr@town.koshimizu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0				1		0		1		1		0		0

		11		574		千葉県		流山市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシ ブ ケンコウ カ		板林和子 イタバヤシ カズコ		04-7154-0331		04-7155-5949		1		hokensuishin@city.nagareyama.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		看護士、保育士 カンゴシ ホイクシ		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0				1		0		1		0		0		３歳児検診のみ民間で作成したパンフレットを使用 サイジ ケンシン ミンカン サクセイ シヨウ

		12		926		静岡県		三島市		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ カ		佐野文示 サノ フミ シメ		055-973-3700		055-976-8896		1		kenkou@city.mishima.shizuoka.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		1		0		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進会議、健康づくり推進協議会にて報告		0		0		1		1		0		0

		13		334		山形県		川西町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		吉杖恵美子 キチ ジョウ エミコ		0238-42-6640		0238-42-6614		1		kenkofukushi@town.kawanishi.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		臨床心理士 リンショウ シンリシ		1		年度ごと事務実績を出し報告している ネンド ジム ジッセキ ダ ホウコク		0		0		1		0		0		購入したパンフレット コウニュウ

		14		1238		鳥取県		日野町		健康福祉センター ケンコウ フクシ		生田季香 イクタ キ カオリ		0859－72－1852		0859－72－1484		1		kenko@town.hino.tottori.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		保育士、養護教諭 ホイクシ ヨウゴ キョウユ		0		1		1		0		1		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		フッ化物洗口を保育所で実地 カ ブツ センコウ ホイク ジョ ジッチ		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		町歯科保健連絡会、鳥取県西部歯科保健対策協議会 マチ シカ ホケン レンラクカイ トットリケン セイブ シカ ホケン タイサク キョウギカイ		0		0		1		1		0		0

		15		1485		佐賀県		みやき町		健康増進子ども未来課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン コ ミライ カ ケンコウ タントウ		三島治子 ミシマ ハルコ		0942-89-3915		0942-89-3935		2		h-mishima@town.miyaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		う蝕数 ショク スウ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		地区歯科医師会との会議の際に検診結果等を報告している チク シカ イシ カイ カイギ サイ ケンシン ケッカ トウ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		16		229		岩手県		葛巻町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野里夕佳 ノ サト ユウ カ		0195-66-2111		0195-67-1060		2		n-yuka@town.kuzumaki.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		歯科保健に従事する者 シカ ホケン ジュウジ モノ		0		1		1		1(岩手県歯科医師会) イワテケン シカ イシ カイ		0		0		0		0		0		0		1		0		3		0		フッ化物の利用、フッ化物洗口に対する指導（２） カ ブツ リヨウ カ ブツ センコウ タイ シドウ		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進協議会で報告 シカ ホケン スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		17		22		北海道		滝川市		保健福祉部健康づくり課予防推進係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ヨボウ スイシン カカリ		運上明子 ウンジョウ アキコ		0125-24-5256		0125-23-2486		1		hoken@city.takikawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		歯科衛生士 シカ エイセイシ		0		0		0		3		0		1		2		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		年に一回歯科医師会と会議を開催し、報告している ネン イッカイ シカ イシ カイ カイギ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		18		777		福井県		高浜町		保健課 ホケンカ		畑中美優寿 ハタ ナカ ミ ユウ コトブキ		0770-72-2493		0770-72-2081		1		hshoken@town.takahama.fukui.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		保育所保育士 ホイク ジョ ホイクシ		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		非常勤看護士 ヒジョウキン カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		19		983		愛知県		田原市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		岸田愛子 キシダ アイコ		0531-23-3515		0531-23-3810		1		kenko@city.tahara.aichi.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		う蝕状況（1） ショク ジョウキョウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		冊子作成配布、前年度、今年度事業報告を作成し報告 サッシ サクセイ ハイフ ゼンネンド コンネンド ジギョウ ホウコク サクセイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		20		1225		鳥取県		岩美町		住民生活課子育て支援係 ジュウミン セイカツ カ コソダ シエン カカリ		河上 カワカミ		0857－73－1415		0857－73－1569		1		jyumin@iwami.gr.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		町の歯科保健会議に資料として提出 マチ シカ ホケン カイギ シリョウ テイシュツ		0		0		1		0		0		0

		21		1173		奈良県		曽爾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		椿根純子 ツバキ ネ ジュンコ		0745－94－2102		0745－94－2102		1		jyumin@vill.soni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		3		0		0		1		0		0		0		2(食習慣） ショクシュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		会議に歯科医師も参加 カイギ シカ イシ サンカ		0		0		0		1		0		0

		22		136		北海道		白老町		健康福祉課健康推進グループ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン		坂本あゆみ サカモト		0144-82-5541		0144-82-5561		1		fukusi@town.shiraoi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回定期総会で業績を報告 ネン イッカイ テイキ ソウカイ ギョウセキ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		23		887		岐阜県		中津川市		健康医療課		中根鶴子 ナカネ ツルコ		0573-66-1111		0573-62-0058		1		kenkou@city.nakatsugawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		公的機関以外作成のパンフレット使用 コウテキ キカン イガイ サクセイ シヨウ

		24		719		新潟県		南魚沼市		保健課 ホケン カ		山崎早苗 ヤマザキ サナエ		025-773-6811		025-773-6839		1		boshihoken@city.minamiuonuma.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診時の個別相談で指導 シカ ケンシン ジ コベツ ソウダン シドウ		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		健康づくり推進協議会委員へ資料を提示している ケンコウ スイシン キョウギカイ イイン シリョウ テイジ		1		0		0		0

		25		172		北海道		白糠町		介護健康課 健康相談係 カイゴ ケンコウ カ ケンコウソウダン カカリ		小松 望 コマツ ノゾ		01547-2-2171		01547-2-4659		1		kenkousoudan@town.shiranuka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		歯科衛生士が児童の口腔内を観察したうえで直接ブラッシング等を指導、歯の模型を利用した指導 シカ エイセイシ ジドウ コウクウ ナイ カンサツ チョクセツ トウ シドウ ハ モケイ リヨウ シドウ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		幼稚園、保育園、小学校におけるフッ化物洗口の実地 ヨウチエン ホイクエン ショウガッコウ カ ブツ センコウ ジッチ		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		26		469		群馬県		沼田市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		阿部ちかえ アベ		0278-23-2111		0278-22-8403		2		abe-chi@city.numata.gunma.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		2		0		0		0		0		3		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間機関が作成したものを活用している ミンカン キカン サクセイ カツヨウ

		27		1570		大分県		日出町		福祉対策課子育て支援係 フクシ タイサク カ コソダ シエン カカリ		福本あゆみ フクモト		0977-73-3121		0977-73-2833		2		fukumoto.ayumi@town.hiji.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		今後検討中 コンゴ ケントウチュウ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		歯科衛生士会等 シカ エイセイシ カイ トウ		0		0		0		0		2		0		0		3		齲歯かどうかの判断が医師によって異なる。出来るだけ統一見解としたい（1） ウシ ハンダン イシ コト デキ トウイツ ケンカイ		0		3		1		0		0		0		0		0		問６その他と同様（2） トイ タ ドウヨウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		管轄保健所事業担当者 カンカツ ホケンジョ ジギョウ タントウシャ		1		歯科保健検討委員会を開催し、評価し今後に活かしている シカ ホケン ケントウ イインカイ カイサイ ヒョウカ コンゴ イ		0		0		1		1		0		購入した資料を使用している コウニュウ シリョウ シヨウ

		28		1377		愛媛県		内子町		保健福祉課地域医療・健康増進センター ホケン フクシ カ チイキ イリョウ ケンコウ ゾウシン		矢野真里 ヤ ノ マリ		0893-44-6155		0893-44-3831		2		mari-yano@town.uchiko.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		単発的な研修に１～２名が参加するのみ タンパツテキ ケンシュウ メイ サンカ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		必要に応じて歯科医院でのフッ化物塗布をすすめている ヒツヨウ オウ シカ イイン カ ブツ トフ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		市販のパンフレット等を活用している シハン トウ カツヨウ

		29		278		宮城県		涌谷町		健康課健康づくり班 ケンコウ カ ケンコウ ハン		高橋舞 タカハシ マイ		0229-43-5111		0229-43-5717		1		gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		歯科医師との打合会時に報告 シカ イシ ウチアワ カイ ジ ホウコク		0		0		1		0		0		既製品の活用 キセイヒン カツヨウ

		30		1599		鹿児島県		枕崎市		健康課 ケンコウ カ		岩村 イワムラ		0993-72-7176		0993-72-7161		1		kenkou@city.makurazaki.kagoshima.jp		0		1		0		0		0		0		1(各保健所で１～２回/年） カク ホケンジョ カイ ネン		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		3		0		1		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年、協力歯科医院で歯科検診結果などを紙面提出 マイトシ キョウリョク シカ イイン シカ ケンシン ケッカ シメン テイシュツ		0		0		1		1		0		0

		31		576		千葉県		我孫子市		健康福祉部健康づくり支援課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン カ		一場 イチバ		04-7185-1126		04-7185-1144		1		abk_hokencenter@city.abiko.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		乳幼児健康診査に関わる者 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カカ モノ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		0		う蝕の罹患状況（1） ショク リカン ジョウキョウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		フッ化物洗口事業を実地している（1） カ ブツ センコウ ジギョウ ジッチ		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		電子カルテ デンシ		1		1		1		1		1		1		0		1		保険年報を作製し歯科医師会等に配布している ホケン ネンポウ サクセイ シカ イシ カイ トウ ハイフ		0		0		1		1		0		0

		32		1448		福岡県		芦屋町		健康子ども課 ケンコウ コ カ		中村 ナカムラ		093-223-3533		093-222-2010		1		kenko@town.ashiya.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健連絡協議会にて報告、その他県へ報告 シカ ホケン レンラク キョウギカイ ホウコク タ ケン ホウコク		0		0		1		0		0		0

		33		1078		京都府		与謝野町		保健課 ホケンカ		東　牧子 ヒガシ マキコ		0772-43-1514		*		1		hoken@town.yosano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		34		1634		鹿児島県		徳之島町		保健センター ホケン		為　光 タメ ヒカリ		0997-83-3121		0997-83-2736		1		hokencenter@tokunoshima-town.org		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		35		605		千葉県		白子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鈴木 スズキ		0475-33-2179		0475-33-4132		1		hoken@town.shirako.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		検診時に雇上している歯科衛生士（1） ケンシン ジ ヤト ウエ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		検診時に雇上している歯科衛生士 ケンシン ジ ヤト ウエ シカ エイセイシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		36		1701		中核市 チュウカクシ		岡崎市 オカザキシ		保健部健康増進課母子保健1班 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン パン		上松真理子 アゲマツ マリコ		0564-23-6084		0564-23-5071		1		hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1（事例検討、グループワーク）		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		助産師、臨床心理士、保育士 ジョサンシ リンショウ シンリシ ホイクシ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		幼児歯磨き教室の案内 ヨウジ ハミガ キョウシツ アンナイ		1		1		1		1		1		助産師、臨床心理士、保育士		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		助産師、臨床心理士、保育士		1		年一回の歯科保健関係機関連絡会議にて報告 ネン イッカイ シカ ホケン カンケイ キカン レンラク カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		37		1562		大分県		竹田市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		首藤理恵 シュドウ リエ		0974-63-4810		0974-64-9150		1		kenkou@city.taketa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会定例会にて報告 シカ イシ カイ テイレイカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		38		1105		大阪府		大阪狭山市		保健福祉部健康推進グループ ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン		内田明日香 ウチダ アスカ		072-367-1300		072-367-1359		1		kenko@city.osakasayama.osaka.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		大阪狭山市歯科保健事業推進連絡協議会にて報告 オオサカ サヤマ シ シカ ホケン ジギョウ スイシン レンラク キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		39		453		栃木県		那須烏山市		こども課母子保健担当 カ ボシ ホケン タントウ		茂木真理 モギ マリ		0287-88-7116		0287-88-7116		1		kodomo@city.nasukarasuyama.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診及びフッ素塗布の単独事業を開催 シカ ケンシン オヨ ソ トフ タンドク ジギョウ カイサイ		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		群市歯科医師会に事業実地状況を紙面で報告している グン シ シカ イシ カイ ジギョウ ジッチ ジョウキョウ シメン ホウコク		0		0		1		1		0		0

		40		1690		中核市 チュウカクシ		高崎市		保健医療部健康課母子保健担当 ホケン イリョウ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		小池芙美子 コイケ フミコ		027-381-6113		027-381-6125		1		kenkou@city.takasaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年事業概要をまとめ報告している マイトシ ジギョウ ガイヨウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		41		934		静岡県		藤枝市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		伊　久美 イ クミ		054-654-1111		054-645-2122		1		hokencenter@city.fujieda.shizuoka.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		42		175		北海道		標津町		標津町保健福祉センター ヒョウ ツ マチ ホケン フクシ		上田薫 ウエダ カオル		0153-82-1515		0153-82-1530		2		ueda_kahoru@shibetsutown.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		43		1488		佐賀県		大町町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		江口真由美 エグチ マユミ		0952-82-3186		0952-82-3060		1		hoken@town.omachi.saga.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		44		571		千葉県		習志野市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		田嶋越子 タジマ エツ コ		047-453-2967		047-454-2030		1		kenkosien@city.narashino.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		虫歯の有無、歯科受診の必要性（1） ムシバ ウム シカ ジュシン ヒツヨウセイ		0		1		2		0		0		0		0		0		その人にとって将来につながる必要と思われること。悪臭癖、間食、咀嚼、等（３） ヒト ショウライ ヒツヨウ オモ アクシュウ ヘキ カンショク ソシャク トウ		1		1		0		0		0		0		写真等の掲示 シャシン トウ ケイジ		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会を含む歯科保健連絡協議会で検診結果等を報告 シカ イシ カイ フク シカ ホケン レンラク キョウギカイ ケンシン ケッカ トウ ホウコク		0		0		1		1		0		購入したリーフレット、パンフレット コウニュウ

		45		163		北海道		足寄町		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケンフ シツ ホケンス タントウ		保健師　越後和希子 ホケンシ エチゴ ワキコ		0156-25-2571		0156-25-9201		1		echigo.wakiko@town.ashoro.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		十勝管内歯科衛生士連絡会議 トカチ カンナイ シカ エイセイシ レンラク カイギ		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		46		640		東京都		昭島市		保健福祉部健康課保健指導係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ カカリ		仲井友恵 ナカイ トモエ		042-543-7303		042-543-7１30		1		kenkoka@city.akishima.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(主催側からの情報提供により、研修へ参加している。臨時職員も申し込み可能な研修においては臨時職員の歯科衛生士へ情報提供している) シュサイ ガワ ジョウホウ テイキョウ ケンシュウ サンカ リンジ ショクイン モウ コ カノウ ケンシュウ リンジ ショクイン シカ エイセイシ ジョウホウ テイキョウ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		様々な不安や悩みを抱える保護者や不安の強い保護者への適切な対応とアドバイス サマザマ フアン ナヤ カカ ホゴシャ フアン ツヨ ホゴシャ テキセツ タイオウ		0		2		0		0		3		0		0		0		様々な不安や悩みを抱える保護者や不安の強い保護者への適切な対応とアドバイス（１）		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		臨時職員の歯科衛生士 リンジ ショクイン シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		一歳六か月児歯科健康調査においては、歯科医師会への委託事業であるため、年一回一歳六か月児歯科健康調査調整会議を実地し乳幼児の歯科における課題や情報を共有している イッサイ ロッ ゲツ ジ シカ ケンコウ チョウサ シカ イシ カイ イタク ジギョウ ネン イッカイ チョウサ チョウセイ カイギ ジッチ ニュウヨウジ シカ カダイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		1		0		0

		47		1093		大阪府		大東市		地域保健課 チイキ ホケン カ		成富 ナ トミ		072-874-9500		072-874-9529		1		tiikihoken@city.daito.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0

		48		158		北海道		広尾町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		清水千尋 シミズ チヒロ		01558-2-5122		01558-2-5297		1		kenko@town.hiroo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(講義形式) コウギ ケイシキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		0		3		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		歯科保健担当者会議で報告 シカ ホケン タントウシャ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		市販されているパンフレットを活用 シハン カツヨウ

		49		1406		高知県		佐川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		田中 タナカ		0889-22-7705		0889-22-7721		1		sk06010@town.sakawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(毎月１回、中央西区市保健所での勉強会) マイツキ カイ チュウオウ ニシ クシ ホケンジョ ベンキョウカイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		う蝕を持っている児の親への受診推奨（1） ショク モ ジ オヤ ジュシン スイショウ		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		50		1269		岡山県		真庭市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		梶岡亘子 カジ オカ ノブ コ		0867-42-1050		0867-42-1388		1		kksuishin@city.maniwa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(乳幼児集団検診) ニュウヨウジ シュウダン ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		1		0		0		2		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		真庭市歯科保健推進会議１回/年 マニワシ シカ ホケン スイシン カイギ カイ ネン		0		0		0		0		0		社会保険出版社親子で歯磨きシリーズ シャカイ ホケン シュッパンシャ オヤコ ハミガ

		51		397		福島県		飯舘村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大河原愛美 オオガワラ マナミ		024-562-4224		024-562-4411		1		kenkou@vill.iitate.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修に参加) ケンシュウ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		1		0		0

		52		725		新潟県		出雲崎町		保健福祉課 ホケンフクシ カ		星野昌子 ホシノ アキコ		0258-78-2293		0258-78-4483		1		kenkou@town.izumozaki.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		1(担当者研修) タントウシャ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		反対咬合などの治療開始時期や内容のアドバイス（2） ハンタイ コウゴウ チリョウ カイシ ジキ ナイヨウ		0		1		0		0		0		0		2		3		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		町歯科保健推奨会議（年一回）で報告 チョウ シカ ホケン スイショウ カイギ ネン イッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		53		1310		山口県		岩国市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		西本まりえ ニシモト		0827-24-3751		0827-22-8588		2		m.nishimoto.ks2688@city.iwakuni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		歯科医院での塗布や市販されているフッ化物を紹介 シカ イイン トフ シハン カ ブツ ショウカイ		*		*		*		*		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		年に一回歯科保健会議を開催し報告 ネン イッカイ シカ ホケン カイギ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		54		288		秋田県		由利本荘市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		長谷山 ハセ ヤマ		0184-22-1834		0184-24-0481		1		kenko@city.yurihonjo.akita.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		毎年研修会があるわけではない マイトシ ケンシュウカイ		1		0		0		1		0		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		在宅衛生士 ザイタク エイセイシ		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		0		0		一部に報告 イチブ ホウコク		1		0		0		0

		55		210		青森県		三戸町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		赤石遥香 アカイシ ハルカ カオリ		0179-20-1152		0179-20-1105		2		h-akaishi@town.sannohe.aomori.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		口頭、メール、協議会等 コウトウ キョウギカイ トウ		0		0		0		1		0		0

		56		630		東京都		練馬区		健康部健康推進課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		田中 タナカ		03-5984-4621		03-5984-1211		1		KENKOUSUISIN10@city.nerima.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1（年一回半日の講習会形式、外部講師） ネン イッカイ ハンニチ コウシュウカイ ケイシキ ガイブ コウシ		0		0		0		0		0		0		0		常勤衛生士 ジョウキン エイセイシ		0		1		1		0		0		0		対象ではないが希望があれば保険相談所に勤務する常勤・非常勤全ての職種の参加も可 タイショウ キボウ ホケン ソウダン ジョ キンム ジョウキン ヒジョウキン スベ ショクシュ サンカ カ		1		0		0		0		0		現行のまま常勤歯科衛生士 ゲンコウ ジョウキン シカ エイセイシ		0		0		0		0		2		3		0		0		口腔内から読み取れる生活習慣や食習慣（1） コウクウ ナイ ヨ ト セイカツ シュウカン ショクシュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		看護士、心理判定員 カンゴシ シンリ ハンテイ イン		1		年一回、連絡協議会を開催。歯科検診事業の成果について報告、協議している ネン イッカイ レンラク キョウギカイ カイサイ シカ ケンシン ジギョウ セイカ ホウコク キョウギ		0		0		1		0		0		0

		57		1693		中核市 チュウカクシ		柏市		地域健康づくり課 チイキ ケンコウ カ		勝田圭香 カツ タ ケイ カ		04-7167-1256		04-7167-1257		1		tiikikenko@city.kashiwa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(課内研修) カナイ ケンシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		保育士、看護士等検診従事者 ホイクシ カンゴシ トウ ケンシン ジュウジシャ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		2		0		3		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		非常勤歯科衛生士 ヒジョウキン シカ エイセイシ		1		0		0		0		幼児検診の待ち時間にフッ化物配合歯磨剤の使用について講話 ヨウジ ケンシン マ ジカン カ ブツ ハイゴウ シマザイ シヨウ コウワ		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		乳幼児検討会を開催し、小児科医、歯科医、視能訓練士、その他健診従事者において報告会を実地 ニュウヨウジ ケントウカイ カイサイ ショウニ カ イ シカイ シノウ クンレンシ タ ケンシン ジュウジシャ ホウコクカイ ジッチ		0		0		1		0		0		0

		58		542		埼玉県		小川町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		高畑弥子 コウ ハタケ ヤコ		0493-74-2323		0493-74-2343		1		ogawa120@town.ogawa.saitama.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		2		0		0		0		3		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		看護士、心理士 カンゴシ シンリシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		59		1655		沖縄県		本部町		保険予防課予防班 ホケン ヨボウカ ヨボウ ハン		桃宇亜里沙・玉城明子 モモ ウ アリサ タマシロ アキコ		098-047-2103		098-047-2185		1		yobou@town.motobu.okinawa.jp		0		0		1		0		0		母子保健事務兼務 ボシ ホケン ジム ケンム		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		1		0		0		0		0		3		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		60		146		北海道		えりも町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		米澤千景 ヨネサワ チカゲ		01466-2-4630		01466-2-4632		2		yonezawa-tihiro@town.erimo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		乳幼児検診とは別に、歯科検診日を設けて、フッ化物の塗布を行っている ニュウヨウジ ケンシン ベツ シカ ケンシン ビ モウ カ ブツ トフ オコナ		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回、秋に実地している歯科対策会議で報告している ネンイッカイ アキ ジッチ シカ タイサク カイギ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		61		747		石川県		輪島市		福祉環境部健康推進課 フクシ カンキョウブ ケンコウ スイシン カ		宮中美花 ミヤナカ ミカ		0768-23-1136		0768-23-1138		1		kenkou@city.wajima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		齲歯予防のための食習慣、定期的な歯科検診の効果、必要性（１） ウシ ヨボウ ショクシュウカン テイキテキ シカ ケンシン コウカ ヒツヨウセイ		0		1		0		0		1		0		0		0		定期的な歯科検診の効果、必要性（１）		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		1		一生自分の歯で食べよう推進部会 イッショウ ジブン ハ タ スイシン ブカイ		0		0		0		0		0		サンスターさんのフッ素に関するパンフレット（オーラルブックフッ素編） ソ カン ソ ヘン

		62		449		栃木県		大田原市		保健福祉部子ども幸福課 ホケン フクシ ブ コ コウフク カ		藤田律子 フジタ リツ コ		0287-23-8634		0287-23-7632		1		kodomo@city.ohtawara.tochigi.jp		0		0		1		0		0		0		1(栃木県良い歯のコンクール表彰式、口演会) トチギケン ヨ ハ ヒョウショウシキ コウエン カイ		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回市の実態と今後の事業について歯科医師会長と相談、年一回歯科衛生士と市の実態と今後の事業内容について具体的に打合せ ネンイッカイ シ ジッタイ コンゴ ジギョウ シカ イシ カイ チョウ ソウダン ネン イッカイ シカ エイセイ シ シ ジッタイ コンゴ ジギョウ ナイヨウ グタイテキ ウチアワ		0		0		1		1		0		0

		63		220		岩手県		久慈市		保健推進課 ホケン スイシンカ		遠川君子 トオ カワ キミコ		0194-61-3315		0914-52-3197		2		k-tookawa@city.kuji.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健推進委員会にて報告 シカ ホケン スイシン イインカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		64		1175		奈良県		高取町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		松本聖子 マツ モト セイコ		0744-52-5111		0744-52-3351		1		takatori-hoken@town.takatori.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		歯科衛生士会等 シカ エイセイシ カイ トウ		1		1		1		1		0		0		従事者 ジュウジシャ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		相談業務に携わる歯科衛生士年度当初の打合せ時に伝達しています ソウダン ギョウム タズサ シカ エイセイシ ネンド トウショ ウチアワ ジ デンタツ		0		0		1		1		0		0

		65		1685		中核市 チュウカクシ		秋田市 アキタシ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		茂木有子 モギ ユウコ		018-883-1174		018-883-1173		1		ro-chhl@city.akita.akita.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		現状では実地出来ていないが、事業担当科で実地するべきと思っています ゲンジョウ ジッチ デキ ジギョウ タントウ カ ジッチ オモ		0		0		0		3		2		0		0		0		口腔状態（初期う蝕、隣接面う蝕などの精度をもっと高めてほしい）（１） コウクウ ジョウタイ ショキ ショク リンセツ メン ショク セイド タカ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		66		1372		愛媛県		東温市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		廣田 ヒロタ		089-966-2191		289-966-5516		1		kenkosuishin@city.toon.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		公的機関ではないが、パンフレットを購入して配布している コウテキ キカン コウニュウ ハイフ

		67		44		北海道		江差町		健康推進課健康推進係 ケンコウ スイシンカ ケンコウ スイシン カカリ		渋田和子 シブタ カズコ		0139-52-6718		0139-54-3933		2		kazuko.shibuta@hokkaido-esashi.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		保険士はあるが歯科検診を委託いている歯科衛生士は不明 ホケン シ シカ ケンシン イタク シカ エイセイシ フメイ		0		0		0		0		0		市町村保険士連絡協議会で構成 シチョウソン ホケン シ レンラク キョウギカイ コウセイ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		フッ化物洗口 カ ブツ センコウ		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年度で作成している保険事業実績、保険事業計画書にて。 ネンド サクセイ ホケン ジギョウ ジッセキ ホケン ジギョウ ケイカクショ		0		0		1		1		0		0

		68		167		北海道		厚岸町		保健福祉課健康づくり係 ホケンフ カ ケンコウ カカリ		小川摩里 オガワ マリ リ		0153-53-3333		0153-53-3077		1		afukushi@rose.ocn.ne.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		検診を委託している歯科医師が検診を通じて把握している ケンシン イタク シカ イシ ケンシン ツウ ハアク		1		1		0		0

		69		1694		中核市 チュウカクシ		横須賀市		こども育成部こども健康課 イクセイ ブ ケンコウ カ		竹内 タケウチ		046-824-7141		046-824-7144		1		chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		虫歯、処置歯、C0など判定基準制度の向上に関すること（1） ムシバ ショチ ハ ハンテイ キジュン セイド コウジョウ カン		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との打合せ時、衛生年報、歯科医師研修会 シカ イシ カイ ウチアワ ジ エイセイ ネンポウ シカ イシ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0

		70		78		北海道		新十津川町		保健福祉課健康推進グループ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		主査　栗山久枝 シュサ クリヤマ ヒサエ		0125-72-2000		0125-72-2006		1		hokenfukushika@town.shintotsukawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		週に二回、保育園及び幼稚園においてフッ化物洗口を実地 シュウ ニカイ ホイクエン オヨ ヨウチエン カ ブツ センコウ ジッチ		0		0		0		幼児フッ素塗布事業を年３回無料で実地 ヨウジ ソ トフ ジギョウ ネン カイ ムリョウ ジッチ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		71		92		北海道		上富良野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鎌田理恵 カマタ リエ		0167-45-6987		0167-45-5788		2		kamada-r@town.kamifurano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		数年前まで北海道主催の研修企画があり、都合がつく限り参加していたが近年企画自体がない スウネン マエ ホッカイドウ シュサイ ケンシュウ キカク ツゴウ カギ サンカ キンネン キカク ジタイ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		72		200		青森県		七戸町		健康福祉課 ケンコウ		主査保健師　中村雅子 シュサ ホケンシ ナカムラ マサコ		0176-68-4631		0176-68-3536		1		masako-nakamura@town.shichinohe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		乳児相談は非常勤歯科衛生士。二歳児検診は医療機関の歯科衛生士に委託 ニュウジ ソウダン ヒジョウキン シカ エイセイシ ニサイジ ケンシン イリョウ キカン シカ エイセイシ イタク		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		保護者が検診の場で破棄することが多いため配布していない ホゴシャ ケンシン バ ハキ オオ ハイフ

		73		784		山梨県		大月市		健康介護課健康増進担当 ケンコウカイゴ カイゴ カ ケンコウ タントウ		松永 マツナガ		0554-23-8038		0554-22-6422		1		hoken-19206@city.otsuki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年に数回、（歯の健康づくり小部会）で取り組んだ内容と評価、今後の取り組みについてをメンバーとなっている歯科医師、歯科衛生士、養護教諭、保育士、保健士で共有している。さらに年度末には歯科医師会の打合せ会を設け、報告している。 ネン スウカイ ハ ケンコウ ショウ ブカイ ト ク ナイヨウ ヒョウカ コンゴ ト ク シカ イシ シカ エイセイシ ヨウゴ キョウユ ホイクシ ホケン シ キョウユウ ネンドマツ シカ イシ カイ ウチアワ カイ モウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		74		875		長野県		高山村		村民生活課保健予防係 ソンミン セイカツ カ ホケン ヨボウ カカリ		関谷美智代 セキヤ ミチヨ		026-242-1202		026-242-1205		1		sonmin@vill.takayama.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1（研修会への参加） ケンシュウカイ サンカ		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		1（小学校で希望者に実地） ショウガッコウ キボウシャ ジッチ		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		健康づくりに関する会議で実績報告している ケンコウ カン カイギ ジッセキ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		75		570		千葉県		旭市		健康管理課支援班 ケンコウ カンリ カ シエン ハン		渡邉恵美子 ワタナベ エミコ		0479-57-3113		0479-50-5027		1		shien@city.asahi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1（年一回管内歯科衛生士研究会にて） ネン イッカイ カンナイ シカ エイセイシ ケンキュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		76		13		北海道		芦別市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		森澤恵衣 モリサワ メグミ コロモ		0124-22-2111		0124-22-9696		1		kenkou@city.ashibetsu.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1（市町村母子歯科保健指導マニュアルの活用） シチョウソン ボシ シカ ホケン シドウ カツヨウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士、保健士、栄養士等の市町村の歯科保健事業担当者向けに作成となっている シカ エイセイ シ ホケンシ エイヨウシ トウ シチョウソン シカ ホケン ジギョウ タントウシャ ム サクセイ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		保育園、幼稚園から開始のフッ化物洗口事業の紹介 ホイクエン ヨウチエン カイシ カ ブツ センコウ ジギョウ ショウカイ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		毎年度の保険事業計画を配布しており、前年度の実績（受診数、虫歯有病率）を報告している マイネンド ホケン ジギョウ ケイカク ハイフ ゼンネンド ジッセキ ジュシン スウ ムシバ ユウ ビョウ リツ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		77		113		北海道		枝幸町		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ		石原めい イシハラ		0163-62-4658		0163-62-3353		2		IshiharaMei@town.esashi.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1（年一回、保健所主催の研修会に参加） ネン イッカイ ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		在宅歯科衛生士バンク登録車等 ザイタク シカ エイセイシ トウロク シャ トウ		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		78		7		北海道		岩見沢市		健康福祉部健康づくり推進課疾病予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ シッペイ ヨボウ		*		0126-25-5540		0126-25-5524		1		hoken@i-hamanasu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		79		958		愛知県		瀬戸市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		杉野 スギ ノ		0561-85-5511		0561-85-5120		1		kenko@city.seto.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		歯科医師には、年一回会議にて健診の状況について報告し、歯科衛生士には、検診時統計資料の提供を行っている シカ イシ ネン イッカイ カイギ ケンシン ジョウキョウ ホウコク シカ エイセイシ ケンシン ジ トウケイ シリョウ テイキョウ オコナ		0		0		0		0		0		市販の資料 シハン シリョウ

		80		670		東京都		八丈町		福祉健康課保健係 フクシ ケンコウ カ ホケン カカリ		関本尚正 セキモト ナオ マサ		04996-2-5570		04996-2-7923		1		kenko@town.hachijo.tokyo.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年一回会議を実施し全歯科医師に報告している ネン イッカイ カイギ ジッシ ゼン シカ イシ ホウコク		0		0		0		0		0		業者作成資料 ギョウシャ サクセイ シリョウ

		81		1449		福岡県		水巻町		健康課健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシン シツ		大森 オオモリ		093-202-3212		093-202-3621		1		iki2-hall@town.mizumaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		2		虫歯予防、受診推奨 ムシバ ヨボウ ジュシン スイショウ		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		乳幼児健診後のカンファレンスで歯科衛生士と情報を共有しフィードバックを行っている ニュウヨウジ ケンシン ゴ シカ エイセイシ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		1		0		0		0

		82		1255		島根県		海士町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木山智晶 キヤマ サトシ アキラ		08514-2-1822		08514-2-0208		2		kiyama-chiaki@town.ama.shimane.jp		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		保育園で実施 ホイクエン ジッシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		83		1567		大分県		由布市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木本 キモト		0977-84-3111		0977-84-3733		2		kimoto_masami@city.yufu.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		地域保健委員会や歯科保健検討会等で評価、報告している チイキ ホケン イインカイ シカ ホケン ケントウカイ トウ ヒョウカ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		84		1076		京都府		京丹波町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		堀　道枝 ホリ ミチ エダ		0771-86-1800		0771-86-1233		1		hoken60@town.kyotamba.kyoto.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		2		2		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		85		165		北海道		浦幌町		健康福祉課 保健予防係 ケンコウフ ホケン ヨボウ カカリ		新宅真起子 シンタク マ マキコ		015-576-5111		015-576-5222		1		hukusi@urahoro.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		86		861		長野県		王滝村		福祉健康課 フクシ ケンコウカイ カ		美濃羽冴子 ビ コ ハネ サエコ		0264-48-3160		0264-48-2275		1		hoken@vill.otaki.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		0		0		1		0		0		0		1		0

		87		96		北海道		和寒町		保健福祉課 ホケン カ		伏見瑞季 フシミ ミズキ キセツ		0165-32-2000		0165-32-3377		1		ho-hoken@town.wassamu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		事業計画にて前年度の齲歯率などを報告 ジギョウ ケイカク ゼンネンド ウシ リツ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		88		482		群馬県		甘楽町		健康課保健係 ケンコウ カ ホケン カカリ		平井まさみ ヒライ		0274-74-3131		0274-74-5813		1		hoken@town.kanra.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		2		0		0		0		早期う蝕の発見（１） ソウキ ショク ハッケン		0		0		1		0		2		0		0		0		仕上げ磨きの仕方、補助道具の使い方(3) シア ミガ シカタ ホジョ ドウグ ツカ カタ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		心理士 シンリシ		1		ケースについてはカンファレンスに。年間のDMF指数などの統計はメールで報告 ネンカン シスウ トウケイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		89		782		山梨県		都留市		健康子育て課 予防担当 ケンコウ コソダ カ ヨボウ タントウ		三澤未佳 ミサワ サワ ミカ		0554-46-5113		0554-46-5119		1		yobou@city.tsuru.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		*		*		1		1		1		0		0		1		市町村保険、福祉担当職員 シチョウソン ホケン フクシ タントウ ショクイン		0		0		0		0		0		規格の主体は問わず キカク シュタイ ト		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		1		0		0		0

		90		840		長野県		箕輪町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		丸山江美 マルヤマ エミ		0265-79-3111		0265-70-6699		1		kenko@town.minowa.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1（各種研修会の実施） カク シュ ケンシュウカイ ジッシ		0		0		0		1		0		0		1		長野県歯科衛生士会 ナガノケン シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年度末に町内歯科医師と歯科医師会を実施し報告している ネンドマツ チョウナイ シカ イシ シカ イシ カイ ジッシ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		91		1523		熊本県		天草市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		浦﨑裕美 ウラ サキ ヒロミ		0969-24-0620		0969-24-1631		1		yobou@city.amakusa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		実績を評価し報告している ジッセキ ヒョウカ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		92		75		北海道		栗山町		保健福祉課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		後藤 ゴトウ		0123-73-2256		0123-73-2266		1		kenkousuisin-g@town.kuriyama.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		93		24		北海道		歌志内市		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシカ ホケン ヨボウ		野口絢華 ノグチ アヤ ハナ		0125-42-3213		0125-42-4111		2		ayaka.noguchi@city.utashinai.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		2		0		1		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		94		1017		三重県		熊野市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		宮本育子 ミヤモト イクコ		0597-89-3113		0597-89-5885		2		yasuko.miyamoto@city.kumano.mie.jp		0		0		0		1		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		県歯科医師会主導の歯科担当者会議にて実施状況報告 ケン シカ イシ カイ シュドウ シカ タントウ シャ カイギ ジッシ ジョウキョウ ホウコク		0		0		*		*		*		*

		95		687		神奈川県		綾瀬市		市民こども部保健医療ｾﾝﾀｰ シミン ブ ホケン イリョウ		今井美智代 イマイ ミチヨ		0467-77-1133		0467-77-1134		1		su1340@city.ayase.kanagawa.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		96		231		岩手県		滝沢市 シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡歩唯 ヤハタ アユ タダ		019-656-6526		019-684-2245		1		kenkou@city.takizawa.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		ポスター掲示 ケイジ		1		0		0		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		市で制定している生涯歯科保健連絡会や、市内歯科医院と市役所歯科関係者部署との歯科保健事業にて報告 シ セイテイ ショウガイ シカ ホケン レンラクカイ シナイ シカ イイン シヤクショ シカ カンケイシャ ブショ シカ ホケン ジギョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		97		161		北海道		豊頃町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		増澤奈奈 マスザワ ナナ		015-574-3141		015-574-3142		2		masuzawa.nana@toyokoro.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		仕上げ磨き用歯ブラシ配布 シア ミガ ヨウ ハ ハイフ		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		保険センターにて年四回集団塗布実施 ホケン ネン ヨンカイ シュウダン トフ ジッシ		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		98		807		長野県		松本市		健康福祉部健康づくり課 ケンコ ブ ケンコウ カ		山本さゆり ヤマモト		0263-34-3217		0263-39-2523		1		kenkoka@city.matsumoto.nagano.jp		0		1		0		0		0		0		1（研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		3		0		0		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		保険事業実施報告（冊子）を歯科医師会に配布し見ていただいている ホケン ジギョウ ジッシ ホウコク サッシ シカ イシ カイ ハイフ ミ		0		0		1		0		0		0

		99		246		岩手県		洋野町		健康増進課　種市保健センター ケンコウ ゾウシン カ タネイチ ホケン		西村共知恵 ニシムラ トモエ チエ		0194-65-3950		0194-65-3968		2		nishimura412@town.hirono.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1(見等が主催の研修会に参加。) ミ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		2		0		0		3		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		99

		100		1368		愛媛県		大洲市		保健センター ホケンセ		新穂サチ子 シンボ ホ コ		0893-23-0310		0893-23-0311		2		sachiko.araho@city.ozu.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		1(市内歯科検診担当医師との学習) シナイ シカ ケンシン タントウ イシ ガクシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		健康づくり推進協議会で結果の報告と、次年度の計画について協議。 ケンコウ スイシン キョウギカイ ケッカ ホウコク ジネンド ケイカク キョウギ		0		0		1		1		0		0

		100

		101		653		東京都		東久留米市		福祉保健部健康課保健サービス係 フクシ ホケンブ ケンコウカ ホケン カカリ		原田菜穂子 ハラダ ナホコ		042-477-0022		042-477-0033		1		kenko@city.higashikurume.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		報告書を作成し、配布。歯科業務連絡会を開催し、報告。 ホウコクショ サクセイ ハイフ シカ ギョウム レンラクカイ カイサイ ホウコク		0		0		1		0		0		市販のリーフレット活用 シハン カツヨウ

		102		147		北海道		新ひだか町		健康生活部健康推進課（静内保健センター） ケンコウ セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ シズ ナイ ホケン		瓶子歩美 ヘイシ アユミ		0416-42-1287		0416-43-2350		1		sukoyaka1@sougoucare.ecnet.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		規制のリーフレット活用 キセイ カツヨウ		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		年に一回、歯科事業会議を歯科医師会含め開催。その際に検診結果を報告している。 ネン イッカイ シカ ジギョウ カイギ シカ イシ カイ フク カイサイ サイ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		103		1322		山口県		阿武町		民生課 ミンセイ カ		杉村理絵 スギ ムラ リ エ		08388-2-3113		08388-2-2090		2		minsei04@town.abu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		市販のものを使用 シハン シヨウ

		104		152		北海道		新得町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		青谷晃子 アオ タニ アキコ		0156-64-0533		0156-64-0534		2		aotani-t@town.shintoku.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修会に参加) ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		個別歯科医院でのフッ素塗布助成 コベツ シカ イイン ソ トフ ジョセイ		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		1(保健所指定のアンケートにて報告) ホケンジョ シテイ ホウコク		0		0		0		0		0		1		0		0

		105		967		愛知県		蒲郡市		市民福祉部健康推進課（蒲郡市保健センター） シミン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ ガマゴオリ シ ホケン		岡本桂子 オカモト ケイコ		0533-67-1151		0533-67-9101		1		hoken@city.gamagori.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		保育士・幼稚園教諭 ホイクシ ヨウチエン キョウユ		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		1(要観察歯・未処置歯保有者へのフォロー) ヨウ カンサツ ハ ミ ショチ ハ ホユウシャ		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1(パート歯科衛生士) シカ エイセイシ		1		0		1		0		0		0		0		0		乳幼児歯科検診のみでフッ化物の塗布を行っている。 ニュウヨウジ シカ ケンシン カ ブツ トフ オコナ		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		パート保健士・パート管理栄養士・パート歯科英衛生士 ホケンシ カンリ エイヨウシ シカ エイ エイセイシ		1		冊子(がまごおりの保健)を配布している サッシ ホケン ハイフ		0		0		1		0		0		0

		106		594		千葉県		栄町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		村尾優理子 ムラオ ユリコ		0476-33-7707		0476-95-4274		1		kenkou@town.sakae.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		1		0		0		3		1		0		0		1		0		2		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		1(理学療法士) リガク リョウホウシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		107		810		長野県		飯田市		健康福祉部保健課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ		原俊文 ハラ トシフミ		0265-22-4511		0265-53-8867		1		hoken@city.iida.nagano.jp		0		1		0		0		0		0		1（研修会等受講） ケンシュウカイ トウ ジュコウ		0		0		0		1		0		0		1		長野県歯科衛生士会 ナガノ ケン シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		108		84		北海道		鷹栖町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ フクシカ ホケン スイシン カカリ		佐藤嗣美 サトウ ツグミ		0166-87-2112		0166-87-2226		1		kenkou@town.takasu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		幼児歯科検診のみ実施0 ヨウジ シカ ケンシン ジッシ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		109		1129		兵庫県		川西市		健康福祉部健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シツ		池田真由美 イケダ マユミ		072-758-4721		*		1		kawa0032@city.kawanishi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1(ライオン歯科衛生研究所など)		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		１（初期う蝕） ショキ ショク		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		年齢によってフッ化物配合歯磨剤の使用説明 ネンレイ カ ブツ ハイゴウ ハ オサム ザイ シヨウ セツメイ		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		委託歯科医師会との委員会開催 イタク シカ イシ カイ イインカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		109

		110		632		東京都		葛飾区		子育て支援部子ども家庭支援課 コソダ シエン ブ コ カテイ シエン カ		桜井まり子 サクライ コ		03-3602-1387		03-3602-1392		1		113000@city.katsushika.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特別区自主運営業務研究会 トクベツク ジシュ ウンエイ ギョウム ケンキュウカイ		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		0		0		カリエスの有無 ウム		2		0		0		3		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		雇上げ歯科医衛生士　 ヤト ア シカイ エイセイシ		0		1		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		111		1509		長崎県		小値賀町		健康管理センター ケンコウ カンリ		彌富千賀子 ヒサシ トミ チカコ		0959-56-3763		0959-56-3916		1		kenkoukanrisenta@ojika.net		0		0		1		0		0		0		1講演会形式で希望者を募集する コウエンカイ ケイシキ キボウシャ ボシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		養護教諭・母子保健推進委員・保育士 ヨウゴ キョウユ ボシ ホケン スイシンイイン ホイクシ		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		兄弟や両親の齲歯及び健康行動 キョウダイ リョウシン ウシ オヨ ケンコウ コウドウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		こども園にてフッ化物洗口を実施している エン カ ブツ センコウ ジッシ		1		0		0		三か月に一度集団で無料塗布 サン ゲツ イチド シュウダン ムリョウ トフ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		教育機関（校長・養護教諭)、保育士、PTA会長 キョウイク キカン コウチョウ ヨウゴ キョウユ ホイクシ カイチョウ		1		年に2回の歯科保健専門委員会・年一回の歯科保健推進協会議にて結果報告 ネン カイ シカ ホケン センモン イイン カイ ネン イッカイ シカ ホケン スイシン キョウ カイギ ケッカ ホウコク		0		0		0		0		1		0

		112		705		新潟県		新発田市		健康推進課健やか育児支援係 ケンコウ スイシンカ スコ イクジ シエン カカリ		中村静夏 ナカムラ シズカ		0254-22-3101		0252-21-1091		1		kenkou@city.shibata.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1年1から2回担当者会議と同時に実施 ネン カイ タントウシャ カイギ ドウジ ジッシ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		3		0		3		2		0		0		3		1虫歯の有無 ムシバ ウム		1		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会に年一回、年度末に報告している。また、歯科医師会からも委員を選出している市の歯科保健推進協議会において事業の報告をしている。 シカ イシ カイ ネン イッカイ ネンドマツ ホウコク シカ イシ カイ イイン センシュツ シ シカ ホケン スイシン キョウギカイ ジギョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		113		611		東京都		千代田区		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田村 タムラ		03-5211-8172		03-5211-8192		1		kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1隔年特別区専門検診 カクネン トクベツク センモン ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		1		0		0		0		2		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		業者のリーフレット購入 ギョウシャ コウニュウ

		114		886		岐阜県		関市		保健センター ホケンセ		柴山美保 シバヤマ ミホ		0575-24-0111		0575-23-6757		1		hoken-c@city.seki.lg.jp		0		0		1		0		0		1正職員が育児休暇中のため臨時職員 セイ ショクイン イクジ キュウカチュウ リンジ ショクイン		1県主催研修会 ケン シュサイ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		お口の健康ノートを作成指導・1Y6m健診後の事後指導（呼び出し） クチ ケンコウ サクセイ シドウ ケンシン ゴ ジゴ シドウ ヨ ダ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		関市母子保健連絡協議会で評価と次年度計画を報告（委員に歯科医師会代表参加） セキシ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ヒョウカ ジネンド ケイカク ホウコク イイン シカ イシ カイ ダイヒョウ サンカ		0		0		1		0		0		お口の健康ノート・1歳児相談の配布物 サイジ ソウダン ハイフ ブツ

		115		341		福島県		福島市		保健福祉ｾﾝﾀｰ健康推進課 ホケン フクシ ケンコウ スイシン カ		遠藤いすず エンドウ		024-525-7671		024-525-5701		1		kenkou@mail.city.fukushima.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や保健所、歯科医師会が開催する研修） ケン ホケンジョ シカ イシ カイ カイサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		1		0		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0

		116		1236		鳥取県		伯耆町		母子保健 ボシ ホケン		瀬川佳菜子 セガワ カナコ		0859-68-5536		0859-68-3866		2		segawak@houki-town.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が主催した乳幼児検診マニュアル研修会の内容で乳幼児歯科に関する内容が含まれていた） ケン シュサイ ニュウヨウジ ケンシン ケンシュウカイ ナイヨウ ニュウヨウジ シカ カン ナイヨウ フク		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		ドクター		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健検討会を年に一回開催 シカ ホケン ケントウカイ ネン イッカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		117		1491		佐賀県		太良町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松尾 マツオ		0954-67-0753		0954-67-2103		1		kenko-zoushin@town.tara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(講演） コウエン		0		0		0		1		0		0		0		国立病院機構佐賀病院 コクリツ ビョウイン キコウ サガ ビョウイン		1		1		1		1		0		0		升藤地区の保健所、幼稚園、学校、行政 マス フジ チク ホケンジョ ヨウチエン ガッコウ ギョウセイ		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		町内保育所での塗布 チョウナイ ホイク ジョ トフ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		今年度は歯科医師、歯科衛生士との連絡会を実施し平成２６年度の事業実績報告を行った コンネンド シカ イシ シカ エイセイシ レンラクカイ ジッシ ヘイセイ ネンド ジギョウ ジッセキ ホウコク オコナ		1		0		0		0

		118		1329		徳島県		美馬市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		大垣安代 オオガキ ヤス ヨ		0883-52-5611		0883-52-1197		1		hoken@city.mima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		業者から購入したリーフレット ギョウシャ コウニュウ

		119		1156		奈良県		天理市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早見 ハヤミ		0743-63-1001		0743-62-7697		1		kennkou@city.tenri.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		2		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会連絡会 シカ イシ カイ レンラク カイ		0		0		1		1		0		0

		120		94		北海道		南富良野町		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		星越美鈴 ホシ コシ ミスズ		0167-52-2211		0167-39-7020		1		hokenshido@town.minamifurano.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		臨時歯科衛生士 リンジ シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		子育て支援センター　保育士　看護士 コソダ シエン ホイクシ カンゴシ		0		0		1		0		0		0		1		0

		121		404		茨城県		龍ヶ崎市		健康増進課母子保健グループ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン		松本春生 マツモト ハルオ		0297-64-1039		0297-64-5027		1		kenko@city.ryugasaki.ibaraki.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		市単独で研修実施はしていないが県や歯科医師会等で実施していれば参加することはある シ タンドク ケンシュウ ジッシ ケン シカ イシ カイ トウ ジッシ サンカ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		市販のリーフレット配布 シハン ハイフ		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		122		28		北海道		恵庭市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケンカ		庄司 ショウジ		0123-37-4121		0123-37-5240		1		hokenka@city.eniwa.hokkaido.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		4		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との会議で報告 シカ イシ カイ カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		123		455		栃木県		上三川町		健康課 ケンコウ カ		江口　彩 エグチ アヤ		0285-56-9132		0285-56-6868		1		kenkou01@town.kaminokawa.tochigi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修会に参加） ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		助産師、母子保健に携わる者、学校関係、保育士幼稚園教諭 ジョサンシ ボシ ホケン タズサ モノ ガッコウ カンケイ ホイクシ ヨウチエン キョウユ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		受診者数を書面で報告 ジュシン シャ スウ ショメン ホウコク		0		0		1		0		0		0

		124		1501		長崎県		西海市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		蓮沼涼子 ハスヌマ リョウコ		0959-37-0029		0959-29-0050		1		kids@city.saikai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		かかりつけ医をつくる,定期検診のすすめ、フッ化塗布の継続（3） イ テイキ ケンシン カ トフ ケイゾク		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		看護士、助産師 カンゴシ ジョサンシ		1		健康づくり推進協議会、歯科医師会との打合せ ケンコウ スイシン キョウギカイ シカ イシ カイ ウチアワ		0		0		1		1		0		0

		125		116		北海道		利尻町		くらし支援課　保健指導係 シエン カ ホケン シドウ カカ		*		0163-84-2345		0163-89-4747		1		hokenshido@town.rishiri.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		保育士、養護教諭 ホイクシ ヨウゴ キョウユ		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		市販のパンフレット使用 シハン シヨウ

		126		49		北海道		今金町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦　萌 ミウラ モエ		0137-82-2780		0137-82-3867		1		imk-kenko@town.imakane.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1保健所や看護協会等が主催の研修会へ参加 ホケンジョ カンゴ キョウカイ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		保育士、看護士、一般町民 ホイクシ カンゴシ イッパン チョウミン		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		1		0		1		1		1		0		0		1		年度末に検診結果をまとめ、委託歯科医師と共有している ネンドマツ ケンシン ケッカ イタク シカ イシ キョウユウ		0		0		0		1		0		0

		127		180		青森県		五所川原市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		齋藤綾子 サイトウ アヤコ		0173-35-2111		0173-35-2130		1		kenkousuisin@city.goshogawara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(県歯科医師会主催の研修に参加） ケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウ サンカ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		すべて必要と考えていますので決められません ヒツヨウ カンガ キ		0		0		0		0		0		0		0		0		相談は個別性が高いため決められません ソウダン コベツセイ タカ キ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		128		1415		福岡県		大牟田市		健康福祉部児童家庭課 ケンコウ フクシ ブ ジドウ カテイ カ		中原広子 ナカハラ ヒロコ		0944-41-2661		0944-41-2664		1		jidoukatei01@city.omuta.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1年一回 ネン イッカイ		0		0		0		0		0		1一般社団法人福岡県歯科衛生士会 イッパン シャダン ホウジン フクオカ ケン シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		129		1189		奈良県		上北山村		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		濱野　知美 ハマノ トモミ		07468-3-0380		07468-2-0209		2		hamano@vill.kamikitayama.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間で作成されたパンフレット ミンカン サクセイ

		130		275		宮城県		大衡村		保健福祉課 ホケン フクシカ		安達　縁 アダチ エン		022-345-0253		022-345-6630		1		fukushi@village.ohira.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		幼稚園・保育所・こども園等職員 ヨウチエン ホイク ジョ エン トウ ショクイン		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		要観察歯の把握（1） ヨウ カンサツ ハ ハアク		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		131		252		宮城県		名取市		健康福祉部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ ブ ホケン		高橋香南子 タカハシ カオリ ミナミ コ		022-382-2456		022-382-3041		1		hoken@city.natori.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		母子保健推進委員会の研修会（歯科には特化していない）検診終了後のミーティングで情報共有 ボシ ホケン スイシン イインカイ ケンシュウカイ シカ トッカ ケンシン シュウリョウゴ ジョウホウ キョウユウ		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		助産師 ジョサンシ		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		広報 コウホウ		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師が入っている会議、健康づくり推進協議会会議 シカ イシ ハイ カイギ ケンコウ スイシン キョウギカイ カイギ		0		0		1		1		0		0

		132		866		長野県		山形村		保健福祉課保健対策係 ホケン フクシカ ホケン タイサク カカリ		仁科茉莉佳 ニシナ マリ カ		0263-97-2100		0263-97-2101		1		hoken@vill.yamagata.nagano.jp		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		1		2		3		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		*		*		*		*		1		1		0		0

		133		141		北海道		日高町		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		亀井希代子 カメイ キヨコ		01456-2-6183		01456-2-5615		2		kamei.kiyoko@town.hidaka.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回歯科医師会と町（町長、教育委員会、健康福祉課）で懇親会を設けて報告している ネン イッカイ シカ イシ カイ マチ チョウチョウ キョウイク イインカイ ケンコウ フクシ カ コンシン カイ モウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		133		1208		和歌山県		日高町

		134		1683		中核市 チュウカクシ		青森市 アオモリシ		健康福祉部青森市保健所健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ アオモリシ ホケンジョ ケンコウ スイシン カ		大澤真理子 ダイ サワ マリコ		017-743-6111		017-743-6276		1		genki-plaza@city.aomori.aomori.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科医師会主催の講演会） シカ イシ カイ シュサイ コウエンカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		年一回歯科医師会と会議を開催している ネン イッカイ シカ イシ カイ カイギ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		135		289		秋田県		潟上市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畠山和花子 ハタケヤマ ワカコ		018-853-5315		018-852-5233		1		kenkoushidou@city.katagami.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		2		0		0		0		歯の質、食事や間食の取り方、歯磨き習慣等、個々の状況に合わせた指導（1） ハ シツ ショクジ カンショク ト カタ ハミガ シュウカン トウ ココ ジョウキョウ ア シドウ		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		歯科医院でのフッ化物塗布に関して情報提供している シカ イイン カ ブツ トフ カン ジョウホウ テイキョウ		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		市内歯科医との医療行政懇談会にて歯科健診の結果を報告 シナイ シカ イ イリョウ ギョウセイ コンダンカイ シカ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		0		0		0		健診の対象年齢に合ったパンフレット、歯ブラシを購入し配布している ケンシン タイショウ ネンレイ ア ハ コウニュウ ハイフ

		136		1007		三重県		津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		石川 イシカワ		059-229-3310		059-229-3287		1		229-3310@city.tsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯と口腔の健康づくりを考える討論会で情報提供している ハ コウクウ ケンコウ カンガ トウロン カイ ジョウホウ テイキョウ		0		0		1		0		0		0

		137		870		長野県		松川村														0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		2		0		0		0		3		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		138		1686		中核市 チュウカクシ		郡山市		こども部こども支援課母子保健係 ブ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田直美 ヨシダ ナオミ		024-924-3691		024-933-6665		1		kodomosien@city.koriyama.fukushima.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会を開催） ケンシュウカイ カイサイ		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		3		0		2		0		0		0		明確な診断（１） メイカク シンダン		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		健診データの共有 ケンシン キョウユウ		0		0		1		1		0		0

		139		659		東京都		西東京市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		野口かおり ノグチ		042-438-4037		042-422-7309		1		kenkou@city.nishitokyo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		親の側に立った対応、話し方（１） オヤ ガワ タ タイオウ ハナ カタ		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		市販のもの シハン

		140		1687		中核市 チュウカクシ		いわき市		こどもみらい部こども家庭課 ブ カテイ カ		竹原紀子 タケハラ ノリコ		0246-27-8597		0246-27-8564		1		kodomokatei@city.iwaki.fukushima.jp		0		1		0		0		0		0		1(協力歯科衛生士との連絡会を年１～２回開催する中で実施している（市主催）また、福島県歯科衛生士会の研修の機会もある） キョウリョク シカ エイセイシ レンラクカイ ネン カイ カイサイ ナカ ジッシ シ シュサイ フクシマケン シカ エイセイシ カイ ケンシュウ キカイ		0		0		1		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		0		0		0		0		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		3		0		0		0		2		0		0		初期虫歯の診断基準（１） ショキ ムシバ シンダン キジュン		0		0		2		0		1		0		0		0		かかりつけ歯科医での定期歯科受診（３） シカイ テイキ シカ ジュシン		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		雇い上げ歯科衛生士 ヤト ア シカ エイセイシ		1		市保健医療審議会、及び歯科医師会との意見交換会の際に実施 シ ホケン イリョウ シンギカイ オヨ シカ イシ カイ イケン コウカンカイ サイ ジッシ		0		0		0		1		0		0

		141		1719		中核市 チュウカクシ		大分市		大分市保健所健康課 オオイタシ ホケンジョ ケンコウ カ		森山慶子 モリヤマ ケイコ		097-536-2516		097-532-3250		1		kenko2@city.oita.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		1		0		0		3		2		0		0		3		0		1		0		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		各種会議の場や、メールや紙面等により実施 カク シュ カイギ バ シメントウ ジッシ		1		0		1		1		1		0		0		1		母子、成人等の小委員会の場で報告 ボシ セイジン トウ ショウ イインカイ バ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		142		895		岐阜県		可児市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		只腰知子 タダ コシ トモコ		0574-62-1111		0574-63-7070		2		tm-tadak@city.kani.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会に参加） ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		0		1		0		口腔保険協議会、行政歯科衛生士部会 コウクウ ホケン キョウギカイ ギョウセイ シカ エイセイシ ブカイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		*		*		*		*		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		看護士 カンゴ シ		1		事業報告を冊子にまとめ報告、会議（母子保健連絡協議会で報告） ジギョウ ホウコク サッシ ホウコク カイギ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		143		1584		宮崎県		綾町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		菊池珠美 キクチ タマミ		0985-77-0195		0985-77-0338		2		t.kikuchi@town.aya.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科保険推進協議会において、歯科検診の結果報告、本年度の取り組みなど話し合う。また町内保育所等スタッフ向けに歯科医師による講和） シカ ホケン スイシン キョウギカイ シカ ケンシン ケッカ ホウコク ホンネン ド ト ク ハナ ア チョウナイ ホイク ジョ トウ ム シカ イシ コウワ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		町内保育所、幼稚園等スタッフ チョウナイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		144		263		宮城県		村田町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池涼子 キクチ リョウコ		0224-83-2312		0224-83-3188		2		kikuchi-r@town.murata.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		145		320		山形県		中山町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		鈴木 スズキ		023-662-2836		023-662-2065		1		kenkou@town.nakayama.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師に対し医療懇談会にて報告 シカ イシ タイ イリョウ コンダンカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		146		342		福島県		会津若松市		健康福祉部健康増進課保健指導グループ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ホケン シドウ		一ノ瀬勝江 イチ セ カツエ		0242-39-1245		0242-39-1231		1		hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		従事者がそれぞれ自主的に参加 ジュウジシャ ジシュテキ サンカ		0		1		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		年一度歯科医師会との会議において検診結果の説明および次年度の計画について打ち合わせ ネン イチド シカ イシ カイ カイギ ケンシン ケッカ セツメイ ジネンド ケイカク ウ ア		0		0		1		1		0		0

		147		340		山形県		遊佐町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		三浦　恵 ミウラ メグミ		0234-72-4111		0234-72-4113		1		kenkosien@town.yuza.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		1		0		0		3		0		0		1		0		0		0		2(おやつや飲み物等生活習慣） ノ モノ トウ セイカツ シュウカン		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		寸劇絵本等の媒体使用 スンゲキ エホントウ バイタイ シヨウ		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		毎年度、歯科医師と業務懇談会を開催し事業の報告年間の実績や経年のう蝕状況等のデータを見てもらっている。また、地区歯科医師会に年度末に実績報告を提出 マイネンド シカ イシ ギョウム コンダンカイ カイサイ ジギョウ ホウコク ネンカン ジッセキ ケイネン ショク ジョウキョウ トウ ミ チク シカ イシ カイ ネンドマツ ジッセキ ホウコク テイシュツ		0		0		1		0		0		既成のリーフレット キセイ

		148		1557		大分県		中津市		生活保健部地域医療対策課 セイカツ ホケン ブ チイキ イリョウ タイサク カ		廣瀬紀美 ヒロセ キ ミ		0979-22-1170		0979-24-2342		2		hirose.kimi@city.nakatsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(歯科医師と歯科衛生士と保健師とで検討会を実施。また、歯科指導導入前に検診担当の小児科医の講演会を行った） シカ イシ シカ エイセイシ ホケンシ ケントウカイ ジッシ シカ シドウ ドウニュウ マエ ケンシン タントウ ショウニ カ イ コウエンカイ オコナ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		2		0		1		0		0		3		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年に１～２回、歯科保険について会議 ネン カイ シカ ホケン カイギ		0		0		1		0		0		0

		149		50		北海道		せたな町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		安藤麗香 アンドウ レイ カオリ		0137-84-5984		0137-84-5065		2		reika.ando@town.setana.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		H27年度に限っては町村保健士連絡協議会研修 ネンド カギ チョウソン ホケンシ レンラク キョウギカイ ケンシュウ		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		2		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		既存のリーフレット キゾン		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		必要時保育園、幼稚園 ヒツヨウジ ホイクエン ヨウチエン		0		0		1		0		0		1		0		0

		150		1497		長崎県		松浦市		子育て・こども課子育て支援係 コソダ カ コソダ シエン ガカリ		永田真紀 ナガタ マキ		0956-72-1111		0956-72-1115		1		kodomo@city.matsuura.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		母子保健推進員　看護士　保育士 ボシ ホケン スイシン イン カンゴ シ ホイク シ		0		0		1		0		1		0		0		0

		151		253		宮城県		角田市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		佐藤、玉手 サトウ タマテ		0224-62-1192		0224-63-3975		1		welpark@city.kakuda.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1(宮城県、保健所、宮城県歯科医師会主催の研修） ミヤギケン ホケンジョ ミヤギケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		3		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		保育所、幼稚園に出向く、養護教諭の会議 ホイク ジョ ヨウチエン デム ヨウゴ キョウユ カイギ		1		0		1		1		1		1		保育士幼稚園教諭、養護教諭 ホイク シ ヨウチエン キョウユ ヨウゴ キョウユ		1		歯科保健懇談会で報告 シカ ホケン コンダンカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		152		1709		中核市 チュウカクシ		奈良市 ナラシ		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ ゾウシン カ		藤岡かおり フジ オカ		0742-34-5129		0742-34-3145		1		kenkouzoushin@city.nara.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回保健センターで実施） ネン イッカイ ホケン ジッシ		0		0		1		0		0		1(一般社団法人奈良県歯科衛生士会） イッパン シャダン ホウジン ナラケン シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		0		0		0		0		一般社団法人奈良県歯科衛生士会　委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		かかりつけ歯科医の推奨（３） シカイ スイショウ		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		0		0		1		二歳０ヶ月を対象に月一回申し込み制で歯科検診とフッ化物塗布を保健センターで実施以降は歯科医療機関で定期的塗布を推奨 ニサイ ゲツ タイショウ ツキ イッカイ モウ コ セイ シカ ケンシン カ ブツ トフ ホケン ジッシ イコウ シカ イリョウ キカン テイキテキ トフ スイショウ		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		1		委託歯科衛生士 イタク シカ エイセイシ		1		年一回う歯罹患率等を報告 ネン イッカイ ハ リカン リツ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		153		622		東京都		世田谷区		健康推進課こころと体の健康担当 ケンコウ スイシン カ カラダ ケンコウ タントウ		遠藤,増渕 エンドウ マスブチ		03-5432-2449		03-5432-3022		1		SEA02244@mb.city.setagaya.tokyo.jp		1		0		0		0		0		0		1(講習会） コウシュウカイ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		3		0		2		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		臨時職員（歯科衛生士） リンジ ショクイン シカ エイセイシ		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		報告書作成　研修会 ホウコクショ サクセイ ケンシュウカイ		0		0		1		1		0		0

		154		1731		政令市 セイレイシ		浜松市		健康福祉部健康増進課 ケンコ ブ ケンコウ カ		加藤裕美 カトウ ヒロミ		053-453-6117		053-453-6188		1		kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp		0		1		0		0		0		0		1(市では、常勤・臨時歯科衛生士を対象に年一回研修会を開催） シ ジョウキン リンジ シカ エイセイシ タイショウ ネン イッカイ ケンシュウカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		3		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		フッ化物塗布事業を実施 カ ブツ トフ ジギョウ ジッシ		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		臨床心理士 リンショウ シンリシ		1		歯科保健推進会議で報告 シカ ホケン スイシン カイギ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		155		624		東京都		中野区		中部すこやか福祉センター チュウブ フクシ		髙橋かほる タカハシ		03-3367-7788		03-3367-7789		1		chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(１、特別区職員しか衛生歯科医自主運営業務研修会　２、特別区職員研修所専門研修（歯科保健） トクベツ ク ショクイン エイセイ シカイ ジシュ ウンエイ ギョウム ケンシュウカイ トクベツク ショクイン ケンシュウ ジョ センモン ケンシュウ シカ ホケン		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		育児不安の解消 イクジ フアン カイショウ		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		フッ素ジェルの使用方法ホームケア ソ シヨウ ホウホウ		0		0		0		ホームケア時の使用方法 ジ シヨウ ホウホウ		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		保育士 ホイク シ		1		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		0		0		1		1		0		0

		156		1060		京都府		城陽市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		新井綾野 アライ アヤノ		0774-55-1111		0774-55-1140		1		hoken_c@city.joyo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(年度当初に嘱託職員研修会） ネンド トウショ ショクタク ショクイン ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との研修会 シカ イシ カイ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0

		157		909		岐阜県		輪之内町		保健センター ホケン		菱田明里 ヒシダ アキラ サト		0584-69-5155		0584-69-5156		1		hoken@town.wanouchi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		158		564		千葉県		松戸市		子ども部子ども家庭相談課母子保健担当室 コ ブ コ カテイ ソウダン カ ボシ ホケン タントウ シツ		流田由美子 ナガ タ ユミコ		047-366-5180		047-366-3901		1		mcboshihoken@city.matsudo.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1(常勤歯科衛生士と非常勤歯科衛生士で事業の効果的な実施方法等話し合い） ジョウキン シカ エイセイシ ヒジョウキン シカ エイセイシ ジギョウ コウカテキ ジッシ ホウホウ トウ ハナ ア		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		3		0		1		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		乳幼児健康診査関係者懇談会（歯科医師が参加） ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カンケイシャ コンダンカイ シカ イシ サンカ		0		0		1		0		0		0

		159		69		北海道		赤井川村		社会課　保健福祉係 シャカイ カ ホケン フクシ カカ		白田　沙織 シラタ サオリ		0135-35-2050		0135-35-2051		2		hoken2@akaigawa.com		0		0		1		0		0		0		1(講演会） コウエンカイ		0		0		0		0		1		1（公益財団法人母子衛生研究会等） コウエキ ザイダン ホウジン ボシ エイセイ ケンキュウカイ トウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		保育士 ホイク シ		0		0		1		0		0		0		0		道より受け取ったデータを用いて、資料として活用 ミチ ウ ト モチ シリョウ カツヨウ

		160		1299		広島県		坂町		民生部保険健康課 ミンセイ ブ ホケン ケンコウ カ		宇治宮一二三 ウジ ミヤ ヒフミ		082-820-1504		082-820-1521		1		kenkou@town.saka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		乳幼児歯科保健に携わる職員対象 ニュウヨウジ シカ ホケン タズサ ショクイン タイショウ		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		2(歯磨きの習慣） ハミガ シュウカン		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		検診の空き時間で歯科医師と情報交換、町の地域保健対策協議会 ケンシン ア ジカン シカ イシ ジョウホウ コウカン マチ チイキ ホケン タイサク キョウギカイ		0		0		1		0		0		0

		161		841		長野県		飯島町		健康福祉課保健医療係 ケンコウ ホケンイリョウ カカリ		係長　中村杏子 カカリチョウ ナカムラ キョウコ		0265-86-3111（171）		0265-86-2225		1		h.iryo@town.iijima.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0				0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		162		562		千葉県		館山市		健康課 ケンコウ カ		吉野紗知子 ヨシノ サ チ コ		0470-23-3113		0470-22-6560		1		kenkouka@city.tateyama.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		163		779		福井県		若狭町		健康課 ケンコウ カ		百田聖子 モモタ セイコ		0770-62-2721		0770-62-1049		1		kenkou@town.fukui-wakasa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		食生活リズムや糖質の摂取等生活習慣（３） ショクセイカツ トウシツ セッシュ トウ セイカツ シュウカン		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		年度初めの会議で町の保健計画に基づく目標値の確認、各検診や保育所の虫歯有病者率等の県年変化等をグラフにして報告 ネンド ハジ カイギ マチ ホケン ケイカク モト モクヒョウチ カクニン カク ケンシン ホイク ジョ ムシバ ユウビョウシャ リツ トウ ケン ネン ヘンカ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		164		306		山形県		山形市		市民生活部健康課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ カ ホケン		志田陽子 シダ ヨウコ		023-647-2280		023-647-2281		1		hokensen@city.yamagata-yamagata.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		歯科衛生士部会 シカ エイセイシ ブカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		引継ぎの必要なことは直接保健士に連絡 ヒキツ ヒツヨウ チョクセツ ホケンシ レンラク		0		0		0		1		1		0		0		1		口腔保健協議会や歯科衛生士の研修会などで報告し意見をもらっている コウクウ ホケン キョウギカイ シカ エイセイシ ケンシュウカイ ホウコク イケン		0		0		0		0		0		一般購入の子育て全般パンフ イッパン コウニュウ コソダ ゼンパン

		165		443		栃木県		栃木市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		亀山奏代香 カメヤマ ソウ ヨ カオ		0282-25-3512		0282-25-3513		1		kenkou03@city.tochigi.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(勉強会、情報交換会） ベンキョウ カイ ジョウホウ コウカン カイ		0		0		0		0		0		0		1		栃木県歯科衛生士会主催 トチギケン シカ エイセイシ カイ シュサイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		従来どおり県の衛生士会主催で良いと思う ジュウライ ケン エイセイ シ カイ シュサイ イ オモ		0		0		0		3		0		0		2		0		1（かみ合わせ) ア		1		2		0		0		0		0		3		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		166		990		愛知県		東郷町		健康課 ケンコウカ		中井香里 ナカイ カオリ リ		0561-37-5813		0561-37-5823		1		tgo-kenko@town.aichi-togo.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		3		0		0		0		2		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		書面にて示し説明 ショメン シメ セツメイ		0		0		1		0		0		0

		167		498		群馬県		邑楽町		保健センター ホケン		大澤 オオサワ		0276-88-5533		0276-88-5528		1		health@swan.town.ora.gunma.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		3		0		2		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		報告事項は随時スタッフ間で情報共有している ホウコク ジコウ ズイジ カン ジョウホウ キョウユウ		0		0		1		1		1		0		0		1		管内の市町村と歯科医師会で歯科保健調整会議を実施 カンナイ シチョウソン シカ イシ カイ シカ ホケン チョウセイ カイギ ジッシ		0		0		1		0		0		0

		168		1730		政令市 セイレイシ		静岡市		保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課 ホケン フクシ キョク ホケン エイセイブ ケンコウ スイシンカ		興津理恵子 オキツ リエコ		054-221-1574		054-251-0035		1		kenkousuishin@city.shizuoka.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		意見交換会等の場で乳幼児歯科検診う蝕罹患状況等の報告を行う イケン コウカン カイ トウ バ ニュウヨウジ シカ ケンシン ショク リカン ジョウキョウ トウ ホウコク オコナ		0		0		0		0		0		既製品の活用 キセイヒン カツヨウ

		169		468		群馬県		太田市														0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		幼稚園、保育園での塗布 ヨウチエン ホイクエン トフ		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健専門部会を年１回実施し歯科保健従事関係者と現状、課題、今後の方針について協議 シカ ホケン センモン ブカイ ネン カイ ジッシ シカ ホケン ジュウジ カンケイシャ ゲンジョウ カダイ コンゴ ホウシン キョウギ		0		0		1		0		0		0

		170		1049		滋賀県		竜王町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		村田真実 ムラタ マミ		0748-58-1006		0748-58-1007		1		kenko@town.ryuoh.shiga.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		2		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		171		338		山形県		三川町		健康福祉課　健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		杉山明日香 スギヤマ アスカ		0235-35-7033		0235-66-3139		1		kenkou@town.mikawa.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		172		638		東京都		青梅市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		草間千幸 クサマ セン サチ		0428-23-2191		0428-23-2195		1		div1530@city.ome.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との連絡会の中で結果を報告し、その年度の課題を検討する シカ イシ カイ レンラクカイ ナカ ケッカ ホウコク ネンド カダイ ケントウ		0		0		1		0		0		0

		173		707		新潟県		加茂市		加茂市役所 保健課 カモ シヤクショ ホケンカ		智野理枝子 トモ ノ リ リエコ		0256-52-0080		0256-53-2729		1		kenko01@city.kamo.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		乳幼児健診担当看護士、臨床心理士、保育士 ニュウヨウジ ケンシン タントウ カンゴシ リンショウ シンリシ ホイクシ		1		歯科保健会議 シカ ホケン カイギ		0		0		0		0		1		0

		174		345		福島県		喜多方市		保健福祉部保健課健康推進室 ホケン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン シツ		武藤伸恵 ムトウ シン エ		0241-24-5223		0241-25-7073		1		hoken@city.kitakata.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		学校幼稚園保育所職員 ガッコウ ヨウチエン ホイク ジョ ショクイン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		幼児検診で実施 ヨウジ ケンシン ジッシ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		一般に市販されているものを使用 イッパン シハン シヨウ

		175		898		岐阜県		飛騨市		市民福祉部健康生きがい課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ イ カ ケンコウ スイシン カカリ		元田由美子 モトダ ユミコ		0577-73-2948		0577-73-3604		1		kenkou@city.hida.gifu.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		3		0		1		0		2		0		0		0		1		0		0		2		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		保育士、看護士 ホイクシ カンゴシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		176		533		埼玉県		日高市		保健相談センター ホケン ソウダン		桑原 クワハラ		042-985-5122		042-984-1081		1		hokensoudan@city.hidaka.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		0		2		0		3		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科保健連絡会（年一回)にて報告 シカ ホケン レンラクカイ ネンイッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		177		1342		徳島県		藍住町		保健センター ホケン		山下理恵 ヤマシタ リエ		088-692-8658		088-637-3158		1		hokenc@mail.netwave.or.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		178		1183		奈良県		下市町		健康福祉課保健予防係 ケンコウ フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		山内瞳 ヤマウチ ヒトミ		0747-52-0001		0747-52-0007		1		hoken-c@town.shimoichi.nara.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		3		0		0		1		0		0		2		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		町歯科医に報告 マチ シカ イ ホウコク		0		0		0		業者のものを利用している ギョウシャ リヨウ

		179		1736		政令市 セイレイシ		神戸市		こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子保健係 カテイ キョク キカク イクセイ ブ カテイ シエン カ ボシ ホケン カカリ		西村恵実 ニシムラ ケイ ミノル		078-322-6540		078-322-6119		1		ks_boshihoken@office.city.kobe.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回の必須研修の受講をもって事業雇用の登録DHとしている） ネン イッカイ ヒッス ケンシュウ ジュコウ ジギョウ コヨウ トウロク		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		行政と歯科医師会との連絡会議の中で報告 ギョウセイ シカ イシ カイ レンラク カイギ ナカ ホウコク		0		0		1		0		0		既成のリーフレット キセイ

		180		786		山梨県		南アルプス市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		今村晶子 イマムラ アキコ		055-284-6000		055-284-6019		1		kenko@city.minami-alps.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		養護教諭、保育士、保健所・市町村歯科保健関係者等 ヨウゴ キョウユ ホイクシ ホケンジョ シチョウソン シカ ホケン カンケイシャ トウ		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師への歯科に関する健診データの報告 シカ イシ シカ カン ケンシン ホウコク		0		0		1		1		0		既成の冊子 キセイ サッシ

		181		597		千葉県		東庄町		健康福祉課　保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカ		紀伊國 キイ クニ		0478-80-3300		0478-80-3112		1		ken.hoken@town.tohnosho.chiba.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		年一回の保健事業打合せ会議で町内歯科医に報告 ネン イッカイ ホケン ジギョウ ウチアワ カイギ チョウナイ シカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		182		894		岐阜県		各務原市		健康福祉部健康管理課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カンリ カ		氏田知沙希 ウジ タ チ サ キ		058-383-1116		058-383-9151		1		kenkok@city.kakamigahara.gifu.jp		0		1		0		0		0		0		1(県及び市が実施する口腔保健指導者研修会） ケン オヨ シ ジッシ コウクウ ホケン シドウシャ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		学校保健関係職員、保育士、幼稚園教諭、母子保健推進員 ガッコウ ホケン カンケイ ショクイン ホイク シ ヨウチエン キョウユ ボシ ホケン スイシン イン		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		母子保健事業のまとめや市口腔保健協議会役員会にて実績状況報告。また、健康増進計画策定委員会では歯科医師会にて助言を得ている。 ボシ ホケン ジギョウ シ コウクウ ホケン キョウギカイ ヤクインカイ ジッセキ ジョウキョウ ホウコク ケンコウ ゾウシン ケイカク サクテイ イインカイ シカ イシ カイ ジョゲン エ		0		0		1		1		0		0

		183		267		宮城県		亘理町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		阿部香奈江 アベ カオリ ナ エ		0223-34-0524		0223-34-7341		1		kenkou21@town.watari.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が実施する研修会への参加） ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		保育士 ホイクシ		0		1		1		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		0		2(歯科定期検診の必要性） シカ テイキ ケンシン ヒツヨウセイ		0		1		0		0		2		0		0		0		３（フッ化物の応用を含めた口腔衛生状態） カ ブツ オウヨウ フク コウクウ エイセイ ジョウタイ		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		児童福祉施設でフッ化物洗口を実施 ジドウ フクシ シセツ カ ブツ センコウ ジッシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		保育士児童家庭相談員 ホイクシ ジドウ カテイ ソウダンイン		1		歯科医師会が年一回アンケート調査を実施、集計、結果等を報告してくれる シカ イシ カイ ネン イッカイ チョウサ ジッシ シュウケイ ケッカ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		184		631		東京都		足立区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケン ヨボウ カ		菊島千枝子 キクシマ チエコ		03-3880-5862		03-3880-5602		1		h-yobou@city.adachi.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		0		0		特別区専門研修でテーマが該当するとき トクベツク センモン ケンシュウ ガイトウ		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		3		2		3		1(虫歯、初期虫歯） ムシバ ショキ ムシバ		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		ホームページに掲載 ケイサイ		0		1		1		0		0		臨時雇用歯科衛生士 リンジ コヨウ シカ エイセイシ		0		1		0		0		フッ化物塗布等の紹介 カ ブツ トフ トウ ショウカイ		*		*		*		*		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		足立区歯科保健対策会議等の場で報告 アダチク シカ ホケン タイサク カイギ トウ バ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		185		318		山形県		南陽市		すこやか子育て課 コソダ カ		佐藤智香子 サトウ チカコ		0238-40-3211		0238-40-3387		1		sukoyaka@city.nanyo.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		医師会と打合せの際の資料に載せて報告 イシ カイ ウチアワ サイ シリョウ ノ ホウコク		0		0		1		0		0		無償配布のフッ素ジェルとパンフレットを配布 ムショウ ハイフ ソ ハイフ

		186		661		東京都		日の出町		いきいい健康課 ケンコウ カ		吉田寧子 ヨシダ ヤスシ コ		042-597-0511		042-597-0628		1		hoken@town.hinode.tokyo.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		2		0		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		187		223		岩手県		陸前高田市		民生部健康推進課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカリ		高橋成美 タカハシ ナルミ		0192-54-2111(241)		0192-55-6118		1		kenko@city.rikuzentakata.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所が開催しているものに参加） ホケンジョ カイサイ サンカ		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		1(齲歯対策） ウシ タイサク		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		年一回開催する歯科保健推進協議会にて報告 ネン イッカイ カイサイ シカ ホケン スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		188		316		山形県		東根市		子育て健康課母子健康係 コソダ ケンコウ カ ボシ ケンコウ カカリ		*		0237-43-1250		0237-41-2232		1		kenkou@city.higashine.yamagata.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		相談事業実施なし ソウダン ジギョウ ジッシ		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		市販の出版物を購入 シハン シュッパンブツ コウニュウ

		189		944		静岡県		牧之原市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		都築理恵子 ツヅキ リエコ		0548-33-0027		0548-24-1005		1		sazanka@city.makinohara.shizuoka.jp		0		0		1		0		0		0		1(母子保健保健研修会） ボシ ホケン ホケン ケンシュウ カイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		3		0		1		0		0		2		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科専門職会議 シカ センモン ショク カイギ		0		0		0		0		0		民間の出版社から出ているものを購入 ミンカン シュッパンシャ デ コウニュウ

		190		284		秋田県		大館市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		成田歩美 ナリタ アユミ		0186-42-9055		0186-42-9054		1		bosi@city.odate.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(講義と意見交換） コウギ イケン コウカン		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		0		1		2		0		0		0		3		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		会議等で資料を用いて説明 カイギ トウ シリョウ モチ セツメイ		0		0		1		1		0		0

		191		1718		中核市 チュウカクシ		長崎市		こども健康課 ケンコウ カ		勝矢玲子 カチ ヤ レイコ		095-829-1255		095-829-1242		1		kodomokenko@city.nagasaki.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(長崎市町保健所歯科保健担当者研修会） ナガサキシ チョウ ホケン ジョ シカ ホケン タントウシャ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		2		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		192		573		千葉県		市原市		保健福祉部保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		松田ひろみ マツダ		0436-23-1187		0436-23-1295		1		hoken-center@city.ichihara.chiba.jp		0		1		0		0		0		0		1(従事者対象研修会） ジュウジ シャ タイショウ ケンシュウカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		3		1(生活全般を考慮した健診） セイカツ ゼンパン コウリョ ケンシン		0		0		1		0		2		3		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		前年度の検診及び問診について市全体、地区別集計結果及び年次推移を報告 ゼンネンド ケンシン オヨ モンシン シ ゼンタイ チク ベツ シュウケイ ケッカ オヨ ネンジ スイイ ホウコク		0		0		1		0		0		1

		194		222		岩手県		一関市		子育て支援課母子保健係 コソダ シエン カ ボシ ホケン カカリ		菅原有紀 カン ハラ ユウ キ		0191-21-5409		0191-21-4656		1		kosodate@city.ichinoseki.iwate.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健業務連絡会議にて報告 シカ ホケン ギョウム レンラク カイギ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		195		503		埼玉県		所沢市		保健センター健康づくり支援課 ホケン ケンコウ シエン カ		美甘有利恵 ビ アマ ユウ リエ		04-2991-1813		04-2995-1178		1		b9911813@city.tokorozawa.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(健診、相談実施内容についての確認、周知研修年一回） ケンシン ソウダン ジッシ ナイヨウ カクニン シュウチ ケンシュウ ネン イッカイ		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		看護士 カンゴシ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		3		0		2		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		*		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		教室、３歳児検診の事後事業として実施場所、保健センター キョウシツ サイジ ケンシン ジゴ ジギョウ ジッシ バショ ホケン		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		年一回の事業報告を行う ネン イッカイ ジギョウ ホウコク オコナ		0		0		1		1		0		0

		196		721		新潟県		聖籠町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		山岸ちひろ ヤマギシ		0254-27-6511		0254-27-6512		1		hofuku@town.seiro.niigata.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1(新潟県歯科保健協会） ニイガタケン シカ ホケン キョウカイ		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1(新潟県歯科保健協会）		0		0		0		0		2		0		1		3		0		0		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		197		984		愛知県		愛西市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		村瀬さやか ムラセ		0567-24-9731		0567-24-9735		1		kenko@city.aisai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(愛知県歯科保健関係職員研修等歯科保健業務連絡会議等） アイチケン シカ ホケン カンケイ ショクイン ケンシュウ トウ シカ ホケン ギョウム レンラク カイギ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		2		0		3		0		1(上記の口腔衛生状態、習癖、甘味コントロールを含めた口腔内の発達を指標として、育児不安の軽減につながる助言をほしい） ジョウキ コウクウ エイセイ ジョウタイ シュウヘキ カンミ フク コウクウ ナイ ハッタツ シヒョウ イクジ フアン ケイゲン ジョゲン		0		2		3		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		検診事業は歯垢染色後に個別指導をしている ケンシン ジギョウ シコウ センショク ゴ コベツ シドウ		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		個々のケースの状況に応じて多職種間で情報共有している ココ ジョウキョウ オウ タ ショクシュカン ジョウホウ キョウユウ		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科医師を招集した会議において結果の報告 シカ イシ ショウシュウ カイギ ケッカ ホウコク		0		0		1		1		0		一般の出版社のリーフレット イッパン シュッパンシャ

		198		1265		岡山県		新見市		福祉部健康づくり課 フクシ ブ ケンコウ カ		久保木加奈子 クボキ カナコ		0867-72-6129		0867-72-6613		2		kanako-kuboki@city.niimi.okayama.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修） ケン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		2		3(虫歯予防） ムシバ ヨボウ		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		199		1138		兵庫県		淡路市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		岩本公美 イワモト オオヤケ		0799-64-2541		0799-62-1464		1		awaji_kenkouzoushin@city.awaji.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(淡路歯科保健研修会にて専門職研修） アワジ シカ ホケン ケンシュウカイ センモン ショク ケンシュウ		0		0		0		0		0		0		0		淡路歯科保健協会 アワジ シカ ホケン キョウカイ		1		1		1		1		1		0		保育士、養護教諭、健康づくり推進委員、看護大学学生 ホイクシ ヨウゴ キョウユ ケンコウ スイシン イイン カンゴ ダイガク ガクセイ		0		0		1		0		0		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		年一回淡路歯科保健推進協議会 ネン イッカイ アワジ シカ ホケン スイシン キョウギカイ		0		0		0		1		0		0

		200		645		東京都		日野市		健康課 ケンコウ カ		飯島 イイジマ		042-581-4111		042-583-2400		1		kenkou@city.hino.lg.jp		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

		201		974		愛知県		東海市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		佐田知子 サダ トモコ		052-689-1600		052-602-0390		1		kenkou@city.tokai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		3		1		0		0		0		3		0		0		2		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		既製品のリーフレットの配布 キセイヒン ハイフ		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		保健所が主催の会議で集計結果が資料として歯科医師会に配布される。非常勤歯科衛生士には年度末に行うミーティング材料とし評価している ホケンジョ シュサイ カイギ シュウケイ ケッカ シリョウ シカ イシ カイ ハイフ ヒジョウキン シカ エイセイシ ネンドマツ オコナ ザイリョウ ヒョウカ		0		1		0		社会保険出版社の（親子で歯磨きシリーズ）を４か月児、１歳半、３歳児の各健診時に配布 シャカイ ホケン シュッパンシャ オヤコ ハミガ ゲツ ジ サイ ハン サイ ジ カク ケンシン ジ ハイフ

		202		1383		高知県		安芸市		市民課健康ふれあい係 シミンカ ケンコウ カカリ		足達恵美 アダチ エミ		0887-32-0300		0887-32-0301		1		fureai@city.aki.kochi.jp		0		0		1		0		0		0		1(県主催の研修） ケン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		1(高知県小児保健協会、高知母性衛生学会） コウチケン ショウニ ホケン キョウカイ コウチ ボセイ エイセイ ガッカイ		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1(フッ化物の利用、歯磨き、かかりつけ歯科医のすすめ、おやつの取り方） カ ブツ リヨウ ハミガ シカイ ト カタ		0		0		1		0		2		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		医師、心理判定員、保育士 イシ シンリ ハンテイ イン ホイクシ		1		歯科医師を含む保健センター運営委員会で報告 シカ イシ フク ホケン ウンエイ イインカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		203		1371		愛媛県		西予市		生活福祉部健康づくり推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下弘子 ヤマシタ ヒロコ		0894-62-6407		0894-62-6564		1		kenkoudukuri@city.seiyo.ehime.jp		0		0		1		0		0		0		1(研究会に参加） ケンキュウカイ サンカ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		3		0		0		1		2		0				0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		204		1579		宮崎県		西都市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		壱岐佳子 イキ ヨシコ		0983-43-1146		0983-41-1382		1		kenkan@saito-city.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		1		0		2		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		1		歯科保健推進協議会を年一回開催 シカ ホケン スイシン キョウギカイ ネン イッカイ カイサイ		0		0		0		0		0		出版社が作成したもの シュッパンシャ サクセイ

		205		581		千葉県		浦安市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ケンコウフクシ ゾウシン カ		飯盛未来 イイモリ ミライ		047-381-9058		047-381-9083		1		kenzo@city.urayasu.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1(小児歯科学会） ショウニ シカ ガッカイ		0		0		0		0		2		3		0		0		0		0		1(虫歯、歯肉炎） ムシバ シニク エン		0		2		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		歯科保健検討委員会 シカ ホケン ケントウ イインカイ		0		0		1		0		0		出版社が作成したもの シュッパンシャ サクセイ

		206		254		宮城県		多賀城市		保健福祉部健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		村上順子 ムラカミ ジュンコ		022-368-1141		022-368-1747		1		kenko@city.tagajo.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		0		3		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		207		207		青森県		東通村		いきいき健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　聡子 イズミ サト コ		0175-28-5800		0175-48-2510		2		satoko_izumi@vill.higashidoori.lg.jp		0		0		1		0		0		0		１（１歳半健診、２歳健診、３歳健診） サイハン ケンシン サイ ケンシン サイ ケンシン		0		0		1		0		0		0		0		0		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		2		0		3		1		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		２歳児歯科検診で歯科衛生士が実施 サイ ジ シカ ケンシン シカ エイセイシ ジッシ		0		0		0		1		0		*		*		*		*		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		健診に従事している看護士 ケンシン ジュウジ カンゴシ		0		0		1		0		0		1		0		0

		208		182		青森県		三沢市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		根岸満智子 ネギシ マチコ		0176-57-0707		0176-52-7021		2		machiko.negishi@city.misawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯の健康づくり推進委員会にて年一回報告 ハ ケンコウ スイシン イインカイ ネン イッカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		209		708		新潟県		十日町市		市民福祉部健康づくり推進課母子保健係 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン ガカリ		岩崎美奈、入田知子 イワサキ ミナ イリタ トモコ		025-757-9759		025-757-3800		1		t-kenko@city.tokamachi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会の先生方と関係者で毎年打合せ会を実施し報告 シカ イシ カイ センセイ ホウ カンケイシャ マイトシ ウチアワ カイ ジッシ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		210		830		長野県		佐久穂町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		堀米篤子 ホリ コメ アツコ		0267-86-2528		0267-86-2633		1		kenkoudukuri@town.sakuho.nagano.jp		0		0		1		0		0		0		1(他機関が主催する研修） ホカ キカン シュサイ ケンシュウ		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布の方法 カ ブツ トフ ホウホウ		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		211		641		東京都		調布市		福祉健康部健康推進課健康支援係 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ シエン カカリ		鵜篭千恵 ウ カゴ チエ		042-441-6100		042-441-610１		1		kenkou@w2.city.chofu.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1(年一回当科主催で行う。他からの研修の情報があった場合は従事者へ周知する） ネン イッカイ トウカ シュサイ オコナ ホカ ケンシュウ ジョウホウ バアイ ジュウジシャ シュウチ		0		0		1		1		0		1(東京都歯科医師会、東京都心身障害者口腔保健センター） トウキョウ ト シカ イシ カイ トウキョウ ト シンシン ショウガイシャ コウクウ ホケン		0		0		1		0		1		1		1		1		保育士 ホイクシ		1		1		0		1		1		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1(生活習慣、子育て支援） セイカツ シュウカン コソダ シエン		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		212		12		北海道		美唄市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		関　佳美 カン ヨシミ		0126-62-1173		0126-62-1088		2		y.seki@city.bibai.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		3		1		2		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		常勤小児科医師、看護士 ジョウキン ショウニ カ イシ カンゴ シ		0		0		0		非常勤歯科衛生士が健診後及び年度末に検診に来ている人へ口腔衛生状態や仕上げ磨き、食事、間食等評価を実施 ヒジョウキン シカ エイセイシ ケンシン ゴ オヨ ネンドマツ ケンシン キ ヒト コウクウ エイセイ ジョウタイ シア ミガ ショクジ カンショク トウ ヒョウカ ジッシ		1		0		0		0

		213		1499		長崎県		壱岐市		健康保健課 ケンコウ カ		中野美保、田中千草 ナカノ ミホ タナカ チグサ クサ		0920-45-1111		0920-45-0996		1		iki-hoken@city.iki.lg.jp		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		保健所と市が合同で開催する歯科協議会で報告 ホケンジョ シ ゴウドウ カイサイ シカ キョウギカイ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		214		1004		愛知県		設楽町		したら保健福祉センター ホケン フクシ		秦野知子 ハタノ トモコ		0536-62-0901		0536-62-0902		1		hoken@town.shitara.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所実施の研修会） ホケンジョ ジッシ ケンシュウ カイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		2		0		0		1		0		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		215		256		宮城県		登米市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		細浦育子 ホソ ウラ イクコ		0220-58-2116		0220-58-3345		1		kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		保育士 ホイクシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		フッ化物塗布 カ ブツ トフ		0		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		簡易唾液検査RDテストを実施し、今後のカリエスリスクを指導している カンイ ダエキ ケンサ ジッシ コンゴ シドウ		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		受診率、う蝕有病者率、一人当たりう蝕歯数を報告 ジュシン リツ ショク ユウビョウシャ リツ ヒトリ ア ショク シスウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		216		522		埼玉県		新座市		保健センター ホケン		池田智恵子		048-481-2211		048-481-2215		1		hoken@city.niiza.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(埼玉県歯科医師会主催のものへ参加） サイタマケン シカ イシ カイ シュサイ サンカ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		保育士 ホイクシ		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		0		0		3		2		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		パート歯科衛生士 シカ エイセイ シ		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		パート歯科衛生士 シカ エイセイシ		1		年２回歯科医師会所属の代表歯科医と衛生士が会議を開き、事業報告 ネン カイ シカ イシ カイ ショゾク ダイヒョウ シカイ エイセイシ カイギ ヒラ ジギョウ ホウコク		0		0		1		1		0		0		0

		217		1252		島根県		邑南町		保健課 ホケンカ		森脇梓里 モリワキ アズサ サト		0855-83-1123		0855-83-0165		1		hoken@town-ohnan.jp		0		1		0		0		0		0		1(マニュアル改正等について情報共有） カイセイ トウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0		0		1(歯科衛生士会） シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		母子保健検討会で報告 ボシ ホケン ケントウカイ ホウコク		0		0		0		1		0		0

		218		966		愛知県		西尾市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		堀　晴美 ホリ ハルミ		0563-57-0661		0563-54-7866		1		hokens@city.nishio.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(集団方法） シュウダン ホウホウ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		2		3		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		心理士 シンリシ		0		0		0		健康増進計画作業部会 ケンコウ ゾウシン ケイカク サギョウ ブカイ		1		0		0		0

		219		1646		沖縄県		沖縄市		こどものまち推進部こども相談・健康課 スイシンブ ソウダン ケンコウ カ		丸尾七絵 マルオ ナナ エ		098-939-1212		098-934-3830		1		a104bosihoken@city.okinawa.okinawa.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		毎年市が実施の検診報告会 マイトシ シ ジッシ ケンシン ホウコクカイ		0		0		0		0		0		社会保険出版社が発行の資料 シャカイ ホケン シュッパンシャ ハッコウ シリョウ

		220		1564		大分県		杵築市		健康長寿あんしん課 ケンコウ チョウジュ カ		多賀野小津枝 タガ ノ コ ツ エ		0978-64-2540		0978-64-2541		1		kenkou@city.kitsuki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		乳幼児健診従事者研究会 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンキュウ カイ		0		0		0		1		0		0

		221		781		山梨県		富士吉田市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		小俣知美 コマタ シ トモミ		0555-22-1111（内線799） ナイセン		0555-22-0823		1		kenko@city.fujiyoshida.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(研修会） ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		1(一般社団法人山梨県歯科衛生士会） イッパン シャダン ホウジン ヤマナシケン シカ エイセイシ カイ		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		予防の基本は歯ブラシであることを伝える ヨボウ キホン ハ ツタ		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		看護士 カンゴシ		0		0		1		0		1		1		0		0

		222		941		静岡県		御前崎市		国保健康課 コクホ ケンコウ カ		齋藤愛香 サイ トウ アイ カオリ		0573-85-1171		0573-85-1172		1		kokuho@city.omaezaki.shizuoka.jp		0		0		1		1		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		2		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		非常勤看護士 ヒジョウキン カンゴシ		1		歯科推進会議 シカ スイシン カイギ		0		0		1		1		0		0

		223		119		北海道		美幌町		民生部保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ健康推進担当 ミンセイ ブ ホケン フクシ ケンコウ スイシン タントウ		立花裕美子 タチバナ ユミコ		0152-73-1111		0152-72-4869		1		kenkout@town.bihoro.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所主催の研修会） ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		パンフレットを購入して配布 コウニュウ ハイフ		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		乳幼児健診で集計したアンケート結果を保健所に提出しフィードバック ニュウヨウジ ケンシン シュウケイ ケッカ ホケンジョ テイシュツ		0		0		0		1		0		0

		224		29		北海道		伊達市		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		山下里美 ヤマシタ サトミ		0142-23-3331(635)		0142-25-3325		1		hoken@city.date.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		歯科医師会との会議の資料として報告 シカ イシ カイ カイギ シリョウ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		225		952		静岡県		長泉町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		渡部瑞穂 ワタベ ミズホ		055-986-8760		055-986-8760		1		kenko@nagaizumi.org		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		4		3		2		0		0		0		１（齲歯と判断する範囲を揃えてほしい） ウシ ハンダン ハンイ ソロ		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		民間企業が発行するパンフレットを購入 ミンカン キギョウ ハッコウ コウニュウ

		226		922		岐阜県		御嵩町		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		鍵谷ゆうこ カギ タニ		0574-67-2111		0574-67-2118		1		h-senta@town.mitake.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		227		280		宮城県		女川町		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		田守未来 タ モリ ミク		0225-53-4990		0225-53-5248		2		hokenc6@town.onagawa.miyagi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		1		2		0		0		0		1		0		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		228		544		埼玉県		吉見町		健康推進課保健支援係 ケンコウ スイシン カ ホケン シエン カカリ		小野 オノ		0493-54-3120		0493-54-3208		1		y-0258@town.yoshimi.saitama.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		2		3		0		1		0		0		0		2		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		229		1164		奈良県		宇陀市		室生福祉保健交流センター ムロウ フクシ ホケン コウリュウ		菊岡知代 キクオカ トモヨ ４		0745-92-5220		0745-92-5223		1		kenkou@city.uda.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(保健所歯科衛生士会） ホケンジョ シカ エイセイシ カイ		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		1		0		0		2		0		0		3		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		健康部会や健推協支部長や非常勤衛生士に報告 ケンコウ ブ カイ ケン スイ キョウ シブチョウ ヒジョウキン エイセイシ ホウコク		0		0		1		1		0		0

		230		965		愛知県		安城市		子育て健康部健康推進課 コソダ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		松嵜清美 マツザキ キヨミ		0566-76-1133		0566-77-1103		1		kenko@city.anjo.aichi.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		１（子育て支援に着目した保護者への指導） コソダ シエン チャクモク ホゴシャ シドウ		0		0		0		0		0		0		0		0		１（子育て支援に着目した保護者への指導）		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		歯科健診担当歯科医師会議にて報告 シカ ケンシン タントウ シカ イシ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		独自に作成したものを活用 ドクジ サクセイ カツヨウ

		231		1588		宮崎県		木城町		福祉保健課保健センター フクシ ホケンカ ホケン		猪野美帆 イノ ミホ		0983－32－4010		0983－32－2727		2		ino.m_kt@town.kijo.miyazaki.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		1		0		0		0		3		0		2		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		232		349		福島県		南相馬市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		大石美和 オオイシ ミワ		0244-23-3680		0244-23-4525		1		kenkodukuri@city.minamisoma.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1(保健所、歯科医師会、歯科衛生士会主催研修会） ホケンジョ シカ イシ カイ シカ エイセイシ カイ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		歯科衛生士会 シカ エイセイシ カイ		0		0		0		0		2		0		0		3		1(虫歯） ムシバ		1		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		集団での媒体等を使用した歯科健康教育 シュウダン バイタイ トウ シヨウ シカ ケンコウ キョウイク		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		市販のもの シハン

		233		386		福島県		三春町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		千葉 チバ		0247-62-3166		0247-62-5110		1		kenko@town.miharu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や歯科医師会主催の研修会） ケン シカ イシ カイ シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		フッ化物の実施状況やう蝕罹患率について中間評価状況を書面にて報告。５年目の最終評価時に会議形式で共有評価 カ ブツ ジッシ ジョウキョウ ショク リカン リツ チュウカン ヒョウカ ジョウキョウ ショメン ホウコク ネンメ サイシュウ ヒョウカ ジ カイギ ケイシキ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0		1		0		0

		234		363		福島県		西会津町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		佐藤実菜 サトウ ミ ナ		0241-45-4532		0241-25-2229		1		kenkou@town.nishiaizu.fukushima.jp		0		0		1		0		0		0		1(県や歯科医師会の研修） ケン シカ イシ カイ ケンシュウ		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		保育士 ホイクシ		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		235		1563		大分県		豊後高田市		ウェルネス推進課 スイシン カ		渕上紀子 フチカミ ノリコ		0978-22-3100		0978-22-1155		2		noriko@city.bungotakada.oita.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		1		0		0		0		2		3		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		年に一回歯科医師会、歯科衛生士会、保健所等の歯科保健関係機関が参加する「歯科保健検討会」にて報告 ネン イッカイ シカ イシ カイ シカ エイセイシ カイ ホケンジョ トウ シカ ホケン カンケイ キカン サンカ シカ ホケン ケントウカイ ホウコク		1		1		0		0

		236		737		富山県		小矢部市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		荒井 アライ		0766-67-8606		0766-67-8602		1		kenfuku@city.oyabe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(県が主催する研修会） ケン シュサイ ケンシュウカイ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		3		1		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		在宅歯科衛生士 ザイタク シカ エイセイシ		1		市内歯科医師会代表、歯科衛生士らが出席する会議において健診結果集計等を報告 シナイ シカ イシ カイ ダイヒョウ シカ エイセイシ シュッセキ カイギ ケンシン ケッカ シュウケイ トウ ホウコク		0		0		1		0		0		業者作成のパンフレット ギョウシャ サクセイ

		237		1479		佐賀県		小城市		福祉部健康増進課母子保健係 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		古賀美智子 コガ ミチコ		0952-37-6106		0952-37-6162		1		kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		1		0		0		0		0		3		2		0		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		各園でフッ化物洗口事業 カクエン カ ブツ センコウ ジギョウ		0		0		0		三か月に一回保健センターでフッ化物塗布教室を実施 サン ゲツ イッカイ ホケン カ ブツ トフ キョウシツ ジッシ		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		年に一回地区歯科医師会と歯科連絡協議会開催 ネン イッカイ チク シカ イシ カイ シカ レンラク キョウギカイ カイサイ		0		0		1		0		0		0

		238		45		北海道		上ノ国町		保健福祉課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ シエン		大橋　朗 オオハシ ロウ		0139-55-4460		0139-55-2760		2		hogara_ohashi@town.kaminokuni.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0

		239		132		北海道		雄武町		保健福祉課　保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		黒澤奈未 クロサワ ナ ミ		0158-84-2023		0158-84-4497		1		ouhoken@town.oumu.hokkaido.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布事業として集団の形態で実施 カ ブツ トフ ジギョウ シュウダン ケイタイ ジッシ		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		各年齢の齲歯数や齲歯罹患率を出し伝えている カクネンレイ ウシ スウ ウシ リカン リツ ダ ツタ		0		0		0		0		1		0

		240		135		北海道		壮瞥町		住民福祉課　健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		櫻井愛美 サクライ マナミ		0142-66-2340		0142-66-2678		1		hoken.center@town.sobetsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		0		0		0		歯科衛生士 シカ エイセイシ		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		2		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		241		25		北海道		深川市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		佐々 ササ		0164-26-2609		0164-23-0800		1		kenkofuku@city.fukagawa.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		2		3		0		1		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		フッ化物塗布による虫歯予防の効果についてパンフレットを用いて説明 カ ブツ トフ ムシバ ヨボウ コウカ モチ セツメイ		*		*		*		*		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0

		242		174		北海道		中標津町		健康推進課母子健康係 ケンコウ スイシン カ ボシ ケンコウ カカリ		谷口珠希 タニグチ シュ キ		0153-72-2733		0153-72-7964		1		h-boshi@nakashibetsu.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1(甘味の接種） カンミ セッシュ		3		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		既成のものを使用 キセイ シヨウ

		243		1369		愛媛県		伊予市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		太森真喜恵 フト モリ マコト ヨロコ メグミ		089-983-4052		089-983-5295		1		kenkou@city.iyo.lg.jp		0		1		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		244		1068		京都府		大山崎町		健康福祉部 健康課 健康増進係 ケンコウ フクシブ ケンコウカ ケンコウ ゾウシン カカリ		山本知美 ヤマモト トモミ		075-956-2101		075-953-7335		1		hoken@town.oyamazaki.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		0		研修会の機会はあるが歯科についてのものはなかった ケンシュウカイ キカイ シカ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		245		563		千葉県		木更津市		市民部健康推進課 シミンブ ケンコウ カ		渡辺圭子 ワタナベ ケイコ		0438-23-1300		0438-25-1350		1		kensui@city.kisarazu.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		0		1（正確な虫歯の判定） セイカク ムシバ ハンテイ		3		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		医師会、歯科医師会の事業報告会　健康づくり推進協議会で報告 イシ カイ シカ イシ カイ ジギョウ ホウコクカイ ケンコウ スイシン キョウギカイ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		246		639		東京都		府中市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケンブ ケンコ カ		横山篤子 ヨコヤマ アツコ		042-368-5333		042-334-5549		1		iryoc03@city.fuchu.tokyo.jp		0		1		0		0		0		0		1(依頼文書や研修会チラシから研修会出席希望の決済を出す） イライ ブンショ ケンシュウカイ ケンシュウカイ シュッセキ キボウ ケッサイ ダ		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		歯科検診を行うには基本的に全ての項目を見てもらっている。現在も受診前に法定健診結果や検診当日のアンケート記載内容を検診前に歯科医師に伝え検診を行ています。その結果から児に必要とする項目を説明し支援する。 シカ ケンシン オコナ キホンテキ スベ コウモク ミ ゲンザイ ジュシン マエ ホウテイ ケンシン ケッカ ケンシン トウジツ キサイ ナイヨウ ケンシン マエ シカ イシ ツタ ケンシン オコナ ケッカ ジ ヒツヨウ コウモク セツメイ シエン		0		0		0		0		0		0		0		0		健診と同じで対象者に今必要なことを重点にしています。 ケンシン オナ タイショウシャ イマ ヒツヨウ ジュウテン		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		*		*		*		*		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		歯科医師会理事と打合せ等 シカ イシ カイ リジ ウチアワ トウ		0		0		1		1		0		0

		247		343		福島県		白河市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐久間真由美 サクマ マユミ		0248-27-2112		*		1		kenkozoushin@city.shirakawa.fukushima.jp		0		0		0		1		0		0		1(講演、事例発表） コウエン ジレイ ハッピョウ		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		養護教諭 ヨウゴ キョウユ		0		1		0		0		0		0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		平成２６年度実施 ヘイセイ ネンド ジッシ		0		0		0		出版されているものを購入し配布 シュッパン コウニュウ ハイフ

		248		1706		中核市 チュウカクシ		姫路市		保健所健康課 ホケンジョ ケンコウ カ		岩本・植岡・日出 イワモト ウエオカ ヒノデ						1		hokensho-kenko-@city.himeji.hyogo.jp		0		1		0		0		0		0		1(非常勤の歯科衛生士に対し年３回勉強会を実施） ヒジョウキン シカ エイセイシ タイ ネン カイ ベンキョウカイ ジッシ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		3		0		0		1		3		0		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		保育士、看護士 ホイクシ カンゴシ		1		年に一回懇談会時に実績及び進歩状況を報告 ネン イッカイ コンダンカイ ジ ジッセキ オヨ シンポ ジョウキョウ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		249		1605		鹿児島県		薩摩川内市		市民福祉部市民健康課健康増進第２グループ シミン フクシ ブ シミン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ダイ		常盤美幸 トキワ ミユキ		0996-22-8811		0996-22-8038		1		kenzou2@city.satsumasendai.lg.jp		0		1		0		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		2		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		健康づくり推進協議会や歯科保健事業担当者会等において報告 ケンコウ スイシン キョウギカイ シカ ホケン ジギョウ タントウシャ カイ トウ ホウコク		0		0		0		0		1		0

		250		467		群馬県		伊勢崎市		健康管理センター ケンコウ カンリ		須永幸見 スナガ サチ ミ		0270-23-6675		0270-21-8995		1		kenko-c@city.isesaki.lg.jp		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		0		3		0		0		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		実績の報告 ジッセキ ホウコク		0		0		1		0		0		0

		251		159		北海道		幕別町		民生部保健課健康推進係 ミンセイ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		浦上梢 ウラカミ コズエ		0155-54-3811		0155-54-3839		1		kenkousuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		0		1		0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		1		0		0		0		3		2		1		0		0		0		0		1		0		0		3		2		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		年二回のフッ素の日に町内歯科医療機関で実施 ネン ニカイ ソ ヒ チョウナイ シカ イリョウ キカン ジッシ		*		*		*		*		*		*		*		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		購入したパンフレット コウニュウ

		252		1643		沖縄県		浦添市		健康部こども健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		宮城 ミヤギ		098-875-2100		098-875-1579		1		kodomokenko@city.urasoe.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		必要なもの ヒツヨウ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		2		0		3		0		1		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		臨床心理士 リンショウ シンリシ		0		0		1		0		0		0		0		購入したパンフレットを使用 コウニュウ シヨウ

		253		1081		大阪府		吹田市		保健ｾﾝﾀｰ南千里分館 ホケン ミナミ センリ ブンカン		村山靖子 ムラヤマ ヤスコ		06-6155-2812		06-6831-5705		1		hoknc_kr@city.suita.osaka.jp		0		1		0		0		0		0		1(歯科保健関連従事者のみではなく、乳幼児健診に従事する者に対して職場研修） シカ ホケン カンレン ジュウジシャ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジ モノ タイ ショクバ ケンシュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		発達指導員、看護士、助産師 ハッタツ シドウイン カンゴシ ジョサンシ		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3		0		0		0		0		3		0		2		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		発達指導員、看護士 ハッタツ シドウイン カンゴシ		1		二か月に一度歯科医師会と会議 ニ ゲツ イチド シカ イシ カイ カイギ		0		0		1		0		0		0

		254		1705		中核市 チュウカクシ		豊中市 トヨナカシ		健康増進課中部母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ チュウブ ボシ ホケン カカリ		川村華代 カワムラ ハナヨ		06-6858-2801		06-6846-6080		1		boshihoken@city.toyonaka.osaka.jp

				2		北海道		室蘭市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		松永 マツナガ		0143-45-6610		0143-45-4325		1		kenkou@city.muroran.lg.jp

				3		北海道		釧路市

				4		北海道		帯広市

				5		北海道		北見市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシブ ケンコウスイシン カ ボシホケン カカリ		椎名真理 シイナ マリ		0157-23-8101		0157-23-8813		1		kenko@city.kitami.lg.jp

				6		北海道		夕張市

				8		北海道		網走市		市民部健康管理課 シミンブ ケンコウカンリ カ		美馬香子 ミマ カオリ コ		0152-43-8450		0152-43-8451		2		kyoko.mima@city.abashiri.hokkaido.jp

				9		北海道		留萌市

				10		北海道		苫小牧市		健康こども部健康支援課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		春木 ハルキ		0144-32-6411		0144-32-4322		1		kenkosien@city.tomakomai.hokkaido.jp

				11		北海道		稚内市		生活福祉部健康推進課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン		宮森 ミヤ モリ		0162-23-4000		0162-29-2257		1		kenkosuishin@city.wakkanai.hokkaido.jp

				14		北海道		江別市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシブ ホケンセ		児島栄弥子 コジマ サカ ミヤコ		011-385-5252		011-385-8130		1		hoken@city.ebetsu.lg.jp

				15		北海道		赤平市

				16		北海道		紋別市

				17		北海道		士別市

				18		北海道		名寄市

				19		北海道		三笠市

				20		北海道		根室市		市民福祉部保健課健康推進担当 シミン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン タントウ		鈴木圭子 スズキ ケイコ		0153-23-6111		0153-24-8692		2		suzuki.keiko@city.nemuro.hokkaido.jp

				21		北海道		千歳市		保健福祉部　健康推進課　健康母子係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ ボシ カカリ		小島登美子 コジマ トミコ		0123-24-0771		-8565		1		kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp

				23		北海道		砂川市		ふれあいセンター		岩崎 イワサキ		0125-52-2000		0125-52-2114		1		f-hoken@city.sunagawa.lg.jp

				26		北海道		富良野市

				27		北海道		登別市

				30		北海道		北広島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		白坂亜紀 シラサカ アキ		0110372-3311		011-372-1131		1		kenkou@city.kitahiroshima.hokkaido.jp

				31		北海道		石狩市		保健福祉部保健推進課 ホケンフク ブ ホケンスイｓ カ		二上真弓 ニカミ ウエ マユミ		0133-72-3124		0133-75-2270		1		hokens@city.ishikari.hokkaido.jp

				32		北海道		北斗市

				33		北海道		当別町		福祉部　福祉課 フクシ ブ フクシカ		望月 モチヅキ		0133-23-2346		0133-25-5018		1		hukshi2@town.tobetsu.hokkaido.jp

				34		北海道		新篠津村		住民課　保健予防係 ジュウミンカ ホケン ヨボウ カカリ		浅野瑛絵 アサノ エイ エ		0126-57-2111		0126-58-3853		2		a.asano@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp

				35		北海道		松前町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早瀬有希子 ハヤセ ユキコ		0139-42-2275		0139-46-2048		2		yukiko.hayase@town.matsumae.hokkaido.jp

				36		北海道		福島町

				37		北海道		知内町

				38		北海道		木古内町

				39		北海道		七飯町		民生部子育て健康支援課保健予防係 ミンセイ ブ コソダ ケンコウ シエン カ ホケン ヨボウ カカリ		越前沙紀 エチゼン サキ		0138-66-2500		0138-66-3955		2		s-echizen@town.nanae.hokkaido.jp

				40		北海道		鹿部町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		盛田 モリタ		01372-7-5291		01372-7-3086		2		t-morita@town.shikabe.lg.jp

				41		北海道		森町		保健福祉課　健康増進係 ホケン フクシ カ ケンコウ ゾウシン カカ		岩井理奈 イワイ リナ		01374-3-2311		01374-3-2310		1		hokencenter@town.hokkaido-mori.lg.jp

				42		北海道		八雲町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高岡佳代 タカオカ カヨ		0137-64-2111		0134-63-4411		1		hoken@town.yakumo.lg.jp

				43		北海道		長万部町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		野澤明子 ノザワ アキコ		01377-2-2454		01377-2-2931		2		nozawa.akiko@town.oshamambe.lg.jp

				46		北海道		厚沢部町

				47		北海道		乙部町		町民課保健衛生係 チョウ ミン カ ホケン エイセイ カカリ		江口優衣 エグチ ユイ		0139-62-2311		0139-62-2939		2		y-eguchi@town.otobe.lg.jp

				48		北海道		奥尻町

				51		北海道		島牧村

				52		北海道		寿都町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		丸谷友恵 マル タニ トモエ		0136-62-2513		0136-62-3431		1		kenkou@town.suttu.lg.jp

				53		北海道		黒松内町		教育委員会子育て支援グループ キョウイク イイン カイ コソダ シエン		佐藤順子 サトウ ジュンコ		0136-72-3760		0136-72-3209		2		y_satou@town.kuromatsunai.hokkaido.jp

				54		北海道		蘭越町		健康推進課　健康づくり対策係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ タイサク カカリ		泉　李香 イズミ リ カ		0136-57-6969		0136-57-5580		1		kenkoudukuri@town.rankoshi.lg.jp

				55		北海道		ニセコ町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		保健師　黒萩萌朱 ホケンシ クロハギ モ シュ		0136-44-2121		0136-44-3500		1		kenko@town.niseko.lg.jp

				56		北海道		真狩村		住民課保健係 ジュウミン カ ホケン カカリ		主査　秋口京子 シュサ アキグチ キョウコ		0130-45-3612		0130-45-3162		1		jyuumin@vill.makkari.lg.jp

				57		北海道		留寿都村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		森友美 モリ トモミ		0136-46-3131		0136-46-3545		1		s-hoken@vill.rusutsu.lg.jp

				58		北海道		喜茂別町

				59		北海道		京極町		健康推進課保健推進係 ケンコウ スイシン カ ホケン スイシン カカリ		高橋明奈 タカハシ アキラ ナ		0316－42－2111		0316－42－3155		1		kenko@town-kyogoku.jp

				60		北海道		倶知安町

				61		北海道		共和町

				62		北海道		岩内町		健康福祉課　健康推進担当 ケンコウフク ケンコウ タントウ		中川千恵 ナカガワ チエ		0135-67-7086		0135-67-7104		1		kenko@town.iwanai.lg.jp

				63		北海道		泊村		住民福祉課健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		村田のぞみ ムラタ		0135-75-2134		0135-75-3168		2		murata_n@ad.vill.tomari.hokkaido.jp

				64		北海道		神恵内村

				65		北海道		積丹町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		後藤沙耶 ゴトウ サヤ		0135-44-2113		0133-44-2714		1		jyumin@town.shakotan.lg.jp

				66		北海道		古平町		保健福祉課健康推進課 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カ		飯田悠梨乃 イイ タ ユウ ナシ ノ		0135-42-2182		0135-41-2268		2		yurino.iida@town.furubira.lg.jp

				67		北海道		仁木町		ほけん課保健係 カ ホケン カカリ		三浦千尋 ミウラ チヒロ		0135-32-2514		0135-32-2648		1		fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp

				68		北海道		余市町		民生部保健課保健指導 ミンセイ ブ ホケン カ ホケン シドウ		富樫康子 トミ カシ ヤスコ		0135-21-2122		0135-21-2144		1		hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp

				70		北海道		南幌町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦早苗 ミウラ サナエ		011-378-5888		011-378-5255		1		g-kenkou@town.nanporo.hokkaido.jp

				71		北海道		奈井江町		健康ふれあい課健康づくり係 ケンコウ ケンコウ カカリ		辻脇 ツジワキ		0125-65-2131		0125-65-2727		1		kenko@town.naie.lg.jp

				72		北海道		上砂川町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		林　孔美 ハヤシ コウ ビ		0125-62-2011		0125-62-3773		1		kamisuna07@luck.ocn.ne.jp

				73		北海道		由仁町		保健福祉課保健予防担当 ホケン フクシカ ホケン ヨボウ タントウ		濱道智子 ハマ ミチ トモコ		0123-83-4750		0123-83-4750		1		hoken-fukushi@town.yuni.lg.jp

				74		北海道		長沼町

				76		北海道		月形町

				77		北海道		浦臼町

				79		北海道		妹背牛町		健康福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ		廣田龍子 ヒロタ タツコ		0164-32-2411		0164-32-9037		1		lkenkog@town.moseushi.hokkaido.jp

				80		北海道		秩父別町		住民課住民福祉グループ ジュウミン カ ジュウミン フクシ		池田有里恵 イケダ ユリエ		0164-33-2111		0164-33-3466		2		ikeda_y@chippubetsu.jp

				81		北海道		雨竜町

				82		北海道		北竜町		住民課保健指導係 ジュウミンカ ホケン シドウ カカリ		西野麻奈美 ニシ ノ マナミ		0164-34-2111		0164-34-3766		2		m-nishino@town.hokuryu.hokkaido.jp

				83		北海道		沼田町

				85		北海道		東神楽町		健康ふくし課 ケンコウ カ		佐藤佐智代 サトウ タスク チ ヨ		0166-83-5431		0166-83-4180		2		sachiyo.sato@town.higashikagura.lg.jp

				86		北海道		当麻町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		石橋 イシバシ		0166-84-2111		0166-84-4883		2		ishibashi-s@town.tohma.hokkaido.jp

				87		北海道		比布町

				88		北海道		愛別町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		荒井美千子 アライ ミチコ		01658-6-5111		01658-9-3933		2		arai.m@town.aibetsu.hokkaido.jp

				89		北海道		上川町		保健福祉課健康増進グループ ホケン カ ケンコウゾ		保健師久保 ホケンシ クボ		01658-2-4054		01658-2-1220		1		kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

				90		北海道		東川町		保健福祉課 ホケン カ		石渡貴子 イシワタ タカコ		0166-82-2111（内線506） ナイセン		0166-82-3644		2		ishiwatari.takako@town.higashikawa.lg.jp

				91		北海道		美瑛町		保健センター ホケン		新庄紋佳 シンジョウ モン		0166-92-7000		0166-68-7057		1		hoken_fukushi@town.biei.hokkaido.jp

				93		北海道		中富良野町

				95		北海道		占冠村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		松永真里 マツナガ マリ		0167-56-2122		0167-56-2184		2		mari.matsunaga@vill.shimukappu.lg.jp

				97		北海道		剣淵町		健康福祉課保健グループ ケンコウ フクシ カ ホケン		松下 マツシタ		0165-34-3955		0165-34-3985		1		kenhuku@town.kembuchi.hokkaido.jp

				98		北海道		下川町		保健福祉課保健介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン カイゴ		橋場　蓮 ハシバ レン		01655-4-3356		01655-4-2576		1		hoken@town.shimokawa.hokkaido.jp

				99		北海道		美深町		保健福祉課保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン フクシ		中窪歌織 ナカクボ ウタ オ		01656-2-1685		01656-2-1626		1		b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp

				100		北海道		音威子府村		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		三國由希恵 ミクニ ユウ キエ		01656－9－3050		01656－9－3055		1		hoken-fukushi@vill.otoineppu.hokkaido.jp

				101		北海道		中川町

				102		北海道		幌加内町		保健福祉課すこやか保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		宮内智子 ミヤウチ トモコ		0165-35-3090		0165-35-3091		2		miyauchi.satoko@town.horokanai.hokkaido.jp

				103		北海道		増毛町		福祉厚生課保健指導係 フクシ コウセイ カ ホケン シドウ カカリ		小野由佳 オノ ユカ		0164-53-3111		0164-53-2224		*		*

				104		北海道		小平町		保健福祉課健康づくり課 ホケン フクシカ ケンコウ カ		金子貴子 カネコ タカコ		0164-56-2111		0164-56-2110		2		kaneko.takako@town.obira.lg.jp

				105		北海道		苫前町		保健福祉課けんこう係 ホケン フクシカ カカリ		瀧川 タキカワ		0164-64-2215		0164-64-2074		1		fokenfukushi@town.tomamae.lg.jp

				106		北海道		羽幌町		健康支援課保健係 ケンコウ シエン カ ホケン カカ		佐々木あゆみ ササキ		0164-62-6020		0164-69-2040		1		k-hoken@town.haboro.lg.jp

				107		北海道		初山別村		住民課健康福祉係 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カカリ		本間あつ子 ホンマ コ		0164-67-2211		0164-67-2298		1		zyumin.fukusi@vill.shosanbetsu.lg.jp

				108		北海道		遠別町		福祉課保健指導係 フクシカ ホケン シドウ カカリ		佐々木裕恵 ササキ ヒロエ		01632-7-2125		01632-7-3695		1		happy@town.embetsu.hokkaido.jp

				109		北海道		天塩町		福祉課ふれあい係 フクシカ カカ		藤原香菜子 フジワラ カナコ		01632-2-1001		01632-2-2364		1		hureai@teshiotown.com

				110		北海道		猿払村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		得能睦美 エ ノウ ムツミ		01635-2-2040		01635-2-2075		1		mutsumi.tokuno@vill.sarufutsu.hokkaido.jp

				111		北海道		浜頓別町		保健福祉課 保健係 ホケン カカリ		横山幸子 ヨコヤマ サチコ		01634-2-2345		01634-2-3788		1		hoken@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp

				112		北海道		中頓別町		保健福祉課 ホケン フクシカ		磯木由紀江 イソ キ ユ キ エ		01634-6-1995		01634-6-2110		1		hokenyobo@town.nakatombetsu.lg.jp

				114		北海道		豊富町

				115		北海道		礼文町		町民課 チョウミン カ		吉田早記 ヨシダ ソウ キ		0163-86-1001		0163-86-1664		1		hoken@town.rebun.hokkaido.jp

				117		北海道		利尻富士町		総合保健ｾﾝﾀｰ ソウゴウ ホケン		近藤正子 コンドウ マサコ		0163-82-2320		0163-89-2016		2		kondou-masako@town.rishirifuji.hokkaido.jp

				118		北海道		幌延町		町民課 チョウミン カ		石田篤子 イシダ アツコ		01632-5-1790		01632-5-1791		2		atsuko.ishida@town.horonobe.hokkaido.jp

				120		北海道		津別町		健康福祉課健康医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ イリョウ		渡辺可愛 ワタナベ カ アイ		0152-76-2151		0152-76-2976		2		watanabe-kawai@town.tsubetsu.lg.jp

				121		北海道		斜里町

				122		北海道		清里町

				124		北海道		訓子府町		福祉保健課 フクシホケン カ		小野亜紀子 オノ アキコ		0157-47-5555		0157-47-5556		1		fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp

				125		北海道		置戸町		地域福祉ｾﾝﾀｰ健康推進係 チイキ フクシ ケンコウ スイシン カカリ		大西里香 オオニシ リカ		0157-52-3333		0157-52-3348		*		*

				126		北海道		佐呂間町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		渡辺亜希子 ワタナベ アキコ		01587-2-1212		01587-2-3368		*		*

				127		北海道		遠軽町		保健福祉課 ホケン フクシカ		深澤万喜子 フカザワ マキコ		0158-42-4813		0158-49-3120		1		e-hoken@engaru.jp

				128		北海道		湧別町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		福本愛実 フクモト マナミ ミ		01586-5-3765		01586-5-3777		1		fukushi@town.yubetsu.lg.jp

				129		北海道		滝上町		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		大石絵理 オオイシ エリ		0158-29-2111		0158-29-3588		1		kenkousuisin@town.takinoue.hokkaido.jp

				130		北海道		興部町

				131		北海道		西興部村		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		鈴木真美 スズキ マミ		0158-87-2114		0158-87-2777		1		ni.hoken@vill.nishiokoppe.hokkaido.jp

				133		北海道		大空町		福祉保健介護グループ フクシ ホケン カイゴ		山崎七恵 ヤマザキ ナナエ		0152-74-2111		0152-74-2191		2		nanae.yamazaki@town.ozora.lg.jp

				134		北海道		豊浦町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西村そのか ニシムラ		0142-83-2408		0142-83-2477		2		nishimura.sonoka@town.toyoura.hokkaido.jp

				137		北海道		厚真町

				138		北海道		洞爺湖町		健康福祉ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ		松平さゆり マツヒラ		0142-76-4006		0142-76-1877		1		ken_center@town.toyako.hokkaido.jp

				139		北海道		安平町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		山口貴子 ヤマグチ タカコ		0145-25-2425		0145-25-3586		1		hoken@town.abira.lg.jp

				140		北海道		むかわ町		健康福祉課保健介護グループ ケンコウ フクシカ ホケン カイゴ		小坂由香里 コサカ ユカリ		0145-42-2415		0145-47-2400		1		m-hoken@town.mukawa.lg.jp

				142		北海道		平取町		保健福祉科 保健推進係 ホケンフクシ カ ホケンスイシン カカリ		川辺智英 カワベ トモ エイ		01457-4-6112		01457-4-6870		1		hokensuishin2035@town.biratori.hokkaido.jp

				144		北海道		浦河町

				145		北海道		様似町		保健福祉課 保健推進係 ホケン フクシ カ ホケン スイシン カカリ		前田 マエダ		0146-36-5511		0146-36-5638		*		*

				148		北海道		音更町		保健福祉部保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン フクシ ブ ホケン ボシ ホケン カカリ		佐藤真由美 サトウ マユミ		0155-42-2712		0155-42-2713		1		hokencenter@town.otofuke.hokkaido.jp

				149		北海道		士幌町		保健福祉課健康介護グループ保健推進担当 ホケン カ ケンコウ カイゴ ホケンスイシン タントウ		中捨里香 ナカス ス リカ		01564-5-2108		01564-5-2127		1		kenkou@shihoro.jp

				150		北海道		上士幌町

				151		北海道		鹿追町

				153		北海道		清水町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		倉重千昌 クラシゲ チアキ		0156-69-2222		0156-69-2223		1		kekon2@town.shimizu.hokkaido.jp

				154		北海道		芽室町

				155		北海道		中札内村		福祉課保健グループ フクシカ ホケン		櫻井彩 サクライ アヤ		0155-67-2321		0155-63-4172		1		f-hoken@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp

				156		北海道		更別村		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		武村友美 タケムラ トモミ		0155-53-3000		0155-53-2111		1		hoken@sarabetsu.jp

				157		北海道		大樹町		保健福祉課 ホケン フクシカ		大野真由美 オオノ マユミ		01558-6-2100		01558-6-5121		*		*

				160		北海道		池田町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ カ ホケン カカリ		大平ひとみ オオヒラ		015-572-2100		015-572-2862		1		suishin@town.hokkaido-ikeda.lg.jp

				162		北海道		本別町		健康管理センター ケンコウ カンリ		大津香織 オオツ カオリ		0156-22-2219		0156-22-2916		1		kenkok@town.honbetsu.hokkaido.jp

				164		北海道		陸別町

				166		北海道		釧路町

				168		北海道		浜中町		福祉健康課 健康推進係 フクシ ケンコウカ ケンコウ スイシンブ カカリ		主査 中山千鶴 シュサ ナカヤマ チヅル		0153-62-2307		0153-62-3049		2		c.nakayama@town.hamanaka.lg.jp

				169		北海道		標茶町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ スイシン カカリ		油谷亜鶴佐 ユヤ ア ツル サ		015-485-1000		015-485-2177		2		yutani.azusa@town.shibecha.lg.jp

				170		北海道		弟子屈町

				171		北海道		鶴居村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		五十嵐　紫 イガラシ ユカリ		0154-64-2116		0154-64-2577		2		yukari_igarashi@vill.tsurui.lg.jp

				173		北海道		別海町		福祉部保健課 フクシ ブ ホケンカ		能登麻奈美 ノト マナミ		0153-75-0359		0153-75-0337		1		hoken@betsukai.jp

				176		北海道		羅臼町

				177		青森県		弘前市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野呂、工藤 ノロ クドウ		0172-37-3750		0172-37-7749		1		kenkou@city.hirosaki.lg.jp

				178		青森県		八戸市		市民健康部健康増進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		類家美樹子 ルイ ケ ミキコ		0178-43-9271		0178-47-0745		1		kenko@city.hachinohe.aomori.jp

				179		青森県		黒石市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西澤友英 ニシ サワ ユウ エイ		0172-52-2111(内244） ナイ		0172-52-6191		2		t-nishizawa@city.kuroishi.aomori.jp

				181		青森県		十和田市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		下田智子 シモダ トモコ		0176-51-6792		0176-25-1183		1		kenko@city.towada.lg.jp

				183		青森県		むつ市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉田有美子 ヨシダ ユウ ビ コ		0175-22-1111(内2576） ナイ		0175-22-5044		1		mt-kenkou@city.mutsu.lg.jp

				184		青森県		つがる市

				185		青森県		平川市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ カ		成田　満 ナリタ ミツル		0172-44-1111		0172-44-0068		2		mitsuru_narita@city.hirakawa.lg.jp

				186		青森県		平内町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木下　加奈子 キノシタ カナコ		017-755-2114		017-755-2145		2		kinoshita-kanako@town.hiranai.lg.jp

				186		青森県		平内町

				187		青森県		今別町

				188		青森県		蓬田村

				189		青森県		外ヶ浜町		福祉課 フクシカ		安藤 アンドウ		0174-22-2941		0174-31-1016		2		etsuko-andoh@town.sotogahama.lg.jp

				190		青森県		鰺ヶ沢町		健康ほけん課健康推進班 ケンコウ カ ケンコウ スイシン ハン		新保尚子 シン タモツ ヒサコ		0173-72-2111		0173-72-2374		2		naoko.k@town.ajigasawa.lg.jp

				191		青森県		深浦町		深浦町地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ フカウラ チョウ チイキ ホウカツ		秋元　舞 アキモト マイ		0173-76-2042		0173-84-3002		1		fukaura-health@town.fukaura.lg.jp

				192		青森県		西目屋村

				193		青森県		藤崎町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		田中麻里子 タナカ マリコ		0172-75-3111		0172-75-9605		1		kenko@town.fujisaki.lg.jp

				194		青森県		大鰐町		保健福祉課 ホケン フクシカ		佐藤由実子 サトウ ユイ ミ コ		0172-48-2111		0172-47-6742		2		yumiko-sato@town.owani.lg.jp

				195		青森県		田舎館村

				196		青森県		板柳町

				197		青森県		鶴田町

				198		青森県		中泊町		中里保健ｾﾝﾀｰ ナカサト ホケン		古川三枝子 フルカワ ミエコ		0173-57-3920		0173-57-4971		1		hoken-c@town.nakadomari.lg.jp

				199		青森県		野辺地町		健康づくり課 ケンコウ カ		新井山　静 アライ ヤマ シズ		0175-64-1770		0175-64-8083		2		s-niiyama@town.noheji.aomori.jp

				201		青森県		六戸町

				202		青森県		横浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池愛花 キクチ アイ ハナ		0175-78-2111		0175-78-2118		2		aika_kikuchi@town.yokohama.lg.jp

				203		青森県		東北町		保健衛生課 ホケン エイセイ カ		江刺家紅実子 エ サ イエ クレナイ ミ コ		0176-56-2933		0176-56-3429		1		hoken@town.tohoku.lg.jp

				204		青森県		六ヶ所村

				205		青森県		おいらせ町

				206		青森県		大間町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		竹内はるか タケウチ		0175-37-2111		0175-37-2478		2		haruka_takeuchi@town.ooma.lg.jp

				208		青森県		風間浦村

				209		青森県		佐井村

				211		青森県		五戸町

				212		青森県		田子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		河原理亜子 カワハラ リ ア コ		0179-20-7100		0179-20-7107		2		KAWAHARA0473@town.takko.lg.jp

				213		青森県		南部町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		根市恵子 ネ イチ ケイコ		0178-60-7100		0178-76-3904		2		neichi-keiko@town.aomori-nanbu.lg.jp

				214		青森県		階上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		茨島朋子 イバラ シマ トモコ		0178-88-2162		0178-80-1065		2		tomoko_ba@town.hashikami.lg.jp

				215		青森県		新郷村

				216		岩手県		宮古市

				217		岩手県		大船渡市		生活福祉部健康推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		及川里枝 オイカワ リエ		0192-27-1581		0192-27-1589		1		kenkou@city.ofunato.iwate.jp

				218		岩手県		花巻市		健康づくり課 ケンコウ カ		福岡英恵 フクオカ ハナエ		0198-23-3121		0198-23-3122		2		hanae2295@city.hanamaki.iwate.jp

				219		岩手県		北上市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小原由桂子 オハラ ユカコ		0197-72-8297		0197-65-6039		1		kenko@city.kitakami.iwate.jp

				221		岩手県		遠野市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		佐々木あゆ美 ササキ ミ		0198-62-5111		0198-62-1599		1		sato-hoken@city.tono.iwate.jp

				224		岩手県		釜石市		保健福祉部健康推進課 ホケン ブ ケンコウ カ		佐藤杏子 サトウ キョウコ		0193-22-0179		0193-22-6375		2		sato8115@city.kamaishi.iwate.jp

				225		岩手県		二戸市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畑山沙織 ハタケヤマ サオリ		0195-23-1313		0195-22-1188		2		s-hatayama@city.ninohe.iwate.jp

				226		岩手県		八幡平市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		種市恵美 タネイチ エミ		0195-74-2111（内1087） ナイ		0195-74-2102		1		kenkou@city.hachimantai.lg.jp

				227		岩手県		奥州市		健康福祉部　健康増進課　母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカ		千葉芳枝 チバ ヨシエ		0197-23-4511		0197-23-4512		1		kenkou1@city.oshu.iwate.jp

				228		岩手県		雫石町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小向友美 コムカイ トモミ		019-692-2227		019-691-1106		2		y-komukai@office.town.shizukuishi.iwate.jp

				230		岩手県		岩手町

				232		岩手県		紫波町		生活部長寿健康課 セイカツ ブ チョウジュ ケンコウ カ		横坂 ヨコ サカ		019-672-2111		019-672-2311		1		chojyu@town.shiwa.iwate.jp

				233		岩手県		矢巾町		生きがい推進課 イ スイシン カ		遠藤訓子 エンドウ ノリコ		019-611-2835		019-698-1214		2		noriko.c@town.yahaba.iwate.jp

				234		岩手県		西和賀町

				235		岩手県		金ヶ崎町		保健福祉センター ホケン フクシ		小原茉奈0197-44-4560 オハラ マナ				0197-44-4337		1		hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp

				236		岩手県		平泉町

				237		岩手県		住田町		保健福祉課		藤 明日香（産休中のため代理 紺野栄子） フジ アス カオ サンキュウ ナカ ダイリ コンノ エイコ		0192-46-2111（内142）又は0192-46-3862 ウチ マタ		0192-46-3515		1		hoken@town.sumita.iwate.jp

				238		岩手県		大槌町		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		井田愛美 イダ マナミ		0193-42-8715		0193-42-4314		1		fukusi@town.otsuchi.iwate.jp

				239		岩手県		山田町

				240		岩手県		岩泉町		保健福祉課健康推進室 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン シツ		小田あかね オダ		0194-22-2111		0194-22-5577		2		a.oda@town.iwaizumi.iwate.jp

				241		岩手県		田野畑村		保健福祉課 ホケン フクシカ		大澤香苗 オオサワ カナエ		0194-33-3102		0194-34-2632		2		kanae-o@vill.tanohata.iwate.jp

				242		岩手県		普代村		住民福祉課保健センター ジュウミン フクシカ ホケン		佐々木文加 ササキ フミ クワ		0194-35-2211		0194-36-1026		1		f-hoken@vill.fudai.iwate.jp

				243		岩手県		軽米町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中里早苗 ナカサト サナエ		0195-46-4111		0195-48-1061		1		kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp

				244		岩手県		野田村

				245		岩手県		九戸村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		河村侑乃 カワムラ ユウ ノ		0195-42-2111		0195-41-1144		1		juuminsei@vill.kunohe.iwate.jp

				247		岩手県		一戸町		福祉部健康福祉課 フクシ ブ ケンコウ フクシカ		山本澪奈 ヤマモト レイ ナ		0195-32-3700		0195-32-3701		*		*

				248		宮城県		石巻市		健康部健康推進課母子保健グループ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン		久野敏美 クノ トシミ		0225-95-1111		0225-23-3618		1		ishelpromo@city.ishinomaki.lg.jp

				249		宮城県		塩竈市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		太田有紀 オオタ ユキ		022-364-4786		022-364-4787		1		kenkou@city.shiogama.miyagi.jp

				250		宮城県		気仙沼市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		茂木真理和江 モギ マリ カズエ		0226-21-1212		0226-21-1016		1		k-kenkozoshin@city.kesennuma.lg.jp

				251		宮城県		白石市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		岩間加奈子 イワマ カナコ		0224-22-1362		0224-22-1320		1		kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp

				255		宮城県		岩沼市

				257		宮城県		栗原市		市民生活部健康推進課　保健指導係 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン シドウ カカリ		千葉祐美子 チバ ユミコ		0228-22-0370		0228-22-0350		1		kenko@kuriharacity.jp

				258		宮城県		東松島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		高橋美和 タカハシ ミワ		0225-82-1111		0225-82-1244		1		kenko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

		257		259		宮城県		大崎市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		秋山史子 アキヤマ フミコ		0229-23-5311		0229-23-9880		1		kenko@city.osaki.miyagi.jp		0		1		0		0		0		0		1(県や所轄保健所の研修会に参加） ケン ショカツ ホケンジョ ケンシュウカイ サンカ		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		保育士、幼稚園教諭、看護士、事務職等 ホイクシ ヨウチエン キョウユ カンゴシ ジム ショク トウ		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		0		１（虫歯有無、Co、歯肉の状態を確実に診てほしい。予防の視点から厳しく診てほしい） ムシバ ウム シニク ジョウタイ カクジツ ミ ヨボウ シテン キビ ミ		2		1		0		0		3		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		年１～２回事業報告並びに次年度計画についての会議等を開催し歯科医師会行政関係部署で検討している ネン カイ ジギョウ ホウコク ナラ ジネンド ケイカク カイギ トウ カイサイ シカ イシ カイ ギョウセイ カンケイ ブショ ケントウ		0		0		1		1		0		0

				260		宮城県		蔵王町		保健福祉課 ホケン カ		保健師菊地那美 ホケンシ キクチ ナミ ミ		0224-33-2003		0224-33-2988		1		hofuku@town.zao.miyagi.jp

				261		宮城県		七ヶ宿町

				262		宮城県		大河原町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		加川静香 カガワ シズカ		0224-53-2115		0224-53-3818		1		suishin11@ogawara.miyagi.jp

				264		宮城県		柴田町

				265		宮城県		川崎町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		菅野君枝 スガノ キミエ		0224-84-6008		0224-84-6090		1		kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp

				266		宮城県		丸森町		保健福祉課健康支援班 ホケン フクシカ ケンコウ シエン ハン		水戸智美 ミト トモミ		0224-51-9903		0224-87-7189		1		kenko@town.marumori.miyagi.jp

				268		宮城県		山元町

				269		宮城県		松島町

				270		宮城県		七ヶ浜町

				271		宮城県		利府町		健康福祉課健康づくり班 ケンコウ フクシ カ ケンコウ ハン		河合翔太 カワイ ショウタ		022-356-1334		022-356-1303		1		kenkou@rifu-cho.com

				272		宮城県		大和町

				273		宮城県		大郷町		保健福祉課 ホケン フクシカ		赤間由美子 アカマ ユミコ		022-359-5507		022-359-3287		1		kenkou@town.miyagi-osato.lg.jp

				274		宮城県		富谷町		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		*		220-358-0156		022-358-9915		1		kosodateshien@town.tomiya.miyagi.jp

				276		宮城県		色麻町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		木船亜希子 キフネ アキコ		0229-66-1700		0229-66-1717		1		hoken@town.shikama.miyagi.jp

				277		宮城県		加美町

				279		宮城県		美里町

				281		宮城県		南三陸町

				282		秋田県		能代市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		近藤春菜 コンドウ ハルナ		0185-58-2838		0185-58-2930		1		kenkou@city.noshiro.akita.jp

				283		秋田県		横手市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		成田智子 ナリタ トモコ		0182-33-9600		0182-33-9600		1		kenkou@city.yokote.lg.jp

				285		秋田県		男鹿市		健康子育て課健康班 ケンコウ コソダ カ ケンコウ ハン		津川　亙 ツガワ ワタル		0185-24-3400		0185-24-3333		1		hoken@city.oga.akita.jp

				286		秋田県		湯沢市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		高橋千賀子 タカハシ チカコ		0183-73-2124		0183-72-8301		1		kenko@city.yuzawa.lg.jp

				287		秋田県		鹿角市		鹿角市いきいき健康課 シカ カク シ ケンコウ カ		米田恵里 ヨネダ エリ		0186-30-0119		0186-30-1257		1		kenkou@city.kazuno.lg.jp

				290		秋田県		大仙市

				291		秋田県		北秋田市

				292		秋田県		にかほ市

				293		秋田県		仙北市

				294		秋田県		小坂町

				295		秋田県		上小阿仁村

				296		秋田県		藤里町

				297		秋田県		三種町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシン カ ホケン		近藤千保子 コンドウ セン タモツ コ		0185-83-5555		0185-83-3857		2		kondo-chihoko@town.mitane.akita.jp

				298		秋田県		八峰町		福祉保健課健康推進係 フクシ ホケンカ ケンコウ スイシン カカリ		大高彩香 オオダカ アヤカ		0185-76-4608		0185-76-2113		2		otaka.ayaka@town.happou.akita.jp

				299		秋田県		五城目町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		福嶋 フクシマ		018-852-5180		018-852-5367		1		hokenkaigo@town.gojome.akita.jp

				300		秋田県		八郎潟町

				301		秋田県		井川町		町民課 チョウミンカ		安田　望 ヤスダ ノゾ		018-874-3300		018-874-4067		1		kenkou@town.akita-ikawa.lg.jp

				302		秋田県		大潟村

				303		秋田県		美郷町		福祉保健課　健康対策班 フクシ ホケン カ ケンコウ タイサク ハン		中野　晶子 ナカノ アキコ		0187-84-4900		0187-84-1174		1		hoken@town.misato.akita.jp

				304		秋田県		羽後町		保健福祉課健康管理係 ホケン フクシカ ケンコウ カンリ カカリ		齋藤万里子 サイトウ マリコ		0183-62-2111		0183-62-2120		1		kenko@town.ugo.lg.jp

				305		秋田県		東成瀬村

				307		山形県		米沢市

				308		山形県		鶴岡市

				309		山形県		酒田市

				310		山形県		新庄市

				311		山形県		寒河江市		健康福祉部市民健康係 ケンコウ フクシ ブ シミン ケンコウ カカリ		阿部由枝 アベ ユ エダ		0237-86-2111		0237-83-3201		1		kenkou@city.sagae.yamagata.jp

				312		山形県		上山市		健康推進課 地域保健グループ ケンコウ スイシン カ チイキ ホケン		佐藤久美子 サトウ クミコ		023-672-1111（内線159） ナイセン		023-672-8522		2		ku.sato@city.kaminoyama.yamagata.jp

				313		山形県		村山市		保健課健康指導係 ホケンカ ケンコウ シドウ カカリ		赤松有香 アカマツ ユウ カオリ		0237-55-2111		0237-55-2265		1		hoken@city.murayama.lg.jp

				314		山形県		長井市		健康課 ケンコウ カ		渡辺比呂子 ワタナベ ヒロコ		0238-84-6822		0238-84-6804		1		kenko@city.nagai.yamagata.jp

				315		山形県		天童市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		瀬野真紀子 セノ マキコ		023-652-0884		023-651-5505		1		kenkou@city.tendo.yamagata.jp

				317		山形県		尾花沢市		健康増進課健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカリ		結城 ユウキ		0237-22-1111（内621） ナイ		0237-24-0322		1		kenko@city.obanazawa.yamagata.jp

				319		山形県		山辺町

				321		山形県		河北町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		松浦由美子 マツウラ ユミコ		0237-73-2111		0237-71-1802		1		hoken@hinanet.ne.jp

				322		山形県		西川町

				323		山形県		朝日町

				324		山形県		大江町

				325		山形県		大石田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		吉田栄子 ヨシダ エイコ		0237-35-2111		0237-35-2118		1		hokeneisei@town.oishida.yamagata.jp

				326		山形県		金山町

				327		山形県		最上町

				328		山形県		舟形町		税務福祉課健康介護班 ゼイム フクシカ ケンコウ カイゴ ハン		原田真由美 ハラダ マユミ		0233-32-2111		0233-32-2117		2		haramayu@town.funagata.yamagata.jp

				329		山形県		真室川町		福祉課 フクシカ		佐藤　祥 サトウ キッショウ		0233-62-3436		0233-64-1526		1		fukushi@town.mamurogawa.yamagata.jp

				330		山形県		大蔵村

				331		山形県		鮭川村

				332		山形県		戸沢村

				333		山形県		高畠町		健康推進課 ケンコウスイシン カ				0238-52-5045		0238-52-5044		1		kenko@town.takahata.yamagata.jp

				335		山形県		小国町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野本恵利子 ノ モト エリコ		0238-61-1000		0238-61-1005		1		kenkou@town.oguni.yamagata.jp

				336		山形県		白鷹町

				337		山形県		飯豊町

				339		山形県		庄内町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高田美幸 タカダ ミユキ		0234-43-0817		0234-42-0894		1		hokenfukushi@town.shonai.lg.jp

				344		福島県		須賀川市		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		福島雅恵 フクシマ マサエ		0248-88-8123		0248-88-8119		1		kenkou@city.sukagawa.fukushima.jp

				346		福島県		相馬市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		阿部由美子 アベ ユミコ		0244-35-4477		0244-35-4258		1		hoken-center@city.soma.fukushima.jp

				347		福島県		二本松市

				348		福島県		田村市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		本田真利子 ホンダ マリコ		0247-81-2271		0		*		*

				350		福島県		伊達市		健康福祉部健康推進課地域母子係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ チイキ ボシ カカリ		畠　香苗 ハタケ カオリ ナエ		024-576-3510		024-576-3741		1		kenkou@city.date.fukushima.jp

				351		福島県		本宮市 モトミヤ シ		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		瓜生睦子 ウリュウ ムツコ		0243-63-2780		0243-33-6620		1		kenkou@city.motomiya.lg.jp

				352		福島県		桑折町

				353		福島県		国見町

				354		福島県		川俣町		保健センター ホケン		齋藤裕子 サイトウ ユウ コ		024-565-2279		024-566-2438		1		hokencenter@town.kawamata.lg.jp

				355		福島県		大玉村		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		武藤祥子 ムトウ ショウコ		0243-24-8114		0243-68-2789		1		kenkofukushika@vill.otama.fukushima.jp

				356		福島県		鏡石町

				357		福島県		天栄村		住民福祉課健康増進係 ジュウミン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		深谷弘子 フカヤ ヒロコ		0248-82-3800		0248-82-3545		1		kenkou@vill.tenei.fukushima.jp

				358		福島県		下郷町

				359		福島県		檜枝岐村		住民課 ジュウミンカ		平上清正 ヒラ ウエ キヨマサ		0241-75-2502		0241-75-2511		1		hygiene@vill.hinoemata.lg.jp

				360		福島県		只見町		保健福祉課 ホケン フクシカ		星　友美 ホシ トモミ		0241-84-7005		0241-84-7008		1		hoken@town.tadami.lg.jp

				361		福島県		南会津町

				362		福島県		北塩原村		住民課 ジュウミンカ		厚美隆行 アツミ タカユキ		0241-28-3733		0241-28-3733		1		hoken02@vill.kitashiobara.fukushima.jp

				364		福島県		磐梯町		町民課　保健福祉センター鈴木美穂 チョウミン カ ホケン フクシ スズキ ミホ		0242-73-3101		0242-74-1377		0		2		miho_suzuki@town.bandai.fukushima.jp

				365		福島県		猪苗代町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中千尋 タナカ チヒロ		0242-62-2115		0242-62-2123		1		kenkou@town.inawashiro.fukushima.jp

				366		福島県		会津坂下町		生活課福祉健康班 セイカツカ カ フクシｋ ハン		三留純子 ミトメ ジュンコ		0242-83-1000		0242-83-1757		1		kenkou@town.aizubange.fukushima.jp

				367		福島県		湯川村		住民総務課湯川村保健センター ジュウミンソウムカ ユカワ ムラ ホケンｓ		笠間智春 カサマ トモ ハル		0241-27-3110		0241-28-1055		2		kasama-chiharu@vill.yugawa.fukushima.jp

				368		福島県		柳津町		町民課保健衛生班 チョウミン カ ホケン エイセイ ハン		二瓶早紀 ニヘイ サキ		0241-42-2118		0241-42-3419		1		hoken-eisei@town.yanaizu.fukushima.jp

				369		福島県		三島町

				370		福島県		金山町		住民課保健福祉係 ジュウミンカ ホケン フクシ カカリ		横山美紀 ヨコヤマ ミキ		0241-54-5135		0241-54-2118		1		hoken@town.kaneyama.fukushima.jp

				371		福島県		昭和村

				372		福島県		会津美里町		健康ほけん課 ケンコウ カ		鈴木範子 スズキ ノリコ		0242-55-1145		0242-55-1189		1		hoken@town.aizumisato.fukushima.jp

				373		福島県		西郷村

				374		福島県		泉崎村

				375		福島県		中島村		保健福祉課 ホケン フクシカ		滝沢 タキザワ		0248-52-2174		0248-52-2170		1		kenkou@vill-nakajima.jp

				376		福島県		矢吹町		保健福祉課健康増進係 ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		久野成美 クノ ナルミ		0248-44-2300		0248-42-2138		1		hoken@town.yabuki.fukushima.jp

				377		福島県		棚倉町		健康福祉課　健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		芳賀礼佳 ハガ アヤカ		0247-33-7801		0247-33-7820		1		kenkoudukuri@town.tanagura.fukushima.jp

				378		福島県		矢祭町		町民福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ チョウミン フクシ カ ケンコウ		青戸雅子 アオト マサコ		0247-46-2097		0247-46-3480		1		kenkou-g@town.yamatsuri.fukushima.jp

				379		福島県		塙町

				380		福島県		鮫川村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		鏑木妙子 カブラギ タエコ		0247-49-3112		0247-49-2651		1		jumin@vill.samegawa.fukushima.jp

				381		福島県		石川町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		根本雅子 ネモト マサコ		0247-26-8413		0247-26-8410		2		nemoto564@town.ishikawa.fukushima.jp

				382		福島県		玉川村

				383		福島県		平田村

				384		福島県		浅川町

				385		福島県		古殿町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		鈴木水紀 スズキ ミズキ		0247-53-4038		0247-32-1033		1		kenko@town.furudono.fukushima.jp

				387		福島県		小野町

				388		福島県		広野町		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン		黒田香織 クロダ カオリ		0240-27-3040		0240-27-3554		1		hoken@town.hirono.fukushima.jp

				389		福島県		楢葉町

				390		福島県		富岡町

				391		福島県		川内村

				392		福島県		大熊町		保健センター ホケン		大矢沙和 オオヤ シャ ワ		0242-26-3844		0242-26-3793		1		hoken-center@town.okuma.fukushima.jp

				393		福島県		双葉町

				394		福島県		浪江町

				395		福島県		葛尾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		林　多恵子 ハヤシ タエコ		0247-61-2850		0247-62-0282		2		hayashi-taeko-ol@vill.katsurao.lg.jp

				396		福島県		新地町

				398		茨城県		水戸市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		高安克子 タカヤス カツコ		029-243-7311		029-243-0157		1		health@city.mito.lg.jp

				399		茨城県		日立市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		千葉 チバ		0294-21-3300		0294-27-2112		1		kenko@city.hitachi.lg.jp

				400		茨城県		土浦市		保健福祉部健康増進課 ホケン ブ ケンコウゾウ カ		佐藤千加子 サトウ チカコ		029-826-3471		029-821-2935		1		hoken@city.tsuchiura.lg.jp

				401		茨城県		古河市		健康づくり課 ケンコウ カ		井上 イノウエ		0280-48-6881		0280-48-6876		1		kenko@city.ibaraki-koga.lg.jp

				402		茨城県		石岡市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐藤英子 サトウ エイコ		0299-24-1386		0299-24-4386		1		is-hoken@city.ishioka.lg.jp

				403		茨城県		結城市		健康増進ｾﾝﾀｰ ケンコウ ゾウシン		江澤 エ サワ		0296-32-7890		0296-32-8350		1		hokencenter@city.yuki.lg.jp

				405		茨城県		下妻市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		小林静江 コバヤシ シズエ		0296-43-1990		0296-44-9744		1		hoken-s@city.shimotsuma.lg.jp

				406		茨城県		常総市		保健推進課 ホケン スイシンカ		植竹・若林 ウエタケ ワカバヤシ		0297-23-3111		0297-23-3119		1		hokenshidou@city.joso.lg.jp

				407		茨城県		常陸太田市

				408		茨城県		高萩市		健康づくり課 ケンコウ カ		金澤優美 カナザワ ユウミ		0293-24-2121		0293-22-0700		1		kenkou@city.takahagi.lg.jp

				409		茨城県		北茨城市		健康づくり支援課 ケンコウ シエン カ		長谷川 ハセガワ		0293-43-111		0293-43-0831		1		kenkou@city.kitaibaraki.lg.jp

				410		茨城県		笠間市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹内 タケウチ		0296-77-9145		0296-77-9146		1		kenko@city.kasama.lg.jp

				411		茨城県		取手市

				412		茨城県		牛久市		健康づくり課推進課 ケンコウ カ スイシン カ		川口美亜 カワグチ ミ ア		029-873-2111		029-873-1775		1		kenkou@city.ushiku.ibaraki.jp

				413		茨城県		つくば市		保健医療部健康増進課（桜保健センター） ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ サクラ ホケン		青木恵美子 アオキ エミコ		029-857-3931		029-857-3875		1		phc020@info.tsukuba.ibaraki.jp

				414		茨城県		ひたちなか市		福祉部 健康増進課 フクシブ カ		松本 マツモト		029-276-5222		029-276-0209		1		kenkou@city.hitachinaka.lg.jp

				415		茨城県		鹿嶋市

				416		茨城県		潮来市		かすみ保健福祉センター ホケン フクシ		石川朋子 イシカワ トモコ		0299-64-5240		0299-80-3077		1		kenkou@city.itako.lg.jp

				417		茨城県		守谷市

				418		茨城県		常陸大宮市		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		海老根恵子 エビネ ケイコ		0295-54-7121		0295-54-7123		1		kagayaki@city.hitachiomiya.lg.jp

				419		茨城県		那珂市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		玉川 タマカワ		029-270-8071		029-298-8890		1		kenkou-s@city.naka.lg.jp

				420		茨城県		筑西市		健康づくり課 ケンコウ カ		鷹取 タカトリ		0296-22-0506		0296-25-2913		1		helcare@city.chikusei.lg.jp

				421		茨城県		坂東市

				422		茨城県		稲敷市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		村松 ムラマツ		0297-87-6111		0297-87-6010		1		kenkou@city.inashiki.lg.jp

				423		茨城県		かすみがうら市		霞ヶ浦保健ｾﾝﾀｰ カスミガウラ ホケン		君崎 キミ ザキ		029-898-2312		029-898-2595		1		kenkouka@city.kasumigaura.ibaraki.jp

				424		茨城県		桜川市

				425		茨城県		神栖市

				426		茨城県		行方市		保健福祉部健康増進課（北浦保健ｾﾝﾀｰ） ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ キタ ウラ ホケン		一条千登世 イチジョウ セン ノボ ヨ		0291-34-6200		0291-34-6003		1		name-kenzo@city.namegata.lg.jp

				427		茨城県		鉾田市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		木原美加子 キハラ ミカコ		0291-33-3691		0291-33-3717		1		kenkou@city.hokota.lg.jp

				428		茨城県		つくばみらい市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		野澤真由美 ノザワ マユミ		0297-25-2100		0297-52-0990		1		kenkou01@city.tsukubamirai.lg.jp

				429		茨城県		小美玉市

				430		茨城県		茨城町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		星野谷歩美 ホシノヤ アユミ		029-240-7134		029-240-7130		1		kenkou@town.ibaraki.ibaraki.jp

				431		茨城県		大洗町

				432		茨城県		城里町

				433		茨城県		東海村

				434		茨城県		大子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		永井麻未 ナガイ マ ミ		0295-72-6611		0295-72-6613		1		kenkou@town.daigo.lg.jp

				435		茨城県		美浦村		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高木雅恵 タカギ マサエ		029-885-1889		029-885-8295		1		kenkou@vill.miho.lg.jp

				436		茨城県		阿見町

				437		茨城県		河内町		福祉課保健ｾﾝﾀｰ フクシカ ホケン		飯塚裕美 イイ ツカ ヒロミ		0297-84-4486		0297-84-4487		1		hoken.c@town.ibaraki-kawachi.lg.jp

				438		茨城県		八千代町

				439		茨城県		五霞町

				440		茨城県		境町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0280-87-8000		2082-87-8002		1		kenkou@town.sakai.ibaraki.jp

				441		茨城県		利根町		保健福祉ｾﾝﾀｰ ホケン フクシ		山崎恵美 ヤマザキ エミ		0297-68-8291		0297-68-9149		1		hokecen@town.tone.lg.jp

				442		栃木県		足利市		福祉部健康増進課 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小倉 オグラ		0284-40-3115		0284-41-1977		1		health@city.ashikaga.lg.jp

				444		栃木県		佐野市		健康推進課母子保健係 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		鈴木まゆ スズキ		0283-24-5770		0283-24-5701		1		shokensenta@city.sano.lg.jp

				445		栃木県		鹿沼市

				446		栃木県		日光市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		鈴木恭子 スズキ キョウコ		0288-21-2756		0288-21-2968		1		kenkou@city.nikko.lg.jp

				447		栃木県		小山市

				448		栃木県		真岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ ガカリ		伊藤洋子 イトウ ヨウコ		0285-83-8121		0285-83-8619		1		kenkou@city.moka.lg.jp

				450		栃木県		矢板市

				451		栃木県		那須塩原市

				452		栃木県		さくら市		健康増進課保健予防係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン ヨボウ カカリ		加藤咲楽 カトウ サ ラク		028-682-2589		028-682-5156		1		u-hoken@city.tochigi-sakura.lg.jp

				454		栃木県		下野市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウゾ カ		臼井 ウスイ		0285-52-1116		0285-52-3712		1		kenkouzoushin@city.shimotsuke.lg.jp

				456		栃木県		益子町

				457		栃木県		茂木町

				458		栃木県		市貝町		健康福祉課健康づくり課 ケンコウ フクシカ ケンコウ カ		川上 カワカミ		0285-68-1133		0285-68-1167		1		fukusi@town.ichikai.lg.jp

				459		栃木県		芳賀町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		小久保綾香 コクボ アヤカ		028-677-6042		028-677-2176		1		kenkou@town.haga.tochigi.jp

				460		栃木県		壬生町		民生部こども未来課 ミンセイ ブ ミライ カ		麦倉 ムギクラ		0282-81-1887		0282-81-1121		1		kodomo@town.mibu.tochigi.jp

				461		栃木県		野木町		町民生活部健康福祉課健康増進係 チョウミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		加藤 カトウ		0280-57-4171		0280-57-4193		1		kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp

				462		栃木県		塩谷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		荒井有布 アライ ユウ ヌノ		0287-45-1119		0287-41-1014		1		hoken@town.shioya.tochigi.jp

				463		栃木県		高根沢町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		鈴木麻衣 スズキ マイ		028-675-4559		028-675-6999		2		masuzuki@town.takanezawa.tochigi.jp

				464		栃木県		那須町

				465		栃木県		那珂川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		益子利枝 マスコ キ エダ		0287-92-118		0287-92-3083		*		*

				466		群馬県		桐生市

				470		群馬県		館林市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		青木淳子 アオキ ジュンコ		0276-74-5155		0276-75-6555		1		hoken.center@city.tatebayashi.gunma.jp

				471		群馬県		渋川市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		須田俊枝 スダ トシエ		0279-25-1321		0279-20-1037		2		suda-to@city.shibukawa.lg.jp

				472		群馬県		藤岡市		健康福祉部子ども課 ケンコウ フクシ ブ コ カ		小林百合子 コバヤシ ユリコ		0274-22-1211		0274-22-7502		*		*

				473		群馬県		富岡市

				474		群馬県		安中市		健康づくり課 ケンコウ カ		萓間亮子 ギ マ リョウコ		027-382-1111		027-381-7016		2		ryouko_ka@city.annaka.gunma.jp

				475		群馬県		みどり市		保健福祉部健康管理課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カンリカ		蓮沼順子 ハスヌマ ジュンコ		0277-76-2510		0277-76-5228		1		hoken-k@city.midori.gunma.jp

				476		群馬県		榛東村

				477		群馬県		吉岡町

				478		群馬県		上野村

				479		群馬県		神流町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林　恵 コバヤシ メグミ		0274-58-2111		0274-58-2578		2		megumi-k@town.kanna.gunma.jp

				480		群馬県		下仁田町		保健環境課保健予防係 ホケン カンキョウ カ ホケン ヨボウ ガカリ		永井 ナガイ		0274-82-5490		0274-82-3013		1		kenkou@town.shimonita.lg.jp

				481		群馬県		南牧村		住民生活部　保健福祉課　保健係 ジュウミン セイカツ ブ ホケン フクシ カ ホケン カカ		小野恵子 オノ ケイコ		0274-87-2011		0274-87-3628		2		pub02558@vill.nanmoku.gunma.jp

				483		群馬県		中之条町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		桑原奈緒子 クワハラ ナオコ		0279-75-8833		0279-76-3013		1		hokencenter@town.nakanojo.gunma.jp

				484		群馬県		長野原町		町民生活課保健センター チョウミン セイカツ カ ホケン		清水　綾 シミズ アヤ		0279-82-2422		0279-82-4281		1		naga-hokencenter@town.naganohara.gunma.jp

				485		群馬県		嬬恋村		住民福祉課保健係 ジュウミン フクシ カ ホケン カカリ		宮崎佳奈美 ミヤザキ カナミ		0279-96-1975		0279-96-1982		1		hokenshitsu@vill.tsumagoi.gunma.jp

				486		群馬県		草津町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		白鳥千春 シロトリ チハル		0279-88-5797		0279-88-1055		2		shiratori-t@town.kusatsu.gunma.jp

				487		群馬県		高山村

				488		群馬県		東吾妻町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		福田久美子 フクダ クミコ		0279-68-5021		0279-68-3711		2		fukuda@town.higashiagatsuma.gunma.jp

				489		群馬県		片品村

				490		群馬県		川場村		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		小林貴美江 コバヤシ キミエ		0278-52-2111		0278-52-2333		2		kobayashi-k@vill.kawaba.gunma.jp

				491		群馬県		昭和村		保健福祉課 ホケン フクシカ		小池　碧 コイケ ミドリ		0278-24-5111		0278-24-5254		2		m-koike@vill.showa.gunma.jp

				492		群馬県		みなかみ町

				493		群馬県		玉村町

				494		群馬県		板倉町

				495		群馬県		明和町		健康づくり課　健康づくり係 ケンコウ カ ケンコウ カカ		間瀬 マセ		0276-84-3111		0276-84-3114		1		kenkou@town.meiwa.gunma.jp

				496		群馬県		千代田町		環境保健課保健係 カンキョウ ホケン カ ホケン カカリ		佐藤陽子 サトウ ヨウコ		0276-86-5411		0276-86-5400		1		hoken@town.chiyoda.gunma.jp

				497		群馬県		大泉町		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシンブ ケンコウ カ		竹村範江 タケムラ ノリエ		0276-62-2121		0276-62-2108		1		kenko@town.oizumi.gunma.jp

				499		埼玉県		熊谷市

				500		埼玉県		川口市		保健センター ホケンセン		宮下珠美 ミヤシタ タマミ		048-256-2022		048-256-2023		1		087.05000@city.kawaguchi.lg.jp

				501		埼玉県		行田市

				502		埼玉県		秩父市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		桜井節子 サクライ セツコ		0494-22-0648		0494-22-5338		1		hoken-center@city.chichibu.lg.jp

				504		埼玉県		飯能市

				505		埼玉県		加須市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		進藤里枝 シンドウ リエ		0480-73-3361		0480-73-5502		1		kenkou@city.kazo.lg.jp

				506		埼玉県		本庄市		保健部健康推進課 ホケンブ ケンコウ カ		田畑知香子 タバタ シ チカコ		0495-24-2003		0495-24-2005		1		kenko@city.honjo.lg.jp

				507		埼玉県		東松山市

				508		埼玉県		春日部市		健康課健康づくり担当 ケンコウカ ケンコ タントウ		佐藤恵美 サトウ メグミ		048-736-6778		048-738-0610		1		hokencenter@city.kasukabe.lg.jp

				509		埼玉県		狭山市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		渡辺 ワタナベ		04-2959-5811		04-2959-3074		1		hokencen@city.sayama.saitama.jp

				510		埼玉県		羽生市		健康づくり推進課保健係 ケンコ スイシン カ ホケン カカリ		髙橋彩奈 タカハシ アヤ ナ		048-561-1121		048-563-4581		1		hose@city.hanyu.lg.jp

				511		埼玉県		鴻巣市

				512		埼玉県		深谷市

				513		埼玉県		上尾市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		河見眞里子 カワミ マ マリコ		048-774-1414		048-774-8188		1		s178000@city.ageo.lg.jp

				514		埼玉県		草加市

				515		埼玉県		越谷市		市民健康課 シミン ケンコウ カ		小池美奈子、米永真紀 コイケ ミナコ ヨネナガ マキ		048-978-3511		048-978-0317		1		10083200@city.koshigaya.saitama.jp

				516		埼玉県		蕨市

				517		埼玉県		戸田市		福祉保健センター健康増進担当 フクシ ホケン ケンコウ ゾウシン タントウ		奥野加奈子 オクノ カナコ		048-446-6491		048-446-6284		1		health@city.toda.saitama.jp

				518		埼玉県		入間市

				519		埼玉県		朝霞市		健康づくり部健康づくり課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		渡邉敦子 ワタナベ アツコ		048-465-8611		048-466-7522		1		kenko-zukuri@city.asaka.saitama.jp

				520		埼玉県		志木市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		白岩由貴 シライワ ユキ		048-473-3811		048-476-7222		1		hoken-s@city.shiki.lg.jp

				521		埼玉県		和光市

				523		埼玉県		桶川市

				524		埼玉県		久喜市		中央保健ｾﾝﾀｰ チュウオウ ホケン		及川 オイカワ		0480-21-5354		0480-21-5392		1		chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp

				525		埼玉県		北本市		健康づくり課 ケンコウ カ		田嶋瑞穂 タジマ ミヅホ		048-594-5544		048-592-5997		1		a03600@city.kitamoto.saitama.jp

				526		埼玉県		八潮市		健康増進課 ケンコウ カ		米澤静香 ヨネサワ シズカ		048-995-3381		048-995-3383		1		kenkozoshin@city.yashio.lg.jp

				527		埼玉県		富士見市

				528		埼玉県		三郷市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		栗原 クリハラ		048-930-7773		048-953-7096		1		kenkou@city.misato.lg.jp

				529		埼玉県		蓮田市

				530		埼玉県		坂戸市		坂戸市立市民健康ｾﾝﾀｰ サカ ト シリツ シミン ケンコウ		片桐美佳 カタギリ ミカ		049-284-1621		049-284-3939		1		sakado55@city.sakado.lg.jp

				531		埼玉県		幸手市		健康増進課 ケンコウ カ		梅田和枝 ウメダ カズエ		0480-42-8421		0480-42-2130		1		kenkou@city.satte.lg.jp

				532		埼玉県		鶴ヶ島市

				534		埼玉県		吉川市

				535		埼玉県		ふじみ野市		健康医療部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ イリョウ ブ ホケン		三原加奈 ミハラ カナ		049-293-9045		049-264-8284		1		kenkoushien@city.fujimino.saitama.jp

				536		埼玉県		伊奈町

				537		埼玉県		三芳町

				538		埼玉県		毛呂山町		保健センター ホケン		細井英司 ホソ イ ヒデシ		049-294-5511		049-294-5850		1		hsenter@town.moroyama.lg.jp

				539		埼玉県		越生町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		石川　綾乃 イシカワ アヤノ		049-292-5505		049-292-5623		1		hokencenter@town.ogose.saitama.jp

				539		埼玉県		越生町

				540		埼玉県		滑川町		健康づくり課保健センター ケンコウ カ ホケン		厚目未奈子 アツ メ ミナコ		0493-56-5330		0493-56-5331		1		na3411305@town.namegawa.lg.jp

				541		埼玉県		嵐山町		健康いきいき課　健康管理担当 ケンコウ カ ケンコウ カンリ タントウ		田中真紀子 タナカ マキコ		0493-62-0716		0493-62-0710		1		r-kenkou02@town.ranzan.saitama.jp

				543		埼玉県		川島町

				545		埼玉県		鳩山町

				546		埼玉県		ときがわ町		保健センター ホケン		岡本 オカモト		0493-65-1010		0493-65-1525		1		hoken@town.tokigawa.lg.jp

				547		埼玉県		横瀬町

				548		埼玉県		皆野町

				549		埼玉県		長瀞町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島純代 オオシマ スミヨ		0494-66-3111		0494-66-3564		1		kenkou@town.nagatoro.saitama.jp

				550		埼玉県		小鹿野町		保健課 ホケン カ		木村 キムラ		0494-75-0135		0494-75-4170		1		hokenka@town.ogano.lg.jp

				551		埼玉県		東秩父村		保健センター ホケン		吉田由紀代 ヨシダ ユキ ヨ		0493-82-1557		0493-82-1558		1		hoken@vill.higashichichibu.saitama.jp

				552		埼玉県		美里町

				553		埼玉県		神川町		保健センター ホケン		木村めぐみ キムラ		0495-77-4041		0495-77-0550		1		hoken@town.kamikawa.saitama.jp

				554		埼玉県		上里町

				555		埼玉県		寄居町		保健福祉総合センター ホケン フクシ ソウゴウ		斎藤薫 サイトウ カオル		048-581-8500		048-581-8544		1		kf062g@town.yorii.saitama.jp

				556		埼玉県		宮代町

				557		埼玉県		白岡市 シ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		蛭間、木村 ヒルマ キムラ		0480-92-1201		0480-93-2325		1		hokencenter@city.shiraoka.lg.jp

				558		埼玉県		杉戸町

				559		埼玉県		松伏町		保健センター ホケン		土屋秀美 ツチヤ ヒデミ		048-992-3170		048-991-2878		1		fukushi1050400@town.matsubushi.lg.jp

				560		千葉県		銚子市		健康福祉部健康づくり課母子保健班 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン ハン		笹本尚子 ササモト ナオコ		0479-24-8070		0479-24-8071		1		kenkou@city.choshi.lg.jp

				561		千葉県		市川市		保健部保健ｾﾝﾀｰ健康支援課 ホケン ブ ホケン ケンコウ シエン カ		五十嵐友子 イガラシ トモコ		047-377-4511		047-316-1568		2		igarashi-t@city.ichikawa.chiba.jp

				565		千葉県		野田市		保健センター ホケン		川島、栗原、平尾 カワシマ クリハラ ヒラオ		04-7125-1188		04-7125-1001		1		hokesen@mail.city.noda.chiba.jp

				566		千葉県		茂原市

				567		千葉県		成田市		健康こども部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三橋 ミツハシ		0476-27-1111		0476-27-1114		*		*

				568		千葉県		佐倉市

				569		千葉県		東金市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		櫻井貴子 サクライ タカコ		0475-50-1234		0475-53-4411		1		kenko@city.togane.lg.jp

				572		千葉県		勝浦市		介護健康課 カイゴ ケンコウ カ		田中美樹 タナカ ミキ		0470-73-6614		0470-73-4283		1		kaigo@city-katsuura.jp

				575		千葉県		八千代市		子ども部母子保健課 コ ブ ボシ ホケン カ		石橋さなえ イシバシ		047-486-7250		047-482-9513		1		boshi2@city.yachiyo.chiba.jp

				577		千葉県		鴨川市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		石井和歌子 イシイ ワカコ		04-7093-7111		04-7093-7115		1		kenko@city.kamogawa.lg.jp

				578		千葉県		鎌ヶ谷市		健康福祉部健康増進課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		舘岡 タテオカ		047-445-11418（内731） ナイ		047-445-8261		1		kenkan@city.kamagaya.chiba.jp

				579		千葉県		君津市		保健福祉部　健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		寺北 テラ キタ		0439-57-2233		0439-57-2234		1		kenkou@city.kimitsu.lg.jp

				580		千葉県		富津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		圓川ひろみ エン カワ		0439-80-1268		0439-80-1335		1		mb017@city.futtsu.lg.jp

				582		千葉県		四街道市		健康増進課 ケンコウ カ		鶴巻 ツルマキ		043-421-6100		043-421-2125		1		ykenko@city.yotsukaido.chiba.jp

				583		千葉県		袖ヶ浦市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		中山 ナカヤマ		0438-62-3172		0438-62-3877		1		sode16@city.sodegaura.chiba.jp

				584		千葉県		八街市		市民部 健康管理課 シミンブ		米持 ※ モ		043-443-1631		043-443-1742		1		kenko@city.yachimata.lg.jp

				585		千葉県		印西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		平川知恵 ヒラカワ チエ		0476-42-5595		0476-42-5514		1		kenkouka@city.inzai.lg.jp

				587		千葉県		富里市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		戸村由美子 ト ムラ ユミコ		0476-93-4121		0476-93-2422		1		kenkou@city.tomisato.lg.jp

				588		千葉県		南房総市		保健福祉部健康支援課 ホケンフクシ ブ ケンコウ シエン カ		山口由紀子 ヤマグチ ユキコ		0470-36-1152		0470-36-1133		1		kenko@city.minamiboso.chiba.jp

				589		千葉県		匝瑳市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		齋木優子 サイキ ユウコ		0479-78-1200		0479-73-6223		1		k-kenko@city.sosa.lg.jp

				590		千葉県		香取市		健康づくり課 ケンコウ カ		寺島雅代 テラシマ マサヨ		0478-50-1235		0478-54-7462		1		kenko10.sa@city.katori.lg.jp

				591		千葉県		山武市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田祐子 ヨシダ ユウコ		0475-80-1172		0475-80-1177		1		kenkoshien@city.sammu.lg.jp

				592		千葉県		いすみ市		健康高齢者支援課 ケンコウ コウレイシャ シエン カ		木村真利 キムラ シン リ		0470-62-1162		0470-63-1252		1		kenkou@city.isumi.lg.jp

				593		千葉県		酒々井町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		飯嶋 イイジマ		043-496-0090		043-496-8453		1		kenkou@town.shisui.chiba.jp

				595		千葉県		神崎町

				598		千葉県		大網白里市 シ

				599		千葉県		九十九里町		健康福祉課健康指導係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シドウ カカリ		川代 カワ シロ		0475-70-3182		0475-76-7541		1		kenshi@town.kujukuri.chiba.jp

				600		千葉県		芝山町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		遠藤かおり エンドウ		0479-77-1891		0479-77-1970		1		hoken-c@town.shibayama.lg.jp

				601		千葉県		横芝光町		健康管理課 ケンコウ カンリカ		小坂　栞 コサカ シオリ		0479-82-3400		0479-80-1262		1		kenkoukanri@town.yokoshibahikari.chiba.jp

				602		千葉県		一宮町

				603		千葉県		睦沢町		健康福祉課国保健康班 ケンコウ カ コクホ ケンコウ ハン		村杉 ムラスギ		0475-44-2506		0475-44-2527		1		kenkou@town.mutsuzawa.chiba.jp

				604		千葉県		長生村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小高聖子 コダカ セイコ		0475-32-6800		0475-32-6802		1		cho-hoken@vill.chosei.chiba.jp

				606		千葉県		長柄町		住民課健康福祉班 ジュウミン カ ケンコウ フクシ ハン		月崎利香 ツキ サキ リ カオリ		0475-35-2414		0475-35-2459		1		hoken@town.nagara.chiba.jp

				607		千葉県		長南町

				608		千葉県		大多喜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大竹 オオタケ		0470-82-2468		0470-82-4461		1		kenko@town.otaki.lg.jp

				609		千葉県		御宿町

		256		612		東京都		中央区		福祉保健部健康推進課予防係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ヨボウ カカリ		相川真凛 アイカワ シン リン		03-3541-5930		03-3546-9554		1		kenko_01@city.chuo.lg.jp		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		0		0		3		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		1(歯科からの子育て支援と食育) シカ コソダ シエン ショクイク		0		1		1		0		0		0		教材による健康教育 キョウザイ ケンコウ キョウイク		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		歯科衛生懇談会 シカ エイセイ コンダンカイ		0		0		1		1		0		0

				613		東京都		港区

				614		東京都		新宿区		健康部 健康推進課 健康事業係 ケンコウブ ケンコウフクシブ スイシンカイ カ ケンコウ ジギョウ カカリ		山田万里 ヤマダ マリ		03-5273-3047		03-5273-3930		1		kenkosuishin@city.shinjuku.lg.jp

				615		東京都		文京区		保健衛生部健康推進課 ホケンエイセイ ブ ケンコウ カ		上山 ウエヤマ		03-5803-1229		03-5803-1355		1		b384000@city.bunkyo.lg.jp

				616		東京都		台東区		保健サービス母子成人保健担当 ホケン ボシ セイジン ホケン タントウ		齋藤眞理子 サイトウ マリコ		03-3847-9447		03-3847-9467		1		hokensaabisu@city.taito.tokyo.jp

				617		東京都		墨田区

				618		東京都		江東区

				619		東京都		品川区

				620		東京都		目黒区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケンヨボウ カ		山田智子 ヤマダ トモコ		03-5722-9504		03-5722-9508		1		meg-hc01@city.meguro.tokyo.jp

				621		東京都		大田区		健康政策部健康づくり課 ケンコウセイサク ブ ケンコウ カ		田所 タドコロ		03-5744-1683		03-5744-1523		1		kenko@city.ota.tokyo.jp

				623		東京都		渋谷区		健康推進部地域保健課　母子保健・産前産後ケアセンター ケンコウ スイシン ブ チイキ ホケン カ ボシ ホケン サンゼン サンゴ		倉増康友 クラ マ ヤス トモ		03-3463-2049		03-5458-4978		1		boshi@city.shibuya.tokyo.jp

				625		東京都		杉並区

				626		東京都		豊島区

				628		東京都		荒川区		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		下田治子 シモダ ハルコ		03-3802-3111		03-3806-0364		2		haruko.shimoda@city.arakawa.tokyo.jp

				629		東京都		板橋区		健康生きがい部健康推進課 ケンコウ イ ブ ケンコウ カ		西尾弘美 ニシオ ヒロミ		03-3579-2313		03-3962-7834		1		ki-suishin@city.itabashi.tokyo.jp

				633		東京都		江戸川区

				634		東京都		八王子市		医療保険部大横保健福祉ｾﾝﾀｰ イリョウ ホケン ブ オオヨコ ホケン フクシ		青木桐代 アオキ キリ ヨ		042-625-9200		042-627-5887		1		b450600@city.hachioji.tokyo.jp

				635		東京都		立川市		福祉保健部健康推進課母子保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ ボシホケン カカリ		山口 ヤマグチ		042-527-3272		042-521-0422		1		kenkousuishin@city.tachikawa.lg.jp

				636		東京都		武蔵野市

				637		東京都		三鷹市

				642		東京都		町田市		町田市保健所保健予防課 マチダシ ホケンジョ ホケン ヨボウカ		菊地美賀子 キクチ ミ ガ コ		042-725-5127		042-725-5198		1		hoken030@city.machida.tokyo.jp

				643		東京都		小金井市		福祉保健部健康課 フクシ ホケンブ ケンコウカ		田村 タムラ		042-321-1240		042-321-6423		1		s050401@koganei-shi.jp

				644		東京都		小平市		健康推進課庶務担当 ケンコウ スイシン カ ショム タントウ		藤森玲菜 フジモリ レイ ナ		042-36-9641		042-346-3705		1		kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp

				646		東京都		東村山市

				647		東京都		国分寺市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		石丸明子 イシ マル アキコ		042-321-1801		042-321-1181		1		kenkousuishin@city.kokubunji.tokyo.jp

				648		東京都		国立市		健康福祉部健康増進課保健事業係 ケンコウフクシブ ケンコウゾウシン カ ホケン ジギョウ カカリ		飛田良子 ヒダ リョウコ		042-572-6111		042-574-3930		1		sec_hokencenter@city.kunitachi.tokyo.jp

				649		東京都		福生市		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		酒谷玲子 サカタニ レイコ		042-552-0061		042-530-5324		1		f-kenkou@city.fussa.tokyo.jp

				650		東京都		狛江市

				651		東京都		東大和市

				652		東京都		清瀬市

				654		東京都		武蔵村山市

				655		東京都		多摩市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		水野安世 ミズノ ヤス ヨ		042-376-9111		042-371-1235		1		tm212000@city.tama.tokyo.jp

				656		東京都		稲城市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		菊地美里 キクチ ミサト		042-378-3421		042-377-4944		1		kenkou@city.inagi.lg.jp

				657		東京都		羽村市		福祉健康部健康課健康推進係 フクシ ケンコウブ ケンコウカ ケンコウ カカリ		古張めぐみ フルハ		042-555-1111（内626） ナイ		042-554-4767		1		s305000@city.hamura.tokyo.jp

				658		東京都		あきる野市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		吉村多恵 ヨシムラ タエ		042-558-5091		042-558-3207		1		050601@akiruno-info.tokyo.jp

				660		東京都		瑞穂町		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		福島由子 フクシマ ユイ コ		042-557-5072		042-557-7414		1		kenko@town.mizuho.tokyo.jp

				662		東京都		檜原村

				663		東京都		奥多摩町

				664		東京都		大島町		福祉けんこう課けんこう係 フクシ カ カカリ		篠崎裕子 シノザキ ヒロコ		04992-2-1471		04992-2-4430		1		kenkou-center@town.oshima.tokyo.jp

				665		東京都		利島村

				666		東京都		新島村		さわやか健康センター ケンコウ		猪狩尚史 イノシシ カ ナオ シ		04992-5-1856		04992-5-1857		1		kenkou@niijima.com

				667		東京都		神津島村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		北原 キタハラ		04992-8-0010		04992-8-7256		2		kenkou@vill.kouzushima.tokyo.jp

				668		東京都		三宅村

				669		東京都		御蔵島村		総務課民生係 ソウムカ ミンセイ カカリ		伊藤珠理 イトウ ジュリ		04994-8-2121		04994-8-2239		1		soumu_minsei@mikurasima.jp

				671		東京都		青ヶ島村

				672		東京都		小笠原村		村民課福祉係 ソンミン カ フクシ カカリ		丸山恵子 マルヤ ヤマ ケイコ		04998-2-3939		04998-2-3223		1		fukusi@vill.ogasawara.tokyo.jp

				673		神奈川県		平塚市		健康こども部健康課健康づくり担当 ケンコウ ブ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		松本奈美 マツモト ナミ		0463-55-2111		0463-55-2139		1		kenko@city.hiratsuka.kanagawa.jp

				674		神奈川県		鎌倉市		市民健康課 シミン ケンコウカ		長谷川弘美 ハセガワ ヒロミ		0467-61-3944		0467-23-7505		1		shikenko-phn@city.kamakura.kanagawa.jp

				675		神奈川県		藤沢市		子ども健康課 コ ケンコウ カ		内田美奈子 ウチダ ミナコ		0466-50-3522		0466-50-0668		2		uchida-min@city.fujisawa.lg.jp

				676		神奈川県		小田原市		福祉健康部　健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		井澤由美子 イザワ ユミコ		0465-47-0820		0465-47-0830		1		kenko@city.odawara.kanagawa.jp

				677		神奈川県		茅ヶ崎市		子ども育成部子ども育成相談課 コ イクセイブ コ ソウダン カ		こども健康担当 ケンコウ タントウ		0467-82-1111		0467-82-1164		1		kodomo@city.chigasaki.kanagawa.jp

				678		神奈川県		逗子市		福祉部 子育て支援課		増田真幸 マスダ マ サチ		046-873-1111		046-873-4520		1		kosodate@city.zushi.kanagawa.jp

				679		神奈川県		三浦市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		江原桂子 エバラ ケイコ		046-882-1111(内線３３８） ナイセン		046-881-0148		1		hoken0701@city.miura.kanagawa.jp

				680		神奈川県		秦野市

				681		神奈川県		厚木市

				682		神奈川県		大和市		こども部すくすく子育て課母子保健担当 ブ コソダ カ ボシ ホケン タントウ		海瀬真弓 ウミセ マユミ		046-260-5609		046-264-0142		1		kosukus@city.yamato.lg.jp

				683		神奈川県		伊勢原市		子育て支援課 コソダ シエン カ		三瓶千歳 サンペイ チトセ		0463-94-4711		0463-95-7612		1		kosodate@isehara-city.jp

				684		神奈川県		海老名市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		木内順子 キウチ ジュンコ		046-235-7880		046-235-7980		1		kenkou@city.ebina.kanagawa.jp

				685		神奈川県		座間市		健康部健康づくり課 ケンコウブ ケンコウ カ		率川（いさかわ） リツ カワ		046-252-7225		046-255-3550		1		healthy@city.zama.kanagawa.jp

				686		神奈川県		南足柄市		福祉健康部健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		田代明美 タシロ アケミ		0465-74-2517		0465-74-1834		1		kenkou@city.minamiashigara.kanagawa.jp

				688		神奈川県		葉山町

				689		神奈川県		寒川町		健康子ども部健康スポーツ課 ケンコウ コ ブ ケンコウ カ		坂蒔恵利子 サカ マ エ リ コ		0467-74-1111		0467-74-5613		1		kenkou@town.samukawa.kanagawa.jp

				690		神奈川県		大磯町

				691		神奈川県		二宮町

				692		神奈川県		中井町

				693		神奈川県		大井町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		森川真紀子 モリカワ マキコ		0465-83-8011		0465-83-8016		1		kosodate@town.oi.kanagawa.jp

				694		神奈川県		松田町		子育て支援課 コソダ シエン カ		松岡憂子 マツオカ ユウコ		0465-84-5544		0		1		hoken@town.matsuda.kanagawa.jp

				695		神奈川県		山北町		保険健康課健康づくり班 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ハン		横山 ヨコヤマ		0465-75-0822		0465-76-4592		1		kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp

				696		神奈川県		開成町

				697		神奈川県		箱根町		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		手塚みち子 テヅカ コ		0460-85-0800		0460-85-0811		1		kosodate@town.hakone.kanagawa.jp

				698		神奈川県		真鶴町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹下 タケシタ		0465-68-1131		0465-68-5119		1		ke-hoken@town-manazuru.jp

				699		神奈川県		湯河原町		保健センター ホケン		穴戸 アナ ト		0465-63-2111		0465-62-7001		1		hoken@town.yugawara.kanagawa.jp

				700		神奈川県		愛川町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		山田 ヤマダ		046-285-2111		046-285-8566		1		kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp

				701		神奈川県		清川村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		森　猛 モリ タケシ		046-288-3861		046-288-2025		1		hofuku@town.kiyokawa.kanagawa.jp

				702		新潟県		長岡市

				703		新潟県		三条市		教育委員会子どもの育ちｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ キョウイク イインカイ コ ソダ		関崎 カン ザキ		0256-45-1114		0256-45-1130		1		kodomosupport@city.sanjo.niigata.jp

				704		新潟県		柏崎市

				706		新潟県		小千谷市		健康センター　保健係 ケンコウ ホケン カカ		稲川由佳 イナガワ ユカ		0258-83-3640		0258-82-8964		1		kenkou@city.ojiya.niigata.jp

				708		新潟県		十日町市

				709		新潟県		見附市		教育委員会こども課元気子育て係 キョウイク イインカイ カ ゲンキ コソダ カカリ		桑原裕美 クワハラ ユミ		0258-62-1700		0258-63-5003		1		kodomo@city.mitsuke.niigata.jp

				710		新潟県		村上市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		東海林清美 トウカイリン キヨミ		0254-53-2111		0254-53-3840		1		hoken-kz@city.murakami.lg.jp

				711		新潟県		燕市

				712		新潟県		糸魚川市		こども課 親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		飯田亜紀 イイダ アキ		025-552-1511		025-552-8292		1		kodomo@city.itoigawa.niigata.jp

				713		新潟県		妙高市		健康保険課子育て世代包括支援センター　総合健康都市推進室健康づくり係 ケンコウ ホケン カ コソダ セダイ ホウカツ シエン ソウゴウ ケンコウ トシ スイシン シツ ケンコウ カカリ		丸山早苗 マルヤマ サナエ		0255-74-0065		0255-72-7659		1		kenkohoken@city.myoko.niigata.jp

				714		新潟県		五泉市		こども課子育て支援課 カ コソダ シエン カ		小林基子 コバヤシ モトコ		0250-43-3911		0250-43-0417		1		kodomo@city.gosen.lg.jp

				715		新潟県		上越市

				716		新潟県		阿賀野市		健康推進課 ケンコウスイシン カ		倉田泰子 クラタ ヤスコ		0250-62-2510		0250-62-2513		1		kenko@city.agano.niigata.jp

				717		新潟県		佐渡市

				718		新潟県		魚沼市		健康課健康増進室 ケンコウカ ケンコ シツ		五十嵐 イガラシ		025-792-9763		025-792-7600		1		uc903901@city.uonuma.niigata.jp

				720		新潟県		胎内市		健康づくり課健康指導係 ケンコウ カ ケンコウ シドウ カカリ		阿部 アベ		0254-44-8680		0254-44-8641		1		genki@city.tainai.lg.jp

				722		新潟県		弥彦村

				723		新潟県		田上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		本多由紀 ホンダ ユキ		0256-57-6112		0256-57-3111		1		t1121@town.tagami.niigata.jp

				724		新潟県		阿賀町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		遠藤めぐみ エンドウ		0254-92-5763		0254-92-3001		1		kenkou@town.aga.niigata.jp

				726		新潟県		湯沢町

				727		新潟県		津南町

				728		新潟県		刈羽村

				729		新潟県		関川村

				730		新潟県		粟島浦村		総務課 ソウムカ		沼田美穂 ヌマタ ミホ		0254-55-2111		0254-55-2159		1		phn@vill.awashimaura.lg.jp

				731		富山県		高岡市		福祉保健部健康増進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		永森真澄 ナガモリ マスミ		0766-20-1344		0766-20-1347		1		kenko@city.takaoka.lg.jp

				732		富山県		魚津市		健康ｾﾝﾀｰ ケンコウ		桃井 モモイ		0765-24-0415		0765-24-3684		1		kenko-center@city.uozu.lg.jp

				733		富山県		氷見市

				734		富山県		滑川市

				735		富山県		黒部市		健康増進課母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ ボシホケン カカリ		杉本 スギモト		0765-65-0020　H27.10.13以降　→0765-54-2111 イコウ		0765-65-0039　H27.10.13以降　→0765-54-2519		1		hoken@city.kurobe.lg.jp

				736		富山県		砺波市		砺波市健康ｾﾝﾀｰ トナミシ ケンコウ		中瀧結花 ナカ タキ ユイ ハナ		0763-32-7062		0763-32-7059		2		yuka.nakataki@city.tonami.lg.jp

				738		富山県		南砺市

				739		富山県		射水市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		明神三枝子 ミョウジン ミエコ		0766-82-1954		0766-82-3175		1		kenkou@city.imizu.lg.jp

				740		富山県		舟橋村		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		黒田綾子 クロダ アヤコ		076-464-1121		076-464-1066		2		kuroda@vill.funahashi.lg.jp

				741		富山県		上市町

				742		富山県		立山町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		高安優理 タカヤス ヤサ ユウリ		076-463-0618		076-462-9011		1		hoken@town.tateyama.lg.jp

				743		富山県		入善町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹島寿代 タケシマ トシヨ		0765-72-0343		0765-72-5082		2		takeshima.hisayo@town.nyuzen.lg.jp

				744		富山県		朝日町		朝日町保健センター アサヒチョウ ホケン		谷口純子 タニグチ ジュンコ		0765-83-3309		0765-83-3309		1		junko-taniguchi@town.toyama-asahi.lg.jp

				745		石川県		七尾市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		三島千尋 ミシマ チヒロ		0767-53-3623		0767-53-2748		1		kenkou@city.nanaolg.jp

				746		石川県		小松市		予防先進部いきいき健康課母子保健担当 ヨボウ センシン ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		岡田絹子 オカダ キヌコ		0761-21-8118		0761-21-8066		1		sukoyaka@city.komatsu.lg.jp

				748		石川県		珠洲市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		大谷内香奈 オオタニ ウチ カナ		0768-82-7742		0768-82-8283		*		*

				749		石川県		加賀市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		藪井芳恵 ヤブ イ ヨシ エ		0761-72-7866		0761-72-5626		1		kenkou@city.kaga.jp

				750		石川県		羽咋市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		金曽　衣里　 カネ ソ エリ		0767-22-1115		0767-22-7179		1		fukushi5@city.hakui.lg.jp

				751		石川県		かほく市		市役所市民部健康福祉課 シヤクショオ シミンブ ケンコ		高木 タカギ		076-283-1117		076-283-4116		1		kenkou@city.kahoku.ishikawa.jp

				752		石川県		白山市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		井南 イド イナミ		076-274-2155		076-274-2158		1		kenkouzoushin@city.hakusan.lg.jp

				753		石川県		能美市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂本ゆかり サカモト		0761-58-2235		0761-58-6897		1		kenko@city.nomi.lg.jp

				754		石川県		川北町

				755		石川県		野々市市 シ		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田中和子 タナカ カズコ		076-248-3511		076-248-7771		1		kenkou@city.nonoichi.lg.jp

				756		石川県		津幡町		町民福祉部健康こども課 チョウミン フクシ ブ ケンコウ カ		高村彩那 タカムラ アヤ ナ		076-288-7926		076-288-7935		1		kenkoukodomo@town.tsubata.lg.jp

				757		石川県		内灘町

				758		石川県		志賀町

				759		石川県		宝達志水町		こども家庭室 カテイ シツ		寺崎弘恵 テラサキ ヒロ メグ		0767-28-5526		0767-28-5569		2		h_terasaki@town.hodatsushimizu.lg.jp

				760		石川県		中能登町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		木幡由希子 キ ユキコ		0767-74-0797		0767-74-0223		1		hokenkankyou@town.nakanoto.lg.jp

				761		石川県		穴水町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		関　敦子 セキ アツコ		0768-52-3589		0768-52-3320		1		hoken@town.anamizu.lg.jp

				761		石川県		穴水町

				762		石川県		能登町

				763		福井県		福井市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		藤井つづみ フジイ		0776-28-1256		0776-28-3747		1		hoken@city.fukui.lg.jp

				764		福井県		敦賀市

				765		福井県		小浜市		民生部健康長寿課 ミンセイブ ケンコウ チョウジュ カ		小林可奈 コバヤシ カ カナ		0770-52-2222		0770-53-3480		1		kenkou-kanri@city.obama.lg.jp

				766		福井県		大野市		民生環境部健康長寿課保健医務グループ ミンセイ カンキョウブ ケンコウ チョウジュ カ ホケン イム		牧野幸子 マキノ サチコ		0779-65-7333		0779-66-0294		1		kenko@city.fukui-ono.lg.jp

				767		福井県		勝山市		健康長寿課健康増進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ チョウジュ カ ケンコウ ゾウシン		山内八千代 ヤマウチ ヤチヨ		0779-87-0888		0779-87-3522		1		choju@city.katsuyama.lg.jp

				768		福井県		鯖江市		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		清水 シミズ		0778-52-1138		0778-52-1116		1		SC-Kenko@city.sabae.lg.jp

				769		福井県		あわら市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		村中 ムラ ナカ		0766-73-8023		0766-73-5688		1		chojyu@city.awara.lg.jp

				770		福井県		越前市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		西川千愛 ニシカワ セン アイ		0778-24-2111		0778-24-5885		1		kenkou@city.echizen.lg.jp

				771		福井県		坂井市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹中雅美 タケナカ マサミ		0776-50-3067		0776-66-2940		1		kenkou@city.fukui-sakai.lg.jp

				772		福井県		永平寺町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		多田直美 タダ ナオミ		0776-61-0111		0776-61-1797		1		e-hoken@town.eiheiji.lg.jp

				773		福井県		池田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		冨田路子 トミダ ミチコ		0778-44-8000		0778-44-8008		2		m.tomita@town.ikeda.fukui.jp

				774		福井県		南越前町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中絢子 タナカ ジュンコ		0778-47-8007		0778-47-3605		1		hoken@town.minamiechizen.lg.jp

				775		福井県		越前町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		南 ミナミ		0778*34-8710		0778-34-0951		1		kenkou@town.echizen.lg.jp

				776		福井県		美浜町		健康づくり課 ケンコウ カ		坪塚恵子 ツボ ツカ ケイコ		0770-32-6713		0770-32-6050		1		tsubotsuka.101@town.fukui-mihama.lg.jp

				778		福井県		おおい町		保健医療課 ホケン イリョウ カ		米田 ヨネダ		0770-77-1155		0770-77-3377		1		hoken@town.ohi.lg.jp

				780		山梨県		甲府市		福祉部福祉総室健康衛生課 フクシ ブ フクシ ソウ シツ ケンコウ エイセイカ		小尾恵子 チイ オ ケイコ		055-237-8950		055-227-5294		1		kennkouei@city.kofu.lg.jp

				783		山梨県		山梨市

				785		山梨県		韮崎市		保健福祉センター ホケンフクシ		長田美和 オサダ ミワ		0551-23-4310		0551-53-4316		2		miwa.osada@city.nirasaki.lg.jp

				787		山梨県		北杜市		市民部健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		小澤登志美 コザワ トシミ		0551-42-1335		0551-42-1123		2		ozawa-tos@city.hokuto.lg.jp

				788		山梨県		甲斐市		健康増進課 ケンコ カ		河野 コウノ		055-278-1694		055-278-2046		2		n-kono29@city.kai.lg.jp

				789		山梨県		笛吹市

				790		山梨県		上野原市

				791		山梨県		甲州市		健康増進課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タントウ		武藤陽子 タケ フジ ヨウコ		0553-33-7812		0553-32-3072		1		kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp

				792		山梨県		中央市		健康推進課 ケンコ カ		強間加代子 ツヨ マ カヨコ		055-274-8542		055-274-1125		*		*

				793		山梨県		市川三郷町		いきいき健康課 子育て支援係 ケンコウ カ コソダ シエン カカリ		浅川珠美 アサカワ タマミ		0556-32-2114		0556-32-2887		1		ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp

				794		山梨県		早川町

				795		山梨県		身延町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		遠藤睦美 エンドウ ムツミ		0556-20-4611		0556-20-4554		1		kenkou@town.minobu.lg.jp

				796		山梨県		南部町		福祉保健課　健康増進係 フクシ ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカ		望月みち子 モチヅキ コ		0556-64-4836		0566-64-3116		2		mochizuki-mi@town.yamanashi_nanbu.lg.jp

				797		山梨県		富士川町		子育て支援課 コソダ シエン カ		池田 イケダ		0556-22-7221		0556-22-8666		1		kosodate@town.fujikawa.lg.jp

				798		山梨県		昭和町

				799		山梨県		道志村

				800		山梨県		西桂町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		高頭 タカ アタマ		0555-25-4000		0555-25-3574		1		hoken@town.nishikatsura.lg.jp

				801		山梨県		忍野村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		佐倉冬詩子 サクラ フユ ウタ コ		0555-84-7795		0555-84-1036		1		fukushihoken@vill.oshino.lg.jp

				802		山梨県		山中湖村

				803		山梨県		鳴沢村

				804		山梨県		富士河口湖町

				805		山梨県		小菅村		住民課 ジュウミンカ		星川春奈 ホシ カワ ハルナ		0428-87-0111		0428-87-0933		2		h-hoshikawa@vill.kosuge.yamanashi.jp

				806		山梨県		丹波山村

				808		長野県		上田市

				809		長野県		岡谷市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		小野郁恵 オノ イクエ		0266-23-4811		0266-23-4825		1		kenkou@city.okaya.lg.jp

				811		長野県		諏訪市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		蟹江千絵 カニエ チエ		0266-52-4141		*		*		*

				812		長野県		須坂市		健康福祉部 健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		畠沢文子 ハタケ サワ アヤコ		026-248-9023		026-248-9042		1		s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp

				813		長野県		小諸市		民生部健康づくり課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		春原美枝 ハルハラ ミエ		0267-25-1880		0267-26-6544		1		yobo@city.komoro.nagano.jp

				814		長野県		伊那市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中村美菜子 ナカムラ ミナコ コ		0265-78-4111		0265-74-1260		1		ken@inacity.jp

				815		長野県		駒ヶ根市		教育委員会こども課母子保健係 キョウイク イインカイ カ ボシ ホケン カカリ		吉澤利代 ヨシザワ サワ リ ヨ		0265-96-7725		0265-83-2181		1		kodomo@city.komagane.nagano.jp

				816		長野県		中野市

				817		長野県		大町市		市民課 中央保健センター シミンカ チュウオウ ホケン		佐藤日和 サトウ ヒヨリ		0261-23-4400		0261-23-4401		1		hokencenter@city.omachi.nagano.jp

				818		長野県		飯山市		保健福祉課　健康増進係		松浦杏子 マツウラ キョウコ		0269-62-3111		0269-62-3127		1		hoken@city.iiyama.nagano.jp

				819		長野県		茅野市		健康福祉部保健課健康推進係 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		関　景子 セキ ケイコ		0266-82-0105		0266-82-0106		1		hoken@city.chino.lg.jp

				820		長野県		塩尻市		健康づくり課 ケンコウ カ		長岡春美 ナガオカ ハルミ		0263-52-0280		0263-53-3613		1		kenko@city.shiojiri.lg.jp

				821		長野県		佐久市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		藤巻杏子 フジマキ キョウコ		0267-62-3189		0267-64-1157		1		hoken@city.saku.nagano.jp

				822		長野県		千曲市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		北原智子 キタハラ トモコ		026-273-1111		026-272-6558		1		hc-boshi@city.chikuma.nagano.jp

				823		長野県		東御市

				824		長野県		安曇野市		保健医療部健康増進課 ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		渡邊　恵 ワタナベ メグミ		0263-71-2471		0263-71-2328		1		ken-hokenyobou@city.azumino.nagano.jp

				825		長野県		小海町

				826		長野県		川上村

				827		長野県		南牧村

				828		長野県		南相木村		住民課 ジュウミンカ		中嶋陽子 ナカジマ ヨウコ		0267-78-2121		0267-78-2139		1		jyuumin@vill.minamiaiki.nagano.jp

				829		長野県		北相木村

				831		長野県		軽井沢町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		横掘裕子 ヨコ ホ ヒロコ		0267-45-8549		0267-44-1396		1		hoken@town.karuizawa.nagano.jp

				832		長野県		御代田町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂本夏希 サカモト ナツ ノゾミ		0267-32-2554		0267-32-2511		1		miyota@town.miyota.lg.jp

				833		長野県		立科町		町民課 チョウ カ		花岡美沙紀 ハナオカ ミサキ		0267-56-2311		0267-56-2310		1		t-hoken@town.tateshina.nagano.jp

				834		長野県		青木村

				835		長野県		長和町		健康づくり係 ケンコウ カカリ		新海保奈美 シンカイ ホナミ		0258-68-3494		0268-68-3798		2		honami@town.nagawa.nagano.jp

				836		長野県		下諏訪町

				837		長野県		富士見町		住民福祉課保健予防係 ジュウミン フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		堀内彩香 ホリウチ アヤ カ		0266-62-9134		0266-62-6877		1		juumin@town.fujimi.lg.jp

				838		長野県		原村

				839		長野県		辰野町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		入原百合 イ ハラ ユリ		0266-41-1111		0266-43-3307		1		hoken@town.tatsuno.nagano.jp

				842		長野県		南箕輪村

				843		長野県		中川村

				844		長野県		宮田村		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		中條 チュウジョウ		0265-85-4128		0265-85-5701		1		hoken@vill.miyada.nagano.jp

				845		長野県		松川町		福祉課　健康推進係 フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		丸山ゆかり マルヤマ		0261-62-3290		0261-62-1030		2		maruyama-yukari@vill.matsukawa.nagano.jp

				846		長野県		高森町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		古林絵美 フル ハヤシ エミ		0265-35-9412		0265-35-6854		1		kenkou@town.takamori.nagano.jp

				847		長野県		阿南町		民生課健康支援係 ミンセイ カ ケンコウ シエン カカリ		小早川友香 コ ハヤカワ トモ カ		0260-22-4051		0260-22-2576		1		minsei@town.anan.nagano.jp

				848		長野県		阿智村

				849		長野県		平谷村

				850		長野県		根羽村		住民課 ジュウミンカ		坂巻光江 サカマキ ミツエ		0265-49-2111		0265-49-2277		1		juumin4102@nebamura.jp

				851		長野県		下條村

				852		長野県		売木村		住民課 ジュウミンカ		飯島久未 イイジマ ヒサ		0260-28-2311		0260-28-2135		1		jumin@urugi.jp

				853		長野県		天龍村		住民課健康支援係 ジュウミンカ ケンコウ シエン カカリ		栗生 クリ ナマ		0260-32-2001		0260-32-2525		2		f-seikan@vill-tenryu.jp

				854		長野県		泰阜村		福祉課 フクシカ		林今日子 ハヤシ コンニチ コ		0260-26-2111		0260-26-2553		1		jumin@vill.yasuoka.nagano.jp

				855		長野県		喬木村

				856		長野県		豊丘村		健康福祉課保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカリ		井原さゆり イハラ		0265-35-9061		0265-35-9065		1		hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

				857		長野県		大鹿村

				858		長野県		上松町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		伊藤綾乃 イトウ アヤノ		0264-52-2825		0264-52-2453		1		hoken@town.agematsu.nagano.jp

				859		長野県		南木曽町		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		原　直子 ハラ ナオコ		0264-57-2001		0264-57-2270		1		hoken@town.nagiso.nagano.jp

				860		長野県		木祖村

				862		長野県		大桑村		村役場福祉健康課保健係 ムラヤク ヤクバ フクシ ケンコウカ ホケンカ カカリ		高木琴音 タカギ コトネ		0264-55-4003		0264-55-4070		1		cent@vill.ookuwa.nagano.jp

				863		長野県		木曽町

				864		長野県		麻績村

				865		長野県		生坂村

				867		長野県		朝日村		住民福祉課健康づくり担当 ジュウミン フクシカ ケンコウ タントウ		河西 カワニシ		0263-99-2450		0263-99-3589		1		kenkouzukuri@vill.asahi.nagano.jp

				868		長野県		筑北村

				869		長野県		池田町		福祉課健康づくり係 フクシカ ケンコウ カカリ		塩嶋幸代 シオジマ ユキヨ		0261-61-5000		0261-61-9441		1		kenko@town.ikeda.nagano.jp

				871		長野県		白馬村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		南雲有希子 ナグモ ユキコ		0261-85-0713		0261-72-7001		1		hukushi@vill.hakuba.lg.jp

				872		長野県		小谷村

				873		長野県		坂城町

				874		長野県		小布施町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島利香 オオシマ リカ		026-214-9107		026-247-3113		1		kenkou@town.obuse.nagano.jp

				876		長野県		山ノ内町		健康福祉課健康づくり支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		岡村佳奈美 オカムラ カナ ビ		0269-33-3116		0269-33-1104		1		hokeniryo@town.yamanouchi.co.jp

				877		長野県		木島平村		民生課健康福祉室 ミンセイ カ ケンコウ フクシ シツ		高山美恵 タカヤマ ビ エ		0269-82-3111		0269-82-4121		1		kenfuku@kijimadaira.jp

				878		長野県		野沢温泉村		民生課保健衛生係 ミンセイ カ ホケン エイセイ カカリ		齋藤悦代 サイトウ エツヨ		0269-85-3201		0269-85-4760		1		hokeneisei@vill.nozawaonsen.nagano.jp

				879		長野県		信濃町

				880		長野県		小川村

				881		長野県		飯綱町

				882		長野県		栄村

				883		岐阜県		大垣市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		河合美知恵 カワイ ミチエ		0584-75-2322		0584-75-2320		1		hokensenta@city.ogaki.lg.jp

				884		岐阜県		高山市		健康推進課 ケンコウ カ		保谷　愛 ホヤ アイ		0577-35-3160		0577-35-3173		1		kenkousuishin@city.takayama.lg.jp

				885		岐阜県		多治見市		保健センター		堀江 ホリエ		0572-23-6187		0572-25-8866		1		hosen@city.tajimi.lg.jp

				888		岐阜県		美濃市		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシ カ ホケン		小川詩織 オガワ シオリ		0575-33-0550		0575-33-0530		1		hoken_265@city.mino.lg.jp

				889		岐阜県		瑞浪市		健康づくり課 ケンコウ カ		小川明日香 オガワ アスカ		0572-68-9786				1		kenko@city.mizunami.lg.jp

				890		岐阜県		羽島市

				891		岐阜県		恵那市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		三宅三那恵 ミ タク ミ ナ エ		0573-26-2111		0573-20-2122		1		kenkouhoken@city.ena.gifu.jp

				892		岐阜県		美濃加茂市

				893		岐阜県		土岐市		健康増進課 ケンコウ カ		牧野 マキノ		0572-55-2010		0572-53-0095		1		kenko@city.toki.lg.jp

				896		岐阜県		山県市		健康介護課 ケンコウ カイゴ カ		大西美紀 オオニシ ミキ		0581-22-6839		0581-22-2117		1		kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp

				897		岐阜県		瑞穂市		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		棚瀬すず子 タナセ コ		058-327-8611		058-327-1566		1		kenkou@city.mizuho.lg.jp

				899		岐阜県		本巣市		健康福祉部健康増進課本巣保健センター ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ モトス ホケン		池場昭子 イケバ アキコ		058-34-5028		0581-34-5038		1		motosu-hc@city.motosu.lg.jp

				900		岐阜県		郡上市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		保健師　西脇麻葉美 ホケンシ ニシワキ マ ハ ミ		0575-88-4511		0575-88-4742		1		kenkou@city.gujo.gifu.jp

				901		岐阜県		下呂市

				902		岐阜県		海津市

				903		岐阜県		岐南町

				904		岐阜県		笠松町		住民福祉部福祉健康課 ジュウミン フクシ ブ フクシ ケンコウ カ		林　恵理子 ハヤシ エリコ		058-388-7171		058-388-5955		1		fukushilg@town.kasamatsu.lg.jp

				905		岐阜県		養老町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		日比野 ヒビノ		0584-32-9025		0584-32-4307		*		*

				906		岐阜県		垂井町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		外花万里子 ソト ハナ マリコ		0584-22-1021		0584-22-6648		1		hoken@town.tarui.lg.jp

				907		岐阜県		関ヶ原町

				908		岐阜県		神戸町		健康福祉課保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシカ ホケン		林　愛恵 ハヤシ アイ エ		0584-27-7555		0584-27-7246		1		hoken@town.godo.lg.jp

				910		岐阜県		安八町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		川﨑裕子 カワサキ ユウコ		0584-64-3775		0584-64-5535		2		yuuko-k@town.anpachi.gifu.jp

				911		岐阜県		揖斐川町		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		小林 コバヤシ		0585-23-1511		0585-23-1518		1		kenzo@town.ibigawa.lg.jp

				912		岐阜県		大野町		健康課 ケンコ カ		関谷恵梨子 セキヤ エリコ		0585-34-1111		0585-34-2110		1		hoken-c@town-ono.jp

				913		岐阜県		池田町		保健センター ホケン		石田汐里 イシダ シオ サト		0585-45-3191		0585-45-8688		1		hoken@town.gifu.ikeda.lg.jp

				914		岐阜県		北方町		保健センター ホケン		西本 ニシ モト		058-323-7600		058-323-7601		1		fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp

				915		岐阜県		坂祝町

				916		岐阜県		富加町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		石原恵美子 イシハラ エミコ		0574-54-2117		0574-54-2117		1		hoken-center@town.tomika.lg.jp

				917		岐阜県		川辺町		住民課 ジュウミンカ		石井裕絵 イシイ ユウ エ		0574-53-2415		0574-53-2374		1		juumin@town.gifu-kawabe.lg.jp

				918		岐阜県		七宗町		住民課 ジュウミンカ		田口久美子 タグチ クミコ		0574-48-2046		0574-48-1360		1		ikisen@town.hichiso.lg.jp

				919		岐阜県		八百津町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木澤美穂 キザワ ミホ		0574-43-2111		0574-43-2117		1		hosoudan@town.yaotsu.lg.jp

				920		岐阜県		白川町		保健福祉課 ホケン フクシカ		千野菜穂子 チノ ナホコ		0574-72-2317		0574-72-2503		1		hoken@town.shirakawa.lg.jp

				921		岐阜県		東白川村		東白川国保診療所保健福祉部門保健係 ヒガシ シラカワ コクホ シンリョウジョ ホケン フクシ ブモン ホケン カカリ		田口 タグチ		0574-78-2100		0574-78-3028		1		507hoken@vill.higashishirakawa.lg.jp

				923		岐阜県		白川村		村民課 ソンミン カ		西　満里子 ニシ マリコ		05769-6-1311		05769-6-1709		1		sonmin-hokeneisei@vill.shirakawa.lg.jp

				924		静岡県		沼津市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		金子すみえ カネコ		055-951-3480		055-951-5444		1		kenkou@city.numazu.lg.jp

				925		静岡県		熱海市		健康づくり課 ケンコウ カ		榎本恭子 エノモト キョウコ		0557-86-6293		0557-86-6297		1		kenkozukuri@city.atami.shizuoka.jp

				927		静岡県		富士宮市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		鈴木陽子 スズキ ヨウコ		0544-22-2727		0544-28-0267		1		kenko@city.fujinomiya.lg.jp

				928		静岡県		伊東市		健康医療課母子保健係 ケンコウ イリョウ カ ボシ ホケン カカリ		杉山　萌 スギヤマ モ		0557-32-1582		0557-35-5700		1		kenkou@city.ito.shizuoka.jp

				929		静岡県		島田市		健康づくり課 ケンコウ カ		太田たまき オオタ		0547-34-3281		0547-34-3289		1		kenkou@city.shimada.lg.jp

				930		静岡県		富士市		保健部健康対策課 ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		成宮ルミ ナリミヤ		0545-65-8994		0545-64-7172		1		ho-kenkou@div.city.shizuoka.jp

				931		静岡県		磐田市		こども部　子育て支援課　母子保健G ブ コソダ シエン カ ボシ ホケン		塚本 ツカモト		0538-37-2012		0538-37-4631		1		kosodate@city.iwata.lg.jp

				932		静岡県		焼津市

				933		静岡県		掛川市		健康福祉部保健予防課 ケンコウ フクシ ブ ホケン ヨボウカ		金田あけの カネダ		0537-23-8111		0537-23-9555		1		tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

				935		静岡県		御殿場市		健康推進課母子保健スタッフ ケンコウ スイシンカ ボシ ホケン		高木早苗 タカギ サナエ		0550-82-1111		0500-84-9151		1		kenko@city.gotemba.shizuoka.jp

				936		静岡県		袋井市		総合健康センター健康づくり課母子予防接種係 ソウゴウ ケンコウ ケンコウ カ ボシ ヨボウ セッシュ カカリ		松浦敦子 マツウラ アツコ		0538-42-7410		0538-42-7276		1		kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

				937		静岡県		下田市		市民保健課 健康づくり係 シミン ホケン カ ケンコウ カカリ		木下真梨子 キノシタ マリコ		0558-22-2217		0558-22-3910		1		shiminhoken@city.shimoda.shizuoka.jp

				938		静岡県		裾野市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		宮前こころ ミヤマエ		055-992-5711		055-992-5733		1		kenko@city.susono.shizuoka.jp

				939		静岡県		湖西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高須永味子 タカス アジ コ		053-576-4794		053-576-1150		1		kenkou@city.kosai.shizuoka.jp

				940		静岡県		伊豆市

				942		静岡県		菊川市

				943		静岡県		伊豆の国市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		寺尾佳余子 テラオ カ ヨ コ		055-949-6820		055-949-7177		1		kenkou@city.izunokuni.shizuoka.jp

				945		静岡県		東伊豆町		健康づくり課 ケンコウ カ		西村沙織 ニシムラ サオリ		0557-22-2300		0577-22-2302		1		hoken@town.higashiizu.sizuoka.jp

				946		静岡県		河津町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		稲葉臣 イナバ シン		0558-34-1937		0558-34-1811		1		hoken@town.kawazu.shizuoka.jp

				947		静岡県		南伊豆町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		興後和歌子 オコ アト ワカコ		0558-62-6233		0558-62-2493		1		kenfuku@town.minamiizu.shizuoka.jp

				948		静岡県		松崎町

				949		静岡県		西伊豆町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山本美智留 ヤマモト ミ チ ル		0558-52-1116		0558-54-1019		1		kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp

				950		静岡県		函南町

				951		静岡県		清水町		健康づくり課予防健診係（保健センター） ケンコウ カ ヨボウ ケンシン カカリ ホケン		山本 ヤマモト		055-971-5151		055-981-3208		1		hoken@town.shimizu.shizuoka.jp

				953		静岡県		小山町

				954		静岡県		吉田町

				955		静岡県		川根本町

				956		静岡県		森町

				957		愛知県		一宮市		健康づくり課中保健センター ケンコウ カ ナカ ホケン		長谷川永子 ハセガワ エイコ		0586-72-1121		0586-72-2056		1		kenko@city.ichinomiya.lg.jp

				959		愛知県		半田市		保健センター ホケンセンタ		髙橋 タカハシ		0569-84-0646-0569-24-3308				1		hoken-c@city.handa.lg.jp

				960		愛知県		春日井市

				961		愛知県		豊川市

				962		愛知県		津島市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		纐纈ゆき コウケツ		0567-23-1551		0567-24-4354		1		kenkou@city.tsushima.lg.jp

				963		愛知県		碧南市

				964		愛知県		刈谷市		福祉健康部健康課母子保健係 フクシケンコウブ ケンコウカ ボシ ホケン カカリ		加藤奈津美 カトウ ナツミ ビ		0566-23-8877		0566-26-0505		1		kenkou@city.kariya.lg.jp

				968		愛知県		犬山市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中根 ナカネ		0568-61-1176		0568-61-1769		1		020200@city.inuyama.lg.jp

				969		愛知県		常滑市		保健予防課 ホケン ヨボウ カ		齋藤直子 サイトウ ナオコ		0569-34-7000		0569-34-9470		1		hokenyobo@city.tokoname.lg.jp

				970		愛知県		江南市		健康づくり課（保健ｾﾝﾀｰ） ケンコウ カ ホケン		脇田亜由美 ワキ タ アユミ		0587-56-4111		0587-53-6996		1		hoken@city.konan.lg.jp

				971		愛知県		小牧市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		松本　萌 マツモト モエ		0568-75-6471		0568-75-8545		1		hokensen@city.komaki.lg.jp

				972		愛知県		稲沢市		福祉保健部保健センター フクシ ホケン ブ ホケン		脇田英津子 ワキタ エイ ツ シ		0587-21-2300		0587-21-2361		1		hoken@city.inazawa.aichi.jp

				973		愛知県		新城市		新城保健センター シンシロ ホケン		菅沼三紀子 スガヌマ ミキコ		0536-23-8551		0536-24-9008		1		hoken@city.shinshiro.lg.jp

				975		愛知県		大府市		健康推進課 ケンコウ カ		東村 ヒガシムラ		0562-47-8000		0562-48-6667		1		hkn-c@city.obu.lg.jp

				976		愛知県		知多市

				977		愛知県		知立市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0566-82-8211		0566-83-6591		1		kenko-zosin@city.chiryu.lg.jp

				978		愛知県		尾張旭市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		玉川 タマガワ		0561-55-6800		0561-53-9488		1		hoken@city.owariasahi.lg.jp

				979		愛知県		高浜市		福祉部保健福祉グループ フクシ ブ ホケン フクシ		伊藤 イトウ		0566-52-9871		0566-52-7918		1		hoken@city.takahama.lg.jp

				980		愛知県		岩倉市		健康福祉部健康課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ シエン		岡崎清美 オカザキ キヨミ		0587-37-3511		0587-37-3931		1		kenko@city.iwakura.lg.jp

				981		愛知県		豊明市		健康福祉部健康推進課（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン		徳田鈴香 トク タ スズ カオリ		0562-93-1611		0562-93-0611		1		kenko@city.toyoake.lg.jp

				982		愛知県		日進市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		近藤友美 コンドウ トモミ		0561-72-0770		0561-74-0244		1		kenko@city.nisshin.lg.jp

		255		985		愛知県		清須市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		幸村美佐緒 ユキ ムラ ミサオ		052-400-2911		052-409-3090		1		kenkosuishin@city.kiyosu.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		2		1		0		3		0		0		0		0		3		0		0		0		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		市と歯科医師会の会議にて報告 シ シカ イシ カイ カイギ ホウコク		0		0		0		0		0		市販のパンフレット シハン

				986		愛知県		北名古屋市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		海老真由美 エビ マユミ		0568-23-4000		0568-23-0501		1		kenko@city.kitanagoya.lg.jp

				987		愛知県		弥富市

				988		愛知県		みよし市		健康推進課 ケンコウ カ		関根公恵 セキネ キミエ		0561-34-5311		0561-34-5969		1		kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

				989		愛知県		あま市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		山際 ヤマギワ		052-441-5665		052-449-1037		1		kenko@city.ama.lg.jp

				991		愛知県		長久手市 シ		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		土屋、永井 ツチヤ ナガイ		0561-63-3300		0561-63-1900		1		hoken@city.nagakute.lg.jp

				992		愛知県		豊山町		保健センター ホケン				0568-28-3150		0568-28-0061		1		hoken-center@town.toyoyama.lg.jp

				993		愛知県		大口町		健康福祉部健康生きがい課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イ カ		春日井幾子 カスガイ イクコ		0587-94-0051		0587-94-0052		1		kenkouikigai@town.oguchi.lg.jp

				994		愛知県		扶桑町

				995		愛知県		大治町		福祉部保健センター フクシブ ホケン		山口晴美 ヤマグチ ハルミ		052-444-2714		052-462-0086		1		hoken_c@town.oharu.lg.jp

				996		愛知県		蟹江町		民生部健康増進課 ミンセイ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小島 コジマ		0567-96-5711		0567-96-5251		1		kenkou@town.kanie.lg.jp

				997		愛知県		飛島村		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		野口明美 ノグチ アケミ		0567-52-1001		0567-52-1009		1		tb-hoken@vill.tobishima.lg.jp

				998		愛知県		阿久比町		民生部健康介護課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ カイゴ カ ホケン ガカリ		松田由佳 マツダ ユカ		0569-48-1111		0569-48-7333		1		kenko@town.agui.lg.jp

				999		愛知県		東浦町

				1000		愛知県		南知多町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松田美寿鶴 マツダ ビ コトブキ ツル		0569-65-0711		0569-65-0694		1		hokai@town.minamichita.lg.jp

		258		1001		愛知県		美浜町		厚生部健康推進課 コウセイ ブ ケンコウ スイシン カ		冨谷香里 トミヤ カオリ		0569-82-1111		0569-82-1321		1		kenkoh-we@town.aichi-mihama.lg.jp		0		0		1		0		0		0		1(保健所管内の歯科担当者会議等に参加)		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		2		0		齲蝕、要観察歯Coの状況　治療や処置の必要性）（1）		1		0		0		3		2		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		保健所での健康指標となる数値や比較データを取りまとめた資料を提示		0		0		1		0		0		0

				1002		愛知県		武豊町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		竹内京子 タケウチ キョウコ		0567-72-2500		0567-72-2507		1		kenko@town.taketoyo.lg.jp

				1003		愛知県		幸田町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		成田裕香 ナリタ ユカ		0564-62-8158		0564-62-8217		1		kenko@town.kota.lg.jp

				1005		愛知県		東栄町		福祉課 フクシ カ		原田優子 ハラダ ユウコ		0536-76-1815		0536-76-1725		1		fukushi@town.toei.aichi.jp

				1006		愛知県		豊根村

				1008		三重県		四日市市		こども未来部こども保健福祉課 ミライ ブ ホケン フクシカ		瀬古徳子 セコ トクコ		059-354-8187		059-354-8061		1		kodomohokenfukushi@city.yokkaichi.mie.jp

				1009		三重県		伊勢市

				1010		三重県		松阪市		健康ほけん部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		森　君代 モリ キミ ヨ		0598-23-1364		0598-26-4951		2		k.mori@city.matsusaka.mie.jp

				1011		三重県		桑名市		地域保健課 チイキ ホケン カ		樋浦えりこ ヒウラ		0594-24-1380		0594-24-3032		1		hokensm@city.kuwana.lg.jp

				1012		三重県		鈴鹿市		保健福祉部健康づくり課母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン		岡田千麻子 オカ タ チ マ コ		059-382-2252		059-382-4187		1		kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

				1013		三重県		名張市		健康福祉部健康支援室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン シツ		森田もも モリタ		0595-63-6970		0595-63-4629		1		health@city.nabari.mie.jp

				1014		三重県		尾鷲市

				1015		三重県		亀山市

				1016		三重県		鳥羽市		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		*		0599-25-1146		0599-25-1166		1		kenkou@city.toba.mie.jp

				1018		三重県		いなべ市

				1019		三重県		志摩市

				1020		三重県		伊賀市

				1021		三重県		木曽岬町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤原志乃 フジワラ シノ		0567-68-6119		*		1		hokenshi@town.kisosaki.mie.jp

				1022		三重県		東員町		健康保険課健康づくり係 ケンコウ ホケン カ ケンコウ カカリ		市川美香 イチカワ ミカ		0594-86-2803		0594-86-2851		1		hoken@town.toin.lg.jp

				1023		三重県		菰野町		子ども家庭課 コ カテイ カ				059-391-1124		059-394-3423		1		kodomo@town.komono.mie.jp

				1023		三重県		菰野町

				1024		三重県		朝日町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		近藤 コンドウ		059-377-5652		059-377-2790		1		kosodate@town.asahi.mie.jp

				1025		三重県		川越町

				1026		三重県		多気町		町民福祉課母子感染症予防課 チョウミン フクシ カ ボシ カンセンショウ ヨボウ カ		松本真耶 マツモト マヤ		0598-38-1114		0598-38-1140		2		m-matsumoto@town.mie-taki.lg.jp

				1027		三重県		明和町

				1028		三重県		大台町

				1029		三重県		玉城町		生活福祉課 セイカツ フクシカ		山田理加 ヤマダ リ カ		0596-58-8000		0596-58-8688		1		hoken@town.tamaki.lg.jp

				1030		三重県		度会町

				1031		三重県		大紀町

				1032		三重県		南伊勢町

				1033		三重県		紀北町

				1034		三重県		御浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		室谷好美 ムロヤ ヨシミ		05979-3-0511		05979-2-3502		2		yoshimi-murotani@town.mihama.mie.jp

				1035		三重県		紀宝町		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		峪中千尋 タニ ナカ チヒロ		0735-32-3700		0735-32-3701		1		kenkou@town.kiho.lg.jp

				1036		滋賀県		彦根市		健康推進課 ケンコウ カ		山崎麻子、望月絢子 ヤマザキ アサコ モチヅキ アヤコ						1		kenko@ma.city.hikone.shiga.jp

				1037		滋賀県		長浜市

				1038		滋賀県		近江八幡市		福祉子ども部健康推進課 フクシ コ ブ ケンコウ スイシンカ		齋藤 サイトウ		0748-33-4252		0748-34-6612		1		010836@city.omihachiman.lg.jp

				1039		滋賀県		草津市

				1040		滋賀県		守山市		すこやか生活課 セイカツ カ		大木 オオキ		077-581-0201		077-581-1628		1		sukoyaka@city.moriyama.lg.jp

				1041		滋賀県		栗東市

				1042		滋賀県		甲賀市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		齊藤　薫 サイトウ カオル		0748-65-0703		0748-63-4591		1		koka10258000@city.koka.lg.jp

				1043		滋賀県		野洲市

				1044		滋賀県		湖南市

				1045		滋賀県		高島市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		青谷光恵 アオタニ ミツエ		0740-25-8110		0740-25-5678		1		kenko@city.takashima.shiga.jp

				1046		滋賀県		東近江市

				1047		滋賀県		米原市

				1048		滋賀県		日野町		福祉課保健担当（日野町保健センター） フクシカ ホケン タントウ ヒノ マチ ホケン		落合 オ ア		0748-52-6574		0748-52-6503		1		hoken@town.shiga-hino.lg.jp

				1050		滋賀県		愛荘町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		畑　あやの ハタ		0749-42-4887		0749-42-7687		1		ehoken@town.aisho.lg.jp

				1051		滋賀県		豊郷町

				1052		滋賀県		甲良町

				1053		滋賀県		多賀町

				1054		京都府		福知山市		福祉保健部健康推進室 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン シツ		永田安寿砂 ナガタ ヤスシ コトブキ スナ		0773-23-2788		0773-23-5998		1		kensui@city.fukuchiyama.lg.jp

				1055		京都府		舞鶴市		保健センター ホケン		小林久美子 コバヤシ クミコ		0773-65-0065		0773-62-0551		1		kenzo@post.city.maizuru.kyoto.jp

				1056		京都府		綾部市		福祉保健部保健推進課 フクシ ホケン ブ ホケン スイシン カ		石角智恵子 イシ カド チエコ		0773-42-0111		0773-42-5488		1		hokensuisin@city.ayabe.lg.jp

				1057		京都府		宇治市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小栗ゆか オグリ		0774-22-3141		0774-21-0408		1		hokensuishinka@city.uji.kyoto.jp

				1058		京都府		宮津市		健康福祉室保健医療係 ケンコウ フクシ シツ ホケン イリョウ カカリ		高橋琴英 タカハシ コト エイ		0772-45-1624		0772-22-0236		2		k-takahashi@city.miyazu.kyoto.jp

				1059		京都府		亀岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ カカリ		中村 ナカムラ		0771-25-5004		0771-25-5128		1		kenkou-zousin@city.kaｍeoka.kyoto.jp

				1061		京都府		向日市

				1062		京都府		長岡京市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中田由紀 ナカタ ユキ		075-955-9705		075-955-2054		1		kenkou@city.nagaokakyo.kyoto.jp

				1063		京都府		八幡市		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		郡由紀 グン ユキ		075-983-1111		075-982-7988		1		kenkosuisin@mb.city.yawata.kyoto.jp

				1064		京都府		京田辺市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		三井由美子 ミイ ユミコ		0774-64-1377		0744-63-5777		1		jido@kyotanabe.jp

				1065		京都府		京丹後市		健康長寿福祉部健康推進課 ケンコウ チョウジュ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉岡みなみ ヨシオカ		0772-69-0350		0772-62-1156		1		0505@city.kyotango.lg.jp

				1065		京都府		京丹後市

				1066		京都府		南丹市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		河原ナヨ カワハラ		0771-68-0016		0771-63-0653		1		hoken@city.nantan.kyoto.jp

				1067		京都府		木津川市 キヅ カワ シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		島上由紀子 シマ ウエ ユキコ		0774-75-1219		0774-75-2083		1		kenko@city.kizugawa.lg.jp

				1069		京都府		久御山町

				1070		京都府		井手町		井出町立保健センター イ デ マチ リツ ホケン		藤森幸枝 フジモリ ユキエ		0774-82-3385		0774-82-3695		1		hoken_c@town.ide.lg.jp

				1071		京都府		宇治田原町		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		杉原生子 スギハラ イクコ		0774-88-6636		0774-88-2991		1		hokencenter@town.ujitawara.kyoto.jp

				1072		京都府		笠置町

				1073		京都府		和束町		福祉課 フクシカ		磯部 イソベ		0774-78-3001		0774-78-2799		1		fukushi@town.wazuka.lg.jp

				1074		京都府		精華町		健康福祉環境部健康増進課 ケンコウ フクシ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ		西田 ニシダ		0774-95-1905		0774-95-3974		1		kenko@town.seika.kyoto.jp

				1075		京都府		南山城村

				1077		京都府		伊根町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		稲葉　南 イナバ ミナミ		0722－32－3031		0722－32－3032		2		inabam@town.ine.kyoto.jp																																																																																																																																																																																						0

				1079		大阪府		岸和田市		保健福祉部　健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西川 ニシカワ		072-423-8811		072-423-8833		1		kenko@city.kishiwada.osaka.jp

				1080		大阪府		池田市		子ども健康部健康増進課 コ ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		岡井妹津子 オカイ イモウト ツ コ		072-754-6034		072-754-6050		1		kenzo@city.ikeda.osaka.jp

				1082		大阪府		泉大津市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中川　奏 ナカガワ ソウ		0725-33-8181		0725-33-4543		1		hokencenter@city.izumiotsu.osaka.jp

				1083		大阪府		貝塚市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		斉喜まゆみ サイキ		072-433-7000		072-433-7005		2		kensui@city.kaizuka.lg.jp

				1084		大阪府		守口市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		三宅登子 ミヤケ ノボ コ		06-6992-2217		06-6998-5563		1		kenkou@city.moriguchi.lg.jp

				1085		大阪府		枚方市		健康部保健所保健センター ケンコウ ブ ホケン ショ ホケン		沖登美子 オキ トミコ		072-840-7221		072-840-4496		1		hokenc@city.hirakata.osaka.jp

				1086		大阪府		茨木市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		渡辺 ワタナベ		072-621-5901		072-621-5011		1		kodomokn@city.ibaraki.lg.jp

				1087		大阪府		八尾市

				1088		大阪府		泉佐野市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		赤坂雅子 アカサカ マサコ		072-463-6001		072-461-4571		1		hoken-c@city.izumisano.lg.jp

				1089		大阪府		富田林市		健康推進部健康づくり推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		服部淑子 ハットリ ヨシコ		0721-28-5520		0721-29-7760		1		kenkosuisin@city.tondabayashi.lg.jp

				1090		大阪府		寝屋川市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		栗原 クリハラ		072-824-1181(内3731） ナイ		072-838-0428		1		kenkou@city.neyagawa.osaka.jp

				1091		大阪府		河内長野市		健康長寿部健康推進課 ケンコウ チョウジュ ブ ケンコウ スイシンカ		児島星子 コジマ ホシ コ		0721-55-0301		0721-55-0394		1		kenkousuishin@city.kawachinagano.lg.jp

				1092		大阪府		松原市

				1094		大阪府		和泉市		生きがい健康部健康づくり推進室健康増進担当 イ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン シツ ケンコウ ゾウシン タントウ		出口加奈 デグチ カナ		0725-57-6620		0725-57-6623		1		zousin@city.osaka-izumi.lg.jp

				1095		大阪府		箕面市		健康福祉部保健ｽﾎﾟｰﾂ課地域保健室 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ チイキ ホケンシツ		長谷千晶 ハセ チアキ		072-727-9502		072-727-3539		1		kenkou@maple.city.minoh.lg.jp

				1096		大阪府		柏原市

				1097		大阪府		羽曳野市

				1098		大阪府		門真市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		永原由紀 ナガハラ ユキ		06-6904-6500		06-6904-6837		1		fuko2@city.kadoma.osaka.jp

				1099		大阪府		摂津市

				1100		大阪府		高石市

				1101		大阪府		藤井寺市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		橋野温美 ハシノ オン ビ		072-939-1112		072-939-9099		1		kenkou@city.fujiidera.lg.jp

				1102		大阪府		泉南市

				1103		大阪府		四條畷市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西條 サイジョウ		072-877-1231		072-877-6963		1		hoken-s@city.shijonawate.lg.jp

				1104		大阪府		交野市		健やか部　健康増進課 スコ ブ ケンコウ ゾウシン カ		上村智子 ウエモト ムラ トモコ		092-893-6405		092-893-0525		1		kenkou@city.katano.osaka.jp

				1106		大阪府		阪南市		健康部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		山下晴香 ヤマシタ ハルカ		072-472-2800		072-471-9868		1		kenkou-z@city.hannan.lg.jp

				1107		大阪府		島本町		いきいき健康課 ケンコウ カ		鶴崎 ツルサキ		075-961-1122		075-961-1116		1		kenkou@shimamotocho.jp

				1108		大阪府		豊能町

				1109		大阪府		能勢町

				1110		大阪府		忠岡町

				1111		大阪府		熊取町		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		山口淳子 ヤマグチ ジュンコ		072-452-6294		072-543-7196		1		kosodate-shien@town.kumatori.lg.jp

				1112		大阪府		田尻町

				1113		大阪府		岬町		しあわせ創造部地域福祉課 ソウゾウ ブ チイキ フクシカ		中塩路明花 ナカ シオジ サヤカ		082-492-2425		082-492-2433		1		hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp

				1114		大阪府		太子町		健康推進グループ ケンコウ スイシン		吉川 キッカワ		0721-98-5520		0721-98-3600		1		hokensenta@town.taishi.osaka.jp

				1115		大阪府		河南町

				1116		大阪府		千早赤阪村		保健センター ホケン		柿花直子 カキハナ ナオコ		0721-72-008		0721-70-2021		1		kenko-2@vill.chihayaakasaka.lg.jp

				1117		兵庫県		明石市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡直美 ハチマン ナオミ		078-918-5656		078-918-5666		1		kenkou@city.akashi.lg.jp

				1118		兵庫県		洲本市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山尾純子 ヤマオ ジュンコ		0799-22-3337		0799-24-2210		2		Junko.Yamao@city.sumoto.lg.jp

				1119		兵庫県		芦屋市

				1120		兵庫県		伊丹市		健康福祉部保健医療推進室健康政策課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ スイシンシツ ケンコウ セイサク カ		安岡美奈、二條久美 ヤス オカ ミナ ニ ジョウ クミ		072-784-8034		072-784-8139		1		kenkoseisaku@city.itami.lg.jp

				1121		兵庫県		相生市

				1122		兵庫県		豊岡市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウセイサク ゾウシン カ		三上尚美 ミカミ ナオミ		0796-24-1127		0796-24-9605		1		kenkou@city.toyooka.lg.jp

				1123		兵庫県		加古川市

				1124		兵庫県		赤穂市

				1125		兵庫県		西脇市		くらし安心部健康課 アンシン ブ ケンコ カ		二若 フタワ ワカ		0795-22-3111（内356） ナイ		0795-23-5219		1		kenkou-c@city.nishiwaki.lg.jp

				1126		兵庫県		宝塚市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小林美恵 コバヤシ ミエ		0797－86－0056		0797－83－2421		2		mie-kobayashi@city.takarazuka.lg.jp

				1127		兵庫県		三木市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシブケンコウ ゾウシン カ		真庭祥子 マニワ ショウコ		0794-86-0900		0794-86-0904		1		kenko@city.miki.lg.jp

				1128		兵庫県		高砂市

				1130		兵庫県		小野市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		清水奈緒子 シミズ ナオコ		0794-63-3977		0794-63-1425		1		kenko@city.ono.hyogo.jp

				1131		兵庫県		三田市

				1132		兵庫県		加西市		健康福祉部健康課 ケンコ ブ ケンコウカ		國増雅子 クニマ マ マサコ		0790-42-8723		0790-42-7521		1		kenko@city.kasai.lg.jp

				1133		兵庫県		篠山市

				1134		兵庫県		養父市

				1135		兵庫県		丹波市		健康部健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		山下美智子 ヤマシタ ミチコ		0795-82-4567		0795-82-5402		1		kenkou@city.tamba.hyogo.jp

				1136		兵庫県		南あわじ市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		垣貴美子 ガキ キミコ		0799-43-5218		0799-43-5318		1		kenkou@city.minamiawaji.hyogo.jp

				1137		兵庫県		朝来市		健康福祉部地域医療・健康課 ケンコウ フクシ ブ チイキ イリョウ ケンコウ カ		横　沙織 ヨコ サオリ		079-672-5269		079-672-5369		1		iryoukenkou@city.asago.hyogo.jp

				1139		兵庫県		宍粟市

				1140		兵庫県		加東市

				1141		兵庫県		たつの市

				1142		兵庫県		猪名川町

				1143		兵庫県		多可町

				1144		兵庫県		稲美町

				1145		兵庫県		播磨町

				1146		兵庫県		市川町

				1147		兵庫県		福崎町

				1148		兵庫県		神河町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		丸尾計子 マル オ ケイ コ		0790-32-1540		0790-31-2800		1		kenkou_fukusi@town.kamikawa.hyogo.jp

				1149		兵庫県		太子町		さわやか健康課 ケンコウ カ		吉田真奈 ヨシダ マナ		079-276-6630		079-276-6631		1		kenko@town.hyogo-taishi.lg.jp

				1150		兵庫県		上郡町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		長井杏紗 ナガイ アン シャ		0791-52-2188		0791-52-5060		2		azusa_nagai@town.kamigori.lg.jp

				1151		兵庫県		佐用町		健康福祉課健康増進室 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン シツ		清水由紀子 シミズ ユキ コ		0790-82-2079		0790-82-0144		1		kenko@town.sayo.lg.jp

				1152		兵庫県		香美町		健康課 ケンコウ カ		林　みる ハヤシ		0796-36-1114		0796-36-3809		1		kenkou@town.mikata-kami.lg.jp

				1153		兵庫県		新温泉町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		今村明美 イマムラ アケミ		0796-99-2940		0796-99-2550		1		hosen@town.shinonsen.lg.jp

				1154		奈良県		大和高田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		綾井、半田 アヤ イ ハンダ		0745-23-6661		0745-23-6660		1		sukoyaka@city.yamatotakada.nara.jp

				1155		奈良県		大和郡山市		保健センター「さんて郡山」 ホケン コオリヤマ		望月由理子 モチヅキ ユリコ		0743-58-3333		0743-58-3330		1		hokenS@city.yamatokoriyama.lg.jp

				1157		奈良県		橿原市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		谷口 タニグチ		0744-22-8331		0744-24-9124		1		kenko@city.kashihara.nara.jp

				1158		奈良県		桜井市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		梅本 ウメモト		0744-45-3443		0744-45-1785		1		kenko@city.sakurai.lg.jp

				1160		奈良県		御所市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		松本 マツ モト		0745-62-3001		0745-65-2615		1		ikiiki@city.gose.nara.jp

				1161		奈良県		生駒市		こども健康部健康課保健予防係 ケンコウ ブ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		宮本ゆかり ミヤモト		0743-75-2255		0743-75-1031		1		kenkou@city.ikoma.lg.jp

				1162		奈良県		香芝市		保健センター ホケン		児玉ひとみ コダマ		0745－77－3965		0745－77－0939		1		hokensen@city.kashiba.lg.jp

				1163		奈良県		葛城市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		吉岡 ヨシオカ		0745-69-9900		0745-69-9905		1		kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jp

				1165		奈良県		山添村

				1166		奈良県		平群町		健康保険課母子保健係 ケンコウ ホケンカ ボシ ホケン カカリ		北里嘉須美 キタザト カ ス ビ		0745-45-8600		0745-45-8611		1		kenkouho@town.heguri.nara.jp

				1167		奈良県		三郷町		保健センター ホケン		岩本 イワモト		0745-43-7324		0745-73-4104		1		hokencenter@town.sango.lg.jp

				1168		奈良県		斑鳩町		健康対策課 ケンコウ タイサク カ		白石敬子 シライシ ケイコ		0745-70-0001		0745-74-0903		1		hoken@town.ikaruga.nara.jp

				1169		奈良県		安堵町

				1170		奈良県		川西町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		身吉まゆみ ミ キチ		0745－43－1900		0745－43－2812		2		m-miyoshi@town.nara-kawanishi.lg.jp

				1171		奈良県		三宅町		健康子ども部健康福祉課 ケンコウ コ ブ ケンコウ フクシ カ		福永歩美 フクナガ アユミ		0745-43-3580		0745-43-2107		1		kenkou@town.miyake.nara.jp

				1172		奈良県		田原本町

				1174		奈良県		御杖村		保健福祉課 ホケン フクシカ		古谷静香 フルヤ シズカ		0745-95-2828		0745-95-6011		1		fukushi@vill.mitsue.lg.jp

				1176		奈良県		明日香村		健康づくり課 ケンコウ カ		津森　梓 ツモリ アズサ		0744-54-5550		0744-54-5551		1		kenko@tobutori-asuka.jp

				1177		奈良県		上牧町		生き活き対策課 イ イ タイサク カ		桂 カツラ		0745-79-2020		0745-79-2021		1		iki-iki.town.kanmaki@tiara.ocn.ne.jp

				1178		奈良県		王寺町

				1179		奈良県		広陵町		福祉部保健センター フクシ ブ ホケン		後藤尚子 ゴトウ ナオコ		0745-55-6887		0745-54-5324		*		*

				1180		奈良県		河合町

				1181		奈良県		吉野町

				1182		奈良県		大淀町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		速水・笹山 ハヤミズ ササヤマ		0747-52-9403		0747-52-9404		1		hoken-sen@town.oyodo.lg.jp

				1184		奈良県		黒滝村

				1185		奈良県		天川村

				1186		奈良県		野迫川村		住民課 ジュウミンカ		高岡 タカ オカ		0747－37－2101		0747－37－2107		*		*

				1187		奈良県		十津川村

				1188		奈良県		下北山村



				1190		奈良県		川上村

				1191		奈良県		東吉野村

				1192		和歌山県		海南市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		上中美貴子 ウエナカ ミキコ		073-483-8441		073-483-8580		1		kenko@city.kainan.lg.jp

				1193		和歌山県		橋本市

				1194		和歌山県		有田市		市民福祉部健康課保健指導係 シミン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ ガカリ		*		0737－82－3223		0737－82－5302		1		hokens@city.arida.lg.jp

				1195		和歌山県		御坊市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		原出君枝 ゲン デ キミエ		0738-23-5645		0738-24-2390		1		kenko@city.gobo.lg.jp

				1196		和歌山県		田辺市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		森木美帆 モリキ ビ ホ		0739-26-4901		0739-26-4911		1		kenkou@city.tanabe.lg.jp

				1197		和歌山県		新宮市		新宮市保健センター シングウシ ホケン		峪中 ヨク ナカ		0735-23-4511		0735-22-3511		2		m-sakonaka@city.shingu.lg.jp

				1198		和歌山県		紀の川市

				1199		和歌山県		岩出市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小倉千拡 オグラ チヒロ カクダイ		0736-61-2400		0736-61-2411		2		c_ogura@city.iwade.lg.jp

				1200		和歌山県		紀美野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		髙田智子 タカダ トモコ		073-489-9960		073-489-6655		2		takada-t@town.kimino.lg.jp

				1201		和歌山県		かつらぎ町		やすらぎ対策課衛生係 タイサク カ エイセイ カカリ		木村晃子 キムラ アキコ		0736-22-0300		0736-22-2940		1		eisei@town.katsuragi.wakayama.jp

				1202		和歌山県		九度山町

				1203		和歌山県		高野町

				1204		和歌山県		湯浅町

				1205		和歌山県		広川町

				1206		和歌山県		有田川町		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		川岸洋子 カワギシ ヨウコ		0737-52-2111		0737-32-3644		2		kawagishi.y@town.aridagawa.lg.jp

				1207		和歌山県		美浜町

				1209		和歌山県		由良町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		藤原 フジワラ		0738-65-0201		0738-65-3507		2		hujihara@town.yura.lg.jp

				1210		和歌山県		印南町

				1211		和歌山県		みなべ町

				1212		和歌山県		日高川町

				1213		和歌山県		白浜町

				1214		和歌山県		上富田町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		志賀美鈴 シガ ミスズ		0739-47-5300		*		2		shiga@town.kamitonda.lg.jp

				1215		和歌山県		すさみ町

				1216		和歌山県		那智勝浦町		福祉課健康対策係 フクシ カ ケンコウ タイサク カカリ		井上朋華 イノウエ トモ ハナ		0735-52-2934		0735-52-8635		1		boshihoken@town.nachikatsuura.lg.jp

				1217		和歌山県		太地町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		浪　枝美子 ナミ エミコ		0735-59-2335		0735-59-2801		1		kaigo-houkatsu@town.taiji.lg.jp

				1218		和歌山県		古座川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大倉菜緒 オオクラ ナオ		0735-67-7112		0735-67-0712		2		ookura-002@town.kozagawa.wakayama.jp

				1219		和歌山県		北山村

				1220		和歌山県		串本町		福祉課 フクシカ		中　まどか ナカ		0735－62－6206		*		*		*

				1221		鳥取県		鳥取市

				1222		鳥取県		米子市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		川上美都江 カワカミ ビ ツ エ		0859-23-5453		0859-23-5460		2		mitsue0197@city.yonago.lg.jp

				1223		鳥取県		倉吉市

				1224		鳥取県		境港市

				1226		鳥取県		若桜町

				1227		鳥取県		智頭町		福祉課 フクシカ		松村典子 マツムラ ノリコ		0858-75-4101		0858-75-4110		1		fukushi@town.chizu.tottori.jp

				1228		鳥取県		八頭町		保健課 ホケンカ		中村 ナカムラ		0858-72-3566		0858-72-3635		1		kg-hpken@town.hazu.tottori.jp

				1229		鳥取県		三朝町

				1230		鳥取県		湯梨浜町

				1231		鳥取県		琴浦町

				1232		鳥取県		北栄町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		前田日登美 マエ タ ヒ ノボ ビ		0858-37-5867		0858-37-5339		1		kenkou@e-hokuei.net

				1233		鳥取県		日吉津村

				1234		鳥取県		大山町

				1235		鳥取県		南部町

				1237		鳥取県		日南町		福祉保健課 フクシ ホケン ケンコウカ		辻本彩乃、岩佐詩織 ツジモト アヤノ イワサ シオリ		0859-82-0374		0859-82-1027		2		tsujimoto1@town.nichinan.tottori.jp、iwasa@town.nichinan.tottori.jp

				1239		鳥取県		江府町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		宮脇圭子 ミヤワキ ケイコ		0859-75-6111		0859-75-6161		1		k_kenko@town-kofu.jp

				1240		島根県		松江市		保健センター ホケン		立原幸未 タチハラ サチ ミ		0852-60-8155		0852-60-8160		1		hoken-center@city.matsue.lg.jp

				1241		島根県		浜田市		健康福祉子育て支援課子ども家庭相談係 ケンコウ フクシ コソダ シエン カ コ カテイ ソウダン カカリ		伊藤　恵 イトウ メグミ		0855-25-9331		0855-23-3428		1		kosodateshien@city.hamada.shimane.jp

				1242		島根県		出雲市

				1243		島根県		益田市		子育て支援課 コソダ シエン カ		清水可奈恵 シミズ カ ナ メグミ		0856-31-0243		0856-23-7134		2		kanae-shimizu@city.masuda.lg.jp

				1244		島根県		大田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		宮脇 ミヤワキ		0854-83-8152		0854-82-9730		1		o-kenkou@iwamigin.jp

				1245		島根県		安来市		子ども未来課 コ ミライ カ		立賀香織 タ ガ カオリ		0854-23-3222		0854-23-3209		2		kaori.tachiga@city.yasugi.shimane.jp

				1246		島根県		江津市		子育て支援課子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		森脇真理子 モリワキ マリコ		0855-52-2501		0855-52-4512		1		kosodateshienka@city.gotsu.lg.jp

				1247		島根県		雲南市

				1248		島根県		奥出雲町

				1249		島根県		飯南町

				1250		島根県		川本町

				1251		島根県		美郷町

				1253		島根県		津和野町

				1254		島根県		吉賀町

				1256		島根県		西ノ島町

				1257		島根県		知夫村		村民福祉課 ソンミン フクシカ		長久幸乃 ナガ ヒサ ユキ ノ		08514－8－2211		08514－8－2093		2		y-nagahisa@chibu.jp

				1258		島根県		隠岐の島町

				1259		岡山県		津山市

				1260		岡山県		玉野市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		北尾朋美 キタオ トモミ		0863-31-3310		0863-31-3314		1		kenkouzoushin@city.tamano.okayama.jp

				1261		岡山県		笠岡市		子育て支援課 コソダ シエン カ		安藤貴子 アンドウ タカコ		0865-69-2132		0865-69-2561		1		kosodateshien@city.kasaoka.okayama.jp

				1262		岡山県		井原市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		三宅早苗 ミアケ サナエ		0866-62-8224		0866-62-8247		1		kenkouiryou@city.ibara.okayama.jp

				1263		岡山県		総社市		こども課 カ		吉原典子 ヨシハラ ノリコ		0866-92-8261		0866-92-8385		1		kodomo@city.soja.okayama.jp

				1264		岡山県		高梁市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		高野由紀子 タカノ ユキコ		0866-21-0228		0866-21-0423		2		yukiko_takano@city.takahashi.lg.jp

				1266		岡山県		備前市

				1267		岡山県		瀬戸内市

				1268		岡山県		赤磐市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		牧野直美 マキノ ナオミ		086-955-1117		086-955-1918		1		kenko@city.akaiwa.lg.jp

				1270		岡山県		美作市		保健福祉部健康づくり推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		貴島みどり キジマ		0868-75-3911		0868-72-7702		1		kenko@city.mimasaka.lg.jp

				1271		岡山県		浅口市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		滝沢 タキザワ		0865-44-7114		0865-44-7110		1		kenkosuishin@city.asakuchi.lg.jp

				1272		岡山県		和気町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		加藤智子 カトウ トモコ		0869-93-0531		0869-92-0667		1		kenko@town.wake.lg.jp

				1273		岡山県		早島町

				1274		岡山県		里庄町

				1275		岡山県		矢掛町

				1276		岡山県		新庄村

				1277		岡山県		鏡野町

				1278		岡山県		勝央町

				1279		岡山県		奈義町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		立石奈緒子 タテイシ ナオコ		0868-36-6700		0868-36-6772		1		hoken@town.nagi.okayama.jp

				1280		岡山県		西粟倉村

				1281		岡山県		久米南町

				1282		岡山県		美咲町

				1283		岡山県		吉備中央町		保健課 ホケンカ		中村早希 ナカムラ サキ		0866-54-1326		0866-54-1306		1		hoken@town.kibichuo.lg.jp

				1284		広島県		呉市

				1285		広島県		竹原市

				1286		広島県		三原市		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林美和 コバヤシ ミワ		0848-67-6061		0848-67-6234		2		kobayashi.miwa@city.mihara.hiroshima.jp

				1287		広島県		尾道市		福祉保健部健康推進課保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカ		茨木朱実 イバラキ アケミ		0848-24-1960		0848-24-1966		1		kenko@city.onomichi.hiroshima.jp

				1288		広島県		府中市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		田邊三佐代 タナベ サン サ ヨ		0847-47-1310		0847-47-1320		1		hoken@city.fuchu.hiroshima.jp

				1289		広島県		三次市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		冨野井雅恵 フ ノ イ マサエ		0824-62-6257		0824-62-6382		1		kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp

				1290		広島県		庄原市		保健医療課健康推進係 ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		宮崎仁美 ミヤザキ ヒトミ		0824-73-1255		0824-75-0245		1		hoken-suishin@city.shobara.lg.jp

				1291		広島県		大竹市		社会健康課保健予防係 シャカイ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		出先・加藤・横田 デサキ カトウ ヨコタ		0827-59-2140		0827-57-7185		1		syakaikenko@city.otake.hiroshima.jp

				1292		広島県		東広島市		子ども家庭課 コ カテイ カ		吉岡志保 ヨシオカ シホ		082-420-0407		082-424-1648		1		hgh200407@city.higashihiroshima.lg.jp

				1293		広島県		廿日市市

				1294		広島県		安芸高田市		福祉保健部保健医療課健康推進係 フクシ ホケン ブ ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		谷口善恵 タニグチ ゼン メグミ		0826-42-5633		0826-47-1282		1		hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp

				1295		広島県		江田島市

				1296		広島県		府中町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		高下 タカシタ		082-286-3258		082-286-3262		1		kenkousuishinka@town.fuchu.hiroshima.jp

				1296		広島県		府中町

				1297		広島県		海田町		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		沖野仁美 オキノ ヒトミ		082-823-4418		082-823-0020		1		HOKEN@town.kaita.lg.jp

				1298		広島県		熊野町		民生部健康課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		森川 モリカワ		082-820-5637		082-854-8009		1		kenko@town.kumano.hiroshima.jp

				1300		広島県		安芸太田町

				1301		広島県		北広島町		保健課健康増進係 ホケンカ ケンコウ ゾウシン カカリ		福田 フクダ		0826-72-2111		0826-72-5242		1		kenkou@town.kitahiroshima.lg.jp

				1302		広島県		大崎上島町

				1303		広島県		世羅町		子育て支援課子育て支援センター コソダ シエン カ コソダ シエン		國藤澄江、豊田章江 クニ フジ スミエ トヨタ アキエ		0847-25-0294		0847-25-0070		1		kosodate@town.sera.hiroshima.jp

				1304		広島県		神石高原町		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		西尾明子 ニシオ アキコ		0847-89-3366		0847-85-3541		1		jk-hoken@town.jinsekikogen.hiroshima.jp

				1305		山口県		宇部市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		江本 エモト		0836-31-1777		0836-35-6533		1		hose@city.ube.yamaguchi.jp

				1306		山口県		山口市		健康福祉部 健康推進課 ケンコウフクシブ ケンコウスイシン カ		末岡 スエオカ		083-921-2666		083-925-2214		1		kenko@city.yamaguchi.lg.jp

				1307		山口県		萩市

				1308		山口県		防府市

				1309		山口県		下松市		健康福祉部 健康増進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		白井 シライ		0833-41-1234		0833-44-2304		1		kenkou@city.kudamatsu.lg.jp

				1311		山口県		光市		保健増進課 ホケン ゾウシン カ		松下 マツシタ		0833-74-3007		0833-74-3072		1		kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp

				1312		山口県		長門市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		福田真由美 フクダ マユミ		0837-23-1133		0837-23-1168		1		kenkosuishin@city.nagato.lg.jp

				1313		山口県		柳井市

				1314		山口県		美祢市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三浦 ミウラ		0837-53-0304		0837-53-1099		1		kenkou@city.mine.lg.jp

				1315		山口県		周南市

				1316		山口県		山陽小野田市

				1317		山口県		周防大島町

				1318		山口県		和木町

				1319		山口県		上関町

				1320		山口県		田布施町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		神代美穂 カミシロ ミホ		0820-52-4999		0820-52-4988		1		hokencenter@town.tabuse.lg.jp

				1321		山口県		平生町		健康福祉課 保健班 ケンコウフクシカ ホケンハン ハン		隅田 スミダ		0820-56-7141		0820-56-0200		1		kenkou3@town.hirao.lg.jp

				1323		徳島県		徳島市		保健センター母子保健担当 ホケン ボシ ホケン タントウ		中野晴香 ナカノ ハルカ		088-656-0532		088-656-0514		1		hoken_center@city.tokushima.lg.jp

				1324		徳島県		鳴門市		健康福祉部健康政策課健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ セイサク カ ケンコウ シツ		宮本恵実子 ミヤモト メグミ ミ コ		088-684-1049		088-684-1336		1		kenkozukuri@city.naruto.lg.jp

				1325		徳島県		小松島市		保健センター ホケン		幸田礼子 コウタ レイコ		0885-32-3551		0885-32-4145		1		hokencenter@city.komatsushima.tokushima.jp

				1326		徳島県		阿南市		保健センター ホケン		仁木みどり ニキ		0884-22-1590		0884-22-1894		1		hocenter@city.anan.tokushima.jp

				1327		徳島県		吉野川市

				1328		徳島県		阿波市

				1330		徳島県		三好市		環境福祉部健康づくり課 カンキョウ フクシ ブ ケンコウ カ		森田宏美 モリタ ヒロミ		0883-72-6767		0883-72-6664		2		h-morita_01@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

				1331		徳島県		勝浦町

				1332		徳島県		上勝町		住民課 ジュウミン カ		立川拓也 タチカワ タクヤ		0885-46-0111		0885-46-0323		2		tatekaw_t@kamikatsu.jp

				1333		徳島県		佐那河内村

				1334		徳島県		石井町

				1335		徳島県		神山町

				1336		徳島県		那賀町

				1337		徳島県		牟岐町

				1338		徳島県		美波町		保健福祉課 ホケン フクシカ		岡本理恵 オカモト リエ		0884-77-3621		0884-77-1666		2		okamoto.rie@town.minami.lg.jp

				1339		徳島県		海陽町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		山本美恵 ヤマモト ミエ		0884－73－4311		0884－73－3880		2		yamamoto-mie@town.kaiyo.lg.jp

				1340		徳島県		松茂町

				1341		徳島県		北島町

				1343		徳島県		板野町

				1344		徳島県		上板町

				1345		徳島県		つるぎ町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		村上彩香 ムラカミ アヤカ		0883-62-3313		0883-62-3312		1		hokencenter@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

				1346		徳島県		東みよし町

				1347		香川県		丸亀市

				1348		香川県		坂出市

				1349		香川県		善通寺市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		内田弘子 ウチダ ヒロコ		0877-60-6365		0877-63-6372		1		kodomo@city.zentsuji.kagawa.jp

				1350		香川県		観音寺市

				1351		香川県		さぬき市

				1352		香川県		東かがわ市

				1353		香川県		三豊市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		詫間百合子 タクマ ユリコ		0875-73-3016		0875-73-3023		1		kosodate@city.mitoyo.kagawa.jp

				1354		香川県		土庄町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0879-62-1234		0879-62-1235		1		hokenc@town.tonosho.kagawa.jp

				1355		香川県		小豆島町		健康づくり福祉課 ケンコウ フクシカ		塩田桃子 シオタ モモコ		0879-82-7038		0879-82-5037		2		olive0622@town.shodoshima.lg.jp

				1356		香川県		三木町		まんでがん子ども課 コ カ		松家・松山 マツ イエ マツヤマ		087-891-3322		087-898-1994		2		m-matsuka@town.miki.lg.jp

				1357		香川県		直島町

				1358		香川県		宇多津町

				1359		香川県		綾川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		渡辺 ワタナベ		087-876-2525		087-876-3362		1		egao@town.ayagawa.lg.jp

				1360		香川県		琴平町

				1361		香川県		多度津町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		秋山朋子 アキヤマ トモコ		0877-32-8500		0877-32-8506		1		kenkou@town.tadotsu.lg.jp

				1362		香川県		まんのう町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小山祐加 コヤマ ユウ カ		0877-73-0126		0877-79-3276		1		kenko@town.manno.lg.jp

				1363		愛媛県		今治市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		渡邉恵子 ワタナベ ケイコ		0898-36-1533		0898-32-5511		1		kenkou@imabari-city.jp

				1364		愛媛県		宇和島市		保険健康課母子保健係 ホケン ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		上杉瑞穂 ウエスギ ミズホ		0895-24-1111		0895-24-1124		1		kenkou@city.uwajima.lg.jp

				1365		愛媛県		八幡浜市

				1366		愛媛県		新居浜市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		明比佳那子 ア ヒ カ ナ コ		0897-35-1070		0897-37-4380		1		hoken@city.niihama.ehime.jp

				1367		愛媛県		西条市		健康医療推進課 ケンコウ イリョウ スイシン カ		永井邦香 ナガイ クニ カオリ		0897-52-1215		0897-52-1293		1		kenkoiryo@saijo-city.jp

				1370		愛媛県		四国中央市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中曽千恵 ナカ ソ チエ		0896-28-6054		0896-28-6110		2		chie.n@city.shikokuchuo.ehime.jp

				1373		愛媛県		上島町		福祉部 健康推進課 フクシブ ケンコウスイシン カ		大谷進介 オオタニ シンスケ		0897-74-0911		0897-74-0912		1		kenkou@town.kamijima.ehime.jp

				1374		愛媛県		久万高原町

				1375		愛媛県		松前町		健康課保健センター ケンコウ カ ホケン		脇水素子 ワキ ミズ モトコ		089-985-4118		089-985-4158		1		731hoce@town.masaki.ehime.jp

				1376		愛媛県		砥部町		保険健康課健康増進係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		大野 オオノ		089-962-6888		089-962-6891		1		042kenko@town.tobe.ehime.jp

				1378		愛媛県		伊方町

				1379		愛媛県		松野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		瀧本由紀 タキ モト ユキ		0895-42-0708		0895-42-1550		1		m-hoken@town.matsuno.ehime.jp

				1380		愛媛県		鬼北町		保健福祉課 ホケン フクシカ		芝　瞳 シバ ヒトミ		0895-45-1111		0895-45-3618		2		h.shiba@town.kihoku.ehime.jp

				1381		愛媛県		愛南町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		幸田栄子 コウタ エイコ		0895-72-1212		0895-72-1215		1		hokenfukushi@town.ainan.jp

				1382		高知県		室戸市

				1384		高知県		南国市		保健福祉センター ホケン フクシ		山本由香 ヤマモト ユカ		088-863-7373		088-863-7908		1		n-hfc@city.nankoku.lg.jp

				1385		高知県		土佐市		健康づくり課 ケンコウ カ		岡林あや オカバヤシ		088-852-1113		088-850-2433		1		kenkou@city.tosa.lg.jp

				1386		高知県		須崎市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　友美 イズミ トモミ		0889-42-1280		0889-42-1245		1		kenko1@city.susaki.lg.jp

				1387		高知県		宿毛市

				1388		高知県		土佐清水市

				1389		高知県		四万十市		保健介護課 ホケン カイゴ カ		西内美和 ニシウチ ミワ		0880-34-1115		0880-34-0564		1		eisei@city.shimanto.lg.jp

				1390		高知県		香南市		健康対策課 ケンコウタイサク カ		竹村和花 タケムラ ワ ハナ		0887-57-7516		0887-55-3110		1		kenkou@city.kochi-konan.lg.jp

				1391		高知県		香美市		健康介護支援課　親子すこやか班 ケンコウ カイゴ シエン カ オヤコ ハン		杉原里恵 スギハラ リエ		0887-52-9281		0887-53-1094		1		suishin@city.kami.lg.jp

				1392		高知県		東洋町		住民課 ジュウミン カ		西山 ニシヤマ		0887-29-3394		0887-29-3813		1		jumin@town.toyo.kochi.jp

				1393		高知県		奈半利町		中芸広域連合　保健福祉課 チュウ ゲイ コウイキ レンゴウ ホケン フクシカ		大田 オオタ		0887-38-8212		0887-32-1016		1		chugei-hoken@helen.ocn.ne.jp

				1394		高知県		田野町										*		*

				1395		高知県		安田町										*		*

				1396		高知県		北川村										*		*

				1397		高知県		馬路村										*		*

				1398		高知県		芸西村

				1399		高知県		本山町

				1400		高知県		大豊町

				1401		高知県		土佐町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		小梶亜矢子 チイ カジ アヤコ		0887-82-0442		0887-70-1312		1		kokaji-ayako@town.tosa.kochi.jp

				1402		高知県		大川村

				1403		高知県		いの町		ほけん福祉課 フクシカ		廣瀬梨佐 ヒロセ ナシ サ		088-893-3811		088-893-1101		1		hokenhukushi@town.ino.kochi.jp

				1404		高知県		仁淀川町

				1405		高知県		中土佐町

				1407		高知県		越知町

				1408		高知県		梼原町

				1409		高知県		日高村

				1410		高知県		津野町		西庁住民福祉課 ニシ チョウ ジュウミン フクシカ		廣瀬祥乃 ヒロセ ヒロ ノ		0889-55-2151		0889-55-2119		2		y-hirose@town.kochi-tsuno.lg.jp

				1411		高知県		四万十町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中村晶子 ナカムラ アキコ		0880-22-3115		0880-22-3725		*		*

				1412		高知県		大月町

				1413		高知県		三原村		住民課 ジュウミンカ		谷田 タニタ		0880-46-2111		0880-46-2114		1		juumin@vill.mihara.kochi.jp

				1414		高知県		黒潮町

				1416		福岡県		直方市

				1417		福岡県		飯塚市		健康・スポーツ課保健センター係 ケンコウ カ ホケン カカリ		藤田奈緒 フジタ ナオ		0948-24-4002		0948-25-8994		1		kenkou-s@city.iizuka.lg.jp

				1418		福岡県		田川市		市民生活部健康福祉課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ホケン		宇藤 ウトウ		0947-44-8270		0947-44-8280		1		hoken@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

				1419		福岡県		柳川市

				1420		福岡県		八女市

				1421		福岡県		筑後市		健康づくり課 ケンコウ カ		塚本由弥 ツカモト ユ ヤ		0942-53-4231		0942-53-4119		1		kenkoudukuri@city.chikugo.lg.jp

				1422		福岡県		大川市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		筬島 オサジマ		0944-86-8450		0944-86-8464		1		okwhokenc@city.okawa.lg.jp

				1423		福岡県		行橋市

				1424		福岡県		豊前市

				1425		福岡県		中間市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		近藤理恵子 コンドウ リエコ		093-246-1611		093-246-3024		1		hokencenter@city.nakama.lg.jp

				1426		福岡県		小郡市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		早野紗代 ハヤ ノ サヨ		0942-72-6666		0942-72-6477		1		kenko@city.ogori.lg.jp

				1427		福岡県		筑紫野市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		郷原良子 ゴウハラ リョウコ		092-920-8611		092-926-6006		1		kenkou@city.chikushino.fukuoka.jp

				1428		福岡県		春日市		健康課 ケンコウカ		松尾 マツオ		092-501-1134		092-501-0051		1		kenkou@city.kasuga.fukuoka.jp

				1429		福岡県		大野城市

				1430		福岡県		宗像市		教育子ども部子ども家庭課 キョウイク コ ブ コ カテイ カ		西川美樹 ニシカワ ミキ		0940-36-1365		094-37-3046		2		nisi0553@tw.munakata.fukuoka.jp

				1431		福岡県		太宰府市

				1432		福岡県		古賀市		予防健診課 ヨボウ ケンシン カ		阿部香織 アベ カオリ		092-942-1151		092-942-1154		1		yobou@city.koga.fukuoka.jp

				1433		福岡県		福津市		いきいき健康課 ケンコウ カ		東 ヒガシ		0940-34-3352		0940-34-3335		1		fukutopia@city.fukutsu.lg.jp

				1434		福岡県		うきは市

				1435		福岡県		宮若市		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		塘 ツツミ		0949-55-6000		0949-52-1660		1		kenko@city.miyawaka.lg.jp

				1436		福岡県		嘉麻市

				1437		福岡県		朝倉市		健康課 ケンコウ カ		立花ひろみ タチバナ		0946-22-8571		0946-23-0732		1		kenkou@city.asakura.lg.jp

				1438		福岡県		みやま市 シ

				1439		福岡県		糸島市 イトジマ シ

				1440		福岡県		那珂川町		国保年金健康課 コクホ ネンキン ケンコウ カ		村上寿代 ムラカミ トシヨ		092-953-2211		092-954-0043		1		kenko@town.nakagawa.fukuoka.jp

				1441		福岡県		宇美町

				1442		福岡県		篠栗町

				1443		福岡県		志免町		健康課 ケンコウカイ カ		瀬田亮子 セダ リョウコ		092-935-1473		092-935-1529		1		kenkan@town.shime.lg.jp

				1444		福岡県		須恵町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		高村ももこ タカムラ		092-932-1493		092-933-6626		2		momoko424@town.sue.fukuoka.jp

				1445		福岡県		新宮町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		宮内香菜・立山綾菜 ミヤウチ カオリ ナ タテヤマ アヤ ナ		092-962-5151		092-962-5333		1		kenko@town.shingu.fukuoka.jp

				1446		福岡県		久山町

				1447		福岡県		粕屋町		住民福祉部健康づくり課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ カ		田中美智子 タナカ ミチコ		092-938-0258		092-938-2415		1		kenko21@town.kasuya.fukuoka.jp

				1450		福岡県		岡垣町		健康づくり課健康増進課 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カ		加藤 カトウ		093-282-1211		093-283-3027		1		kenko@town.okagaki.lg.jp

				1451		福岡県		遠賀町		健康こども課 ケンコウ カ		田邊 タナベ		093-293-1234		093-293-0806		1		kenkoukodomo@town.onga.lg.jp

				1452		福岡県		小竹町		健康増進課健康対策係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タイサク カカリ		木原　香 キハラ カオリ		09496-2-1864		09496-2-1867		1		kotakehoken@eagle.ocn.ne.jp

				1453		福岡県		鞍手町

				1454		福岡県		桂川町

				1455		福岡県		筑前町

				1456		福岡県		東峰村

				1457		福岡県		大刀洗町

				1458		福岡県		大木町		健康課健康づくり係 ケンコウカ ケンコウ カカリ		辻　真知子 ツジ マチコ		0944-32-1280		0944-32-1054		1		kenkofc@town.ooki.lg.jp

				1459		福岡県		広川町

				1460		福岡県		香春町		保険健康課健康づくり係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ カカリ		野添　華 ノゾエ ハナ		0947-32-8401		0947-32-4815		1		kenkou@town.kawara.lg.jp

				1461		福岡県		添田町		健康福祉環境課健康対策係 ケンコウ フクシ カンキョウ カ ケンコウ タイサク カカリ		鴨川 カモ カワ		0947-88-8111		0947-82-5222		1		kenkoutaisaku@town.soeda.fukuoka.jp

				1462		福岡県		糸田町

				1463		福岡県		川崎町		住民保険課 ジュウミン ホケンカ		國廣妙子 クニヒロ タエコ		0947-72-7083		同じ オナ		1		juuminhoken-hoken@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp

				1464		福岡県		大任町		住民課衛生係 ジュウミンカ エイセイ カカリ		小野原敦子 オ ノハラ アツコ		0947-63-3003内123 ナイ		0947-63-3813		1		eisei@town.oto.fukuoka.jp

				1465		福岡県		赤村		住民課 ジュウミンカ		吉田 ヨシダ		0947-62-3000		0947-62-3007		1		aka-j.kenzo@mb.fcom.ne.jp

				1466		福岡県		福智町

				1467		福岡県		苅田町		子育て・健康課健康づくり担当 コソダ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		横道佳奈 ヨコミチ カ ナ		093-436-5115		093-436-5110		1		panjipuraza@town.kanda.lg.jp

				1468		福岡県		みやこ町		健康づくり課 ケンコウ カ		源田千秋 ゲンダ チアキ		0930-32-2725		0930-32-2735		1		kenkou@town.miyako.lg.jp

				1469		福岡県		吉富町

				1470		福岡県		上毛町

				1471		福岡県		築上町

				1472		佐賀県		佐賀市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		山本ますみ ヤマモト		0852-40-7282		0952-30-0115		1		kenko@city.saga.lg.jp

				1473		佐賀県		唐津市		保健福祉部保健医療課 ホケン フクシ ブ ホケン イリョウ カ		中村千秋 ナカムラ チアキ		0955-75-5161		0955-75-5162		1		hoken@city.karatsu.lg.jp

				1474		佐賀県		鳥栖市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		佐藤優子 サトウ ユウコ		0942-85-3650		0942-85-3652		1		kenkou@city.tosu.lg.jp

				1475		佐賀県		多久市

				1476		佐賀県		伊万里市

				1477		佐賀県		武雄市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		野田美子 ノダ ヨシコ		0954-23-9131		*		1		kenkou@city.takeo.lg.jp

				1478		佐賀県		鹿島市		保険健康課予防係 ホケン ケンコウ カ ヨボウ カカリ		小野原紗織 オノハラ シャ		0954-63-3373		0954-63-2135		2		saori-onohara@city.saga-kashima.lg.jp

				1480		佐賀県		嬉野市		健康づくり課 ケンコウ カ		林紀代子 ハヤシ キヨコ		0954-66-9120		0954-66-9140		1		hoken@city.ureshino.lg.jp

				1481		佐賀県		神埼市

				1482		佐賀県		吉野ヶ里町		保健課健康づくり係 ホケンカ ケンコウ カカリ		江川貴子 エガワ タカコ		0952-51-1618		0952-52-8621		1		kenko@town.yoshinogari.lg.jp

				1483		佐賀県		基山町

				1484		佐賀県		上峰町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		太田加寿子 オオタ カズコ		0952-52-7413		0952-52-4935		1		kenkou@town.kamimine.lg.jp

				1486		佐賀県		玄海町

				1487		佐賀県		有田町

				1489		佐賀県		江北町

				1490		佐賀県		白石町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		川崎真由美 カワサキ マユミ		0952-84-7116		0952-84-6611		1		kenkou@town.shiroishi.lg.jp

				1492		長崎県		佐世保市

				1493		長崎県		島原市		保健センター ホケン		荒木久美子 アラキ クミコ		0957-64-7713		0957-64-7714		1		hocen@city.shimabara.lg.jp

				1494		長崎県		諫早市		健康福祉センター ケンコウ フクシ		浦川文子 ウラカワ フミコ		0957-27-0700		0957-27-0717		1		fukushi_cen@city.isahaya.nagasaki.jp

				1495		長崎県		大村市

				1496		長崎県		平戸市

				1498		長崎県		対馬市		保健部健康増進課 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		松永 マツナガ		0920-58-1116		0920-58-2755		1		ts-kenkou@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

				1500		長崎県		五島市		健康政策課 ケンコウ セイサク カ		二里温子 ニリ アツコ		0959-74-5831		0959-74-5832		2		niri-a@city.goto.lg.jp

				1502		長崎県		雲仙市		市民福祉部子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		原田恵利子 ハラダ エリコ		0957-36-2500		0957-36-8900		1		kodomoshien@city.unzen.lg.jp

				1503		長崎県		南島原市		福祉保健部こども未来課こども保健班 フクシ ホケン ブ ミライ カ ホケン ハン		大石里奈 オオイシ リナ		050-3381-5050		0957-82-0217		1		k-hoken@city.minamishimabara.lg.jp

				1504		長崎県		長与町

				1505		長崎県		時津町

				1506		長崎県		東彼杵町		健康ほけん課　健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカ		石橋千春 イシバシ チハル		0957-46-1111		0957-46-0884		1		kenko@town.higashisonogi.lg.jp

				1507		長崎県		川棚町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂口友香里 サカグチ ユカリ		0956-82-5412		0956-82-3134		1		kenkou@town.kawatana.lg.jp

				1508		長崎県		波佐見町		健康推進課 ケンコウ カ		古峯伊久美 フルミネ イクミ		0956-85-2483		0956-85-2337		1		kenkou@town.hasami.lg.jp

				1510		長崎県		佐々町		保険環境課健康相談センター ホケン カンキョウ カ ケンコウ ソウダン		松尾直美 マツオ ナオミ		0956-63-5800		0956-41-1051		1		kenkou@saza.nagasaki.jp

				1511		長崎県		新上五島町

				1512		熊本県		八代市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		西村泉 ニシムラ イズミ		0965-32-7200		0965-32-7622		1		kenko@city.yatsushiro.lg.jp

				1513		熊本県		人吉市		人吉市保健ｾﾝﾀｰ ヒト ヨシ シ ホケン		大柿伸子 オオ カキ ノブコ		0966-24-8420		0966-24-8546		1		hokencenter@city.hitoyoshi.lg.jp

				1514		熊本県		荒尾市		健康福祉部健康福祉課保健係（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ フクシカ ホケン カカリ ホケン		井上みどり イノウエ		0968-63-1133		0968-64-1350		1		hokenc@city.arao.lg.jp

				1515		熊本県		水俣市		健康高齢課健康推進係 ケンコウ コウレイ カ ケンコウ スイシン カカリ		山田三保 ヤマダ ミホ		0966-62-3028		0966-62-3670		2		yamada-mi@city.minamata.lg.jp

				1516		熊本県		玉名市

				1517		熊本県		山鹿市

				1518		熊本県		菊池市

				1519		熊本県		宇土市

				1520		熊本県		上天草市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中山佳子 ナカヤマ ヨシコ		0969-28-3376		0969-56-3307		2		nakayama-kei@city.kamiamakusa.lg.jp

				1521		熊本県		宇城市

				1522		熊本県		阿蘇市

				1524		熊本県		合志市		健康づくり課推進課健康推進班 ケンコウ カ スイシン カ ケンコウ スイシン ハン		太田真由美 オオタ マユミ		096-242-1183		096-348-5271		1		kenkou@city.koshi.lg.jp

				1525		熊本県		美里町

				1526		熊本県		玉東町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松永智恵美 マツナガ チエミ		0968-85-6557		0968-85-6554		2		matunaga-t@town.gyokuto.lg.jp

				1527		熊本県		南関町

				1528		熊本県		長洲町		福祉保健介護課 フクシ ホケン カイゴ カ		東美希 ヒガシ ミキ		0968-78-7171		0968-65-7510		1		hoken@town.nagasu.lg.jp

				1529		熊本県		和水町

				1530		熊本県		大津町		健康保険課 ケンコウ ホケンカ		赤星 アカホシ		096-294-1075				1		kenkou@town.ozu.kumamoto.jp

				1531		熊本県		菊陽町		健康・保険課 ケンコウ ホケン カ		渡邉紀美代 ワタナベ キミヨ		096-232-4912		096-232-6676		2		watanabe-ki@town.kikuyo.lg.jp

				1532		熊本県		南小国町

				1533		熊本県		小国町

				1534		熊本県		産山村

				1535		熊本県		高森町

				1536		熊本県		西原村		住民課 ジュウミンカ		山下 ヤマシタ		096-279-4397		096-279-3438		*		*

				1537		熊本県		南阿蘇村

				1538		熊本県		御船町

				1539		熊本県		嘉島町		町民課 チョウミン カ		城下尚子 シロシタ ナオコ		096-237-2574		096-237-2359		1		cyomin@town.kashima.kumamoto.jp

				1540		熊本県		益城町

				1541		熊本県		甲佐町

				1542		熊本県		山都町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		佐藤美穂 サトウ ミホ		0967-72-1295		0967-72-1066		1		kenko@toen.kumamoto-yamato.lg.jp

				1543		熊本県		氷川町

				1544		熊本県		芦北町

				1545		熊本県		津奈木町		住民課福祉班 ジュウミンカ フクシ ハン		荒川暁美 アラカワ アケミ		0966-78-3113		0966-78-3009		2		arakawaa@town.tsunagi.lg.jp

				1546		熊本県		錦町

				1547		熊本県		多良木町

				1548		熊本県		湯前町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		横矢和美 ヨコ ヤ カズミ		0966-43-4112		0966-43-4134		1		hokenhukushi@town.yunomae.lg.jp

				1549		熊本県		水上村

				1550		熊本県		相良村

				1551		熊本県		五木村

				1552		熊本県		山江村

				1553		熊本県		球磨村

				1554		熊本県		あさぎり町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		和泉厚子 イズミ アツコ		0966-45-7216		0966-49-9535		2		a-izumi@town.asagiri.lg.jp

				1555		熊本県		苓北町		福祉保健課健康増進室 フクシ ホケンカ ケンコウ ゾウシン シツ		荒木真喜子 アラキ マキコ		0969－35－1111		0969－25－3022		*		*

				1556		大分県		別府市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		末房日出子 スエフサ ヒデコ		0977-21-1117		0977-22-2550		1		hpd-hw@city.beppu.oita.jp

				1558		大分県		日田市		福祉保健部健康保険課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ホケン カ		武内 タケウチ		0973-24-3000		0973024-0321		1		kenkosien@city.hita.oita.jp

				1559		大分県		佐伯市		健康増進課保健係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン カカリ		千秋睦美 チアキ ムツミ		0972-23-4500		0972-23-6831		2		mc0818@city.saiki.lg.jp

				1560		大分県		臼杵市		福祉保健部保険健康課 フクシ ホケン ブ ホケン ケンコウ カ		櫻木和代 サクラギ カズヨ		0972-63-1111		0972-64-0964		2		k-sakuragi@city.usuki.oita.jp

				1561		大分県		津久見市

				1565		大分県		宇佐市

				1566		大分県		豊後大野市

				1568		大分県		国東市

				1569		大分県		姫島村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小島亜矢 コジマ アヤ		0978－87－2177		0978－73－7000		1		hime-suishinka@himeshima.jp

				1571		大分県		九重町		保健福祉センター ホケン フクシ		長野友香 ナガノ トモ		0973-76-3838		0973-76-3836		1		hoken@kokonoe.lg.jp

				1572		大分県		玖珠町

				1573		宮崎県		都城市

				1574		宮崎県		延岡市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小野 オノ		0982-22-7014		0982-22-1347		1		kenkou@city.nobeoka.miyazaki.jp

				1575		宮崎県		日南市		こども課 カ		山下絹代 ヤマシタ キヌヨ		0987-31-1131		0987-31-0373		2		ky-yamashita_ni@city-nichinan.jp

				1576		宮崎県		小林市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下久美子 ヤマシタ クミコ		0984-23-0323		0984-23-0325		1		k_yobou@city.kobayashi.lg.jp

				1577		宮崎県		日向市		健康福祉部こども課 ケンコウ フクシ ブ カ		羽田野房子 ハタノ フサコ		0982-52-2111		0982-56-1423		1		kodomo@hyugacity.jp

				1578		宮崎県		串間市		串間市福祉事務所こども対策室子育て支援係 クシマシ フクシ ジム ショ タイサク シツ コソダ シエン カカリ		中田千佳 ナカタ チカ		0987-72-0333（内508） ナイ		0987-72-0310		1		kosodate@city.kushima.lg.jp

				1580		宮崎県		えびの市		健康保険課市民健康係 ケンコウ ホケン カ シミン ケンコウ カカリ		山之口市子 ヤマノグチ イチコ		0984-35-1111		0984-35-0653		2		ic-yamanokuchi@city.ebino.lg.jp

				1582		宮崎県		高原町		総合保健福祉センター ほほえみ館 ソウゴウ ホケン フクシ カン		釜 真由美 カマ マユミ		0984-42-4820		0984-42-4974		1		hohoemi@town.takahara.lg.jp

				1583		宮崎県		国富町

				1585		宮崎県		高鍋町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		日高真理子 ヒダカ マリコ		0983-23-2323		0983-23-2344		*		*

				1586		宮崎県		新富町

				1587		宮崎県		西米良村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤澤美貴 フジ サワ ミキ		0983-36-1114		0983-36-1540		2		m-fujisawa@vill.nishimera.lg.jp

				1589		宮崎県		川南町

				1590		宮崎県		都農町		健康管理センター ケンコウ カンリ		岡本 オカモト		0983-25-1008		0983-25-1139		1		kenkan@town.Tsuno.miyazaki.jp

				1591		宮崎県		門川町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		牧野直子 マキノ ナオコ		0982-63-1140		0982-68-1010		2		makino-naoko@town.kadogawa.lg.jp

				1592		宮崎県		諸塚村

				1593		宮崎県		椎葉村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		尾前裕香 オ マエ ユウ		0982-68-7510		0982-68-7511		*		*

				1594		宮崎県		美郷町

				1595		宮崎県		高千穂町		保健福祉総合ｾﾝﾀｰ保健予防係 ホケン フクシ ソウゴウ ホケン ヨボウ カカリ		飯干ちひろ イイ ホ		0982-73-1717		0982-73-1707		1		hokenyobou@town-takachiho.jp

				1596		宮崎県		日之影町		保健センター ホケンセン		伊山真由美 イトウ ヤマ マユミ		0982-73-7521		0982-73-7543		1		kenko@town.hinokage.lg.jp

				1597		宮崎県		五ヶ瀬町

				1598		鹿児島県		鹿屋市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		木元陽子 キ モト ヨウコ		0994-41-2110		0994-41-2117		1		kenkou@e-kanoya.net

				1600		鹿児島県		阿久根市

				1601		鹿児島県		出水市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		立花 タチバナ		0996-63-2143		0996-62-2819		1		kenkou_c10@city.izumi.kagoshima.jp

				1602		鹿児島県		指宿市		健康増進課　健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカ		揚野真由美 ア ノ マユミ		0993-22-2111		0993-27-1200		1		shimin-kenko@city.ibusuki.lg.jp

				1603		鹿児島県		西之表市

				1604		鹿児島県		垂水市

				1606		鹿児島県		日置市		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		石澤友理 イシザワ トモ リ		099-248-9421		099-273-3063		1		kenkou@city.hioki.lg.jp

				1607		鹿児島県		曽於市		保健課 ホケンカ		畠田 ハタケダ		0986-76-8806		0986-28-8140		1		s-hoken@city.soo.lg.jp

				1608		鹿児島県		霧島市		保健福祉部すこやか保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		中村真理子 ナカムラ マリコ		0995-42-1178		0995-43-0486		1		kiri-sukoyaka@po.mct.ne.jp

				1609		鹿児島県		いちき串木野市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		留盛優子 トド モリ ユウコ		0996-33-3450		0996-33-3452		1		kenko1@city.ichikikushikino.lg.jp

				1610		鹿児島県		南さつま市		保健課 ホケン カ		宮田 ミヤタ		0993-53-2111		*		1		Kenko1@city.minamisatsuma.lg.jp

				1611		鹿児島県		志布志市

				1612		鹿児島県		奄美市

				1613		鹿児島県		南九州市

				1614		鹿児島県		伊佐市 イサ

				1615		鹿児島県		姶良市

				1616		鹿児島県		三島村

				1617		鹿児島県		十島村		住民課 ジュウミン カ		肥後あかね ヒゴ		099-222-2101		099-223-6720		*		*

				1618		鹿児島県		さつま町		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		瀬戸山 セトヤマ		0996-53-1111		0996-52-3514		1		kenko-kenko@satsuma-net.jp

				1619		鹿児島県		長島町

				1620		鹿児島県		湧水町		保健衛生課粟野保健センター ホケン エイセイ カ アワノ ホケン		赤塚千沙 アカツカ チサ		0995-74-3120		0995-74-3212		1		kurinohc@town.yusui.kagoshima.jp

				1621		鹿児島県		大崎町		保健福祉係 ホケン フクシ カカリ		山崎瑞恵 ヤマザキ ミズエ		099-476-1111		099-476-3979		1		hokensido@town.kagoshima-osaki.lg.jp

				1622		鹿児島県		東串良町		福祉課 フクシカ		小林 コバヤシ		0944-63-3131		0944-63-3138		1		eisei@higashikushira.com

				1623		鹿児島県		錦江町		保健福祉課保険衛生ﾁｰﾑ ホケン フクシカ ホケン エイセイ		金川美穂 カナガワ ミホ		0994-22-3044		0994-28-3367		*		*

				1624		鹿児島県		南大隅町		町民保健課 チョウミン ホケンカ		松山陽子 マツヤマ ヨウコ		0994-24-3388		0994-24-3119		1		hokenc@town.minamiosumi.lg.jp

				1625		鹿児島県		肝付町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松井千穂 マツイ チホ		0944-65-2564		0944-65-251７		1		zoushin@town.kimotsuki.lg.jp

				1626		鹿児島県		中種子町

				1627		鹿児島県		南種子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		丸塚直子 マル ツカ ナオコ		0997-26-1111		0997-26-0708		1		eisei1@town.minamitane.lg.jp

				1628		鹿児島県		屋久島町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松浦仁美 マツウラ ヒトミ		0997-43-5900		0997-43-3008		1		kenkou@yakushima-town.jp

				1629		鹿児島県		大和村

				1630		鹿児島県		宇検村

				1631		鹿児島県		瀬戸内町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		林智子 ハヤシ トモコ		0997-72-1122		0997-72-1120		1		yobou@town.setouchi.lg.jp

				1632		鹿児島県		龍郷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		里園育乃 サト ソノ イク ダイ		0997-62-3111		0997-62-2535		*		*

				1633		鹿児島県		喜界町

				1635		鹿児島県		天城町		保健福祉センター ホケン フクシ		加納 カノウ		0997-85-4100		0997-85-4100		2		hosenta05@yui-amagi.com

				1636		鹿児島県		伊仙町

				1637		鹿児島県		和泊町		保健センター ホケン		大勝真由美 オオカツ マユミ		0997-84-3526		0997-84-4040		2		m.oogati@town.wadomari.lg.jp

				1638		鹿児島県		知名町		保健福祉課保健ｾﾝﾀｰ ホケン フクシカ ホケン		元栄・山崎 モト エイ ヤマザキ		0997-93-2075		0997-81-5030		1		hokenct2@town.china.lg.jp

				1639		鹿児島県		与論町		保健センター ホケン		叶　良子 カノウ リョウ コ		0997-97-5105		0997-97-5110		1		hokenc@yoron.jp

				1640		沖縄県		那覇市		市役所　健康部　那覇市保健所　地域保健課 シヤクショ ケンコウブ ナハシ ホケンジョ チイキ ホケン カ		*		098-853-7962		098-853-7965		1		K-TIIKI001@neo.city.naha.okinawa.jp

				1641		沖縄県		宜野湾市		健康推進部健康推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		国頭陽子 クニ カシラ ヨウコ		098-898-5583		098-898-5585		1		Fukusi04@city.ginowan.okinawa.jp

				1642		沖縄県		石垣市		市民保健部健康福祉センター シミン ホケン ブ ケンコウ フクシ		宮里久美子、東迎和美 ミヤサト クミコ ヒガシ ムカエ カズミ		0980-88-0088		0980-88-0087		2		m-kumiko@city.ishigaki.okinawa.jp

				1644		沖縄県		名護市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		大山真由美 オオヤマ マユミ		0980-53-1212		0980-53-7570		2		mayumi-o@city.nago.okinawa.jp

				1645		沖縄県		糸満市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0		098-840-8126		098-840-8154		*		*

				1647		沖縄県		豊見城市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		金城和歌子 キンジョウ ワカコ		098-850-0162		098-850-5343		1		kenko@city.tomigusuku.okinawa.jp

				1648		沖縄県		うるま市		市民部健康支援課 シミン ブ ケンコウ シエン カ		外間美代子 ソト マ ミヨコ		098-973-3209		098-974-4040		1		simin-kenkouka@city.uruma.lg.jp

				1649		沖縄県		宮古島市		生活環境部健康増進課平良保健センター セイカツ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ タイ リョウ ホケン		宮城由香 ミヤギ ユカ		0980-73-4572		0980-73-4992		2		yuka.m@city.miyakojm.lg.jp

				1650		沖縄県		南城市		市民部　健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		金城 キンジョウ		098-946-8987		098-946-8997		1		kenkou@city.nanjo.okinawa.jp

				1651		沖縄県		国頭村

				1652		沖縄県		大宜味村		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		宮城伸子 ミヤギ ノブコ		0980-44-3003		0980-1943-6046		2		nobuko@vill.ogimi.okinawa.jp

				1653		沖縄県		東村

				1654		沖縄県		今帰仁村		福祉保健課（保健センター） フクシ ホケンカ ホケン		与那嶺・橋本 ヨナミネ ハシモト		0980-56-1234		0980-51-5833		1		kenkouboshi@nakijin.jp

				1656		沖縄県		恩納村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		長濱智央 ナガハマ サトシ オウ		098-966-1207		098-966-1266		2		n-chihiro@vill.onna.okinawa.jp

				1657		沖縄県		宜野座村

				1658		沖縄県		金武町

				1659		沖縄県		伊江村		医療保健課 イリョウ ホケンカ		屋宣月美 ヤ セン ツキ ビ		098-049-2234		098-049-5851		2		tsuki-ya@iejima.org

				1660		沖縄県		読谷村

				1661		沖縄県		嘉手納町		子ども家庭課母子保健係 コ カテイ カ ボシ ホケン ガカリ		新崎奈津紀 アラサキ ナ ツ キ		098-956-1111		098-956-9508		1		kodomo@town.kadena.okinawa.jp

				1662		沖縄県		北谷町		子ども家庭課 コ カテイ カ		岡田真琴 オカダ マコト		098-982-7709		098-982-7715		2		tokuno.makoto@chatan.jp

				1663		沖縄県		北中城村

				1664		沖縄県		中城村		健康保険課増進係母子担当 ケンコウ ホケン カ ゾウシン カカリ ボシ タントウ		加藤のぞみ（現産休代替：呉屋真弥） カトウ ゲン サンキュウ ダイタイ ゴ ヤ マ ヤ		098-896-2131(内264) ナイ		098-896-3048		2		nozomi-i@vill.nakagusuku.lg.jp

				1665		沖縄県		西原町		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野辺沙耶子 ノベ サヤ コ		098-945-4791		098-944-6551		1		kenkou-suishin@town.nishihara.okinawa.jp

				1666		沖縄県		与那原町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		金城さやか カネシロ		098-945-6633		098-946-4597		2		kinjo-s@town.yonabaru.okinawa.jp

				1667		沖縄県		南風原町		民生部健康福祉課健康づくり班 ミンセイ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ハン		真謝雅代 マ シャ マサヨ		098-889-7381		098-882-6556		*		*

				1668		沖縄県		渡嘉敷村

				1669		沖縄県		座間味村		総務福祉課 ソウム フクシカ		渡真利綿子 ワタ マ リ メン コ		098-896-4045		098-987-2004		2		t-cotton67@vill.zamami.okinawa.jp

				1670		沖縄県		粟国村		民生課 ミンセイ カ		木村絵美 キムラ エミ		098-988-2017		098-988-2206		2		kimura@vill.aguni.okinawa.jp

				1671		沖縄県		渡名喜村

				1672		沖縄県		南大東村

				1673		沖縄県		北大東村		福祉衛生課 フクシ エイセイ カ		田港利恵 タ ミナト リエ		09802-3-4567		09802-3-4000		2		rie.t@vill.kitadaito.okinawa.jp

				1674		沖縄県		伊平屋村

				1675		沖縄県		伊是名村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		西　美津子 ニシ ミツ コ		098-045-2137		098-045-2700		2		nishi-m@vill.izena.okinawa.lg.jp

				1676		沖縄県		久米島町		福祉課 フクシカ		崎村 サキムラ		098-985-7124		098-985-7120		2		ry-sakimura@town.kumejima.okinawa.jp

				1677		沖縄県		八重瀬町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		喜友里千秋 ヨロコ トモ サト チアキ		098-998-1149		098-998-1144		1		kenkouhoken@town.yaese.lg.jp

				1678		沖縄県		多良間村

				1679		沖縄県		竹富町		健康づくり課 ケンコウ カ		新　順治 アタラシ ジュンジ		0980-82-6191		0980-82-4333		1		kenkoudukuri@town.taketomi.okinawa.jp

				1680		沖縄県		与那国町		長寿福祉課 チョウジュ フクシカ		尾辻史華 オ ツジ フミ ハナ		0980-87-3575		0980-87-2079		2		oshimafu@town.yonaguni.okinawa.jp

				1681		中核市 チュウカクシ		旭川市 アサヒカワシ		子育て支援部子育て相談課母子保健係 コソダ シエンブ コソダ ソウダン カ ボシホケン カカリ		田上智子 タガミ トモコ		0166-26-1111（内2967） ナイ		0166-25-2234		1		kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp

				1682		中核市 チュウカクシ		函館市 ハコダテシ		子ども未来部母子保健課 コ ミライ ブ ボシホケン カ		北山 キタヤマ		0138-32-1533		0138-32-1506		1		hc-zoushin-boshi@city.hakodate.hokkaido.jp

				1684		中核市 チュウカクシ		盛岡市		健康推進課母子保健担当 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン タントウ		藤田三恵 フジタ サン メグミ		019-603-8304		019-654-5438		1		kenkosuisin@city.morioka.iwate.jp

				1688		中核市 チュウカクシ		宇都宮市		子ども部子ども家庭課すこやか親子ｸﾞﾙｰﾌﾟ コ ブ コ カテイ カ オヤコ		吉井・小豆畑 ヨシイ アズキ ハタ		028-632-2388		*		1		u33001000@city.utsunomiya.tochigi.jp

				1689		中核市 チュウカクシ		前橋市

				1691		中核市 チュウカクシ		川越市		保健所健康づくり支援課 ホケンジョ ケンコ シエン カ		紺谷（こんたに） コンタチ タニ		049-229-4125		049-225-1291		*		*

				1692		中核市 チュウカクシ		船橋市 フナバシシ		健康部 健康増進課→H27.10〜船橋市保健所地域保健課 ケンコウブ フナバｋシ ハシ シ ホケンジョ チイキ ホケン カ		永里千鶴子 ナガ サト チヅコ		047-436-2382 → 047-409-3274		047-436-2416 → 047-409-2914		1		kenkozoshin@city.funabashi.lg.jp

				1696		中核市 チュウカクシ		金沢市 カナザワシ		保険局健康政策課 ホケンキョク ケンコウセイサク カ		池守 イケモリ		076-220-2233		076-220-2231		1		kenkou@city.kanazawa.lg.jp

				1697		中核市 チュウカクシ		長野市		長野市保健所健康課母子保健担当 ナガノシ ホケンジョ ボシ ホケン タントウ		戸谷陽子 トヤ ヨウコ		026-226-9960		026-226-9982		1		h-kenkou@city.nagano.lg.jp

				1698		中核市 チュウカクシ		岐阜市

				1699		中核市 チュウカクシ		豊田市		豊田市役所子ども部こども家庭課 トヨタ シヤクショ コ ブ カテイ カ		國長稚佳子 クニ ナガ チカコ		0565-34-6636		0565-32-2098		1		kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

				1700		中核市 チュウカクシ		豊橋市 トヨハシ シ		豊橋市保健所こども保健課 トヨハシシ ホケンジョ ホケン カ		加藤寿子 カトウ トシコ		0532-39-9153		0532-38-0770		1		kodomohoken@city.toyohashi.lg.jp

				1702		中核市 チュウカクシ		大津市

				1703		中核市 チュウカクシ		高槻市		子ども未来部　子ども保健課 コ ミライ ブ コ ホケン カ		西山智子 ニシヤマ トモコ		072-661-1108		072-661-2021		1		khoken@city.takatsuki.osaka.jp

				1704		中核市 チュウカクシ		東大阪市

				1707		中核市 チュウカクシ		西宮市		保健所 地域保健課 ホケンジョ チイキ ホケン カ		齋藤 サイトウ		0798-35-3310		0798-26-0616		1		hokenservice@nishi.or.jp

				1708		中核市 チュウカクシ		尼崎市

				1710		中核市 チュウカクシ		和歌山市		地域保健課 チイキ ホケン カ		東　仁美 ヒガシ ヒトミ		073-488-5120		073-431-9980		1		chiikihoken@city.wakayama.lg.jp

				1711		中核市 チュウカクシ		倉敷市		倉敷市保健所健康づくり課 クラシキシ ホケンジョ ケンコウ カ		小野、藤原 オノ フジワラ		086-434-9820		086-434-9805		1		hlthlt@city.kurashiki.okayama.jp

				1712		中核市 チュウカクシ		福山市 フクヤマシ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		石川清美 イシカワ キヨミ		084-928-3421		084-928-1143		1		kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

				1713		中核市 チュウカクシ		下関市

				1714		中核市 チュウカクシ		高松市		保健センター母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		*		087-839-2363		087-839-2363		1		hokencen@city.takamatsu.lg.jp

				1715		中核市 チュウカクシ		松山市		松山市保健所健康づくり推進課 マツヤマシ ホケン ジョ ケンコウ スイシン カ		守永恵 モリナガ メグミ		089-911-1813		089-925-0230		1		kenkou@city.matsuyama.ehime.jp

				1716		中核市 チュウカクシ		高知市		こども未来部 母子保健課 ミライブ ボシ ホケン カ		田部佳枝 タベ ヨシエ		088-855-7795		088-855-7796		1		kc-280400@city.kochi.lg.jp

				1717		中核市 チュウカクシ		久留米市		健康福祉部保健所保健推進課 ケンコウ フクシ ブ ホケンジョ ホケン スイシン カ		深村 フカ ムラ		0942-30-9731		0942-30-9833		1		ho-kenko@city.kurume.fukuoka.jp

				1720		中核市 チュウカクシ		宮崎市		健康支援課 ケンコウ シエン カ		戸敷 ト シ		0985-29-5286		0985-29-5208		1		10zoushin@city.miyazaki.miyazaki.jp

				1721		中核市 チュウカクシ		鹿児島市		健康福祉局子育て支援部母子保健課 ケンコウ フクシ キョク コソダ シエン ブ ボシ ホケン カ		下原智史 シモ ハラ サトシ フミ		099-216-1485		099-216-1284		1		boshihoken@city.kagoshima.lg.jp

				1722		政令市 セイレイシ		札幌市		保健福祉局保健所健康企画課 ホケン フクシ キョク ホケンジョ ケンコウ キカク カ		大平 オオヒラ		011-622-5151		011-622-7221		1		boshihoken@city.sapporo.jp

				1723		政令市 セイレイシ		仙台市		子供未来局子供育成部子育て支援課 コドモ ミライ キョク コドモ イクセイ ブ コソダ シエン カ		伊藤 イトウ		022-214-8189		022-214-8610		1		kod006160@city.sendai.jp

				1724		政令市 セイレイシ		さいたま市		保健福祉局保健部健康増進課 ホケン フクシ キョク ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		白鳥孝太郎 シラトリ コウタロウ		047-829-1294		047-829-1967		1		kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp

				1725		政令市 セイレイシ		千葉市		健康福祉局健康部健康支援課母子保健班 ケンコウ フクシキョク ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン ハン		金田美恵 カナダ ミエ		043-238-9925		043-238-9946		1		shien.boshi@city.chiba.lg.jp

				1726		政令市 セイレイシ		横浜市

				1727		政令市 セイレイシ		川崎市

				1728		政令市 セイレイシ		相模原市		保健所健康企画課 ホケンジョ ケンコウ キカク カ		森尚美 モリ ナオミ		042-769-8345		042-750-3066		1		kenkoukikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

				1729		政令市 セイレイシ		新潟市		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ カ		中嶋由紀子 ナカジマ ユキコ		025-212-8157		025-246-5671		1		kenkozoshin@city.niigata.lg.jp

				1732		政令市 セイレイシ		名古屋市

				1733		政令市 セイレイシ		京都市 キョゥトシ

				1734		政令市 セイレイシ		大阪市		こども青少年局子育て支援部管理課（母子保健） セイショウネン キョク コソダ シエン ブ カンリカ ボシ ホケン		松井志保 マツイ シホ		06-6208-9966		06-6202-6963		1		fb0007@city.osaka.lg.jp

				1735		政令市 セイレイシ		堺市		子ども育成課 コ イクセイ カ		中井、岩崎 ナカイ イワサキ		072-228-7612		072-228-8341		*		*

				1737		政令市 セイレイシ		岡山市		保健管理課 ホケン カンリカ		川上 カワカミ		086-803-1251		*		1		toshihiko_kawakami@city.okayama.jp

				1738		政令市 セイレイシ		広島市		こども未来局こども・家庭支援課 ミライ キョク カテイ シエン カ		田口、丸本 タグチ マルモト		082-504-2623		082-504-2727		1		ko-shien@city.hiroshima.lg.jp

				1739		政令市 セイレイシ		北九州市

				1740		政令市 セイレイシ		福岡市		こども未来局こども部こども発達支援課 ミライ キョク ブ ハッタツ シエン カ		西尾真由子 ニシオ マユコ		092-711-4178		092-733-5534		1		hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp

				1741		政令市 セイレイシ		熊本市 クマモトシ		子ども支援課 コ シエン カ		木庭礼子 キ ニワ レイコ		096-328-2158		096-351-2183		1		kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp

						北海道		赤平 アカヒラ		介護健康推進課健康づくり推進係 カイゴ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン カカリ		藤井充子 フジイ ミツコ		0125-32-5665		0125-34-4188		1		kenko@city.akabira.hokkaido.jp
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甲賀市も修正

																																																																																																												907		290		136		100		0		260		0		765		140		0		852		768		711		1088		901		22		31		0		1131		19		10		9		0		610		510		49		0		452		484		522		341		525		100		0		491		0		604		68		0		0		8		4		8		257		369		149		41		42		14		59		148		0		49		379		396		340		35		0		721		0		338		102		0		307		0		756		102		0		786		0		321		59		0		52		0		10		0		44		0		11		0		1003		68		0		313		0		732		123		1		410		0		18		584		154		0		235		0		334		51		434		29		0		454		0		178		0		14		0		465		227

																																																																																																												260		879		1032		1067		0		906		0		404		1029		0		320		403		460		83		270		1150		1141		0		38		1150		1158		1159		0		559		659		1119		0		700		668		630		811		626		1051		0		673		1		560		1096		0		1135		1126		1131		1127		877		762		984		1092		1091		1121		1076		986		0		1086		784		767		823		1127		0		443		0		826		1061		0		861		0		412		1066		0		381		0		846		1106		0		1107		0		1149		0		1115		0		1148		0		156		1091		0		856		1		436		1045		0		755		1		1148		581		1012		0		877		1		777		1061		678		1082		0		714		0		986		0		1148		0		696		933				Q2		Q5		Q8		Q10		Q14		Q16

		回答番号 カイトウ バンゴウ		No		都道府県名 トドウフケン メイ		市区町村名 シク チョウソン メイ		担当部署 タントウ ブショ		担当者名 タントウ シャ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		Fax		Email		部署Mail ブショ		修正 シュウセイ

Sasaki Kemal: 0：不要、1：実施
*：無記入、1件避難中		送信 ソウシン

Sasaki Kemal: 1：Gmail可、2：Gmailは不可
9：送信不能（二次対象外）、*：無記入、1件避難中		黒田先生 クロダセンセイ

Sasaki Kemal: 1：送信エラー		3～5M_集団 シュウダン		3～5M_個別 コベツ		3～5M_始期（M） シキ		3～5M_終期（M） シュウキ		3～5M_対象人員 タイショウ ジンイン		3～5M_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		1.6Y_集団 シュウダン		1.6Y_個別 コベツ		1.6Y_始期（Y） シキ		1.6Y_始期（M）		1.6Y_終期（Y） シュウキ		1.6Y_終期（M）		1.6Y_対象人員 タイショウ ジンイン		1.6Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		1.6Y_集団歯科 シュウダン シカ		1.6Y_個別歯科 コベツ シカ		1.6Y_始期（Y） シキ		1.6Y_始期（M）		1.6Y_終期（Y） シュウキ		1.6Y_終期（M）		1.6Y_対象人員 タイショウ ジンイン		1.6Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		3Y_集団 シュウダン		3Y_個別 コベツ		3Y_始期（Y） シキ		3Y_始期（M）		3Y_終期（Y） シュウキ		3Y_終期（M）		3Y_対象人員 タイショウ ジンイン		3Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		3Y_集団歯科 シュウダン シカ		3Y_個別歯科 コベツ シカ		3Y_始期（Y） シキ		3Y_始期（M）		3Y_終期（Y） シュウキ		3Y_終期（M）		3Y_対象人員 タイショウ ジンイン		3Y_受診実人員 ジュシン ジツ ジン イン		問1_1 ト		問1_2 ト		問2_1 ト		問2_2 トイ		問2_3 ト		問2_4 ト		問2_4_記載 キサイ		問3_1 ト		問3_1_記載 ト キサイ		問3_2 ト		問3_3 ト		問3_3_記載 ト キサイ		問4_1 トイ		問4_2 ト		問4_3 トイ		問4_4 ト		問4_5 ト		問4_6 ト		問4_7 トイ		問4_7_記載 トイ キサイ		問5_1 ト		問5_2 ト		問5_3 ト		問5_4 ト		問5_4_記載 ト キサイ		問6_1 ト		問6_2 ト		問6_3 ト		問6_3_記載 トイ キサイ		問7_1 ト		問7_2 ト		問7_3 ト		問7_4 ト		問7_5 ト		問7_6 ト		問7_6_記載 ト キサイ		問8_1 ト		問8_1_記載 ト キサイ		問8_2 ト		問8_3 ト		問8_3_記載 ト キサイ		問9_1 ト		問9_2 ト		問9_3 ト		問9_4 ト		問9_5 ト		問9_6 ト		問9_7 ト		問9_8 ト		問9_9 ト		問9_10 ト		問9_11 ト		問9_12 ト		問9_12_記載 ト キサイ		問9_13 ト		問10_1 ト		問10_2 ト		問10_3 ト		問10_4 ト		問10_4_記載 ト キサイ		問11_1 ト		問11_1_記載 ト キサイ		問11_2 ト		問11_3 ト		問11_3_記載 ト キサイ		問12_1 ト		問12_1_記載 ト キサイ		問12_2 ト		問12_3 ト		問12_3_記載 ト キサイ		問13_1 ト		問13_1_記載 ト キサイ		問13_2 ト		問13_3 ト		問13_3_記載 ト キサイ		問14_1 ト		問14_1_記載 ト キサイ		問14_2 ト		問14_2_記載 トイ キサイ		問14_3 ト		問14_3_記載 ト キサイ		問14_4 トイ		問14_4_記載 ト キサイ		問14_5 ト		問14_6 ト		問14_6_記載 ト キサイ		問15_1 ト		問15_1_記載 ト キサイ		問15_2 ト		問15_3 ト		問15_3_記載 ト キサイ		問16_1 ト		問16_1_記載 ト キサイ		問16_2 ト		問16_3 ト		問16_4 ト		問16_4記載 ト キサイ		問17_1 ト		問17_1_記載 ト キサイ		問17_2 ト		問17_3 ト		問17_4 ト		問17_5 ト		問17_5_記載 ト キサイ		問18_1 ト		問18_1_記載 ト キサイ		問18_2 ト		問18_2_記載 ト キサイ		問18_3 ト		問18_3_記載 キサイ		問18_4 ト		問18_5 ト		問18_5_記載 ト キサイ		市川 イチカワ		草野 クサノ		歯科 シカ		栄養 エイヨウ		溝呂木 ミゾ ロ キ		黒田 クロダ

		1		689		神奈川県		寒川町		健康子ども部健康スポーツ課 ケンコウ コ ブ ケンコウ カ		坂蒔恵利子 サカ マ エ リ コ		0467-74-1111		0467-74-5613		1		kenkou@town.samukawa.kanagawa.jp		0		1				0		1		3		5		395		395		1		0		1		6		1		11		388		376		1		0		1		6		1		11		388		376		1		0		3		6		3		11		409		383		1		0		3		6		3		11		409		382		409		40		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当部署への報告と相談 ギャクタイ タントウ ブショ ホウコク ソウダン		1		指導の評価指標として3歳児のう蝕り患率の減少と指導内容や指導時期について評価し、次年度事業へ反映させている シドウ ヒョウカ シヒョウ サイジ ショク カン リツ ゲンショウ シドウ ナイヨウ シドウ ジキ ヒョウカ ジネンド ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		0				1		父母教室、祖父母教室、学生実習にてDVD穣映、ファミリーサポート会員に説明 フボ キョウシツ ソフボ キョウシツ ガクセイ ジッシュウ ジョウ エイ カイイン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		定期的に心理相談実施と療育機関か保健所、教育相談室と連携してフォローしている テイキテキ シンリ ソウダン ジッシ リョウイク キカン ホケンジョ キョウイク ソウダンシツ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診に必要な研修会があれば非常勤従事者にも案内している ケン ヒツヨウ ケンシュウカイ ヒジョウキン ジュウジシャ アンナイ		1				1		1				1

		2		686		神奈川県		南足柄市		福祉健康部健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		田代明美 タシロ アケミ		0465-74-2517		0465-74-1834		1		kenkou@city.minamiashigara.kanagawa.jp		0		1				*		*		3		5		317		317		*		*		1		6		1		11		317		301		*		*		1		6		1		11		317		301		*		*		3		0		3		11		349		346		*		*		3		0		3		11		349		346		285		13		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				0		1		保護者から質問が出た時、保護者や子どもの状況から話しておいた方が良いと考えられる時に指導している。 ホゴシャ シツモン デ トキ ホゴシャ コ ジョウキョウ ハナ ホウ ヨ カンガ トキ シドウ		0				0		1		心理面接につなげ心理士に評価をしてもらっている。 シンリ メンセツ シンリシ ヒョウカ		1		3か月健診時にDVDを流している。 ゲツ ケンシン ジ ナガ		0		0				1		尿検査 ニョウケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に市町村連携欄を設けている。 ジュシン ヒョウ シチョウソン レンケイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1						1

		3		1159		奈良県		五條市		保健福祉センター ホケン フクシ		谷口久美 タニグチ クミ		0747-22-4001（289)		0747-22-6585		1		sukoyaka@city.gojo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		182		181		1		0		1		5		1		7		175		172		1		0		1		11		2		1		183		166		1		0		3		0		3		2		190		183		1		0		3		5		3		8		183		140		179		8		1		0		0		0				1		特定妊婦として他機関と情報共有し、連絡会を実施。特定妊婦に当たらないが支援が必要なケースもその他として連絡会で共有している。 トク テイ ニンプ タ キカン ジョウホウ キョウユウ レンラク カイ ジッシ トクテイ ニンプ ア シエン ヒツヨウ タ レンラクカイ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士を含めた情報共有 シカ エイセイシ フク ジョウホウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0				0		0		0		1		0				1		歩行までの過程と精神発達面との関係について ホコウ カテイ セイシン ハッタツ メン カンケイ		0		0				0				0		1		ｹｰｽバイケースで対応。まずは親と人間関係を築くところから始めている。評価はすぐには出てこない。 タイオウ オヤ ニンゲン カンケイ キズ ハジ ヒョウカ デ		1		マザーや虐待予防講演会でモデル人形を使って啓発 ギャクタイ ヨボウ コウエンカイ ニンギョウ ツカ ケイハツ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		カンファレンスで見直し ミナオ		0		0				1		保育所、学校との連携 ホイク ジョ ガッコウ レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		4		740		富山県		舟橋村		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		黒田綾子 クロダ アヤコ		076-464-1121		076-464-1066		2		kuroda@vill.funahashi.lg.jp		0		2				1		0		4		6		22		21		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		10		34		34		1		0		3		4		3		8		26		26		1		0		3		4		3		8		26		26		30		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを渡し説明している ニンシン トドケデ ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県警で実施される研修に行く機会を作っている。 ケン ジッシ ケンシュウ イ キカイ ツク

		5		917		岐阜県		川辺町		住民課 ジュウミンカ		石井裕絵 イシイ ユウ エ		0574-53-2415		0574-53-2374		1		juumin@town.gifu-kawabe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		69		69		1		0		1		5		1		7		82		81		1		0		1		5		1		7		82		81		1		0		2		11		3		1		83		79		1		0		2		11		3		1		83		79		79		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		1		担当保健師が声をかける（空き時間に） タントウ ホケンシ コエ ア ジカン		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦学級で保護者に行っている ニンプ ガッキュウ ホゴシャ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		6		610		千葉県		鋸南町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小澤ちのぶ コザワ		0470-50-1172		0470-50-3813		1		kenkou@town.kyonan.chiba.jp		0		1				*		*		3		11		48		52		*		*		1		6		2		0		32		30		*		*		1		6		2		0		32		30		*		*		3		3		3		11		39		38		*		*		3		3		3		11		39		38		36		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		関係者間の協議 カンケイシャ カン キョウギ		0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		7		1217		和歌山県		太地町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		浪　枝美子 ナミ エミコ		0735-59-2335		0735-59-2801		1		kaigo-houkatsu@town.taiji.lg.jp		1		2				1		0		3		5		18		18		1		0		1		5		2		0		18		18		1		0		1		5		2		0		18		18		1		0		3		5		4		0		6		6		1		0		3		5		4		0		6		6		18		3		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		4か月、10か月健診で発達過程において説明している ゲツ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		0

		8		744		富山県		朝日町		朝日町保健センター アサヒチョウ ホケン		谷口純子 タニグチ ジュンコ		0765-83-3309		0765-83-3309		1		junko-taniguchi@town.toyama-asahi.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		57		57		1		0		1		5		1		7		59		58		1		0		1		5		1		7		59		58		1		0		3		5		3		7		62		62		1		0		3		5		3		7		62		62		61		10		1		0		0		0				1		精神疾患、身体的に既往歴がある妊婦に関してその方に応じ必要であれば1ヶ月毎、2か月毎など電話や訪問にて支援している。 セイシン シッカン シンタイテキ キオウ レキ ニンプ カン カタ オウ ヒツヨウ ゲツ ゴト ゲツ ゴト デンワ ホウモン シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				*		*		*		*		1		1		1		1		1		1		保育所等関係機関との情報共有、要対協での情報共有（必要であれば） ホイク ショ トウ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ ヨウ タイ キョウ ジョウホウ キョウユウ ヒツヨウ		1		虫歯予防教室での啓発強化 ムシバ ヨボウ キョウシツ ケイハツ キョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４か月健診にて発達の指導を行っている（集団） ヨンカゲツ ケンシン ハッタツ シドウ オコナ シュウダン		0		0				1		カンファレンス		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所、教育委員会と連携して評価 ホイク ショ キョウイク イインカイ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県主催などの研修会に参加 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		9		981		愛知県		豊明市		健康福祉部健康推進課（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン		徳田鈴香 トク タ スズ カオリ		0562-93-1611		0562-93-0611		1		kenko@city.toyoake.lg.jp		0		1				1		0		3		6		590		581		1		0		1		5		1		11		561		539		1		0		1		5		1		11		561		539		1		0		3		1		3		11		608		571		1		0		3		1		3		11		608		571		647		70		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		外国籍のう蝕り患率、う蝕本数共に高い。保健指導で哺乳ビン、ステファンカーブの課題、指導が多いが時間や言葉の壁があるためパンフレットを作成し指導しやすいようにした。 ガイ コクセキ ショク カン リツ ショク ホンスウ トモ タカ ホケン シドウ ホニュウ カダイ シドウ オオ ジカン コトバ カベ サクセイ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診案内にパンフレットを同封している。 ケンシン アンナイ ドウフウ		0		0				0				1		0				1		妊娠期教室で愛知県のDVDを流している ニンシン キ キョウシツ アイチケン ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部研修に参加し復命書で伝達、もしくは口頭で伝達する ガイブ ケンシュウ サンカ フクメイ ショ デンタツ コウトウ デンタツ		1				1

		10		769		福井県		あわら市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		村中 ムラ ナカ		0766-73-8023		0766-73-5688		1		chojyu@city.awara.lg.jp		1		1				0		1		4		5		177		164		1		0		1		6		1		7		223		216		1		0		1		6		1		7		223		216		*		*		3		0		3		1		204		198		*		*		3		0		3		1		204		198		176		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1		健診の問診票に保健師によるフォローの「要・否」を記入する欄がある。 ケン モンシン ヒョウ ホケンシ ヨウ イナ キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		11		776		福井県		美浜町		健康づくり課 ケンコウ カ		坪塚恵子 ツボ ツカ ケイコ		0770-32-6713		0770-32-6050		1		tsubotsuka.101@town.fukui-mihama.lg.jp		0		1		1		0		1		4		4		80		75		1		0		1		7		1		8		69		69		1		0		1		7		1		8		69		69		1		0		3		1		3		3		69		67		1		0		3		1		3		3		69		67		79		0		1		0		0		0				0				0		1		母子保健推進員が担当地区の妊産婦を見守り状況を報告している。育児支援家庭訪問相談員が支援が必要な妊婦を支援、見守りを行っている。 ボシ ホケン スイシンイン タントウ チク ニンサンプ ミマモ ジョウキョウ ホウコク イクジ シエン カテイ ホウモン ソウダンイン シエン ヒツヨウ ニンプ シエン ミマモ オコナ		1		1		0		1		1		0		1		健診前に関係機関（保育園、子育て支援リーダー他）より発育状態について連絡をいただき結果を報告している。 ケンシン マエ カンケイ キカン ホイクエン コソダ シエン ホカ ハツイク ジョウタイ レンラク ケッカ ホウコク		1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		う蝕り患率や教室参加者のアンケートより、より効果的な保健指導の内容を検討している。 ショク カン リツ キョウシツ サンカシャ コウカテキ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児学級（生後１～３か月児対象）６～８か月児教室、1歳児教室、2歳児教室においてその時期に応じた発達を保護者とともに確認している。 イクジ ガッキュウ セイゴ ゲツ ジ タイショウ ゲツ ジ キョウシツ サイジ キョウシツ サイジ キョウシツ ジキ オウ ハッタツ ホゴシャ カクニン		0		0				1		健診や教室において親子の様子を見て気になる方について声掛けを行い相談を行っている。 ケンシン キョウシツ オヤコ ヨウス ミ キ カタ コエ カ オコナ ソウダン オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		健診後関係機関と連携し療育相談や教室を行っている。 ケンシン ゴ カンケイ キカン レンケイ リョウイク ソウダン キョウシツ オコナ		0		0		0				0				0		0		0		1		受診票の問診項目より育児不安や困難な状況を把握して対応している。 ジュシン ヒョウ モンシン コウモク イクジ フアン コンナン ジョウキョウ ハアク タイオウ		0				0				0				1		0								1		1				1

		12		756		石川県		津幡町		町民福祉部健康こども課 チョウミン フクシ ブ ケンコウ カ		高村彩那 タカムラ アヤ ナ		076-288-7926		076-288-7935		1		kenkoukodomo@town.tsubata.lg.jp		0		1				1		0		4		4		261		258		1		0		1		7		1		7		348		333		1		0		1		7		1		7		348		335		1		0		3		5		3		5		359		340		1		0		3		5		3		5		359		338		331		28		1		1		0		0				1		月1回の検討会で保健師間で情報共有、評価している。 ツキ カイ ケントウカイ ホケン シ アイダ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		健診出務保健師から母子保健担当保健師へつなぎ、検討後必要があると判断した場合は要保護担当に通告する ケンシン シュツ ム ホケン シ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケントウ ゴ ヒツヨウ ハンダン バアイ ヨウ ホゴ タントウ ツウコク		1		経年のう蝕り患率を各関係機関が参集した歯科部会にて検証。事業内容について評価し、改善案があれば取り入れている。 ケイ ネン カクカンケイ キカン サンシュウ シカ ブカイ ケンショウ ジギョウ ナイヨウ ヒョウカ カイゼン アン ト イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		7か月児健診にて、発達過程における事故予防について説明している。 ゲツ ジ ケンシン ハッタツ カテイ ジコ ヨボウ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスや母子事例検討会にて、保健指導の方法について評価検討している。 ケンシン ゴ ボシ ジレイ ケントウカイ ホケン シドウ ホウホウ ヒョウカ ケントウ		0		0				1		出生届出時、パンフレットを配布。マタニティ教室にて周知 シュッセイトドケ デ ジ ハイフ キョウシツ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診担当者に情報を伝えている。 シュウガク ジ ケンシン タントウシャ ジョウホウ ツタ		0		0		0				1		要精検者やフォロー者については町へ情報伝達してもらい、精検受診券発行やフォロー等を行っている。 ヨウ セイ ケン シャ シャ マチ ジョウホウ デンタツ セイ ケン ジュシン ケン ハッコウ ナド オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		13		73		北海道		由仁町		保健福祉課保健予防担当 ホケン フクシカ ホケン ヨボウ タントウ		濱道智子 ハマ ミチ トモコ		0123-83-4750		0123-83-4750		1		hoken-fukushi@town.yuni.lg.jp		0		1				1		0		4		6		23		23		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		3		0		3		11		35		34		1		0		3		0		3		11		35		34		33		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の保健事業計画に反映している ジ ネンド ホケン ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４，７，１０か月健診においては次に段階の発達に向けた集団指導を実施 ゲツ ケンシン ツギ ダンカイ ハッタツ ム シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		14		867		長野県		朝日村		住民福祉課健康づくり担当 ジュウミン フクシカ ケンコウ タントウ		河西 カワニシ		0263-99-2450		0263-99-3589		1		kenkouzukuri@vill.asahi.nagano.jp		0		1				1		0		4		4		31		31		1		0		1		6		1		6		18		18		1		0		1		6		1		6		16		16		1		0		3		0		3		0		28		28		1		0		3		0		3		0		26		26		23		0		1		0		0		1		受診券の異常あり・なしをチェックしている。 ジュシン ケン イジョウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを渡す ワタ		0		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所への巡回相談にて実施 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		15		854		長野県		泰阜村		福祉課 フクシカ		林今日子 ハヤシ コンニチ コ		0260-26-2111		0260-26-2553		1		jumin@vill.yasuoka.nagano.jp		1		1				0		1		*		*		10		10		1		0		*		*		*		*		6		5		1		0		*		*		*		*		6		5		1		0		*		*		*		*		11		10		1		0		*		*		*		*		11		10		14		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時 シンセイジ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		*		1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		16		832		長野県		御代田町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂本夏希 サカモト ナツ ノゾミ		0267-32-2554		0267-32-2511		1		miyota@town.miyota.lg.jp		0		1				*		*		3		5		114		111		*		*		1		6		1		8		119		111		*		*		1		6		1		8		119		111		*		*		3		0		3		2		120		118		*		*		3		0		3		2		120		118		138		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		健診時の事後指導 ケンシン ジ ジゴ シドウ		0		0				1		遊びの教室や個別対応 アソ キョウシツ コベツ タイオウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児教室 サイ ジ キョウシツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		17		428		茨城県		つくばみらい市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		野澤真由美 ノザワ マユミ		0297-25-2100		0297-52-0990		1		kenkou01@city.tsukubamirai.lg.jp		0		1		1		1		0		3		5		520		537		1		0		1		6		1		11		566		555		1		0		1		6		1		11		566		555		1		0		3		2		3		11		502		482		1		0		3		2		3		11		502		482		517		53		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		教室の開催 キョウシツ カイサイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時リーフレット配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育担当との話し合い リョウイク タントウ ハナ ア		0		0		0				1		受診票への記載 ジュシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤保健師に対する子ども発達に関する勉強会 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ タイ コ ハッタツ カン ベンキョウ カイ		1										1

		18		847		長野県		阿南町		民生課健康支援係 ミンセイ カ ケンコウ シエン カカリ		小早川友香 コ ハヤカワ トモ カ		0260-22-4051		0260-22-2576		1		minsei@town.anan.nagano.jp		0		1				1		1		3		4		20		19		1		0		1		5		1		11		34		34		1		0		1		5		1		11		34		34		1		0		2		11		3		5		37		35		1		0		2		11		3		5		37		35		27		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		19		647		東京都		国分寺市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		石丸明子 イシ マル アキコ		042-321-1801		042-321-1181		1		kenkousuishin@city.kokubunji.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		945		919		1		0		1		6		1		11		991		943		1		0		1		6		1		11		991		943		1		0		3		0		3		11		938		901		1		0		3		0		3		11		938		901		1068		10		0		0		0		1		母子健康手帳を妊婦自身に交付した場合は「妊娠届出時アンケート」を実施しアンケート結果からアセスメントを実施している。 ボシ ケンコウ テチョウ ニンプ ジシン コウフ バアイ ニンシン トドケデ トキ ジッシ ケッカ ジッシ		0				0		1		定期的支援をしているケースについて、事例検討会で支援状況を評価している テイキテキ シエン ジレイ ケントウ カイ シエン ジョウキョウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味飲料の習慣、食生活 アマミ インリョウ シュウカン ショクセイカツ		0		1		0		0		0				1		新生児訪問（乳児家庭全戸訪問事業）において説明している シンセイジ ホウモン ニュウジ カテイ ゼン コ ホウモン ジギョウ セツメイ		0		0				1		課内で事例検討の場を設け定期的に評価 カ ナイ ジレイ ケントウ バ モウ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問、両親学級で啓発 シンセイジ ホウモン リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				1		医師の判定（精密健診の結果） イシ ハンテイ セイ ミツ ケンシン ケッカ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		フォローアップ対象者の経過について年度ごとに評価している タイショウシャ ケイカ ネンド ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		都の母子保健研修の勝要 ト ボシ ホケン ケンシュウ カツ ヨウ		1		母子保健や健診の意義、位置づけ。健診項目のアセスメント方法について不定期に内部研修実施 ボシ ホケン ケンシン イギ イチ ケンシン コウモク ホウホウ フテイキ ナイブ ケンシュウ ジッシ		0				0		0										1		1		1

		20		640		東京都		昭島市		保健福祉部健康課保健指導係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ カカリ		仲井友恵 ナカイ トモエ		042-543-7303		042-543-7１30		1		kenkoka@city.akishima.lg.jp		1		1				1		0		3		5		915		898		0		1		1		6		1		11		994		928		1		0		1		6		1		11		994		823		1		0		3		0		3		11		903		876		1		0		3		0		3		11		903		873		948		59		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		3歳児健診ではう蝕の罹患と歯科検診利用状況を評価し、健診内容や保健指導に生かしている。 サイジ ケンシン ショク リカン シカ ケンシン リヨウ ジョウキョウ ヒョウカ ケンシン ナイヨウ ホケン シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1つに絞れませんでした シボ		0		0		0		1		0				1		母子健康手帳の項目を保護者と問診の場面で確認している ボシ ケンコウ テチョウ コウモク ホゴシャ モンシン バメン カクニン		0		0				1		母の感じ方を中心に問診で聞き取り傾聴している ハハ カン カタ チュウシン モンシン キ ト ケイチョウ		0		0				1		集団指導（事故予防の話）で実施 シュウダン シドウ ジコ ヨボウ ハナシ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		機会は確保していないが、健診の度に必要に応じて非常勤従事者に情報を提供している キ カイ カクホ ケンシン タビ ヒツヨウ オウ ヒジョウキン ジュウジシャ ジョウホウ テイキョウ						1

		21		641		東京都		調布市		福祉健康部健康推進課健康支援係 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ シエン カカリ		鵜篭千恵 ウ カゴ チエ		042-441-6100		042-441-610１		1		kenkou@w2.city.chofu.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		2069		2017		1		0		1		6		2		0		2029		1966		1		0		1		6		2		0		2029		1966		1		0		3		0		4		0		1921		1864		1		0		3		0		4		0		1921		1851		2096		40		1		0		0		0				1		①毎月、保健師のケースカンファレンス時②毎月、要保護児童対策地域協議会の下、福祉部門との連絡会時 マイツキ ホケンシ トキ マイツキ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ モト フクシ ブモン レンラクカイ トキ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		「いい歯東京」の目標値を目指し、毎年健診結果を評価しながら事業計画を立てる ハ トウキョウ モクヒョウチ メザ マイトシ ケンシン ケッカ ヒョウカ ジギョウ ケイカク タ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子育て支援→会場での児の発達、母子関係、母子の様子、母の育児全般の困り感等全体を見てアセスメント コソダ シエン カイジョウ ジ ハッタツ ボシ カンケイ ボシ ヨウス ハハ イクジ ゼンパン コマ カン トウ ゼンタイ ミ		0		1		0		0		0				1		集団教育 シュウダン キョウイク		0		0				1		健診後、問診等から必要な支援につながっているか、各健診担当保健師が評価し地区担当保健師と検討を行い支援につなげる ケンシン ゴ モンシン トウ ヒツヨウ シエン カク ケンシン タントウ ホケンシ ヒョウカ チク タントウ ホケンシ ケントウ オコナ シエン		0		0				1		妊娠期のパパママ教室にて実施 ニンシン キ キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年に数回専門医等の研修を開催。都等で実施の母子保健研修等の参加を案内 ネン スウカイ センモンイ トウ ケンシュウ カイサイ ト トウ ジッシ ボシ ホケン ケンシュウ トウ サンカ アンナイ		0				0		0								1		1

		22		777		福井県		高浜町		保健課 ホケンカ		畑中美優寿 ハタ ナカ ミ ユウ コトブキ		0770-72-2493		0770-72-2081		1		hshoken@town.takahama.fukui.jp		0		1				0		1		4		4		81		78		1		0		1		6		1		7		101		99		1		0		1		6		1		7		101		99		*		*		3		6		3		7		77		77		*		*		3		6		3		7		77		77		92		27		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		妊娠期から3歳まで一貫した歯科保健指導内容を検討している ニンシン キ サイ イッカン シカ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		親のセルフケア技術の向上 オヤ ギジュツ コウジョウ		0		0		1		0		0				1		育児相談（2か月、1歳）少し先の身体、心の発達過程を説明指導している イクジ ソウダン ゲツ サイ スコ サキ シンタイ ココロ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		意図的に評価をしているわけではないが、保育カウンセラー事業や就学支援など様々な機会を通じて結果的に評価する場はある イト テキ ヒョウカ ホイク ジギョウ シュウガク シエン サマザマ キカイ ツウ ケッカテキ ヒョウカ バ		1		問診票に継続支援の必要性を記入する項目を作っている モンシン ヒョウ ケイゾク シエン ヒツヨウセイ キニュウ コウモク ツク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		23		773		福井県		池田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		冨田路子 トミダ ミチコ		0778-44-8000		0778-44-8008		2		m.tomita@town.ikeda.fukui.jp		0		1				0		1		4		5		17		16		1		0		1		6		1		9		10		10		1		0		1		6		1		9		10		10		1		0		3		0		3		3		12		12		1		0		3		0		3		3		12		12		16		8		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		24		952		静岡県		長泉町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		渡部瑞穂 ワタベ ミズホ		055-986-8760		055-986-8760		1		kenko@nagaizumi.org		0		1				0		1		3		5		1		0		1		0		1		6		1		7		492		478		1		0		1		6		1		7		492		478		1		0		3		1		3		2		476		469		1		0		3		1		3		2		476		469		491		26		1		0		0		0				1		月1回ケース検討を行っている ツキ カイ ケントウ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進会議で評価を計画的に活用 シカ ホケン スイシン カイギ ヒョウカ ケイカクテキ カツヨウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		7か月児育児教室で0歳後半から7カ月までの社会性の発達過程について説明している ゲツ ジ イクジ キョウシツ サイ コウハン ゲツ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		教室（健診事後）参加者における個別評価や相談会利用者の個別の評価は、個々にしているが育てにくさを感じる親全体に対する保健指導の効果はどうかといった評価はできていない。 キョウシツ ケンシン ジゴ サンカシャ コベツ ヒョウカ ソウダンカイ リヨウシャ コベツ ヒョウカ ココ ソダ カン オヤ ゼンタイ タイ ホケン シドウ コウカ ヒョウカ		1				0		0				0				0				0				0				0		1		量的分析までは行えていないが、判定の状況については問診、保健指導等の記述などから質的に捉え改善の必要があれば改善につなげている。 リョウテキ ブンセキ オコナ ハンテイ ジョウキョウ モンシン ホケン シドウ トウ キジュツ シツテキ トラ カイゼン ヒツヨウ カイゼン		0				0		1		日々の活動の中で個別の支援を通して個別のフォローアップの妥当性について日々検討している。予算要求時には積み重ねた改善案をまとめる作業をし、次年度計画、予算要求へとつなげている。 ヒビ カツドウ ナカ コベツ シエン トオ コベツ ダトウセイ ヒビ ケントウ ヨサン ヨウキュウ ジ ツ カサ カイゼン アン サギョウ ジネンド ケイカク ヨサン ヨウキュウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1

		25		923		岐阜県		白川村		村民課 ソンミン カ		西　満里子 ニシ マリコ		05769-6-1311		05769-6-1709		1		sonmin-hokeneisei@vill.shirakawa.lg.jp		0		1				*		*		4		4		10		10		*		*		1		6		1		9		13		13		*		*		1		6		2		0		13		11		*		*		*		*		*		*		14		14		*		*		*		*		*		*		14		10		18		3		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診時に現在の発達及び次回健診までの発達について説明 ケン トキ ゲンザイ ハッタツ オヨ ジカイ ケンシン ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明 アカ ホウモン トキ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		26		916		岐阜県		富加町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		石原恵美子 イシハラ エミコ		0574-54-2117		0574-54-2117		1		hoken-center@town.tomika.lg.jp		0		1				1		0		4		9		54		54		1		0		1		6		1		9		48		47		1		0		1		6		1		9		48		47		1		0		2		11		3		2		55		52		1		0		2		11		3		2		55		52		41		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		発見した場合、福祉や教育課がケース会議を開く ハッケン バアイ フクシ キョウイク カ カイギ ヒラ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		10月より2歳になった子に対し3歳までにこういうことができるようになりますとの一覧を書いた発達目安を配る予定 ガツ サイ コ タイ サイ イチラン カ ハッタツ メヤス クバ ヨテイ		0				1		0				1		乳児検診の問診用紙に知っているかどうか問う項目がある。知らない親に対しては指導している ニュウジ ケンシン モンシン ヨウシ シ ト コウモク シ オヤ タイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		27		919		岐阜県		八百津町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木澤美穂 キザワ ミホ		0574-43-2111		0574-43-2117		1		hosoudan@town.yaotsu.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		62		61		1		0		1		6		1		7		74		74		1		0		1		6		1		7		74		74		1		0		2		11		3		0		67		66		1		0		2		11		3		0		67		66		62		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		事業にフッ素塗布を取り入れた。保育園児のフッ素洗口を予算化した ジギョウ ソ トフ ト イ ホイクエン ジ ソ アラ クチ ヨサンカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		健診時のカンファレンスで他保健師、臨床心理士、保育士でディスカッションしている ケンシン ジ ホカ ホケンシ リンショウ シンリシ ホイクシ		0		0				1		母子手帳交付時に注意を促している ボシ テチョウ コウフ ジ チュウイ ウナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健会議等で健診後の様子などを情報交換する。4回／年 ボシ ホケン カイギ トウ ケンシン ゴ ヨウス ジョウホウ コウカン カイ ネン		0		0				1		保育園、教育課との会議 ホイクエン キョウイク カ カイギ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1						1

		28		1186		奈良県		野迫川村		住民課 ジュウミンカ		高岡 タカ オカ		0747－37－2101		0747－37－2107		*		*		*		*				1		0		2		7		1		1		1		0		1		5		1		9		1		1		1		0		1		5		1		9		1		1		1		0		3		5		3		9		1		1		1		0		3		5		3		9		1		1		2		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		口頭による説明 コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		29		1173		奈良県		曽爾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		椿根純子 ツバキ ネ ジュンコ		0745－94－2102		0745－94－2102		1		jyumin@vill.soni.lg.jp		0		1				*		*		3		5		8		7		*		*		1		6		1		11		9		8		*		*		1		6		1		11		7		4		*		*		3		6		3		11		13		13		*		*		3		0		3		6		10		9		2		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		1		常に他関係者と情報共有出来ている ツネ ホカ カンケイ シャ ジョウホウ キョウユウ デキ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		定期的な担当者会議で検討している テイキテキ タントウシャ カイギ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショク セイカツ		0		1		0		0		0				1		健診時の保健指導で説明している ケンシン トキ ホケン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係者と対象児の情報共有、今後の検討等は話し合うが、きちんとした評価指標は設けていない カンケイシャ タイショウ ジ ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ トウ ハナ ア ヒョウカ シヒョウ モウ		0				0		0		0		1		乳幼児健診は委託していないが、歯科検診は委託のため連携している（定期的な会議に医師出席） ニュウヨウジ ケンシン イタク シカ ケンシン イタク レンケイ テイキテキ カイギ イシ シュッセキ		0				0				0				1		0				1				1		1

		30		1162		奈良県		香芝市		保健センター ホケン		児玉ひとみ コダマ		0745－77－3965		0745－77－0939		1		hokensen@city.kashiba.lg.jp		1		1				1		0		4		9		721		709		1		0		1		6		1		11		830		816		1		0		1		6		1		11		830		816		1		0		3		6		3		11		857		830		1		0		3		6		3		11		857		828		800		66		1		0		0		0				0				0		1		特定妊婦に関しては随時、また要対協会議の際に評価している。要支援妊婦に関しては対応時随時評価している トクテイ ニンプ カン ズイジ ヨウ タイ キョウ カイギ サイ ヒョウカ ヨウ シエン ニンプ カン タイオウ ジ ズイジ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診内容から、むし歯との関係を明らかにして次年度の指導に生かしている モンシン ナイヨウ バ カンケイ アキ ジネンド シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児健診では10か月相談来所までの発達過程、10か月児相談では、1歳6か月健診までの発達過程を指導 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ソウダン ライ ショ ハッタツ カテイ ゲツ ジ ソウダン サイ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ シドウ		0		0				1		心の健康相談室に毎日臨床心理士が勤務しているため発達相談を受けてもらい、発達の状態を知り心理士とともに評価をし、保健指導に反映している シン ケンコウ ソウダンシツ マイニチ リンショウ シンリシ キンム ハッタツ ソウダン ウ ハッタツ ジョウタイ シ シンリシ ヒョウカ ホケン シドウ ハンエイ		0		0				1		4か月健診にて健やか親子２１アンケートを実施している。 ゲツ ケンシン スコ オヤコ ジッシ		0		0				0				0				1		歯科医師判定のばらつきが見られる シカ イシ ハンテイ ミ		0				0		1		精密検査対象者の追跡結果 セイミツ ケンサ タイショウシャ ツイセキ ケッカ		1		健診後スタッフ間におけるカンファレンス ケンシン ゴ カン		0		0				0				0		0		1		就学前相談時は保健センターで発達相談を受けた時に対し、保護者の希望のもと結果を提供している シュウガク マエ ソウダン ジ ホケン ハッタツ ソウダン ウ トキ タイ ホゴシャ キボウ ケッカ テイキョウ		0				0		0		1		0				1		県主催の研修会は必ず受講できるようにしている ケン シュサイ ケンシュウカイ カナラ ジュコウ		0				0				0		1		非常勤従事者にも参加可能な研修に案内しているが参加は強制ではない ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ カノウ ケンシュウ アンナイ サンカ キョウセイ						1		1		1

		31		1170		奈良県		川西町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		身吉まゆみ ミ キチ		0745－43－1900		0745－43－2812		2		m-miyoshi@town.nara-kawanishi.lg.jp		0		9				1		0		4		6		63		62		1		0		1		6		1		8		59		58		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		6		3		8		54		49		*		*		*		*		*		*		*		*		63		2		1		0		0		0				1		特定妊婦は要対協にて３～６か月ごとに会議し評価する トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ゲツ カイギ ヒョウカ		0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病者数が増加したため保健指導者の数を増員した ショク ユウビョウシャ スウ ゾウカ ホケン シドウ シャ カズ ゾウイン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室で説明・実践している ニンプ キョウシツ セツメイ ジッセン		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1				0				0		0								1		1

		32		1220		和歌山県		串本町		福祉課 フクシカ		中　まどか ナカ		0735－62－6206		*		*		*		*		*				1		0		4		6		101		100		1		0		1		8		2		2		68		60		1		0		1		8		2		2		68		60		1		0		3		6		4		0		94		83		1		0		3		6		4		0		94		83		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		指導保健師による シドウ ホケンシ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0														1

		33		1218		和歌山県		古座川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大倉菜緒 オオクラ ナオ		0735-67-7112		0735-67-0712		2		ookura-002@town.kozagawa.wakayama.jp		0		1				*		*		3		4		14		14		*		*		1		6		1		10		7		5		*		*		1		6		1		10		7		5		*		*		3		6		3		8		13		11		*		*		3		6		3		8		13		11		13		0		0		0		0		1		把握方法に取り決めはなく、随時対応している ハアク ホウホウ ト キ ズイジ タイオウ		0				1		0				0		0		0		1		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		「重点を置いている」項目はなく、総合的に判断している ジュウテン オ コウモク ソウゴウテキ ハンダン		0		0		1		0		0				1		健診にて個別に保健指導を実施。パンフレットにて説明している。 ケンシン コベツ ホケン シドウ ジッシ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時に説明している。（訪問率100％） ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ セツメイ ホウモン リツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		子どもの発達の理解。発達につまづきのある家庭の支援法など コ ハッタツ リカイ ハッタツ カテイ シエン ホウ		0				0				0		0

		34		1194		和歌山県		有田市		市民福祉部健康課保健指導係 シミン フクシ ブ ケンコウ カ ホケン シドウ ガカリ		*		0737－82－3223		0737－82－5302		1		hokens@city.arida.lg.jp		0		1				1		0		3		4		187		177		1		0		1		7		1		8		195		187		1		0		1		7		1		8		195		187		1		0		3		5		3		6		209		196		1		0		3		5		3		6		209		196		230		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診、教室において個別に伝えている カク ケンシン キョウシツ コベツ ツタ		0		0				1		個別ケースの対応についてカンファレンスを実施ぢており保健指導の評価の場になっている コベツ タイオウ ジッシ ホケン シドウ ヒョウカ バ		0		0				1		ポスター掲示、保健指導 ケイジ ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		個別ケースのフォロー状況を検討、年度替わり等に健診時期（フォローの場）やフォローの状況を評価している。 コベツ ジョウキョウ ケントウ ネンド ガ トウ ケンシン ジキ バ ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		必要なケースについては年に1回を目安に発達相談を実施。その際に関係機関と連携をとり評価） ヒツヨウ ネン カイ メヤス ハッタツ ソウダン ジッシ サイ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		35		1077		京都府		伊根町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		稲葉　南 イナバ ミナミ		0722－32－3031		0722－32－3032		2		inabam@town.ine.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		13		12		1		0		1		7		1		9		14		14		1		0		1		7		1		9		14		14		1		0		3		5		3		7		8		8		1		0		3		5		3		7		8		8		7		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		36		1126		兵庫県		宝塚市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小林美恵 コバヤシ ミエ		0797－86－0056		0797－83－2421		2		mie-kobayashi@city.takarazuka.lg.jp		0		2				1		0		4		6		1837		1790		1		0		1		6		1		11		2008		1911		1		0		1		6		1		11		2008		1910		1		0		3		6		3		11		2076		1966		1		0		3		6		3		11		2076		1965		1935		62		0		1		0		0				1		月1回実施する課内受理会、検討会で評価。評価時期はｹｰｽのリスクレベル等により異なります ツキ カイ ジッシ カナイ ジュリ カイ ケントウ カイ ヒョウカ ヒョウカ ジキ トウ コト		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		要支援者に対して定期的に事例検討を行っている。（定例的に開催） ヨウ シエンシャ タイ テイキテキ ジレイ ケントウ オコナ テイレイテキ カイサイ		0		0				1		パンフレットの配布及び赤ちゃん訪問での指導、父親学級（両親学級） ハイフ オヨ アカ ホウモン シドウ チチオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				0		1		乳幼児健診検討委員会の実施 ニュウヨウジ ケンシン ケントウ イインカイ ジッシ		1		乳幼児健診検討委員会で評価 ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達講座への参加 ハッタツ コウザ サンカ		1		発達講座への参加 ハッタツ コウザ サンカ		0				0		0										1

		37		1238		鳥取県		日野町		健康福祉センター ケンコウ フクシ		生田季香 イクタ キ カオリ		0859－72－1852		0859－72－1484		1		kenko@town.hino.tottori.jp		0		1				1		0		3		5		23		16		1		0		1		6		1		9		12		12		1		0		1		6		1		9		12		12		1		0		3		0		3		6		13		13		1		0		3		0		3		6		13		13		7		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		母子保健連絡会で事業計画を立案 ボシ ホケン レンラクカイ ジギョウ ケイカク リツアン		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児検診で母子健康手帳に沿って月齢の特徴を説明している。（特に月齢を定めていないのでその人に合った説明ができる） ニュウジ ケンシン ボシ ケンコウ テチョウ ソ ゲツレイ トクチョウ セツメイ トク ゲツレイ サダ ヒト ア セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児検診で保健指導をしている。 ニュウジ ケンシン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		子育て支援会議 コソダ シエン カイギ		1		0		0				1		鳥取県標準版の健診票を使用し結果が町に報告される トットリケン ヒョウジュン バン ケンシン ヒョウ シヨウ ケッカ マチ ホウコク		0		0		0		0				1		県、鳥取県日野郡連携会議、民間団体等が企画する研修会に参加。 ケン トットリケン ヒノグン レンケイ カイギ ミンカン ダンタイトウ キカク ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		38		1225		鳥取県		岩美町		住民生活課子育て支援係 ジュウミン セイカツ カ コソダ シエン カカリ		河上 カワカミ		0857－73－1415		0857－73－1569		1		jyumin@iwami.gr.jp		0		1				0		1		3		4		*		*		1		0		1		6		1		9		*		*		1		0		1		6		1		9		*		*		1		0		3		0		3		3		*		*		1		0		3		0		3		3		*		*		77		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		歯科保健事業の強化、内容の拡充 シカ ホケン ジギョウ キョウカ ナイヨウ カクジュウ		0		0				0		0		0		0		*		*		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健指導 ホケン シドウ		0		0				0				1		0				1		広報、訪問指導 コウホウ ホウモン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診、就学前相談 サイジ ケンシン シュウガクマエ ソウダン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		1		県が実施 ケン ジッシ						1						1

		39		1257		島根県		知夫村		村民福祉課 ソンミン フクシカ		長久幸乃 ナガ ヒサ ユキ ノ		08514－8－2211		08514－8－2093		2		y-nagahisa@chibu.jp		0		1				1		0		3		5		3		3		1		0		1		0		1		6		1		1		1		0		1		0		1		6		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		3		0		1		0		0		0				1		妊婦さんが定期健診を受けているかどうかを確認する。家庭訪問や庁内のセンターなどで状況を確認する。 ニンプ テイキ ケンシン ウ カクニン カテイ ホウモン チョウナイ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		保育所保育士などと連絡し必要があれば歯科医師に子育てサロンや保育所で「予防や歯について」の講義をお願いする ホイク ジョ ホイクシ レンラク ヒツヨウ シカ イシ コソダ ホイク ジョ ヨボウ ハ コウギ ネガ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		3・4か月健診にパンフレットを使用して6か月後の発達過程の話をするなどして育児不安を軽減するようはなしをしている。 ゲツ ケンシン シヨウ ゲツ ゴ ハッタツ カテイ ハナシ イクジ フアン ケイゲン		0		0				1		問診票の結果を参考にする モンシン ヒョウ ケッカ サンコウ		0		0				1		保健師が乳幼児健診の時にパンフレットを使用しながら保護者に説明する ホケンシ ニュウヨウジ ケンシン トキ シヨウ ホゴシャ セツメイ		0		0				1		視力検査、聴覚検査、検尿など シリョク ケンサ チョウカク ケンサ ケン ニョウ		0				0				0				0		0				1		年3回脳神経小児科医師と保育所保育士、保健師と連携して評価を行う ネン カイ ノウシンケイ ショウニ カ イシ ホイク ジョ ホイクシ ホケン シ レンケイ ヒョウカ オコナ		0		0				1		年3回脳神経小児科医師と保育所保育士、保健師と連携して評価を行う ネン カイ ノウシンケイ ショウニ カ イシ ホイク ジョ ホイクシ ホケン シ レンケイ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児健診のパンフレットを各従事者に配布する ニュウヨウジ ケンシン カク ジュウジシャ ハイフ		0				0				0		0								1		1		1		1

		40		1569		大分県		姫島村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小島亜矢 コジマ アヤ		0978－87－2177		0978－73－7000		1		hime-suishinka@himeshima.jp		0		1				1		0		3		5		9		9		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		3		4		3		6		9		9		1		0		3		4		3		6		9		9		13		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				*		*		*		*				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		講話の内容や問診の内容を変更している コウワ ナイヨウ モンシン ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問や乳児健診で指導 シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		41		1588		宮崎県		木城町		福祉保健課保健センター フクシ ホケンカ ホケン		猪野美帆 イノ ミホ		0983－32－4010		0983－32－2727		2		ino.m_kt@town.kijo.miyazaki.jp		0		1				1		1		3		5		72		50		1		0		1		4		1		7		65		48		1		0		1		4		1		7		65		48		1		0		3		7		3		9		60		50		1		0		3		7		3		9		60		50		50		1		1		0		0		0				1		件数が少ないためケースによって決めている ケンスウ スク キ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		う蝕があった児がその後受診したか追跡調査を行う ショク ジ ゴ ジュシン ツイセキ チョウサ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～4か月健診で、今後の成長発達の過程がわかるパンフレットを使って説明している ゲツ ケンシン コンゴ セイチョウ ハッタツ カテイ ツカ セツメイ		0		0				1		臨床心理士に3歳児健診で個別相談をしてもらい評価している リンショウ シンリシ サイジ ケンシン コベツ ソウダン ヒョウカ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に指導 アカ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育園へ巡回訪問し評価する ホイクエン ジュンカイ ホウモン ヒョウカ		0		0				1		5歳児健診相談の結果を教育課に提出 サイジ ケンシン ソウダン ケッカ キョウイク カ テイシュツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		42		1339		徳島県		海陽町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		山本美恵 ヤマモト ミエ		0884－73－4311		0884－73－3880		2		yamamoto-mie@town.kaiyo.lg.jp		0		1				1		1		3		5		40		29		1		0		1		6		1		11		58		55		1		0		1		6		1		11		58		55		1		0		3		0		3		11		42		39		1		0		3		0		3		11		42		38		45		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子どもノートを使って説明 コ ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ポスターの掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達検査の結果を保育所、幼稚園、教育委員会と共有している ハッタツ ケンサ ケッカ ホイク ジョ ヨウチエン キョウイク イインカイ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		43		59		北海道		京極町		健康推進課保健推進係 ケンコウ スイシン カ ホケン スイシン カカリ		高橋明奈 タカハシ アキラ ナ		0316－42－2111		0316－42－3155		1		kenko@town-kyogoku.jp		0		1				1		0		3		5		16		15		1		0		1		6		1		11		20		19		1		0		1		6		1		11		20		19		*		*		3		0		3		6		19		17		*		*		3		0		3		6		19		17		18		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健所の支援を受け、歯科保健事業全体の評価、検討を行っている。 ホケンジョ シエン ウ シカ ホケン ジギョウ ゼンタイ ヒョウカ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診、乳児相談の問診時に個別で伝えている ニュウジ ケンシン ニュウジ ソウダン モンシン ジ コベツ ツタ		0		0				1		今年度より健診の問診票に含めカンファレンスで評価を行っている コンネンド ケンシン モンシン ヒョウ フク ヒョウカ オコナ		0		0				1		出生届時にパンフレットを配布し説明を行っている シュッセイトドケ ジ ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		44		100		北海道		音威子府村		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		三國由希恵 ミクニ ユウ キエ		01656－9－3050		01656－9－3055		1		hoken-fukushi@vill.otoineppu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		1		1		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		3		0		3		11		1		1		1		0		3		0		3		11		1		1		4		0		1		1		0		0				0				0		1		該当者がいた場合に継続支援し個別にアセスメント、評価していく。		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月ごとに実施している乳幼児健診にて問診の場で説明 ゲツ ジッシ ニュウヨウジ ケンシン モンシン バ セツメイ		0		0				0				0		1		該当者がいた場合、継続支援していく中でアセスメント、評価していく。 ガイトウシャ バアイ ケイゾク シエン ナカ ヒョウカ		1		母親学級や新生児訪問にて啓発 ハハオヤ ガッキュウ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		45		131		北海道		西興部村		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		鈴木真美 スズキ マミ		0158-87-2114		0158-87-2777		1		ni.hoken@vill.nishiokoppe.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		7		12		12		1		0		1		6		2		0		6		5		1		0		1		6		2		0		6		5		1		0		3		0		3		11		9		9		1		0		3		0		3		11		9		9		10		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会に積極的に参加している ケンシュウカイ セッキョクテキ サンカ		1		研修会に積極的に参加している ケンシュウカイ セッキョクテキ サンカ		0				0		0

		46		190		青森県		鰺ヶ沢町		健康ほけん課健康推進班 ケンコウ カ ケンコウ スイシン ハン		新保尚子 シン タモツ ヒサコ		0173-72-2111		0173-72-2374		2		naoko.k@town.ajigasawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		45		45		1		0		1		6		1		8		40		37		1		0		1		6		1		8		40		37		1		0		3		6		3		8		60		58		1		0		3		6		3		8		60		58		49		9		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0						1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当課へ情報提供し、今後の対応策を検討する ギャクタイ タントウ カ ジョウホウ テイキョウ コンゴ タイオウ サク ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学指導委員会 シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		47		181		青森県		十和田市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		下田智子 シモダ トモコ		0176-51-6792		0176-25-1183		1		kenko@city.towada.lg.jp		0		1				1		0		4		8		412		403		1		0		1		6		2		0		461		441		1		0		1		6		2		0		461		441		1		0		3		6		4		0		458		446		1		0		3		6		4		0		458		446		418		34		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		48		397		福島県		飯舘村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大河原愛美 オオガワラ マナミ		024-562-4224		024-562-4411		1		kenkou@vill.iitate.fukushima.jp		0		1				*		*		4		5		59		61		*		*		1		6		1		8		40		42		*		*		1		6		1		8		40		42		*		*		3		4		3		6		36		38		*		*		3		4		3		6		36		38		57		0		1		0		0		0				0				0		1		平成26年度は対象なし ヘイセイ ネンド タイショウ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕状況をみて、指導回数を増やした ショク ジョウキョウ シドウ カイスウ フ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		パンフレットを用いながら説明 モチ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修参加 ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		49		491		群馬県		昭和村		保健福祉課 ホケン フクシカ		小池　碧 コイケ ミドリ		0278-24-5111		0278-24-5254		2		m-koike@vill.showa.gunma.jp		1		1				1		0		3		4		54		47		1		0		1		6		1		8		54		52		1		0		1		6		1		8		54		49		1		0		3		2		3		4		60		59		1		0		3		2		3		4		60		59		45		0		1		0		0		0				0				0		1		対象がいないので評価していない タイショウ ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級（妊娠期）で、DVDを活用している ハハオヤ ガッキュウ ニンシン キ カツヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		50		876		長野県		山ノ内町		健康福祉課健康づくり支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		岡村佳奈美 オカムラ カナ ビ		0269-33-3116		0269-33-1104		1		hokeniryo@town.yamanouchi.co.jp		0		2				*		*		4		6		62		62		*		*		1		6		1		11		65		63		*		*		1		6		1		11		65		63		*		*		3		0		3		11		68		66		*		*		3		0		3		11		68		66		66		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもや家族の生活習慣 コ カゾク セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		4か月健診にて今後の発達過程について説明している ゲツ ケンシン コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0				1				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		51		840		長野県		箕輪町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		丸山江美 マルヤマ エミ		0265-79-3111		0265-70-6699		1		kenko@town.minowa.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		202		202		1		0		1		6		1		7		192		190		1		0		1		6		1		7		192		190		1		0		3		0		3		1		227		220		1		0		3		0		3		1		227		220		224		5		1		0		0		0				0				0		1		必要なケースは要対協に情報提供し見守りしている ヒツヨウ ヨウ タイ キョウ ジョウホウ テイキョウ ミマモ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		1歳6か月健診でう蝕多いため、1歳児健診で口腔内に課題がある親子を個別健康相談へ呼び、1歳6か月までにう蝕しないよう歯科衛生士が指導している サイ ゲツ ケンシン ショク オオ サイジ ケンシン コウクウ ナイ カダイ オヤコ コベツ ケンコウ ソウダン ヨ サイ ゲツ ショク シカ エイセイシ シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		国立精研資料使用（10M、1歳、1歳6か月、2歳で説明指導） コクリツ セイ ケン シリョウ シヨウ サイ サイ ゲツ サイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		評価はしていないが、健診ごと、もしくは電話、訪問にて母のお困りに寄り添って支援している ヒョウカ ケンシン デンワ ホウモン ハハ コマ ヨ ソ シエン		1		赤ちゃん訪問にて指導。4か月健診問診票にあり。出生届セットにパンフレット入れている アカ ホウモン シドウ ゲツ ケンシン モンシン ヒョウ シュッセイトドケ イ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検受診率管理はしている セイ ケン ジュシン リツ カンリ		1		次の健診後のカンファレンスにて実施 ツギ ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		子ども未来課、教育課、健康推進課で月1回療育に関する検討会実施し、その中で検討している。 コ ミライ カ キョウイク カ ケンコウ スイシン カ ツキ カイ リョウイク カン ケントウカイ ジッシ ナカ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時保健師の勉強会実施している ヒツヨウジ ホケン シ ベンキョウ カイ ジッシ						1						1

		52		878		長野県		野沢温泉村		民生課保健衛生係 ミンセイ カ ホケン エイセイ カカリ		齋藤悦代 サイトウ エツヨ		0269-85-3201		0269-85-4760		1		hokeneisei@vill.nozawaonsen.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		27		25		1		0		1		6		1		8		17		17		1		0		1		6		1		8		17		17		1		0		3		0		3		2		18		18		1		0		3		0		3		2		18		18		22		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診で発達過程説明 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		マタニティーセミナー赤ちゃんの抱き方説明 アカ ダ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		障害者相談支援センター、療育スタッフ、相談員等で保育園訪問し、児の行動観察し保育士とカンファレンス ショウガイシャ ソウダン シエン リョウイク ソウダンイン トウ ホイクエン ホウモン ジ コウドウ カンサツ ホイクシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		53		869		長野県		池田町		福祉課健康づくり係 フクシカ ケンコウ カカリ		塩嶋幸代 シオジマ ユキヨ		0261-61-5000		0261-61-9441		1		kenko@town.ikeda.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		66		66		1		0		1		5		1		7		69		64		1		0		1		5		1		7		69		64		*		*		3		0		3		1		65		64		*		*		3		0		3		1		65		64		57		2		1		0		0		0				1		養育支援家庭の現在状況の確認ととtもに月1回経過を確認している ヨウイク シエン カテイ ゲンザイ ジョウキョウ カクニン ツキ カイ ケイカ カクニン		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		歯科医師と事業確認し、どのように歯科事業を行うか話し合いを行う シカ イシ ジギョウ カクニン シカ ジギョウ オコナ ハナ ア オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診ごとにデンバーを使い、いつまでに何が獲得できるか確認 カク ケンシン ツカ ナニ カクトク カクニン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		PT相談等専門職により評価 ソウダン トウ センモン ショク ヒョウカ		0		0				1		新版K式など シンパン シキ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		愛着障害の研修を年1回行っている アイチャク ショウガイ ケンシュウ ネン カイ オコナ		0				0				0		0								1		1				1

		54		408		茨城県		高萩市		健康づくり課 ケンコウ カ		金澤優美 カナザワ ユウミ		0293-24-2121		0293-22-0700		1		kenkou@city.takahagi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		196		196		1		0		1		6		1		11		198		185		1		0		1		6		1		11		198		185		*		*		3		0		3		11		208		186		*		*		3		0		3		11		208		186		223		4		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽカンファレンス、全戸訪問連絡調整会議にてケース支援の方向性等について検討している。 ゼンコ ホウモン レンラク チョウセイ カイギ シエン ホウコウセイ トウ ケントウ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		２～３歳の間にう歯が急増することから、高萩市の２歳児歯科検診、歯科医師の講話に市の現状を盛り込んでもらうなど活用している サイ アイダ ハ キュウゾウ タカハギ シ サイジ シカ ケンシン シカ イシ コウワ シ ゲンジョウ モ コ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦学級（パパママレッスン）の際にDVDを鑑賞し、その後保健師が捕捉で説明している ニンプ ガッキュウ サイ カンショウ ゴ ホケン シ ホソク セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所、幼稚園が参加している未就学児連絡会や園訪問等により、児の状況について確認 ホイク ジョ ヨウチエン サンカ ミシュウガク ジ レンラクカイ エン ホウモン トウ ジ ジョウキョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		予算を確保し、母子保健に関する研修会に参加している ヨ サン カクホ ボシ ホケン カン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		55		551		埼玉県		東秩父村		保健センター ホケン		吉田由紀代 ヨシダ ユキ ヨ		0493-82-1557		0493-82-1558		1		hoken@vill.higashichichibu.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		14		14		1		0		1		6		1		7		13		13		1		0		1		6		1		7		13		13		*		*		3		6		3		7		11		11		*		*		3		6		3		7		11		11		10		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県で実施している研修に参加 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		56		599		千葉県		九十九里町		健康福祉課健康指導係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シドウ カカリ		川代 カワ シロ		0475-70-3182		0475-76-7541		1		kenshi@town.kujukuri.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		79		58		1		0		1		6		1		11		96		85		1		0		1		6		1		11		96		85		1		0		3		5		3		9		95		85		1		0		3		5		3		9		95		85		62		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		う歯の状況をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ハ ジョウキョウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		単独の項目としてはありませんが、乳幼児相談（４か月児）で子どもの事故防止や言葉の発達とからめて触れています。 タンドク コウモク ニュウヨウジ ソウダン ゲツ ジ コ ジコ ボウシ コトバ ハッタツ フ		1		電話、次回健診で確認 デンワ ジカイ ケンシン カクニン		0		0				1		町ホームページ、新米ママ教室で周知 マチ シン マイ キョウシツ シュウチ		0		0				1		検尿、要精検者 ケンニョウ ヨウ セイ ケン シャ		0				0				0				0		0				*				*		*				*				*		*		*				*				*		*		*		*				*				*				*				*		*								1				1

		57		701		神奈川県		清川村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		森　猛 モリ タケシ		046-288-3861		046-288-2025		1		hofuku@town.kiyokawa.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		15		15		1		0		1		6		2		0		13		13		1		0		1		6		2		0		15		15		*		*		3		6		4		0		18		18		*		*		3		6		4		0		21		18		18		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診時に問診票の発達の項目に応じて今後の発達過程について説明する機会を設けている モンシン トキ モンシン ヒョウ ハッタツ コウモク オウ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ キカイ モウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットとともに指導している シンセイジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、医師、保健師、栄養士でカンファレンスを開催して評価している。歯科健診や心理相談時は歯科医師、歯科衛生士、臨床心理士も参加している。 ケンシン ゴ イシ ホケンシ エイヨウシ カイサイ ヒョウカ シカ ケンシン シンリ ソウダン ジ シカ イシ シカ エイセイシ リンショウ シンリシ サンカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		母子愛育会主催の研修等を利用している ボシ アイイク カイ シュサイ ケンシュウ トウ リヨウ		0				0				0		0

		58		698		神奈川県		真鶴町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹下 タケシタ		0465-68-1131		0465-68-5119		1		ke-hoken@town-manazuru.jp		0		1				1		0		4		6		40		35		1		0		1		6		1		8		31		27		*		*		1		6		1		8		31		27		*		*		3		3		3		5		29		29		*		*		3		3		3		5		29		29		36		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				*				*		*				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		59		926		静岡県		三島市		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ カ		佐野文示 サノ フミ シメ		055-973-3700		055-976-8896		1		kenkou@city.mishima.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		4		876		789		1		0		1		6		1		8		880		850		1		0		1		6		1		8		880		850		1		0		3		0		3		11		934		918		1		0		3		0		3		11		934		918		846		60		1		0		0		0				1		特定妊婦に対する定期的評価を実施する会議を年間８回実施 トクテイ ニンプ タイ テイキテキ ヒョウカ ジッシ カイギ ネンカン カイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係機関との検討 カンケイ キカン ケントウ		1		歯科口腔保健計画に数値目標を持っており、毎年進捗状況を評価し次年度の取り組みに反映させている シカ コウクウ ホケン ケイカク スウチ モクヒョウ モ マイネン シンチョク ジョウキョウ ヒョウカ ジネンド ト ク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３か月児健康教室時、集団教育として今後の発達過程についての講話を実施 ゲツ ジ ケンコウ キョウシツ ジ シュウダン キョウイク コンゴ ハッタツ カテイ コウワ ジッシ		0		0				0				0		1		保健指導の評価は、要フォロー者に対して実施しているが、育てにくさを感じる親に特化したものではない。１歳６か月児健診、３歳児健診の問診項目にはいれているため個別に聞き取り内容は把握している。 ホケン シドウ ヒョウカ ヨウ シャ タイ ジッシ ソダ カン オヤ トッカ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン モンシン コウモク コベツ キ ト ナイヨウ ハアク		1		３か月児健康教室時集団教育として講話を実施。パンフレットを配布 ゲツ ジ ケンコウ キョウシツ トキ シュウダン キョウイク コウワ ジッシ ハイフ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				0				0		0				1		母子フォローアップ会議を毎月実施 ボシ カイギ マイツキ ジッシ		0		0				1		就学指導の対象児に対し、保健センター、療育支援室、保育園、幼稚園、学校教育課で連携し、それぞれフォロー内容をデータに落とし評価を実施。有識者にアドバイスいただく。 シュウガク シドウ タイショウ ジ タイ ホケン リョウイク シエン シツ ホイクエン ヨウチエン ガッコウ キョウイク カ レンケイ ナイヨウ オ ヒョウカ ジッシ ユウシキシャ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		三島市発達障害療育支援専門講座の実施 ミシマシ ハッタツ ショウガイ リョウイク シエン センモン コウザ ジッシ		0				0		0								1		1		1		1

		60		941		静岡県		御前崎市		国保健康課 コクホ ケンコウ カ		齋藤愛香 サイ トウ アイ カオリ		0573-85-1171		0573-85-1172		1		kokuho@city.omaezaki.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		4		272		265		1		0		1		6		1		11		265		257		1		0		1		6		1		11		265		254		1		0		3		0		3		11		298		291		1		0		3		0		3		11		298		288		251		99		1		0		0		0				0				0		1		時期は定めていないが、フォロー妊婦と判定した際にフォロー実施時期をきめており、随時見直し、対応をしている ジキ サダ ニンプ ハンテイ サイ ジッシ ジキ ズイジ ミナオ タイオウ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健康相談（６か月）で、歯科保健に関する講話を加えた ケンコウ ソウダン ゲツ シカ ホケン カン コウワ クワ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診や相談の場での講話（離乳食のすすめ、トイレットﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、歯の保清の中で、発達過程に合わせた関わりについて説明している。また、個別保健指導の時間も取っているため、その中で伝えている ケンシン ソウダン バ コウワ リニュウショク ハ キヨノ ナカデ ハッタツ カテイニ アワセタ カカワリニ コベツ ホケン シドウノ ジカンモ トッテ ナカデ ツタエテ		0		0				1		保健指導実施後にカンファレンスを行い、今後の支援方法等について検討、評価している。 ホケン シドウ ジッシ ゴ オコナ コンゴ シエン ホウホウ トウ ケントウ ヒョウカ		0		0				0				0		1		新生児訪問や２か月児健康相談の中で児の関わり方について伝えている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンコウ ソウダン ナカ ジ カカ カタ ツタ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		次回の健診や相談時に確認している ジカイ ケンシン ソウダン ジ カクニン		1		すこやか健康相談（５歳児） ケンコウ ソウダン サイジ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		年度始めに関係スタッフを集めた説明会を行っている。また健診や相談で変更があった場合には、そのつど実践を行って確認するようにしている ネンド ハジ カンケイ アツ セツメイカイ オコナ ケンシン ソウダン ヘンコウ バアイ ジッセン オコナ カクニン						1						1

		61		939		静岡県		湖西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高須永味子 タカス アジ コ		053-576-4794		053-576-1150		1		kenkou@city.kosai.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		6		504		471		1		0		1		6		1		11		514		496		1		0		1		6		1		11		514		494		1		0		3		3		3		11		523		521		1		0		3		3		3		11		523		521		484		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		62		971		愛知県		小牧市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		松本　萌 マツモト モエ		0568-75-6471		0568-75-8545		1		hokensen@city.komaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		1397		1358		1		0		1		6		1		11		1428		1394		1		0		1		6		1		11		1428		1394		1		0		3		0		3		11		1466		1423		1		0		3		0		3		11		1466		1423		1421		132		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		健診に来所する乳幼児及び保護者の口腔内及び生活習慣等に関する事項は次の健診時等機会あるごとに確認し指導などに活かしているものの、事業計画にまでは反映できていない。 ケンシン ライ ショ ニュウヨウジ オヨ ホゴシャ コウクウ ナイ オヨ セイカツ シュウカン トウ カン ジコウ ツギ ケンシン トキ トウ キカイ カクニン シドウ イ ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健師、助産師による相談にて伝える。問診票に記載。 ホケンシ ジョサンシ ソウダン ツタ モンシン ヒョウ キサイ		0		0				1		健診後や事後教室などのカンファレンス等で行っている。 ケンシン ゴ ジゴ キョウシツ トウ オコナ		0		0				1		パパママ教室にて、厚生労働省作成のDVDと人形を用いて啓発を行っている キョウシツ コウセイ ロウドウショウ サクセイ ニンギョウ モチ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定（年１回年度初めに歯科医師会において勉強会を開催し、判定のばらつき対策をとっていただいている） シカ イシ ハンテイ ネン カイ ネンド ハジ シカ イシ カイ ベンキョウ カイ カイサイ ハンテイ タイサク		0				0		0				0				0		1		適宜、個別に相談 テキギ コベツ ソウダン		1		審査会 シンサ カイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		市として主催しているわけではないが、歯科医師会において勉強会を実施している。 シ シュサイ シカ イシ カイ ベンキョウ カイ ジッシ										1		1

		63		918		岐阜県		七宗町		住民課 ジュウミンカ		田口久美子 タグチ クミコ		0574-48-2046		0574-48-1360		1		ikisen@town.hichiso.lg.jp		0		1				1		0		4		5		14		14		1		0		1		6		1		7		18		18		1		0		1		6		1		8		18		18		1		0		3		0		3		1		22		22		1		0		3		1		3		2		22		19		23		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレットを配布し説明している アカ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*				*		*		*				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		64		739		富山県		射水市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		明神三枝子 ミョウジン ミエコ		0766-82-1954		0766-82-3175		1		kenkou@city.imizu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		723		715		1		0		1		6		1		7		712		702		1		0		1		6		1		7		712		702		*		*		3		6		3		7		728		718		*		*		3		6		3		7		728		718		694		*		1		0		0		0				1		年度末（２月）要保護児童連携会議で、評価・報告している。個別支援予定月を入力し、毎月対象となる妊婦を抽出し支援している。 ネンドマツ ガツ ヨウ ホゴ ジドウ レンケイ カイギ ヒョウカ ホウコク コベツ シエン ヨテイ ヅキ ニュウリョク マイツキ タイショウ ニンプ チュウシュツ シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		毎年歯科保健推進部会を開催している マイネン シカ ホケン スイシン ブカイ カイサイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		個別指導で寝がえりの練習をすすめる中で説明したり、しつけの中で説明している。月２回の育児相談の開催 コベツ シドウ ネ レンシュウ ナカ セツメイ ナカ セツメイ ツキ カイ イクジ ソウダン カイサイ		0		0				1		幼児健診時アンケート ヨウジ ケンシン ジ		0		0				0				1		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				0				0		1		健診終了後カンファレンスを実施しその後の支援について意見交換している。 ケンシン シュウリョウゴ ジッシ ゴ シエン イケン コウカン		1		保育園・幼稚園巡回訪問の実施 ホイクエン ヨウチエン ジュンカイ ホウモン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達スクリーニングや発達障害に関する研修会 ハッタツ ハッタツ ショウガイ カン ケンシュウカイ		1		発達スクリーニングや発達障害に関する研修会 ハッタツ ハッタツ ショウガイ カン ケンシュウカイ		0				0		0								1		1		1		1

		65		748		石川県		珠洲市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		大谷内香奈 オオタニ ウチ カナ		0768-82-7742		0768-82-8283		*		*		*		*				*		*		3		4		62		58		*		*		1		6		2		0		81		80		*		*		1		6		2		0		81		80		*		*		3		3		4		0		71		70		*		*		3		3		4		0		71		70		76		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを使用 シヨウ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを使用 シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		66		778		福井県		おおい町		保健医療課 ホケン イリョウ カ		米田 ヨネダ		0770-77-1155		0770-77-3377		1		hoken@town.ohi.lg.jp		0		1				0		1		4		4		70		68		1		0		1		6		2		0		84		82		1		0		1		6		2		0		84		82		1		0		3		0		4		0		94		91		1		0		3		0		4		0		94		91		72		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		各関係機関と定期的に情報交換しフォロー体制の評価をしている カクカンケイ キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン タイセイ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		67		1093		大阪府		大東市		地域保健課 チイキ ホケン カ		成富 ナ トミ		072-874-9500		072-874-9529		1		tiikihoken@city.daito.lg.jp		0		1				1		0		4		5		984		932		1		0		1		10		2		0		935		879		1		0		1		10		2		0		935		879		1		0		3		6		4		0		1042		942		1		0		3		6		4		0		1042		942		957		集計しない シュウケイ		1		0		0		0				1		①要対協進行管理時、出産前後、ケースバイケース②アセスメントプラン立案 ヨウ タイ キョウ シンコウ カンリ ジ シュッサン ゼンゴ リツアン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康教育等 ケンコウ キョウイク トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		リーフレットを配布 ハイフ		0		0				1		カンファレンス		0		0				0				0		1		母子手帳に記載あり。必要時説明 ボシ テチョウ キサイ ヒツヨウジ セツメイ		0				0				0				0				0		1		精検結果の確認のみ実施 セイ ケン ケッカ カクニン ジッシ		1		カンファレンス		0		0				1		各機関にて相談等を継続し実施 カクキカン ソウダン トウ ケイゾク ジッシ		0		0		0				1		健診結果の返送や直接連絡 ケンシン ケッカ ヘンソウ チョクセツ レンラク		0		0		0		0				1		勉強会の実施、研修参加 ベンキョウ カイ ジッシ ケンシュウ サンカ																				1		1				1

		68		1706		中核市 チュウカクシ		姫路市		保健所健康課 ホケンジョ ケンコウ カ		岩本・植岡・日出 イワモト ウエオカ ヒノデ						1		hokensho-kenko-@city.himeji.hyogo.jp		0		1				0		1		4		99		4696		4585		1		0		1		6		1		11		4842		4724		1		0		1		6		1		11		4842		4723		*		*		3		0		3		11		4970		4839		*		*		3		0		3		11		4970		4839		5243		248		1		0		0		0				1		チーム会議等で個別のケースについて検討する機会を持っている カイギ トウ コベツ ケントウ キカイ モ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				0		0		0		1		「問診」としてではないが各健診項目を実施した後に結果説明を兼ねた健康相談として個別的に事前アンケートの確認も行っている モンシン カク ケンシン コウモク ジッシ アト ケッカ セツメイ カ ケンコウ ソウダン コベツテキ ジゼン カクニン オコナ		1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地域別にう蝕有病率を算出し、う蝕が多い地域には別途対策を検討している チイキ ベツ ショク ユウビョウリツ サンシュツ ショク オオ チイキ ベット タイサク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		訪問、相談などの場面において発達過程の見通しを伝えている ホウモン ソウダン バメン ハッタツ カテイ ミトオ ツタ		0		0				1		評価項目としては設けていないが個別のケース対応の中で評価している ヒョウカ コウモク モウ コベツ タイオウ ナカ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳交付時に同時配布している「子育て手帳」にて啓発 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ドウジ ハイフ コソダ テチョウ ケイハツ		0		0				1		尿検査、視覚健診 ニョウケンサ シカク ケンシン		1		視覚健診 シカク ケンシン		0				0				0		0				1		チーム会議等で個別ケースについて検討するきかいを持っている カイギ トウ コベツ ケントウ モ		0		0				0				0		0		1		個別のケースについて必要に応じて行っている コベツ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0		0		0				1		定期的ではないが必要時実施 テイキテキ ヒツヨウジ ジッシ		1		定期的ではないが必要時実施 テイキテキ ヒツヨウジ ジッシ		0				0		0								1				1

		69		1304		広島県		神石高原町		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		西尾明子 ニシオ アキコ		0847-89-3366		0847-85-3541		1		jk-hoken@town.jinsekikogen.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		5		42		42		1		0		1		6		1		8		52		51		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		3		3		5		57		56		1		0		3		3		3		5		57		56		44		3		*		*		*		*				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		すこやか育児サポート事業 イクジ ジギョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		70		1227		鳥取県		智頭町		福祉課 フクシカ		松村典子 マツムラ ノリコ		0858-75-4101		0858-75-4110		1		fukushi@town.chizu.tottori.jp		0		1				1		0		3		4		43		41		1		0		1		5		1		8		46		45		1		0		1		5		1		8		46		45		1		0		3		0		3		3		48		47		1		0		3		0		3		3		48		47		34		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時次回の健診を説明するのに合わせて資料を用いて説明している ケン ジ ジカイ ケンシン セツメイ ア シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		71		1243		島根県		益田市		子育て支援課 コソダ シエン カ		清水可奈恵 シミズ カ ナ メグミ		0856-31-0243		0856-23-7134		2		kanae-shimizu@city.masuda.lg.jp		0		1				1		0		4		5		358		351		1		0		1		6		99		99		377		362		1		0		1		6		99		99		377		362		1		0		3		5		99		99		379		359		1		0		3		5		99		99		379		359		326		14		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1						0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1		年２回乳幼児健診従事者研修会を実施している ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ジッシ		0				0		0

		72		1356		香川県		三木町		まんでがん子ども課 コ カ		松家・松山 マツ イエ マツヤマ		087-891-3322		087-898-1994		2		m-matsuka@town.miki.lg.jp		0		1				1		0		3		*		189		180		1		0		1		6		1		7		214		205		1		0		1		6		1		7		214		205		1		0		3		6		3		6		253		239		1		0		3		6		3		6		253		239		189		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児相談や健診、個別に発達等の相談をうけお答えしている ニュウヨウジ ソウダン ケンシン コベツ ハッタツ トウ ソウダン コタ		0		0				0				1		0				1		訪問時や両親学級の際情報提供 ホウモン ジ リョウシン ガッキュウ サイ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修会等に参加している ボシ ホケン ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0

		73		1381		愛媛県		愛南町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		幸田栄子 コウタ エイコ		0895-72-1212		0895-72-1215		1		hokenfukushi@town.ainan.jp		0		1				0		1		3		6		123		109		1		0		1		7		1		9		112		109		1		0		1		7		1		9		112		109		1		0		3		2		3		3		135		130		1		0		3		2		3		3		135		130		114		11		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月児にてしあげ磨きができていないことから乳児健診時にしあげ磨き指導の導入 サイ ゲツ ジ ミガ ニュウジ ケンシン ジ ミガ シドウ ドウニュウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の保健指導時に説明はしているが、個々の指導にまかせ徹底したものではない ケンシン ホケン シドウ ジ セツメイ ココ シドウ テッテイ		0		0				0				1		0				1		今年度からの健やか親子２１のアンケートチェックの状況を元に情報提供 コンネンド スコ オヤコ ジョウキョウ モト ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		保健師の訪問（要・不要）という項目のチェックがある。内容等が記入されて戻ってくる ホケンシ ホウモン ヨウ フヨウ コウモク ナイヨウ トウ キニュウ モド		0		0		0		0				0				0				0				0		1		全従事者ではないが健診後の対応について個別事例検討会というか形で参加している ゼン ジュウジシャ ケンシン ゴ タイオウ コベツ ジレイ ケントウカイ カタチ サンカ						1		1

		74		1376		愛媛県		砥部町		保険健康課健康増進係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		大野 オオノ		089-962-6888		089-962-6891		1		042kenko@town.tobe.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		159		134		1		0		1		6		1		11		147		134		1		0		1		6		1		11		147		134		0		0		3		6		3		11		143		134		0		0		3		6		3		11		143		134		142		0		1		0		0						0				0		1		母子手帳交付時に問診票・面談してフォローが必要な人に対して定期的にカンファレンスしている。受診券（妊婦健診）に医師よりフォローが必要と記入があった時。全くしてないわけではないが時期を決めて定期的に評価していない ボシ テチョウ コウフ ジ モンシン ヒョウ メンダン ヒツヨウ ヒト タイ テイキテキ ジュシン ケン ニンプ ケンシン イシ ヒツヨウ キニュウ トキ マッタ ジキ キ テイキテキ ヒョウカ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児相談、7か月児健診で経過を見ながら1歳までフォローしている。 ゲツ ジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン ケイカ ミ サイ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示、健やか親子のアンケート実施 ケイジ スコ オヤコ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファレンスにて検討後次の健診または時期を見て評価している ケンシン ゴ ケントウ ゴ ツギ ケンシン ジキ ミ ヒョウカ		0		0				1		幼稚園、保育所の巡回相談で実施 ヨウチエン ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ジッシ		0		0		0				1		受診票に医療機関が記入し、町へ返信する ジュシン ヒョウ イリョウ キカン キニュウ マチ ヘンシン		0		0		0		0				1		県、関係機関で実施している物 ケン カンケイ キカン ジッシ モノ		0				0				0		0										1				1

		75		1448		福岡県		芦屋町		健康子ども課 ケンコウ コ カ		中村 ナカムラ		093-223-3533		093-222-2010		1		kenko@town.ashiya.lg.jp		0		1				1		0		4		99		119		113		1		0		1		6		1		7		108		102		1		0		1		6		1		7		108		102		*		*		3		1		3		2		125		116		*		*		3		1		3		2		125		116		106		5		1		1		0		0				1		電話でまずフォローし必要であれば訪問している。また医療機関に連絡する等行っている デンワ ヒツヨウ ホウモン イリョウ キカン レンラク トウ オコナ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕り患率高ければ歯科衛生士に報告し、指導内容の変更をしてもらったりしている。 ショク カン リツ タカ シカ エイセイシ ホウコク シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会福祉課等と定期的に会議を開き情報共有を行っている。 キョウイク イインカイ フクシカ トウ テイキテキ カイギ ヒラ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		76		1418		福岡県		田川市		市民生活部健康福祉課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ホケン		宇藤 ウトウ		0947-44-8270		0947-44-8280		1		hoken@lg.city.tagawa.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		443		425		1		0		1		6		99		99		375		351		1		0		1		6		99		99		375		349		1		0		3		0		99		99		434		384		1		0		3		0		99		99		434		383		478		64		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1		口頭やチラシ、アンケートにて コウトウ		0		0				1		医師の判定、検尿、視力・聴覚検査 イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		どのタイミングで評価すべきか、また評価する内容や基準を判断する指標などもないため評価不可 ヒョウカ ヒョウカ ナイヨウ キジュン ハンダン シヒョウ ヒョウカ フカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		77		1717		中核市 チュウカクシ		久留米市		健康福祉部保健所保健推進課 ケンコウ フクシ ブ ホケンジョ ホケン スイシン カ		深村 フカ ムラ		0942-30-9731		0942-30-9833		1		ho-kenko@city.kurume.fukuoka.jp		0		1				0		1		4		6		2933		2817		1		1		1		6		1		11		2963		2785		1		1		1		6		1		11		2963		2395		1		1		3		0		3		11		2929		2717		1		1		3		0		3		11		2929		2319		2997		310		1		1		0		0				0				0		1		課内と関係各課との情報共有を行っている カナイ カンケイ カク カ ジョウホウ キョウユウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		集団健診時のみ行っている シュウダン ケンシン ジ オコナ		0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママ教室でDVDを活用し啓発 キョウシツ カツヨウ ケイハツ		0		0				0				1		視力検査 シリョク ケンサ		1		主に視力、尿検査 オモ シリョク ニョウ ケンサ		0				0		0				1		健診票の内容を確認しフォロー必要者を抽出し地区担当保健師に連携 ケンシン ヒョウ ナイヨウ カクニン ヒツヨウ シャ チュウシュツ チク タントウ ホケンシ レンケイ		0		0				0				0		1		0				1		連携シートを作成し情報共有している。 レンケイ サクセイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		非常勤従事者に対しては新規登録時にマニュアル等説明 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ シンキ トウロク ジ トウ セツメイ		1								1

		78		1464		福岡県		大任町		住民課衛生係 ジュウミンカ エイセイ カカリ		小野原敦子 オ ノハラ アツコ		0947-63-3003内123 ナイ		0947-63-3813		1		eisei@town.oto.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		4		36		30		1		0		1		6		1		8		38		33		1		0		1		6		1		8		38		33		1		0		3		0		3		3		45		35		1		0		3		0		3		3		45		35		47		4		1		0		0		0				1		妊婦健診の支払いが来るときその結果を見ている ニンプ ケンシン シハラ キ ケッカ ミ		0		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月児に発達や危険物チェックを話している ゲツ ジ ハッタツ キケンブツ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		入学前の就学児委員会 ニュウガクマエ シュウガク ジ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		79		1581		宮崎県		三股町		健康管理センター ケンコウ カンリ		春山敦子 ハル ヤマ アツコ		0986-52-8481		0986-52-1056		1		kenko-k@town.mimata.miyazaki.jp		0		1				1		0		3		5		259		238		1		0		1		6		1		10		270		223		1		0		1		6		1		10		270		223		1		0		3		5		3		11		333		296		1		0		3		5		3		11		333		296		274		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進協議会等で検討 シカ ホケン スイシン キョウギカイ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室での集団指導 イクジ キョウシツ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		80		1555		熊本県		苓北町		福祉保健課健康増進室 フクシ ホケンカ ケンコウ ゾウシン シツ		荒木真喜子 アラキ マキコ		0969－35－1111		0969－25－3022		*		*		*		*				1		0		3		3		60		60		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		3		2		3		4		62		62		1		0		3		2		3		4		62		62		57		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児テキストを配布し集団指導をしている イクジ ハイフ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1		チラシ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1

		81		1624		鹿児島県		南大隅町		町民保健課 チョウミン ホケンカ		松山陽子 マツヤマ ヨウコ		0994-24-3388		0994-24-3119		1		hokenc@town.minamiosum.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		3		5		3		7		46		46		1		0		3		5		3		7		46		46		34		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		保健指導の時間に今後の発達見通し、事故防止等説明している ホケン シドウ ジカン コンゴ ハッタツ ミトオ ジコ ボウシ トウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		関係者間で情報共有、支援の方向性確認を実施 カンケイシャ カン ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ カクニン ジッシ		0		0				1		学校教育連携協議等で実施 ガッコウ キョウイク レンケイ キョウギ トウ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		82		1634		鹿児島県		徳之島町		保健センター ホケン		為　光 タメ ヒカリ		0997-83-3121		0997-83-2736		1		hokencenter@tokunoshima-town.org		0		1				*		*		3		5		109		108		*		*		1		6		1		11		122		113		*		*		1		6		1		11		122		109		*		*		3		0		3		11		132		115		*		*		3		0		3		11		132		112		122		31		1		1		0		1		毎月1回、病院の産科と連絡会があり、妊婦の情報交換を行っている。その上でアセスメントし、フォローに努めている。 マイツキ カイ ビョウイン サンカ レンラクカイ ニンプ ジョウホウ コウカン オコナ ウエ ツト		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事業内容、関連事業の見直しをしている ジギョウ ナイヨウ カンレン ジギョウ ミナオ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		3～4か月健診で、今後のこころ・身体の発達について話している ゲツ ケンシン コンゴ シンタイ ハッタツ ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		状況把握後、ｽﾀｯﾌ間で再アセスメントを実施し、検討する。 ジョウキョウ ハアク ゴ カン サイ ジッシ ケントウ		0		0				1		関係機関と連携し支援の再検討を行う。 カン ケイ キカン レンケイ シエン サイケントウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		担当が研修会等で学んだ内容を共有し、ｽﾀｯﾌ間で見直しをする。 タントウ ケンシュウカイトウ マナ ナイヨウ キョウユウ カン ミナオ		1				1						1

		83		321		山形県		河北町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		松浦由美子 マツウラ ユミコ		0237-73-2111		0237-71-1802		1		hoken@hinanet.ne.jp		0		1				1		0		3		4		111		111		1		0		1		6		1		7		122		121		1		0		1		6		1		7		122		121		1		0		3		4		3		6		146		145		1		0		3		4		3		6		146		145		122		2		1		0		0		0				1		要保護定例会1／月開催 ヨウ ホゴ テイレイ カイ ツキ カイサイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		町歯科医師会との打ち合わせを実施している チョウ シカ イシ カイ ウ ア ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問にて、後追いについて説明指導している アカ ホウモン アトオ セツメイ シドウ		0		0				1		特に指標はないが、保健指導の内容を保健師間で共有・検討し、今後の支援策を考えている。 トク シヒョウ ホケン シドウ ナイヨウ ホケンシ アイダ キョウユウ ケントウ コンゴ シエン サク カンガ		0		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレットを用いて説明 アカ ホウモン ジ モチ セツメイ		0		0				1		視力検査、検尿 シリョク ケンサ ケンニョウ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		保育所、幼稚園より発達状況の情報収集を行っている。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1				1		1

		84		1684		中核市 チュウカクシ		盛岡市		健康推進課母子保健担当 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン タントウ		藤田三恵 フジタ サン メグミ		019-603-8304		019-654-5438		1		kenkosuisin@city.morioka.iwate.jp		0		1				0		1		3		4		2351		2326		1		1		1		6		1		8		2421		2228		1		0		1		6		1		8		2421		2395		1		1		3		3		3		11		2500		2278		1		1		3		3		3		11		2500		2471		2472		211		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子育て相談や1歳6か月児健診等で発達過程を指導、説明 コソダ ソウダン サイ ゲツ ジ ケンシン トウ ハッタツ カテイ シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児総合診査受診児の状況を就学時に評価している。 ニュウヨウジ ソウゴウ シンサ ジュシン ジ ジョウキョウ シュウガク ジ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に記入して連絡または直接連絡をもらう。 ケンシン ヒョウ キニュウ レンラク チョクセツ レンラク		0		0		0		0				1		予防接種、乳幼児の発達等に関する研修を実施 ヨボウ セッシュ ニュウヨウジ ハッタツ ナド カン ケンシュウ ジッシ		0				0				0		1		臨時職員に対し。健診フォロー基準等について研修を実施 リンジ ショクイン タイ ケンシン キジュン トウ ケンシュウ ジッシ								1				1

		85		78		北海道		新十津川町		保健福祉課健康推進グループ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		主査　栗山久枝 シュサ クリヤマ ヒサエ		0125-72-2000		0125-72-2006		1		hokenfukushika@town.shintotsukawa.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		8		1		11		39		36		1		0		1		8		1		11		39		36		1		0		3		1		3		11		40		38		1		0		3		1		3		11		40		38		43		4		1		1		0		0				1		ハイリスクとなった原因を分析し今後の予防対策を検討。年度末、事業計画策定時 ゲンイン ブンセキ コンゴ ヨボウ タイサク ケントウ ネンドマツ ジギョウ ケイカク サクテイ ジ		0		0				1		1		1				1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		原因を分析し今後の予防体制を検討 ゲンイン ブンセキ コンゴ ヨボウ タイセイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		開口 カイ コウ		0		1		0		0		0				1		次の健診までの発達について ツギ ケンシン ハッタツ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時パンフレットを配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		相談支援事業所と連携評価 ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修案内があった場合に参加 ケンシュウ アンナイ バアイ サンカ		1				1		1

		86		1451		福岡県		遠賀町		健康こども課 ケンコウ カ		田邊 タナベ		093-293-1234		093-293-0806		1		kenkoukodomo@town.onga.lg.jp		0		1				1		0		3		5		169		160		1		0		1		6		1		8		161		145		1		0		1		6		1		8		161		145		1		0		3		0		3		2		154		130		1		0		3		0		3		2		154		130		147		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		健やか親子２１のアンケートで評価 スコ オヤコ ヒョウカ		0		0				1		母子手帳交付時に手帳で説明 ボシ テチョウ コウフ ジ テチョウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		87		972		愛知県		稲沢市		福祉保健部保健センター フクシ ホケン ブ ホケン		脇田英津子 ワキタ エイ ツ シ		0587-21-2300		0587-21-2361		1		hoken@city.inazawa.aichi.jp		0		1				1		0		3		5		1199		1164		1		0		1		6		1		9		1177		1125		1		0		1		6		1		9		1177		1125		1		0		2		11		3		1		1246		1183		1		0		2		11		3		1		1246		1170		1210		124		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		1		虐待の主管課であるこども課に連絡 ギャクタイ シュカンカ カ レンラク		0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		飲食の習慣 インショク シュウカン		0		1		0		0		0				0				0		1		母子手帳交付時の資料に掲載。また、必要時発達の目安を教える。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ケイサイ ヒツヨウジ ハッタツ メヤス オシ		0				1		0				1		パパママ教室にて資料配布、啓発 キョウシツ シリョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健師、栄養士を対象として確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ エイヨウシ タイショウ カクホ								1

		88		1261		岡山県		笠岡市		子育て支援課 コソダ シエン カ		安藤貴子 アンドウ タカコ		0865-69-2132		0865-69-2561		1		kosodateshien@city.kasaoka.okayama.jp		0		1				1		0		3		11		311		302		1		0		1		6		1		11		319		308		1		0		1		6		1		11		319		308		1		0		3		2		3		11		344		333		1		0		3		2		3		11		344		333		293		66		1		1		0		1		母子健康手帳交付時にアンケートにて母体の体調、兄弟の様子、協力体制、経済状況を把握し、相談・助言を行う。その後フォローの要否を事業担当者で決定し、フォローの方向性をスタッフで協議した後、担当保健師が支援する。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ボタイ タイチョウ キョウダイ サマ コ キョウリョク タイセイ ケイザイ ジョウキョウ ハアク ソウダン ジョゲン オコナ ゴ ヨウヒ ジギョウ タントウ モノ ケッテイ ホウコウセイ キョウギ アト タントウ ホケンシ シエン		0				0		1		要フォロー者について、フォローの方向性を決定しているため、事業担当者から地区担当保健師の状況確認は行っている。 ヨウ シャ ホウコウセイ ケッテイ ジギョウ タントウシャ チク タントウ ホケンシ ジョウキョウ カクニン オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1						0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		89		1574		宮崎県		延岡市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小野 オノ		0982-22-7014		0982-22-1347		1		kenkou@city.nobeoka.miyazaki.jp		0		1				0		1		4		6		1043		974		1		0		1		6		1		11		1053		1022		1		0		1		6		1		11		1053		1022		1		0		3		6		3		11		1116		1033		1		0		3		6		3		11		1116		1031		1017		225		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		発達の遅めの児については、健診や相談時に指導助言を行っている ハッタツ オソ ジ ケンシン ソウダン ジ シドウ ジョゲン オコナ		0				1		0				1		母子手帳交付時の資料内にあり ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ナイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診及び診察連絡票 ニュウジ ケンシン オヨ シンサツ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				1		発達障がい支援、感覚統合、メディアの影響等 ハッタツ ショウ シエン カンカク トウゴウ エイキョウ トウ		0				0				0		0										1

		90		2		北海道		室蘭市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		松永 マツナガ		0143-45-6610		0143-45-4325		1		kenkou@city.muroran.lg.jp		0		1				1		0		*		*		528		521		1		0		1		8		1		11		598		583		1		0		1		8		1		11		596		583		1		0		*		*		*		*		617		596		1		0		*		*		*		*		617		596		597		10		1		0		0		0				1		新生児訪問にて シンセイジ ホウモン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		う歯数等からフッ素塗布事業の対象年齢拡大など事業内容の検討をしている ハ スウ トウ ソ トフ ジギョウ タイショウ ネンレイ カクダイ ジギョウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診、保健指導での説明。リーフレットの個別配布 モンシン ホケン シドウ セツメイ コベツ ハイフ		0		0				1		健診後などに個別のカンファレンスを実施している。 ケンシン ゴ コベツ ジッシ		0		0				1		母子手帳交、付両親学級時に配布している冊子内に掲載。4か月健診の問診項目として設問し「知らない」とした人への説明を実施 ボシ テチョウ コウ ヅケ リョウシン ガッキュウ ジ ハイフ サッシ ナイ ケイサイ ゲツ ケンシン モンシン コウモク セツモン シ ヒト セツメイ ジッシ		0		0				0				0				1		検尿は機械により測定。判定方法は医師によりマニュアル作成 ケンニョウ キカイ ソクテイ ハンテイ ホウホウ イシ サクセイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		市外を含めた各種研修会への参加 シ ガイ フク カクシュ ケンシュウカイ サンカ		1		市内の各種研修会への参加 シナイ カクシュ ケンシュウカイ サンカ																1				1

		91		370		福島県		金山町		住民課保健福祉係 ジュウミンカ ホケン フクシ カカリ		横山美紀 ヨコヤマ ミキ		0241-54-5135		0241-54-2118		1		hoken@town.kaneyama.fukushima.jp		1		1				0		1		4		5		6		6		1		0		1		6		1		8		5		5		1		0		1		6		1		8		5		5		1		0		3		6		3		8		4		4		1		0		3		6		3		8		4		4		6		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1

		92		1449		福岡県		水巻町		健康課健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシン シツ		大森 オオモリ		093-202-3212		093-202-3621		1		iki2-hall@town.mizumaki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		236		227		1		0		1		6		1		11		228		218		1		0		1		6		1		11		228		218		1		1		3		0		3		11		246		233		1		1		3		0		3		11		246		230		284		73		1		0		0		0				1		1年に1回保健事業の評価を行い、個別支援の対象、内容について、考察を行っている。 ネン カイ ホケン ジギョウ ヒョウカ オコナ コベツ シエン タイショウ ナイヨウ コウサツ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健診ごとのう歯罹患率を把握し、1年に1回事業の評価を行っている。 ケンシン ハ リカン リツ ハアク ネン カイ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診毎に共通資料を用いて児の発達と先の見通しについて個別指導を行っている ケンシン ゴト キョウツウ シリョウ モチ ジ ハッタツ サキ ミトオ コベツ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診のアンケートにて乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかどうかの項目を設け、知らないと回答があった場合には指導を行っている。 ゲツ ジ ケンシン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ コウモク モウ シ カイトウ バアイ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にカンファレンスを行い、フォローの必要性や方法について検討している。 ケンシン アト オコナ ヒツヨウセイ ホウホウ ケントウ		0		0				1		就学指導委員会にて学校等と連携し評価している。 シュウガク シドウ イインカイ ガッコウ トウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に医療機関から町への連絡欄を設けている。 ケンシン ヒョウ イリョウ キカン マチ レンラク ラン モウ		0		0		0		0				1		地域の保健師研修会へ参加する機会を設けている チイキ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ キカイ モウ		0				0				0		0								1						1

		93		1491		佐賀県		太良町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松尾 マツオ		0954-67-0753		0954-67-2103		1		kenko-zoushin@town.tara.lg.jp		0		1				0		1		*		*		45		45		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		3		6		3		8		58		55		1		0		3		6		3		8		58		55		53		2		0		0		0		1		必要時に実施。母子手帳交付時、妊婦健診の結果後、また母子保健推進員情報 ヒツヨウジ ジッシ ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ ケンシン ケッカ ゴ ボシ ホケン スイシンイン ジョウホウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		染めだし実施で母親のブラッシング指導。2か月児相談にて歯科衛生士の指導等 ソ ジッシ ハハオヤ シドウ ゲツ ジ ソウダン シカ エイセイシ シドウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		必要に応じて実施。発達の遅れ気味の子どもの場合等には説明する ヒツヨウ オウ ジッシ ハッタツ オク ギミ コ バアイ トウ セツメイ		1		専門の指導員さんと園を回って園の先生をまじえて検討する センモン シドウイン エン マワ エン センセイ ケントウ		0		0				1		チラシ「赤ちゃんを揺さぶらないで」を2か月児相談で配布 アカ ユ ゲツ ジ ソウダン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後スタッフ間で情報を共有し今後のフォローを検討 ケンシン シュウリョウゴ カン ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ		0		0				1		町内保育所を対象に児童指導員による巡回相談指導を実施 チョウナイ ホイク ジョ タイショウ ジドウ シドウイン ジュンカイ ソウダン シドウ ジッシ		0		0		0				1		4か月、7か月健診結果票に町へ連絡指示の欄を設け情報を共有している ゲツ ゲツ ケンシン ケッカ ヒョウ マチ レンラク シジ ラン モウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		乳幼児発達面の研修参加 ニュウヨウジ ハッタツ メン ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		専門の臨床心理士によりみてもらう センモン リンショウ シンリシ						1						1

		94		1078		京都府		与謝野町		保健課 ホケンカ		東　牧子 ヒガシ マキコ		0772-43-1514		*		1		hoken@town.yosano.lg.jp		0		1				1		0		3		4		153		153		1		0		1		7		1		9		138		136		1		0		1		7		1		9		138		136		1		0		3		5		3		7		164		163		1		0		3		5		3		7		165		164		151		6		1		0		0		0				0				0		1		個別対応にて訪問している コベツ タイオウ ホウモン		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		1		児童福祉課と連携 ジドウ フクシ カ レンケイ		1		保育園での歯科教室へ活用 ホイクエン シカ キョウシツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診での面接場面でフェイスシートや相談内容、母親の様子から対応している ケンシン メンセツ バメン ソウダン ナイヨウ ハハオヤ ヨウス タイオウ		1		マザー教室の中で啓発し説明している キョウシツ ナカ ケイハツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		きっちりした評価ではなく適就委員会、学校保健会、療育部会などに委員として参加しております ヒョウカ テキ シュウ イインカイ ガッコウ ホケン カイ リョウイク ブカイ イイン サンカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		都道府県レベルの研修会、管内レベルの研修会に参加している。 トドウフケン ケンシュウカイ カンナイ ケンシュウカイ サンカ						1

		95		288		秋田県		由利本荘市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		長谷山 ハセ ヤマ		0184-22-1834		0184-24-0481		1		kenko@city.yurihonjo.akita.jp		0		1				1		0		3		4		474		469		1		0		1		6		1		9		531		531		1		0		1		6		1		9		531		531		1		0		3		6		3		9		579		579		1		0		3		6		3		9		579		579		446		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを用いて説明している モチ セツメイ		0		0				0				0		1		検討中 ケントウチュウ		1		パンフレットの配布、説明 ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後状況を把握し、必要に応じたフォローを行っている。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ヒツヨウ オウ オコナ		0		0				1		5歳児健康相談にて評価している サイジ ケンコウ ソウダン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		市としては行っていないが、県などで主催する研修会には参加している シ オコナ ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ						1						1

		96		416		茨城県		潮来市		かすみ保健福祉センター ホケン フクシ		石川朋子 イシカワ トモコ		0299-64-5240		0299-80-3077		1		kenkou@city.itako.lg.jp		0		1				0		1		3		6		223		149		1		0		1		6		1		7		219		196		1		0		1		6		1		7		219		195		*		*		3		2		3		3		207		190		*		*		3		2		3		3		207		190		209		7		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		毎年ではないが、う歯が多い状況から歯磨き指導の方法を変更した マイネン ハ オオ ジョウキョウ ハミガ シドウ ホウホウ ヘンコウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		生後2か月児全戸訪問時に3歳児健診まで使用する資料の入った冊子を渡し、母自身が先を見通すことができるようにしている。 セイゴ ゲツ ジ ゼンコ ホウモン ジ サイジ ケンシン シヨウ シリョウ ハイ サッシ ワタ ハハ ジシン サキ ミトオ		0				1		0				1		生後2か月児全戸訪問時にパンフレットを配布し説明している。 セイゴ ゲツ ジ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		97		430		茨城県		茨城町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		星野谷歩美 ホシノヤ アユミ		029-240-7134		029-240-7130		1		kenkou@town.ibaraki.ibaraki.jp		0		1				0		1		3		6		256		88		1		0		1		8		1		11		181		173		1		0		1		8		1		11		181		173		1		0		3		3		3		11		208		196		1		0		3		3		3		11		208		196		193		10		1		1		0		0				0				0		1		随時評価している ズイジ ヒョウカ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		児童福祉部門に情報提供 ジドウ フクシ ブモン ジョウホウ テイキョウ		1		保護者に対しての小集団指導につなげた ホゴシャ タイ ショウシュウダン シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診、育児相談で発達過程を説明指導する ニュウヨウジ ケンシン イクジ ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		定期的に個別相談を実施する テイキテキ コベツ ソウダン ジッシ		0		0				1		赤ちゃん訪問でパンフレットを配布し説明する アカ ホウモン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォロー教室につなぎ、評価している。 キョウシツ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		歯科衛生士には外部の研修について案内している シカ エイセイシ ガイブ ケンシュウ アンナイ		1				1		1

		98		103		北海道		増毛町		福祉厚生課保健指導係 フクシ コウセイ カ ホケン シドウ カカリ		小野由佳 オノ ユカ		0164-53-3111		0164-53-2224		*		*		*		*				1		0		4		6		27		25		1		0		1		6		1		9		29		26		1		0		1		6		1		9		29		26		*		*		3		0		3		2		25		24		*		*		3		0		3		2		25		24		16		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		99		559		埼玉県		松伏町		保健センター ホケン		土屋秀美 ツチヤ ヒデミ		048-992-3170		048-991-2878		1		fukushi1050400@town.matsubushi.lg.jp		0		1				1		0		4		99		180		177		1		0		1		8		2		0		191		177		1		0		1		8		2		0		191		177		*		*		3		4		4		0		231		224		*		*		3		4		4		0		231		224		165		2		1		0		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていない。個別に随時評価している。 テイキテキ ヒョウカ コベツ ズイジ ヒョウカ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係機関へ連絡、確認、継続支援体制作り、心理士と面談など カン カカリ キカン レンラク カクニン ケイゾク シエン タイセイ ツク シンリシ メンダン		1		近年と近隣との結果を比較し新事業を始めた キンネン キンリン ケッカ ヒカク シンジギョウ ハジ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		栄養・食生活の関係全般（食事、卒乳、お菓子、哺乳ビンなど エイヨウ ショクセイカツ カンケイ ゼンパン ショクジ ソツ ニュウ カシ ホニュウ		0		0		0		1		0				1		4か月児健診で今後の健診の時期とお子さんのどんな成長を見るか等伝えている。 ゲツ ジ ケンシン コンゴ ケンシン ジキ コ セイチョウ ミ トウ ツタ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時にパンフレット配布し説明 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		100		1584		宮崎県		綾町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		菊池珠美 キクチ タマミ		0985-77-0195		0985-77-0338		2		t.kikuchi@town.aya.lg.jp		0		1				0		1		3		4		60		58		1		0		1		5		1		11		66		61		1		0		1		5		1		11		66		61		1		0		3		5		3		11		75		72		1		0		3		5		3		11		75		72		65		6		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		毎年、年度初めに歯科保健推進協議会を行っており、その中で昨年度の歯科健診結果を受けて今年度の目標や具体的対策を決めている。 マイトシ ネンド ハジ シカ ホケン スイシン キョウギ カイ オコナ ナカ サクネンド シカ ケンシン ケッカ ウ コンネンド モクヒョウ グタイテキ タイサク キ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		毎月、生後2か月～11か月児を対象に乳児相談を行っており、その中の保健指導で行っている。 マイツキ セイゴ ゲツ ゲツ ジ タイショウ ニュウジ ソウダン オコナ ナカ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1		健康診査受診票（助成券）の中の医師の記入欄（総合判定）の中に町への連絡事項について要（連絡済・連絡未）不要、内容、保護者の了承の有無を記入 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ジョ セイ ケン ナカ イシ キニュウ ラン ソウゴウ ハンテイ ナカ マチ レンラク ジコウ ヨウ レンラク ズ レンラク ミ フヨウ ナイヨウ ホゴシャ リョウショウ ウム キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1								1						1

		101		1562		大分県		竹田市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		首藤理恵 シュドウ リエ		0974-63-4810		0974-64-9150		1		kenkou@city.taketa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		127		121		1		0		1		5		2		0		121		112		1		0		1		5		2		0		121		112		1		0		3		5		4		0		145		130		1		0		3		5		4		0		145		130		125		1		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		子育て支援担当課との情報共有 コソダ シエン タントウ カ ジョウホウ キョウユウ		1		歯科衛生士による歯科講話への反映 シカ エイセイシ シカ コウワ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診時説明指導 ケンシン ジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		相談会 ソウダンカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		102		831		長野県		軽井沢町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		横掘裕子 ヨコ ホ ヒロコ		0267-45-8549		0267-44-1396		1		hoken@town.karuizawa.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		121		114		1		0		1		6		1		7		142		137		1		0		1		6		1		7		142		137		1		0		3		0		3		1		148		142		1		0		3		0		3		1		148		142		154		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4・5か月健診でこれからの発達の見通しを説明する ゲツ ケンシン ハッタツ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｽｸｰﾙと新生児訪問時に啓発している シンセイジ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		来入児連絡会、就学相談委員会 ライ ニュウ ジ レンラクカイ シュウガク ソウダン イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		103		801		山梨県		忍野村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		佐倉冬詩子 サクラ フユ ウタ コ		0555-84-7795		0555-84-1036		1		fukushihoken@vill.oshino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		115		109		1		0		1		6		2		0		113		112		1		0		1		6		2		0		113		112		1		0		3		4		4		0		115		115		1		0		3		4		4		0		115		115		115		17		1		0		0		1		妊婦教室終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（年4回）で妊婦一般（妊婦健診）の結果、妊婦教室参加時の状況、母子手帳交付時のｱｾｽﾒﾝﾄを総合的に見てｱｾｽﾒﾝﾄしている。 ニンプ キョウシツ シュウリョウゴ ネン カイ ニンプ イッパン ニンプ ケンシン ケッカ ニンプ キョウシツ サンカ ジ ジョウキョウ ボシ テチョウ コウフ ジ ソウゴウテキ ミ		1		妊婦教室終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（年4回）で母子手帳交付時のｱｾｽﾒﾝﾄ・妊婦一般（妊婦健診）の結果・妊婦教室参加時の状況を基に今後の対応を検討している。 ニンプ キョウシツ シュウリョウゴ ネン カイ ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ イッパン ニンプ ケンシン ケッカ ニンプ キョウシツ サンカ ジ ジョウキョウ モト コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				0		1		5年に1度健康増進計画立案の際に評価し、計画に反映している。 ネン ド ケンコウ ゾウシン ケイカク リツアン サイ ヒョウカ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達検査の状況 ハッタツ ケンサ ジョウキョウ		0		0		1		0		0				1		乳幼児健診で発達過程に関する資料を配布し説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ カテイ カン シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳幼児健診時ではないが妊婦教室時に「赤ちゃんが泣きやまない」というＤＶＤを鑑賞し、啓発活動を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ニンプ キョウシツ ジ アカ ナ カンショウ ケイハツ カツドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		・地区担当保健師が個別でﾌｫﾛｰしている。・5歳児健康相談の結果、継続ﾌｫﾛｰが必要な児は台帳に入力し、就学前に地区担当保健師にﾌｫﾛｰの状況を確認している。 チク タントウ ホケンシ コベツ サイジ ケンコウ ソウダン ケッカ ケイゾク ヒツヨウ ジ ダイチョウ ニュウリョク シュウガクマエ チク タントウ ホケンシ ジョウキョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県などで実施している研修があれば常勤従事者が参加している。 ケン ジッシ ケンシュウ ジョウキン ジュウジシャ サンカ

		104		795		山梨県		身延町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		遠藤睦美 エンドウ ムツミ		0556-20-4611		0556-20-4554		1		kenkou@town.minobu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		51		51		1		0		1		5		1		9		51		50		1		0		1		5		1		9		51		50		1		0		3		2		3		6		59		59		1		0		3		2		3		6		59		59		51		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食の内容と与え方 カンショク ナイヨウ アタ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		3～4か月健診ｱﾝｹｰﾄ項目に明記 ゲツ ケンシン コウモク メイキ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況は把握するよう後追いをしているが、支援の有効性などは検討していない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク アトオ シエン ユウコウセイ ケントウ		1		町内保育所に関係する機関と一緒に巡回している。 チョウナイ ホイク ショ カンケイ キカン イッショ ジュンカイ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		県等で主催する研修会に参加するようにしている。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		105		530		埼玉県		坂戸市		坂戸市立市民健康ｾﾝﾀｰ サカ ト シリツ シミン ケンコウ		片桐美佳 カタギリ ミカ		049-284-1621		049-284-3939		1		sakado55@city.sakado.lg.jp		0		1				1		0		3		4		729		679		1		0		1		6		2		0		761		712		1		0		1		6		2		0		761		712		1		0		3		3		4		0		867		783		1		0		3		3		4		0		867		782		787		36		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないがｹｰｽの状況によりﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの妥当性を検討している。 テイキテキ ジョウキョウ ダトウセイ ケントウ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0

		106		1149		兵庫県		太子町		さわやか健康課 ケンコウ カ		吉田真奈 ヨシダ マナ		079-276-6630		079-276-6631		1		kenko@town.hyogo-taishi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		322		319		1		0		1		6		1		11		318		315		1		0		1		6		1		11		318		315		1		0		3		5		3		11		353		348		1		0		3		5		3		11		353		348		333		20		1		0		0		0				1		1回/月ｹｰｽ会議を開き、今後の対応方法や支援頻度等を評価している。 カイ ツキ カイギ ヒラ コンゴ タイオウ ホウホウ シエン ヒンド トウ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		乳児健診の質問票の中に記載し、指導する機会としている。 ニュウジ ケンシン シツモン ヒョウ ナカ キサイ シドウ キカイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診の質問票の中に記載し啓発する機会としている。 ニュウジ ケンシン シツモン ヒョウ ナカ キサイ ケイハツ キカイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		107		1667		沖縄県		南風原町		民生部健康福祉課健康づくり班 ミンセイ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ハン		真謝雅代 マ シャ マサヨ		098-889-7381		098-882-6556		*		*		*		*				1		0		3		5		563		530		1		0		1		7		1		9		529		473		1		0		1		7		1		9		529		473		1		0		3		4		3		7		519		464		1		0		3		4		3		7		519		464		551		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		う歯の子の実態を見て行き、食習慣や生活ﾘｽﾞﾑなどの栄養指導や保健指導の内容の検討に活かしている。 シ コ ジッタイ ミ イ ショクシュウカン セイカツ エイヨウ シドウ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		今後、連携しようという計画はあるがまだ具体ていきではない。 コンゴ レンケイ ケイカク グタイ		1		ﾃﾞﾝﾊﾞｰをﾍﾞｰｽに保護者と学習している。 ホゴシャ ガクシュウ		0		0				1		健診ｽﾀｯﾌとして入ってもらっている。心理士とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを持っている。 ケンシン ハイ シンリシ モ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診での検査項目や問診等の分析を行い、課題を整理して次年度に活かしている。 ケンシン ケンサ コウモク モンシンナド ブンセキ オコナ カダイ セイリ ジネンド イ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や各種団体主催の研修会を活用。 ケン カクシュ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ カツヨウ

		108		413		茨城県		つくば市		保健医療部健康増進課（桜保健センター） ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ サクラ ホケン		青木恵美子 アオキ エミコ		029-857-3931		029-857-3875		1		phc020@info.tsukuba.ibaraki.jp		0		1				0		1		3		5		2301		2184		1		0		1		6		1		11		2354		2230		1		0		1		6		1		11		2354		2230		1		0		3		0		3		11		2360		2256		1		0		3		0		3		11		2360		2256		2516		156		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				0		1		育てにくさをいつも感じる親に対するﾌｫﾛｰ基準を決めて、対応している。 ソダ カン オヤ タイ キジュン キ タイオウ		1		ﾏﾀﾆﾃｨｻﾛﾝで赤ちゃんの泣き方についてのＤＶＤを見ることで乳幼児揺さぶられ症候群に対する啓発をしている。 アカ ナ カタ ミ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン タイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		検尿・視力検査については受診結果を保護者より連絡をしてもらう。 ケンニョウ シリョク ケンサ ジュシン ケッカ ホゴシャ レンラク		0				1		0				0				0		1		0				1		医師が家庭訪問が必要と判断した場合は受診票に記載があるので訪問等で対応している。 イシ カテイ ホウモン ヒツヨウ ハンダン バアイ ジュシン ヒョウ キサイ ホウモントウ タイオウ		0		0		0		0				1		新人（新規採用者）を対象に実施している。 シンジン シンキ サイヨウ シャ タイショウ ジッシ		0				0				0		0

		109		1216		和歌山県		那智勝浦町		福祉課健康対策係 フクシ カ ケンコウ タイサク カカリ		井上朋華 イノウエ トモ ハナ		0735-52-2934		0735-52-8635		1		boshihoken@town.nachikatsuura.lg.jp		0		1				1		0		3		4		96		92		1		0		1		7		1		9		105		103		1		0		1		7		1		9		105		103		1		0		3		5		3		7		109		109		1		0		3		5		3		7		109		109		93		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、冊子を手渡しして説明している。 アカ ホウモン ジ サッシ テワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		110		1196		和歌山県		田辺市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		森木美帆 モリキ ビ ホ		0739-26-4901		0739-26-4911		1		kenkou@city.tanabe.lg.jp		1		1				1		0		3		4		525		530		1		0		1		5		1		6		603		569		1		0		1		5		1		6		603		569		1		0		3		5		3		5		6014		585		1		0		3		5		3		7		601		585		620		4		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		健康づくり計画の中で健診でのむし歯罹患等を前年度と比較。 ケンコウ ケイカク ナカ ケンシン バ リカントウ ゼンネンド ヒカク		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠期間中のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室の中では揺さぶられ症候群のＤＶＤを流す。 ニンシン キカン チュウ キョウシツ ナカ ユ ショウコウグン ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		必要に応じて適宜療育機関、保育所・幼稚園等と情報を共有し、就学時にはこれまでの経過等を学校へ申し送りしている。 ヒツヨウ オウ テキギ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン トウ ジョウホウ キョウユウ シュウガク ジ ケイカ トウ ガッコウ モウ オク		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		111		496		群馬県		千代田町		環境保健課保健係 カンキョウ ホケン カ ホケン カカリ		佐藤陽子 サトウ ヨウコ		0276-86-5411		0276-86-5400		1		hoken@town.chiyoda.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		75		76		1		0		1		6		1		7		99		95		1		0		1		6		1		7		99		95		1		0		3		1		3		3		99		89		1		0		3		1		3		3		99		89		84		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		随時、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催。 ズイジ カイサイ		0		0				1		関係ｽﾀｯﾌと園訪問をし、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ開催。 カンケイ エン ホウモン カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県やその他主催の研修会に随時参加。その内容についてｽﾀｯﾌ間で共有している。 ケン ホカ シュサイ ケンシュウカイ ズイジ サンカ ナイヨウ カン キョウユウ		0				0				0		0

		112		490		群馬県		川場村		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		小林貴美江 コバヤシ キミエ		0278-52-2111		0278-52-2333		2		kobayashi-k@vill.kawaba.gunma.jp		1		1				1		0		3		5		19		19		1		0		1		6		1		9		29		27		1		0		1		6		1		9		29		27		1		0		3		1		3		4		32		32		1		0		3		1		3		4		32		32		28		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		情報交換を行っている。 ジョウホウ コウカン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		113		1241		島根県		浜田市		健康福祉子育て支援課子ども家庭相談係 ケンコウ フクシ コソダ シエン カ コ カテイ ソウダン カカリ		伊藤　恵 イトウ メグミ		0855-25-9331		0855-23-3428		1		kosodateshien@city.hamada.shimane.jp		0		1				1		0		4		12		425		416		1		0		1		6		2		0		405		388		1		0		1		6		2		0		405		388		1		0		3		4		4		0		452		443		1		0		3		4		4		0		452		441		452		69		1		0		0		0				1		ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄをﾍﾞｰｽにして評価。時期は対象者により異なる。 ヒョウカ ジキ タイショウシャ コト		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診独自の虐待対応ﾏﾆｭｱﾙはないが、市の児童虐待防止ﾏﾆｭｱﾙに沿って対応している。 ケンシン ドクジ ギャクタイ タイオウ シ ジドウ ギャクタイ ボウシ ソ タイオウ																1		歯科の判定でﾌｫﾛｰになった児はｶﾙﾃにﾏｰｸがつけられ次回の健診時も確認できるようにしていたり、歯科保健事業にお誘いしている。 シカ ハンテイ ジ ジカイ ケンシン ジ カクニン シカ ホケン ジギョウ サソ		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾁﾗｼを渡し、説明指導している。 ワタ セツメイ シドウ		0		0				1		個別訪問、専門機関への紹介等。評価方法は対象者により様々。 コ ベツ ホウモン センモン キカン ショウカイトウ ヒョウカ ホウホウ タイショウシャ サマザマ		0		0				1		ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ教室にてＤＶＤ上映している。 キョウシツ ジョウエイ		0		0				1		検尿・視力検査 ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		個別対応や保育園訪問など。 コベツ タイオウ ホイクエン ホウモン		0		0				1		浜田市と区別支援連絡協議会にて評価。 ハマダシ クベツ シエン レンラク キョウギカイ ヒョウカ		0		0		0				1		連絡票を送付。 レンラク ヒョウ ソウフ		0		0		0		0				1		県や発達支援ｾﾝﾀｰの主催する研修に参加。 ケン ハッタツ シエン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		114		191		青森県		深浦町		深浦町地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ フカウラ チョウ チイキ ホウカツ		秋元　舞 アキモト マイ		0173-76-2042		0173-84-3002		1		fukaura-health@town.fukaura.lg.jp		0		1				1		0		3		5		30		28		1		0		1		7		1		9		32		31		1		0		1		7		1		9		32		31		1		0		3		6		3		8		46		44		1		0		3		6		3		8		46		44		32		1		0		1		0		1		県全体で実施している妊婦連絡票そのものがｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄになっていると認識している。 ケンゼンタイ ジッシ ニンプ レンラク ヒョウ ニンシキ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ｱﾝｹｰﾄに記入してもらっているがその中に揺さぶられ症候群の説明に該当する部分がある。 キニュウ ナカ ユ ショウコウグン セツメイ ガイトウ ブブン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		115		1117		兵庫県		明石市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡直美 ハチマン ナオミ		078-918-5656		078-918-5666		1		kenkou@city.akashi.lg.jp		1		1				1		0		4		7		2580		2499		1		0		1		6		1		11		2749		2679		1		0		1		6		1		11		2749		2679		1		0		3		1		3		11		2446		2676		1		0		3		1		3		11		2746		2676		2834		439		0		0		1		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦と判断した項目ごとに出産までのかかり方法、回数、病院との連携、出産後の状況等を集計し、関わりの必要性、頻度を確認している。（Ｈ25年度より開始しているので今後はどうするかは未定） ニンプ ハンダン コウモク シュッサン ホウホウ カイスウ ビョウイン レンケイ シュッサン ゴ ジョウキョウトウ シュウケイ カカ ヒツヨウ セイ ヒンド カクニン ネンド カイシ コンゴ ミテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		10か月児健診案内時に10か月児の遊びと発達ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを同封している。 ゲツ ジ ケンシン アンナイ ジ ゲツ ジ アソ ハッタツ ドウフウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、次の健診結果、相談の経過を確認し、ﾌｫﾛｰ方法を検討している。 ヒツヨウ ジ ツギ ケンシン ケッカ ソウダン ケイカ カクニン ホウホウ ケントウ		0				0		0		1		必要時、幼稚園・保育所へ連携後の状況を確認している。 ヒツヨウジ ヨウチエン ホイク ショ レンケイ ゴ ジョウキョウ カクニン		1		医師が記載した診察結果を返送してもらっている（必要時、電話で連携する。） イシ キサイ シンサツ ケッカ ヘンソウ ヒツヨウ ジ デンワ レンケイ		0		0		0		0				0				1		現状の課題よりﾃｰﾏを決め、年1回開催している（例：育児不安のある保護者への関わり方等） ゲンジョウ カダイ キ ネン カイ カイサイ レイ イクジ フアン ホゴシャ カカ カタ トウ		0				0		0

		116		546		埼玉県		ときがわ町		保健センター ホケン		岡本 オカモト		0493-65-1010		0493-65-1525		1		hoken@town.tokigawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		44		43		1		0		1		5		1		7		53		51		1		0		1		5		1		7		53		51		1		0		3		5		3		7		68		68		1		0		3		5		3		7		68		68		50		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1		1歳6か月健診～2歳6か月健診の間に虫歯になる児の増加。1歳6か月健診前に歯科医師による講話を導入した。 サイ ゲツ ケンシン サイ ゲツ ケンシン アイダ ムシバ ジ ゾウカ サイ ゲツ ケンシン マエ シカ イシ コウワ ドウニュウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		Ｈ27.4～‘新たに追加する問診項目’（健やか親子21）をｱﾝｹｰﾄとして4か月健診対象者に配布、回収、個別指導。 アラ ツイカ モンシン コウモク スコ オヤコ ゲツ ケンシン タイショウシャ ハイフ カイシュウ コベツ シドウ		0		0				0				1		0				1		Ｈ27.4～‘新たに追加する問診項目’（健やか親子21）をｱﾝｹｰﾄとして4か月健診対象者に配布、回収、個別指導。 アラ ツイカ モンシン コウモク スコ オヤコ ゲツ ケンシン タイショウシャ ハイフ カイシュウ コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部研修会へ参加。 ガイブ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		117		1311		山口県		光市		保健増進課 ホケン ゾウシン カ		松下 マツシタ		0833-74-3007		0833-74-3072		1		kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp		0		1				0		1		3		5		339		331		0		1		1		6		1		11		357		336		0		1		1		6		1		11		357		273		1		0		3		5		3		11		406		392		1		0		3		5		3		11		406		392		357		6		1		0		0		0				1		特に特定妊婦については随時医療機関や関係機関と連携を図っている。 トク トクテイ ニンプ ズイジ イリョウ キカン カンケイ キカン レンケイ ハカ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談や発達支援学級で実施。 イクジ ソウダン ハッタツ シエン ガッキュウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母親教室で普及・啓発および赤ちゃん人形で実演。 ハハオヤ キョウシツ フキュウ ケイハツ アカ ニンギョウ ジツエン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し、検討し、ﾌｫﾛｰ時期・方法を決定。 ケンシン ゴ ジッシ ケントウ ジキ ホウホウ ケッテイ		0		0				1		5歳児発達相談会等で評価。 サイジ ハッタツ ソウダン カイ トウ ヒョウカ		0		0		0				1		健診票に内容を記載し、返送。 ケンシン ヒョウ ナイヨウ キサイ ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		118		891		岐阜県		恵那市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		三宅三那恵 ミ タク ミ ナ エ		0573-26-2111		0573-20-2122		1		kenkouhoken@city.ena.gifu.jp		0		1				1		0		4				349		347		1		0		1		7		99		99		384		379		1		0		1		7		99		99		385		378		1		0		3		1		99		99		391		387		1		0		3		1		99		99		391		386		327		11		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		子育て支援室へ相談する。 コソダ シエン シツ ソウダン		0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾌﾟﾘﾝﾄを配布し、見通しをもてるよう関っている。 ハイフ ミトオ カカワ		0		0				1		問診終了後、全員でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。 モンシン シュウリョウゴ ゼンイン ジッシ		0		0				1		集団指導時実施 シュウダン シドウ ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		3歳健診後に園に伺い要観察となった児の様子を見に行っている。 サイ ケンシン ゴ エン ウカガ ヨウ カンサツ ジ ヨウス ミ イ		0		0				1		就学前に学校関係者主催の会議に出席し健診内容などの情報共有を行っている。 シュウガク マエ ガッコウ カンケイシャ シュサイ カイギ シュッセキ ケンシン ナイヨウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		小児科医師による勉強会の開催 ショウニカ イシ ベンキョウ カイ カイサイ		1		小児科医師による勉強会の開催 ショウニカ イシ ベンキョウ カイ カイサイ		0				0		0

		119		1392		高知県		東洋町		住民課 ジュウミン カ		西山 ニシヤマ		0887-29-3394		0887-29-3813		1		jumin@town.toyo.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		13		13		1		0		1		9		1		11		13		11		1		0		1		9		1		11		13		11		1		0		3		6		3		9		8		7		1		0		3		6		3		9		8		7		4		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		0				0				0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		120		1415		福岡県		大牟田市		健康福祉部児童家庭課 ケンコウ フクシ ブ ジドウ カテイ カ		中原広子 ナカハラ ヒロコ		0944-41-2661		0944-41-2664		1		jidoukatei01@city.omuta.lg.jp		0		1				0		1		4		6		780		0		0		1		1		6		1		8		890		845		1		0		1		6		1		8		865		740		0		1		3		0		3		2		837		769		1		0		3		0		3		2		834		654		833		83		0		0		1		1		全妊婦のｱｾｽﾒﾝﾄは行っていないが市内産婦人科と連携しﾊｲﾘｽｸｹｰｽで支援が必要な場合は市へ連絡するように依頼している。 ゼン ニンプ オコナ シナイ サンフジンカ レンケイ シエン ヒツヨウ バアイ シ レンラク イライ		1		特定妊婦として要保護児童対策地域協議会において支援対象としている場合は、支援方法や内容等を評価している。評価時期はｹｰｽにより異なる。 トクテイ ニンプ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ シエン タイショウ バアイ シエン ホウホウ ナイヨウトウ ヒョウカ ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		0		1		0		1		0		1		医療機関委託健診分は必要時に医療機関に配慮を依頼している。 イリョウ キカン イタク ケンシン ブン ヒツヨウ ジ イリョウ キカン ハイリョ イライ		0		0		1		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		必要時、要保護児童対策地域協議会のｹｰｽとする。 ヒツヨウジ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ		1		統計を取り次年度の指導・相談に反映させている。 トウケイ ト ジネンド シドウ ソウダン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他部署の管理栄養士が他機関と連携し、評価している。 タ ブショ カンリ エイヨウシ タ キカン レンケイ ヒョウカ		1		育児教室で実施している。 イクジ キョウシツ ジッシ				0				1		保育所や学校等と連携し、保健指導後の育児か状況を把握して評価としている。 ホイク ショ ガッコウトウ レンケイ ホケン シドウ ゴ イクジ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問や育児教室で啓発している。ﾎﾟｽﾀｰやﾁﾗｼでの啓発。 シンセイジ ホウモン イクジ キョウシツ ケイハツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		委託医療機関より検査結果の報告を受けている。 イタク イリョウ キカン ケンサ ケッカ ホウコク ウ		0				1		0				0				0		0		1		保護者の同意があれば市での相談結果等を保育所や学校等に伝え今後の支援に活かしている。 ホゴシャ ドウイ シ ソウダン ケッカ トウ ホイク ショ ガッコウナド ツタ コンゴ シエン イ		1		健診結果に市へ依頼する「要支援」の項目を入れており市への相談事業につなぐ場合は連絡票により医療機関から市へ連絡するようにしている。 ケンシン ケッカ シ イライ ヨウ シエン コウモク イ シ ソウダン ジギョウ バアイ レンラク ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤に関らず対象として確保している（歯科医除く）。 ジョウキン ヒジョウキン カカワ タイショウ カクホ シカイ ノゾ

		121		586		千葉県		白井市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		栗原奈津子 クリハラ ナツコ		047-497-3295		047-492-3033		1		kenkou@city.shiroi.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		456		366		1		0		1		6		1		11		504		494		1		0		1		6		1		11		504		494		1		0		3		6		3		11		611		591		1		0		3		6		3		11		611		591		457		226		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		次の幼児健診の際、受診の有無、保健指導の成果を評価するようにしており、その結果（重要なもののみ）を健診歯科医へ会議にて報告している。 ツギ ヨウジ ケンシン サイ ジュシン ウム ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ケッカ ジュウヨウ ケンシン シカイ カイギ ホウコク		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4か月育児相談、1歳6か月、3歳児健診の問診時に子どもの発達についての説明をしている。 ゲツ イクジ ソウダン サイ ゲツ サイジ ケンシン モンシン ジ コ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度より、各母子保健事業を通した評価を実施する予定。 ネンド カク ボシ ホケン ジギョウ トオ ヒョウカ ジッシ ヨテイ		1		4か月育児相談の問診項目に揺さぶられ症候群に関する設問を入れることで啓発につなげている。 ゲツ イクジ ソウダン モンシン コウモク ユ ショウコウグン カン セツモン イ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		心理士による発達ｱｾｽﾒﾝﾄ等に関する研修を実施している。 シンリシ ハッタツ トウ カン ケンシュウ ジッシ

		122		927		静岡県		富士宮市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		鈴木陽子 スズキ ヨウコ		0544-22-2727		0544-28-0267		1		kenko@city.fujinomiya.lg.jp		0		1				0		1		4		7		1033		1021		1		0		1		6		1		11		1155		1129		1		0		1		6		1		11		1155		1129		1		0		3		0		3		11		1144		1119		1		0		3		0		3		11		1144		1119		1078		343		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0		0		1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		123		1024		三重県		朝日町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		近藤 コンドウ		059-377-5652		059-377-2790		1		kosodate@town.asahi.mie.jp		0		1				0		1		4		6		93		93		1		0		1		6		2		0		127		127		1		0		1		6		2		0		127		127		1		0		3		0		4		0		165		165		1		0		3		0		4		0		165		165		112		―		0		0		0		1		何れの時期にも行っていなかったが、Ｈ26年度10月より交付時の把握を開始した。 イズ ジキ オコナ ネンド ガツ コウフ ジ ハアク カイシ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		7・8か月児対象の健康相談時に説明・指導他、健診案内時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ゲツ ジ タイショウ ケンコウ ソウダン ジ セツメイ シドウ ホカ ケンシン アンナイ ジ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園と連携した評価。 エン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		受診票が痛く医療機関より届く。 ジュシン ヒョウ イタ イリョウ キカン トド		0		0		0		0				1				0				0				0		0

		124		1349		香川県		善通寺市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		内田弘子 ウチダ ヒロコ		0877-60-6365		0877-63-6372		1		kodomo@city.zentsuji.kagawa.jp		0		1				0		1		3		4		301		301		0		1		1		6		1		7		248		247		0		1		1		6		1		7		248		247		0		1		3		5		3		6		283		280		0		1		3		5		3		6		283		280		258		50		1		0		0		0				1		保健師・助産師・家庭児童相談員等でｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。不定期（必要時開催）。 ホケンシ ジョサンシ カテイ ジドウ ソウダンイン トウ オコナ フテイキ ヒツヨウジ カイサイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣について ショクシュウカン		0		0		1		0		0				0				0		1		乳児健診は委託しているため指導する機会は必ず全員とは言えない。乳児相談においては指導する機会は確保されている。 ニュウジ ケンシン イタク シドウ キカイ カナラ ゼンイン イ ニュウジ ソウダン シドウ キカイ カクホ		1		関係者間でのｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 カンケイシャ カン		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、支援を検討する。 オコナ シエン ケントウ		0		0		0				1		乳児検診に関しては健診結果にて連携。1歳半健診・3歳児健診については支援担当として市保健診が1名、委託機関での健診に参加する。 ニュウジ ケンシン カン ケンシン ケッカ レンケイ サイハン ケンシン サイジ ケンシン シエン タントウ シ ホケン シン メイ イタク キカン ケンシン サンカ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		全ての健診を委託しているため健診従事者の研修は委託先による。市担当者については確保している。 スベ ケンシン イタク ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ イタクサキ シ タントウシャ カクホ

		125		1111		大阪府		熊取町		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		山口淳子 ヤマグチ ジュンコ		072-452-6294		072-543-7196		1		kosodate-shien@town.kumatori.lg.jp		0		1				1		0		4		5		306		306		1		0		1		7		1		11		310		308		1		0		1		7		1		11		310		308		1		0		3		6		3		11		375		362		*		*		2		6		2		11		370		331		304		19		1		0		0		0				1		特定妊婦については出産前に虐待対策課に報告、ﾊｲﾘｽｸ妊婦も特定妊婦に準じて広告を評価している。 トクテイ ニンプ シュッサン マエ ギャクタイ タイサク カ ホウコク ニンプ トクテイ ニンプ ジュン コウコク ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団指導の内容に含んでいる。 シュウダン シドウ ナイヨウ フク		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関によっては医師により発達健診や保護者への支援の依頼の電話や文書による連絡がある。 イリョウ キカン イシ ハッタツ ケンシン ホゴシャ シエン イライ デンワ ブンショ レンラク		0		0		0		0				1		府内の研修会への参加をしている。 フナイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		126		1007		三重県		津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		石川 イシカワ		059-229-3310		059-229-3287		1		229-3310@city.tsu.lg.jp		1		1				0		1		4		11		2077		2108		1		0		1		6		1		11		2282		2257		1		0		1		6		1		11		2282		2256		1		0		3		5		3		11		2473		2382		1		0		3		5		3		11		2473		2381		2240		38		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		2歳児むし歯０事業として1歳半健診の結果、対象とする児に口腔内診査や歯科保健指導が受けられる機会を提供し3歳児健診で評価している。 サイジ バ ジギョウ サイハン ケンシン ケッカ タイショウ ジ コウクウ ナイ シンサ シカ ホケン シドウ ウ キカイ テイキョウ サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳内に記載。 ボシ ケンコウ テチョウ ナイ キサイ		0		0				1		尿検・視力検査・聴覚検査 ニョウ ケン シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		母の問診票を用いて医療機関が市町に指示を行う。 ハハ モンシン ヒョウ モチ イリョウ キカン シ マチ シジ オコナ		0		0		0		0				1		乳幼児発達支援見直し事業として研修を行っている。 ニュウヨウジ ハッタツ シエン ミナオ ジギョウ ケンシュウ オコナ		1				0				0		0

		127		1197		和歌山県		新宮市		新宮市保健センター シングウシ ホケン		峪中 ヨク ナカ		0735-23-4511		0735-22-3511		2		m-sakonaka@city.shingu.lg.jp		0		1				1		0		4		99		229		224		1		0		1		6		99		99		210		204		1		0		1		6		99		99		210		204		1		0		3		6		99		99		229		211		1		0		3		6		99		99		229		211		228		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		0		0		1		事前にﾌｫﾛｰが必要なｹｰｽについて保健師間で情報共有している。 ジゼン ヒツヨウ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導 シドウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		研修館がある場合は積極的に参加するようにしている。 ケンシュウ カン バアイ セッキョクテキ サンカ

		128		1298		広島県		熊野町		民生部健康課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		森川 モリカワ		082-820-5637		082-854-8009		1		kenko@town.kumano.hiroshima.jp		1		1				1		1		2		6		161		152		1		0		1		6		1		10		189		166		1		0		1		6		1		10		189		166		1		0		3		1		3		5		208		201		1		0		3		1		3		5		208		201		155		*		1		1		0		0				1		月1回ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施 ツキ カイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		保健事業後、健診後のｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ。 ホケン ジギョウ ゴ ケンシン ゴ		1		乳幼児健診、母親学級（妊婦教室）。 ニュウヨウジ ケンシン ハハオヤ ガッキュウ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当者会議の実施 タントウシャ カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診のみ実施、結果の送付。 ニュウジ ケンシン ジッシ ケッカ ソウフ		0		0		0		0				1		外部講師による講習 ガイブ コウシ コウシュウ		1		外部講師による講習 ガイブ コウシ コウシュウ		0				0		0

		129		1699		中核市 チュウカクシ		豊田市		豊田市役所子ども部こども家庭課 トヨタ シヤクショ コ ブ カテイ カ		國長稚佳子 クニ ナガ チカコ		0565-34-6636		0565-32-2098		1		kodomokatei@city.toyota.aichi.jp		0		1				1		0		3		5		3966		3823		1		0		1		6		1		11		4095		3955		1		0		1		6		1		11		4095		3955		1		0		3		0		3		11		4104		3955		1		0		3		0		3		11		4104		3955		4333		328		1		0		0		0				1		・「保健医療福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ会議」年1回　妊娠期における個別支援の体制等について評価を実施。　医療機関との連携会議。　・「特定妊婦検討会議」毎月2回
個別支援体制について母子保健担当者・家庭児童相談室担当者にて検討会議実施。　　・「母子保健ｹｰｽ情報交換会」月1回　周産期医療機関と、地区担当保健師・母子保健担当者との情報交換会を実施。 ホケン イリョウ フクシ カイギ ネン カイ ニンシン キ コベツ シエン タイセイトウ ヒョウカ ジッシ イリョウ キカン レンケイ カイギ トクテイ ニンプ ケントウ カイギ マイツキ カイ コベツ シエン タイセイ ボシ ホケン タントウ シャ カテイ ジドウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3，4か月児健康診査での集団指導にて、共同注視を促す等の社会性を伸ばす親子の関わりを指導。 ゲツ ジ ケンコウ シンサ シュウダン シドウ キョウドウ チュウシ ウナガ トウ シャカイセイ ノ オヤコ カカ シドウ		0		0				1		・健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて、個別相談を実施したｹｰｽの保健指導の内容や児の総合判定および児の支援の訪印について評価。　・1歳6か月児健診事後教室勧奨を勧奨した児に関して、教室に参加した際、その判断や教室の必要性を教室のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて随時評価。　・療育での支援方針の児に関して、早期療育ｼｽﾃﾑに基づき、豊田市こども発達ｾﾝﾀｰが主となり、その判断についての妥当性や療育の必要性を随時評価。 ケンシン ゴ コベツ ソウダン ジッシ ホケン シドウ ナイヨウ ジ ソウゴウ ハンテイ ジ シエン ホウイン ヒョウカ サイ ゲツ ジ ケンシン ジ ゴ キョウシツ カンショウ カンショウ ジ カン キョウシツ サンカ サイ ハンダン キョウシツ ヒツヨウセイ キョウシツ ズイジ ヒョウカ リョウイク シエン ホウシン ジ カン ソウキ リョウイク モト		0		0				1		3・4か月児健康診査にて厚労省作成の「赤ちゃんが泣きやまない」ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。（受診者全員が対象） ゲツ ジ ケンコウ シンサ コウロウショウ サクセイ アカ ナ ハイフ ジュシン シャ ゼンイン タイショウ		0		0				1		検尿精密検査・聴力精密検査 ケンニョウ セイミツ ケンサ チョウリョク セイミツ ケンサ		0				0				0				0		0				1		・健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて個別相談における保健指導の内容や児の総合判定おおび児の支援の方針について個別で評価。　・1歳6か月児健診事後教室勧奨した児に関しては、教室に参加した際、その判断や教室の必要性を教室のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて随時評価。 ケンシン ゴ コベツ ソウダン ホケン シドウ ナイヨウ ジ ソウゴウ ハンテイ ジ シエン ホウシン コベツ ヒョウカ サイ ゲツ ジ ケンシン ジ ゴ キョウシツ カンショウ ジ カン キョウシツ サンカ サイ ハンダン キョウシツ ヒツヨウセイ キョウシツ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		豊田市心身障がい児早期療育推進委員会にて入園相談会、個別支援検討会等が開催され評価を随時実施。 トヨタシ シンシン ショウ ジ ソウキ リョウイク スイシン イインカイ ニュウエン ソウダンカイ コベツ シエン ケントウカイトウ カイサイ ヒョウカ ズイジ ジッシ		0		0		0				1		母子連絡票にて把握。 ボシ レンラク ヒョウ ハアク		0		0		0		0				1		職員向けｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞと相談支援について　職員の資質向上研修の開催。 ショクイン ム ケンシュウ ソウダン シエン ショクイン シシツ コウジョウ ケンシュウ カイサイ		1		健診従事者向けｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修　問診手技・発達の気になる子への保健指導に関するｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸや事例検討等の実施。 ケンシン ジュウジシャ ム ケンシュウ モンシン シュギ ハッタツ キ コ ホケン シドウ カン ジレイ ケントウトウ ジッシ		1		豊田加茂地域母子保健事業研究会　医師・保健師・看護師の参加による疾患の理解および乳幼児健診や未受診に関する情報交換会の実施。 トヨタ カモ チイキ ボシ ホケン ジギョウ ケンキュウカイ イシ ホケン シ カンゴシ サンカ シッカン リカイ ニュウヨウジ ケンシン ミ ジュシン カン ジョウホウ コウカン カイ ジッシ		0		0

		130		1680		沖縄県		与那国町		長寿福祉課 チョウジュ フクシカ		尾辻史華 オ ツジ フミ ハナ		0980-87-3575		0980-87-2079		2		oshimafu@town.yonaguni.okinawa.jp		0		1				1		0		3		6		8		8		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		3		4		4		0		24		23		1		0		3		4		4		0		24		23		15		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		*		*		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		131		1567		大分県		由布市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木本 キモト		0977-84-3111		0977-84-3733		2		kimoto_masami@city.yufu.oita.jp		0		1				0		1		4		7		297		245		1		0		1		6		1		8		307		288		1		0		1		6		1		8		307		288		1		0		3		3		3		8		296		265		1		0		3		3		3		8		296		265		29		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		フッ素塗布受診県の配布 ソ トフ ジュシン ケン ハイフ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを使って保健指導の時に説明。 ツカ ホケン シドウ トキ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診、就学相談で確認。 サイジ ケンシン シュウガク ソウダン カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要に応じて検診に携わる全ての職種向けに実施している。 ヒツヨウ オウ ケンシン タズサ スベ ショクシュ ム ジッシ

		132		875		長野県		高山村		村民生活課保健予防係 ソンミン セイカツ カ ホケン ヨボウ カカリ		関谷美智代 セキヤ ミチヨ		026-242-1202		026-242-1205		1		sonmin@vill.takayama.nagano.jp		1		1				1		0		3		4		38		38		1		0		1		6		1		7		34		32		1		0		1		6		1		7		34		32		1		0		3		0		3		1		51		51		1		0		3		0		3		1		51		51		26		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康づくり推進協議会に実績を提示し、次年度計画の検討資料にしている。 ケンコウ スイシン キョウギカイ ジッセキ テイジ ジネンド ケイカク ケントウ シリョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		全ての対象者ではないが必要に応じて行っている。 スベ タイショウシャ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診時に個別にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ジカイ ケンシン ジ コベツ オコナ		0		0				1		5歳児相談を行い、発達相談員・療育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・教育相談員・保育園・幼稚園と連携し評価している。 サイジ ソウダン オコナ ハッタツ ソウダン イン リョウイク キョウイク ソウダンイン ホイクエン ヨウチエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		村職員が受けた研修内容を従事者に伝達している。 ムラ ショクイン ウ ケンシュウ ナイヨウ ジュウジシャ デンタツ

		133		877		長野県		木島平村		民生課健康福祉室 ミンセイ カ ケンコウ フクシ シツ		高山美恵 タカヤマ ビ エ		0269-82-3111		0269-82-4121		1		kenfuku@kijimadaira.jp		0		1				1		0		3		4		28		28		1		0		1		6		1		7		30		30		1		0		1		6		1		7		30		30		1		0		3		0		3		1		33		32		1		0		3		0		3		1		33		32		38		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		その子どもや保護者による。 コ ホゴシャ		0				1		0				1		乳児訪問の際、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ニュウジ ホウモン サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		134		1161		奈良県		生駒市		こども健康部健康課保健予防係 ケンコウ ブ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		宮本ゆかり ミヤモト		0743-75-2255		0743-75-1031		1		kenkou@city.ikoma.lg.jp		0		1				0		1		3		3		885		880		1		0		1		7		1		8		1087		1081		1		0		1		7		1		7		1087		1081		0		1		3		6		3		6		1129		1011		1		0		3		0		3		0		1155		311		976		77		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4～5か月児対象の親子教室時に保健師から、また、10か月児相談時に発達相談員から発達過程について説明し母親支援を行っている。 ゲツ ジ タイショウ オヤコ キョウシツ ジ ホケンシ ゲツ ジ ソウダン ジ ハッタツ ソウダンイン ハッタツ カテイ セツメイ ハハオヤ シエン オコナ		0		0				0				1		0				1		出生届時、冊子配布、また、こんにちは赤ちゃん訪問時に啓発している。 シュッセイ トドケ ジ サッシ ハイフ アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的に乳幼児健診の指定医療機関と情報交換を行っている。 テイキテキ ニュウヨウジ ケンシン シテイ イリョウ キカン ジョウホウ コウカン オコナ		0				0		0		1		市・療育機関、小学校の通級指導担当者に対し市が実施している事業を紹介する。又は市に対して情報提供がある。 シ リョウイク キカン ショウガッコウ ツウキュウ シドウ タントウシャ タイ シ ジッシ ジギョウ ショウカイ マタ シ タイ ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		0		0				0				1		集団検診に従事する者に対し、研修会を1回/年程度実施している。 シュウダン ケンシン ジュウジ モノ タイ ケンシュウカイ カイ ネン テイド ジッシ		0				0		0

		135		1386		高知県		須崎市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　友美 イズミ トモミ		0889-42-1280		0889-42-1245		1		kenko1@city.susaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		136		134		1		0		1		6		1		8		134		129		1		0		1		6		1		8		131		129		1		0		3		4		3		6		142		138		1		0		3		4		3		6		142		138		130		48		1		0		0		0				0				0		1		H27～定期的に評価予定 テイキテキ ヒョウカ ヨテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		1		結果のまとめ、園長。 ケッカ エンチョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショクセイカツ		0		1		0		0		0				1		乳児健診時にﾒﾃﾞｨｱとの関わり方や親と子の触れ合いについてなど指導。 ニュウジ ケンシン ジ カカ カタ オヤ コ フ ア シドウ		0		0				0				0		1		個別対応が主、必要時に医師から助言をもらうなど行っている。 コベツ タイオウ オモ ヒツヨウ ジ イシ ジョゲン オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		担当が個別に対応する中で必要時に支援者間で検討されることがある。 タントウ コベツ タイオウ ナカ ヒツヨウ ジ シエンシャ カン ケントウ		0				0		0		1		地域として評価する方法としては確立されているものはないが、必要時、担当者が支援継続の中で評価している。 チイキ ヒョウカ ホウホウ カクリツ ヒツヨウ ジ タントウシャ シエン ケイゾク ナカ ヒョウカ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないものの、必要時実施している。 テイキテキ ヒツヨウ ジ ジッシ

		136		1171		奈良県		三宅町		健康子ども部健康福祉課 ケンコウ コ ブ ケンコウ フクシ カ		福永歩美 フクナガ アユミ		0745-43-3580		0745-43-2107		1		kenkou@town.miyake.nara.jp		0		1				1		0		3		5		32		32		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		1		6		1		8		47		45		1		0		3		8		3		10		49		44		1		0		3		8		3		10		49		44		35		16		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象児によって重要項目が異なる。 タイショウ ジ ジュウヨウ コウモク コト		0		1		0		0		0				1		乳児健診（3～5か月児、9～10か月児）の発達相談（個別）や乳児対象の親子教室にて実施。 ニュウジ ケンシン ゲツ ジ ゲツ ジ ハッタツ ソウダン コベツ ニュウジ タイショウ オヤコ キョウシツ ジッシ		0		0				0				0		1		評価基準、方法は正式に決めていないが健診後のﾌｫﾛｰとして親子教室・療育教室の案内をし、参加の都度、今後の支援体制を検討している。 ヒョウカ キジュン ホウホウ セイシキ キ ケンシン ゴ オヤコ キョウシツ リョウイク キョウシツ アンナイ サンカ ツド コンゴ シエン タイセイ ケントウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		親子教室・療育教室等でﾌｫﾛし、必要に応じてｹｰｽ相談・検討会を実施している。 オヤコ キョウシツ リョウイク キョウシツ トウ ヒツヨウ オウ ソウダン ケントウカイ ジッシ		0		0				1		保健師・幼稚園・心理相談員と今後のﾌｫﾛｰ等について定期的に実施している。 ホケンシ ヨウチエン シンリ ソウダンイン コンゴ トウ テイキテキ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県の研修、また心理相談員による定期的な研修の実施。 ケン ケンシュウ シンリ ソウダン イン テイキテキ ケンシュウ ジッシ		0				0				0		0

		137		189		青森県		外ヶ浜町		福祉課 フクシカ		安藤 アンドウ		0174-22-2941		0174-31-1016		2		etsuko-andoh@town.sotogahama.lg.jp		0		1				1		0		3		11		21		19		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		3		5		3		11		26		24		1		0		3		5		3		11		26		24		13		1		1		0		0		0				0				0		1		評価はしていないが保健師内で情報共有し、ｹｰｽ支援について話し合っている。 ヒョウカ ホケンシ ナイ ジョウホウ キョウユウ シエン ハナ ア		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		健診にて要観察やＤｒより指示（○歳に再ﾁｪｯｸ等）のあった方には、健診最後の保健指導にて時間の許しまで個別に行っている。 ケンシン ヨウ カンサツ シジ サイ サイ ナド カタ ケンシン サイゴ ホケン シドウ ジカン ユル コベツ オコナ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度から‘育て難さ’に関する質問をとっており今後その評価を含めどう対応するか検討中である。 ネンド ソダ ニク カン シツモン コンゴ ヒョウカ フク タイオウ ケントウチュウ		1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布（出生時、乳児健診にて） ハイフ シュッセイ ジ ニュウジ ケンシン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価はしていないが就学前の児に対して「就学指導委員会」にて情報共有と今後の対応等について話し合っている。 ヒョウカ シュウガクマエ ジ タイ シュウガク シドウ イインカイ ジョウホウ キョウユウ コンゴ タイオウトウ ハナ ア		1		1歳までの乳児に関して委託健診を一人当たり2回とし実施（受診券配布）。その請求の際に異常あり・なし等記入できるｽﾍﾟｰｽを設け連携している。 サイ ニュウジ カン イタク ケンシン ヒトリ ア カイ ジッシ ジュシン ケン ハイフ セイキュウ サイ イジョウ ナド キニュウ モウ レンケイ		0		0		0		0				1		従事者は町保健師のみで委託等ない。町独自の研修はないが県等実施の研修に参加している。 ジュウジシャ チョウ ホケンシ イタクトウ マチ ドクジ ケンシュウ ケン トウ ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		138		1639		鹿児島県		与論町		保健センター ホケン		叶　良子 カノウ リョウ コ		0997-97-5105		0997-97-5110		1		hokenc@yoron.jp		0		1				1		0		3		5		55		55		1		0		1		6		1		8		57		54		1		0		1		6		1		8		57		54		1		0		3		6		3		6		53		49		1		0		3		6		3		8		53		49		41		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		139		339		山形県		庄内町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高田美幸 タカダ ミユキ		0234-43-0817		0234-42-0894		1		hokenfukushi@town.shonai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		123		120		1		0		1		6		1		8		158		156		1		0		1		6		1		8		158		156		*		*		3		5		3		8		156		155		*		*		3		5		3		8		156		155		123		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1		成果を受診者数やう歯り患率等で評価し、次年度の計画に活用している。 セイカ ジュシンシャ スウ シ カン リツ トウ ヒョウカ ジネンド ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別に子どもの発達と対応について指導している。 コベツ コ ハッタツ タイオウ シドウ		0		0				1		健診時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで検討・評価している。 ケンシン ジ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		個別に説明している。 コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼稚園入園前に担当部署と連携し評価している。 ヨウチエン ニュウエン マエ タントウ ブショ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1										1						1

		140		88		北海道		愛別町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		荒井美千子 アライ ミチコ		01658-6-5111		01658-9-3933		2		arai.m@town.aibetsu.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		30		19		*		*		1		6		1		9		19		19		*		*		1		6		1		9		19		19		*		*		3		0		3		3		16		16		*		*		3		0		3		3		16		16		21		0		1		0		0		0				0				0		1		全妊婦対象に24週前後に保健師・栄養士との面談を実施。それ以外では担当保健師が評価し、随時対応している。26年度はﾊｲﾘｽｸ妊婦がいなかっため、実施していない。 ゼン ニンプ タイショウ シュウ ゼンゴ ホケンシ エイヨウシ メンダン ジッシ イガイ タントウ ホケンシ ヒョウカ ズイジ タイオウ ネンド ニンプ ジッシ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		児童相談所で作成しているﾏﾆｭｱﾙを使用している。 ジドウ ソウダン ショ サクセイ シヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				栄養・生活習慣 エイヨウ セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				1		子育てｱﾝｹｰﾄを実施し、適宜支援している。 コソダ ジッシ テキギ シエン		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄに導入し、知識の有無について確認している。 ドウニュウ チシキ ウム カクニン		0		0				0				0				0				0				1		1		対象人数が少ないため、精度管理に達していない。 タイショウ ニンズウ スク セイド カンリ タッ		1		2か月に一度ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの実施、随時評価している。 ゲツ イチド ジッシ ズイジ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		必要に応じて、幼児ｾﾝﾀｰや小学校と連携し、検討・評価を実施している。 ヒツヨウ オウ ヨウジ ショウガッコウ レンケイ ケントウ ヒョウカ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		141		67		北海道		仁木町		ほけん課保健係 カ ホケン カカリ		三浦千尋 ミウラ チヒロ		0135-32-2514		0135-32-2648		1		fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp		0		1		1		*		*		3		4		23		22		*		*		1		6		1		11		18		17		*		*		1		6		1		11		18		16		*		*		3		0		3		11		26		24		*		*		3		0		3		11		26		24		16		1		1		1		0		0				0				0		1		明確な内容や時期は決まっていないが個別支援の後に係内で情報を共有し支援の方針を検討している。 メイカク ナイヨウ ジキ キ コベツ シエン アト カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウシン ケントウ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕罹患率等の結果を基にフッ化物洗口事業や虫歯予防教室の実施をし、継続的なう蝕予防に取り組んでいる。 ショク リカン リツ トウ ケッカ モト カ ブツ センコウ ジギョウ ムシバ ヨボウ キョウシツ ジッシ ケイゾクテキ ショク ヨボウ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		状況に応じて説明するｹｰｽもあるが、全家庭に指導するという取り決めはしていない。 ジョウキョウ オウ セツメイ ゼン カテイ シドウ ト キ		1		指導後に係内で情報共有し、今後の支援方法を検討している。 シドウ ゴ カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで情報共有し、支援方法や経過観察の必要性について検討する。 ケンシン ゴ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウホウ ケイカ カンサツ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		就学時健診前後にことば教室の教諭や小学校、教育委員会等関係機関と連携し、評価と今後の支援につなげている。 シュウガク ジ ケンシン ゼンゴ キョウシツ キョウユ ショウガッコウ キョウイク イインカイトウ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ コンゴ シエン		0		0		0				0				0		0		0		0				1		道や関係機関主催の研修会に参加している。 ドウ カンケイ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1						1

		142		1593		宮崎県		椎葉村		福祉保健課 フクシ ホケン カ		尾前裕香 オ マエ ユウ		0982-68-7510		0982-68-7511		*		*		*		*				*		*		4		4		24		24		*		*		1		5		1		8		20		20		*		*		1		5		1		8		20		20		*		*		3		5		3		8		24		23		*		*		3		5		3		8		24		23		22		2		1		0		0		0				0				0		1		期限を決めてはいないが出産までの状況は随時把握している。 キゲン キ シュッサン ジョウキョウ ズイジ ハアク		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0		*		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		具体的な決り事はないが園での様子を観察し学校へつないでいる。 グタイテキ キマ ゴト エン ヨウス カンサツ ガッコウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		*		1		*		0				0		0														1

		143		256		宮城県		登米市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		細浦育子 ホソ ウラ イクコ		0220-58-2116		0220-58-3345		1		kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp		1		1		1		*		*		4		5		547		543		*		*		1		6		1		7		598		578		*		*		1		6		1		7		598		578		*		*		3		6		3		7		609		603		*		*		3		6		3		7		609		603		548		―		1		0		0		0				1		ｹｰｽの状況に応じて必要と判断した時期に妊婦訪問等実施。訪問後はすぐに次の支援時期や支援方法について検討している。 ジョウキョウ オウ ヒツヨウ ハンダン ジキ ニンプ ホウモントウ ジッシ ホウモン ゴ ツギ シエン ジキ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		年次毎ではないが、保健指導に歯科衛生士を加え、内容もF塗布・歯垢染めだしを実施していた。さらに昨年度よりｶﾘｴｽﾘｽｸに着目し、唾液簡易検査（RDﾃｽﾄ）を2歳児歯科健診に行っている。 ネンジ ゴト ホケン シドウ シカ エイセイ シ クワ ナイヨウ トフ シコウ ソ ジッシ サクネンド チャクモク ダエキ カンイ ケンサ サイジ シカ ケンシン オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		母子関係 ボシ カンケイ		0		1		0		0		0				1		集団健診時、集団指導の中で実施。各々の発達に応じて事故の危険性についてもつなげて指導している。 シュウダン ケンシン ジ シュウダン シドウ ナカ ジッシ オノオノ ハッタツ オウ ジコ キケンセイ シドウ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて指導内容が妥当であったかどうか、また、今後の支援の方向性についても確認、共有している。 ケンシン ゴ シドウ ナイヨウ ダトウ コンゴ シエン ホウコウセイ カクニン キョウユウ		0		0				1		問診票の項目にあるので確認しながら指導実施。 モンシン ヒョウ コウモク カクニン シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		町域ごとに行っている中学校区連携会議等を通じ、ｹｰｽ支援関係機関と連携している。 マチ イキ オコナ チュウガッコウ ク レンケイ カイギトウ ツウ シエン カンケイ キカン レンケイ		0		0		0				1		問診票および診察結果が市に返却される。 モンシン ヒョウ シンサツ ケッカ シ ヘンキャク		0		0		0		0				1		母子保健研修会、事例検討会。 ボシ ホケン ケンシュウ カイ ジレイ ケントウ カイ		0				0				0		0								1		1				1

		144		143		北海道		新冠町		保健福祉課保健福祉G健康推進係 ホケン フクシカ ホケン フクシ ケンコウ スイシン カカリ		井上朋美 イノウエ トモミ		0146-47-2113		0146-47-2496		1		chouminfukushi@niikappu.jp		0		1				*		*		4		6		37		37		*		*		1		6		2		11		48		48		*		*		1		6		2		11		48		48		*		*		3		0		3		11		49		49		*		*		3		0		3		11		49		49		44		7		1		1		0		0				0				0		1		ｹｰｽ担当保健師が支援状況に合わせて個別で評価している。 タントウ ホケンシ シエン ジョウキョウ ア コベツ ヒョウカ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健やか親子21（第2次）重点課題①－3を問診票内に記載し、保護者の知識の確認や発達に関する指導を実施している。 スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン カダイ モンシン ヒョウ ナイ キサイ ホゴシャ チシキ カクニン ハッタツ カン シドウ ジッシ		0		0				1		問診票に項目を記載し、必要時保健指導を実施。健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価している。 モンシン ヒョウ コウモク キサイ ヒツヨウジ ホケン シドウ ジッシ ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		他機関主催の研修への参加 タ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		145		934		静岡県		藤枝市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		伊　久美 イ クミ		054-654-1111		054-645-2122		1		hokencenter@city.fujieda.shizuoka.jp		0		1				*		*		3		5		1132		1128		*		*		1		6		1		11		1233		1232		*		*		1		6		1		11		1233		1232		*		*		3		0		3		11		1333		1333		*		*		3		0		3		11		1333		1331		1133		62		1		1		0		0				1		毎月の係の打合せで確認・評価している。 マイツキ カカリ ウチアワ カクニン ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健計画の指　となっている。 シカ ホケン ケイカク ユビ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を含めた生活習慣 ショクセイカツ フク セイカツ シュウカン		0		0		0		0		1		食育ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを開催しているが乳幼児期に特化した連携・評価は今後の課題である。 ショク イク カイサイ ニュウヨウジ キ トッカ レンケイ ヒョウカ コンゴ カダイ		1		6か月相談（集団）では運動発達について赤ちゃん体操を実施。その中で子どもの発達の促しを話している。 ゲツ ソウダン シュウダン ウンドウ ハッタツ アカ タイソウ ジッシ ナカ コ ハッタツ ウナガ ハナ		0		0				1		発達に課題のある子の一次療育教室を実施。K等室内で保健師による面談を行っている。教室終了後のｱﾝｹｰﾄを評価の一つとしている。 ハッタツ カダイ コ イチジ リョウイク キョウシツ ジッシ トウ シツナイ ホケンシ メンダン オコナ キョウシツ シュウリョウゴ ヒョウカ ヒト		0		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室での衛生教育で実施している。 キョウシツ エイセイ キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		*		0				0		0		1		個別のｹｰｽとして把握することはあるが、全体としての評価はできていない。 コベツ ハアク ゼンタイ ヒョウカ		0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		職員の異動などに伴い実施。定期的には行っていない。県主催の研修会に参加。 ショクイン イドウ トモナ ジッシ テイキテキ オコナ ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1

		146		830		長野県		佐久穂町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		堀米篤子 ホリ コメ アツコ		0267-86-2528		0267-86-2633		1		kenkoudukuri@town.sakuho.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		70		69		*		*		1		8		1		9		73		67		*		*		1		8		1		9		73		67		*		*		3		3		3		4		65		60		*		*		3		3		3		4		64		60		63		8		1		1		0		0				0				0		1		担当地区保健師や福祉士が個別にﾌｫﾛｰし定期的に評価する。 タントウ チク ホケンシ フクシ シ コベツ テイキテキ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子の教室等の指導の教材として使用。 ボシ キョウシツトウ シドウ キョウザイ シヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母子の教室や健診等の場で健康教育を行っている。 ボシ キョウシツ ケンシントウ バ ケンコウ キョウイク オコナ		0		0				1		健診でのｱﾝｹｰﾄを実施し、問診等に役立てている。 ケンシン ジッシ モンシントウ ヤクダ		0		0				1		健診でのｱﾝｹｰﾄ実施、集団の場で啓発。 ケンシン ジッシ シュウダン バ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況に把握や、呼び出した時期の来所や指導の有無等を確認するが、支援の有効性等は検討していない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ヨ ダ ジキ ライ ショ シドウ ウム ナド カクニン シエン ユウコウセイ ナド ケントウ		1		保育園や幼稚園等と連携して評価している。 ホイクエン ヨウチエン ナド レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		*		0		0		0		0				1		保健所主催の研修及びM-CHATの学習会等を実施。 ホケン ジョ シュサイ ケンシュウ オヨ ガクシュウ カイ ナド ジッシ		0				0				0		0				1				1		1				1

		147		828		長野県		南相木村		住民課 ジュウミンカ		中嶋陽子 ナカジマ ヨウコ		0267-78-2121		0267-78-2139		1		jyuumin@vill.minamiaiki.nagano.jp		0		1				*		*		3		5		7		7		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		3		4		3		10		8		8		*		*		3		4		3		10		8		8		2		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		148		1700		中核市 チュウカクシ		豊橋市 トヨハシ シ		豊橋市保健所こども保健課 トヨハシシ ホケンジョ ホケン カ		加藤寿子 カトウ トシコ		0532-39-9153		0532-38-0770		1		kodomohoken@city.toyohashi.lg.jp		0		1				*		*		3		6		3311		3227		*		*		1		6		1		11		3509		3411		*		*		1		6		1		11		3509		3411		*		*		3		0		3		11		3589		3426		*		*		3		0		3		11		3589		3426		3443		539		1		1		0		0				1		月1回、支援実施の有無を確認。個別支援内容については地区担当とｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰが確認する。 ツキ カイ シエン ジッシ ウム カクニン コベツ シエン ナイヨウ チク タントウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		歯科検診結果については事業評価をしている。 シカ ケンシン ケッカ ジギョウ ヒョウカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		かかりつけ歯科での定期受診勧奨。 シカ テイキ ジュシン カンショウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児家庭全戸訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。4か月児健診会場にてDVD放映。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ ゲツ ジ ケンシン カイジョウ ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の発達等に関する研修。 ニュウヨウジ ハッタツ トウ カン ケンシュウ		0				0				0		0				1

		149		282		秋田県		能代市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		近藤春菜 コンドウ ハルナ		0185-58-2838		0185-58-2930		1		kenkou@city.nkshiro.akita.jp		0		1				*		*		4		7		265		262		*		*		1		6		2		0		281		267		*		*		3		6		4		0		300		284		*		*		3		6		4		0		300		284		*		*		3		6		4		0		300		284		468		10		0		0		0		1		全妊婦には行われていない。 ゼン ニンプ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		おすわり・ﾊｲﾊｲ・つかまり立ちなどできるようになってくる、人見知り（＋）、離乳食指導（歯が生えてくる等も含め）など説明。 ダ ヒトミシ リニュウショク シドウ ハ ハ ナド フク セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾐｰｸﾗｽ、4か月児健診で説明（激しく揺さぶらないように）。 ゲツ ジ ケンシン セツメイ ハゲ ユ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				0				0		0				1		ｽｯﾀﾌ間でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し、要管理児へは電話連絡・訪問等で状況の確認・評価（次回健診へつなぐ）。 カン ジッシ ヨウ カンリ ジ デンワ レンラク ホウモン ナド ジョウキョウ カクニン ヒョウカ ジカイ ケンシン		0		0				0				0		0		1		5歳児親子相談の機会まで療育機関や保育所と連携・情報共有。 サイジ オヤコ ソウダン キカイ リョウイク キカン ホイク ショ レンケイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		150		1523		熊本県		天草市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		浦﨑裕美 ウラ サキ ヒロミ		0969-24-0620		0969-24-1631		1		yobou@city.amakusa.lg.jp		0		1				*		*		3		7		597		589		*		*		1		6		2		0		628		601		*		*		1		6		2		0		628		601		*		*		3		0		4		0		643		614		*		*		3		0		4		0		643		614		575		93		1		0		0		0				1		年度末に適切な時期にﾌｫﾛｰできたかを評価している。 ネンドマツ テキセツ ジキ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		健診の結果を踏まえ次年度の指導内容につなげている。 ケンシン ケッカ フ ジネンド シドウ ナイヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		5か月児育児学級を実施している。 ゲツ ジ イクジ ガッキュウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診時の指導内容としている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シドウ ナイヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診ﾏﾆｭｱﾙに基づき健診を実施し、評価を共有している。 ニュウヨウジ ケンシン モト ケンシン ジッシ ヒョウカ キョウユウ		0		0				1		5歳児健診を行い就学に向けた評価を行っている。 サイジ ケンシン オコナ シュウガク ム ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等主催の研修会に参加。市で研修会を計画し実施。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ シ ケンシュウカイ ケイカク ジッシ		0				0				0		0								1		1				1

		151		1279		岡山県		奈義町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		立石奈緒子 タテイシ ナオコ		0868-36-6700		0868-36-6772		1		hoken@town.nagi.okayama.jp		0		1				1		0		3		5		59		58		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		1		6		1		8		58		55		1		0		3		6		3		8		60		54		1		0		3		6		3		8		60		54		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		事故防止 ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の保育園・幼稚園・小中学校へ施設支援に行き経過を見る。 チョウナイ ホイクエン ヨウチエン ショウチュウガッコウ シセツ シエン イ ケイカ ミ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		152		1074		京都府		精華町		健康福祉環境部健康増進課 ケンコウ フクシ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ		西田 ニシダ		0774-95-1905		0774-95-3974		1		kenko@town.seika.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		274		372		1		0		1		6		1		7		330		310		1		0		1		6		1		7		330		310		1		0		3		6		3		7		373		339		1		0		3		6		3		7		373		339		9		6		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		*		*		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰ掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0														1

		153		1059		京都府		亀岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ カカリ		中村 ナカムラ		0771-25-5004		0771-25-5128		1		kenkou-zousin@city.kaｍeoka.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		678		664		1		0		1		6		1		7		669		655		1		0		1		6		1		7		669		655		1		0		3		5		3		6		821		793		1		0		3		5		3		6		821		793		734		34		1		0		0		0				0				0		1		定期的なものではなく評価方法も定まったものではないが出産後の母子の支援の中で妊娠中への関わりについての評価をするなどを行っている。 テイキテキ ヒョウカ ホウホウ サダ シュッサン ゴ ボシ シエン ナカ ニンシンチュウ カカ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月健診の集団指導で発達の見通しを伝える。資料などを配布。 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ハッタツ ミトオ ツタ シリョウ ハイフ		0		0				1		問診票や保健指導の中で評価。 モンシン ヒョウ ホケン シドウ ナカ ヒョウカ		0		0				1		母子手帳交付時に資料配布し説明。妊婦の教室で資料を配布にて説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ セツメイ ニンプ キョウシツ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的な評価としては行っていないが妥当性についての検討は行っている。 テイキテキ ヒョウカ オコナ ダトウセイ ケントウ オコナ		0				0		0		1		学校教育課や保育所・幼稚園、療育施設との連携の中で評価はしているが、体系的なものではない。 ガッコウ キョウイク カ ホイク ショ ヨウチエン リョウイク シセツ レンケイ ナカ ヒョウカ タイケイテキ		0				1		0		0		0				1		課内での研修、京都府主催の研修など。 カ ナイ ケンシュウ キョウトフ シュサイ ケンシュウ		0				0				0		0								1		1

		154		1385		高知県		土佐市		健康づくり課 ケンコウ カ		岡林あや オカバヤシ		088-852-1113		088-850-2433		1		kenkou@city.tosa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		216		162		1		0		1		6		1		11		201		194		1		0		1		6		1		11		201		194		1		0		3		4		3		11		203		194		1		0		3		4		3		11		203		194		184		5		0		1		0		0				0				0		1		H27年度中にﾊｲﾘｽｸ妊婦の対応基準を作成し、その都度、ﾌｫﾛｰしているが評価まで至っていない。 ネンド チュウ ニンプ タイオウ キジュン サクセイ ツド ヒョウカ イタ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		1		1		1		発達検査時のﾏﾆｭｱﾙ作成 ハッタツ ケンサ ジ サクセイ		1		歯科医を交えた歯科保健事業検討会（年1回）にてう歯のり患率・一人平均う歯数・咬合の異常について等検討し、目標を立てて実施している。 シカイ マジ シカ ホケン ジギョウ ケントウカイ ネン カイ シ カン リツ ヒトリ ヘイキン シ スウ コウゴウ イジョウ ナド ケントウ モクヒョウ タ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診・3歳児健診時に多動・言葉の遅れ・社会性等の面で注意してみていく必要性がある場合、別途相談会等につないでいる。健診時や相談会時に見通しについて保健師や心理士・ST等が助言している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ タドウ コトバ オク シャカイセイナド メン チュウイ ヒツヨウセイ バアイ ベット ソウダンカイ ナド ケンシン ジ ソウダンカイ ジ ミトオ ホケンシ シンリシ ナド ジョゲン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関からの乳児健康診査受診結果の返信（約2か月後）の中に必要に応じて医療機関から市へ報告がある。 イリョウ キカン ニュウジ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヘンシン ヤク ゲツ ゴ ナカ ヒツヨウ オウ イリョウ キカン シ ホウコク		0		0		0		0				1		発達障害の理解について、乳児の運動発達について。 ハッタツ ショウガイ リカイ ニュウジ ウンドウ ハッタツ		1		発達障害の理解について、乳児の運動発達について。 ハッタツ ショウガイ リカイ ニュウジ ウンドウ ハッタツ		0				0		0								1		1

		155		395		福島県		葛尾村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		林　多恵子 ハヤシ タエコ		0247-61-2850		0247-62-0282		2		hayashi-taeko-ol@vill.katsurao.lg.jp		避難中		避難中				※当村は避難中のため健診の実施はない。 トウソン ヒナンチュウ ケンシン ジッシ																																																																												10		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		現在、健診の実施がない。 ゲンザイ ケンシン ジッシ		0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		訪問した際に実施している。 ホウモン サイ ジッシ		0		0				1		どんな所に困り感を感じているのか聞き取りして、今後のﾌｫﾛｰが必要かどうか評価して行く。 トコロ コマ カン カン キ ト コンゴ ヒツヨウ ヒョウカ イ		0		0				1		冊子を産後に配布している。 サッシ サンゴ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0		養護教諭とｹｰｽ検討や評価をしている。 ヨウゴ キョウユ ケントウ ヒョウカ		1		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		156		386		福島県		三春町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		千葉 チバ		0247-62-3166		0247-62-5110		1		kenko@town.miharu.fukushima.jp		0		1				1		0		3		6		101		99		1		0		1		6		1		11		113		111		1		0		1		6		1		11		113		111		1		0		3		0		3		11		132		126		1		0		3		0		3		11		132		126		126		7		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		明確な取り決めはないが事後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで対応法や情報の共有は行っている。また、地区担当の保健師につないでいる。 メイカク ト キ ジゴ タイオウ ホウ ジョウホウ キョウユウ オコナ チク タントウ ホケンシ		0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病率等を基に町事業の評価資料に挙げている。 ショク ユウ ビョウ リツ トウ モト チョウ ジギョウ ヒョウカ シリョウ ア		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達に関するﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し今後の発達の目安を周知することと、子どもの大よその発達段階を知ってもらう機会は確保している。 ハッタツ カン ハイフ コンゴ ハッタツ メヤス シュウチ コ オオ ハッタツ ダンカイ シ キカイ カクホ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		改めた評価の機会はないが就学前に5歳児健診を行い、3歳児健診の結果を踏まえて、健診を行っている（保育所・幼稚園での実施を主としている）。 アラタ ヒョウカ キカイ シュウガクマエ サイジ ケンシン オコナ サイジ ケンシン ケッカ フ ケンシン オコナ ホイク ショ ヨウチエン ジッシ オモ		1		健診後に委託先担当保健師と町保健師との情報共有を行い連携を図っている。 ケンシン ゴ イタクサキ タントウ ホケンシ チョウ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ オコナ レンケイ ハカ		0		0		0		0				1		毎年。輪番制で中央の研修へ参加し、技術向上のための機会を確保している。 マイトシ リンバンセイ チュウオウ ケンシュウ サンカ ギジュツ コウジョウ キカイ カクホ		0				0				0		0				1				1

		157		484		群馬県		長野原町		町民生活課保健センター チョウミン セイカツ カ ホケン		清水　綾 シミズ アヤ		0279-82-2422		0279-82-4281		1		naga-hokencenter@town.naganohara.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		31		30		1		0		1		5		1		7		29		29		1		0		1		5		1		7		29		29		1		0		3		0		3		2		33		33		1		0		3		0		3		2		33		33		21		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		基準はないが次につながるよう配慮はしている。 キジュン ツギ ハイリョ		1		妊娠届時、乳児健診時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ニンシン トドケ ジ ニュウジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園に療育相談事業で入り評価している。 ホイク ショ ヨウチエン リョウイク ソウダン ジギョウ ハイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		158		273		宮城県		大郷町		保健福祉課 ホケン フクシカ		赤間由美子 アカマ ユミコ		022-359-5507		022-359-3287		1		kenkou@town.miyagi-osato.lg.jp		0		1				1		0		3		5		62		61		1		0		1		6		1		9		58		58		1		0		1		6		1		9		58		58		1		0		3		4		3		7		74		69		1		0		3		4		3		7		74		69		59		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0				0		1		Ｈ27年度より乳児健診（3～5か月児）で「生後半年から1歳頃まで親の後追いをすることを知っていますか」と問診で確認している。 ネンド ニュウジ ケンシン ゲツ ジ セイゴ ハントシ サイ コロ オヤ アトオ シ モンシン カクニン		1		「健やか親子21」重点課題に同じ。 スコ オヤコ ジュウテン カダイ オナ		0		0				1		Ｈ27年度から乳幼児健診時に問診票に記載。 ネンド ニュウヨウジ ケンシン ジ モンシン ヒョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		保健師2人体制のため適宜お互いに確認している。 ホケンシ フタリ タイセイ テキギ タガ カクニン		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県等が主催の研修会に参加。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		159		1364		愛媛県		宇和島市		保険健康課母子保健係 ホケン ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		上杉瑞穂 ウエスギ ミズホ		0895-24-1111		0895-24-1124		1		kenkou@city.uwajima.lg.jp		0		1				1		0		3		5		485		468		1		0		1		6		1		11		519		477		1		0		1		6		1		11		519		477		1		0		3		0		3		11		556		502		1		0		3		0		3		11		556		502		481		79		1		0		0		0				1		次年度6～7月頃にﾌｫﾛｰができたかどうか実施状況を確認している。 ジネンド ガツ コロ ジッシ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士によるﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導を健診（1歳半、3歳）でしているので年度末に歯科衛生士を交えて歯科保健の取り組みを検討している。 シカ エイセイシ シドウ ケンシン サイハン サイ ネンドマツ シカ エイセイシ マジ シカ ホケン ト ク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		仕上げ磨きの方法 シア ミガ ホウホウ		0		1		0		0		0				1		全員にではないが各健診・育児相談・赤ちゃん訪問等で説明している。尚、全員配布の保健師・栄養士で作成した「育児のしおり」という子育て応援冊子にも子どもの成長ｶﾚﾝﾀﾞｰとして発達の目安を載せている。 ゼンイン カク ケンシン イクジ ソウダン アカ ホウモン ナド セツメイ ナオ ゼンイン ハイフ ホケンシ エイヨウシ サクセイ イクジ コソダ オウエン サッシ コ セイチョウ ハッタツ メヤス ノ		0		0				0				1		0				1		両親学級の中の講話。「育児のしおり」の中にも載せている。 リョウシン ガッキュウ ナカ コウワ イクジ ナカ ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査の結果、通知書は市に届き、その中に保健師による訪問指導の必要の有無を記入する欄がある。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ケッカ ツウチショ シ トド ナカ ホケンシ ホウモン シドウ ヒツヨウ ウム キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県等が開催する研修会へ参加（保健師・栄養士）。 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ エイヨウシ						1		1

		160		1362		香川県		まんのう町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		小山祐加 コヤマ ユウ カ		0877-73-0126		0877-79-3276		1		kenko@town.manno.lg.jp		0		1				1		0		4		*		145		143		1		0		1		8		1		9		167		162		1		0		1		8		1		9		167		162		1		0		3		6		3		7		163		160		1		0		3		6		3		7		163		160		142		―		1		0		0		0				1		地区担当と母子担当で必要と思われる時期に電話また家庭訪問を行っている。 チク タントウ ボシ タントウ ヒツヨウ オモ ジキ デンワ カテイ ホウモン オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		新生児訪問時に指導。 シンセイジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会と連携して年3回程度保育所・幼稚園等訪問、相談を行っている。 キョウイク イインカイ レンケイ ネン カイ テイド ホイク ショ ヨウチエントウ ホウモン ソウダン オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健所・相談機関などの研修会に参加している。 ホケンジョ ソウダン キカン ケンシュウカイ サンカ								1				1

		161		1301		広島県		北広島町		保健課健康増進係 ホケンカ ケンコウ ゾウシン カカリ		福田 フクダ		0826-72-2111		0826-72-5242		1		kenkou@town.kitahiroshima.lg.jp		0		1				1		1		4		5		132		111		1		0		1		6		1		7		116		110		1		0		1		6		1		7		116		110		1		0		3		5		3		6		139		128		1		0		3		5		3		6		139		128		114		9		1		0		0		0				1		母子中核会議で支援内容・方法・ｽｹｼﾞｭｰﾙを検討しﾊｲﾘｽｸ妊婦ごとの評価時期を決める。 ボシ チュウカク カイギ シエン ナイヨウ ホウホウ ケントウ ニンプ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		0		0		1		0		0		1		担当保健師が健診に従事しているため必要に応じて事前にｽﾀｯﾌに情報を伝えている。 タントウ ホケンシ ケンシン ジュウジ ヒツヨウ オウ ジゼン ジョウホウ ツタ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診の医療機関委託健診結果を役場へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸしてもらう。 ニュウジ ケンシン イリョウ キカン イタク ケンシン ケッカ ヤクバ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		162		1526		熊本県		玉東町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松永智恵美 マツナガ チエミ		0968-85-6557		0968-85-6554		2		matunaga-t@town.gyokuto.lg.jp		0		1				1		0		4		4		35		35		1		0		1		7		1		9		44		42		1		0		1		7		1		9		44		42		1		0		3		4		3		6		53		53		1		0		3		4		3		6		53		53		40		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄ健診結果等を集計し、評価する。 ケンシン ケッカ トウ シュウケイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄは実施し、そのための支援を実施しているが、全数の評価はできていない。 ジッシ シエン ジッシ ゼンスウ ヒョウカ		1		新生児訪問にて説明している。 シンセイジ ホウモン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子健診のﾌﾀｯﾌ検討会を実施し判断している。 ボシ ケンシン ケントウ カイ ジッシ ハンダン		0		0				1		ｹｰｽ検討会議において関液機関を評価している。 ケントウ カイギ カン エキ キカン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		163		313		山形県		村山市		保健課健康指導係 ホケンカ ケンコウ シドウ カカリ		赤松有香 アカマツ ユウ カオリ		0237-55-2111		0237-55-2265		1		hoken@city.murayama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		141		138		1		0		1		6		1		7		143		141		1		0		1		6		1		7		143		141		1		0		3		5		3		7		175		173		1		0		3		5		3		7		175		173		137		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		受診率が低下したため個別の受診勧奨（お知らせ配布）を再開。 ジュシン リツ テイカ コベツ ジュシン カンショウ シ ハイフ サイカイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの選び方、食べ方。 エラ カタ タ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				1		乳幼児健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ オコナ		0		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室の講義内で周知。 キョウシツ コウギ ナイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		毎年度、保育施設から経観児が挙げられ、福祉分野とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 マイネンド ホイク シセツ ケイ カン ジ ア フクシ ブンヤ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		164		325		山形県		大石田町		保健福祉課 ホケン フクシカ		吉田栄子 ヨシダ エイコ		0237-35-2111		0237-35-2118		1		hokeneisei@town.oishida.yamagata.jp		0		1				1		0		3		5		*		*		1		0		1		6		1		8		35		35		1		0		1		6		1		8		35		*		1		0		3		0		3		3		45		45		1		0		3		0		3		3		45		45		48		3		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが個々のｹｰｽに合わせて医療機関転出先への情報提供等で支援している。 テイキテキ ココ ア イリョウ キカン テンシュツ サキ ジョウホウ テイキョウ トウ シエン		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		母子手帳・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を参考にし、近い将来の発達過程を説明指導している。 ボシ テチョウ トウ サンコウ チカ ショウライ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		親の背景や子育ての考えを聞きながら保健指導している（家族関係・生活環境等）。 オヤ ハイケイ コソダ カンガ キ ホケン シドウ カゾク カンケイ セイカツ カンキョウ トウ		0		0				1		母子手帳交付時や全戸赤ちゃん訪問時に啓発・指導している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ゼンコ アカ ホウモン ジ ケイハツ シドウ		0		0				0				0				0				0				0		0				1		担当保健師の意見や健診時での心理、親子関係を今後の支援に有効か検討している。 タントウ ホケンシ イケン ケンシン ジ シンリ オヤコ カンケイ コンゴ シエン ユウコウ ケントウ		0		0				1		町内の保育園・小学校・中学校までの連携会議で検討評価している。 チョウナイ ホイクエン ショウガッコウ チュウガッコウ レンケイ カイギ ケントウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		虐待等の早期発見、介入ができること等、最新の実践的研修に参加している。 ギャクタイトウ ソウキ ハッケン カイニュウ ナド サイシン ジッセンテキ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		165		221		岩手県		遠野市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		佐々木あゆ美 ササキ ミ		0198-62-5111		0198-62-1599		1		sato-hoken@city.tono.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		153		153		1		0		1		6		2		0		195		192		1		0		1		6		2		0		195		192		1		0		3		6		4		0		190		190		1		0		3		6		4		0		190		190		176		23		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診担当者が研修会に参加し内容を復命して伝える。 ケンシン タントウシャ ケンシュウカイ サンカ ナイヨウ フクメイ ツタ		0				0				0		0				1

		166		402		茨城県		石岡市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐藤英子 サトウ エイコ		0299-24-1386		0299-24-4386		1		is-hoken@city.ishioka.lg.jp		0		1				1		1		3		5		506		499		1		0		1		7		1		11		518		486		1		0		1		7		1		11		518		486		1		0		3		3		3		11		535		475		1		0		3		3		3		11		535		475		546		68		1		0		0		1		１の補足：妊娠届出の際、人のう支援質問表を記載してもらい妊婦の状況・家庭状況について情報を収集している。 ホソク ニンシン トドケ デ サイ ニン シエン シツモン ヒョウ キサイ ニンプ ジョウキョウ カテイ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		1		関係機関の健診の同席。関係機関との会議で児への対応を取り決めし、共有する。 カンケイ キカン ケンシン ドウセキ カンケイ キカン カイギ ジ タイオウ ト キ キョウユウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		関係機関への報告等、組織的対応。 カンケイ キカン ホウコクトウ ソシキテキ タイオウ		0				0		1		保健指導の成果を踏まえ、受診者数や率も含め事業計画に活用したいとしている。 ホケン シドウ セイカ フ ジュシンシャ スウ リツ フク ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診における配布物（しおり）にその時期の特徴等中心に掲載し伝える機会を持っている。 ケンシン ハイフ ブツ ジキ トクチョウトウ チュウシン ケイサイ ツタ キカイ モ		0		0				0				0		1		育て難さや気になる質問項目を次回の健診でもﾁｪｯｸするようにしている。 ソダ ニク キ シツモン コウモク ジカイ ケンシン		1		乳児全戸訪問、ﾏﾀﾆﾃｨｽｸｰﾙで実施。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後の全ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン シュウリョウ ゴ ゼン		0		0				0				0		0		1		評価といってよいのか、関係機関との子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議実施。就学時における上記機関への対象児の情報提供と委員会での検討。 ヒョウカ カンケイ キカン コソダ シエン カイギ ジッシ シュウガク ジ ジョウキ キカン タイショウ ジ ジョウホウ テイキョウ イインカイ ケントウ		0				0		0		0		1		医療機関の判断によるが受診票に保健ｾﾝﾀｰへの連絡、指導等の依頼欄あり。活用してもらえれば対応可能。 イリョウ キカン ハンダン ジュシン ヒョウ ホケン レンラク シドウトウ イライ ラン カツヨウ タイオウ カノウ		0				0				0				0		1		非常勤従事者に対して各健診時のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等の機会を利用し情報の提供・共有は随時している。 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ カク ケンシン ジ トウ キカイ リヨウ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ ズイジ

		167		123		北海道		小清水町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		坂田真希 サカタ マキ		0152-62-4480		0152-62-4198		1		hokenmgr@town.koshimizu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		52		52		1		0		1		6		2		0		46		46		1		0		1		6		2		0		46		34		1		0		3		0		3		5		35		35		1		0		3		0		3		5		17		9		38		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時口頭で説明している。 シンセイジ ホウモン ジ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		各保育所、幼稚園、小学校等と連携して、必要時に評価している。 カク ホイク ショ ヨウチエン ショウガッコウ トウ レンケイ ヒツヨウジ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		168		112		北海道		中頓別町		保健福祉課 ホケン フクシカ		磯木由紀江 イソ キ ユ キ エ		01634-6-1995		01634-6-2110		1		hokenyobo@town.nakatombetsu.lg.jp		0		1				1		0		*		*		9		8		1		0		1		6		1		11		9		8		1		0		1		6		1		11		9		8		1		0		3		0		3		11		15		13		1		0		3		0		3		11		15		13		9		*		0		0		0		1		母子手帳および7回目以降の受診券発行に合わせて面接をしている。 ボシ テチョウ カイメ イコウ ジュシン ケン ハッコウ ア メンセツ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		0				0				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽや実施報告書にて回覧はしているが定期的な評価行っていない。 ケンシン シュウリョウ ゴ ジッシ ホウコクショ カイラン テイキテキ ヒョウカ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		母子関係の研修会への参加の機会は確保しているが、従事者全員が参加はできない。 ボシ カンケイ ケンシュウ カイ サンカ キカイ カクホ ジュウジシャ ゼンイン サンカ								1

		169		110		北海道		猿払村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		得能睦美 エ ノウ ムツミ		01635-2-2040		01635-2-2075		1		mutsumi.tokuno@vill.sarufutsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		6		25		24		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		1		6		1		11		30		29		1		0		3		0		3		5		23		23		1		0		3		0		3		5		23		22		24		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所等関係機関と2か月おきに検討会を実施し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ時期を設定して定期的に支援内容等の話し合いをしている。 ホイク ショ トウ カンケイ キカン ゲツ ケントウカイ ジッシ ジキ セッテイ テイキテキ シエン ナイヨウトウ ハナ ア		0		0				1		就学前健診の結果と合わせて、年長時期に検討している。年長になるまでの間も定期的に検討機会を設けている。 シュウガクマエ ケンシン ケッカ ア ネンチョウ ジキ ケントウ ネンチョウ アイダ テイキテキ ケントウ キカイ モウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		定期的に研修機会があるわけではないが、行けるものがあれば参加。 テイキテキ ケンシュウ キカイ イ サンカ		0				0				0		0				1										1

		170		35		北海道		松前町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早瀬有希子 ハヤセ ユキコ		0139-42-2275		0139-46-2048		2		yukiko.hayase@town.matsumae.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		12		48		31		1		0		1		6		2		0		25		25		1		0		1		6		2		0		23		23		1		0		3		0		4		0		33		33		1		0		3		0		3		4		33		33		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児健診会場へのﾎﾟｽﾀｰ掲示。 ニュウジ ケンシン カイジョウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師・栄養士でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ケンシン ゴ ホケンシ エイヨウシ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		171		119		北海道		美幌町		民生部保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ健康推進担当 ミンセイ ブ ホケン フクシ ケンコウ スイシン タントウ		立花裕美子 タチバナ ユミコ		0152-73-1111		0152-72-4869		1		kenkout@town.bihoro.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		127		122		1		0		1		6		1		11		169		168		1		0		1		6		1		11		169		165		1		0		3		0		3		11		160		160		1		0		3		0		3		11		160		160		122		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健所での統計処理結果に基づき評価。 ホケンジョ トウケイ ショリ ケッカ モト ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		不定期のおやつやｼﾞｭｰｽ フテイキ		0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 ハイフ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、発達支援教室、5歳児相談。 ケンシン ゴ ハッタツ シエン キョウシツ サイジ ソウダン		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布、注意喚起。 ハイフ チュウイ カンキ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		5歳児相談、就学児について前年度に関係機関との会議。 サイジ ソウダン シュウガク ジ ゼンネンド カンケイ キカン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		1		研修内容の伝達。 ケンシュウ ナイヨウ デンタツ		1				1		1				1

		172		732		富山県		魚津市		健康ｾﾝﾀｰ ケンコウ		桃井 モモイ		0765-24-0415		0765-24-3684		1		kenko-center@city.uozu.lg.jp		1		2				1		0		4		99		279		275		1		0		1		6		99		99		290		286		1		0		1		6		99		99		290		286		1		0		3		6		99		99		280		277		1		0		3		6		99		99		280		277		271		20		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診で第1子の方を対象に1歳頃に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン ダイ シ カタ タイショウ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の行動面・運動面についての見立てと支援について。 ニュウヨウジ コウドウ メン ウンドウ メン ミタ シエン		0				0				0		0

		173		1290		広島県		庄原市		保健医療課健康推進係 ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		宮崎仁美 ミヤザキ ヒトミ		0824-73-1255		0824-75-0245		1		hoken-suishin@city.shobara.lg.jp		0		1				1		1		6		8		296		165		1		0		1		6		1		9		245		216		1		0		1		6		1		9		245		217		1		0		3		2		3		5		248		206		1		0		3		2		3		5		248		205		239		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		親に記入してもらっている問診票に質問項目を入れ気になるｹｰｽについては健診終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで話をしている。 オヤ キニュウ モンシン ヒョウ シツモン コウモク イ キ ケンシン シュウリョウゴ ハナシ		0		0				1		妊婦教室で乳幼児揺さぶられ症候群に関するＤＶＤを使用している。 ニンプ キョウシツ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン カン シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		174		1246		島根県		江津市		子育て支援課子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		森脇真理子 モリワキ マリコ		0855-52-2501		0855-52-4512		1		kosodateshienka@city.gotsu.lg.jp		0		1				1		0		3		11		193		192		1		0		1		6		1		11		161		159		1		0		1		6		1		11		161		159		1		0		3		5		3		11		170		165		1		0		3		5		3		11		170		165		171		4		1		0		0		0				0				0		1		医師・助産師・市担当者で連絡会を開催している。 イシ ジョサンシ シ タントウ シャ レンラクカイ カイサイ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				0		歯科衛生士と歯科検診結果の経年評価を行い、次年度事業について意見交換している。 シカ エイセイシ シカ ケンシン ケッカ ケイネン ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ イケン コウカン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達過程をﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで説明、情報提供。 ハッタツ カテイ セツメイ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0		1		個別ｹｰｽへの保健指導評価をしている。 コベツ ホケン シドウ ヒョウカ		1		訪問時に声掛け。 ホウモン ジ コエ カ		0		0				0				1		発達 ハッタツ		0				0				0		0				1		保育所等巡回相談で健診後の状況を把握して支援している。 ホイク ショ トウ ジュンカイ ソウダン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク シエン		0		0				0				0		0		1		個別評価し、関係機関と連携して支援している。 コベツ ヒョウカ カンケイ キカン レンケイ シエン		0				0		0		0		1		支援が必要な子は出生時に医療機関から連絡があり継続ﾌｫﾛｰを実施。 シエン ヒツヨウ コ シュッセイ ジ イリョウ キカン レンラク ケイゾク ジッシ		1		発達障害者ｾﾝﾀｰ主催の研修会への参加。 ハッタツ ショウガイ シャ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1		1

		175		229		岩手県		葛巻町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野里夕佳 ノ サト ユウ カ		0195-66-2111		0195-67-1060		2		n-yuka@town.kuzumaki.iwate.jp		0		1				0		1		3		*		33		33		1		1		1		6		2		0		31		31		1		0		1		4		2		0		31		27		1		1		3		0		4		0		37		37		1		0		3		4		4		0		38		34		29		4		1		0		0		0				0				0		1		訪問や健診の場などで関りから担当ｽﾀｯﾌ間でﾐｰﾃｨﾝｸﾞ行い評価している。 ホウモン ケンシン バ カカワ タントウ カン オコナ ヒョウカ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児の指導場面において話をしている。 サイ ゲツ ジ シドウ バメン ハナシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で設けた時期に確認（再度健診会場に来てもうなどし指導）。 トウ モウ ジキ カクニン サイド ケンシン カイジョウ キ シドウ		0		0				1				0		0		0				1		受診状況を担当者に連絡が入り対応する。 ジュシン ジョウキョウ タントウシャ レンラク ハイ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		176		1477		佐賀県		武雄市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		野田美子 ノダ ヨシコ		0954-23-9131		*		1		kenkou@city.takeo.lg.jp		0		1				1		0		4		5		377		370		1		0		1		6		1		11		437		417		1		0		1		6		1		11		437		417		1		0		3		6		3		11		462		446		1		0		3		6		3		11		462		445		436		―		0		0		0		1		母子手帳交付時にｱﾝｹｰﾄを行い、必要に応じてｽﾀｯﾌ間での共有を行っている。殆ど、生後2か月児訪問で対応することが多い。 ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ ヒツヨウ オウ カン キョウユウ オコナ ホトン セイゴ ゲツ ジ ホウモン タイオウ オオ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診終了後にう蝕歯が多い児の生活背景などをｽﾀｯﾌで共有しその後の保健指導に活かすようにしている。 ケンシン シュウリョウゴ ショク ハ オオ ジ セイカツ ハイケイ キョウユウ ゴ ホケン シドウ イ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達の一覧表を利用し説明している（Ｈ27．8～）。 ハッタツ イチラン ヒョウ リヨウ セツメイ		0		0				0				0		1		健診時に「育て難さ」を感じる相談があった場合、個別相談の案内をしている（臨床心理士による相談）。 ケンシン ジ ソダ ニク カン ソウダン バアイ コベツ ソウダン アンナイ リンショウ シンリシ ソウダン		1		母子手帳交付時 ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前相談対象者について、市の健診結果のつき合わせを行っている。 シュウガクマエ ソウダン タイショウシャ シ ケンシン ケッカ ア オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等の実施する研修を受講。 ケントウ ジッシ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0														1

		177		1426		福岡県		小郡市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		早野紗代 ハヤ ノ サヨ		0942-72-6666		0942-72-6477		1		kenko@city.ogori.lg.jp		0		1				1		0		4		99		462		446		1		0		1		6		99		99		456		430		1		0		1		6		99		99		456		430		1		0		3		1		99		99		497		464		1		0		3		1		99		99		497		464		433		10		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付に資料を配布 ボシ テチョウ コウフ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		178		1485		佐賀県		みやき町		健康増進子ども未来課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン コ ミライ カ ケンコウ タントウ		三島治子 ミシマ ハルコ		0942-89-3915		0942-89-3935		2		h-mishima@town.miyaki.lg.jp		0		1				1		0		6		18		180		174		1		0		1		7		2		6		190		188		1		0		1		7		2		6		190		188		1		0		3		7		規定なし キテイ		規定なし キテイ		185		181		1		0		3		7		規定なし キテイ		規定なし キテイ		185		181		168		17		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		これまでなされていなかった栄養指導を追加。 エイヨウ シドウ ツイカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児・10か月児・1歳半・3歳児健診、個別相談指導にて行っている。 ゲツ ジ ゲツ ジ サイハン サイジ ケンシン コベツ ソウダン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診時に個別にて実施している。 ゲツ ジ ケンシン ジ コベツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学相談会に全件ではないが一部評価している。 シュウガク ソウダン カイ ゼン ケン イチブ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		179		1463		福岡県		川崎町		住民保険課 ジュウミン ホケンカ		國廣妙子 クニヒロ タエコ		0947-72-7083		同じ オナ		1		juuminhoken-hoken@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp		1		1				1		0		3		5		127		117		1		0		1		6		1		7		148		139		1		0		1		6		1		7		148		139		1		0		3		0		99		99		132		127		1		0		3		0		99		99		132		127		140		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		育てにくい内容を確認、指導し、子育ての相談日（臨床心理士対応）を案内・予約している。 ソダ ナイヨウ カクニン シドウ コソダ ソウダン ビ リンショウ シンリシ タイオウ アンナイ ヨヤク		0		0				1		すこやか問診票に確認し、説明を行う。 モンシン ヒョウ カクニン セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				0		1		要紹介となったｹｰｽについては、その後の受診結果などﾌｫﾛｰして確認はしている。 ヨウ ショウカイ ゴ ジュシン ケッカ カクニン		0				0		1		有効性の検討はしていないがｹｰｽ検討会議等必要な機関と連携し就学支援を行っている。 ユウコウセイ ケントウ ケントウ カイギ トウ ヒツヨウ キカン レンケイ シュウガク シエン オコナ		0				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		180		1618		鹿児島県		さつま町		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		瀬戸山 セトヤマ		0996-53-1111		0996-52-3514		1		kenko-kenko@satsuma-net.jp		0		1				1		0		4		5		138		129		1		0		1		7		1		8		165		161		1		0		1		7		1		8		165		161		1		0		3		2		3		3		178		176		1		0		3		2		3		3		178		176		130		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の間に相談を設けており、それまでの間の発達について説明している。 ケンシン アイダ ソウダン モウ アイダ ハッタツ セツメイ		0		0				1		多面的な評価、保健ｼﾀｯﾌがどこから支援できるかをｶﾝﾌｧﾚﾝｽ中で検討を行う。 タメンテキ ヒョウカ ホケン シエン チュウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		問診の中で母・家族の状況により必要があると判断した場合に伝えている。 モンシン ナカ ハハ カゾク ジョウキョウ ヒツヨウ ハンダン バアイ ツタ		0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		子育て支援係の保健師がﾒｲﾝで療育施設、幼・保・小、県らと連携し実施。 コソダ シエン カカリ ホケンシ リョウイク シセツ ヨウ ホ ショウ ケン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		精密検査受診券の発行により医療機関から返書があり。医師から電話あるいはﾒｰﾙが来る。（事前にｹｰｽ連絡入れることも多い。） セイミツ ケンサ ジュシン ケン ハッコウ イリョウ キカン ヘンショ イシ デンワ ク ジゼン レンラク イ オオ		0		0		0		0				1		県などで実施している研修会のは参加する機会を作っている。 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ キカイ ツク		0				0				0		0														1

		181		1531		熊本県		菊陽町		健康・保険課 ケンコウ ホケン カ		渡邉紀美代 ワタナベ キミヨ		096-232-4912		096-232-6676		2		watanabe-ki@town.kikuyo.lg.jp		0		1				0		1		3		4		532		528		1		0		1		6		1		11		495		481		1		0		1		6		1		11		495		481		1		0		3		1		3		11		525		521		1		0		3		1		3		11		525		521		504		50		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		10月より配布予定の母子 ガツ ハイフ ヨテイ ボシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修に参加する。 ケン ケンシュウ サンカ		0				0				1		0				1				1						1

		182		334		山形県		川西町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		吉杖恵美子 キチ ジョウ エミコ		0238-42-6640		0238-42-6614		1		kenkofukushi@town.kawanishi.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		92		92		1		0		1		6		1		7		94		94		1		0		1		6		1		7		94		94		1		0		3		5		3		7		118		118		1		0		3		5		3		7		118		118		107		2		1		1		0		0				1		妊婦県健診実施医療機関と連携を取りながら追うもんやｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等を行い、適宜評価している。 ニンプ ケン ケンシン ジッシ イリョウ キカン レンケイ ト オ ナド オコナ テキギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の教室等で集団・個別指導を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン キョウシツトウ シュウダン コベツ シドウ オコナ		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		183		497		群馬県		大泉町		健康推進部健康づくり課 ケンコウ スイシンブ ケンコウ カ		竹村範江 タケムラ ノリエ		0276-62-2121		0276-62-2108		1		kenko@town.oizumi.gunma.jp		0		1				1		0		4		6		377		362		1		0		1		6		2		0		337		310		1		0		1		6		2		0		337		308		1		0		3		3		4		0		369		326		1		0		3		3		4		0		369		325		384		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科検診および歯科指導の受診者やフッ化物を塗布した人数・う歯保有率を毎年確認し、次年度の事業内容に反映させている。 シカ ケンシン シカ シドウ ジュシンシャ カ ブツ トフ ニンズウ シ ホユウ リツ マイトシ カクニン ジネンド ジギョウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月児から1歳半に達する発達過程を説明指導する。 ゲツ ジ サイハン タッ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、資料を配布し説明する。新生児訪問の時、資料を渡し説明する。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ セツメイ シンセイジ ホウモン トキ シリョウ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後の状況を把握し、担当職員間で検討している。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク タントウ ショクイン カン ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		184		249		宮城県		塩竈市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		太田有紀 オオタ ユキ		022-364-4786		022-364-4787		1		kenkou@city.shiogama.miyagi.jp		0		1				1		0		3		6		327		311		1		0		1		6		1		11		356		347		1		0		1		6		1		11		356		347		1		0		3		7		3		11		373		350		1		0		3		7		3		11		373		350		358		104		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団に対する健康教育で確保している。 シュウダン タイ ケンコウ キョウイク カクホ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		幼稚園・保育所と連携し、学校へ情報交換し、就学後に状況を確認している。 ヨウチエン ホイク ショ レンケイ ガッコウ ジョウホウ コウカン シュウガク ゴ ジョウキョウ カクニン		1		0		0				0				0		0		0		0				1		子どもの身心の発達に関する研修や母乳育児等々。 コ シンシン ハッタツ カン ケンシュウ ボニュウ イクジ ナドナド		1		子どもの身心の発達に関する研修や母乳育児等々。 コ シンシン ハッタツ カン ケンシュウ ボニュウ イクジ ナドナド		0				0		0														1

		185		1474		佐賀県		鳥栖市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		佐藤優子 サトウ ユウコ		0942-85-3650		0942-85-3652		1		kenkou@city.tosu.lg.jp		0		1				0		1		3		5		不明 フメイ		724		1		0		1		7		1		11		710		692		1		0		1		7		1		11		710		692		1		0		3		7		3		11		804		773		1		0		3		7		3		11		804		772		738		把握していない ハアク		0		0		0		1		交付時にｱﾝｹｰﾄを取りﾊｲﾘｽｸ妊婦については産後の訪問・教室でﾌｫﾛｰできるよう、ﾊﾟｿｺﾝの個人画面やｶﾙﾃに記載している。 コウフ ジ ト ニンプ サンゴ ホウモン キョウシツ コジン ガメン キサイ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、教室、幼児健診時に発達過程について説明指導している。 イクジ ソウダン キョウシツ ヨウジ ケンシン ジ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		Ｈ27年度実施分からは、健やか親子21（第2次）の問診項目をもとに評価をしている。 ネンド ジッシ ブン スコ オヤコ ダイ ジ モンシン コウモク ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		担当保健師や関係機関のｽﾀｯﾌと話し合い行っている。 タントウ ホケンシ カンケイ キカン ハナ ア オコナ		0		0				1		ｹｰｽによっては専門機関と連携し、入学前までｹｰｽ会議等を行っている。 センモン キカン レンケイ ニュウガクマエ カイギ ナド オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		公益財団法人母子衛生研究会主催の母子保健指導者研修会や県が実施している研修会等に参加している。 コウエキ ザイダン ホウジン ボシ エイセイ ケンキュウカイ シュサイ ボシ ホケン シドウ シャ ケンシュウカイ ケン ジッシ ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0										1				1

		186		82		北海道		北竜町		住民課保健指導係 ジュウミンカ ホケン シドウ カカリ		西野麻奈美 ニシ ノ マナミ		0164-34-2111		0164-34-3766		2		m-nishino@town.hokuryu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		10		10		1		0		3		0		99		99		10		10		12		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0		健やか親子21（第2次）に基づき。3～4か月児、1歳6か月児、3歳児にｱﾝｹｰﾄを実施し、説明指導の機会を設けている。 スコ オヤコ ダイ ジ モト ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイジ ジッシ セツメイ シドウ キカイ モウ		0		0				1		問11の回答同様、ｱﾝｹｰﾄを実施してｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価を実施。 トイ カイトウ ドウヨウ ジッシ トウ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		乳幼児教室や健診等の場で事故防止の話に関連して伝えている。 ニュウヨウジ キョウシツ ケンシントウ バ ジコ ボウシ ハナシ カンレン ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、随時係内で情報共有・意見交換を実施。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ ズイジ カカリ ナイ ジョウホウ キョウユウ イケン コウカン ジッシ		0		0				0				0		0		1		年に1～2回、療育ｾﾝﾀｰとｹｰｽ会議や支援計画の評価を実施。 ネン カイ リョウイク カイギ シエン ケイカク ヒョウカ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		187		1617		鹿児島県		十島村		住民課 ジュウミン カ		肥後あかね ヒゴ		099-222-2101		099-223-6720		*		*		*		*				1		0		3		8		8		8		1		0		1		6		2		0		4		4		*		*		1		6		2		0		4		4		1		0		3		0		3		6		7		7		0		1		3		0		3		11		7		5		8		8		1		1		0		0				1		3か月に1回出張時。 ゲツ カイ シュッチョウ ジ		0		0				1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		月1回のこども病院巡回診療の際に実施。 ツキ カイ ビョウイン ジュンカイ シンリョウ サイ ジッシ		0		0				1		定期的に面談している。 テイキテキ メンダン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		188		1444		福岡県		須恵町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		高村ももこ タカムラ		092-932-1493		092-933-6626		2		momoko424@town.sue.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		99		273		272		1		0		1		6		99		99		318		229		1		0		1		6		99		99		318		299		1		0		3		0		99		99		293		280		1		0		3		0		99		99		293		280		258		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		第1子等で必要がある場合には説明しているが、全母子にはしていない。 ダイ シ ナド ヒツヨウ バアイ セツメイ ゼン ボシ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や巡回発達相談にて保育所・幼稚園と連携している。 リョウイク キカン ジュンカイ ハッタツ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催等、研修が気がある時に出席し、情報を共有している。 ケン シュサイ トウ ケンシュウ キ トキ シュッセキ ジョウホウ キョウユウ												1

		189		1440		福岡県		那珂川町		国保年金健康課 コクホ ネンキン ケンコウ カ		村上寿代 ムラカミ トシヨ		092-953-2211		092-954-0043		1		kenko@town.nakagawa.fukuoka.jp		0		1				0		1		5		6		470		468		0		1		1		7		1		11		581		578		0		1		1		7		1		11		581		548		1		0		3		1		3		11		558		555		1		0		3		1		3		11		558		555		500		250		1		0		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦の状況により評価の時期は様々。 ニンプ ジョウキョウ ヒョウカ ジキ サマザマ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時。 ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関との定期的な情報交換。 リョウイク キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン		0		0		0				1		健診票の内容に委託医療機関から市町村への指示内容を記載する箇所がある。 ケンシン ヒョウ ナイヨウ イタク イリョウ キカン シチョウソン シジ ナイヨウ キサイ カショ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県などが実施する研修会等に機会を利用している。 ケン ジッシ ケンシュウカイトウ キカイ リヨウ												1

		190		1598		鹿児島県		鹿屋市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		木元陽子 キ モト ヨウコ		0994-41-2110		0994-41-2117		1		kenkou@e-kanoya.net		0		1				1		0		3		4		1138		1108		1		0		1		6		1		7		1106		1031		1		0		1		6		1		7		1106		1131		1		0		3		5		3		6		1177		1040		1		0		3		5		3		6		117		1040		1109		225		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室（生まれてから1歳頃までの発育・発達について）。 イクジ キョウシツ ウ サイ コロ ハツイク ハッタツ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時（母子手帳掲載）。 ボシ テチョウ コウフ ジ ボシ テチョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		保健指導の内容について、健診従事にあたる心得など。 ホケン シドウ ナイヨウ ケンシン ジュウジ ココロエ		0				0		0

		191		1338		徳島県		美波町		保健福祉課 ホケン フクシカ		岡本理恵 オカモト リエ		0884-77-3621		0884-77-1666		2		okamoto.rie@town.minami.lg.jp		0		1				1		0		3		5		30		27		1		0		1		6		1		11		34		32		1		0		1		6		1		11		34		32		1		0		3		0		3		11		34		31		1		0		3		0		3		11		34		31		36		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもﾉｰﾄを利用して発達の過程について確認している。 コ リヨウ ハッタツ カテイ カクニン		0		0				1		一人一人の状況がわかるのでその状況を関係機関と支援について確認している。 ヒトリ ヒトリ ジョウキョウ ジョウキョウ カンケイ キカン シエン カクニン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｹｰｽ把握の機会に実施している。 ハアク キカイ ジッシ		0		0				1		就学前の相談会で検討している（関係者や保護者と共に）。 シュウガクマエ ソウダンカイ ケントウ カンケイシャ ホゴシャ トモ		0		0		0				1		病院によっては連絡会がありその中で支援の状況確認をしている。 ビョウイン レンラクカイ ナカ シエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0		0				0				1		郡内や県内の参加できる研修会にて研修機会を確保している。 グンナイ ケンナイ サンカ ケンシュウカイ ケンシュウ キカイ カクホ		0				0		0														1

		192		1329		徳島県		美馬市		保険健康課 ホケン ケンコウ カ		大垣安代 オオガキ ヤス ヨ		0883-52-5611		0883-52-1197		1		hoken@city.mima.lg.jp		0		1				1		0		4		99		208		172		1		0		1		6		2		99		184		182		1		0		1		6		2		99		184		182		1		0		3		6		3		11		218		215		1		0		3		6		4		99		218		215		175		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事務事業評価を出し、次年度の計画へ活用している。 ジム ジギョウ ヒョウカ ダ ジネンド ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発育発達を確認できる資料を保護者に配布。 ハツイク ハッタツ カクニン シリョウ ホゴ シャ ハイフ		0		0				0				1		0				0				0		1		全体には行っていないが個別に気になった保護者には伝えている。 ゼンタイ オコナ コベツ キ ホゴシャ ツタ		0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1		現在のところ報告数はない。 ゲンザイ ホウコク スウ		0		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1

		193		687		神奈川県		綾瀬市		市民こども部保健医療ｾﾝﾀｰ シミン ブ ホケン イリョウ		今井美智代 イマイ ミチヨ		0467-77-1133		0467-77-1134		1		su1340@city.ayase.kanagawa.jp		0		1		1		1		0		4		5		744		721		1		0		1		6		1		7		718		688		1		0		1		6		1		7		718		687		1		0		3		6		3		7		778		704		1		0		3		6		3		7		778		699		693		36		1		1		0		0				1		特定妊婦として把握したｹｰｽは虐待担当課に情報提供し市の要保護児童対策協議会にて検討。 トクテイ ニンプ ハアク ギャクタイ タントウ カ ジョウホウ テイキョウ シ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ ケントウ		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達等、栄養に関する冊子の配布。 ハッタツトウ エイヨウ カン サッシ ハイフ		0		0				1		支援が必要な親に対し、地区担当保健師が訪問している。その後、評価につなげ療育の必要性についてｸﾞﾙｰﾌﾟ等（教室）で経過観察している。 シエン ヒツヨウ オヤ タイ チク タントウ ホケンシ ホウモン ゴ ヒョウカ リョウイク ヒツヨウ セイ トウ キョウシツ ケイカ カンサツ		0		0				1		4～5か月児健診での集団指導や新生児訪問等でﾁﾗｼ配布。 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ シンセイジ ホウモントウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診ごとの終了時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン シュウリョウジ		0		0				1		療育機関との連携。 リョウイク キカン レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県主催の研修会に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		194		813		長野県		小諸市		民生部健康づくり課 ミンセイ ブ ケンコウ カ		春原美枝 ハルハラ ミエ		0267-25-1880		0267-26-6544		1		yobo@city.komoro.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		310		300		1		0		1		8		99		99		365		355		1		0		1		8		99		99		365		355		1		0		3		3		4		0		338		326		1		0		3		3		4		0		338		324		321		65		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				0		1		健診毎に記録を残し、次の健診につなげている。統計を取り次年度の歯科分野の目標等参考にしている。 ケンシン マイ キロク ノコ ツギ ケンシン トウケイ ト ジネンド シカ ブンヤ モクヒョウ トウ サンコウ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		妊娠届の時に赤ちゃん手帳という妊娠期から3歳頃までの発達状況を記載した冊子を配布している。 ニンシン トドケ トキ アカ テチョウ ニンシン キ サイ コロ ハッタツ ジョウキョウ キサイ サッシ ハイフ		0				1		0				1		出生届の際の相談にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。4か月児健診にて集団教育を行う。また、妊婦教室でもＤＶＤにて啓発している。 シュッセイ トドケ サイ ソウダン ハイフ ゲツ ジ ケンシン シュウダン キョウイク オコナ ニンプ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検結果を把握し診察医と結果を共有している。 セイ ケン ケッカ ハアク シンサツ イ ケッカ キョウユウ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		年1回母子事業の確認と研修の機会を設けている。 ネン カイ ボシ ジギョウ カクニン ケンシュウ キカイ モウ		0				0		0

		195		856		長野県		豊丘村		健康福祉課保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカリ		井原さゆり イハラ		0265-35-9061		0265-35-9065		1		hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp		0		1				1		0		4		99		45		44		1		0		1		6		1		8		57		55		1		0		1		6		1		8		57		55		1		0		3		0		3		2		67		63		1		0		3		0		3		2		67		63		42		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		時期により異なるので選択できない。 ジキ コト センタク		0		0		0		1		0				0				0		1		2か月の乳児全戸訪問の際、資料を用いて全発達の見通しを説明するようにしているが地区担当者により指導に差がある。 ゲツ ニュウジ ゼンコ ホウモン サイ シリョウ モチ ゼン ハッタツ ミ トオ セツメイ チク タントウシャ シドウ サ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		保育所・学校との連絡会の際にｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ホイク ショ ガッコウ レンラクカイ サイ		1		医療機関から村へ母子の状況を伝えてもらう仕組みがある。 イリョウ キカン ムラ ボシ ジョウキョウ ツタ シク		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1

		196		1262		岡山県		井原市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		三宅早苗 ミアケ サナエ		0866-62-8224		0866-62-8247		1		kenkouiryou@city.ibara.okayama.jp		1		1				1		0		4		12		235		226		1		0		1		6		2		0		257		250		1		0		1		6		2		0		257		250		1		0		3		6		4		0		282		275		1		0		3		6		4		0		282		275		205		48		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1		母親学級参加者に啓発を行っている。また、妊娠8か月時に妊婦に郵送する支援ﾚﾀｰで啓発用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを同封している。 ハハオヤ ガッキュウ サンカシャ ケイハツ オコナ ニンシン ゲツ ジ ニンプ ユウソウ シエン ケイハツヨウ ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		197		1410		高知県		津野町		西庁住民福祉課 ニシ チョウ ジュウミン フクシカ		廣瀬祥乃 ヒロセ ヒロ ノ		0889-55-2151		0889-55-2119		2		y-hirose@town.kochi-tsuno.lg.jp		0		1				1		1		3		5		38		26		1		0		1		6		1		11		40		35		1		0		1		6		1		11		40		35		1		0		3		4		3		11		35		33		1		0		3		4		3		11		35		33		39		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		*		*		0		*		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健所が作成したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用し、保健指導時に確認している。 ホケンジョ サクセイ シヨウ ホケン シドウ ジ カクニン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		請求書に健診結果と市町村へのﾌｫﾛｰの有無を記入してもらっている。 セイキュウショ ケンシン ケッカ シチョウソン ウム キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		198		1355		香川県		小豆島町		健康づくり福祉課 ケンコウ フクシカ		塩田桃子 シオタ モモコ		0879-82-7038		0879-82-5037		2		olive0622@town.shodoshima.lg.jp		1		1		1		1		0		3		5		76		76		1		0		1		6		1		9		87		83		1		0		1		6		1		8		87		83		1		0		3		6		3		9		87		81		1		0		3		6		3		9		87		81		68		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の保健指導時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ケンシン ホケン シドウ ジ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ		0		0				1		5歳児健診、就学前健診。 サイジ ケンシン シュウガク マエ ケンシン		0		0		0				1		医師と連絡を取っている。 イシ レンラク ト		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		199		606		千葉県		長柄町		住民課健康福祉班 ジュウミン カ ケンコウ フクシ ハン		月崎利香 ツキ サキ リ カオリ		0475-35-2414		0475-35-2459		1		hoken@town.nagara.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		33		27		1		0		1		6		1		11		33		30		1		0		1		6		1		11		33		30		1		0		3		2		3		11		37		37		1		0		3		2		3		11		37		37		28		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4～5か月児、7～8か月児、乳児相談で個々に説明している。 ゲツ ジ ゲツ ジ ニュウジ ソウダン ココ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		200		533		埼玉県		日高市		保健相談センター ホケン ソウダン		桑原 クワハラ		042-985-5122		042-984-1081		1		hokensoudan@city.hidaka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		354		350		1		0		1		6		1		7		373		365		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		3		3		4		489		465		*		*		*		*		*		*		*		*		378		統計なし トウケイ		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		1		虐待担当課へ連絡 ギャクタイ タントウカ レンラク		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診で説明 カク ケンシン セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問等で説明 シンセイジ ホウモン トウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		201		245		岩手県		九戸村		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		河村侑乃 カワムラ ユウ ノ		0195-42-2111		0195-41-1144		1		juuminsei@vill.kunohe.iwate.jp		0		1				1		0		4		*		34		35		1		0		1		6		1		8		41		40		1		0		1		6		1		8		41		40		1		0		3		0		3		6		38		38		1		0		3		0		3		6		38		38		32		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		対象数が少ないため、個別での評価になる。 タイショウ スウ スク コベツ ヒョウカ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3～4か月児健診で乳幼児の成長発達についての過程を説明している。 ゲツ ジ ケンシン ニュウヨウジ セイチョウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		個別の関わりの中で、親が対処の方法を理解し、育てにくさが軽減されているかどうか。 コベツ カカ ナカ オヤ タイショ ホウホウ リカイ ソダ ケイゲン		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ（4か月健診等）で乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかという質問を設け「知らない」と回答した親には説明している。 ゲツ ケンシン トウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ シツモン モウ シ カイトウ オヤ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診委託医師と連携し、その後の受診状況や支援の内容について次回の健診時にｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ケンシン イタク イシ レンケイ ゴ ジュシン ジョウキョウ シエン ナイヨウ ジカイ ケンシン ジ		0		0				1		就学時の支援委員会で引き継ぐ際に多機関（療育・保育園・学校）で支援の内容を評価している。そこで終わるのではなく、学校へつないだ後も療育は継続して行く。 シュウガク ジ シエン イインカイ ヒ ツ サイ タ キカン リョウイク ホイクエン ガッコウ シエン ナイヨウ ヒョウカ オ ガッコウ アト リョウイク ケイゾク イ		0		0		0				1		妊娠期であれば県の妊産婦ﾈｯﾄﾜｰｸや直接医療機関からのｹｰｽ連絡でﾌｫﾛｰの必要な妊産婦について情報提供がある。乳幼児であれば小児科医との情報のやりとりを密に行なっている（健診時等）。 ニンシン キ ケン ニンサンプ チョクセツ イリョウ キカン レンラク ヒツヨウ ニンサンプ ジョウホウ テイキョウ ニュウヨウジ ショウニ カ イ ジョウホウ ミツ オコナ ケンシン ジ トウ		0		0		0		0				1		県や療育ｾﾝﾀｰ等の研修会へ参加。 ケン リョウイク トウ ケンシュウカイ サンカ																										1

		202		1570		大分県		日出町		福祉対策課子育て支援係 フクシ タイサク カ コソダ シエン カカリ		福本あゆみ フクモト		0977-73-3121		0977-73-2833		2		fukumoto.ayumi@town.hiji.oita.jp		0		1				1		0		3		7		243		238		1		0		1		5		1		7		241		232		1		0		1		5		1		7		241		232		1		0		3		5		3		7		258		245		1		0		3		5		3		7		258		245		235		43		1		0		0		0				1		協力者の有無、既往歴、家族背景、養育環境等を1回/月もしくは随時。 キョウリョクシャ ウム キオウ レキ カゾク ハイケイ ヨウイク カンキョウトウ カイ ツキ ズイジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯の状況を評価し、歯科保健検討委員会で検討を行う。 シ ジョウキョウ ヒョウカ シカ ホケン ケントウ イインカイ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児相談時に事故予防の話を併せて実施。 イクジ ソウダン ジ ジコ ヨボウ ハナシ アワ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		二次情報報告時や随時行い、様子をうかがい支援をする。 ニジ ジョウホウ ホウコク ジ ズイジ オコナ ヨウス シエン		0		0				1		5歳児相談室等ﾈｯﾄﾜｰｸ事業の中で実施。 サイジ ソウダンシツ トウ ジギョウ ナカ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		不定期ではあるが研修会を実施。 フテイキ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		203		25		北海道		深川市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		佐々 ササ		0164-26-2609		0164-23-0800		1		kenkofuku@city.fukagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		139		137		1		0		1		6		1		8		121		121		1		0		1		6		1		8		121		121		1		0		3		0		3		2		122		120		1		0		3		0		3		2		122		119		128		3		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師による支援経過をスラッフ間で共有し、支援について検討している。 チク タントウ ホケンシ シエン ケイカ カン キョウユウ シエン ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		保育園・幼稚園などから健康教育の依頼があれば随時対応している。 ホイクエン ヨウチエン ケンコウ キョウイク イライ ズイジ タイオウ		1				0		0				1		健診後にｽｯﾀﾌでｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、今後の支援について検討している。 ケンシン ゴ オコナ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		新生児訪問の時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し説明している。 シンセイジ ホウモン トキ ハイフ セツメイ		0		0				1		検尿、視力・聴力検査 ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0				0		0				1		健診ｽﾀｯﾌによるｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ケンシン		0		0				1		療育ｾﾝﾀｰや保育園・幼稚園まど関係する機関へ必要時、情報交換を行い支援の方向性を検討している。 リョウイク ホイクエン ヨウチエン カンケイ キカン ヒツヨウ ジ ジョウホウ コウカン オコナ シエン ホウコウ セイ ケントウ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1				1		1

		204		1638		鹿児島県		知名町		保健福祉課保健ｾﾝﾀｰ ホケン フクシカ ホケン		元栄・山崎 モト エイ ヤマザキ		0997-93-2075		0997-81-5030		1		hokenct2@town.china.lg.jp		0		1				1		0		3		5		66		63		1		0		1		6		1		9		62		61		1		0		1		6		1		9		62		61		1		0		3		6		3		9		70		69		1		0		3		6		3		9		70		69		66		2		1		0		0		0				0				0		1		母親学級時に、産科助産師と情報交換・共有を行っている。 ハハオヤ ガッキュウ ジ サンカ ジョサンシ ジョウホウ コウカン キョウユウ オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		問診票で確認後、保健師へ情報提供。個別相談にて保健師が対応。 モンシン ヒョウ カクニン ゴ ホケンシ ジョウホウ テイキョウ コベツ ソウダン ホケンシ タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達全般 ハッタツ ゼンパン		0		0		0		1		0				0				0		1		3～4か月健診、6～8か月健診は一緒に行っているため集団指導時説明している。 ゲツ ケンシン ゲツ ケンシン イッショ オコナ シュウダン シドウ ジ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診、委員会にて評価。 シュウガク ジ ケンシン イインカイ ヒョウカ		0		0		0				1		健診時の内容、医師の意見内容を受診券に記入後送付してもらい確認。 ケンシン ジ ナイヨウ イシ イケン ナイヨウ ジュシン ケン キニュウ ゴ ソウフ カクニン		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		205		157		北海道		大樹町		保健福祉課 ホケン フクシカ		大野真由美 オオノ マユミ		01558-6-2100		01558-6-5121		*		*		*		*				1		0		3		5		41		41		1		0		1		8		2		0		55		54		1		0		1		6		2		0		55		54		1		0		3		3		4		0		59		58		1		0		3		3		4		0		59		58		48		3		1		0		0		0				1		ｹｰｽにより異なるが妊娠7か月には必ず面接し状況を把握する。 コト ニンシン ゲツ カナラ メンセツ ジョウキョウ ハアク		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		冊子を配布 サッシ ハイフ		0		0				1		次回の健診等で確認 ジカイ ケンシン トウ カクニン		0		0				1		新生児・乳児訪問 シンセイジ ニュウジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診時で状況確認 ジカイ ケンシン ジ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		会議 カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児の発達心理に関するもの。 ニュウヨウジ ハッタツ シンリ カン		0				0				0		0								1		1				1

		206		153		北海道		清水町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		倉重千昌 クラシゲ チアキ		0156-69-2222		0156-69-2223		1		kekon2@town.shimizu.hokkaido.jp		1		2				1		0		4		5		66		66		1		0		1		6		1		11		62		60		1		0		1		6		1		11		62		60		1		0		3		0		3		11		70		69		1		0		3		0		3		11		70		69		63		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙ化はしていないが事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで共有し、担当保健師や虐待担当者につなげている。 カ ジゴ キョウユウ タントウ ホケンシ ギャクタイ タントウ シャ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布、ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室内での講話での啓発。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ キョウシツ ナイ コウワ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		207		1488		佐賀県		大町町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		江口真由美 エグチ マユミ		0952-82-3186		0952-82-3060		1		hoken@town.omachi.saga.jp		0		1				1		0		4		*		50		46		1		0		1		6		1		9		37		30		1		0		1		6		1		9		37		30		1		0		3		6		3		11		37		34		1		0		3		6		3		11		37		34		36		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1		町でのう蝕の保有率を提示し保健指導に活かしている。 マチ ショク ホユウリツ テイジ ホケン シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		発達過程以外に4か月健診で5～6か月児から離乳食が始まることを説明している。 ハッタツ カテイ イガイ ゲツ ケンシン ゲツ ジ リニュウショク ハジ セツメイ		0				1		0				1		出生届の際にﾘｰﾌﾚｯﾄを配布している。 シュッセイ トドケ サイ ハイフ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				0		1		大町町では4か月・6か月・9か月・12か月健診を行っている（乳児期）。次回健診時にﾌｫﾛｰ状況確認し、電話等でもその後の状況を確認している。 オオマチ チョウ ゲツ ゲツ ゲツ ゲツ ケンシン オコナ ニュウジキ ジカイ ケンシン ジ ジョウキョウ カクニン デンワトウ ゴ ジョウキョウ カクニン		1		教育委員会へ情報提供し、療育へとつなげている. キョウイク イインカイ ジョウホウ テイキョウ リョウイク		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		208		1718		中核市 チュウカクシ		長崎市		こども健康課 ケンコウ カ		勝矢玲子 カチ ヤ レイコ		095-829-1255		095-829-1242		1		kodomokenko@city.nagasaki.lg.jp		0		1				1		0		4		*		3354		3212		1		0		1		6		2		0		3262		3119		1		0		1		6		2		0		3262		3107		1		0		3		6		4		0		3396		3190		1		0		3		6		4		0		3396		3142		3350		986		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1		乳幼児歯科検診結果を基準とし長崎市歯科口腔保健推進審議会で事業内容等を評価している。 ニュウヨウジ シカ ケンシン ケッカ キジュン ナガサキシ シカ コウクウ ホケン スイシン シンギカイ ジギョウ ナイヨウトウ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診（保健指導）で必要な方への説明・指導を行っている。 モンシン ホケン シドウ ヒツヨウ カタ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊娠中の両親学級でDVDを見せている。 ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		209		1450		福岡県		岡垣町		健康づくり課健康増進課 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カ		加藤 カトウ		093-282-1211		093-283-3027		1		kenko@town.okagaki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		224		210		1		0		1		6		1		11		265		242		1		0		1		6		1		11		265		242		1		0		3		0		3		11		260		246		1		0		3		0		3		11		260		246		223		23		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		1		児童虐待担当課へ報告 ジドウ ギャクタイ タントウカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		必要時相談事業を利用。また、電話や訪問で確認。 ヒツヨウジ ソウダン ジギョウ リヨウ デンワ ホウモン カクニン		0		0				1		心理相談や発達相談を利用し評価。 シンリ ソウダン ハッタツ ソウダン リヨウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		210		763		福井県		福井市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		藤井つづみ フジイ		0776-28-1256		0776-28-3747		1		hoken@city.fukui.lg.jp		0		1				0		1		4		7		2260		2227		1		0		1		6		2		0		2336		2247		1		0		1		6		2		0		2336		2245		1		0		3		0		4		0		2393		2332		1		0		3		0		4		0		2393		2331		2593		101		0		0		0		1		若年妊婦などﾌｫﾛｰを必要とする一部ｹｰｽについて１，２のいずれかｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 ジャクネン ニンプ ヒツヨウ イチブ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月児を対象にした離乳食教室にて1歳児頃に到達する発達過程を説明。 ゲツ ジ タイショウ リニュウ ショク キョウシツ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳に記載し説明。両親学級でＤＶＤを用い説明。 ボシ テチョウ キサイ セツメイ リョウシン ガッキュウ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		211		908		岐阜県		神戸町		健康福祉課保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシカ ホケン		林　愛恵 ハヤシ アイ エ		0584-27-7555		0584-27-7246		1		hoken@town.godo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		131		130		1		0		1		6		1		8		155		153		1		0		1		6		1		8		155		153		*		*		3		0		3		2		160		161		*		*		3		0		3		2		160		161		147		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10か月児相談時に1歳6か月の発達について話をしている。 ゲツ ジ ソウダン ジ サイ ゲツ ハッタツ ハナシ		0		0				1		次回ﾌｫﾛｰ時に評価している。 ジカイ ジ ヒョウカ		0		0				1		離乳食教室時に話をしている。 リニュウショク キョウシツ ジ ハナシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼児園の巡回を通して評価をしている。 ヨウジ エン ジュンカイ トオ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		212		883		岐阜県		大垣市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		河合美知恵 カワイ ミチエ		0584-75-2322		0584-75-2320		1		hokensenta@city.ogaki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1359		1337		1		0		1		6		1		8		1461		1427		1		0		1		6		1		8		1461		1427		1		0		3		0		3		2		1471		1419		1		0		3		0		3		2		1471		1419		1404		26		1		0		0		0				1		年度末に実施内容をまとめ、保健ｾﾝﾀｰ内で検討会を行った。 ネンドマツ ジッシ ナイヨウ ホケン ナイ ケントウ カイ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		実施内容をまとめ、毎年、食育推進会議に報告している。 ジッシ ナイヨウ マイトシ ショク イク スイシン カイギ ホウコク		1		10か月児健診時にことばの発達のために大切なことを集団指導で伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ジ ハッタツ タイセツ シュウダン シドウ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				1		医師の判定（要精密検査） イシ ハンテイ ヨウ セイミツ ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		5歳すこやか相談を実施する時に3歳児健診までの状況を参考にしている。 サイ ソウダン ジッシ トキ サイジ ケンシン ジョウキョウ サンコウ		0				0		0		0		0				1		行政や他団体が実施する研修に積極的に参加するようにしている。 ギョウセイ タ ダンタイ ジッシ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		1		職場内での研修を月1回実施している。 ショクバ ナイ ケンシュウ ツキ カイ ジッシ										1

		213		905		岐阜県		養老町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		日比野 ヒビノ		0584-32-9025		0584-32-4307		*		*		*		*				1		0		3		4		164		159		1		0		1		6		1		7		204		201		1		0		1		6		1		7		204		201		1		0		3		0		3		1		249		235		1		0		3		0		3		1		249		235		195		46		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		指導内容の再検討。 シドウ ナイヨウ サイケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		10か月健診で言葉の発達過程を説明指導し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 ゲツ ケンシン コトバ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県主催の研修会。 ケン シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1

		214		193		青森県		藤崎町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		田中麻里子 タナカ マリコ		0172-75-3111		0172-75-9605		1		kenko@town.fujisaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		96		88		1		0		1		7		1		8		98		90		1		0		1		7		1		8		98		90		1		0		3		7		3		8		106		104		1		0		3		7		3		8		106		104		91		62		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		こどもﾉｰﾄ（ふじさきっず）という町で準備した教材を使用し指導。 チョウ ジュンビ キョウザイ シヨウ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児訪問の際の個別啓発。 ニュウジ ホウモン サイ コベツ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1								1

		215		1673		沖縄県		北大東村		福祉衛生課 フクシ エイセイ カ		田港利恵 タ ミナト リエ		09802-3-4567		09802-3-4000		2		rie.t@vill.kitadaito.okinawa.jp		0		1				1		0		4		5		4		4		1		0		1		7		1		11		4		4		1		0		1		7		1		11		4		4		1		0		3		6		3		11		8		8		1		0		3		6		3		11		8		8		9		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもが出生した際の訪問等で「赤ちゃんﾌｧｲﾙ」的な冊子を渡している。母子相談の際、そのﾌｧｲﾙを活用して説明を加えている。 コ シュッセイ サイ ホウモントウ アカ テキ サッシ ワタ ボシ ソウダン サイ カツヨウ セツメイ クワ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		集団健診として外部委託しているため村ではできない。 シュウダン ケンシン ガイブ イタク ムラ

		216		1685		中核市 チュウカクシ		秋田市 アキタシ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		茂木有子 モギ ユウコ		018-883-1174		018-883-1173		1		ro-chhl@city.akita.akita.jp		0		1				0		1		4		4		2286		2223		1		0		1		6		1		11		2271		2201		1		0		1		6		1		11		2271		2201		1		0		3		5		3		11		2369		2267		1		0		3		5		3		11		2369		2267		2821		68		0		0		1		1		市では行っていないが県医師会全体の「妊娠中からの子育て支援事業」で妊婦にｱﾝｹｰﾄを実施し、必要時要支援妊婦として情報提供票が届くｼｽﾃﾑができている。 シ オコナ ケン イシカイ ゼンタイ ニンシン チュウ コソダ シエン ジギョウ ニンプ ジッシ ヒツヨウジ ヨウシエン ニンプ ジョウホウ テイキョウ ヒョウ トド		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		集団指導の内容は前年度多くあげられた相談内容を加味している。 シュウダン シドウ ナイヨウ ゼンネンド オオ ソウダン ナイヨウ カミ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児、3歳児健診時に配布しているﾘｰﾌﾚｯﾄに記載している。 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン ジ ハイフ キサイ		0		0				1		7か月児、1歳半児健診で秋田市独自の子育てｱﾝｹｰﾄを活用している。 ゲツ ジ サイハン ジ ケンシン アキタ シ ドクジ コソダ カツヨウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票の記載、電話連絡、子育てｱﾝｹｰﾄ。 ケンシン ヒョウ キサイ デンワ レンラク コソダ		0		0		0		0				1		乳幼児健診管理講習会、母子保健従事者研修会。 ニュウヨウジ ケンシン カンリ コウシュウカイ ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウカイ		1		母子保健従事者研修会。 ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウカイ		0				0		0								1						1

		217		991		愛知県		長久手市 シ		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		土屋、永井 ツチヤ ナガイ		0561-63-3300		0561-63-1900		1		hoken@city.nagakute.lg.jp		0		1				1		0		3		4		714		676		1		0		1		6		1		10		760		738		1		0		1		6		1		10		760		732		1		0		3		0		3		4		753		742		1		0		3		0		3		4		753		739		782		102		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		1		1		取り決めはないがｹｰｽによって対応方法をその都度決めている。 ト キ タイオウ ホウホウ ツド キ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室でﾊﾟｰﾌﾟﾙｸﾗｲﾝｸﾞのＤＶＤを視聴。 キョウシツ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0				1

		218		1659		沖縄県		伊江村		医療保健課 イリョウ ホケンカ		屋宣月美 ヤ セン ツキ ビ		098-049-2234		098-049-5851		2		tsuki-ya@iejima.org		1		1		1		1		0		3		5		25		22		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		1		6		1		11		36		32		1		0		3		0		4		0		50		37		1		0		3		0		4		0		50		37		31		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前に教育委員会・学校との連携（親子ふれあい事業での情報共有）を行っている。 シュウガクマエ キョウイク イインカイ ガッコウ レンケイ オヤコ ジギョウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳健の研修会へ参加し、他のｽﾀｯﾌ（ＰＨＮ)研修内容を伝えている。 ニュウ ケン ケンシュウカイ サンカ タ ケンシュウ ナイヨウ ツタ		0				0				0		0														1

		219		1461		福岡県		添田町		健康福祉環境課健康対策係 ケンコウ フクシ カンキョウ カ ケンコウ タイサク カカリ		鴨川 カモ カワ		0947-88-8111		0947-82-5222		1		kenkoutaisaku@town.soeda.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		67		65		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		0		3		11		60		57		1		0		3		0		3		11		60		51		70		5		0		1		0		0				0				0		1		定期的ではなく訪問後や相談等を受けた後に実施する。 テイキテキ ホウモン ゴ ソウダントウ ウ アト ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月・7か月・12か月・1歳6か月・3歳児健診時に発達全般について説明する。 ゲツ ゲツ ゲツ サイ ゲツ サイジ ケンシン ジ ハッタツ ゼンパン セツメイ		0		0				0				1		0				1		全戸訪問時など、あやし方について相談された場合や子育て支援ｾﾝﾀｰでのｻｰｸﾙ参加者対象で厚労省作成ＤＶＤ上映。 ゼンコ ホウモン ジ カタ ソウダン バアイ コソダ シエン サンカシャ タイショウ コウロウショウ サクセイ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的ではなく、経過状況に応じて随時実施。 テイキテキ ケイカ ジョウキョウ オウ ズイジ ジッシ		0		0				1		各関係機関と保護者の同意のもと就学に向けて評価を実施。 カクカンケイ キカン ホゴシャ ドウイ シュウガク ム ヒョウカ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子保健に関する研修参加。 ボシ ホケン カン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		220		107		北海道		初山別村		住民課健康福祉係 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カカリ		本間あつ子 ホンマ コ		0164-67-2211		0164-67-2298		1		zyumin.fukusi@vill.shosanbetsu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		5		5		1		0		1		6		1		7		7		7		1		0		1		6		1		7		7		7		1		0		3		0		3		0		6		6		1		0		3		0		3		0		6		6		10		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつ・飲み物の与え方 ノ モノ アタ カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		随時、保育所と連絡を取り状況を確認している。 ズイジ ホイク ショ レンラク ト ジョウキョウ カクニン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		221		125		北海道		置戸町		地域福祉ｾﾝﾀｰ健康推進係 チイキ フクシ ケンコウ スイシン カカリ		大西里香 オオニシ リカ		0157-52-3333		0157-52-3348		*		*		*		*				0		1		3		4		19		19		1		0		1		6		1		11		9		9		1		0		1		6		1		11		9		9		1		0		3		0		3		11		18		18		1		0		3		0		3		11		18		18		19		3		1		0		0		0				0				0		1		担当保健師の判断で評価している。 タントウ ホケンシ ハンダン ヒョウカ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科経過観察日の設立、情報共有（保育所等）等。 シカ ケイカ カンサツ ヒ セツリツ ジョウホウ キョウユウ ホイク ショ トウ トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児相談で月齢が上の子どもの様子を見ながら説明する機会あり。 ニュウジ ソウダン ゲツレイ ウエ コ ヨウス ミ セツメイ キカイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、新生児訪問時に説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		該当する研修会に参加。 ガイトウ ケンシュウカイ サンカ						1

		222		1406		高知県		佐川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		田中 タナカ		0889-22-7705		0889-22-7721		1		sk06010@town.sakawa.lg.jp		0		1				1		1		3		6		92		75		1		0		1		6		2		0		75		68		1		0		1		6		2		0		75		68		1		0		3		3		4		0		82		75		1		0		3		3		4		0		82		75		79		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		経年的な推移を見ながら課題と対策を協議している。 ケイネンテキ スイイ ミ カダイ タイサク キョウギ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		例の通り、次回健診までの発達の見通しについて説明をしている。 レイ トオ ジカイ ケンシン ハッタツ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1		請求書に記載欄あり。 セイキュウショ キサイ ラン		0		0		0		0				1		研修会への参加、伝達講習程度。 ケンシュウカイ サンカ デンタツ コウシュウ テイド		0				0				0		0								1						1

		223		767		福井県		勝山市		健康長寿課健康増進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ チョウジュ カ ケンコウ ゾウシン		山内八千代 ヤマウチ ヤチヨ		0779-87-0888		0779-87-3522		1		choju@city.katsuyama.lg.jp		0		1				*		*		3		8		166		161		*		*		1		7		1		11		147		145		*		*		1		7		1		11		147		145		*		*		3		1		3		11		166		163		*		*		3		1		3		11		166		163		159		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		5年毎の健康増進計画で活用できている。 ネン マイ ケンコウ ゾウシン ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１～2か月児子育て教室、5～6か月児離乳食教室で発達についての説明を実施。 ゲツ ジ コソダ キョウシツ ゲツ ジ リニュウショク キョウシツ ハッタツ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票に支援の必要性の有無のチェック欄を設けている。 モンシン ヒョウ シエン ヒツヨウセイ ウム ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		224		63		北海道		泊村		住民福祉課健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		村田のぞみ ムラタ		0135-75-2134		0135-75-3168		2		murata_n@ad.vill.tomari.hokkaido.jp		1		9				*		*		3		5		6		6		*		*		1		6		1		11		4		4		*		*		1		6		1		11		3		2		*		*		3		0		3		11		10		10		*		*		3		0		3		11		9		8		7		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		栄養指導の取り組みも同じ内容で行っている。評価は明確な形では出来ていない。 エイヨウ シドウ ト ク オナ ナイヨウ オコナ ヒョウカ メイカク カタチ デキ		0				0		1		乳幼児健診問診時に国で示された項目のｱﾝｹｰﾄを聞き取りで行っておりその時に説明している。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ クニ シメ コウモク キ ト オコナ トキ セツメイ		0				1		0				1		新生児（乳児）訪問時に指導項目に入れている。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ シドウ コウモク イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		明確な評価指標等を設けていないが、気になる子については定期的に保育所と打ち合わせをし状況を把握している。 メイカク ヒョウカ シヒョウトウ モウ キ コ テイキ テキ ホイク ショ ウ ア ジョウキョウ ハアク		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		担当者が研修会（県主催等）に参加し得た情報をｽｯﾀﾌに伝え共有する。 タントウシャ ケンシュウカイ ケン シュサイ トウ サンカ エ ジョウホウ ツタ キョウユウ

		225		1291		広島県		大竹市		社会健康課保健予防係 シャカイ ケンコウ カ ホケン ヨボウ カカリ		出先・加藤・横田 デサキ カトウ ヨコタ		0827-59-2140		0827-57-7185		1		syakaikenko@city.otake.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		6		199		194		*		*		1		6		1		11		241		230		*		*		1		6		1		11		241		230		*		*		3		6		3		11		231		208		*		*		3		6		3		11		231		208		217		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		相談時に事前ｱﾝｹｰﾄの記載内容について話をしている。 ソウダン ジ ジゼン キサイ ナイヨウ ハナシ		0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		食生活改善推進委員さんにご協力いただいて、健診時のだんご作り（食育）に取り組んでいる。 ショクセイカツ カイゼン スイシン イイン キョウリョク ケンシン ジ ツク ショク イク ト ク		0				1		0				0				1		0				0				0		1		乳児訪問や講座等で話す機会があれば説明を行っている。 ニュウジ ホウモン コウザトウ ハナ キカイ セツメイ オコナ		0				0				0				0				1		0				1		健診後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで話し合いの場を設けている。 ケンシン ゴ ハナ ア バ モウ		0		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		226		79		北海道		妹背牛町		健康福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ		廣田龍子 ヒロタ タツコ		0164-32-2411		0164-32-9037		1		lkenkog@town.moseushi.hokkaido.jp		0		2				*		*		4		5		11		10		*		*		1		6		1		7		12		10		*		*		1		6		1		7		12		10		*		*		3		1		3		2		24		24		*		*		3		1		3		2		24		24		12		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10～11か月健診で「目と目で通じるｺｺﾛのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」というﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し、1歳6か月頃までのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の発達の過程と親の関わり方について説明。 ゲツ ケンシン メ メ ツウ ハイフ サイ ゲツ コロ ノウリョク ハッタツ カテイ オヤ カカ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布、新生児訪問の際に指導。 ハイフ シンセイジ ホウモン サイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部で開催される研修会へ参加。 ガイブ カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1

		227		684		神奈川県		海老名市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		木内順子 キウチ ジュンコ		046-235-7880		046-235-7980		1		kenkou@city.ebina.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		7		1105		1079		*		*		1		6		1		9		1096		1018		*		*		1		6		1		9		1096		1059		*		*		3		6		3		11		1201		1128		*		*		3		6		3		11		1201		1127		1125		284		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		生活ﾘｽﾞﾑ、遊びと発達。 セイカツ アソ ハッタツ		0		0				0				1		0				1		母子保健手帳交付時にﾘｰﾌﾚｯﾄ、両親教室でＤＶＤ、新生児訪問時に説明等。 ボシ ホケン テチョウ コウフ ジ リョウシン キョウシツ シンセイジ ホウモン ジ セツメイトウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に多職種でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。 ケンシン ゴ タ ショクシュ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		健康診査票で連絡をいただくようになっている。 ケンコウ シンサ ヒョウ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		228		444		栃木県		佐野市		健康推進課母子保健係 ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		鈴木まゆ スズキ		0283-24-5770		0283-24-5701		1		shokensenta@city.sano.lg.jp		0		1				*		*		4		6		873		864		*		*		1		6		1		11		952		925		*		*		1		6		1		11		952		924		*		*		3		0		3		11		951		911		*		*		3		0		3		11		951		908		910		90		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		市独自のﾏﾆｭｱﾙ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し従事者で情報共有している。 シ ドクジ ハイフ ジュウジシャ ジョウホウ キョウユウ

		229		1545		熊本県		津奈木町		住民課福祉班 ジュウミンカ フクシ ハン		荒川暁美 アラカワ アケミ		0966-78-3113		0966-78-3009		2		arakawaa@town.tsunagi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		9		36		32		1		0		1		6		1		9		36		32		*		*		3		6		3		7		29		28		*		*		3		6		3		7		29		28		30		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもがどのように成長・発達するかの目安の資料を用いている。 コ セイチョウ ハッタツ メヤス シリョウ モチ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		特に評価は実施していないが就学に向けて保護者や関係者と一緒に検討している。就学指導委員会（教育委員会主催）にも参加し助言・意見を伝えるようにしている。 トク ヒョウカ ジッシ シュウガク ム ホゴシャ カンケイシャ イッショ ケントウ シュウガク シドウ イインカイ キョウイク イインカイ シュサイ サンカ ジョゲン イケン ツタ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		230		1460		福岡県		香春町		保険健康課健康づくり係 ホケン ケンコウ カ ケンコウ カカリ		野添　華 ノゾエ ハナ		0947-32-8401		0947-32-4815		1		kenkou@town.kawara.lg.jp		0		1				*		*		4		5		70		55		*		*		1		6		1		9		93		64		*		*		1		6		1		9		93		64		*		*		3		0		3		3		98		63		*		*		3		0		3		3		98		63		2		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の時や4か月児健診時に個別指導。 アカ ホウモン トキ ゲツ ジ ケンシン ジ コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ時にｹｰｽ検討。 ジ ケントウ		0		0				1		個別に発達支援を行い、発達検査を実施。 コベツ ハッタツ シエン オコナ ハッタツ ケンサ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		231		1214		和歌山県		上富田町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		志賀美鈴 シガ ミスズ		0739-47-5300		*		2		shiga@town.kamitonda.lg.jp		0		1				1		0		4		99		137		131		*		*		1		6		99		99		130		124		*		*		1		6		99		99		130		124		*		*		3		6		99		99		127		121		*		*		3		6		99		99		127		119		147		1		0		0		0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄの記録はしていないが、担当者間で情報を共有し、必要があれば訪問や電話連絡を実施している。 キロク タントウシャ カン ジョウホウ キョウユウ ヒツヨウ ホウモン デンワ レンラク ジッシ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		巡回作業や巡回心理、聞こえ、言葉、見え方相談の対象者は観察中。 ジュンカイ サギョウ ジュンカイ シンリ キ コトバ ミ カタ ソウダン タイショウ シャ カンサツチュウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		232		895		岐阜県		可児市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		只腰知子 タダ コシ トモコ		0574-62-1111		0574-63-7070		2		tm-tadak@city.kani.lg.jp		0		1				*		*		4		99		860		842		*		*		1		6		99		99		901		858		*		*		1		6		99		99		901		858		*		*		3		0		99		99		961		909		*		*		3		0		99		99		961		909		880		158		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児健診時に発達による誤飲予防。 ニュウジ ケンシン ジ ハッタツ ゴイン ヨボウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤従事者に外部研修会に参加。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ ガイブ ケンシュウカイ サンカ						1		1

		233		1670		沖縄県		粟国村		民生課 ミンセイ カ		木村絵美 キムラ エミ		098-988-2017		098-988-2206		2		kimura@vill.aguni.okinawa.jp		0		1				*		*		*		*		3		2		*		*		*		*		*		*		0		0		*		*		*		*		*		*		0		0		*		*		*		*		*		*		13		10		*		*		*		*		*		*		13		10		0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		234		1057		京都府		宇治市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小栗ゆか オグリ		0774-22-3141		0774-21-0408		1		hokensuishinka@city.uji.kyoto.jp		0		1				*		*		4		5		1390		1365		*		*		1		8		1		11		1459		1412		*		*		1		8		1		11		1459		1412		*		*		3		5		3		11		1654		1569		*		*		3		5		3		11		1654		1569		1455		169		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		子育て支援ｾﾝﾀｰで食事に関する集団指導を行っているが、評価はしていない。 コソダ シエン ショクジ カン シュウダン シドウ オコナ ヒョウカ		1		3か月児健診で乳児期後期の発達について説明とﾊﾟﾈﾙ展示。乳幼児相談の集団指導で0歳後半～1歳後半頃の心と体の成長と関り方を指導している。 ゲツ ジ ケンシン ニュウジキ コウキ ハッタツ セツメイ テンジ ニュウヨウジ ソウダン シュウダン シドウ サイ コウハン サイ コウハン コロ ココロ カラダ セイチョウ カカワ カタ シドウ		0		0				0				1		0				1		3か月児健診でﾘｰﾌ配布。 ゲツ ジ ケンシン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		各機関との連携会議で実施。 カクキカン レンケイ カイギ ジッシ		0		0		0				1		経過健診の紹介や事業担当への報告。 ケイカ ケンシン ショウカイ ジギョウ タントウ ホウコク		0		0		0		0				0				1		年2回健診基準の調整会議として実施。 ネン カイ ケンシン キジュン チョウセイ カイギ ジッシ		1		年2回乳幼児健診医師連絡会議として医師対象に実施。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン イシ レンラク カイギ イシ タイショウ ジッシ		0		0														1

		235		774		福井県		南越前町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中絢子 タナカ ジュンコ		0778-47-8007		0778-47-3605		1		hoken@town.minamiechizen.lg.jp		0		1				*		*		4		5		66		65		*		*		1		6		1		11		79		76		*		*		1		6		1		11		79		76		*		*		3		0		3		11		89		85		*		*		3		0		3		11		89		82		82		3		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		新生児訪問や各種健診の問診時に口頭にて指導している。 シンセイジ ホウモン カクシュ ケンシン モンシン ジ コウトウ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		支援の必要性の有無について項目を設けている（問診票は町に返却される）。 シエン ヒツヨウセイ ウム コウモク モウ モンシン ヒョウ チョウ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		236		1312		山口県		長門市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		福田真由美 フクダ マユミ		0837-23-1133		0837-23-1168		1		kenkosuishin@city.nagato.lg.jp		0		1				*		*		3		6		189		168		*		*		1		6		1		11		221		219		*		*		1		6		1		11		221		219		*		*		3		0		3		11		210		209		*		*		3		0		3		11		210		209		190		7		1		0		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰ教室開催時の案内、及び、参加時の状況確認、医療機関との情報共有。 キョウシツ カイサイ ジ アンナイ オヨ サンカ ジ ジョウキョウ カクニン イリョウ キカン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児学級・家庭訪問において指導。 イクジ ガッキュウ カテイ ホウモン シドウ		0		0				0				1		0				1		育児学級にてﾋﾞﾃﾞｵを見せる。 イクジ ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		保育所訪問、発達ｸﾘﾆｯｸ等で経過観察。 ホイク ジョ ホウモン ハッタツ トウ ケイカ カンサツ		0		0		0				1		健診票に要訪問等の項目あり。 ケンシン ヒョウ ヨウ ホウモン ナド コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		237		427		茨城県		鉾田市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		木原美加子 キハラ ミカコ		0291-33-3691		0291-33-3717		1		kenkou@city.hokota.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		292		261		1		0		1		6		99		99		323		312		1		0		1		6		99		99		323		312		*		*		3		6		99		99		338		314		*		*		3		6		99		99		338		314		305		75		1		0		0		0				1		母子手帳交付後検討し個々のｹｰｽに応じた回数を支援し、その都度評価している。 ボシ テチョウ コウフ ゴ ケントウ ココ オウ カイスウ シエン ツド ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		1		子ども家庭課や関係機関へ連携する。 コ カテイ カ カンケイ キカン レンケイ		0				0		1		評価は行っているが事業計画への活用はできていない。 ヒョウカ オコナ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		事故防止や生活習慣の獲得の面から説明している。 ジコ ボウシ セイカツ シュウカン カクトク メン セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価検討する。 ケンシン ゴ ヒョウカ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		検診後及び、年度末・翌年へと経年的経過追跡による。 ケンシン ゴ オヨ ネンドマツ ヨクトシ ケイネン テキ ケイカ ツイセキ		0		0				1		就学までに相談員や関係機関と連携して行っている。 シュウガク ソウダンイン カンケイ キカン レンケイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1										1				1

		238		580		千葉県		富津市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		圓川ひろみ エン カワ		0439-80-1268		0439-80-1335		1		mb017@city.futtsu.lg.jp		0		1				*		*		3		6		202		182		*		*		1		6		2		0		215		190		*		*		1		6		2		0		215		190		*		*		3		5		4		0		252		217		*		*		3		5		4		0		252		217		228		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ｵﾘｼﾞﾅﾙの冊子、乳幼児教室。 サッシ ニュウヨウジ キョウシツ		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				0				1		0				1		就学指導委員会等。 シュウガク シドウ イイン カイ トウ		0		0		0				1		受診券に記載あり。 ジュシン ケン キサイ		0		0		0		0				1		県の研修会 ケン ケンシュウカイ		0				0				0		0				1								1		1

		239		1174		奈良県		御杖村		保健福祉課 ホケン フクシカ		古谷静香 フルヤ シズカ		0745-95-2828		0745-95-6011		1		fukushi@vill.mitsue.lg.jp		0		1				0		1		3		4		4		4		0		1		1		6		1		8		0		0		0		1		1		6		1		8		0		0		*		*		3		6		3		8		3		3		*		*		3		6		3		8		3		3		6		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				0		0		0		1		医師による健康診査は個別受診であるが育児相談は集団で行っており、その際に問診を実施している。 イシ ケンコウ シンサ コベツ ジュシン イクジ ソウダン シュウダン オコナ サイ モンシン ジッシ		1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		問5で記載した集団育児相談にの際に行っている。 トイ キサイ シュウダン イクジ ソウダン サイ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に啓発ＤＶＤ「赤ちゃんが泣きやまない」を貸出。 ボシ テチョウ コウフ ジ ケイハツ アカ ナ カシダシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		現在は3歳児健診後の評価を実施できていないが、今後、乳幼児健診後も保育所・小学校・中学校へと引き継いでいく予定。 ゲンザイ サイジ ケンシン ゴ ヒョウカ ジッシ コンゴ ニュウヨウジ ケンシン ゴ ホイク ショ ショウガッコウ チュウガッコウ ヒ ツ ヨテイ		0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		240		850		長野県		根羽村		住民課 ジュウミンカ		坂巻光江 サカマキ ミツエ		0265-49-2111		0265-49-2277		1		juumin4102@nebamura.jp		0		1				1		0		3		5		4		4		*		*		1		6		1		8		4		4		*		*		1		5		1		10		4		4		*		*		3		0		3		3		5		5		*		*		3		0		3		6		5		5		3		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		241		634		東京都		八王子市		医療保険部大横保健福祉ｾﾝﾀｰ イリョウ ホケン ブ オオヨコ ホケン フクシ		青木桐代 アオキ キリ ヨ		042-625-9200		042-627-5887		1		b450600@city.hachioji.tokyo.jp		0		1				*		*		3		5		3729		3575		*		*		1		6		1		11		4214		3906		*		*		1		6		1		11		4214		3906		*		*		3		0		3		11		4328		3954		*		*		3		0		3		11		4328		3953		4099		104		0		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				1				0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		242		117		北海道		利尻富士町		総合保健ｾﾝﾀｰ ソウゴウ ホケン		近藤正子 コンドウ マサコ		0163-82-2320		0163-89-2016		2		kondou-masako@town.rishirifuji.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		15		15		1		0		1		5		1		11		21		12		1		0		1		5		1		11		21		12		1		0		3		0		3		4		29		25		1		0		3		0		3		4		29		25		12		12		1		0		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		0										1				1

		243		736		富山県		砺波市		砺波市健康ｾﾝﾀｰ トナミシ ケンコウ		中瀧結花 ナカ タキ ユイ ハナ		0763-32-7062		0763-32-7059		2		yuka.nakataki@city.tonami.lg.jp		1		1				*		*		3		4		357		351		*		*		1		6		99		99		419		417		*		*		1		6		99		99		419		417		*		*		3		6		99		99		409		405		*		*		3		6		99		99		409		405		404		30		1		0		0		0				1				0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		上記全て ジョウキ スベ		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		244		243		岩手県		軽米町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中里早苗 ナカサト サナエ		0195-46-4111		0195-48-1061		1		kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp		0		1				*		*		3		4		42		42		1		0		1		6		1		9		45		44		1		0		1		6		1		9		45		44		*		*		3		1		3		5		66		63		*		*		3		1		3		5		66		63		45		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		245		660		東京都		瑞穂町		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		福島由子 フクシマ ユイ コ		042-557-5072		042-557-7414		1		kenko@town.mizuho.tokyo.jp		0		1				*		*		3		4		227		222		*		*		1		6		1		11		237		227		*		*		1		6		1		11		237		228		*		*		3		0		3		11		245		232		*		*		3		0		3		11		249		232		245		72		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0								1

		246		20		北海道		根室市		市民福祉部保健課健康推進担当 シミン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン タントウ		鈴木圭子 スズキ ケイコ		0153-23-6111		0153-24-8692		2		suzuki.keiko@city.nemuro.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		99		198		190		*		*		1		6		1		11		193		186		*		*		1		6		1		11		193		186		*		*		3		0		3		11		186		173		*		:		3		0		3		11		186		173		191		19		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1

		247		822		長野県		千曲市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		北原智子 キタハラ トモコ		026-273-1111		026-272-6558		1		hc-boshi@city.chikuma.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		387		386		1		0		1		6		1		7		410		405		1		0		1		6		1		7		410		405		*		*		3		5		3		7		406		387		*		*		3		5		3		7		406		387		415		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1

		248		115		北海道		礼文町		町民課 チョウミン カ		吉田早記 ヨシダ ソウ キ		0163-86-1001		0163-86-1664		1		hoken@town.rebun.hokkaido.jp		0		1				1		0		1		11		36		36		1		0		1		6		1		11		16		16		1		0		1		6		1		11		16		16		1		0		3		6		3		11		28		26		1		0		3		6		3		11		28		26		16		0		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		249		419		茨城県		那珂市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		玉川 タマカワ		029-270-8071		029-298-8890		1		kenkou-s@city.naka.lg.jp		0		1				0		1		3		11		426		382		1		0		1		6		1		11		399		381		1		0		1		6		1		11		399		381		1		0		3		0		3		11		433		418		1		0		3		0		3		11		433		418		415		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				1				1				0				0		1										1

		250		1090		大阪府		寝屋川市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		栗原 クリハラ		072-824-1181(内3731） ナイ		072-838-0428		1		kenkou@city.neyagawa.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		1864		1749		1		0		1		8		1		11		1965		1804		1		0		1		8		1		11		1965		1804		1		0		3		7		3		11		1962		1642		1		0		3		7		3		11		1962		1638		2037		184		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1		1				1

		251		1068		京都府		大山崎町		健康福祉部 健康課 健康増進係 ケンコウ フクシブ ケンコウカ ケンコウ ゾウシン カカリ		山本知美 ヤマモト トモミ		075-956-2101		075-953-7335		1		hoken@town.oyamazaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		161		161		1		0		1		7		1		8		124		116		1		0		1		6		1		7		124		109		1		0		3		7		3		8		116		110		1		0		3		7		3		8		116		110		0		0		1		0		0		0				0				0		1		人口が少なくハイリスク妊婦も少ない為、ケースカンファを行っている。 ジンコウ スク ニンプ スク タメ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待担当係への報告 ギャクタイ タントウ カカリ ホウコク		1		集団指導と個別指導を充実 シュウダン シドウ コベツ シドウ ジュウジツ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問→前期健診までの発達、前期健診→後期健診までの発達、後期健診→１歳半頃までの発達、１歳半健診→3歳健診までの発達、3歳健診→就学までの発達 アカ ホウモン ゼンキ ケンシン ハッタツ ゼンキ ケンシン コウキ ケンシン ハッタツ サイ ハン コロ サイ ケンシン シュウガク ハッタツ		0		0				1		個別対応し地域担当保健師のフォロー状況をケースカンファで共有。 コベツ タイオウ チイキ タントウ ホケンシ ジョウキョウ キョウユウ		0		0				1		赤ちゃん訪問時のパンフレットに記載し説明。 アカ ホウモン ジ キサイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ケース報告		0		0				1		保育所：巡回相談、学校：入学前にケース報告。 ホイクショ ジュンカイ ソウダン ガッコウ ニュウガクマエ ホウコク		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				1		0

		252		1309		山口県		下松市		健康福祉部 健康増進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		白井 シライ		0833-41-1234		0833-44-2304		1		kenkou@city.kudamatsu.lg.jp		1		1				0		1		3		12		507		507		0		1		1		6		2		0		507		507		1		0		1		6		2		0		497		428		1		0		3		6		4		0		590		573		1		0		3		6		4		0		590		573		507		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		253		145		北海道		様似町		保健福祉課 保健推進係 ホケン フクシ カ ホケン スイシン カカリ		前田 マエダ		0146-36-5511		0146-36-5638		*		*		*		*				1		0		3		5		23		23		1		0		1		6		2		0		21		20		1		0		1		6		2		0		21		18		1		0		3		0		4		0		19		18		1		0		3		0		4		0		19		17		22		0		1		0		0		0				0				0		1		個別支援を行い、担当保健師が評価を行っている。また、保健師間でカンファを開き、情報共有や評価を行っている。 コベツ シエン オコナ タントウ ホケンシ ヒョウカ オコナ ホケンシ カン ヒラ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		事業毎に達成指標を設定し、その達成量を評価し計画に活用。 ジギョウ ゴト タッセイ シヒョウ セッテイ タッセイリョウ リョウ ヒョウカ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットの配布と母親からの質問に答える形で指導。 ハイフ ハハオヤ シツモン コタ カタチ シドウ		0		0				0				0		1		子どもの発達相談ができる機会を提供し、関係機関で情報を共有しながらカンファ等で評価を行う。 コ ハッタツ ソウダン キカイ テイキョウ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ ナド ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保健所と共に健診後カンファの進め方やフォローアップの体制について評価する機会を設けることが出来つつある。 ホケンジョ トモ ケンシンゴ スス カタ タイセイ ヒョウカ キカイ モウ デキ		0		0				1		幼稚園と定期的に会議を行い、評価したり発達相談でも評価を行っている。 ヨウチエン テイキテキ カイギ オコナ ヒョウカ ハッタツソウダン ヒョウカ オコナ		0		0		0				0		0		0		0		1		0				0				0				0				1		0

		254		1582		宮崎県		高原町		総合保健福祉センター ほほえみ館 ソウゴウ ホケン フクシ カン		釜 真由美 カマ マユミ		0984-42-4820		0984-42-4974		1		hohoemi@town.takahara.lg.jp		1		2				1		1		3		11		65		56		1		0		1		6		1		8		65		54		1		0		1		6		1		8		65		54		1		0		3		6		3		8		59		47		1		0		3		6		3		8		59		47		42		2		0		0		0		1		母子担当は1人であるため同じ係に成老人担当の保健師1人と協議はしているが全妊婦となると出来ていない。 ボシ タントウ ニン オナ カカリ ナ ロウジン タントウ ホケンシ ヒト キョウギ ゼンニンプ デキ		0				0		1		定期的に評価していないが随時対応 テイキテキ ヒョウカ ズイジ タイオウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診、学●で講話している。 ケンシン ガク コウワ		0		0				0				1		0				1		ポスター、パンフレットの配布。健診、学●で講話している ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		255		1390		高知県		香南市		健康対策課 ケンコウタイサク カ		竹村和花 タケムラ ワ ハナ		0887-57-7516		0887-55-3110		1		kenkou@city.kochi-konan.lg.jp		0		1				1		1		3		5		256		244		1		0		1		7		1		11		227		213		1		0		1		7		1		11		227		216		1		0		3		4		3		11		255		235		1		0		3		4		3		11		255		233		242		89		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		①パパママ教室で知識としてお伝えしている。②4ヶ月健診の問診指導項目の中にSBSを知っていますか？という設問あり。 キョウシツ チシキ ツタ カゲツ ケンシン モンシン シドウ コウモク ナカ シ セツモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県が実施している ケン ジッシ		0				0				0		0

		256		1164		奈良県		宇陀市		室生福祉保健交流センター ムロウ フクシ ホケン コウリュウ		菊岡知代 キクオカ トモヨ ４		0745-92-5220		0745-92-5223		1		kenkou@city.uda.lg.jp		0		1				1		0		4		5		164		161		1		0		1		6		1		9		160		153		1		0		1		6		1		9		160		153		1		0		3		6		3		8		176		159		1		0		3		6		3		8		176		159		157		19		1		0		0		1		母子健康手帳の交付時に行っているが全妊婦の実施は出来ていない。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ オコナ ゼンニンプ ジッシ デキ		1		定期的に母子担当者会議を開催し確認 テイキテキ ボシ タントウシャ カイギ カイサイ カクニン		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の原因のデータを集計し、それを活用しての指導を行う（健診及び教室） ショク ゲンイン シュウケイ カツヨウ シドウ オコナ ケンシン オヨ キョウシツ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		257		1707		中核市 チュウカクシ		西宮市		保健所 地域保健課 ホケンジョ チイキ ホケン カ		齋藤 サイトウ		0798-35-3310		0798-26-0616		1		hokenservice@nishi.or.jp		0		1				1		0		4		6		4435		4310		1		0		1		7		2		0		4465		4302		1		0		1		7		2		0		4465		4302		1		0		3		5		4		0		4557		4265		1		0		3		5		4		0		4557		4259		4843		212		1		1		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが不定期で必要時にケースカンファ等を行い、評価している。 テイキテキ ヒョウカ フテイキ ヒツヨウイ ジ ナド オコナ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕羅患率の経年比較を行い、指導内容の見直しを行っている。 ショク ラ カンジャ リツ ケイネン ヒカク オコナ シドウ ナイヨウ ミナオ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6ヶ月健診受診者に幼児期の食事としつけに関する冊子を配布している。 サイ カゲツ ケンシン ジュシンシャ ヨウジキ ショクジ カン サッシ ハイフ		0		0				1		保健師による個別支援以外にも相談事業を利用する等して臨床心理士や保育士による視点も入れながら支援の方向性を評価している。 ホケンシ コベツシエン イガイ ソウダン ジギョウ リヨウ ナド リンショウ シンリシ ホイクシ シテン イ シエン ホウコウ ヒョウカ		0		0				1		マザークラスで説明し、啓発用DVDを視聴してもらっている。 セツメイ ケイハツヨウ シチョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診検討委員会を開催し、受診率、診察結果、要精密検査の結果等の評価はしているが上記の算出はしていない。 ケンシン ケントウ イインカイ カイサイ ジュシンリツ シンサツ ケッカ ヨウ セイミツケンサ ケッカ ナド ヒョウカ ジョウキ サンシュツ		0				0		1		フォローアップの妥当性を定期的に評価していないが、不定期で必要時に行っている。 ダトウセイ テイキ テキ ヒョウカ フテイキ ヒツヨウジ オコナ		1		必要時、療育機関や保育所と連携しながら支援の方向性を評価している。 ヒツヨウジ リョウイク キカン ホイクジョ レンケイ シエン ホウコウセイ ヒョウカ		0		0		0				1		（10健のみ）健診結果を報告してもらっている。 ケンコウ ケンシン ケッカ ホウコク		0		0		0		0				1		OTによる乳幼児の身体的発達に関する研修、虐待に関する研修、低出生体重児に関する研修など。 ニュウヨウジ シンタイテキ ハッタツ カンウ ケンシュウ ギャクタイ カン ケンシュウ テイ シュッセイ タイジュウ コ カン ケンシュウ		0				0				0		0

		258		588		千葉県		南房総市		保健福祉部健康支援課 ホケンフクシ ブ ケンコウ シエン カ		山口由紀子 ヤマグチ ユキコ		0470-36-1152		0470-36-1133		1		kenko@city.minamiboso.chiba.jp		0		1				1		1		3		6		204		集団177（医機関①164②134） シュウダン		1		0		1		6		2		0		208		191		1		0		1		6		2		0		208		191		1		0		3		0		4		0		217		202		1		0		3		0		4		0		217		202		177		21		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				0		1		股関節健診（３〜4ヶ月児）のアンケートに設問でSBSについて説明している コカンセツ ケンシン カゲツ コ セツモン セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		259		459		栃木県		芳賀町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		小久保綾香 コクボ アヤカ		028-677-6042		028-677-2176		1		kenkou@town.haga.tochigi.jp		0		1				1		0		4		5		103		103		1		0		1		6		1		8		113		111		1		0		2		6		2		8		125		111		1		0		3		0		3		11		130		129		1		0		3		0		3		11		130		129		109		6		1		0		0		0				1		随時、電話や訪問、精神疾患のある妊婦は精神担当の保健師と同伴訪問する場合もある。 ズイジ デンワイ ホウモン セイシン シッカンオ ニンプ セイシン タントウ ホケンシ ドウハン ホウモン バアイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		全員ではないが問診時に説明指導することがある。 ゼンイン モンシンジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		ベビーマッサージの教室時、4ヶ月健診時の問診票にあり キョウシツジ カゲツ ケンシン ジ モンシン ヒョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		260		118		北海道		幌延町		町民課 チョウミン カ		石田篤子 イシダ アツコ		01632-5-1790		01632-5-1791		2		atsuko.ishida@town.horonobe.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		18		18		1		0		1		7		2		0		21		21		0		1		1		7		2		0		21		21		1		0		3		2		4		0		24		24		0		1		3		2		4		0		24		24		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		健診時、これからの発達過程を伝えるようにしている ケンシンジ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		適切な研修があった場合には常勤従事者が研修受講するよう配慮している。 テキセツ ケンシュウ バアイ ジョウキン ジュウジシャ ケンシュウ ジュコウ ハイリョ

		261		97		北海道		剣淵町		健康福祉課保健グループ ケンコウ フクシ カ ホケン		松下 マツシタ		0165-34-3955		0165-34-3985		1		kenhuku@town.kembuchi.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		14		14		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		6		1		11		21		12		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		36		18		13		0		1		1		0		0				1		妊婦健康診査の受診結果を翌月に確認できるためハイリスク妊婦に限らず状況を評価している。 ニンプ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヨクゲツ カクニン ニンプ カギ ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		年数回、保健師、栄養士でカンファを行い評価している ネン スウカイ ホケンシ エイヨウシ オコナ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを用い伝えている モチ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		必要と判断した研修に参加している ヒツヨウ ハンダン ケンシュウ サンカ		1				0				0		0

		262		149		北海道		士幌町		保健福祉課健康介護グループ保健推進担当 ホケン カ ケンコウ カイゴ ホケンスイシン タントウ		中捨里香 ナカス ス リカ		01564-5-2108		01564-5-2127		1		kenkou@shihoro.jp		0		1				1		0		3		9		50		50		1		0		1		5		1		11		53		52		1		0		1		5		1		11		53		52		1		0		3		0		3		11		47		45		1		0		3		0		3		11		47		45		57		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問後にスタッフで検討会を行い評価。 アカ ホウモンゴ ケントウカイ オコナ ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		ケース会議 カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		263		1428		福岡県		春日市		健康課 ケンコウカ		松尾 マツオ		092-501-1134		092-501-0051		1		kenkou@city.kasuga.fukuoka.jp		0		1				1		0		4		5		1038		1001		0		1		1		6		1		11		1069		1033		0		1		1		6		1		11		1069		900		1		0		3		0		3		11		1155		1109		1		0		3		0		3		11		1155		1109		1000		80		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に説明が載っている冊子を配布 ボシテチョウ コウフ ジ セツメイ ノ サッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		264		1499		長崎県		壱岐市		健康保健課 ケンコウ カ		中野美保、田中千草 ナカノ ミホ タナカ チグサ クサ		0920-45-1111		0920-45-0996		1		iki-hoken@city.iki.lg.jp		0		1				1		0		4		8		231		225		1		0		1		6		2		0		222		215		1		0		1		6		2		0		222		215		1		0		3		6		4		0		258		241		1		0		3		6		4		0		258		239		197		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		取り決めはないがスタッフで共有し関係機関へつないでいる。 ト キ キョウユウ カンケイ キカン		0		0		0		0		0		0				1		健康教育と12ヶ月児の対象者へRDテストを実施し早めの虫歯予防（個別指導）を行っている。 ケンコウ キョウイク カゲツ コ タイショウ シャ ジッシ ハヤ ムシバ ヨボウ コベツ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味飲料 カンミインリョウ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		ケースに応じて行っている オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児発達相談事業の中で、保育所、幼稚園、教育委員会と連携し、処遇検討をしている。 サイジ ハッタツ ソウダン ジギョウ ナカ ホイクショ ヨウチエン キョウイク イインカイ レンケイ ショグウ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診は小児科以外の医師にも依頼しているので診察の部分の統一を図るのが課題である。実践的な研修はしていなが年１回従事者研修を行い確認している。 ケンシン ショウニカ イガイ イシ イライ シンサツ ブブン トウイツ ハカ カダイ ジッセンテキ ケンシュウ ネン カイ ジュウジシャ ケンシュウ オコナ カクニン

		265		14		北海道		江別市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシブ ホケンセ		児島栄弥子 コジマ サカ ミヤコ		011-385-5252		011-385-8130		1		hoken@city.ebetsu.lg.jp		0		1				1		0		4		4		690		682		1		0		1		6		1		11		731		716		1		0		1		6		1		11		731		703		1		0		3		0		3		11		784		766		1		0		3		0		3		11		784		759		664		32		1		0		0		0				0				0		1		時期は決めておらず、必要に応じて実施。 ジキ キ ヒツヨウ オウ ジッシ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		全員には行っていないが発達に遅れが感じられる、または不安を感じている保護者には今後の発達の見通しを伝えるようにしている。（２歳で２語文など） ゼンイン オコナ ハッタツ オク カン フアン カン ホゴシャ コンゴ ハッタツ ミトオ ツタ サイ ゴ ブン		0				1		0				1		全員ではないがマタニティスクール及び両親学級で啓発している オヨ リョウシンガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		毎年テーマを決めて実施。例）乳児期の成長、発達のメカニズムの視点、乳幼児期のメディアの関係。 マイト ネン キ ジッシ レイ ニュウジキ セイチョウ ハッタツ シテン ニュウヨウジキ カンケイ		1		毎年テーマを決めて実施。例）乳児期の成長、発達のメカニズムの視点、乳幼児期のメディアの関係。		0				0		0

		266		1480		佐賀県		嬉野市		健康づくり課 ケンコウ カ		林紀代子 ハヤシ キヨコ		0954-66-9120		0954-66-9140		1		hoken@city.ureshino.lg.jp		0		1				0		1		3		4		201		188		1		0		1		6		1		11		218		213		1		0		1		6		1		11		218		213		1		0		3		6		3		11		205		201		1		0		3		6		3		11		205		201		203		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		267		648		東京都		国立市		健康福祉部健康増進課保健事業係 ケンコウフクシブ ケンコウゾウシン カ ホケン ジギョウ カカリ		飛田良子 ヒダ リョウコ		042-572-6111		042-574-3930		1		sec_hokencenter@city.kunitachi.tokyo.jp		0		1				1		0		4		5		567		566		1		0		1		7		1		11		563		530		1		0		1		7		1		11		563		516		1		0		3		1		3		11		543		504		1		0		3		1		3		11		543		494		624		*		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		講演会レベルであるが常勤・非常勤専門職（医師、看護士、保健師、栄養士、歯科衛生士）を対象に研修を実施している。 コウエ ジョウキン ヒジョウキン センモンショク イシ カンゴシ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイ シ タイショウ ケンシュウ ジッシ

		268		5		北海道		北見市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシブ ケンコウスイシン カ ボシホケン カカリ		椎名真理 シイナ マリ		0157-23-8101		0157-23-8813		1		kenko@city.kitami.lg.jp		0		1				0		1		3		4		797		768		1		0		1		6		1		11		883		788		1		0		1		6		1		11		883		785		1		0		3		0		3		11		881		789		1		0		3		0		3		11		881		787		840		161		1		0		0		0				1		妊婦健診を定期的に受診しているか等について毎月確認しているのと併せて適切に支援が出来ているか確認している。 ニンプ ケンシン テイキテキ ジュシン ナド マイツキ カクニン アワ テキセツ シエン デキ カクニン		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				0		1		1.6歳、3歳健診のう歯羅患状況、フッ素塗布実施率の状況を把握し次年度の事業計画に活用。健診後のカンファで歯科指導内容等を確認し現状把握に努めている。 サイ サイ ケンシンオ シラカンリツ ジョウキョウ ソ トフ ジッシ リツ ジョウキョウ ハアク ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ ケンシンゴ シカ シドウ ナイヨウ ナド カクニン ゲンジョウ ハアク ツト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		アンケートや子どもの反応等で事業の評価をしている。 コ ハンノウ ナド ジギョウ ヒョウカ		1		リーフレットを作成して配布。3〜4ヶ月健診：3〜9ヶ月頃、9〜10ヶ月健診：9ヶ月〜1歳頃、1.6歳健診：1.6歳〜2歳頃、3歳健診：2歳半〜4歳、5歳児健康相談：4歳〜年長 サクセイ ハイフ カゲツ ケンシン カゲツ コロ カゲツ サイ コロ ハン コ ケンコウ ソウダン ネンチョウ		0		0				1		健診等のアンケートを把握しアセスメントを行いカンファで支援方法を検討 ケンシン ナド ハアク オコナ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		母親学級、赤ちゃん訪問時にリーフレット等で周知している。 ハハオヤ ガッキュウ アカ ホウモン ジ ナド シュウチ		0		0				0				0				1		保健師の判定（支援方法） ホケンシ ハンテイ シエンホウホウ		0				0		0				1		フォロー状況を毎月確認、必要時地区担当保健師等と支援状況・方法を検討 ジョウキョウ マイツキ カクニン ヒツヨウジ チクタントウ ホケンシ ナド シエンジョウキョウ ホウホウ ケントウ		0		0				0				0		0		1		3歳児健診後、年中児になる年に、児の状況をアンケートや必要時、保育園・幼稚園と連携し確認している。 サイジ ケンシンゴ ネンチュウジ ナカ コ ネン コ ジョウキョウ ヒツヨウジ ホイクエン ヨウチエン レンケイ カクニン		1		3〜４M健診受診票に記入して返却 ケンシン ジュシンヒョウ キニュウ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		269		1556		大分県		別府市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		末房日出子 スエフサ ヒデコ		0977-21-1117		0977-22-2550		1		hpd-hw@city.beppu.oita.jp		0		1				1		1		3		5		880		836		1		0		1		6		1		11		902		879		1		0		1		6		1		11		902		879		1		0		3		5		3		11		903		854		1		0		*		*		*		*		903		854		893		174		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査 シリョク		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		電話連絡票で連絡する デンワ レンラク ヒョウ レンラク		0		0		0		0				1		従事者研修会 ジュウジシャ ケンシュウカイ		1		従事者研修会		0				0		0

		270		89		北海道		上川町		保健福祉課健康増進グループ ホケン カ ケンコウゾ		保健師久保 ホケンシ クボ		01658-2-4054		01658-2-1220		1		kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp		1		1				1		0		3		4		18		17		1		0		1		6		1		9		16		16		1		0		1		6		1		9		16		16		1		0		3		0		3		4		23		23		1		0		3		0		3		4		23		23		20		0		1		1		0		0				1		分娩週数と出生児体重で評価。低出生体重児の予防を目標としているため。 ブンベン シュウ スウ シュッセイ コ タイジュウ ヒョウカ テイ シュッセイ タイジュウ コ ヨボウ モクヒョウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもノートという教材を全乳児の母親に配布し、今後の発達を共有している。デンバーの発達表を用い、将来的な発達予測が出来るようにしている。 コ キョウザイ ゼンニュウジ ハハオヤ ハイフ コンゴ ハッタツ キョウユウ ハッタツヒョウ ヒョウ モチ ショウライテキ ハッタツ ヨソク デキ		0		0				0				0		1		健診の際に1日のリズ・食・気持ちなど記入し、持ってきてもらう。気になる親には問診や事後指導の際、声かけをしたり、後日電話したりするがそれに対して評価していない。 ケンシン サイ ヒ ショク キモ キニュウ モ キ オヤ モンシン ジゴ シドウ サイ コエ ゴジツ デンワ タイ ヒョウカ		1		新生児訪問の際、パンフレットを渡している。 シンセ サイ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		経過観察児の台帳を作成し、就学までフォローしている。必要時、定期外でも健診に呼んだり、母子通園センターにつなげたりしている。 ケイカ カンサツ コ ダイチョウ サクセイ シュウガク ヒツヨウジ テイキ ソト ケンシン ヨ ボシ ツウエン		0		0				1		各幼稚園・保育園・母子通園センターと連絡・連携をとっている。 カク ヨウチエン ホイクエン ボシ レンラク レンケイ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないが該当する研修があり、必要と判断した場合、研修に参加できる態勢はある。 テイキテキ ガイトウ ケンシュウ ヒツヨウ ハンダン バアイ ケンシュウ サンカ タイセイ

		271		167		北海道		厚岸町		保健福祉課健康づくり係 ホケンフ カ ケンコウ カカリ		小川摩里 オガワ マリ リ		0153-53-3333		0153-53-3077		1		afukushi@rose.ocn.ne.jp		0		1				0		1		3		6		72		69		1		1		1		6		1		11		67		63		1		1		1		6		1		11		67		63		1		1		3		0		3		11		76		75		1		1		3		0		3		11		76		75		*		*		1		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		個別支援や健康教育等で活用している。 コベツ シエン ケンコウ キョウイク ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味などの摂取状況と食習慣 カンミ セッシュ ジョウキョウ ショク シュウカン		0		1		0		0		0				1				0		0				1		その後の個別対応などで ゴ コベツイ タイオウ		0		0				1		個別指導や健康教育の場などで コベツ シドウ ケンコウ キョウイク バ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と連携し、個別対応している。評価の時期は各々設けている。 カンケイ キカン レンケイ コベツ タイオウ ヒョウカ ジキ カクカク モウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		272		333		山形県		高畠町		健康推進課 ケンコウスイシン カ				0238-52-5045		0238-52-5044		1		kenko@town.takahata.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		189		189		1		0		1		7		1		8		178		178		1		0		1		7		1		8		178		173		1		0		3		6		3		7		194		190		1		0		3		6		3		7		194		189		172		3		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		4ヶ月健診：発達について集団指導、1歳6ヶ月児健診：発達について資料配布し個別指導 カゲツ ケンシン ハッタツ シュウダン シドウ サイ カゲツ コ ケンシン シリョウ ハイフ コベツ シドウ		0		0				1		情報収集、アセスメント、問題分析、指導方法についてスタッフ間で検討		0		0				1		新生児訪問時に啓発 シンセイ ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回定期的にスタッフ間で検討 ツキ カイ テイキテキ カン ケントウ		0		0				1		教育総務課、福祉課と情報交換している キョウイク ソウムカ フクシ カ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		273		367		福島県		湯川村		住民総務課湯川村保健センター ジュウミンソウムカ ユカワ ムラ ホケンｓ		笠間智春 カサマ トモ ハル		0241-27-3110		0241-28-1055		2		kasama-chiharu@vill.yugawa.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		17		17		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		3		2		3		6		31		31		1		0		3		2		3		6		31		31		16		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届時に説明、パンフレット配布。 ニンシン トド ジ セツメイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所や幼稚園での観察や５歳児健康相談の結果によっては療育機関へつなぐ ホイクショ ヨウチエン カンサツ サイジ ケンコウ ソウダン ケッカ リョウイク キカン		0		0		0				0				0		0		0		0				1		県や病院等で実施している研修会へ参加 ケン ビョウイン ナド ジッシ ケンシュウキ カイ サンカ		0				0				0		0

		274		260		宮城県		蔵王町		保健福祉課 ホケン カ		保健師菊地那美 ホケンシ キクチ ナミ ミ		0224-33-2003		0224-33-2988		1		hofuku@town.zao.miyagi.jp		0		1				1		0		4		5		78		72		1		0		1		6		2		5		105		97		1		0		1		6		2		5		105		97		1		0		3		6		3		9		100		86		1		0		3		6		3		9		100		86		99		4		1		0		0		0				1		担当保健師が面接、訪問時 タントウ ホケンシ メンセツ ホウモンジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		子育て支援担当者と情報共有（虐待担当） コソダ シエン タントウシャ ジョウホウ キョウユウ ギャクタイ タントウ		1		年度毎に評価している ネンド ゴト ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		地区担当保健師が健診後確認する チク タントウ ホケンシ ケンシンゴ カクニン		0		0				1		保育所、幼稚園入園後もフォロー継続。就学時に学校と情報共有する。 ホイクショ ヨウチエン ニュウエンゴ ケイゾク シュウガクｙジ ジ ガッコウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関主催の研修会への参加。 タ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		275		163		北海道		足寄町		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケンフ シツ ホケンス タントウ		保健師　越後和希子 ホケンシ エチゴ ワキコ		0156-25-2571		0156-25-9201		1		echigo.wakiko@town.ashoro.hokkaido.jp		0		1				1		0		5		7		48		48		1		0		1		6		1		9		46		46		1		0		1		6		1		9		46		45		1		0		3		0		3		3		52		51		1		0		3		0		3		3		52		51		50		8		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		フッ化物の応用に関するもの等 カ ブツ オウヨウ カン ナド		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		3ヶ月時に知っているか確認し啓発 カゲツ ジ シ カクニン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		276		792		山梨県		中央市		健康推進課 ケンコ カ		強間加代子 ツヨ マ カヨコ		055-274-8542		055-274-1125		*		*		*		*				1		0		4		*		276		261		1		0		1		6		1		7		291		281		1		0		1		6		1		7		291		281		1		0		3		3		3		4		261		245		1		0		3		3		3		4		261		245		272		7		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査 シリョク ケンサ		0				1				0				0		0				0				1		0				1		保育園と連携を図る ホイクエン レンケイ ハカ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		研修会の伝達など ケンシュウカイ デンタツ		0				0				0		0

		277		519		埼玉県		朝霞市		健康づくり部健康づくり課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		渡邉敦子 ワタナベ アツコ		048-465-8611		048-466-7522		1		kenko-zukuri@city.asaka.saitama.jp		0		2				1		0		4		6		1458		1433		1		0		1		7		2		0		1370		1329		1		0		1		7		2		0		1370		1325		1		0		3		4		4		0		1350		1286		1		0		3		4		4		0		1350		1283		1454		128		0		0		1		0		※今後予定 コンゴ ヨテイ		1		年度末に1度、支援方法について集計している。 ネンドマツ ド シエン ホウホウ シュウケイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		う蝕している児の集計は行っているものの、保健指導の成果までは評価していない ショク コ シュウケイ オコナ ホケンシドウ セイカ ヒョウカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				0		1		発達の遅れがややある方に対しては個別に保健師から伝えているが全員には行っていない。 ハッタツ オク カタ タイ コベツ ホケンシ ツタ ゼンイン オコナ		0				1		0				1		マタニティ教室で実施 キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		3歳児健診以降、個別に支援している方については評価している。 サイ コ ケンシン イコウ コベツ シエン カタ ヒョウカ		0				0		0		1		0				1		母親の精神状態の評価について、児の発育発達について等、年１回研修機会あり。 ハハオヤ セイシンジョウタイ ヒョウカ コ ハツイク ハッタツ ナド ネン カイ ケンシュウ キカイ		0				0				0		1		非常勤保健師・助産師に対し、18-1の機会に参加できる機会を確保している。 ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ タイ キカイ サンカ キカイ カクホ

		278		96		北海道		和寒町		保健福祉課 ホケン カ		伏見瑞季 フシミ ミズキ キセツ		0165-32-2000		0165-32-3377		1		ho-hoken@town.wassamu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		19		16		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		1		6		2		0		21		21		1		0		3		0		4		0		27		27		1		0		3		0		4		0		27		27		19		0		1		1		0		0				0				0		1		担当保健師が随時、支援・評価を行っている タントウ ホケンシ ズイジ シエン ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕羅患率を経年的に把握し、歯科医や歯科衛生士と情報共有し、次年度の歯科保健に活用している ショクラカンリツ リツ ケイネンテキ ハアク シカイ シカ エイセイ シ ジョウホウ キョウユウ ジネンド シカ ホケン カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問にて発達過程等を示した冊子を配布するとともに、健診（２ヶ月毎実施）や栄養・育児教室にて現在の月齢や数ヶ月先の発達について説明している。 シンセイ ハッタツ カテイ ナド シメ サッシ ハイフ ケンシン カゲツ ゴト ジッシ エイヨウ イクジ キョウシツ ゲンザイ ゲツレイ スウカゲツ サキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてパンフレット配布 シンセ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関を利用している児については保育所とも連携し支援計画に基づいて評価している。 リョウイク キカン リヨウ コ ホイクホ ショ レンケイ シエン ケイカク モト ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子保健の研修会に参加している ボシ ホケン ケンシュウｋ サンカ		0				0				0		0

		279		990		愛知県		東郷町		健康課 ケンコウカ		中井香里 ナカイ カオリ リ		0561-37-5813		0561-37-5823		1		tgo-kenko@town.aichi-togo.lg.jp		0		1				1		0		3		99		388		379		1		0		1		7		2		11		402		398		1		0		1		7		2		11		402		398		1		0		3		1		3		11		447		439		1		0		3		1		3		11		447		439		407		14		1		0		0		0				0				0		1		月１回カンファを開催。ハイリスク妊婦への相談記録等を回覧し、スタッフ間で共有。 ツキ カイ カイサイ ニンプ ソウダン キロク ナド カイラン カン キョウユウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		フッ素塗布無料日の案内を個別通知。２歳児歯科健診の案内を個別通知。 ソ トフ ムリョウ ヒ アンナイ コベツ ツウチ サイジ シカ ケンシン アンナイ コベツ ツウチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		町内保育園で食生活改善推進員が食育の紙芝居を実施。 チョウナイ ホイクエン ショクセイカツ カイゼン スイシン イン ショクイ イクジ カミシバイ ジッシ		0				1		0				1		健診事後教室後にカンファを実施 ケンシンゴ ジゴ キョウシツ アト ジッシ		0		0				1		妊婦とその夫向けの教室にてDVD視聴を取り入れている。 ニンプ オット ム キョウシツ シチョウ ト イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		280		1026		三重県		多気町		町民福祉課母子感染症予防課 チョウミン フクシ カ ボシ カンセンショウ ヨボウ カ		松本真耶 マツモト マヤ		0598-38-1114		0598-38-1140		2		m-matsumoto@town.mie-taki.lg.jp		0		1				0		1		4		9		93		86		1		0		1		6		1		11		122		121		1		0		1		6		1		11		122		121		1		0		3		6		3		11		115		114		1		0		3		6		3		11		115		114		101		9		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時、出生届時にパンフレットを配布 ニンシン トドケデ ジ シュッセイ トド ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		子育て総合支援室にて保健師、発達支援システムアドバイザー保育士・教員でフォロー児を情報共有し、保育園や学校巡回にて連携して対応している。 コソダ ソウゴウ シエン シツ ホケンシ ハッタツ シエン ホイク シ キョウイン コ ジョウホウ キョウユウ ホイクエン ガッコウ ジュンカイ レンケイ タイオウ		1		健診票に市町指示欄があり、医師の指示のもとフォローし、結果を医療機関へ返している。 ケンシンヒョウ シチョウ シジラン イシ シジ ケッカ イリョウ キカン カエ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		町が主催する研修の実施はないが、県や保健師協議会、医師会等が開催する研修に参加するようにしている。 マチ シュサイ ケンシュウ ジッシ ケン ホケンシ キョウギカイ イシカイ ナド カイサイ ケンシュウ サンカ

		281		893		岐阜県		土岐市		健康増進課 ケンコウ カ		牧野 マキノ		0572-55-2010		0572-53-0095		1		kenko@city.toki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		400		393		1		0		1		6		1		7		397		386		1		0		1		6		1		7		397		385		1		0		3		0		3		1		500		472		1		0		3		0		3		1		500		472		416		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもの発達と事故予防について集団で話をしている中で今後の発達、成長について話している。 コ ハッタツ ジコヨボウ シュウダン ハナシ ナカ コンゴ ハッタツ セイチョウ ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就園判定会議結果の確認を行っている シュウガク エン ハンテイ カイギ ケッカ カクニン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者おうち、母子事業担当者が積極的研修参加している。 ジョウキン ジュウジシャ ボシ ジギョウ タントウシャ セッキョクテキ ケンシュウ サンカ

		282		975		愛知県		大府市		健康推進課 ケンコウ カ		東村 ヒガシムラ		0562-47-8000		0562-48-6667		1		hkn-c@city.obu.lg.jp		0		1				1		0		3		7		1017		989		1		0		1		5		2		0		1073		1045		1		0		1		5		2		0		1073		1044		1		0		2		11		4		0		1003		983		1		0		2		11		4		0		1003		974		1118		10		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママサロンで行っている オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		283		160		北海道		池田町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ カ ホケン カカリ		大平ひとみ オオヒラ		015-572-2100		015-572-2862		1		suishin@town.hokkaido-ikeda.lg.jp		0		1				1		0		3		5		25		23		1		0		1		6		1		6		39		38		1		0		1		6		1		9		39		38		1		0		3		0		3		3		43		42		1		0		3		0		3		3		43		41		32		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付、新生児訪問時にパンフレット・資料を配布 ボシテチョウ コウフ シンセイ ジ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ケース検討の場を設けたり、継続的な支援を実施 ケントウ バ モウ ケイゾクテキ シエン ジッシ		0		0				0				0		0		1		必要に応じて、ケース検討会を実施 ヒツヨウ オウ ケントウ カイ ジッシ		0				0		0		1		0				1		道主催等の研修会への参加 ミチ シュサイ ナド ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		284		185		青森県		平川市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシブ ケンコウ カ		成田　満 ナリタ ミツル		0172-44-1111		0172-44-0068		2		mitsuru_narita@city.hirakawa.lg.jp		1		1				1		0		4		6		212		201		1		0		1		6		1		11		200		194		1		0		1		6		1		11		200		194		1		0		3		6		3		11		216		214		1		0		3		6		3		11		216		214		185		15		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		1		要保護児童対策地域協議会へ情報提供し、対策について検討 ヨウ ホゴシャ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ジョウホウ テイキョウ タイサク ケントウ		1		健診に従事している歯科医師、歯科衛生士に情報提供している ケンシン ジュウジ シカイシ シカエイセイシ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		アンケートを実施 ジッシ		0		0				1		出生届時の配布書類入れの封筒に説明書きを貼布 シュッセイ トドケ ジ ハイフ ショルイ イ フウトウ セツメイガ ハ ヌノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		285		1005		愛知県		東栄町		福祉課 フクシ カ		原田優子 ハラダ ユウコ		0536-76-1815		0536-76-1725		1		fukushi@town.toei.aichi.jp		0		1				1		0		3		4		13		13		1		0		1		7		13		14		1		0		1		0		1		6		1		7		13		14		1		0		3		0		3		7		25		27		1		0		3		0		3		7		25		27		0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		実施主体ではないが他機関と連携している。評価はしていない。 ジッシ シュタイ タ キカン レンケイ ヒョウカ		1		パンフレット活用 カツヨウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファ ケンシンゴ				0				1		療育訪問実施等に評価 リョウイク ホウモン ジッシ ナド ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		１〜3年目の新任期保健師については他市町村の健診の見学を実施しており、それ以外でも北設同士研修として互いの健診に参加している。 ネンメ シン ニンキ ホケンシ タ シチョウソン ケンシン ケンガク ジッシ イガイ キタ セツ ドウシ ケンシュウ タガ ケンシン サンカ		0				0				0		0

		286		912		岐阜県		大野町		健康課 ケンコ カ		関谷恵梨子 セキヤ エリコ		0585-34-1111		0585-34-2110		1		hoken-c@town-ono.jp		0		1				1		0		4		4		163		161		1		0		1		6		1		8		189		185		1		0		1		6		1		8		189		185		1		0		3		0		3		2		197		192		1		0		3		0		3		2		197		192		159		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		287		1303		広島県		世羅町		子育て支援課子育て支援センター コソダ シエン カ コソダ シエン		國藤澄江、豊田章江 クニ フジ スミエ トヨタ アキエ		0847-25-0294		0847-25-0070		1		kosodate@town.sera.hiroshima.jp		0		1				1		1		3		4		117		117		1		0		1		6		1		8		94		91		1		0		1		6		1		8		94		91		1		0		3		2		3		4		107		102		1		0		3		2		3		4		107		102		102		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		管内母子保健担当者会議で重点事業計画に活用 カンナイ ボシ ホケン タントウシャ カイギ ジュウテン ジギョウケイカク カツヨウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		健診時でパンフレット配布、親子教室の紹介。 ケンシンジ ハイフ オヤコ キョウシツ ショウカイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		ケース会議や支援方針検討会で現状を把握し、支援の方向性を統一する。 カイギ シエン ホウシン ケントウカイ ゲンジョウ ハアク シエン ホウコウセイ トウイツ		1		就学前調査としてアンケートを行っている シュウガクマエ チョウサ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		子育て支援センターやその他自治体が開催する研修会の案内を啓発している。 コソダ シエン タ ジチタイ カイサイ ケンシュウ アンナイ ケイハツ

		288		1240		島根県		松江市		保健センター ホケン		立原幸未 タチハラ サチ ミ		0852-60-8155		0852-60-8160		1		hoken-center@city.matsue.lg.jp		0		1				1		0		4		99		1810		1761		1		0		1		6		1		11		1753		1712		1		0		1		6		1		11		1753		1712		1		0		3		0		3		11		1807		1752		1		0		3		0		3		11		1807		1752		1857		90		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦該当となった場合、妊婦支援台帳に記載され、支援状況等について確認している。 ニンプ ガイトウ バアイウ ニンプ シエン ダイチョウ キサイ シエンジョウキョウ ナド カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う歯羅患率等から対策を検討し実施している シ ラカンリツ リツ ナド タイサク ケントウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		新生児訪問時に発達の見通し等についてパンフレットを用いて説明。 シンセイ ジ ハッタツ ミトオ ナド モチ セツメイ		1		5歳児健診の実施。5歳児健診事業検討会議の開催。 サイジ ケンシン ジッシ ジギョウ ケントウ カイギ カイサイ		0		0				0				1		0				1		医師の判定（精密検査結果）、視力検査 イシ ハンテイ セイミツ ケンサ ケッカ シリョクケンサ		0				0				0				0		0				1		乳幼児保健対策会議の開催 ニュウヨウジ ホケン タイサク カイギ カイサイ		0		0				1		５歳児健診の実施 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		常勤、非常勤を問わず健診スタッフに対して研修会を実施。 ジョウキン ヒジョウキン ト ケンシン タイ ケンシュウカイ ジッシ		1				0				0		0

		289		884		岐阜県		高山市		健康推進課 ケンコウ カ		保谷　愛 ホヤ アイ		0577-35-3160		0577-35-3173		1		kenkousuishin@city.takayama.lg.jp		0		1				1		0		4		5		675		666		1		0		1		6		1		7		733		695		1		0		1		6		1		7		733		693		*		*		3		0		3		1		741		683		*		*		3		0		3		11		741		683		694		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診、相談事業で見通しを持って子育てができるよう発達過程を説明・指導している。 ケンシン ソウダン ジギョウ ミトオ モ コソダ ハッタツ カテイ セツメイ シドウア		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、パンフレットを渡し説明指導 シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		290		911		岐阜県		揖斐川町		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシブ ケンコウ ゾウシン カ		小林 コバヤシ		0585-23-1511		0585-23-1518		1		kenzo@town.ibigawa.lg.jp		0		1				1		0		0		0		148		148		1		0		1		6		1		8		124		126		1		0		1		6		1		8		124		126		1		0		3		1		3		3		143		142		1		0		3		1		3		3		143		142		113		2		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科教室で回収したアンケート結果を次年度の教室で公表 シカ キョウシツ カイシュウ ケッカ ジネンド キョウシツ コウヒョウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布、ポスター掲示など ケイジ		0		0				0				0				0				0				0		1		圏域保健所指導のもと管内市町で評価方法の検討会 ケン イキ ホケンｓジョ ジョ シドウ カンナイ シチョウ ヒョウカ ホウホウ ケントウカイ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や圏域保健所主催の研修会 ケン ケン イキ ホケンジョ シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		291		90		北海道		東川町		保健福祉課 ホケン カ		石渡貴子 イシワタ タカコ		0166-82-2111（内線506） ナイセン		0166-82-3644		2		ishiwatari.takako@town.higashikawa.lg.jp		1		1				1		0		3		*		40		39		1		0		1		6		1		9		45		45		1		0		1		6		1		9		45		40		1		0		3		0		3		3		54		51		1		0		3		0		3		3		54		49		48		2		1		0		0		0				1		係内で共有しアセスメント、評価を実施。時期は不定期（必要時その都度） カカリ ナイ キョウユウ ヒョウカ ジッシ ジキ フテイキ ヒツヨウジ ツド		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の場で親に伝えていり ケンシン バ オヤ ツタ		0		0				1		3〜4ヶ月健診対象児の保護者に子育てアンケートを実施。「育てにくさを感じる」親にはその要因を問診の場で深める。また健診後のカンファにてスタッフ間で共有する。 カゲツ ケンシン タイショウ コ ホゴシャ コソダ ジッシ ソダ カン オヤニウア ヨウイン モンシン バ フカ ケンシンゴ カン キョウユウ		0		0				1		健診の案内文にチラシを同封。 ケンシン アンナイ ブン ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳児期の健診を4期に設定（4M、7M、10M、13M）。その都度、対象児全員を健診後カンファにて評価している。 ニュウジキ ケンシン キ セッテイ ツド タイショウ コ ゼンイン ケンシンゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者が外部主催の研修を受講する機会はある。 ジョウキン ジュウジシャ ガイブ シュサイ ケンシュウ ジュコウ キカイ

		292		964		愛知県		刈谷市		福祉健康部健康課母子保健係 フクシケンコウブ ケンコウカ ボシ ホケン カカリ		加藤奈津美 カトウ ナツミ ビ		0566-23-8877		0566-26-0505		1		kenkou@city.kariya.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1722		1695		1		0		1		6		1		11		1630		1586		1		0		1		6		1		11		1630		1586		*		*		3		0		3		11		1590		1538		*		*		3		0		3		11		1590		1537		1892		1104		0		1		0		0				1		他職種参加によるアセスメント会議を月1回実施。ハイリスク対象者の把握と支援計画の作成。 タ ショクシュ サンカ カイギ ツキ カイ ジッシ タイショウシャ ハアク シエンケイカイ ケイカク サクセイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		0		1		0				1		1歳6ヶ月児健診、3歳児健診にて成長発達についてのパンフレットを配布。 サイ カゲツ コ ケンシン サイジ ケンシン セイチョウ ハッタツ ハイフ		0		0				0				1		0				1		初妊婦向けの両親教室にてDVFDを鑑賞している。 ハツ ニンプ ム リョウシンキョウシツ カンショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		293		643		東京都		小金井市		福祉保健部健康課 フクシ ホケンブ ケンコウカ		田村 タムラ		042-321-1240		042-321-6423		1		s050401@koganei-shi.jp		0		1				1		0		3		4		1093		1065		1		0		1		6		1		11		1067		1032		1		0		1		6		1		11		1067		1031		1		0		3		0		3		11		977		926		1		0		3		0		3		11		977		924		1162		28		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				*				*		*				0				1		0				1		妊娠届出時、両親学級時、リーフレットを配布し啓発。 ニンシン トドケデ ジ リョウシン ガッキュウ ジ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1				0				0		0

		294		56		北海道		真狩村		住民課保健係 ジュウミン カ ホケン カカリ		主査　秋口京子 シュサ アキグチ キョウコ		0130-45-3612		0130-45-3162		1		jyuumin@vill.makkari.lg.jp		0		1				1		0		3		5		17		1		1		0		1		6		1		11		11		8		1		0		1		6		1		11		11		8		1		0		3		0		3		11		12		11		1		0		3		0		3		11		12		11		14		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後1ヶ月以内に支援の方向性検討。関係機関とは随時、継続して協議する。 ケンシンゴ カゲツ イナイ シエン ホウコウセイ ケントウ カンケイ キカン ズイジ ケイゾク キョウギ		0		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		295		841		長野県		飯島町		健康福祉課保健医療係 ケンコウ ホケンイリョウ カカリ		係長　中村杏子 カカリチョウ ナカムラ キョウコ		0265-86-3111（171）		0265-86-2225		1		h.iryo@town.iijima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		62		61		1		0		1		7		1		9		60		59		1		0		3		1		3		3		60		59		1		0		3		0		3		99		74		73		1		0		3		99		3		99		74		73		69		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0		小さい町なので4-3、4-5は同時に実施。4-2はカンファレンスシートに記入。 チイ マチ ドウジ ジッシ キニュウ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1		歯科指導スタッフ強化等（歯科衛生士）。妊婦歯科健診（H２５〜） シカ シドウ キョウカ ナド シカ エイセイ シ ニンプ ケンシン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		すこやかパンフレットを1人１冊配布（町の独自資料） ヒト サツ ハイフ マチ ドクジ シリョウ		0		0				1		お母さんの顔（問診）、面談時に気持ちを聞く カア カオ モンシン メンダンジ キモ キ		0		0				1		集団指導 シュウダン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0		2※健診育相談後のカンファで出来ている部分もありまとめたものがない。 ケンシン イクジ ソウダン ゴ デキ ブブン		0				0		1		0		3※教育委員会の就学・就園委員会に載ってくる名前でふりかえる。 キョウイク イインカイ シュウガク エン イインカイ ノ ナマエ		0				0		1		0		0				1		県、郡の行う研修会。保健師会研修。 ケン グン オコナ ケンシュウカイ ホケンシ カイ ケンシュウ		0				0				0		0		臨時等専門職も研修を受けてもらう場合あり。 リンジ ナド センモンショク ケンシュウ ウ バアイ

		296		420		茨城県		筑西市		健康づくり課 ケンコウ カ		鷹取 タカトリ		0296-22-0506		0296-25-2913		1		helcare@city.chikusei.lg.jp		0		1				1		0		3		4		716		682		1		0		1		6		1		7		782		772		1		0		1		6		1		7		782		772		1		0		3		1		3		2		808		770		1		0		3		1		3		2		808		770		808		102		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健康教育の内容に盛り込む ケンコウ キョウイク ナイヨウ モ コ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘い飲み物について アマ ノ モノ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		お誕生日おめでとうセットの中にリーフレットを封入。新生児訪問の際にリーフレット配布。 タンジョウビ ナカ フウニュウ シンセ サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		予算を確保している。 ヨサン カクホ		0				0				0		1		非常勤歯科衛生士に県で実施する研修会等のお知らせをしている。 ヒジョウキン シカ エイセイシ ケン ジッシ ケンシュウカイ ナド シ

		297		200		青森県		七戸町		健康福祉課 ケンコウ		主査保健師　中村雅子 シュサ ホケンシ ナカムラ マサコ		0176-68-4631		0176-68-3536		1		masako-nakamura@town.shichinohe.lg.jp		0		1				*		*		3		4		79		79		*		*		1		6		1		8		70		69		*		*		1		6		1		8		70		69		*		*		3		6		3		8		97		94		*		*		3		6		3		8		97		94		73		12		1		1		0		0				1		実務者会議で特定妊婦として情報共有し、支援方法を検討し、新生児訪問で判断している。 ジツムシャ カイギ トクテイ ニンプ ジョウホウ キョウユウ シエンホウホウ ケントウ シンセイジ ホウモン ハンダン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科医師からのコメントや歯科問診の状況から町の傾向をだし、保護者への集団指導や学校保健へ情報提供し、健康増進系買うや母子保健計画等に活用している。 シカイシ シカ モンシン ジョウキョウ マチ ケイコウ ホゴシャ シュウダン シドウ ガッコウ ホケン ジョウホウ テイキョウ ケンコウ ゾウシン ケイカ ボシ ホケン ケイカク ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		面接にて要因確認。必要時、地区担当へつなげる。 メンセツ ヨウイン カクニン ヒツヨウジ チク タントウ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットを使用し説明。 シンセイ ジ シヨウ セツメイ		0		0				1		検尿、聴覚検査、視力検査、医師の判定 ケンニョウ チョウカク ケンサ シリョク ケンサ イシ ハンテイ		0				0				0				0		0				1		支援後に母子担当、地区担当、保健師又は課長で検討。 シエンゴ ボシ タントウ チク タントウ ホケンシ マタ カチョウ ケントウ		0		0				1		5歳児健康相談、5歳児健康相談事後指導教室、発達●● サイジ ケンコウ ソウダン ジゴ シドウ キョウシツ ハッタツ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		298		55		北海道		ニセコ町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		保健師　黒萩萌朱 ホケンシ クロハギ モ シュ		0136-44-2121		0136-44-3500		1		kenko@town.niseko.lg.jp		0		1				1		0		3		5		52		45		1		0		1		6		1		8		56		47		1		0		1		6		1		8		56		43		1		0		3		0		3		8		67		53		1		0		3		0		*		*		67		47		50		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		歯科検診結果を参考にむし歯予防教室の健康教育内容を検討している。 シカ ケンシン ケッカ サンコウ ハ ヨボウ キョウシツ ケンコウ キョウイク ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診・相談で今後見られる発達過程をお伝えすることがある。（必ず説明するという決まりはない） カク ケンシン ソウダン コンゴ ミ ハッタツ カテイ ツタ カナラ セツメイ キ		0		0				1		各健診後カンファで支援内容を共有 カク ケンシン ゴ シエン ナイヨウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファで支援の方向性を決め、支援の結果も記録等を用いて係内で共有している。 ケンシンゴ シエン ホウコウセイ キ シエン ケッカ キロク ナド モチ カカリ ナイ キョウユウ		0		0				1		個別面談、療育機関や幼児センターの様子確認などを行い、評価する。 コベツ メンダン リョウイク キカン ヨウジ ヨウス カクニン オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		299		31		北海道		石狩市		保健福祉部保健推進課 ホケンフク ブ ホケンスイｓ カ		二上真弓 ニカミ ウエ マユミ		0133-72-3124		0133-75-2270		1		hokens@city.ishikari.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		358		345		1		0		1		6		1		11		383		357		1		0		1		6		1		11		390		358		1		0		3		0		3		11		439		400		1		0		3		0		3		11		458		409		341		55		1		0		0		1		母子手帳発行時にアンケート等によりアセスメントして、ハイリスク妊婦として支援対象にするか判断している。 ボシ テチョウ ハッコウジ ナド ニンプ シエン タイショウ ハンダン		0				0		1		今年度からハイリスク妊婦のリスト化をして支援しているが、今後評価の方法は検討していかなければならない。 コンネンド カ シエン コンゴ ヒョウカ ホウホウ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		当日のカンファでどのように支援していくか、関係機関との連携について検討し、決定している。虐待を疑われる場合は虐待担当部署に連絡するということは統一されている。 トウジツ シエン カンケイ キカン レンケイ ケントウ ケッテイ ギャクタイ ウタガ バアイ ギャクタイ タントウ ブショ レンラク トウイツ		0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		食生活改善推進協議会と共催して親子料理教室を開催。 ショクセイカツ カイゼン スイシン キョウギカイ キョウサイ オヤコ リョウリ キョウシツ カイサイ		0				0		1		リーフレットを配布（全員ではなく育児に不慣れな母等、気になる方に配布） ハイフ ゼンイン イクジ フナ ハハ ナド キ カタ ハイフ		0				1		0				1		新生児訪問時に配布するリーフレットの活用。 シンセイジ ホウモンジ ハイフ カツヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		連携しているが評価まではできていない。 レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		母子業務の内容の研修があれば常勤・非常勤（医師、歯科医師は除く）問わず参加するようにしている。 ボシギョウム ナイヨウ ケンシュウ ジョウキン ヒジョウキン イシ シカエイｓ イシ ノゾ ト サンカ

		300		1681		中核市 チュウカクシ		旭川市 アサヒカワシ		子育て支援部子育て相談課母子保健係 コソダ シエンブ コソダ ソウダン カ ボシホケン カカリ		田上智子 タガミ トモコ		0166-26-1111（内2967） ナイ		0166-25-2234		1		kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		11		2404		2322		1		0		1		6		1		11		2463		2338		1		0		1		6		1		11		2463		2338		1		0		3		0		3		11		1754		1671		1		0		3		0		3		11		1754		1665		2452		358		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保健指導での事例について情報共有し、歯科健診の結果や相談内容から重点をおいて情報提供したい内容等を検討。啓発資料の作成、健康教育の企画、保健指導の内容や伝達手法等に反映させている。 ホケンシドウ ジレイ ジョウホウ キョウユウ シカ ケンシン ケッカ ソウダン ナイヨウ ジュウテン ジョウホウ テイキョウ ナイヨウ ナド ケントウ ケイハツ シリョウ サクセイ ケンコウ キョウイク キカク ホケンシドウ ナイヨウ デンタツ シュホウ ナド ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食を含む食生活 カンショク フク ショクセイカツ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				1		医師の判定で精密検査となった項目 イシ ハンテイ セイミツ コウモク		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				1		予防接種、ワクチンについて ヨボウ セッシュ		0				0		0		 

		301		162		北海道		本別町		健康管理センター ケンコウ カンリ		大津香織 オオツ カオリ		0156-22-2219		0156-22-2916		1		kenkok@town.honbetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		4		47		46		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		3		0		3		2		53		53		1		0		3		0		3		2		53		53		37		3		1		0		0		0				1		妊婦健診受診券を前・後期（24W〜）に分け発行。発行時にPHNによる面談を行い評価。 ニンプ ケンシン ジュシン ケン ゼンコウキ ワ ハッコウ ハッコウジ メンダン オコナ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		年1回歯科医との会議でう歯、フッ素実施率について情報提供し意見をもらうが計画まで至ってない。 ネン カイ シカイ カイギ シ ソ ジッシリツ ジョウホウ テイキョウ イケン ケイカク イタ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		アンケートで発達過程を知らないとつけた親へ社会性の発達について説明。 ハッタツ カテイ シ オヤ シャカイセイ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		4か月健診アンケートでSBSを知らないに○をつけた親に啓発。 ゲツ ケンシン ケイハツ		0				0				0				0				1		0				1		次回、健診や定例外で呼び出し、事後カンファで検討。 ジカイ ケンシン テイレイ ガイ ヨ ダ ジゴ ケントウ		0		0				1		個別に児相が発達検査。前後に関係者でカンファ。 コベツ ジドウ ソウダン ハッタツ ケンサ ゼンゴ カンケイシャ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		302		146		北海道		えりも町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		米澤千景 ヨネサワ チカゲ		01466-2-4630		01466-2-4632		2		yonezawa-tihiro@town.erimo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		39		38		1		0		1		6		99		99		50		48		1		0		1		6		99		99		50		48		1		0		3		0		3		11		43		42		1		0		3		0		3		11		43		42		33		5		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師から母子保健担当保健師への情報提供・共有している。 チク タントウ ホケンシ ボシホケン タントウ ホケンシ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要対協の担当課へ情報提供。 ヨウ タイショウ キョウ タントウカ ジョウホウ テイキョウ		1		毎年、実績書を作成している。歯科保健対策会議で町内の歯科保健対策について検討。 マイトシ ジッセキシャ ショ サクセイ シカホケン タイサク カイギ チョウナイ シカ ホケン タイサク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食の内容・与え方（食習慣） カンショク ナイヨウ アタ カタ ショクシュウカン		0		1		0		0		0				1		健やか親子21（第二次）重点課題①〜③をもとに各月齢で発達過程を説明指導。 スコ オヤコ ダイニジ ジュウテンカダイ カク ゲツレイ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		カンファで指導内容を共有。 シドウ ナイヨウ キョウユウ		1				0		0				1		精密検査（医療機関受診）後の判定の把握。 セイミツ ケンサ イリョウキカン ジュシン ゴ ハンテイ ハアク		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファで検討。 ケンシンゴ ケントウ		0		0				1		町の教育支援委員会及び保育所等との子育て支援会議と連携し、ケースの情報・支援内容の検討。 マチ キョウイク シエン イインカイ オヨ ホイクジョ ナド コソダ シエン カイギ レンケイ ジョウホウ シエン ナイヨウ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		健診従事者に限定せず、子どもの発達理解についての研修を年1回程度実施。 ケンシン ジュウジシャ ゲンテイ コ ハッタツ リカイ ケンシュウ ネン カイ テイド ジッシ

		303		1682		中核市 チュウカクシ		函館市 ハコダテシ		子ども未来部母子保健課 コ ミライ ブ ボシホケン カ		北山 キタヤマ		0138-32-1533		0138-32-1506		1		hc-zoushin-boshi@city.hakodate.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		1593		1529		1		0		1		6		1		11		1879		1767		1		0		1		6		1		11		1879		1767		1		0		3		0		3		11		1746		1545		1		0		3		0		3		11		1746		1545		1798		68		0		0		1		1		H27.10〜全妊婦に行う予定。 〜ゼンニンプ オコナ ヨテイ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		子ども・子育て支援事業計画の評価等に活用。 コ コソダ シエン ジギョウ ケイカク ヒョウカ ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		両親学級テキストにて啓発。4か月児健診時アンケートにSBSを知らないと記載した保護者にリーフレットを渡して説明。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ ゲツ ジ ケンシン ジ シ キサイ ホゴシャ ワタ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		不定期で小児科医、臨床心理士を講師として運動発達・精神発達について研修。 フテイキ ショウニカイ リンショウシンリシ コウシ ウンドウ ハッタツ セイシン ハッタツ ケンシュウ		0				0				0		0

		304		169		北海道		標茶町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ スイシン カカリ		油谷亜鶴佐 ユヤ ア ツル サ		015-485-1000		015-485-2177		2		yutani.azusa@town.shibecha.lg.jp		0		1				1		0		4		6		60		58		1		0		1		6		1		11		57		57		1		0		1		6		1		11		57		56		1		0		3		0		3		11		70		70		1		0		3		0		3		11		70		70		58		3		1		0		0		0				1		妊娠届出時のアンケートでハイリスクにあがったケースについて２か月に1回、会議で支援について検討。 ニンシン トドケデ デ ジ ゲツ カイ カイギ シエン ケントウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		毎年、保健事業実績・計画の中で評価、活用。 マイトシ ホケンジギョウ ジッセキ ケイカク ナカ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4ヶ月児対象の離乳食学習会で7ヶ月健診頃の児の発達過程について保健師が説明。 カゲツ ツキ ジドウ タイショウ リニュウショク ガクシュウカイ カゲツ ケンシン コロ ジ ハッタツ カテイ ホケンシ シ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		他機関での研修があれば参加できる体制を確保。町として研修機会は設定なし。 タキカン ケンシュウ サンカ タイセイ カクホ マチ ケンシュウキアキ キカイ セッテイ

		305		354		福島県		川俣町		保健センター ホケン		齋藤裕子 サイトウ ユウ コ		024-565-2279		024-566-2438		1		hokencenter@town.kawamata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		59		51		1		0		1		6		1		7		83		79		1		0		1		6		1		7		83		79		1		0		3		5		3		7		50		46		1		0		3		5		3		7		50		46		62		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0																		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県等が主催する研修会への参加 ケンナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		306		608		千葉県		大多喜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大竹 オオタケ		0470-82-2468		0470-82-4461		1		kenko@town.otaki.lg.jp		0		1				0		1		3		6		49		39		1		0		1		6		1		11		38		32		1		0		1		6		1		11		38		32		1		0		3		6		3		11		57		56		1		0		3		6		3		11		57		56		63		3		1		1		0		0				1		妊娠9か月：ハイリスク妊婦を含む全妊婦へ地区担当保健師による電話がけを行い現状把握、今後の支援方法について検討。その結果について保健師間で情報共有。 ニンシン ゲツ ニンプ フク ゼンニンプ チク タントウ ホケンシ デンワ オコナ ゲンジョウ ハアク コンゴ シエン ホウホウ ケントウ ケッカ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		町内保育園保育士と保健師間での情報交換会。 チョウナイ ホイクエン ホイク シ ホケンシ カン ジョウホウ コウカン カイ		0		0				1		町内保育園保育士と保健師間での情報交換会。町教育委員会及び学校と保育園を交えた情報交換会。 チョウナイ キョウイク イインカイ オヨ ガッコウ ホイクエン マジ ジョウホウ コウカンカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や民間団体主催の研修会への積極的な参加。 ケン ミンカン ダンタイ シュサイ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		307		312		山形県		上山市		健康推進課 地域保健グループ ケンコウ スイシン カ チイキ ホケン		佐藤久美子 サトウ クミコ		023-672-1111（内線159） ナイセン		023-672-8522		2		ku.sato@city.kaminoyama.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		168		166		1		0		1		5		1		6		198		194		1		0		1		5		1		6		198		194		1		0		3		7		3		8		200		196		1		0		3		7		3		8		200		196		162		2		1		0		0		0				0				0		1				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診やフッ化物歯面塗布事業後の毎回のカンファで確認し事業面に活用。 ケンシン カ ブツ ハ メン トフ ジギョウ アト マイカイ カクニン ジギョウメン カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時にリーフレット配布。また集団指導を行っている。 ケンシン ジ ハイフ シュウダンシドウ オコナ		0		0				1		乳幼児健診の問診及びアンケートで確認。 ニュウヨウジ モンシン オヨ カクニン		0		0				1		両親学級での指導。4ヶ月健診時のアンケートにSBSについて記載して啓発。 リョウシン ガッキュウ シドウ カゲツ ケンシン ジ キサイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後に従事者間のカンファを行う ケンシン シュウリョウゴ ジュウジシャ カン オコナ		0				0		0		1		保育園巡回相談や療育機関への情報提供 ホイクエン ジュンカイ ソウダン イリョウ イクジ キカン ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		健診前に非常勤従事者に対して情報提供等を行う。 ケンシン マエ ヒジョウキン ジュウジシャ タイ ジョウホウ テイキョウ ナド オコナ

		308		781		山梨県		富士吉田市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		小俣知美 コマタ シ トモミ		0555-22-1111（内線799） ナイセン		0555-22-0823		1		kenko@city.fujiyoshida.lg.jp		0		1				1		0		3		6		360		352		1		0		1		5		2		1		379		368		1		0		1		5		2		1		379		368		1		0		3		5		4		2		384		355		1		0		3		5		4		2		384		355		360		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集団指導の内容や時期の検討 シュウダン シドウ ナイヨウ ジキ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		すこやか相談（二次相談事業）の相談理由の実施は空く。すこやか教室（集団指導）の参加前後の母子の様子など。 ソウダン ニジ ソウダン ジギョウ ソウダン リユウ ジッシ ア キョウシツ シュウダン シドウ サンカ ゼンゴ ボシ ヨウス		0		0				1		妊娠中の両親学級にて啓発。 ニンシン チュウ リョウシンガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育委員会、児相福祉、保育園、幼稚園等と就学児巡回相談に同伴し、評価。 キョウイク イインカ カイ ジソウ フクシ ホイクエン ヨウチエン ナド シュウガクジ ジ ジュンカイ ソウダン ドウハン ヒョウカ		0		0		0				1		市町会がとりまとめた問診票を確認し、子育て支援の必要性があるケースを地区担当保健師が把握する。医療機関から市町村に相談や連絡がある。 シ マチ カイ モンシンヒョウ カクニン コソダ シエン ヒツヨウセイ チクタントウ ホケンシ ハアク イリョウキ キカン シチョウソン ソウダン レンラク		0		0		0		0				1		手当など予算計上している。県の実施する研修会等に参加。 テアテ ヨサン ケイジョウ ケン ジッシ ケンシュウ ナド サンカ		0				0				0		0

		309		782		山梨県		都留市		健康子育て課 予防担当 ケンコウ コソダ カ ヨボウ タントウ		三澤未佳 ミサワ サワ ミカ		0554-46-5113		0554-46-5119		1		yobou@city.tsuru.lg.jp		0		1				1		0		4		6		233		229		1		0		1		7		1		9		230		223		1		0		1		7		1		9		230		223		1		0		3		7		3		9		253		231		1		0		3		7		3		9		253		231		209		43		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の事業計画に活用。 ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯の手入れ方法 ハ テイ ホウホウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファで確認 ケンシンゴ カクニン		0		0				1		園巡回子育て相談事業にて確認。 エン ジュンカイ コソダ ソウダン ジギョウ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		310		793		山梨県		市川三郷町		いきいき健康課 子育て支援係 ケンコウ カ コソダ シエン カカリ		浅川珠美 アサカワ タマミ		0556-32-2114		0556-32-2887		1		ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		93		88		1		0		1		7		1		9		92		90		1		0		1		7		1		9		92		90		1		0		3		1		3		4		91		86		1		0		3		1		3		4		91		86		63		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達等 ハッタツ ナド		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所巡回相談、就学児童検診時に実施。 ホイクジョ ジュンカイ ソウダン シュウガクジドウ ケンシンジ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県、保健所で行っている場合に参加。 ケン ホケンジョ オコナ バアイ サンカ

		311		812		長野県		須坂市		健康福祉部 健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		畠沢文子 ハタケ サワ アヤコ		026-248-9023		026-248-9042		1		s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		347		346		1		0		1		6		99		99		392		386		1		0		1		6		99		99		392		386		1		0		3		0		99		99		403		393		1		0		3		0		99		99		403		393		365		50		1		0		0		0				1		病院と連携し周産期を含む実務検討会を概ね月1回開催し、検討・評価をする。 ビョウイン レンケイ シュウサンキ フク ジツム ケントウカイ オオム ツキ カイ カイサイ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		う歯保有者・保有率、一人あたりのう歯本数等を評価し、次年度の指導内容を検討。 シ ホユウシャ ホユウリツ ヒトリ シ ホンスウ ナド ヒョウカ ジネンド シドウナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健指導で先々の発達過程を保護者に伝える。 ホケンシドウ サキザキ ハッタツ カテイ ホゴシャ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師、栄養士、歯科衛生士によるカンファを行いフォローの方法・時期について検討。 ケンシンゴ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイ シ オコナ ホウホウ ジキ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		発達検査の方法やEPDSの取り方、母への対応について研修。 ハッタツ ケンサ ホウホウ ト カタ ハハ タイオウ ケンシュウ		1		発達検査の方法やEPDSの取り方、母への対応について研修。		0				0		0

		312		817		長野県		大町市		市民課 中央保健センター シミンカ チュウオウ ホケン		佐藤日和 サトウ ヒヨリ		0261-23-4400		0261-23-4401		1		hokencenter@city.omachi.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		169		156		1		0		1		6		1		11		149		143		1		0		1		6		1		11		149		143		1		0		3		0		3		11		199		193		1		0		3		0		3		11		199		193		178		把握していない ハアク		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		次の健診や相談までの見通しを学習する。 ツギ ケンシン ソウダン ミトオ ガクシュウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		313		716		新潟県		阿賀野市		健康推進課 ケンコウスイシン カ		倉田泰子 クラタ ヤスコ		0250-62-2510		0250-62-2513		1		kenko@city.agano.niigata.jp		0		1				1		0		3		6		264		258		1		0		1		6		1		11		318		309		1		0		1		8		1		11		311		281		1		0		3		0		3		11		328		327		1		0		3		2		3		11		320		288		274		2		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の講話の中に盛り込む。 ケンシンジ コウワ ナカ モ コ		0		0				0				1		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問時にリーフレットを渡して説明。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		母子保健の現状や児童福祉の現状、その年によって異なる。 ボシホケン ゲンジョウ ジドウフクシ ゲンジョウ トシ コト		0				0		0

		314		725		新潟県		出雲崎町		保健福祉課 ホケンフクシ カ		星野昌子 ホシノ アキコ		0258-78-2293		0258-78-4483		1		kenkou@town.izumozaki.niigata.jp		1		1				1		1		3		4		15		15		1		0		1		6		1		11		25		25		1		0		1		6		1		11		25		25		1		0		3		0		3		5		18		18		1		0		3		0		3		5		18		18		18		3		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		1		要保護対策協議会との連携 ヨウ ホゴ タイサク キョウギカイ レンケイ		1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次回の健診までの発達過程を個別に説明・指導。 ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		315		959		愛知県		半田市		保健センター ホケンセンタ		髙橋 タカハシ		0569-84-0646-0569-24-3308				1		hoken-c@city.handa.lg.jp		0		1				1		0		3		11		929		931		1		0		1		6		1		11		1045		1029		1		0		1		6		1		11		1045		1028		1		0		2		11		3		11		1073		1061		1		0		2		11		3		11		1073		1056		1087		216		1		0		0		0				1		個別支援後、地区担当者が随時アセスメントしている。３か月健診にて「子育て支援の必要性判定」結果とつき合わせ、妊娠期の支援・見立てを評価。 コベツ シエンゴ チクタントウシャ ズイジ サンカゲツ ケンシン コソダ シエン ヒツヨウセイ ハンテイ ケッカ ア ニンシン キ シエン ミタ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		1		虐待担当課に報告。 ギャクタイ タントウカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3ヶ月健診時に1歳頃までの発達過程を簡単に集団指導にて説明。 カゲツ ケンシン ジ サイ コロ ハッタツ カテイ カンタン シュウダンシ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳の集団交付時とパパママ教室にてパープルクライングの話と合わせて啓発。 ボシテショウ テチョウ シュウダンコウフ ジ キョウシツ ハナシ ア ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年1回、健診に従事するスタッフ（パート含む）と会議。マニュアル報告の数値から本市の傾向を伝える。 ネン カイ ケンシン ジュウジ フク カイギ ホウコク スウチ ホンシ シ ケイコウ ツタ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		316		1107		大阪府		島本町		いきいき健康課 ケンコウ カ		鶴崎 ツルサキ		075-961-1122		075-961-1116		1		kenkou@shimamotocho.jp		1		1				1		0		4		5		289		289		1		0		1		5		1		8		285		280		1		0		1		5		1		8		285		288 ※町内乳児院入所児が歯科検診のみ受診しているため1歳6か月児健診の対象及び受診者より数が多くなっています チョウナイ ニュウジ イン ニュウショ ジドウ シカケンシン ジュシン サイ ゲツ ジドウ ケンシン タイショウ オヨブ ジュシンシャ カズ オオ		1		0		3		5		3		8		286		283		1		0		3		5		3		8		286		283		273		11		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		結果説明時に口頭で指導。 ケッカ セツメイジ コウトウ シドウ		0		0				0				1		0				1		パパママクラス（両親学級）でDVD「赤ちゃんが泣きやまない」を放映し、啓発。 アカ ナ ホウエイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		健診の方法や記入方法、フォローの考え方等の研修を実施。 ケンシン キニュウ ホウホウ カンガ カタ ナド ケンシュウ ジッシ		1		健診の方法や記入方法、フォローの考え方等の研修を実施。		0				0		0

		317		1321		山口県		平生町		健康福祉課 保健班 ケンコウフクシカ ホケンハン ハン		隅田 スミダ		0820-56-7141		0820-56-0200		1		kenkou3@town.hirao.lg.jp		0		1				0		1		3		4		72		72		0		1		1		6		1		11		57		50		1		0		1		6		1		11		57		49		0		1		3		6		3		11		86		79		1		0		3		6		3		11		86		80		74		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1		子ども班等関係部署と連携。 コ ハン ナド カンケイブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママスクールでDVD上映。 ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		318		1306		山口県		山口市		健康福祉部 健康推進課 ケンコウフクシブ ケンコウスイシン カ		末岡 スエオカ		083-921-2666		083-925-2214		1		kenko@city.yamaguchi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		1600		1573		0		1		1		6		2		0		1697		1617		1		0		1		6		2		0		1697		1570		0		1		3		6		4		0		1800		1701		1		0		3		6		4		0		1800		1672		1577		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健診におけるう歯羅患率等の歯科健康診査状況については経年及び県等の状況と比較・検討を行っている。 ケンシン シ ラカン カンジャ リツ ナド シカケンシン ケンコウシンサ ジョウキョウ ケイネン オヨ ケン ナド ジョウキョウ ヒカク ケントウ オコナ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母子相談の機会に随時実施。 ボシソウダン キカイ ズイジ ジッシ		0		0				0				0		1		母子相談の機会に頻度は多くないが「子育て相談（臨床心理士による個別相談）」を実施し母子の支援を検討。 ヒンド オオ コソダ ソウダン ソウダン ジッシ ボシ シエン ケントウ		1		ポスター掲示、乳児家庭全戸訪問事業でSBSについて記載してあるパンフレットを配布し啓発。 ケイジ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウ キサイ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		小児保健事業報告検討会（年1回）で地域の小児科医と母子保健事業の実績等を共有し検討。 ショウニ ホケン ジギョウ ホウコク ケントウカイ ネン カイ チイキ ショウニカイ ボシホケン ジギョウ ジッセキナド キョウユウ ケントウ		0				0		1		発達支援学級（幼児健診の事後指導教室）において評価検討会議を設定。 ハッタツ シエンガッキュウ ヨウジ ケンシン ジゴ シドウ キョウシツ ヒョウカ ケントウ カイギ セッテイ		0				0		1		0				1		健診票には「（市への）連絡事項」を記入出来るスペースがある。 ケンシン ヒョウ シ レンラク ジコウ キニュウ デキ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		「標準的な乳幼児の健康診査と保健指導に関する手引き」を健診スタッフに印刷し配布。 ヒョウジュンテキ ニュウヨウジ ケンコウシンサ ホケン シドウ カン テビ ケンシン インサツ ハイフ

		319		1320		山口県		田布施町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		神代美穂 カミシロ ミホ		0820-52-4999		0820-52-4988		1		hokencenter@town.tabuse.lg.jp		1		1				0		1		3		4		93		92		1		0		1		6		1		8		105		102		1		0		1		6		1		8		105		102		1		0		3		3		3		5		103		11		1		0		3		3		3		5		103		101		85		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児・乳児訪問時に指導。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		320		1368		愛媛県		大洲市		保健センター ホケンセ		新穂サチ子 シンボ ホ コ		0893-23-0310		0893-23-0311		2		sachiko.araho@city.ozu.ehime.jp		0		1				1		1		3		6		707		644		1		0		1		6		2		0		350		336		*		*		1		6		2		0		350		336		1		0		3		0		4		0		380		366		*		*		3		0		4		0		380		366		322		*		1		0		0		1		妊婦受診券にて要経過観察等になった妊婦について電話・訪問等で対応。 ニンプ ジュシン ケン ヨウ ケイカ カンサツ ナド ニンプ デンワ ホウモン ナド タイオウ		0				0		1		妊婦受診券等の結果で必要時 ニンプ ジュシンケン ナド ケッカ ヒツヨウジ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		1		事前アンケートにて虐待予防に関する項目にチェックがある場合は健診時に保育士に関わってもらい母親への支援を行う。状況により虐待対応担当課につなぐ。 ジゼン ギャクタイ ヨボウ カン コウモク バアイ ケンシン ジ ホイクシ カカ ハハオヤ シエン オコナ ジョウキョウ ギャクタイ タイオウ タントウ カ		1		1歳半でう蝕がある場合は個別で仕上げ磨きの徹底を行う。母子手帳交付時にう歯率を伝え歯科意識向上を図る。 サイ ハン ムシバ バアイ コベツ シア ミガ テッテイ オコナ ボシテチョウ コウフ ジ シリツ ツタ シカ イシキ コウジョウ ハカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳半、３歳児健診で配布資料を用いて今後の成長過程を説明。 サイ ハン 、サンサイジ ケンシン ハイフ シリョウ モチ コンゴ セイチョウ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		4ヶ月健診にて集団指導の待ち時間にSBSについてDVDで啓発。 カゲツ ケンシン シュウダン シドウ マ ジカン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後フォローの児に対して担当地区PHNが事後フォローを行い、毎年、発達支援勉強会を設け検討。 ケンシンゴ ジ タイ タントウ チク ジゴ オコナ マイトシ ハッタツ シエン ベンキョウカイ モウ ケントウ		0		0				1		就学前の教育支援委員会にて シュウガクマエ キョウイク シエン イインカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		保健師、保育士のみ発達支援勉強会。 ホケンシ ホイクシ ハッタツシエン ベンキョウカイ		0				0		0

		321		1373		愛媛県		上島町		福祉部 健康推進課 フクシブ ケンコウスイシン カ		大谷進介 オオタニ シンスケ		0897-74-0911		0897-74-0912		1		kenkou@town.kamijima.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		28		25		1		0		1		6		1		11		36		31		1		0		1		6		1		11		36		31		1		0		3		6		3		11		22		20		1		0		3		6		3		11		22		20		35		1		1		1		0		0				0				0		1		個別のケースについて担当者レベルでの評価は実施しているが町として定期的に評価は行っていない。 コベツ タントウシャ ヒョウカ ジッシ マチ テイキテキ ヒョウカ オコナ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		フッ素塗布 ソ トフ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレット配布やプレママ教室での啓発。 ハイフ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施している サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				1		結果通知書を通して支援の必要性があればその旨を記入してもらっている。 ケッカ ツウチ ショ トオ シエン ヒツヨウセイ ムネ キニュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		322		1716		中核市 チュウカクシ		高知市		こども未来部 母子保健課 ミライブ ボシ ホケン カ		田部佳枝 タベ ヨシエ		088-855-7795		088-855-7796		1		kc-280400@city.kochi.lg.jp		0		1				0		1		1		12		不明 フメイ		不明 フメイ		1		0		1		6		2		0		2794		2433		1		0		1		6		2		0		2794		2433		1		0		3		0		4		0		2748		2308		1		0		3		0		4		0		2748		2308		2870		12※母子手帳交付面接をH26.10〜開始。市内窓口センターで手帳交付しているが現在面接を実施しているのは1か所のみ。 ボシ テチョウ コウフ メンセツ 〜カイシ シナイ マドグチ ボシテチョウ コウフ ゲンザイ メンセツ ジッシ ショ		0		0		0		1		母子手帳交付面接は母子保健課窓口のみで行っているため一部妊婦のみ実施。 ボシテチョウ コウフ メンセツ ボシホケン カ マドグチ オコナ イチブ ニンプ ジッシ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健の分野として目標値を設定し取り組みを評価。 シカ ホケン ブンヤ モクヒョウ チ セッテイ ト ク ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時にチラシ配布。 ニュウジゼンコ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査費請求書に支援の有無連絡事項を記入している場合、継続支援する。 ニュウジ イッパン ケンコウシンサ ヒ セイキュウショ シエン ウム レンラクジコウ キニュウ バアイ ケイゾク シエン		0		0		0		0				0				1		不定期開催ではあるが県の研修会や市で独自に実施。 フテイキ カイサイ ケン ケンシュウカイ シ ドクジ ジッシ		0				0		0

		323		1443		福岡県		志免町		健康課 ケンコウカイ カ		瀬田亮子 セダ リョウコ		092-935-1473		092-935-1529		1		kenkan@town.shime.lg.jp		0		1				1		0		3		4		566		538		1		0		1		6		1		7		510		487		1		0		1		6		1		7		510		487		1		0		2		11		3		1		563		560		1		0		1		6		1		7		563		560		493		未把握 ミ ハアク		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		324		1596		宮崎県		日之影町		保健センター ホケンセン		伊山真由美 イトウ ヤマ マユミ		0982-73-7521		0982-73-7543		1		kenko@town.hinokage.lg.jp		0		1				1		0		3		4		14		13		1		0		1		6		1		8		23		23		0		1		1		6		1		8		23		23		1		0		3		6		3		8		30		29		0		1		3		6		3		8		29		28		26		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活 ショクセイカツ		0		0		1		0		0				0				0		1		その親・対象児の状況に応じて指導。 オヤ タイショウ ジドウ ジョウキョウ オウ シドウ		0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明。 アカ ホウモンジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達相談につなぎ、専門の小児科医と協議する場を設けている。 ハッタツ ソウダン センモン ショウニカ イ キョウギ バ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		325		1607		鹿児島県		曽於市		保健課 ホケンカ		畠田 ハタケダ		0986-76-8806		0986-28-8140		1		s-hoken@city.soo.lg.jp		0		1				0		1		3		5		258		228		1		0		1		6		1		11		269		252		1		0		1		6		1		11		269		252		1		0		3		6		3		11		268		239		1		0		3		6		3		11		268		239		232		11		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				0		0		1		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣等をベースに口腔内検査をする事で個々の特質に合わせている為この設問に適当な回答が無い。 セイカツシュウ シュウカン ナド コウクウナイ ケンサ コト ココ トクシツ ア タメ セツモン テキトウ カイトウ ナ		0		1		0		0		0				*				*		*				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		*

		326		165		北海道		浦幌町		健康福祉課 保健予防係 ケンコウフ ホケン ヨボウ カカリ		新宅真起子 シンタク マ マキコ		015-576-5111		015-576-5222		1		hukusi@urahoro.jp		0		1				*		*		4		6		36		36		*		*		1		6		1		11		42		41		*		*		1		6		1		11		42		34		*		*		3		0		3		11		33		31		*		*		3		0		3		11		33		27		35		5		1		1		0		0				1		出生体重、発育・発達について妊娠経過からさかのぼり評価。（妊娠中にリスクを軽減させる為の支援内容は適切だったかどうか）出生した児の発育・発達経過で評価。 シュッセイ タイジュウ ハツイク ハッタツ ニンシン ケイカ ヒョウカ ニンシン ナカ ケイゲン タメ シエン ナイヨウ テキセツ シュッセイ ジ ハツイク ハッタツ ケイカ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科指導の時期（月齢、年齢）、内容の検討に活用。 シカ シドウ ジキ ゲツレイ ネンレイ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		新生児〜幼児期まで訪問・健診の中で個別、又は集団で発達の学習の機会を作っている。（資料を使って） シンセイジ ヨウジキ ホウモン ケンシン ナカ コベツ マタ シュウダン ハッタツ ガクシュウ キカイ ツク シリョウ ツカ		0		0				0				1		0				1		新生児、乳児訪問時に説明。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		乳幼児の発育・発達についての学習。 ニュウヨウジ ハツイク ハッタツ ガクシュウ		1		乳幼児の発育・発達についての学習。		0				0		0

		327		707		新潟県		加茂市		加茂市役所 保健課 カモ シヤクショ ホケンカ		智野理枝子 トモ ノ リ リエコ		0256-52-0080		0256-53-2729		1		kenko01@city.kamo.niigata.jp		0		1				*		*		3		4		147		144		*		*		1		6		1		7		181		176		*		*		1		6		1		7		181		176		*		*		3		2		3		3		178		178		*		*		3		2		3		3		178		178		155		5		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健会議を開き、検討。 シカ ホケンカイギ ヒラ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		定期的に関係者でアセスメント。 テイキテキ カンケイシャ		0		0				1		リーフレット配布、及び育児相談時説明指導の実施。 ハイフ オヨ イクジ ソウダン ジ セツメイ シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*		関係機関と必要時連絡ケース検討等。 カンケイ キカン ヒツヨウジ レンラク ケントウ ナド		*		*		*				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		328		712		新潟県		糸魚川市		こども課 親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		飯田亜紀 イイダ アキ		025-552-1511		025-552-8292		1		kodomo@city.itoigawa.niigata.jp		0		1				1		1		4		5		278		274		1		0		1		6		1		8		268		267		1		0		1		6		1		8		268		267		1		0		3		0		3		2		288		285		1		0		3		0		3		2		288		285		251		5		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月訪問時にリーフレット配布（新潟県作成のもの） ゲツ ホウモンジ ハイフ ニイガタケン サクセイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		329		614		東京都		新宿区		健康部 健康推進課 健康事業係 ケンコウブ ケンコウフクシブ スイシンカイ カ ケンコウ ジギョウ カカリ		山田万里 ヤマダ マリ		03-5273-3047		03-5273-3930		1		kenkosuishin@city.shinjuku.lg.jp		0		1				*		*		3		4		2465		2348		*		*		1		6		1		11		2307		1865		*		*		1		6		1		11		2307		1782		*		*		3		0		3		11		2078		1811		*		*		3		0		3		11		2078		1811		3280		50		0		0		0		1		要支援と判断するのは保健師だが当区では母子手帳交付窓口全てに保健師が居る訳ではない。保健師不在の窓口では後日、保健師が妊娠届出書を確認し、フォローの必要な方にはフォローしている。その人数も含め回答する。 ヨウシエン ハンダン ホケンシ ア ク ボシ テチョウ コウフ マドグチ スベ ホケンシ イ ワケ ホケンシ フザイ マドグチ ゴジツ ホケンシ ニンシン トドケデ ショ カクニン ヒツヨウ カタ ニンズウ フク カイトウ		1		健診時にリスク内容の変化について ケンシンジ ナイヨウ ヘンカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		今年度より虫歯の多い児の保護者に通知を送る。 コンネンド ムシバ オオ ジ ホゴシャ ツウチ オク		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別に必要に応じて説明。 コベツ ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳の記載、その他母親学級、講演会で取り上げる事がある。 ボシテホウ テチョウ キサイ タ ハハオヤ ガッキュウ コウエンカイ ト ア コト		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		研究として分析・評価している。 ケンキュウ ブンセキ ヒョウカ		0				1		0		0		0				1		関連する母子保健研修の紹介。 カンレン ボシホケン ケンシュウ ショウカイ		0				0				0		0

		330		1167		奈良県		三郷町		保健センター ホケン		岩本 イワモト		0745-43-7324		0745-73-4104		1		hokencenter@town.sango.lg.jp		0		1				*		*		3		4		171		168		*		*		1		5		1		8		210		196		*		*		1		5		1		8		210		196		*		*		3		5		3		8		170		148		*		*		3		5		3		8		170		148		185		1		1		0		0		0				1		介入した直後、内容について上司に報告・相談し、それで良かったのか、今後どのように対応していけば良いか毎回評価。 カイニュウ チョクゴ ナイヨウ ジョウシ ホウコク ソウダン ヨ コンゴ タイオウ ヨ マイカイ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		実施した保健指導内容について上司等に報告・相談し、それで良かったのか、今後どうすべきか評価している。 ジッシ ホケン シドウ ナイヨウ ジョウシ ナド ホウコク ソウダン ヨ コンゴ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時、赤ちゃんの扱い方について説明。 シンセイジ ホウモン ジ アカ アツカ カタ セツメ メイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				*		保健所、県などが主体となって実施している研修に参加。 ホケンジョ ケン シュタイ ジッシ ケンシュウ サンカ		*				*				*		*

		331		168		北海道		浜中町		福祉健康課 健康推進係 フクシ ケンコウカ ケンコウ スイシンブ カカリ		主査 中山千鶴 シュサ ナカヤマ チヅル		0153-62-2307		0153-62-3049		2		c.nakayama@town.hamanaka.lg.jp		1		1				1		0		3		5		47		45		1		0		1		6		1		11		53		49		1		0		1		6		1		11		51		50		1		0		3		0		3		11		61		54		1		0		3		0		3		11		41		37		48		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3〜5ヶ月児、9〜11ヶ月児健診時に発達表を参考に次の発達段階を説明。 カゲツ ツキ ケンシン ジ ハッタツ ヒョウ サンコウ ツギ ハッタツダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		332		124		北海道		訓子府町		福祉保健課 フクシホケン カ		小野亜紀子 オノ アキコ		0157-47-5555		0157-47-5556		1		fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp		0		1				0		1		3		3		27		26		1		0		1		6		1		11		43		38		1		0		1		6		1		11		43		38		1		0		3		0		3		11		43		40		1		0		3		0		3		11		43		40		22		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		離乳食教室等、各種事業に反映。 リニュウショク キョウシツ ナド カクシュ ジギョウ ハンエイウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ブラッシング指導 シドウ		0		1		0		0		0				1		問診票の工夫 モンシンヒョ クフウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に資料配布し啓発。 ボシ テチョウ コウフ ジ シリョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファ ケンシンゴ		0		0				1		発達支援事業にて対象児について医療機関を交え実施。 ハッタツ シエンジギョウ タイショウ ジ イリョウ キカン マジ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		333		142		北海道		平取町		保健福祉科 保健推進係 ホケンフクシ カ ホケンスイシン カカリ		川辺智英 カワベ トモ エイ		01457-4-6112		01457-4-6870		1		hokensuishin2035@town.biratori.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		37		35		1		0		1		6		1		8		52		36		1		0		1		6		1		8		52		50		1		0		3		0		3		2		40		35		1		0		3		0		3		2		40		35		40		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診終了後、カンファを実施するため、その場でおおまかな対応の方向性を検討。 ケンシン シュウリョウ ゴ ジッシ バ タイオウ ホウコウセイ ケントウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食（おやつ）の摂り方 カンショク ト カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修があれば周知し、希望により参加。 ケンシュウ シュウチ キボウ サンカ

		334		172		北海道		白糠町		介護健康課 健康相談係 カイゴ ケンコウ カ ケンコウソウダン カカリ		小松 望 コマツ ノゾ		01547-2-2171		01547-2-4659		1		kenkousoudan@town.shiranuka.lg.jp		0		1				1		0		4		6		45		43		1		0		1		6		1		11		43		39		1		0		1		6		1		11		43		39		1		0		3		0		3		11		45		43		1		0		3		0		3		11		45		43		3		3		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦の状況、支援の方向性を検討。必要時係内カンファや医療機関等の関係機関に情報提供する。時期はケースの状況で判断。 ニンプ ジョウキョウ シエン ホウコウセイ ケントウ ヒツヨウジ カカリナイ イリョウ キカン ナド カンケイ キカンイ ジョウホウ テイキョウ ジキ ジョウキョウ ハンダン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		配布資料の見直しや新規事業（教室）の実施。 ハイフ シリョウ ミナオ シンキジギョウ キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		いつ頃何が出来るようになるのか発達の目安を伝える。 コロ ナニ デキ ハッタツ メヤス ツタ		0		0				1		保健指導後にカンファを実施して現状をアセスメントし、今後の支援を検討。 ホケンシドウ ゴ ジッシ ゲンジョウ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		リーフレットや口頭で啓発 コウトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		係内、関係機関でカンファを実施。 カカリナイ カンケイキカン ジッシ		0		0				0				0		0		1		ケースの状況に応じて必要時、関係機関でカンファを実施。 ジョウキョウ オウ ヒツヨウジ カンケイキカン ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修の機会があれば常時従事者が参加出来る。 ケンシュウ キカイ ジョウジ ジュウジシャ サンカ デキ

		335		111		北海道		浜頓別町		保健福祉課 保健係 ホケン カカリ		横山幸子 ヨコヤマ サチコ		01634-2-2345		01634-2-3788		1		hoken@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		28		28		1		0		1		6		2		0		24		20		1		0		1		6		2		0		24		20		1		0		3		0		4		0		21		21		1		0		3		0		4		0		21		21		17		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診や相談事業で伝えている。そこまでの指導に至らないケースも多い。 ケンシン ソウダン ジギョウ ツタ		0		0				1		各健診や相談事業毎にカンファをする。こども園との虐待予防ケアマネジメントシステム実施時など。 カク ケンシン ソウダン ジギョウ ゴト エン ギャクタイ ヨボウ ジッシ ジ		0		0				1		出張訪問時に実施。 シュッチョウ ホウモンジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援会議 キョウイク シエン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		道主催の研修会など ミチ シュサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		336		237		岩手県		住田町		保健福祉課		藤 明日香（産休中のため代理 紺野栄子） フジ アス カオ サンキュウ ナカ ダイリ コンノ エイコ		0192-46-2111（内142）又は0192-46-3862 ウチ マタ		0192-46-3515		1		hoken@town.sumita.iwate.jp		0		1				0		1		4		4		*		20		1		0		1		6		1		8		24		22		1		0		1		6		1		8		24		22		1		0		3		6		3		9		26		26		1		0		3		6		3		9		26		26		23		1(双胎） ソウタイ タイジ		1		0		0		1		妊婦後期に一度は妊婦訪問するように心がけている。（全妊婦訪問を目標にしている） ニンプ コウキ イチド ニンプホウモン ココロ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		きちんとした評価は行ってないがフォローが不要となるまで関係機関と連携してフォローしている。 ヒョウカ オコナ フヨウ カンケイ キカン レンケイ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		1		必要と思われる研修があれば保健師、栄養士は参加して研修している。 ヒツヨウ オモ ケンシュウ ホケンシ エイヨウシ サンカ ケンシュウ

		337		584		千葉県		八街市		市民部 健康管理課 シミンブ		米持 ※ モ		043-443-1631		043-443-1742		1		kenko@city.yachimata.lg.jp		0		1				0		1		3		5		328		328		1		0		1		6		1		11		408		369		1		0		1		6		1		11		408		369		1		0		3		4		3		11		486		431		1		0		3		4		3		11		486		431		422		202		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		338		1692		中核市 チュウカクシ		船橋市 フナバシシ		健康部 健康増進課→H27.10〜船橋市保健所地域保健課 ケンコウブ フナバｋシ ハシ シ ホケンジョ チイキ ホケン カ		永里千鶴子 ナガ サト チヅコ		047-436-2382 → 047-409-3274		047-436-2416 → 047-409-2914		1		kenkozoshin@city.funabashi.lg.jp		0		9				0		1		3		6		5612		5108		1		1		1		7		1		11		5714		5452		1		0		1		7		1		11		5741		5452		1		1		3		4		3		11		5922		5438		1		0		3		4		3		11		5922		5438		5928		868		1		0		0		0				1		未入籍妊婦は妊娠8か月頃を目処も生活状況確認。その他のハイリスク妊婦はPHNの支援のアセスメントにより各々プラン立案、実施。 ミニュウｓキ ニュウセキ ニンプ ニンシン ゲツ コロ メド セイカツジョウキョウ カクニン タ ニンプ シエン カクカク リツアン ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		地区別のう蝕状況により地区活動の内容に反映している。 ジョウキョウ チク カツドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		集団講話時に相談場所（情報提供）の一つとして保育園を案内している。 シュウダン コウワ ジ ソウダン バショ ジョウホウ テイキョウ ヒト ホイクエン アンナイ		1		生後半年から1歳児までの多くの子どもは「親の後追いをする」ことを知っていますか。 セイゴ ハントシ サイｓジ ジ オオ コ オヤ アトオ シ		0		0				1		臨床心理士等による個別相談を実施し、育児にかかる困難に対して支援を行っている。 リンショウ シンリシ ナド コベツ ソウダン ジッシ イクジ コンナン タイ シエン オコナ		0		0				1		乳児家庭全戸訪問にて自課作成のチラシを手渡しで説明しながら行っている。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ カ サクセイ テワタ セツメイ オコナ		0		0				0				0				1		内科個別受診票の返却分を1枚づつ記入項目をチェック（PHN）を行い、整合を点検している。 ナイカ コベツ ジュシンヒョウ ヒョウ ヘンキャクブン マイ キニュウ コウモク オコナ セイゴウ テンケン		0				0		0				0				0		1		個別支援ケースについてはスタッフ間、指導者間にてカンファを行っている。しかし健診全体としては実績をまとめるに留まっている状況。 コベツ シエン カン シドウ シャ カン オコナ ケンシン ゼンタイ ジッセキ トド ジョウキョウ		0				0		0		1		行政機関内の療育機関と年2回事業検討会や実績報告会を行っている。必要時、個別ケース検討も有り。 ギョウセイ キカン ナイ リョウイク キカン ネン カイ ジギョウ ケントウカイ ジッセキ ホウコクカイ オコナ ヒツヨウジ コベツ ケントウ ア		0				1		0		0		0				1		国、県、民間団体の企画している研修に積極的に参加している。 クニ ケン ミンカンダンタイ キカク ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		339		567		千葉県		成田市		健康こども部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三橋 ミツハシ		0476-27-1111		0476-27-1114		*		*		*		*				0		1		3		5		1388		1124		1		0		1		6		1		11		1254		1179		1		0		1		6		1		11		1254		1178		1		0		3		6		3		11		1346		1179		1		0		3		6		3		11		1346		1174		1325		119		1		0		0		0				0				0		1		評価が必要な場合のみ実施 ヒョウカ ヒツヨウ バアイ ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		セレクトを行い保護者からの相談内容等確認する。 オコナ ホゴシャ ソウダン ナイヨウ ナド カクニン		0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の母子歯科保健事業全般に活用 ジネンド ボシ シカ ホケン ジギョウ ゼンパン カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級、パパママクラス（両親学級）で話している ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		愛育会の研修や保健所管内での講演会や勉強会の実施 アイイクカイ ケンシュウ ホケンジョ カンナイ コウエンカイ ベンキョウカイ ジッシ		0				0				0		0

		340		414		茨城県		ひたちなか市		福祉部 健康増進課 フクシブ カ		松本 マツモト		029-276-5222		029-276-0209		1		kenkou@city.hitachinaka.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1348		1254		1		0		1		6		1		11		1374		1329		1		0		1		6		1		11		1374		1329		1		0		3		0		3		11		1406		1336		1		0		3		0		3		11		1406		1336		1375		299		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5〜6か月児育児相談で親子遊びや絵本の読み聞かせについてや離乳食のすすめ方、歯磨きについて集団指導を行う。 ゲツ ジ イクジ ソウダン オヤコ アソ エホン ヨ キ リニュウショク カタ ハミガ シュウダン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		プレパパママ教室においてDVDを使い啓発 キョウシツ ツカ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		尿分析器の定期的なチェック ニョウ ブンセキ キ テイキテキ		0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県や保健師連絡協議会等主催の研修。関係機関との検討会。 ケン ホケンシ レンラク キョウギカイ ナド シュサイ ケンシュウ カンケ ケントウカイ		0				0				0		0

		341		500		埼玉県		川口市		保健センター ホケンセン		宮下珠美 ミヤシタ タマミ		048-256-2022		048-256-2023		1		087.05000@city.kawaguchi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		5310		4979		0		1		1		6		1		11		5449		5070		0		1		1		6		1		11		5449		3991		1		0		3		6		4		0		5260		4385		1		0		3		6		4		0		5260		4372		5790		716		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが地区担当に健診の場でつなげたり、情報提供をしたり、カルテを渡している。 ナ チクタントウ ケンシン バ ジョウホウ テイキョウ ワタ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		出生届けを提出された方に「SBS」について掲載（項目の1つとして）されている冊子を配布 シュッセイ トド テイシュツ カタ ケイサイ コウモク サッシ ハイフ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		子育て支援に限らず健診内容に関して病院から保健センターに連絡する覧を健診票に設けてあり活用している。 コソダ シエン カギ ケンシン ナイヨウ カン ビョウイン ホケンセンタ レンラク ラン ケンシン ヒョウ モウ カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		342		818		長野県		飯山市		保健福祉課　健康増進係		松浦杏子 マツウラ キョウコ		0269-62-3111		0269-62-3127		1		hoken@city.iiyama.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		132		130		1		0		1		6		1		7		114		114		1		0		1		6		1		7		114		114		1		0		3		0		3		1		156		157		1		0		3		0		3		1		156		156		148		12		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の事後指導でリーフレットを用いて説明。リーフレットが古いため改正中。 ケンシン ジゴ シドウ モチ セツメイ フル カイセイ チュウ		0		0				1		事後カンファにて評価（要フォローとするかスタッフで話し合う） ジゴ ヒョウカ ヨウ ハナ ア		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学相談委員会、教育相談 シュウガク ソウダン イインカイ キョウイク ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		343		861		長野県		王滝村		福祉健康課 フクシ ケンコウカイ カ		美濃羽冴子 ビ コ ハネ サエコ		0264-48-3160		0264-48-2275		1		hoken@vill.otaki.nagano.jp		0		1				1		0		4		4		3		3		1		0		1		6		1		11		2		2		1		0		1		6		1		11		2		2		1		0		3		0		3		11		4		4		1		0		3		0		3		11		4		4		3		0		1		1		0		0				0				0		1		該当なし ガイトウ		1		0		1		1		1		0		1		現状該当児はないが上記のように必要に応じて対応 ゲンジョウ ガイトウ ジドウ ジョウキ ヒツヨウ オウ タイオウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕児の食事、生活状況を次の健診時に確認。 ショク コ ショクジ セイカツジョウ ツギ ケンシン ジ カクニン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		健診時の保健指導後の親子の関わりについて事後フォローを実施 ケンシンジ ホケン シドウ ゴ オヤコ カカ ジゴ ジッシ		0		0				1		母子手帳発行時、新生児訪問時で実施 ボシテチョウ ハッコウジ シンセイジ ホウモン ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児を対象とした教室で実施 ニュウヨウジ タイショウ キョウシツ ジッシ		0		0				1		就園後の巡回療育相談を活用 シュウギョウ エン ゴ ジュンカイ リョウイク ソウダン カツヨウ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		344		678		神奈川県		逗子市		福祉部 子育て支援課		増田真幸 マスダ マ サチ		046-873-1111		046-873-4520		1		kosodate@city.zushi.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		377		370		1		0		1		6		1		11		405		382		1		0		1		6		1		11		405		382		1		0		3		3		3		11		430		402		1		0		3		3		3		11		430		402		389		216		1		1		0		0				1		妊娠中における妊婦訪問の結果を職員全員で把握し、市のハイリスク基準に照らしてフォローの必要性や時期、方法を検討。 ニンシンチュウ ニンプ ホウモン ケッカ ショクイン ゼンイン ハアク シ キジュン テ ヒツヨウジ セイ ジキ ホウホウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診、予防摂種の案内冊子に発達過程について記載。健診時の集団指導において指導。 ケンシン ヨボウ セッシュ タネ アンナイ サッシ ハッタツ カテイ キサイ ケンシンジ シュウダン シドウ シドウ		0		0				0				1		0				1		母親両親教室でDVD教材を視聴して頂き説明 ハハオヤ リョウシン キョウシツ キョウザイ シチョウ イタダ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		フォローアップした結果、療育につながった方は療育との連携。就学相談につながった方は就学支援委員会で評価できる。 ケッカ リョウイク カタ リョウイク レンケイ シュウガク ソウダン カタ シュウガク シエン イインカイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		345		937		静岡県		下田市		市民保健課 健康づくり係 シミン ホケン カ ケンコウ カカリ		木下真梨子 キノシタ マリコ		0558-22-2217		0558-22-3910		1		shiminhoken@city.shimoda.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		107		79		1		0		1		6		99		99		133		129		1		0		1		6		99		99		133		129		1		0		3		0		3		11		140		129		1		0		3		0		3		11		140		129		117		3		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローは地区担当保健師が実施しており、支援状況や経過を年3回母子連絡会にて報告し検討。 チク タントウ ホケンシ ジッシ シエン ジョウキョウ ケイカ ネン カイ ボシレンラク カイ ホウコク ケントウ		0		0				0				0		1		0				0		※市内の産科小児科医院1医院とは様式を作成し連携する仕組みがある。他の医療機関とは仕組みは出来ていない。 シナイ サンカ ショウニカ イイン イイン ヨウシキ サクセイ レンケイ シク ホカ イリョウ キカン シク デキ		1※		0		0		0				0				0				0				1		0

		346		925		静岡県		熱海市		健康づくり課 ケンコウ カ		榎本恭子 エノモト キョウコ		0557-86-6293		0557-86-6297		1		kenkozukuri@city.atami.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		6		147		140		1		0		1		5		1		7		156		151		1		0		1		5		1		7		156		151		1		0		3		1		3		2		172		169		1		0		3		1		3		2		172		167		141		11		0		0		1		0				0				0		1		養育困難や虐待のリスクが高いケースについては月1回家庭相談員とカンファを行っている。 ヨウイク コンナン ギャクタイ タカ ツキ カイ カテイ ソウダン イン オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		う歯率（市内県内）等を把握し、歯科保健推進会議にて事業計画に活用 シ リツ シナイ ケンナイ ナド ハアク シカ ホケン スイシン カイギ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		個別相談やペアトレ（教室）にて実施 コベツ ソウダン キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		乳児訪問（全戸訪問）にてプリントを配布、説明。 ニュウジ ホウモン ゼンコ ホウモン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		園巡回相談後のカンファ、子どもケースネット（家庭相談員とのカンファ） エン ジュンカイ ソウダン ゴ コ カテイ ソウダン イン		0		0				1		通園中の園や学校教育課指導主事、障害福祉課の相談員等と連携し、ケース会議等にて支援方法を検討、実施している。 ツウエン チュウ エン ガッコウ キョウイク カ シドウ シュジ ショウガイ フクシカ ソウダンイン ナド レンケイ カイギ ナド シエン ホウホウ ケントウ ジッシ		0		0		0				1		医師が結果票に記入 イシ ケッカ ヒョウ キニュウ		0		0		0		0				1		マニュアルを作成し検尿の手順等適宜研修（勉強会）をしている サクセイ ケンニョウ テジュン ナド テキギ ケンシュウ ベンキョウカイ		0				0				0		0

		347		887		岐阜県		中津川市		健康医療課		中根鶴子 ナカネ ツルコ		0573-66-1111		0573-62-0058		1		kenkou@city.nakatsugawa.lg.jp		0		1				1		0		2		4		589		589		1		0		1		6		1		8		628		628		1		0		1		6		1		8		628		627		1		0		3		0		3		2		625		615		1		0		3		0		3		2		625		614		630		8		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1		母子保健協議会で進捗状況を確認 ボシホケン キョウギカイ シンチョク ジョウキョウオ カクニン		0		0				0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団指導 シュウダンシドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育必要者、入園後支援を要する者については各関係機関に情報提供している リョウイク ヒツヨウシャ シャ ニュウエン ゴ シエン ヨウ モノ カク カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ		0				0		0		1		0				1		市単独では研修会を設けてないが県や各機関主催の研修会に参加する。また、不参加の者には復命にて周知。 シ タンドク ケンシュウ モウ ケン カク キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ フサンカ モノ フクメイ シュウチ		0				0				0		0

		348		885		岐阜県		多治見市		保健センター		堀江 ホリエ		0572-23-6187		0572-25-8866		1		hosen@city.tajimi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		754		733		1		0		1		7		1		8		796		773		1		0		1		7		1		8		796		773		1		0		3		0		3		1		921		911		1		0		3		0		3		1		921		911		812		207		1		1		0		0				1		赤ちゃん訪問や健診時に不安が解消されたか、子育てが順調であるかを確認 アカ ホウモン ケンシンジ フアン カイショウ コソダ ジュンチョウ カクニン		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		1歳までの発達過程のチラシを4か月健診で渡している。（指導、説明は必要に応じて行うのみ） サイ ハッタツ カテイ ゲツ ケンシン ワタ シドウ セツメイ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				1		赤ちゃん訪問時、チラシを渡し説明 アカ ホウモンジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達支援連絡会など ハッタツ シエン レンラク カイ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		臨時の研修会に参加 リンジ ケンシュウカイ サンカ

		350		992		愛知県		豊山町		保健センター ホケン				0568-28-3150		0568-28-0061		1		hoken-center@town.toyoyama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		143		142		1		0		1		5		1		7		158		152		1		0		1		5		1		7		158		152		1		0		2		11		3		1		186		173		1		0		2		11		3		1		186		173		137		16		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修会参加 ケンシュ サンカ		0				0				1		0

		351		970		愛知県		江南市		健康づくり課（保健ｾﾝﾀｰ） ケンコウ カ ホケン		脇田亜由美 ワキ タ アユミ		0587-56-4111		0587-53-6996		1		hoken@city.konan.lg.jp		1		1				1		0		3		6		783		773		1		0		1		6		2		0		779		769		1		0		1		6		2		0		779		769		1		0		2		11		4		0		884		844		1		0		2		0		4		0		884		842		738		160		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		明文化はしていないが、児童虐待防止法に基づき対応している。 メイ ブンカ ジドウ ギャクタイ ボウシホウ モト タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				0		1		妊娠期～幼児・学童期に渡るまで歯科指導できる教室・健康教育が確立されており、健診結果・歯科保健行動の実状を参考に事業内容を変更して行くことはあるが、必須とはなっていない。 ニンシン キ ヨウジ ガクドウ キ ワタ シカ シドウ キョウシツ ケンコウ キョウイク カクリツ ケンシン ケッカ シカ ホケン コウドウ ジツジョウ サンコウ ジギョウ ナイヨウ ヘンコウ イ ヒッス		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		発達支援・子育て支援を主とする教室や、乳幼児健診事後教室等で発達過程を指導している。今後は健診時に実施する「健やか親子21ｱﾝｹｰﾄ」を基に周知して行く予定。 ハッタツ シエン コソダ シエン シュ キョウシツ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツトウ ハッタツ カテイ シドウ コンゴ ケンシン ジ ジッシ スコ オヤコ モト シュウチ イ ヨテイ		0				0		1		1歳6か月児健診で育て難さを感じている親と子に対し、乳幼児健診事後教室を紹介。参加した親子には遊びを通しての言葉の促し方・ふれ合い方を指導。2歳における参加した者としなかった者でのﾌｫﾛｰ状況を追跡し評価を行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ソダ ニク カン オヤ コ タイ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツ ショウカイ サンカ オヤコ アソ トオ コトバ ウナガ カタ ア カタ シドウ サイ サンカ モノ モノ ジョウキョウ ツイセキ ヒョウカ オコナ		1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室や4か月児健診集団指導時に啓発している。 キョウシツ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育機関・保育園・幼稚園・学校と連携し、必要時ｹｰｽの情報共有・支援の検討を行っているが「評価」を主目的としては行っていない。 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン ガッコウ レンケイ ヒツヨウジ ジョウホウ キョウユウ シエン ケントウ オコナ ヒョウカ シュモクテキ オコナ		*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		新しく導入された項目・問題点に対し、必要時に該当する関係従事者に対し行う事にあるが、定例化はしていない。 アタラ ドウニュウ コウモク モンダイテン タイ ヒツヨウジ ガイトウ カンケイ ジュウジシャ タイ オコナ コト テイレイカ

		352		1017		三重県		熊野市		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		宮本育子 ミヤモト イクコ		0597-89-3113		0597-89-5885		2		yasuko.miyamoto@city.kumano.mie.jp		0		1				1		1		3		4		101		98		1		0		1		5		1		7		102		96		1		0		1		4		1		6		102		93		1		0		3		5		3		7		97		87		1		0		3		5		3		7		97		87		102		0		1		0		0		1		母子健康手帳交付時にｱﾝｹｰﾄを実施しているが妊婦以外が来所した場合は実施していない。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ジッシ ニンプ イガイ ライ ショ バアイ ジッシ		0				1		0				1		0		1		1		0		0		1		取り決めはないが必要と判断した場合は関係機関へ情報提供している。 ト キ ヒツヨウ ハンダン バアイ カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		仕上げ磨きの有無の割合、よく飲む飲料について、フッ化物塗布の希望者の割合。 シア ミガ ウム ワリアイ ノ インリョウ カ ブツ トフ キボウシャ ワリアイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		集団健診の中の保健指導でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布しているが説明指導までは行っていない。 シュウダン ケンシン ナカ ホケン シドウ ハイフ セツメイ シドウ オコナ		0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室でDVD教材を用いて啓発している。 キョウシツ キョウザイ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施している。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				1		乳児健診については県内統一の用紙を用いて医療機関から市町村への指示を記入して頂いている。 ニュウジ ケンシン ケンナイ トウイツ ヨウシ モチ イリョウ キカン シ マチムラ シジ キニュウ イタダ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県・県医師会主催の研修会に参加している。 ケン ケン イシカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ												1

		353		1157		奈良県		橿原市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		谷口 タニグチ		0744-22-8331		0744-24-9124		1		kenko@city.kashihara.nara.jp		0		1				0		1		3		5		1072		1022		1		1		1		6		1		11		1020		843		1		0		1		6		1		11		1020		843		1		1		3		6		3		11		1129		850		1		0		3		6		3		11		1129		850		1103		5		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じてｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価・検討。 ヒツヨウ オウ トウ ヒョウカ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙ的なものはないが虐待についての担当課へ通告。 テキ ギャクタイ タントウカ ツウコク		0		0		0		0		0		0				1		歯科保健推進協議会・歯科保健検討会等で毎年歯科保健について検討を行い次年度等の事業計画へ活用している。 シカ ホケン スイシン キョウギカイ シカ ホケン ケントウカイ トウ マイトシ シカ ホケン ケントウ オコナ ジネンド トウ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診、3歳6か月児健診にて数か月先までの発達過程を説明。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン スウ ゲツ サキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		ｹｰｽ検討会を定期的に実施している。 ケントウカイ テイキテキ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		発達障害等についてのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟは健康増進課では行わず、他課にて行っている。 ハッタツ ショウガイ トウ ケンコウ ゾウシン カ オコナ タ カ オコナ		0				1		0		0		0				1		外部で行っている研修に積極的に参加。 ガイブ オコナ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		1								1

		354		1067		京都府		木津川市 キヅ カワ シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		島上由紀子 シマ ウエ ユキコ		0774-75-1219		0774-75-2083		1		kenko@city.kizugawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		630		610		1		0		1		6		1		8		744		727		1		0		1		9		2		0		752		689		1		0		3		6		4		0		750		722		1		0		3		6		4		0		750		722		646		*		0		0		0		1		ｱｾｽﾒﾝﾄは行っていないが妊娠届出のｱﾝｹｰﾄから把握し、妊娠から出産後を通してﾌｫﾛｰが必要な妊婦か判断している。 オコナ ニンシン トドケデ ハアク ニンシン シュッサン ゴ トオ ヒツヨウ ニンプ ハンダン		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯みがき指導 ハ シドウ		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0												1

		355		1088		大阪府		泉佐野市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		赤坂雅子 アカサカ マサコ		072-463-6001		072-461-4571		1		hoken-c@city.izumisano.lg.jp		0		1				1		0		4		*		744		732		1		0		1		7		1		11		762		729		1		0		1		7		1		11		762		729		1		0		3		6		3		11		849		817		1		0		3		6		3		11		849		817		858		20		1		0		0		0				1		ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄを記入し月1回の課内会議で支援内容・頻度等を検討する。 キニュウ ツキ カイ カ ナイ カイギ シエン ナイヨウ ヒンドトウ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾌｧﾐﾘｰ教室でﾋﾞﾃﾞｵを流している。 キョウシツ ナガ		0		0				0				0				0				0				0		1		大阪府には総合判定・精検数・結果・視力・視力・ｱﾝｹｰﾄ等の結果は報告している。 オオサカフ ソウゴウ ハンテイ セイ ケン スウ ケッカ シリョク シリョク トウ ケッカ ホウコク		1		総合判定区分を大阪府に報告し、年度毎や市町村で比較し検討している。 ソウゴウ ハンテイ クブン オオサカフ ホウコク ネンド マイ シ マチムラ ヒカク ケントウ		0		0				1		障害の分類を行い、発現率やﾌｫﾛｰ率を年度毎に比較し連携の指標に用いる。 ショウガイ ブンルイ オコナ ハツゲン リツ リツ ネンド マイ ヒカク レンケイ シヒョウ モチ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		府の研修会に参加。 フ ケンシュウカイ サンカ		1		毎年ではないが大きく内容が変わった時など実施する。 マイトシ オオ ナイヨウ カ トキ ジッシ		0				0		0														1

		356		1101		大阪府		藤井寺市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		橋野温美 ハシノ オン ビ		072-939-1112		072-939-9099		1		kenkou@city.fujiidera.lg.jp		0		1				1		0		4		7		534		525		1		0		1		6		2		0		551		545		1		0		1		6		2		0		551		545		1		0		3		6		4		0		548		523		1		0		3		6		4		0		548		522		525		1		1		0		0		0				0				0		1		困難ｹｰｽについては必要時ｹｰｽ会議で支援を検討・評価している。 コンナン ヒツヨウ ジ カイギ シエン ケントウ ヒョウカ		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		出生届提出時の保健師との面接の際に説明している。 シュッセイトドケ テイシュツ ジ ホケンシ メンセツ サイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児一般・後期健診の受診票が大阪府医師会を通じて市町村に返却されるため、確認後、支援の必要な方については市からﾌｫﾛｰを行う。 ニュウジ イッパン ウシロ キ ケンシン ジュシン ヒョウ オオサカフ イシカイ ツウ シチョウソン ヘンキャク カクニン ゴ シエン ヒツヨウ カタ シ オコナ		0				0				0				1		0

		357		1106		大阪府		阪南市		健康部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		山下晴香 ヤマシタ ハルカ		072-472-2800		072-471-9868		1		kenkou-z@city.hannan.lg.jp		0		1				1		0		4		7		371		354		1		0		1		7		2		0		358		338		1		0		1		7		2		0		358		338		1		0		3		6		4		0		428		408		1		0		3		6		4		0		428		408		354		0		1		1		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが関りをもった時に上司に報告するなど必要に応じて行っている。 テイキ テキ ヒョウカ カカワ トキ ジョウシ ホウコク ヒツヨウ オウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		ｹｰｽに応じて必要があれば行う。 オウ ヒツヨウ オコナ		0				1		0				1		両親学級で啓発、こんにちは赤ちゃん訪問時の資料で啓発。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ アカ ホウモン ジ シリョウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には行っていないが必要時機会を設け実施している。 テイキテキ オコナ ヒツヨウジ キカイ モウ ジッシ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		平成26年度については3歳6か月児健診に従事する医師等に研修を行った。 ヘイセイ ネンド サイ ゲツ ジ ケンシン ジュウジ イシトウ ケンシュウ オコナ		1

		358		1153		兵庫県		新温泉町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		今村明美 イマムラ アケミ		0796-99-2940		0796-99-2550		1		hosen@town.shinonsen.lg.jp		0		1				1		0		3		4		89		89		1		0		1		6		1		8		74		74		1		0		1		6		1		8		74		73		1		0		3		1		3		3		112		111		1		0		3		1		3		3		112		109		75		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		すこやかな歯を考える会で検討。 ハ カンガ カイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡す以外に健診時に説明をしている。 ワタ イガイ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		個別に話をしているが全体にではない。 コベツ ハナシ ゼンタイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを関係機関を交えて実施している。 カンケイ キカン マジ ジッシ		0		0				1		就学適正委員会等にて幼児期～関係機関を集めて実施。 シュウガク テキセイ イインカイ トウ ヨウジキ カンケイ キカン アツ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		359		1286		広島県		三原市		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林美和 コバヤシ ミワ		0848-67-6061		0848-67-6234		2		kobayashi.miwa@city.mihara.hiroshima.jp		0		2		1		1		0		4		5		698		665		1		0		1		6		2		0		767		709		1		0		1		6		2		0		767		708		1		0		3		0		4		0		801		701		1		0		3		0		4		0		801		701		734		10		0		0		0		1		必要に応じて行っている。 ヒツヨウ オウ オコナ		1		他課や他機関と連携し、ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄを用い評価する時期はｱｾｽﾒﾝﾄを用いた時に決める。 タ カ タ キカン レンケイ モチ ヒョウカ ジキ モチ トキ キ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		次年度事業に反映される。 ジネンド ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの発達確認、親の育児力 コ ハッタツ カクニン オヤ イクジ リョク		0		0		1		0		0				1		健診事後指導の際、見通しをもった育児ができるよう説明している。 ケンシン ジゴ シドウ サイ ミトオ イクジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		健診（4か月）でのﾁﾗｼの配布を行っている。 ケンシン ゲツ ハイフ オコナ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		事後指導内容等について係内にて検討している。 ジゴ シドウ ナイヨウトウ カカリ ナイ ケントウ		0		0				1		5歳児発達記録の利用を行っている。 サイジ ハッタツ キロク リヨウ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年1回健診実務者研修を行っている。具体的な健診手法について勉強会を行っている。 ネン カイ ケンシン ジツムシャ ケンシュウ オコナ グタイテキ ケンシン シュホウ ベンキョウ カイ オコナ		0				0				0		0								1						1

		360		1472		佐賀県		佐賀市		保健福祉部健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		山本ますみ ヤマモト		0852-40-7282		0952-30-0115		1		kenko@city.saga.lg.jp		0		1				0		1		3		5		2137		2033		1		0		1		6		2		0		2062		1996		1		0		1		6		2		0		2062		1995		1		0		3		6		4		0		2244		2188		1		0		3		6		4		0		2244		2186		2156		43		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		事業評価を実施し、業務の見直しを行っている。 ジギョウ ヒョウカ ジッシ ギョウム ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付、赤ちゃん訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡している。 ボシ テチョウ コウフ アカ ホウモン ジ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤保健師対象に実施1回/年。 ジョウキン ヒジョウキン ホケン シ タイショウ ジッシ カイ ネン						1

		361		1473		佐賀県		唐津市		保健福祉部保健医療課 ホケン フクシ ブ ホケン イリョウ カ		中村千秋 ナカムラ チアキ		0955-75-5161		0955-75-5162		1		hoken@city.karatsu.lg.jp		0		1				0		1		3		5		1056		997		1		0		1		7		1		10		1013		972		1		0		1		7		1		10		1013		972		1		0		3		6		3		10		1148		1083		1		0		3		6		3		10		1148		1083		1071		144		1		0		0		1		妊婦健診票、精密健診の結果を把握した時（ﾊｲﾘｽｸ者のみ） ニンプ ケンシン ヒョウ セイミツ ケンシン ケッカ ハアク トキ シャ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1		歯科保健実務者会議において歯科医師・歯科衛生士と共に次年度の事業計画をしている。 シカ ホケン ジツムシャ カイギ シカ イシ シカ エイセイシ トモ ジネンド ジギョウ ケイカク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診、3歳児健診においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に乳幼児揺さぶられ症候群について記載されたﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。今後は赤ちゃん訪問時にも配布予定。 ボシ テチョウ コウフ ジ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン キサイ ハイフ コンゴ アカ ホウモン ジ ハイフ ヨテイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診終了後（集団）、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施しﾌｫﾛｰが必要な場合は2歳児歯科教室、園訪問、5歳児相談会で継続した支援を実施している。相談終了後にはｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施している。 ケンシン シュウリョウゴ シュウダン ジッシ ヒツヨウ バアイ サイジ シカ キョウシツ エン ホウモン サイジ ソウダンカイ ケイゾク シエン ジッシ ソウダン シュウリョウゴ ジッシ		0		0				1		健診後ﾌｫﾛｰが必要な場合は園訪問を定期的に実施。5歳児相談会では教育委員会・保育園・幼稚園と連携し、小学校入学前までの支援を行っている。ただし、相談会は希望者である。（必要な人には園から声掛けをしてもらっている） ケンシン ゴ ヒツヨウ バアイ エン ホウモン テイキテキ ジッシ サイジ ソウダンカイ キョウイク イインカイ ホイクエン ヨウチエン レンケイ ショウガッコウ ニュウガクマエ シエン オコナ ソウダン カイ キボウシャ ヒツヨウ ヒト エン コエ カ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		歯科衛生士に対しては市が在宅歯科衛生士養成の研修会を実施しているのでその中で実施している。 シカ エイセイシ タイ シ ザイタク シカ エイセイシ ヨウセイ ケンシュウカイ ジッシ ナカ ジッシ						1						1

		362		1500		長崎県		五島市		健康政策課 ケンコウ セイサク カ		二里温子 ニリ アツコ		0959-74-5831		0959-74-5832		2		niri-a@city.goto.lg.jp		0		1				1		1		4		4		201		200		1		0		1		6		1		6		242		240		1		0		1		6		1		6		242		240		1		0		3		6		3		6		253		249		1		0		3		6		3		6		253		247		206		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		1歳6か月、3歳健診時の歯科検診でのむし歯の本数等で評価し、保健指導の内容を考えるようにしている。 サイ ゲツ サイ ケンシン ジ シカ ケンシン バ ホンスウ ナド ヒョウカ ホケン シドウ ナイヨウ カンガ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親教室の折、ﾋﾞﾃﾞｵ視聴により学習。 ハハオヤ キョウシツ オリ シチョウ ガクシュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0								1

		363		1665		沖縄県		西原町		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野辺沙耶子 ノベ サヤ コ		098-945-4791		098-944-6551		1		kenkou-suishin@town.nishihara.okinawa.jp		0		1				1		0		4		5		331		309		1		0		1		7		1		8		394		361		1		0		1		7		1		8		394		361		1		0		3		3		3		5		382		345		1		0		3		3		3		5		382		345		374		7		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の発達 ジ ハッタツ		0		0		0		1		0				1		乳児健診でその後の発達過程まで説明している。 ニュウジ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届出時に母子保健事業の案内をしながら説明している。 シュッセイトドケ デ ジ ボシ ホケン ジギョウ アンナイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師及び栄養士がｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ケンシン ゴ ホケンシ オヨ エイヨウシ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		364		98		北海道		下川町		保健福祉課保健介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン カイゴ		橋場　蓮 ハシバ レン		01655-4-3356		01655-4-2576		1		hoken@town.shimokawa.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		5		16		16		*		*		1		6		1		9		22		22		*		*		1		6		1		9		22		22		*		*		3		0		3		6		13		13		*		*		3		0		3		6		13		13		13		13		1		1		0		0				1		妊娠届出時、妊娠18～21週、妊娠28～31週時に健康相談を行い定期的に評価している。 ニンシン トドケデ ジ ニンシン シュウ ニンシン シュウ ジ ケンコウ ソウダン オコナ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科相談、フッ素塗布等の推奨。 シカ ソウダン ソ トフ ナド スイショウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料等を使用し、先の見通しをもった保健相談実施。 シリョウトウ シヨウ サキ ミトオ ホケン ソウダン ジッシ		0		0				1		ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやｱｾｽﾒﾝﾄを行い評価している。 オコナ ヒョウカ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		6～7か月・9～10か月乳児相談、生後3～4か月・1歳・1歳6か月乳幼児健診にて定期的に評価している。 ゲツ ゲツ ニュウジ ソウダン セイゴ ゲツ サイ サイ ゲツ ニュウヨウジ ケンシン テイキ テキ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		個々の状況に合わせて各関係機関と情報交換している。 ココ ジョウキョウ ア カクカンケイ キカン ジョウホウ コウカン		1				0		0		0		0				1		研修会等の参加。 ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		1		状況に応じて常勤従事者以外も参加している。 ジョウキョウ オウ ジョウキン ジュウジシャ イガイ サンカ		1				1		1

		365		283		秋田県		横手市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		成田智子 ナリタ トモコ		0182-33-9600		0182-33-9600		1		kenkou@city.yokote.lg.jp		0		1				*		*		4		4		556		546		*		*		1		6		1		7		570		558		*		*		1		6		1		7		570		557		*		*		3		6		3		7		671		654		*		*		3		6		3		7		671		654		536		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活習慣 ショクセイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				0				0		1		個々のｹｰｽに応じて必要時保健指導の中で対応している。 ココ オウ ヒツヨウジ ホケン シドウ ナカ タイオウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		366		731		富山県		高岡市		福祉保健部健康増進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		永森真澄 ナガモリ マスミ		0766-20-1344		0766-20-1347		1		kenko@city.takaoka.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1253		1239		1		0		1		6		1		6		1250		1223		1		0		1		6		1		6		1250		1223		*		*		3		6		3		6		1219		1181		*		*		3		6		3		6		1219		1181		1241		13		1		0		0		0				1		年2回、養育支援訪問ｹｰｽ検討会議にて。 ネン カイ ヨウイク シエン ホウモン ケントウ カイギ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		1歳6か月児・3歳児健診受診者におけるう歯り患率を算出し「ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞむし歯注意報！」（啓発媒体）にﾃﾞｰﾀを掲載し、う蝕防止に役立てている。 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン ジュシンシャ シ カン リツ サンシュツ バ チュウイホウ ケイハツ バイタイ ケイサイ ショク ボウシ ヤクダ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		栄養面や生活習慣、発達状況など保護者に支援が必要なｹｰｽかどうかがわかるように受診票の中に記載欄がある。 エイヨウ メン セイカツ シュウカン ハッタツ ジョウキョウ ホゴシャ シエン ヒツヨウ ジュシン ヒョウ ナカ キサイ ラン		0		0		0		0				0				1		発達障害についての研修を実施。 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ジッシ		0				0		0

		367		920		岐阜県		白川町		保健福祉課 ホケン フクシカ		千野菜穂子 チノ ナホコ		0574-72-2317		0574-72-2503		1		hoken@town.shirakawa.lg.jp		0		1				*		*		4		6		37		34		*		*		1		6		1		8		40		40		*		*		1		6		1		8		40		40		*		*		3		0		3		2		44		44		*		*		3		0		3		2		44		44		39		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾁﾗｼを配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		子育て支援・保育園・臨床心理士・保健師で集まり健診で気になった子について情報の共有、今後の支援方法について検討する機会（会議）を2月に1回設けている。 コソダ シエン ホイクエン リンショウ シンリシ ホケンシ アツ ケンシン キ コ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ キカイ カイギ ガツ カイ モウ		0		0				1		発達支援部会があり、関係機関で集まり情報共有・検討する機会を設けている。 ハッタツ シエン ブカイ カンケイ キカン アツ ジョウホウ キョウユウ ケントウ キカイ モウ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県などにより開催されている研修会に参加。 ケン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		368		921		岐阜県		東白川村		東白川国保診療所保健福祉部門保健係 ヒガシ シラカワ コクホ シンリョウジョ ホケン フクシ ブモン ホケン カカリ		田口 タグチ		0574-78-2100		0574-78-3028		1		507hoken@vill.higashishirakawa.lg.jp		0		1				*		*		3		5		9		9		*		*		1		6		1		8		14		14		*		*		1		6		2		0		11		10		*		*		2		10		3		0		15		15		:		*		3		0		3		4		14		12		12		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		口頭にて説明。 コウトウ セツメイ		0		0				1		*		0		0				1		口頭にて。 コウトウ		0		0				*				*				*				*				*		*				1				0		0				1		中学卒業まで評価。 チュウガク ソツギョウ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		国や県、または地域で開催される研修会に参加する。 クニ ケン チイキ カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		369		1016		三重県		鳥羽市		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		*		0599-25-1146		0599-25-1166		1		kenkou@city.toba.mie.jp		0		1				0		1		4		4		103		102		1		0		1		6		1		7		117		115		1		0		1		6		1		7		117		115		1		0		3		6		3		7		127		120		1		0		3		6		3		7		127		120		107		1		0		0		1		1		母子手帳を発行した際、気になるｹｰｽについては保健師間で情報共有している。 ボシ テチョウ ハッコウ サイ キ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のﾌｫﾛｰ教室や相談等を通じて。 ケンシン ゴ キョウシツ ソウダンナド ツウ		0		0				1		就学指導委員会等。 シュウガク シドウ イインカイ トウ		0		0		0				1		医療機関委託の4か月児健診については育児に関すること等を質問する「お母さんの問診票」があり、結果票が市町に届く。 イリョウ キカン イタク ゲツ ジ ケンシン イクジ カン トウ シツモン カア モンシン ヒョウ ケッカ ヒョウ シ マチ トド		0		0		0		0				1		県が主催する研修会に参加する。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		370		1021		三重県		木曽岬町		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤原志乃 フジワラ シノ		0567-68-6119		*		1		hokenshi@town.kisosaki.mie.jp		0		1				0		1		4		5		31		30		1		0		1		6		99		99		34		32		*		*		1		6		99		99		34		32		*		*		3		6		99		99		40		37		*		*		3		6		99		99		40		37		28		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		3～5か月児を対象にｾﾐﾅｰ実施。 ゲツ ジ タイショウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		371		1163		奈良県		葛城市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		吉岡 ヨシオカ		0745-69-9900		0745-69-9905		1		kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		273		267		1		0		1		6		1		9		393		378		1		0		1		6		1		9		393		378		*		*		3		6		3		9		392		372		*		*		3		6		3		9		392		372		370		5		1		0		0		0				1		定期的（月1回）保健師でﾐﾆ会議を行っている。 テイキテキ ツキ カイ ホケンシ カイギ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		次年度の指導内容を考えるきっかけとしている。 ジネンド シドウ ナイヨウ カンガ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7か月教室 ゲツ キョウシツ		0		0				1		発達相談を心理士が行っている。 ハッタツ ソウダン シンリシ オコナ		0		0				1		生後2か月の予防接種手帳交付会と妊娠時のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ講座で行っている。 セイゴ ゲツ ヨボウ セッシュ テチョウ コウフ カイ ニンシン ジ コウザ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		372		1192		和歌山県		海南市		くらし部健康課 ブ ケンコウ カ		上中美貴子 ウエナカ ミキコ		073-483-8441		073-483-8580		1		kenko@city.kainan.lg.jp		0		1				*		*		4		4		295		289		*		*		1		7		1		11		341		329		*		*		1		7		1		11		341		329		*		*		3		6		3		11		363		343		*		*		3		6		3		11		363		343		343		*		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し説明している。 ハイフ セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを持ち個々について対応を検討している。 ケンシン ゴ モ ココ タイオウ ケントウ		0		0				1		健やか親子21のｱﾝｹｰﾄを実施しているがその中身に触れている。 スコ オヤコ ジッシ ナカミ フ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し検討している。 ケンシン ゴ ジッシ ケントウ		0		0				1		5歳児健康診査で実施。 サイジ ケンコウ シンサ ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		定期的な実施はしていないが必要に応じて実施したり研修会に参加したりはしている。 テイキテキ ジッシ ヒツヨウ オウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ												1

		373		1080		大阪府		池田市		子ども健康部健康増進課 コ ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		岡井妹津子 オカイ イモウト ツ コ		072-754-6034		072-754-6050		1		kenzo@city.ikeda.osaka.jp		0		1				*		*		4		5		824		809		*		*		1		7		1		11		806		776		*		*		1		7		1		11		806		779		*		*		3		7		3		11		898		868		*		*		3		7		3		11		898		863		819		73		1		0		0		1		地区坦ﾌｫﾛｰとなった妊婦については関りの中で状況変化があった場合など必要に応じて行っている。 チク タン ニンプ カカワ ナカ ジョウキョウ ヘンカ バアイ ヒツヨウ オウ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4歳健：集団指導、1.6歳健：2歳過ぎまでの成長・発達に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを全員に配布。 サイ ケン シュウダン シドウ サイ ケン サイ ス セイチョウ ハッタツ カン ゼンイン ハイフ		0		0				0				0		1		ｹｰｽ対応の中で指導した内容に対する保護者の反応・変化は捉えている。 タイオウ ナカ シドウ ナイヨウ タイ ホゴシャ ハンノウ ヘンカ トラ		1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽ・父親準備教室にてＤＶＤ等用いて啓発 チチオヤ ジュンビ キョウシツ トウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		374		1595		宮崎県		高千穂町		保健福祉総合ｾﾝﾀｰ保健予防係 ホケン フクシ ソウゴウ ホケン ヨボウ カカリ		飯干ちひろ イイ ホ		0982-73-1717		0982-73-1707		1		hokenyobou@town-takachiho.jp		0		1				*		*		3		99		91		91		*		*		1		6		99		99		82		78		*		*		1		6		99		99		82		78		*		*		3		6		99		99		110		107		*		*		3		6		99		99		101		98		95		2		1		0		0		1		妊婦健診の受診状況、結果の確認（助成券の結果から）。 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ケッカ カクニン ジョセイ ケン ケッカ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		年2回の歯科保健協議会での検討。 ネン カイ シカ ホケン キョウギカイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		場合により異なる。 バアイ コト		0		1		0		0		0				1		発達過程について、健診時の保健指導で説明。 ハッタツ カテイ ケンシン ジ ホケン シドウ セツメイ		0		0				0				0		1		継続的な関りを持ち必要に応じてｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行ってる。 ケイゾクテキ カカワ モ ヒツヨウ オウ オコナ		1		3か月健診時に講話を実施。 ゲツ ケンシン ジ コウワ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		地域の関係機関と定期的な情報交換の場を設けている（母子ｹｱ会議）。 チイキ カンケイ キカン テイキテキ ジョウホウ コウカン バ モウ ボシ カイギ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		375		1536		熊本県		西原村		住民課 ジュウミンカ		山下 ヤマシタ		096-279-4397		096-279-3438		*		*		*		*				*		*		3		5		48		46		*		*		1		8		1		10		70		63		*		*		1		8		1		10		70		63		*		*		3		6		3		8		61		55		*		*		3		6		3		8		61		55		63		1		1		0		0		0				1		内容：ｹｰｽ会議にて、時期：必要に応じて。 ナイヨウ カイギ ジキ ヒツヨウ オウ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達の目安を提示しまずは保護者自身で評価してもらう。 ハッタツ メヤス テイジ ホゴシャ ジシン ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		5歳児健診の実施。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		376		1627		鹿児島県		南種子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		丸塚直子 マル ツカ ナオコ		0997-26-1111		0997-26-0708		1		eisei1@town.minamitane.lg.jp		0		1				*		*		3		5		*		*		*		*		1		6		1		11		*		*		*		*		1		6		1		11		*		*		*		*		3		0		3		11		*		*		*		*		3		0		3		12		*		*		48		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次の健診までの成長の見通しを説明している。 ツギ ケンシン セイチョウ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学の相談時などに評価している。就学後も評価対象としている。 シュウガク ソウダン ジ ヒョウカ シュウガク ゴ ヒョウカ タイショウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		377		104		北海道		小平町		保健福祉課健康づくり課 ホケン フクシカ ケンコウ カ		金子貴子 カネコ タカコ		0164-56-2111		0164-56-2110		2		kaneko.takako@town.obira.lg.jp		0		1				1		0		3		4		18		17		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		1		6		1		11		24		24		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		19		19		13		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				1		関係機関とｹｰｽ連絡を行うなどして、支援の方向性を検討。 カンケイ キカン レンラク オコナ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		療育機関・幼稚園・教育委員会等と連携。 リョウイク キカン ヨウチエン キョウイク イインカイ トウ レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		378		92		北海道		上富良野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鎌田理恵 カマタ リエ		0167-45-6987		0167-45-5788		2		kamada-r@town.kamifurano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		78		78		1		0		1		6		1		8		91		91		1		0		1		6		1		8		91		91		1		0		3		0		3		3		100		100		1		0		3		0		3		3		100		100		90		2		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		担当の歯科衛生士と課題を共有し改善に努める。 タントウ シカ エイセイシ カダイ キョウユウ カイゼン ツト		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		資料を使用している。 シリョウ シヨウ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1

		379		45		北海道		上ノ国町		保健福祉課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ シエン		大橋　朗 オオハシ ロウ		0139-55-4460		0139-55-2760		2		hogara_ohashi@town.kaminokuni.lg.jp		1		2		1		1		0		4		8		28		28		1		0		1		6		1		11		26		24		1		0		1		6		1		11		26		24		1		0		3		0		3		11		34		30		1		0		3		0		3		11		34		30		18		2		1		0		0		0				1		ｹｰｽにより内容と評価時期を設定している。 ナイヨウ ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保育所での歯科指導や就学時健診時の歯科指導を実施する等の活用ができている。 ホイク ショ シカ シドウ シュウガク ジ ケンシン ジ シカ シドウ ジッシ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		月齢に応じたﾘｰﾌﾚｯﾄを用いながら少し先の発達について説明している。 ゲツレイ オウ モチ スコ サキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		育て難さを感じる親に限定した評価はしているが、ｹｰｽによって必要時に評価している。 ソダ ニク カン オヤ ゲンテイ ヒョウカ ヒツヨウジ ヒョウカ		1		母親へのｱﾝｹｰﾄ項目により、知らない方には説明はしてきた。中3への健康教育の中で毎年啓発をしている。 ハハオヤ コウモク シ カタ セツメイ チュウ ケンコウ キョウイク ナカ マイトシ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所・発達支援ｾﾝﾀｰと連携して継続的に観察・評価をしている。 ホイク ショ ハッタツ シエン レンケイ ケイゾクテキ カンサツ ヒョウカ		0		0				1		保育所・発達支援ｾﾝﾀｰと連携し、実際に対象児を観察した後、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしている。 ホイク ショ ハッタツ シエン レンケイ ジッサイ タイショウ ジ カンサツ アト		0		0		0				0				0		0		1		0				1		研修に参加するための予算。 ケンシュウ サンカ ヨサン		0				0				0		0								1						1

		380		1		北海道		小樽市		健康増進課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ子育て支援ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ コソダ シエン		山本直美 ヤマモト ナオミ		0134-22-3110		0134-22-1469		1		kenko@city.otaru.lg.jp		0		1				0		1		4		4		631		596		1		0		1		6		1		11		672		653		1		0		1		6		1		11		672		651		1		0		3		0		3		11		716		690		1		0		3		0		3		11		716		690		642		95		1		1		0		0				1		平成26年度から母子健康手帳の交付時に一部面接を実施したことに伴い、次年度評価を行い継続を決定。 ヘイセイ ネンド ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ イチブ メンセツ ジッシ トモナ ジネンド ヒョウカ オコナ ケイゾク ケッテイ		0		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月歯科健診時のｱﾝｹｰﾄ項目と診査結果によりﾘｽｸ判定を行い、保健指導を実施。その結果は1年半後の3歳児健診にて判定する流れで保健指導等の内容を決定している。 サイ ゲツ シカ ケンシン ジ コウモク シンサ ケッカ ハンテイ オコナ ホケン シドウ ジッシ ケッカ ネンハン ゴ サイジ ケンシン ハンテイ ナガ ホケン シドウ トウ ナイヨウ ケッテイ		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		健診時に配布しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載している。 ケンシン ジ ハイフ キサイ		0				1		0				1		母親・両親教室で説明している。 ハハオヤ リョウシン キョウシツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診時ｱﾝｹｰﾄを含めた健診結果の内容を確認し、必要時ﾌｫﾛｰ対象としている。 ケンシン ジ フク ケンシン ケッカ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ タイショウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤職員は研修会に参加する機会を確保。研修参加後、関係する非常勤職員に伝達。 ジョウキン ショクイン ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ ケンシュウ サンカ ゴ カンケイ ヒジョウキン ショクイン デンタツ		1				1

		381		161		北海道		豊頃町		福祉課健康係 フクシカ ケンコウ カカリ		増澤奈奈 マスザワ ナナ		015-574-3141		015-574-3142		2		masuzawa.nana@toyokoro.jp		1		1		1		1		0		3		4		12		11		1		0		1		6		1		8		11		10		1		0		1		6		1		8		11		10		1		0		3		0		3		2		18		18		1		0		3		0		3		2		18		18		19		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		382		13		北海道		芦別市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		森澤恵衣 モリサワ メグミ コロモ		0124-22-2111		0124-22-9696		1		kenkou@city.ashibetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		2		6		59		57		1		0		1		6		1		11		71		69		1		0		1		6		1		11		71		69		1		0		3		0		3		11		59		56		1		0		3		0		3		11		59		57		61		5		1		0		0		0				1		担当保健師が適宜実施。 タントウ ホケンシ テキギ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1		う蝕有病者、問診事項の集計による評価を行い、次年度健康教育等の事業に活用している。 ショク ユウビョウ シャ モンシン ジコウ シュウケイ ヒョウカ オコナ ジネンド ケンコウ キョウイク トウ ジギョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつ等の食習慣 トウ ショクシュウカン		0		0		0		1		0				1		各健診で少し先の発達段階について説明する場を設けている。 カク ケンシン スコ サキ ハッタツ ダンカイ セツメイ バ モウ		0		0				0				0		1		今年度より問診事項に加えているところであり、今までも育児上の困難感について支援はいているが、保健指導の評価としてはこれからして行くところである。 コンネンド モンシン ジコウ クワ イマ イクジ ジョウ コンナン カン シエン ホケン シドウ ヒョウカ イ		1		新生児訪問で全員に啓発し、3～4か月児健診で再度確認するようにしている。 シンセイジ ホウモン ゼンイン ケイハツ ゲツ ジ ケンシン サイド カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		今年度より5歳児相談を保育所・幼稚園と連携して実施予定。実施後、評価につなげていく予定。 コンネンド サイジ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ジッシ ヨテイ ジッシゴ ヒョウカ ヨテイ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		383		70		北海道		南幌町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦早苗 ミウラ サナエ		011-378-5888		011-378-5255		1		g-kenkou@town.nanporo.hokkaido.jp		1		1				1		0		4		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		40		0		1		0		0		0				0				0		1		必要時に評価を行っていく予定。 ヒツヨウジ ヒョウカ オコナ ヨテイ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発育・発達過程をＡ３用紙1枚にまとめたもので随時説明。 ハツイク ハッタツ カテイ ヨウシ マイ ズイジ セツメイ		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期ではないが必要時に実施。 テイ キ ヒツヨウジ ジッシ		0		0				0				0		0		1		必要時、関係機関との情報交換・連携の中で実施。 ヒツヨウジ カンケイ キカン ジョウホウ コウカン レンケイ ナカ ジッシ		*				*		*		*		*				1		*		0				0				0		0										1

		384		29		北海道		伊達市		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		山下里美 ヤマシタ サトミ		0142-23-3331(635)		0142-25-3325		1		hoken@city.date.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		4		207		206		1		0		1		6		1		8		213		205		1		0		1		6		1		8		217		208		1		0		3		1		3		3		240		226		1		0		3		1		3		3		240		227		236		30		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次の健診・相談までの発達の見通し。 ツギ ケンシン ソウダン ハッタツ ミトオ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで指導。 シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		4歳の時に３健ででの事後管理状況を検討する。 サイ トキ ケン ジゴ カンリ ジョウキョウ ケントウ		0		0				0		ﾌｫﾛｰしていた児の就学状況を確認し、支援方法等の検討をする。 ジ シュウガク ジョウキョウ カクニン シエン ホウホウ トウ ケントウ		1		0		0				*				*		*		*		*				1		研修内容の中から内容を見て選ぶ。 ケンシュウ ナイヨウ ナカ ナイヨウ ミ エ		0				0				0		0								1		1				1

		385		120		北海道		津別町		健康福祉課健康医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシカ ケンコウ イリョウ		渡辺可愛 ワタナベ カ アイ		0152-76-2151		0152-76-2976		2		watanabe-kawai@town.tsubetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		27		26		1		0		1		6		1		11		29		27		1		0		1		6		1		11		29		27		*		*		3		0		3		11		19		19		*		*		3		0		3		11		19		19		24		5		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯ﾌﾞﾗｼを正しく選ぶことができない保護者の方が多かったことから次年度より歯ﾌﾞﾗｼﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを実施し、見本を配るようにした。 ハ タダ エラ ホゴシャ カタ オオ ジネンド ハ ジッシ ミホン クバ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		Ｈ27年度より生後3～7か月児を対象に育児学級を実施し、その中で子どもの心と体の発達について説明。 ネンド セイゴ ゲツ ジ タイショウ イクジ ガッキュウ ジッシ ナカ コ ココロ カラダ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		386		94		北海道		南富良野町		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		星越美鈴 ホシ コシ ミスズ		0167-52-2211		0167-39-7020		1		hokenshido@town.minamifurano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		56		53		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		1		6		1		8		25		25		1		0		3		0		3		2		17		17		1		0		3		0		3		2		17		17		21		6		0		1		0		0				0				0		1		ｹｰｽの状態に応じ随時実施。 ジョウタイ オウ ズイジ ジッシ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの中で対応を協議。 ジ ゴ ナカ タイオウ キョウギ		0		0		0		0		0		0				1		う歯のり患状況・歯みがき状態・食生活（間食）の状況を確認、改善予防に活用。 シ カン ジョウキョウ ハ ジョウタイ ショクセイカツ カンショク ジョウキョウ カクニン カイゼン ヨボウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発育発達について ハツイク ハッタツ		0		1		0		0		0				1		各々の健診で今後の発達状況と関り方について説明。 オノオノ ケンシン コンゴ ハッタツ ジョウキョウ カカワ カタ セツメイ		0		0				1		訪問や相談において母子の状態を確認（改善や困難さの状態）、ｹｰｽ検討会にて関係機関と協議。 ホウモン ソウダン ボシ ジョウタイ カクニン カイゼン コンナン ジョウタイ ケントウカイ カンケイ キカン キョウギ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		保育所・子育て支援ｾﾝﾀｰとともに不定期開催もｹｰｽ検討会議を開催（ｹｰｽ支援の状況、ｹｰｽや家族の状態確認、支援の方向性等について検討）。 ホイク ショ コソダ シエン フテイキ カイサイ ケントウ カイギ カイサイ シエン ジョウキョウ カゾク ジョウタイ カクニン シエン ホウコウセイ トウ ケントウ		1		関係機関と連絡会を設け、支援状況について確認。 カンケイ キカン レンラク カイ モウ シエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1		1				1

		387		75		北海道		栗山町		保健福祉課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ スイシン		後藤 ゴトウ		0123-73-2256		0123-73-2266		1		kenkousuisin-g@town.kuriyama.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		75		75		1		0		1		6		1		11		75		69		1		0		1		6		1		11		75		68		1		0		3		3		3		11		94		86		1		0		3		3		3		11		94		86		6		3		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		年度ごとに実績をまとめている。 ネンド ジッセキ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の診察の後に個別の面接・指導を行う。 ケンシン シンサツ アト コベツ メンセツ シドウ オコナ		0		0				1		事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価。 ジゴ ヒョウカ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		保育所・幼稚園への訪問。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン		1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		388		152		北海道		新得町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		青谷晃子 アオ タニ アキコ		0156-64-0533		0156-64-0534		2		aotani-t@town.shintoku.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		45		42		1		0		1		6		1		11		45		43		1		0		1		6		1		11		45		43		1		0		3		0		3		11		44		41		1		0		3		0		3		11		44		41		48		13		1		1		0		0				1		母子手帳発行時、中期面接時（20週頃）、後期面接時（30週頃）、その他必要な時に訪問した際にしている。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ チュウキ メンセツ ジ シュウ コロ ウシロ キ メンセツ ジ シュウ コロ タ ヒツヨウ トキ ホウモン サイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士による保健指導を10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診にて実施し、評価している。 シカ エイセイ シ ホケン シドウ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジッシ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		子育て支援・発達支援ｽﾀｯﾌ・保健師で月1回会議を開催し支援の方向性を話し合う。 コソダ シエン ハッタツ シエン ホケンシ ツキ カイ カイギ カイサイ シエン ホウコウセイ ハナ ア		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		1歳健診にて独歩・言葉なければ3か月後乳幼児健診、子育て相談に呼び出し確認している。1歳6か月・3歳児で事後ﾌｫﾛｰ必要な場合、地区担当保健師がﾌｫﾛｰ。 サイ ケンシン ドク ホ コトバ ゲツゴ ニュウヨウジ ケンシン コソダ ソウダン ヨ ダ カクニン サイ ゲツ サイ ジ ジゴ ヒツヨウ バアイ チク タントウ ホケンシ		0		0				1		保育所や幼稚園に発達支援ｾﾝﾀｰ職員を同伴訪問し、状況の確認をしている。就学前情報交換会で学校・保健師・保育所・幼稚園・教育委員会ｽﾀｯﾌが集まり会議を開催している。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ シエン ショクイン ドウハン ホウモン ジョウキョウ カクニン シュウガク マエ ジョウホウ コウカン カイ ガッコウ ホケンシ ホイク ショ ヨウチエン キョウイク イインカイ アツ カイギ カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		こどもっくる等から講師派遣し対応したり、研修会に出張等行き勉強している。 トウ コウシ ハケン タイオウ ケンシュウカイ シュッチョウ トウ イ ベンキョウ		0				0				0		0				1				1		1		1		1

		389		158		北海道		広尾町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		清水千尋 シミズ チヒロ		01558-2-5122		01558-2-5297		1		kenko@town.hiroo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		50		50		1		0		1		6		1		11		51		51		1		0		1		6		1		11		51		51		1		0		3		0		3		11		39		39		1		0		3		0		3		11		39		39		37		14		1		0		0		0				1		半年に一度、活動の評価時。 ハントシ １ド カツドウ ヒョウカ ジ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待対応の担当係と連携、必要時会議等開催。 ギャクタイ タイオウ タントウ カカリ レンケイ ヒツヨウジ カイギ トウ カイサイ		1		町・管内での評価、ｱｾｽﾒﾝﾄを経年的に行っている。 マチ カンナイ ヒョウカ ケイネンテキ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		実施なし。 ジッシ		1		健診時、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや母子手帳等を用いて発達について確認（事故予防を含めて）。 ケンシン ジ ボシ テチョウ トウ モチ ハッタツ カクニン ジコ ヨボウ フク		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		各研修に参加 カクケンシュウ サンカ		1		各研修に参加。 カクケンシュウ サンカ		0				0		0								1

		390		134		北海道		豊浦町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西村そのか ニシムラ		0142-83-2408		0142-83-2477		2		nishimura.sonoka@town.toyoura.hokkaido.jp		1		1		1		1		0		3		5		30		27		1		0		1		6		2		0		35		32		1		0		1		6		2		0		35		32		1		0		3		0		3		6		25		20		1		0		3		0		3		6		25		20		25		4		1		0		0		0				1		月末に部署内で支援台帳を回覧するほか、支援毎にｼｽﾃﾑ入力し支援内容を確認している。 ゲツマツ ブショ ナイ シエン ダイチョウ カイラン シエン ゴト ニュウリョク シエン ナイヨウ カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10～11か月児を対象に1歳時頃に到達する発達過程やことばについてﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 ゲツ ジ タイショウ サイ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問にてﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月末に部署内で会議を開催、支援台帳の回覧、支援内容をｼｽﾃﾑで確認している。 ゲツマツ ブショ ナイ カイギ カイサイ シエン ダイチョウ カイラン シエン ナイヨウ カクニン		0		0				1		療育機関との情報共有、受診同行、保育所等への機関訪問を実施している。 リョウイク キカン ジョウホウ キョウユウ ジュシン ドウコウ ホイク ショ トウ キカン ホウモン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		391		49		北海道		今金町		保健福祉課健康づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ケンコウ		三浦　萌 ミウラ モエ		0137-82-2780		0137-82-3867		1		imk-kenko@town.imakane.lg.jp		0		1				1		0		3		99		30		29		1		0		1		6		99		99		41		41		1		0		1		6		99		99		41		41		1		0		3		0		99		99		38		35		1		0		3		0		99		99		38		35		34		5		1		0		0		0				1		年度末の事業評価の際に要支援把握の手段として母子手帳交付時の面接内容や使用しているｱﾝｹｰﾄの内容、要支援対象となる妊婦の特性とその後の支援経過について振り返りを行っている。 ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ サイ ヨウ シエン ハアク シュダン ボシ テチョウ コウフ ジ メンセツ ナイヨウ シヨウ ナイヨウ ヨウ シエン タイショウ ニンプ トクセイ ゴ シエン ケイカ フ カエ オコナ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		健診結果や相談内容から必要な指導・教育を検討し、保育所でのはみがき教室等・歯科教育の内容へ反映している。 ケンシン ケッカ ソウダン ナイヨウ ヒツヨウ シドウ キョウイク ケントウ ホイク ショ キョウシツ トウ シカ キョウイク ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の問診場面にて保健師から保護者へ伝えている。 ケンシン ジ モンシン バメン ホケンシ ホゴシャ ツタ		0		0				1		担当保健師が必要と感じた際に随時ｹｰｽ検討・会議を行う。また、年度末の事業評価の際に保健師残体で振り返りを行う。 タントウ ホケンシ ヒツヨウ カン サイ ズイジ ケントウ カイギ オコナ ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ サイ ホケンシ ザン タイ フ カエ オコナ		0		0				1		新生児訪問の際にﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 シンセイジ ホウモン サイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0		健診後、医師、保健師、栄養士でカンファレンスを開催して評価している。歯科健診や心理相談時は歯科医師、歯科衛生士、臨床心理士も参加している。要ﾌｫﾛｰとなった児については問診担当若しくは地区担当の保健師が継続支援を行い、必要と判断した場合は随時支援の方向性について保健師間で検討・共有する。 ケンシン ゴ イシ ホケンシ エイヨウシ カイサイ ヒョウカ シカ ケンシン シンリ ソウダン ジ シカ イシ シカ エイセイシ リンショウ シンリシ サンカ ヨウ ジ モンシン タントウ モ チク タントウ ホケンシ ケイゾク シエン オコナ ヒツヨウ ハンダン バアイ ズイジ シエン ホウコウセイ ホケンシ カン ケントウ キョウユウ		0		1				1		保育所・幼稚園や発達支援ｾﾝﾀｰと保健福祉課間で年1回程度、ｹｰｽの情報共有と評価を行っている。 ホイク ショ ヨウチエン ハッタツ シエン ホケン フクシカ カン ネン カイ テイド ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児健診主担当者を対象に保健所主催の研修会やその他母子関係の研修会への参加に機会がある。 ニュウヨウジ ケンシン シュ タントウ シャ タイショウ ホケン ジョ シュサイ ケンシュウカイ タ ボシ カンケイ ケンシュウカイ サンカ キカイ		0				0				0		0								1		1				1

		392		179		青森県		黒石市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西澤友英 ニシ サワ ユウ エイ		0172-52-2111(内244） ナイ		0172-52-6191		2		t-nishizawa@city.kuroishi.aomori.jp		0		1				1		0		3		4		223		219		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		3		6		3		7		251		247		*		*		3		6		3		7		251		247		221		104		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		393		194		青森県		大鰐町		保健福祉課 ホケン フクシカ		佐藤由実子 サトウ ユイ ミ コ		0172-48-2111		0172-47-6742		2		yumiko-sato@town.owani.lg.jp		0		1				1		0		3		5		33		32		1		0		1		6		1		11		38		36		1		0		1		6		1		11		38		36		1		0		3		6		3		11		48		47		1		0		3		6		3		11		48		47		42		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		394		240		岩手県		岩泉町		保健福祉課健康推進室 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン シツ		小田あかね オダ		0194-22-2111		0194-22-5577		2		a.oda@town.iwaizumi.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		38		38		1		0		1		6		1		11		62		62		1		0		1		6		1		11		62		62		1		0		3		0		3		11		58		58		1		0		3		0		3		11		58		58		48		11		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		母子保健計画に沿った評価を行い次年度の計画作成し事業を実施している。 ボシ ホケン ケイカク ソ ヒョウカ オコナ ジネンド ケイカク サクセイ ジギョウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健指導等で説明を行っている。 ホケン シドウトウ セツメイ オコナ		0		0				1		「1いつも感じる」「2時々感じる」「3感じない」の選択肢を設け、1、２に該当の場合は解決方法を知っているか答えてもらっている。 カン トキドキ カン カン センタクシ モウ ガイトウ バアイ カイケツ ホウホウ シ コタ		0		0				1		３～４か月健診の問診票で知っているかを把握している。知らない場合は随時説明。離乳食教室（初期）時に説明。 ゲツ ケンシン モンシン ヒョウ シ ハアク シ バアイ ズイジ セツメイ リニュウショク キョウシツ ショキ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師・栄養士・歯科衛生士でﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行い、状況や今後も継続的にﾌｫﾛｰして行くのか等、情報共有・検討を行っている。 ケンシン ゴ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイシ オコナ ジョウキョウ コンゴ ケイゾクテキ イ トウ ジョウホウ キョウユウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		受診券を使用し、健診結果を町へ報告する形を取っている。 ジュシン ケン シヨウ ケンシン ケッカ マチ ホウコク カタチ ト		0		0		0		0				0				0				0				0		1		随時、岩手県や関係機関で開催している研修会に参加している。 ズイジ イワテ ケン カンケイ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1		1

		395		226		岩手県		八幡平市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		種市恵美 タネイチ エミ		0195-74-2111（内1087） ナイ		0195-74-2102		1		kenkou@city.hachimantai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		126		126		1		0		1		6		1		9		153		153		1		0		1		6		1		9		153		149		1		0		3		6		3		8		164		162		1		0		3		6		3		8		163		159		145		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯磨き習慣や間食の与え方等の歯科保健行動。 ハミガ シュウカン カン ショク アタ カタ トウ シカ ホケン コウドウ		1		0		0		1		0				1		３～４か月児健診で離乳食、６～７か月児健診で事故防止、言葉掛けのヒント。 ゲツ ジ ケンシン リニュウショク ゲツ ジ ケンシン ジコ ボウシ コトバ カ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		疑いがあった場合、療育機関の協力を得て発達相談を実施。その際、保育所や幼稚園とも連携、年長児については教育委員会とも連携。 ウタガ バアイ リョウイク キカン キョウリョク エ ハッタツ ソウダン ジッシ サイ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ネンチョウ ジ キョウイク イインカイ レンケイ		1		健康診査受診票を活用し、市への連絡事項が必要な場合には記載してもらったり直接連絡をもらっている。 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ カツヨウ シ レンラク ジコウ ヒツヨウ バアイ キサイ チョクセツ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		396		247		岩手県		一戸町		福祉部健康福祉課 フクシ ブ ケンコウ フクシカ		山本澪奈 ヤマモト レイ ナ		0195-32-3700		0195-32-3701		*		*		*		*				1		0		4		*		67		67		1		0		1		6		1		8		73		72		1		0		1		6		1		8		73		72		1		0		3		6		3		8		70		64		1		0		3		6		3		8		70		64		52		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問時、ﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 アカ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		397		219		岩手県		北上市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小原由桂子 オハラ ユカコ		0197-72-8297		0197-65-6039		1		kenko@city.kitakami.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		787		763		1		0		1		6		1		8		774		764		1		0		1		6		1		8		774		764		1		0		3		6		3		9		841		825		1		0		3		6		3		9		841		825		759		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		地区別のう蝕り患率の結果により、う歯の多い地区での指導を行う。う歯の増えている３歳児の指導に力を入れている。 カン リツ ケッカ シ オオ チク シドウ オコナ シ フ サイジ シドウ チカラ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団健診の指導場面で発達過程の見通しについて伝えている。 シュウダン ケンシン シドウ バメン ハッタツ カテイ ミトオ ツタ		0		0				0				1		0				1		両親学級で啓発を行っている。また、集団健診の場面で乳幼児揺さぶられ症候群について知らない人に啓発している。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ オコナ シュウダン ケンシン バメン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ ヒト ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		乳幼児健診に携わるｺﾒﾃﾞｨｶﾙを対象とした研修会を実施。 ニュウヨウジ ケンシン タズサ タイショウ ケンシュウカイ ジッシ						1

		398		225		岩手県		二戸市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畑山沙織 ハタケヤマ サオリ		0195-23-1313		0195-22-1188		2		s-hatayama@city.ninohe.iwate.jp		0		1				1		0		4		5		176		173		1		0		1		6		1		11		205		200		1		0		1		6		1		11		205		200		1		0		3		6		3		11		175		165		1		0		3		6		3		11		175		165		5		5		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健連絡協議会を開催し、歯科医師及び歯科衛生士も交えて事業の反省や改善点・強化したい点について話し合い活用している。 シカ ホケン レンラク キョウギカイ カイサイ シカ イシ オヨ シカ エイセイシ マジ ジギョウ ハンセイ カイゼンテン キョウカ テン ハナ ア カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診問診票の項目に追加し、見通しがついていない保護者に対して保健指導時に説明している。 ケンシン モンシン ヒョウ コウモク ツイカ ミトオ ホゴシャ タイ ホケン シドウ ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰを作成し、保護者に周知している。 サクセイ ホゴシャ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園訪問での状況、療育機関の療育教室参加状況等。 エン ホウモン ジョウキョウ リョウイク キカン リョウイク キョウシツ サンカ ジョウキョウトウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		399		259		宮城県		大崎市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		秋山史子 アキヤマ フミコ		0229-23-5311		0229-23-9880		1		kenko@city.osaki.miyagi.jp		0		1				1		0		4		*		1023		989		1		0		1		6		1		11		1042		985		1		0		1		6		1		11		1042		985		1		0		3		5		3		11		1104		1044		1		0		3		5		3		11		1104		1044		1072		45		1		0		0		0				1		ｹｰｽに合わせ他の関係機関と連携し支援を行い、課内で必ず報告し、必要な際には協議を行い、継続的にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟしている。評価時期はｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽである。 ア タ カンケイ キカン レンケイ シエン オコナ カ ナイ カナラ ホウコク ヒツヨウ サイ キョウギ オコナ ケイゾクテキ ヒョウカ ジキ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		むし歯有病者やむし歯要注意者については継続ﾌｫﾛｰしていつ。その後の結果等についても分析しながら次年度計画に反映させている。 バ ユウビョウシャ バ ヨウ チュウイ シャ ケイゾク ゴ ケッカ トウ ブンセキ ジネンド ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～４か月健診においてその後の発達過程について情報提供している。（模造紙に書いて貼り集団教育の場面で説明する） ゲツ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ ジョウホウ テイキョウ モゾウシ カ ハ シュウダン キョウイク バメン セツメイ		0		0				1		健診の問診票にて伺い、育て難さを感じていると回答された場合、詳しい状況や困難を感じていることについて確認し、必要時に支援している。支援した内容について対象者の変化等について検討し今後の関わりについて継続か終了か等決めている。 ケンシン モンシン ヒョウ ウカガ ソダ ニク カン カイトウ バアイ クワ ジョウキョウ コンナン カン カクニン ヒツヨウジ シエン シエン ナイヨウ タイショウシャ ヘンカトウ ケントウ コンゴ カカ ケイゾク シュウリョウ ナド キ		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで配布している。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		2か月児一般健康診査、8～9か月児健康診査について医療機関より結果を返してもらいその後支援をしている。 ゲツ ジ イッパン ケンコウ シンサ ゲツ ジ ケンコウ シンサ イリョウ キカン ケッカ カエ ゴ シエン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		年度初めに常勤・非常勤職員の共通認識を図るための打合せを開催した。 ネンド ハジ ジョウキン ヒジョウキン ショクイン キョウツウ ニンシキ ハカ ウチアワ カイサイ						1		1

		400		276		宮城県		色麻町		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		木船亜希子 キフネ アキコ		0229-66-1700		0229-66-1717		1		hoken@town.shikama.miyagi.jp		1		1				1		0		3		4		44		39		1		0		1		6		1		8		49		40		1		0		1		6		1		8		49		40		1		0		3		7		3		9		50		47		1		0		3		7		3		9		50		47		54		0		1		0		0		0				1		支援内容について係内定例会で検討・評価している。子どもの健診やｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場なども活用。 シエン ナイヨウ カカリ ナイ テイレイカイ ケントウ ヒョウカ コ ケンシン バ カツヨウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時に問診や指導の場面で説明している。 ケンシン ジ モンシン シドウ バメン セツメイ		0		0				1		健診前のｶﾝﾌｧﾚﾝｽや定例会時などで指導内容の共有評価を行っている。 ケンシン マエ テイレイカイ ジ シドウ ナイヨウ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0		0				1		新生児訪問時等で啓発している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場で指導や支援について検討している。 バ シドウ シエン ケントウ		0		0				0				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		401		344		福島県		須賀川市		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		福島雅恵 フクシマ マサエ		0248-88-8123		0248-88-8119		1		kenkou@city.sukagawa.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		622		606		1		0		1		6		99		99		592		588		1		0		1		6		99		99		592		588		1		0		3		3		3		4		622		604		1		0		3		3		3		4		622		604		566		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診の問診項目に入っている「健やか親子２１（第二次）」重点課題①－３ ケンシン モンシン コウモク ハイ スコ オヤコ ダイ ２ジ ジュウテン カダイ		0		0				0				1		0				1		3・4か月健診の問診項目に入っている「健やか親子２１（第二次）」重点課題②－５ ゲツ ケンシン モンシン コウモク ハイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		福島県主催の研修（発達関係）に参加 フクシマケン シュサイ ケンシュウ ハッタツ カンケイ サンカ		0				0				0		0

		402		304		秋田県		羽後町		保健福祉課健康管理係 ホケン フクシカ ケンコウ カンリ カカリ		齋藤万里子 サイトウ マリコ		0183-62-2111		0183-62-2120		1		kenko@town.ugo.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		7		1		8		85		79		1		0		1		7		1		8		85		79		1		0		3		6		3		7		96		91		1		0		3		6		3		7		96		91		85		1		0		0		0		1		手帳交付時にアンケート調査のみ テチョウ コウフ ジ チョウサ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		評価をきちんとしているわけではなが、次年度の事業、保育園/小中学校のフッ素洗口事業や歯科保健事業に活用 ヒョウカ ジネンド ジギョウ ホイクエン チイ チュウガッコウ ソ アラ クチ ジギョウ シカ ホケン ジギョウ カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		健診票も問診項目にあり、状況に応じて実施 ケンシン ヒョウ モンシン コウモク ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		状況により実施 ジョウキョウ ジッシ		1		就学前児童に係る連絡会を実施（教育委員会主催） シュウガクマエ ジドウ カカ レンラクカイ ジッシ キョウイク イインカイ シュサイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		研修会がある時は積極的に参加している ケンシュウカイ トキ セッキョクテキ サンカ								1				1

		403		705		新潟県		新発田市		健康推進課健やか育児支援係 ケンコウ スイシンカ スコ イクジ シエン カカリ		中村静夏 ナカムラ シズカ		0254-22-3101		0252-21-1091		1		kenkou@city.shibata.lg.jp		0		1				1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		1		6		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		1		0		3		0		99		99		*		*		707		24		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の状況を年度でまとめ、歯科協議会ではかり、次年度の計画に活かしている、 ショク ジョウキョウ ネンド シカ キョウギカイ ジネンド ケイカク イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診毎に「育児の手引き」を配布し、発達・栄養・歯科について指導している ケンシン ゴト イクジ テビ ハイフ ハッタツ エイ ヨウ シカ シドウ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出（母子手帳発行）時、新生児訪問の時啓発を行っている。 ニンシン トドケデ ボシ テチョウ ハッコウ ジ シンセイジ ホウモン トキ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		母子愛育会、県の研修会に参加している ボシ アイイク カイ ケン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1

		404		709		新潟県		見附市		教育委員会こども課元気子育て係 キョウイク イインカイ カ ゲンキ コソダ カカリ		桑原裕美 クワハラ ユミ		0258-62-1700		0258-63-5003		1		kodomo@city.mitsuke.niigata.jp		0		1		1		1		0		3		4		300		292		1		0		1		5		1		6		302		296		1		0		1		5		1		6		302		296		1		0		2		11		3		0		289		282		1		0		2		11		3		0		289		282		338		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集団指導で結果をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ シュウダン シドウ ケッカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診会場での集団指導、掲示用パネル、個別相談時のパンフレットを使用した指導 ケンシン カイジョウ シュウダン シドウ ケイジヨウ コベツ ソウダン ジ シヨウ シドウ		0						1				0		0				1		新生児訪問とこんにちは赤ちゃん訪問での啓発 シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ケイハツ		0						0				0				0				0				1		0				1		母子担当保健師と家庭児童相談員との連絡会（1回/月）、保育園・幼稚園訪問（2回/月） ボシ タントウ ホケンシ カテイ ジドウ ソウダン イン レンラクカイ カイ ツキ ホイクエン ヨウチエン ホウモン カイ ツキ		0		0				1		保育園・幼稚園訪問を通じて連携 ホイクエン ヨウチエン ホウモン ツウ レンケイ		0		0		0				1		受診票結果通知の把握、小児科医師より随時電話連絡 ジュシン ヒョウ ケッカ ツウチ ハアク ショウニカ イシ ズイジ デンワ レンラク		0		0		0		0				1		ｹｰｽ検討 ケントウ		1		ｹｰｽ検討 ケントウ		0				0		0								1		1				1

		405		809		長野県		岡谷市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		小野郁恵 オノ イクエ		0266-23-4811		0266-23-4825		1		kenkou@city.okaya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		349		340		1		0		1		6		1		7		365		356		1		0		1		6		1		7		365		356		1		0		3		0		3		1		369		354		1		0		3		0		3		1		369		354		351		71		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		いきいきママ応援講座（7～8か月児の母対象）にて、親子の愛着形成について講義 オウエン コウザ ゲツ ジ ハハ タイショウ オヤコ アイチャク ケイセイ コウギ		0		0				0				1		0				1		市や県で作成したチラシを用いて妊娠届出時や出生届時に周知。パパママ教室で厚生労働省作成のDVDを用いて啓発している。 シ ケン サクセイ モチ ニンシン トドケデ ジ シュッセイ トド ジ シュウチ キョウシツ コウセイ ロウドウショウ サクセイ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				1				0				0		0

		406		833		長野県		立科町		町民課 チョウ カ		花岡美沙紀 ハナオカ ミサキ		0267-56-2311		0267-56-2310		1		t-hoken@town.tateshina.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		43		42		1		0		1		6		1		9		47		43		1		0		1		6		1		9		47		43		1		0		3		1		3		5		52		50		1		0		3		1		3		5		47		43		*		0		1		0		0		0				0				0		1		母子健康手帳交付時にハイリスクと判断した者へは、両親学級、電話連絡等の器械で状況確認を行う ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハンダン モノ リョウシン ガッキュウ デンワ レンラク トウ キカイ ジョウキョウ カクニン オコナ		1		0				1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスで受診者1人ひとりフォローアップの妥当性を検討する。フォローアップが必要となった者へは、関係者が情報共有を行いながら支援のつど評価を行う ケンシン ゴ ジュシンシャ ニン ダトウセイ ケントウ ヒツヨウ モノ カンケイシャ ジョウホウ キョウユウ オコナ シエン ヒョウカ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		407		569		千葉県		東金市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		櫻井貴子 サクライ タカコ		0475-50-1234		0475-53-4411		1		kenko@city.togane.lg.jp		0		1				0		1		3		6		426		336		1		0		1		6		1		11		426		421		1		0		1		6		1		11		426		421		1		0		3		6		3		11		407		394		1		0		3		6		3		11		407		394		439		161		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新米パパママ教室にてDVD シンマイ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県等の研修会参加 ケン トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		408		591		千葉県		山武市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田祐子 ヨシダ ユウコ		0475-80-1172		0475-80-1177		1		kenkoshien@city.sammu.lg.jp		0		1				1		0		3		11		282		271		1		0		1		6		1		11		275		263		1		0		1		6		1		11		275		263		1		0		3		6		3		11		328		311		1		0		3		6		3		11		328		311		320		109		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0						0				1		0				0				1		0				1		市のホームページ等でお知らせしている シ トウ シ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		愛育会、JFPA,看護協会、県など アイイク カイ カンゴ キョウカイ ケン		1		新生児、妊産婦訪問指導者研修会など シンセイジ ニンサンプ ホウモン シドウ シャ ケンシュウカイ		0				0		0										1

		409		577		千葉県		鴨川市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		石井和歌子 イシイ ワカコ		04-7093-7111		04-7093-7115		1		kenko@city.kamogawa.lg.jp		0		1				0		1		3		6		215		159		1		0		1		6		1		8		238		225		1		0		1		6		1		8		238		225		1		0		3		6		3		8		244		231		1		0		3		6		3		8		244		231		225		41		0		0		0		1		母子手帳交付時にリスクの有無、今後の支援の必要性を判断し、リスクのあるケースについては、その後の保健師の情報共有会でアセスメントしている。リスクがないと判断されたケースはアセスメントしていない ボシ テチョウ コウフ ジ ウム コンゴ シエン ヒツヨウセイ ハンダン ゴ ホケンシ ジョウホウ		0				0		1		ｹｰｽの状況により、保健婦間の情報共有会にて不定期に評価 ジョウキョウ ホケン フ カン ジョウホウ キョウユウ カイ フテイキ ヒョウカ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		個別相談の中で必要なケースには情報提供している。 コベツ ソウダン ナカ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ		0				0		1		個別相談の中で、育てにくさを感じるような発言があれば、掘り下げて情報収集アセスメントして対応している コベツ ソウダン ナカ ソダ カン ハツゲン ホ サ ジョウホウ シュウシュウ タイオウ		1		ポスター掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォローアップは各地区担当保健師に任せられている カクチク タントウ ホケンシ マカ		0				0		0		1		教育委員会担当者へ情報共有は行うが、共に評価する場はない。 キョウイク イインカイ タントウシャ ジョウホウ キョウユウ オコナ トモ ヒョウカ バ		0				0		0		0		1		仕組みはない。市内医療機関へは虐待担当課から虐待の可能性等あれば連絡をくれるよう申し出はしている（委託健診時とは限らない。） シク シナイ イリョウ キカン ギャクタイ タントウカ ギャクタイ カノウセイ トウ レンラク モウ デ イタク ケンシン ジ カギ		0				0				0				1		0

		410		570		千葉県		旭市		健康管理課支援班 ケンコウ カンリ カ シエン ハン		渡邉恵美子 ワタナベ エミコ		0479-57-3113		0479-50-5027		1		shien@city.asagi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		494		472		1		0		1		6		1		7		499		484		1		0		1		6		1		7		499		484		1		0		3		5		3		6		522		507		1		0		3		5		3		6		522		507		59		39		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健康教育内容に盛り込む ケンコウ キョウイク ナイヨウ モ コ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児（4か月児）健診にて。おすわり、ハイハイ、立っち等の説明、1歳6か月児健診で言葉の伸び方の説明 ニュウジ ゲツ ジ ケンシン タ トウ セツメイ サイ ゲツ ジ ケンシン コトバ ノ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		２～3か月児を対象とした「子育て学級｝にてDVD「赤ちゃんの泣きが止まらない」視聴 ゲツ ジ タイショウ コソダ ガッキュウ アカ ナ ト シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		411		600		千葉県		芝山町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		遠藤かおり エンドウ		0479-77-1891		0479-77-1970		1		hoken-c@town.shibayama.lg.jp		1		1				0		1		3		5		42		28		1		0		1		3		1		7		40		40		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		3		3		7		42		40		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診後や専門相談後のカンファレンスで検討している ケンシン ゴ センモン ソウダン ゴ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		電話確認の時期や訪問の必要性、専門相談を勧めるかなど、健診後のカンファレンスで検討している デンワ カクニン ジキ ホウモン ヒツヨウセイ センモン ソウダン スス ケンシン ゴ ケントウ		0		0				1		保育所の巡回相談や小学校との情報交換会を行っている。 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ショウ ガッコウ ジョウホウ コウカン カイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		412		596		千葉県		多古町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		遠藤奈摘 エンドウ ナ ツ		0479-76-3185		0479-76-3186		1		kenko@town.tako.chiba.jp		1		1		1		1		1		3		6		70		63		1		0		1		7		1		8		86		82		1		0		1		7		1		8		86		82		1		0		3		5		3		6		94		91		1		0		3		5		3		6		94		91		91		5		1		0				1		プレママ教室 キョウシツ		1		電話、訪問等 デンワ ホウモン トウ		0		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが虐待の疑いを把握した場合、主管課へ情報提供し共有している。 ナ ギャクタイ ウタガ ハアク バアイ シュカンカ ジョウホウ テイキョウ キョウユウ		0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		成長・発達の過程を指導時に説明している セイチョウ ハッタツ カテイ シドウ ジ セツメイ		0		0				1		健診後カンファレンスを行い、必要な機関につなげられるようにしている。 ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウ キカン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		必要時、情報共有している ヒツヨウジ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤ともに、管内が行う研修会に参加できるよう配慮している。 ジョウキン ヒジョウキン カンナイ オコナ ケンシュウカイ サンカ ハイリョ						1						1

		413		590		千葉県		香取市		健康づくり課 ケンコウ カ		寺島雅代 テラシマ マサヨ		0478-50-1235		0478-54-7462		1		kenko10.sa@city.katori.lg.jp		0		1				1		0		3		5		417		403		1		0		1		6		1		8		446		424		1		0		1		6		1		8		446		424		1		0		3		5		3		7		511		479		1		0		3		5		3		7		511		479		455		4		1		0		0		1		母子保健推進員による妊婦訪問（希望した妊婦のみ）時に行っている ボシ ホケン スイシンイン ニンプ ホウモン キボウ ニンプ ジ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルとしては設定していないが、健診後のカンファレンスで状況共有し、次の支援につなげている。 セッテイ ケンシン ゴ ジョウキョウ キョウユウ ツギ シエン		0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診時の集団指導や個別面接時に伝えている。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ コベツ メンセツ ジ ツタ		0		0				0				0		1		対象児への関わりをとおして、児に対する保護者の思いを把握し次の対応につなげている タイショウ ジ カカ ジ タイ ホゴシャ オモ ハアク ツギ タイオウ		1		母子保健推進員研修会等で健康教育を実施。母子手帳交付時の説明 ボシ ホケン スイシンイン ケンシュウカイ トウ ケンコウ キョウイク ジッシ ボシ テチョウ コウフ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価項目を設定していないが、各児に対し療育機関・保健所・教育委員会等と連携し成長過程や現状、関わりについて振り返りを実施している。 ヒョウカ コウモク セッテイ カク ジ タイ リョウイク キカン ホケンジョ キョウイク イイン カイ トウ レンケイ セイチョウ カテイ ゲンジョウ カカ フ カエ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		非常勤従事者に対し年度当初に打ち合わせの場を設け、事業に対する共通理解・情報共有をしている。 ヒジョウキン ジュウジシャ タイ ネンド トウショ ウ ア バ モウ ジギョウ タイ キョウツウ リカイ ジョウホウ キョウユウ						1

		414		589		千葉県		匝瑳市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		齋木優子 サイキ ユウコ		0479-78-1200		0479-73-6223		1		k-kenko@city.sosa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		236		226		1		0		1		6		1		11		260		250		1		0		1		6		1		11		260		249		1		0		3		6		3		11		267		254		1		0		3		1		3		11		285		253		259		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕の保健指導の成果の評価方法を検討している。 ショク ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ホウホウ ケントウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		第１子や必要者に対して発達過程の見直しや情緒面の成長について説明している ダイ コ ヒツヨウ シャ タイ ハッタツ カテイ ミナオ ジョウチョ メン セイチョウ セツメイ		0				0		1		保健指導の内容を健診のカンファレンス等で検討している。 ホケン シドウ ナイヨウ ケンシン トウ ケントウ		1		両親学級で新生児の特徴を含め啓発を行っている リョウシン ガッキュウ シンセイジ トクチョウ フク ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検発行内容と結果をまとめ、医師にフィードバックしている。 セイ ケン ハッコウ ナイヨウ ケッカ イシ		0				0		1		定期的な評価をする機会は設けていないが、ｽﾀｯﾌ間で協議しながら随時方向性を決めている テイキテキ ヒョウカ キカイ モウ カン キョウギ ズイジ ホウコウセイ キ		0				0		0		1		各機関で評価した内容をつきあわせている カクキカン ヒョウカ ナイヨウ		0				1		0		0		0				1		愛育会、JFPA,看護協会、県など家族計画協会等の研修会に参加している。 アイイク カイ カンゴ キョウカイ ケン カゾク ケイカク キョウカイ トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		415		605		千葉県		白子町		保健福祉課 ホケン フクシカ		鈴木 スズキ		0475-33-2179		0475-33-4132		1		hoken@town.shirako.lg.jp		1		1		1		1		0		4		*		60		59		1		0		1		6		1		8		71		71		1		0		1		6		1		8		71		71		1		0		3		6		3		8		72		67		1		0		3		6		3		8		72		67		54		9		0		0		0		1		妊婦健診の受診状況を確認 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ カクニン		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		保健師による個別相談の実施 ホケンシ コベツ ソウダン ジッシ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援委員会にて評価をしている キョウイク シエン イインカイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		416		573		千葉県		市原市		保健福祉部保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		松田ひろみ マツダ		0436-23-1187		0436-23-1295		1		hoken-center@city.ichihara.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		2023		1935		1		0		1		6		1		11		2037		1951		1		0		1		6		1		11		2037		1950		1		0		3		5		3		11		2220		2086		1		0		3		5		3		11		2220		2086		2076		92		0		0		0		1		保健師が対面して母子健康手帳を交付した時のみ行っている ホケンシ タイメン ボシ ケンコウ テチョウ コウフ トキ オコナ		0				1		0				1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		健診結果、問診等を集計分析し、事業計画の際に活用する他従事者間で研修等を通じて共有している ケンシン ケッカ モンシン トウ シュウケイ ブンセキ ジギョウ ケイカク サイ カツヨウ ホカ ジュウジシャ カン ケンシュウトウ ツウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳に掲載し啓発。初妊婦対象のプレママ教室で抱き方の実習を行い啓発。新生児訪問にて啓発。 ボシ ケンコウ テチョウ ケイサイ ケイハツ ショ ニンプ タイショウ キョウシツ ダ カタ ジッシュウ オコナ ケイハツ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0						0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		健診内容に関する研修を実施する場合は常勤、非常勤共に参加を促している。 ケンシン ナイヨウ カン ケンシュウ ジッシ バアイ ジョウキン ヒジョウキン トモ サンカ ウナガ						1		1

		417		578		千葉県		鎌ヶ谷市		健康福祉部健康増進課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		舘岡 タテオカ		047-445-11418（内731） ナイ		047-445-8261		1		kenkan@city.kamagaya.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		853		746		1		0		1		8		1		11		903		850		1		0		1		8		1		11		903		850		1		0		3		5		3		11		962		866		1		0		3		5		3		11		962		860		926		34		1		0		0		1		交付時から必要時、継続的に実施 コウフ ジ ヒツヨウジ ケイゾクテキ ジッシ		0				0		1		定期的ではないが、必要に応じて評価している。 テイキテキ ヒツヨウ オウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		評価した内容に基づいて次年度の健康教育や保健指導等に反映させている ヒョウカ ナイヨウ モト ジネンド ケンコウ キョウイク ホケン シドウ トウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		全数に健診等でスクリーニングを実施しており、個々に合わせて指導している。 ゼン スウ ケンシン トウ ジッシ ココ ア シドウ		0		0				1		ｹｰｽ検討会議等で実施 ケントウ カイギ トウ ジッシ		0		0				1		パパママ教室、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん事業等においてリーフレットやDVDを用いて教育している。また4か月児健康相談において問診に取り入れている。 キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ジギョウ トウ モチ キョウイク ゲツ ジ ケンコウ ソウダン モンシン ト イ		0		0				1		精検発行後の診断等を確認している。 セイ ケン ハッコウ ゴ シンダントウ カクニン		0				0		定期的ではないが、前回の健診でのフォロー方法と今回の健診での結果のつきあわせをしｽﾀｯﾌ間で共有している。 テイキテキ ゼンカイ ケンシン ホウホウ コンカイ ケンシン ケッカ カン キョウユウ		0				0		0				0				0		1				1		就学時健診と3歳児健診のﾏｯﾁﾝｸﾞ シュウガク ジ ケンシン サイジ ケンシン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		心理発達相談員からスクリーニングに関する手法のの講義など行っている シンリ ハッタツ ソウダン イン カン シュホウ コウギ オコナ		1		連絡会などで必要時行っている レンラクカイ ヒツヨウジ オコナ		0				0		0								1		1		1		1

		418		576		千葉県		我孫子市		健康福祉部健康づくり支援課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン カ		一場 イチバ		04-7185-1126		04-7185-1144		1		abk_hokencenter@city.abiko.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		872		807		1		0		1		6		1		11		975		903		1		0		1		6		1		11		970		900		1		0		3		6		3		11		1042		897		1		0		3		6		3		11		1042		890		886		383		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		必要時、要保護児童対策地域協議会のｹｰｽとする。要保護児童対策地域協議会及び所轄部署に報告、連携実施 ヒツヨウジ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ カイ オヨ ショカツ ブショ ホウコク レンケイ ジッシ		1		計画の目標値に保健指導の内容を定め年1回達成度などの確認を行い次年度事業を行う際活用している。 ケイカク モクヒョウチ ホケン シドウ ナイヨウ サダ ネン カイ タッセイ ド カクニン オコナ ジネンド ジギョウ オコナ サイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診で言語やコミュニケーションの発達を説明指導。 サイ ゲツ ジ ケンシン ゲンゴ ハッタツ セツメイ シドウ		0						0				1		0				0				1		0				1		医師の判断、検尿、視力検査 イシ ハンダン ケンニョウ シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		職場内事例検討会。他機関主催の研修に積極的に公務として参加 ショクバ ナイ ジレイ ケントウカイ タ キカン シュサイ ケンシュウ セッキョクテキ コウム サンカ		0				0				0		0				1				1				1

		419		585		千葉県		印西市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		平川知恵 ヒラカワ チエ		0476-42-5595		0476-42-5514		1		kenkouka@city.inzai.lg.jp		0		1				0		1		3		6		736		691		1		0		1		5		1		7		827		810		1		0		1		5		1		7		827		809		1		0		3		5		3		7		973		920		1		0		3		5		3		7		973		919		698		12		1		0		0		0		保健師以外の者が交付した際は、業務担当がハイリスク妊婦をセレクトしその後地区担当保健保健師が支援している。 ホケンシ イガイ モノ コウフ サイ ギョウム タントウ ニンプ ゴ チク タントウ ホケン ホケンシ シエン		1		4か月児相談で業務担当が継続の必要な対象を実施前に抽出し、結果をカースカンファレンスで共有している。 ゲツ ジ ソウダン ギョウム タントウ ケイゾク ヒツヨウ タイショウ ジッシ マエ チュウシュツ ケッカ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		各健診について対象者をスタッフが共通認識したうえで健診後ケースカンファで今後の支援について検討する カク ケンシン タイショウシャ キョウツウ ニンシキ ケンシン ゴ コンゴ シエン ケントウ		0		0				1		プレママクラス、4か月児相談で口頭で伝えている ゲツ ジ ソウダン コウトウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各健診前に、その健診担当者がそれまでの支援状況を把握し、経過観察としてセレクトしたうえで事前カンファレンスでスタッフが共有。健診後の同日カンファレンスで結果を共有 カク ケンシン マエ ケンシン タントウシャ シエン ジョウキョウ ハアク ケイカ カンサツ ジゼン キョウユウ ケンシン ゴ ドウジツ ケッカ キョウユウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		新任期の保健師は愛育会等の研修を受講させている シンニンキ ホケン シ アイイク カイ トウ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0		各健診会場で毎回カンファレンスを実施し、判断・支援方法を共有している カク ケンシン カイジョウ マイカイ ジッシ ハンダン シエン ホウホウ キョウユウ								1

		420		560		千葉県		銚子市		健康福祉部健康づくり課母子保健班 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン ハン		笹本尚子 ササモト ナオコ		0479-24-8070		0479-24-8071		1		kenkou@city.choshi.lg.jp		0		1				1		0		4		9		298		287		1		0		1		7		1		11		338		329		1		0		1		7		1		11		338		329		1		0		3		6		3		11		368		357		1		0		3		6		3		11		368		357		331		90		1		0		0		0				1		事業担当が年に２～３回支援状況について評価している ジギョウ タントウ ネン カイ シエン ジョウキョウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月、９か月、１歳６か月健診、３歳児健診の際、少し先の到達する発達過程についてパンフレット等を利用して個別説明している ゲツ ゲツ サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン サイ スコ サキ トウタツ ハッタツ カテイ トウ リヨウ コベツ セツメイ		0		0				1				0		0				1		パパママ、新生児訪問の際 シンセイジ ホウモン サイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		年１回検討会を開催している ネン カイ ケントウカイ カイサイ		0				0				0		0								1

		421		1724		政令市 セイレイシ		さいたま市		保健福祉局保健部健康増進課 ホケン フクシ キョク ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		白鳥孝太郎 シラトリ コウタロウ		047-829-1294		047-829-1967		1		kenko-zoshin@city.saitama.lg.jp		1		1				0		1		4		5		11003		10370		0		1		1		6		1		11		11289		10707		0		1		1		6		1		11		11289		8543		0		1		3		6		3		11		11445		10685		0		1		3		6		3		11		11445		8525		11452		*		0		0		1		0				1		特定妊婦について、支援の方向性の確認や内容の検討を定期的に行っている トクテイ ニンプ シエン ホウコウセイ カクニン ナイヨウ ケントウ テイキテキ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		個別のケースワークの一環として、必要に応じ医療機関に連絡をする。 コベツ イッカン ヒツヨウ オウ イリョウ キカン レンラク		0		0		1		0				*		*		*				0		0		0		0		0		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				*				*		*				*				*		*				1		産婦新生児訪問と乳児全戸訪問時に「赤ちゃんが泣きやまない」というリーフレットを配布。リーフレット記載内容のQRコードを読み込むことでスマホでリーフレットの内容を動画で見られるようにしている。 サンプ シンセイジ ホウモン ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ アカ ナ ハイフ キサイ ナイヨウ ヨ コ ナイヨウ ドウガ ミ		0		0				0				0				0				0				0		0				*				*		*				*				*		*		*				1		健康診査表に、医師の判定のほか、市への連絡事項等を記載する欄を設けている。 ケンコウ シンサ ヒョウ イシ ハンテイ シ レンラク ジコウ トウ キサイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		マニュアルにて健診内容・精度の統一を図っている ケンシン ナイヨウ セイド トウイツ ハカ

		422		553		埼玉県		神川町		保健センター ホケン		木村めぐみ キムラ		0495-77-4041		0495-77-0550		1		hoken@town.kamikawa.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		88		87		1		0		1		6		1		7		101		98		1		0		1		6		1		7		101		98		1		0		3		3		3		4		117		114		1		0		3		3		3		4		117		114		81		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕の保健指導の成果の評価はしているが、毎年は事業計画に活用できていない ショク ホケン シドウ セイカ ヒョウカ マイネン ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１歳児健診で１歳頃から１歳半頃に到達する社会性の発達過程を説明しチラシを渡している サイジ ケンシン サイ コロ サイハン コロ トウタツ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ ワタ		0		0				0				0		1		来所時の親の表情、子への関わり方を直接確認したり、問診で親の体調等を把握し保健指導をしているが、評価となると一部のみになっている ライ ショ ジ オヤ ヒョウジョウ コ カカ カタ チョクセツ カクニン モンシン オヤ タイチョウ トウ ハアク ホケン シドウ ヒョウカ イチブ		1		赤ちゃん訪問時にパンフレットを渡し説明している。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の保育所、幼稚園に限られてしまうが定期的に訪問し児の用紙を担任の先生と確認し評価している。 チョウナイ ホイク ジョ ヨウチエン カギ テイキテキ ホウモン ジ ヨウシ タンニン センセイ カクニン ヒョウカ		0				0		1		0		0				1		県等の研修会に参加している ケン トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1

		423		517		埼玉県		戸田市		福祉保健センター健康増進担当 フクシ ホケン ケンコウ ゾウシン タントウ		奥野加奈子 オクノ カナコ		048-446-6491		048-446-6284		1		health@city.toda.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		1555		1522		1		0		1		8		2		0		1555		1489		1		0		1		8		2		0		1555		1488		1		0		3		6		4		0		1510		1394		1		0		3		6		4		0		1510		1393		1621		384		1		1		0		1		医療機関からの連絡があった時 イリョウ キカン レンラク トキ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診の問診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ イ		0		0				1		乳幼児健診の問診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ オコナ		0		0				1		産婦・新生児訪問の際にチラシを配布し説明している。乳幼児健診の問診時に行っていた サンプ シンセイジ ホウモン サイ ハイフ セツメイ ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0		各健診担当者によって異なる カク ケンシン タントウシャ コト		0		1				0				0		0		1		５歳児発達健診にてフォローしている。 サイジ ハッタツ ケンシン		0				0		0		1		0				1		県研修への参加等 ケン ケンシュウ サンカ トウ		0				0				0		0				1

		424		540		埼玉県		滑川町		健康づくり課保健センター ケンコウ カ ホケン		厚目未奈子 アツ メ ミナコ		0493-56-5330		0493-56-5331		1		na3411305@town.namegawa.lg.jp		0		1		1		1		0		4		4		167		159		1		0		1		6		1		6		172		172		1		0		1		6		1		6		172		172		1		0		3		6		3		8		188		185		1		0		3		6		3		8		188		185		173		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導の場面で説明 ホケン シドウ バメン セツメイ		0		0				0				1		0				1		症候群を知らない人へは健診時に説明 ショウコウグン シ ヒト ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼稚園巡回や個別発達相談において評価 ヨウチエン ジュンカイ コベツ ハッタツ ソウダン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所での研修への参加等 ホケンジョ ケンシュウ サンカトウ		1		保健所での研修への参加等 ホケンジョ ケンシュウ サンカトウ		0				0		0														1

		425		515		埼玉県		越谷市		市民健康課 シミン ケンコウ カ		小池美奈子、米永真紀 コイケ ミナコ ヨネナガ マキ		048-978-3511		048-978-0317		1		10083200@city.koshigaya.saitama.jp		0		1				0		1		4		4		2811		2678		1		0		1		6		1		11		2836		2724		1		0		1		6		1		11		2836		2724		1		0		3		0		3		11		2916		2778		1		0		3		0		3		11		2916		2778		2859		93		0		1		0		0				0				0		1		継続支援者等に対して必要時行っている ケイゾク シエン シャ トウ タイ ヒツヨウジ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕有の年次推移を追っている ショク アリ ネンジ スイイ オ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、乳幼児健診後のフォローで説明している イクジ ソウダン ニュウヨウジ ケンシン ゴ セツメイ		0		0				0				0		1		今後検討 コン ウシロ ケントウ		1		母親学級で啓発している ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今後検討 コン ゴ ケントウ		1		療育機関と定期的に会議を行っている リョウイク キカン テイキテキ カイギ オコナ		0		0		0				1		必要な場合、健診票に記載してもらう ヒツヨウ バアイ ケンシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		今後検討 コンゴ ケントウ						1		1				1

		426		398		茨城県		水戸市		健康福祉部保健センター ケンコウ フクシ ブ ホケン		高安克子 タカヤス カツコ		029-243-7311		029-243-0157		1		health@city.mito.lg.jp		0		1				0		1		3		6		2391		2238		1		0		1		6		1		11		2436		2212		1		0		1		6		1		11		2436		2208		1		0		3		0		3		11		2398		2089		1		0		3		0		3		11		2398		2089		2696		220		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		1		0		1		事前に健診スタッフに情報を伝えておく。健診の問診票に印をつけスタッフがわかるようにする ジゼン ケンシン ジョウホウ ツタ ケンシン モンシン ヒョウ シルシ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親（両親）教室でビデオ視聴、広報等に掲載し周知 ハハオヤ リョウシン キョウシツ シチョウ コウホウ トウ ケイサイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診の受診票に連絡事項として記載してもらっている。緊急の時は電話連絡 ケンシン ジュシン ヒョウ レンラク ジコウ キサイ キンキュウ トキ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		427		406		茨城県		常総市		保健推進課 ホケン スイシンカ		植竹・若林 ウエタケ ワカバヤシ		0297-23-3111		0297-23-3119		1		hokenshidou@city.joso.lg.jp		0		1				1		1		3		5		1210		488		1		0		1		6		1		11		469		410		1		0		1		6		1		11		469		411		1		0		3		1		3		11		505		471		1		0		3		1		3		11		505		471		488		0		0		1		0		0				1		妊娠から出産後の時期にハイリスクとなっている内容が改善されているか ニンシン シュッサン ゴ ジキ ナイヨウ カイゼン		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児訪問や３～４か月児健診時、離乳食教室等でパンフレットを配布、説明 ニュウジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ジ リニュウショク キョウシツ トウ ハイフ セツメイ		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		心理士とのカンファレンス、保健師間で話し合い シンリシ ホケンシ カン ハナ ア		0		0				1		保健センターでの発達相談、保育所や幼稚園での巡回相談時に心理士や園の先生とのカンファレンス ホケン ハッタツ ソウダン ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ジ シンリシ エン センセイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や団体が主催する研修会への参加 ケン ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		428		460		栃木県		壬生町		民生部こども未来課 ミンセイ ブ ミライ カ		麦倉 ムギクラ		0282-81-1887		0282-81-1121		1		kodomo@town.mibu.tochigi.jp		0		1				1		0		4		4		316		304		1		0		1		6		1		6		315		305		1		0		1		6		1		6		315		305		1		0		3		2		3		2		337		326		1		0		3		2		3		2		337		326		318		8		1		0		0		0				0				0		1		係で共有し支援の方向性について確認する カカリ キョウユウ シエン ホウコウセイ カクニン		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				0		1		健診の面接場面において親の反応に応じて行っている ケンシン メンセツ バメン オヤ ハンノウ オウ オコナ		0				1		0				0				0		1		健診の問診票の項目において説明 ケンシン モンシン ヒョウ コウモク セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などで開催される研修会に参加 ケン カイサイ ケンシュウカイ サンカ

		429		461		栃木県		野木町		町民生活部健康福祉課健康増進係 チョウミン セイカツ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		加藤 カトウ		0280-57-4171		0280-57-4193		1		kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		196		196		1		0		1		6		99		99		212		200		1		0		1		6		99		99		212		200		1		0		3		1		99		99		188		181		1		0		3		1		99		99		188		181		201		57		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		こども教育課へ報告 キョウイク カ ホウコク		*				*		*				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				*				*		*		*				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		430		442		栃木県		足利市		福祉部健康増進課 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小倉 オグラ		0284-40-3115		0284-41-1977		1		health@city.ashikaga.lg.jp		1		1				1		0		*		*		1052		1021		1		0		1		6		1		11		1102		1061		1		0		1		6		1		11		1102		1056		1		0		3		0		3		11		1029		994		1		0		3		0		3		11		1029		985		998		98		0		0		0		1		妊娠届出時のアンケート項目で妊娠中の健康課題等をアセスメントし課題があるケースへ訪問等のアプローチをしている ニンシン トドケデ ジ コウモク ニンシンチュウ ケンコウ カダイ トウ カダイ ホウモン トウ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯の状況をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ罹患状況が年々高うなっている状況から歯科衛生士の健康教育内容と問診項目を変更した ハ ジョウキョウ リカン ジョウキョウ ネンネン タカ ジョウキョウ シカ エイセイシ ケンコウ キョウイク ナイヨウ モンシン コウモク ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う歯予防のための食生活習慣 シ ヨボウ ショク セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				0		1		発達過程の見通しが分からない保護者に対して母子手帳やリーフレットを活用して個別相談で説明している。又、健診の集団教育中に身体発達のポイントを説明している ハッタツ カテイ ミトオ ワ ホゴシャ タイ ボシ テチョウ カツヨウ コベツ ソウダン セツメイ マタ ケンシン シュウダン キョウイクチュウ シンタイ ハッタツ セツメイ		0				0		1		育児困難感の割合を各健診毎に経年的に評価している。各健診事後に個別相談をすべて実施し、困難感の要因や対応について助言等を行い、必要に応じて専門スタッフによる相談や関係機関へ連携している。 イクジ コンナン カン ワリアイ カク ケンシン ゴト ケイネンテキ ヒョウカ カク ケンシン ジ ゴ コベツ ソウダン ジッシ コンナン カン ヨウイン タイオウ ジョゲントウ オコナ ヒツヨウ オウ センモン ソウダン カンケイ キカン レンケイ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		困難ｹｰｽについては、随時ケースカンファレンスを実施している。 コンナン ズイジ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		ペアレントトレーニング研修 ケンシュウ		1		ペアレントトレーニング研修 ケンシュウ		0				0		1		医師については健康福祉センター主催の療育ネットワーク会議及び乳幼児期の健康診査の従事医師研修会内で実施 イシ ケンコウ フクシ シュサイ リョウイク カイギ オヨ ニュウヨウジ キ ケンコウ シンサ ジュウジ イシ ケンシュウカイ ナイ ジッシ						1		1

		431		1690		中核市 チュウカクシ		高崎市		保健医療部健康課母子保健担当 ホケン イリョウ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		小池芙美子 コイケ フミコ		027-381-6113		027-381-6125		1		kenkou@city.takasaki.lg.jp		0		1				0		1		3		4		3152		3110		1		0		1		6		1		11		3089		3053		1		0		1		6		1		11		3089		3053		1		0		3		0		3		11		3125		3061		1		0		3		0		3		11		3125		3060		3158		105		1		1		0		0				1		母子健康手帳の交付時等で、継続支援が必要と思われた妊婦は登録をしフォローアップ時期や方法を決定。支援実施後アセスメントし評価している ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ トウ ケイゾク シエン ヒツヨウ オモ ニンプ トウロク ジキ ホウホウ ケッテイ シエン ジッシ ゴ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		年度集計、年次推移を関係者で共有し事業や指導内容に活用している ネンド シュウケイ ネンジ スイイ カンケイシャ キョウユウ ジギョウ シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診や保健指導の中で、その時期の発達の目安や次の健診・相談までの発達過程の説明指導を心がけている。資料・パンフレットなども活用している。 カク ケンシン ホケン シドウ ナカ ジキ ハッタツ メヤス ツギ ケンシン ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ シドウ ココロ シリョウ カツヨウ		0		0				1		育てにくさを訴える親に対して、親の要因か子どもに問題があるか、生活に要因があるのか、評価を見極め、支援を行っている。健診の事後指導の教室の中で問題を明らかにし次のステージへつなげている ソダ ウッタ オヤ タイ オヤ ヨウイン コ モンダイ セイカツ ヨウイン ヒョウカ ミキワ シエン オコナ ケンシン ジ ゴ シドウ キョウシツ ナカ モンダイ アキ ツギ		0		0				1		マタニティクラス、股関節脱臼（２～３か月）等でDVDを活用し啓発に努めている。 コカンセツ ダッキュウ ゲツ トウ カツヨウ ケイハツ ツト		0		0				0				0				0				0				1		1		医師の判定と保健指導の判定を別にして管理している。 イシ ハンテイ ホケン シドウ ハンテイ ベツ カンリ		1		健診時の判定を基に保健指導や支援を実施し、その都度対象者の状況を評価し、支援を終了、継続の判断をしている。継続の場合は更に支援の方法、内容を再考している。 ケンシン ジ ハンテイ モト ホケン シドウ シエン ジッシ ツド タイショウシャ ジョウキョウ ヒョウカ シエン シュウリョウ ケイゾク ハンダン ケイゾク バアイ サラ シエン ホウホウ ナイヨウ サイコウ		0		0				0				0		0		1		乳幼児健診以降、必要に応じて、こども発達センターや療育機関、保育所・幼稚園に情報提供したり、連携したりしている。それらの機関と母子保健との連携した評価をその都度行っている ニュウヨウジ ケンシン イコウ ヒツヨウ オウ ハッタツ リョウイク キカン ホイク ジョ ヨウチエン ジョウホウ テイキョウ レンケイ キカン ボシ ホケン レンケイ ヒョウカ ツド オコナ		1		健診票は２枚複写。１枚は市への報告用。用紙に市への連絡欄を設け、医師から市への支持を記入してもらっている ケンシン ヒョウ ニマイ フクシャ マイ シ ホウコクヨウ ヨウシ シ レンラク ラン モウ イシ シ シジ キニュウ		0		0		0		0				1		外部の研修が主。内部は必要があれば随時。 ガイブ ケンシュウ オモ ナイブ ヒツヨウ ズイジ		0				0				0		0				1				1

		432		483		群馬県		中之条町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		桑原奈緒子 クワハラ ナオコ		0279-75-8833		0279-76-3013		1		hokencenter@town.nakanojo.gunma.jp		0		1				1		0		4		*		80		79		1		0		1		7		1		8		87		85		1		0		1		7		1		8		87		85		1		0		3		1		3		2		86		84		1		0		3		1		3		2		86		84		93		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		コミュニケーションや声掛け、遊びの仕方 コエカ アソ シカタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		433		486		群馬県		草津町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		白鳥千春 シロトリ チハル		0279-88-5797		0279-88-1055		2		shiratori-t@town.kusatsu.gunma.jp		0		1				1		0		4		5		31		29		1		0		1		6		1		9		42		38		1		0		1		6		1		9		42		38		1		0		3		4		3		7		45		45		1		0		3		4		3		7		45		45		37		6		1		0		0		0				0				0		1		定期的に評価は行っておらず、必要に応じて不定期に評価を行っている。 テイキテキ ヒョウカ オコナ ヒツヨウ オウ フテイキ ヒョウカ オコナ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会で関係機関と情報共有を行い支援の要否、内容の協議を行う ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ オコナ シエン ヨウヒ ナイヨウ キョウギ オコナ		1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期には１歳までの発達を、１歳時点で、３歳までの発達についてパンフレットを用いて説明、指導している。 ニュウジキ サイ ハッタツ サイ ジテン サイ ハッタツ モチ セツメイ シドウ		0		0				1		健診時に配布しているアンケートに「育てにくさを感じているか」という項目を取り入れている。 ケンシン ジ ハイフ ソダ カン コウモク ト イ		0		0				1		妊娠期→両親学級での情報提供及び指導。乳児期（訪問・健診）→パンフレットを用いて説明指導 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ ジョウホウ テイキョウ オヨ シドウ ニュウジキ ホウモン ケンシン モチ セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次の健診への受診勧奨や家庭訪問により、対象児の状況を確認する ツギ ケンシン ジュシン カンショウ カテイ ホウモン タイショウ ジ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		保育所・幼稚園との情報交換。療育機関利用や相談支援の状況を把握して評価している ホイク ジョ ヨウチエン ジョウホウ コウカン リョウイク キカン リヨウ ソウダン シエン ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0								1		1				1

		434		780		山梨県		甲府市		福祉部福祉総室健康衛生課 フクシ ブ フクシ ソウ シツ ケンコウ エイセイカ		小尾恵子 チイ オ ケイコ		055-237-8950		055-227-5294		1		kennkouei@city.kofu.lg.jp		0		1				1		1		3		5		*		*		1		0		1		6		1		11		1546		1463		1		0		1		6		1		11		1546		1463		1		0		3		6		3		11		1500		1358		1		0		3		6		3		11		1500		1358		1069		94		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象者に応じてポイントは変わるので、ここで一つだけを選ぶことは難しい・ タイショウシャ オウ カ ヒト エラ ムツカ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠届出時に母子健康手帳と同時に配布している資料に掲載 ニンシン トドケデ ジ ボシ ケンコウ テチョウ ドウジ ハイフ シリョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		各研修会に参加できるように勤務体制を調整する カクケンシュウカイ サンカ キンム タイセイ チョウセイ		0				0				0		0										1

		435		797		山梨県		富士川町		子育て支援課 コソダ シエン カ		池田 イケダ		0556-22-7221		0556-22-8666		1		kosodate@town.fujikawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		107		104		1		0		1		6		1		7		60		59		1		0		1		6		1		7		60		59		1		0		3		1		3		2		105		101		1		0		3		1		3		2		105		101		82		21		1		0		0		0				1		本人への電話や訪問にて状況の確認。担当内で月１回評価 ホンニン デンワ ホウモン ジョウキョウ カクニン タントウ ナイ ツキ カイ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1				0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		集団療育事業にて親子の行動観察やアンケートの実施 シュウダン リョウイク ジギョウ オヤコ コウドウ カンサツ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回担当内で状況の確認と評価 ツキ カイ タントウ ナイ ジョウキョウ カクニン ヒョウカ		0		0				1		年長児を対象に行動観察と評価 ネンチョウジ タイショウ コウドウ カンサツ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		OJTで研修の伝達 ケンシュウ デンタツ		0				0				0		0										1				1

		436		935		静岡県		御殿場市		健康推進課母子保健スタッフ ケンコウ スイシンカ ボシ ホケン		高木早苗 タカギ サナエ		0550-82-1111		0500-84-9151		1		kenko@city.gotemba.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		970		797		1		0		1		6		1		11		874		855		1		0		1		6		1		11		874		855		1		0		3		0		3		11		884		842		1		0		3		0		3		11		884		842		886		119		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		健診票結果欄に要訪問、要育児指導項目あり ケンシン ヒョウ ケッカ ラン ヨウ ホウモン ヨウ イクジ シドウ コウモク		0				0				0				1		0

		437		768		福井県		鯖江市		健康課健康係 ケンコウ カ ケンコウ ガカリ		清水 シミズ		0778-52-1138		0778-52-1116		1		SC-Kenko@city.sabae.lg.jp		0		1				0		1		4		4		599		591		1		0		1		6		1		7		628		625		1		0		1		6		1		7		628		625		1		0		3		0		3		1		654		645		1		0		3		0		3		1		654		645		632		83		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		幼児健診時に児童福祉課の相談員が複数で配置されており、連携している。 ヨウジ ケンシン ジ ジドウ フクシカ ソウダンイン フクスウ ハイチ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問時、資料に基づき説明。１歳６か月児健診，３歳児健診時説明。２歳児に保護者向けに発達に関するアンケートを郵送。必要者に説明。 シンセイジ ホウモン ジ シリョウ モト セツメイ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ セツメイ サイジ ホゴシャ ム ハッタツ カン ユウソウ ヒツヨウ シャ セツメイ		0		0				1		発達支援の教室で保護者のアンケート等で確認している。 ハッタツ シエン キョウシツ ホゴシャ トウ カクニン		0		0				1		新生児訪問の資料に基づき説明。 シンセイジ ホウモン シリョウ モト セツメイ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				1		医師の判断 イシ ハンダン		0				0		0				1		２歳アンケートや保育園フォローで判定の適否などを確認 サイ ホイクエン ハンテイ テキヒ カクニン		0		0				0		一部の幼児だが、ふくいっ子ファイルを使って、保・幼・療Cと連携しているが、一部の保とは連携しにくい イチブ ヨウジ コ ツカ ホ ヨウ イヤス レンケイ イチブ ホ レンケイ		0		1		0				1		・妊婦健診や乳幼児健診時の健診票に記載できるスペースを設けている。・年度当初の委託契約締結依頼時にに連携について医師への以来の文書を郵送 ニンプ ケンシン ニュウヨウジ ケンシン ジ ケンシン ヒョウ キサイ モウ ネンド トウショ イタク ケイヤク テイケツ イライ ジ レンケイ イシ イライ ブンショ ユウソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1		1		1

		438		936		静岡県		袋井市		総合健康センター健康づくり課母子予防接種係 ソウゴウ ケンコウ ケンコウ カ ボシ ヨボウ セッシュ カカリ		松浦敦子 マツウラ アツコ		0538-42-7410		0538-42-7276		1		kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		4		936		891		1		0		1		6		1		11		920		880		1		0		1		6		1		11		920		880		1		0		3		0		3		11		966		912		1		0		3		0		3		11		966		912		970		40		0		0		0		1		ハイリスク妊婦については、母子手帳を交付した時に行っている。 ニンプ ボシ テチョウ コウフ トキ オコナ		1		ハイリスク家庭等のケース連絡会にかけて確認している。 カテイ トウ レンラクカイ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		次の健診、相談までの間の成長発達について大まかに説明し、親の対応方法等について伝える。 ツギ ケンシン ソウダン アイダ セイチョウ ハッタツ オオ セツメイ オヤ タイオウ ホウホウ トウ ツタ		0		0				0				1		0				0				0		1		親子手帳に記載している オヤコ テチョウ キサイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		健診、相談事業の共通理解。発達障害や小児の疾患について ソウダン ジギョウ キョウツウ リカイ ハッタツ ショウガイ ショウニ シッカン		0				0		0

		439		889		岐阜県		瑞浪市		健康づくり課 ケンコウ カ		小川明日香 オガワ アスカ		0572-68-9786				1		kenko@city.mizunami.lg.jp		0		1				1		0		3		*		258		262		1		0		1		7		1		11		253		252		1		0		1		7		1		11		253		251		1		0		2		11		3		11		295		287		1		0		2		11		3		11		295		287		313		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		市役所社会福祉課につなぎ次の支援への橋渡しを行う。 シヤクショ シャカイ フクシカ ツギ シエン ハシワタ オコナ		1		う蝕罹患率の推移により評価している ショク リカン リツ スイイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		市内栄養士連絡会を年２～３回開催し、ライフステージを通した食育の実施を心がけています。母子保健計画や健康づくり計画にて、実施した効果。評価を行います。 シナイ エイヨウシ レンラクカイ ネン カイ カイサイ トオ ショクイク ジッシ ココロ ボシ ホケン ケイカク ケンコウ ケイカク ジッシ コウカ ヒョウカ オコナ				発達過程を表にして配布し、母と共に発達過程を確認する機会を設けている。 ハッタツ カテイ ヒョウ ハイフ ハハ トモ ハッタツ カテイ カクニン キカイ モウ		1		0				0				0		1		育てにくさの背景（要因）に対する保健指導を記録し、保健師間で共有する中でアドバイスを受け、個々に評価している。 ソダ ハイケイ ヨウイン タイ ホケン シドウ キロク ホケン シ カン キョウユウ ナカ ウ ココ ヒョウカ		1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		毎年フォローアップ内容、方法について見直しする機会を職員間で持っている。 マイトシ ナイヨウ ホウホウ ミナオ キカイ ショクインカン モ		0		0				1		要フォロー者リストを保育園に提供し、入園後の様子を返してもらうことで評価している。 ヨウ シャ ホイクエン テイキョウ ニュウエン ゴ ヨウス カエ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達に関する研修会を実施している。 ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		1		発達に関する研修会を実施している。 ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		440		898		岐阜県		飛騨市		市民福祉部健康生きがい課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ イ カ ケンコウ スイシン カカリ		元田由美子 モトダ ユミコ		0577-73-2948		0577-73-3604		1		kenkou@city.hida.gifu.jp		0		1				1		0		3		4		137		137		1		0		1		6		1		8		145		145		1		0		1		6		1		8		145		145		1		0		2		11		3		1		194		194		1		0		2		11		3		1		194		194		161		28		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		歯科検診、相談事業の継続 シカ ケンシン ソウダン ジギョウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診、教室において個別に伝えている相談事業で現在とこれからの発達の見通しについて集団指導を行っている カク ケンシン キョウシツ コベツ ツタ ソウダン ジギョウ ゲンザイ ハッタツ ミトオ シュウダン シドウ オコナ		0		0				1				0		0				1		こんにちは赤ちゃん訪問、３か月児相談、乳児健診で資料やリーフレットを使用して説明している。 アカ ホウモン ゲツ ジ ソウダン ニュウジ ケンシン シリョウ シヨウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		特別に評価の機会を設けているわけではないが個人のフォローアップの際やフォローアップ事業のカンファレンスで妥当性についても検討している。 トクベツ ヒョウカ キカイ モウ コジン サイ ジギョウ ダトウセイ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		必要時研修会の開催、既存の研修会への参加（予算確保） ヒツヨウジ ケンシュウカイ カイサイ キゾン ケンシュウカイ サンカ ヨサン カクホ		0				0				0		0								1

		441		983		愛知県		田原市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		岸田愛子 キシダ アイコ		0531-23-3515		0531-23-3810		1		kenko@city.tahara.aichi.jp		0		1				1		0		4		4		508		511		1		0		1		6		1		7		557		548		1		0		1		6		1		7		557		548		1		0		3		3		3		4		590		571		1		0		3		3		3		4		590		569		514		23		1		0		0		0				1		産後、新生児訪問にて支援後の状況を確認している サンゴ シンセイジ ホウモン シエン ゴ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		歯科衛生士による集団指導の内容を変更している。 シカ エイセイシ シュウダン シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談や健診、訪問にて実施している。また、相談があれば個別でも対応している。 イクジ ソウダン ケンシン ホウモン ジッシ ソウダン コベツ タイオウ		0		0				1		ケース検討会等 ケントウカイ トウ		0		0				1		母子手帳交付時において個別に指導。ハイリスク妊婦訪問にてDVD視聴と指導 ボシ テチョウ コウフ ジ コベツ シドウ ニンプ ホウモン シチョウ シドウ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診後のフォローを個別で確認している ケンシン ゴ コベツ カクニン		0		0				1		園訪問、療育機関等にて状況確認や共有を図っている エン ホウモン リョウイク キカン トウ ジョウキョウ カクニン キョウユウ ハカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修会等に参加 ケン ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0								1		1		1		1

		442		998		愛知県		阿久比町		民生部健康介護課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ カイゴ カ ホケン ガカリ		松田由佳 マツダ ユカ		0569-48-1111		0569-48-7333		1		kenko@town.agui.lg.jp		0		1				1		0		3		4		293		289		1		0		1		6		1		7		359		358		1		0		1		6		1		7		359		358		1		0		3		0		3		1		361		353		1		0		3		0		3		1		361		352		289		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの養育環境 コ ヨウイク カンキョウ		0		1		0		0		0				0				0		1		必要な人にしている ヒツヨウ ヒト		0				1		0				0				0		1		必要な人にしている ヒツヨウ ヒト		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		健診事後教室参加児についてはしている ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ ジ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		非常勤の保健師も含め保健所等で実施される研修に参加するようにしている ヒジョウキン ホケン シ フク ホケンジョ トウ ジッシ ケンシュウ サンカ								1

		443		982		愛知県		日進市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		近藤友美 コンドウ トモミ		0561-72-0770		0561-74-0244		1		kenko@city.nisshin.lg.jp		1		1				1		0		3		5		1015		1006		1		0		1		7		1		11		1010		996		1		0		1		7		1		11		1010		996		1		0		3		0		3		11		1062		1044		1		0		3		0		3		11		1062		1044		1060		236		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		444		1002		愛知県		武豊町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		竹内京子 タケウチ キョウコ		0567-72-2500		0567-72-2507		1		kenko@town.taketoyo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		363		359		1		0		1		6		1		7		398		389		1		0		1		6		1		7		398		389		1		0		2		11		3		1		422		412		1		0		2		11		3		1		422		412		363		6		1		0		1		1		できる限り保健師で交付をし、その時にアセスメントを行っている。必要なケースは交付後にも行っている。 カギ ホケン シ コウフ トキ オコナ ヒツヨウ コウフ ゴ オコナ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		２～３か月児対象の育児教室で、乳児期のかかわりを土台とした社会性の発達について伝えている ゲツ ジ タイショウ イクジ キョウシツ ニュウジキ ドダイ シャカイセイ ハッタツ ツタ		0		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室にて啓発を検討している ニンプ キョウシツ ケイハツ ケントウ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		445		985		愛知県		清須市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		幸村美佐緒 ユキ ムラ ミサオ		052-400-2911		052-409-3090		1		kenkosuishin@city.kiyosu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		686		681		1		0		1		6		1		9		703		682		1		0		1		6		1		9		703		681		1		0		2		11		3		2		663		643		1		0		2		11		3		2		663		643		768		14		1		0		0		0				0				0		1		定期的な評価はしていないが、リスクのある妊婦の地区別フォロー台帳を作成。特にハイリスク妊婦に関しては、係内で支援状況をカンファレンスし次の支援につなげる。 テイキテキ ヒョウカ ニンプ チク ベツ ダイチョウ サクセイ トク ニンプ カン カカリ ナイ シエン ジョウキョウ ツギ シエン		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		１歳６か月児健診時に「甘い飲み物」に多く該当。そのため１０か月児健診の集団指導でおやつ、飲み物などを伝えることにした サイ ゲツ ジ ケンシン ジ アマ ノ モノ オオ ガイトウ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ノ モノ ツタ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の集団指導で説明 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				0		1		健診事後教室に参加した親子に対し、児の特徴を伝え、児への声掛けや関わり方を指導。教室内で親の児へのかかわり方の変化の観察を行う ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ オヤコ タイ ジ トクチョウ ツタ ジ コエカ カカ カタ シドウ キョウシツ ナイ オヤ ジ カタ ヘンカ カンサツ オコナ		1		パパママ教室にて、パークルクラインDVDを観ていただく キョウシツ ミ		0		0				0				0				1		歯科検診項目の歯科医師による判定 シカ ケンシン コウモク シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				0		1		フォローされたケースが、その後どの様な状況になったかを協議している ゴ ヨウ ジョウキョウ キョウギ		0				0		0		1		保育園や母子通園施設へ通所しているケースについて巡回療育相談などを通じてフォローしている。 ホイクエン ボシ ツウエン シセツ ツウショ ジュンカイ リョウイク ソウダン ツウ		0				0		1		0		0				1		県や団体からの研修に参加 ケン ダンタイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1				1

		446		968		愛知県		犬山市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中根 ナカネ		0568-61-1176		0568-61-1769		1		020200@city.inuyama.lg.jp		0		1		1		1		0		3		4		482		487		1		0		1		6		1		7		554		535		1		0		1		6		1		7		554		535		1		0		2		11		3		0		599		595		1		0		2		11		3		0		599		595		525		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1		関係機関と連携し、面接などを実施 カンケイ キカン レンケイ メンセツ ジッシ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関、保育園、幼稚園と連携 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		447		996		愛知県		蟹江町		民生部健康増進課 ミンセイ ブ ケンコウ ゾウシン カ		小島 コジマ		0567-96-5711		0567-96-5251		1		kenkou@town.kanie.lg.jp		0		1				1		0		3		5		300		295		1		0		1		6		1		7		323		309		1		0		1		6		1		7		323		309		1		0		3		1		3		11		335		318		1		0		3		1		3		11		335		318		347		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯、口腔等も含めた規則正しいメリハリのある生活の大切さ(育児全般） ハ コウクウ トウ フク キソク タダ セイカツ タイセツ イクジ ゼンパン		0		0		1		0		0				1		次の健診までの成長発達についてチラシ、パンフレット等を渡して話をしている ツギ ケンシン セイチョウ ハッタツ トウ ワタ ハナシ		0		0				1		健診ごとに「子育てアンケート」実施 ケンシン コソダ ジッシ		0		0				1		４か月健診で集団指導、パンフレットの配布をしている。 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		県から還元されるデータと比較している ケン カンゲン ヒカク		0				1		0				1		保育所、幼稚園巡回相談(年少児、年長児）５歳児健診で評価している） ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ネンショウジ ネンチョウジ サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県や関係機関が実施する研修に参加 ケン カンケイ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ												1

		448		974		愛知県		東海市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		佐田知子 サダ トモコ		052-689-1600		052-602-0390		1		kenkou@city.tokai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		1213		1182		1		0		1		7		1		11		1232		1204		1		0		1		7		1		11		1232		1204		0		1		3		2		3		11		1295		1121		0		1		3		1		3		11		1295		1223		1195		15		0		0		0		1		・保健センターで交付した妊婦は全員・市役所で交付した妊婦は妊娠届出時のアンケートのみ ホケン コウフ ニンプ ゼンイン シヤクショ コウフ ニンプ ニンシン トドケデ ジ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		主にう蝕罹患率から前年度と比較し、歯科担当者で年に一度確認している オモ ショク リカン リツ ゼンネンド ヒカク シカ タントウシャ ネン イチド カクニン		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問で４カ月頃までの、２歳児健診で３歳ごろまでの発達過程を説明。４か月児健診、１歳６か月児健診では必要な事例による。 シンセイジ ホウモン ゲツ ゴロ サイジ ケンシン サイ ハッタツ カテイ セツメイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ ジレイ		0		0				0				1		0				1		母親教室、２か月児対象の教育で集団指導を実施 ハハオヤ キョウシツ ゲツ ジ タイショウ キョウイク シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0				1		医師の判定・検尿 イシ ハンテイ ケンニョウ		0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		経過は把握しているが、数としては評価していない ケイカ ハアク カズ ヒョウカ		1		健診票に記入して返送する ケンシン ヒョウ キニュウ ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1				1

		449		1209		和歌山県		由良町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		藤原 フジワラ		0738-65-0201		0738-65-3507		2		hujihara@town.yura.lg.jp		1		1		1		1		0		4		5		40		39		1		0		1		6		1		8		42		42		1		0		1		6		1		8		42		42		1		0		3		6		3		8		42		39		1		0		3		6		3		8		42		39		26		0		1		1		0		0				0				0		1		必要に応じて行う ヒツヨウ オウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１０か月健診で１歳児、１歳６か月児健診で２歳児、２歳６か月児歯科検診で３歳児の発達についてのったリーフレットを用いて説明 ゲツ ケンシン サイジ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ニサイ ゲツ ジ シカ ケンシン サイジ ハッタツ モチ セツメイ		0		0				1		保健師間でカンファレンスを行っている ホケン シ カン オコナ		0		0				1		町で実施している離乳食教室でDVD上映。こんにちは赤ちゃん事業で訪問の際口頭で説明 マチ ジッシ リニュウショク キョウシツ ジョウエイ アカ ジギョウ ホウモン サイ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に保健師間でカンファレンスを行っている ケンシン ゴ ホケン シ カン オコナ		0		0				1		こども園や教育課等と情報共有を行っている エン キョウイクカ トウ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健師が勤務時間内にも研修に参加できる機会と時間が確保されている ホケン シ キンム ジカン ナイ ケンシュウ サンカ キカイ ジカン カクホ		0				0				0		0				1										1

		450		1183		奈良県		下市町		健康福祉課保健予防係 ケンコウ フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		山内瞳 ヤマウチ ヒトミ		0747-52-0001		0747-52-0007		1		hoken-c@town.shimoichi.nara.jp		0		1				1		0		3		5		18		18		1		0		1		5		1		7		17		15		1		0		1		5		1		7		15		15		1		0		3		5		3		7		22		21		1		0		3		5		3		7		21		20		24		3		1		0		0		0				1		支援をし、課題、今後の方向性を明確にしている。その都度評価している シエン カダイ コンゴ ホウコウセイ メイカク ツド ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保育園、小学校の歯科保健指導につなげている ホイクエン ショウガッコウ シカ ホケン シドウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		今後活動範囲が広がっていくことや発達過程について コンゴ カツドウ ハンイ ヒロ ハッタツ カテイ		0		0				1				0		0				1		乳幼児健診時に行っている ニュウヨウジ ケンシン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		その都度担当者間で検討している ツド タントウシャ カン ケントウ		0		0				1		保育園、幼稚園等と連携し支援している。 ホイクエン ヨウチエン トウ レンケイ シエン		0		0		0				*				*		*		*		*				1		母子研修や新任研修等あり ボシ ケンシュウ シンニン ケンシュウ トウ		0				0				0		0								1		1				1

		451		1176		奈良県		明日香村		健康づくり課 ケンコウ カ		津森　梓 ツモリ アズサ		0744-54-5550		0744-54-5551		1		kenko@tobutori-asuka.jp		0		1				1		0		4		6		14		13		1		0		1		6		2		0		34		29		1		0		1		6		2		0		34		29		1		0		3		6		4		0		37		35		1		0		3		6		4		0		37		35		25		7		1		0		0		0				1		母子手帳交付時、妊娠中期、後期 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンシン チュウキ コウキ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				0		1		次年度の事業計画を担当する歯科衛生士と事業の見直しを行い立案している。また、検討会で経年的データから指導内容の確認、見直しを行っている。 ジネンド ジギョウ ケイカク タントウ シカ エイセイシ ジギョウ ミナオ オコナ リツアン ケントウカイ ケイネンテキ シドウ ナイヨウ カクニン ミナオ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		カンファレンスを実施しフォロー方法を決定している。 ジッシ ホウホウ ケッテイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				0		1		県より事業委託時のマニュアルを参考に実施している。 ケン ジギョウ イタク ジ サンコウ ジッシ		1		健診後カンファレンスでフォローを決定し、担当保健師、相談事業に繋げながら随時、支援内容を検討している。 ケンシン ゴ ケッテイ タントウ ホケンシ ソウダン ジギョウ ツナ ズイジ シエン ナイヨウ ケントウ		0		0				0				0		0		1		就学指導委員会や療育機関等でフォローアップの情報共有をし、支援の方向性を検討している シュウガク シドウ イインカイ リョウイク キカントウ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0				0		0		1		0				1		保健所等で関連する研修が開催される際、参加を促している ホケンジョ トウ カンレン ケンシュウ カイサイ サイ サンカ ウナガ		0				0				0		0										1

		452		1038		滋賀県		近江八幡市		福祉子ども部健康推進課 フクシ コ ブ ケンコウ スイシンカ		齋藤 サイトウ		0748-33-4252		0748-34-6612		1		010836@city.omihachiman.lg.jp		0		1				1		0		*		*		793		793		1		0		*		*		*		*		800		780		1		0		*		*		*		*		800		780		1		0		*		*		*		*		819		792		1		0		*		*		*		*		819		792		845		64		0		0		0		1		母子健康手帳交付時のアンケートにて一定の基準で継続フォローが必要かどうかのアセスメントを行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ イッテイ キジュン ケイゾク ヒツヨウ オコナ		0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		元々評価を実施していないため モト ヒョウカ ジッシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		子育て教室 コソダ キョウシツ		0		0				1		子育て教室において、教室の前後でアンケートを実施し主観的評価を行っている。 コソダ キョウシツ キョウシツ ゼンゴ ジッシ シュカンテキ ヒョウカ オコナ		0		0				1		パパとママのレッスン教室（妊婦教室）においてDVDを流す。 キョウシツ ニンプ キョウシツ ナガ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		1		股関節脱臼のスクリーニング マタ カン セツ ダッキュウ		0				0				0		0				0				0		1		定期ではないが必要に応じて実施している テイキ ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		検尿の測定方法、オージオ検査等耳の聞こえに関するスクリーニング ケンニョウ ソクテイ ホウホウ ケンサ トウ ミミ キ カン		1		非常勤看護師、保健師に対し、同上（問１８－１と同じ）にのものを実施 ヒジョウキン カンゴシ ホケンシ タイ ドウジョウ ト オナ ジッシ		0				0		0												1

		453		1058		京都府		宮津市		健康福祉室保健医療係 ケンコウ フクシ シツ ホケン イリョウ カカリ		高橋琴英 タカハシ コト エイ		0772-45-1624		0772-22-0236		2		k-takahashi@city.miyazu.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		121		118		1		0		1		6		1		7		107		104		1		0		1		6		1		7		107		104		1		0		3		5		3		6		134		126		1		0		3		5		3		6		134		126		94		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		全体で発達について話す機会はないが、必要に応じて保健師が個別に説明指導する機会はある。 ゼンタイ ハッタツ ハナ キカイ ヒツヨウ オウ ホケン シ コベツ セツメイ シドウ キカイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健所等が実施する研修会等に参加する機会を設けている ホケンジョトウ ジッシ ケンシュウ カイ トウ サンカ キカイ モウ		0				0				0		0

		454		1113		大阪府		岬町		しあわせ創造部地域福祉課 ソウゾウ ブ チイキ フクシカ		中塩路明花 ナカ シオジ サヤカ		082-492-2425		082-492-2433		1		hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		66		63		1		0		1		6		1		9		76		73		1		0		1		6		1		9		76		73		1		0		3		6		3		9		96		90		1		0		3		6		3		9		96		88		81		5		1		0		0		0				1		ハイリスク妊婦で挙げたものは要保護対策地域協議会担当者に報告し、要保護児童対策地域協議会にて評価 ニンプ ア ヨウ ホゴ タイサク チイキ キョウギカイ タントウシャ ホウコク ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児健診の集団指導の中で１歳頃までの発達過程を指導している。 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ サイ コロ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		455		1705		中核市 チュウカクシ		豊中市 トヨナカシ		健康増進課中部母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ チュウブ ボシ ホケン カカリ		川村華代 カワムラ ハナヨ		06-6858-2801		06-6846-6080		1		boshihoken@city.toyonaka.osaka.jp		0		1				1		0		4		6		3636		3532		1		0		1		7		1		11		3723		3522		1		0		1		7		1		11		3723		3521		1		0		3		7		3		11		3685		3374		1		0		3		7		3		11		3685		3355		3788		27		1		0		0		0				1		妊娠中に会議等で報告。方針の決定等を行う ニンシンチュウ カイギトウ ホウコク ホウシン ケッテイナド オコナ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕り患率経年変化を見ながら、事業の内容や設定等の見直しを行っている ショク カン リツ ケイネン ヘンカ ミ ジギョウ ナイヨウ セッテイトウ ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		第１子と希望者に対し保健師が発達の目安について集団講話を行う。 ダイ コ キボウシャ タイ ホケンシ ハッタツ メヤス シュウダン コウワ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、両親教室、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、４か月児健診などの各時期に合わせて啓発 ボシ テチョウ コウフ ジ リョウシン キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン カクジキ ア ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		二次健診や療育相談など ニジ ケンシン リョウイク ソウダン		0		0		0				1		診査結果により今後の方針及び連絡事項を記入 シンサ ケッカ コンゴ ホウシン オヨ レンラク ジコウ キニュウ		0		0		0		0				1		乳幼児健診従事者研修を１回/年以上 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン イジョウ		1		乳幼児健診従事者研修を１回/年 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン		1		医師に対し医師会共催で乳幼児健診従事者研修を１回/２年 イシ タイ イシカイ キョウサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ネン		0		0								1						1

		456		1086		大阪府		茨木市		健康福祉部保健医療課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ カ		渡辺 ワタナベ		072-621-5901		072-621-5011		1		kodomokn@city.ibaraki.lg.jp		0		1				1		0		4		6		2617		2547		1		0		1		6		2		0		2717		2648		1		0		1		6		2		0		2717		2645		1		0		3		0		4		0		2806		2667		1		0		3		0		4		0		2806		2662		2782		61		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				0		0		0		1		３歳児については実施せず サイジ ジッシ		1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６（８）か月児健診で、２歳の頃の発達について説明 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ コロ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		４か月児健診における問診票に項目化し、パンフレットを配布 ゲツ ジ ケンシン モンシン ヒョウ コウモク カ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		457		1089		大阪府		富田林市		健康推進部健康づくり推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		服部淑子 ハットリ ヨシコ		0721-28-5520		0721-29-7760		1		kenkosuisin@city.tondabayashi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		754		735		1		0		1		6		1		7		777		728		1		0		1		6		1		7		777		730		1		0		3		5		3		6		853		755		1		0		3		5		3		6		853		751		789		171		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しているが評価は本市食育推進計画に基づき今後住民アンケート実施予定 タ キカン レンケイ ヒョウカ ホン シ ショク イク スイシン ケイカク モト コンゴ ジュウミン ジッシ ヨテイ		1		育児教室において「赤ちゃんの泣き」の成長に伴う変化（見通し）や泣きの対処方法についての講座。こんにちは赤ちゃん訪問時に渡すパンフレットに０歳児の発達段階を図示している イクジ キョウシツ アカ ナ セイチョウ トモナ ヘンカ ミトオ ナ タイショ ホウホウ コウザ アカ ホウモン ジ ワタ サイジ ハッタツ ダンカイ ズシ		0		0				0				1		0				1		・こんにちは赤ちゃん訪問案内通知文に啓発チラシを同封。・４か月児健診において予防啓発DVDの放映 アカ ホウモン アンナイ ツウチ ブン ケイハツ ドウフウ ゲツ ジ ケンシン ヨボウ ケイハツ ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、ﾌフォローアップの妥当性を検討するために１歳７か月児健診後の発達状況を追跡し１歳７か月健診でのフォロー内容の精査を行った。 テイキテキ ダトウセイ ケントウ サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ ハッタツ ジョウキョウ ツイセキ サイ ゲツ ケンシン ナイヨウ セイサ オコナ		0				0		1		0				1		乳児後期健診のみ委託。受診票に結果や市への連絡事項を記入する項目がある。その他、医療機関により直接電話連絡もお願いしている。（受診票が受診２ヶ月後に市に送付されるため） ニュウジ コウキ ケンシン イタク ジュシン ヒョウ ケッカ シ レンラク ジコウ キニュウ コウモク タ イリョウ キカン チョクセツ デンワ レンラク ネガ ジュシン ヒョウ ジュシン ゲツゴ シ ソウフ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		458		1083		大阪府		貝塚市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		斉喜まゆみ サイキ		072-433-7000		072-433-7005		2		kensui@city.kaizuka.lg.jp		0		1				1		0		4		99		708		697		1		0		1		7		99		99		770		742		1		0		1		7		99		99		770		742		1		0		3		6		99		99		835		767		1		0		3		6		99		99		835		762		737		243		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		集団指導の中で発達過程の話をしている シュウダンシドウ ナカ ハッタツ カテイ ハナシ		0		0				0				1		0				1		４か月児健診の集団指導の中で話している ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		児の所属機関と連携し、情報共有し評価している ジ ショゾク キカン レンケイ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0		独自の研修はないが、府実施の参加している ドクジ ケンシュウ フ ジッシ サンカ		0				0				0		1														1

		459		1091		大阪府		河内長野市		健康長寿部健康推進課 ケンコウ チョウジュ ブ ケンコウ スイシンカ		児島星子 コジマ ホシ コ		0721-55-0301		0721-55-0394		1		kenkousuishin@city.kawachinagano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		640		637		1		0		1		7		1		11		699		660		1		0		1		7		1		11		699		660		1		0		3		6		3		11		758		704		1		0		3		6		3		11		758		704		670		123		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		要指導者数、指導実施率の算出 ヨウ シドウ シャ カズ シドウ ジッシ リツ サンシュツ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳７か月児健診で、２歳６か月歯科健診までの貼ったウ家庭、関わりのポイントをリーフレットを用いて説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ シカ ケンシン ハ カテイ カカ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に渡すパンフレット、妊娠期の教室でのDVD ボシ テチョウ コウフ ジ ワタ ニンシン キ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診フォロー率の算出、健診でフォロー対象となったケースの次回健診結果を追跡調査し、フォロー基準の見直しを行っている。 ケンシン リツ サンシュツ ケンシン タイショウ ジカイ ケンシン ケッカ ツイセキ チョウサ キジュン ミナオ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		460		1137		兵庫県		朝来市		健康福祉部地域医療・健康課 ケンコウ フクシ ブ チイキ イリョウ ケンコウ カ		横　沙織 ヨコ サオリ		079-672-5269		079-672-5369		1		iryoukenkou@city.asago.hyogo.jp		0		1				1		0		3		4		233		233		1		0		1		7		1		8		236		236		1		0		1		7		1		8		236		236		1		0		3		2		3		3		273		268		1		0		3		2		3		3		273		268		209		51		1		1		0		0				1		随時定期連絡会で支援内容を報告し、今後の方針を決定 ズイジ テイキ レンラクカイ シエン ナイヨウ ホウコク コンゴ ホウシン ケッテイ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0				0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		社会福祉課へ情報提供 シャカイ フクシ カ ジョウホウ テイキョウ		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時。保健指導で伝えたり、発達過程が記載されたパンフレットの配布 ケンシン ジ ホケン シドウ ツタ ハッタツ カテイ キサイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		健診時に記載しているパンフレットを配布 ケンシン ジ キサイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児発達相談事業の実施 サイジ ハッタツ ソウダン ジギョウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		マニュアル改正等があった場合は実施している カイセイトウ バアイ ジッシ		1				1		1				1

		461		1138		兵庫県		淡路市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		岩本公美 イワモト オオヤケ		0799-64-2541		0799-62-1464		1		awaji_kenkouzoushin@city.awaji.lg.jp		0		1				1		0		3		7		298		292		1		0		1		6		1		11		306		294		1		0		1		6		1		11		306		293		1		0		3		1		3		11		319		298		1		0		3		1		3		11		319		298		282		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		近隣市との比較、経年比較を行い、事業の見直しや修正を行っている。（例：フッ素塗布無料化や回数増加等） キンリン シ ヒカク ケイネン ヒカク オコナ ジギョウ ミナオ シュウセイ オコナ レイ ソ トフ ムリョウカ カイスウ ゾウカ トウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		配布パンフレットに記載あり。ケースによって口頭にて伝えるが全数（－） ハイフ キサイ コウトウ ツタ ゼンスウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的な会議でメンバー間で検討・協議している テイキテキ カイギ カン ケントウ キョウギ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達についての研修。フォロー体制についての検討会 ハッタツ ケンシュウ タイセイ ケントウカイ		0				0				0		0								1

		462		1342		徳島県		藍住町		保健センター ホケン		山下理恵 ヤマシタ リエ		088-692-8658		088-637-3158		1		hokenc@mail.netwave.or.jp		0		1				0		1		3		5		358		209		1		0		1		6		1		7		352		336		1		0		1		6		1		7		352		336		1		0		3		5		3		6		366		353		1		0		3		5		3		6		366		353		400		14		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		次年度にｽﾀｯﾌ間でカンファレンスを行い見直ししている。 ジネンド カン オコナ ミナオ		0		0						*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1				0		0				1		他機関と連携を図りながら、支援方法について検討 タ キカン レンケイ ハカ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関開催の研修会に参加する機会はあります タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ キカイ						1		1				1

		463		1359		香川県		綾川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		渡辺 ワタナベ		087-876-2525		087-876-3362		1		egao@town.ayagawa.lg.jp		0		1				1		1		3		5		152		148		1		0		1		6		1		11		174		165		1		0		1		6		1		11		174		164		1		0		3		7		3		11		157		144		1		0		3		7		3		11		157		144		151		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		今後、妊娠中の教室などで啓発予定 コンゴ ニンシンチュウ キョウシツ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		464		1353		香川県		三豊市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		詫間百合子 タクマ ユリコ		0875-73-3016		0875-73-3023		1		kosodate@city.mitoyo.kagawa.jp		0		1				1		0		3		5		422		417		1		0		1		6		1		11		453		451		1		0		1		6		1		11		453		451		1		0		3		6		3		11		494		487		1		0		3		6		3		11		494		487		457		44		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の罹患率、型、一人平均本数の評価をし、次年度の指導内容に反映させている ショク リカン リツ カタ ヒトリ ヘイキン ホンスウ ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		パンフレット等を使い説明している トウ ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		正しい知識の啓発、泣きやまない時の対応について説明 タダ チシキ ケイハツ ナ トキ タイオウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤も保健師・助産師を対象に、乳幼児の発達、評価や対応についての研修会を不定期に実施 ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ タイショウ ニュウヨウジ ハッタツ ヒョウカ タイオウ ケンシュウカイ フテイキ ジッシ						1

		465		1354		香川県		土庄町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0879-62-1234		0879-62-1235		1		hokenc@town.tonosho.kagawa.jp		0		1				1		0		3		5		70		70		1		0		1		7		1		10		99		84		1		0		1		7		1		10		99		84		1		0		3		6		3		8		80		73		1		0		3		6		3		8		80		73		73		1		1		1		0		0				1		適宜。妊婦健診受診の有無や結果、母の様子で評価 テキギ ニンプ ケンシン ジュシン ウム ケッカ ハハ ヨウス ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯みがき教室の内容、フッ素塗布の回数などに活用 ハ キョウシツ ナイヨウ ソ トフ カイスウ カツヨウ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		各種健診・相談時の保健師相談時や健康教育の時に実施している カクシュ ケンシン ソウダン ジ ホケンシ ソウダン ジ ケンコウ キョウイク トキ ジッシ		0		0				1		次回健診時や親の状況を合わせて適宜フォローし親の訴えや様子、この様子の変化を評価している ジカイ ケンシン ジ オヤ ジョウキョウ ア テキギ オヤ ウッタ ヨウス ヨウス ヘンカ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問や健診時は口頭で、２か月の育児相談ではチラシ（町作成）を配布し啓発している シンセイジ ホウモン ケンシン ジ コウトウ ゲツ イクジ ソウダン マチ サクセイ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、親の都合等も含め、適宜個別に評価。保健師間で話し合いをしている テイキテキ オヤ ツゴウトウ フク テキギ コベツ ヒョウカ ホケンシ カン ハナ ア		1		園での状況確認、保護者の様子を踏まえて適宜評価。入学前には就学時健診にて評価。H２５年度からは５歳児健診においても評価している エン ジョウキョウ カクニン ホゴシャ ヨウス フ テキギ ヒョウカ ニュウガクマエ シュウガク ジ ケンシン ヒョウカ ネンド サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				1		母親への支援や子どもの栄養指導、体重の経過観察等は町の相談事業や健診にて継続支援している。 ハハ オヤ シエン コ エイヨウ シドウ タイジュウ ケイカ カンサツ トウ マチ ソウダン ジギョウ ケンシン ケイゾク シエン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		国や県等の研修会に参加しているため、「実践的な」研修がある時とない時があるため、常に確保しているとは言い切れない クニ ケン トウ ケンシュウカイ サンカ ジッセンテキ ケンシュウ トキ トキ ツネ カクホ イ キ		1				1						1

		466		1380		愛媛県		鬼北町		保健福祉課 ホケン フクシカ		芝　瞳 シバ ヒトミ		0895-45-1111		0895-45-3618		2		h.shiba@town.kihoku.ehime.jp		1		1		1		1		0		3		5		57		48		1		0		1		6		2		0		60		51		1		0		1		6		2		0		60		51		1		0		3		4		4		0		66		58		1		0		3		4		4		0		66		58		56		11		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは作成していないが、カンファレンスで毎回検討している サクセイ マイカイ ケントウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診で発達過程を説明している。その後６～７、９～１０、１１～１２か月に育児相談を行い、その場でも伝えている ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ ゴ ゲツ イクジ ソウダン オコナ バ ツタ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に説明し、DVDを配布している アカ ホウモン ジ セツメイ ハイフ		0		0				1				1				0				1				1		1				0				1		0				1		５歳児健診を実施している サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師のみ ホケンシ		1								1		1

		467		1369		愛媛県		伊予市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		太森真喜恵 フト モリ マコト ヨロコ メグミ		089-983-4052		089-983-5295		1		kenkou@city.iyo.lg.jp		0		1				0		1		3		6		253		242		1		0		1		6		1		11		279		261		1		0		1		6		1		11		279		259		1		0		3		0		3		11		324		308		1		0		3		0		3		11		324		308		268		8		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		う蝕のあるケースについて、フォロー教室を実施。（H27～） ショク キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		７か月児健診にて、寝返り、お座りをしないケースに対し指導している ゲツ ジ ケンシン ネガエ スワ タイ シドウ		0		0				0				1		0				1		４か月児相談でのDVD視聴 ゲツ ジ ソウダン シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県主催の研修会に参加している ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		468		1271		岡山県		浅口市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		滝沢 タキザワ		0865-44-7114		0865-44-7110		1		kenkosuishin@city.asakuchi.lg.jp		0		1				1		0		2		5		183		161		1		0		1		5		1		9		205		189		1		0		1		5		1		9		205		189		1		0		3		4		3		7		217		205		1		0		3		4		3		7		217		205		171		19		1		1		0		0				1		妊娠中期以降または、ケースによっては早期から電話、面接等で支援、アセスメントを実施 ニンシン チュウキ イコウ ソウキ デンワ メンセツ トウ シエン ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		う蝕については、保健指導の評価がしづらい部分もあるが、う蝕に関する生活習慣、食習慣などの親子の現状を捉え、個別にそった指導を実践している ショク ホケン シドウ ヒョウカ ブブン ショク カン セイカツ シュウカン ショクシュウカン オヤコ ゲンジョウ トラ コベツ シドウ ジッセン		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				1		*		*		*		*				0				0		1		各々の健診、教室等の個別指導時に、少し先の社会性、それに向けての現在の対応方法などの助言を行っている。一律的な指導はない。 オノオノ ケンシン キョウシツ トウ コベツ シドウ ジ スコ サキ シャカイセイ ム ゲンザイ タイオウ ホウホウ ジョゲン オコナ イチリツテキ シドウ		1		母の困難感を明確にし、それの解決への支援、及び児の発達の評価を行っている。 ハハ コンナン カン メイカク カイケツ シエン オヨ ジ ハッタツ ヒョウカ オコナ		0		0				1		乳児健診、母親教室で啓発。 ニュウジ ケンシン ハハオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診担当医と情報、問題点の共有を行っている。 ケンシン タントウイ ジョウホウ モンダイテン キョウユウ オコナ		1		担当者が把握、支援した情報を、スタッフ、上司と共有し支援の有効性、方法の見直し、妥当性を検討している。 タントウシャ ハアク シエン ジョウホウ ジョウシ キョウユウ シエン ユウコウセイ ホウホウ ミナオ ダトウ セイ ケントウ		0		0				1		幼稚園に入園前後に発達支援コーディネーター ヨウチエン ニュウエン ゼンゴ ハッタツ シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関で実施されている研修へ積極的な参加を心がけている タキカン ジッシ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ ココロ		1										1

		469		1260		岡山県		玉野市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		北尾朋美 キタオ トモミ		0863-31-3310		0863-31-3314		1		kenkouzoushin@city.tamano.okayama.jp		0		1				0		1		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		383		378		1		0		1		6		1		11		383		378		1		0		3		6		3		11		404		390		1		0		3		6		3		11		404		390		390		51		1		1		0		0				1		母子手帳交付時にアンケートを実施し、妊娠期に支援が必要だと判断した妊婦については、電話、訪問、面接等で状況把握を行い再度妊娠８か月頃に同様の支援を実施している ボシ テチョウ コウフ ジ ジッシ ニンシン キ シエン ヒツヨウ ハンダン ニンプ デンワ ホウモン メンセツ トウ ジョウキョウ ハアク オコナ サイド ニンシン ゲツ コロ ドウヨウ シエン ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児家庭全戸訪問にて情報提供を行っている。。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジョウホウ テイキョウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		４歳児巡回相談事業を実施している。（保育園・幼稚園へ発達支援コーディネーター、保育士、保健師が出向き、集団行動観察を実施、又、事前に保護者と担任から発達に対するアンケートに回答してもらっている） サイジ ジュンカイ ソウダン ジギョウ ジッシ ホイクエン ヨウチエン ハッタツ シエン ホイクシ ホケンシ デム シュウダン コウドウ カンサツ ジッシ マタ ジゼン ホゴシャ タンニン ハッタツ タイ カイトウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		乳幼児の発達過程や発達障害に対する研修会 ニュウヨウジ ハッタツ カテイ ハッタツ ショウガイ タイ ケンシュウカイ		1		乳幼児の発達過程や発達障害に対する研修会 ニュウヨウジ ハッタツ カテイ ハッタツ ショウガイ タイ ケンシュウカイ		0				0		0				1						1				1

		470		1737		政令市 セイレイシ		岡山市		保健管理課 ホケン カンリカ		川上 カワカミ		086-803-1251		*		1		toshihiko_kawakami@city.okayama.jp		0		1				0		1		3		5		6418		6014		1		0		1		6		1		11		6510		6119		1		0		1		6		1		11		6510		6104		1		0		3		6		3		11		6646		6060		1		0		3		6		3		11		6646		6036		7033		476		1		1		0		0				1		ハイリスク妊婦の把握方法、時期、方針について毎月進行管理をし、年度末にまとめて実施。また、市内医療機関との連絡会を年１～２回開催し、ハイリスク妊産婦の支援状況を報告・協議を実施。 ニンプ ハアク ホウホウ ジキ ホウシン マイツキ シンコウ カンリ ネンドマツ ジッシ シナイ イリョウ キカン レンラクカイ ネン カイ カイサイ ニンサンプ シエン ジョウキョウ ホウコク キョウギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地区別う蝕有病率の地図を作成し、次年度の事業計画に活用 チク ベツ ショク ユウビョウリツ チズ サクセイ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ポスターの掲示、親子手帳（母子手帳）や子育てのしおりに掲載 ケイジ オヤコ テチョウ ボシ テチョウ コソダ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診従事者会議にて評価を実施している。 ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ カイギ ヒョウカ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		支援が必要な場合、健診実施医療機関から保健所へ「要経過観察乳幼児連絡票」が送付される。また、保健師が訪問、指導した結果を医療機関へ報告する。 シエン ヒツヨウ バアイ ケンシン ジッシ イリョウ キカン ホケンジョ ヨウ ケイカ カンサツ ニュウヨウジ レンラク ヒョウ ソウフ ホケンシ ホウモン シドウ ケッカ イリョウ キカン ホウコク		0		0		0		0				1		母子保健専門研修を毎年開催。 ボシ ホケン センモン ケンシュウ マイ ネン カイサイ		1		母子保健専門研修を毎年開催。 ボシ ホケン センモン ケンシュウ マイ ネン カイサイ		1		年１回、医師会乳幼児健診研修会を開催。 ネン カイ イシ カイ ニュウヨウジ ケンシン ケンシュウカイ カイサイ		0		0				1				1		1

		471		1297		広島県		海田町		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		沖野仁美 オキノ ヒトミ		082-823-4418		082-823-0020		1		HOKEN@town.kaita.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		2		0		301		293		1		0		1		6		2		0		301		293		1		0		3		2		4		0		313		290		1		0		3		2		4		0		313		290		334		43		1		0		0		0				1		母子カンファレンスを行い、保健師で情報共有し、支援の方向性を検討している ボシ オコナ ホケンシ ジョウホウキョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		母子カンファレンスを行っている ボシ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学時健診を行っている。 シュウガク ジ ケンシン オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		発達障害児、児童虐待の支援等に関する研修に参加する機会を確保している。 ハッタツ ショウガイジ ジドウ ギャクタイ シエン トウ カン ケンシュウ サンカ キカイ カクホ		0				0				0		0										1				1

		472		1255		島根県		海士町		健康福祉課健康増進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		木山智晶 キヤマ サトシ アキラ		08514-2-1822		08514-2-0208		2		kiyama-chiaki@town.ama.shimane.jp		0		1				0		1		4		*		22		22		1		0		1		6		1		11		17		17		1		0		1		6		1		11		17		17		1		0		3		6		3		11		17		16		1		0		3		6		3		11		17		16		18		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳６か月児健診での発達等に関するリーフレット配布 サイ ゲツ ジ ケンシン ハッタツ トウ カン ハイフ		0		0				0				0		1		保健指導を行い、他機関につなげるなどしているが、件数が少ないため、評価方法までは確立していない。 ホケン シドウ オコナ タ キカン ケンスウ スク ヒョウカ ホウホウ カクリツ		1		母子手帳に記載がある。 ボシ テチョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1		必要なフォローをし、他機関にもつなげているが、件数が少ないため評価方法まで確立していない。 ヒツヨウ タ キカン ケンスウ スク ヒョウカ ホウホウ カクリツ		0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		473		1452		福岡県		小竹町		健康増進課健康対策係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タイサク カカリ		木原　香 キハラ カオリ		09496-2-1864		09496-2-1867		1		kotakehoken@eagle.ocn.ne.jp		1		1		1		1		0		4		5		36		35		1		0		1		6		1		9		41		38		1		0		1		6		1		9		41		38		1		0		3		0		3		3		49		46		1		0		3		0		3		3		49		45		47		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		特別支援教育連携協議会就学相談対策委員会で協議 トクベツ シエン キョウイク レンケイ キョウギカイ シュウガク ソウダン タイサク イインカイ キョウギ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		各自で研修している カク ジ ケンシュウ		1						1				1

		474		1447		福岡県		粕屋町		住民福祉部健康づくり課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ カ		田中美智子 タナカ ミチコ		092-938-0258		092-938-2415		1		kenko21@town.kasuya.fukuoka.jp		0		1				1		0		3		7		687		676		1		0		1		6		1		11		673		645		1		0		1		6		1		11		673		645		1		0		3		0		3		11		664		645		1		0		3		0		3		11		664		645		672		70		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程をそれぞれの状態に応じて説明 ツギ ケンシン ハッタツカテイ ジョウタイ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		475		1468		福岡県		みやこ町		健康づくり課 ケンコウ カ		源田千秋 ゲンダ チアキ		0930-32-2725		0930-32-2735		1		kenkou@town.miyako.lg.jp		0		1				1		0		4		6		115		110		1		0		1		6		2		11		111		105		1		0		1		6		2		11		111		105		1		0		3		0		5		11		151		150		1		0		3		0		5		11		151		150		118		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次回健診での発達過程に向けての赤ちゃん体操や生活リズム ジカイ ケンシン ハッタツカテイ ム アカ タイソウ セイカツ		0		0				1		専門職（PT、OT、ST）での個別相談の場を作り、育てにくさの相談支援を行っている。 センモン ショク コベツ ソウダン バ ツク ソダ ソウダン シエン オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に指導、啓発している。 アカ ホウモン ジ シドウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスを行い、フォローアップの必要性や内容を検討し定期的にﾌｫﾛｰ評価している ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウセイ ナイヨウ ケントウ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		保育所巡回相談を行い、療育機関、学校とも連携を行い評価している。 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン オコナ リョウイク キカン ガッコウ レンケイ オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		ガイドラインやマニュアルにて学習会を行っている ガクシュウ カイ オコナ		0				0		0				1						1				1

		476		1482		佐賀県		吉野ヶ里町		保健課健康づくり係 ホケンカ ケンコウ カカリ		江川貴子 エガワ タカコ		0952-51-1618		0952-52-8621		1		kenko@town.yoshinogari.lg.jp		0		1				1		0		3		5		148		142		1		0		1		7		1		8		184		177		1		0		1		7		1		8		184		177		1		0		3		6		3		7		193		179		1		0		3		6		3		7		193		179		141		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		２か月児相談にて、３～４か月頃までの発達過程を説明 ゲツ ジ ソウダン ゲツ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布（母子手帳交付時） ハイフ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		477		1490		佐賀県		白石町		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシカ ケンコウ カカリ		川崎真由美 カワサキ マユミ		0952-84-7116		0952-84-6611		1		kenkou@town.shiroishi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		157		156		1		0		1		6		1		8		174		162		1		0		1		6		1		8		174		163		1		0		3		6		3		8		207		200		1		0		3		6		3		8		207		200		168		5		0		0		0		1		母子手帳交付時にアンケートを行い、既往症等を尋ね継続的フォロー者かどうか考慮しているが、詳しいアセスメントまでは実施していない。 ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ キオウショウ トウ タズ ケイゾクテキ モノ コウリョ クワ ジッシ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				1		２か月児相談にて、パンフレットを用いて発達過程を説明 ゲツ ジ ソウダン モチ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを渡す。アンケートにより質問し普及啓発する。 ニンシン トドケデ ジ ワタ シツモン フキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精検者の結果把握 ヨウ セイ ケン シャ ケッカ ハアク		0				0		1		健診後の状況把握は実施しているが評価まではしていない。 ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ジッシ ヒョウカ		0				0		0		1		就学時相談でフォロー者を再度把握し、連携とっている シュウガク ジ ソウダン シャ サイド ハアク レンケイ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健師へ必要な研修は勧めている ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ヒツヨウ ケンシュウ スス

		478		1478		佐賀県		鹿島市		保険健康課予防係 ホケン ケンコウ カ ヨボウ カカリ		小野原紗織 オノハラ シャ		0954-63-3373		0954-63-2135		2		saori-onohara@city.saga-kashima.lg.jp		0		1				1		0		4		*		251		248		1		0		1		7		2		0		279		271		1		0		1		7		2		0		279		271		1		0		3		7		4		0		289		276		1		0		3		7		4		0		289		276		265		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護者等対策地域協議会、要保護児童対策部会に出し、フォロー状況を話し合う。 ヨウ ホゴ シャ トウ タイサク チイキ キョウギカイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク ブカイ ダ ジョウキョウ ハナ ア		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		出生届時にパンフレット配布、乳幼児健診会場にポスター掲示、健やか親子２１（第２次）アンケートを用いての保健指導 シュッセイトドケ ジ ハイフ ニュウヨウジ ケンシン カイジョウ ケイジ スコ オヤコ ダイ ジ モチ ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査受診票に医療機関から市への連絡事項欄を設け、必要に応じて対応する。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク ジコウ ラン モウ ヒツヨウ オウ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		医師・歯科医師を除く常勤従事者は県の研修会等を利用し、研修機会を設けている イシ シカ イシ ノゾ ジョウキン ジュウジシャ ケン ケンシュウカイ トウ リヨウ ケンシュウ キカイ モウ

		479		1497		長崎県		松浦市		子育て・こども課子育て支援係 コソダ カ コソダ シエン ガカリ		永田真紀 ナガタ マキ		0956-72-1111		0956-72-1115		1		kodomo@city.matsuura.lg.jp		0		1				1		1		3		6		209		212		1		0		1		6		1		11		190		185		1		0		1		6		1		11		190		187		1		0		3		4		3		11		207		205		1		0		3		4		3		11		207		201		182		5		1		0		0		0				1		随時 ズイジ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		多くの月例、年齢が集まる事業の際に、他児を見て話をしたり、各事業で発達過程の説明をする オオ ゲツレイ ネンレイ アツ ジギョウ サイ タ ジ ミ ハナシ カクジギョウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1				0		0				1		妊娠期に啓発ビデオを利用している。 ニンシン キ ケイハツ リヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		方針を立て訪問、相談勧奨により確認を行う ホウシン タ ホウモン ソウダン カンショウ カクニン オコナ		0		0				1		療育機関、教育委員会との定期的な連絡会。保育所、幼稚園への３～４か月ごとの訪問 リョウイク キカン キョウイク イイン カイ テイキテキ レンラクカイ ホイク ジョ ヨウチエン ゲツ ホウモン		0		0		0				1		受診票の提出 ジュシン ヒョウ テイシュツ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催の研修への参加。スタッフへの伝達講習の実施 ケン シュサイ ケンシュウ サンカ デンタツ コウシュウ ジッシ						1						1

		480		1502		長崎県		雲仙市		市民福祉部子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		原田恵利子 ハラダ エリコ		0957-36-2500		0957-36-8900		1		kodomoshien@city.unzen.lg.jp		0		1				0		1		0		11		364		271		1		0		1		5		1		7		358		353		1		0		1		5		1		7		358		353		1		0		3		5		3		11		347		340		1		0		3		5		3		11		347		340		318		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健推進協議会での協議。国、県と比較したグラフを作り、健診時健康教育をしている。 シカ ホケン スイシン キョウギカイ キョウギ クニ ケン ヒカク ツク ケンシン ジ ケンコウ キョウイク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３～４か月健診で集団指導、個別相談 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ コベツ ソウダン		0		0				0				1		0				1		妊婦とその家族を対象とした教室でDVD視聴。厚生労働省HP動画チャンネルの紹介 ニンプ カゾク タイショウ キョウシツ シチョウ コウセイ ロウドウショウ ドウガ ショウカイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診従事スタッフとのカンファレンス ケンシン ジュウジ		0		0				1		５歳児健診での結果をもとに保育所訪問や教育委員会との就学前の検討会 サイジ ケンシン ケッカ ホイク ジョ ホウモン キョウイク イインカイ シュウガクマエ ケントウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		新規に従事していただくスタッフへの研修、マニュアル等の配布、健診前にそれぞれの業務の確認 シンキ ジュウジ ケンシュウ トウ ハイフ ケンシン マエ ギョウム カクニン						1		1				1

		481		1494		長崎県		諫早市		健康福祉センター ケンコウ フクシ		浦川文子 ウラカワ フミコ		0957-27-0700		0957-27-0717		1		fukushi_cen@city.isahaya.nagasaki.jp		0		1				0		1		4		7		1145		1104		1		0		1		5		2		0		1148		1093		1		0		1		5		2		0		1148		1093		1		0		3		0		4		0		1241		1156		1		0		3		0		4		0		1241		1156		1160		42		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		妊婦とその夫を対象とした両親学級でDVD「泣き」を視聴し対応を学ぶ ニンプ オット タイショウ リョウシン ガッキュウ ナ シチョウ タイオウ マナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園への巡回相談し、健診後の状況を把握している ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		予防接種について等 ヨボウ セッシュ トウ		0				0		0				1										1

		482		1720		中核市 チュウカクシ		宮崎市		健康支援課 ケンコウ シエン カ		戸敷 ト シ		0985-29-5286		0985-29-5208		1		10zoushin@city.miyazaki.miyazaki.jp		0		1				0		1		3		4		3719		3673		1		0		1		6		1		11		3802		3699		1		0		1		6		1		11		3802		3691		1		0		3		6		3		11		3842		3754		1		0		3		6		3		11		3842		3733		3857		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0		1		集団での栄養指導や食育の取り組みは無い シュウダン エイヨウ シドウ ショク イク ト ク ナ		1		親子（母子）健康手帳（宮崎市のオリジナル版）に乳幼児期の発達と育児のポイントを記載 オヤコ ボシ ケンコウ テチョウ ミヤザキシ バン ニュウヨウジ キ ハッタツ イクジ キサイ		0		0				1		発達の遅れが疑われる児とその保護者を対象とした健診事後教室と発達相談にて、実施後のカンファレンスを通じて保健指導が適切だったか評価している ハッタツ オク ウタガ ジ ホゴシャ タイショウ ケンシン ジゴ キョウシツ ハッタツ ソウダン ジッシ ゴ ツウ ホケン シドウ テキセツ ヒョウカ		0		0				1		妊娠届出時に交付するセット（予防接種予診票や乳幼児健診問診票が一緒になっている宮崎市オリジナルの冊子）に記載あり ニンシン トドケデ ジ コウフ ヨボウ セッシュ ヨ ミ ヒョウ ニュウヨウジ ケンシン モンシン ヒョウ イッショ ミヤザキシ サッシ キサイ		0		0				1		視覚検査 シカク ケンサ		0				0				0				0		1		精密検査結果の把握は実施している セイミツ ケンサ ケッカ ハアク ジッシ		0				0		1		フォローアップ対象者については保健師の上司に報告を実施 タイショウシャ ホケンシ ジョウシ ホウコク ジッシ		0				0		1		0				1		・乳幼児健診に関する関係機関と定期的な会議を実施。・すべての受診者について、委託医療機関から受診結果が市へ返却される仕組みがある ニュウヨウジ ケンシン カン カンケイ キカン テイキテキ カイギ ジッシ ジュシンシャ イタク イリョウ キカン ジュシン ケッカ シ ヘンキャク シク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		（常勤の）従事者と関係機関を対象に、定期の研修あり。ただし参加は希望者のみ ジョウキン ジュウジシャ カンケイ キカン タイショウ テイキ ケンシュウ サンカ キボウシャ										1

		483		1590		宮崎県		都農町		健康管理センター ケンコウ カンリ		岡本 オカモト		0983-25-1008		0983-25-1139		1		kenkan@town.Tsuno.miyazaki.jp		0		1				1		0		3		4		72		65		1		0		1		6		1		11		70		69		1		0		1		6		1		11		70		69		1		0		3		6		3		11		73		72		1		0		3		6		3		11		73		72		84		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		むし歯予防に関するアンケートをH２６年度１年間実施し妊娠の歯科健診をH２７年度より助成することにした バ ヨボウ カン ネン ド ネンカン ジッシ ニンシン シカ ケンシン ネンド ジョセイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		あそびの教室やことばの教室への参加を促し、その後も気になるケースは発達相談につなげている キョウシツ キョウシツ サンカ ウナガ ゴ キ ハッタツ ソウダン		0		0				1		支援学校コーディネーター、学校、教育委員会と保育所・幼稚園の巡回相談に出向き、気になる児へは就学相談の機会を設けている シエン ガッコウ ガッコウ キョウイク イインカイ ホイク ジョ ヨウチエン ジュンカイ ソウダン デム キ ジ シュウガク ソウダン キカイ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		484		1579		宮崎県		西都市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		壱岐佳子 イキ ヨシコ		0983-43-1146		0983-41-1382		1		kenkan@saito-city.jp		0		1				0		1		3		5		216		185		1		0		1		6		1		11		231		216		1		0		1		6		1		11		231		216		1		0		3		6		3		11		262		234		1		0		3		6		3		11		262		234		221		57		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉事務所につなぐ。保育所等へ健診結果等を報告し、情報を共有する。転入後、健診に来た対象者のこれまでの経過を前市町村に確認する フクシ ジム ショ ホイク ジョ トウ ケンシン ケッカ トウ ホウコク ジョウホウ キョウユウ テンニュウ ゴ ケンシン キ タイショウシャ ケイカ マエ シチョウソン カクニン		1		健康日本２１（第２次）西都市計画において、目標値を設定し、毎年評価し、次年度の事業計画に活用している ケンコウ ニッポン ダイ ジ サイト シ ケイカク モクヒョウチ セッテイ マイネン ヒョウカ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		定期的な歯科健診 テイキテキ シカ ケンシン		0		0		1		0		0				1		６か月健診で１歳頃まで、１歳６か月健診で３歳児頃まで、３歳児健診で５歳頃までの発達過程の説明をしている。 ゲツ ケンシン サイ コロ サイ ゲツ ケンシン サイジ コロ サイジ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		両親学級、出生届時保健指導、新生児訪問 リョウシン ガッキュウ シュッセイトドケ ジ ホケン シドウ シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		学校、教育政策課、特別支援学校と一緒に保育所等を訪問し、評価し、スムーズな就学が迎えられるよう支援している。 ガッコウ キョウイク セイサク カ トクベツ シエン ガッコウ イッショ ホイク ジョ トウ ホウモン ヒョウカ シュウガク ムカ シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年１回研修会を実施。内容は健診での観察ポイントや発達障害について等。 ネン カイ ケンシュウカイ ジッシ ナイヨウ ケンシン カンサツ ハッタツ ショウガイ トウ		1		年１回研修会を実施。内容は健診での観察ポイントや発達障害について等。 ネン カイ ケンシュウカイ ジッシ ナイヨウ ケンシン カンサツ ハッタツ ショウガイ トウ		0				0		0								1						1

		485		1576		宮崎県		小林市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下久美子 ヤマシタ クミコ		0984-23-0323		0984-23-0325		1		k_yobou@city.kobayashi.lg.jp		1		1				1		1		3		11		408		359		1		0		1		6		1		11		422		405		1		0		1		6		1		11		422		405		1		0		3		5		3		11		422		405		1		0		3		5		3		11		422		405		398		60		1		1		0		0				1		妊娠一般健康診査助成券利用状況や結果等により出産まで月１回 ニンシン イッパン ケンコウ シンサ ジョセイ ケン リヨウ ジョウキョウ ケッカ トウ シュッサン ツキ カイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				1		診察判定 シンサツ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				1		４・５歳児健康相談を実施している。（教育委員会、支援学校、保育所、幼稚園、療育機関） サイジ ケンコウ ソウダン ジッシ キョウイク イインカイ シエン ガッコウ ホイク ジョ ヨウチエン リョウイク キカン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		研修会に参加し、情報を共有化できる ケンシュウカイ サンカ ジョウホウ キョウユウカ		1		健診の目的、観察のポイント、結果、事後指導の方法等研修会開催 ケンシン モクテキ カンサツ ケッカ ジゴ シドウ ホウホウトウ ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0				1								1		1

		486		1575		宮崎県		日南市		こども課 カ		山下絹代 ヤマシタ キヌヨ		0987-31-1131		0987-31-0373		2		ky-yamashita_ni@city-nichinan.jp		0		1				1		0		3		5		413		399		1		0		1		6		1		11		403		385		1		0		1		6		1		11		403		385		1		0		3		5		3		11		462		425		1		0		3		5		3		11		462		425		361		60		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その子の状態に応じて指導 コ ジョウタイ オウ シドウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		487		1515		熊本県		水俣市		健康高齢課健康推進係 ケンコウ コウレイ カ ケンコウ スイシン カカリ		山田三保 ヤマダ ミホ		0966-62-3028		0966-62-3670		2		yamada-mi@city.minamata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		168		167		1		0		1		6		1		7		186		181		1		0		1		6		1		7		186		181		1		0		3		6		3		7		187		191		1		0		3		6		3		7		187		191		173		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回の健診までの発達の目安について資料を見ながら母親と一緒に確認している ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス シリョウ ミ ハハオヤ イッショ カクニン		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問事業のなかで、母親の児への対応、抱き方などを観察し、気になる様子がある場合は指導するようにしている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジギョウ ハハオヤ ジ タイオウ ダ カタ カンサツ キ ヨウス バアイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		488		1514		熊本県		荒尾市		健康福祉部健康福祉課保健係（保健センター） ケンコウ フクシ ブ ケンコウ フクシカ ホケン カカリ ホケン		井上みどり イノウエ		0968-63-1133		0968-64-1350		1		hokenc@city.arao.lg.jp		0		1				0		1		3		5		455		422		1		0		1		6		1		11		470		448		1		0		1		6		1		11		470		448		1		0		3		5		3		11		464		446		1		0		3		5		3		11		464		446		436		41		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		保健センターに掲示している ホケン ケイジ		0				1		0				1		２か月児育児学級での集団指導の実施、３か月健診問診項目に入れている。 ゲツ ジ イクジ ガッキュウ シュウダン シドウ ジッシ ゲツ ケンシン モンシン コウモク イ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密者の受診状況及び結果の把握に留まり、指標の算出はできていない。 ヨウ セイミツ モノ ジュシン ジョウキョウ オヨ ケッカ ハアク トド シヒョウ サンシュツ		0				1		0				0				0		0		1		就学前に保育所、幼稚園、学校と該当者について園訪問を行い情報共有を行っている。ただし、全該当者について情報共有は出来ていない。 シュウガクマエ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウ ガイトウシャ エン ホウモン オコナ ジョウホウ キョウユウ オコナ ゼン ガイトウシャ ジョウホウ キョウユウ デキ		0				1		0		0		0				1		県実施の研修会への参加 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1						1

		489		1520		熊本県		上天草市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		中山佳子 ナカヤマ ヨシコ		0969-28-3376		0969-56-3307		2		nakayama-kei@city.kamiamakusa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		187		184		1		0		1		6		1		11		185		180		1		0		1		6		1		11		185		180		1		0		3		0		3		11		193		189		1		0		3		0		3		11		193		189		186		61		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		490		1621		鹿児島県		大崎町		保健福祉係 ホケン フクシ カカリ		山崎瑞恵 ヤマザキ ミズエ		099-476-1111		099-476-3979		1		hokensido@town.kagoshima-osaki.lg.jp		0		2				1		0		3		5		90		82		1		0		1		6		1		11		86		78		1		0		1		6		1		11		86		78		1		0		3		5		3		11		113		105		1		0		3		5		3		11		113		105		103		12		1		0		0		0				0				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		口腔機能の発達 コウクウ キノウ ハッタツ		0		0		1		0		0				1		問診場面で必要時説明 モンシン バメン ヒツヨウジ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		必要時のみ ヒツヨウジ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診受診券から把握できる仕組み ケンシン ジュシン ケン ハアク シク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		外部研修に参加している ガイブ ケンシュウ サンカ

		491		1625		鹿児島県		肝付町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松井千穂 マツイ チホ		0944-65-2564		0944-65-251７		1		zoushin@town.kimotsuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		101		101		1		0		1		5		1		8		111		99		1		0		1		5		1		8		111		97		1		0		3		5		3		8		125		117		1		0		3		5		3		8		125		114		103		4		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達の確認 ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				1		健診後のフォローの場とし、親子教室や母子相談日を設けている ケンシン ゴ バ オヤコ キョウシツ ボシ ソウダン ヒ モウ		0		0				1		保健指導後のカンファレンスの中で評価し次回へつないでいる ホケン シドウ ゴ ナカ ヒョウカ ジカイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		親子教室の中での検査や巡回療育相談へつなぎ、結果を確認しているが、これを定期的評価と取るのか？ オヤコ キョウシツ ナカ ケンサ ジュンカイ リョウイク ソウダン ケッカ カクニン テイキテキ ヒョウカ ト		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		研修会の開催 ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0

		492		1622		鹿児島県		東串良町		福祉課 フクシカ		小林 コバヤシ		0944-63-3131		0944-63-3138		1		eisei@higashikushira.com		0		1				1		0		3		5		52		51		1		0		1		6		1		8		51		46		1		0		1		6		1		8		51		46		1		0		3		3		3		5		64		57		1		0		3		3		3		5		64		57		*		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程を対象に応じて説明する ツギ ケンシン ハッタツ カテイ タイショウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定 イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		他研修会（県などが実施する研修会など）を活用して確保している。（但し医師、歯科医師以外のみ分） ホカ ケンシュウカイ ケン ジッシ ケンシュウカイ カツヨウ カクホ タダ イシ シカ イシ イガイ ブン										1

		493		1721		中核市 チュウカクシ		鹿児島市		健康福祉局子育て支援部母子保健課 ケンコウ フクシ キョク コソダ シエン ブ ボシ ホケン カ		下原智史 シモ ハラ サトシ フミ		099-216-1485		099-216-1284		1		boshihoken@city.kagoshima.lg.jp		0		1				1		0		3		6		5394		5324		1		0		1		6		1		11		5772		5544		1		0		1		6		1		11		5772		5538		1		0		3		0		3		11		5791		5653		1		0		3		0		3		11		5791		5648		5836		451		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		業務従事者への研修会で健診結果を情報提供し、課題を共有している。健診や相談時に使用するリーフレットの内容の見直しも行っている。 ギョウム ジュウジシャ ケンシュウカイ ケンシン ケッカ ジョウホウ テイキョウ カダイ キョウユウ ケンシン ソウダン ジ シヨウ ナイヨウ ミナオ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６か月、３歳児健診で発達の気がかりなケースは半年から１年後の発達過程について説明している サイ ゲツ サイジ ケンシン ハッタツ キ ハントシ ネンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		事例検討 ジレイ ケントウ		0		0				1		母子手帳発行時や訪問時資料配布等で啓発を行っている。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ ホウモン ジ シリョウ ハイフ トウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には実施していないが、１ヶ月間の健診受診者の課題や相談内容をまとめ今後に生かすため検討中である テイキテキ ジッシ ゲツ アイダ ケンシン ジュシンシャ カダイ ソウダン ナイヨウ コンゴ イ ケントウチュウ		0				0		1		0				1		委託健診結果報告の中に保健指導要の記載をするようにしている イタク ケンシン ケッカ ホウコク ナカ ホケン シドウ ヨウ キサイ		0		0		0		0				1		健診に従事する常勤・非常勤保健師、助産師、看護師、心理相談員に対してマニュアルの確認や問診などの取り方、支援方法についての研修を実施している ケンシン ジュウジ ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ シンリ ソウダンイン タイ カクニン モンシン ト カタ シエン ホウホウ ケンシュウ ジッシ		1		健診に従事する常勤・非常勤保健師、助産師、看護師、心理相談員に対してマニュアルの確認や問診などの取り方、支援方法についての研修を実施している ケンシン ジュウジ ジョウキン ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ シンリ ソウダンイン タイ カクニン モンシン ト カタ シエン ホウホウ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		494		1628		鹿児島県		屋久島町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		松浦仁美 マツウラ ヒトミ		0997-43-5900		0997-43-3008		1		kenkou@yakushima-town.jp		0		1				1		0		3		4		109		107		1		0		1		6		1		11		124		120		1		0		1		6		1		11		124		120		1		0		3		5		3		11		128		121		1		0		3		5		3		11		128		121		128		7		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		必要時個別で対応している ヒツヨウジ コベツ タイオウ		0				1		0				1		母子手帳交付時に配布している冊子に記載 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ サッシ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達障害児の早期気づき、早期発見のための研修 ハッタツ ショウガイジ ソウキ キ ソウキ ハッケン ケンシュウ		0				0				0		0				1

		495		1675		沖縄県		伊是名村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		西　美津子 ニシ ミツ コ		098-045-2137		098-045-2700		2		nishi-m@vill.izena.okinawa.lg.jp		0		2				1		0		3		12		33		30		1		0		1		6		2		0		14		13		1		0		1		6		2		0		14		13		*		*		3		0		4		6		18		16		*		*		3		0		4		6		18		16		19		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		該当者なし ガイトウシャ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		496		1654		沖縄県		今帰仁村		福祉保健課（保健センター） フクシ ホケンカ ホケン		与那嶺・橋本 ヨナミネ ハシモト		0980-56-1234		0980-51-5833		1		kenkouboshi@nakijin.jp		0		1				1		0		3		5		86		83		1		0		1		0		1		11		80		78		1		0		1		0		1		11		80		78		1		0		3		6		3		11		79		75		1		0		3		6		3		11		79		75		88		7		1		0		0		0				0				0		1		これまで評価してこなかったが、現在評価をしていく方向で評価方法について検討中 ヒョウカ ゲンザイ ヒョウカ ホウコウ ヒョウカ ホウホウ ケントウチュウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		個別の実施はあるが、全員を対象として統一した説明は行っていない コベツ ジッシ ゼンイン タイショウ トウイツ セツメイ オコナ		0				1		0				1		パンフレット配布等（母子手帳交付時） ハイフ トウ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				0		1		委託先の小児保健協会にて実施 イタクサキ ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ		0				1		0				0		0		1		0		0				0				1		0		0		0				1		小児保健協会実施の研修会へ参加 ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		497		1662		沖縄県		北谷町		子ども家庭課 コ カテイ カ		岡田真琴 オカダ マコト		098-982-7709		098-982-7715		2		tokuno.makoto@chatan.jp		0		1				1		0		3		6		326		291		1		0		1		8		1		10		340		289		1		0		1		8		1		10		340		289		1		0		3		4		3		7		340		289		1		0		3		4		3		7		340		289		340		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診でパンフレットやリーフレットを使い説明 ニュウヨウジ ケンシン ツカ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届時に配布する資料に入れている シュッセイ ジ ハイフ シリョウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児健診事後教室の勉強会 ニュウヨウジ ケンシン ジゴ キョウシツ ベンキョウ カイ		0				0				0		1		県小児保健協会が全県的に実施しておりそれに参加 ケン ショウニ ホケン キョウカイ ゼンケン テキ ジッシ サンカ		1

		498		1655		沖縄県		本部町		保険予防課予防班 ホケン ヨボウカ ヨボウ ハン		桃宇亜里沙・玉城明子 モモ ウ アリサ タマシロ アキコ		098-047-2103		098-047-2185		1		yobou@town.motobu.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		251		225		1		0		1		6		1		8		144		125		1		0		1		6		1		8		144		125		1		0		3		4		3		6		137		125		1		0		3		4		3		6		137		125		128		32		1		1		0		0				0				0		1		地区担当の保健師（看護師）が個別支援で支援し、新生児訪問や赤ちゃん訪問等で評価する チク タントウ ホケンシ カンゴシ コベツ シエン シエン シンセイジ ホウモン アカ ホウモン トウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		平成２３年度より２歳児歯科健診事業を実施 ヘイセイ ネンド サイジ シカ ケンシン ジギョウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		ハイリスクケースや子育て（発達面）の相談ｹｰｽ等必要に応じて実施している コソダ ハッタツ メン ソウダン トウ ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		1		事例は少ないが担当保健師と情報を共有し事例検討会を行っている ジレイ スク タントウ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ ジレイ ケントウカイ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				0		1		沖縄県小児保健協会に委託 オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ イタク		1		乳幼児健診（数日後）有所見者を含む検討会を毎回実施 ニュウヨウジ ケンシン スウジツゴ ユウ ショケン シャ フク ケントウカイ マイカイ ジッシ		0		0				1		町内保育所へ年２回出向き情報共有と検討会を実施。また、ケースに応じ地区担当保健師が個別支援を実施 チョウナイ ホイク ジョ ネン カイ デム ジョウホウ キョウユウ ケントウカイ ジッシ オウ チク タントウ ホケン シ コベツ シエン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		町独自では実施していないが沖縄県小児保健協会等の主催する研修へは参加している チョウ ドクジ ジッシ オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ トウ シュサイ ケンシュウ サンカ		1				1						1

		499		47		北海道		乙部町		町民課保健衛生係 チョウ ミン カ ホケン エイセイ カカリ		江口優衣 エグチ ユイ		0139-62-2311		0139-62-2939		2		y-eguchi@town.otobe.lg.jp		0		1				1		0		4		99		14		13		1		0		1		6		2		0		22		20		1		0		1		6		2		0		22		20		*		*		3		0		4		0		25		21		*		*		3		0		4		0		25		21		16		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時に母親に伝えている ケンシン ジ ハハオヤ ツタ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道か管内で行われている研修に参加している ドウ カンナイ オコナ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		500		156		北海道		更別村		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		武村友美 タケムラ トモミ		0155-53-3000		0155-53-2111		1		hoken@sarabetsu.jp		0		2				1		0		*		*		23		23		1		0		1		6		2		11		32		31		1		0		1		6		2		11		32		21		*		*		3		0		3		11		28		27		*		*		3		0		3		11		28		19		29		1		1		1		0		0				1		母親学級や両親学級、後期分の妊婦健診受診券交付時などに、体調や生活状況を確認。また状況に応じて電話や訪問を実施。その際評価を行っている。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ コウキ ブン ニンプ ケンシン ジュシン ケン コウフ ジ タイチョウ セイカツ ジョウキョウ カクニン ジョウキョウ オウ デンワ ホウモン ジッシ サイ ヒョウカ オコナ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		乳幼児健診後のカンファレンスで今後の対応方法などについて検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ コンゴ タイオウ ホウホウ ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		0		0		0		1		必要があれば他機関と連携し実施・評価まで行っている。 ヒツヨウ タ キカン レンケイ ジッシ ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		各母子事業や電話・訪問等で状況を確認して今後の対応など検討している。 カク ボシ ジギョウ デンワ ホウモン ナド ジョウキョウ カクニン コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		501		50		北海道		せたな町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		安藤麗香 アンドウ レイ カオリ		0137-84-5984		0137-84-5065		2		reika.ando@town.setana.lg.jp		0		1				*		*		3		4		37		37		*		*		1		6		1		11		43		43		*		*		1		6		1		11		43		42		*		*		3		0		3		11		46		46		*		*		3		0		3		11		46		46		31		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ素塗布勧奨 ソ トフ カンショウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		子育て支援センターのみ連携 コソダ シエン レンケイ		0				0		1		各担当保健師による カク タントウ ホケン シ		0				1		0				1		パンフレットと赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		５歳児健診時に評価 サイジ ケンシン ジ ヒョウカ		0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		502		147		北海道		新ひだか町		健康生活部健康推進課（静内保健センター） ケンコウ セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ シズ ナイ ホケン		瓶子歩美 ヘイシ アユミ		0416-42-1287		0416-43-2350		1		sukoyaka1@sougoucare.ecnet.jp		0		1				*		*		3		6		185		183		*		*		1		6		1		10		236		227		*		*		1		6		1		8		182		167		*		*		3		0		3		4		197		184		*		*		3		0		3		2		204		164		214		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の取り組み内容に反映している ジネンド ト ク ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食 アイダ ショク		0		1		0		0		0				0				0		1		必須としていないがケースの状況によって実施 ヒッス ジョウキョウ ジッシ		1		健診後のカンファレンス。育てにくさを感じる親を対象とした実施。その中での評価。 ケンシン ゴ ソダ カン オヤ タイショウ ジッシ ナカ ヒョウカ		0		0				0				0		1		必須としていないがケースの状況によって実施 ヒッス ジョウキョウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修に参加 ガイブ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		503		213		青森県		南部町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		根市恵子 ネ イチ ケイコ		0178-60-7100		0178-76-3904		2		neichi-keiko@town.aomori-nanbu.lg.jp		0		1				0		1		*		*		*		*		1		0		1		7		1		8		109		102		1		0		1		7		1		8		109		102		1		0		3		7		3		8		112		110		1		0		3		7		3		8		112		110		94		5		1		1		0		0				1		訪問後のカンファレンスで評価 ホウモン ゴ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		カンファレンスで評価している ヒョウカ		0		0				1		問診票に入れている モンシン ヒョウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		４歳児健康相談の実施 サイジ ケンコウ ソウダン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		504		182		青森県		三沢市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		根岸満智子 ネギシ マチコ		0176-57-0707		0176-52-7021		2		machiko.negishi@city.misawa.lg.jp		0		1				1		0		4		6		458		417		1		0		1		7		2		0		405		394		1		0		1		7		2		0		405		394		*		*		3		6		4		0		412		377		*		*		3		6		4		0		412		377		404		49		1		0		0		0				1		母子手帳交付時及び妊婦訪問時に支援項目や状況をもとに検討・評価している ボシ テチョウ コウフ ジ オヨ ニンプ ホウモン ジ シエン コウモク ジョウキョウ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		有病率、一人当たり本数を把握し、また事業内容の検討を行っている ユウビョウリツ ヒトリ ア ホンスウ ハアク ジギョウ ナイヨウ ケントウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		出生時にしおりを配布。保健師の集団指導を実施している。 シュッセイジ ハイフ ホケン シ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0		1		担当保健婦が、継続して支援しているが、保健指導の評価は必要時に実施 タントウ ホケンフ ケイゾク シエン ホケン シドウ ヒョウカ ヒツヨウジ ジッシ		1		赤ちゃん訪問で資料配布 アカ ホウモン シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事後指導教室の中で評価している。 ジゴ シドウ キョウシツ ナカ ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		５歳児発達相談の評価会は実施している サイジ ハッタツ ソウダン ヒョウカ カイ ジッシ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		505		217		岩手県		大船渡市		生活福祉部健康推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		及川里枝 オイカワ リエ		0192-27-1581		0192-27-1589		1		kenkou@city.ofunato.iwate.jp		0		1				*		*		4		11		234		230		*		*		1		6		1		11		226		231		*		*		1		6		1		11		226		231		*		*		3		6		3		11		261		259		*		*		3		6		3		11		261		259		247		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		報告用の受診票に自情報を記載 ホウコクヨウ ジュシン ヒョウ ジ ジョウホウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		506		357		福島県		天栄村		住民福祉課健康増進係 ジュウミン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		深谷弘子 フカヤ ヒロコ		0248-82-3800		0248-82-3545		1		kenkou@vill.tenei.fukushima.jp		0		1				0		1		3		4		33		33		1		0		1		6		1		8		38		38		1		0		1		6		1		8		38		38		*		*		3		2		3		4		44		44		*		*		3		2		3		4		44		44		28		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常に機会を設けているわけではないが、必要があれば研修を受けている。 ツネ キカイ モウ ヒツヨウ ケンシュウ ウ

		507		297		秋田県		三種町		健康推進課保健センター ケンコウ スイシン カ ホケン		近藤千保子 コンドウ セン タモツ コ		0185-83-5555		0185-83-3857		2		kondo-chihoko@town.mitane.akita.jp		0		1				1		0		3		4		66		65		1		0		1		5		1		7		81		79		1		0		1		5		1		7		81		79		*		*		3		5		3		7		92		89		*		*		3		5		3		7		92		89		70		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		特に取り決めはないが、必要に応じて１，４，５の対応あり トク ト キ オウ タイオウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1		健やか親子２１重点課題②乳健時確認 スコ オヤコ ジュウテン カダイ チチ ケン ジ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と連携はしているが、評価方法は確立していない カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ ホウホウ カクリツ		*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		508		721		新潟県		聖籠町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		山岸ちひろ ヤマギシ		0254-27-6511		0254-27-6512		1		hofuku@town.seiro.niigata.jp		0		1				*		*		4		5		150		150		*		*		1		5		1		7		134		134		*		*		1		5		1		7		134		134		*		*		2		11		3		1		168		166		*		*		2		11		3		1		168		166		135		8		1		0		0		0				0				0		1		定期的な実施はないが、養育支援訪問の振り返りを行い内容を検討している テイキテキ ジッシ ヨウイク シエン ホウモン フ カエ オコナ ナイヨウ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		1		1		0				1		課題の見直し（仕上げ磨き指導・習慣化、捕食の選び方、フッ化物塗布及び洗口 カダイ ミナオ シア ミガ シドウ シュウカンカ ホショク エラ カタ カ ブツ トフ オヨ アラ クチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児に対しては指導用リーフレットを作成。育児学級（４～５か月児向け）で説明。幼児に対してはパンフレットを配布 ニュウジ タイ シドウヨウ サクセイ イクジ ガッキュウ ゲツ ジ ム セツメイ ヨウジ タイ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		健診後、入園後、入学後の様子を確認して経過のフィードバックをし検討している。 ケンシン ゴ ニュウエン ゴ ニュウガクゴ ヨウス カクニン ケイカ ケントウ		0				0				0		0				0				0		1		定期的な開催は実施sできていないが、保健師間での検討は随時実施している。 テイキテキ カイサイ ジッシ ホケン シ カン ケントウ ズイジ ジッシ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1

		509		730		新潟県		粟島浦村		総務課 ソウムカ		沼田美穂 ヌマタ ミホ		0254-55-2111		0254-55-2159		1		phn@vill.awashimaura.lg.jp		0		1				0		1		3		4		1		1		1		0		1		6		2		0		1		1		0		1		1		6		2		0		1		1		*		*		3		0		3		6		1		1		*		*		3		0		3		6		1		1		0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		510		335		山形県		小国町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		野本恵利子 ノ モト エリコ		0238-61-1000		0238-61-1005		1		kenkou@town.oguni.yamagata.jp		0		1				*		*		3		4		50		50		*		*		1		5		1		8		48		46		*		*		1		5		1		8		48		46		*		*		3		5		3		8		51		49		*		*		3		5		3		8		51		49		55		1		1		0		0		0				0				0		1		若年妊娠、未婚に対し家族面談、継続訪問などの支援を行い、保健師間でカンファレンス、共有した ジャクネン ニンシン ミコン タイ カゾク メンダン ケイゾク ホウモン シエン オコナ ホケン シ カン キョウユウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		1		健診後のカンファレンスで保健師が情報共有、訪問するなど対応を行う ケンシン ゴ ホケン シ ジョウホウ キョウユウ ホウモン タイオウ オコナ		0				0		1		件数が少ないため、結果で評価し事業計画に活用している ケンスウ スク ケッカ ヒョウカ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児、１歳児健診で健康教育の時間を取っており、簡単に触れている。 ゲツ ジ サイジ ケンシン ケンコウ キョウイク ジカン ト カンタン フ		0		0				0				0		1		健診後のカンファレンスや保健師間で情報共有し、次回の健診や訪問等で保護者の話を聞くようにしている ケンシン ゴ ホケン シ カン ジョウホウ キョウユウ ジカイ ケンシン ホウモン トウ ホゴシャ ハナシ キ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファレンスの機会に検討している ケンシン ゴ キカイ ケントウ		0				0		0		1		保育園訪問を実施し情報共有を行っている ホイクエン ホウモン ジッシ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		511		853		長野県		天龍村		住民課健康支援係 ジュウミンカ ケンコウ シエン カカリ		栗生 クリ ナマ		0260-32-2001		0260-32-2525		2		f-seikan@vill-tenryu.jp		0		1				0		1		4		5		3		3		*		*		1		6		1		9		3		3		*		*		1		6		1		9		3		3		*		*		3		0		3		3		6		6		*		*		3		0		3		3		6		6		5		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレット使用し啓発 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		委託の健診は行っているが、問診は村の保健師が行いカンファレンスをしている。 イタク ケンシン オコナ モンシン ムラ ホケン シ オコナ		1		近隣の自治体保健師で講師を派遣し研修している キンリン ジチタイ ホケン シ コウシ ハケン ケンシュウ		0				0				0		0

		512		1693		中核市 チュウカクシ		柏市		地域健康づくり課 チイキ ケンコウ カ		勝田圭香 カツ タ ケイ カ		04-7167-1256		04-7167-1257		1		tiikikenko@city.kashiwa.lg.jp		0		1				*		*		3		6		3339		3282		1		0		1		6		1		11		3661		3361		1		0		1		6		1		11		3661		247		1		0		3		6		3		11		3699		3303		1		0		3		6		3		11		3699		3292		3551		391		0		1		0		0				0				0		1		定期的な評価は実施していないが、ケースの状況に応じて支援の方向性の検討や児童福祉部署への情報共有を行っている テイキテキ ヒョウカ ジッシ ジョウキョウ オウ シエン ホウコウセイ ケントウ ジドウ フクシ ブショ ジョウホウ キョウユウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		幼児健康診査検討会として柏歯科医師会も含めた事業評価を行い、次年度の事業計画に活用 ヨウジ ケンコウ シンサ ケントウカイ カシワ シカ イシ カイ フク ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳発行時、母と子のつどい、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、ママパパ学級等における情報提供、啓発の実施。 ボシ ケンコウ テチョウ ハッコウ ジ ハハ コ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ガッキュウ トウ ジョウホウ テイキョウ ケイハツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		幼児健康診査検討会として医師会、歯科医師会も含めた事業評価の機会を毎年設けている ヨウジ ケンコウ シンサ ケントウカイ イシカイ シカ イシ カイ フク ジギョウ ヒョウカ キカイ マイネン モウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		常勤・非常勤を含め従事関係職員を対象とした眼科、耳鼻科等の精度管理や発達障害の早期支援に関する研修を毎年設けている。 ジョウキン ヒジョウキン フク ジュウジ カンケイ ショクイン タイショウ ガンカ ジビカ トウ セイド カンリ ハッタツ ショウガイ ソウキ シエン カン ケンシュウ マイネン モウ		1		常勤・非常勤を含め従事関係職員を対象とした眼科、耳鼻科等の精度管理や発達障害の早期支援に関する研修を毎年設けている。 ジョウキン ヒジョウキン フク ジュウジ カンケイ ショクイン タイショウ ガンカ ジビカ トウ セイド カンリ ハッタツ ショウガイ ソウキ シエン カン ケンシュウ マイネン モウ		0				0		0								1

		513		592		千葉県		いすみ市		健康高齢者支援課 ケンコウ コウレイシャ シエン カ		木村真利 キムラ シン リ		0470-62-1162		0470-63-1252		1		kenkou@city.isumi.lg.jp		0		1				*		*		4		5		236		223		*		*		1		6		1		11		216		176		*		*		1		6		1		11		216		176		*		*		3		5		3		11		247		183		*		*		3		5		3		11		247		183		198		89		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアル取り決めはないが、把握した場合は、福祉担当者へ情報提供している。 ト キ ハアク バアイ フクシ タントウシャ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0		0		0				1		健診対象年齢を変更した。 ケンシン タイショウ ネンレイ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		マタニティークラスで行っている。 オコナ		0		0				1		尿検査、視力検査、聴力検査 ニョウケンサ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				1		保育所巡回相談、こあらくらぶ、かるがも相談 ホイク ジョ ジュンカイ ソウダン ソウダン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		514		587		千葉県		富里市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		戸村由美子 ト ムラ ユミコ		0476-93-4121		0476-93-2422		1		kenkou@city.tomisato.lg.jp		0		1				*		*		4		5		385		372		*		*		1		6		1		7		374		349		*		*		1		6		1		7		374		349		*		*		3		5		3		6		367		357		*		*		3		5		3		6		367		357		423		27		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		おすわりやハイハイについて、歩き初めまでにハイハイをしっかりさせよう アル ハジ		0		0				0				0		1		親子支援教室で継続的にかかわり、指導方法を検討する。 オヤコ シエン キョウシツ ケイゾクテキ シドウ ホウホウ ケントウ		*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		愛育会の研修等 アイイク カイ ケンシュウ トウ		0				0				0		0

		515		549		埼玉県		長瀞町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島純代 オオシマ スミヨ		0494-66-3111		0494-66-3564		1		kenkou@town.nagatoro.saitama.jp		0		1				1		0		*		*		37		37		1		0		*		*		*		*		39		35		1		0		*		*		*		*		39		35		1		0		*		*		*		*		45		39		*		*		*		*		*		*		45		39		38		4		1		0		0		0				1		カンファレンス、２か月ごと ゲツ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		健診でパンフレットをもとに行う ケンシン オコナ		0		0				0				1		0				1		パンフレット		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンス ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		516		480		群馬県		下仁田町		保健環境課保健予防係 ホケン カンキョウ カ ホケン ヨボウ ガカリ		永井 ナガイ		0274-82-5490		0274-82-3013		1		kenkou@town.shimonita.lg.jp		0		1				1		0		*		*		19		19		1		0		*		*		*		*		23		22		1		0		*		*		*		*		27		27		1		0		*		*		*		*		23		22		1		0		*		*		*		*		27		27		24		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健事業打ち合わせでデータを歯科医、衛生士と共有し、次年度の歯科事業へのアドバイスをもらっている。 シカ ホケン ジギョウ ウ ア シカイ エイセイシ キョウユウ ジネンド シカ ジギョウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ほかの月齢の子との健診もあるため、交流も含健診会場で実施 ゲツレイ コ ケンシン コウリュウ フク ケンシン カイジョウ ジッシ		0		0				1		言動の変化や子どもの発達状況などを健診後のカンファレンスで評価 ゲンドウ ヘンカ コ ハッタツ ジョウキョウ ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時に説明。３～４か月健診でも再度確認 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ ゲツ ケンシン サイド カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳健は３か月ごと、幼健は６か月ごとに実施しているため、そのつどカンファレンスなどで実施 ニュウ ケン ゲツ ヨウ ケン ゲツ ジッシ ジッシ		0		0				1		保育園と連携し、コンサルテーションを実施している ホイクエン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		517		470		群馬県		館林市		保健福祉部健康推進課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		青木淳子 アオキ ジュンコ		0276-74-5155		0276-75-6555		1		hoken.center@city.tatebayashi.gunma.jp		0		1				1		0		4		99		559		544		1		0		1		6		99		99		597		580		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		2		99		99		614		590		*		*		*		*		*		*		*		*		575		72		1		1		0		0				1		養育支援が必要な妊婦は特定妊婦として要保護児童対策協議会にて協議、評価 ヨウイク シエン ヒツヨウ ニンプ トクテイ ニンプ ヨウホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ キョウギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		0		0				1		平成２７年度：２６年度の三歳児う蝕保有率の増加を受け歯垢染め出し検査を従来の１歳６か月児のみから２歳児を追加し実施 ヘイセイ ネン ド ネンド サンサイジ ショク ホユウリツ ゾウカ ウ シコウ ソ ダ ケンサ ジュウライ サイ ゲツ ジ サイジ ツイカ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		月齢により重点項目が異なるため選択が難しい ゲツレイ ジュウテン コウモク コト センタク ムツカ		0		1		0		0		0				1		次の健診までの発達過程を示したパンフレットを健診時に配布し起こりうる問題を説明 ツギ ケンシン ハッタツ カテイ シメ ケンシン ジ ハイフ オ モンダイ セツメイ		0		0				1		各健診の問診票に育児の楽しさの設問をもうけ、育てにくさのある保護者をアセスメントし、必要時、発達相談や個別相談、子育て相談等に向ける。養育環境について支援が必要な場合は児童福祉担当課と連携し、支援を行う カク ケンシン モンシン ヒョウ イクジ タノ セツモン ソダ ホゴシャ ヒツヨウジ ハッタツ ソウダン コベツ ソウダン コソダ ソウダン トウ ム ヨウイク カンキョウ シエン ヒツヨウ バアイ ジドウ フクシ タントウカ レンケイ シエン オコナ		0		0				1		４か月健診の際国の虐待に関する問診票において揺さぶられ症候群の認識のない保護者に対し説明を行っている ゲツ ケンシン サイ クニ ギャクタイ カン モンシン ヒョウ ユ ショウコウグン ニンシキ ホゴシャ タイ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		保育園・幼稚園・情緒教室、ことばの教室、相談支援センターとの情報共有を図り支援方法について連携を図っている。知的障害が疑われる児には上記のほか児童相談所の相談に向けている。 ホイクエン ヨウチエン ジョウチョ キョウシツ キョウシツ ソウダン シエン ジョウホウ キョウユウ ハカ シエン ホウホウ レンケイ ハカ チテキ ショウガイ ウタガ ジ ジョウキ ジドウ ソウダン ジョ ソウダン ム		0		0		0				0				0		0		1		0				1		健診後のケースカンファレンスでの実践指導、保健師対象の自閉症関係研修会の実施 ケンシン ゴ ジッセン シドウ ホケン シ タイショウ ジヘイショウ カンケイ ケンシュウカイ ジッシ		1		看護師、栄養士：必要時実施。２７年度：歯科衛生士研修実施（指導内容統一に向けた研修） カンゴシ エイヨウシ ヒツヨウジ ジッシ ネンド シカ エイセイシ ケンシュウ ジッシ シドウ ナイヨウ トウイツ ム ケンシュウ		1		新規に従事される場合に個別に説明 シンキ ジュウジ バアイ コベツ セツメイ		0		0				1				1		1				1

		518		669		東京都		御蔵島村		総務課民生係 ソウムカ ミンセイ カカリ		伊藤珠理 イトウ ジュリ		04994-8-2121		04994-8-2239		1		soumu_minsei@mikurasima.jp		0		1				*		*		3		5		2		2		*		*		1		6		1		7		6		6		*		*		1		6		1		7		6		6		*		*		3		4		3		6		2		2		*		*		3		0		3		11		2		2		5		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別健診にて保健師より説明 コベツ ケンシン ホケン シ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		小離島である御蔵島では、定期的に行っていませんが、事例が発生した際に医師と看護師によって行っている ショウ リトウ ミクラジマ テイキテキ オコナ ジレイ ハッセイ サイ イシ カンゴシ オコナ		0		0				1		三宅保健所より年１回精神障害巡回相談を利用し、医師や保健師を含め話し合いの場を設けている ミヤケ ホケンジョ ネン カイ セイシン ショウガイ ジュンカイ ソウダン リヨウ イシ ホケンシ フク ハナ ア バ モウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0						1								1

		519		814		長野県		伊那市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中村美菜子 ナカムラ ミナコ コ		0265-78-4111		0265-74-1260		1		ken@inacity.jp		0		1				*		*		3		4		558		513		*		*		1		6		1		7		594		582		*		*		1		6		1		7		594		582		*		*		3		0		3		1		548		523		*		*		3		0		3		1		548		523		553		35		1		0		0		0				1		個別の支援計画に基づいて評価の時期を設定している コベツ シエン ケイカク モト ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		歯科衛生士の保健指導（乳幼児健診内及び保育園巡回） シカ エイセイシ ホケン シドウ ニュウヨウジ ケンシン ナイ オヨ ホイクエン ジュンカイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１０か月健診で愛着形成の話と併せて１歳６か月頃までの発達過程について説明している ゲツ ケンシン アイチャク ケイセイ ハナシ アワ サイ ゲツ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時の保健指導及び妊婦とその家族への教室でのDVD勧奨による啓発 シンセイジ ホウモン ジ ホケン シドウ オヨ ニンプ カゾク キョウシツ カンショウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		ケース検討を通じた保健指導研修会 ケントウ ツウ ホケン シドウ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1		1

		520		924		静岡県		沼津市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		金子すみえ カネコ		055-951-3480		055-951-5444		1		kenkou@citynumazu.lg.jp		0		1		1		0		1		4		5		*		*		1		0		1		7		1		11		*		*		*		*		1		7		1		11		*		*		*		*		3		1		3		11		*		*		*		*		3		1		3		11		*		*		1461		42		1		0		0		0				1		ハイリスク妊婦となった時、係内で支援方法について検討。特定妊婦として継続支援していく場合他課、多職種で検討・評価 ニンプ トキ カカリ ナイ シエン ホウホウ ケントウ トクテイ ニンプ ケイゾク シエン バアイ タカ タ ショクシュ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		1		子ども家庭相談員の個別相談につなげる（健診会場で実施） コ カテイ ソウダンイン コベツ ソウダン ケンシン カイジョウ ジッシ		*				*		*				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		１歳６か月児で、２歳児、２歳児歯科検診で３歳児の発達過程について指導 サイ ゲツ ジ サイジ サイジ シカ ケンシン サイジ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				0		1		月１回実施される要保護児童対策地域協議会で必要なケースについては関係機関を交えて検討している。 ツキ カイ ジッシ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒツヨウ カンケイ キカン マジ ケントウ		1		妊娠期の両親学級でDVD,講義により啓発を行っている ニンシン キ リョウシン ガッキュウ コウギ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		月１回関係機関で個別ケース検討を行いフォローの妥当性について検討している。検討している。また個別心理相談を通じて評価をしている。 ツキ カイ カンケイ キカン コベツ ケントウ オコナ ダトウセイ ケントウ ケントウ コベツ シンリ ソウダン ツウ ヒョウカ		1		療育機関と定期的に検討評価 リョウイク キカン テイキテキ ケントウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		発達障害等の研修に参加 ハッタツ ショウガイ トウ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0														1

		521		914		岐阜県		北方町		保健センター ホケン		西本 ニシ モト		058-323-7600		058-323-7601		1		fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp		1		1				*		*		3		4		164		159		*		*		1		6		1		7		172		154		*		*		1		6		1		7		172		154		*		*		3		0		3		1		191		169		*		*		3		0		3		1		191		169		177		40		1		0		0		0				1		３～４か月乳児健診で出生体重を抽出し、指導効果を評価している。 ゲツ ニュウジ ケンシン シュッセイ タイジュウ チュウシュツ シドウ コウカ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		健康増進計画の中間評価及び最終評価の折に事業見直しを行っている ケンコウ ゾウシン ケイカク チュウカン ヒョウカ オヨ サイシュウ ヒョウカ オリ ジギョウ ミナオ オコナ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		個別健康相談時にお話ししている。 コベツ ケンコウ ソウダン ジ ハナ		0		0				0				0		1		言葉の教室において、個別相談の内容を共有することによりその都度指導の在り方を振り返っているが、文章化してまとめていない コトバ キョウシツ コベツ ソウダン ナイヨウ キョウユウ ツド シドウ ア カタ フ カエ ブンショウカ		1		妊娠届の折にリーフレットを利用して啓発している ニンシン トドケ オリ リヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健康増進計画について ケンコウ ゾウシン ケイカク		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部の研修事業を有効利用し腹鳴により共有するようにしている。 ガイブ ケンシュウ ジギョウ ユウコウ リヨウ フクメイ キョウユウ												1

		522		897		岐阜県		瑞穂市		福祉部健康推進課 フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		棚瀬すず子 タナセ コ		058-327-8611		058-327-1566		1		kenkou@city.mizuho.lg.jp		0		1				1		0		4		5		614		601		1		0		1		6		1		7		606		580		1		0		1		6		1		7		606		580		*		*		3		0		3		1		631		604		*		*		3		0		3		1		631		604		667		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		・４～５か月児健診で「語りかけ育児」で数か月～数年先の発達について説明している。・１歳半健診で育児力の向上を目指して１歳半～３歳頃の子どもの発達について資料を利用して説明している ゲツ ジ ケンシン カタ イクジ スウ ゲツ スウネンサキ ハッタツ セツメイ サイハン ケンシン イクジ リョク コウジョウ メザ サイハン サイ コロ コ ハッタツ シリョウ リヨウ セツメイ		0		0				1		発達支援教室で行う保健指導について、当日の教室終了後に行うスタッフ全員でのカンファレンスの中で評価している ハッタツ シエン キョウシツ オコナ ホケン シドウ トウジツ キョウシツ シュウリョウゴ オコナ ゼンイン ナカ ヒョウカ		0		0				1		出生届の際に全員実施する面談で行っている シュッセイトドケ サイ ゼンイン ジッシ メンダン オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		対象児が入所した保育所や幼稚園を訪問し、また就学前に学校教育課と連携して評価している。療育機関とも連携を取り評価する場合がある タイショウ ジ ニュウショ ホイク ジョ ヨウチエン ホウモン シュウガクマエ ガッコウ キョウイク カ レンケイ ヒョウカ リョウイク キカン レンケイ ト ヒョウカ バアイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		年間２回研修会を開催している ネンカン カイ ケンシュウカイ カイサイ		1		今年度末に非常勤医師とその意志の所属する医療機関のスタッフを対象とした研修会（保健事業全体の）の中で実施する予定である コンネンド マツ ヒジョウキン イシ イシ ショゾク イリョウ キカン タイショウ ケンシュウカイ ホケン ジギョウ ゼンタイ ナカ ジッシ ヨテイ		0		0														1

		523		1034		三重県		御浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		室谷好美 ムロヤ ヨシミ		05979-3-0511		05979-2-3502		2		yoshimi-murotani@town.mihama.mie.jp		0		1				*		*		4		4		53		53		*		*		1		5		1		8		48		47		*		*		1		5		1		8		48		47		*		*		3		5		3		8		54		53		*		*		3		5		3		8		54		53		43		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ポスター掲示など ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		保健所管内にて受診した分については紀南地域母子保健医療推進協議会にてシステムを作っている(継続アンケート） ホケンジョ カンナイ ジュシン ブン キ ミナミ チイキ ボシ ホケン イリョウ スイシン キョウギカイ ツク ケイゾク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		524		1411		高知県		四万十町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		中村晶子 ナカムラ アキコ		0880-22-3115		0880-22-3725		*		*		*		*				*		*		4		7		103		97		*		*		1		6		2		0		99		104		*		*		1		6		2		0		99		104		*		*		3		4		4		0		105		105		*		*		3		4		4		0		105		105		97		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		現在検討中 ゲンザイ ケントウチュウ		0		0		0		0		0		0				1		歯科保健に関する検討会(年２回）において活用 シカ ホケン カン ケントウカイ ネン カイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		全ての健診（４・７・１２か月、１歳６か月、２歳、３歳健診）において実施。 スベ ケンシン ゲツ サイ ゲツ サイ サイ ケンシン ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果やその結果保健指導が必要な場合について医療機関から返信がある。 ケンシン ケッカ ケッカ ホケン シドウ ヒツヨウ バアイ イリョウ キカン ヘンシン		0		0		0		0				1		県の実施する研修等に参加 ケン ジッシ ケンシュウ トウ サンカ		1		県の実施する研修等に参加 ケン ジッシ ケンシュウ トウ サンカ		0				0		0								1

		525		1283		岡山県		吉備中央町		保健課 ホケンカ		中村早希 ナカムラ サキ		0866-54-1326		0866-54-1306		1		hoken@town.kibichuo.lg.jp		0		1				1		1		3		4		78		47		1		0		1		6		1		8		59		50		1		0		1		6		1		8		59		50		*		*		3		6		3		8		69		61		*		*		3		6		3		8		69		61		80		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		岡山県で蝕歯罹患率が高いまま推移しているため、平成２８年度より２歳６か月児歯科検診実施予定 オカヤマケン ショク ハ リカン リツ タカ スイイ ヘイセイ ネンド サイ ゲツ ジ シカ ケンシン ジッシ ヨテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しているが、すべての保育所、幼稚園等で評価はしていない タ キカン レンケイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ ヒョウカ		0				1		0				1		健診時にアンケートを実施し毎年支援が必要な者の人数把握をし、その後の支援について確認している。 ケンシン ジ ジッシ マイネン シエン ヒツヨウ モノ ニンズウ ハアク ゴ シエン カクニン		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		ハイリスク妊産婦連絡票を用いて連携を図っている ニンサンプ レンラク ヒョウ モチ レンケイ ハカ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		526		1310		山口県		岩国市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		西本まりえ ニシモト		0827-24-3751		0827-22-8588		2		m.nishimoto.ks2688@city.iwakuni.lg.jp		0		1				*		*		3		6		974		954		*		*		1		6		1		11		1113		1070		*		*		1		6		1		11		1113		1070		*		*		3		0		3		11		1151		1083		*		*		3		0		3		11		1151		1083		1050		1		0		0		0		0				1		年度末にアセスメント方法や支援について評価 ネンドマツ ホウホウ シエン ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科衛生士への相談内容 シカ エイセイシ ソウダン ナイヨウ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠中の集団教育にて実施 ニンシンチュウ シュウダン キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		0								1		1

		527		1432		福岡県		古賀市		予防健診課 ヨボウ ケンシン カ		阿部香織 アベ カオリ		092-942-1151		092-942-1154		1		yobou@city.koga.fukuoka.jp		0		1				*		*		4		6		478		471		*		*		1		6		1		11		557		545		*		*		1		6		1		11		557		546		*		*		3		0		3		11		592		587		*		*		3		0		3		11		592		584		507		167		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		個別ブラッシング指導の強化 コベツ シドウ キョウカ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		全戸訪問、ブックスタート、７か月の相談 ゼンコ ホウモン ゲツ ソウダン		0		0				0				1		0				*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育に関する他機関との協議会 リョウイク カン タ キカン キョウギカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		528		1465		福岡県		赤村		住民課 ジュウミンカ		吉田 ヨシダ		0947-62-3000		0947-62-3007		1		aka-j.kenzo@mb.fcom.ne.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		*		*		1		6		1		8		24		19		*		*		1		6		1		8		24		19		*		*		3		0		3		11		30		22		*		*		3		0		3		11		30		22		21		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診時に今後の発達段階について説明している ニュウジ ケンシン ジ コンゴ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時や健診時に説明 ボシ テチョウ コウフ ジ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間で随時、支援内容や方法について検討し次回の支援時に活用している ホケン シ カン ズイジ シエン ナイヨウ ホウホウ ケントウ ジカイ シエン ジ カツヨウ		0		0				0				0		0		1		保育所や学校等と連携し、会議を開催し、支援が必要な児の情報共有をしている。 ホイク ジョ ガッコウ トウ レンケイ カイギ カイサイ シエン ヒツヨウ ジ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		529		1559		大分県		佐伯市		健康増進課保健係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン カカリ		千秋睦美 チアキ ムツミ		0972-23-4500		0972-23-6831		2		mc0818@city.saiki.lg.jp		0		1				*		*		3		5		535		507		*		*		1		6		1		11		473		455		*		*		1		6		1		11		473		455		*		*		3		5		3		11		517		495		*		*		3		5		3		11		517		495		466		*		1		1		0		0				1		地区担当保健師が乳児訪問時に児の出生体重や出産時の状況、新生児期の状況と評価、母についてはEPDSなどの質問票や面接で評価している チク タントウ ホケン シ ニュウジ ホウモン ジ ジ シュッセイ タイジュウ シュッサン ジ ジョウキョウ シンセイジ キ ジョウキョウ ヒョウカ ハハ シツモン ヒョウ メンセツ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		歯科衛生士と会議を持ち保健指導の内容やパンフレットについての見直しを評価に基づいて実施している シカ エイセイシ カイギ モ ホケン シドウ ナイヨウ ミナオ ヒョウカ モト ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児訪問時、８～９か月教室時に６歳までの発達の目安がわかるパンフレットをわたし、必要に応じて説明している ニュウジ ホウモン ジ ゲツ キョウシツ ジ サイ ハッタツ メヤス ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳に記載している ボシ ケンコウ テチョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		530		1498		長崎県		対馬市		保健部健康増進課 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ		松永 マツナガ		0920-58-1116		0920-58-2755		1		ts-kenkou@city.nagasaki-tsushima.lg.jp		0		1				*		*		3		4		225		221		*		*		1		7		1		9		268		264		*		*		1		7		1		9		268		263		*		*		3		7		3		9		278		271		*		*		3		7		3		9		278		270		246		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診の時、次回の健診対象時期の発達について説明 ニュウジ ケンシン トキ ジカイ ケンシン タイショウ ジキ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		療育研修会として主に発達障害について学ぶ機会を設けている リョウイク ケンシュウカイ オモ ハッタツ ショウガイ マナ キカイ モウ		1		母子保健推進員が相当研修会に参加している ボシ ホケン スイシンイン ソウトウ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0								1

		531		1530		熊本県		大津町		健康保険課 ケンコウ ホケンカ		赤星 アカホシ		096-294-1075				1		kenkou@town.ozu.kumamoto.jp		0		1				*		*		3		4		414		411		*		*		1		7		1		8		423		412		*		*		1		7		1		8		423		412		*		*		3		2		3		3		439		425		*		*		3		2		3		3		439		425		415		60		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		担当部署へ報告 タントウ ブショ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		６～７か月健診で６歳までの発達過程に関する資料を配り説明 ゲツ ケンシン サイ ハッタツ カテイ カン シリョウ クバ セツメイ		0		0				0				0		1		カンファレンス等で個別のケースについて指導、対応について検討している トウ コベツ シドウ タイオウ ケントウ		1		資料等で啓発 シリョウ トウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別ケースについてカンファレンス等でスタッフ間で検討 コベツ トウ カン ケントウ		0				0		0		1		必要に応じて関係機関（保育所、幼稚園、他部署等）に連絡、情報交換を行っている。 ヒツヨウ オウ カンケイ キカン ホイク ジョ ヨウチエン タブショ トウ レンラク ジョウホウ コウカン オコナ		*				*		*		*		*				1		管内保健師協議会、県主催の研修、自己研修の参加等 カンナイ ホケン シ キョウギカイ ケン シュサイ ケンシュウ ジコ ケンシュウ サンカ トウ		1		歯科衛生士等専門分野で研修会が開催される場合は業務として参加 シカ エイセイシ トウ センモン ブンヤ ケンシュウカイ カイサイ バアイ ギョウム サンカ		0				0		0				1

		532		1637		鹿児島県		和泊町		保健センター ホケン		大勝真由美 オオカツ マユミ		0997-84-3526		0997-84-4040		2		m.oogati@town.wadomari.lg.jp		0		2				1		0		3		4		69		68		1		0		1		6		1		11		69		66		1		0		1		6		1		11		69		66		*		*		3		4		3		11		68		66		*		*		3		4		3		11		68		66		67		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		依頼があれば行う イライ オコナ		1				0		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		1		３～４か月児健診の集団指導の中で説明 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ナカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		状況に応じて実施 ジョウキョウ オウ ジッシ		0				0		1		0				1		受診券に記入、もしくはフォローが必要な場合直接医療機関より連絡あり ジュシン ケン キニュウ ヒツヨウ バアイ チョクセツ イリョウ キカン レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		533		1599		鹿児島県		枕崎市		健康課 ケンコウ カ		岩村 イワムラ		0993-72-7176		0993-72-7161		1		kenkou@city.makurazaki.kagoshima.jp		0		1				*		*		3		4		122		122		*		*		1		6		1		7		149		146		*		*		1		6		1		7		149		146		*		*		3		4		3		5		158		156		*		*		3		4		3		5		158		156		133		19		1		1		0		0				1		医療機関（産婦人科）と情報交換し、随時評価している イリョウ キカン サンフジンカ ジョウホウ コウカン ズイジ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1		定期的歯科健診の実施に努めるとともに、保護者に対する歯科保健指導において情報提供につなげている テイキテキ シカ ケンシン ジッシ ツト ホゴ シャ タイ シカ ホケン シドウ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		発達過程についての資料をわたし、個別または集団での説明指導 ハッタツ カテイ シリョウ コベツ シュウダン セツメイ シドウ		0		0				1		カンファレンスにて評価または個別に評価している。 ヒョウカ コベツ ヒョウカ		0		0				1		妊娠届出の際、資料を配布している。個別または集団での説明指導 ニンシン トドケデ サイ シリョウ ハイフ コベツ シュウダン セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当にてケースについて随時評価している タントウ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		保健所等と連携し、発達相談または県の巡回相談を勧め、必要な場合は療育機関につないでいる。 ホケンジョ トウ レンケイ ハッタツ ソウダン ケン ジュンカイ ソウダン スス ヒツヨウ バアイ リョウイク キカン		0		0		0				1		受診票内に記載できるようになっている。また緊急の場合に電話連絡がある ジュシン ヒョウ ナイ キサイ キンキュウ バアイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		534		1664		沖縄県		中城村		健康保険課増進係母子担当 ケンコウ ホケン カ ゾウシン カカリ ボシ タントウ		加藤のぞみ（現産休代替：呉屋真弥） カトウ ゲン サンキュウ ダイタイ ゴ ヤ マ ヤ		098-896-2131(内264) ナイ		098-896-3048		2		nozomi-i@vill.nakagusuku.lg.jp		1		1				1		0		3		5		243		191		1		0		1		6		1		10		220		196		1		0		1		6		1		10		220		196		*		*		3		6		3		10		233		196		*		*		3		6		3		10		233		196		243		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		535		1676		沖縄県		久米島町		福祉課 フクシカ		崎村 サキムラ		098-985-7124		098-985-7120		2		ry-sakimura@town.kumejima.okinawa.jp		0		1				*		*		3		5		54		47		*		*		1		6		1		11		76		65		*		*		1		6		1		11		76		65		*		*		3		3		3		11		89		82		82		*		3		3		3		11		89		82		82		5		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				1		1		0		0		0				1		乳児健診で資料を用いて説明 ニュウジ ケンシン シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診か家庭訪問で行っている ニュウジ ケンシン カテイ ホウモン オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		身体計測を行う母子保健推進員へ研修している シンタイ ケイソク オコナ ボシ ホケン スイシンイン ケンシュウ		1						1

		536		1652		沖縄県		大宜味村		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		宮城伸子 ミヤギ ノブコ		0980-44-3003		0980-1943-6046		2		nobuko@vill.ogimi.okinawa.jp		1		1		1		1		0		2		99		21		21		1		0		1		6		2		0		30		24		1		0		1		6		2		0		30		24		*		*		3		4		4		0		39		33		*		*		3		4		4		0		39		33		19		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		537		1389		高知県		四万十市		保健介護課 ホケン カイゴ カ		西内美和 ニシウチ ミワ		0880-34-1115		0880-34-0564		1		eisei@city.shimanto.lg.jp		0		1				1		0		2		5		230		217		1		0		1		6		1		11		274		246		1		0		1		6		1		11		274		246		1		0		3		0		3		11		309		259		1		0		3		0		3		11		309		259		262		7		1		0		0						0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		538		469		群馬県		沼田市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		阿部ちかえ アベ		0278-23-2111		0278-22-8403		2		abe-chi@city.numata.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		346		341		1		0		1		6		1		11		375		363		1		0		1		6		1		11		375		361		1		0		3		0		3		11		357		353		1		0		3		0		3		11		357		344		348		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯保有率を評価し、健診・相談方法に活用している ハ ホユウリツ ヒョウカ ケンシン ソウダン ホウホウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		必要に応じ行っている ヒツヨウ オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		539		44		北海道		江差町		健康推進課健康推進係 ケンコウ スイシンカ ケンコウ スイシン カカリ		渋田和子 シブタ カズコ		0139-52-6718		0139-54-3933		2		kazuko.shibuta@hokkaido-esashi.jp		0		1				1		0		4		5		56		53		1		0		1		5		1		8		58		55		1		0		1		6		1		11		46		43		1		0		3		5		3		8		53		48		1		0		3		0		3		11		41		41		45		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		発達段階の見通しを説明している ハッタツ ダンカイ ミトオ セツメイ		0		0				1		問診票からの状況把握と面談時の様子から保健指導の評価をしている モンシン ヒョウ ジョウキョウ ハアク メンダン ジ ヨウス ホケン シドウ ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診事後カンファレンスで評価時期を決めフォローアップしている ケンシン ジゴ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		保育所や幼稚園と連携し評価 ホイク ジョ ヨウチエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1						1

		540		24		北海道		歌志内市		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシカ ホケン ヨボウ		野口絢華 ノグチ アヤ ハナ		0125-42-3213		0125-42-4111		2		ayaka.noguchi@city.utashinai.hokkaido.jp		1		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		14		11		1		0		1		6		1		11		14		9		1		0		3		0		3		11		13		11		1		0		3		0		3		11		13		11		10		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		虐待予防スクリーニングの実施 ギャクタイ ヨボウ ジッシ		1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３・４か月乳幼児相談の事前アンケートで、６か月から１歳児頃に到達する発達過程の知識の確認を行い問診時に説明指導している。 ゲツ ニュウヨウジ ソウダン ジゼン ゲツ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ チシキ カクニン オコナ モンシン ジ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		３か月児の乳幼児相談で実施 ゲツ ジ ニュウヨウジ ソウダン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修会への参加 ガイブ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		541		42		北海道		八雲町		保健福祉課 ホケン フクシカ		高岡佳代 タカオカ カヨ		0137-64-2111		0134-63-4411		1		hoken@town.yakumo.lg.jp		0		1				1		0		3		6		133		130		1		0		1		6		2		0		131		126		1		0		1		6		2		0		131		126		1		0		3		0		4		0		145		139		1		0		3		0		4		0		145		139		111		18		1		1		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		現状値を確認し、目標を設定し、不十分なところを広報での周知や保健指導の強化等、行っている ゲンジョウ アタイ カクニン モクヒョウ セッテイ フジュウブン コウホウ シュウチ ホケン シドウ キョウカ トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級や乳幼児健診で使用する教室にポスターを掲示している。 リョウシン ガッキュウ ニュウヨウジ ケンシン シヨウ キョウシツ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診にて、子ども発達支援センター、保育所、幼稚園、教育委員会、特別支援コーディネーター（養護学校教諭）と連携し行っている サイジ ケンシン コ ハッタツ シエン ホイク ジョ ヨウチエン キョウイク イインカイ トクベツ シエン ヨウゴ ガッコウ キョウユ レンケイ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		542		12		北海道		美唄市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		関　佳美 カン ヨシミ		0126-62-1173		0126-62-1088		2		y.seki@city.bibai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		123		118		1		0		1		6		2		0		119		112		1		0		1		6		2		0		119		112		1		0		3		0		4		0		102		96		1		0		3		0		4		0		102		96		98		67		1		1		0		0				1		母子手帳交付時、妊娠中期、後期妊娠２０週前には必ず評価。また、ケースにより随時評価。 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンシン チュウキ コウキ ニンシン シュウ マエ カナラ ヒョウカ ズイジ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		関係機関より健診前に情報収集 カンケイ キカン ケンシン マエ ジョウホウ シュウシュウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		現状・課題を経年的に評価し、指導内容へ反映。 ゲンジョウ カダイ ケイネンテキ ヒョウカ シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回健診までの発達の目安を共有。他月齢の健診と同時実施。 ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス キョウユウ タ ゲツレイ ケンシン ドウジ ジッシ		0		0				1		個別支援を行う中で、子に要因がある場合、親に要因がある場合など、課題を明確にしつつ、ケース支援を通して評価。 コベツ シエン オコナ ナカ コ ヨウイン バアイ オヤ ヨウイン バアイ カダイ メイカク シエン トオ ヒョウカ		0		0				1		妊娠中にリーフレットを用いて啓発 ニンシンチュウ モチ ケイハツ		0		0				*				*				*				*				*		*				1		ケース支援としては随時実施。事業単位では年１回実施。 シエン ズイジ ジッシ ジギョウ タンイ ネン カイ ジッシ		0		0				0				0		0		1		療育・保育所・幼稚園・学校と随時連携し個別支援や体制について検討する機会は設けていますが、フォローアップの地域の評価としてのテーマでは行っていません。 リョウイク ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウ ズイジ レンケイ コベツ シエン タイセイ ケントウ キカイ モウ チイキ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		0				1				1				0				0		0				1				1

		543		53		北海道		黒松内町		教育委員会子育て支援グループ キョウイク イイン カイ コソダ シエン		佐藤順子 サトウ ジュンコ		0136-72-3760		0136-72-3209		2		y_satou@town.kuromatsunai.hokkaido.jp		0		1				0		1		3		4		20		16		1		0		1		6		1		11		21		19		1		0		1		6		1		11		21		19		1		0		3		0		3		11		26		21		1		0		3		0		3		11		26		21		14		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム（食事、間食、睡眠等） セイカツ ショクジ カンショク スイミン トウ		0		0		0		1		0				1		次回の相談や健診時までの児の発達・発育・子育てのポイント、注意すること、お勧めすることをリーフレットを用いて説明している ジカイ ソウダン ケンシン ジ ジ ハッタツ ハツイク コソダ チュウイ スス モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果を報告する様式に必要時記入し報告してもらう。 ケンシン ケッカ ホウコク ヨウシキ ヒツヨウジ キニュウ ホウコク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		544		91		北海道		美瑛町		保健センター ホケン		新庄紋佳 シンジョウ モン		0166-92-7000		0166-68-7057		1		hoken_fukushi@town.biei.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		57		56		1		0		1		6		1		11		65		62		1		0		1		6		1		11		65		62		1		0		3		1		3		11		70		68		1		0		3		1		3		11		70		68		71		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルとしてはなし。スタッフで共有する仕組みとしては有り キョウユウ シク ア		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		行政サービスにおける連携・評価が多い。民間企業等で実施している食育の取り組み等は独自実施 ギョウセイ レンケイ ヒョウカ オオ ミンカン キギョウ トウ ジッシ ショクイク ト ク トウ ドクジ ジッシ		1		日本版デンバー式発達スクリーニング検査を参考にした発達の目安を問診で親と確認している ニホンバン シキ ハッタツ ケンサ サンコウ ハッタツ メヤス モンシン オヤ カクニン		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布による啓発 ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後にケースカンファレンスを実施し、支援の方向性や健診そのものの流れ等の検討あり。フォローアップの妥当性への定期評価はなし ケンシン ゴ ジッシ シエン ホウコウセイ ケンシン ナガ トウ ケントウ ダトウセイ テイキ ヒョウカ		1		子ども発達センター、教育委員会等関係機関との連携あり コ ハッタツ キョウイク イインカイ トウ カンケイ キカン レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1		研修内容によっては参加できるよう体制作りをしている ケンシュウ ナイヨウ サンカ タイセイ ヅク		1										1

		545		173		北海道		別海町		福祉部保健課 フクシ ブ ホケンカ		能登麻奈美 ノト マナミ		0153-75-0359		0153-75-0337		1		hoken@betsukai.jp		0		1				1		0		3		*		135		132		1		0		1		6		1		11		150		146		1		0		1		6		1		11		150		146		1		0		3		0		3		11		153		153		1		0		3		0		3		11		153		153		133		12		0		1		0		0				1		助産師が母子健康手帳を交付している。手帳交付時や妊婦健診後期受診券の交付時にハイリスクと思われる妊婦がいた場合、月に一度保健師とケースカンファレンスを行い情報を共有し定期的にフォローしています ジョサンシ ボシ ケンコウ テチョウ コウフ テチョウ コウフ ジ ニンプ ケンシン コウキ ジュシン ケン コウフ ジ オモ ニンプ バアイ ツキ イチド ホケン シ オコナ ジョウホウ キョウユウ テイキテキ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問にて０～６歳までの運動・精神・社会性の発達を表にしたものを保護者に配布している。また乳幼児健診、相談の問診票にも各年齢相応の社会性の発達について、保護者が確認できるような作りにしている シンセイジ ホウモン サイ ウンドウ セイシン シャカイセイ ハッタツ ヒョウ ホゴシャ ハイフ ニュウヨウジ ケンシン ソウダン モンシン ヒョウ カクネンレイ ソウオウ シャカイセイ ハッタツ ホゴシャ カクニン ツク		0		0				0				1		0				0				0		1		全員には行っていませんが、気になる方には伝えています ゼンイン オコナ キ カタ ツタ		0				0				0				0				1		1		尿検査については、目視ではなくクリニテックステータスプラスを使用している ニョウケンサ モクシ シヨウ		1		肥満事例に対しフォローアップ期間などを設定している。尿検査の結果について受診が必要な基準について地元の小児科医と取り決めている。乳幼児相談(６～７か月、９～１０か月、１歳、２歳）を実施しているが２歳児相談後、ことば、肥満に対して設けている。 ヒマン ジレイ タイ キカン セッテイ ニョウケンサ ケッカ ジュシン ヒツヨウ キジュン ジモト ショウニ カ イ ト キ ニュウヨウジ ソウダン ゲツ ゲツ サイ サイ ジッシ サイジ ソウダン ゴ ヒマン タイ モウ		0		0				0				0		0		1		５歳児相談を行っている。結果について各幼稚園・保育所・療育機関、教育委員会と共有し、各機関での児との関わりや判断の参考としていただいている。しかし基本的には３歳児健診以降の児の発達を含む成長の評価は各機関が行っている サイジ ソウダン オコナ ケッカ カクヨウチエン ホイク ジョ リョウイク キカン キョウイク イインカイ キョウユウ カクキカン ジ カカ ハンダン サンコウ キホンテキ サイジ ケンシン イコウ ジ ハッタツ フク セイチョウ ヒョウカ カクキカン オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		546		220		岩手県		久慈市		保健推進課 ホケン スイシンカ		遠川君子 トオ カワ キミコ		0194-61-3315		0914-52-3197		2		k-tookawa@city.kuji.iwate.jp		0		1				0		1		3		4		265		259		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		1		6		1		7		251		251		1		0		3		6		3		7		308		294		1		0		3		6		3		7		308		294		261		1		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		子育て支援課の虐待担当につなぐ コソダ シエン カ ギャクタイ タントウ		1		歯科保健計画の評価指標に基づいて次年度の事業に活かしている シカ ホケン ケイカク ヒョウカ シヒョウ モト ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活の状況 ショクセイカツ ジョウキョウ		0		0		1		0		0				1		保健指導時にパンフレットを活用して説明指導。 ホケン シドウ ジ カツヨウ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		健診後のカンファレンス時において今後の支援方法について決めて対応しているが、保健指導の評価は行っていない ケンシン ゴ トキ コンゴ シエン ホウホウ キ タイオウ ホケン シドウ ヒョウカ オコナ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		評価は行っていないが、事業について振り返りや方向性については随時行っている ヒョウカ オコナ ジギョウ フ カエ ホウコウセイ ズイジ オコナ		1		就学児支援専門家チームとして保育園訪問事業に参加し支援を行っている シュウガク ジ シエン センモンカ ホイクエン ホウモン ジギョウ サンカ シエン オコナ		0		0		0				1		健診票への記載内容を確認し必要時に対応している。 ケンシン ヒョウ キサイ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ タイオウ		0		0		0		0				1		母子保健研修会への参加 ボシ ホケン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1						1

		547		263		宮城県		村田町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池涼子 キクチ リョウコ		0224-83-2312		0224-83-3188		2		kikuchi-r@town.murata.miyagi.jp		0		1				1		0		4		7		64		64		1		0		1		6		2		0		80		80		1		0		1		6		2		0		80		80		1		0		3		5		4		0		86		84		1		0		3		5		4		0		86		84		85		2		1		0		0		0				0				0		1		母子手帳交付時にカンファレンスを行いフォローに必要な妊婦は地区担当へつないでいる ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ ヒツヨウ ニンプ チク タントウ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		健診のオリエンテーション時に保護者への説明をしている ケンシン ジ ホゴシャ セツメイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診のオリエンテーション時に保護者へ説明をしている。 ケンシン ジ ホゴシャ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスで行う ケンシン ゴ オコナ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットで説明をしている シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児一般健康診査（２か月、８～９か月）の記入項目に記載ができるようになっている。または直接保健センターへ連絡が入る ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ゲツ ゲツ キニュウ コウモク キサイ チョクセツ ホケン レンラク ハイ		0				0				0				1		0								1		1

		548		258		宮城県		東松島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ		高橋美和 タカハシ ミワ		0225-82-1111		0225-82-1244		1		kenko@city.higashimatsushima.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		321		307		1		0		1		6		1		7		334		324		1		0		1		6		1		7		334		324		1		0		3		4		3		5		325		318		1		0		3		4		3		5		325		318		342		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		549		1697		中核市 チュウカクシ		長野市		長野市保健所健康課母子保健担当 ナガノシ ホケンジョ ボシ ホケン タントウ		戸谷陽子 トヤ ヨウコ		026-226-9960		026-226-9982		1		h-kenkou@city.nagano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3022		2934		1		0		1		6		1		11		3183		2949		1		0		1		6		1		11		3183		2949		1		0		3		0		3		11		2197		2052		1		0		3		0		3		11		2197		2052		3257		*		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		７～８か月児の教室で、１歳６か月頃までの様子を集団に向けて説明している ゲツ ジ キョウシツ サイ ゲツ コロ ヨウス シュウダン ム セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		550		852		長野県		売木村		住民課 ジュウミンカ		飯島久未 イイジマ ヒサ		0260-28-2311		0260-28-2135		1		jumin@urugi.jp		0		1				0		1		4		5		4		4		1		0		1		4		1		8		2		2		1		0		1		4		1		8		2		2		1		0		2		11		3		2		5		5		*		*		2		11		3		2		5		5		3		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				0		1		個別相談の時に指導まではいかないが発達していく様子を簡単に説明することはある コベツ ソウダン トキ シドウ ハッタツ ヨウス カンタン セツメイ		0				1		0				0				0		1		毎回のおようには話していません。パンフレットによる話をしたことはあります。 マイカイ ハナ ハナシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		評価というか小学校入学後も継続して情報交換、その後の支援必要時には協力したりということをしている。小中学校一緒のため中学校も継続して経過をみていっている。 ヒョウカ ショウガッコウ ニュウガク ゴ ケイゾク ジョウホウ コウカン ゴ シエン ヒツヨウジ キョウリョク ショウチュウガッコウ イッショ チュウガッコウ ケイゾク ケイカ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		551		871		長野県		白馬村		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		南雲有希子 ナグモ ユキコ		0261-85-0713		0261-72-7001		1		hukushi@vill.hakuba.lg.jp		0		1				1		0		4		5		66		60		1		0		1		6		1		9		74		58		1		0		1		6		1		9		74		58		1		0		3		2		3		6		57		50		1		0		3		2		3		6		57		50		69		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		配布資料を用いて発達の目安を伝えている。 ハイフ シリョウ モチ ハッタツ メヤス ツタ		0		0				1		専門職で気になる母子について話し合ったり相談するようにしている（定期的な機会ではないが・・・）。 センモン ショク キ ボシ ハナ ア ソウダン テイキテキ キカイ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園にて5歳児相談実施したり、就学前健診にて経過を確認している。 ホイクエン ヨウチエン サイジ ソウダン ジッシ シュウガクマエ ケンシン ケイカ カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		管内の研修会や県の研修会。 カンナイ ケンシュウカイ ケン ケンシュウカイ		1		管内の研修会や県の研修会 カンナイ ケンシュウカイ ケン ケンシュウカイ		0				0		0										1				1

		552		866		長野県		山形村		保健福祉課保健対策係 ホケン フクシカ ホケン タイサク カカリ		仁科茉莉佳 ニシナ マリ カ		0263-97-2100		0263-97-2101		1		hoken@vill.yamagata.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		58		59		1		0		1		6		1		7		75		73		1		0		1		6		1		7		75		73		1		0		2		11		3		3		104		73		1		0		2		11		3		3		104		73		79		0		0		1		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ評価（妊娠中期・後期） ヒョウカ ニンシンチュウ キ ウシロ キ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		むし歯予防教室の開催。 バ ヨボウ キョウシツ カイサイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				1		ｱﾝｹｰﾄ		0		0				1		両親学級・育児相談でＤＶＤ鑑賞 リョウシン ガッキュウ イクジ ソウダン カンショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		特に継続的ﾌｫﾛｰが必要な方をﾌｫﾛｰしている。 トク ケイゾクテキ ヒツヨウ カタ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		553		562		千葉県		館山市		健康課 ケンコウ カ		吉野紗知子 ヨシノ サ チ コ		0470-23-3113		0470-22-6560		1		kenkouka@city.tateyama.chiba.jp		0		1				1		0		4		5		316		287		1		0		1		7		1		11		318		312		1		0		1		7		1		11		318		312		1		0		3		6		3		11		363		332		1		0		3		6		3		11		363		332		325		46		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽに対する個別支援について集計しｹｰｽの状況について職員で情報共有している。 タイ コベツ シエン シュウケイ ジョウキョウ ショクイン ジョウホウ キョウユウ		0		1		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで実績、保健指導の内容を検討することや保健指導の年齢ごとの相談内容を分析し、ｽﾀｯﾌ間で必要な指導内容を共有し、次回から必要な指導をしている。 ジッセキ ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ ホケン シドウ ネンレイ ソウダン ナイヨウ ブンセキ カン ヒツヨウ シドウ ナイヨウ キョウユウ ジカイ ヒツヨウ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児相談など保健指導の場で。 イクジ ソウダン ホケン シドウ バ		0		0				0				1		0				1		訪問指導・保健指導の場で ホウモン シドウ ホケン シドウ バ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、随時ｹｰｽ検討会を行っている。 ヒツヨウ ジ ズイジ ケントウカイ オコナ		0				0		0		1		ｸﾘﾆｯｸのｶﾝﾌｧﾚﾝｽへの参加。保育園・幼稚園との連携によって個々のｹｰｽの評価をしている。 サンカ ホイクエン ヨウチエン レンケイ ココ ヒョウカ		1		病院から特定妊婦・乳児など保健師の支援依頼。 ビョウイン トクテイ ニンプ ニュウジ ホケン シ シエン イライ		0		0		0		0				1		県等が主催する研修会への参加。 ケンナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0						1		1

		554		564		千葉県		松戸市		子ども部子ども家庭相談課母子保健担当室 コ ブ コ カテイ ソウダン カ ボシ ホケン タントウ シツ		流田由美子 ナガ タ ユミコ		047-366-5180		047-366-3901		1		mcboshihoken@city.matsudo.chiba.jp		0		1				0		1		3		5		3819		3696		1		0		1		6		1		11		3979		3846		1		0		1		6		1		11		3979		3843		1		0		3		5		3		11		3931		3668		1		0		3		5		3		11		3931		3643		4171		901		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		1歳6か月児健診の事後指導である「わんぱく歯科くらぶ」でう蝕の保健指導を実施し、3歳児健診でう蝕り患率の差など評価し、次年度の事業得計画に活用している。 サイ ゲツ ジ ケンシン ジゴ シドウ シカ ショク ホケン シドウ ジッシ サイジ ケンシン ショク カン リツ サ ヒョウカ ジネンド ジギョウ エ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級でDVDの視聴などでの啓発を実施。出生届出時に保健師面接場面で市独自のﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。乳児全戸訪問時に保健師か助産師が市独自のﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 リョウシン ガッキュウ シチョウ ケイハツ ジッシ シュッセイトドケ デ ジ ホケンシ メンセツ バメン シ ドクジ ハイフ ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ ホケンシ ジョサンシ シ ドクジ ハイフ		0		0				1		精密健康診査の受診結果について分析している。 セイ ミツ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ブンセキ		0				0				1		尿検査機器の精度管理を定期的に実施している。 ニョウケンサ キキ セイド カンリ テイキテキ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳幼児健康診査受診票の中に「育児上の心配等連絡事項の有無とその内容」について記載欄を設けている。 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ナカ イクジ ジョウ シンパイ ナド レンラク ジコウ ウム ナイヨウ キサイ ラン モウ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		年1回乳幼児健診に関係する医師や歯科医師と共に乳幼児健診の報告会・勉強会・意見交換会としての機会を設けている。その他、常勤従事者が部外の研修に参加している。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン カンケイ イシ シカ イシ トモ ニュウヨウジ ケンシン ホウコク カイ ベンキョウ カイ イケン コウカン カイ キカイ モウ ホカ ジョウキン ジュウジシャ ブガイ ケンシュウ サンカ						1				1

		555		528		埼玉県		三郷市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		栗原 クリハラ		048-930-7773		048-953-7096		1		kenkou@city.misato.lg.jp		0		1				1		0		4		5		1199		1153		1		0		1		8		1		11		1260		1164		1		0		1		8		1		11		1260		1161		1		0		3		6		3		11		1172		1048		1		0		3		6		3		11		1172		1044		1268		221		0		0		0		1				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0										1

		556		627		東京都		北区		健康福祉部健康いきがい課健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		桝本 マス モト		03-3908-9016		03-3905-6500		1		ikigai-ka@city.kita.lg.jp		0		1				1		0		3		5		2833		2725		0		1		1		6		1		11		2614		2399		1		0		1		6		1		11		2614		2399		1		0		3		0		3		11		2468		2337		1		0		3		0		3		11		2468		2337		3334		22		0		0		0		1		妊娠届にｱﾝｹｰﾄ記入欄作成、簡易ｱｾｽﾒﾝﾄに利用。また、各健康相談係窓口に届け出た場合は面接実施。 ニンシン トドケ キニュウ ラン サクセイ カンイ リヨウ カク ケンコウ ソウダン カカリ マドグチ トド デ バアイ メンセツ ジッシ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		子ども家庭支援ｾﾝﾀｰへの情報提供・通告。 コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ ツウコク		1		幼児食・歯みがき合同講習会 ヨウジ ショク ハ ゴウドウ コウシュウカイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣によるう蝕予防について セイカツ シュウカン ショク ヨボウ		0		1		0		0		0				1		3，4か月健診集団健診教育にて、1歳6か月頃までの発達について。 ゲツ ケンシン シュウダン ケンシン キョウイク サイ ゲツ コロ ハッタツ		0		0				1		ｸﾞﾙｰﾌﾟ参加者に関しては終了後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて地区担当の個別対応を含めて評価。 サンカ シャ カン シュウリョウゴ チク タントウ コベツ タイオウ フク ヒョウカ		0		0				0				0		1		母子手帳交付時の副読本に掲載あり。 ボシ テチョウ コウフ ジ フク ドク ボン ケイサイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票の戻りに連絡欄あり。また、必要時に個別連絡もらえる場合もあり。 ケンシン ヒョウ モド レンラク ラン ヒツヨウジ コベツ レンラク バアイ		0		0		0		0				1		都や関係機関主催の研修に参加。 ト カンケイ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		非常勤従事者へ、常勤従事者が受講した研修資料配布および報告。 ヒジョウキン ジュウジシャ ジョウキン ジュウジシャ ジュコウ ケンシュウ シリョウ ハイフ ホウコク								1

		557		656		東京都		稲城市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		菊地美里 キクチ ミサト		042-378-3421		042-377-4944		1		kenkou@city.inagi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		738		718		1		0		1		6		1		11		851		818		1		0		1		6		1		11		851		814		1		0		3		0		3		11		816		784		1		0		3		0		3		11		816		784		766		*		0		1		0		0				1		月1回、子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ・南多摩保健所と虐待予防検討会にて実施。 ツキ カイ コ カテイ シエン ミナミ タマ ホケンジョ ギャクタイ ヨボウ ケントウ カイ ジッシ		0		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				1		3～4か月児健診のﾐﾆ講座内で実施。 ゲツ ジ ケンシン コウザ ナイ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級・新生児訪問にて実施。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ シンセイジ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		毎年1ﾃｰﾏ実施。作業療法士による発達支援講座、DVの疑いを把握しあた時の問診での対応方法など。 マイトシ ジッシ サギョウ リョウホウ シ ハッタツ シエン コウザ ウタガ ハアク トキ モンシン タイオウ ホウホウ		0				0		0

		558		632		東京都		葛飾区		子育て支援部子ども家庭支援課 コソダ シエン ブ コ カテイ シエン カ		桜井まり子 サクライ コ		03-3602-1387		03-3602-1392		1		113000@city.katsushika.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3719		3662		0		1		1		6		2		0		3770		3347		1		0		1		6		1		11		3770		3119		1		0		3		1		3		11		3581		3366		1		0		3		1		3		12		3581		3362		3837		31		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		指導内容に反映。 シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣及びリズム セイカツ シュウカン オヨ		0		1		0		0		0				1		5か月の育児学級。 ゲツ イクジ ガッキュウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		559		638		東京都		青梅市		健康福祉部健康課母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン カカリ		草間千幸 クサマ セン サチ		0428-23-2191		0428-23-2195		1		div1530@city.ome.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		917		890		1		0		1		6		1		9		930		879		1		0		1		6		1		9		930		876		1		0		3		0		3		11		966		915		1		0		3		0		3		11		966		913		885		21		1		1		0		0				1		妊娠20週、34週の時点で母の状況と取り巻く環境を確認した上で、産後の養育状況を判断する。産後は出産と出生通知票の提出を確認し支援をつなげる。 ニンシン シュウ シュウ ジテン ハハ ジョウキョウ ト マ カンキョウ カクニン ウエ サンゴ ヨウイク ジョウキョウ ハンダン サンゴ シュッサン シュッセイ ツウチ ヒョウ テイシュツ カクニン シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕り患の高いﾘｽｸ要因は何かを調べそのことに指導重点を置いて行っている。毎年、指導の成果を評価し掲示物や配布を作成して取り組んでいる。 ショク カン タカ ヨウイン ナニ シラ シドウ ジュウテン オ オコナ マイトシ シドウ セイカ ヒョウカ ケイジ ブツ ハイフ サクセイ ト ク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		健診時の連携はないが、乳児健診においては市主催の離乳食教室の他に市内私立の保育園との共催である「保育園離乳食教室」の案内をし、栄養指導や食育の推進に努めている。 ケンシン ジ レンケイ ニュウジ ケンシン シ シュサイ リニュウショク キョウシツ ホカ シナイ シリツ ホイクエン キョウサイ ホイクエン リニュウショク キョウシツ アンナイ エイヨウ シドウ ショク イク スイシン ツト		0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価検討する。事後ﾌｫﾛｰについて検討。 ケンシン ゴ ヒョウカ ケントウ ジゴ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		東京都母子保健研修会等への参加。 トウキョウト ボシ ホケン ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		560		805		山梨県		小菅村		住民課 ジュウミンカ		星川春奈 ホシ カワ ハルナ		0428-87-0111		0428-87-0933		2		h-hoshikawa@vill.kosuge.yamanashi.jp		1		1		1		0		1		3		5		1		1		0		1		1		6		1		7		3		3		0		1		1		6		1		7		3		1		0		1		3		0		4		0		6		6		0		1		3		0		4		0		6		1		2		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		歯科医院に委託して実施。 シカ イイン イタク ジッシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的に訪問する。 テイキテキ ホウモン		0		0				1		巡回児童相談（対象15歳くらいまでの児）、すこやか発達相談（5歳児）の利用を保護者に提案する。 ジュンカイ ジドウ ソウダン タイショウ サイ ジ ハッタツ ソウダン サイジ リヨウ ホゴシャ テイアン		0		0		0				1		問診票結果を通じて。 モンシン ヒョウ ケッカ ツウ		0		0		0		0				1		本村の対象に応じた研修に参加する。 ホン ソン タイショウ オウ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0						1								1

		561		1695		中核市 チュウカクシ		富山市		福祉保健部保健所健康課 フクシ ホケン ブ ホケンジョ ケンコウ カ		高畠 コウ ハタケ		076-428-1153		076-428-1150		1		hokenjyoken-01@city.toyama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		3266		3176		1		0		1		6		1		7		3343		3238		1		0		1		6		1		7		3343		3238		1		0		3		7		3		8		3423		3273		1		0		3		7		3		8		3423		3273		3416		622		0		0		1		0				1		支援開始時、初回面接後、その後、訪問や面接等を行うごとに、支援方針を所内で評価している。 シエン カイシ ジ ショカイ メンセツ ゴ ゴ ホウモン メンセツトウ オコナ シエン ホウシン ショ ナイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		評価により必要に応じて対応方法の改正を行っている。 ヒョウカ ヒツヨウ オウ タイオウ ホウホウ カイセイ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		赤ちゃん教室などで集団指導。 アカ キョウシツ シュウダン シドウ		0		0				1		発達健診後に医師や言語聴覚士とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施。支援方針については所内で評価している。 ハッタツ ケンシン ゴ イシ ゲンゴ チョウカク シ ジッシ シエン ホウシン ショナイ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳への記載、母子手帳ｱﾌﾟﾘで発信。 ボシ ケンコウ テチョウ キサイ ボシ テチョウ 。		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて評価。 ケンシン ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		健診票に保健指導の要否を記入。 ケンシン ヒョウ ホケン シドウ ヨウヒ キニュウ		0		0		0		0				1		発達障害や保健指導に関する研修会を実施。 ハッタツ ショウガイ ホケン シドウ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0				0		0								1

		562		737		富山県		小矢部市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		荒井 アライ		0766-67-8606		0766-67-8602		1		kenfuku@city.oyabe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		178		178		1		0		1		6		1		11		190		190		1		0		1		5		1		11		190		190		1		0		3		6		3		11		203		201		1		0		3		6		3		11		203		201		205		6		0		0		0		1		妊婦健診等の結果や医療機関からの情報、また、妊産婦医療費申請時等の機会があった場合に行っている。 ニンプ ケンシントウ ケッカ イリョウ キカン ジョウホウ ニンサンプ イリョウヒ シンセイ ジ トウ キカイ バアイ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		幼児期のむし歯罹患率を評価し、重点とする保健指導内容を検討、活用していく。 ヨウジキ バ リカン リツ ヒョウカ ジュウテン ホケン シドウ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		個別指導の中で必要に応じて行っている。 コベツ シドウ ナカ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0		1		乳幼児健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場で支援の方向性等を検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ バ シエン ホウコウ セイ トウ ケントウ		1		啓発資料の配布。 ケイハツ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		妊産婦支援連絡票により医療機関から市へ連絡するもの。 ニンサンプ シエン レンラク ヒョウ イリョウ キカン シ レンラク		0		0		0		0				1		外部で実施される研修会に参加する。 ガイブ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1

		563		755		石川県		野々市市 シ		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田中和子 タナカ カズコ		076-248-3511		076-248-7771		1		kenkou@city.nonoichi.lg.jp		0		1				1		0		4		5		665		661		1		0		1		6		1		11		668		637		1		0		1		6		1		11		668		637		1		0		3		4		3		11		592		564		1		0		3		4		3		11		592		564		737		59		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問及び各乳幼児健診時に小集団での健康教育を実施している。 アカ ホウモン オヨ カク ニュウヨウジ ケンシン ジ ショウシュウダン ケンコウ キョウイク ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				1		集団講話の内容や発達等について。 シュウダン コウワ ナイヨウ ハッタツ トウ		0				0		0										1

		564		753		石川県		能美市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂本ゆかり サカモト		0761-58-2235		0761-58-6897		1		kenko@city.nomi.lg.jp		1		1				1		0		4		99		381		371		1		0		1		8		99		99		444		423		1		0		1		8		99		99		444		423		1		0		3		6		99		99		497		483		1		0		3		6		99		99		497		483		424		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		発達過程のわかる資料を使い集団や個別で指導。 ハッタツ カテイ シリョウ ツカ シュウダン コベツ シドウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄを渡して説明。 アカ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記入する仕組みはあるがほとんど記入なし。 ジュシン ヒョウ キニュウ シク キニュウ		0		0		0		0				0				1		栄養士連絡会を実施（月1回）。 エイヨウシ レンラクカイ ジッシ ツキ カイ		0				0		0

		565		771		福井県		坂井市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹中雅美 タケナカ マサミ		0776-50-3067		0776-66-2940		1		kenkou@city.fukui-sakai.lg.jp		0		1				0		1		3		5		721		708		1		0		1		6		1		11		773		754		1		0		1		6		1		11		773		754		1		0		3		0		3		11		797		771		1		0		3		0		3		11		797		771		687		11		0		0		0		1		全妊婦は行っていないが状況に応じてﾌｫﾛｰが必要な妊婦と判断した場合は行っている。 ゼン ニンプ オコナ ジョウキョウ オウ ヒツヨウ ニンプ ハンダン バアイ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		状況に応じて子育て支援課相談員と連携していく。 ジョウキョウ オウ コソダ シエン カ ソウダンイン レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5～6か月児育児相談では1歳頃までの発達過程を、1歳半健診では3歳頃までの発達過程を、3歳児健診では4歳頃までの発達過程について資料を基に指導している。 ゲツ ジ イクジ ソウダン サイ コロ ハッタツ カテイ サイハン ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ サイジ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ シリョウ モト シドウ		0		0				0				0		1		健診後ｽﾀｯﾌｶﾝﾌｧﾚﾝｽで今後のﾌｫﾛｰや保健指導について検討。その後、保育ｶｳﾝｾﾗｰや発達相談等いろいろな関りを通しﾌｫﾛｰ体制等を検討し直し評価につなげている。 ケンシン ゴ コンゴ ホケン シドウ ケントウ ゴ ホイク ハッタツ ソウダン トウ カカワ トオ タイセイ ナド ケントウ ナオ ヒョウカ		1		新生児訪問、5～6か月児育児相談でｱﾝｹｰﾄを介し啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ イクジ ソウダン カイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		発達相談、保育ｶｳﾝｾﾗｰ、就学時相談等を通してﾌｫﾛｰする機会・時期の見通しを行っている。 ハッタツ ソウダン ホイク シュウガク ジ ソウダン ナド トオ キカイ ジキ ミトオ オコナ		0				0		0		1		健診後の精検で医療機関につないだり発達相談、保育ｶｳﾝｾﾗｰ、就学時相談、特別教育支援ｾﾝﾀｰ、保育園等と連携している。 ケンシン ゴ セイ ケン イリョウ キカン ハッタツ ソウダン ホイク シュウガク ジ ソウダン トクベツ キョウイク シエン ホイクエントウ レンケイ		0				1		0		0		0				1		必要に応じて各種研修会に参加。保健師間でﾏﾆｭｱﾙを見直すなどの機会を設けている。 ヒツヨウ オウ カクシュ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ カン ミナオ キカイ モウ		0				0				0		0

		566		949		静岡県		西伊豆町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山本美智留 ヤマモト ミ チ ル		0558-52-1116		0558-54-1019		1		kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp		1		1				1		0		3		5		19		17		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		3		0		3		2		42		42		1		0		3		0		3		2		42		42		25		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		567		933		静岡県		掛川市		健康福祉部保健予防課 ケンコウ フクシ ブ ホケン ヨボウカ		金田あけの カネダ		0537-23-8111		0537-23-9555		1		tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		1010		985		1		0		1		6		1		11		1112		1107		1		0		1		6		1		11		1112		1107		1		0		3		0		3		11		1092		1083		1		0		3		0		3		11		1092		1083		1053		176		1		0		0		0				1		ﾌｫﾛｰ妊婦のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを定期的に実施している。要対協への提出。そこでの評価。 ニンプ テイキテキ ジッシ ヨウ タイ キョウ テイシュツ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕の多い地区の保育園・幼稚園への歯みがき指導。 ショク オオ チク ホイクエン ヨウチエン ハ シドウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽでの話し合い。 ハナ ア		0		0				1		妊娠中のﾏﾏｾﾐﾅｰでの啓発、2か月予防接種説明会での啓発。 ニンシンチュウ ケイハツ ゲツ ヨボウ セッシュ セツメイカイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就園時の申し送り、幼児相相。 シュウ エン ジ モウ オク ヨウジ ソウ ソウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		568		938		静岡県		裾野市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		宮前こころ ミヤマエ		055-992-5711		055-992-5733		1		kenko@city.susono.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		6		520		526		0		1		1		6		2		0		543		535		1		0		1		6		2		0		543		535		1		0		3		0		4		0		550		533		1		0		3		0		4		0		550		533		526		40		1		1		0		0				1		毎月ﾁｪｯｸ→電話・教室への参加・訪問、要保護児童対策協議会にて月1回ｹｰｽ検討。 マイツキ デンワ キョウシツ サンカ ホウモン ヨウ ホゴ ジ ドウ タイサク キョウギカイ ツキ カイ ケントウ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		健診前に対象保護者への連絡を行い必要があれば事前に調整を行う。EX)来所時間の調整や保健師相談については別日で対応等。 ケンシン マエ タイショウ ホゴシャ レンラク オコナ ヒツヨウ ジゼン チョウセイ オコナ ライ ショ ジカン チョウセイ ホケンシ ソウダン ベツ ヒ タイオウ トウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		家庭児童相談等、関連機関対応協議。 カテイ ジドウ ソウダントウ カンレン キカン タイオウ キョウギ		0				0		1		裾野市では2歳6か月児歯科教室でフッ素塗布を行っている。1歳6か月児健診、3歳児健診でのう蝕の有病率を参考に2歳6か月児歯科教室での指導内容について検討している。 スソノシ サイ ゲツ ジ シカ キョウシツ ソ トフ オコナ サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ショク ユウビョウリツ サンコウ サイ ゲツ ジ シカ キョウシツ シドウ ナイヨウ ケントウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		4歳児口腔衛生指導、支援ｾﾝﾀｰ講座。 サイジ コウクウ エイセイ シドウ シエン コウザ		1		6か月育児教室：5～6か月の赤ちゃんの成長・発達に加えこころの発達（自我の芽生え）、運動機能の発達について説明指導している。 ゲツ イクジ キョウシツ ゲツ アカ セイチョウ ハッタツ クワ ハッタツ ジガ メバ ウンドウ キノウ ハッタツ セツメイ シドウ		0		0				1		健診事後教室の参加や個別支援経過の中で評価を行い、母子担当間で共有している。 ケンシン ジゴ キョウシツ サンカ コベツ シエン ケイカ ナカ ヒョウカ オコナ ボシ タントウ カン キョウユウ		0		0				1		乳児教室や定期相談会、赤ちゃん訪問での周知。 ニュウジ キョウシツ テイキ ソウダンカイ アカ ホウモン シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診3か月後にﾌｫﾛｰ状況の確認と担当者へ繋ぎ母子担当者間で必要時ｹｰｽ検討を行っている。 ケンシン ゲツゴ ジョウキョウ カクニン タントウシャ ツナ ボシ タントウ シャ カン ヒツヨウジ ケントウ オコナ		0		0				0				0		0		1		療育機関へのつなぎ、幼保育入園時の情報提供と入園後の関りについて心理相談や巡回相談員と連携して行っている。巡回相談員とは適宜情報交換や意見交換を行っているが多機関と連携した評価は行っていない。 リョウイク キカン ヨウ ホイク ニュウエン ジ ジョウホウ テイキョウ ニュウエン ゴ カカワ シンリ ソウダン ジュンカイ ソウダンイン レンケイ イ ジュンカイ ソウダンイン テキギ ジョウホウ コウカン イケン コウカン オコナ タ キカン レンケイ ヒョウカ イ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		569		943		静岡県		伊豆の国市		市民福祉部健康づくり課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		寺尾佳余子 テラオ カ ヨ コ		055-949-6820		055-949-7177		1		kenkou@city.izunokuni.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		332		316		1		0		1		6		1		11		357		348		1		0		1		6		1		11		357		347		1		0		3		0		3		11		385		369		1		0		3		0		3		11		385		369		333		15		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問時、今後の発達について説明。 シンセイジ ホウモン ジ コンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室で厚労省作成の「赤ちゃんが泣きやまない」のDVD鑑賞。 キョウシツ コウロウショウ サクセイ アカ ナ カンショウ		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県等が実施する研修会への参加。 ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1

		570		986		愛知県		北名古屋市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		海老真由美 エビ マユミ		0568-23-4000		0568-23-0501		1		kenko@city.kitanagoya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		863		852		1		0		1		6		1		7		892		874		1		0		1		6		1		7		892		873		1		0		3		0		3		1		822		795		1		0		3		0		3		1		822		795		917		64		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団指導で将来の発達に応じた関り方を教育。 シュウダン シドウ ショウライ ハッタツ オウ カカワ カタ キョウイク		0		0				0				1		0				1		母子手帳発行時に実施（母子手帳の内容に沿って）。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ ジッシ ボシ テチョウ ナイヨウ ソ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		外部の研修会等を利用している。 ガイブ ケンシュウカイトウ リヨウ		0				0				0		0

		571		965		愛知県		安城市		子育て健康部健康推進課 コソダ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		松嵜清美 マツザキ キヨミ		0566-76-1133		0566-77-1103		1		kenko@city.anjo.aichi.jp		1		1				1		0		3.5		5		2012		1999		1		0		1		6		1		11		1988		1961		1		0		1		6		1		11		1988		1961		1		0		3		0		3		11		1913		1894		1		0		3		0		3		11		1913		1892		2117		61		1		0		0		0				1		月2回設けている処遇検討会議（係内保健師参加）で検討・評価している。 ツキ カイ モウ ショグウ ケントウ カイギ カカリ ナイ ホケン シ サンカ ケントウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果により健診事後指導等の事業の見直しを行っている。（方法や周知内容について） ケンシン ケッカ ケンシン ジゴ シドウ トウ ジギョウ ミナオ オコナ ホウホウ シュウチ ナイヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ｹｰｽに応じ必要な相談を行っている。 オウ ヒツヨウ ソウダン オコナ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ応援教室でDVD「赤ちゃんが泣きやまない」を上映。 ボシ テチョウ コウフ ジ オウエン キョウシツ アカ ナ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		臨時職員を対象とした研修会を年1回開催。（乳幼児健診従事者だけではない） リンジ ショクイン タイショウ ケンシュウカイ ネン カイ カイサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ						1

		572		980		愛知県		岩倉市		健康福祉部健康課健康支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ ケンコウ シエン		岡崎清美 オカザキ キヨミ		0587-37-3511		0587-37-3931		1		kenko@city.iwakura.lg.jp		0		1				1		0		4		6		456		446		1		0		1		6		1		9		418		417		1		0		1		6		1		9		418		417		1		0		3		0		3		11		417		339		1		0		3		0		3		11		417		399		486		16		1		0		0		0				0				0		1		必要時、母子担当と事業担当で状況を確認したり4か月児健診のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ヒツヨウジ ボシ タントウ ジギョウ タントウ ジョウキョウ カクニン ゲツ ジ ケンシン ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団指導または個別相談等の場年において指導している。 シュウダン シドウ コベツ ソウダンナド バ ネン シドウ		0		0				0				0		1		必要時、健診などのｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ヒツヨウジ ケンシン ジッシ		1		集団指導または、個別相談などの場面において指導。 シュウダン シドウ コベツ ソウダン バメン シドウ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検となったｹｰｽの受診、結果確認を実施。 セイ ケン ジュシン ケッカ カクニン ジッシ		0				0		1		現在、検討中。 ゲンザイ ケントウチュウ		1		巡回指導にて状況を把握している。 ジュンカイ シドウ ジョウキョウ ハアク		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		573		984		愛知県		愛西市		市民生活部健康推進課 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ		村瀬さやか ムラセ		0567-24-9731		0567-24-9735		1		kenko@city.aisai.lg.jp		0		1				1		0		3		4		365		357		1		0		1		6		1		8		420		409		1		0		1		6		1		8		420		409		1		0		3		1		3		3		467		451		1		0		3		1		3		3		467		451		393		124		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		各健診のう蝕有病率や仕上げ磨き実施率等で不足や課題を他の職種とも共有し、次年度の事業につなげている。 カク ケンシン ショク ユウビョウリツ シア ミガ ジッシ リツ トウ フソク カダイ タ ショクシュ キョウユウ ジネンド ジギョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味制限を含んだ生活ﾘｽﾞﾑ。 カンミ セイゲン フク セイカツ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰ教室・ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・乳児訪問にて実施。 キョウシツ キョウシツ ニュウジ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				0		1		年1回乳幼児健診等検討会にて健診の実施状況を評価している。 ネン カイ ニュウヨウジ ケンシントウ ケントウカイ ケンシン ジッシ ジョウキョウ ヒョウカ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		574		962		愛知県		津島市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		纐纈ゆき コウケツ		0567-23-1551		0567-24-4354		1		kenkou@city.tsushima.lg.jp		0		1				1		0		4		11		414		408		1		0		1		6		1		11		391		385		1		0		1		6		1		11		391		385		1		0		3		0		3		11		435		426		1		0		3		0		3		11		435		425		403		41		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		*		0		0				0				0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの時間内で検討。 ジカン ナイ ケントウ		1		生後1か月の時期に啓発ﾁﾗｼを個別に通知している。 セイゴ ゲツ ジキ ケイハツ コベツ ツウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		575		993		愛知県		大口町		健康福祉部健康生きがい課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イ カ		春日井幾子 カスガイ イクコ		0587-94-0051		0587-94-0052		1		kenkouikigai@town.oguchi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		246		244		1		0		1		6		1		7		222		222		1		0		1		6		1		7		222		222		1		0		3		0		3		1		211		207		1		0		3		0		3		1		211		207		238		7		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診・10か月児健診で集団指導を実施（発達・事故防止についてなど）。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ ハッタツ ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時の個別または集団指導で実施。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ コベツ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1

		576		1000		愛知県		南知多町		保健介護課 ホケン カイゴ カ		松田美寿鶴 マツダ ビ コトブキ ツル		0569-65-0711		0569-65-0694		1		hokai@town.minamichita.lg.jp		0		1				1		0		3		4		100		97		1		0		1		5		1		7		111		105		1		0		1		5		1		7		111		105		1		0		2		11		3		0		126		121		1		0		2		11		3		0		126		121		122		32		1		0		0		0				1		ﾊｲﾘｽｸ要因を設定、要因ﾚﾍﾞﾙによって評価時期は異なる。 ヨウイン セッテイ ヨウイン ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ﾏﾆｭｱﾙはないが担当保健師または正規職員の保健師は対応を引き継ぐ。 タントウ ホケンシ セイキ ショクイン ホケンシ タイオウ ヒ ツ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾁﾗｼを使い説明している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ツカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		支援が必要と判断している定期的に事業に誘い評価している。 シエン ヒツヨウ ハンダン テイキテキ ジギョウ サソ ヒョウカ		0		0				1		保育所等に訪問して観察をしている。 ホイク ショ トウ ホウモン カンサツ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		577		910		岐阜県		安八町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		川﨑裕子 カワサキ ユウコ		0584-64-3775		0584-64-5535		2		yuuko-k@town.anpachi.gifu.jp		0		1				1		0		3		4		111		111		1		0		1		6		1		8		139		139		1		0		1		6		1		8		139		139		1		0		3		0		3		2		150		148		1		0		3		0		3		2		150		148		118		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児健診にて導入についてｸﾞﾙｰﾌﾟ指導を実施している。 ニュウジ ケンシン ドウニュウ シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳発行時、保健所が発行した冊子を配布している。 ボシ ケンコウ テチョウ ハッコウ ジ ホケンジョ ハッコウ サッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		2か月に1回、保健師と発達相談員で要観察児の情報交換、困難事例の検討を実施している。 ゲツ カイ ホケン シ ハッタツ ソウダン イン ヨウ カンサツ ジ ジョウホウ コウカン コンナン ジレイ ケントウ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				*				*				*				*		*										1

		578		894		岐阜県		各務原市		健康福祉部健康管理課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カンリ カ		氏田知沙希 ウジ タ チ サ キ		058-383-1116		058-383-9151		1		kenkok@city.kakamigahara.gifu.jp		0		1				1		0		4		5		1236		1164		1		0		1		6		1		7		1306		1241		1		0		1		6		1		7		1306		1241		1		0		3		0		3		1		1276		1210		1		0		3		0		3		1		1276		1210		1300		235		1		0		0		0				1		評価時期は年度始め。指導を行った妊婦の出産時の児の体重把握し、取組に対する結果を評価する。 ヒョウカ ジキ ネンド ハジ シドウ オコナ ニンプ シュッサン ジ ジ タイジュウ ハアク トリクミ タイ ケッカ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		0				1		1歳6か月児健診後の「幼児フッ素塗布事業（歯科医療機関委託）」の受診状況等を把握して定期的なう蝕予防に繋げている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ ヨウジ ソ トフ ジギョウ シカ イリョウ キカン イタク ジュシン ジョウキョウ トウ ハアク テイキテキ ショク ヨボウ ツナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4か月児健診・10か月児健診で集団指導を実施（発達・事故防止についてなど）。11か月児健診時に集団指導として保健師から指導を行っている。4か月児健診時に乳幼児の発達の目安表を配布している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ ハッタツ ジコ ボウシ ゲツ ジ ケンシン ジ シュウダン シドウ ホケンシ シドウ オコナ ゲツ ジ ケンシン ジ ニュウヨウジ ハッタツ メヤス ヒョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診の受診者に対して問診票の設問で理解状況確認し、必要者には個別相談時に周知している。 ゲツ ジ ケンシン ジュシンシャ タイ モンシン ヒョウ セツモン リカイ ジョウキョウ カクニン ヒツヨウ シャ コベツ ソウダン ジ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		579		906		岐阜県		垂井町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		外花万里子 ソト ハナ マリコ		0584-22-1021		0584-22-6648		1		hoken@town.tarui.lg.jp		0		1				1		0		4		4		192		191		1		0		1		6		1		6		210		209		1		0		1		6		1		6		210		209		1		0		3		0		3		0		242		242		1		0		3		0		3		0		242		242		169		18		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10か月健診で1歳前後から1歳6か月頃までの社会性の発達過程を説明している。 ゲツ ケンシン サイ ゼンゴ サイ ゲツ コロ シャカイセイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		580		1012		三重県		鈴鹿市		保健福祉部健康づくり課母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ボシ ホケン		岡田千麻子 オカ タ チ マ コ		059-382-2252		059-382-4187		1		kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1694		1683		1		0		1		6		1		11		1820		1740		1		0		1		6		1		11		1820		1739		1		0		3		0		3		11		1915		1815		1		0		3		0		3		11		1915		1813		1864		269		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		医師・保健師等で行う乳幼児健診検討会。 イシ ホケンシ トウ オコナ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ		0		0				0				0		1		0				1		電話連絡や健診結果票による情報提供。 デンワ レンラク ケンシン ケッカ ヒョウ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		医師会主催の研修会等。 イシ カイ シュサイ ケンシュウカイナド		0				0				0		0

		581		1013		三重県		名張市		健康福祉部健康支援室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シエン シツ		森田もも モリタ		0595-63-6970		0595-63-4629		1		health@city.nabari.mie.jp		0		1				0		1		3		5		607		601		1		0		1		6		1		11		678		665		1		0		1		6		1		11		678		665		1		0		3		5		3		11		658		643		1		0		3		5		3		11		658		643		618		117		1		0		0		0				1		2か月に1回要保護児童対策協議会にて報告、支援の評価を行っている。 ゲツ カイ ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ ホウコク シエン ヒョウカ オコナ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				1		1歳半では歯科衛生士による歯科保健指導を100％近く実施しており、それを目指している。それの継続が3歳半児の有病率の低下がみられるようになってきた。 サイハン シカ エイセイシ シカ ホケン シドウ チカ ジッシ メザ ケイゾク サイハン ジ ユウビョウリツ テイカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		子どもの状態に対して不安の強い保護者に見通しを伝える。また、発音の不明瞭さや吃音などのことについても伝えるようにしている。 コ ジョウタイ タイ フアン ツヨ ホゴシャ ミトオ ツタ ハツオン フメイリョウ キツオン ツタ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳の発行教室時に行っている。 ボシケンコウテチョウ ハッコウ キョウシツ ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		2か月に1回、乳児健診委員会を開催し、医師と連携・情報交換を行っている。 ゲツ カイ ニュウジ ケンシン イインカイ カイサイ イシ レンケイ ジョウホウ コウカン オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		582		1011		三重県		桑名市		地域保健課 チイキ ホケン カ		樋浦えりこ ヒウラ		0594-24-1380		0594-24-3032		1		hokensm@city.kuwana.lg.jp		0		1				0		1		4		5		1194		1138		1		0		1		6		1		11		1311		1281		1		0		1		6		1		11		1311		1281		1		0		3		3		3		11		1302		1259		1		0		3		3		3		11		1302		1259		1212		127		0		1		0		0				1		養育支援訪問ｹｰｽとして定期的に協議・評価。 ヨウイク シエン ホウモン テイキテキ キョウギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		子ども総合相談ｾﾝﾀｰに報告（虐待対応部署）。 コ ソウゴウ ソウダン ホウコク ギャクタイ タイオウ ブショ		0				0		1		「桑名市幼児歯科検診及びフッ素塗布事業」の効果もあり、3歳児健診の結果ではう歯のない幼児が87.9％となった。H27年度からはそれまで実施していた「2歳児歯科保健教室」を費用対効果も考慮し廃止とした。 クワナシ ヨウジ シカ ケンシン オヨ ソ トフ ジギョウ コウカ サイジ ケンシン ケッカ シ ヨウジ ネンド ジッシ サイジ シカ ホケン キョウシツ ヒヨウタイコウカ コウリョ ハイシ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月児に乳児教室を実施し発達過程を説明している。 ゲツ ジ ニュウジ キョウシツ ジッシ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｾﾐﾅｰでの予防啓発DVD視聴、乳児全戸訪問で予防啓発DVD視聴・資料配布し説明。 ヨボウ ケイハツ シチョウ ニュウジ ゼンコ ホウモン ヨボウ ケイハツ シチョウ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		1.6健後ﾌｫﾛｰの状況を2歳で評価する予定であるが、実施できていない。 ケン ゴ ジョウキョウ サイ ヒョウカ ヨテイ ジッシ		0				0		1		0				1		市町村への指示。お母さんの問診票の記入を医療機関で確認。 シチョウソン シジ カア モンシン ヒョウ キニュウ イリョウ キカン カクニン		0		0		0		0				1		問診の行い方、発達の見方など。 モンシン オコナ カタ ハッタツ ミカタ		1		問診の行い方、発達の見方など。 モンシン オコナ カタ ハッタツ ミカタ		0				0		0

		583		1050		滋賀県		愛荘町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		畑　あやの ハタ		0749-42-4887		0749-42-7687		1		ehoken@town.aisho.lg.jp		0		1				1		0		4		5		245		242		1		0		1		6		1		7		238		234		1		0		1		6		1		7		238		234		1		0		3		6		3		7		279		263		1		0		3		6		3		7		279		263		267		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾘｰﾌﾚｯﾄを配布し啓発、妊婦教室にて説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ ケイハツ ニンプ キョウシツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県が実施する研修へ参加。 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		584		1076		京都府		京丹波町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		堀　道枝 ホリ ミチ エダ		0771-86-1800		0771-86-1233		1		hoken60@town.kyotamba.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		60		59		1		0		1		6		1		7		78		77		1		0		1		6		1		7		78		77		1		0		3		6		3		7		92		89		1		0		3		6		3		7		92		86		78		5		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		1		必要に応じ専門相談等に繋げる。 ヒツヨウ オウ センモン ソウダントウ ツナ		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				1		*		0		0				1		問診票への記載。 モンシン ヒョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健所や京都府が主催する研修などへはできるだけ参加している。 ホケンジョ キョウトフ シュサイ ケンシュウ サンカ						1

		585		1071		京都府		宇治田原町		健康長寿課 ケンコウ チョウジュ カ		杉原生子 スギハラ イクコ		0774-88-6636		0774-88-2991		1		hokencenter@town.ujitawara.kyoto.jp		0		1				1		0		3		5		67		55		1		0		1		6		1		9		77		69		1		0		1		6		1		9		77		69		1		0		3		5		3		8		103		77		1		0		3		5		3		8		103		77		54		10		1		0		0		0				1		年度末（実際にはずれることも多い）にﾊｲﾘｽｸ妊婦訪問事業についての評価を行っている。 ネンドマツ ジッサイ オオ ニンプ ホウモン ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが必要に応じて行っている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修としてではなくﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰから適宜指導を行っている。 ケンシュウ テキギ シドウ オコナ

		586		1062		京都府		長岡京市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中田由紀 ナカタ ユキ		075-955-9705		075-955-2054		1		kenkou@city.nagaokakyo.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		695		684		1		0		1		8		1		9		726		697		1		0		1		8		1		9		726		697		1		0		3		6		3		7		736		707		1		0		3		6		3		7		736		707		693		33		1		0		0		0				1		2か月に1回、ｹｰｽ会議を実施している。 ゲツ カイ カイギ ジッシ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		10か月児全員を対象とした教室で1歳半に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ゼンイン タイショウ キョウシツ サイハン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		新生児訪問時のEPDS等質問票後のﾌｫﾛｰの評価、育児支援の必要な人に対してのｹｰｽ検討会議を実施している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ シツモン ヒョウ ゴ ヒョウカ イクジ シエン ヒツヨウ ヒト タイ ケントウ カイギ ジッシ		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用して啓発している。 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要指導、要精検結果の評価。 ヨウ シドウ ヨウ セイ ケン ケッカ ヒョウカ		0		0				1		要ﾌｫﾛｰ児について療育機関・保育所・幼稚園や学校と連携し個別に評価している。 ヨウ ジ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウ レンケイ コベツ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		他機関主催の研修に参加。庁内の研修に参加。 タ キカン シュサイ ケンシュウ サンカ チョウ ナイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0										1				1

		587		1175		奈良県		高取町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		松本聖子 マツ モト セイコ		0744-52-5111		0744-52-3351		1		takatori-hoken@town.takatori.nara.jp		0		1				1		0		3		5		52		29		1		0		1		6		1		11		48		45		1		0		1		6		1		11		48		45		*		*		3		6		3		11		58		56		*		*		3		6		3		11		58		56		34		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容に反映させている。 シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料を渡している。 シリョウ ワタ		0		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で。 ケンシン ゴ トウ		0		0				1		問診時のｱﾝｹｰﾄ項目に入っておりお渡しする資料に関係する内容が含まれている。 モンシン ジ コウモク ハイ ワタ シリョウ カンケイ ナイヨウ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		発達に応じあらかじめ検討した時期に状況を把握して、対応を検討している。 ハッタツ オウ ケントウ ジキ ジョウキョウ ハアク タイオウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		588		1160		奈良県		御所市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		松本 マツ モト		0745-62-3001		0745-65-2615		1		ikiiki@city.gose.nara.jp		0		1				1		0		4		5		110		107		1		0		1		7		1		10		135		125		1		0		1		7		1		11		135		125		1		0		3		6		3		8		148		119		1		0		3		6		3		8		148		119		168		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にﾘｰﾌﾚｯﾄを渡している。 ボシ テチョウ コウフ ジ ワタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		589		1156		奈良県		天理市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		早見 ハヤミ		0743-63-1001		0743-62-7697		1		kennkou@city.tenri.nara.jp		1		1				1		0		4		6		565		540		1		0		1		9		2		0		583		557		1		0		1		9		2		0		583		557		1		0		3		2		4		0		635		529		1		0		3		2		4		0		635		529		600		128		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯率・有病率の推移を国・県・他市と比較し、1回/年歯科衛生士と指導内容を見直す。 シ リツ ユウビョウリツ スイイ クニ ケン タシ ヒカク カイ ネン シカ エイセイシ シドウ ナイヨウ ミナオ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		母子手帳の配布時、手帳に記載を見て。 ボシ テチョウ ハイフ ジ テチョウ キサイ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ ジゴ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		心理相談員による乳幼児の発達の捉え方、医師による運動発達の捉え方について。 シンリ ソウダンイン ニュウヨウジ ハッタツ トラ カタ イシ ウンドウ ハッタツ トラ カタ		0				0				0		0								1		1

		590		1710		中核市 チュウカクシ		和歌山市		地域保健課 チイキ ホケン カ		東　仁美 ヒガシ ヒトミ		073-488-5120		073-431-9980		1		chiikihoken@city.wakayama.lg.jp		0		1				1		0		3		3		2887		2828		1		0		1		7		1		11		3039		2927		1		0		1		7		1		11		3039		2927		1		0		3		5		3		11		3035		2783		1		0		3		5		3		11		3035		2783		3078		79		1		1		0		0				1		特定妊婦である場合、養育支援ｹｰｽとして半年に1回以上ｹｰｽ検討会で評価している。 トクテイ ニンプ バアイ ヨウイク シエン ハントシ カイ イジョウ ケントウカイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の集団指導で説明している。 ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｰｻｰｸﾙ等で厚労省の「赤ちゃんが泣きやまない」のDVD鑑賞を行っている。 トウ コウロウショウ アカ ナ カンショウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		5歳児相談（年長児対象）事業でｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞし、新たに要ﾌｫﾛｰ児として上った児についてはそれまでの経過を評価し直し、また、必要な機関につなげている。 サイジ ソウダン ネンチョウ ジ タイショウ ジギョウ アラ ヨウ ジ アガ ジ ケイカ ヒョウカ ナオ ヒツヨウ キカン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		591		1103		大阪府		四條畷市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		西條 サイジョウ		072-877-1231		072-877-6963		1		hoken-s@city.shijonawate.lg.jp		0		1				1		0		3		4		419		409		1		0		1		6		1		7		442		425		1		0		1		6		1		7		442		425		1		0		3		6		3		7		460		410		1		0		3		6		3		7		460		409		408		38		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾎﾟｽﾀｰ掲示やﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。 ケイジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県内の看護職連絡会にて対応。 ケンナイ カンゴショク レンラクカイ タイオウ		0				0				0		0										1

		592		1081		大阪府		吹田市		保健ｾﾝﾀｰ南千里分館 ホケン ミナミ センリ ブンカン		村山靖子 ムラヤマ ヤスコ		06-6155-2812		06-6831-5705		1		hoknc_kr@city.suita.osaka.jp		0		1				0		1		4		5		3332		3266		1		1		1		7		1		11		3354		3270		1		0		1		7		1		11		3354		3173		1		1		3		3		3		11		3450		3183		1		0		3		6		3		11		3450		2926		3648		526		1		1		0		0				1		年1回事業評価を実施（2～3月頃）。把握数・理由・支援内容について。 ネン カイ ジギョウ ヒョウカ ジッシ ガツ コロ ハアク スウ リユウ シエン ナイヨウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		必要時、関連機関と連携、情報収集。 ヒツヨウジ カンレン キカン レンケイ ジョウホウ シュウシュウ		1		保健ｾﾝﾀｰ内で事業評価を実施。歯科医師会等関係機関に報告・意見交換。 ホケン ナイ ジギョウ ヒョウカ ジッシ シカ イシ カイトウ カンケイ キカン ホウコク イケン コウカン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活習慣 ショクセイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		健診ごとにﾘｰﾌﾚｯﾄを作成したり4か月児健診保健指導事業（すくすく）やらっこｸﾗﾌﾞ（乳児期後期）で発達等の見通しについての保健指導を行っている。 ケンシン サクセイ ゲツ ジ ケンシン ホケン シドウ ジギョウ ニュウジキ コウキ ハッタツトウ ミトオ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊婦（両親）教室で妊婦及び父親になる人への啓発を行っている。 ニンプ リョウシン キョウシツ ニンプ オヨ チチオヤ ヒト ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ﾌｫﾛｰ率やﾌｫﾛｰ内容等の統計処理、関係機関と定期的に評価会議を実施。 リツ ナイヨウ トウ トウケイ ショリ カンケイ キカン テイキテキ ヒョウカ カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		乳幼児健診説明会を毎年開催し、研修を実施するとともにTEL・FAX等で申し送っていただくよう依頼している。 ニュウヨウジ ケンシン セツメイカイ マイトシ カイサイ ケンシュウ ジッシ トウ モウ オク イライ		0		0		0		0				1		月1回母子保健担当保健師研修会を実施。また、府等が主催する研修会に参加。 ツキ カイ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケンシュウカイ ジッシ フ トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1		必要時、母子保健担当保健師研修会への参加を案内。 ヒツヨウジ ボシ ホケン タントウ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ アンナイ		1		乳幼児健診・予防接種研修会を年1回実施。 ニュウヨウジ ケンシン ヨボウ セッシュ ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ		0		0				1				1		1

		593		1734		政令市 セイレイシ		大阪市		こども青少年局子育て支援部管理課（母子保健） セイショウネン キョク コソダ シエン ブ カンリカ ボシ ホケン		松井志保 マツイ シホ		06-6208-9966		06-6202-6963		1		fb0007@city.osaka.lg.jp		0		1				1		0		3		4		22391		21559		1		0		1		6		1		7		22007		20776		1		0		1		6		1		7		22007		20784		1		0		3		3		3		4		21128		19393		1		0		3		3		3		4		21128		19400		25446		*		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		1		1～3、5については各区保健福祉ｾﾝﾀｰで実情に合わせて取り決めている。 カク ク ホケン フクシ ジツジョウ ア ト キ		0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		口腔疾患のﾘｽｸ診断 コウクウ シッカン シンダン		0		0		1		0		0				1		配布資料への記載、集団指導。 ハイフ シリョウ キサイ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳・配布資料への記載。 ボシ ケンコウ テチョウ ハイフ シリョウ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		委託料請求時に受診票の確認を行い、情報の記載があれば支援の必要性を検討している。 イタク リョウ セイキュウ ジ ジュシン ヒョウ カクニン オコナ ジョウホウ キサイ シエン ヒツヨウセイ ケントウ		0		0		0		0				0				1		小児科医師・保健師による講義。 ショウニカ イシ ホケンシ コウギ		0				0		0						1

		594		1095		大阪府		箕面市		健康福祉部保健ｽﾎﾟｰﾂ課地域保健室 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ チイキ ホケンシツ		長谷千晶 ハセ チアキ		072-727-9502		072-727-3539		1		kenkou@maple.city.minoh.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1101		1081		1		0		1		6		1		11		1267		1217		1		0		1		6		1		11		1267		1217		1		0		*		*		*		*		1407		1266		1		0		*		*		*		*		1407		1266		1170		25		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		必要時、虐待対応している部署と連携。 ヒツヨウジ ギャクタイ タイオウ ブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		年齢により異なる ネンレイ コト		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		*		0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0										1

		595		1345		徳島県		つるぎ町		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		村上彩香 ムラカミ アヤカ		0883-62-3313		0883-62-3312		1		hokencenter@town.tokushima-tsurugi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		49		45		1		0		1		6		1		11		46		40		1		0		1		6		1		11		46		40		1		0		3		3		3		10		59		54		1		0		3		3		3		10		59		54		41		3		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		*		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		*		0				0				0		0

		596		1361		香川県		多度津町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		秋山朋子 アキヤマ トモコ		0877-32-8500		0877-32-8506		1		kenkou@town.tadotsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		174		165		1		0		1		6		1		8		160		150		1		0		1		6		1		8		160		150		1		0		3		6		3		7		171		165		1		0		3		6		3		7		171		165		170		1		1		0		0		0				1		関りをした後に評価。 カカワ アト ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ホケン シドウ ジ ハイフ		0		0				1		相談後や教室参加後に行う。 ソウダン ゴ キョウシツ サンカ ゴ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ後に行う。 ゴ オコナ		0		0				1		5歳児健診実施。 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		597		1366		愛媛県		新居浜市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		明比佳那子 ア ヒ カ ナ コ		0897-35-1070		0897-37-4380		1		hoken@city.niihama.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		110		956		1		0		1		7		1		11		1041		1010		1		0		1		7		1		11		1041		1009		1		0		3		1		3		11		1063		1007		1		0		3		1		3		11		1063		1006		1048		99		1		1		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦への対応の重要性を感じ、ﾊｲﾘｽｸ妊婦の傾向等を検討中。 ニンプ タイオウ ジュウヨウセイ カン ニンプ ケイコウナド ケントウチュウ		1		1		1		1		1		0		1		障がいや疾患がある場合は早めに来ていただき担当保健師が一緒に回りｽﾑｰｽﾞに回れるよう配慮している。 ショウ シッカン バアイ ハヤ キ タントウ ホケンシ イッショ マワ マワレルヨウ ハイリョシテ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		う蝕のある児はフッ素塗布の幼児虫歯予防事業につないでいる。統計を事業計画に活用している。 ショク ジ ソ トフ ヨウジ ムシバ ヨボウ ジギョウ トウケイ ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳6か月児健診・3歳児健診時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 サイ ゲツ ジ ケンシン サイジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0		1		ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い検討。 オコナ ケントウ		1		妊娠期の両親学級においてDVD利用、口頭で啓発。 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ リヨウ コウトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		1歳半健診後のﾌｫﾛｰ状況を把握し現在のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ方法が妥当かどうか検討している。 サイハン ケンシン ゴ ジョウキョウ ハアク ゲンザイ ホウホウ ダトウ ケントウ		0				0		1		0				1		結果票が保健ｾﾝﾀｰに届き内容を把握し対応。 ケッカ ヒョウ ホケン トド ナイヨウ ハアク タイオウ		0		0		0		0				1		新採職員に指導者がつき添い実践、評価している。 シン サイ ショクイン シドウシャ ソ ジッセン ヒョウカ		0				0				0		0				1				1		1

		598		1222		鳥取県		米子市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		川上美都江 カワカミ ビ ツ エ		0859-23-5453		0859-23-5460		2		mitsue0197@city.yonago.lg.jp		0		1				0		1		3		5		1384		1274		1		0		1		6		1		11		1411		1384		1		0		1		6		1		11		1411		1384		1		0		3		0		3		11		1411		1383		1		0		3		0		3		11		1411		1383		1478		40		0		0		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄ内容についてﾁｪｯｸ、妊娠届出月の翌月初め。 ナイヨウ ニンシン トドケデ ツキ ヨク ヅキ ハジ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		家庭児童相談室へ報告する。ｹｰｽ会議する。 カテイ ジドウ ソウダン シツ ホウコク カイギ		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		599		1314		山口県		美祢市		市民福祉部健康増進課 シミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		三浦 ミウラ		0837-53-0304		0837-53-1099		1		kenkou@city.mine.lg.jp		0		1				0		1		3		4		135		133		0		1		1		6		2		0		115		112		1		0		1		6		1		8		124		119		1		0		3		6		3		8		133		128		1		0		3		6		3		8		133		128		115		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕状況を把握し内容を検討。 ショク ジョウキョウ ハアク ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		月齢に応じた発達について説明。 ゲツレイ オウ ハッタツ セツメイ		0		0				1		ｹｰｽ検討実施。 ケントウ ジッシ		0		0				1		厚労省DVD「赤ちゃんが泣きやまない」を利用し指導。 コウロウショウ アカ ナ リヨウ シドウ		0		0				1		医師判定。 イシ ハンテイ		0				0				0				0		0				1		健診後、状況を確認し実施。 ケンシン ゴ ジョウキョウ カクニン ジッシ		0		0				1		教育委員会・保育所・幼稚園と連携。 キョウイク イインカイ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		県が実施している研修に参加（常勤従事者のみ）。 ケン ジッシ ケンシュウ サンカ ジョウキン ジュウジシャ						1				1		1

		600		1740		政令市 セイレイシ		福岡市		こども未来局こども部こども発達支援課 ミライ キョク ブ ハッタツ シエン カ		西尾真由子 ニシオ マユコ		092-711-4178		092-733-5534		1		hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		14711		14384		1		0		1		6		1		8		14633		14273		1		0		1		6		1		8		14633		14633		1		0		3		1		3		11		14159		13720		1		0		3		1		3		11		14159		13720		15889		*		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		関係各位と協議の場で結果の検討を行い改善を図っている。 カンケイ カクイ キョウギ バ ケッカ ケントウ オコナ カイゼン ハカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携しており、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄの評価は行っているがｱｳﾄｶﾑの評価は行っていない。 タ キカン レンケイ ヒョウカ オコナ ヒョウカ オコナ		1		乳幼児健診の集団指導の際に現在～今後の子どもの発育・発達段階、育児について説明を実施している。 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ サイ ゲンザイ コンゴ コ ハツイク ハッタツ ダンカイ イクジ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				1		母子手帳用の下敷きにSBSの説明を掲載したり新生児訪問・4か月児健診の場で指導を実施している。 ボシ テチョウヨウ シタジ セツメイ ケイサイ シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン バ シドウ ジッシ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医療機関から届く結果に「要訪問」欄を設けている。また、至急の対応を要する場合には直接担当保健師に電話連絡してもらうよう依頼している。 イリョウ キカン トド ケッカ ヨウ ホウモン ラン モウ シキュウ タイオウ ヨウ バアイ チョクセツ タントウ ホケンシ デンワ レンラク イライ		0		0		0		0				1		母子保健に関する様々な内容で実施。例）SBS,EPDS、視覚・聴覚障がいについて。 ボシ ホケン カン サマザマ ナイヨウ ジッシ レイ シカク チョウカク ショウ		1		母子保健に関する様々な内容で実施。例）SBS,EPDS、視覚・聴覚障がいについて。 ボシ ホケン カン サマザマ ナイヨウ ジッシ レイ シカク チョウカク ショウ		0				0		0								1				1

		601		1563		大分県		豊後高田市		ウェルネス推進課 スイシン カ		渕上紀子 フチカミ ノリコ		0978-22-3100		0978-22-1155		2		noriko@city.bungotakada.oita.jp		0		1				1		1		3		5		131		123		1		0		1		7		1		7		160		148		1		0		1		7		1		7		160		148		1		0		3		7		3		7		171		150		1		0		3		7		3		7		171		150		167		5		1		0		0		0								1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				*				*				*				*				*		*				1				0		0				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				1				0				0		0								1						1

		602		1571		大分県		九重町		保健福祉センター ホケン フクシ		長野友香 ナガノ トモ		0973-76-3838		0973-76-3836		1		hoken@kokonoe.lg.jp		0		2		1		1		0		4		4		74		70		1		0		1		6		1		9		56		53		1		0		1		6		1		9		56		53		1		0		3		6		3		9		52		51		1		0		3		6		3		9		52		51		62		3		1		0		0		0								0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		603		1506		長崎県		東彼杵町		健康ほけん課　健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカ		石橋千春 イシバシ チハル		0957-46-1111		0957-46-0884		1		kenko@town.higashisonogi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		*		38		1		0		1		5		1		10		54		49		1		0		1		5		1		10		54		49		1		0		3		5		3		10		61		56		1		0		3		5		3		10		61		56		60		1		0		0		1		0								0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達障害に関すること ハッタツ ショウガイ カン		0		0		0		0		1				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		604		1602		鹿児島県		指宿市		健康増進課　健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカ		揚野真由美 ア ノ マユミ		0993-22-2111		0993-27-1200		1		shimin-kenko@city.ibusuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		294		291		1		0		1		6		1		11		358		352		1		0		1		6		1		11		358		352		1		0		3		3		3		11		329		314		1		0		3		3		3		11		329		314		325		9		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0

		605		129		北海道		滝上町		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		大石絵理 オオイシ エリ		0158-29-2111		0158-29-3588		1		kenkousuisin@town.takinoue.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		6		20		20		*		*		1		6		1		11		16		16		*		*		1		6		1		11		16		16		*		*		3		0		3		11		20		20		*		*		3		0		3		11		20		20		17		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0

		606		227		岩手県		奥州市		健康福祉部　健康増進課　母子保健係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカ		千葉芳枝 チバ ヨシエ		0197-23-4511		0197-23-4512		1		kenkou1@city.oshu.iwate.jp		1		1				1		0		3		4		801		796		1		0		1		6		1		8		877		871		1		0		1		6		1		8		878		871		1		0		3		5		3		7		967		962		*		*		3		5		3		7		973		962		901		200		0		0		0		1				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0										1				1

		607		287		秋田県		鹿角市		鹿角市いきいき健康課 シカ カク シ ケンコウ カ		米田恵里 ヨネダ エリ		0186-30-0119		0186-30-1257		1		kenkou@city.kazuno.lg.jp		1		1				*		*		3		5		181		178		*		*		1		6		2		0		167		166		*		*		1		6		2		0		167		166		*		*		3		0		4		0		240		240		*		*		3		0		4		0		240		240		168		2		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		608		844		長野県		宮田村		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		中條 チュウジョウ		0265-85-4128		0265-85-5701		1		hoken@vill.miyada.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		79		79		*		*		1		6		1		6		84		83		*		*		1		6		1		6		84		83		*		*		2		11		3		1		105		99		*		*		2		11		3		1		105		99		80		*		1		0		0		0				0				0		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1				1

		609		579		千葉県		君津市		保健福祉部　健康づくり課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		寺北 テラ キタ		0439-57-2233		0439-57-2234		1		kenkou@city.kimitsu.lg.jp		0		1				*		*		3		5		650		610		1		0		1		6		1		11		653		611		1		0		1		6		1		11		653		611		1		0		3		4		3		11		675		608		1		0		3		4		3		11		675		607		652		30		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0				1

		610		538		埼玉県		毛呂山町		保健センター ホケン		細井英司 ホソ イ ヒデシ		049-294-5511		049-294-5850		1		hsenter@town.moroyama.lg.jp		0		1				*		*		4		4		189		183		*		*		1		6		1		7		186		172		*		*		1		6		1		7		186		172		*		*		3		6		3		7		207		193		*		*		3		6		3		7		207		193		195		52		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		1				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		611		644		東京都		小平市		健康推進課庶務担当 ケンコウ スイシン カ ショム タントウ		藤森玲菜 フジモリ レイ ナ		042-36-9641		042-346-3705		1		kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1636		1585		1		0		1		6		1		11		1742		1683		1		0		1		6		1		11		1742		1683		*		*		3		0		3		11		1678		1617		*		*		3		0		3		11		1678		1616		1665		計上できない ケイジョウ		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		612		693		神奈川県		大井町		子育て健康課 コソダ ケンコウ カ		森川真紀子 モリカワ マキコ		0465-83-8011		0465-83-8016		1		kosodate@town.oi.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		108		107		1		0		1		6		1		6		98		97		*		*		1		6		1		6		98		97		1		0		3		2		3		2		152		153		*		*		3		2		3		2		152		153		107		12		1		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0				1										1

		613		676		神奈川県		小田原市		福祉健康部　健康づくり課 フクシ ケンコウ ブ ケンコウ カ		井澤由美子 イザワ ユミコ		0465-47-0820		0465-47-0830		1		kenko@city.odawara.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		7		1495		1388		1		0		1		6		2		0		1429		1390		1		0		1		6		2		0		1429		1390		*		*		3		6		4		0		1466		1428		*		*		3		6		4		0		1466		1425		1440		922		0		0		1		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		614		760		石川県		中能登町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		木幡由希子 キ ユキコ		0767-74-0797		0767-74-0223		1		hokenkankyou@town.nakanoto.lg.jp		1		1				1		0		3		4		112		111		1		0		1		6		1		8		144		140		1		0		1		6		1		8		144		140		*		*		3		4		3		6		143		141		*		*		*		*		*		*		143		141		120		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1

		615		958		愛知県		瀬戸市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		杉野 スギ ノ		0561-85-5511		0561-85-5120		1		kenko@city.seto.lg.jp		0		1				*		*		3		5		899		876		*		*		1		6		1		11		929		894		*		*		1		6		1		11		929		894		*		*		3		0		3		11		1077		1010		*		*		3		0		3		11		1077		1010		884		15		1		0		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1								1

		616		973		愛知県		新城市		新城保健センター シンシロ ホケン		菅沼三紀子 スガヌマ ミキコ		0536-23-8551		0536-24-9008		1		hoken@city.shinshiro.lg.jp		0		1				*		*		4		5		293		291		*		*		1		6		1		7		323		319		*		*		1		6		1		7		323		319		*		*		3		3		3		4		333		325		*		*		3		3		3		4		333		325		294		51		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		617		1070		京都府		井手町		井出町立保健センター イ デ マチ リツ ホケン		藤森幸枝 フジモリ ユキエ		0774-82-3385		0774-82-3695		1		hoken_c@town.ide.lg.jp		0		2				*		*		3		5		54		52		*		*		1		6		1		11		53		50		*		*		1		6		1		11		53		50		*		*		3		5		3		11		52		49		*		*		3		5		3		11		52		49		40		2		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		618		1079		大阪府		岸和田市		保健福祉部　健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		西川 ニシカワ		072-423-8811		072-423-8833		1		kenko@city.kishiwada.osaka.jp		0		1				*		*		4		4		1643		1613		*		*		1		6		1		11		1737		1624		*		*		1		6		1		11		1737		1626		*		*		3		6		3		11		1810		1638		*		*		3		6		3		11		1810		1633		1740		90		1		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0				1						1				1

		619		1650		沖縄県		南城市		市民部　健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		金城 キンジョウ		098-946-8987		098-946-8997		1		kenkou@city.nanjo.akinawa.jp		0		1				*		*		4		4		388		362		*		*		1		6		1		6		423		416		0		0		0		0		0		0		0		0		*		*		3		6		3		6		469		436		0		0		0		0		0		0		0		0		452		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0						1		1				1

		620		33		北海道		当別町		福祉部　福祉課 フクシ ブ フクシカ		望月 モチヅキ		0133-23-2346		0133-25-5018		1		hukshi2@town.tobetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		65		65		1		0		1		6		1		11		66		65		1		0		1		6		1		11		66		65		1		0		3		0		3		11		75		74		1		0		3		0		3		11		75		74		55		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				1				0				0		0								1		1

		621		69		北海道		赤井川村		社会課　保健福祉係 シャカイ カ ホケン フクシ カカ		白田　沙織 シラタ サオリ		0135-35-2050		0135-35-2051		2		hoken2@akaigawa.com		0		1				1		0		3		5		2		2		1		0		1		6		2		*		8		6		1		0		1		6		2		99		8		6		1		0		3		*		3		6		8		7		1		0		3		*		3		6		8		7		6		0		0		0		1		0				0				0		1				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ケースもより、重点箇所が違うため、個々に合わせている。 ジュウテン カショ チガ ココ ア		0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		622		109		北海道		天塩町		福祉課ふれあい係 フクシカ カカ		藤原香菜子 フジワラ カナコ		01632-2-1001		01632-2-2364		1		hureai@teshiotown.com		0		1				1		0		4		5		25		25		1		0		1		7		1		9		29		26		1		0		1		7		1		9		29		26		1		0		3		1		3		3		27		26		1		0		3		1		3		3		27		26		19		2		0		0		0		1				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		623		106		北海道		羽幌町		健康支援課保健係 ケンコウ シエン カ ホケン カカ		佐々木あゆみ ササキ		0164-62-6020		0164-69-2040		1		k-hoken@town.haboro.lg.jp		0		1				1		0		4		4		41		41		1		0		1		6		1		6		49		49		1		0		1		6		1		6		48		44		1		0		3		0		3		0		53		53		1		0		3		0		3		0		53		53		38		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1										1

		624		116		北海道		利尻町		くらし支援課　保健指導係 シエン カ ホケン シドウ カカ		*		0163-84-2345		0163-89-4747		1		hokenshido@town.rishiri.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		17		15		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		1		6		1		8		11		11		1		0		3		6		3		8		17		17		1		0		3		6		3		8		17		17		18		0		1		1		0		0				1				0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				0		1				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0				1				1						1

		625		41		北海道		森町		保健福祉課　健康増進係 ホケン フクシ カ ケンコウ ゾウシン カカ		岩井理奈 イワイ リナ		01374-3-2311		01374-3-2310		1		hokencenter@town.hokkaido-mori.lg.jp		0		1				1		0		3		5		90		85		1		0		1		5		1		8		114		110		1		0		1		5		1		8		114		110		1		0		3		0		3		4		112		107		1		0		3		0		3		4		112		107		3		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		626		34		北海道		新篠津村		住民課　保健予防係 ジュウミンカ ホケン ヨボウ カカリ		浅野瑛絵 アサノ エイ エ		0126-57-2111		0126-58-3853		2		a.asano@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		6		20		20		1		0		1		6		2		0		27		27		1		0		1		6		2		0		27		22		1		0		3		0		3		6		20		20		1		0		3		0		3		6		20		19		24		11		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		627		132		北海道		雄武町		保健福祉課　保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		黒澤奈未 クロサワ ナ ミ		0158-84-2023		0158-84-4497		1		ouhoken@town.oumu.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		3		0		3		11		36		36		1		0		3		0		3		11		36		36		35		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				0				0				0		0								1		1				1

		628		135		北海道		壮瞥町		住民福祉課　健康づくり係 ジュウミン フクシカ ケンコウ カカリ		櫻井愛美 サクライ マナミ		0142-66-2340		0142-66-2678		1		hoken.center@town.sobetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		15		15		1		0		1		6		1		11		19		17		1		0		1		6		1		11		19		17		1		0		3		0		3		11		18		17		1		0		3		0		3		11		18		17		11		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1

		629		80		北海道		秩父別町		住民課住民福祉グループ ジュウミン カ ジュウミン フクシ		池田有里恵 イケダ ユリエ		0164-33-2111		0164-33-3466		2		ikeda_y@chippubetsu.jp		1		1		1		1		0		3		5		13		13		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		1		6		1		8		16		16		1		0		3		0		3		2		15		15		1		0		3		0		3		2		15		15		21		2		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1				1

		630		54		北海道		蘭越町		健康推進課　健康づくり対策係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ タイサク カカリ		泉　李香 イズミ リ カ		0136-57-6969		0136-57-5580		1		kenkoudukuri@town.rankoshi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		28		26		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		1		6		2		0		36		32		1		0		3		0		4		0		30		25		1		0		3		0		4		0		30		25		29		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		631		57		北海道		留寿都村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		森友美 モリ トモミ		0136-46-3131		0136-46-3545		1		s-hoken@vill.rusutsu.lg.jp		0		1				1		0		3		5		17		16		1		0		1		6		2		0		19		19		1		0		1		6		2		0		19		16		1		0		3		0		3		6		16		16		1		0		3		0		3		6		16		15		15		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1

		632		21		北海道		千歳市		保健福祉部　健康推進課　健康母子係 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ ボシ カカリ		小島登美子 コジマ トミコ		0123-24-0771		-8565		1		kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp		1		1				1		0		4		6		940		920		1		0		1		6				11		911		900		1		0		1		6		1		11		911		900		1		0		3		0		3		11		954		943		1		0		3		0		3		11		954		943		93		243		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0										1

		633		175		北海道		標津町		標津町保健福祉センター ヒョウ ツ マチ ホケン フクシ		上田薫 ウエダ カオル		0153-82-1515		0153-82-1530		2		ueda_kahoru@shibetsutown.jp		0		1				1		0		*		*		36		36		1		0		1		6		1		11		39		38		1		0		1		6		1		11		35		35		1		0		3		0		3		11		43		41		1		0		3		0		3		11		44		44		38		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		634		212		青森県		田子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		河原理亜子 カワハラ リ ア コ		0179-20-7100		0179-20-7107		2		KAWAHARA0473@town.takko.lg.jp		0		1		1		1		0		4		99		25		25		1		0		1		6		1		7		19		19		1		0		1		6		1		7		19		19		1		0		3		6		3		7		34		34		*		*		3		6		3		7		34		34		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		635		228		岩手県		雫石町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小向友美 コムカイ トモミ		019-692-2227		019-691-1106		2		y-komukai@office.town.shizukuishi.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		102		95		1		0		1		6		1		11		103		98		1		0		1		6		1		11		103		98		1		0		3		6		3		11		112		103		1		0		3		6		3		11		112		103		83		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		636		235		岩手県		金ヶ崎町		保健福祉センター ホケン フクシ		小原茉奈0197-44-4560 オハラ マナ				0197-44-4337		1		hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp		0		1				1		0		3		5		116		115		1		0		1		5		1		7		123		120		1		0		1		5		1		7		123		120		1		0		3		5		3		7		129		125		1		0		3		5		3		7		129		125		120		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		637		364		福島県		磐梯町		町民課　保健福祉センター鈴木美穂 チョウミン カ ホケン フクシ スズキ ミホ		0242-73-3101		0242-74-1377		0		2		miho_suzuki@town.bandai.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		29		28		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		1		6		1		8		29		29		1		0		3		6		3		9		42		41		1		0		3		6		3		9		42		41		27		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		638		377		福島県		棚倉町		健康福祉課　健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		芳賀礼佳 ハガ アヤカ		0247-33-7801		0247-33-7820		1		kenkoudukuri@town.tanagura.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		117		115		1		0		1		7		1		9		120		118		1		0		1		7		1		9		120		118		1		0		3		6		3		8		123		116		1		0		3		6		3		8		123		115		110		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		639		372		福島県		会津美里町		健康ほけん課 ケンコウ カ		鈴木範子 スズキ ノリコ		0242-55-1145		0242-55-1189		1		hoken@town.aizumisato.fukushima.jp		1		1				1		0		3		5		126		126		1		0		1		5		1		7		146		140		1		0		1		5		1		7		146		140		1		0		3		5		3		7		144		141		1		0		3		5		3		7		144		141		112		*		1		1		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1				1				1		1				1

		640		522		埼玉県		新座市		保健センター ホケン		池田智恵子		048-481-2211		048-481-2215		1		hoken@city.niiza.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1357		1316		1		0		1		6		1		11		1498		1435		1		0		1		6		1		11		1498		1434		1		0		3		0		3		11		1536		1446		1		0		3		0		3		11		1536		1444		1408		111		0		0		1		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1								1

		641		541		埼玉県		嵐山町		健康いきいき課　健康管理担当 ケンコウ カ ケンコウ カンリ タントウ		田中真紀子 タナカ マキコ		0493-62-0716		0493-62-0710		1		r-kenkou02@town.ranzan.saitama.jp		0		1				1		0		3		4		114		111		1		0		1		6		1		7		109		96		1		0		1		6		1		7		109		96		1		0		3		5		3		6		115		99		1		0		3		5		3		6		115		97		125		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				1				0				0		0								1

		642		525		埼玉県		北本市		健康づくり課 ケンコウ カ		田嶋瑞穂 タジマ ミヅホ		048-594-5544		048-592-5997		1		a03600@city.kitamoto.saitama.jp		0		1				1		0		3		5		403		393		1		0		1		6		1		11		441		418		1		0		1		6		1		11		441		418		1		0		3		0		3		11		456		423		1		0		3		0		3		11		456		423		406		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		643		555		埼玉県		寄居町		保健福祉総合センター ホケン フクシ ソウゴウ		斎藤薫 サイトウ カオル		048-581-8500		048-581-8544		1		kf062g@town.yorii.saitama.jp		0		1				1		0		3		5		214		198		1		0		1		5		1		6		201		189		1		0		1		5		1		6		201		189		1		0		3		5		3		6		228		217		1		0		3		5		3		6		228		217		199		10		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		644		520		埼玉県		志木市		健康増進センター ケンコウ ゾウシン		白岩由貴 シライワ ユキ		048-473-3811		048-476-7222		1		hoken-s@city.shiki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		714		693		1		0		1		6		1		11		710		671		1		0		1		6		1		11		710		671		1		0		3		4		3		11		710		660		1		0		3		4		3		11		710		660		719		61		0		0		0		1				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				1		0				0				0		1				0				0				1				0				0		0				0				0		1				0				0		0		1				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0										1		1

		645		542		埼玉県		小川町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		高畑弥子 コウ ハタケ ヤコ		0493-74-2323		0493-74-2343		1		ogawa120@town.ogawa.saitama.jp		0		1		1		1		0		3		5		156		154		1		0		1		5		1		7		142		136		1		0		1		5		1		7		142		136		1		0		3		3		3		5		189		183		1		0		3		3		3		5		189		183		150		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科衛生士による個別指導 シカ エイセイ シ コベツ シドウ		0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		646		550		埼玉県		小鹿野町		保健課 ホケン カ		木村 キムラ		0494-75-0135		0494-75-4170		1		hokenka@town.ogano.lg.jp		0		1				1		0		2		3		60		60		1		0		1		6		1		7		70		70		1		0		1		6		1		7		70		70		1		0		3		3		3		5		81		81		1		0		3		3		3		5		81		81		53		3		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				*				*		*				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0										1				1

		647		418		茨城県		常陸大宮市		保健福祉課　健康推進課 ホケン フクシ カ ケンコウ スイシン カ		海老根恵子 エビネ ケイコ		0295-54-7121		0295-54-7123		1		kagayaki@city.hitachiomiya.lg.jp		0		1				1		1		3		5		235		226		1		0		1		6		1		9		255		233		1		0		1		6		1		9		255		233		1		0		3		1		3		4		305		288		1		0		3		1		3		4		305		288		3		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		648		412		茨城県		牛久市		健康づくり課推進課 ケンコウ カ スイシン カ		川口美亜 カワグチ ミ ア		029-873-2111		029-873-1775		1		kenkou@city.ushiku.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		4		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		3		0		3		11		*		*		1		0		3		0		3		11		*		*		781		61		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		0		1		0		1				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0										1

		649		409		茨城県		北茨城市		健康づくり支援課 ケンコウ シエン カ		長谷川 ハセガワ		0293-43-111		0293-43-0831		1		kenkou@city.kitaibaraki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		298		295		1		0		1		6		1		11		262		254		1		0		1		6		1		11		262		254		1		0		3		2		3		11		284		269		1		0		3		2		3		11		284		269		274		115		1		1		0		1				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		650		597		千葉県		東庄町		健康福祉課　保健衛生係 ケンコウ フクシカ ホケン エイセイ カカ		紀伊國 キイ クニ		0478-80-3300		0478-80-3112		1		ken.hoken@town.tohnosho.chiba.jp		1		1		1		1		0		4		5		74		73		1		0		1		6		1		7		75		70		1		0		1		6		1		7		75		70		1		0		3		5		3		6		83		79		1		0		3		5		3		6		83		79		69		3		1		1		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		651		604		千葉県		長生村		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		小高聖子 コダカ セイコ		0475-32-6800		0475-32-6802		1		cho-hoken@vill.chosei.chiba.jp		0		1				1		0		4		4		84		84		1		0		1		6		1		8		92		90		1		0		1		6		1		8		92		90		1		0		3		2		3		4		86		85		1		0		3		2		3		4		86		85		82		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1				1

		652		593		千葉県		酒々井町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		飯嶋 イイジマ		043-496-0090		043-496-8453		1		kenkou@town.shisui.shiba.jp		0		1				0		1		3		6		129		94		1		0		1		7		1		11		137		129		1		0		1		7		1		11		137		129		1		0		3		6		3		11		142		133		1		0		3		6		3		11		142		133		129		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		653		616		東京都		台東区		保健サービス母子成人保健担当 ホケン ボシ セイジン ホケン タントウ		齋藤眞理子 サイトウ マリコ		03-3847-9447		03-3847-9467		1		hokensaabisu@city.taito.tokyo.jp		0		2				1		0		4		5		1566		1515		1		1		1		7		1		11		1436		1256		*		*		1		7		1		11		1436		1252		1		0		3		1		3		11		1240		1162		1		0		3		1		3		11		1240		1160		2005		111		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		かかりうけ歯科医の定着 シカイ テイチャク		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				1				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0												1

		654		628		東京都		荒川区		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		下田治子 シモダ ハルコ		03-3802-3111		03-3806-0364		2		haruko.shimoda@city.arakawa.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		1884		1838		1		0		1		6		1		11		1802		1704		1		0		1		6		1		11		1802		1703		1		0		3		0		3		11		1774		1711		1		0		3		0		3		11		1774		1708		2111		103		0		1		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		0		1				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1								1

		655		622		東京都		世田谷区		健康推進課こころと体の健康担当 ケンコウ スイシン カ カラダ ケンコウ タントウ		遠藤,増渕 エンドウ マスブチ		03-5432-2449		03-5432-3022		1		SEA02244@mb.city.setagaya.tokyo.jp		0		1				1		0		4		4		8069		7677		0		1		1		6		1		11		7517		6922		1		0		1		6		1		11		7499		6031		1		0		3		1		3		11		7291		6615		1		0		3		1		3		11		7235		6534		9055		125		0		0		0		1				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		656		694		神奈川県		松田町		子育て支援課 コソダ シエン カ		松岡憂子 マツオカ ユウコ		0465-84-5544		0		1		hoken@town.matsuda.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		48		48		1		0		1		6		1		7		67		63		1		0		1		6		1		7		67		63		1		0		3		0		3		3		56		57		1		0		3		0		3		3		56		57		69		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0						0				1

		657		700		神奈川県		愛川町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		山田 ヤマダ		046-285-2111		046-285-8566		1		kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		6		260		253		1		0		1		6		2		0		255		240		1		0		1		6		2		0		255		240		1		0		3		5		4		0		294		275		1		0		3		6		4		0		294		275		285		7		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				1				1				0		0										1				1

		658		303		秋田県		美郷町		福祉保健課　健康対策班 フクシ ホケン カ ケンコウ タイサク ハン		中野　晶子 ナカノ アキコ		0187-84-4900		0187-84-1174		1		hoken@town.misato.akita.jp		0		1				1		0		4		99		110		110		1		0		1		6		99		99		106		106		1		0		1		6		99		99		106		106		1		0		3		6		99		99		114		113		1		0		3		6		99		99		114		113		1		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		659		706		新潟県		小千谷市		健康センター　保健係 ケンコウ ホケン カカ		稲川由佳 イナガワ ユカ		0258-83-3640		0258-82-8964		1		kenkou@city.ojiya.niigata.jp		0		9				1		0		4		5		245		244		1		0		1		6		1		7		256		254		1		0		1		6		1		7		256		254		1		0		3		0		3		1		274		274		1		0		3		0		3		1		274		274		252		3		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		660		338		山形県		三川町		健康福祉課　健康係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカ		杉山明日香 スギヤマ アスカ		0235-35-7033		0235-66-3139		1		kenkou@town.mikawa.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		62		60		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		1		6		1		8		58		58		1		0		3		6		3		8		61		61		1		0		3		6		3		8		61		60		65		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		661		449		栃木県		大田原市		保健福祉部子ども幸福課 ホケン フクシ ブ コ コウフク カ		藤田律子 フジタ リツ コ		0287-23-8634		0287-23-7632		1		kodomo@city.ohtawara.tochigi.jp		0		1				1		0		4		4		548		533		1		0		1		6		1		7		565		550		1		0		1		6		1		6		565		550		1		0		3		5		3		7		599		564		1		0		3		5		3		7		599		564		567		9		1		0		0		1				0				0		1				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		0		1				0				0		0		1		0				0				1				0				0		0								1

		662		453		栃木県		那須烏山市		こども課母子保健担当 カ ボシ ホケン タントウ		茂木真理 モギ マリ		0287-88-7116		0287-88-7116		1		kodomo@city.nasukarasuyama.lg.jp		0		1				1		0		3		7		159		153		1		0		1		6		1		11		157		157		1		0		1		6		1		11		157		157		1		0		3		0		3		11		167		167		1		0		3		0		3		11		167		167		136		11		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		663		481		群馬県		南牧村		住民生活部　保健福祉課　保健係 ジュウミン セイカツ ブ ホケン フクシ カ ホケン カカ		小野恵子 オノ ケイコ		0274-87-2011		0274-87-3628		2		pub02558@vill.nanmoku.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		5		5		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		1		6		1		11		4		4		1		0		3		0		3		6		3		3		1		0		3		0		3		6		3		3		4		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0				1

		664		495		群馬県		明和町		健康づくり課　健康づくり係 ケンコウ カ ケンコウ カカ		間瀬 マセ		0276-84-3111		0276-84-3114		1		kenkou@town.meiwa.gunma.jp		1		1		1		1		0		3		5		78		76		1		0		1		6		1		10		67		60		1		0		1		6		1		10		67		60		1		0		3		3		3		7		91		86		1		0		3		3		3		7		91		86		88		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		665		498		群馬県		邑楽町		保健センター ホケン		大澤 オオサワ		0276-88-5533		0276-88-5528		1		health@swan.town.ora.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		153		156		1		0		1		6		1		7		174		179		1		0		1		6		1		7		174		178		1		0		3		0		3		1		199		198		1		0		3		0		3		1		199		106		154		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		666		472		群馬県		藤岡市		健康福祉部子ども課 ケンコウ フクシ ブ コ カ		小林百合子 コバヤシ ユリコ		0274-22-1211		0274-22-7502		*		*		*		*				1		0		*		*		402		400		1		0		*		*		*		*		439		432		1		0		*		*		*		*		439		432		1		0		*		*		*		*		507		484		1		0		*		*		*		*		507		484		422		47		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0														1

		667		796		山梨県		南部町		福祉保健課　健康増進係 フクシ ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカ		望月みち子 モチヅキ コ		0556-64-4836		0566-64-3116		2		mochizuki-mi@town.yamanashi_nanbu.lg.jp		1		2		1		1		0		2		4		32		32		1		0		1		6		1		8		38		38		1		0		3		3		3		5		45		45		1		0		3		3		3		5		45		45		1		0		3		3		3		5		45		45		0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0														1

		668		800		山梨県		西桂町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		高頭 タカ アタマ		0555-25-4000		0555-25-3574		1		hoken@town.nishikatsura.lg.jp		0		1				1		0		4		4		28		28		1		0		1		6		1		8		40		38		1		0		1		6		1		8		40		38		1		0		3		2		3		5		37		37		1		0		3		2		3		5		37		37		31		0		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1

		669		946		静岡県		河津町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		稲葉臣 イナバ シン		0558-34-1937		0558-34-1811		1		hoken@town.kawazu.shizuoka.jp		0		1				1		0		3		4		55		54		1		0		1		5		1		7		46		44		1		0		1		5		1		7		46		44		1		0		2		9		3		1		49		48		1		0		2		9		3		1		49		48		44		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		670		922		岐阜県		御嵩町		福祉課　保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカ		鍵谷ゆうこ カギ タニ		0574-67-2111		0574-67-2118		1		h-senta@town.mitake.lg.jp		0		1				1		0		3		5		117		117		1		0		1		6		1		8		135		130		1		0		1		6		1		8		135		130		1		0		3		0		3		2		155		155		1		0		3		0		3		2		155		155		126		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		671		969		愛知県		常滑市		保健予防課 ホケン ヨボウ カ		齋藤直子 サイトウ ナオコ		0569-34-7000		0569-34-9470		1		hokenyobo@city.tokoname.lg.jp		0		1				1		0		3		5		529		531		1		0		1		6		1		10		565		557		1		0		1		6		1		10		565		557		1		0		2		9		3		7		588		588		1		0		2		9		3		7		588		580		546		9		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1		1				1

		672		820		長野県		塩尻市		健康づくり課 ケンコウ カ		長岡春美 ナガオカ ハルミ		0263-52-0280		0263-53-3613		1		kenko@city.shiojiri.lg.jp		0		1				1		0		4		5		566		552		1		0		1		6		2		0		594		580		1		0		1		6		2		0		594		580		1		0		3		0		4		0		518		510		1		0		3		0		4		0		518		510		584		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0

		673		846		長野県		高森町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		古林絵美 フル ハヤシ エミ		0265-35-9412		0265-35-6854		1		kenkou@town.takamori.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		102		102		1		0		1		5		1		6		121		107		1		0		1		5		1		6		121		107		1		0		3		0		3		1		138		138		1		0		3		0		3		1		138		138		135		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		1				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		*		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0										1

		674		845		長野県		松川町		福祉課　健康推進係 フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		丸山ゆかり マルヤマ		0261-62-3290		0261-62-1030		2		maruyama-yukari@vill.matsukawa.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		76		76		1		0		1		6		1		8		59		58		1		0		1		6		1		8		60		58		1		0		2		11		3		1		80		75		1		0		2		11		3		1		81		76		61		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1						1

		675		745		石川県		七尾市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		三島千尋 ミシマ チヒロ		0767-53-3623		0767-53-2748		1		kenkou@city.nanaolg.jp		0		1				1		0		3		5		327		322		1		0		1		7		1		11		370		357		1		0		1		7		1		11		370		357		1		0		3		2		3		11		363		355		1		0		3		2		3		11		363		355		370		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣（間食、ブラッシング等） セイカツ シュウカン カンショク トウ		0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		676		766		福井県		大野市		民生環境部健康長寿課保健医務グループ ミンセイ カンキョウブ ケンコウ チョウジュ カ ホケン イム		牧野幸子 マキノ サチコ		0779-65-7333		0779-66-0294		1		kenko@city.fukui-ono.lg.jp		0		1				0		1		4		9		217		202		1		0		1		7		2		0		259		246		1		0		1		7		2		0		259		232		1		0		3		1		4		0		226		213		1		0		3		1		4		0		226		205		240		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		677		770		福井県		越前市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		西川千愛 ニシカワ セン アイ		0778-24-2111		0778-24-5885		1		kenkou@city.echizen.lg.jp		0		1				0		1		4		5		680		674		1		0		1		7		1		11		661		653		1		0		1		7		1		11		661		653		1		0		3		1		3		11		671		650		1		0		3		1		3		11		671		650		716		75		0		0		1		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				1				0		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				1				0				0		0								1

		678		1060		京都府		城陽市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		新井綾野 アライ アヤノ		0774-55-1111		0774-55-1140		1		hoken_c@city.joyo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		531		521		1		0		1		8		1		9		561		536		1		0		1		8		1		9		561		536		1		0		3		5		3		6		609		575		1		0		3		5		3		6		609		575		569		33		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				1				0				0		0								1

		679		1063		京都府		八幡市		健康部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		郡由紀 グン ユキ		075-983-1111		075-982-7988		1		kenkosuisin@mb.city.yawata.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		549		531		1		0		1		6		1		6		557		518		1		0		1		6		1		6		557		518		1		0		3		6		3		6		666		600		1		0		3		6		3		6		666		598		554		23		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1

		680		1179		奈良県		広陵町		福祉部保健センター フクシ ブ ホケン		後藤尚子 ゴトウ ナオコ		0745-55-6887		0745-54-5324		*		*		*		*				1		0		3		5		290		288		1		0		1		6		1		11		313		306		1		0		1		6		1		11		313		306		1		0		3		6		3		6		336		325		1		0		3		6		3		6		336		325		265		4		1		0		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				*				*		*		*		*				1				0				0				0		0								1		1				1

		681		1703		中核市 チュウカクシ		高槻市		子ども未来部　子ども保健課 コ ミライ ブ コ ホケン カ		西山智子 ニシヤマ トモコ		072-661-1108		072-661-2021		1		khoken@city.takatsuki.osaka.jp		0		1				1		0		4		7		2833		2706		1		0		1		7		1		11		2822		2654		1		0		1		7		1		11		2822		2654		1		0		3		8		3		11		2960		2841		1		0		3		7		3		11		2960		2841		2977		848		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの回数 カイスウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		682		1287		広島県		尾道市		福祉保健部健康推進課保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカ		茨木朱実 イバラキ アケミ		0848-24-1960		0848-24-1966		1		kenko@city.onomichi.hiroshima.jp		0		1				1		0		3		7		932		903		1		0		1		6		2		0		946		905		1		0		1		7		2		0		946		905		1		0		3		4		4		0		1054		993		1		0		3		4		4		0		1054		991		986		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		1				0				0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		683		1288		広島県		府中市		健康福祉部健康医療課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ イリョウ カ		田邊三佐代 タナベ サン サ ヨ		0847-47-1310		0847-47-1320		1		hoken@city.fuchu.hiroshima.jp		0		1				1		0		4		4		211		198		1		0		1		6		1		6		284		275		1		0		1		6		1		6		284		275		1		0		3		1		3		1		272		260		1		0		3		1		3		1		272		260		263		16		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		0				0				0		0		0		1				1				1				0				0		0								1

		684		1265		岡山県		新見市		福祉部健康づくり課 フクシ ブ ケンコウ カ		久保木加奈子 クボキ カナコ		0867-72-6129		0867-72-6613		2		kanako-kuboki@city.niimi.okayama.jp		0		1				1		0		3		4		175		173		1		0		1		6		1		8		194		190		1		0		1		6		1		8		194		190		1		0		3		6		3		8		200		192		1		0		3		6		3		8		200		192		178		20		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		685		1263		岡山県		総社市		こども課 カ		吉原典子 ヨシハラ ノリコ		0866-92-8261		0866-92-8385		1		kodomo@city.soja.okayama.jp		0		1				1		0		4		12		551		539		1		0		1		6		2		0		590		564		1		0		3		6		4		0		590		564		1		0		3		6		4		0		647		624		1		0		3		6		4		0		547		624		596		103		1		1		0		0				1				0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1				0		0				1				0		0				0				0				1				0				0		0				0				0		1				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1				1				1		1		1		1

		686		1326		徳島県		阿南市		保健センター ホケン		仁木みどり ニキ		0884-22-1590		0884-22-1894		1		hocenter@city.anan.tokushima.jp		0		1				1		0		4		8		519		493		1		0		1		6		1		11		599		591		1		0		1		6		1		11		599		591		1		0		3		5		3		11		601		586		1		0		3		5		3		11		601		586		580		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		687		1323		徳島県		徳島市		保健センター母子保健担当 ホケン ボシ ホケン タントウ		中野晴香 ナカノ ハルカ		088-656-0532		088-656-0514		1		hoken_center@city.tokushima.lg.jp		0		1				0		1		4		5		2069		1950		1		0		1		6		1		11		2133		2011		1		0		1		6		1		11		2133		2005		1		0		3		6		3		11		2177		2060		1		0		3		6		3		11		2177		2060		2350		0		0		0		0		1				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				0		1				0				0		1				0				0		1		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0								1

		688		1330		徳島県		三好市		環境福祉部健康づくり課 カンキョウ フクシ ブ ケンコウ カ		森田宏美 モリタ ヒロミ		0883-72-6767		0883-72-6664		2		h-morita_01@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		1				1		1		3		4		139		127		1		0		1		6		1		9		155		129		1		0		1		6		1		9		15		129		1		0		3		1		3		3		140		131		1		0		3		1		3		3		140		131		137		9		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		*		*		*		*				0				0		1				0				1		0				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		689		1377		愛媛県		内子町		保健福祉課地域医療・健康増進センター ホケン フクシ カ チイキ イリョウ ケンコウ ゾウシン		矢野真里 ヤ ノ マリ		0893-44-6155		0893-44-3831		2		mari-yano@town.uchiko.ehime.jp		1		1		1		0		1		3		6		95		84		1		0		1		6		1		9		112		106		1		0		1		6		1		9		112		106		1		0		3		0		3		6		125		117		1		0		3		0		3		6		125		117		78		4		1		0		0		0				1				0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				1				0				0				0		0								1		1				1

		690		1391		高知県		香美市		健康介護支援課　親子すこやか班 ケンコウ カイゴ シエン カ オヤコ ハン		杉原里恵 スギハラ リエ		0887-52-9281		0887-53-1094		1		suishin@city.kami.lg.jp		0		1				1		1		3		5		194		174		1		0		1		6		1		7		152		143		1		0		1		6		1		7		152		143		1		0		3		5		3		6		156		149		1		0		3		5		3		6		156		149		154		13		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				0		1				0				0				0				0				1		0				0				0		1				0				0		0		1				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1								1		1

		691		1430		福岡県		宗像市		教育子ども部子ども家庭課 キョウイク コ ブ コ カテイ カ		西川美樹 ニシカワ ミキ		0940-36-1365		094-37-3046		2		nisi0553@tw.munakata.fukuoka.jp		0		2				1		0		*		*		820		811		1		0		*		*		*		*		843		818		1		0		*		*		*		*		843		818		1		0		*		*		*		*		936		872		1		0		*		*		*		*		936		872		876		53		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活などう蝕につながる背景 ショクセイカツ ショク ハイケイ		0		0		0		1		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				1				0				0				0				0		0				0				0				1						1		0		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0								1				1		1

		692		1422		福岡県		大川市		健康課健康推進係 ケンコウ カ ケンコウ スイシン カカリ		筬島 オサジマ		0944-86-8450		0944-86-8464		1		okwhokenc@city.okawa.lg.jp		0		1				1		0		4		7		203		196		1		0		1		5		1		11		217		208		1		0		1		5		1		11		217		207		1		0		3		0		3		11		246		229		1		0		3		0		3		11		246		229		228		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		693		1427		福岡県		筑紫野市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		郷原良子 ゴウハラ リョウコ		092-920-8611		092-926-6006		1		kenkou@city.chikushino.fukuoka.jp		0		1				0		1		4		9		963		950		0		1		1		6		1		11		977		947		0		1		1		6		1		11		977		829		1		0		3		0		3		11		1022		994		1		0		3		0		3		11		1022		993		936		35		1		1		0		0				0				0		1				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の歯科健診結果の背景にあると考えられる、養育環境や母の養育能力 ジ シカ ケンシン ケッカ ハイケイ カンガ ヨウイク カンキョウ ハハ ヨウイク ノウリョク		1		0		0		0		0				0				0		1				0				0		1				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		694		1484		佐賀県		上峰町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		太田加寿子 オオタ カズコ		0952-52-7413		0952-52-4935		1		kenkou@town.kamimine.lg.jp		0		1				1		0		4		4		92		91		1		0		1		6		1		9		83		83		1		0		1		6		1		9		83		83		1		0		3		6		3		9		105		98		1		0		3		6		3		9		105		98		106		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0		0		1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		695		1479		佐賀県		小城市		福祉部健康増進課母子保健係 フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン カカリ		古賀美智子 コガ ミチコ		0952-37-6106		0952-37-6162		1		kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp		0		1				0		1		3		5		484		382		1		0		1		6		1		11		419		393		1		0		1		6		1		11		419		393		1		0		3		6		3		11		425		405		1		0		3		6		1		11		425		405		418		21		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		696		1503		長崎県		南島原市		福祉保健部こども未来課こども保健班 フクシ ホケン ブ ミライ カ ホケン ハン		大石里奈 オオイシ リナ		050-3381-5050		0957-82-0217		1		k-hoken@city.minamishimabara.lg.jp		0		1				0		1		3		6		330		168		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		3		5		3		9		346		336		1		0		3		5		3		9		346		336		304		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		697		1632		鹿児島県		龍郷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		里園育乃 サト ソノ イク ダイ		0997-62-3111		0997-62-2535		*		*		*		*				1		0		3		5		56		56		1		0		1		6		1		9		59		58		1		0		1		6		1		9		59		58		1		0		3		5		3		8		60		58		1		0		3		5		3		8		60		58		48		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		1								1						1

		698		1610		鹿児島県		南さつま市		保健課 ホケン カ		宮田 ミヤタ		0993-53-2111		*		1		Kenko1@city.minamisatsuma.lg.jp		0		1				1		0		3		4		264		262		1		0		1		6		1		11		259		252		1		0		1		6		1		11		259		252		1		0		3		3		3		11		260		250		1		0		3		3		3		11		260		250		234		*		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				1				0				0		0

		699		1560		大分県		臼杵市		福祉保健部保険健康課 フクシ ホケン ブ ホケン ケンコウ カ		櫻木和代 サクラギ カズヨ		0972-63-1111		0972-64-0964		2		k-sakuragi@city.usuki.oita.jp		0		1				1		0		4		5		229		205		1		0		1		5		1		6		250		228		1		0		1		5		1		6		250		228		1		0		3		5		3		6		312		288		1		0		3		5		3		6		312		288		195		*		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		1				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		700		1557		大分県		中津市		生活保健部地域医療対策課 セイカツ ホケン ブ チイキ イリョウ タイサク カ		廣瀬紀美 ヒロセ キ ミ		0979-22-1170		0979-24-2342		2		hirose.kimi@city.nakatsu.lg.jp		0		1				*		*		4		6		816		775		*		*		1		6		2		0		838		799		*		*		1		6		2		0		838		799		*		*		3		6		4		0		821		739		*		*		3		6		4		0		821		739		802		73		1		0		0		0				0				0		1				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		0		1				0				0		0		0		1				0				0				0				1		0								1

		701		1591		宮崎県		門川町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		牧野直子 マキノ ナオコ		0982-63-1140		0982-68-1010		2		makino-naoko@town.kadogawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		149		131		1		0		1		6		1		8		164		141		1		0		1		6		1		8		164		141		1		0		3		6		3		8		164		151		1		0		3		6		3		8		164		151		*		*		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団教育を実施。 シュウダン キョウイク ジッシ		0		0				0				1		0				1		健診時の集団健康教育実施。 ケンシン ジ シュウダン ケンコウ キョウイク ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		702		1554		熊本県		あさぎり町		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		和泉厚子 イズミ アツコ		0966-45-7216		0966-49-9535		2		a-izumi@town.asagiri.lg.jp		0		1				1		0		3		4		106		104		1		0		1		8		1		9		126		123		1		0		1		8		1		9		126		123		1		0		3		3		3		4		156		152		1		0		3		3		3		4		156		152		130		14		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		健診結果や問診項目の集計をし歯科医師や歯科衛生士と協議しながら次年度の事業について検討している。 ケンシン ケッカ モンシン コウモク シュウケイ シカ イシ シカ エイセイシ キョウギ ジネンド ジギョウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3か月児健診・6か月育児学級においてその後の発達過程を示し、関わり方などを説明している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ イクジ ガッキュウ ゴ ハッタツ カテイ シメ カカ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		予算を確保し積極的に研修に参加できるようにしている。 ヨサン カクホ セッキョクテキ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		703		1644		沖縄県		名護市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		大山真由美 オオヤマ マユミ		0980-53-1212		0980-53-7570		2		mayumi-o@city.nago.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		737		639		1		0		1		6		1		11		737		628		1		0		1		6		1		11		737		628		1		0		3		5		3		11		746		625		1		0		3		5		3		11		746		625		764		131		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		問診や保健指導の場面でｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽで対応している。 モンシン ホケン シドウ バメン タイオウ		0				0		1		育て難さを感じる親への支援については乳児期からの事後教室で行っているが保健指導の評価は行っていない。 ソダ ニク カン オヤ シエン ニュウジキ ジゴ キョウシツ オコナ ホケン シドウ ヒョウカ オコナ		0				0		1		ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室（妊娠期）の中で説明している。 キョウシツ ニンシン キ ナカ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診終了後に保健師で振り返りを実施し、ｹｰｽの共有・保健指導のあり方などを確認している。 ケンシン シュウリョウゴ ホケンシ フ カエ ジッシ キョウユウ ホケン シドウ カタ カクニン		0				0		0		1		個々支援においては保健所で実施している4歳児健診、療育機関等との連携は行っているが地域としての評価は未実施。 ココ シエン ホケンジョ ジッシ サイジ ケンシン リョウイク キカントウ レンケイ オコナ チイキ ヒョウカ ミジッシ		0				0		0		1		0				1		保健師・栄養士の研修会へ参加。 ホケンシ エイヨウシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		704		1666		沖縄県		与那原町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		金城さやか カネシロ		098-945-6633		098-946-4597		2		kinjo-s@town.yonabaru.okinawa.jp		0		1				1		0		*		*		249		234		1		0		1		7		1		11		266		238		1		0		1		7		1		11		266		238		1		0		3		5		3		11		266		246		1		0		3		5		3		11		266		246		284		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		日本版ﾃﾞﾝﾊﾞｰ式発達ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を参考にした資料を用いて説明。 ニホンバン シキ ハッタツ ケンサ サンコウ シリョウ モチ セツメイ		0		0				0				1		0				1		必要時（第1子等） ヒツヨウジ ダイ シ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等が実施する乳幼児健診従事者を対象とした研修会に参加。 ケン トウ ジッシ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジシャ タイショウ ケンシュウカイ サンカ

		705		139		北海道		安平町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		山口貴子 ヤマグチ タカコ		0145-25-2425		0145-25-3586		1		hoken@town.abira.lg.jp		0		1				*		*		3		4		57		51		*		*		1		6		1		8		64		55		*		*		1		6		1		8		64		55		*		*		3		0		3		2		49		44		*		*		3		0		3		2		49		44		60		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		保健師間でｹｰｽ会議を実施。 ホケンシ カン カイギ ジッシ		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを使用。 シヨウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間でｹｰｽ会議を実施。 ホケンシ カン カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		非常勤栄養士・歯科衛生士等。保健所等で実施している研修会。 ヒジョウキン エイヨウシ シカ エイセイシトウ ホケンジョトウ ジッシ ケンシュウカイ		0				0		0

		706		102		北海道		幌加内町		保健福祉課すこやか保健係 ホケン フクシカ ホケン カカリ		宮内智子 ミヤウチ トモコ		0165-35-3090		0165-35-3091		2		miyauchi.satoko@town.horokanai.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		10		10		*		*		1		6		1		8		5		5		*		*		1		6		1		8		5		5		*		*		3		0		3		2		5		5		*		*		3		0		3		2		5		5		2		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食 カンショク		0		0		0		1		0				0				1		0				1		係内で支援方法について検討している。 カカリ ナイ シエン ホウホウ ケントウ		0		0				1		母子手帳交付時に説明。 ボシ テチョウ コウフ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		積極的に研修に行き、内容を係内で共有している。 セッキョクテキ ケンシュウ イ ナイヨウ カカリ ナイ キョウユウ		0				0				0		0				1

		707		127		北海道		遠軽町		保健福祉課 ホケン フクシカ		深澤万喜子 フカザワ マキコ		0158-42-4813		0158-49-3120		1		e-hoken@engaru.jp		0		1				*		*		4		5		164		160		*		*		1		6		1		7		164		164		*		*		1		6		1		7		164		161		*		*		3		4		3		4		164		163		*		*		3		4		3		4		164		161		148		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの活用。 カツヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		特自資料を作成して説明。 トク ジ シリョウ サクセイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		708		84		北海道		鷹栖町		健康福祉課保健推進係 ケンコウ フクシカ ホケン スイシン カカリ		佐藤嗣美 サトウ ツグミ		0166-87-2112		0166-87-2226		1		kenkou@town.takasu.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		99		38		34		*		*		1		6		99		99		49		47		*		*		1		6		1		11		49		23		*		*		3		6		99		99		37		33		*		*		3		0		3		11		37		26		41		*		0		0		0		1		妊婦訪問を実施できたｹｰｽのみ行っている。 ニンプ ホウモン ジッシ オコナ		1		毎年度、事業の評価を行い、課題をｽﾀｯﾌ間で共有。 マイネンド ジギョウ ヒョウカ オコナ カダイ カン キョウユウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		1		0				1		毎年度事業に評価を行い、課題をｽｯﾀｯﾌ間で共有。 マイネンド ジギョウ ヒョウカ オコナ カダイ カン キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科医師・歯科衛生士の判断による。 シカ イシ シカ エイセイシ ハンダン		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明する。 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の状況を連携の会議や幼稚園・保育園等の連絡を通じて把握をし、必要時に健診時期・問診内容の見直しを行っている。 ケンシン ゴ ジョウキョウ レンケイ カイギ ヨウチエン ホイクエントウ レンラク ツウ ハアク ヒツヨウジ ケンシン ジキ モンシン ナイヨウ ミナオ オコナ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		町外の研修へ可能であれば参加する。 チョウガイ ケンシュウ カノウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		709		238		岩手県		大槌町		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		井田愛美 イダ マナミ		0193-42-8715		0193-42-4314		1		fukusi@town.otsuchi.iwate.jp		1		1				*		*		3		4		85		68		*		*		1		6		1		11		86		86		*		*		1		6		1		11		86		86		*		*		3		6		3		11		84		84		*		*		3		6		3		11		84		84		71		4		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		710		363		福島県		西会津町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		佐藤実菜 サトウ ミ ナ		0241-45-4532		0241-25-2229		1		kenkou@town.nishiaizu.fukushima.jp		0		1				*		*		4		4		24		24		*		*		1		6		1		9		33		32		*		*		1		6		1		9		33		32		*		*		3		6		3		9		38		37		*		*		3		6		3		9		38		37		36		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		個別指導に重点をおいて行っている。 コベツ シドウ ジュウテン オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次に健診までに到達する発達過程を説明している。 ツギ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行って情報共有や意見をもらっているが評価する指標はない。 オコナ ジョウホウ キョウユウ イケン ヒョウカ シヒョウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に情報共有し評価している。 ケンシン ゴ ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				1		保育所や場合によっては療育機関と情報共有をし評価している。 ホイク ショ バアイ リョウイク キカン ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0		0				1		乳幼児健康診査ｶｰﾄﾞを通して連携している。 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ トオ レンケイ		0		0		0		0				1		母子保健事業の研修会として参加している。 ボシ ホケン ジギョウ ケンシュウカイ サンカ		1		研修を情報提供し自身の判断で参加してもらっている。 ケンシュウ ジョウホウ テイキョウ ジシン ハンダン サンカ		0				0		0								1		1				1

		711		350		福島県		伊達市		健康福祉部健康推進課地域母子係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ チイキ ボシ カカリ		畠　香苗 ハタケ カオリ ナエ		024-576-3510		024-576-3741		1		kenkou@city.date.fukushima.jp		0		1				1		0		4		4		362		360		1		0		1		7		1		8		352		344		*		*		1		7		1		8		350		339		1		0		3		6		4		0		356		339		*		*		3		6		4		0		355		338		321		73		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に資料を使用しながら実施。 カク ケンシン ジ シリョウ シヨウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診の指導方針、指導内容等の研修を年1回実施。 ケンシン シドウ ホウシン シドウ ナイヨウトウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ		1		健診の指導方針、指導内容等の研修を年1回実施。 ケンシン シドウ ホウシン シドウ ナイヨウトウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ		0				0		0

		712		381		福島県		石川町		保健福祉課健康増進係 ホケン フクシカ ケンコウ ゾウシン カカリ		根本雅子 ネモト マサコ		0247-26-8413		0247-26-8410		2		nemoto564@town.ishikawa.fukushima.jp		0		1				*		*		3		4		99		97		*		*		1		6		2		0		104		96		*		*		1		6		2		0		104		96		*		*		3		3		4		0		112		106		*		*		3		3		4		0		112		106		93		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診・教室において発達過程の説明または資料の配布。 カク ケンシン キョウシツ ハッタツ カテイ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布（育児一般の中に明記されているもの）。 ハイフ イクジ イッパン ナカ メイキ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県主催の研修会等に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイナド サンカ		0				0				0		0

		713		583		千葉県		袖ヶ浦市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		中山 ナカヤマ		0438-62-3172		0438-62-3877		1		sode16@city.sodegaura.chiba.jp		0		1				*		*		3		6		507		414		1		0		1		6		1		11		539		518		*		*		1		6		1		11		539		518		1		0		3		6		3		11		545		501		1		0		3		6		3		11		545		501		524		22		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導資料に発達のめやすを掲載している。 ホケン シドウ シリョウ ハッタツ ケイサイ		0		0				0				1		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		相談を行い必要があれば療育機関を紹介している。 ソウダン オコナ ヒツヨウ リョウイク キカン ショウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		乳幼児健診に関する研修の案内が来た際には参加できるようにしている。 ニュウヨウジ ケンシン カン ケンシュウ アンナイ キ サイ サンカ		0				0		0						1								1

		714		630		東京都		練馬区		健康部健康推進課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン カカリ		田中 タナカ		03-5984-4621		03-5984-1211		1		KENKOUSUISIN10@city.nerima.tokyo.jp		0		1				*		*		4		12		6434		6185		0		1		1		6		1		11		6112		5624		1		0		1		6		1		11		6112		5435		*		*		3		*		3		11		5830		5461		*		*		3		*		3		11		5830		5442		6553		224		0		0		0		1		母子健康手帳交付時に保健師が面接できる場合は行っている。保健師がいない窓口で交付を受けた方についてはﾊｲﾘｽｸ者の把握をし、その後、保健師がｱｾｽﾒﾝﾄをしている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ホケンシ メンセツ バアイ オコナ ホケンシ マドグチ コウフ ウ カタ シャ ハアク ゴ ホケンシ		1		４健時、今後の支援の必要性について判断。 ケン ジ コンゴ シエン ヒツヨウセイ ハンダン		0		0				1		1		1		1		1		0		1		状況・対象により１～７のような方法を組み合わせて対応している。 ジョウキョウ タイショウ ホウホウ ク ア タイオウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		練馬区虐待防止ﾏﾆｭｱﾙの中に保健所の職員の役割・支援について明記されている。 ネリマク ギャクタイ ボウシ ナカ ホケンジョ ショクイン ヤクワリ シエン メイキ		1		１歳６か月児歯科検診でう蝕がなく生活習慣がよい者は３歳児歯科検診でう蝕がない割合が高いという結果だった。低年齢のうちか良好な生活習慣を作れるようにﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し配布するなど、事業に反映できている。 サイ ゲツ ジ シカ ケンシン ショク セイカツ シュウカン モノ サイ ジ シカ ケンシン ショク ワリアイ タカ ケッカ テイネンレイ リョウコウ セイカツ シュウカン ツク サクセイ ハイフ ジギョウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム セイカツ		0		1		0		0		0				1		健診や健康相談の集団指導の中で伝えている。１歳半・３歳健診の問診で発達のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞをし、必要な児を心理士の個別相談にまわす。そこで親への発達の指導をしている。 ケンシン ケンコウ ソウダン シュウダン シドウ ナカ ツタ サイハン サイ ケンシン モンシン ハッタツ ヒツヨウ ジ シンリシ コベツ ソウダン オヤ ハッタツ シドウ		0		0				0				1		0				1		母親教室の保育に話の中でしている。 ハハオヤ キョウシツ ホイク ハナ ナカ		0		0				0				0				0				0				0		1		H25年度分の3歳児視覚異常発見ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの見直しを行った。全来所児の実態調査を実施。 ネンドブン サイジ シカク イジョウ ハッケン ミナオ オコナ ゼン ライ ショ ジ ジッタイ チョウサ ジッシ		0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		715		697		神奈川県		箱根町		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		手塚みち子 テヅカ コ		0460-85-0800		0460-85-0811		1		kosodate@town.hakone.kanagawa.jp		0		1				*		*		3		4		44		43		*		*		1		5		1		6		56		52		*		*		1		5		1		6		56		52		*		*		3		5		3		6		58		55		*		*		3		5		3		6		58		55		1		0		0		0		0		1		妊娠届の用紙の中に健康に関する問診があり、その記載の中で必要がある妊婦に対しては保健師が指導を行っている。 ニンシン トドケ ヨウシ ナカ ケンコウ カン モンシン キサイ ナカ ヒツヨウ ニンプ タイ ホケン シ シドウ オコナ		0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				1		視力検査・聴覚検査。 シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		0		1		連携はしているが評価はしていない。 レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		716		824		長野県		安曇野市		保健医療部健康増進課 ホケン イリョウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		渡邊　恵 ワタナベ メグミ		0263-71-2471		0263-71-2328		1		ken-hokenyobou@city.azumino.nagano.jp		0		1				1		0		3		5		707		694		1		0		1		6		1		7		704		695		1		0		1		6		1		7		704		694		*		*		3		3		3		4		757		713		*		*		3		3		3		4		757		713		714		18		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料を使って発達過程の見通しを説明指導をしている。 シリョウ ツカ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		乳児期に使用できる乳児一般健診票を発行し保護者の判断で医療機関で受診している。結果は紙面で届いている。 ニュウジキ シヨウ ニュウジ イッパン ケンシン ヒョウ ハッコウ ホゴシャ ハンダン イリョウ キカン ジュシン ケッカ シメン トド		1		年1回程度研修会の開催。 ネン カイ テイド ケンシュウカイ カイサイ		1		年1回程度研修会の開催。 ネン カイ テイド ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0										1

		717		819		長野県		茅野市		健康福祉部保健課健康推進係 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		関　景子 セキ ケイコ		0266-82-0105		0266-82-0106		1		hoken@city.chino.lg.jp		0		1				*		*		4		99		494		480		1		0		1		6		99		99		469		457		1		0		1		6		99		99		469		457		*		*		3		0		99		99		513		496		*		*		3		0		99		99		513		495		515		39		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診において今後の発達段階過程を集団指導で伝えている。 カク ケンシン コンゴ ハッタツ ダンカイ カテイ シュウダン シドウ ツタ		0		0				0				1		0				1		＊		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園と小学校との連絡会がある。 ホイクエン ショウガッコウ レンラクカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修会の開催。 ボシ ホケン ケンシュウカイ カイサイ		0				0				0		0				1										1

		718		749		石川県		加賀市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		藪井芳恵 ヤブ イ ヨシ エ		0761-72-7866		0761-72-5626		1		kenkou@city.kaga.jp		0		2		1		*		*		4		4		454		447		*		*		1		6		2		0		481		461		*		*		1		6		2		0		481		461		*		*		3		2		4		0		470		438		*		*		3		2		4		0		470		438		405		79		1		1		0		1		出産準備給付金申請時に母子手帳の妊婦健診結果を見て保健指導・状況把握。 シュッサン ジュンビ キュウフキン シンセイ ジ ボシ テチョウ ニンプ ケンシン ケッカ ミ ホケン シドウ ジョウキョウ ハアク		1		全数ではないが連絡会で訪問やＴＥＬが必要と判断された妊婦、H27年度からはﾊｲﾘｽｸ妊婦全数。 ゼンスウ レンラクカイ ホウモン ヒツヨウ ハンダン ニンプ ネンド ニンプ ゼンスウ		0		0				1		1		0		1		0		0		1		担当保健師が訪問で通知を持参し意向を確認し配慮が必要であれば配慮する（時短になるよう） タントウ ホケンシ ホウモン ツウチ ジサン イコウ カクニン ハイリョ ヒツヨウ ハイリョ ジ タン		1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		歯科検診の結果とし食習慣の状況を集計し経年的に評価している。 シカ ケンシン ケッカ ショクシュウカン ジョウキョウ シュウケイ ケイネンテキ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣（間食等） ショクシュウカン カン ショク ナド		0		1		0		0		0				1		各種健診・相談で教材を配布して発達過程をお伝えする。 カクシュ ケンシン ソウダン キョウザイ ハイフ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		健診事後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ケンシン ジゴ ジッシ		0		0				1		新生児訪問でチラシの中に入れて説明している。 シンセイジ ホウモン ナカ イ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		幼児相談（月1回）、訪問。 ヨウジ ソウダン ツキ カイ ホウモン		0		0		0				1		健診結果と合わせて子育ての心配に関する問診結果が返る仕組みがある。 ケンシン ケッカ ア コソダ シンパイ カン モンシン ケッカ カエ シク		0		0		0		0				1		県の研修や県外の研修。 ケン ケンシュウ ケンガイ ケンシュウ		0				0				0		0				1				1		1				1

		719		775		福井県		越前町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		南 ミナミ		0778*34-8710		0778-34-0951		1		kenkou@town.echizen.lg.jp		0		1				0		1		4		5		143		141		1		0		1		6		1		8		164		160		1		0		1		6		1		8		164		160		*		*		3		2		3		4		180		172		*		*		3		2		3		4		180		172		174		2		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食事内容 ショクジ ナイヨウ		0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時や離乳食教室時に子どもの発達過程について保健師が説明している。 アカ ホウモン ジ リニュウショク キョウシツ ジ コ ハッタツ カテイ ホケンシ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		720		1040		滋賀県		守山市		すこやか生活課 セイカツ カ		大木 オオキ		077-581-0201		077-581-1628		1		sukoyaka@city.moriyama.lg.jp		0		1				*		*		4		99		843		812		*		*		1		5		1		11		901		861		*		*		1		5		1		11		901		861		*		*		3		0		3		11		997		944		*		*		3		0		3		11		997		944		857		83		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊娠期対象のｻﾛﾝ。 ニンシン キ タイショウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などが行う研修を紹介している。 ケン オコナ ケンシュウ ショウカイ

		721		1127		兵庫県		三木市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシブケンコウ ゾウシン カ		真庭祥子 マニワ ショウコ		0794-86-0900		0794-86-0904		1		kenko@city.miki.lg.jp		0		1				*		*		3		4		509		493		*		*		1		6		1		11		549		535		*		*		1		6		1		11		549		533		*		*		3		0		3		11		611		604		*		*		3		0		3		11		611		602		514		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診ｱﾝｹｰﾄに生後半年―1歳児頃の発達（後追い）を記載。 ニュウジ ケンシン セイゴ ハントシ サイジ コロ ハッタツ アトオ キサイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診ｱﾝｹｰﾄに記載。 ニュウジ ケンシン キサイ		0		0				1		検尿・視力検査視力検査・医師の判断（要精密のみ）。 ケンニョウ シリョク ケンサ シリョク ケンサ イシ ハンダン ヨウ セイ ミツ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		保健師に対して精神発達面の勉強会を実施（1回/2年程度）。 ホケンシ タイ セイシン ハッタツ メン ベンキョウ カイ ジッシ カイ ネン テイド		1		保健師・保育士に対して上記同様。 ホケンシ ホイクシ タイ ジョウキ ドウヨウ		0				0		0												1

		722		1182		奈良県		大淀町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		速水・笹山 ハヤミズ ササヤマ		0747-52-9403		0747-52-9404		1		hoken-sen@town.oyodo.lg.jp		1		1				*		*		4		7		100		96		*		*		1		5		1		11		113		109		*		*		1		5		1		11		113		109		*		*		3		5		3		11		133		131		*		*		3		5		3		11		133		131		100		6		1		0		0		1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽ案内送付時など。 アンナイ ソウフ ジ		1		特定妊婦として要対協に挙がった妊婦は要対協事業局と協議。 トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ア ニンプ ヨウ タイ キョウ ジギョウ キョク キョウギ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		保健所・歯科衛生士・保健ｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌと検討会を実施、次年度へ反映。 ホケンジョ シカ エイセイシ ホケン ケントウカイ ジッシ ジネンド ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		危険防止について（乳児期の成長と共に行動範囲も広がることから）。 キケン ボウシ ニュウジキ セイチョウ トモ コウドウ ハンイ ヒロ		1		健診後、ｽﾀｯﾌ間でｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて。 ケンシン ゴ カン		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽや4か月児健康診査のｱﾝｹｰﾄなど。 ゲツ ジ ケンコウ シンサ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		保育所・幼稚園を訪問し、継続観察。個別相談の時は担任や支援の先生に同席してもらう。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン ケイゾク カンサツ コベツ ソウダン トキ タンニン シエン センセイ ドウセキ		0				0		0		1		0				1		県からの研修などに参加。 ケン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		723		1232		鳥取県		北栄町		健康増進課 ケンコウゾウシンカ		前田日登美 マエ タ ヒ ノボ ビ		0858-37-5867		0858-37-5339		1		kenkou@e-hokuei.net		0		1				0		1		3		4		108		108		1		0		1		6		1		8		115		113		1		0		1		6		1		8		115		113		*		*		3		0		3		2		136		130		*		*		3		0		3		2		136		130		113		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子育て支援 コソダ シエン		0		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問で資料配布。 アカ ホウモン シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		＊		0		0				0				0		0		1		5歳児健診も実施し、適切な支援や就学につながるよう各園・教育委員会・療育機関と連携しながら個々の評価や就学指導を実施している。 サイジ ケンシン ジッシ テキセツ シエン シュウガク カクエン キョウイク イインカイ リョウイク キカン レンケイ ココ ヒョウカ シュウガク シドウ ジッシ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		724		1322		山口県		阿武町		民生課 ミンセイ カ		杉村理絵 スギ ムラ リ エ		08388-2-3113		08388-2-2090		2		minsei04@town.abu.lg.jp		0		1		1		*		*		3		4		19		19		*		*		1		5		1		6		23		22		*		*		1		5		1		6		23		17		*		*		3		5		3		6		21		21		*		*		3		5		3		6		21		18		15		1		0		1		0		0				1		月に1回程度、または、必要に応じて実施。 ツキ カイ テイド ヒツヨウ オウ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事前に歯科健診での情報を得ておく。おやつに重点をおく、仕上げ磨きに重点をおく。 ジゼン シカ ケンシン ジョウホウ エ ジュウテン シア ミガ ジュウテン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の中で発達課題を説明し、子育て教室の中でも話をしている。 ケンシン ナカ ハッタツ カダイ セツメイ コソダ キョウシツ ナカ ハナシ		0		0				1		専門機関への紹介数、内容、保健指導の回数。 センモン キカン ショウカイ スウ ナイヨウ ホケン シドウ カイスウ		0		0				1		乳児相談の際に説明、確認をしている。 ニュウジ ソウダン サイ セツメイ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回ﾌｫﾛｰ後の様子の確認のための機会を設けている。 ツキ カイ ゴ ヨウス カクニン キカイ モウ		0		0				1		3歳児健診以降も年に1回の健診での確認。ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ関係機関との情報共有をしている。ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制がある。 サイジ ケンシン イコウ ネン カイ ケンシン カクニン カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ タイセイ		0		0		0				1		健診票に訪問や指導の必要性の有無の記入ができる。 ケンシン ヒョウ ホウモン シドウ ヒツヨウセイ ウム キニュウ		0		0		0		0				1		独自では行っていないが県が実施している研修を受講している。 ドクジ オコナ ケン ジッシ ケンシュウ ジュコウ		0				0				0		0								1		1				1

		725		1587		宮崎県		西米良村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		藤澤美貴 フジ サワ ミキ		0983-36-1114		0983-36-1540		2		m-fujisawa@vill.nishimera.lg.jp		0		1				1		1		3		5		8		8		1		0		1		6		1		8		10		9		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		3		5		3		7		7		7		*		*		*		*		*		*		*		*		9		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診は年4回（6月9月12月3月）実施している。そのため、次回の健診までの発達過程を説明。 ニュウヨウジ ケンシン ネン カイ ガツ ガツ ガツ ガツ ジッシ ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		健診ｾｯﾄ送付時のｱﾝｹｰﾄに記載。 ケンシン ソウフ ジ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県等、他機関が主催する研修に担当保健師が積極的に参加している。 ケン トウ タ キカン シュサイ ケンシュウ タントウ ホケンシ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0				1

		726		1656		沖縄県		恩納村		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		長濱智央 ナガハマ サトシ オウ		098-966-1207		098-966-1266		2		n-chihiro@vill.onna.okinawa.jp		1		1				*		*		3		5		94		82		*		*		1		6		1		11		118		107		*		*		1		6		1		11		118		107		*		*		3		6		3		11		85		74		*		*		3		6		3		11		85		74		102		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達 ハッタツ		0		1		0		0		0				1		乳幼児健診の保健相談時に説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ホケン ソウダン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳健の問診票で「わからない」と答えた方へ説明している。 ニュウ ケン モンシン ヒョウ コタ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県小児保健協会が主催の研修会に参加。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		1		県小児保健協会が主催の研修会に参加。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0										1

		727		108		北海道		遠別町		福祉課保健指導係 フクシカ ホケン シドウ カカリ		佐々木裕恵 ササキ ヒロエ		01632-7-2125		01632-7-3695		1		happy@town.embetsu.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		20		20		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		5		1		11		15		15		1		0		3		0		3		11		19		19		1		0		3		0		3		11		20		19		0		0		1		1		0		0				1		ｹｰｽ毎に随時評価。健診受診状況や身体状況等から支援方法について評価している。 マイ ズイジ ヒョウカ ケンシン ジュシン ジョウキョウ シンタイ ジョウキョウトウ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		特に取り決めはないが健診後は全ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽで情報共有し、その後のﾌｫﾛｰにつなげている。 トク ト キ ケンシン ゴ ゼン ジョウホウ キョウユウ ゴ		0		0		0		0		0		0				0				0		1		母数が少なくなり数値的な評価は難しいが問診結果やう歯状況などから事業内容や運営方法を評価し翌年度の事業計画へ反映している。 ボ スウ スク スウチテキ ヒョウカ ムズカ モンシン ケッカ シ ジョウキョウ ジギョウ ナイヨウ ウンエイ ホウホウ ヒョウカ ヨクネンド ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		ｹｰｽに応じて必要時説明している。（１子目で不安が強い方や成長に伴い解消されやすい困りごとなど、先の見通しを説明することで不安軽減される場合） オウ ヒツヨウジ セツメイ シ メ フアン ツヨ カタ セイチョウ トモナ カイショウ コマ サキ ミトオ セツメイ フアン ケイゲン バアイ		0				0		1		個々のｹｰｽに応じて家庭状況や地域の資源の活用状況など情報を収集し支援方法のｱｾｽﾒﾝﾄをしている。 ココ オウ カテイ ジョウキョウ チイキ シゲン カツヨウ ジョウキョウ ジョウホウ シュウシュウ シエン ホウホウ		1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		随時、ｹｰｽ毎にまたは、事業全体として支援のあり方、ﾀｲﾐﾝｸﾞ等が妥当であったか検討している。 ズイジ ゴト ジギョウ ゼンタイ シエン カタ トウ ダトウ ケントウ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		外部の研修会に参加する機会を確保している（従事保健師対象）。 ガイブ ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ ジュウジ ホケン シ タイショウ		1

		728		10		北海道		苫小牧市		健康こども部健康支援課母子保健係 ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		春木 ハルキ		0144-32-6411		0144-32-4322		1		kenkosien@city.tomakomai.hokkaido.jp		0		1				0		1		4		4		1238		1189		1		0		1		6		1		11		1488		1458		1		0		1		6		1		11		1488		1457		1		0		3		0		3		11		1518		1487		1		0		3		0		3		11		1518		1486		1503		212		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯の健康、むし歯予防のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成。今後、健診時に保護者に配布予定。 ハ ケンコウ バ ヨボウ サクセイ コンゴ ケンシン ジ ホゴシャ ハイフ ヨテイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問で、３～４か月児頃に到達する発達過程、１歳６か月健診で２歳児頃に達する発達過程、３歳児健診でｹｰｽに応じ３～６歳児頃に達する発達過程を伝えている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ サイ ゲツ ケンシン サイジ コロ タッ ハッタツ カテイ サイジ ケンシン オウ サイ ジ コロ タッ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		各健診結果を確認し育て難さを感じている親は保健師支援に結びつけて育て難さの背景をｱｾｽﾒﾝﾄしている。 カク ケンシン ケッカ カクニン ソダ ニク カン オヤ ホケンシ シエン ムス ソダ ニク ハイケイ		0		0				1		両親学級・新生児訪問で啓発。 リョウシン ガッキュウ シンセイジ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診結果のまとめ、分析を行い、評価・計画・立案・ｽﾀｯﾌ会議を実施している。 ケンシン ケッカ ブンセキ オコナ ヒョウカ ケイカク リツアン カイギ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		健診受診票に医師が保健師支援の必要性を記入。 ケンシン ジュシン ヒョウ イシ ホケンシ シエン ヒツヨウセイ キニュウ		0		0		0		0				1		受診者の課題を分析し全体で学習（かみ合わせ・歯の健康・ﾄｲﾚｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについてなど）。 ジュシン シャ カダイ ブンセキ ゼンタイ ガクシュウ ア ハ ケンコウ		1		受診者の課題を分析し全体で学習（かみ合わせ・歯の健康・ﾄｲﾚｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについてなど）。 ジュシン シャ カダイ ブンセキ ゼンタイ ガクシュウ ア ハ ケンコウ		1		乳幼児健診専門医研修会を年１回実施している（股関節脱臼、健診時の診察方法など） ニュウヨウジ ケンシン センモンイ ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ コカンセツ ダッキュウ ケンシン ジ シンサツ ホウホウ		0		0								1				1

		729				北海道		赤平 アカヒラ		介護健康推進課健康づくり推進係 カイゴ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン カカリ		藤井充子 フジイ ミツコ		0125-32-5665		0125-34-4188		1		kenko@city.akabira.hokkaido.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		3		0		3		2		46		45		1		0		3		0		3		2		46		44		43		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		７か月児相談でﾘｰﾌﾚｯﾄ使用。 ゲツ ジ ソウダン シヨウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてﾊﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布（日本小児科学会作成）。 シンセイジ ホウモン ハイフ ニホン ショウニカ ガッカイ サクセイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		昨年度より評価方法等について関係機関と検討している。 サクネンド ヒョウカ ホウホウトウ カンケイ キカン ケントウ		0				0		0		1		0				1		*

		730		66		北海道		古平町		保健福祉課健康推進課 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カ		飯田悠梨乃 イイ タ ユウ ナシ ノ		0135-42-2182		0135-41-2268		2		yurino.iida@town.furubira.lg.jp		0		1				1		0		3		5		21		19		1		0		1		6		1		11		15		14		1		0		1		6		1		11		15		14		1		0		3		0		3		11		17		16		1		0		3		0		3		11		17		16		16		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児後期の離乳食の進みについてや、１～２歳頃などの発達過程についてなど。 ニュウジ コウキ リニュウショク スス サイ コロ ハッタツ カテイ		0		0				1		健診等で関った後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ケンシントウ カカワ アト		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		＊		0		0				1		＊		0		0		0				0				0		0		1		0				1		他機関等への研修会に参加。 タ キカントウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		731		99		北海道		美深町		保健福祉課保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホケン フクシカ ホケン フクシ		中窪歌織 ナカクボ ウタ オ		01656-2-1685		01656-2-1626		1		b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp		0		1				1		1		3		4		22		22		1		1		1		6		1		8		21		21		1		1		1		6		1		8		21		20		1		1		3		0		3		2		32		31		1		1		3		0		3		2		32		31		16		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		母子手帳の発育曲線にある身体発達も合わせて説明。 ボシ テチョウ ハツイク キョクセン シンタイ ハッタツ ア セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にて。 シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼児ｾﾝﾀｰと定期的に確認。 ヨウジ テイキテキ カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		道開催の研修会。 ドウ カイサイ ケンシュウカイ		0				0				0		0				1										1

		732		39		北海道		七飯町		民生部子育て健康支援課保健予防係 ミンセイ ブ コソダ ケンコウ シエン カ ホケン ヨボウ カカリ		越前沙紀 エチゼン サキ		0138-66-2500		0138-66-3955		2		s-echizen@town.nanae.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		159		142		1		0		1		6		1		11		168		165		1		0		1		6		1		11		168		165		1		0		3		0		3		11		230		205		1		0		3		0		3		11		230		205		170		22		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		健診結果・保健指導内容・ｱﾝｹｰﾄ回答を総合的に評価し、次年度の指導内容に活用している。 ケンシン ケッカ ホケン シドウ ナイヨウ カイトウ ソウゴウテキ ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		12か月児健診で1歳6か月児頃に到達する発達について説明すること。 ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ コロ トウタツ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		733		85		北海道		東神楽町		健康ふくし課 ケンコウ カ		佐藤佐智代 サトウ タスク チ ヨ		0166-83-5431		0166-83-4180		2		sachiyo.sato@town.higashikagura.lg.jp		0		1				1		0		4		6		89		88		1		0		1		6		1		11		89		87		1		0		1		6		1		11		89		80		1		0		3		0		3		11		97		95		1		0		3		0		3		11		97		94		62		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		新生児訪問や乳児健診の場面で発達過程の資料を提示して説明している。 シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン バメン ハッタツ カテイ シリョウ テイジ セツメイ		0		0				1		健診の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや健康相談後のｽﾀｯﾌで情報を共有している。 ケンシン ジゴ ケンコウ ソウダン ゴ ジョウホウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが必要があれば次健診・健康相談、所属する保育園・幼稚園等で状況の確認をしている。 テイキテキ ヒツヨウ ジ ケンシン ケンコウ ソウダン ショゾク ホイクエン ヨウチエン トウ ジョウキョウ カクニン		1		保育園・幼稚園を訪問したり療育機関と連携して評価している。 ホイクエン ヨウチエン ホウモン リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0														1

		734		65		北海道		積丹町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		後藤沙耶 ゴトウ サヤ		0135-44-2113		0133-44-2714		1		jyumin@town.shakotan.lg.jp		1		1				1		0		3		4		9		8		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		1		6		1		11		15		15		1		0		3		0		3		11		8		7		1		0		3		0		3		11		8		7		10		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ｼｭｶﾞｰｺﾝﾄﾛ-ﾙ		0		0		0		1		0				1		次の健診・相談までに子どもが獲得する発達段階について伝え、その発達を促す関り方について説明している。 ツギ ケンシン ソウダン コ カクトク ハッタツ ダンカイ ツタ ハッタツ ウナガ カカワ カタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		735		22		北海道		滝川市		保健福祉部健康づくり課予防推進係 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ ヨボウ スイシン カカリ		運上明子 ウンジョウ アキコ		0125-24-5256		0125-23-2486		1		hoken@city.takikawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		276		275		1		0		1		7		1		9		262		248		1		0		1		7		1		9		262		248		*		*		3		1		3		11		312		291		*		*		3		1		3		11		312		291		288		21		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		1歳から6歳まで関っているので各事業で保健指導の成果を評価し、いつの時点で度のﾎﾟｲﾝﾄについて指導するかを考察し、次年度の計画に反映させている。 サイ サイ カカワ カクジギョウ ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ジテン ド シドウ コウサツ ジネンド ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		1～4か月児対象の赤ちゃん教室で発達と関り方について講話。4～5か月相談で9～10か月児の発達を説明するなど、各相談健診時の説明。 ゲツ ジ タイショウ アカ キョウシツ ハッタツ カカワ カタ コウワ ゲツ ソウダン ゲツ ジ ハッタツ セツメイ カク ソウダン ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃんとのふれあい事業に参加の高校生とﾏﾀﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝに参加の妊婦に対して。 アカ ジギョウ サンカ コウコウセイ サンカノ ニンプニタイシテ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		次の健診のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ時に確認する程度。 ツギ ケンシン ジ カクニン テイド		0				0		0		1		乳幼児健診以降、療育機関につながったｹｰｽはｹｰｽ会議で確認している。小学校入学前の教育支援会議の委員として把握している。 ニュウヨウジ ケンシン イコウ リョウイク キカン カイギ カクニン ショウガッコウ ニュウガクマエ キョウイク シエン カイギ イイン ハアク		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		道主催等の研修機会があった場合は積極的に参加している。 ドウ シュサイ トウ ケンシュウ キカイ バアイ セッキョクテキ サンカ						1

		736		68		北海道		余市町		民生部保健課保健指導 ミンセイ ブ ホケン カ ホケン シドウ		富樫康子 トミ カシ ヤスコ		0135-21-2122		0135-21-2144		1		hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp		0		1				*		*		4		6		113		111		*		*		1		6		1		11		110		100		*		*		1		6		1		11		110		100		*		*		3		3		3		11		137		127		*		*		3		3		3		11		137		127		94		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		研修参加。 ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1

		737		174		北海道		中標津町		健康推進課母子健康係 ケンコウ スイシン カ ボシ ケンコウ カカリ		谷口珠希 タニグチ シュ キ		0153-72-2733		0153-72-7964		1		h-boshi@nakashibetsu.jp		0		1				1		0		3		7		204		201		1		0		1		6		1		11		247		238		1		0		1		6		1		11		237		237		1		0		3		0		3		11		261		252		1		0		3		0		3		11		257		254		228		18		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		口腔衛生指導・甘味摂取指導等と口腔内の状態から傾向を把握して次年度へ活用。 コウクウ エイセイ シドウ カンミ セッシュ シドウ トウ コウクウ ナイ ジョウタイ ケイコウ ハアク ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				1		健診での全受診者を対象とした個別の育児相談場面にてﾃﾞﾝﾊﾞｰ式発達段階を保護者に提示している（全ての健診場面で使用）。 ケンシン ゼン ジュシンシャ タイショウ コベツ イクジ ソウダン バメン シキ ハッタツ ダンカイ ホゴシャ テイジ スベ ケンシン バメン シヨウ		0		0				0				1		0				1		妊娠期の両親学級にて参加者に口頭で説明。 ニンシン キ リョウシン ガッキュウ サンカシャ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道や各種団体主催の研修会に参加（保健師・栄養士・歯科衛生士向けのもの）。 ドウ カクシュ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ ホケンシ エイヨウシ シカ エイセイシ ム		0				0				0		0				1				1

		738		148		北海道		音更町		保健福祉部保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン フクシ ブ ホケン ボシ ホケン カカリ		佐藤真由美 サトウ マユミ		0155-42-2712		0155-42-2713		1		hokencenter@town.otofuke.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		355		353		1		0		1		7		1		11		366		358		1		0		1		7		1		11		366		358		1		0		3		1		3		11		365		356		1		0		3		1		3		11		365		356		347		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4か月児健診で1歳児頃までの発達過程を説明指導する。 ゲツ ジ ケンシン サイ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		*		0				0				0		0

		739		52		北海道		寿都町		町民課健康づくり係 チョウミン カ ケンコウ カカリ		丸谷友恵 マル タニ トモエ		0136-62-2513		0136-62-3431		1		kenkou@town.suttu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		14		14		1		0		1		6		1		11		22		22		0		1		1		6		1		11		22		22		1		0		3		0		3		11		15		15		0		1		3		0		3		11		15		15		18		0		1		0		0		1		希望者には妊婦訪問を実施している。 キボウシャ ニンプ ホウモン ジッシ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載されている。 キサイ		0		0				0				0				0				1		医師の判定。 イシ ハンテイ		0		0				0				0		1		定期的ではないが適宜保健師同士で情報共有している。 テイキテキ テキギ ホケン シ ドウシ ジョウホウ キョウユウ		1		連絡会を開催し情報を共有している。 レンラクカイ カイサイ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		740		128		北海道		湧別町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		福本愛実 フクモト マナミ ミ		01586-5-3765		01586-5-3777		1		fukushi@town.yubetsu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		68		1		0		1		6		1		11		54		54		1		0		1		6		1		11		54		54		1		0		3		0		3		11		48		48		1		0		3		0		3		11		48		48		52		16		1		0		0		1		初産婦と希望する経産婦に妊婦訪問を行いその際にｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 ウイザン フ キボウ ケイ サン フ ニンプ ホウモン オコナ サイ オコナ		0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		関係機関とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽ。 カンケイ キカン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		741		180		青森県		五所川原市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		齋藤綾子 サイトウ アヤコ		0173-35-2111		0173-35-2130		1		kenkousuisin@city.goshogawara.lg.jp		0		1				1		1		4		11		329		326		1		0		1		6		1		11		336		336		1		0		1		6		1		11		336		336		1		0		3		6		3		11		362		362		1		0		3		6		3		11		362		362		329		138		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		統計を市民に公表し乳幼児健診の保健指導内容に活用している。 トウケイ シミン コウヒョウ ニュウヨウジ ケンシン ホケン シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		すくすくﾉｰﾄ（発達過程等をまとめた冊子）を配布し説明している。 ハッタツ カテイトウ サッシ ハイフ セツメイ		0		0				1		ｽﾀｯﾌでｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県内研修の機会を設けている。 ケンナイ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0								1		1

		742		199		青森県		野辺地町		健康づくり課 ケンコウ カ		新井山　静 アライ ヤマ シズ		0175-64-1770		0175-64-8083		2		s-niiyama@town.noheji.aomori.jp		1		1				0		1		4		5		67		67		1		0		1		5		1		7		96		96		1		0		1		5		1		7		96		96		1		0		3		5		3		7		96		96		1		0		3		5		3		7		96		96		76		3		1		0		0		0				0				0		1		定例の評価会は実施していないが個別支援後にその都度評価・検討している。 テイレイ ヒョウカ カイ ジッシ コベツ シエン ゴ ツド ヒョウカ ケントウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ｱﾝｹｰﾄで確認。 カクニン		0		0				0				1		0				1		ｱﾝｹｰﾄで確認。 カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行っている。 ケンシン ゴ イ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		743		210		青森県		三戸町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		赤石遥香 アカイシ ハルカ カオリ		0179-20-1152		0179-20-1105		2		h-akaishi@town.sannohe.aomori.jp		1		1		1		0		1		3.5		4.5		42		41		1		0		1		6		1		8		63		59		1		0		1		6		1		8		63		59		1		0		3		6		3		8		77		75		1		0		3		6		3		8		77		75		47		23		1		1		0		0				1		妊婦健診の受診状況、妊娠中期の電話相談、妊娠後期の訪問等により評価している。 ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ニンシンチュウ キ デンワ ソウダン ニンシン コウキ ホウモンナド ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		前年度の評価を踏まえ事業計画を立案している。 ゼンネンド ヒョウカ フ ジギョウ ケイカク リツアン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		年齢に応じた生活習慣の確立 ネンレイ オウ セイカツ シュウカン カクリツ		0		1		0		0		0				1		ｽﾗｲﾄﾞ作成やﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて健康教育に取り入れ、保健指導している。 サクセイ モチ ケンコウ キョウイク ト イ ホケン シドウ		0		0				1		各健診時で記入してもらう問診票の項目に入れて結果を評価している。 カク ケンシン ジ キニュウ モンシン ヒョウ コウモク イ ケッカ ヒョウカ		0		0				1		妊娠・出生届出時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し注意喚起している。 ニンシン シュッセイトドケ デ ジ ハイフ チュウイ カンキ		0		0				1		医師・歯科医師の判定、検尿、視力聴力検査。 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				1		医師・歯科医師の判定、総合判定。 イシ シカ イシ ハンテイ ソウゴウ ハンテイ		1		聴覚検査。 チョウカク ケンサ		0		0				1		健診時期を基本とし、次回の評価日を決めて担当保健師と評価をしている。 ケンシン ジキ キホン ジカイ ヒョウカ ビ キ タントウ ホケンシ ヒョウカ		0		0				1		就学児健康調査を教育委員会や関係機関と連携して実施している。 シュウガク ジ ケンコウ チョウサ キョウイク イインカイ カンケイ キカン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		受診票に受診結果を記入してもらうことや電話連絡など情報共有の体制がある。 ジュシン ヒョウ ジュシン ケッカ キニュウ デンワ レンラク ジョウホウ キョウユウ タイセイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1		1		1

		744		1683		中核市 チュウカクシ		青森市 アオモリシ		健康福祉部青森市保健所健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ アオモリシ ホケンジョ ケンコウ スイシン カ		大澤真理子 ダイ サワ マリコ		017-743-6111		017-743-6276		1		genki-plaza@city.aomori.aomori.jp		0		1				1		0		4		5		2003		1930		1		0		1		6		1		11		1988		1960		1		0		1		6		1		11		1988		1960		1		0		3		6		3		11		2217		2132		1		0		3		6		3		11		2217		2132		2004		477		1		0		0		0				1		前年度の評価（個別支援のまとめ）を翌年度の6月頃に行っている。 ゼンネンド ヒョウカ コベツ シエン ヨクネンド ガツ コロ オコナ		0		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		要保護児童対策協議会（庁内ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を含む）との連携。 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ チョウ ナイ カイギ フク レンケイ		1		前年度の歯科健診結果を歯科医師会に報告し、その評価を次年度に活用している。 ゼンネンド シカ ケンシン ケッカ シカ イシ カイ ホウコク ヒョウカ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診票の問診項目に盛り込み、個別支援している。 ケンシン ヒョウ モンシン コウモク モ コ コベツ シエン		0				1		0				1		検尿・視力・聴覚。 ケンニョウ シリョク チョウカク		0				0				0				0		0				0				1		0				1		就学指導委員会にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ結果を提供している。 シュウガク シドウ イインカイ ケッカ テイキョウ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		不定期に常勤保健師を対象に実施している。 フテイキ ジョウキン ホケンシ タイショウ ジッシ						1				1		1

		745		183		青森県		むつ市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉田有美子 ヨシダ ユウ ビ コ		0175-22-1111(内2576） ナイ		0175-22-5044		1		mt-kenkou@city.mutsu.lg.jp		0		1				1		1		3		5		417		414		1		0		1		6		1		11		450		436		1		0		1		6		1		11		450		436		1		0		3		6		3		11		455		440		1		0		3		6		3		11		455		440		420		46		1		0		0		1		地区担当保健師以外の保健師が母子手帳を交付した際は、交付担当保健師から申し送りを受けた後、地区担当保健師間でｱｾｽﾒﾝﾄを行っている。 チク タントウ ホケンシ イガイ ホケンシ ボシ テチョウ コウフ サイ コウフ タントウ ホケンシ モウ オク ウ アト チク タントウ ホケンシ カン オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		むし歯保有数・保有率の推移、事業によってはｱﾝｹｰﾄ結果も踏まえ次年度の事業計画を行っている。 バ ホユウ スウ ホユウ リツ スイイ ジギョウ ケッカ フ ジネンド ジギョウ ケイカク オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室での保健師講話や乳幼児健診の事後指導においてもこれからの発達の経過と発達を促す関りの仕方についても触れるようにしている。 リニュウショク キョウシツ ホケンシ コウワ ニュウヨウジ ケンシン ジゴ シドウ ハッタツ ケイカ ハッタツ ウナガ カカワ シカタ フ		0		0				0				0		1		発達支援事業の利用者についてはそれぞれの事業の中で実施。その他、地区担当の保健師間で実施。 ハッタツ シエン ジギョウ リヨウシャ ジギョウ ナカ ジッシ ホカ チク タントウ ホケンシ カン ジッシ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		地区担当保健師間では必要に応じ随時行っている。 チク タントウ ホケンシ カン ヒツヨウ オウ ズイジ オコナ		0				0		0		1		健診結果と状況、健診後のﾌｫﾛｰ状況や課題等について情報共有を図る場面はあるが評価までは至っていない。 ケンシン ケッカ ジョウキョウ ケンシン ゴ ジョウキョウ カダイトウ ジョウホウ キョウユウ ハカ バメン ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		計画的には行っていないが研修内容・期間・場所等と他事業との調整等から参加できる場合は検討している。 ケイカクテキ オコナ ケンシュウ ナイヨウ キカン バショトウ タ ジギョウ チョウセイ トウ サンカ バアイ ケントウ						1		1

		746		206		青森県		大間町		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		竹内はるか タケウチ		0175-37-2111		0175-37-2478		2		haruka_takeuchi@town.ooma.lg.jp		1		1				0		1		3		4		38		30		1		0		1		6		1		9		42		40		1		0		1		6		1		9		42		40		1		0		3		6		3		8		52		47		1		0		3		6		3		8		52		47		29		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所・幼稚園と情報交換をして5歳児健康相談を行い評価している。 ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン サイジ ケンコウ ソウダン オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		747		214		青森県		階上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		茨島朋子 イバラ シマ トモコ		0178-88-2162		0178-80-1065		2		tomoko_ba@town.hashikami.lg.jp		0		1				0		1		3		4		75		58		1		0		1		6		1		8		81		78		1		0		1		6		1		8		81		78		1		0		3		6		3		8		89		85		1		0		3		6		3		8		89		85		78		3		1		0		0		0				1		妊婦の健康状態、生活状況、支援経過、出産時の児の状況。年1回（保健活動評価会）。 ニンプ ケンコウ ジョウタイ セイカツ ジョウキョウ シエン ケイカ シュッサン ジ ジ ジョウキョウ ネン カイ ホケン カツドウ ヒョウカ カイ		0		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		3歳児健診で就学前までの発達過程や関わりをﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明。 サイジ ケンシン シュウガクマエ ハッタツ カテイ カカ モチ セツメイ		0		0				1		親子の健康・生活状況、支援過程。 オヤコ ケンコウ セイカツ ジョウキョウ シエン カテイ		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検受診状況、結果管理、年度集計（件数・内容程度）。 セイ ケン ジュシン ジョウキョウ ケッカ カンリ ネンド シュウケイ ケンスウ ナイヨウ テイド		1		支援経過、結果等もとに、保健活動評価会にて評価。 シエン ケイカ ケッカ トウ ホケン カツドウ ヒョウカ カイ ヒョウカ		0		0				1		支援過程・結果・就学児健診結果・就学支援委員会状況等ともに評価。 シエン カテイ ケッカ シュウガク ジ ケンシン ケッカ シュウガク シエン イインカイ ジョウキョウトウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		他機関の研修等への参加、庁内打ち合わせ会。 タ キカン ケンシュウトウ サンカ チョウ ナイ ウ ア カイ		1		他機関の研修等への参加、庁内打ち合わせ会。 タ キカン ケンシュウトウ サンカ チョウ ナイ ウ ア カイ		0				0		0								1		1				1

		748		203		青森県		東北町		保健衛生課 ホケン エイセイ カ		江刺家紅実子 エ サ イエ クレナイ ミ コ		0176-56-2933		0176-56-3429		1		hoken@town.tohoku.lg.jp		0		1				0		1		3		4		103		103		1		0		1		5		1		8		128		125		1		0		1		5		1		8		128		125		1		0		3		6		3		8		129		129		1		0		3		6		3		8		129		129		126		1		1		1		0		0				0				0		1		随時、ｹｰｽ会議で今後の支援の方向等について検討。 ズイジ カイギ コンゴ シエン ホウコウ トウ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健事業（健康教室等）の資料として活用している。 シカ ホケン ジギョウ ケンコウ キョウシツトウ シリョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各乳幼児健診の集団指導で実施。 カク ニュウヨウジ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ		0		0				1		発達障害ﾁｪｸｼｰﾄ等を利用し家庭での様子を確認。 ハッタツ ショウガイ トウ リヨウ カテイ ヨウス カクニン		0		0				1		新生児訪問でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを利用し説明。 シンセイジ ホウモン リヨウ セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定、聴覚検査。 シカ イシ ハンテイ チョウカク ケンサ		0				0		0				0				1		0				1		ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを通して。 トオ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時、常勤従事者（医師・歯科医師以外）で実施。 ヒツヨウジ ジョウキン ジュウジシャ イシ シカ イシ イガイ ジッシ		1				1		1		1		1

		749		198		青森県		中泊町		中里保健ｾﾝﾀｰ ナカサト ホケン		古川三枝子 フルカワ ミエコ		0173-57-3920		0173-57-4971		1		hoken-c@town.nakadomari.lg.jp		0		1				1		0		4		4		46		45		1		0		1		6		1		8		48		44		1		0		1		6		1		8		48		44		1		0		3		6		3		7		62		61		1		0		3		6		3		7		62		61		38		17		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診（4か月・7か月・10か月・1歳）で次の月齢の頃の発達過程を伝えている。 ニュウジ ケンシン ゲツ ゲツ ゲツ サイ ツギ ゲツレイ コロ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		乳児健診ごとに親にｱﾝｹｰﾄを記入してもらっている。 ニュウジ ケンシン オヤ キニュウ		0		0				1		出生届時の配布物に含めている。 シュッセイトドケ ジ ハイフ ブツ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次の健診の際、じ状況把握している。 ツギ ケンシン サイ ジョウキョウ ハアク		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		発達障害や歯科保健について、また、他機関での研修に参加している。 ハッタツ ショウガイ シカ ホケン タ キカン ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		750		207		青森県		東通村		いきいき健康推進課 ケンコウ スイシン カ		泉　聡子 イズミ サト コ		0175-28-5800		0175-48-2510		2		satoko_izumi@vill.higashidoori.lg.jp		0		1				0		1		3		11		42		42		1		0		1		7		2		0		52		45		1		0		1		7		2		0		52		45		1		0		3		7		4		0		59		53		1		0		3		7		4		0		59		54		55		3		1		1		0		0				1		月1回の会議にﾌｫﾛｰ妊婦について確認している。 ツキ カイ カイギ ニンプ カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		当該年度でう蝕状況結果を集計・分析している。 トウ ガイ ネンド ショク ジョウキョウ ケッカ シュウケイ ブンセキ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		教室等で発達段階について説明している。 キョウシツトウ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				1		健診等の問診で確認し、必要時ﾌｫﾛｰしている。 ケンシントウ モンシン カクニン ヒツヨウジ		0		0				1		健診の問診に入れている。また、村健康ｶﾚﾝﾀﾞｰで普及啓発している。 ケンシン モンシン イ ムラ ケンコウ フキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回の会議でﾌｫﾛｰ児について確認・検討している。 ツキ カイ カイギ ジ カクニン ケントウ		0		0				1		療育機関や乳幼児施設と情報共有を行っている。 リョウイク キカン ニュウヨウジ シセツ ジョウホウ キョウユウ オコナ		0		0		0				1		委託券などに記載できるようになっている。 イタク ケン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		751		218		岩手県		花巻市		健康づくり課 ケンコウ カ		福岡英恵 フクオカ ハナエ		0198-23-3121		0198-23-3122		2		hanae2295@city.hanamaki.iwate.jp		0		1				0		1		4		5		669		648		1		0		1		6		1		11		672		659		1		0		1		6		1		11		672		659		1		0		3		0		3		11		733		719		1		0		3		0		3		11		733		719		659		73		1		0		0		0				1		妊娠8か月以降に電話訪問を行い必要な方には訪問等して対応して行く。時期・内容を評価している ニンシン ゲツイコウ デンワ ホウモン オコナ ヒツヨウ カタ ホウモンナド タイオウ イ ジキ ナイヨウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		7か月児健診で問診、育児指導を行い、発達過程についても説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン モンシン イクジ シドウ オコナ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで評価をし、定期的に再相談を予定するなどの対応に活かしている。 ケンシン ゴ ヒョウカ テイキテキ サイ ソウダン ヨテイ タイオウ イ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後心理士の相談を行い、必要時定期的に個別相談を設け、その都度ﾌｫﾛｰ等の必要性を検討している。 ケンシン ゴ シンリシ ソウダン オコナ ヒツヨウジ テイキテキ コベツ ソウダン モウ ツド トウ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		就学指導委員会。 シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		行政・関係団体で主催する研修会に参加している。 ギョウセイ カンケイ ダンタイ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		752		231		岩手県		滝沢市 シ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		八幡歩唯 ヤハタ アユ タダ		019-656-6526		019-684-2245		1		kenkou@city.takizawa.iwate.jp		0		1				1		0		3		6		470		458		1		0		1		6		2		0		485		467		1		0		1		6		2		0		485		467		1		0		3		4		4		0		509		495		1		0		3		4		4		0		509		495		495		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		間食指導 カンショク シドウ		0		1		0		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				1		3～4か月児健診の問診票に質問項目を追加し、知らない親に対しては適宜説明。 ゲツ ジ ケンシン モンシン ヒョウ シツモン コウモク ツイカ シ オヤ タイ テキギ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		個別相談や療育教室に継続して関っていくとともに保育所担当課や療育ｾﾝﾀｰ等と連携し、就学時相談まで結びつけている。 コベツ ソウダン リョウイク キョウシツ ケイゾク カカワ ホイク ショ タントウカ リョウイク トウ レンケイ シュウガク ジ ソウダン ムス		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		問診票内容の共通理解やﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに関する講習（学習会）を不定期であるが行っている。 モンシン ヒョウ ナイヨウ キョウツウ リカイ カン コウシュウ ガクシュウ カイ フテイキ オコナ		0				0		0								1		1				1

		753		233		岩手県		矢巾町		生きがい推進課 イ スイシン カ		遠藤訓子 エンドウ ノリコ		019-611-2835		019-698-1214		2		noriko.c@town.yahaba.iwate.jp		1		1				0		1		3		4		179		160		1		0		1		6		1		8		199		197		0		1		1		6		1		8		199		192		1		0		3		6		3		8		205		205		0		1		3		6		3		8		205		200		217		8		1		0		0		0				1		妊婦健診時、妊婦自身の体調・環境確認。 ニンプ ケンシン ジ ニンプ ジシン タイチョウ カンキョウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		1.6歳、2歳、3歳の歯科健診実施。1年毎のう歯の保有の状況を確認できている。 サイ サイ サイ シカ ケンシン ジッシ ネン マイ シ ホユウ ジョウキョウ カクニン		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児訪問において次の健診までの間の発達について説明している。 ニュウジ ホウモン ツギ ケンシン アイダ ハッタツ セツメイ		0		0				0				0		1		関係機関との連携の中でｹｰｽ検討しながら対応している。 カンケイ キカン レンケイ ナカ ケントウ タイオウ		0				0		1		岩手県版母子健康手帳内に記載あり、読むことを勧めている。 イワテケンバン ボシ ケンコウ テチョウ ナイ キサイ ヨ スス		0				0				0				0				1		0				0				0		1		ｹｰｽ毎に対応している。 マイ タイオウ		1		関係機関と情報共有し対応をｹｰｽ毎に検討。 カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ タイオウ マイ ケントウ		0		0		0				1		町への医師連絡（健康票記入、または、直接電話連絡）。 マチ イシ レンラク ケンコウ ヒョウ キニュウ チョクセツ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				1		0						1		1		1				1

		754		241		岩手県		田野畑村		保健福祉課 ホケン フクシカ		大澤香苗 オオサワ カナエ		0194-33-3102		0194-34-2632		2		kanae-o@vill.tanohata.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		20		19		1		0		1		6		1		7		22		19		1		0		1		6		1		7		22		19		1		0		3		4		3		5		20		15		1		0		3		4		3		5		20		15		21		*		*		*		*		*				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		特段のﾏﾆｭｱﾙ等は作成は行っていない。ただし、状況に合わせて関係機関と連携している。 トク ダン トウ サクセイ オコナ ジョウキョウ ア カンケイ キカン レンケイ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		月1回医療機関と情報交換する会議の場がある。その他にも随時連絡・連携を行っている。 ツキ カイ イリョウ キカン ジョウホウ コウカン カイギ バ ホカ ズイジ レンラク レンケイ オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		755		275		宮城県		大衡村		保健福祉課 ホケン フクシカ		安達　縁 アダチ エン		022-345-0253		022-345-6630		1		fukushi@village.ohira.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		59		58		1		0		1		6		1		8		53		51		1		0		1		6		1		8		53		51		1		0		3		5		3		9		54		50		1		0		3		5		3		9		54		50		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		指導する内容を改善した。 シドウ ナイヨウ カイゼン		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾁﾗｼ等で周知したり、乳児健診会場にﾎﾟｽﾀｰを掲示している。 シンセイジ ホウモン ジ トウ シュウチ ニュウジ ケンシン カイジョウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		ｹｰｽ担当保健師と母子保健担当保健師間でｹｰｽ支援した都度、方向性等について検討している。 タントウ ホケンシ ボシ ホケン タントウ ホケンシ カン シエン ツド ホウコウ セイトウ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		宮城県や他機関開催の研修会への参加をそれぞれの研修の対象者に照会している。 ミヤギケン タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ ケンシュウ タイショウシャ ショウカイ						1		1

		756		252		宮城県		名取市		健康福祉部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ ブ ホケン		高橋香南子 タカハシ カオリ ミナミ コ		022-382-2456		022-382-3041		1		hoken@city.natori.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		736		720		1		0		1		8		1		9		798		780		1		0		1		8		1		9		798		780		1		0		3		6		3		7		797		750		1		0		3		6		3		7		797		749		728		43		1		1		0		0				1		必要時、所内ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施している。 ヒツヨウジ ショナイ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		毎月、歯科健診後にう蝕等の統計をとり、年度末に集計・分析を行い、所内で次年度の計画を立てている。 マイツキ シカ ケンシン ゴ ショクトウ トウケイ ネンドマツ シュウケイ ブンセキ オコナ ショナイ ジネンド ケイカク タ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		7か月児相談（集団指導）でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布、1歳までの発達について情報提供している。また、離乳食教室で7～9か月児とその家族を対象に10か月児に発達について説明。 ゲツ ジ ソウダン シュウダン シドウ ハイフ サイ ハッタツ ジョウホウ テイキョウ リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ カゾク タイショウ ゲツ ジ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診後のｶﾅﾌｧﾚﾝｽ。 ケンシン ゴ		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				1		医師・歯科医師の判定、総合判定、検尿、視力検査、聴覚検査など。 イシ シカ イシ ハンテイ ソウゴウ ハンテイ ケンニョウ シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0		0				1		年度末にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ等の分析を行い、所内でその内容について検討している。その他、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（健診後）や係会でも検討することもある。 ネンドマツ トウ ブンセキ オコナ ショナイ ナイヨウ ケントウ タ ケンシン ゴ カカリ カイ ケントウ		0		0				1		地区担当が関係機関と連携して個別に今度の方針等について検討している。 チク タントウ カンケイ キカン レンケイ コベツ コンド ホウシン トウ ケントウ		0		0		0				1		主治医から直接電話が入る。県内で指定された乳児健診問診票・結果票の中に支援の必要性の有無についての項目がある。 シュジイ チョクセツ デンワ ハイ ケンナイ シテイ ニュウジ ケンシン モンシン ヒョウ ケッカ ヒョウ ナカ シエン ヒツヨウセイ ウム コウモク		0		0		0		0				1		関係機関の研修会へ参加。 カンケイ キカン ケンシュウカイ サンカ		1		関係機関の研修会の情報提供を行っている。 カンケイ キカン ケンシュウカイ ジョウホウ テイキョウ オコナ		0				0		0				1				1		1		1		1

		757		262		宮城県		大河原町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		加川静香 カガワ シズカ		0224-53-2115		0224-53-3818		1		suishin11@ogawara.miyagi.jp		0		2				1		0		3		4		217		214		1		0		1		6		1		7		223		213		1		0		1		6		1		7		223		213		1		0		3		6		3		7		206		194		1		0		3		6		3		7		206		194		210		43		1		0		0		0				1		毎月末に支援方法及び今後の対応について係内で検討している。 マイ ゲツマツ シエン ホウホウ オヨ コンゴ タイオウ カカリ ナイ ケントウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		問診項目に「むし歯や歯肉炎予防のために心がけていることは何か。」を設定し、集計し、次年度の歯科保健指導の重点指導項目を決めている。 モンシン コウモク バ シニク エン ヨボウ ココロ ナニ セッテイ シュウケイ ジネンド シカ ホケン シドウ ジュウテン シドウ コウモク キ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診後の事後指導で個別に今後の発達について伝えている。 ケンシン ゴ ジゴ シドウ コベツ コンゴ ハッタツ ツタ		0		0				1		問診・事後指導で聞き取りを行い、その後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて担当保健師を含めて評価している。 モンシン ジゴ シドウ キ ト オコナ ゴ タントウ ホケンシ フク ヒョウカ		0		0				1		問診で聞き取りを行い、該当者にはﾘｽｸについて個別に説明している。 モンシン キ ト オコナ ガイトウシャ コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今後設けて行きたいと考えている。 コンゴ モウ イ カンガ		0				0		0		1		今後設けて行きたいと考えている。 コンゴ モウ イ カンガ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1

		758		280		宮城県		女川町		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		田守未来 タ モリ ミク		0225-53-4990		0225-53-5248		2		hokenc6@town.onagawa.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		39		39		1		0		1		6		1		7		41		40		1		0		1		6		1		7		41		40		1		0		3		6		3		7		43		42		1		0		3		6		3		7		43		42		49		7		1		1		0		0				0				0		1		定期的に実施していないが担当者間で継続ﾌｫﾛｰの必要性を評価している。 テイキテキ ジッシ タントウシャ カン ケイゾク ヒツヨウセイ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯有病率を出し、健診受診後の歯科受診勧奨を行っている。その結果をもとに次年度の歯科事業を計画している。 シ ユウビョウリツ ダ ケンシン ジュシン ゴ シカ ジュシン カンショウ オコナ ケッカ ジネンド シカ ジギョウ ケイカク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		資料の配布や口頭で発達過程を説明。 シリョウ ハイフ コウトウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診の事後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで実施している。 ケンシン ジゴ ジッシ		0		0				1		口頭での説明や資料配布。 コウトウ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期実施はしていないが担当者間で継続ﾌｫﾛｰの必要性を評価している。 テイキ ジッシ タントウシャ カン ケイゾク ヒツヨウセイ ヒョウカ		0				0		0		1		ｹｰｽに合わせた年齢で行っている。 ア ネンレイ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤問わず確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ト カクホ		1				1		1

		759		266		宮城県		丸森町		保健福祉課健康支援班 ホケン フクシカ ケンコウ シエン ハン		水戸智美 ミト トモミ		0224-51-9903		0224-87-7189		1		kenko@town.marumori.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		70		66		1		0		1		6		1		10		64		61		1		0		1		6		1		10		64		61		1		0		3		6		3		10		64		61		1		0		3		6		3		10		64		61		74		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		今後の見通しの説明をしている。 コンゴ ミトオ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		760		274		宮城県		富谷町		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		*		220-358-0156		022-358-9915		1		kosodateshien@town.tomiya.miyagi.jp		0		1				1		0		*		*		427		422		1		0		*		*		*		*		511		498		1		0		*		*		*		*		511		498		1		0		3		6		99		99		567		553		1		0		3		6		99		99		567		553		432		29		1		1		0		0				1		毎月1回ﾊｲﾘｽｸ妊婦検討会を実施、その後の経過を評価。 マイツキ カイ ニンプ ケントウカイ ジッシ ゴ ケイカ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		761		298		秋田県		八峰町		福祉保健課健康推進係 フクシ ホケンカ ケンコウ スイシン カカリ		大高彩香 オオダカ アヤカ		0185-76-4608		0185-76-2113		2		otaka.ayaka@town.happou.akita.jp		0		1				1		0		3		4		21		21		1		0		1		6		1		9		24		23		1		0		1		6		1		9		24		23		1		0		3		6		3		9		37		35		1		0		3		6		3		9		37		35		23		0		1		0		0		1		「妊娠中からの子育て支援事業」による医療機関との連携。 ニンシンチュウ コソダ シエン ジギョウ イリョウ キカン レンケイ		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉担当者、教育委員会、子ども園等と情報共有。 フクシ タントウシャ キョウイク イインカイ コ エン トウ ジョウホウ キョウユウ		1		担当保健師と歯科医師・歯科衛生士との事業評価を行い次年度へ活用。 タントウ ホケンシ シカ イシ シカ エイセイシ ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳幼児健診の問診や事後指導の時に実施。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ジゴ シドウ トキ ジッシ		0		0				0				1		0				1		新生児・乳児訪問時に実施。 シンセイジ ニュウジ ホウモン ジ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健康診査の実施。 サイジ ケンコウ シンサ ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県主催の研修会等に参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイトウ サンカ		0				0				0		0								1						1

		762		289		秋田県		潟上市		市民福祉部健康推進課 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		畠山和花子 ハタケヤマ ワカコ		018-853-5315		018-852-5233		1		kenkoushidou@city.katagami.lg.jp		1		1				1		0		4		99		210		208		1		0		1		6		99		99		218		213		1		0		1		6		99		99		218		213		1		0		3		6		99		99		209		195		1		0		3		6		99		99		209		195		186		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携している。評価については食育の取組は食育推進計画の中で実施しているため5年毎に評価している。 タ キカン レンケイ ヒョウカ ショク イク トリクミ ショク イク スイシン ケイカク ナカ ジッシ ネン マイ ヒョウカ		1		乳幼児健診で対象月齢に応じた発達のﾎﾟｲﾝﾄを記載したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布している。 ニュウヨウジ ケンシン タイショウ ゲツレイ オウ ハッタツ キサイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の際、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて説明している。 アカ ホウモン サイ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		保護者が記入したｱﾝｹｰﾄ用紙に複写を医療機関から市へ返送してもらっている。 ホゴシャ キニュウ ヨウシ フクシャ イリョウ キカン シ ヘンソウ		0				0				0				1		0								1

		763		315		山形県		天童市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		瀬野真紀子 セノ マキコ		023-652-0884		023-651-5505		1		kenkou@city.tendo.yamagata.jp		0		1				1		0		3		5		530		527		1		0		1		6		1		7		504		500		1		0		1		6		1		7		504		500		1		0		3		6		3		8		539		536		1		0		3		6		3		8		539		536		503		78		1		0		0		0				0				0		1		評価について検討中。 ヒョウカ ケントウチュウ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		1				0				0		1		*		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を使用し説明している。 ケンシン ジ トウ シヨウ セツメイ		0		0				1		H27.7より健診時に健やか親子21ｱﾝｹｰﾄを実施している。それに基づき指導を行い今後評価して行く。 ケンシン ジ スコ オヤコ ジッシ モト シドウ オコナ コンゴ ヒョウカ イ		0		0				1		両親教室・赤ちゃん訪問・4か月児健診等でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使用し説明している。 リョウシン キョウシツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン トウ シヨウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		発達支援担当とｹｰｽについて共有しﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの方法について検討を行っている。 ハッタツ シエン タントウ キョウユウ ホウホウ ケントウ オコナ		0		0				0				0		0		1		保健師が関わる相談や巡回相談、教育委員会と連携を図っているｹｰｽは把握できているが地域として評価することは現段階では難しい状況である。 ホケンシ カカ ソウダン ジュンカイ ソウダン キョウイク イイン カイ レンケイ ハカ ハアク チイキ ヒョウカ ゲンダンカイ ムズカ ジョウキョウ		0				0		0		1		0				1		健診の問診・指導内容について、発達に関する研修。 ケンシン モンシン シドウ ナイヨウ ハッタツ カン ケンシュウ		1		健診の問診・指導内容について、発達に関する研修。 ケンシン モンシン シドウ ナイヨウ ハッタツ カン ケンシュウ		0				0		0

		764		320		山形県		中山町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		鈴木 スズキ		023-662-2836		023-662-2065		1		kenkou@town.nakayama.yamagata.jp		0		1				1		0		3		3		76		75		1		0		1		7		1		9		51		49		1		0		1		7		1		9		51		49		1		0		3		6		3		8		76		72		1		0		3		6		3		8		76		72		65		0		1		0		0		0				0				0		1		必要時評価している。 ヒツヨウジ ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		医師・保健師・管理栄養士による年1回の検討会。 イシ ホケンシ カンリ エイヨウシ ネン カイ ケントウカイ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		765		314		山形県		長井市		健康課 ケンコウ カ		渡辺比呂子 ワタナベ ヒロコ		0238-84-6822		0238-84-6804		1		kenko@city.nagai.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		195		194		1		0		1		6		1		7		214		214		*		*		1		6		1		7		214		214		1		0		3		5		3		6		223		221		*		*		3		5		3		6		223		221		194		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		連絡会を開催し歯科医師からの助言を計画へ生かす。 レンラクカイ カイサイ シカ イシ ジョゲン ケイカク イ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		次回の健診までの発達過程について、集団指導、または、個別指導にて説明している。 ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ シュウダン シドウ コベツ シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		初産を対象としたﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・赤ちゃん訪問で啓発。 ウイザン タイショウ キョウシツ アカ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所訪問や連絡会を開催し情報交換をしている。 ホイク ショ ホウモン レンラクカイ カイサイ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		766		340		山形県		遊佐町		健康福祉課健康支援係 ケンコウ フクシカ ケンコウ シエン カカリ		三浦　恵 ミウラ メグミ		0234-72-4111		0234-72-4113		1		kenkosien@town.yuza.yamagata.jp		1		1				1		0		3		4		64		64		1		0		1		5		1		6		63		61		1		0		1		5		1		6		63		61		1		0		3		2		3		3		93		93		1		0		3		2		3		3		93		93		60		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		実績に基づき数値目標の設定をしている。 ジッセキ モト スウチ モクヒョウ セッテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達についてﾘｰﾌﾚｯﾄを使用して説明。 ツギ ケンシン ハッタツ シヨウ セツメイ		0		0				0				0		1		*		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園の巡回相談を実施し、児相での発達検査の実施や療育機関との連携などを実施している。 ホイクエン ヨウチエン ジュンカイ ソウダン ジッシ ジ ソウ ハッタツ ケンサ ジッシ リョウイク キカン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		767		316		山形県		東根市		子育て健康課母子健康係 コソダ ケンコウ カ ボシ ケンコウ カカリ		*		0237-43-1250		0237-41-2232		1		kenkou@city.higashine.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		437		425		1		0		1		8		1		11		436		420		*		*		*		*		*		*		*		*		1		0		3		6		3		11		481		471		*		*		*		*		*		*		*		*		456		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		*		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		1歳6か月児健診の時に3歳頃までの発達の過程を説明している。 サイ ゲツ ジ ケンシン トキ サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨ教室での指導、乳児健診時のｱﾝｹｰﾄを元に説明している。 キョウシツ シドウ ニュウジ ケンシン ジ モト セツメイ		0		0				0				0				0				1				0		0				0				1		0				1		*		0		0		0				0				0		0		1		0				1		*		0				0				0		0								1				1		1

		768		317		山形県		尾花沢市		健康増進課健康指導係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シドウ カカリ		結城 ユウキ		0237-22-1111（内621） ナイ		0237-24-0322		1		kenko@city.obanazawa.yamagata.jp		1		1				1		0		3		5		104		103		1		0		1		6		1		11		111		108		1		0		1		6		1		11		111		108		1		0		3		0		3		11		109		106		1		0		3		0		3		11		109		106		92		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		地区別の傾向や経年の推移を把握して活用する。 チク ベツ ケイコウ ケイネン スイイ ハアク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診の際、集団指導を実施している。 ニュウジ ケンシン サイ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				1		健診後ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて個別に実施。 ケンシン ゴ コベツ ジッシ		0		0				1		妊婦教室の際などに実施している。 ニンプ キョウシツ サイ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		不定期だが必要に応じて実施。 フテイキ ヒツヨウ オウ ジッシ		1		保育所や幼稚園と連携して実施。 ホイク ショ ヨウチエン レンケイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県などで実施している研修に適宜参加している。 ケン ジッシ ケンシュウ テキギ サンカ		1				1						1

		769		318		山形県		南陽市		すこやか子育て課 コソダ カ		佐藤智香子 サトウ チカコ		0238-40-3211		0238-40-3387		1		sukoyaka@city.nanyo.yamagata.jp		0		1				1		0		3		4		225		220		1		0		1		6		1		7		255		252		1		0		1		6		1		7		255		252		1		0		3		6		3		7		251		245		1		0		3		6		3		7		251		245		247		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		個々に振り返り、実施している。 ココ フ カエ ジッシ		0		0				1		妊娠届出時にﾘｰﾌﾚｯﾄを用いて説明。出生届出時の配布資料にﾘｰﾌﾚｯﾄを同封。妊娠中の両親学級で説明。 ニンシン トドケデ ジ モチ セツメイ シュッセイトドケ デ ジ ハイフ シリョウ ドウフウ ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事業の打合せ時に有効性を検討している。 ジギョウ ウチアワ ジ ユウコウセイ ケントウ		0		0				1		保育施設に定期的に訪問し、実施している。 ホイク シセツ テイキテキ ホウモン ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		発達障害児の対応研修や虐待防止研修に参加している。 ハッタツ ショウガイジ タイオウ ケンシュウ ギャクタイ ボウシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		770		360		福島県		只見町		保健福祉課 ホケン フクシカ		星　友美 ホシ トモミ		0241-84-7005		0241-84-7008		1		hoken@town.tadami.lg.jp		0		1				1		0		3		6		18		18		1		0		1		6		2		0		20		18		1		0		1		6		2		0		20		18		1		0		3		6		4		0		25		25		1		0		3		6		4		0		25		25		15		0		1		1		0		0				1		次の健診時に変更があったか評価している。 ツギ ケンシン ジ ヘンコウ ヒョウカ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて発達過程や親子の関わりが発達には大事であることを説明している。 モチ ハッタツ カテイ オヤコ カカ ハッタツ ダイジ セツメイ		0		0				1		育てにくさを感じる理由について問診時に確認。また、子どもの発達状況や子どもに対する親の態度なども健診・訪問時に確認。 ソダ カン リユウ モンシン ジ カクニン コ ハッタツ ジョウキョウ コ タイ オヤ タイド ケンシン ホウモン ジ カクニン		0		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを渡し説明。 シンセイジ ホウモン ジ ワタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に訪問してさらに詳細な状況を聞き保健指導を行う。 ケンシン ゴ ホウモン ショウサイ ジョウキョウ キ ホケン シドウ オコナ		0		0				1		5歳児健診を実施している。健診前に保育所での普段の様子を見て保育士から情報収集してから健診を実施。健診後も保育士に健診結果を伝えている。 サイジ ケンシン ジッシ ケンシン マエ ホイク ショ フダン ヨウス ミ ホイクシ ジョウホウ シュウシュウ ケンシン ジッシ ケンシン ゴ ホイクシ ケンシン ケッカ ツタ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		771		1686		中核市 チュウカクシ		郡山市		こども部こども支援課母子保健係 ブ シエン カ ボシ ホケン カカリ		吉田直美 ヨシダ ナオミ		024-924-3691		024-933-6665		1		kodomosien@city.koriyama.fukushima.jp		0		1				0		1		4		5		2509		2446		1		0		1		6		1		11		2670		2573		1		0		1		6		1		11		2670		2574		1		0		3		3		3		11		2678		2538		1		0		3		3		3		11		2678		2537		2824		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		乳幼児健診後、地域別のう蝕り患率を評価し保育所への歯科指導の強化や保護者向けの意識啓発を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ チイキ ベツ ショク カン リツ ヒョウカ ホイク ショ シカ シドウ キョウカ ホゴシャ ム イシキ ケイハツ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母親教室でDVDを見せている。ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハハオヤ キョウシツ ミ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		協力看護師等説明会。 キョウリョク カンゴ シトウ セツメイカイ		0				0		0								1

		772		343		福島県		白河市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		佐久間真由美 サクマ マユミ		0248-27-2112		*		1		kenkozoushin@city.shirakawa.fukushima.jp		0		1				1		0		4		5		513		509		1		0		1		7		1		8		473		454		1		0		1		7		1		8		473		457		1		0		3		6		3		7		522		509		1		0		*		*		*		*		523		510		488		24		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		健診統計を基に事業計画について話し合う。 ケンシン トウケイ モト ジギョウ ケイカク ハナ ア		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣改善 セイカツ シュウカン カイゼン		0		1		0		0		0				1		健診での個別指導。集団で親子のふれあい・生活ﾘｽﾞﾑの確立が精神面の発達を促進させる等の内容の教室を実施。 ケンシン コベツ シドウ シュウダン オヤコ セイカツ カクリツ セイシンメン ハッタツ ソクシン トウ ナイヨウ キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		広報等。 コウホウトウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		1歳6か月健診→2歳児教室→支援教室→3歳児健診→支援教室。 サイ ゲツ ケンシン サイジ キョウシツ シエン キョウシツ サイジ ケンシン シエン キョウシツ		0		0				0				0		0		1		療育機関・保育園・幼稚園との連携を通して個人の評価にとどまっている。 リョウイク キカン ホイクエン ヨウチエン レンケイ トオ コジン ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		773		341		福島県		福島市		保健福祉ｾﾝﾀｰ健康推進課 ホケン フクシ ケンコウ スイシン カ		遠藤いすず エンドウ		024-525-7671		024-525-5701		1		kenkou@mail.city.fukushima.fukushima.jp		0		1				1		0		4		4		2240		2187		1		0		1		6		1		6		2146		2094		1		0		1		6		1		6		2146		2094		1		0		3		6		3		6		2020		1972		1		0		3		6		3		6		2020		1963		2220		0		0		0		0		1		妊婦健診診査受診票の問診項目で把握（妊娠前期に受ける健診の受診票に設問あり）。 ニンプ ケンシン シンサ ジュシン ヒョウ モンシン コウモク ハアク ニンシン マエ キ ウ ケンシン ジュシン ヒョウ セツモン		0				0		1		評価指標は設定していない。個別支援の記録をもとに対応継続。 ヒョウカ シヒョウ セッテイ コベツ シエン キロク タイオウ ケイゾク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容の検討に活用。 シドウ ナイヨウ ケントウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診で配布するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに発達過程について記述している。 カク ケンシン ハイフ ハッタツ カテイ キジュツ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時に配布しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄで啓発している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				1		医師・歯科医師の判断、検尿、視覚検査、聴力検査。 イシ シカ イシ ハンダン ケンニョウ シカク ケンサ チョウリョク ケンサ		0		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、事例検討会の実施。 ケンシン ゴ ジレイ ケントウ カイ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修会受講や受講者による伝達講習実施。 ケンシュウカイ ジュ コウ ジュコウシャ デンタツ コウシュウ ジッシ		0				0				0		0								1				1

		774		1687		中核市 チュウカクシ		いわき市		こどもみらい部こども家庭課 ブ カテイ カ		竹原紀子 タケハラ ノリコ		0246-27-8597		0246-27-8564		1		kodomokatei@city.iwaki.fukushima.jp		0		1				1		0		4		99		2600		2513		1		0		1		6		99		99		2465		2337		1		0		1		6		99		99		2465		2336		1		0		3		2		99		99		2529		2370		1		0		3		2		99		99		2529		2367		2477		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		問診項目を集計し健診結果との関連等傾向をつかみ健診教育にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸするなど、次年度活動に反映させる。 モンシン コウモク シュウケイ ケンシン ケッカ カンレントウ ケイコウ ケンシン キョウイク ジネンド カツドウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		10か月児健診にてその後の月齢（年齢）相応の発達の目安と行動を引き出すｱﾄﾞﾊﾞｲｽを記載したﾘｰﾌﾚｯﾄを個別指導時に配布している。 ゲツ ジ ケンシン ゴ ゲツレイ ネンレイ ソウオウ ハッタツ メヤス コウドウ ヒ ダ キサイ コベツ シドウ ジ ハイフ		0		0				0				0		1		子育てしている方の状況や気持ちなどを問診項目に入れ、育児上の困難感を確認、指導に役立てている。 コソダ カタ ジョウキョウ キモ モンシン コウモク イ イクジ ジョウ コンナン カン カクニン シドウ ヤクダ		1		乳児家庭全戸訪問にて自課作成のチラシを手渡しで説明しながら行っている。記載したﾘｰﾌﾚｯﾄを配布。 ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ カ サクセイ テワタ セツメイ オコナ キサイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		1歳6か月児問診票改訂時（発達障害の早期発見）。 サイ ゲツ ジ モンシン ヒョウ カイテイ ジ ハッタツ ショウガイ ソウキ ハッケン		1		1歳6か月児問診票改訂時（発達障害の早期発見）。 サイ ゲツ ジ モンシン ヒョウ カイテイ ジ ハッタツ ショウガイ ソウキ ハッケン		1		新たに健診に従事される医師を対象に実施。 アラ ケンシン ジュウジ イシ タイショウ ジッシ		0		0								1

		775		351		福島県		本宮市 モトミヤ シ		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		瓜生睦子 ウリュウ ムツコ		0243-63-2780		0243-33-6620		1		kenkou@city.motomiya.lg.jp		0		1				1		0		3		4		249		245		1		0		1		6		1		11		246		244		1		0		1		6		1		11		246		244		1		0		3		3		3		11		235		232		1		0		3		3		3		11		235		232		239		1		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3～4か月児健診で1歳頃に到達する発達過程を説明指導している。 ゲツ ジ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		3～4か月健診の問診項目に入れ説明指導を行っている。 ゲツ ケンシン モンシン コウモク イ セツメイ シドウ イ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回経過観察児等のｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い検討評価している。 ツキ カイ ケイカ カンサツ ジ トウ オコナ ケントウ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県やその他の主催研修へ参加。 ケン タ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		776		345		福島県		喜多方市		保健福祉部保健課健康推進室 ホケン フクシ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン シツ		武藤伸恵 ムトウ シン エ		0241-24-5223		0241-25-7073		1		hoken@city.kitakata.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		394		378		1		0		1		6		1		7		348		334		1		0		1		6		1		7		348		334		1		0		3		5		3		6		381		352		1		0		3		5		3		6		381		352		352		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		幼児期の健診結果をもとに事業計画を立てている（乳児期からの歯科指導、妊婦歯科健診など）。 ヨウジキ ケンシン ケッカ ジギョウ ケイカク タ ニュウジキ シカ シドウ ニンプ シカ ケンシン		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		777		359		福島県		檜枝岐村		住民課 ジュウミンカ		平上清正 ヒラ ウエ キヨマサ		0241-75-2502		0241-75-2511		1		hygiene@vill.hinoemata.lg.jp		0		1				1		0		3		4		5		5		1		0		1		6		1		7		3		3		1		0		1		6		1		7		3		3		1		0		3		2		3		8		6		6		1		0		3		2		3		8		6		6		5		0		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		新生児訪問の際に症候群について説明。 シンセイジ ホウモン サイ ショウコウグン セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児がったつ相談会や医療機関等と連携を取り評価しながらﾌｫﾛｰしている。 ニュウヨウジ ソウダンカイ イリョウ キカントウ レンケイ ト ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達について、健診方法等の研修会を行っている。 ハッタツ ケンシン ホウホウトウ ケンシュウカイ オコナ		0				0				0		0														1

		778		375		福島県		中島村		保健福祉課 ホケン フクシカ		滝沢 タキザワ		0248-52-2174		0248-52-2170		1		kenkou@vill-nakajima.jp		0		1				1		0		3		6		37		37		1		0		1		6		1		10		31		29		1		0		1		6		1		10		31		29		1		0		3		2		3		6		52		50		1		0		3		2		3		6		52		50		40		*		1		0		0		0				0				0		1		時期は定めていないが面談時等の後、評価いている。 ジキ サダ メンダン ジ トウ アト ヒョウカ		1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士等と情報を共有しフッ素塗布や指導の時期について検討することができている。 シカ エイセイシ トウ ジョウホウ キョウユウ ソ トフ シドウ ジ キ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導時に発達過程について説明。 ホケン シドウ ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		揺さぶられ症候群のみを取り上げてはいない。問診項目にあるので知らない保護者については説明している。 ユ ショウコウグン ト ア モンシン コウモク シ ホゴシャ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		時期は定めていないが健診後のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで検討している。 ジキ サダ ケンシン ゴ ケントウ		1		保育所や幼稚園入園前に入園先先生との話し合いの場を設けている。 ホイク ショ ヨウチエン ニュウエン マエ ニュウエン サキ センセイ ハナ ア バ モウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		779		368		福島県		柳津町		町民課保健衛生班 チョウミン カ ホケン エイセイ ハン		二瓶早紀 ニヘイ サキ		0241-42-2118		0241-42-3419		1		hoken-eisei@town.yanaizu.fukushima.jp		0		1				0		1		3		4		22		22		1		0		1		6		1		8		19		19		1		0		1		6		1		8		19		19		1		0		3		3		3		8		26		26		1		0		3		3		3		8		26		26		26		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児訪問、乳児健康相談時に発達過程の見通しについて説明指導している。 ニュウジ ホウモン ニュウジ ケンコウ ソウダン ジ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時に検討する機会を設けている。 ヒツヨウジ ケントウ キカイ モウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		780		349		福島県		南相馬市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		大石美和 オオイシ ミワ		0244-23-3680		0244-23-4525		1		kenkodukuri@city.minanisoma.lg.jp		0		1				1		0		3		4		338		337		1		0		1		6		2		0		283		271		1		0		1		6		2		0		283		271		1		0		3		5		4		0		261		254		1		0		3		5		4		0		261		254		357		8		1		0		0		0				0				0		1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦に対して担当地区保健師が継続的に関りを持ち、必要時にｹｰｽ会議を行う。 ニンプ タイ タントウ チク ホケンシ ケイゾクテキ カカワ モ ヒツヨウジ カイギ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		市歯科保健ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ乳幼児期重点的な取り組み「食べたらみがく、1日1回しっかり仕上げる」を目指し、1日1回保護者が仕上げ磨きをしている割合で評価。 シ シカ ホケン ニュウヨウジ キ ジュウテンテキ ト ク タ ニチ カイ シア メザ ニチ カイ ホゴシャ シア ミガ ワリアイ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診における集団教育・相談・事後指導回。 ニュウヨウジ ケンシン シュウダン キョウイク ソウダン ジゴ シドウ カイ		0		0				1		子育てｱﾝｹｰﾄにおけるｱｾｽﾒﾝﾄ会議の中で実施。定例事例検討会で実施。 コソダ カイギ ナカ ジッシ テイレイ ジレイ ケントウ カイ ジッシ		0		0				1		子育て応援ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸに掲載。健やか親子21ｱﾝｹｰﾄの調査項目に載せている。 コソダ オウエン ケイサイ スコ オヤコ チョウサ コウモク ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		巡回相談（保育所・幼稚園）。 ジュンカイ ソウダン ホイク ショ ヨウチエン		*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県実施の研修会。 ケン ジッシ ケンシュウカイ						1		1

		781		378		福島県		矢祭町		町民福祉課健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ チョウミン フクシ カ ケンコウ		青戸雅子 アオト マサコ		0247-46-2097		0247-46-3480		1		kenkou-g@town.yamatsuri.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		43		41		1		0		1		6		1		10		50		49		1		0		1		6		1		10		50		49		1		0		3		4		3		7		50		46		1		0		3		4		3		7		50		46		54		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいて実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関及び子ども園と連携した評価。 リョウイク キカン オヨ コ エン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		782		365		福島県		猪苗代町		保健福祉課 ホケン フクシカ		田中千尋 タナカ チヒロ		0242-62-2115		0242-62-2123		1		kenkou@town.inawashiro.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		98		97		1		0		1		6		1		11		92		92		1		0		1		6		1		11		92		91		1		0		3		0		3		11		105		104		1		0		3		0		3		11		105		104		106		3		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食事や間食の内容や摂り方 ショクジ カンショク ナイヨウ ト カタ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		4か月健診のｱﾝｹｰﾄにて乳幼児揺さぶられ症候群について知っているかどうか確認している。 ゲツ ケンシン ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ カクニン		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		ｹｰｽによっては評価することもある。 ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		783		388		福島県		広野町		保健ｾﾝﾀｰ母子保健係 ホケン		黒田香織 クロダ カオリ		0240-27-3040		0240-27-3554		1		hoken@town.hirono.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		12		11		1		0		1		6		1		11		8		7		1		0		1		6		1		11		8		7		1		0		2		11		3		0		14		14		1		0		2		11		3		0		14		14		32		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		784		437		茨城県		河内町		福祉課保健ｾﾝﾀｰ フクシカ ホケン		飯塚裕美 イイ ツカ ヒロミ		0297-84-4486		0297-84-4487		1		hoken.c@town.ibaraki-kawachi.lg.jp		0		1				1		0		2		4		35		35		1		0		1		7		1		9		39		37		1		0		1		7		1		9		39		37		1		0		3		2		3		4		47		43		1		0		3		2		3		4		47		43		50		1		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児訪問、ﾏﾀﾆﾃｨ教室 ニュウジ ホウモン キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		町内の認定子ども園とは連携を取るようにしているが保護者自身に心配や自覚がない場合は評価しづらい。 チョウナイ ニンテイ コ エン レンケイ ト ホゴシャ ジシン シンパイ ジカク バアイ ヒョウカ		1		幼児は委託健診はしていないが、乳児については国保連合会を通じて医療機関健診を実施しており、そこから市町村への連絡事項があったり、直接医療機関から連絡が来ることもある。 ヨウジ イタク ケンシン ニュウジ コクホ レン ゴウ カイ ツウ イリョウ キカン ケンシン ジッシ シチョウソン レンラク ジコウ チョクセツ イリョウ キカン レンラク ク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		785		403		茨城県		結城市		健康増進ｾﾝﾀｰ ケンコウ ゾウシン		江澤 エ サワ		0296-32-7890		0296-32-8350		1		hokencenter@city.yuki.lg.jp		0		1				1		0		5		6		391		374		1		0		1		6		1		11		430		415		1		0		1		6		1		11		430		415		1		0		3		4		3		11		444		415		1		0		3		4		3		11		444		415		462		161		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		0		1		必要に応じ虐待対応担当課の家庭児童相談員へつなぐ。 ヒツヨウ オウ ギャクタイ タイオウ タントウカ カテイ ジドウ ソウダンイン		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時、子どもの発達過程について説明指導している。 アカ ホウモン ジ コ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問で赤ちゃんの泣きのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布し、啓発している。 アカ ホウモン アカ ナ ハイフシ ケイハツシテ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定。 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		定期的な会議や支援依頼の様式による。 テイキテキ カイギ シエン イライ ヨウシキ		0		0		0		0				0				1		非常勤看護師に対し健診方法等について実施。 ヒジョウキン カンゴシ タイ ケンシン ホウホウトウ ジッシ		0				0		1		県等が実施するものがあれば参加。 ケン トウ ジッシ サンカ										1

		786		422		茨城県		稲敷市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		村松 ムラマツ		0297-87-6111		0297-87-6010		1		kenkou@city.inashiki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		222		214		1		0		1		6		1		7		236		228		1		0		1		6		1		7		236		228		1		0		3		0		3		1		259		241		1		0		3		0		3		1		259		241		230		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		子ども家庭課の家庭児童相談員に情報提供、連携した対応をする。 コ カテイ カ カテイ ジドウ ソウダンイン ジョウホウ テイキョウ レンケイ タイオウ		1		1歳6か月児健診でう蝕のある児が多かったため、乳児期の育児教室で歯科衛生士による歯みがき講話を取りいれた。 サイ ゲツ ジ ケンシン ショク ジ オオ ニュウジキ イクジ キョウシツ シカ エイセイシ ハ コウワ ト		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		母子保健事業に係る実施状況調査の問診項目に少し先の発達過程に関する質問があるため、3～4か月・1歳6か月・3歳児健診で説明指導の機会がある。 ボシ ホケン ジギョウ カカ ジッシ ジョウキョウ チョウサ モンシン コウモク スコ サキ ハッタツ カテイ カン シツモン ゲツ サイ ゲツ サイジ ケンシン セツメイ シドウ キカイ		0		0				0				1		0				1		妊婦教室・赤ちゃん訪問・3か月児健診で実施。 ニンプ キョウシツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		県や保健師連絡協議会が主催する研修に参加している。 ケン ホケンシ レンラク キョウギカイ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1

		787		410		茨城県		笠間市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		竹内 タケウチ		0296-77-9145		0296-77-9146		1		kenko@city.kasama.lg.jp		1		1		1		0		1		3		5		619		424		1		0		1		6		1		8		532		516		1		0		1		6		1		8		532		516		1		0		3		2		3		3		607		590		1		0		3		2		3		3		607		590		*		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		*		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽや健診時にﾊﾟﾝﾌﾚﾄを配布したりDVDを見せている。 ケンシン ジ ハイフ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				1		書面や電話にて対応。 ショメン デンワ タイオウ		0		0		0		0				1		県の主催する研修会へ参加。 ケン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1				1

		788		401		茨城県		古河市		健康づくり課 ケンコウ カ		井上 イノウエ		0280-48-6881		0280-48-6876		1		kenko@city.ibaraki-koga.lg.jp		0		2				1		0		3		6		1078		1066		1		0		1		6		2		0		1165		1111		1		0		1		6		2		0		1165		1111		1		0		3		0		4		0		1150		1104		1		0		3		0		4		0		1150		1104		1098		27		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｽｸｰﾙや両親学級でDVDによる啓発。 リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		789		440		茨城県		境町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0280-87-8000		2082-87-8002		1		kenkou@town.sakai.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		4		174		169		1		0		1		5		1		7		217		207		1		0		1		5		1		7		217		207		1		0		3		4		3		6		222		205		1		0		3		4		3		6		222		204		199		*		1		0		0		0				0				0		1		ｹｰｽ検討として必要時に実施している。 ケントウ ヒツヨウジ ジッシ		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				*				*		*				0				1		0				1		赤ちゃん訪問の際にﾘｰﾌﾚｯﾄにて説明。 アカ ホウモン サイ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		790		435		茨城県		美浦村		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		高木雅恵 タカギ マサエ		029-885-1889		029-885-8295		1		kenkou@vill.miho.lg.jp		0		1				1		0		3		4		117		114		1		0		1		6		1		8		133		124		1		0		1		6		1		8		133		124		1		0		3		1		3		3		131		125		1		0		3		1		3		3		131		125		109		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		791		399		茨城県		日立市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		千葉 チバ		0294-21-3300		0294-27-2112		1		kenko@city.hitachi.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1247		1169		1		0		1		6		1		11		1271		1233		1		0		1		6		1		11		1271		1233		1		0		3		3		3		11		1347		1270		1		0		3		3		3		11		1347		1270		1331		81		1		1		0		0				1		３病院での周産期会議で継続的に評価を行っている。各病院月1回程度実施。 ビョウイン シュウサンキ カイギ ケイゾクテキ ヒョウカ オコナ カクビョウイン ツキ カイ テイド ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健診後の健康教育、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導、フッ化物塗布、離乳食教室と合わせての歯みがきに意識づけ。 ケンシン ゴ ケンコウ キョウイク シドウ カ ブツ トフ リニュウショク キョウシツ ア ヅケ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		0歳の広場・赤ちゃん訪問・おもちゃﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・離乳食教室の乳児期を対象とした事業の場で見通しをその都度伝えている。 サイ ヒロバ アカ ホウモン リニュウショク キョウシツ ニュウジキ タイショウ ジギョウ バ ミトオ ツド ツタ		0		0				1		育てにくさにﾁｪｯｸのついた方に関しては保健師が状況を聞き取り必要時支援を行っている。 ソダ カタ カン ホケン シ ジョウキョウ キ ト ヒツヨウジ シエン オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ得お配布し説明。ﾏﾀﾆﾃｨ教室でも初めての父母のために教室等で説明している。 アカ ホウモン ジ エ ハイフ セツメイ キョウシツ ハジ フボ キョウシツトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		精検を推奨した方に結果を確認している。 セイ ケン スイショウ カタ ケッカ カクニン		1		健診終了後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行う。 ケンシン シュウリョウゴ オコナ		0		0				1		就学健診に向け積極的に評価している。 シュウガク ケンシン ム セッキョクテキ ヒョウカ		0		0		0				1		乳幼児健診の中の市への連絡という記入か所を活用し連携を取っている。 ニュウヨウジ ケンシン ナカ シ レンラク キニュウ ショ カツヨウ レンケイ ト		0		0		0		0				1		研修、打ち合わせ。 ケンシュウ ウ ア		0				0				0		0				1				1		1				1

		792		405		茨城県		下妻市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		小林静江 コバヤシ シズエ		0296-43-1990		0296-44-9744		1		hoken-s@city.shimotsuma.lg.jp		0		1				1		1		3		9		777		642		1		0		1		6		1		11		349		327		1		0		1		6		1		11		349		327		1		0		3		3		3		11		381		349		1		0		3		3		3		11		381		349		361		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		1		一人の判断でなく他のｽﾀｯﾌ（保健師・心理士・栄養士等）にもｱｾｽﾒﾝﾄしてもらう。 ヒトリ ハンダン タ ホケンシ シンリシ エイヨウシ ナド		0				0		1		保健指導の成果評価はできていないがう蝕のり患率や一人当たりの本数等から事業内容を見直し、次年度の活動につなげている。 ホケン シドウ セイカ ヒョウカ ショク カン リツ ヒトリ ア ホンスウトウ ジギョウ ナイヨウ ミナオ ジネンド カツドウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達段階やその月齢、年齢での過程を説明する。 ハッタツ ダンカイ ゲツレイ ネンレイ カテイ セツメイ		0		0				1		ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実施。ｴｸﾋﾞ、親の自信度を前後でとり評価している。 ジッシ オヤ ジシン ド ゼンゴ ヒョウカ		0		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨｸﾗｽでの指導、赤ちゃん訪問での指導。 シドウ アカ ホウモン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		当所で実施している相談事業に継続して来所している児については就学まで相談を受け田中ﾋﾞﾈｰ等で検査し、療育機関や園、就学時には教育委員会と連携し情報共有している。 トウ ショ ジッシ ソウダン ジギョウ ケイゾク ライ ショ ジ シュウガク ソウダン ウ タナカ トウ ケンサ リョウイク キカン エン シュウガク ジ キョウイク イインカイ レンケイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		0		1		しくみ・文書での取り決め・様式はないが医療機関からの連絡・報告などで連携はある。 ブンショ ト キ ヨウシキ イリョウ キカン レンラク ホウコク レンケイ		1		県、保健所、民間主催の研修等への積極的な参加。 ケン ホケンジョ ミンカン シュサイ ケンシュウ トウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0										1

		793		443		栃木県		栃木市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		亀山奏代香 カメヤマ ソウ ヨ カオ		0282-25-3512		0282-25-3513		1		kenkou03@city.tochigi.lg.jp		0		1		1		1		0		4		5		1059		1030		1		0		1		6		2		0		1115		1074		1		0		1		6		2		0		1115		1074		1		0		3		0		4		0		1209		1158		1		0		3		0		4		0		1209		1158		1120		130		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		*		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				1		*		0		0				1		広報・両親教室等。 コウホウ リョウシン キョウシツ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児発達相談。 サイジ ハッタツ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		794		1688		中核市 チュウカクシ		宇都宮市		子ども部子ども家庭課すこやか親子ｸﾞﾙｰﾌﾟ コ ブ コ カテイ カ オヤコ		吉井・小豆畑 ヨシイ アズキ ハタ		028-632-2388		*		1		u33001000@city.utsunomiya.tochigi.jp		0		1				0		1		4		5		4911		4727		1		0		1		6		1		11		4870		4729		1		0		1		6		1		11		4870		4729		1		0		3		0		3		11		4805		4570		1		0		3		0		3		11		4805		4570		5393		163		1		0		0		0				0				0		1		支援者の支援計画による。 シエンシャ シエン ケイカク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		他の事業（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室・赤ちゃん訪問）で対応。 ホカ ジギョウ キョウシツ アカ ホウモン タイオウ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		事後指導依頼票、電話連絡等。 ジゴ シドウ イライ ヒョウ デンワ レンラク トウ		0		0		0		0				1		新規採用職員や移動した職員は一定期間見学や追加従事しながら学ぶ。 シンキ サイヨウ ショクイン イドウ ショクイン イッテイ キカン ケンガク ツイカ ジュウジ マナ		0				1		医師対象に「乳児健診受託医療機関研修会」を年1回実施。 イシ タイショウ ニュウジ ケンシン ジュタク イリョウ キカン ケンシュウカイ ネン カイ ジッシ		0		1		非常勤、臨時従事者は採用後、健診に出向いて研修している。 ヒジョウキン リンジ ジュウジシャ サイヨウゴ ケンシン デム ケンシュウ

		795		446		栃木県		日光市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		鈴木恭子 スズキ キョウコ		0288-21-2756		0288-21-2968		1		kenkou@city.nikko.lg.jp		0		1				1		0		4		5		501		497		1		0		1		6		1		11		501		482		1		0		1		6		1		11		501		482		1		0		3		0		3		11		576		550		1		0		3		0		3		11		576		550		511		0		0		0		0		1		妊婦健診管理表に基づき母子手帳交付時に行っている。 ニンプ ケンシン カンリ ヒョウ モト ボシ テチョウ コウフ ジ オコナ		0				0		1		支援者間や関係機関との連携を図りその都度評価している。 シエンシャ カン カンケイ キカン レンケイ ハカ ツド ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の内容については担当者間で検討し次年度につなげている。 ホケン シドウ ナイヨウ タントウシャ カン ケントウ ジネンド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診で今後の発達について説明している。 カク ケンシン コンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診後にｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等で評価し、その後の健診や個別支援につなげている。 ケンシン ゴ トウ ヒョウカ ゴ ケンシン コベツ シエン		0		0				1		ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布。 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		相談機関とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽや検討会を実施している。 ソウダン キカン ケントウカイ ジッシ		0		0				1		関係機関と連携しながら評価し就学指導委員会につなげている。 カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ シュウガク シドウ イインカイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		各々専門の研修を受ける機会を設けている。 オノオノ センモン ケンシュウ ウ キカイ モウ						1		1				1

		796		455		栃木県		上三川町		健康課 ケンコウ カ		江口　彩 エグチ アヤ		0285-56-9132		0285-56-6868		1		kenkou01@town.kaminokawa.tochigi.jp		0		1				1		0		3		4		245		239		1		0		1		6		1		7		266		258		1		0		1		6		1		7		266		258		1		0		3		0		3		1		285		280		1		0		3		0		3		1		285		280		260		12		1		0		0		0				0				0		1		定期連絡会（母子連絡会）にｹｰｽを挙げ、ｱｾｽﾒﾝﾄ・今後の支援検討、経過報告を行っている。 テイキ レンラクカイ ボシ レンラク カイ ア コンゴ シエン ケントウ ケイカ ホウコク オコナ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診ﾏﾆｭｱﾙは作成しているが虐待対応の詳細なﾏﾆｭｱﾙはない。 ケンシン サクセイ ギャクタイ タイオウ ショウサイ		0		0		0		0		0		0				1		2歳児歯科健診、フッ素塗布（年少～年長児）。 サイジ シカ ケンシン ソ トフ ネンショウ ネンチョウ ジ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣（食・歯） セイカツ シュウカン ショク ハ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		保健指導の評価は行っていないが、個別対応（相談・ｱｾｽﾒﾝﾄ）は行っている。 ホケン シドウ ヒョウカ イ コベツ タイオウ ソウダン イ		1		出生届出時、赤ちゃん訪問時にﾁﾗｼ配布。4か月児健診に問診項目を追加し指導。 シュッセイ トドケデ ジ アカ ホウモン ジ ハイフ ゲツ ジ ケンシン モンシン コウモク ツイカ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		797		475		群馬県		みどり市		保健福祉部健康管理課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カンリカ		蓮沼順子 ハスヌマ ジュンコ		0277-76-2510		0277-76-5228		1		hoken-k@city.midori.gunma.jp		0		1				1		0		4		*		382		375		1		0		1		6		1		10		404		385		1		0		1		6		1		10		404		385		1		0		3		1		3		5		440		409		1		0		3		1		3		5		440		409		424		2		1		0		0		0				0				0		1		対象者の状況により定期的に行っている。 タイショウシャ ジョウキョウ テイキテキ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診等の保健指導の中で親に指導する機会を確保している。例えばイヤイヤ期の対応や食事、事故防止。 カク ケンシントウ ホケン シドウ ナカ オヤ シドウ キカイ カクホ タト キ タイオウ ショクジ ジコ ボウシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		798		485		群馬県		嬬恋村		住民福祉課保健係 ジュウミン フクシ カ ホケン カカリ		宮崎佳奈美 ミヤザキ カナミ		0279-96-1975		0279-96-1982		1		hokenshitsu@vill.tsumagoi.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		59		59		1		0		1		6		1		8		55		55		1		0		1		6		1		8		55		55		1		0		3		0		3		2		77		72		1		0		3		0		3		2		77		72		63		4		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		10か月児健診時に心理士による講話を実施。 ゲツ ジ ケンシン ジ シンリシ コウワ ジッシ		0		0				0				1		0				1		4か月児健診の相談票（ｱﾝｹｰﾄ）にて実施。 ゲツ ジ ケンシン ソウダン ヒョウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		村内幼稚園・小中学校を心理士と保健師で訪問する事業を実施する中で3歳児健診以降の状況を把握している。教育委員会に保健師が委員として出席している。 ソンナイ ヨウチエン ショウチュウガッコウ シンリシ ホケンシ ホウモン ジギョウ ジッシ ナカ サイジ ケンシン イコウ ジョウキョウ ハアク キョウイク イインカイ ホケンシ イイン シュッセキ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県やその他の関係機関の実施するけんしゅうを受講している。 ケン タ カンケイ キカン ジッシ ジュコウ

		799		535		埼玉県		ふじみ野市		健康医療部保健ｾﾝﾀｰ ケンコウ イリョウ ブ ホケン		三原加奈 ミハラ カナ		049-293-9045		049-264-8284		1		kenkoushien@city.fujimino.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		966		950		1		0		1		6		2		0		1058		1013		1		0		1		6		2		0		1058		1013		1		0		3		4		4		0		1030		976		1		0		3		4		4		0		1030		976		986		5		0		0		0		1		全てではないが交付時ｱﾝｹｰﾄを取りながら把握しﾊｲﾘｽｸ者は地区担当へつないだ後に実施。 スベ コウフ ジ ト ハアク シャ チク タントウ アト ジッシ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				*		*		*		*				*		*		*				*		*		*		*		*		*				*				*		*				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		*		*		*		*				*		*		*		*				*				*		*				*				*		*				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				1		こんにちは赤ちゃん訪問従事者研修と合わせて年2回実施。 アカ ホウモン ジュウジシャ ケンシュウ ア ネン カイ ジッシ		0				0		0

		800		502		埼玉県		秩父市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		桜井節子 サクライ セツコ		0494-22-0648		0494-22-5338		1		hoken-center@city.chichibu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		420		407		1		0		1		6		1		7		446		445		1		0		1		6		1		7		446		445		1		0		3		3		3		4		453		431		1		0		3		3		3		4		453		431		431		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布、口頭でも説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		市や保健師が主催する研修会を周知し参加している。 シ ホケンシ シュサイ ケンシュウカイ シュウチ サンカ		0				0		0

		801		1691		中核市 チュウカクシ		川越市		保健所健康づくり支援課 ホケンジョ ケンコ シエン カ		紺谷（こんたに） コンタチ タニ		049-229-4125		049-225-1291		*		*		*		*				1		0		4		5		2822		2656		1		0		1		6		1		11		3152		3039		1		0		1		6		1		11		3152		3039		1		0		3		3		3		11		3050		2849		1		0		3		3		3		11		3050		2849		2898		19		0		0		0		1		検討中 ケントウチュウ		0		検討中		0		1				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		1		1		0				1		う蝕有病率の変化から業務内容の見直しを実施。 ショク ユウビョウ リツ ヘンカ ギョウム ナイヨウ ミナオ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママスクール（両親学級）にて実施 リョウシン ガッキュウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0		疾病のスクリーニングを実施し医療機関への連絡票を発行。その受診の有無までは確認しているが陽性的中率の算出はしていない シッペイ ジッシ イリョウ キカン レンラクヒョウ ハッコウ ジュシン ウム カクニン ヨウセイ テキ チュウリツ サンシュツ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者と非常勤看護職員等に対し年１回研修を実施 ジョウキン ジュウジシャ シャ ヒジョウキン カンゴ ショクイン ナド タイ ネン カイ ケンシュウ ジッシ

		802		526		埼玉県		八潮市		健康増進課 ケンコウ カ		米澤静香 ヨネサワ シズカ		048-995-3381		048-995-3383		1		kenkozoshin@city.yashio.lg.jp		0		1				0		1		3		6		776		753		1		0		1		6		2		0		763		725		1		0		1		6		2		0		763		724		1		0		3		3		4		0		755		712		1		0		3		3		4		0		755		712		835		85		1		0		0		0				1		月１回ケースカンファを行いハイリスク妊婦に対する支援について話し合う ツキ カイ オコナ ニンプ タイ シエン ハナ ア		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会にハイリスクケースとして報告 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室や子育てひろばでの健康教室を通して子どもの発達の流れを説明、それにあった育児について指導を行う リニュウショク キョウシツ コソダ ケンコウ キョウシツ トオ コ ハッタツ ナガ セツメイ イクジ シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		妊婦やその夫を対象にしているパパママ学級や新生児訪問にて注意を促している ニンプ オット タイショウ ガッキュウ シンセイジ ホウモン チュウイ ソク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		事業実績をまとめる際に事業の見直しを併せて行っている ジギョウ ジッセキ サイ ジギョウ ミナオ アワ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		問診票の処遇に「保健センターにてフォロー」を設け連携している。その他にも気になる母や児がいた場合は委託医療機関より連絡をもらっている。 モンシンヒョウ ショグウ ホケン モウ レンケイ タ キ ハハ コ バアイ イタク イリョウ キカン レンラク		0		0		0		0				1		県主催等の研修機会を利用 ケン シュサイ ナド ケンシュウ キカイ リヨウ		0				0				0		0

		803		508		埼玉県		春日部市		健康課健康づくり担当 ケンコウカ ケンコ タントウ		佐藤恵美 サトウ メグミ		048-736-6778		048-738-0610		1		hokencenter@city.kasukabe.lg.jp		0		1				0		1		4		4		1653		1565		1		0		1		6		1		11		1624		1550		1		0		1		6		1		11		1624		1550		1		0		3		4		3		11		1811		1655		1		0		3		4		3		11		1811		1655		1697		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級で啓発 リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		新規異動職員を対象に問診や保健指導のポイントについて共有 シンキ イドウ ショクイン タイショウ モンシン ホケン シドウ キョウユウ		0				0				0		0

		804		513		埼玉県		上尾市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		河見眞里子 カワミ マ マリコ		048-774-1414		048-774-8188		1		s178000@city.ageo.lg.jp		0		1				1		0		4		6		1826		1764		1		0		1		6		2		0		1692		1622		1		0		1		6		2		0		1692		1622		1		0		3		3		4		0		1863		1729		1		0		3		3		4		0		1863		1729		1813		58		1		0		0		1		保健師が対応している保健センター交付については1。それ以外は可能な範囲でアンケート等を参考に実施。 ホケンシ タイオウ ホケンセン コウフ イガイ カノウ ハンイ ナド サンコウ ジッシ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		個別相談の際に行うこともある コベツ ソウダン サイ オコナ		0				1		0				1		妊婦教室でビデオ等を用いて実施 ニンプ キョウシツ ナド モチ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		各地区担当保健師が判断して実施。判断に迷う場合は地区担当グループで相談。 カック チク タントウ ホケンシ ハンダン ジッシ ハンダン マヨ バアイ チクタントウ ソウダン		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		次年度事業の説明会など年１回実施している ジネンド ジギョウ セツメイカイ ネン カイ ジッシ		0				0		0

		805		510		埼玉県		羽生市		健康づくり推進課保健係 ケンコ スイシン カ ホケン カカリ		髙橋彩奈 タカハシ アヤ ナ		048-561-1121		048-563-4581		1		hose@city.hanyu.lg.jp		0		1				1		0		3		9		349		342		1		0		1		6		1		11		383		365		1		0		1		6		1		11		383		365		1		0		3		0		3		11		379		367		1		0		3		0		3		11		379		367		375		20		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		臨時・常勤保健師等へ年１回の研修を行っている リンジ ジョウキン ホケン シ ナド ネン カイ ケンシュウ オコナ		0				0				0		0

		806		582		千葉県		四街道市		健康増進課 ケンコウ カ		鶴巻 ツルマキ		043-421-6100		043-421-2125		1		ykenko@city.yotsukaido.chiba.jp		0		1				1		0		3		*		734		690		1		0		1		6		2		0		788		737		1		0		1		6		2		0		788		737		1		0		3		6		4		0		823		756		1		0		3		6		4		0		823		756		765		458		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		担当保健師の支援や教室等に参加した時にはその後の支援について職員で検討している タントウ ホケン シ シエン キョウシツ ナド サンカ トキ ゴ シエン ショクイン ケントウ		1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会の開催、ケース検討会 ケンシュウ カイ カイサイ ケントウカイ		1		研修会の開催、ケース検討会		0				0		0

		807		574		千葉県		流山市		健康福祉部健康増進課 ケンコウフクシ ブ ケンコウ カ		板林和子 イタバヤシ カズコ		04-7154-0331		04-7155-5949		1		hokensuishin@city.nagareyama.chiba.jp		0		1				0		1		3		4		1750		1619		1		0		1		6		1		11		1762		1690		1		0		1		6		1		11		1762		1691		1		0		3		3		3		11		1839		1785		1		0		3		3		3		11		1839		1786		1808		33		0		0		1		1		月末締めで１か月分をまとめて健康増進課で回収。回収後、保健師が全ての妊娠届出書を確認し要支援者の振り分けを行っている ゲツマツジ ゲツ ブン ケンコウ ゾウシン カ カイシュウ カイシュウゴ ホケンシ スベ ニンシン トドケショ カクニン ヨウシエン シャ フ ワ オコナ		0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		集計及び分析結果をスタッフへ報告 シュウケイ オヨ ブンセキ ケッカ ホウコク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		対象者全員に対し確保を取り決めている訳ではないが新生児訪問、育児相談等の機会を利用し必要な対象者に対しては実施している。 タイショウシャ ゼンイン タイ カクホ ト キ ワケ シンセイジ ホウモン イクジ ソウダン ナド キカイ リヨウ ヒツヨウ タイショウ シャ タイ ジッシ		0				1		0				1		新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業時にリーフレットの配布 シンセイジ ホウモン ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		3か月健診について結果が保健増進課に戻るため、その内容を基に保健相談を実施。医師が緊急を要すると判断した場合には市への電話等で連絡をもらう事になっている。 ゲツ ケンシン ケッカ ホケン ゾウシン カ モド ナイヨウ モト ホケンソウダン ジッシ イシ キンキュウ ヨウ ハンダン バアイ シ デンワ ナド レンラク コト		0		0		0		0				1		愛育会、家族計画協会等の外部機関の研修会に参加。年１回研修会を実施。 アイイクカイ カゾク ケイカク キョウカイ ナド ガイブ キカン ケンシュウ サンカ ネン カイ ケンシュウキ カイ ジッシ		1				0				0		0

		808		581		千葉県		浦安市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ケンコウフクシ ゾウシン カ		飯盛未来 イイモリ ミライ		047-381-9058		047-381-9083		1		kenzo@city.urayasu.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1332		1279		1		0		1		6		1		11		1324		1297		1		0		1		6		1		11		1324		1296		1		0		3		6		3		11		1422		1353		1		0		3		6		3		11		1422		1342		1447		394		1		0		0		1		出産予定日２か月前〜出産後の方に保健師と子育てケアマネージャーが中心となって子育てケアプランを立案している。 シュッサン ヨテイビ ゲツ マエ シュッサン ゴ カタ ホケンシ コソダ チュウシン コソダ リツアン		1		妊娠届出からハイリスク妊婦を抽出し、子育てケアマネージャー所管課と情報共有している。ケアプラン立案内容等、情報共有している。 ニンシン トドケデ ニンプ チュウシュツ ショカツ カン カ ジョウホウ キョウユウ リツアン ナイヨウナド ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		媒体を作成して保健指導に活用 バイタイ サクセイ ホケン シドウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0		集団の場で説明指導する機会はない シュウダン バ セツメイ シドウ キカイ		0				1		0				1		初産婦対象の両親学級にてシャフリングベビーを用いて啓発 ショサン フ タイショウ リョウシン ガッキュウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		809		563		千葉県		木更津市		市民部健康推進課 シミンブ ケンコウ カ		渡辺圭子 ワタナベ ケイコ		0438-23-1300		0438-25-1350		1		kensui@city.kisarazu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1033		977		1		0		1		6		1		11		1140		1103		1		0		1		6		1		11		1140		1103		1		0		3		5		3		11		1190		1105		1		0		3		5		3		11		1190		1105		1129		66		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				1		1.6健診〜3歳児健診の間のう蝕増加率が高かったので1.6健診時に家庭におけるFジェル使用を推進したところ3歳児健診におけるう蝕羅患者率の減少が見られた。これを受け歯科保健指導時にはフッ化物の応用の推進を図っている。 ケンシン サイジ ケンシン アイダ ショク ゾウカリツ タカ ジ カテイ シヨウ スイシン ラカン カンジャ ゲンショウ ミ ウ シカ ホケン シドウジ カ ブツ オウヨウ スイシン ハカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		フッ化物応用にも力を入れているが、「う蝕以外」だったので摂食を選択しました。 カ ブツ オウヨウ チカラ イ ショク イガイ セッショク センタク		0		0		1		0		0				1		乳児健診、7か月教室、1.6健診時、集団養育を行う ニュウジ ケンシン ゲツ キョウシツ ケンシン ジ シュウダン ヨウイク オコナ		0		0				0				1		0				1		リーフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		810		603		千葉県		睦沢町		健康福祉課国保健康班 ケンコウ カ コクホ ケンコウ ハン		村杉 ムラスギ		0475-44-2506		0475-44-2527		1		kenkou@town.mutsuzawa.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		報告なし ホウコク		報告なし		1		0		1		6		1		8		46		45		1		0		1		6		1		8		46		45		1		0		3		3		3		5		55		53		1		0		3		3		3		5		55		53		35		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳配布時にSBSを含むパンフレットを配布 ボシテチョウ ハイフ ジ フク ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		811		565		千葉県		野田市		保健センター ホケン		川島、栗原、平尾 カワシマ クリハラ ヒラオ		04-7125-1188		04-7125-1001		1		hokesen@mail.city.noda.chiba.jp		0		1				1		0		3		5		989		977		1		0		1		6		1		11		1092		1046		1		0		1		6		1		11		1092		1045		1		0		3		6		3		11		1280		1168		1		0		3		6		3		11		1280		1168		1027		164		*		*		*		*				1		母子手帳交付時、保健師による全数面接を実施。ハイリスク妊婦は各地区担当保健師によりフォロー実施。 ボシテチョウ コウフ ジ ホケンシ ゼンスウ メンセツ ジッシ ニンプ カクチ ク タントウ ホケンシ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		812		572		千葉県		勝浦市		介護健康課 カイゴ ケンコウ カ		田中美樹 タナカ ミキ		0470-73-6614		0470-73-4283		1		kaigo@city-katsuura.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		7		97		81		1		0		1		6		1		7		97		75		1		0		3		5		3		7		88		79		1		0		3		5		3		7		88		79		78		15		1		1		0		0				1		共通認識をするため情報交換を行い、継続的に支援。また年度末に事業評価を行い、次年度の事業評価に活かしている。 キョウツウ ニンシキ ジョウホウ コウカン オコナ ケイゾクテキ シエン ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ オコナ ジネンド ジギョウ ヒョウカ イ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		0		1		0		0				1		う蝕保有率、個別歯科指導率、問診の内容を評価し次年度の事業計画に活用。 ショク ホユウリツ コベツ シカ シドウリツ モンシン ナイヨウ ヒョウカ ジネンド ジギョウ ケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		全ての項目 スベ コウモク		0		1		0		0		0				0				1		0				1		乳幼児健康相談や1.6、3健診等の母子保健事業で問診票をもとに保健指導を行う。カンファで評価と今後の対応法について共有している。 ニュウヨウジ ケンコウソウダン ケンシン ナド ボシホケン ジギョウ モンシンヒョウ ホケンシ オコナ ヒョウカ コンゴ タイオウホウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、及び年度末の事業評価で評価している ケンシンジ アト オヨ ネンドマツ ジギョウ ヒョウカ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修、研修会の機会を確保している ケンシュウ ケンシュウカイ キカイ カクホ		0				0				0		0

		813		672		東京都		小笠原村		村民課福祉係 ソンミン カ フクシ カカリ		丸山恵子 マルヤ ヤマ ケイコ		04998-2-3939		04998-2-3223		1		fukusi@vill.ogasawara.tokyo.jp		0		1				1		1		3		5		35		35		1		1		1		6		2		0		33		33		1		1		1		6		2		0		33		33		1		1		3		0		4		0		28		28		1		1		3		0		4		0		28		28		33		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		情報共有はしているが連携とまでは言えない ジョウホウ キョウユウ レンケイ イ		0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		情報共有は実施している。人口が少ない為、子どもの様子は分かる事が多い。 ジョウホウ キョウユウ ジッシ ジンコウ スク タメ コ ヨウス ワ コト オオ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		814		621		東京都		大田区		健康政策部健康づくり課 ケンコウセイサク ブ ケンコウ カ		田所 タドコロ		03-5744-1683		03-5744-1523		1		kenko@city.ota.tokyo.jp		0		1				1		0		4		6		5881		5713		1		0		1		6		2		0		5620		5335		1		0		1		6		2		0		5620		5331		1		0		3		0		4		0		5535		5237		1		0		3		0		4		0		5535		5230		7024		378		0		1		0		0				1		電話連絡をして連絡が取れ次第、評価。 デンワ レンラク レンラク ト シダイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		健診後カンファで共有後、地区担当フォローとしている。 ケンシンゴ キョウユウゴ チクタントウ		1		4か月健診時の集団指導で啓発 ゲツ ケンシンジ シュウダ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診結果表に市町村フォローの欄があり、ここに印のある場合は地区担当フォローとしている。 ケンシンケッカ ヒョウ シチョウソン ラン シルシ バアイ チクタントウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		815		658		東京都		あきる野市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		吉村多恵 ヨシムラ タエ		042-558-5091		042-558-3207		1		050601@akiruno-info.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		614		609		1		0		1		6		1		11		645		632		1		0		1		6		1		11		645		632		1		0		3		0		3		11		703		686		1		0		3		0		3		11		703		686		609		62		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		1		子ども家庭支援センターへ情報提供、支援要請。 コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ シエン ヨウセイ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4か月児健診の健康教育で６〜８か月頃までの運動発達の目安と運動発達を促す遊び等を紹介。 ケンシン ケンコウ キョウイク コロ ウンドウ ハッタツ メヤス ウンドウ ハッタツ ソク アソ ナド ショウカイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		問診項目の変更などがある場合、不定期で研修を常勤・非常勤交えて開催する。 モンシン コウモク ヘンコウ バアイ フテイキ ケンシュウ ジョウキン ヒジョウキン マジ カイサイ

		816		635		東京都		立川市		福祉保健部健康推進課母子保健係 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ ボシホケン カカリ		山口 ヤマグチ		042-527-3272		042-521-0422		1		kenkousuishin@city.tachikawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1451		1412		1		0		1		6		1		11		1496		1431		1		0		1		6		1		11		1496		1429		1		0		3		0		3		11		1471		1382		1		0		3		0		3		11		1471		1381		1555		52		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		発達特性の理解と支援についてなど毎年内容は異なる。 ハッタツ トクセイ リカイ シエン マイトシ ナイヨウ コト		1		発達特性の理解と支援についてなど毎年内容は異なる。		0				0		0

		817		631		東京都		足立区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケン ヨボウ カ		菊島千枝子 キクシマ チエコ		03-3880-5862		03-3880-5602		1		h-yobou@city.adachi.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		5633		5489		0		1		1		6		1		7		5612		5053		1		0		1		6		1		11		5612		5156		1		0		3		0		3		11		5555		5291		1		0		3		0		3		11		5555		5277		6006		356		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科検診及び相談事業の受診率、結果等を分析し、次年度の事業計画に活用している。 シカ ケンシン オヨ ソウダン ジギョウ ジュシンリツ ケッカ ナド ブンセキ ジネンド ジギョウケイカク カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診の集団（小）保健指導において成長過程の指導をしている。一般参加可能な学習会として小児科専門医による講演を行っている。 カク ケンシン シュウダン ショウ ホケン シドウ セイチョウ カテイ シドウ イッパン サンカ カノウ ガクシュウカイ ショウニ カ センモンイ コウエン オコナ		0		0				1		アンケートで「子育てを負担に感じたりイライラする」という項目を3〜４か月、1.6歳児、3歳児健診で確認している。 コソダ フタン カン コウモク ゲツ サイジ ケンシン カクニン		0		0				1		3〜４か月児健診時「赤ちゃんが泣きやまない」を待ち時間に活用し上映している。 ジ ケンシン ジ アカ ナ マ ジカン カツヨウ ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年１回、各健診について精密検査結果や経過観察結果、心理相談結果等を集計して評価している。1.6歳児歯科健診時の発達支援グループでのフォローについては毎月個別評価している。 ネン カイ カク ケンシン セイミツケンサ ケッカ ケイカ カンサツ ケッカ シンリ ソウダン ケッカ ナド シュウケイ ヒョウカ サイｓジ ジ シカ ケンシン ジ ハッタツ シエン マイツキ コベツ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		委託期間から健診結果等（簡易なもの）が受診の数ヶ月に送付されてくるので担当保健師が内容を確認し、必要時フォローしている。 イタク キカン ケンシン ケッカ ナド カンイ ジュシン スウカゲツ ソウフ タントウ ホケンシ ナイヨウ カクニン ヒツヨウジ		0				0				0				1		0

		818		639		東京都		府中市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケンブ ケンコ カ		横山篤子 ヨコヤマ アツコ		042-368-5333		042-334-5549		1		iryoc03@city.fuchu.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		2249		2201		1		0		1		6		1		11		2302		2245		1		0		1		6		1		11		2302		2250		1		0		3		0		3		11		2308		2223		1		0		3		0		3		11		2308		2201		2427		418		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要保護児童対策地域協議会における児童虐待相談進行管理分科会で評価や対応について検討している。 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ジドウ ギャクタイ ソウダン シンコウカンリ ブンカ カイ ヒョウカ タイオウ ケントウ		1		事業の実施回数や事業内容の見直しに活用 ジギョウ ジッシ カイスウ ジギョウ ナイヨウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		健診における集団指導や両親学級の場で啓発。 ケンシン シュウダン シドウ リョウシンガッキュウ バ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後に実施するカンファ ケンシンゴ ジッシ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年１回「母子保健従事者研修会」としてテーマに沿った外部講師を招いて開催。 ネン カイ ボシ ホケン ジュウジシャ ケンシュウ カイ ソ ガイブ コウシ マネ カイサイ		0				0		0

		819		657		東京都		羽村市		福祉健康部健康課健康推進係 フクシ ケンコウブ ケンコウカ ケンコウ カカリ		古張めぐみ フルハ		042-555-1111（内626） ナイ		042-554-4767		1		s305000@city.hamura.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		457		408		1		0		1		6		1		11		465		444		1		0		1		6		1		11		465		444		1		0		3		0		3		11		498		477		1		0		3		0		3		11		498		477		383		115		1		1		0		0				1		妊娠届出書が提出された時、要フォローの振り分けをしている。（父の氏名記入欄が無記入の方、望まない妊娠をした方、妊娠届出が遅い（妊娠22週以降の届出）若年（出産時の年齢が18歳以下）など ニンシン トドケデ ショ テイシュツ トキ ヨウ フ ワ チチ ウジ シメイキニュウラン ムキニュウ カタ ノゾマナイウ ニンシン カタ オソ シュウ イコウ トド デ ジャクネン シュッサン ジ ネンレイ サイ イカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各種健診や相談などの場を通して発達過程を説明 カクシュ ケンシン ソウダン バ トオ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				0		1		精密健診結果（医師の判定、検尿、視力聴力検査等）について全数把握している セイミツ ケンシン ケッカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ ナド ゼンスウ ハアク		0				1		0				1		保育園や幼稚園と必要時、連携を取りこども相談や発達健診などにつなげている ホイクエン ヨウチエン ヒツヨウジ レンケイ ト ソウダン ハッタツ ケンシン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		国や都などの外部研修への参加 クニ ト ガイブ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		820		615		東京都		文京区		保健衛生部健康推進課 ホケンエイセイ ブ ケンコウ カ		上山 ウエヤマ		03-5803-1229		03-5803-1355		1		b384000@city.bunkyo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1921		1867		1		1		1		6		1		11		1826		1629		1		0		1		6		1		11		1826		1729		1		0		3		0		3		11		1717		1664		1		0		3		0		3		11		1717		1654		2348		32		1		1		0		0				0				0		1		サービス導入後や乳児家庭全戸訪問事業、健診等の機会をとらえて評価を行っている ドウニュウ ゴ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジギョウ ケンシン ナド キカイ ヒョウカ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待対応部署や婦人相談員など関係部署につなぐ等、次の支援への橋渡し ギャクタイ タイオウ ブショ フジンソウダンイン カンケイ ブショ トウ ツギ シエン ハシワタ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツシュウカン		0		0		0		1		0				1		4か月児健診受診者を対象に発達過程と自己予防に関する健康教育を行っている。 ゲツ コ ケンシン ジュシンシャ タイショウ ハッタツ カテイ ジコ ヨボウ カン ケンコウ キョウイク オコナ		0		0				1		個別相談やグループの活動により親子がどう変化したか事業カンファで共有している。 コベツ ソウダン カツドウ オヤコ ヘンカ ジギョウ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		821		653		東京都		東久留米市		福祉保健部健康課保健サービス係 フクシ ホケンブ ケンコウカ ホケン カカリ		原田菜穂子 ハラダ ナホコ		042-477-0022		042-477-0033		1		kenko@city.higashikurume.lg.jp		0		1				1		0		3		5		918		893		1		0		1		6		1		11		940		903		1		0		1		6		1		11		940		903		1		0		3		0		3		11		894		858		*		*		3		0		3		11		894		858		863		178		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		事業後アンケート、受診・参加の有無、健診結果 ジギョウゴ ジュシン サンカ ウム ケンシン ケッカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレパパママクラス、新生児訪問時に行っている シンセイジ ホウモン ジ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診で把握したハイリスク者に対しての支援の方向性の検討や支援中の検討・評価を定期的に行っている ケンシン ハアク シャ タイ シエン ホウコウセイ ケントウ シエンチュウ ケントウ ヒョウカ テイキテキ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		年２回程度健診従事者（常勤・斐常勤）対象の研修会を実施 ネン カイ テイド ケンシン ジュウジシャ ジョウキン ヒジョウキン タイショウ ケンシュウカイ ジッシ

		822		624		東京都		中野区		中部すこやか福祉センター チュウブ フクシ		髙橋かほる タカハシ		03-3367-7788		03-3367-7789		1		chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp		0		1				1		0		3		5		2530		2410		1		0		1		6		1		11		2269		2231		1		0		1		6		1		11		2100		1776		1		0		3		0		3		11		2007		1857		1		0		3		0		3		11		1940		1825		3223		624		0		0		0		1		現在は特定妊婦、ハイリスク妊婦のみであるが、H21.10月から全妊婦面談の体制をとる予定 ゲンザイ トクテイ ニンプ ニンプ ツキ ゼンニンプ メンダン タイセイ ヨテイ		1		所内支援検討会（月２回）にて対応について検討・評価。福祉システムに入力して経過の管理。 ショナイ シエン ケントウカイ ツキ カイ タイオウ ケントウ ヒョウカ フクシ ニュウリョク ケイカ カンリ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診票を用いて甘味食品、甘味飲料の摂取・頻度の聞き取り モンシンｈｙｑ モチ カンミ ショクヒン カンミインリョウ セッシュ ヒンド キ ト		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の集団指導の内容に含む。各種講習会（離乳食、自己予防など）の開催。児童館、子育て広場等にパンフレット配置。 ケンシン シュウダン シドウ ナイヨウ フク カクシュ コウシュウカイ リニュウショク ジコ ヨボウ カイサイ ジドウカン コソダ ヒロバ ナド ハイチ		0		0				1		新生児訪問時と乳児健診時でEPDS得点差。健診の事後フォロー（個別相談、グループ指導）を経て、次回健診結果。 シンセイジ ホウモン ジ ニュウジ ケンシン ジ トクテンサ ケンシン ジゴ コベツ ソウダン シドウ ヘ ジカイ ケンシンケッカ		0		0				1		母親学級、子育て講座の内容に含む。健診時や子育て広場で声かけ、パンフレット配置。 ハハオヤ ガッキュウ コソダ コウザ ナイヨウ フク ケンシンジ コエ		0		0				1		医師、歯科医師の判定：有所見率を健診毎に算出。 イシ シカイシ ハンテイ ユウショケン リツ ケンシン ゴト サンシュツ		0				1		医師、歯科医師の判定：区内他センターとの比較 クナイ ホカ ヒカク		0				0		0				1		健診担当、係長が事後に内容チェックを実施。支援検討会で検討・評価。 ケンシン タントウ カカリチョウ ジゴ ナイヨウ ジッシ シエンケントウカイ ケントウ ヒョウカ		0		0				1		保育所、幼稚園、学校、療育機関と情報交換。支援検討会にて支援内容、継続について評価。 ホイクショ ヨウチエン ガッコウ リョウイク キカン ジョウホウコウカン シエン ケントウカイ シエン ナイヨウ ケイゾク ヒョウカ		0		0		0				1		結果票の送付を受け記載内容から地区担当フォローへ。 ケッカキョウ ヒョウ ソウフ ウ キサイ ナイヨウ チクタントウ		0		0		0		0				1		都、特別区の母子保健研修活用。民間で開催の研修に参加。 ト トクベツク ボシホケン ケンシュウ カツヨウ ミンカン カイサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		823		620		東京都		目黒区		保健所保健予防課 ホケンジョ ホケンヨボウ カ		山田智子 ヤマダ トモコ		03-5722-9504		03-5722-9508		1		meg-hc01@city.meguro.tokyo.jp		0		1		1		1		0		4		5		2558		2356		0		1		1		6		1		11		2309		2016		1		0		1		6		1		11		2170		1688		1		0		3		0		3		11		2062		1768		1		0		3		0		3		11		2048		1759		3094		未集計 ミシュウケイ		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1.6歳歯科健診や歯科相談においてすべてを個別指導とし個々の家庭の状況や子どもの発達に応じた口腔衛生指導を実施。 サイ シカケンシン シカ ソウダン コベツ シドウ ココ カテイ ジョウキョウ コ ハッタツ オウ コウクウウ エイセイ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		5か月、10・11か月育児学級において以降の発達過程を説明。 ゲツ イクジ ガッキュウ イコウ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		３歳児健診において保健指導をした場合カンファで共有したり、心理相談の内容を確認している。 サンサイジ ケンシン ホケンシドウ バアイ キョウユウ シンリソウダン ナイヨウ カクニン		0		0				1		新生児訪問 シンセイジ ホウモン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健康相談　月2回 ケンコウ ソウダン ツキ カイ		0		0				1		健康相談の事業評価、発達支援センター、療育機関と年度末に経過の情報交換と評価を実施。 ケンコウ ジギョウ ヒョウカ ハッタツ シエン リョウイク キカン ネンドマツ ケイカ ジョウホウ コウカン ヒョウカ ジッシ		0		0		0				1		受診票連絡欄 ジュシンヒョウ レンラクラン		0		0		0		0				1				0				0				0		0

		824		655		東京都		多摩市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		水野安世 ミズノ ヤス ヨ		042-376-9111		042-371-1235		1		tm212000@city.tama.tokyo.jp		1		1				1		0		3		4		1066		1051		1		0		1		6		1		11		1103		1041		1		0		1		6		1		11		1103		1039		1		0		3		0		3		11		1217		1155		1		0		3		0		3		11		1217		1153		1103		117		0		1		0		0				1		①特定妊婦については年3回要保護児童対策地域協議会の実務者会議で協議進行●●、②　①以外のハイリスク妊婦については課内（月１回）の進行●●会議を実施。 トクテイ ニンプ ネン カイ ジツムシャ カイギ キョウギ シンコウ イガイ ニンプ カナイ ツキ カイ シンコウ カイギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				0		1		次年度等の事業計画に活用できているとは言いがたいが保健指導（1.６歳児健診、3歳児健診、幼児歯科）に活かしている。 ジネンド ナド ジギョウ ケイカク カツヨウ イ ホケンシドウ サイ ジ サイジ ケンシン ヨウジ シカ イ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4か月児健診のミニ講座で発達過程について説明（ミニ講座は第一子対象） ゲツ ケンシン コウザ ハッタツ カテイ セツメイ コウザ ダイイッシ タイショウ		0		0				0				0		1		ハイリスクなケースに関しては必要に応じ処遇検討、事例検討実施。 カン ヒツヨウ オウ ショグウ ケントウ ジレイ ケントウ ジッシ		1		①パパママ学級（妊娠期の両親学級）でDVD　②新生児訪問で全員へリーフレットを配布し説明している。 ガッキュウ ニンシンキ キ リョウシンガッキュウ シンセイジ ホウモン ゼンイン ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		視力検査（３歳児）については実施。聴力検査（３歳児）は今年度実施予定。 シリョクケンサ （サンサイジ ジッシ チョウリョク ケンサ （サンサイジ コンネンド ジッシ ヨテイ		0				0		1		定期的ではないが必要に応じ、事例検討会やケースカンファを行っている。（フォロー対象者全員ではない） テイキテキ ヒツヨウ オウ ジレイ ケントウカイ オコナ タイショウ シャ ゼンイン		0				0		1		0		※16-3について　ただし、課題を●●た対象者について他機関連携や紹介、情報提供等を行い、関係機関とのネットワークを●し、就学●へのとぎれのない支援を目指している。 カダイ タイショウシャ タ キカン レンケイ ショウカイ ジョウホウ テイキョウ ナド オコナ カンケイ キカン シュウガク シエン メザ		0				1		0		0		0				1		①１回／２月SVを入れた事例検討会。②母子保健研究会という名称で講演会方式や参加型の研修を年に３回程度実施。③都などで実施している研修への参加 カイ ツキ イ ジレイ ケントウカイ ボシ ホケン ケンシュウカイ メイショウ コウエンカイ ホウシキ サンカガタ ケンシュウ ネン カイ テイド ジッシ ト ジッシ ケンシュウ サンカ		1		母子保健研究会という名称で講演会方式や参加型の研修を年に３回程度実施。 ケンキュウ		0				0		0

		825		629		東京都		板橋区		健康生きがい部健康推進課 ケンコウ イ ブ ケンコウ カ		西尾弘美 ニシオ ヒロミ		03-3579-2313		03-3962-7834		1		ki-suishin@city.itabashi.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		4594		4391		0		1		1		6		1		11		4617		4266		1		0		1		6		1		11		4617		4270		1		0		3		1		3		11		4285		4041		1		0		3		1		3		11		4285		4035		5149		433		0		1		0		1		12カ所の母子手帳交付場所のうち、５カ所に保健師が控えているのでそこで面接を行いアセスメントを交付時に行っている。 ショ ボシテチョウ コウフ バショ ショ ホケンシ ヒカ メンセツウ オコナ コウフキ ジ オコナ		1		母子手帳交付後２〜6か月くらいの間で管轄するセンター毎にリスク項目に応じた支援の要否、支援方法について評価している ゴ ゲツ アイダ カンカツ ゴト コウモク オウ シエン ヨウヒ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣について セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		4か月健診で1歳頃までの発達過程の説明と事故防止を集団指導している ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ ジコ ボウシ シュウダン シドウ		0		0				0				0		1		発達課題の到達状況の確認とそれに伴う育児上の困難さ、不安について聴取し、個別に評価を行っているが全体の評価とはなっていない。 ハッタツ カダイ トウタツ ジョウキョウ カクニン トモナ イクジジョウ コンナン フアン チョウシュ コベツ ヒョウカ オコナ ゼンタイ ヒョウカ		1		母子手帳への掲載、母親学級での講義 ボシテチョウ ケイサイ ハハオヤ ガッキュウ コウギ		0		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定 イシ シカイシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票結果項目チェックによる伝達の他、個別に医療機関より連絡が入る。 ケンシン ヒョウ ケッカ コウモク デンタツ ホカ コベツ イリョウ キカン レンラク ハイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		定例的、予算上の確保はしていない。見逃し例、特異な事例を共有し、常勤、非常勤を含め随時情報共有を行っている。 テイレイ テキ ヨサン ウエ カクホ ミノガ レイ トクイ ジレイ キョウユウ ジョウキン ヒ ヒジョウキン フク ズイジ ジョウホウ キョウユウ オコナ

		826		683		神奈川県		伊勢原市		子育て支援課 コソダ シエン カ		三瓶千歳 サンペイ チトセ		0463-94-4711		0463-95-7612		1		kosodate@isehara-city.jp		0		1				1		0		4		6		818		806		1		0		1		6		1		11		827		810		1		0		1		6		1		11		827		810		1		0		3		1		3		11		801		766		1		0		3		1		3		11		801		766		856		387		1		0		0		0		医療機関連絡会にて情報共有 イリョウ キカン レンラク カイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		1		医療機関連絡会にあがったケースは随時フォロー対象にしている ズイジ タイショウ		1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診後のカンファで対応を検討 ケンシンゴ タイオウ ケントウ		0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		不安の強い方やニーズがある方には伝えている フアン ツヨ カタ カタ ツタ		0				1		0				1		母親学級にて啓発 ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要なケースのみしています ヒツヨウ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		毎回ではないが必要時確保 マイカイ ヒツヨウジ カクホ

		827		685		神奈川県		座間市		健康部健康づくり課 ケンコウブ ケンコウ カ		率川（いさかわ） リツ カワ		046-252-7225		046-255-3550		1		healthy@city.zama.kanagawa.jp		1		1				1		0		4		5		962		934		0		1		1		6		1		8		1069		998		1		0		1		7		1		11		1069		958		1		0		3		6		3		11		1096		1054		1		0		3		6		3		11		1096		1054		1061		99		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		親子（心理）相談、健診事後フォロー教室 オヤコ シンリ ソウダン ケンシン ジゴ キョウシツ		0		0				1		ハローベビークラス（妊婦とその夫対象の教室）にて講義を実施、 ニンプ オット タイショウ キョウシツ コウギ ジッシ		0		0				1		医師の要精検の判定、検尿、視力聴力検査 イシ ヨウ セイミツ ケンサ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		828		674		神奈川県		鎌倉市		市民健康課 シミン ケンコウカ		長谷川弘美 ハセガワ ヒロミ		0467-61-3944		0467-23-7505		1		shikenko-phn@city.kamakura.kanagawa.jp		0		1				0		1		4		5		1147		1116		1		0		1		8		1		11		1313		1252		1		0		1		8		1		11		1313		1252		1		0		3		6		3		11		1316		1224		1		0		3		6		3		11		1316		1217		1248		241		1		1		0		0				0				0		1		特に支援を必要とする妊婦については助産師と保健師で支援方法について検討する機会をもっている トク シエン ヒツヨウ ニンプ タス ウ シ ホケンシ シエン ホウホウ ケントウ キカイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		係内で協議の上、こども相談課は必要時情報提供をしている カカリナイ キョウギ ウエ ソウダンイン カ ヒツヨウジ ジョウホウテイキョウ		0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士と年１回打ち合わせをし。次年度の事業に活かしている シカ エイセイシ ネン カイ ウ ア ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の訪問でことばの発達についてのリーフレットを渡し、説明。6ヶ月児育児教室で食事・運動面等今後の発達について説明。 ニュウジ キ ホウモン ハッタツ ワタ セツメイ カゲツ コ イクジ キョウシツ ショクジ ウンドウメン ナドコンゴ ハッタツ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親教室の抱っこ実習の中で説明 ハハオヤ キョウシツ ダ ジッシュウ ナカ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが健診のフォローが妥当か適宜協議している。 テイキテキ ケンシン ダトウ テキギ キョウギ		0				0		0		1		地域としての評価までは出来ていないが療育機関、保育所、幼稚園と連携し、５歳児相談を実施している。 チイキ ヒョウカ デキ リョウイク キカン ホイクショ ヨウチエン レンケイ サイジ ソウダン ジッシ		1		受診票に市町村への連絡事項を記入する欄がある。 ジュシンヒョウ シチョウソン レンラク ジコウ キニュウ ラン		0		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤従事者とも必要な研修の機会は確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ ヒツヨウ ケンシュウ キカイ カクホ

		829		677		神奈川県		茅ヶ崎市		子ども育成部子ども育成相談課 コ イクセイブ コ ソウダン カ		こども健康担当 ケンコウ タントウ		0467-82-1111		0467-82-1164		1		kodomo@city.chigasaki.kanagawa.jp		0		1				0		1		4		4		1894		1887		1		0		1		6		1		11		2113		2058		1		0		1		6		1		11		2113		2057		1		0		3		6		3		11		2234		2042		1		0		3		6		3		11		2234		2039		1981		72		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつや飲み物 ノ モノ		0		0		0		1		0				1		今出来ていないことがあった場合、どのような関わりが必要か次に確認・相談してほしい時期・事業を伝えている。 イマ デキ バアイ カカ ヒツヨウ ツギ カクニン ソウダン ジキ ジギョウ ツタ		0		0				1		健診後にスタッフが集まりカンファを実施し評価。 ケンシンゴ アツ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		乳児全戸訪問事業、父親教室、母親教室 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジギョウ チチオヤ キョウシツ ハハオヤ キョウシツ		0		0				0				0				1		視力検査など シリョク ケンサ		0				0		0				0				0		1		１歳6ヶ月児健診後は評価する機会があるが3歳6ヶ月児健診では設けていない。 サイ カゲツ コ ケンシン ゴ ヒョウカ キカイ モウ		0				0		1		0				1		市保健師、栄養士への保健指導依頼項目の記入により報告を受けている。 シ ホケンシ エイヨウシ ホケン シドウ イライ コウモク キニュウ ホウコク ウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		830		1729		政令市 セイレイシ		新潟市		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ カ		中嶋由紀子 ナカジマ ユキコ		025-212-8157		025-246-5671		1		kenkozoshin@city.niigata.lg.jp		0		1				0		1		3		*		6558		6026		1		0		1		6		1		11		6266		6142		1		0		1		6		1		11		6266		6134		1		0		3		6		3		11		6580		6399		1		0		3		6		3		11		6580		6393		6422		522		1		1		0		0				0				0		1		各区役所で行っているところもあるが、全市統一で行っていない。 カク クヤクショ オコナ ゼンシ トウイツ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		健診で把握した時に限ったマニュアルは無いが、市で作成した子ども虐待マニュアルに沿って対応している。 ケンシン ハアク トキ カギ ナ シ サクセイ コ ギャクタイ ソ タイオウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		2〜4か月児を対象にした股関節健診（集団）でパンフレットを用いて等、これからの発達過程について指導している。 ゲツ コ タイショウ コカンセツ ケンシン シュウダン モチ ナド ハッタツ カテイ シドウ		0				1		0				1		出生届時、予防接種予診票等と一緒にチラシを渡し、啓発している。市報に掲載して啓発している。 シュッセイジ トド ジ ヨボウセッシュ ヨシン ヒョウ ナド イッショ ワタ ケイハツ シホウ ケイサイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		事例検討会を開催している ジレイ ケントウカイ カイサイ		1		事例検討会を開催している		0				0		1		新人保健師及び希望する保健師等を対象として小児科医による研修を実施している。 シンジン ホケンシ オヨ キボウ ホケンシ ナド タイショウ ショウニカイ ケンシュウ ジッシ

		831		714		新潟県		五泉市		こども課子育て支援課 カ コソダ シエン カ		小林基子 コバヤシ モトコ		0250-43-3911		0250-43-0417		1		kodomo@city.gosen.lg.jp		0		1				1		0		4		4		303		303		1		0		1		6		1		6		357		352		1		0		*		*		*		*		357		352		1		0		3		3		3		3		349		349		1		0		3		3		3		3		349		349		319		50		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月健診の集団指導時に発達過程について説明 カゲツ ケンシン シュウダン シドウ ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		出生届時にパンフレットを配布。健診・セミナー等の日程表に啓発文を掲載。２か月児を対象とした子育てセミナーでのDVD視聴。 シュッセイ トド ジ ハイフ ケンシン ナド ニッテイヒョウ ケイハツブン ブン ケイサイ ゲツ コ タイショウ コソダ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		832		713		新潟県		妙高市		健康保険課子育て世代包括支援センター　総合健康都市推進室健康づくり係 ケンコウ ホケン カ コソダ セダイ ホウカツ シエン ソウゴウ ケンコウ トシ スイシン シツ ケンコウ カカリ		丸山早苗 マルヤマ サナエ		0255-74-0065		0255-72-7659		1		kenkohoken@city.myoko.niigata.jp		0		1				1		0		3		6		219		214		1		0		1		6		1		11		249		244		1		0		1		6		1		11		249		242		1		0		3		0		3		5		195		193		1		0		3		0		3		5		195		195		241		5		1		0		0		0				1		月ごとに支援プラン策定者の支援時期や手段等を確認し、台帳に計画と実施状況を記入する。 ツキ シエン サクテイシャ シエンジキ シュダン ナド カクニン ダイチョウ ケイカク ジッシ ジョウキョウ キニュウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		１歳6ヶ月、3歳児歯科検診のう蝕率等を県や保健所管内平均と比較し、10ヶ月児のはみがき指導や１歳〜3歳6ヶ月児までの歯科検診等につなげている。 サイ カゲツ サイ コ シカ ケンシン ショクリツ ナド ケン ホケン ショ カンナイ ヘイキン ヒカク カゲツ コ シドウ サイ カゲツ コ シカ ケンシン ナド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		デンバー式発達検査を参考とした市独自のファイルを作成し健診時に保健師・栄養士が集団指導している。 シキ ハッタツ ケンサ サンコウ シ ドクジ サクセイ ケンシンジ ホケンシ エイヨウシ シュウダン シドウ		0		0				1		健診後のカンファや訪問指導後の上司への報告等を行い、そのつど評価を行っている。 ケンシンゴ ホウモンシドウ ゴ ジョウシ ホウコクカイ ナド オコナ ヒョウカ オコナ		0		0				1		出生届時にチラシを配布し説明を行っている。 ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファでフォローが必要となった者には、次の対応月や支援方法等を管理しておき、月ごとに確認とフォローの更新を行っている。 ケンシンゴ ヒツヨウ モノ ツギ タイオウツ ツキ シエン ホウホウ ナド カンリ ツキ カクニン コウシン オコナ		1		定期的に保育園等を巡回する家庭児童相談員と情報共有を行い、療育相談や療育機関へのつなぎを行っている。 テイキテキ ホイクエン ナド ジュンカイ カテイ ジドウ ソウダンイン イン ジョウホウ キョウユウ オコナ リョウイク ソウダン リョウイク キカン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		従事者の心得や出務内容の確認等 ジュウジシャ ココロエ デ ツト ナイヨウ カクニン ナド		0				0		0

		833		718		新潟県		魚沼市		健康課健康増進室 ケンコウカ ケンコ シツ		五十嵐 イガラシ		025-792-9763		025-792-7600		1		uc903901@city.uonuma.niigata.jp		0		1				1		0		4		99		216		211		1		0		1		6		99		99		248		236		1		0		1		6		99		99		248		236		1		0		3		0		99		99		232		231		1		0		3		0		99		99		232		231		221		8		1		0		0		0				0				0		1				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		1歳児対象の健康教室で1歳6ヶ月児の発達（応答の指差し）について説明し、指差し遊びを促している。 サイ コ タイショウ ケンコウ キョウシツ カゲツ ハッタツ オウトウ ユビサ セツメイ ユビサ アソ ウナガ		0		0				0				1		0				1		パパママ準備教室参加者に対して講話を盛り込んでいる。出生届で渡す資料に同封している。 ジュンビ キョウシツ サンカシャ タイ コウワ モ コ シュッセイ トド ワタ シリョウ ドウフウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県などが主催する研修へ参加。 ケンナド シュサイ ケンシュウ サンカ		1		主に歯科衛生士に対して、研修会の案内が来た時には参加を勧奨している オモ シカ エイセイ シ タイ ケンシュウカイ アンナイ キ トキ サンカ スス ショウレイ		0				0		0

		834		735		富山県		黒部市		健康増進課母子保健係 ケンコウ ゾウシン カ ボシホケン カカリ		杉本 スギモト		0765-65-0020　H27.10.13以降　→0765-54-2111 イコウ		0765-65-0039　H27.10.13以降　→0765-54-2519		1		hoken@city.kurobe.lg.jp		0		2		1		1		0		3		5		310		309		1		0		1		6		1		11		305		302		1		0		1		6		1		11		305		302		1		0		3		5		3		11		353		351		1		0		3		5		3		11		353		350		330		17		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		フッ化物塗布実施の有無とう蝕の状況について等を評価し活用している。 カ ブツ トフ ジッシ ウム ショク ジョウキョウ ナド ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		全例ではないが事後フォロー教室の際などに保健師と保護者が個別に話す機会を設けるようにしている。 ゼンレイ ジゴ キョウシツ サイ ホケンシ ホゴシャ コベツ ハナ キカイ モウ		0		0				1		要フォロー児への関わり、指導の中で適宜保護者の思い等も確認している。 ヨウ コ カカ シドウ ナカ テキギ ホゴシャ オモ ナド カクニン		0		0				1		新生児訪問や健診等で適宜、説明・指導をしている。 シンセイジ ホウモン ケンシン ナド テキギ セツメイ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要フォロー児へのフォロー状況の確認、難しいケースについては係等で話し合う機会を持つようにしている。 ヨウ コ ジョウキョウ カクニン ムズカ カカリナド ハナ ア キカイ モ		0		0				1		保育所、幼稚園と連携し、状況の確認等を実施 ホイクショ ヨウチエン レンケイ ジョウキョウ カクニン ナド ジッシ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		県の研修等に積極的に参加するようにしている ケン ケンシュウ ナド セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		835		742		富山県		立山町		健康福祉課健康係 ケンコウ フクシ カ ケンコウ カカリ		高安優理 タカヤス ヤサ ユウリ		076-463-0618		076-462-9011		1		hoken@town.tateyama.lg.jp		0		2				1		0		3		4		148		146		1		0		1		6		1		6		172		171		1		0		1		5		1		6		172		171		1		0		3		3		3		4		200		200		1		0		3		3		3		4		200		200		156		2		1		0		0		0				1		母子健康手帳交付時にとったアンケートからアセスメントし、保健師で情報共有し介入している。フォローアップについての判断が妥当であるか検討し、必要時修正し関わっている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ホケンシ ジョウホウ キョウユウ カイニュウ ハンダン ダトウ ケントウ ヒツヨウジ シュウセイ カカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		フッ素塗布の中断者をいかに減少させるかを課題とし、個別案内を送付する等活用している。 ソ トフ チュウダン シャ ゲンショウ カダイ コベツ アンナイ ソウフ ナド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットを用いながら集団指導を実施 モチ シュウダン ジッシ		0		0				1		健診事後カンファを通して今後の支援のあり方について妥当か検討する。また経過を追って評価し支援している。 ケンシン ジゴ トオ コンゴ シエン カタ ダトウ ケントウ ケイカ オ ヒョウカ シエン		0		0				1		2か月児訪問の際にリーフレットを用い説明 ゲツ コ ホウモン サイ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		県全体あるいは他市町村の統計と比較を行い、大きな差違等が見られている項目等の確認を行っている。 ケンゼンタイ タシ シチョウソン トウケイ ヒカク オコナ オオ サイ チガ ナド ミ コウモク ナド カクニン オコナ		0				0		1		健診後、カンファを行いフォローアップの間隔や支援の必要性の方針が妥当か検討 ケンシンゴ オコナ カンカク シエン ヒツヨウセイ ホウシン ダトウ ケントウ		0				0		0		1		気になる児への支援のため、保育所、幼稚園と保健センターが相互に連携を図る事が必要である事を認識し、支援ツールを活用し保護者、保育所等、保健センターで情報共有し適切な支援を行っている。また、就学にあたっても教育委員会等への情報共有等をしている。 キ コ シエン ホイクショ ヨウチエン ホケン ソウゴ レンケイ ハカ コト ヒツヨウ コト ニンシキ シエン カツヨウ ホゴシャ ホイクショイ ナド ホケン ジョウホウ キョウユウ テキセツ シエン オコナ シュウガク キョウイク イインカイ ナド ジョウホウ キョウユウ ナド		0				0		0		1		0				1		県等で実施される研修会を活用 ケン ナド ジッシ ケンシュウカイ カツヨウ		0				0				0		0

		836		1696		中核市 チュウカクシ		金沢市 カナザワシ		保険局健康政策課 ホケンキョク ケンコウセイサク カ		池守 イケモリ		076-220-2233		076-220-2231		1		kenkou@city.kanazawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3883		3830		1		0		1		6		1		11		3964		3891		1		0		1		6		1		11		3964		3887		1		0		3		0		3		11		4083		3965		1		0		3		0		3		11		4083		3958		4112		76		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		集団での教室や個別指導の場面で必要に応じ説明 シュウダン キョウシツ コベツ シドウ バメン ヒツヨウ オウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パネル掲示による啓発を行っている。健やか親子21の追加問診実施。 ケイジ ケイハツ オコナ スコ オヤコ ツイカ モンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		定期的に事例のモニタリングを行い、支援の評価や方向性について検討。 テイキテキ ジレイ オコナ シエン ヒョウカ ホウコウセイ ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関のケース会議に参加し、連携しながら支援を行っている。 リョウイク キカン カイギ サンカ レンケイ シエン オコナ		1		健診受診票に福祉健康センターへの連絡事項欄を設定してあり必要に応じて連携している。 ケンシン ジュシンヒョウ フクシ ケンコウ レンラク ジコウ ラン セッテイ ヒツヨウ オウ レンケイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		837		765		福井県		小浜市		民生部健康長寿課 ミンセイブ ケンコウ チョウジュ カ		小林可奈 コバヤシ カ カナ		0770-52-2222		0770-53-3480		1		kenkou-kanri@city.obama.lg.jp		0		1				0		1		3		5		252		212		1		0		1		6		1		11		256		250		1		0		1		6		1		11		256		250		1		0		3		0		4		1		268		258		1		0		3		0		3		8		268		257		252		8		1		0		0		1		転入時 テンニュウジ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		実施する歯科医師によって違う。また対象児の月齢によっても異なる。 ジッシ シカイシ チガ タイショウジ コ ゲツレイ コト		0		0		1		0		0				1		新生児訪問時に市で作成したすくすくノート（子どもノートを参考）を使い、７か月までの過程を説明。 シンセイジ ホウモンジ シ サクセイ コ サンコウ ツカ ゲツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		H27年度から4か月、１歳半、3歳の問診票に項目を追加した（今後評価予定） ネンド ゲツ サイ ハン サイ モンシン コウモク ツイカ コンゴ ヒョウカ ヨテイ		1		新生児訪問や3ヶ月育児教室で指導 シンセイジホウモン カゲツ イクジ キョウシツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		必要時に医師が問診票に記載 ヒツヨウジ イシ モンシ キサイ		0		0		0		0				1		研修会に参加するための予算あり ケンシュウ カイ サンカ ヨサン		0				0				0		0

		838		784		山梨県		大月市		健康介護課健康増進担当 ケンコウカイゴ カイゴ カ ケンコウ タントウ		松永 マツナガ		0554-23-8038		0554-22-6422		1		hoken-19206@city.otsuki.lg.jp		0		1				1		0		4		5		122		121		1		0		1		6		1		7		115		113		1		0		1		6		1		7		115		113		1		0		3		1		3		2		142		137		1		0		3		1		3		2		142		137		111		42		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯の小部会で現状確認や評価を行い、今後の事業計画を検討し取り組んでいる。 ハ ショウ ブ カイ ゲンジョウ カクニン ヒョウカ オコナ コンゴ ジギョウ ケイカク ケントウ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		健診ではなく教室で実施。０〜１ヶ月を対象とした育児教室で乳児期の発達を説明。 ケンシン キョウシツ ジッシ カゲツ タイショウ イクジ キョウシツ ニュウジキ ハッタツ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県や外部機関が実施する研修会への参加と参加後の伝達を実施。 ケン ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ サンカゴ デンタツ ジッシ		0				0				0		0

		839		785		山梨県		韮崎市		保健福祉センター ホケンフクシ		長田美和 オサダ ミワ		0551-23-4310		0551-53-4316		2		miwa.osada@city.nirasaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		205		205		1		0		1		6		1		7		191		189		1		0		1		6		1		7		191		189		1		0		3		0		3		1		233		233		1		0		3		0		3		1		233		233		215		79		1		0		0		0				1		フォロー訪問、評価時期は個別に設定。 ホウモン ヒョウカ ジキ コベツ セッテイ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		健診時、子育てについての聞き取り。節目の月齢での発達の説明など ケンシンジ コソダ キ ト フシメ ゲツレイ ハッタツ セツメイ		0		0				1		健診時の聞き取り。事業に反映している。 ジギョウ ハンエイ		0		0				1		訪問時、健診時など ホウモンジ ケンシンジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファ ケンシンゴ		0		0				1		保育園、幼稚園、療育機関と連携を取っている。また。見通しをもって必要時、学校との連携も図っている。 ホイクエン ヨウチエン リョウイク キカン レンケイ ト ミトオ ヒツヨウジ ガッコウ レンケイ ハカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		母子保健事業に携わるスタッフと情報交換を行う場を設定している。 ボシ ホケン ジギョウ タズサ ジョウホウ コウカン オコナ バ セッテイ

		840		807		長野県		松本市		健康福祉部健康づくり課 ケンコ ブ ケンコウ カ		山本さゆり ヤマモト		0263-34-3217		0263-39-2523		1		kenkoka@city.matsumoto.nagano.jp		0		1				1		0		4		99		2002		1958		1		0		1		7		99		99		2122		2052		1		0		1		7		99		99		2122		2052		1		0		3		1		99		99		2218		2123		1		0		3		1		99		99		2218		2123		2177		295		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯保有率、相談内容、年齢別などのデータを事業を実施する際の背景として検討している。 シ ホユウリツ ソウダン ナイヨウ ネンレイベツ ジギョウ ジッシ サイ ハイケイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレットを使用し、集団指導や個別指導でお伝えしている。 シヨウ シュウダン シドウ コベツ シドウ ツタ		0		0				1		保護者に対しフェイススケールを使い育児の困難感を把握している。また発達障害の評価は保健師の発達観察やM-CHATを使用して行っている。 ホゴシャ タイ ツカ イクジ コンナン カン ハアク ハッタツ ショウガイ ヒョウカ ホケンシ ハッタツ カンサツ シヨウ オコナ		0		0				1		新生児訪問時にパンフレットを配布。 シンセ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的には実施していないが必要時に実施。必要性を感じている。 テイキテキ ジッシ ヒツヨウジ ジッシ ヒツヨウセイ カン		0				0		0		1		評価と言えるか分からないが個別で必要なケースは小学校入学後もフォローアップをしている。巡回相談等も実施。 ヒョウカ イ ワ コベツ ヒツヨウ ショウガッコウ ニュウガクゴ ジュンカイ ソウダン ナド ジッシ		0				0		1		0		0				1		発達障害や育児支援に関する内容を庁内で実施したり、外部の研修にも参加。 ハッタツショウガ ショウガイ イクジ シエン カン ナイヨウ チョウ ナイ ジッシ ガイブ ケンシュウ サンカ		1		庁内で実施するものに参加 チョウ ナイ ジッシ サンカ		0				0		0

		841		858		長野県		上松町		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		伊藤綾乃 イトウ アヤノ		0264-52-2825		0264-52-2453		1		hoken@town.agematsu.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		21		19		1		0		1		5		1		7		36		33		1		0		1		5		1		7		36		33		1		0		2		11		3		1		21		21		1		0		2		11		3		1		21		21		23		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				*				*		*				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月、7ヶ月、１歳6ヶ月健診にて子どもの発達について集団、個別で話す機会を設けている。 サイ カゲツ ケンシン コ ハッタツ シュウダン コベツ ハナ キカイ モウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問で個別に伝えている。 シンセイ コベツ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		主に電話連絡で連携を取っている。 オモ デンワ レンラク レンケイ ト		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県や管内で行われる研修には各自できるだけ参加している。 ケン カンナイ オコナ ケンシュウ カクジ サンカ

		842		815		長野県		駒ヶ根市		教育委員会こども課母子保健係 キョウイク イインカイ カ ボシ ホケン カカリ		吉澤利代 ヨシザワ サワ リ ヨ		0265-96-7725		0265-83-2181		1		kodomo@city.komagane.nagano.jp		0		1				1		0		*		*		243		224		1		0		*		*		*		*		273		264		1		0		*		*		*		*		273		264		1		0		*		*		*		*		274		269		1		0		*		*		*		*		274		269		283		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		離乳食の開始の仕方について リニュウショク カイシ シカタ		0		0				0				1		0				1		妊娠中のパパママ教室にて。母子手帳交付時にチラシ配布。 ニンシンチュウ キョウシツ ボシテチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		５歳児健診個別検査実施担当者に対して検査内容についての研修を行った。 サイジ ケンシン コベツ ケンサ ジッシ タントウシャ タイ ケンサ ナイヨウ ケンシュウ オコナ

		843		862		長野県		大桑村		村役場福祉健康課保健係 ムラヤク ヤクバ フクシ ケンコウカ ホケンカ カカリ		高木琴音 タカギ コトネ		0264-55-4003		0264-55-4070		1		cent@vill.ookuwa.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		2		2		1		0		1		5		1		7		5		5		1		0		1		5		1		7		5		5		1		0		3		0		3		5		8		8		1		0		3		0		3		5		8		8		21		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4ヶ月、７ヶ月、10ヶ月の健診時に１歳頃までの発達過程を一覧にしたものを配布し説明。 カゲツ ケンシン ジ サイ コロ ハッタツ カテイ イチラン ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊婦対象の母親学級参加者に啓発を行っている。 ニンプ タイショウ ハハオヤ ガッキュウ サンカシャ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		M-CHAT関連の研修会への参加 カンレン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		844		888		岐阜県		美濃市		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシ カ ホケン		小川詩織 オガワ シオリ		0575-33-0550		0575-33-0530		1		hoken_265@city.mino.lg.jp		0		1				1		0		3		7		132		131		1		0		1		6		2		0		135		124		1		0		1		6		2		0		135		115		1		0		3		0		4		0		176		169		1		0		3		0		4		0		176		169		117		0		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		7ヶ月健康相談時に今後の発達過程を説明。 カゲツ ケンコウ ソウダン ジ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、携わったスタッフでカンファを実施。 ケンシンゴ タズサ ジッシ		0		0				1		定期的に検討会、連絡会を行っている。 テイキテキ ケントウカイ レンラク カイ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		845		900		岐阜県		郡上市		健康福祉部健康課 ケンコウ ブ ケンコウカ		保健師　西脇麻葉美 ホケンシ ニシワキ マ ハ ミ		0575-88-4511		0575-88-4742		1		kenkou@city.gujo.gifu.jp		0		1				1		0		3		5		260		255		1		0		1		6		1		9		325		318		1		0		1		6		1		9		325		316		1		0		3		0		3		2		353		337		1		0		3		0		3		2		353		337		285		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		健診事後カンファにてケースの振り返り、今後の対応について検討している。 ケンシン ジゴ フ カエ コンゴ タイオウ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達支援会議にて評価 ハッタツ シエン カイギ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健師を中心に実務担当者会議にて研修機会をもっている ホケンシ チュウシン ジツム タントウシャ カイギ ケンシュウキカイ		0				0				0		0

		846		913		岐阜県		池田町		保健センター ホケン		石田汐里 イシダ シオ サト		0585-45-3191		0585-45-8688		1		hoken@town.gifu.ikeda.lg.jp		0		2				1		0		4		*		192		189		1		0		1		6		1		7		209		205		1		0		1		6		1		7		209		205		1		0		3		0		3		1		246		235		1		0		3		0		3		1		246		235		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		各保育園へ、歯科巡回診療の結果を返却している。（傾向や保育園児のう歯羅患率などについて） カク ホイクエン シカ ジュンカイ シンリョウ ケッカ ヘンキャク ケイコウ ホイクエンジ シ ラカン カンジャ リツ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		各健診で今後の発達過程について伝えている カク ケンシン コンゴ ハッタツ カテイ ツタ		0		0				1		電話や乳幼児相談などより事後追跡していきながら援助の必要性を検討している。 デンワ ニュウヨウジ ソウダン ジゴ ツイセキ エンジョ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				0				0		1		問診票の項目に追加している。 モンシン コウモク ツイカ		0				0				0				0				1		0				1		事後追跡していきながら、その後の状況を把握し評価している。 ジゴ ツイセキ ゴ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		保育園への訪問を行ったり、就学支援にてフォローアップ、評価している。 ホイクエン ホウモン オコナ シュウガクシエン ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		847		896		岐阜県		山県市		健康介護課 ケンコウ カイゴ カ		大西美紀 オオニシ ミキ		0581-22-6839		0581-22-2117		1		kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp		1		1				1		0		2		4		161		154		1		0		1		6		1		8		161		158		1		0		1		6		1		8		161		158		1		0		3		0		3		2		175		171		1		0		3		0		3		2		175		171		142		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健指導の内容について活用 シカ ホケン シドウ ナイヨウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3歳児健診で集団あそぶを導入し保護者にもチェックしながら子どもの様子を見てもらい、思いを共有している。 サイジ ケンシン シュウダン ドウニュウ ホゴシャ コ ヨウス ミ オモ キョウユウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0		※今年度中に検討予定 コンネンドチュウ ケントウ ヨテイ		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		看護師、身体計測方法の研修。歯科衛生士の研修。 カンゴ シ シンタイ ケイソク ホウホウ ケンシュウ シカエイセイシ ケンシュウ		0				0		0

		848		1731		政令市 セイレイシ		浜松市		健康福祉部健康増進課 ケンコ ブ ケンコウ カ		加藤裕美 カトウ ヒロミ		053-453-6117		053-453-6188		1		kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		6889		6851		1		0		1		6		1		11		7448		7296		1		0		1		6		1		11		7448		7294		1		1		3		0		3		11		7313		6836		1		0		3		0		3		11		7313		4822		7026		884		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科検診結果（未処置歯、CO数、不正咬合等）、問診項目の推移。 シカ ケンシン ケッカ ミショチ ハ カズ フセイ カ ゴウ トウ モンシンコウモク スイイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付時に説明。妊娠期の教室（妊婦教室、両親学級）にてDVDにて指導。 ボシテチョウ コウフ ジ セツメイ ニンシンキ キョウシツ ニンプ キョウシツ リョウシン ガッキュウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健推進会議（年2回）において、健診後のフォロー者数、フォロー率を示し、委員より意見を聞く機会を設けている。 ボシホケン スイシンカイギ ネン カイ ケンシンゴ シャスウ リツ シメ イイン イケン キ キカイ モウ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		保健師を対象とした研修会を年3回、企画・実施している。 ホケンシ タイショウ ケンシュウ ネン カイ キカク ジッシ		0				0				0		0

		849		951		静岡県		清水町		健康づくり課予防健診係（保健センター） ケンコウ カ ヨボウ ケンシン カカリ ホケン		山本 ヤマモト		055-971-5151		055-981-3208		1		hoken@town.shimizu.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		5		335		270		1		0		1		5		1		11		321		308		1		0		1		5		1		11		321		308		1		0		3		2		3		11		307		289		1		0		3		2		3		11		307		289		289		*		1		0		0		0				0				0		1		受診状況の確認（受診券の使用状況） ジュシン ジョウキョウ カクニン ジュシン ケン シヨウ ジョウキョウ		1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		はみがき教室における年長児保護者への話の中で1.6歳、3歳児のう歯保有率を伝えている。 キョウシツ ネンチョウジ ホゴシャ ハナシ ナカ サイ サイ ジ シ ホユウリツ ツタ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		町独自の資料を作成し、配布。（1.6歳、3歳児健診においては年齢に併せた冊子を配布している。） マチ ドクジ シリョウ サクセイ ハイフ ケンシン ネンレイ アワ サッシ ハイフ		0		0				1		幼児健診（集団）後に関係職種でカンファを行い方向性を決めている。 ヨウジ ケンシン シュウダン アト カンケイ ショクシュ オコナ ホウコウセイ キ		0		0				1		啓発月間（11月）のみ、新生児訪問、6ヶ月健康相談にて配布。 ケイハツ ゲッカン ツキ シンセイジ ホウモン カゲツ ケンコウ ソウダン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		連携し、支援しているが評価はしていない。 レンケイ シエン ヒョウカ		0				0		0		0		1		返送された健診の結果を確認し、「要経過観察」等になっている児については電話連絡等で受診状況や発育・発達について確認している。 ヘンソウ ケンシン ケッカ カクニン ヨウ ケイカ カンサツ ナド コ デンワ レンラク ナド ジュシン ジョウキョウ ハツイク ハッタツ カクニン		0				0				0				1		0

		850		944		静岡県		牧之原市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		都築理恵子 ツヅキ リエコ		0548-33-0027		0548-24-1005		1		sazanka@city.makinohara.shizuoka.jp		0		1				0		1		3		4		384		344		1		0		1		6		1		11		340		380		1		0		1		6		1		11		340		380		1		0		3		0		3		11		385		365		1		0		3		0		3		11		385		365		350		7		1		0		0		0				1		年3回、要対協ケースとして上げ、評価を行っている。 ネン カイ ヨウ タイ キョウ ア ヒョウカ オコナ		0		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		7ヶ月健康相談で集団歯科指導を導入。歯科検診でう歯の児に対し受診勧奨を確認する用紙を渡し、提出をお願いしている。 カゲツ ケンコウ ソウダン シュウダン シカ シドウ ドウニュウ シカ ケンシン シ コ タイ ジュシン カンショウ カクニン ヨウシ ワタ テイシュツ ネガ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		児の発達、母の精神面 コ ハッタツ ハハ セイシンメン		0		0		1		0		0				1		7ヶ月健康相談で個別相談を行い実施 カゲツ ケンコウ ソウダン コベツ ソウダン オコナ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		ハイリスク妊婦に対しては妊婦訪問、新生児訪問で個別に説明。 ニンプ タイ ニンプ ホウモン シンセイ コベツ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園、幼稚園への園訪問で児の発達段階を確認している。 ホイクエン ヨウチエン エン ホウモン コ ハッタツ ダンカイ カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				1		児の発達段階を確認するスケールとして「太田ステージ」を使用している。その研修会に参加している。 コ ハッタツ ダンカイ カクニン オオタ シヨウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		851		930		静岡県		富士市		保健部健康対策課 ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		成宮ルミ ナリミヤ		0545-65-8994		0545-64-7172		1		ho-kenkou@div.city.shizuoka.jp		0		2		1		0		1		4		5		2026		1932		1		0		1		6		1		11		2115		2063		1		0		1		6		1		11		2115		2057		1		0		3		0		3		11		2196		2131		1		0		3		0		3		11		2196		2128		2023		52		1		1		0		0				0				0		1		毎月ケース検討会議を開催し、ハイリスク妊婦の一部の個別支援の評価を行っている マイツキ ケントウ カイギ カイサイ ニンプ イチブ コベツ シエン ヒョウカ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健チラシの見直し、フッ化物応用推進、ブラッシング指導、食事指導 シカ ホケン ミナオ カ ブツ オウヨウ スイシン シドウ ショクジ シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1		M-CHATを導入し評価を始めた。 ドウニュウ ヒョウカ ハジ		0		0				1		プレママプレパパ教室で、DVD視聴。保健師より説明。ポスター掲示。乳児家庭全戸訪問時保健師より指導書を使用し説明。６か月児講座の問診票にて啓発 キョウシツ シチョウ ホケン シ セツメイ ケイジ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ホケン シ シドウショ シヨウ セツメイ ゲツ ジ コウザ モンシン ヒョウ ケイハツ		0		0				1		視力検査 シリョク ケンサ		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファレンスの時間に事例紹介を行う。乳幼児健診検討会の中で評価する ケンシン ゴ ジカン ジレイ ショウカイ オコナ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ ナカ ヒョウカ		0		0				1		療育機関と連携し評価している リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		母子保健研修の開催。「乳幼児の発達と支援、福祉サービスについて」など ボシ ホケン ケンシュウ カイサイ ニュウヨウジ ハッタツ シエン フクシ		0				0				0		0				1				1		1		1		1

		852		945		静岡県		東伊豆町		健康づくり課 ケンコウ カ		西村沙織 ニシムラ サオリ		0557-22-2300		0577-22-2302		1		hoken@town.higashiizu.sizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		60		55		1		0		1		6		99		99		65		60		1		0		1		6		99		99		65		60		1		0		3		0		3		11		61		59		1		0		3		0		99		99		61		59		46		3		0		1		0		0				1		係内の母子連絡会または要体協にて カカリ ナイ ボシ レンラクカイ ヨウ タイキョウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				0				0		1		問診の中でパンフレット等を用いて簡単に現時点の発達の説明は行っている。言葉の遅れ等みられる児には、今後できることを説明している モンシン ナカ トウ モチ カンタン ゲンジテン ハッタツ セツメイ オコナ コトバ オク トウ ジ コンゴ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		853		1730		政令市 セイレイシ		静岡市		保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課 ホケン フクシ キョク ホケン エイセイブ ケンコウ スイシンカ		興津理恵子 オキツ リエコ		054-221-1574		054-251-0035		1		kenkousuishin@city.shizuoka.lg.jp		0		1				0		1		3		5		5418		5320		1		0		1		7		1		7		5614		5397		1		0		1		7		1		7		5614		5394		1		0		3		1		3		1		5911		5667		1		0		3		1		3		1		5911		5667		5487		400		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが個別支援対応後に随時行っている テイキテキ コベツ シエン タイオウ ゴ ズイジ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		乳幼児健診時の問診項目等からう蝕リスクを調査し、事業の実施内容や指導の重点項目を精査し活用している ニュウヨウジ ケンシン ジ モンシン コウモク トウ ショク チョウサ ジギョウ ジッシ ナイヨウ シドウ ジュウテン コウモク セイサ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		６か月児育児相談 ゲツ ジ イクジ ソウダン		0		0				1		個別支援対応後に実施し、以降の対応を検討する コベツ シエン タイオウ ゴ ジッシ イコウ タイオウ ケントウ		0		0				1		両親学級 リョウシン ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが担当者会議の中で実施 テイキテキ タントウシャ カイギ ナカ ジッシ		0				0		0		1		フォローアップ教室の参加者については、教室に従事している療育機関や保育所のスタッフと処遇検討を実施 キョウシツ サンカシャ キョウシツ ジュウジ リョウイク キカン ホイク ジョ ショグウ ケントウ ジッシ		1		健診票の結果に要保健指導等の選択肢を設けてある。 ケンシン ヒョウ ケッカ ヨウ ホケン シドウ トウ センタクシ モウ		0		0		0		0				1		健診内容を追加する場合に実施 ケンシン ナイヨウ ツイカ バアイ ジッシ		0				0				0		1		パートタイム勤務者も常勤従事者対象のけんしゅうかいへ キンム シャ ジョウキン ジュウジシャ タイショウ						1		1

		854		989		愛知県		あま市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		山際 ヤマギワ		052-441-5665		052-449-1037		1		kenko@city.ama.lg.jp		0		1				1		0		3		4		751		734		1		0		1		6		1		8		808		792		1		0		1		6		1		8		808		791		1		0		3		0		3		3		817		768		1		0		3		0		3		3		817		815		731		53		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				0				0		1		細かくは分析できていないため、今後に生かしていけたらと考えています コマ ブンセキ コンゴ イ カンガ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		教室で乳児の保護者、妊婦にDVDを視聴する時間を設けている キョウシツ ニュウジ ホゴシャ ニンプ シチョウ ジカン モウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		県主催 ケン シュサイ		0				0				0		0

		855		1701		中核市 チュウカクシ		岡崎市 オカザキシ		保健部健康増進課母子保健1班 ホケン ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン パン		上松真理子 アゲマツ マリコ		0564-23-6084		0564-23-5071		1		hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp		0		1				0		1		3		5		3682		3562		1		0		1		6		1		11		3816		3799		1		0		1		6		1		11		3816		3799		1		0		3		0		3		11		3989		3808		1		0		3		0		3		11		3989		3807		3901		1392		1		1		0		0				0				0		1		年１回母子保健連絡協議会においてハイリスク妊婦についての経緯や個別支援ケースの支援状況を掲示し、市内の産科医療機関をはじめ関係機関との協議の機会を設けている。また来年度から開設予定の利用者支援事業（母子保健型）にて定期的に評価できる仕組みを構築すべく準備している。 ネン カイ ボシ ホケン レンラク キョウギカイ ニンプ ケイイ コベツ シエン シエン ジョウキョウ ケイジ シナイ サンカ イリョウ キカン カンケイ キカン キョウギ キカイ モウ ライネンド カイセツ ヨテイ リヨウシャ シエン ジギョウ ボシ ホケン ガタ テイキテキ ヒョウカ シク コウチク ジュンビ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		年１回の歯科保健関係機関連絡会議において、健診に従事する歯科医師に統計データを示し、保健指導のあり方について協議する機会を設けている ネン カイ シカ ホケン カンケイ キカン レンラク カイギ ケンシン ジュウジ シカ イシ トウケイ シメ ホケン シドウ カタ キョウギ キカイ モウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４か月健康診査で配布するリーフレットに社会性の発達及び発達を伸ばす遊びや子育てのポイントについて記載し啓発に努めている。 ゲツ ケンコウ シンサ ハイフ シャカイセイ ハッタツ オヨ ハッタツ ノ アソ コソダ キサイ ケイハツ ツト		0		0				0				1		0				1		妊娠出産前事業の体験型妊婦教室において実施（厚生労働省作成のDVD視聴） ニンシン シュッサン マエ ジギョウ タイケンガタ ニンプ キョウシツ ジッシ コウセイ ロウドウショウ サクセイ シチョウ		0		0				1		精密健康診査の結果確認 セイミツ ケンコウ シンサ ケッカ カクニン		0				1		要観察以上の判定児の割合 ヨウ カンサツ イジョウ ハンテイ ジ ワリアイ		0				0		1		愛知県が母子健康診査マニュアルにて県下統一のスクリーニングを実施しており、県下の健診データの還元により精度管理に役立てている アイチケン ボシ ケンコウ シンサ ケンカ トウイツ ジッシ ケン シタ ケンシン カンゲン セイド カンリ ヤクダ		0				0		1		年２回の乳幼児健康診査連絡会議において、健診結果等の統計や個別支援ケースの支援状況を提示し、健診協力医をはじめ市内医療機関とともに協議する機会を設けている ネン カイ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ レンラク カイギ ケンシン ケッカトウ トウケイ コベツ シエン シエン ジョウキョウ テイジ ケンシン キョウリョク イ シナイ イリョウ キカン キョウギ キカイ モウ		*				*		*		*				1		４か月児健康診査の問診票の該当項目に記載のある場合や、健診医が必要と判断したケースについて情報提供がある ゲツ ジ ケンコウ シンサ モンシン ヒョウ ガイトウ コウモク キサイ バアイ ケンシン イ ヒツヨウ ハンダン ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		根拠法令、健診を含めた母子保健事業体系、未受診児のフォロー体制、健診マニュアルの確認等 コンキョ ホウ レイ ケンシン フク ボシ ホケン ジギョウ タイケイ ミ ジュシン ジ タイセイ ケンシン カクニン トウ		0				0				0		1		臨時職員を対象として１と同内容を実施 リンジ ショクイン タイショウ ドウ ナイヨウ ジッシ		1				1				1

		856		957		愛知県		一宮市		健康づくり課中保健センター ケンコウ カ ナカ ホケン		長谷川永子 ハセガワ エイコ		0586-72-1121		0586-72-2056		1		kenko@city.ichinomiya.lg.jp		0		1				1		0		3		5		3116		3014		1		0		1		6		2		0		3293		3157		1		0		1		6		2		0		3293		3157		1		0		3		0		4		0		3531		3360		1		0		3		0		4		0		3531		3360		3148		506		0		0		0		1		母子健康手帳交付時にアンケートは取っているが、全妊婦について面接はしていないのでアセスメントとはいえない ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ト ゼン ニンプ メンセツ		0				1		0				1		1		0		1		0		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		健診時カルテに白い札（虐待疑）を目印として入れている ケンシン ジ シロ フダ ギャクタイ ウタガ メイン イ		1		１年間の乳幼児歯科健診のまとめを歯科衛生士研修会で活用している ネンカン ニュウヨウジ シカ ケンシン シカ エイセイシ ケンシュウカイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		健診時の待ち合いの場にDVDを流している ケンシン ジ マ ア バ ナガ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診従事医師と反省会を開催し、１年間の健診のデータを共有している ケンシン ジュウジ イシ ハンセイ カイ カイサイ ネンカン ケンシン キョウユウ		0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0						1		1

		857		978		愛知県		尾張旭市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		玉川 タマガワ		0561-55-6800		0561-53-9488		1		hoken@city.owariasahi.lg.jp		0		1				1		0		3		4		676		655		1		0		1		6		1		7		742		722		1		0		1		6		1		7		742		723		1		0		2		11		3		0		734		706		1		0		2		11		3		0		734		705		637		64		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健師との個別相談時に質問があったり必要と判断される時に話す ホケンシ コベツ ソウダン ジ シツモン ヒツヨウ ハンダン トキ ハナ		0		0				0				1		0				0				0		1		９月・１０月に児相のアンケートをする予定で、その中に乳幼児揺さぶられ症候群についての項目がある。１１月以降も啓発していく予定 ガツ ガツ ジ ソウ ヨテイ ナカ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン コウモク ガツ イコウ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		療育支援事業で各機関で児を見て、健診の結果やフォローアップした結果を伝え、児の対応方法を検討する。小学校入学前のこともあれば、入学後のこともある。 リョウイク シエン ジギョウ カクキカン ジ ミ ケンシン ケッカ ケッカ ツタ ジ タイオウ ホウホウ ケントウ ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウガクゴ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤に限らず、新人職員を対象として確保している。（医師、歯科医師は除く） ジョウキン ヒジョウキン カギ シンジン ショクイン タイショウ カクホ イシ シカ イシ ノゾ

		858		997		愛知県		飛島村		民生部保健福祉課 ミンセイ ブ ホケン フクシカ		野口明美 ノグチ アケミ		0567-52-1001		0567-52-1009		1		tb-hoken@vill.tobishima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		31		30		1		0		1		6		1		7		40		38		1		0		1		6		1		7		40		38		1		0		3		1		3		2		46		45		1		0		3		1		3		2		46		45		43		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		評価するには人数が少ない。個々で対応している。 ヒョウカ ニンズウ スク ココ タイオウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0				1		健診時ではないが、離乳食講習会で心理士の発達講話を行っている。 ケンシン ジ リニュウ ショク コウシュウ カイ シンリシ ハッタツ コウワ オコナ		0		0				0				1		0				1		パパママ教室等で、啓発DVDを流している。 キョウシツ トウ ケイハツ ナガ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		県主催の研修等に参加 ケン シュサイ ケンシュウトウ サンカ		0				0				0		0										1

		859		979		愛知県		高浜市		福祉部保健福祉グループ フクシ ブ ホケン フクシ		伊藤 イトウ		0566-52-9871		0566-52-7918		1		hoken@city.takahama.lg.jp		0		1				1		0		3		11		446		440		1		0		1		6		1		11		495		482		1		0		1		6		1		11		495		482		1		0		3		0		3		11		488		485		1		0		3		0		3		11		488		484		480		36		1		0		0		0				1		評価時期は妊娠届出時及び必要時。県作成の妊娠届出時リスクアンケートと個別面談の結果からカンファレンスを行い、個別支援の方向性を検討している ヒョウカ ジキ ニンシン トドケデ ジ オヨ ヒツヨウジ ケン サクセイ ニンシン トドケデ ジ コベツ メンダン ケッカ オコナ コベツ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0				0				0		1		集団指導の機会は設けていないが、個別対応の中で必要時説明することはある シュウダン シドウ キカイ モウ コベツ タイオウ ナカ ヒツヨウジ セツメイ		1		健診事後教室等で参加者は専門職（主にST）と面談しているが、その結果を踏まえて評価している。 ケンシン ジゴ キョウシツトウ サンカシャ センモン ショク オモ メンダン ケッカ フ ヒョウカ		0		0				1		母子健康手帳交付時のプレママ教室（初妊婦対象）や妊娠期の教室のままプチサロン、パパママ教室、４か月児健診時のパパ向け教室で実施している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ キョウシツ ショ ニンプ タイショウ ニンシン キ キョウシツ キョウシツ ゲツ ジ ケンシン ジ ム キョウシツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密者の健診結果を健診医へ報告 ヨウ セイミツ モノ ケンシン ケッカ ケンシン イ ホウコク		0				1		0				1		５歳児健診（幼保、学校、療育機関と連携）につなげたり、個別対応として園訪問等を行っている サイジ ケンシン ヨウ ホ ガッコウ リョウイク キカン レンケイ コベツ タイオウ エン ホウモン トウ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		年１回各健診の担当者より、健診の実施や面談等のポイントなどを確認している。また不定期だがCpやSTによる研修を行っている。 ネン カイ カク ケンシン タントウシャ ケンシン ジッシ メンダン トウ カクニン フテイキ ケンシュウ オコナ		1		必要時上記研修に一緒に参加したり、別機会に行う場合もある。 ヒツヨウジ ジョウキ ケンシュウ イッショ サンカ ベツ キカイ オコナ バアイ		0				0		0														1

		860		966		愛知県		西尾市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		堀　晴美 ホリ ハルミ		0563-57-0661		0563-54-7866		1		hokens@city.nishio.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1469		1448		1		0		1		7		1		8		1564		1527		1		0		1		7		1		8		1564		1526		1		0		3		3		3		4		1635		1597		1		0		3		3		3		4		1635		1597		1430		259		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		口腔内が清潔でない、生活習慣が悪い場合など次回の健診で確認する体制がある。う蝕経験者率等の数値で評価する。 コウクウ ナイ セイケツ セイカツ シュウカン ワル バアイ ジカイ ケンシン カクニン タイセイ ショク ケイケンシャ リツ トウ スウチ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４か月健診の集団指導において実施 ゲツ ケンシン シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にチラシを配布し指導、パパママ教室の講義 アカ ホウモン ジ ハイフ シドウ キョウシツ コウギ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		各種研修会、学会等への参加 カクシュ ケンシュウカイ ガッカイトウ サンカ		0				0				0		0								1

		1146		1042		滋賀県		甲賀市		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		齊藤　薫 サイトウ カオル		0748-65-0703		0748-63-4591		1		koka10258000@city.koka.lg.jp		0		1		1		1		0		3		5		730		717		1		0		1		7		2		0		724		699		1		0		1		7		2		0		724		696		1		0		3		6		4		0		737		689		1		0		3		6		4		0		737		688		711		30		1		0		0		0				1		母子手帳発行時の面接やアンケート内容を月１回担当者が確認し、支援が必要な方には妊娠中に訪問や電話を行っている ボシ テチョウ ハッコウ ジ メンセツ ナイヨウ ツキ カイ タントウシャ カクニン シエン ヒツヨウ カタ ニンシンチュウ ホウモン デンワ オコナ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ベビーママ教室 キョウシツ		0		0				1		すこやか相談、訪問対応　 ソウダン ホウモン タイオウ		0		0				1		新生児訪問、ベビーママ教室 シンセイジ ホウモン キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンス ケンシン ゴ		0		0				1		就学指導委員会、親子教室、療育 シュウガク シドウ イインカイ オヤコ キョウシツ リョウイク		0		0		0				0				0		0		1		0				1		検査観察項目の研修 ケンサ カンサツ コウモク ケンシュウ		0				0				0		0														1

		861		1003		愛知県		幸田町		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		成田裕香 ナリタ ユカ		0564-62-8158		0564-62-8217		1		kenko@town.kota.lg.jp		0		1				1		1		4		5		461		461		1		0		1		6		1		11		465		454		1		0		1		6		1		11		465		454		1		0		3		0		3		11		480		479		1		0		3		0		3		11		479		478		413		31		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		マニュアル集計や事業のまとめを参考にどのような傾向にあるか確認し、集団の説明等で保護者に伝えるようにしている シュウケイ ジギョウ サンコウ ケイコウ カクニン シュウダン セツメイトウ ホゴシャ ツタ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う蝕のﾘｽｸとなる生活習慣や生活リズム ショク セイカツ シュウカン セイカツ		0		0		0		1		0				0				0		1		４か月児健診、１歳６か月児健診の集団の話で伝えているが、３歳児健診では集団の話をしていないため行っていない。 ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン シュウダン ハナシ ツタ サイジ ケンシン シュウダン ハナシ オコナ		0				0		1		健診や相談時に把握した場合は、その後のカンファレンスで情報の共有や今後の支援について話し合いを行っている。 ケンシン ソウダン ジ ハアク バアイ ゴ ジョウホウ キョウユウ コンゴ シエン ハナ ア オコナ		1		母子健康手帳交付時やマタニティ教室で説明やDVDの視聴を行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ キョウシツ セツメイ シチョウ オコナ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				1		保護者了承のもと、保育園等に訪問し、発達や集団への適応状況で確認している。園の職員、保護者、保健センター職員で情報共有し、保健センターで定期的にケース検討会で実施している。 ホゴシャ リョウショウ ホイクエン トウ ホウモン ハッタツ シュウダン テキオウ ジョウキョウ カクニン エン ショクイン ホゴシャ ホケン ショクイン ジョウホウ キョウユウ ホケン テイキテキ ケントウ カイ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修についての意見を出して、管内で研修の開催。（視覚、聴覚検査の意義、実施方法について。非常勤従事者も参加）定期的に行っているわけではない。 ケンシュウ イケン ダ カンナイ ケンシュウ カイサイ シカク チョウカク ケンサ イギ ジッシ ホウホウ ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ テイキテキ イ						1				1		1

		862		1004		愛知県		設楽町		したら保健福祉センター ホケン フクシ		秦野知子 ハタノ トモコ		0536-62-0901		0536-62-0902		1		hoken@town.shitara.lg.jp		0		1				1		0		3		6		14		14		1		0		1		6		2		0		24		25		1		0		1		6		2		0		24		25		1		0		3		2		3		4		17		17		1		0		3		2		3		4		17		17		14		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		幼児のう蝕り患率が高いため乳児期からの指導として７・８か月時に集団指導を実施することにした ヨウジ ショク カン リツ タカ ニュウジキ シドウ ゲツ ジ シュウダン シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		妊産婦教室にて、DVD視聴、説明 ニンサンプ キョウシツ シチョウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		母子連絡票 ボシ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		863		967		愛知県		蒲郡市		市民福祉部健康推進課（蒲郡市保健センター） シミン フクシ ブ ケンコウ スイシンカ ガマゴオリ シ ホケン		岡本桂子 オカモト ケイコ		0533-67-1151		0533-67-9101		1		hoken@city.gamagori.lg.jp		0		1				1		0		4		5		572		566		1		0		1		8		2		0		594		585		1		0		1		8		2		0		594		585		1		0		3		2		4		0		641		636		1		0		3		2		4		0		641		636		611		14		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		育児能力 イクジ ノウリョク		0		1		0		0		0				0				1		0				1		新版K式発達検査 シンパン シキ ハッタツ ケンサ		0		0				1		母子健康手帳交付時にチラシ配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		他機関実施の研修に参加 タ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ						1		1

		865		1073		京都府		和束町		福祉課 フクシカ		磯部 イソベ		0774-78-3001		0774-78-2799		1		fukushi@town.wazuka.lg.jp		0		2				1		0		3		4		15		10		1		0		1		6		1		10		18		17		1		0		1		6		1		10		18		17		1		0		3		5		3		9		25		24		1		0		3		5		3		9		25		24		16		*		1		0		0		0				0				0		1		対象者が少ないので、その都度ミーティングにて評価している タイショウシャ スク ツド ヒョウカ		1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		経年データから事業計画を検討している ケイネン ジギョウ ケイカク ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				1		ミーティングにて		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		対象者が少ないので定期的に設けていないがその都度ミーティングにて評価している タイショウシャ スク テイキテキ モウ ツド ヒョウカ		1		保育園や保健所等と連携。周学に当たっての評価等も実施 ホイクエン ホケンジョ トウ レンケイ シュウ ガク ア ヒョウカ トウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健師を対象に確保している ホケンシ タイショウ カクホ						1		1				1

		866		1055		京都府		舞鶴市		保健センター ホケン		小林久美子 コバヤシ クミコ		0773-65-0065		0773-62-0551		1		kenzo@post.city.maizuru.kyoto.jp		0		1				1		0		3		4		728		692		1		0		1		6		1		7		727		698		1		0		1		6		1		7		727		702		1		0		3		6		3		7		747		705		1		0		3		6		3		7		747		706		757		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		３か月健診で１さいころに到達するまでの発達過程をのせた冊子を使用して説明している ゲツ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ サッシ シヨウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		京都府の研修。京都府市町村保健師協議会の研修 キョウトフ ケンシュウ キョウトフ シチョウソン ホケンシ キョウギカイ ケンシュウ		0				0				0		0										1

		867		1054		京都府		福知山市		福祉保健部健康推進室 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン シツ		永田安寿砂 ナガタ ヤスシ コトブキ スナ		0773-23-2788		0773-23-5998		1		kensui@city.fukuchiyama.lg.jp		0		1				1		0		4		4		718		700		1		0		1		6		1		7		774		739		1		0		1		6		1		7		774		742		1		0		3		5		3		6		810		766		1		0		3		5		3		6		810		767		810		34		1		0		0		0				1		・母子連携会議（市・医療機関）にて、特定妊婦の個別支援について検討。・ハイリスク妊婦に対し訪問実施数を統計処理している ボシ レンケイ カイギ シ イリョウ キカン トクテイ ニンプ コベツ シエン ケントウ ニンプ タイ ホウモン ジッシ スウ トウケイ ショリ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕保有率等をリーフレットにのせ、意識づけを図っている。 ショク ホユウ リツ トウ イシキ ハカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診時に資料を用いて説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シリョウ モチ セツメイ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンス、地区担当保健師フォロー後に必要時他課とも情報共有している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ チク タントウ ホケンシ ゴ ヒツヨウジ タ カ ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		資料を貼り啓発している。 シリョウ ハ ケイハツ		0		0				1		医師の判定、視力検査、尿検査、精神発達面確認事項 イシ ハンテイ シリョク ケンサ ニョウケンサ セイシン ハッタツ メン カクニン ジコウ		0				0				0				0		0				1		健診後のカンファレンスを実施 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		年中児サポート事業の実施 ネン ジ ジギョウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		保健所が実施する研修会 ホケンジョ ジッシ ケンシュウカイ		0				0		0								1		1		1		1

		868		1114		大阪府		太子町		健康推進グループ ケンコウ スイシン		吉川 キッカワ		0721-98-5520		0721-98-3600		1		hokensenta@town.taishi.osaka.jp		0		1				1		0		4		8		98		96		1		0		1		6		1		11		98		97		1		0		1		6		1		11		98		97		1		0		3		6		3		11		106		96		1		0		3		6		3		11		106		96		103		4		1		0		0		0				0				0		1		地区担当保健師が対応しており、月１回の課内ケース会議にて現状報告や対応の検討などを行っているため チク タントウ ホケンシ タイオウ ツキ カイ カナイ カイギ ゲンジョウ ホウコク タイオウ ケントウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				0		1		事業報告を毎年健康づくり推進会議にて評価し、次年度の計画を出している ジギョウ ホウコク マイネン ケンコウ スイシン カイギ ヒョウカ ジネンド ケイカク ダ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		1		食育計画を現在作成中であり今後は保育所や幼稚園、学校等連携していく予定である ショク イク ケイカク ゲンザイ サクセイチュウ コンゴ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウトウ レンケイ ヨテイ		1		４か月児健診にて発達段階について集団で説明している ゲツ ジ ケンシン ハッタツ ダンカイ シュウダン セツメイ		0		0				1		定められた評価マニュアル等はないが、保健師や心理士等ｽﾀｯﾌ間でカンファレンスを行い評価している サダ ヒョウカ トウ ホケン シ シンリシ トウ カン オコナ ヒョウカ		0		0				1		両親教室にてDVDを視聴した後保健師が集団指導の中で行っている リョウシン キョウシツ シチョウ アト ホケン シ シュウダン シドウ ナカ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		フォロー教室参加児等親の同意の上で関係機関に情報提供し連携している。 キョウシツ サンカ ジ トウ オヤ ドウイ ウエ カンケイ キカン ジョウホウ テイキョウ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		大阪府実施・研修等 オオサカ フ ジッシ ケンシュウ トウ		0				0				0		0														1

		869		1105		大阪府		大阪狭山市		保健福祉部健康推進グループ ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン		内田明日香 ウチダ アスカ		072-367-1300		072-367-1359		1		kenko@city.osakasayama.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		465		451		1		0		1		6		1		7		450		447		1		0		1		6		1		7		450		448		1		0		3		5		3		6		499		480		1		0		3		5		3		6		499		479		448		19		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科保健推進協議会にて評価、検討している シカ ホケン スイシン キョウギカイ ヒョウカ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		育児教室などで発達過程について指導している イクジ キョウシツ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				1		親子教室などの最終回でアンケートを実施し評価している。 オヤコ キョウシツ サイシュウカイ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		妊娠期より、ママパパ教室等で啓発している ニンシン キ キョウシツトウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		大阪府などが主催する研修に参加 オオサカフ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1

		870		1094		大阪府		和泉市		生きがい健康部健康づくり推進室健康増進担当 イ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン シツ ケンコウ ゾウシン タントウ		出口加奈 デグチ カナ		0725-57-6620		0725-57-6623		1		zousin@city.osaka-izumi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1459		1386		1		0		1		6		1		8		1679		1603		1		0		1		6		1		8		1679		1599		1		0		3		6		3		8		1853		1628		1		0		3		6		3		8		1853		1622		1444		127		1		0		0		0				1		定期的に集計など統計処理を行っている テイキテキ シュウケイ トウケイ ショリ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		今後、集団指導やリーフレットの内容に反映していく予定 コンゴ シュウダン シドウ ナイヨウ ハンエイ ヨテイ		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４か月児健診では全員、１歳６か月児健診や３歳６か月児健診では必要時対象者にリーフレット配布 ゲツ ジ ケンシン ゼンイン サイ ゲツ ジ ケンシン サイ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウジ タイショウシャ ハイフ		0		0				0				0		1		定期的なｹｰｽ検討や会議等で共有し、要因等の評価を行う テイキテキ ケントウ カイギトウ キョウユウ ヨウイントウ ヒョウカ オコナ		1		母子手帳交付時、妊婦教室、乳児訪問時 ボシ テチョウ コウフ ジ ニンプ キョウシツ ニュウジ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				0		1		紹介状の結果を全数把握、医師に紹介状の結果をフィードバックする ショウカイジョウ ケッカ ゼンスウ ハアク イシ ショウカイジョウ ケッカ		1		健診後の発達支援における有効性など検討 ケンシン ゴ ハッタツ シエン ユウコウセイ ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関、保育所、幼稚園、学校等各関係機関と個別評価は実施 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウトウ カクカンケイ キカン コベツ ヒョウカ ジッシ		1		受診票の記載や電話等での連絡など ジュシン ヒョウ キサイ デンワ トウ レンラク		0		0		0		0				0				1		年１回母子保健事業従事者研修会を実施 ネン カイ ボシ ホケン ジギョウ ジュウジシャ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0										1

		871		1129		兵庫県		川西市		健康福祉部健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ シツ		池田真由美 イケダ マユミ		072-758-4721		*		1		kawa0032@city.kawanishi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		1135		1102		1		0		1		6		1		8		1216		1162		1		0		1		6		1		8		1216		1161		1		0		3		1		3		11		1323		1278		1		0		3		1		3		11		1323		1276		1189		84		1		0		0		0				1		市母子保健部門と子育て支援部門と月１回会議開催 シ ボシ ホケン ブモン コソダ シエン ブモン ツキ カイ カイギ カイサイ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		指導要リーフレットの作成に反映させたり、新規事業の企画立案の参考とする シドウ ヨウ サクセイ ハンエイ シンキ ジギョウ キカク リツアン サンコウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携し、月例会や年度ごとに事業の反省、見直しの意見交換は行っているが数値的には目標値の設定や評価はしていない。 タ キカン レンケイ ゲツレイ カイ ネンド ジギョウ ハンセイ ミナオ イケン コウカン オコナ スウチテキ モクヒョウ アタイ セッテイ ヒョウカ		1		４か月児健診集団指導において、１歳児頃に到達する発達過程を説明 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達過程やフォロー基準などについて、健診終了後の時間を利用して研修を実施 ハッタツ カテイ キジュン ケンシン シュウリョウゴ ジカン リヨウ ケンシュウ ジッシ		1		発達過程やフォロー基準などについて、健診終了後の時間を利用して研修を実施 ハッタツ カテイ キジュン ケンシン シュウリョウゴ ジカン リヨウ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		872		1736		政令市 セイレイシ		神戸市		こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子保健係 カテイ キョク キカク イクセイ ブ カテイ シエン カ ボシ ホケン カカリ		西村恵実 ニシムラ ケイ ミノル		078-322-6540		078-322-6119		1		ks_boshihoken@office.city.kobe.lg.jp		1		1				1		0		4		4		12315		12112		1		0		1		6		1		11		12452		12154		1		0		1		6		1		11		12452		12151		1		0		3		0		3		11		12822		12358		1		0		3		0		3		11		12822		12338		12797		296		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		むし歯予防教室で乳幼児対象の健康教育に反映させている。 バ ヨボウ キョウシツ ニュウヨウジ タイショウ ケンコウ キョウイク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		受診者全員ではないが、発達に問題があったり、育児不安がある親に対して保健師が個別相談により発達過程を説明している ジュシン シャ ゼンイン ハッタツ モンダイ イクジ フアン オヤ タイ ホケン シ コベツ ソウダン ハッタツ カテイ セツメイ		0				1		0				1		市発行の子育て情報誌（すくすくハンドブック）掲載による啓発を行っている シ ハッコウ コソダ ジョウホウシ ケイサイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診実施後、医療機関から区に受診票を送付する。判定が「要継続観察（区役所）のケースがあれば区が対応する ケンシン ジッシ ゴ イリョウ キカン ク ジュシン ヒョウ ソウフ ハンテイ ヨウ ケイゾク カンサツ ク ヤクショ ク タイオウ		0		0		0		0				1		健診従事者である常勤保健師に年１回以上研修を実施 ケンシン ジュウジシャ ジョウキン ホケンシ ネン カイイジョウ ケンシュウ ジッシ		1		非常勤保健師、助産師、臨床心理士に年１回以上研修を実施 ヒジョウキン ホケンシ ジョサンシ リンショウ シンリシ ネン カイ イジョウ ケンシュウ ジッシ		0				0		1		非常勤医師向けの研修は市医師会主催の研修会に行政も協力して実施している ヒジョウキン イシ ム ケンシュウ シ イシカイ シュサイ ケンシュウカイ ギョウセイ キョウリョク ジッシ						1		1

		873		1150		兵庫県		上郡町		健康福祉課保健センター ケンコウ フクシカ ホケン		長井杏紗 ナガイ アン シャ		0791-52-2188		0791-52-5060		2		azusa_nagai@town.kamigori.lg.jp

Sasaki Kemal: 12月1日からアドレス変更		

Sasaki Kemal: 0：不要、1：実施
*：無記入、1件避難中		

Sasaki Kemal: 1：Gmail可、2：Gmailは不可
9：送信不能（二次対象外）、*：無記入、1件避難中		

Sasaki Kemal: 1：送信エラー		0		1				1		0		3		4		88		83		1		0		1		6		1		8		101		100		1		0		1		6		1		8		101		99		1		0		3		5		3		7		98		91		1		0		3		5		3		7		98		88		74		5		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問、健診時にチラシ配布、必要時説明指導 シンセイジ ホウモン ケンシン ジ ハイフ ヒツヨウジ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		育てにくさ、困り感スクリー二ング実施。５歳児発達相談で活用、保護者支援は実施 ソダ コマ カン ニ ジッシ サイジ ハッタツ ソウダン カツヨウ ホゴシャ シエン ジッシ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達障害支援連絡会の開催 ハッタツ ショウガイ シエン レンラクカイ カイサイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		874		1120		兵庫県		伊丹市		健康福祉部保健医療推進室健康政策課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ スイシンシツ ケンコウ セイサク カ		安岡美奈、二條久美 ヤス オカ ミナ ニ ジョウ クミ		072-784-8034		072-784-8139		1		kenkoseisaku@city.itami.lg.jp		0		1				1		0		4		6		1820		1761		1		0		1		6		1		11		1880		1857		1		0		1		6		1		11		1880		1857		1		0		3		2		3		11		1849		1858		1		0		3		2		3		11		1849		1858		1886		249		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		委託契約をしている市医師会に乳幼児健診出務医師に対する研修会の実施を委託している イタク ケイヤク シ イシカイ ニュウヨウジ ケンシン シュツ ム イシ タイ ケンシュウカイ ジッシ イタク

		875		1118		兵庫県		洲本市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		山尾純子 ヤマオ ジュンコ		0799-22-3337		0799-24-2210		2		Junko.Yamao@city.sumoto.lg.jp		0		2				1		0		3		4		306		302		1		0		1		7		1		8		314		298		1		0		1		7		1		8		314		298		1		0		3		2		3		3		341		321		1		0		3		2		3		3		341		321		275		52		1		0		0		0				1		１２月頃事業評価を実施しており、ハイリスク妊婦に対する支援について、妊婦の反応などから支援結果を評価している ガツ ゴロ ジギョウ ヒョウカ ジッシ ニンプ タイ シエン ニンプ ハンノウ シエン ケッカ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		1		家庭児童相談室への情報提供 カテイ ジドウ ソウダンシツ ジョウホウ テイキョウ		1		乳児期の食習慣が１歳６か月３歳のう蝕に影響しているため、情報提供の時期を変え、新たにリーフレットを作成 ニュウジキ ショクシュウカン サイ ゲツ サイ ショク エイキョウ ジョウホウ テイキョウ ジキ カ アラ サクセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣 ショクシュウカン		0		0		0		1		0				1		４か月児健診、７か月児相談、１０か月児健診で次回健診・相談までの社会性を含めた発達過程の見通しを対象児に合わせて個別に伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン ジカイ ケンシン ソウダン シャカイセイ フク ハッタツ カテイ ミトオ タイショウ ジ ア コベツ ツタ		0		0				1		事業評価を通じて保護者の困り感、子ども発達に対する理解、子どもへの関わりの変化などから支援の評価をしている。 ジギョウ ヒョウカ ツウ ホゴシャ コマ カン コ ハッタツ タイ リカイ コ カカ ヘンカ シエン ヒョウカ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		876		1166		奈良県		平群町		健康保険課母子保健係 ケンコウ ホケンカ ボシ ホケン カカリ		北里嘉須美 キタザト カ ス ビ		0745-45-8600		0745-45-8611		1		kenkouho@town.heguri.nara.jp		0		1				1		0		3		5		78		78		1		0		1		6		1		8		110		104		1		0		1		6		1		8		110		104		1		0		3		6		3		8		131		121		1		0		3		6		3		8		131		121		94		7		1		0		0		0				1		訪問あるいは電話連絡を最低３か月に１度は行っている ホウモン デンワ レンラク サイテイ ゲツ ド オコナ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		食育計画を現在作成中であり今後は保育所や幼稚園、学校等連携していく予定である ショク イク ケイカク ゲンザイ サクセイチュウ コンゴ ホイク ジョ ヨウチエン ガッコウトウ レンケイ ヨテイ		0				0		1		赤ちゃん訪問や、健診時に母子手帳の発育曲線にある発達と個々に説明している アカ ホウモン ケンシン トキ ボシ テチョウ ハツイク キョクセン ハッタツ ココ セツメイ		0				1		0				0				0		1		揺さぶられ症候群は赤ちゃん訪問時、口頭で説明。SIDSはチラシを渡し説明している。 ユ ショウコウグン アカ ホウモン ジ コウトウ セツメイ ワタ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		定期的な発達相談（検査）を行い、所属施設と連携を取り就学につなげている。 テイキテキ ハッタツ ソウダン ケンサ オコナ ショゾク シセツ レンケイ ト シュウガク		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0						1

		877		1200		和歌山県		紀美野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		髙田智子 タカダ トモコ		073-489-9960		073-489-6655		2		takada-t@town.kimino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		38		37		1		0		1		7		1		9		32		33		1		0		1		7		1		9		32		33		1		0		3		6		3		9		31		32		1		0		3		6		3		9		31		32		34		1		1		0		0		0				1		個々のケースについて心身の状況を訪問等で把握し、支援等の評価を行い、次の支援等の検討、計画を行っている ココ シンシン ジョウキョウ ホウモントウ ハアク シエントウ ヒョウカ オコナ ツギ シエントウ ケントウ ケイカク オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		早急に関わるものでコア会議を行い対応を検討する ソウキュウ カカ カイギ オコナ タイオウ ケントウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診や相談ごとにパンフレットを用いて、子どもの少し先の社会性の発達過程について個別に説明指導を行っている ケンシン ソウダン モチ コ スコ サキ シャカイセイ ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				0		1		育てにくさを感じる親に対して、親の気持ちに寄り添いながら必要な事業（親子教室、トリプルP、発達相談、訪問指導、遊びの教室等）や人（地区担当保健師、子育て支援センター保育士等）等につなげるようにしている。個々のケースについて評価を行い次の支援を計画している。（「している」として良いか判断に迷ったため「その他」に入れた ソダ カン オヤ タイ オヤ キモ ヨ ソ ヒツヨウ ジギョウ オヤコ キョウシツ ハッタツ ソウダン ホウモン シドウ アソ キョウシツ トウ ヒト チク タントウ ホケンシ コソダ シエン ホイクシ トウ トウ ココ ヒョウカ オコナ ツギ シエン ケイ ガ ヨ ハンダン マヨ タ イ		1		妊娠届や赤ちゃん訪問時等に、パンフレットを用いて個別に説明指導を行っている ニンシン トドケ アカ ホウモン ジ トウ モチ コベツ セツメイ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		個々のケースについて、フォローアップした結果を、こども園や保育所、療育機関と連携し、発達相談や支援アドバイザー事業で評価し、次の支援につなげている。また、小学校入学後に、それまで関わった保育士や担当保健師、教育委員会職員が学校を訪問し様子を把握している。さらに毎月行っているはぐくみ会（乳幼児が保育所、小学校、中学校への途切れない支援を継続するため毎月１階支援者による会議を行っている）で支援全体の評価を行っている。※「している」にしてよいか判断に迷ったため「その他」に記入した。 ココ ケッカ エン ホイク ジョ リョウイク キカン レンケイ ハッタツ ソウダン シエン ジギョウ ヒョウカ ツギ シエン ショウガッコウ ニュウガクゴ カカ ホイクシ タントウ ホケンシ キョウイク イインカイ ショクイン ガッコウ ホウモン ヨウス ハアク マイツキ オコナ カイ ニュウヨウジ ホイク ショ ショウガッコウ チュウガッコウ トギ シエン ケイゾク マイツキ カイ シエンシャ カイギ オコナ シエン ゼンタイ ヒョウカ オコナ ハンダン マヨ タ キニュウ		0				0		0		1		0				1		子どもの発達や子育て、社会資源等に関する研修会に参加している コ ハッタツ コソダ シャカイ シゲン トウ カン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		878		1239		鳥取県		江府町		福祉保健課 フクシ ホケンカ		宮脇圭子 ミヤワキ ケイコ		0859-75-6111		0859-75-6161		1		k_kenko@town-kofu.jp		0		1				1		0		3		5		23		22		1		0		1		6		1		8		14		14		1		0		1		6		1		8		14		14		1		0		3		0		3		4		12		12		*		*		3		0		3		4		12		12		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		879		1245		島根県		安来市		子ども未来課 コ ミライ カ		立賀香織 タ ガ カオリ		0854-23-3222		0854-23-3209		2		kaori.tachiga@city.yasugi.shimane.jp		0		1				1		0		4		6		253		249		1		0		1		6		1		7		283		267		1		0		1		6		1		7		283		267		1		0		3		2		3		3		276		268		1		0		3		2		3		3		276		268		288		38		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科教室（保育所・幼稚園・小学校）での指導内容に入れる シカ キョウシツ ホイク ジョ ヨウチエン ショウガッコウ シドウ ナイヨウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を中心とした生活リズム、おやつのとり方等 ショクセイカツ チュウシン セイカツ カタ トウ		0		0		1		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診後のカンファレンスで実施 ニュウヨウジ ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		出生届時にリーフレット配布している。 シュッセイトドケ トキ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後、従事スタッフ全員（医師以外）参加でカンファレンスし、個別にフォローアップの必要性について検討している ニュウヨウジ ケンシン ゴ ジュウジ ゼンイン イシ イガイ サンカ コベツ ヒツヨウセイ ケントウ		0		0				1		発達クリニック、５歳児相談 ハッタツ サイジ ソウダン		0		0		0				1		生後１か月健診を委託。受診券へ診察結果を記入後、自課へ返送してもらう セイゴ ゲツ ケンシン イタク ジュシン ケン シンサツ ケッカ キニュウ ゴ ジ カ ヘンソウ		0		0		0		0				1		ｽﾀｯﾌ研修会年１回 ケンシュウカイ ネン カイ		1		ｽﾀｯﾌ研修会年１回 ケンシュウカイ ネン カイ		0				0		0								1						1

		880		1711		中核市 チュウカクシ		倉敷市		倉敷市保健所健康づくり課 クラシキシ ホケンジョ ケンコウ カ		小野、藤原 オノ フジワラ		086-434-9820		086-434-9805		1		hlthlt@city.kurashiki.okayama.jp		0		1				0		1		*		*		4543		4392		1		0		1		6		1		11		4547		4283		1		0		1		6		1		11		4547		4276		1		0		3		6		3		11		4755		4313		1		0		3		6		3		11		4755		4308		4577		176		1		0		0		0				1		母子健康手帳交付時のアセスメントにより、要フォローと判断した事例について台帳にて管理しており、フォローされたかどうかの確認を年１回（年度末）は定期的に、加えて随時確認している ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウ ハンダン ジレイ ダイチョウ カンリ カクニン ネン カイ ネンドマツ テイキテキ クワ ズイジ カクニン		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		アンケートやう蝕の状況等を分析し、活動計画や幼児健診等の指導時に活用している。 ショク ジョウキョウトウ ブンセキ カツドウ ケイカク ヨウジ ケンシン トウ シドウ ジ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		６か月児までを対象とした教室で、発達過程の説明、それをふまえた対応や事故防止などの健康教育を実施している８教室は、希望者が参加する者の為、全員に説明できているわけではない。）また、３～５か月児健診（医療機関実施）の受診票に、６か月児から１歳頃に到達する発達過程の問診を含んでいる ゲツ ジ タイショウ キョウシツ ハッタツ カテイ セツメイ タイオウ ジコ ボウシ ケンコウ キョウイク ジッシ キョウシツ キボウシャ サンカ モノ タメ ゼンイン セツメイ ゲツ ジ ケンシン イリョウ キカン ジッシ ジュシン ヒョウ ゲツ ジ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モンシン フク		0		0				0				1		0				1		妊婦とその配偶者を対象とするパパママセミナーでこの内容を含めた講話を行っている。また、母子健康手帳にこの内容の記事を入れており、必要に応じて妊婦面接でも説明している ニンプ ハイグウシャ タイショウ ナイヨウ フク コウワ オコナ ボシ ケンコウ テチョウ ナイヨウ キジ イ ヒツヨウ オウ ニンプ メンセツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		虐待や発達障がいのスクリーニング力アップや健診マニュアルの改訂に合わせた研修などその時の情勢に合った内容 ギャクタイ ハッタツ ショウ チカラ ケンシン カイテイ ア ケンシュウ トキ ジョウセイ ア ナイヨウ		1		非常勤の看護師、保健師、歯科衛生士と栄養士、心理相談員、職種別の研修と発達障がいに関することなど情勢に合った内容で、対象を変え数年のスパンで実施している ヒジョウキン カンゴシ ホケンシ シカ エイセイシ エイヨウシ シンリ ソウダンイン ショクシュベツ ケンシュウ ハッタツ ショウ カン ジョウセイ ア ナイヨウ タイショウ カ スウネン ジッシ		0				0		0								1

		881		1272		岡山県		和気町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		加藤智子 カトウ トモコ		0869-93-0531		0869-92-0667		1		kenko@town.wake.lg.jp		0		1				1		1		*		*		64		61		1		0		1		5		1		8		81		69		1		0		1		5		1		8		81		69		1		0		*		*		*		*		102		89		1		0		*		*		*		*		103		89		79		1		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容、方法を検討し、マンパワーの補充を行った シドウ ナイヨウ ホウホウ ケントウ ホジュウ オコナ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診で６か月児から１歳児頃に到達する発達過程を説明指導すること ゲツ ケンシン ゲツ ジ サイジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				1		健診後のカンファレンスを通して評価 ケンシン ゴ トオ ヒョウカ		0		0				1		問診時に確認、知識の普及 モンシン ジ カクニン チシキ フキュウ		0		0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0				0		0				1		健診後にカンファレンスを行い、評価の時期を決めている ケンシン ゴ オコナ ヒョウカ ジキ キ		0		0				1		園と直接連絡を取り合ったり、連絡会議を通じて評価を行っている エン チョクセツ レンラク ト ア レンラク カイギ ツウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の実施している研修会に参加 ケン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1				1		1

		882		1270		岡山県		美作市		保健福祉部健康づくり推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		貴島みどり キジマ		0868-75-3911		0868-72-7702		1		kenko@city.mimasaka.la.jp		0		2				1		1		3		5		167		147		1		0		1		6		1		7		174		159		1		0		1		6		1		7		174		159		1		0		3		0		3		1		190		157		1		0		3		0		3		1		190		157		174		6		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		他機関と連携はしているが、評価ができている部分とそうでない部分がある。 タ キカン レンケイ ヒョウカ ブブン ブブン		1				0		0				1		「育児のおたずね」という様式を問診票として別に用意し、母親から情報を聞きとりカンファレンスで評価している イクジ ヨウシキ モンシン ヒョウ ベツ ヨウイ ハハオヤ ジョウホウ キ ヒョウカ		0		0				1		問診票の項目に新しく追加している モンシン ヒョウ コウモク アタラ ツイカ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後、要観察となった児について、担当保健師が集まり引き継ぎを行う中で、今後の方針について、確認・検討を行っている ケンシン ゴ ヨウ カンサツ ジ タントウ ホケンシ アツ ヒ ツ オコナ ナカ コンゴ ホウシン カクニン ケントウ オコナ		0		0				0				0		1		0				1		「ハイリスク妊産婦連絡票」を用い、医療機関と市町村間で情報共有・連携を行っている。 ニンサンプ レンラク ヒョウ モチ イリョウ キカン シチョウソン カン ジョウホウ キョウユウ レンケイ オコナ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		883		1264		岡山県		高梁市		健康福祉部健康づくり課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		高野由紀子 タカノ ユキコ		0866-21-0228		0866-21-0423		2		yukiko_takano@city.takahashi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		183		173		1		0		1		6		1		8		186		173		1		0		1		6		1		8		186		177		1		0		3		5		3		7		166		157		1		0		3		5		3		7		166		157		169		4		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診で次の段階の発達過程について説明している カク ケンシン ツギ ダンカイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		子育てに関するアンケートにて、３段階に分けて（支援、注意、指導）評価している コソダ カン ダン カイ ワ シエン チュウイ シドウ ヒョウカ		0		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育・保育園・幼稚園や学校と連携した評価をしている リョウイク ホイクエン ヨウチエン ガッコウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		母子保健指導研修 ボシ ホケン シドウ ケンシュウ		0				0				0		0				1										1

		884		1294		広島県		安芸高田市		福祉保健部保健医療課健康推進係 フクシ ホケン ブ ホケン イリョウ カ ケンコウ スイシン カカリ		谷口善恵 タニグチ ゼン メグミ		0826-42-5633		0826-47-1282		1		hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp		0		1				0		1		3		5		203		103		1		0		1		7		1		11		183		180		1		0		1		7		1		11		183		180		1		0		3		6		3		11		239		211		1		0		3		6		3		11		239		211		180		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		育児相談や１０か月児健診において説明している イクジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン セツメイ		0		0				1		継続相談および関係機関との連携により状況を確認している ケイゾク ソウダン カンケイ キカン レンケイ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		赤ちゃん訪問時や育児相談時において説明している アカ ホウモン ジ イクジ ソウダン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		885		1292		広島県		東広島市		子ども家庭課 コ カテイ カ		吉岡志保 ヨシオカ シホ		082-420-0407		082-424-1648		1		hgh200407@city.higashihiroshima.lg.jp		0		1				1		0		3		6		1747		1700		1		0		1		6		1		11		1842		1775		1		0		1		6		1		11		1842		1774		1		0		3		0		3		11		1846		1959		1		0		3		0		3		11		1846		1759		1815		68		0		0		0		1		母子健康手帳交付時に要支援者にはアセスメントを行っている ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウシエン シャ オコナ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に配布するパンフレットで啓発　状況により個別に指導・助言している カク ケンシン ジ ハイフ ケイハツ ジョウキョウ コベツ シドウ ジョゲン		0		0				0				0		1		健診後にミーティングを行っている ケンシン ゴ オコナ		1		妊娠期においてパパママ教室、母親学級で啓発・赤ちゃん訪問、３～４か月児健診で啓発 ニンシン キ キョウシツ ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ アカ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		886		1712		中核市 チュウカクシ		福山市 フクヤマシ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		石川清美 イシカワ キヨミ		084-928-3421		084-928-1143		1		kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp		0		1				0		1		4		4		4280		4023		1		0		1		6		1		11		4398		4165		1		0		1		6		1		11		4398		4162		1		0		3		0		3		11		4603		4348		1		0		3		0		3		11		4603		4348		4623		*		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		・こんにちは赤ちゃん訪問事業でリーフレットの配布、説明・両親学級で厚労省のDVDを用いて説明 アカ ホウモン ジギョウ ハイフ セツメイ リョウシン ガッキュウ コウロウショウ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		・紹介状及び指導票による医療機関との連携の仕組みがある・対応を急ぐ場合などは、随時電話で支援依頼をいただくよう医師会にお願いしている ショウカイジョウ オヨ シドウ ヒョウ イリョウ キカン レンケイ シク タイオウ イソ バアイ ズイジ デンワ シエン イライ イシ カイ ネガ		0		0		0		0				1		研修の復命や事業の説明などについて「保健活動の共有研修会（２か月に１度９」で随時行っている ケンシュウ フクメイ ジギョウ セツメイ ホケン カツドウ キョウユウ ケンシュウカイ ゲツ ド ズイジ オコナ		0				0				0		0

		887		1305		山口県		宇部市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		江本 エモト		0836-31-1777		0836-35-6533		1		hose@city.ube.yamaguchi.jp		0		1				0		1		3		4		1296		1293		1		1		1		6		1		11		1333		1268		1		0		1		6		1		11		1333		1293		1		1		3		6		3		11		1440		1261		1		0		3		6		3		11		1440		1339		1404		64		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子健康手帳への記載、妊婦教室の時にDVD視聴 ボシ ケンコウ テチョウ キサイ ニンプ キョウシツ トキ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健康診査と幼稚園、保育園と連携して実施 サイジ ケンコウ シンサ ヨウチエン ホイクエン レンケイ ジッシ		0		0		0				1		受診票に状況を記入、急ぎの場合は連絡票やりとりをする ジュシン ヒョウ ジョウキョウ キニュウ イソ バアイ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		888		1325		徳島県		小松島市		保健センター ホケン		幸田礼子 コウタ レイコ		0885-32-3551		0885-32-4145		1		hokencenter@city.komatsushima.tokushima.jp		0		1				1		0		3		4		242		227		1		0		1		6		1		6		279		271		1		0		1		6		1		6		279		271		1		0		3		5		3		5		284		276		1		0		3		5		3		5		284		276		251		7		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		毎年、健診のフォローアップ率や内容をまとめ、保健師、管理栄養士による評価をしている マイネン ケンシン リツ ナイヨウ ホケンシ カンリ エイヨウシ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の結果は身体的所見だけでなく育児上の問題も含めて、市町村に報告されるようになっており、保健師の指導の必要性についてもチェックする項目がある ニュウジ ケンシン ケッカ シンタイテキ ショケン イクジ ジョウ モンダイ フク シチョウソン ホウコク ホケンシ シドウ ヒツヨウセイ コウモク		0		0		0		0				1		健診に従事する保健師に対し言語聴覚士による口座を受ける機会を設けている ケンシン ジュウジ ホケンシ タイ ゲンゴ チョウカク シ コウザ ウ キカイ モウ		0				0				0		0										1

		889		1714		中核市 チュウカクシ		高松市		保健センター母子保健係 ホケン ボシ ホケン カカリ		*		087-839-2363		087-839-2363		1		hokencen@city.takamatsu.lg.jp		1		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		2		0		3969		3644		1		0		1		6		2		0		3969		3640		1		0		3		6		4		0		3869		3422		1		0		3		6		4		0		3869		3414		3866		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママ教室で厚労省作成のDVDを視聴している。４か月児相談で保健指導している キョウシツ コウロウショウ サクセイ シチョウ ゲツ ジ ソウダン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		890		1363		愛媛県		今治市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		渡邉恵子 ワタナベ ケイコ		0898-36-1533		0898-32-5511		1		kenkou@imabari-city.jp		0		1				0		1		3		6		1122		971		1		0		1		6		1		11		1178		1103		1		0		1		6		1		11		1178		1103		1		0		3		6		3		11		1302		1162		1		0		3		6		3		11		1302		1162		1110		26		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		1		事前に連絡ノートを回し、担当保健師以外でも配慮できるよう、スタッフ間の共有事項を記入している ジゼン レンラク マワ タントウ ホケンシ イガイ ハイリョ カン キョウユウ ジコウ キニュウ		0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		*		*		*		*				1		４か月児健康相談の際、これからの発育、発達の仕方、危険について。離乳食の開始や本の読み聞かせについて説明・指導している。 ゲツ ジ ケンコウ ソウダン サイ ハツイク ハッタツ シカタ キケン リニュウショク カイシ ホン ヨ キ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		訪問時の指導 ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		健診時の観察項目とチェックポイント ケンシン ジ カンサツ コウモク		1		母子保健の現状と保健指導（歯科衛生士） ボシ ホケン ゲンジョウ ホケン シドウ シカ エイセイシ		0				0		0

		891		1372		愛媛県		東温市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		廣田 ヒロタ		089-966-2191		289-966-5516		1		kenkosuishin@city.toon.ehime.jp		0		1				0		1		3		4		268		236		1		0		1		6		1		11		248		232		1		0		1		6		1		11		248		230		1		0		3		6		3		11		294		260		1		0		3		6		3		11		294		260		208		2		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕有病率などを把握することにより、次年度教室等の内容を見直して伊ry ショク ユウビョウリツ ハアク ジネンド キョウシツ トウ ナイヨウ ミナオ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		７か月児に対して育児教室を実施。 ゲツ ジ タイ イクジ キョウシツ ジッシ		0		0				1		発達や親の育児状況からフォローが必要だと感じた親子に対してフォロー教室に通ってもらっている ハッタツ オヤ イクジ ジョウキョウ ヒツヨウ カン オヤコ タイ キョウシツ カヨ		0		0				1		既存の資料を使って周知をしている。 キゾン シリョウ ツカ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ教室に通ってもらい教室後のカンファレンスで評価している キョウシツ カヨ キョウシツ ゴ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				1		支援の必要な方について、医療機関と連携している。 シエン ヒツヨウ カタ イリョウ キカン レンケイ		0		0		0		0				1		県主催の母子保健担当者研修会に出席している。 ケン シュサイ ボシ ホケン タントウ シャ ケンシュウカイ シュッセキ		0				0				0		0								1

		892		1370		愛媛県		四国中央市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		中曽千恵 ナカ ソ チエ		0896-28-6054		0896-28-6110		2		chie.n@city.shikokuchuo.ehime.jp		0		1				1		0		4		6		666		643		1		0		1		6		1		11		735		717		1		0		1		6		1		11		735		717		1		0		3		0		3		11		720		707		1		0		3		0		3		11		720		707		685		12		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団健診の最後に育児相談の場面を設けている。（全員）その際必要に応じて親御さんへ伝えている シュウダン ケンシン サイゴ イクジ ソウダン バメン モウ ゼンイン サイ ヒツヨウ オウ オヤゴ ツタ		0		0				1		健診後カンファレンスを行い、必要な機関につなげられるようにしている。実施し、問診や保健指導（育児相談）の内容を角保健師が報告している。その際「育てにくさを感じている親」との相談内容や今後の支援方針についてｽﾀｯﾌ間で検討される ケンシン ゴ オコナ ヒツヨウ キカン ジッシ モンシン ホケン シドウ イクジ ソウダン ナイヨウ カク ホケンシ ホウコク サイ ソダ カン オヤ ソウダン ナイヨウ コンゴ シエン ホウシン カン ケントウ		0		0				1		出生時にお渡しするリーフレットの中に記事がある。現在、厚労省DVDをどのように活用するか検討中 シュッセイ ジ ワタ ナカ キジ ゲンザイ コウロウショウ カツヨウ ケントウチュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にカンファレンスを行っている。フォローアップ教室後もカンファレンスを行っている ケンシン ゴ オコナ キョウシツ ゴ オコナ		0		0				1		ケース検討会 ケントウカイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		他機関が実施している研修会への参加 タ キカン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1										1

		893		1715		中核市 チュウカクシ		松山市		松山市保健所健康づくり推進課 マツヤマシ ホケン ジョ ケンコウ スイシン カ		守永恵 モリナガ メグミ		089-911-1813		089-925-0230		1		kenkou@city.matsuyama.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		4448		4247		1		1		1		6		1		11		4408		3999		1		0		1		6		1		11		4408		4213		1		0		3		0		3		11		4618		4137		1		0		3		0		3		11		4618		4133		4429		24		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		本市における乳幼児のう蝕り患率は年々減少しているため、事業計画の見直しは検討していない。 モト シ ニュウヨウジ ショク カン リツ ネンネン ゲンショウ ジギョウ ケイカク ミナオ ケントウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		今後検討予定 コンゴ ケントウ ヨテイ		0				1		0				1		「両親学級」等のテキストに掲載し、口頭で注意喚起を行う。「パパママ救命講座」（消防局と合同開催）で講話に盛り込む リョウシン ガッキュウ トウ ケイサイ コウトウ チュウイ カンキ オコナ キュウメイ コウザ ショウボウ キョク ゴウドウ カイサイ コウワ モ コ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		心理判定員による「発達の見方や精神発達等について」講演・言語聴覚士による「聴力検査や難聴児の療育について」講演 シンリ ハン テイイン ハッタツ ミカタ セイシン ハッタツ トウ コウエン ゲンゴ チョウカク シ チョウリョク ケンサ ナンチョウ ジ リョウイク コウエン		1		常勤従事者と同じ内容で実施している ジョウキン ジュウジシャ オナ ナイヨウ ジッシ		0				0		0

		894		1367		愛媛県		西条市		健康医療推進課 ケンコウ イリョウ スイシン カ		永井邦香 ナガイ クニ カオリ		0897-52-1215		0897-52-1293		1		kenkoiryo@saijo-city.jp		0		1				1		1		3		6		1700		1613		1		0		1		6		1		11		899		858		1		0		1		6		1		11		899		858		1		0		3		0		3		11		964		918		1		0		3		0		3		11		964		918		839		153		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１歳児相談や各乳幼児健診において集団健康教育やパンフレットにて説明している サイジ ソウダン カク ニュウヨウジ ケンシン シュウダン ケンコウ キョウイク セツメイ		0		0				1		個別支援について必要に応じてカンファレンス等で行っている コベツ シエン ヒツヨウ オウ トウ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児一般健康診査受診結果票にて保健師の訪問指導の必要性について連絡あり ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ヒョウ ホケンシ ホウモン シドウ ヒツヨウセイ レンラク		0		0		0		0				1		発達チェックや保健指導のあり方等について研修会を実施している ハッタツ ホケン シドウ カタ トウ ケンシュウカイ ジッシ		0				0				0		0

		895		1375		愛媛県		松前町		健康課保健センター ケンコウ カ ホケン		脇水素子 ワキ ミズ モトコ		089-985-4118		089-985-4158		1		731hoce@town.masaki.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		208		202		1		0		1		6		1		11		241		232		1		0		1		6		1		11		241		231		1		0		3		1		3		11		255		236		1		0		3		1		3		11		255		236		198		18		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		1		健診後のカンファレンスにてｽﾀｯﾌ間で共有し必要なケースについて上司や要保護児童対応の福祉課へ報告する ケンシン ゴ カン キョウユウ ヒツヨウ ジョウシ ヨウ ホゴ ジドウ タイオウ フクシカ ホウコク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		健診後カンファレンスにて、ｽﾀｯﾌ間で共有し、支援方針について確認、決定している ケンシン ゴ カン キョウユウ シエン ホウシン カクニン ケッテイ		0		0				1		出生届出時、予防接種手帳や受診券発行の際パンフレット及び面接による保健指導を保健師にて実施 シュッセイ トドケデ ジ ヨボウ セッシュ テチョウ ジュシン ケン ハッコウ サイ オヨ メンセツ ホケン シドウ ホケンシ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		特別支援教育の巡回相談にて町立保育所、幼稚園に通所している児について療育機関とも連携しながらフォローを行っている トクベツ シエン キョウイク ジュンカイ ソウダン チョウ リツ ホイク ジョ ヨウチエン ツウショ ジ リョウイク キカン レンケイ オコナ		0		0		0				1		返送される健診結果に診察医から保健師等の訪問指導の要否について記載する欄があり、必要なケースについて、連絡があり対応している。また、地元の医療機関からは電話での連絡もあり連携して対応している。 ヘンソウ ケンシン ケッカ シンサツ イ ホケンシ トウ ホウモン シドウ ヨウヒ キサイ ラン ヒツヨウ レンラク タイオウ ジモト イリョウ キカン デンワ レンラク レンケイ タイオウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		896		1384		高知県		南国市		保健福祉センター ホケン フクシ		山本由香 ヤマモト ユカ		088-863-7373		088-863-7908		1		n-hfc@city.nankoku.lg.jp		0		1				1		0		4		5		379		341		1		0		1		6		2		0		393		373		1		0		1		6		2		0		393		*		1		0		3		4		4		0		358		329		1		0		3		4		4		0		358		329		399		149		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		受診親子全員に個別相談を実施し、健診結果と合わせて保護者に伝えている ジュシン オヤコ ゼンイン コベツ ソウダン ジッシ ケンシン ケッカ ア ホゴシャ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診記録に連絡票の記載項目を設けている。また、医療機関側からの連絡もある場合あり ケンシン キロク レンラク ヒョウ キサイ コウモク モウ イリョウ キカン ガワ レンラク バアイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県主催などの研修機会に随時参加している ケン シュサイ ケンシュウ キカイ ズイジ サンカ		1

		897		1403		高知県		いの町		ほけん福祉課 フクシカ		廣瀬梨佐 ヒロセ ナシ サ		088-893-3811		088-893-1101		1		hokenhukushi@town.ino.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		130		99		1		0		1		6		1		11		125		125		1		0		1		6		1		11		125		125		1		0		3		5		3		11		130		133		1		0		3		5		3		11		130		133		126		4		1		0		0		0				0				0		1		個別支援については、定期的に情報共有及び支援の方向性を確認している。しかし評価指標は作っていない コベツ シエン テイキテキ ジョウホウ キョウユウ オヨ シエン ホウコウセイ カクニン ヒョウカ シヒョウ ツク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		う蝕以外で特に重点は決めていないが、上記選択肢の中でケースに応じて対応する ショク イガイ トク ジュウテン キ ジョウキ センタクシ ナカ オウ タイオウ		0		0		1		0		0				1		４か月健診で７か月～１歳頃に到達する発達過程を説明指導している ゲツ ケンシン ゲツ サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師と言語聴覚士とでケースの支援方法や方向性などを適宜確認・検討している ホケンシ ゲンゴ チョウカク シ シエン ホウホウ ホウコウセイ テキギ カクニン ケントウ		0		0				1		園訪問等でケースの情報共有を行い必要時関係機関につないでいる エン ホウモン トウ ジョウホウ キョウユウ オコナ ヒツヨウジ カンケイ キカン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		高知県主催の発達障害や問診のとり方等の研修会に参加している コウチケン シュサイ ハッタツ ショウガイ モンシン カタ トウ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		898		1417		福岡県		飯塚市		健康・スポーツ課保健センター係 ケンコウ カ ホケン カカリ		藤田奈緒 フジタ ナオ		0948-24-4002		0948-25-8994		1		kenkou-s@city.iizuka.lg.jp		0		1				1		0		4		7		1144		1119		1		0		1		6		1		11		1137		1060		1		0		1		6		1		11		1137		1059		*		*		3		0		3		11		1164		1059		*		*		3		0		3		11		1164		1059		1161		21		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診や運動教室で発達過程について指導している ニュウヨウジ ケンシン ウンドウ キョウシツ ハッタツ カテイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		発達検査等を行い就学指導委員会で検討している ハッタツ ケンサ トウ オコナ シュウガク シドウ イインカイ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1				1

		899		1425		福岡県		中間市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		近藤理恵子 コンドウ リエコ		093-246-1611		093-246-3024		1		hokencenter@city.nakama.lg.jp		0		1				1		0		4		6		271		260		1		0		1		6		1		11		291		268		1		0		1		6		1		11		295		272		1		0		3		0		3		11		333		305		1		0		3		0		3		11		334		306		296		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		保健指導の際に、次回健診までの発達の目安について話している ホケン シドウ サイ ジカイ ケンシン ハッタツ メヤス ハナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		1		常勤従事者については積極的に母子業務の研修に参加している ジョウキン ジュウジシャ セッキョクテキ ボシ ギョウム ケンシュウ サンカ

		900		1445		福岡県		新宮町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		宮内香菜・立山綾菜 ミヤウチ カオリ ナ タテヤマ アヤ ナ		092-962-5151		092-962-5333		1		kenko@town.shingu.fukuoka.jp		1		1				1		0		3		4		398		382		1		0		1		6		1		7		420		412		1		0		1		6		1		7		420		412		1		0		3		0		3		1		437		411		1		0		3		0		3		1		437		411		455		25		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて、今後の発達の見通しについて説明しています ヒツヨウ オウ コンゴ ハッタツ ミトオ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		受診者とのコミュニケーション方法、保健指導方法など年に１回テーマを定め研修会を行っています。 ジュシンシャ ホウホウ ホケン シドウ ホウホウ ネン カイ サダ ケンシュウカイ オコナ		0				0		0

		901		1501		長崎県		西海市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		蓮沼涼子 ハスヌマ リョウコ		0959-37-0029		0959-29-0050		1		kids@city.saikai.lg.jp		0		1				1		1		4		6		400		299		1		0		1		6		1		9		221		221		1		0		1		6		1		9		221		221		1		0		3		6		3		9		238		238		1		0		3		6		3		9		238		238		194		10		1		1		0		0				0				0		1		定期的に評価はしていないが、地区担当者が必要な時期に評価している。 テイキテキ ヒョウカ チク タントウ シャ ヒツヨウ ジキ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		複数項目該当するため選択できない フクスウ コウモク ガイトウ センタク		1		0		0		0		0				1		**		0		0				0				0		1		評価方法の指標を決めていないが、必要時相談支援事業や療育機関につなげる体制にしており、継続的な支援をしている。 ヒョウカ ホウホウ シヒョウ キ ヒツヨウジ ソウダン シエン ジギョウ リョウイク キカン タイセイ ケイゾクテキ シエン		1		母子保健推進員が乳児家庭全戸訪問事業で訪問したときにパンフレットを渡している。 ボシ ホケン スイシン イン ニュウジカテイゼンコホウモンジギョウ ホウモン ワタ		0		0				0				0				0				0				0		1		**		0				0		1		定期的に評価する機会は設けていないが、地区担当者がフォローアップ状況を管理、評価している。 テイキテキ ヒョウカ キカイ モウ チク タントウ シャ ジョウキョウ カンリ ヒョウカ		1				0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		902		1510		長崎県		佐々町		保険環境課健康相談センター ホケン カンキョウ カ ケンコウ ソウダン		松尾直美 マツオ ナオミ		0956-63-5800		0956-41-1051		1		kenkou@saza.nagasaki.jp		0		1				1		1		4		5		151		147		1		0		1		6		1		8		154		147		1		0		1		6		1		8		154		147		1		0		3		6		3		8		145		130		1		0		3		6		3		8		145		129		147		36		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ化物洗口等の実施について カ ブツ アラ クチ トウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		成長、発達の確認 セイチョウ ハッタツ カクニン		0		0		1		0		0				1		指導が必要な対象に対し、それぞれで必要な発達段階について指導している。 シドウ ヒツヨウ タイショウ タイ ヒツヨウ ハッタツ ダンカイ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問時にリーフレットを配布し、内容の説明を行っている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ ナイヨウ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		903		1509		長崎県		小値賀町		健康管理センター ケンコウ カンリ		彌富千賀子 ヒサシ トミ チカコ		0959-56-3763		0959-56-3916		1		kenkoukanrisenta@ojika.net		0		1				1		0		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		10		10		*		*		1		6		1		11		10		10		1		0		3		0		3		6		16		16		*		*		3		0		3		6		13		13		19		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科健診の結果を歯科教室に反映させるなど、取り組んでいる。 シカケンシン ケッカ シカ キョウシツ ハンエイ ト ク		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		毎回ではないが、必要に応じて指導している（初産婦など） マイカイ ヒツヨウ オウ シドウ ショサンプ		0				0		1		マニュアル化した評価はないが、その都度アセスメントを行い、評価している。 カ ヒョウカ ツド オコナ ヒョウカ		1		新生児訪問の際に口頭で説明している。 シンセイジ ホウモン サイ コウトウ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		母子保健推進員を対象として確保している。 ボシホケンスイシンイン タイショウ カクホ						1		1

		904		1507		長崎県		川棚町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		坂口友香里 サカグチ ユカリ		0956-82-5412		0956-82-3134		1		kenkou@town.kawatana.lg.jp		1		1				0		1		3		6		146		71		1		0		1		6		2		0		136		128		1		0		1		6		2		0		136		128		1		0		3		6		4		0		131		122		1		0		3		6		4		0		131		122		124		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		905		1558		大分県		日田市		福祉保健部健康保険課 フクシ ホケン ブ ケンコウ ホケン カ		武内 タケウチ		0973-24-3000		0973024-0321		1		kenkosien@city.hita.oita.jp		0		1				1		1		3		6		498		*		1		0		1		6		99		99		538		527		1		0		1		6		99		99		538		526		1		0		3		4		99		99		553		527		1		0		3		4		99		99		553		527		494		149		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0

		906		1741		政令市 セイレイシ		熊本市 クマモトシ		子ども支援課 コ シエン カ		木庭礼子 キ ニワ レイコ		096-328-2158		096-351-2183		1		kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp		0		1				0		1		3		4		7080		6866		1		0		1		6		1		11		7053		6846		1		0		1		6		1		1		7053		6844		1		0		3		6		3		11		7082		6824		1		0		3		6		3		11		7082		6820		7442		982		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		3歳児健診において、1歳6か月健診以降のフッ化物塗布継続率や仕上げ磨きの実施率等、データで成果を評価しているものの、すべて活用できている状況 サイジ ケンシン サイ ゲツ ケンシン イコウ カ ブツ トフ ケイゾク リツ シア ミガ ジッシ リツ トウ セイカ ヒョウカ カツヨウ ジョウキョウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児期に関しては、委託なので発達過程の説明指導はできていない。区役所で実施している育児相談の来所者に関しては個別の指導は行っている。幼児健診に関しては、個別指導の際にその後の見通しについて指導を行っている。 ニュウジキ カン イタク ハッタツ カテイ セツメイ シドウ クヤクショ ジッシ イクジ ソウダン ライショシャ カン コベツ シドウ オコナ ヨウジ ケンシン カン コベツ シドウ サイ アト ミトオ シドウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別ケースのフォローの中で、随時フォローの適否や有効性を検討している。 コベツ ナカ ズイジ テキヒ ユウコウセイ ケントウ		0				0		1		0				1		健康診査表に連絡の必要性の有無とその内容を記入する欄を設け活用している。 ケンコウ シンサ ヒョウ レンラク ヒツヨウセイ ウム ナイヨウ キニュウ ラン モウ カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0										1

		907		1542		熊本県		山都町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		佐藤美穂 サトウ ミホ		0967-72-1295		0967-72-1066		1		kenko@toen.kumamoto-yamato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		68		1		0		1		7		1		10		88		79		1		0		1		7		1		10		88		79		1		0		3		3		3		6		102		95		1		0		3		3		3		6		102		95		72		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		908		1548		熊本県		湯前町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		横矢和美 ヨコ ヤ カズミ		0966-43-4112		0966-43-4134		1		hokenhukushi@town.yunomae.lg.jp		0		2		1		1		0		3		4		22		22		1		0		1		6		1		8		29		28		1		0		1		6		1		8		29		28		1		0		3		4		3		6		36		36		1		0		3		4		3		6		36		36		27		0		1		0		0		0				0				0		1		妊婦本人と相談のもと評価時期を決定し、電話や訪問を行う。 ニンプ ホンニン ソウダン ヒョウカ ジキ ケッテイ デンワ ホウモン オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		上司に報告し、保育園等から情報を収集し、方針を決定する。 ジョウシ ホウコク ホイクエン トウ ジョウホウ シュウシュウ ホウシン ケッテイ		0		0		0		0		0		0				1		関係者会議を年度末に開催し、方向性を決定している。 カンケイシャ カイギ ネンドマツ カイサイ ホウコウセイ ケッテイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		離乳食教室(５か月児）で、１歳児頃までの発達過程を説明している。 リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ サイ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健やか親子２１の追加設問の育てにくさを感じるかの回答をチェックし、具体的に聞き出すようにしている。 スコ オヤコ ツイカ セツモン ソダ カン カイトウ グタイテキ キ ダ		0		0				1		知らない親に対しては、啓発・指導をするようにしている。 シ オヤ タイ ケイハツ シドウ		0		0				1		蛋白尿±以上の場合、翌日再検している。 タンパクニョウ イジョウ バアイ ヨクジツ サイケン		0				0				0				0		0				1		受診状況の確認、家や園での様子を訪問等で評価する。 ジュシン ジョウキョウ カクニン イエ エン ヨウス ホウモン トウ ヒョウカ		0		0				1		療育機関や保育園での情報収集、必要あれば発達検査を行う。 リョウイク キカン ホイクエン ジョウホウ シュウシュウ ヒツヨウ ハッタツ ケンサ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1		1		1

		909		1528		熊本県		長洲町		福祉保健介護課 フクシ ホケン カイゴ カ		東美希 ヒガシ ミキ		0968-78-7171		0968-65-7510		1		hoken@town.nagasu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		120		118		1		0		1		6		1		8		141		138		1		0		1		6		1		8		141		138		1		0		3		5		3		7		118		114		1		0		3		5		3		7		118		114		141		20		1		1		0		0				0				0		1		定期的ではないが、状況の把握は行っている。その際に支援方法について検討、評価している。 テイキテキ ジョウキョウ ハアク オコナ サイ シエン ホウホウ ケントウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団での保健指導で話すほか、個別で聞き取りを行う際に伝えている。 シュウダン ホケン シドウ ハナ コベツ キ ト オコナ サイ ツタ		0		0				0				0		1		カンファレンスにて親のアセスメント、今後の関わり方について話し合っている。 オヤ コンゴ カカ カタ ハナ ア		0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンスにて実施 ジッシ		0		0				1		就学前健診、個別の検討会など シュウガクマエ ケンシン コベツ ケントウカイ		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県が行う研修会に参加 ケン オコナ ケンシュウカイ サンカ		1										1

		910		1512		熊本県		八代市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		西村泉 ニシムラ イズミ		0965-32-7200		0965-32-7622		1		kenko@city.yatsushiro.lg.jp		0		1				1		0		4		4		1025		1019		1		0		1		6		1		7		981		970		1		0		1		6		1		7		981		970		1		0		3		4		3		5		1076		1069		1		0		3		4		3		5		1076		1069		1020		11		1		1		0		0				1		妊婦健診受診結果の確認後、保健師又は栄養士が個別に面談又は電話等にて保健指導を実施している。 ニンプ ケンシン ジュシン ケッカ カクニン ゴ ホケンシ マタ エイヨウシ コベツ メンダン マタ デンワ トウ ホケン シドウ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う蝕の保有率や本数を年次評価している。 ショク ホユウリツ ホンスウ ネンジ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次回健診時期までの発達段階を保健指導資料に含め、説明している。 ジカイ ケンシン ジキ ハッタツ ダンカイ ホケン シドウ シリョウ フク セツメイ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん全戸訪問時に啓発 アカ ゼンコ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所等や小学校と情報交換を実施。 ホイク ショ トウ ショウガッコウ ジョウホウ コウカン ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		精神・運動発達面の研修会 セイシン ウンドウ ハッタツ メン ケンシュウカイ		0				0				0		0				1				1						1

		912		1631		鹿児島県		瀬戸内町		保健福祉課保健予防係 ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ カカリ		林智子 ハヤシ トモコ		0997-72-1122		0997-72-1120		1		yobou@town.setouchi.lg.jp		0		1				1		0		3		5		74		72		1		0		1		6		2		0		66		62		1		0		1		6		2		0		66		62		1		0		3		2		4		0		884		78		1		0		3		2		4		0		84		78		73		14		1		0		0		0				0				0		1		定期的ではないが、必要に応じて個別的に評価をしている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ コベツテキ ヒョウカ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		７～８か月児健診を実施しているので、次の健診の案内をしている。 ゲツ ジ ケンシン ジッシ ツギ ケンシン アンナイ		0				1		0				1		DVD上映 ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や保育所、幼稚園との連携移行支援シート（リレーファイルの活用） リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン レンケイ イコウ シエン カツヨウ		0		0		0				*				*		*		*		*				*				*				*				*		*														1

		913		1605		鹿児島県		薩摩川内市		市民福祉部市民健康課健康増進第２グループ シミン フクシ ブ シミン ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ダイ		常盤美幸 トキワ ミユキ		0996-22-8811		0996-22-8038		1		kenzou2@city.satsumasendai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		831		815		1		0		1		6		1		11		929		897		1		0		1		6		1		11		929		897		1		0		3		0		3		11		977		894		1		0		3		0		3		11		977		894		908		242		1		1		0		0				1		評価時期：随時、子ども子育て連絡会、地区担当保健師による訪問・面接・電話 ヒョウカ ジキ ズイジ コ コソダ レンラクカイ チク タントウ ホケンシ ホウモン メンセツ デンワ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		実績のまとめと課題の検討。歯科医療との協力体制 ジッセキ カダイ ケントウ シカ イリョウ キョウリョク タイセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		良い生活習慣 ヨ セイカツ シュウカン		1		0		0		0		0				1		・各健診の個別指導
・妊娠期から乳幼児期までの育児に関する読本に記載し配布している。（フレフレ子育て読本） カク ケンシン コベツ シドウ ニンシン キ ニュウヨウジ キ イクジ カン ドクホン キサイ ハイフ コソダ ドクホン		0		0				1		カンファレンス判定 ハンテイ		0		0				1		個別指導 コベツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンス判定の追跡 ハンテイ ツイセキ		0		0				1		幼稚園・保育園連絡会、障害者自立支援協議会の子ども部会 ヨウチエン ホイクエン レンラクカイ ショウガイシャ ジリツ シエン キョウギカイ コ ブカイ		0		0		0				1		連絡票・電話による連絡 レンラク ヒョウ デンワ レンラク		0		0		0		0				1		関係者研修会、スキル研修、妊婦乳幼児学術研修 カンケイシャ ケンシュウカイ ケンシュウ ニンプ ニュウヨウジ ガクジュツ ケンシュウ		1		関係者研修会、スキル研修、妊婦乳幼児学術研修 カンケイシャ ケンシュウカイ ケンシュウ ニンプ ニュウヨウジ ガクジュツ ケンシュウ		0				0		0				1				1						1

		914		1620		鹿児島県		湧水町		保健衛生課粟野保健センター ホケン エイセイ カ アワノ ホケン		赤塚千沙 アカツカ チサ		0995-74-3120		0995-74-3212		1		kurinohc@town.yusui.kagoshima.jp		0		1				1		0		3		4		65		59		1		0		1		6		1		8		56		53		1		0		1		6		1		8		56		52		1		0		3		2		3		4		82		75		1		0		3		2		3		4		82		75		50		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		３歳児健診でのう蝕率高いことから、幼稚園・保育園でもフッ化物洗口を取り入れている。 サイジ ケンシン ショク リツ タカ ヨウチエン ホイクエン カ ブツ センコウ ト イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		全て重要視している スベ ジュウヨウシ		1		0		0		0		0				1		乳幼児健診時の集団指導 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳児健診時の子育てに関するアンケートの中に、乳幼児揺さぶられ症候群を知っているか問う項目は設けられている。 ニュウジ ケンシン ジ コソダ カン ナカ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン シ ト コウモク モウ		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定、検尿、視力・聴力検査 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ シリョク チョウリョク ケンサ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や保健所主催の研修への参加 ケン ホケン ショ シュサイ ケンシュウ サンカ		1		県や保健所主催の研修への参加 ケン ホケン ショ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0		0								1				1

		915		1609		鹿児島県		いちき串木野市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		留盛優子 トド モリ ユウコ		0996-33-3450		0996-33-3452		1		kenko1@city.ichikikushikino.lg.jp		0		1				1		0		3		5		198		196		1		0		1		6		1		1		248		242		1		0		1		6		1		11		248		242		1		0		3		6		3		11		240		235		1		0		3		6		3		11		240		235		172		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時、資料の配布・説明。 ケンシン ジ シリョウ ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		必要時、診察券に記載あり ヒツヨウジ シンサツケン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		916		1646		沖縄県		沖縄市		こどものまち推進部こども相談・健康課 スイシンブ ソウダン ケンコウ カ		丸尾七絵 マルオ ナナ エ		098-939-1212		098-934-3830		1		a104bosihoken@city.okinawa.okinawa.jp		0		1				1		0		4		8		1644		1228		1		0		1		6		1		11		1746		1490		0		1		1		6		1		11		1746		875		1		0		3		6		3		11		1692		1399		1		0		3		6		3		11		1692		1388		1840		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診報告会等で共有している ケンシン ホウコク カイ トウ キョウユウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		産後ママ教室の開催 サンゴ キョウシツ カイサイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳に情報がある ボシ テチョウ ジョウホウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		917		1677		沖縄県		八重瀬町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		喜友里千秋 ヨロコ トモ サト チアキ		098-998-1149		098-998-1144		1		kenkouhoken@town.yaese.lg.jp		0		1				1		0		4		11		769		694		1		0		1		6		1		11		442		393		1		0		1		6		1		11		442		393		1		0		3		6		3		11		409		352		1		0		3		6		3		11		409		351		367		*		0		0		1		0				0				1		0				0		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		保護者の訴える内容による ホゴシャ ウッタ ナイヨウ		0		0		0		1		0				1		あそびと食の教室（７か月児対象）に対し、発達過程を説明する。 ショク キョウシツ ゲツ ジ タイショウ タイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問にて啓発 シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		918		1661		沖縄県		嘉手納町		子ども家庭課母子保健係 コ カテイ カ ボシ ホケン ガカリ		新崎奈津紀 アラサキ ナ ツ キ		098-956-1111		098-956-9508		1		kodomo@town.kadena.oknawa.jp		0		1				1		0		3		5		155		129		1		0		1		6		1		11		162		147		1		0		1		6		1		11		162		147		1		0		3		6		3		11		138		127		1		0		3		6		3		11		138		127		147		10		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		毎月、フォロー者リストを作成しているため、そのリストを各々の保健師が確認することで共有している。 マイツキ シャ サクセイ オノオノ ホケンシ カクニン キョウユウ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		育児相談、発達確認 イクジ ソウダン ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて、乳児一般健診の保健指導で説明している。 ヒツヨウ オウ ニュウジ イッパン ケンシン ホケン シドウ セツメイ		0				1		0				0				0		1		母子健康手帳交付時に必要に応じて説明を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヒツヨウ オウ セツメイ オコナ		0				0				0				0				0		1		委託先へ精度管理の徹底を依頼している。 イタク サキ セイド カンリ テッテイ イライ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県や小児保健協会が実施する研修会に参加している。 ケン ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ

		919		1643		沖縄県		浦添市		健康部こども健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		宮城 ミヤギ		098-875-2100		098-875-1579		1		kodomokenko@city.urasoe.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1431		1330		1		0		1		6		1		11		1495		1349		1		0		1		6		1		11		1495		1349		1		0		3		6		3		11		1473		1293		1		0		3		6		3		11		1473		1291		1448		75		1		1		0		0				1		年2回事業反省として実施　その他必要時 ネン カイ ジギョウ ハンセイ ジッシ タ ヒツヨウジ		0		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		2歳児歯科健診事業を新規事業として開始 サイジ シカ ケンシン ジギョウ シンキ ジギョウ カイシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診で必要時今後の発達過程について説明 ニュウジ ケンシン ヒツヨウジ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時にパンフレットを配布 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年2回程度事業反省として実施、その他必要時 ネン カイ テイド ジギョウ ハンセイ ジッシ タ ヒツヨウジ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		小児保健協会等外部機関の実施する研修へ参加、新規従事者向け内部研修実施 ショウニ ホケン キョウカイ トウ ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ シンキ ジュウジシャ ム ナイブ ケンシュウ ジッシ		1		小児保健協会等外部機関の実施する研修へ参加、新規従事者向け内部研修実施 ショウニ ホケン キョウカイ トウ ガイブ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ シンキ ジュウジシャ ム ナイブ ケンシュウ ジッシ		0				0		0				1				1

		920		1669		沖縄県		座間味村		総務福祉課 ソウム フクシカ		渡真利綿子 ワタ マ リ メン コ		098-896-4045		098-987-2004		2		t-cotton67@vill.zamami.okinawa.jp		1		1				1		0		3		5		6		6		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		3		0		3		11		16		14		1		0		3		0		3		11		16		14		11		3		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				1		乳幼児相談等 ニュウヨウジ ソウダン トウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		委託だが村保健師も一緒に健診に入っているため、その場で情報を共有している。 イタク ムラ ホケンシ イッショ ケンシン ハイ バ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		委託先機関主催の研修会に参加 イタクサキ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1

		921		1647		沖縄県		豊見城市		市民健康部健康推進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		金城和歌子 キンジョウ ワカコ		098-850-0162		098-850-5343		1		kenko@city.tomigusuku.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		880		855		1		0		1		8		1		11		899		840		1		0		1		8		1		11		899		840		1		0		3		6		3		11		910		815		1		0		3		6		4		11		910		813		884		53		1		0		0		1		特定妊婦に該当しないかアセスメントしている トクテイ ニンプ ガイトウ		0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		1歳半歯科健診ですでにう蝕罹患していたことから、乳児一般健診に歯科相談を導入し、指導を行っている。 サイ ハン シカ ケンシン ショク リカン ニュウジ イッパン ケンシン シカ ソウダン ドウニュウ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		健診委託団体が開催 ケンシン イタク ダンタイ カイサイ						1		1

		922		159		北海道		幕別町		民生部保健課健康推進係 ミンセイ ブ ホケン カ ケンコウ スイシン カカリ		浦上梢 ウラカミ コズエ		0155-54-3811		0155-54-3839		1		kenkousuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp		0		1		1		1		0		3		99		*		*		1		0		1		6		1		9		170		166		1		0		1		6		1		9		166		166		1		0		3		0		3		11		232		230		1		0		3		0		3		11		230		230		181		101		1		1		0		0				0				0		1		支援実施後等に随時行っている。 シエン ジッシゴ トウ ズイジ オコナ		1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		数年分をまとめ、事業評価の指標として活用 スウネン ブン ジギョウ ヒョウカ シヒョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～4ヵ月、7～8ヵ月に健診を実施し、次回の健診までの児の成長・発達について説明している。11ヵ月にも教室を行い、説明。 ゲツ ゲツ ケンシン ジッシ ジカイ ケンシン ジ セイチョウ ハッタツ セツメイ ゲツ キョウシツ オコナ セツメイ		0		0				1		健診後のカンファレンスで、親子の様子・必要な支援等を検討。 ケンシン ゴ オヤコ ヨウス ヒツヨウ シエン トウ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時に配布しているリーフレットに記載。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		関係機関と、支援継続の必要性も含め、支援方法等について協議。 カンケイ キカン シエン ケイゾク ヒツヨウセイ フク シエン ホウホウ トウ キョウギ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		乳幼児の成長・発達について、養育者支援の方法・虐待予防等、行政機関で実施している研修に参加。 ニュウヨウジ セイチョウ ハッタツ ヨウイクシャ シエン ホウホウ ギャクタイ ヨボウ トウ ギョウセイ キカン ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		923		140		北海道		むかわ町		健康福祉課保健介護グループ ケンコウ フクシカ ホケン カイゴ		小坂由香里 コサカ ユカリ		0145-42-2415		0145-47-2400		1		m-hoken@town.mukawa.lg.jp		0		1				*		*		3		4		55		52		*		*		1		6		1		11		51		46		*		*		1		6		1		11		51		46		*		*		3		0		3		11		60		57		*		*		3		0		3		11		60		57		49		4		1		0		0		1		第1子は妊婦訪問実施。その他は母子手帳交付時にフォローの必要性を判断している。 ダイ シ ニンプ ホウモン ジッシ タ ボシ テチョウ コウフ ジ ヒツヨウセイ ハンダン		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		歯科健診の結果を毎年度データ化してまとめているが、バラつきが大きいため保健指導の成果を評価するまでには至っていない。 シカ ケンシン ケッカ マイネンド カ オオ ホケン シドウ セイカ ヒョウカ イタ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘味のコントロール カンミ		0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳の中で掲載 ボシ テチョウ ナカ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**								1

		924		1722		政令市 セイレイシ		札幌市		保健福祉局保健所健康企画課 ホケン フクシ キョク ホケンジョ ケンコウ キカク カ		大平 オオヒラ		011-622-5151		011-622-7221		1		boshihoken@city.sapporo.jp		0		1				1		0		4		10		14737		14458		1		0		1		6		2		0		14628		14133		1		0		1		6		2		0		14628		14065		1		0		3		0		4		0		14793		13956		*		*		3		0		4		0		14793		13765		15203		830		1		0		0		0				0				0		1		妊娠届出にて把握したハイリスク妊婦について、届出月の翌月末までの支援状況（訪問実施、電話連絡等）を統計として各区保健センターに提出を求めている。 ニンシン トドケデ ハアク ニンプ トドケデ ツキ ヨクゲツマツ シエン ジョウキョウ ホウモン ジッシ デンワ レンラク トウ トウケイ カクク ホケン テイシュツ モト		0		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1		乳幼児健診受診者全員のアンケートチェックを行い、必要に応じて問診を行う。 ニュウヨウジ ケンシン ジュシン シャ ゼンイン オコナ ヒツヨウ オウ モンシン オコナ		1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		歯科検診も直営。各健診では歯科衛生士が札幌市の「乳幼児健診マニュアル」に則って指導。統計結果によって評価し、課題に応じた対策を講じている。 シカ ケンシン チョクエイ カク ケンシン シカ エイセイシ サッポロ シ ニュウヨウジ ケンシン ノット シドウ トウケイ ケッカ ヒョウカ カダイ オウ タイサク コウ		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診の個別・集団相談の際に保健指導を実施。 カク ケンシン コベツ シュウダン ソウダン サイ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		母子手帳、初妊婦に配布するテキストに注意事項を記載し、また、新生児訪問の際に指導を行っている。 ボシ テチョウ ハツ ニンプ ハイフ チュウイ ジコウ キサイ シンセイジ ホウモン サイ シドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		心理相談に従事する心理職向けの研修会を実施。昨年10月から開始の5歳児健診には、医師職を含むスタッフ向け研修会を開催した。 シンリ ソウダン ジュウジ シンリ ショク ム ケンシュウカイ ジッシ サクネン ガツ カイシ サイジ ケンシン イシ ショク フク ム ケンシュウカイ カイサイ

		925		113		北海道		枝幸町		保健福祉課保健予防グループ ホケン フクシ カ ホケン ヨボウ		石原めい イシハラ		0163-62-4658		0163-62-3353		2		IshiharaMei@town.esashi.hokkaido.jp		1		1				*		*		3		99		52		51		*		*		1		6		99		99		59		55		*		*		1		6		99		99		59		55		*		*		3		0		99		99		58		52		*		*		3		0		99		99		58		52		40		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		現状を把握し、目標値の設定等している。前回の指導内容をふまえての指導も行っている。 ゲンジョウ ハアク モクヒョウチ セッテイ トウ ゼンカイ シドウ ナイヨウ シドウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診、健康相談時に次の健診・健康相談までの発達を説明指導している。 カク ケンシン ケンコウ ソウダン ジ ツギ ケンシン ケンコウ ソウダン ハッタツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時、リーフレットを使用し指導を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ シヨウ シドウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		全員ではないが、気になる子については小学校入学前に小学校の先生と話す機会はもうけている。 ゼンイン キ コ ショウガッコウ ニュウガクマエ ショウガッコウ センセイ ハナ キカイ		0				0		0		1		0				1		発達研修会 ハッタツ ケンシュウカイ		0				0				0		0								1

		926		95		北海道		占冠村		保健福祉課 ホケン フクシ カ		松永真里 マツナガ マリ		0167-56-2122		0167-56-2184		2		mari.matsunaga@vill.shimukappu.lg.jp		1		1				*		*		2		5		7		7		*		*		1		6		1		10		13		13		*		*		1		6		1		10		13		13		*		*		3		0		3		6		5		5		*		*		3		0		3		6		5		5		7		0		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		927		133		北海道		大空町		福祉保健介護グループ フクシ ホケン カイゴ		山崎七恵 ヤマザキ ナナエ		0152-74-2111		0152-74-2191		2		nanae.yamazaki@town.ozora.lg.jp		0		1				*		*		4		5		47		47		*		*		1		6		1		7		49		48		*		*		1		6		1		7		49		48		*		*		3		5		3		6		60		60		*		*		3		5		3		6		60		60		53		0		1		1		0		0				1		妊婦受診票を前期と後期に分けて交付しており、交付時に面接を行い身体面・精神面・家族関係・経済面等情報を把握し、必要時支援している。 ニンプ ジュシン ヒョウ ゼンキ コウキ ワ コウフ コウフ ジ メンセツ オコナ シンタイ メン セイシンメン カゾク カンケイ ケイザイ メン トウ ジョウホウ ハアク ヒツヨウジ シエン		0		0				0		1		1		1		0		0		1		健診前に対象者の情報を記載した用紙を回覧しスタッフが共有。 ケンシン マエ タイショウシャ ジョウホウ キサイ ヨウシ カイラン キョウユウ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の効果があり、道と比べてう歯数が少ないため活動を継続。 ホケン シドウ コウカ ドウ クラ ハ スウ スク カツドウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4～5ヵ月、7～8ヵ月、10～11ヵ月健診で、これからの発達過程と発達を促す関わりかたを説明。 ゲツ ゲツ ゲツ ケンシン ハッタツ カテイ ハッタツ ウナガ カカ セツメイ		0		0				1		健診後にカンファレンスを行い、情報の共有と支援の方向性を検討している。 ケンシン ゴ オコナ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時にリーフレットを配布し説明を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にスタッフが集まり、カンファレンスを行い、情報共有・支援の方向性を検討する。 ケンシン ゴ アツ オコナ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		大空町特別支援連携協議会として（教育委員会主管）幼稚園・保育園と共に行っている。 オオゾラ マチ トクベツ シエン レンケイ キョウギカイ キョウイク イインカイ シュカン ヨウチエン ホイクエン トモ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		発達や母子保健に関する研修受講の予算化をしている。研修内容が有ったものから選択して受講することとしているが、H26年は実績なし。 ハッタツ ボシ ホケン カン ケンシュウ ジュコウ ヨサンカ ケンシュウ ナイヨウ ア センタク ジュコウ ネン ジッセキ		0				0				0		0				1				1						1

		928		178		青森県		八戸市		市民健康部健康増進課 シミン ケンコウ ブ ケンコウ ゾウシン カ		類家美樹子 ルイ ケ ミキコ		0178-43-9271		0178-47-0745		1		kenko@city.hachinohe.aomori.jp		0		1				*		*		3		5		1766		1663		*		*		1		7		1		11		1813		1790		*		*		1		7		1		11		1813		1790		*		*		3		6		3		11		1958		1872		*		*		3		6		3		11		1958		1872		1773		658		1		1		0		0				1		保健師のハイリスク妊婦への支援について、9月と3月に評価している。 ホケンシ ニンプ シエン ガツ ガツ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		保健指導の際、必要に応じて個別に説明している。 ホケン シドウ サイ ヒツヨウ オウ コベツ セツメイ		0		0				1		育てにくさを感じる親の数の把握 ソダ カン オヤ カズ ハアク		0		0				1		母子健康手帳交付、赤ちゃん訪問、赤ちゃん健康相談、両親学級の際、啓発している。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ アカ ホウモン アカ ケンコウ ソウダン リョウシン ガッキュウ サイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健康診査の受診結果は受診票が委託医療機関から送付されるため、全結果を把握している。必要に応じて、医師から保健師への依頼事項が追記されてくるため、その際は電話や訪問等で支援する仕組みがある。 ニュウジ ケンコウ シンサ ジュシン ケッカ ジュシン ヒョウ イタク イリョウ キカン ソウフ ゼン ケッカ ハアク ヒツヨウ オウ イシ ホケンシ イライ ジコウ ツイキ サイ デンワ ホウモン トウ シエン シク		0		0		0		0				1		保健師を対象として、小児科医、耳鼻科医、眼科医、歯科医、臨床心理士、ことばの教室教員らによる講演を企画実施している。 ホケンシ タイショウ ショウニ カ イ ジビカ イ ガンカイ シカイ リンショウ シンリシ キョウシツ キョウイン コウエン キカク ジッシ		0				0				0		0				1

		929		242		岩手県		普代村		住民福祉課保健センター ジュウミン フクシカ ホケン		佐々木文加 ササキ フミ クワ		0194-35-2211		0194-36-1026		1		f-hoken@vill.fudai.iwate.jp		0		1				1		0		*		*		18		18		1		0		*		*		*		*		19		18		1		0		*		*		*		*		19		18		1		0		*		*		*		*		14		14		1		0		*		*		*		*		14		14		17		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		最も重点をおくが難しい モット ジュウテン ムズカ		0		0		1		0		0				1		1ヵ月おきに幼児健診を実施。その際に母子手帳等を見たり、問診をとる中で確認している。 ゲツ ヨウジ ケンシン ジッシ サイ ボシ テチョウ トウ ミ モンシン ナカ カクニン		0		0				*				*		*				1		赤ちゃん訪問等でリーフレット配布などを行っている。 アカ ホウモン トウ ハイフ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				1		0		0		0				1		**		0				0				0		0														1

		930		254		宮城県		多賀城市		保健福祉部健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		村上順子 ムラカミ ジュンコ		022-368-1141		022-368-1747		1		kenko@city.tagajo.miyagi.jp		0		1				*		*		3		5		588		581		*		*		1		6		1		11		592		583		*		*		1		6		1		11		592		583		*		*		3		6		3		11		584		533		*		*		3		6		3		11		584		533		618		114		1		1		0		0				1		母子手帳交付時に把握したハイリスク妊婦について、後日関係者間での打ち合わせを行い、その後の支援や評価方法について個別に検討している。内容や評価時期はそのケースにより異なる。 ボシ テチョウ コウフ ジ ハアク ニンプ ゴジツ カンケイシャ カン ウ ア オコナ ゴ シエン ヒョウカ ホウホウ コベツ ケントウ ナイヨウ ヒョウカ ジキ コト		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		各乳幼児歯科健診のう歯罹患率を年次推移で把握し、年度末に課題を整理している。 カク ニュウヨウジ シカ ケンシン ハ リカン リツ ネンジ スイイ ハアク ネンドマツ カダイ セイリ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児健診等で全体への指導の機会は確保できていないが、必要な人には個別または小集団の場で指導の機会を設けている。 ニュウジ ケンシン トウ ゼンタイ シドウ キカイ カクホ ヒツヨウ ヒト コベツ ショウシュウダン バ シドウ キカイ モウ		1		必要時、部署内または関係機関とのケース検討を行い、親への保健指導の内容や今後の支援方法について話し合いの場を設けている。 ヒツヨウジ ブショ ナイ カンケイ キカン ケントウ オコナ オヤ ホケン シドウ ナイヨウ コンゴ シエン ホウホウ ハナ ア バ モウ		0		0				1		新生児訪問の際、全員に口頭で説明している。また窓口や健診で配布している「多賀城市子育てガイドブック」に揺さぶられ症候群の内容を掲載している。 シンセイジ ホウモン サイ ゼンイン コウトウ セツメイ マドグチ ケンシン ハイフ タガジョウシ コソダ ユ ショウコウグン ナイヨウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診従事者との打合せを年1回行っており、経過観察者のフォロー方法等、健診に関する内容の検討をしている。 ケンシン ジュウジシャ ウチアワ ネン カイ オコナ ケイカ カンサツ シャ ホウホウ トウ ケンシン カン ナイヨウ ケントウ		0		0				1		必要時、療育機関、保育所、幼稚園、教育委員会等の関係機関とケース検討を行うことができる仕組みがあり、個別に支援方法等を検討している。 ヒツヨウジ リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン キョウイク イインカイ トウ カンケイ キカン ケントウ オコナ シク コベツ シエン ホウホウ トウ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		小児の神経・心理学発達と乳幼児健診場面における発達確認のポイント
・保護者支援とコミュニケーション ショウニ シンケイ シンリガク ハッタツ ニュウヨウジ ケンシン バメン ハッタツ カクニン ホゴシャ シエン		1				0				0		0				1				1		1				1

		931		278		宮城県		涌谷町		健康課健康づくり班 ケンコウ カ ケンコウ ハン		高橋舞 タカハシ マイ		0229-43-5111		0229-43-5717		1		gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp		0		1				*		*		3		5		102		99		*		*		1		6		1		8		108		107		*		*		1		6		1		8		108		107		*		*		3		6		3		8		112		105		*		*		3		6		3		8		112		105		114		0		1		0		0		0				1				0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		ハイリスク者のC本数を把握し、フォローの仕方を評価している。 シャ ホンスウ ハアク シカタ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				0				1		0				1		乳幼児健診の問診項目で育てにくさ～について確認している為、乳健後のカンファレンス時に共有し、評価を行っている。継続支援が必要な場合は支援時適宜行っている。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン コウモク ソダ カクニン タメ ニュウ ケン ゴ ジ キョウユウ ヒョウカ オコナ ケイゾク シエン ヒツヨウ バアイ シエン ジ テキギ イ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォローをした際に評価を行っている。状況が変化し、支援が必要になった場合は保健師や関係職種で共有し評価・または月１回のケースカンファレンス時に共有し、評価を行っている。 サイ ヒョウカ オコナ ジョウキョウ ヘンカ シエン ヒツヨウ バアイ ホケンシ カンケイ ショクシュ キョウユウ ヒョウカ ツキ カイ ジ キョウユウ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		地域の関係機関が一同に集まり評価、という方法はとっていないが、保育所や幼稚園等とはつねに連携をとり、情報を共有し適宜評価を行っている。 チイキ カンケイ キカン イチドウ アツ ヒョウカ ホウホウ ホイク ショ ヨウチエン トウ レンケイ ジョウホウ キョウユウ テキギ ヒョウカ オコナ		1				0		0		0		0				0				0				0				0		1		県などから研修会の通知があれば、常勤従事者は研修に参加している。 ケン ケンシュウカイ ツウチ ジョウキン ジュウジシャ ケンシュウ サンカ						1		1

		932		265		宮城県		川崎町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		菅野君枝 スガノ キミエ		0224-84-6008		0224-84-6090		1		kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp		0		1				*		*		4		5		46		44		*		*		1		6		1		7		44		41		*		*		1		6		1		7		44		41		*		*		3		5		3		6		62		61		*		*		3		5		3		6		62		61		36		0		1		1		0		0				0				0		1		個別支援後は、スタッフ間での情報共有を図り、支援の方向性を検討している。また、交付時には複数のスタッフでカンファを行っている。 コベツ シエン ゴ カン ジョウホウ キョウユウ ハカ シエン ホウコウセイ ケントウ コウフ ジ フクスウ オコナ		1		0		0		1		0		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		指導の成果を評価し、個別支援や集団指導の内容などに反映させている。 シドウ セイカ ヒョウカ コベツ シエン シュウダン シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		こどもの発育・発達についてまとめてある冊子を用い、集団や個別にお伝えしている。 ハツイク ハッタツ サッシ モチ シュウダン コベツ ツタ		0		0				1		健診後のカンファで指導内容の確認と、今後の関わりについて検討している。 ケンシン ゴ シドウ ナイヨウ カクニン コンゴ カカ ケントウ		0		0				0				0		1		すこやか親子21アンケートにてチェックしてもらい、知識のない親に対し助言を行っている。 オヤコ チシキ オヤ タイ ジョゲン オコナ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		支援状況について、スタッフ間で情報共有し、その後の支援につなげている。 シエン ジョウキョウ カン ジョウホウ キョウユウ ゴ シエン		0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1						1

		933		257		宮城県		栗原市		市民生活部健康推進課　保健指導係 シミン セイカツ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン シドウ カカリ		千葉祐美子 チバ ユミコ		0228-22-0370		0228-22-0350		1		kenko@kuriharacity.jp		0		1				*		*		3		4		383		363		*		*		1		6		1		11		453		428		*		*		1		6		1		11		453		428		*		*		3		0		3		11		462		445		*		*		3		0		3		11		462		445		403		3		1		0		0		0				0				0		1		母子健康手帳交付時に「要フォローケースチェックシート」に基づき、ハイリスク妊婦を把握。乳幼児健診ブロック内での検討。もしくは月１回開催の「定例検討会」で支援の方向性の確認等を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ヨウ モト ニンプ ハアク ニュウヨウジ ケンシン ナイ ケントウ ツキ カイ カイサイ テイレイ ケントウカイ シエン ホウコウセイ カクニン トウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		事業は継続して実施している。ただし、統計結果の共有や資料作成、指導内容への反映は行っている。 ジギョウ ケイゾク ジッシ トウケイ ケッカ キョウユウ シリョウ サクセイ シドウ ナイヨウ ハンエイ オコナ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団指導や資料の配布 シュウダン シドウ シリョウ ハイフ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問指導の際に説明や資料配布 シンセイジ ホウモン シドウ サイ セツメイ シリョウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		児童相談所での乳幼児精神発達精密検査や保健所での発達相談を活用しながら、個別でのフォローアップ・計画を実施している。日頃より、保育所・幼稚園との共有や就学に向けた学校との連携は行っている。 ジドウ ソウダン ジョ ニュウヨウジ セイシン ハッタツ セイミツ ケンサ ホケンジョ ハッタツ ソウダン カツヨウ コベツ ケイカク ジッシ ヒゴロ ホイク ショ ヨウチエン キョウユウ シュウガク ム ガッコウ レンケイ オコナ		0				1		0		0		0				1		親の心情に寄り添う関わり方、事例検討会 オヤ シンジョウ ヨ ソ カカ カタ ジレイ ケントウカイ		0				0				0		0										1

		934		253		宮城県		角田市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		佐藤、玉手 サトウ タマテ		0224-62-1192		0224-63-3975		1		welpark@city.kakuda.miyagi.jp		0		1				1		0		3		5		166		164		1		0		1		6		2		0		194		187		1		0		1		6		2		0		194		187		*		*		3		6		4		0		232		230		*		*		3		6		4		0		232		230		158		4		1		0		0		0				1		妊産婦・新生児早期支援カンファレンス1/月実施。母子支援連絡票を介して、病院・産院と連携を図っている。 ニンサンプ シンセイジ ソウキ シエン ツキ ジッシ ボシ シエン レンラク ヒョウ カイ ビョウイン サンイン レンケイ ハカ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		３歳児健診以降のう歯率を下げるため、幼稚園・児童センター・保育所等でブラッシング指導を実施。 サイジ ケンシン イコウ ハ リツ サ ヨウチエン ジドウ ホイク ショ トウ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		１歳6ヵ月児健診で、臨床心理士から子どもの成長・発達について講話を行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン リンショウ シンリシ コ セイチョウ ハッタツ コウワ オコナ		0		0				1		健診毎に育児に対する感じ方を確認・評価している。 ケンシン ゴト イクジ タイ カン カタ カクニン ヒョウカ		0		0				0				1		0				1		３歳児健診（尿検査・聴覚検査） サイジ ケンシン ニョウケンサ チョウカク ケンサ		1		３歳児健診（尿検査・聴覚検査） サイジ ケンシン ニョウケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0		0				1		健診後ケース会議を行い、実施している。 ケンシン ゴ カイギ オコナ ジッシ		0		0				1		療育機関、保育所、幼稚園や学校、教育委員会等と連携し、検討している。 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン ガッコウ キョウイク イインカイ トウ レンケイ ケントウ		0		0		0				1		健診票に市町村への連絡項目の欄がある。 ケンシン ヒョウ シチョウソン レンラク コウモク ラン		0		0		0		0				1		**		1		助産師が母子保健セミナーに参加する等 ジョサンシ ボシ ホケン サンカ トウ		0				0		0								1		1		1		1

		935		348		福島県		田村市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケン カ		本田真利子 ホンダ マリコ		0247-81-2271		0		*		*		*		*				*		*		*		*		254		253		*		*		*		*		*		*		257		250		*		*		*		*		*		*		257		250		*		*		*		*		*		*		283		283		*		*		*		*		*		*		283		283		250		0		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		例の通り レイ トオ		0		0				0				1		0				1		チラシ配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		936		355		福島県		大玉村		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		武藤祥子 ムトウ ショウコ		0243-24-8114		0243-68-2789		1		kenkofukushika@vill.otama.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		70		68		1		0		1		6		1		7		81		78		1		0		1		5		1		7		81		78		*		*		3		6		3		7		82		78		1		0		3		6		3		7		82		78		75		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次の健診までの発達過程について説明しています。 ツギ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診後カンファレンスや訪問後に今後の方向性について相談して決めている。 ケンシン ゴ ホウモン ゴ コンゴ ホウコウセイ ソウダン キ		0		0				1		赤ちゃん訪問時と母子手帳交付時 アカ ホウモン ジ ボシ テチョウ コウフ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診、養育支援連絡会 サイジ ケンシン ヨウイク シエン レンラクカイ		1		0		0				1		股関節脱臼検査時の結果を共有している。 コカンセツ ダッキュウ ケンサ ジ ケッカ キョウユウ		0		0		0		0				1		県等主催の研修会に参加している。 ケン トウ シュサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0														1

		937		474		群馬県		安中市		健康づくり課 ケンコウ カ		萓間亮子 ギ マ リョウコ		027-382-1111		027-381-7016		2		ryouko_ka@city.annaka.gunma.jp		1		2				1		0		3		4		345		343		1		0				6		1		7		339		324		1		0		1		6		1		7		339		324		*		*		3		0		3		1		392		378		*		*		3		0		3		1		392		378		350		1		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		う歯保有率をだし、指導内容が適切か、どのような改善が必要か検討している。 ハ ホユウリツ シドウ ナイヨウ テキセツ カイゼン ヒツヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		４ヵ月・８ヵ月健診で、１歳頃までの発達過程を説明している。 ゲツ ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		**		0				0		0								1

		938		471		群馬県		渋川市		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		須田俊枝 スダ トシエ		0279-25-1321		0279-20-1037		2		suda-to@city.shibukawa.lg.jp		0		1				*		*		3		5		495		488		*		*		1		6		2		0		500		480		*		*		1		6		2		0		500		480		*		*		3		0		4		0		594		568		*		*		3		0		4		0		594		568		492		112		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		1		虐待担当課の担当を健診会場へ呼び、直接親子の様子を確認してもらう。 ギャクタイ タントウカ タントウ ケンシン カイジョウ ヨ チョクセツ オヤコ ヨウス カクニン		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		非常勤は保健師のみ対象　平成２７年度実施予定（１歳６か月児健診の問診・スクリーニングについて） ヒジョウキン ホケンシ タイショウ ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ サイ ゲツ ジ ケンシン モンシン		0				0				0		0

		939		488		群馬県		東吾妻町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		福田久美子 フクダ クミコ		0279-68-5021		0279-68-3711		2		fukuda@town.higashiagatsuma.gunma.jp		0		1				1		0		3		4		71		69		1		0		1		6		1		8		65		64		1		0		1		6		1		8		65		64		1		0		3		0		3		2		80		78		1		0		3		0		3		2		80		78		61		0		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		オムツのはずれる時期や食事量やオヤツ等について ジキ ショクジ リョウ トウ		0		0				0				1		0				0				0		1		心配な親等に必要に応じて行っている。 シンパイ オヤ トウ ヒツヨウ オウ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		コンサルテーション、児相、教育支援会議 ジ ソウ キョウイク シエン カイギ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等で実施する研修会への参加 ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ												1

		940		557		埼玉県		白岡市 シ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		蛭間、木村 ヒルマ キムラ		0480-92-1201		0480-93-2325		1		hokencenter@city.shiraoka.lg.jp		0		1				*		*		3		6		415		408		*		*		1		6		1		11		424		419		*		*		1		6		1		11		424		419		*		*		3		6		3		11		401		391		*		*		3		6		3		11		401		391		392		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルまでの作成はしていないが、取り組みとしては統一した対応をとっている サクセイ ト ク トウイツ タイオウ		1		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		各々の保健師が必要と感じた母子に対して話をしている オノオノ ホケンシ ヒツヨウ カン ボシ タイ ハナシ		0				1		0				1		母親学級・父親学級でパンフレットを用いたり、DVDを活用し保健師から説明している。 ハハオヤ ガッキュウ チチオヤ ガッキュウ モチ カツヨウ ホケンシ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		フォロー事業に参加している母子に関しては、情報の共有やカンファレンスを通じて今後の方針について話し合いを行っている。また、フォローアップの妥当性については、今年度、課内で見直しを行う予定。 ジギョウ サンカ ボシ カン ジョウホウ キョウユウ ツウ コンゴ ホウシン ハナ ア オコナ ダトウセイ コンネンド カナイ ミナオ オコナ ヨテイ		0				0		0		1		学校と連携し、情報交換を行っている。 ガッコウ レンケイ ジョウホウ コウカン オコナ		0				0		0		1		0				1		県で実施する専門研修への参加 ケン ジッシ センモン ケンシュウ サンカ		0				0				0		1		随時話し合いの場を設けている ズイジ ハナ ア バ モウ

		941		544		埼玉県		吉見町		健康推進課保健支援係 ケンコウ スイシン カ ホケン シエン カカリ		小野 オノ		0493-54-3120		0493-54-3208		1		y-0258@town.yoshimi.saitama.jp		0		1				*		*		4		5		92		90		*		*		1		6		1		8		101		89		*		*		1		6		1		8		101		89		*		*		3		6		3		8		115		98		*		*		3		6		3		8		115		98		72		1		1		0		0		0				1		電話、訪問等　時期については決まっていない デンワ ホウモン トウ ジキ キ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕率減少に向けて保護者の意識向上のためパパママ歯科健診を計画・実施 ショク リツ ゲンショウ ム ホゴシャ イシキ コウジョウ シカ ケンシン ケイカク ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットの配布、健やか親子21のアンケートで該当のあった方への説明 ハイフ スコ オヤコ ガイトウ カタ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学児健診、親子教室、保育所巡回、ST・PTにて評価、把握 シュウガク ジ ケンシン オヤコ キョウシツ ホイク ショ ジュンカイ ヒョウカ ハアク		0		0		0				0				1		0		0		0				1		職場外研修の場を積極的に活用している。 ショクバガイ ケンシュウ バ セッキョクテキ カツヨウ		0				0				0		0								1						1

		942		594		千葉県		栄町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		村尾優理子 ムラオ ユリコ		0476-33-7707		0476-95-4274		1		kenkou@town.sakae.chiba.jp		0		1				*		*		5		9		86		61		*		*		1		6		1		11		118		110		*		*		1		6		1		11		18		110		*		*		3		4		3		11		118		102		*		*		3		4		3		11		118		101		94		21		1		1		0		0				0				1		0				1				1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		問診項目の見直し、指導内容、月齢の変更等 モンシン コウモク ミナオ シドウ ナイヨウ ゲツレイ ヘンコウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		個別相談の場などで相談内容に応じて発達過程の見通しを説明し指導。また、５・６ヵ月児モグモグ教室で理学療法士が遊びと身体発達についての講話をしている。 コベツ ソウダン バ ソウダン ナイヨウ オウ ハッタツ カテイ ミトオ セツメイ シドウ ゲツ ジ キョウシツ リガク リョウホウシ アソ シンタイ ハッタツ コウワ		0		0				1		問診票に項目を設け、育てにくさを感じると回答した者へ詳細を聞きとり、必要な情報を提供。事後カンファレンスにて評価を行う。 モンシン ヒョウ コウモク モウ ソダ カン カイトウ モノ ショウサイ キ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ ジゴ ヒョウカ オコナ		0		0				1		問診票に項目を設け、乳幼児揺さぶられ症候群についての理解を啓発している。 モンシン ヒョウ コウモク モウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン リカイ ケイハツ		0		0				0				0				1		内科・歯科・尿検査・視力検査・聴力検査 ナイカ シカ ニョウ ケンサ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ		0				0		1		・保護者が正確に児の検尿・視力検査・聴力検査を出来るように正しい方法を通知・明記している。
・内科、歯科の診察項目を設定し、項目の沿った診察を行う。
・健診マニュアルを作成し、一定水準の健診の質を保つ。 ホゴシャ セイカク ジ ケンニョウ シリョク ケンサ チョウリョク ケンサ デキ タダ ホウホウ ツウチ メイキ ナイカ シカ シンサツ コウモク セッテイ コウモク ソ シンサツ オコナ ケンシン サクセイ イッテイ スイジュン ケンシン シツ タモ		1		健診後にカンファレンスを実施し、フォローアップについて評価。 ケンシン ゴ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		支援が必要な児については、おやこ相談・カンガルークラス・巡回相談・訪問等の個別支援にて経過を把握し評価。関係職種・関係機関と情報共有している。 シエン ヒツヨウ コ ソウダン ジュンカイ ソウダン ホウモン トウ コベツ シエン ケイカ ハアク ヒョウカ カンケイ ショクシュ カンケイ キカン ジョウホウキョウユウ		1		0		0				*				*		*		*		*				1		講師を招き、EPDSや発達に関する研修会を実施。 コウシ マネ ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		1		講師を招き、EPDSや発達に関する研修会を実施。 コウシ マネ ハッタツ カン ケンシュウカイ ジッシ		0				0		1		県など他機関が開催する研修会への参加。 ケン タ キカン カイサイ ケンシュウカイ サンカ		1				1				1		1

		943		670		東京都		八丈町		福祉健康課保健係 フクシ ケンコウ カ ホケン カカリ		関本尚正 セキモト ナオ マサ		04996-2-5570		04996-2-7923		1		kenko@town.hachijo.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		57		57		1		0		1		6		1		11		53		52		1		0		1		6		1		11		51		50		*		*		3		0		3		11		60		60		*		*		3		0		3		11		60		60		60		5		1		1		0		0				1		月１回病院助産師と連絡会を実施。支援協議し、支援方法を評価している。 ツキ カイ ビョウイン ジョサンシ レンラクカイ ジッシ シエン キョウギ シエン ホウホウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		甘いものの摂取状況 アマ セッシュ ジョウキョウ		0		1		0		0		0				0				1		0				1		３-４ヵ月児健診、１．６健診でアンケート問診にて情報収集。３-４ヵ月児健診でフォローが必要な方も継続的に支援している。 ゲツ ジ ケンシン ケンシン モンシン ジョウホウ シュウシュウ ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ カタ ケイゾクテキ シエン		0		0				1		両親学級、健診時、パンフレット配布 リョウシン ガッキュウ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		**		0		0				1		**		0		0		0				1		病院医師・助産師と情報共有 ビョウイン イシ ジョサンシ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				1		都で実施する研修に参加 ト ジッシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1				1		1				1

		944		666		東京都		新島村		さわやか健康センター ケンコウ		猪狩尚史 イノシシ カ ナオ シ		04992-5-1856		04992-5-1857		1		kenkou@niijima.com		0		1				1		0		3		4		19		19		1		0		1		6		1		7		21		20		1		0		1		6		1		7		15		15		*		*		3		0		3		1		30		30		*		*		3		0		3		1		27		27		11		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		歯科医師からの健康講話 シカ イシ ケンコウ コウワ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		保健師・管理栄養士が母子保健研修に参加している。 ホケンシ カンリ エイヨウシ ボシ ホケン ケンシュウ サンカ

		945		661		東京都		日の出町		いきいい健康課 ケンコウ カ		吉田寧子 ヨシダ ヤスシ コ		042-597-0511		042-597-0628		1		hoken@town.hinode.tokyo.jp		0		1				1		0		3		4		142		134		1		0		1		6		1		8		145		132		1		0		1		6		1		8		145		132		*		*		3		0		3		2		161		154		*		*		3		0		3		2		161		154		126		8		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		1		1		0				1		東京の歯科保健等の結果から評価する トウキョウ シカ ホケン トウ ケッカ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診の集団指導で説明している。 ケンシン シュウダン シドウ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、パンフレット配布や口頭で説明している。 テイキテキ ハイフ コウトウ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		定期的ではないが、保健師間で話し合う テイキテキ ホケンシ カン ハナ ア		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		都の研修に参加している ト ケンシュウ サンカ		0				0				0		0								1		1

		946		645		東京都		日野市		健康課 ケンコウ カ		飯島 イイジマ		042-581-4111		042-583-2400		1		kenkou@city.hino.lg.jp		0		1				*		*		3		5		1476		1483		*		*		1		6		1		11		1629		1605		*		*		1		6		1		11		1629		1605		*		*		3		0		3		11		1502		1485		*		*		3		0		3		11		1502		1484		1533		*		1		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		健診後のカンファレンスや検討会で話し合い、次年度に活用している。 ケンシン ゴ ケントウカイ ハナ ア ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じて説明、指導実施。（例えば、未定預でフォローになった場合等） ヒツヨウ オウ セツメイ シドウ ジッシ タト ミテイ ヨ バアイ トウ		1		健診後のカンファレンスで実施。 ケンシン ゴ ジッシ		0		0				1		ママパパクラス等（DVDにて） トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		６～７か月健診、９～10ヵ月健診において発達・発育等の問題がある場合、医療機関より連絡があり、経過観察健診・発達健診につなぐ場合あり。 ゲツ ケンシン ゲツ ケンシン ハッタツ ハツイク トウ モンダイ バアイ イリョウ キカン レンラク ケイカ カンサツ ケンシン ハッタツ ケンシン バアイ		0		0		0		0				1		健診に関わる内容の研修会実施（視能訓練士による学習会等） ケンシン カカ ナイヨウ ケンシュウカイ ジッシ シノウ クンレンシ ガクシュウカイ トウ		1		**		0				0		0				1				1		1

		947		673		神奈川県		平塚市		健康こども部健康課健康づくり担当 ケンコウ ブ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		松本奈美 マツモト ナミ		0463-55-2111		0463-55-2139		1		kenko@city.hiratsuka.kanagawa.jp		0		1				*		*		4		4		1803		1739		*		*		1		7		1		11		1924		1825		*		*		1		7		1		11		1924		1825		*		*		3		2		3		11		2059		1923		*		*		3		2		3		11		2059		1823		1929		56		0		1		0		1				1		年齢、母子手帳交付時期、妊娠歴、既往歴、婚姻の有無。1回目は母子手帳交付から2ヶ月以内、2回目以降は個別対応のためケースバイケースで実施。 ネンレイ ボシ テチョウ コウフ ジキ ニンシン レキ キオウ レキ コンイン ウム カイメ ボシ テチョウ コウフ ゲツ イナイ カイメイコウ コベツ タイオウ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		今後実施する方向で検討中 コンゴ ジッシ ホウコウ ケントウチュウ		0				1		0				1		妊婦に対して→妊娠中の教室で実施（DVD,リーフレット、抱き方実習）
産婦に対して→こんにちはHVで実施（リーフレット配布） ニンプ タイ ニンシンチュウ キョウシツ ジッシ ダ カタ ジッシュウ サンプ タイ ジッシ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		年2回研修会を開催している ネン カイ ケンシュウカイ カイサイ		0				0		0

		948		791		山梨県		甲州市		健康増進課健康づくり担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ タントウ		武藤陽子 タケ フジ ヨウコ		0553-33-7812		0553-32-3072		1		kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		198		196		*		*		1		6		1		7		197		194		*		*		1		6		1		7		197		194		*		*		3		3		3		4		230		224		*		*		3		3		3		4		230		224		191		62		1		1		0		0				1		妊婦訪問（全妊婦に2回）マタニティクラスの参加時等にアセスメントし、支援の評価を行っている。また2ヶ月に1度関係スタッフが集まりケアプラン会議を行ったり、地区担当保健師、助産師間では随時情報交換して評価を行っている。 ニンプ ホウモン ゼン ニンプ カイ サンカ ジ トウ シエン ヒョウカ オコナ ゲツ ド カンケイ アツ カイギ オコナ チク タントウ ホケンシ ジョサンシ カン ズイジ ジョウホウ コウカン ヒョウカ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		マニュアルはなく取り決めのレベルではあるが、上記1.～5.に加えて、虐待対応の担当課へ報告し、緊急受理会議を招集し、対応方針を協議の上決定している。 ト キ ジョウキ クワ ギャクタイ タイオウ タントウカ ホウコク キンキュウ ジュリ カイギ ショウシュウ タイオウ ホウシン キョウギ ウエ ケッテイ		1		実績をまとめ、担当内で反省等について検討し、次年度事業に活かしている。また、市歯科医師会にも報告し、助言を受けている。 ジッセキ タントウ ナイ ハンセイ トウ ケントウ ジネンド ジギョウ イ シ シカ イシ カイ ホウコク ジョゲン ウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		当市では、3ヵ月、７ヵ月、１歳６ヵ月、２歳、３歳、５歳健診を全て集団健診で行っており、次の健診までの間の発達過程について個別性に応じて１ケースずつ保健師面談の中で伝えている。 トウシ ゲツ ゲツ サイ ゲツ サイ サイ サイ ケンシン スベ シュウダン ケンシン オコナ ツギ ケンシン アイダ ハッタツ カテイ コベツセイ オウ ホケンシ メンダン ナカ ツタ		0		0				1		全ての健診で親の関わりや児の育てにくさにも焦点をあて面談を行っている。アンケート項目にも盛り込んでいる。 スベ ケンシン オヤ カカ コ ソダ ショウテン メンダン オコナ コウモク モ コ		0		0				1		訪問、健診等で啓発を行っている。 ホウモン ケンシン トウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		尿検査、視力・聴力検査 ニョウケンサ シリョク チョウリョク ケンサ		1		尿検査、視力・聴力検査 ニョウケンサ シリョク チョウリョク ケンサ		0		0				1		月２回、事例検討や気になるケースの情報交換、支援方針の検討を行っている。 ツキ カイ ジレイ ケントウ キ ジョウホウ コウカン シエン ホウシン ケントウ オコナ		0		0				1		５歳児健診を実施するほか、年長児に対して市内全保育所・幼稚園の巡回訪問を行うことでフォローしている。（一部市外も）必要なケースについては、個別に応じて継続支援を行い、療育機関等とも連携し評価している。 サイジ ケンシン ジッシ ネンチョウジ タイ シナイ ゼン ホイク ショ ヨウチエン ジュンカイ ホウモン オコナ イチブ シガイ ヒツヨウ コベツ オウ ケイゾク シエン オコナ リョウイク キカン トウ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				*				*		*		*		*				1		医師、歯科医師を除く全スタッフが集まり、年１回打合せを実施するほか、必要に応じて年１～２回学習会を開催している。 イシ シカ イシ ノゾ ゼン アツ ネン カイ ウチアワ ジッシ ヒツヨウ オウ ネン カイ ガクシュウカイ カイサイ		1		医師、歯科医師を除く全スタッフが集まり、年１回打合せを実施するほか、必要に応じて年１～２回学習会を開催している。 イシ シカ イシ ノゾ ゼン アツ ネン カイ ウチアワ ジッシ ヒツヨウ オウ ネン カイ ガクシュウカイ カイサイ		0				0		0				1				1				1		1

		949		837		長野県		富士見町		住民福祉課保健予防係 ジュウミン フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		堀内彩香 ホリウチ アヤ カ		0266-62-9134		0266-62-6877		1		juumin@town.fujimi.lg.jp		1		1				*		*		4		4		108		108		*		*		1		5		1		6		105		101		*		*		2		0		2		1		88		79		*		*		3		0		3		1		119		115		0		0		0		0		0		0		0		0		104		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		1.6歳健診で2歳のイヤイヤ期、2歳児歯科健診で3歳児のパンフレットを渡し説明。 サイ ケンシン サイ キ サイジ シカ ケンシン サイジ ワタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ教室の継続が必要かどうか、参加して様子に変化があるかどうかを各教室の終了後カンファレンスにて話し合っている。 キョウシツ ケイゾク ヒツヨウ サンカ ヨウス ヘンカ カクキョウシツ シュウリョウゴ ハナ ア		0		0				1		５歳児相談や保育園訪問にて評価している。 サイジ ソウダン ホイクエン ホウモン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所管内での母子保健担当者研修会 ホケン ショ カンナイ ボシ ホケン タントウ シャ ケンシュウカイ		0				0				0		0														1

		950		723		新潟県		田上町		保健福祉課 ホケン フクシカ		本多由紀 ホンダ ユキ		0256-57-6112		0256-57-3111		1		t1121@town.tagami.niigata.jp		0		1				1		0		3		4		71		70		1		0		1		7		1		8		83		82				0		1		7		1		8		83		82		*		*		3		7		3		8		77		76		*		*		3		7		3		8		77		76		75		*		0		0		1		1		特に件数としてあげていない トク ケンスウ		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				*		*		*		*		*				1		パンフレットの配布等 ハイフ トウ		0		0				0				1		0				1		集団指導の際に行っている。 シュウダン シドウ サイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		担当者間の打ち合せ タントウシャ カン ウ アワ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		951		746		石川県		小松市		予防先進部いきいき健康課母子保健担当 ヨボウ センシン ブ ケンコウ カ ボシ ホケン タントウ		岡田絹子 オカダ キヌコ		0761-21-8118		0761-21-8066		1		sukoyaka@city.komatsu.lg.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		7		1		11		947		926		1		0		1		7		1		11		947		926		1		0		3		4		3		11		993		955		1		0		3		4		3		11		993		955		964		4		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４ヵ月相談を実施しており、その時１歳頃までの発達過程を説明 ゲツ ソウダン ジッシ トキ サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		１回/１月、事例検討会を実施 カイ ツキ ジレイ ケントウカイ ジッシ		0		0				0				0		0		1		H27.7より、発達支援センターが保健センター内に併設されたため、今後事例検討として行っていく予定 ハッタツ シエン ホケン ナイ ヘイセツ コンゴ ジレイ ケントウ オコナ ヨテイ		1		健診結果票に記載されてくる ケンシン ケッカ ヒョウ キサイ		0		0		0		0				1		事例検討、健診事後カンファレンス ジレイ ケントウ ケンシン ジゴ		0				0				0		0										1

		952		835		長野県		長和町		健康づくり係 ケンコウ カカリ		新海保奈美 シンカイ ホナミ		0258-68-3494		0268-68-3798		2		honami@town.nagawa.nagano.jp		0		1				*		*		4		5		48		47		*		*		1		6		1		8		42		42		*		*		1		6		1		8		42		42		*		*		3		0		3		2		49		49		*		*		3		0		3		2		48		48		2		2		1		0		0		0				1		国保連から届く妊婦健診の受診票の異常の有無の確認 コクホレン トド ニンプ ケンシン ジュシン ヒョウ イジョウ ウム カクニン		0		0				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		母子の愛着形成 ボシ アイチャク ケイセイ		0		0		1		0		0				1		国精神のパンフレットを使用し、10ヵ月健診時にこれからの発達に応じた関わりを伝えている。 クニ セイシン シヨウ ゲツ ケンシン ジ ハッタツ オウ カカ ツタ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時、パンフレットにて説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		週に1度健康相談にて、発達、離乳食のすすみ、身体計測、１．６歳発達チェックを行っている。 シュウ ド ケンコウ ソウダン ハッタツ リニュウショク シンタイ ケイソク サイ ハッタツ イ		0		0				1		専門スタッフ（臨床発達心理士、療育コーディネーター、就学相談員、保健師）による保育園巡回相談 センモン リンショウ ハッタツ シンリシ リョウイク シュウガク ソウダンイン ホケンシ ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0														1

		953		899		岐阜県		本巣市		健康福祉部健康増進課本巣保健センター ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ モトス ホケン		池場昭子 イケバ アキコ		058-34-5028		0581-34-5038		1		motosu-hc@city.motosu.lg.jp		1		1				*		*		3		4		249		244		*		*		1		6		1		8		272		253		*		*		1		6		1		8		272		251		*		*		3		0		3		2		292		275		*		*		3		0		3		2		29		273		227		49		1		0		0		0				1		母子保健計画を機に定期的に評価をしている。特定妊婦の視点だけでなく、妊娠期の健康管理の視点も含む（体重増加、血圧、血糖） ボシ ホケン ケイカク キ テイキテキ ヒョウカ トクテイ ニンプ シテン ニンシン キ ケンコウ カンリ シテン フク タイジュウ ゾウカ ケツアツ ケットウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子保健計画策定時及び必要時に評価し活用している。 ボシ ホケン ケイカク サクテイ ジ オヨ ヒツヨウジ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診のアンケートにおいてM-CHATを活用し、社会性の発達について見通しを持てれるようにしている。 ニュウヨウジ ケンシン カツヨウ シャカイセイ ハッタツ ミトオ モ		0		0				1		母子保健計画策定時に、発達支援教室参加児の保護者に対してアンケート調査を実施。 ボシホケンケイカク サクテイ ジ ハッタツ シエン キョウシツ サンカ ジ ホゴシャ タイ チョウサ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0				1		精検結果、再検の結果のとりまとめ セイケン ケッカ サイケン ケッカ		0				0		0				1		各種計画化の際には、その都度必要とおもわれる視点で健診での判定やその後の支援を検討見直しをしている。 カクシュ ケイカクカ サイ ツド ヒツヨウ シテン ケンシン ハンテイ ゴ シエン ケントウ ミナオ		0		0				1		療育状況や就学判定を調査し、発達障害等の発生率や乳幼児健診での発見率などを算出し、必要に応じて事業見直しにつなげている。 リョウイク ジョウキョウ シュウガク ハンテイ チョウサ ハッタツ ショウガイ トウ ハッセイ リツ ニュウヨウジ ケンシン ハッケン リツ サンシュツ ヒツヨウ オウ ジギョウ ミナオ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		月１回の学習会の実施 ツキ カイ ガクシュウカイ ジッシ		1		月１回の学習会の実施 ツキ カイ ガクシュウカイ ジッシ		0				0		0								1		1		1		1

		954		1022		三重県		東員町		健康保険課健康づくり係 ケンコウ ホケン カ ケンコウ カカリ		市川美香 イチカワ ミカ		0594-86-2803		0594-86-2851		1		hoken@town.toin.lg.jp		0		1				*		*		4		6		175		171		*		*		1		6		2		0		212		199		*		*		1		6		2		0		212		199		*		*		3		6		4		0		258		237		*		*		3		6		4		0		258		237		206		0		1		0		0		0				0				0		1		定期的にではないが、ハイリスク妊婦に対して妊婦健診受診状況を把握したり、出生後は出生届出の際に状況を聴き取り、早めに訪問等し、対応している。 テイキテキ ニンプ タイ ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ハアク シュッショウ ゴ シュッショウ トドケデ サイ ジョウキョウ キ ト ハヤ ホウモン トウ タイオウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児全戸訪問の際に今後の発達過程を説明し、順調な発達を促すために今必要な関わりを伝えている。 ニュウジ ゼンコ ホウモン サイ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ ジュンチョウ ハッタツ ウナガ イマ ヒツヨウ カカ ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				1		視力検査、聴覚検査 シリョク ケンサ チョウカク ケンサ		0				0				0				0		0				1		健診スタッフ（保健師、保育士、心理士、栄養士）で事後カンファレンスを行い、今後の支援について検討している。 ケンシン ホケンシ ホイク シ シンリシ エイヨウシ ジゴ オコナ コンゴ シエン ケントウ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の健診票に市町指示 ニュウジ ケンシン ケンシン ヒョウ シチョウ シジ		0		0		0		0				0				0				0				1		0												1

		955		1098		大阪府		門真市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		永原由紀 ナガハラ ユキ		06-6904-6500		06-6904-6837		1		fuko2@city.kadoma.osaka.jp		1		2				1		0		4		4		872		772		1		0		1		7		1		11		913		861		1		0		1		7		1		11		913		861		*		*		3		6		3		11		872		733		*		*		3		6		3		11		872		733		865		105		0		0		0		1		母子手帳発行の翌月に行っている。 ボシ テチョウ ハッコウ ヨクゲツ オコナ		0				0		1		特定妊婦として要保健児童地域対策協議会等へあげたケースは評価を行っている。 トクテイ ニンプ ヨウ ホケン ジドウ チイキ タイサク キョウギカイ トウ ヒョウカ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		4ヵ月児健診の集団指導、妊婦教室 ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		市へ結果が返却される シ ケッカ ヘンキャク		0		0		0		0				1		大阪府等が実施する研修会へ参加 オオサカフ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0										1

		956		1130		兵庫県		小野市		市民福祉部健康課 シミン フクシ ブ ケンコウ カ		清水奈緒子 シミズ ナオコ		0794-63-3977		0794-63-1425		1		kenko@city.ono.hyogo.jp		0		1				1		0		3		4		373		371		1		0		1		6		1		7		421		411		*		*		1		6		1		7		421		410		*		*		3		1		3		2		464		448		*		*		3		1		3		2		464		446		415		26		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		要対協事務局への報告 ヨウ タイ キョウ ジムキョク ホウコク		1		各担当者にフィードバックしている。 カクタントウシャ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		子育て教室や相談に歓しょうし、継続フォローしている。 コソダ キョウシツ ソウダン カン ケイゾク		1		健診のアンケートを活用している。 ケンシン カツヨウ		0		0				0				0				0				0				0		1		健診後、異常が発見された児の振り返り ケンシン ゴ イジョウ ハッケン ジ フ カエ		0				1		0				0				0		0		1		5歳児発達相談から就学に向けて支援が必要な児の健診時の状況の振り返りや今後の方向性を教育委員会、保育所、幼稚園と一緒に検討している。 サイジ ハッタツ ソウダン シュウガク ム シエン ヒツヨウ ジ ケンシン ジ ジョウキョウ フ カエ コンゴ ホウコウセイ キョウイク イイン カイ ホイク ショ ヨウチエン イッショ ケントウ		*				*		*		*		*				0				1		担当者会議にて必要時実施している。 タントウシャ カイギ ヒツヨウジ ジッシ		0				0		0								1		1

		957		1136		兵庫県		南あわじ市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		垣貴美子 ガキ キミコ		0799-43-5218		0799-43-5318		1		kenkou@city.minamiawaji.hogo.jp		1		2				*		*		4		4		345		342		*		*		1		6		1		11		364		364		*		*		1		6		1		11		364		364		*		*		3		0		3		11		410		400		*		*		3		0		3		11		410		400		376		0		1		0		0		0				*				*		*				1		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		958		1332		徳島県		上勝町		住民課 ジュウミン カ		立川拓也 タチカワ タクヤ		0885-46-0111		0885-46-0323		2		tatekaw_t@kamikatsu.jp		0		2				*		*		3		5		7		7		*		*		1		6		1		11		5		5		*		*		1		6		1		11		5		5		*		*		3		6		3		11		6		5		*		*		3		6		3		1		6		5		9		2		1		1		0		0				0				0		1		妊婦教室時や、健診結果に応じて、対象者本人に状況確認を行っている。 ニンプ キョウシツ ジ ケンシン ケッカ オウ タイショウシャ ホンニン ジョウキョウ カクニン オコナ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアル等はないが、上司への報告をしている。 トウ ジョウシ ホウコク		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		家庭訪問や乳幼児健診時に実施している。 カテイ ホウモン ニュウヨウジ ケンシン ジ ジッシ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンス ニュウヨウジ ケンシン ゴ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要に応じて関係者間でのケース会議をしている。 ヒツヨウ オウ カンケイシャ カン カイギ		0				0		0		1		関係者間でのケース会議の実施		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		959		1413		高知県		三原村		住民課 ジュウミンカ		谷田 タニタ		0880-46-2111		0880-46-2114		1		juumin@vill.mihara.kochi.jp		0		1				*		*		3		5		7		7		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		3		0		3		11		9		9		1		0		3		0		3		11		9		9		5		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットの配布、問診項目に入れている。 ハイフ モンシン コウモク イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前の教育相談等で評価 シュウガクマエ キョウイク ソウダン トウ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県が実施する研修に参加しています ケン ジッシ ケンシュウ サンカ												1

		960		1401		高知県		土佐町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		小梶亜矢子 チイ カジ アヤコ		0887-82-0442		0887-70-1312		1		kokaji-ayako@town.tosa.kochi.jp		0		1				1		1		3		5		34		25		1		1		1		6		1		11		31		30		1		1		1		6		1		11		31		30		*		*		3		4		3		11		24		24		*		*		3		4		3		11		24		24		24		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		集団教育で衛生士より、仕上げ磨きについて、話をしてもらう。 シュウダン キョウイク エイセイシ シア ミガ ハナシ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		乳児健診のみ、2回分を医療機関に委託。 ニュウジ ケンシン カイブン イリョウ キカン イタク		0		0		0		0				1		**		0				0				0		0

		961		1421		福岡県		筑後市		健康づくり課 ケンコウ カ		塚本由弥 ツカモト ユ ヤ		0942-53-4231		0942-53-4119		1		kenkoudukuri@city.chikugo.lg.jp		0		1				*		*		3		5		455		450		*		*		1		6		1		11		508		490		*		*		1		6		1		11		508		490		*		*		3		0		3		11		476		455		*		*		3		0		3		11		476		455		480		10		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		必要に応じて、乳幼児健診等で見通しについて指導することがある。 ヒツヨウ オウ ニュウヨウジ ケンシン トウ ミトオ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県や国保連合会が主催する研修会に出席している。 ケン コクホ レンゴウカイ シュサイ ケンシュウカイ シュッセキ		0				0				0						1						1

		962		1606		鹿児島県		日置市		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		石澤友理 イシザワ トモ リ		099-248-9421		099-273-3063		1		kenkou@city.hioki.lg.jp		0		1				*		*		3		5		366		353		*		*		1		6		1		11		378		343		*		*		1		6		1		11		378		343		*		*		3		2		3		11		453		407		*		*		3		2		3		11		453		407		385		17		1		0		0		0				1		電話や訪問にて必要時フォローし、継続支援が必要か把握している。 デンワ ホウモン ヒツヨウジ ケイゾク シエン ヒツヨウ ハアク		0		0				1		1		1		1		1		0		1		問診の結果、必要と判断した場合、保護者の了承を得て当日心理士との面談を実施 モンシン ケッカ ヒツヨウ ハンダン バアイ ホゴシャ リョウショウ エ トウジツ シンリシ メンダン ジッシ		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		福祉課へ情報提供、必要時ケース会議実施 フクシ カ ジョウホウ テイキョウ ヒツヨウジ カイギ ジッシ		1		歯科衛生士と課題や反省点を話し合い、次年度の指導や集団講話の媒体等検討している。 シカ エイセイシ カダイ ハンセイテン ハナ ア ジネンド シドウ シュウダン コウワ バイタイ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各健診での集団講話、問診時に実施 カク ケンシン シュウダン コウワ モンシン ジ ジッシ		0		0				1		健診でのカンファレンス ケンシン		0		0				1		新生児訪問、乳児健診にて シンセイジ ホウモン ニュウジ ケンシン		0		0				0				0				0				0				1		0				1		要観察以上の判定があった対象者に対し、巡回保育や育児相談、訪問等で発達を確認している。 ヨウ カンサツ イジョウ ハンテイ タイショウシャ タイ ジュンカイ ホイク イクジ ソウダン ホウモン トウ ハッタツ カクニン		0		0				1		保育園・幼稚園や療育との連携、就学前に教育委員会と情報共有を実施 ホイク エン ヨウチエン リョウイク レンケイ シュウガクマエ キョウイク イインカイ ジョウホウ キョウユウ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				1		講師を招いての研修会や、健診等の流れ、内容の再確認検討のための研修会を実施 コウシ マネ ケンシュウカイ ケンシン トウ ナガ ナイヨウ サイカクニン ケントウ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0								1						1

		963		1642		沖縄県		石垣市		市民保健部健康福祉センター シミン ホケン ブ ケンコウ フクシ		宮里久美子、東迎和美 ミヤサト クミコ ヒガシ ムカエ カズミ		0980-88-0088		0980-88-0087		2		m-kumiko@city.ishigaki.okinawa.jp		0		1				1		0		*		*		600		591		1		0		*		*		*		*		660		624		1		0		*		*		*		*		660		524		1		0		*		*		*		*		647		573		1		0		*		*		*		*		647		573		619		63		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診時の保健指導の場で、説明している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ホケン シドウ バ セツメイ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示やリーフレット配布、両親学級や乳幼児健診時に説明したり ケイジ ハイフ リョウシン ガッキュウ ニュウヨウジ ケンシン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				0		1		算出まではしていないが、精査票発行児の受診確認は行っている サンシュツ セイサ ヒョウ ハッコウ ジ ジュシン カクニン イ		0				0		1		定期的ではない。必要に応じて設けている。 テイキテキ ヒツヨウ オウ モウ		0				0		0		1		必要時、連携・評価している。 ヒツヨウジ レンケイ ヒョウカ		0				0		0		1		0				1		県小児保健協会主催の乳幼児健康診査担当保健師研修会への参加 ケン ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ タントウ ホケンシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		963		682		神奈川県		大和市		こども部すくすく子育て課母子保健担当 ブ コソダ カ ボシ ホケン タントウ		海瀬真弓 ウミセ マユミ		046-260-5609		046-264-0142		1		kosukus@city.yamato.lg.jp		0		1				1		0		3		4		2125		2069		*		*		1		6		1		8		2114		2014		*		*		1		6		1		8		2114		1940		*		*		3		6		3		9		2099		1979		*		*		3		6		3		9		2099		1975		2298		207		0		0		0		1		担当課窓口での発行の場合には、面談でのアセスメントを実施しているが、市民課での出先機関での発行については、交付申請書によるハイリスク者の抽出をしている。 タントウカ マドグチ ハッコウ バアイ メンダン ジッシ シミンカ デサキ キカン ハッコウ コウフ シンセイショ シャ チュウシュツ		0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		離乳食教室、1歳児育児教室、2歳児歯科相談等で発達過程や関連した育児について指導している。 リニュウショク キョウシツ サイジ イクジ キョウシツ サイジ シカ ソウダン トウ ハッタツ カテイ カンレン イクジ シドウ		0		0				0				1		0				1		4ヵ月児健診でのポスター掲示、プレママ・プレパパ教室でのDVD視聴 ゲツ ジ ケンシン ケイジ キョウシツ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票からの把握 モンシン ヒョウ ハアク		0		0		0		0				1		（社福）母子愛育会実施の研修に新任者が主として受講するなど、研修機会は設けている。 シャフク ボシ アイイク カイ ジッシ ケンシュウ シンニンシャ シュ ジュコウ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0

		964		1645		沖縄県		糸満市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0		098-840-8126		098-840-8154		*		*		*		*				*		*		3		5		818		690		*		*		1		7		1		11		801		724		*		*		1		7		1		11		801		724		*		*		3		3		3		11		808		738		*		*		3		3		3		11		808		737		756		18		1		1		0		0				1		状況に応じて関係機関との連携・調整行う。評価時期については、ケースに応じて判断。 ジョウキョウ オウ カンケイ キカン レンケイ チョウセイ オコナ ヒョウカ ジキ オウ ハンダン		0		0				0		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		予算要求はしているものの事業化は出来ていない。 ヨサン ヨウキュウ ジギョウカ デキ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				0		1		各担当PHNにて、経過確認、フォロー行っている。 カクタントウ ケイカ カクニン オコナ		0				1		0				0				0				0				0				0		1		委託機関にて行っている。 イタク キカン オコナ		1		1回/年、事業反省児 カイ ネン ジギョウ ハンセイ ジ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		母子保健推進員へ計測方法を実施 ボシ ホケン スイシン イン ケイソク ホウホウ ジッシ		0				0		1		委託機関にて実施している研修会へ参加 イタク キカン ジッシ ケンシュウカイ サンカ		1				1

		965		43		北海道		長万部町		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		野澤明子 ノザワ アキコ		01377-2-2454		01377-2-2931		2		nozawa.akiko@town.oshamambe.lg.jp		0		1				*		*		4		4		24		23		*		*		1		6		1		8		42		40		*		*		1		6		1		8		42		40		*		*		3		1		3		4		39		36		*		*		3		1		3		4		39		36		25		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		育児学級での周知 イクジ ガッキュウ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健師、栄養士の研修参加 ホケンシ エイヨウシ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0										1

		965		155		北海道		中札内村		福祉課保健グループ フクシカ ホケン		櫻井彩 サクライ アヤ		0155-67-2321		0155-63-4172		1		f-hoken@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		33		33		*		*		1		6		2		0		42		42		*		*		1		6		2		0		42		42		*		*		3		0		4		0		33		33		*		*		3		0		4		0		33		33		24		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		状況に応じて、母子手帳発行時等に実施 ジョウキョウ オウ ボシ テチョウ ハッコウ ジ トウ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		医療機関に医師の派遣を依頼し、村の保健センターで健診を実施している。健診前に事前情報を医師に伝え、健診後にカンファレンスを実施し情報を共有している。 イリョウ キカン イシ ハケン イライ ムラ ホケン ケンシン ジッシ ケンシン マエ ジゼン ジョウホウ イシ ツタ ケンシン ゴ ジッシ ジョウホウ キョウユウ		0				0				0				0		1		問診を担当している常勤保健師を対象として確保している。 モンシン タントウ ジョウキン ホケンシ タイショウ カクホ

		967		251		宮城県		白石市		民生部健康推進課 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ		岩間加奈子 イワマ カナコ		0224-22-1362		0224-22-1320		1		kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp		1		1				*		*		3		4		214		213		*		*		1		6		2		0		228		232		*		*		1		6		2		0		228		232		*		*		3		0		4		0		243		244		*		*		3		0		4		0		243		244		222		32		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		969		810		長野県		飯田市		健康福祉部保健課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カ		原俊文 ハラ トシフミ		0265-22-4511		0265-53-8867		1		hoken@city.iida.nagano.jp		0		1				*		*		3		4		866		842		*		*		1		5		1		7		824		797		*		*		1		5		1		7		824		797		*		*		2		11		3		0		900		8863		*		*		2		11		3		0		900		863		888		28		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		育児支援学級、サークル、乳幼児学級などでの指導に生かしている。 イクジ シエン ガッキュウ ニュウヨウジ ガッキュウ シドウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0				1		2ヵ月児訪問、7ヵ月児相談で発達過程について資料配布および説明を実施している。 ゲツ ジ ホウモン ゲツ ジ ソウダン ハッタツ カテイ シリョウ ハイフ セツメイ ジッシ		0		0				1		乳幼児健診の問診項目として、子育てについての質問により把握する。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン コウモク コソダ シツモン ハアク		0		0				1		2ヵ月児訪問で資料配布及び説明を実施している ゲツ ジ ホウモン シリョウ ハイフ オヨ セツメイ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関、保育所と連携し、入園後まで情報交換している。 リョウイク キカン ホイク ショ レンケイ ニュウエン ゴ ジョウホウ コウカン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		課内研修、講演会 カナイ ケンシュウ コウエンカイ		1		課内研修、講演会 カナイ ケンシュウ コウエンカイ		0				0		0								1						1

		970		909		岐阜県		輪之内町		保健センター ホケン		菱田明里 ヒシダ アキラ サト		0584-69-5155		0584-69-5156		1		hoken@town.wanouchi.lg.jp		0		1				*		*		3		4		105		100		*		*		1		6		1		7		111		105		*		*		1		6		1		7		111		105		*		*		3		0		3				100		92		*		*		3		0		3		1		100		92		92		1		1		0		0		0				1		赤ちゃん訪問や、赤ちゃん訪問以降の訪問により評価している。 アカ ホウモン アカ ホウモン イコウ ホウモン ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		事業計画で報告する ジギョウ ケイカク ホウコク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		アンケートを実施する ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診にて評価している サイジ ケンシン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		971		1001		愛知県		美浜町		厚生部健康推進課 コウセイ ブ ケンコウ スイシン カ		冨谷香里 トミヤ カオリ		0569-82-1111		0569-82-1321		1		kenkoh-we@town.aichi-mihama.lg.jp		0		1				1		0		4		4		144		139		1		0		1		7		1		11		166		59		1		0		1		7		1		11		166		159		*		*		3		0		3		11		150		150		*		*		3		0		3		11		150		150		30		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の指導内容や配布資料に生かしている ジネンド シドウ ナイヨウ ハイフ シリョウ イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		事故防止のパンフレットや離乳食指導等、発達段階と合わせて説明指導。 ジコ ボウシ リニュウショク シドウ トウ ハッタツ ダンカイ ア セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				*				*		*				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診事後フォロー教室等各種教室への勧奨時や入所(保育園)申請前の検討会などの機会に検討 ケンシン ジゴ キョウシツ トウ カクシュ キョウシツ カンショウ ジ ニュウショ ホイクエン シンセイ マエ ケントウカイ キカイ ケントウ		0				0		0		1		保育所・療育機関を訪問し、個別に評価 ホイク ショ リョウイク キカン ホウモン コベツ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤従事者を対象にして、県等が実施する研修会に参加している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ						1

		972		1085		大阪府		枚方市		健康部保健所保健センター ケンコウ ブ ホケン ショ ホケン		沖登美子 オキ トミコ		072-840-7221		072-840-4496		1		hokenc@city.hirakata.osaka.jp		0		1				1		0		4		5		3065		2962		1		0		1		7		1		11		3220		3027		1		0		1		7		1		11		3220		3027		*		*		3		6		3		11		3541		2971		*		*		3		6		3		11		3541		2968		3163		342		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		フッ化物の使用状況について（フッ化物塗布率、歯磨剤の使用等） カ ブツ シヨウ ジョウキョウ カ ブツ トフ リツ シマザイ シヨウ トウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		マタニティスクールにて、SBSのDVDを見てもらい、パンフレットを渡している。また、新生児・乳児の泣き声を聞いてもらい、泣いた時の対処法を考えてもらっている。メールマガジンで配信、事故予防啓発展示ルーム（保健センター内）にてパネル展示 ミ ワタ シンセイジ ニュウジ ナ ゴエ キ ナ トキ タイショホウ カンガ ハイシン ジコ ヨボウ ケイハツ テンジ ホケン ナイ テンジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記入又は電話にて情報提供があります。 ジュシン ヒョウ キニュウ マタ デンワ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		発達・虐待・記録に関することなど ハッタツ ギャクタイ キロク カン		1		発達・虐待・記録に関することなど ハッタツ ギャクタイ キロク カン		0				0		0								1		1

		973		1116		大阪府		千早赤阪村		保健センター ホケン		柿花直子 カキハナ ナオコ		0721-72-008		0721-70-2021		1		kenko-2@vill.chihayaakasaka.lg.jp		0		1				*		*		3		5		14		14		*		*		1		6		1		8		20		20		*		*		1		6		1		8		20		20		*		*		3		6		3		8		36		36		*		*		3		6		4		8		36		36		25		1		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		対象児数が少ないため、マニュアルや取り決め等はなしで対応できている。 タイショウ ジ カズ スク ト キ トウ タイオウ		0		0		0		0		0		0				1		有病者率と一人平均う蝕本数の評価を毎年実施し、家族向けのチラシ作成や保護者向けのブラッシング指導の実施につなげた ユウ ビョウ シャ リツ ヒトリ ヘイキン ショク ホンスウ ヒョウカ マイトシ ジッシ カゾク ム サクセイ ホゴシャ ム シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		新生児訪問で全ての保護者に対してチラシを配布し説明している シンセイジ ホウモン スベ ホゴシャ タイ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		結果票に記入欄を設けている ケッカ ヒョウ キニュウ ラン モウ		0		0		0		0				1		母子保健事業、従事者研修等 ボシ ホケン ジギョウ ジュウジシャ ケンシュウ トウ		1		毎回健診後に受診児一人一人について、詳しくカンファレンスを行っている マイカイ ケンシン ゴ ジュシン ジ ヒトリ ヒトリ クワ オコナ		0				0		0								1		1

		974		1236		鳥取県		伯耆町		母子保健 ボシ ホケン		瀬川佳菜子 セガワ カナコ		0859-68-5536		0859-68-3866		2		segawak@houki-town.jp		0		1				1		1		3		5		73		71		*		*		1		7		1		9		74		66		*		*		1		7		1		9		74		67		1		0		3		1		3		2		78		77		*		*		3		1		3		2		78		77		60		18		1		0		0		0				1		妊娠期から、担当保健師は医療機関と連携を取り、情報を共有している。 ニンシン キ タントウ ホケンシ イリョウ キカン レンケイ ト ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		1		保育所に健診前に連絡を取り、気になる対象の情報を収集している。 ホイク ショ ケンシン マエ レンラク ト キ タイショウ ジョウホウ シュウシュウ		1		0		0		0				0		0		1		町独自のマニュアルはないが、平成21年度に鳥取県で作成されたマニュアルを参考にしている。今後その内容については、検討される予定。 マチ ドクジ ヘイセイ ネンド トットリケン サクセイ サンコウ コンゴ ナイヨウ ケントウ ヨテイ		0		0		0		0		0		0				1		町内歯科Dr.、養護教諭等を招集して、歯科保健検討会を実施（1回/年）検討会では、事業報告、意見交換等を行う。 チョウナイ シカ ヨウゴ キョウユ トウ ショウシュウ シカ ホケン ケントウカイ ジッシ カイ ネン ケントウカイ ジギョウ ホウコク イケン コウカン トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		町で実施している栄養指導や食育の取組みとして、離乳食講習会、幼児食教室、歯みがき栄養教室等がある。他機関と連携し事業を行い、評価している。 マチ ジッシ エイヨウ シドウ ショクイク トリク リニュウショク コウシュウカイ ヨウジ ショク キョウシツ ハ エイヨウ キョウシツ トウ タ キカン レンケイ ジギョウ オコナ ヒョウカ		1		健診時、個別に保護者に対し説明指導を行っている。 ケンシン ジ コベツ ホゴシャ タイ セツメイ シドウ オコナ		0		0				1		健診時なんでも相談を設置し、臨床心理士が対応している。健診後のカンファレンスにて、なんでも相談で受けた相談やその対応方法について、スタッフが共有を行う。 ケンシン ジ ソウダン セッチ リンショウ シンリシ タイオウ ケンシン ゴ ソウダン ウ ソウダン タイオウ ホウホウ キョウユウ オコナ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要時、保育所等とケース会議を実施し、支援の方向性を検討している。 ヒツヨウジ ホイク ショ トウ カイギ ジッシ シエン ホウコウセイ ケントウ		1		①3歳児健診、5歳児健診で要フォローとなった児に対し、適した声掛けや関わり方を学ぶ場、また母親同士が悩みを語り合える場を提供する教室を開催している。
②5歳児健診後、教育委員会主体の就学支援検討会を開催している。関係機関が連携し、就学の為の療育体制を整備している。 サイジ ケンシン サイジ ケンシン ヨウ ジ タイ テキ コエカ カカ カタ マナ バ ハハオヤ ドウシ ナヤ カタ ア バ テイキョウ キョウシツ カイサイ サイジ ケンシン ゴ キョウイク イインカイ シュタイ シュウガク シエン ケントウ カイ カイサイ カンケイ キカン レンケイ シュウガク タメ リョウイク タイセイ セイビ		0		0		0				0		児が医療機関で健診を行うと、その健診の結果が市町村用として届く。 ジ イリョウ キカン ケンシン オコナ ケンシン ケッカ シチョウソン ヨウ トド		0		1		0		0				1		保健師記録研修会、児童虐待未然防止研修会 ホケンシ キロク ケンシュウカイ ジドウ ギャクタイ ミゼン ボウシ ケンシュウカイ		0				0				0		1		西部地区子育て支援関係者研修会、子育てに関係するスタッフ（教育委員会や支援センターなど）が集まり、虐待の現状を理解し、虐待予防の為に自分たちに出来る事を考える研修会 セイブ チク コソダ シエン カンケイシャ ケンシュウカイ コソダ カンケイ キョウイク イインカイ シエン アツ ギャクタイ ゲンジョウ リカイ ギャクタイ ヨボウ タメ ジブン デキ コト カンガ ケンシュウカイ						1		1				1

		975		1371		愛媛県		西予市		生活福祉部健康づくり推進課 セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		山下弘子 ヤマシタ ヒロコ		0894-62-6407		0894-62-6564		1		kenkoudukuri@city.seiyo.ehime.jp		0		1				*		*		3		5		233		227		*		*		1		6		1		11		258		252		*		*		1		6		1		11		258		252		*		*		3		4		3		11		259		243		*		*		3		4		3		11		259		243		212		4		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		う歯り患率や一人平均う歯数 ハ カン リツ ヒトリ ヘイキン ハ スウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		４か月児健診において、必要に応じて説明している。 ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ オウ セツメイ		0				1		0				0				0		1		新生児訪問時に必要に応じて説明している。 シンセイジ ホウモン ジ ヒツヨウ オウ セツメイ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		保健師、栄養士を対象に発達に関する研修を実施 ホケンシ エイヨウシ タイショウ ハッタツ カン ケンシュウ ジッシ		0				0				0		0								1

		976		1467		福岡県		苅田町		子育て・健康課健康づくり担当 コソダ ケンコウ カ ケンコウ タントウ		横道佳奈 ヨコミチ カ ナ		093-436-5115		093-436-5110		1		panjipuraza@town.kanda.lg.jp		1		1				1		0		5		6		385		369		1		0		1		7		2		11		358		336		1		0		1		7		2		11		358		336		*		*		3		1		3				383		353		*		*		3		1		3		11		383		353		355		23		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		ベースライン調査を問診に入れ、説明している チョウサ モンシン イ セツメイ		0		0				0				1		0				1		４～５ヵ月児健診の問診で実施 ゲツ ジ ケンシン モンシン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		県や他の機関主催研修の情報提供 ケン ホカ キカン シュサイ ケンシュウ ジョウホウ テイキョウ

		977		1585		宮崎県		高鍋町		健康保険課 ケンコウ ホケン カ		日高真理子 ヒダカ マリコ		0983-23-2323		0983-23-2344		*		*		*		*				*		*		3		5		188		185		*		*		1		5		1		11		198		194		*		*		1		5		1		11		198		194		*		*		3		5		3		11		193		188		*		*		3		5		3		11		193		186		202		4		0		0		0		1		全妊婦に対し、保健師が問診を行っているが、統一したアセスメント表などは用いていない。ただし、平成27年度からは、質問表の内容を見直し、アセスメントの参考となるよう質問内容を追加している。 ゼン ニンプ タイ ホケンシ モンシン オコナ トウイツ ヒョウ モチ ヘイセイ ネンド シツモン ヒョウ ナイヨウ ミナオ サンコウ シツモン ナイヨウ ツイカ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		取り決めはないが、問4の2、5の対応は通常行っている。 ト キ トイ タイオウ ツウジョウ オコナ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		上記内容を全般的に確認はしているが、准店におい手いる内容はない。 ジョウキ ナイヨウ ゼンパン テキ カクニン ジュン テン テ ナイヨウ		0		0		1		0		0				0				0		1		各集団健診や相談時の健康教育の中で、子どもの成長・発達過程について触れ、子どもとの関わり方等で見通しが持てるように説明している。 カク シュウダン ケンシン ソウダン ジ ケンコウ キョウイク ナカ コ セイチョウ ハッタツ カテイ フ コ カカ カタ トウ ミトオ モ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		妊婦健診のみ医療機関委託を実施し、連携している。(仕組みはないが、状況により対応している）乳幼児健診については、医療機関委託していない。 ニンプ ケンシン イリョウ キカン イタク ジッシ レンケイ シク ジョウキョウ タイオウ ニュウヨウジ ケンシン イリョウ キカン イタク		0				0				0				0		1		県や関係機関等が実施している研修会等に健診従事者は積極的に参加し、研修機会を確保するよう努めている。 ケン カンケイ キカン トウ ジッシ ケンシュウカイ トウ ケンシン ジュウジシャ セッキョクテキ サンカ ケンシュウ キカイ カクホ ツト

		978		1648		沖縄県		うるま市		市民部健康支援課 シミン ブ ケンコウ シエン カ		外間美代子 ソト マ ミヨコ		098-973-3209		098-974-4040		1		simin-kenkouka@city.uruma.lg.jp		0		1				*		*		3		5		1343		973		*		*		1		6		1		11		1289		1052		*		*		1		6		1		11		1289		1052		*		*		3		6		3		11		1395		1094		*		*		3		6		3		11		1395		1091		1410		151		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				1		・乳児後期の際に、歯科衛生士による口腔内の手入れの指導を実施。
・1歳半健診から3歳児健診までの間にう蝕率が上昇するため、2歳児歯科健診を実施している。 ニュウジ コウキ サイ シカ エイセイシ コウクウ ナイ テイ シドウ ジッシ サイハン ケンシン サイジ ケンシン アイダ ショク リツ ジョウショウ サイジ シカ ケンシン ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診や相談等の機会を通し、0～1歳、1歳～3歳、3歳～6歳の発達カレンダーを作成し、説明したり、心理相談や発達検査を受けた後、見通しを伝える等。 ケンシン ソウダン トウ キカイ トオ サイ サイ サイ サイ サイ ハッタツ サクセイ セツメイ シンリ ソウダン ハッタツ ケンサ ウ アト ミトオ ツタ トウ		0		0				1		乳幼児健診等で把握した親に対し、個別支援や事後教室、関係機関へつなぐ等で評価している。 ニュウヨウジ ケンシン トウ ハアク オヤ タイ コベツ シエン ジゴ キョウシツ カンケイ キカン トウ ヒョウカ		0		0				1		ホームページに厚生労働省ホームページより動画「赤ちゃんが泣きやまない」を掲載している。 コウセイ ロウドウショウ ドウガ アカ ナ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		年1回、事業の反省・評価を実施 ネン カイ ジギョウ ハンセイ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		個別支援を通し、必要時、保育所や幼稚園と連携、市の発達検査を行う等している。 コベツ シエン トオ ヒツヨウジ ホイク ショ ヨウチエン レンケイ シ ハッタツ ケンサ オコナ トウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県小児保健協会等の研修へ参加等 ケン ショウニ ホケン キョウカイ トウ ケンシュウ サンカ トウ		1		指導内容にバラツキが生じないようマニュアルを作成し、配布・共有している シドウ ナイヨウ ショウ サクセイ ハイフ キョウユウ		0				0		0								1		1				1

		979		136		北海道		白老町		健康福祉課健康推進グループ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン		坂本あゆみ サカモト		0144-82-5541		0144-82-5561		1		fukusi@town.shiraoi.lg.jp		0		2				1		0		4		6		74		72		1		0		1		6		1		11		74		69		1		0		1		6		1		11		74		69		1		0		3		0		3		11		84		68		1		0		3		0		3		11		84		68		66		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				1		年度ごとに実績を算出し、次年度の指導時等に活用している。 ネンド ジッセキ サンシュツ ジネンド シドウ ジ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		冊子を用いて、保護者に発達の説明を行っている。 サッシ モチ ホゴシャ ハッタツ セツメイ オコナ		0		0				1		乳幼児健診後のカンファレンスで、支援の方向性を検討している。 ニュウヨウジ ケンシン ゴ シエン ホウコウセイ ケントウ		0		0				1		新生児訪問時に、保護者へ説明を行っている。 シンセイジ ホウモン ジ ホゴシャ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園訪問での評価 ホイクエン ホウモン ヒョウカ		0		0		0				0				0		1		0		0				1		母子保健衛生研究会などで実施している研修会の参加 ボシ ホケン エイセイ ケンキュウカイ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		980		30		北海道		北広島市		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		白坂亜紀 シラサカ アキ		0110372-3311		011-372-1131		1		kenkou@city.kitahiroshima.hokkaido.jp		0		1				1		0		2		5		357		352		1		0		1		6		1		11		351		344		1		0		1		6		1		11		351		344		1		0		3		1		3		11		400		387		1		0		3		1		3		11		400		387		315		119		1		0		0		0				1		ケース検討を行い、支援内容と時期、担当者を決定し、個別に評価時期を設定している。 ケントウ オコナ シエン ナイヨウ ジキ タントウシャ ケッテイ コベツ ヒョウカ ジキ セッテイ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診票に社会性の発達過程理解に関する設問を設定。回答状況や子どもの状況に応じて、パンフレットを用いて説明指導している。 モンシン ヒョウ シャカイセイ ハッタツ カテイ リカイ カン セツモン セッテイ カイトウ ジョウキョウ コ ジョウキョウ オウ モチ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		マタニティスクールと赤ちゃん訪問時に説明する（リーフレット配布） アカ ホウモン ジ セツメイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関と連携し、評価している。 リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		内部研修または外部企画の研修への参加 ナイブ ケンシュウ ガイブ キカク ケンシュウ サンカ		1		内部研修または外部企画の研修への参加 ナイブ ケンシュウ ガイブ キカク ケンシュウ サンカ		0				0		0														1

		981		23		北海道		砂川市		ふれあいセンター		岩崎 イワサキ		0125-52-2000		0125-52-2114		1		f-hoken@city.sunagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		97		96		1		0		1		6		1		11		98		95		1		0		1		6		1		11		98		94		1		0		3		9		3		11		95		89		1		0		3		0		3		11		95		88		103		12		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		冊子、リーフレットを活用 サッシ カツヨウ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時に配布している冊子の内容に含まれている。 ニンシン トドケデ ジ ハイフ サッシ ナイヨウ フク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		982		177		青森県		弘前市		健康福祉部健康づくり推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		野呂、工藤 ノロ クドウ		0172-37-3750		0172-37-7749		1		kenkou@city.hirosaki.lg.jp		0		1				0		1		4		*		1246		1224		1		0		1		6		1		11		1187		1156		1		0		1		6		1		11		1187		1156		1		0		3		6		3		11		1174		1128		1		0		3		6		3		11		1174		1128		1137		211		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パパママ教室の育児体験コーナーにおいて、口頭で説明し、周知している。 キョウシツ イクジ タイケン コウトウ セツメイ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		医師会との乳幼児健診検討会等を年2回実施。 イシカイ ニュウヨウジ ケンシン ケントウカイ トウ ネン カイ ジッシ		0		0				0				0		1		0				1		受診券の記載欄に必要な場合に記入することとなっており、その情報を共有している。 ジュシン ケン キサイ ラン ヒツヨウ バアイ キニュウ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		983		202		青森県		横浜町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		菊池愛花 キクチ アイ ハナ		0175-78-2111		0175-78-2118		2		aika_kikuchi@town.yokohama.lg.jp		1		1				1		1		4		5		14		14		1		0		1		4		1		8		17		17		1		0		1		4		1		8		17		17		1		0		3		4		3		8		25		25		1		0		3		4		3		8		25		25		20		2		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		歯科ニュースを作成したり、事業概要に反映している シカ サクセイ ジギョウ ガイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				1		問診に盛り込むことで説明する機会を設けている。 モンシン モ コ セツメイ キカイ モウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		来年度の事業について、話ある機会がある。 ライネンド ジギョウ ハナシ キカイ		0		0				1		就学指導委員会、心理士による精密検査（田中ビネー） シュウガク シドウ イインカイ シンリシ セイミツ ケンサ タナカ		0		0		0				1		保健師も健診に従事し、タイムリーに情報共有をしている。 ホケンシ ケンシン ジュウジ ジョウホウ キョウユウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1						1

		984		232		岩手県		紫波町		生活部長寿健康課 セイカツ ブ チョウジュ ケンコウ カ		横坂 ヨコ サカ		019-672-2111		019-672-2311		1		chojyu@town.shiwa.iwate.jp		0		2				0		1		3		4		266		213		1		0		1		6		1		11		243		238		1		0		1		6		1		11		243		238		1		0		3		6		3		11		247		240		1		0		3		6		3		11		247		240		198		24		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		4～5ヵ月広場にて実施（発達確認シート利用） ゲツ ヒロバ ジッシ ハッタツ カクニン リヨウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		カンファレンスを行い、地区担当保健師が必要に応じ支援 オコナ チク タントウ ホケンシ ヒツヨウ オウ シエン		0		0				0				0		0		1		保育所や役場関係機関と情報共有 ホイク ショ ヤクバ カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		0		1		仕組みは整っていないが、必要に応じてその度連携を図っている。 シク トトノ ヒツヨウ オウ タビ レンケイ ハカ		0				0				0				0		1		母子関係の研修会に参加 ボシ カンケイ ケンシュウカイ サンカ								1

		985		250		宮城県		気仙沼市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		茂木真理和江 モギ マリ カズエ		0226-21-1212		0226-21-1016		1		k-kenkozoshin@city.kesennuma.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		384		380		1		0		1		6		1		7		392		385		1		0		1		6		1		7		392		385		1		0		3		6		3		7		401		390		1		0		3		6		3		7		401		390		373		6		0		0		0		1		専門職のいる窓口では、交付時に面接・相談しているが（全体の4～5割）、その他の窓口での交付の場合は、届出書の内容を確認し把握している状況 センモン ショク マドグチ コウフ ジ メンセツ ソウダン ゼンタイ ワリ タ マドグチ コウフ バアイ トドケデショ ナイヨウ カクニン ハアク ジョウキョウ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導の成果は事業実施後と年度末に評価し、次年度の事業に活かしている シドウ セイカ ジギョウ ジッシゴ ネンドマツ ヒョウカ ジネンド ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3～4ヵ月健診での講話や離乳食教室・子育て相談等で実施 ゲツ ケンシン コウワ リニュウショク キョウシツ コソダ ソウダン トウ ジッシ		0		0				1		健診後のカンファレンスや定期的に行うケースレビュー等で評価している ケンシン ゴ テイキテキ オコナ トウ ヒョウカ		0		0				1		パパママ教室・新生児訪問。赤ちゃん訪問時に啓発 キョウシツ シンセイジ ホウモン アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各健診後にカンファレンスを実施、その後定期的にケースレビューにて評価 カク ケンシン ゴ ジッシ ゴ テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		ケース検討会等で個別に評価している ケントウカイ トウ コベツ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県や各種団体等で実施する研修会への参加 ケン カクシュ ダンタイ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		1		県や各種団体等で実施する研修会への参加 ケン カクシュ ダンタイ トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0		0								1		1				1

		986		306		山形県		山形市		市民生活部健康課保健センター シミン セイカツ ブ ケンコウ カ ホケン		志田陽子 シダ ヨウコ		023-647-2280		023-647-2281		1		hokensen@city.yamagata-yamagata.lg.jp		0		1				0		1		4		4		2065		2025		1		0		1		6		1		11		2095		2057		1		0		1		6		1		11		2095		2057		1		0		3		9		3		11		2136		2067		1		0		3		9		3		11		2136		2965		2114		429		1		0		0		0				1		評価時期：産後、内容：家庭訪問を実施し、継続支援の必要性を含めて評価している ヒョウカ ジキ サンゴ ナイヨウ カテイ ホウモン ジッシ ケイゾク シエン ヒツヨウセイ フク ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		臨床心理士による相談につなぐ。要保護児童対策地域協議会との連携 リンショウ シンリシ ソウダン ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4ヵ月健診で、その後の発達過程についてリーフレットを配布している ゲツ ケンシン ゴ ハッタツ カテイ ハイフ		0		0				1		すべてのケースではないが、支援していて課題を感じるケースについては、臨床心理士をまじえたケースカンファレンスの中で相談・検討している。 シエン カダイ カン リンショウ シンリシ ナカ ソウダン ケントウ		0		0				1		ママパパ教室において、DVDの視聴による啓発を実施している キョウシツ シチョウ ケイハツ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		医師の記入欄に保健師の関わり必要の有無を設けている イシ キニュウ ラン ホケンシ カカ ヒツヨウ ウム モウ		0		0		0		0				1		発達障害早期総合支援研修 ハッタツ ショウガイ ソウキ ソウゴウ シエン ケンシュウ		0				0				0		0

		987		380		福島県		鮫川村		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		鏑木妙子 カブラギ タエコ		0247-49-3112		0247-49-2651		1		jumin@vill.samegawa.fukushima.jp		0		1				1		1		3		4		29		28		1		0		1		6		1		11		29		28		1		0		1		6		1		11		29		28		1		0		3		0		3		11		34		34		1		0		3		0		3		11		34		34		19		0		1		0		0		0				0				0		1		内容・評価時期の取り決めはないが、その都度個別に対応している ナイヨウ ヒョウカ ジキ ト キ ツド コベツ タイオウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各乳幼児健康相談及び健康診査での保健指導で行っている。 カク ニュウヨウジ ケンコウ ソウダン オヨ ケンコウ シンサ ホケン シドウ オコナ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付の際に、パンフレットを配布。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ サイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		ケースに合わせ、就学以降も関係機関と連携している。 ア シュウガク イコウ カンケイ キカン レンケイ		0				0		0		0		1		医療機関に委託しているが、担当保健師も健診に加わっているため把握している。 イリョウ キカン イタク タントウ ホケンシ ケンシン クワ ハアク		0				0				0				0		1		県や保健福祉事務所で実施する研修会等を活用している。 ケン ホケン フクシ ジム ショ ジッシ ケンシュウカイ トウ カツヨウ

		988		342		福島県		会津若松市		健康福祉部健康増進課保健指導グループ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ホケン シドウ		一ノ瀬勝江 イチ セ カツエ		0242-39-1245		0242-39-1231		1		hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp		1		1				1		0		4		6		966		950		1		0		1		6		2		0		928		895		1		0		1		6		2		0		928		895		1		0		3		6		4		0		1016		960		1		0		3		6		4		0		1016		960		952		19		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		O2児への対応の強化 ジ タイオウ キョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		食生活のリズム等 ショクセイカツ トウ		0		1		0		0		0				0				0		1		今後導入する予定。 コンゴ ドウニュウ ヨテイ		0				1		0				0				0		1		今後アンケートに入れ啓発する予定。 コンゴ イ ケイハツ ヨテイ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		支援困難ケースのみ、敵機的にケースカンファレンスを実施している。 シエン コンナン テキキ テキ ジッシ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		内部にて勉強会を必要時行っている ナイブ ベンキョウ カイ ヒツヨウジ オコナ		1		必要時、栄養士等の研修を行っている ヒツヨウジ エイヨウシ トウ ケンシュウ オコナ		0				0		0								1		1

		989		467		群馬県		伊勢崎市		健康管理センター ケンコウ カンリ		須永幸見 スナガ サチ ミ		0270-23-6675		0270-21-8995		1		kenko-c@city.isesaki.lg.jp		0		1				1		0		4		99		1835		1778		1		0		1		7		*		*		1910		1738		1		0		1		7		99		99		1910		1736		1		0		3		1		99		99		1862		1746		1		0		3		1		99		99		1862		1746		1995		163		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルはないが、担当保健師につなぐなど、今後の支援に向けた対応や、上司や健診担当者への報告など行っている。 タントウ ホケンシ コンゴ シエン ム タイオウ ジョウシ ケンシン タントウシャ ホウコク イ		0		0		0		0		0		0				1		う蝕の保有率等から評価し、指導内容の検討など次年度に活用している ショク ホユウリツ トウ ヒョウカ シドウ ナイヨウ ケントウ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		各乳幼児健診毎に、次回健診までの発達過程をパンフレット等で説明し配布。 カク ニュウヨウジ ケンシン ゴト ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ トウ セツメイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳交付時、出生届出時に対象者全員にリーフレットを配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ シュッショウ トドケデ ジ タイショウシャ ゼンイン ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		正規職員を対象として、発達障害についての理解や支援について等、研修に参加の機会あり。 セイキ ショクイン タイショウ ハッタツ ショウガイ リカイ シエン トウ ケンシュウ サンカ キカイ		0				0				0		0								1

		990		571		千葉県		習志野市		保健福祉部健康支援課母子保健係 ホケン フクシ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン カカリ		田嶋越子 タジマ エツ コ		047-453-2967		047-454-2030		1		kenkosien@city.narashino.lg.jp		0		1				0		1		3		6		1040		965		1		0		1		6		1		11		1492		1404		1		0		1		6		1		11		1492		1404		1		0		3		5		3		11		1521		1409		1		0		3		5		3		11		1521		1408		1550		270		1		1		0		0				1		支援時期ごとに随時報告および支援方針の確認と出産後の継続支援は各担当において再評価している。特定妊婦については、養育支援会議の実施。 シエン ジキ ズイジ ホウコク シエン ホウシン カクニン シュッサン ゴ ケイゾク シエン カクタントウ サイヒョウカ トクテイ ニンプ ヨウイク シエン カイギ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		地区別のむし歯罹患状況、生活習慣等を評価し、次年度等の計画に反映している。 チク ベツ バ リカン ジョウキョウ セイカツ シュウカン トウ ヒョウカ ジネンド トウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4ヵ月児・10か月児健康相談で親子のコミュニケーションについて説明・指導している。 ゲツ ジ ゲツ ジ ケンコウ ソウダン オヤコ セツメイ シドウ		0		0				0				0		1		健診問診票で育てにくさを感じると回答した場合、養育者の気持ちを受け止め、必要時保健指導・継続支援している。 ケンシン モンシン ヒョウ ソダ カン カイトウ バアイ ヨウイクシャ キモ ウ ト ヒツヨウジ ホケン シドウ ケイゾク シエン		1		妊婦とそのパートナーを対象とした「ママパパになるための学級」の講義の中で、DVDを使用して啓発している。 ニンプ タイショウ ガッキュウ コウギ ナカ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		精密検査が必要となった児の精密検査結果の把握に努めている。 セイミツ ケンサ ヒツヨウ ジ セイミツ ケンサ ケッカ ハアク ツト		1		必要時報告、支援方針の確認、検討している。 ヒツヨウジ ホウコク シエン ホウシン カクニン ケントウ		0		0				0				0		0		1		療育機関とケース連絡票による連携をしている。 リョウイク キカン レンラク ヒョウ レンケイ		0				1		0		0		0				1		H27年度より、問診項目に健やか親子21の評価項目を追加したため、従事者研修を行った。 ネンド モンシン コウモク スコ オヤコ ヒョウカ コウモク ツイカ ジュウジシャ ケンシュウ オコナ		1		**		0				0		0				1				1

		991		699		神奈川県		湯河原町		保健センター ホケン		穴戸 アナ ト		0465-63-2111		0465-62-7001		1		hoken@town.yugawara.kanagawa.jp		1		1				1		0		4		99		118		113		1		0		1		6		*		*		128		122		1		0		1		6		99		99		128		122		1		0		3		6		99		99		174		158		1		0		3		6		99		99		174		158		121		3		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		子育て相談（心理相談員）につなぐ コソダ ソウダン シンリ ソウダンイン		0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		・母子健康手帳交付時にリーフレットにて説明
・マタニティクラスにて30分程度時間を設け
・こんにちは赤ちゃん訪問時にリーフレット配布 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ セツメイ プン テイド ジカン モウ アカ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票（8-9ヵ月児健診）に育児支援必要の有無あり ケンシン ヒョウ ゲツ ジ ケンシン イクジ シエン ヒツヨウ ウム		0		0		0		0				1		母子愛育会の研修等 ボシ アイイク カイ ケンシュウ トウ		0				0				0		0

		992		695		神奈川県		山北町		保険健康課健康づくり班 ホケン ケンコウ カ ケンコウ ハン		横山 ヨコヤマ		0465-75-0822		0465-76-4592		1		kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		4		63		63		1		0		1		6		1		8		58		52		1		0		1		6		1		8		58		52		1		0		3		0		3		6		73		65		1		0		3		0		3		6		73		65		59		10		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		ママパパクラス、新生児訪問、3ヵ月児健診等 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前発達検査 シュウガクマエ ハッタツ ケンサ		0		0		0				1		健診票に支援の必要性について記載する項目がある ケンシン ヒョウ シエン ヒツヨウセイ キサイ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		993		1728		政令市 セイレイシ		相模原市		保健所健康企画課 ホケンジョ ケンコウ キカク カ		森尚美 モリ ナオミ		042-769-8345		042-750-3066		1		kenkoukikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp		0		1				1		0		4		4		5607		5532		0		1		1		6		1		7		5861		5562		1		0		1		6		1		11		5861		5397		1		0		3		6		3		11		5977		5548		1		0		3		6		3		11		5977		5542		6120		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		母親・父親教室で啓発を行っている。 ハハオヤ チチオヤ キョウシツ ケイハツ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		定期的ではないが、随時開催している。 テイキテキ ズイジ カイサイ

		994		710		新潟県		村上市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		東海林清美 トウカイリン キヨミ		0254-53-2111		0254-53-3840		1		hoken-kz@city.murakami.lg.jp		0		1				1		0		4		5		360		355		1		0		1		6		2		0		419		399		1		0		1		6		2		0		419		399		1		0		3		0		4		0		408		392		1		0		3		0		4		0		408		392		376		4		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1				0				0				0		0						1

		995		759		石川県		宝達志水町		こども家庭室 カテイ シツ		寺崎弘恵 テラサキ ヒロ メグ		0767-28-5526		0767-28-5569		2		h_terasaki@town.hodatsushimizu.lg.jp		0		2				1		0		3		4		*		*		1		0		1		5		1		7		*		*		1		0		1		5		1		7		*		*		1		0		3		5		3		7		*		*		1		0		3		5		3		7		*		*		62		1		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3～4か月児健診で ゲツ ジ ケンシン		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		996		750		石川県		羽咋市		市民福祉部健康福祉課健康推進係 シミン フクシ ブ ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		金曽　衣里　 カネ ソ エリ		0767-22-1115		0767-22-7179		1		fukushi5@city.hakui.lg.jp		0		1				1		0		3		4		152		145		1		0		1		6		1		7		163		159		1		0		1		6		1		7		163		159		1		0		3		4		3		5		139		138		1		0		3		4		3		5		139		138		137		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診４ヵ月後のフッ化物再塗布の際に状況の確認 ケンシン ゲツゴ カ ブツ サイトフ サイ ジョウキョウ カクニン		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		997		747		石川県		輪島市		福祉環境部健康推進課 フクシ カンキョウブ ケンコウ スイシン カ		宮中美花 ミヤナカ ミカ		0768-23-1136		0768-23-1138		1		kenkou@city.wajima.lg.jp		0		1				1		0		3		4		126		126		1		0		1		5		1		6		154		149		1		0		1		5		1		6		154		148		1		0		3		2		3		3		139		136		1		0		3		2		3		3		139		136		121		10		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科保健に関する部会に健診結果や取組み内容を報告し、次年度の事業への意見をいただいて反映させている。 シカ ホケン カン ブカイ ケンシン ケッカ トリク ナイヨウ ホウコク ジネンド ジギョウ イケン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレット等を用いて発達過程を説明し、保護者としての適切な関わり方について伝えている。 トウ モチ ハッタツ カテイ セツメイ ホゴシャ テキセツ カカ カタ ツタ		0		0				0				1		0				1		パンフレットの配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保育所・幼稚園の定期訪問（2/年）等でお子さん保護者の状況を把握し評価している。 ホイク ショ ヨウチエン テイキ ホウモン ネン トウ コ ホゴシャ ジョウキョウ ハアク ヒョウカ		0		0				1		保育所・幼稚園訪問や母子保健関係者の連絡会等の場で評価している。 ホイク ショ ヨウチエン ホウモン ボシ ホケン カンケイシャ レンラクカイ トウ バ ヒョウカ		0		0		0				1		請求時に添付される受診票に支援の要否について記入項目あり。 セイキュウ ジ テンプ ジュシン ヒョウ シエン ヨウヒ キニュウ コウモク		0		0		0		0				1		県などが行う研修会に参加している。 ケン オコナ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		998		772		福井県		永平寺町		福祉保健課 フクシ ホケン カ		多田直美 タダ ナオミ		0776-61-0111		0776-61-1797		1		e-hoken@town.eiheiji.lg.jp		0		1				0		1		4		4		131		117		1		0		1		7		2		0		136		133		1		0		1		7		2		0		136		133		1		0		3		1		4		0		154		149		1		0		3		1		4		0		154		149		129		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にパンフレットを配布して周知している。 アカ ホウモン ジ ハイフ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園・幼稚園と連携を持ち、フォローアップしている。 ホイクエン ヨウチエン レンケイ モ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		999		779		福井県		若狭町		健康課 ケンコウ カ		百田聖子 モモタ セイコ		0770-62-2721		0770-62-1049		1		kenkou@town.fukui-wakasa.lg.jp		0		1				1		1		4		4		114		113		1		0		1		6		1		8		111		110		1		0		1		6		1		8		111		110		1		0		3		1		3		3		134		134		1		0		3		1		3		3		134		134		105		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後 ケンシン ゴ		0		0				1		**		0		0		0				1		個別で医療機関で受診された後、医療機関から受診票兼報告票を町へ返却いただき、票内の「市町村への健診結果後の指示・連絡事項」の欄を利用している コベツ イリョウ キカン ジュシン アト イリョウ キカン ジュシン ヒョウ ケン ホウコク ヒョウ マチ ヘンキャク ヒョウ ナイ シチョウソン ケンシン ケッカ ゴ シジ レンラク ジコウ ラン リヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		1000		839		長野県		辰野町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		入原百合 イ ハラ ユリ		0266-41-1111		0266-43-3307		1		hoken@town.tatsuno.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		133		133		1		0		1		6		1		8		144		137		1		0		1		6		1		8		144		137		1		0		3		0		3		2		146		139		1		0		3		0		3		2		146		139		104		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		パンフレットに記載 キサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1

		1001		821		長野県		佐久市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		藤巻杏子 フジマキ キョウコ		0267-62-3189		0267-64-1157		1		hoken@city.saku.nagano.jp		0		1		1		1		0		4		4		836		826		1		0		1		7		1		9		790		758		1		0		1		7		1		9		790		758		1		0		3		1		3		3		840		811		1		0		3		1		3		3		840		811		751		299		1		0		0		0				1		子育て支援課との支援会議を２か月に1度行っている。 コソダ シエン カ シエン カイギ ゲツ ド オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		数値的な検証は行っていないが反省点などは次年度に活用している。 スウチテキ ケンショウ ハオコナ ハンセイテン ジネンド カツヨウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		個別に対応しているため重点項目は設けていない コベツ タイオウ ジュウテン コウモク モウ		0		0		1		0		0				1		集団指導時、必要に応じて問診時に伝えている。 シュウダン シドウ ジ ヒツヨウ オウ モンシンジ ツタ		0		0				1		H27年度より健やか親子21アンケートにて実施中。 ネンド スコ オヤコ ジッシ チュウ		0		0				1		必要時、問診にて伝えている ヒツヨウジ モンシン ツタ		0		0				0				0				0				0				0		1		精密検査が必要になった場合、追跡管理を行い、受診の有無、疾病の有無の結果まで把握を行っている。 セイミツ ケンサ ヒツヨウ バアイ ツイセキ カンリ オコナ ジュシン ウム シッペイ ウム ケッカ ハアク オコナ		0				1		0				1		保育園と連携し、はぐくみ相談（臨床心理士による発達相談、発達検査の実施）、療育機関と連携した発達支援、保育園や学校等と連携した就学相談等を実施している。 ホイクエン レンケイ ソウダン リンショウ シンリシ ハッタツ ソウダン ハッタツ ケンサ ジッシ リョウイク キカン レンケイ ハッタツ シエン ホイクエン ガッコウ ナド レンケイ シュウガク ソウダン ナド ジッシ		0		0		0				1		7ヶ月児健診時受診票を交付し、受診してもらい病院より結果を受け取って管理し、支援につなげている。 カゲツ コ ケンシン ジ ジュシン ヒョウ コウフ ジュシン ビョウイン ケッカ ウ ト カンリ シエン		0		0		0		0				1		母子保健に関する研修へ参加している。 ボシホケン カン ケンシュウ サンカ		1		年に１度研修、打ち合わせを行っている。 ネン ド ケンシュウ ウ ア オコナ		0				0		0

		1002		859		長野県		南木曽町		住民課保健係 ジュウミンカ ホケン カカリ		原　直子 ハラ ナオコ		0264-57-2001		0264-57-2270		1		hoken@town.nagiso.nagano.jp		0		1				1		0		4		5		21		21		*		*		1		6		1		8		30		30		*		*		1		6		1		8		30		30		1		0		3		0		3		4		32		32		*		*		3		0		3		4		32		32		14		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		月齢に応じたシートを用いてグループワーク ゲツレイ オウ モチ		0		0				1		適時カンファ テキジ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		母子保健連絡会等で検討 ボシホケン レンラク カイ ナド ケントウ		0				0		0		1		0				1		管内保健師研修会 カンナイ ホケンシ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1003		886		岐阜県		関市		保健センター ホケンセ		柴山美保 シバヤマ ミホ		0575-24-0111		0575-23-6757		1		hoken-c@city.seki.lg.jp		0		1				1		0		4		4		682		680		1		0		1		6		1		7		678		672		1		0		1		6		1		7		694		666		1		0		3		99		3		99		810		798		1		0		3		*		3		*		809		793		668		18		1		0		0		0				1		月1回の打ち合わせ会にて事例を出し情報共有等している ツキ カイ ウ ア カイ ジレイ ダ ジョウホウ キョウユウ ナド		0		0				1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時に集団もしくは個別指導している ケンシンジ シュウダン コベツ シドウ		0		0				1				0		0				1		はじめての子育て教室にて集団教育している コソダ キョウシツ シュウダン キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファにて ケンシンゴ		0		0				1		園（保育園・幼稚園）訪問にて療育機関との連携のもと行っている エン ホイクエン ヨウチエン ホウモン リョウイク キカン レンケイ オコナ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		積極的に研修への参加、その復命 セッキョクテキ ケンシュウ サンカ フクメイ		0				0				0		0

		1004		928		静岡県		伊東市		健康医療課母子保健係 ケンコウ イリョウ カ ボシ ホケン カカリ		杉山　萌 スギヤマ モ		0557-32-1582		0557-35-5700		1		kenkou@city.ito.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		374		363		1		0		1		7		1		11		395		375		1		0		1		7		1		11		395		375		1		0		3		1		3		11		439		437		1		0		3		1		3		11		439		437		393		35		0		0		0		1		本庁で交付した時のみ行っている。 ホンチョウ コウフ トキ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1				0				0				0		0

		1005		977		愛知県		知立市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		*		0566-82-8211		0566-83-6591		1		kenko-zosin@city.chiryu.lg.jp		0		1				1		0		3		4		745		739		1		0		1		6		1		11		734		727		1		0		1		6		1		11		734		727		1		0		3		99		3		11		704		679		1		0		3		*		3		11		704		679		818		67		1		1		0		0				1		地区担当保健師が随時実施 チク タントウ ホケンシ ズイジ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				1		前年度う蝕率を1.6健診歯科健診時に配布チラシに掲載している。6月号の広報に第2次健康知立ともだち21計画の取り組み指標と現状を掲載。 ゼンエン ネン ド ショク リツ ケンシン シカ ケンシンジ ハイフ ケイサイ ツキ ゴウ コウホウ ダイニジ ケンコウ チリュウ ケイカク ト ク シヒョウ ゲンジョウ ケイサイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		3、４か月健診での発達に伴う事故予防。健診問診項目に上記内容を入れ必要に応じて保健指導を実施。 ゲツ ケンシン ハッタツ トモナ ジコヨボウ ケンシン モンシン コウモク ジョウキ ナイヨウ イ ヒツヨウ オウ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		健診待合でDVD、乳児全戸訪問でチラシの配布や啓発を行っている。 ケンシン マチアイ ニュウジ ゼンコ ホウモン ハイフ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				1		医師、歯科医師の判定については精密検査結果を判定医師に報告。検尿検査の結果を委託先に報告。 イシ シカイシ ハンテイ セイミツ ケッカ ハンテイ イシ ホウコク ケンニョウ ケンサ ケッカ イタクサキ ホウコク		1				0		1		検尿の結果についてはばらつきがあり委託実施とした。 ケンニョウ ケッカ イタク ジッシ		0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		母子保健に関する研修会の参加を勧奨している。 ボシ ホケン カン ケンシュウ カイ サンカ カンショウ

		1006		988		愛知県		みよし市		健康推進課 ケンコウ カ		関根公恵 セキネ キミエ		0561-34-5311		0561-34-5969		1		kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp		0		1				1		0		3		6		671		650		1		0		1		6		2		0		643		626		1		0		1		6		2		0		643		626		1		0		3		0		4		0		650		631		1		0		3		0		4		0		650		631		671		119		1		1		0		0				1		妊娠届出書及び母子手帳交付時の情報を基に特定妊婦の選定、ハイリスク妊婦の選定を行う。妊娠期からの支援が必要な特定妊婦は月１回アセスメント会議で子育て支援課の児童虐待の観点からさらに協議し、実務者会議の対象とする特定妊婦を決め、その後の支援方針や継続的な支援の方法を確認している。 ニンシン トドケデ ショ オヨ ボシ テチョウ コウフ ジ ジョウホウ モト トクテイ ニンプ センテイ ニンプ センテイ オコナ ニンシンキ シエン ヒツヨウ ツキ カイ カイギ コソダ シエン カ ジドウ ギャクタイ カンテン キョウギ ジツムシャ カイギ タイショウ キ ゴ シエンホウシン ケイゾクテキ シエン ホウホウ カクニン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		健診での評価は実施していないが1歳児、２歳児対象のむし歯予防教室、わんぱく教室終了後、参加した保護者に対しアンケートを実施し、意識の変化、指導内容の理解度等を評価し、次年度の指導内容等の見直しの参考としている。 ケンシン ヒョウカ ジッシ サイジ サイジ タイショウ ハ ヨボウ キョウシツ キョウシツ シュウリョウ ゴ サンカ ホゴシャ タイ ジッシ イシキ ヘンカ シドウ ナイヨウ リカイド ナド ヒョウカ ジネンド シドウ ナイヨウ ナド ミナオ サンコウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活リズム、生活習慣 セイカツ セイカツ シュウカン		0		0		0		0		1		1歳から3歳児対象の親子通園ルームでの健康教育にてアンケート評価している。 サイ サイ コ タイショウ オヤコオ ツウエン ケンコウ キョウイク ヒョウカ		1		生後7ヶ月頃の児対象の離乳食教室で1歳6ヶ月頃までの発達過程を伝える。また、1歳児、２歳児対象のむし歯予防教室、わんぱく教室の際に１歳、２歳頃のこころの発達、身体の発達過程を話す。 セイゴ カゲツ コロ コ タイショウ リニュウショク キョウシツ サイ カゲツ コロ ハッタツ カテイ ツタ サイジ サイジ タイショウ ムシバ ヨボウ キョウシツ キョウシツ サイ サイ サイ コロ ハッタツ カラダ ハッタツ カテイ ハナ		0		0				1		健診等事後教室（のびのび教室）を実施し、専門スタッフ間のカンファで指導内容の確認や保護者の思いを共有し、今後の支援方法を検討。また。保護者に対してアンケートを実施し、健診等で教室を紹介してから教室に参加するにあたっての思い、意識の変化を評価し、支援の参考としている。 ケンシン ナド ジゴ キョウシツ キョウシツ ジッシ センモン カン シドウ ナイヨウ カクニン ホゴシャ オモ キョウユウ コンゴ シエン ホウホウ ケントウ ホゴシャ タイ ジッシ ケンシンナド キョウシツ ショウカイ キョウシツ サンカ オモ イシキ ヘンカ ヒョウカ シエン サンコウ		0		0				1		パパママ教室でDVDパープルクライングの視聴と講話。 キョウシツ シチョウ コウワ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		健診等で紹介する親子通園ルーム参加児の参加状況や支援方法の共有を行う場として年２回定例調査会議を実施している。 ケンシン ナド ショウカイ オヤコ ツウエン サンカジ コ サンカ ジョウキョウ シエン ホウホウ キョウユウ オコナ バ ネン カイ テイレイ チョウサ カイギ ジッシ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		豊田市こども発達センター職員を講師とした発達支援等の研修会 トヨタシ ハッタツ ショクイン コウシ ハッタツ シエン ナド ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1007		995		愛知県		大治町		福祉部保健センター フクシブ ホケン		山口晴美 ヤマグチ ハルミ		052-444-2714		052-462-0086		1		hoken_c@town.oharu.lg.jp		1		1				1		0		3		4		333		322		1		0		1		6		1		7		356		341		1		0		1		6		1		7		356		341		1		0		3		0		3		1		359		340		1		0		3		0		3		1		359		339		342		16		1		0		0		0				0				0		1		必要に応じて行っている ヒツヨウ オウ オコナ		0		1		1		1		1		0		0				*		*		*		*				0		0		1				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		副読本を配布 フク ドクホン ハイフ		0		0				0				0				1		母子健康診査マニュアル項目 ボシ ケンコウ シンサ コウモク		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		保健所や県における研修参加 ホケンジョ ケン ケンシュウサン サンカ		0				0				0		0

		1008		1036		滋賀県		彦根市		健康推進課 ケンコウ カ		山崎麻子、望月絢子 ヤマザキ アサコ モチヅキ アヤコ						1		kenko@ma.city.hikone.shiga.jp		0		1				1		0		4		99		1028		1008		1		0		1		6		99		99		1107		1077		1		0		1		6		99		99		1107		1077		1		0		3		6		99		99		1126		1082		1		0		3		6		99		99		1126		1082		1011		190		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		1		子育て支援課（虐待等の担当課）へ連絡票を作成して送付。 コソダ シエン カ ギャクタイ ナド タントウ カ レンラクヒョウ サクセイ ソウフ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		次回の健診に向けて発達の目安を伝えている。 ジカイ ケンシン ム ハッタツ メヤス ツタ		0		0				0				1		0				1		健診の問診時にラミネート加工したチラシを見せて説明。 ケンシン モンシンジ カコウ ミ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		月１回乳幼児の発達や健診についての勉強会を行っている。 ツキ カイ ニュウヨウジ ハッタツ ケンシン ベンキョウカイ オコナ		0				0				0		0

		1009		1084		大阪府		守口市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		三宅登子 ミヤケ ノボ コ		06-6992-2217		06-6998-5563		1		kenkou@city.moriguchi.lg.jp		0		1				1		0		3		6		1013		939		1		0		1		6		1		11		1045		994		1		0		1		6		1		11		1045		994		1		0		3		6		3		11		1015		803		1		0		3		6		3		11		1015		802		1105		240		1		0		0		0				1		特定妊婦については妊婦健診受診状況やフォロー状況等を定期的に要対協で評価している トクテイ ニンプ ニンプ ケンシン ジュシン ジョウキョウ ジョウキョウ ナド テイキテキ ヨウ タイ キョウ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		1歳児相談にて発育発達の流れを指導。未熟児教室で今後の運動発達の道筋を理学療法士より指導。 サイジ ソウダン ハツイク ハッタツ ナガ シドウ ミジュクジ キョウシツ コンゴ ウンドウ ハッタツ ミチスジ リガク リョウホウ シ シドウ		0		0				1		困難事例の検討会議を定期的に開催 コンナン ジレイ ケントウカイ ギ テイキテキ カイサイ		0		0				1		プレパパママ教室で啓発DVD。パンフレットを4ヶ月健診、新生児訪問で配布。 キョウシツ ケイハツ カゲツ ケンシン シンセイ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		後期健診後のフォローアップについて心理職とともに評価。 コウキ ケンシン ゴ シンリショク ショク ヒョウカ		0		0				0				0		0		1		今年度より５歳児健診を実施。今後評価予定。（保育所や幼稚園への巡回支援、小学校や市教委とも連携） コンネンド サイジ ケンシン ジッシ コンゴ ヒョウカ ヨテイ ホイクショ ヨウチエン ジュンカイ シエン ショウガッコウ シ キョウイク イ レンケイ		0				1		0		0		0				1		保健師対象に健診のスクリーニングについての研修 ホケンシ タイショウ ケンシン ケンシュウ		0				0				0		0

		1010		1122		兵庫県		豊岡市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウセイサク ゾウシン カ		三上尚美 ミカミ ナオミ		0796-24-1127		0796-24-9605		1		kenkou@city.toyooka.lg.jp		0		1				1		0		4		4		612		606		1		0		1		6		1		8		699		680		1		0		1		6		1		8		699		680		1		0		3		2		3		3		703		681		1		0		3		2		3		3		703		682		594		89		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1				1		次年度の健康教育の内容に活かす ジネンド ケンコウ キョウイク ナイヨウ イ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		1※子ども育成課との連携 コ イクセイ カ レンケイ		1		健診でパンフレットの配布。保健指導の場で必要に応じて指導。 ケンシン ハイフ ホケン シドウ バ ヒツヨウ オウ シドウ		0		0				1		育児教室を継続的に実施し、保護者とスタッフの間でもスモールステップによる目標設定と評価を実施。 イクジ キョウシツ ケイゾクテキ ジッシ ホゴシャ カン モクヒョウ セッテイ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		健診（４ヶ月児）の問診項目に組み込んでいる。パンフレットによる啓発 ケンシン カゲツ コ モンシン コウモク ク コ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				0		1		判定結果の集計は行っているが評価には至っていない ハンテイ ケッカ シュウケイ オコナ ヒョウカ イタ		1		精密検査の結果の振り返りを行い、健診後カンファ等に活かす セイミツケン ケッカ フ カエ オコナ ケンシンゴ ナド イ		0		0				0				0		0		1		教育担当課との連携とシステムづくりについて検討を行い始めた段階 キョウイク タントウカ レンケイ ケントウ オコナ ハジ ダンカイ		0				0		0		1		0				1		研修会等に積極的に参加するようこころがけている ケンシュウカイ ナド セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0

		1011		1125		兵庫県		西脇市		くらし安心部健康課 アンシン ブ ケンコ カ		二若 フタワ ワカ		0795-22-3111（内356） ナイ		0795-23-5219		1		kenkou-c@city.nishiwaki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		323		321		1		0		1		6		1		11		323		318		1		0		1		6		1		11		323		317		1		0		3		0		3		11		334		332		1		0		3		0		3		11		334		328		333		13		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に発達の遅れが見られる場合や保護者からの訴えがあれば、子どもの様子に応じて成長発達過程を説明します。 カク ケンシンジ ハッタツ オク ミラレルバア バアイ ホゴシャ ウッタ コ ヨウス オウ セイチョウ ハッタツカテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母子健康手帳の交付時に配布する副読本に掲載 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ハイフ フクドクホン ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1012		1155		奈良県		大和郡山市		保健センター「さんて郡山」 ホケン コオリヤマ		望月由理子 モチヅキ ユリコ		0743-58-3333		0743-58-3330		1		hokenS@city.yamatokoriyama.lg.jp		0		1				0		1		4		5		617		597		1		0		1		6		2		0		617		591		1		0		1		6		2		0		617		591		*		*		3		0		4		0		675		605		*		*		3		0		4		0		675		605		682		3		1		1		0		0				1		1回/月リスクアセスメント会議を開催 カイギ カイサイ		0		0				0		1		0		1		1		0		0		※概ね２、４、５だが必ずしもそうとは限らない オオム カナラ カギ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0		1※今後の発達過程を個々の保健師によって説明する場合もあると思うが統一した取り決めではない コンゴ ハッタツ カテイ ココ ホケンシ セツメイ バアイ オモ トウイツ ト キ		0				1		0				1		チラシを妊娠届出時や生まれてからの子育て教室時に配布 ニンシン トドケデ ジ ウ コソダ キョウシツ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		かなり以前にフォローアップの見直しをしたことはあるが最近はない イゼン ミナオ サイキン		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		逆に少ないが参加する研修会はある ギャク スク サンカ ケンシュウカイ		0				0				0		0

		1013		1158		奈良県		桜井市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		梅本 ウメモト		0744-45-3443		0744-45-1785		1		kenko@city.sakurai.lg.jp		0		1				1		0		4		*		421		391		1		0		1		6		1		11		457		422		1		0		1		6		1		11		457		423		1		0		3		6		3		11		473		422		1		0		3		6		3		11		473		422		535		80		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1		4か月健診の事後指導で個別に伝えているので統一はされていない ケンシン ジゴ シドウ コベツ ツタ トウイツ		0		0				1		児の持っている特性によって発達相談が必要な場合もあり臨床心理士による心理相談を受けてもらう。保護者のしつけの相談には家庭児童相談員につなぐ。 コ モ トクセイ ハッタツ ソウダン ヒツヨウ バアイ リンショウ シンリシ シンリソウダン ウ ホゴシャ ソウダン カテイ ジドウ ソウダンイン		0		0				1		全員ではないが妊娠中に両親学級に参加した人にパンフレットを配布し説明している。 ゼンイン ニンシンチュウ リョウシン ガッキュウ サンカ ヒト ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		心理相談の必要性があれば半年〜1年後に再相談を設定し、就学後にも相談できる施設につなげる。 シンリソウダン ヒツヨウセイ ハントシ ネンゴ サイ ソウダン セッテイ シュウガク ゴ ソウダン シセツ		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1014		1206		和歌山県		有田川町		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ カ		川岸洋子 カワギシ ヨウコ		0737-52-2111		0737-32-3644		2		kawagishi.y@town.aridagawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		212		210		1		0		1		7		1		8		191		186		1		0		1		7		1		8		191		185		1		0		3		6		3		7		205		192		1		0		3		6		3		7		205		192		249		5		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		保健指導リーフレットに次の健診までの成長の様子を記載し説明。 ホケン シドウ ツギ ケンシン セイチョウ ヨウス キサイ セツメイ		0		0				1		健診後カンファで検討し、支援方法や時期を検討。 ケンシンゴ ケントウ シエンホウホウ ジキ ケントウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師の勉強会をもっている。 ホケンシ ベンキョウカイ

		1015		1199		和歌山県		岩出市		保健推進課 ホケン スイシン カ		小倉千拡 オグラ チヒロ カクダイ		0736-61-2400		0736-61-2411		2		c_ogura@city.iwade.lg.jp		0		1				1		0		4		99		507		497		1		0		1		8		99		99		502		473		1		0		1		8		99		99		502		473		1		0		3		6		99		99		520		471		1		0		3		6		99		99		520		471		491		145		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		4ヶ月健診より各健診において、次の健診までの発達過程、それを促す関わりについて指導している。 カゲツ ケンシン カクケンシン ツギ ケンシン ハッタツ ソク カカ シドウ		0		0				1		カンファや関係機関との話し合いを通して行っている。 カンケイ キカン ハナ ア トオ オコナ		0		0				0				0		1		必要に応じ個別指導を行っている。 ヒツヨウ オウ コベツ シドウ オコナ		0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ事業（子育て、親子教室、相談等）終了毎に状況等の情報を共有し、支援を検討している。 ジギョウ コソダ オヤコ キョウシツ ソウダン ナド シュウリョウ ゴト ジョウキョウ ナド ジョウホウ キョウユウ シエン ケントウ		0		0				1		就園、就学前に各機関との会議を行い、評価。 シュウガク エン シュウガ カクキカン カイギ オコナ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1016		1237		鳥取県		日南町		福祉保健課 フクシ ホケン ケンコウカ		辻本彩乃、岩佐詩織 ツジモト アヤノ イワサ シオリ		0859-82-0374		0859-82-1027		2		tsujimoto1@town.nichinan.tottori.jp、iwasa@town.nichinan.tottori.jp		0		1				1		1		3		5		20		18		1		0		1		6		1		8		33		31		1		0		1		6		1		8		33		31		1		0		3		0		3		4		24		22		1		0		3		0		3		4		24		22		13		1		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3〜4ヶ月健診（※）では6〜7ヶ月頃に、１歳6ヶ月では3歳頃に、3歳児健診では5歳頃に到達する発達の過程をパンフレットを用いて説明指導している。※4、７、10、12ヶ月児健診を実施。なので4ヶ月児健診では次の健診の対象月齢頃の説明をしている。 カゲツ ケンシン コロ サイ サイ コロ サイ コ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モチ セツメイ シドウ カゲツ ケンシン ジッシ カゲツ コ ケンシン ツギ ケンシン タイショウ ゲツレイ コロ セツメイ		0		0				0				1		0				0				0		1		不定期の育児相談時や座談会等で話題にして説明指導する程度。 フテイキ イクジ ソウダン ジ ザダンカイ ナド ワダイ セツメイ シドウ テイド		0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診を実施 サイジ ケンシン ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		自治体として実施開催はしていないが他で開催予定のある研修会の案内を行う ジチタイ ジッシ カイサイ ホカ カイサイ ヨテイ ケンシュウカイ アンナイ オコナ

		1017		1252		島根県		邑南町		保健課 ホケンカ		森脇梓里 モリワキ アズサ サト		0855-83-1123		0855-83-0165		1		hoken@town-ohnan.jp		0		1				1		0		4		6		69		62		1		0		1		6		1		11		71		70		1		0		1		6		1		11		71		70		1		0		3		6		3		11		61		61		1		0		3		6		3		11		61		61		73		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		背景を分析し年度末に関係機関で付帯的な取り組みについて検討。 ハイケイ ブンセキ ネンドマツ カンケイ キカン フタイテキ ト ク ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		現在の発達を確認する際、今後についても情報提供している。 ゲンザイ ハッタツ カクニン サイ コンゴ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		来年度、県のマニュアル改正、実施にあたり今年度実施予定。 ライネンド ケン カイセイ ジッシ コンネンド ジッシ ヨテイ		0				0				0		0

		1018		1244		島根県		大田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		宮脇 ミヤワキ		0854-83-8152		0854-82-9730		1		o-kenkou@iwamigin.jp		0		1				1		0		4		6		246		237		1		0		1		6		2		0		254		251		1		0		1		6		2		0		254		251		1		0		3		3		4		0		255		252		1		0		3		3		4		0		255		252		248		20		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		歯科保健専門部会で検討 シカ ホケン センモン ブ カイ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の発達（主に言葉）のパンフレットを説明し配布。 ニュウジキ ハッタツ オモ コトバ セツメイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		健診にて啓発。妊娠届出時に配布する母子保健サービス冊子に掲載。 ケンシン ケイハツ ニンシン トドケデ ジ ハイフ ボシ ホケン サッシ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		今年度よる開始した1歳半健診事後フォロー教室の中で評価 コンネｑ カイシ サイ ハン ケンシン ジゴ キョウシツ ナカ ヒョウカ		1		市の特別支援連携協議会と連携。 シ トクベツ シエン レンケイ キョウギカイ レンケイ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県の研修会への参加 ケン ケンシュウ カイ サンカ		1		県の研修会への参加		0				0		0

		1019		1433		福岡県		福津市		いきいき健康課 ケンコウ カ		東 ヒガシ		0940-34-3352		0940-34-3335		1		fukutopia@city.fukutsu.lg.jp		0		1				1		0		3		*		526		506		1		0		1		6		1		8		587		584		1		0		1		6		1		8		587		584		1		0		3		0		3		2		605		593		1		0		3		0		3		2		605		593		528		6		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問、プレママパパ講座（妊婦教室） アカ ホウモン コウザ ニンプ キョウシツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		園を訪問 エンオ ホウモン		0		0		0				1		主治医からの電話連絡 シュジイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		臨時雇用の専門スタッフに対して研修を行う リンジ コヨウ センモン タイ ケンシュウ オコナ

		1020		1458		福岡県		大木町		健康課健康づくり係 ケンコウカ ケンコウ カカリ		辻　真知子 ツジ マチコ		0944-32-1280		0944-32-1054		1		kenkofc@town.ooki.lg.jp		0		1				1		0		4		4		142		138		1		0		1		6		1		8		128		122		1		0		1		6		1		8		128		122		1		0		3		0		3		2		167		165		1		0		3		0		3		2		167		165		140		28		1		0		0		0				1		妊娠届出時（母子手帳交付時）にアンケート記入。実施状況、妊婦の既往歴、経済面、支援者、妊娠した時の気持ち等。 ニンシン トドケデ ジ ボシテチョウ コウフ ジ キニュウ ジッシ ジョウキョウ ニンプ キオウ レキ ケイザイメン シエンシャ ニンシン トキ キモ ナド		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		4ヶ月児健診で７ヶ月児の成長発達についてのチラシを配布。また必要に応じて指導。 カゲツ ケンシン カゲツ コ セイチョウ ハッタツ ハイフ ヒツヨウ オウ シドウ		0		0				1		ケース会議、ミーティングによる カイギ		0		0				0				0		1		パンフレット等、その他啓発事項と共に ナド タ ケイハツ ジコウ トモ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		現在、検討中（出現率、フォローアップ率、フォローアップ内容等） ゲンザイ ケントウチュウ シュツゲンリツ リツ ナイヨウ ナド		0				0		0		1		0				1		県の研修会を利用 ケン ケンシュウｋ リヨウ		0				0				0		0

		1021		1508		長崎県		波佐見町		健康推進課 ケンコウ カ		古峯伊久美 フルミネ イクミ		0956-85-2483		0956-85-2337		1		kenkou@town.hasami.lg.jp		1		1				0		1		3		6		158		105		1		0		1		5		1		7		138		135		1		0		1		5		1		7		138		135		1		0		3		5		3		7		133		125		1		0		3		5		3		7		133		125		124		7		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問時に発育グラフを配布し説明実施。 アカ ホウモンジ ハツイク ハイフ セツメイ ジッシ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1022		1493		長崎県		島原市		保健センター ホケン		荒木久美子 アラキ クミコ		0957-64-7713		0957-64-7714		1		hocen@city.shimabara.lg.jp		0		1				1		0		3		99		376		368		1		0		1		6		1		11		392		382		1		0		1		6		1		11		392		381		*		*		3		6		3		11		427		418		*		*		3		6		3		11		427		418		406		1		0		0		0		1		母子健康手帳を交付した際に行っているが全妊婦ではない（H２６、380人） ボシ ケンコウ テチョウ コウフ サイ オコナ ゼン ニンプ ニン		0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		3ヶ月健診で離乳食開始に向けた栄養指導。6ヶ月児の離乳食教室で歯が生えた時の虫歯予防、事故防止。 カゲツ ケンシン リニュウショク カイシ ム エイヨウ シドウ カゲツ コ キョウシツ ハ ハ トキ ムシバ ヨボウ ジコ ボウシ		0		0				0				0		1		健診後の問診により聞き取り、必要に応じて個別に心理士の相談へつなぐ。 ケンシンゴ モンシン キ ト ヒツヨウ オウ コベツ シンリシ ソウダン		1		母子手帳交付時にチラシの配布 ボシテチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健診 ケンシン		0		0		0				0				0		1		0		0				0				0				0				0		1		５歳児健診における検査方法の研修を年１回実施 ケンサ ホウホウ ケンシュウ ネン カイ ジッシ

		1023		1640		沖縄県		那覇市		市役所　健康部　那覇市保健所　地域保健課 シヤクショ ケンコウブ ナハシ ホケンジョ チイキ ホケン カ		*		098-853-7962		098-853-7965		1		K-TIIKI001@neo.city.naha.okinawa.jp		0		1				1		0		3		5		3404		3137		1		0		1		6		1		12		3486		3015		1		0		1		6		1		11		3486		3015		1		0		3		4		3		11		3474		2826		1		0		3		4		3		12		3474		2826		3605		128		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		0				1		う蝕有病者率は年々減少しているが他県より高く、また1歳半から3歳児にかけてう蝕有病者率が急増する結果により、後期乳健で歯磨きコーナーの設置や１歳半及び3歳児健診でフッ素塗布を実施している。 ショク ユウビョウ シャ リツ ネンネン ゲンショウ タケン タカ サイ ハン サイジ キュウゾウ ケッカ コウキ ニュウ ケンシン ハミガ セッチ サイ ハン オヨ サイ コ ケンシン ソ トフ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診ごとに次回健診までの発達過程を説明したパンフレットを作成し、説明し配布。１歳半及び3歳児健診で臨床心理士による子育てコーナーを設け希望者や必要性のある親子と面接。 カク ケンシン ジカイ ケンシン ハッタツ カテイ セツメイ サクセイ セツメイヒ ハイフ リンショウシンリシ コソダ モウ キボウシャ ヒツヨウセイ オヤコ メンセツ		0		0				0				1		0				1		親子手帳交付窓口でビデオ放映。乳児健診で保健指導。 オヤコ テチョウ コウフ マドグチ ホウエイ ニュウジ ケンシン ホケン シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		小児保健協会主催の乳幼児健診担当者研修への参加（全県対象の研修） ショウニ ホケン キョウカイ シュサイ ニュウヨウジ ケンシン タントウシャ ケンシュウ サンカ ゼンケン タイショウ ケンシュウ

		1024		71		北海道		奈井江町		健康ふれあい課健康づくり係 ケンコウ ケンコウ カカリ		辻脇 ツジワキ		0125-65-2131		0125-65-2727		1		kenko@town.naie.lg.jp		0		1				1		0		3		5		27		25		1		0		1		6		1		8		30		29		1		0		1		6		1		8		30		29		*		*		3		0		3		2		30		30		*		*		3		0		3		2		30		30		23		2		1		0		0		1		全妊婦の中で希望者に対して後期に妊婦訪問を実施するため、その際状況確認をしている。 ゼン ニンプ ナカ キボウシャ タイ コウキ ニンプ ホウモン ジッシ サイ ジョウキョウ カクニン		1		毎月医療機関より送付される妊婦健診結果より経過観察以上の妊婦に対して身体状況、治療状況、必要に応じて家庭環境や上の児の状況　etc。 マイツキ イリョウ キカン ソウフ ニンプ ケンシン ケッカ ケイカ カンサツ イジョウ ニンプ タイ シンタイ ジョウキョウ チリョウ ジョウキョウ ヒツヨウ オウ カテイ カンキョウ ウエノ コ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		う歯数の増加やフッ素塗布件数の減少等より周知文の工夫等を行っている シ スウ ゾウカ ソ トフ ケンスウ ゲンショウ ナド シュウチ ブン クフウ ナド オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診周知の歳に情報提供を実施したり、健診や相談の場面で月齢に応じた情報提供をしている。 ケンシン シュウチ サイ ジョウホウ テイキョウ ジッシ ケンシン ソウダン バメン ゲツレイ オウ		0		0				1		子育てアンケートの項目の１つとして入れている。妊婦訪問やママ友クラブ（母親教室）etcで啓発。 コソダ コウモク イ ニンプ ホウモン トモ ハハオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				1		月１回程度、フォローアップ児の状況確認をはじめ、支援方法等について内部で検討。 ツキ カイ テイド コ ジョウキョウ ジョウキョウカクニン シエン ホウホウ ナド ナイブ ケントウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		５歳児健康相談として子育て支援係を中心に母子保健、教育委員会、子ども園等、関係機関でカンファを含め実施している。 サイジ ケンコウ コソダ シエン カカリ チュウシンイ ボシ ホケン キョウイク イインカイ コ エン ナド カンケイ キカン フク ジッシ		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤従事者を対象として外部の研修会参加の機会を確保している。 ジョウキン ジュウジシャ タイショウ ガイブ ケンシュウカイ サンカ キカイ カクホ

		1025		246		岩手県		洋野町		健康増進課　種市保健センター ケンコウ ゾウシン カ タネイチ ホケン		西村共知恵 ニシムラ トモエ チエ		0194-65-3950		0194-65-3968		2		nishimura412@town.hirono.iwate.jp		0		1				*		*		3		4		100		100		*		*		1		7		1		9		108		108		*		*		1		7		1		9		108		108		*		*		3		2		3		4		98		98		*		*		3		2		3		4		98		98		91		3		1		1		0		0				1		面談等にて適宜行っている メンダン ナド テキギ オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う歯羅患率、食事状況とまとめ評価。保健指導や事業に活かしている。 シラ ショクジ ジョウキョウ ヒョウカ ホケンシドウ ジギョウ イ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診や療育教室を通してしている ケンシン リョウイク キョウイク シツ トオ		0		0				1		健診や療育教室、ケース会議を通してして適宜、評価している。 カイギ テキギ ヒョウカ		0		0				1		パンフレットにて啓発。 ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		スタッフ間の情報共有を検討 カン ジョウホウ キョウユウ ケントウ		0		0				1		連絡会＋療育教室等で検討 レンラクカイ リョウイク キョウシツ ナド ケントウ		0		0		0				1		受診票のやりとり等で連携 ジュシン ヒョウ ナド レンケイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		町主催の研修は無いが保健所の研修会に参加。 チョウ シュサイ ケンシュウ ナ ホケンジョ ケンシュウカイ サンカ

		1026		329		山形県		真室川町		福祉課 フクシカ		佐藤　祥 サトウ キッショウ		0233-62-3436		0233-64-1526		1		fukushi@town.mamurogawa.yamagata.jp		0		1				1		0		2		4		39		37		1		0		1		5		1		8		60		59		1		0		1		5		1		8		60		59		1		0		3		3		3		5		50		49		1		0		3		3		3		5		50		49		46		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		1		0				1		う蝕有病率、歯磨き習慣等、健診で把握した情報をもとに統計を取り、課題を見つけ次年度へ活用している。 ショク ユウビョウ リツ ハミガ シュウカン ナド ケンシン ハアク ジョウホウ トウケイ ト カダイ ミ ジネンド カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ことばや情緒発達 ジョウチョ ハッタツ		0		0		1		0		0				1		１歳６健診時に発達リーフレットを配布 サイ ケンシン ジ ハッタツ ハイフ		0		0				0				1		0				1		訪問時、●●時、ピヨピヨ等（２ヶ月児の親） ホウモンイ ジ ジ ナド カゲツ コ オヤ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファにて対象児一人一人に対して状況把握、共有。今後の支援等について話し合っている。 ケンシン ゴ タイショウ コ ヒトリヒトリ タイ ジョウキョウ ハアク キョウユウ コンゴ シエン ナド ハナシ ア		0		0				1		中央児相、療育施設、穂区所、こども園、教育課も含め特別支援教育として連携している。 チュウオウ ジソウ リョウイク シセツ ホクショ エン キョウイクカ フク トクベツ シエン キョウイク レンケイ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1027		28		北海道		恵庭市		保健福祉部保健課 ホケン フクシ ブ ホケンカ		庄司 ショウジ		0123-37-4121		0123-37-5240		1		hokenka@city.eniwa.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		5		513		508		1		0		1		6		1		11		512		506		1		0		1		6		1		11		512		507		1		0		3		0		3		11		546		535		1		0		3		0		3		11		546		533		488		29		1		0		0		0				1		月１回母子保健事業、ケース検討会を実施し評価を実施。 ツキ カイ ボシホケン ジギョウ ケントウ カイ ジッシ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		成果の評価内容を育児教室、出前講座などの健康教育の内容に反映するなどし、活用している。 セイカ ヒョウカ ナイヨウ イクジ キョウシツ デマエ コウザ ケンコウキョウイク ナイヨウ ハンエイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達の目安等を児の個別性に応じ、保護者に伝えている。 ハッタツ メヤス ナド コ コベツセイ オウ ホゴ シャ ツタ		0		0				1		健診終了後のカンファにて個別ケースの評価を実施 ケンシンゴ シュウリョウゴ コベツ ヒョウカ ジッシ		0		0				1		ポスターの掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月1回の母子保健事業、ケース検討会にて実施。 ツキ カイ ボシ ホケン ジギョウ ケントウ カイ ジッシ		0		0				1		療育機関と連携しながら評価を実施 リョウイク キカン レンケイ ヒョウカ ジッシ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		道や看護協会等が主催する研修会の参加。顧問医師による予防接種等の勉強会を不定期で実施。 ミチ カンゴ キョウカイ ナド シュサイ ケンシュウカイ サンカ コモン イシ ヨボウ セッシュ ナド ベンキョウカイ フテイキ ジッシ		1		道や看護協会等が主催する研修会の参加。顧問医師による予防接種等の勉強会を不定期で実施。		0				0		0

		1028		62		北海道		岩内町		健康福祉課　健康推進担当 ケンコウフク ケンコウ タントウ		中川千恵 ナカガワ チエ		0135-67-7086		0135-67-7104		1		kenko@town.iwanai.lg.jp		0		1				0		1		3		4		64		60		1		0		1		6		1		11		81		73		1		0		1		6		1		11		82		68		1		0		3		0		3		11		107		93		1		0		3		0		3		11		107		87		73		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0				1		10ヶ月児育児相談にて幼児期の発達過程を説明 カゲツ コ イクジ ソウダン ヨウジキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問にてパンフレットにて赤ちゃんの泣きへの対応、SBSによる子への影響を伝えている。 シンセイ アカ ナ タイオウ コ エイキョウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		研修旅費は確保している ケンシュウ リョヒ カクホ		0				0				0		0

		1029		8		北海道		網走市		市民部健康管理課 シミンブ ケンコウカンリ カ		美馬香子 ミマ カオリ コ		0152-43-8450		0152-43-8451		2		kyoko.mima@city.abashiri.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		99		244		238		1		0		1		6		99		99		282		278		1		0		1		6		99		99		282		278		1		0		3		0		99		99		328		320		1		0		3		0		99		99		328		320		281		43		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		マニュアルは無いが見過ごす事がないよう対応している ナイア ミス コト タイオウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		４ヶ月児健診でパンフレット配布 カゲツ コ ケンシン ハイフ		0				1		0				0				0		1		妊娠期に実施 ニンシンキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1030		224		岩手県		釜石市		保健福祉部健康推進課 ホケン ブ ケンコウ カ		佐藤杏子 サトウ キョウコ		0193-22-0179		0193-22-6375		2		sato8115@city.kamaishi.iwate.jp		0		1				0		1		3		5		212		200		0		1		1		7		1		11		220		209		0		1		1		7		1		11		220		185		0		1		3		7		3		11		232		216		0		1		3		7		3		11		232		211		221		7		1		0		0		0				1		要保護児童対策協議会（3回/年） ヨウ ホゴ ジドウ タイサク キョウギカイ カイ ネン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		個別健診（1.6健診、3歳健診）と集団検診（2.6いい歯健診）を結びつけて評価することが難しいため出来ていない。 コベツ ケンシン ケンシン サイ ケンシン シュウダン ケンシン ハ ケンシン ムス ヒョウカ ムズカ デキ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		不定期ではあるが支援経過を共有し、検討する場を設けている。 フテイキ シエン ケイカ キョウユウ ケントウ バ モウ		1		４歳６ヶ月児発達検査（心理士を介して園と情報共有しています）、就学支援委員会 サイ カゲツ コ ハッタツ ケンサ シンリシ カイ エン ジョウホウ キョウユウ シュウガク シエン イインカイ		0		0		0				1		受診票に記載、または電話で連絡がある ジュシンヒョウ キサイ デンワ レンラク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		県や関係機関主催の研修会などに参加するようにしている。 ケン カンケイ キカン シュサイ ケンシュウカイ サンカ

		1031		271		宮城県		利府町		健康福祉課健康づくり班 ケンコウ フクシ カ ケンコウ ハン		河合翔太 カワイ ショウタ		022-356-1334		022-356-1303		1		kenkou@rifu-cho.com		1		1		1		1		0		3		4		326		314		1		0		1		6		1		11		325		319		1		0		1		6		1		11		325		319		1		0		3		0		3		11		383		377		1		0		3		0		3		11		383		377		291		9		1		0		0		0				0				0		1		定期的でhなないが必要に応じ、随時スタッフ間や関係機関と連絡を取り合い、訪問等の必要性を評価している。 テイキテキ ヒツヨウ オウ ズイジ カン カンケイ キカン レンラク ト ア ホウモン ナド ヒツヨウセイ ヒョウカ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		虐待予防担当部署へ必要時、連絡する。 ギャクタイ ヨボウ タントウ ブショ ヒツヨウジ レンラク		1		う歯所有者やう歯総数等の結果をスタッフ間で共有し、集団指導・個別指導の内容を毎年検討。 シ ショユウ シャ シ ソウスウ ナド ケッカ カン キョウユウ シュウダン シドウ コベツ シドウ ナイヨウ マイトシ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時の問診や事後指導時に保健師から保護者へ説明。（時期は定めていない） ケンシンジ モンシン ジゴ シドウ ジ ホケンシ ホゴシャ セツメイ ジキ サダ		0		0				1		健診後カンファにてスタッフ間で情報共有し評価。 ケンシンゴ カン ジョウホウ キョウユウ ヒョウカ		0		0				1		新生児訪問時や健診時に話している シンセ ジ ケンシンジ ハナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファにてスタッフ間で評価を行い、健診後のフォローアップ内容を決めている。 ケンシンゴ カン ヒョウカ オコナ ケンシン ゴ ナイヨウ キ		0		0				1		町の発達相談支援事業、児童相談所等で発達検査を実施した結果を保育所や幼稚園等と共有。 マチ ハッタツ ソウダン シエン ジギョウ ジドウ ソウダンジョ ナド ハッタツ ケンサ ジッシ ケッカ ホイクショ ヨウチエン ナド キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤、非常勤従事者を対象として確保している。 ジョウキン ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ カクホ

		1032		301		秋田県		井川町		町民課 チョウミンカ		安田　望 ヤスダ ノゾ		018-874-3300		018-874-4067		1		kenkou@town.akita-ikawa.lg.jp		1		1		1		1		0		3		4		9		9		1		0		1		6		1		8		21		21		1		0		1		6		1		8		21		21		1		0		3		4		3		9		23		22		1		0		3		4		3		9		23		21		13		0		1		1		0		0				1		健診結果を参照の上、個別支援の必要性等について定期的に評価 ケンシン ケッカ サンショウ ウエ コベツ シエン ヒツヨウセイ ナド テイキテキ ヒョウカ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果について歯科医師等と主に評価し、次年度につなげる ケンシン ケッカ シカイシ ナド オモ ヒョウカ ジネンド		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		行動範囲の広がりと共に事故が起こりやすくなること等 コウドウ ハンイ ヒロ トモ ジコ オ ナド		0		0				0				1		0				1		抱き方やSBSについての情報提供 ダ カタ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1				0		0				1		療育機関、保育園と連携した評価 リョウイク キカン ホイクエン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1033		366		福島県		会津坂下町		生活課福祉健康班 セイカツカ カ フクシｋ ハン		三留純子 ミトメ ジュンコ		0242-83-1000		0242-83-1757		1		kenkou@town.aizubange.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		103		103		1		0		1		5		1		7		105		102		1		0		1		5		1		7		105		102		1		0		3		5		3		7		109		108		1		0		3		5		3		7		109		108		101		7		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				*				*		*				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				*				*		*				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1034		376		福島県		矢吹町		保健福祉課健康増進係 ホケン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		久野成美 クノ ナルミ		0248-44-2300		0248-42-2138		1		hoken@town.yabuki.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		149		146		1		0		1		6		1		8		139		137		1		0		1		6		1		8		139		137		1		0		3		3		3		5		150		147		1		0		3		3		3		5		150		147		155		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				1		訪問や電話確認などで親と面談を行い、評価を行っている。 ホウモン デンワ カクニン オヤ メンダン オコナ ヒョウカ オコナ		0		0				1		赤ちゃん訪問時に啓発を行っている アカ ホウモンジ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		訪問・電話確認などを行い評価を行っている。 ホウモン デンワ カクニン オコナ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				1		年度末に反省会を含めた研修会を行っている。 ネンドマツ ハンセイカイ フク ケンシュウカイ オコナ		0				0		0

		1035		400		茨城県		土浦市		保健福祉部健康増進課 ホケン ブ ケンコウゾウ カ		佐藤千加子 サトウ チカコ		029-826-3471		029-821-2935		1		hoken@city.tsuchiura.lg.jp		0		1				1		1		3		4		1144		1107		1		0		*		*		*		*		1144		1089		1		0		*		*		*		*		1144		1089		1		0		*		*		*		*		1195		1114		1		0		*		*		*		*		1195		1114		1172		464		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		4ヶ月児健診で１歳頃までの発達について(事故防止や食生活の面で） カゲツ コ ケンシン サイ コロ ハッタツ ジコ ボウシ ショクセイカ メン		0		0				1		事業後の担当者（係員）によるカンファ ジギョウゴ タントウシャ カカリ イン		0		0				1		マタニティ教室でDVDを上映（パープルクライイング、赤ちゃんが泣きやまない） キョウシツ ジョウエイ アカ ナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		担当者による検討会の実施 タントウ シャ ケントウカイ ジッシ		0		0				1		療育支援担当部署による事業において評価を行っている リョウイク シエン タントウ ブショ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県、その他が開催する研修会への出席、参加費用について予算確保。 ケン タ カイサイ ケンシュウカイ シュッセキ サンカ ヒヨウ ヨサン カクホ		0				0				0		0

		1036		462		栃木県		塩谷町		保健福祉課 ホケン フクシ カ		荒井有布 アライ ユウ ヌノ		0287-45-1119		0287-41-1014		1		hoken@town.shioya.tochigi.jp		0		1				1		1		3		4		110		107		1		0		1		6		1		8		51		49		1		0		1		6		1		8		51		49		1		0		3		4		3		6		76		71		1		0		3		4		3		6		76		71		78		6		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん教室にてこれからの発達について話しをしている。 アカ キョウシツ ハッ ハナシ		0		0				0				1		0				1		パンフレットを配布 ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		1037		454		栃木県		下野市		健康福祉部健康増進課 ケンコウ ブ ケンコウゾ カ		臼井 ウスイ		0285-52-1116		0285-52-3712		1		kenkouzoushin@city.shimotsuke.lg.jp		0		1				1		0		3		4		480		476		1		0		1		6		1		7		522		517		1		0		1		6		1		7		522		517		1		0		3		2		3		3		536		532		1		0		3		2		3		3		536		532		510		266		1※		0		0		0		※月１回まとめてケース検討会議をおこなっている ツキ カイ ケントウカイギ		0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		疑いがある場合は課内で検討し方針を決定 ウタガ バアイ カナイ ケントウ ホウシン ケッテイ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診において次回健診までの発達過程を説明 カク ケンシン ジカイ ケンシン ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		育てにくさを強く感じている親に対して親子教室を勧奨し、参加時の様子の変化を評価している。 ソダ ツヨ カン オヤ タイ オヤコ キョウシツ カンショウ サンカ ジ ヨウス ヘンカ ヒョウカ		*				*		*				0				0				0				0				1		0				1		各種事業でのカンファ カクシュ ジギョウ		0		0				1		５歳児健康相談にいぇ サイジ ケンコウ ソウダン		0		0		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1038		506		埼玉県		本庄市		保健部健康推進課 ホケンブ ケンコウ カ		田畑知香子 タバタ シ チカコ		0495-24-2003		0495-24-2005		1		kenko@city.honjo.lg.jp		0		1				1		0		4		8		542		533		1		0		1		6		1		11		637		566		1		0		1		6		1		11		637		566		1		0		3		0		3		11		605		564		1		0		3		0		3		11		605		558		563		2		0		0		1		1		母子健康手帳交付時にアンケート導入出来るように調整中 ボシテチョウ コウフ ジ ドウニュウ デキ チョウセイチュウ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		6〜8ヶ月児を対象に育児学級にて発達過程について説明 カゲツ コ タイショウ イクジガッキュウ ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		3〜4ヶ月児健診でチラシ配布し啓発 ケンシン ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1039		531		埼玉県		幸手市		健康増進課 ケンコウ カ		梅田和枝 ウメダ カズエ		0480-42-8421		0480-42-2130		1		kenkou@city.satte.lg.jp		0		1				1		0		3		5		329		308		1		0		1		5		1		11		354		328		1		0		1		5		1		11		354		328		1		0		3		4		3		11		359		338		1		0		3		4		3		11		359		338		353		10		1		1		0		0				0				0		1		ケースカンファを行い、保健師間で情報共有と支援の方向性、時期の検討を随時行っている オコナ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ シエン ホウコウセイ ジキ ケントウ ズイジ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		ブラッシングケアの重要性 ジュウヨウセイ		0		0		0		1		0				0				0		1		10ヶ月児健診でこの時期の発達状況と発達を促す遊びの説明を行い、１歳頃までの発達過程を説明。 ケンシン ジキ ハッ ジョウキョウ ウナガ アソ セツメイ オコナ サイ コロ カテイ セツメイ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		母子保健担当保健師を中心に、事業の見直しを随時行っている。 ボシ ホケン タントウ ホケンシ チュウシン ジギョウ ミナオ ズイジ オコナ		0		0				1		保育所と連携し、3ヶ月に１回対象児の情報交換を行い、連携して支援を行っている。 ホイクショ レンケイ カゲツ カイ タイショウ コ ジョウホウ コウカン オコナ レンケイ シエン オコナ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		保健所及び県の研修を中心に研修会に参加。 ホケンジョ オヨ ケン ケンシュウ チュウシン ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		1040		575		千葉県		八千代市		子ども部母子保健課 コ ブ ボシ ホケン カ		石橋さなえ イシバシ		047-486-7250		047-482-9513		1		boshi2@city.yachiyo.chiba.jp		0		1				0		1		3		6		1593		1460		0		1		1		6		1		11		1693		1548		1		0		1		10		1		11		1682		1330		0		1		3		4		3		11		1700		1562		0		1		3		4		3		11		1700		1122		1631		180		1		0		0		0				1		妊娠届出書提出後から概ね3ヶ月以内に支援し、その後上司に方向性等確認する。3ヶ月以内に支援記録が上がってこない場合には地区担当に確認する。 ショ テイシュツ アト オオム カゲツ イナイ シエン ゴ ジョウシ ホウコウセイ ナドカクニン シエン キロク ア バアイ チクタントウ カクニン		0		0				1		1		0		1		1		0		0				0		0		1		0				1		0		0				0		0		0		0		0		1		委託医療機関での個別健診を実施。健診マニュアルにはチェック項目、フォロー基準、面接時の留意点など詳細に明記している。緊急の場合は健診医より子ども相談センターへ直接連絡。それ以外は母子保健課を紹介してもらうことになっている。 イタク イリョウ キカン コベツ ケンシン ジッシ ケンシン コウモク キジュン メンセツ ジ リュウイテン ショウサイ メイキ キンキュウ バアイ ケンシン イ コ ソウダン チョク セツ レンラク イガイ ボシ ホケン カ ショウカイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児相談事業（4か月児、10か月児赤ちゃん広場等）での健康教育にて伝えている。 ニュウジ ソウダン ジギョウ コ アカ ヒロバ ナド ケンコウ キョウイク ツタ		0		0				0				0		1		健康診査のマニュアルに育てにくさを感じる親への対応方法を盛り込んでおりマニュアル内容については母子保健事業検討委員会で年に１回検討している。 ケンコウ シンサ ソダ カン オヤ タイオウ ホウホウ モ コ ナイヨウ ボシ ホケン ジギョウ ケントウ イインカイ ネン カイ ケントウ		1		母子保健手帳交付時に渡すパンフレット内にSBSについて掲載している。また妊娠中の夫婦を対象とした教室の中でも情報提供している。 ボシホケン テチョウ コウフ ジ ワタ ナイ ケイサイ ニンシンチュウ フウフ タイショウ キョウシツ ナカ ジョウホウ テイキョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		母子保健事業検討委員会で年に１回検討。 ボシ ホケン ジギョウ ケントウ イインカイ ネン カイ ケントウ		0				0		1		母子保健事業検討委員会で年に１回検討。		0				0		1		0				1		相談機関紹介先として①言葉と発達の相談室　②児童発達支援センター　③母子保健課（育児相談）　④母子保健課（栄養相談）　⑤子ども相談センター　⑥遊び場　を選択できる。受診票が母子保健課に戻ってきた後、該当の相談機関に紹介者が報告、相談後の結果も母子保健課を通じて健診医に返却している。 ソウダン キカン ショウカイサキ コトバ ハッタツ ソウダンシツ ジドウ ハッ シエン ボシ ホケンカ イクジ ソウダン エイヨウ ソウダン コ アソ バ センタク ジュシン モド アト ガイトウ ソウダン キカン ショウカイ シャ ホウコク ソウダンゴ ケッカ ツウ ケンシン イ ヘンキャク		0		0		0		0				0				0				0				0		1		必要時、医師会主催研修会での研修 ヒツヨウジ イシ カイ シュサイ ケンシュウカイ ケンシュウ

		1041		664		東京都		大島町		福祉けんこう課けんこう係 フクシ カ カカリ		篠崎裕子 シノザキ ヒロコ		04992-2-1471		04992-2-4430		1		kenkou-center@town.oshima.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		45		44		1		0		1		6		1		9		75		61		1		0		1		6		1		9		75		61		1		0		3		0		3		9		82		68		1		0		3		0		3		9		82		68		47		2		0		0		0		1		母子手帳交付を本庁だけでなく各出張所でも交付しているため、保健師が交付した時のみアセスメントしている。 ボシ テチョウ コウフ ホンチョウ カク シュッチョウ ショ コウフ ホケンシ コウフ トキ		1		評価時期を決めていないが、対象者がいれば評価する。ただし、妊婦によっては島内で出産出来ない場合があり、島外へ出て出産日まで過ごす事があるのでハイリスク妊婦を全員、妊娠期に評価出来るわけで ヒョウカ ジキ キ タイショウ シャ ヒョウカ ニンプ シマ ナイ シュッサン デキ バアイ シマ ソト デ シュッサン ヒ ス コト ニンプ ゼンイン ニンシンキ ヒョウカ デキ		0		0				1		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		例えば3〜4か月児健診では寝返りやおすわり、ハイハイ、つかまり立ちの時期など、問診の場面で伝えている。 タト コ ネガエ タ ジキ モンシン バメン ツタ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育所や島外療育機関等と連携し、情報共有し支援方針を検討している。 ホイクショ シマ ソト リョウイク キカン ナド レンケイ ジョウホウ キョウユウ シエン ホウシン ケントウ		0		0		0				0				0		0		0		0				1		研修参加の予算は確保しているが離島のため、出張費が発生するので十分な研修機会は確保できない ケンシュウ サンカ ヨサン カクホ リトウ シュッチョウヒ ハッセイ ジュウブン ケンシュウ キカイ カクホ		0				0				0		0

		1042		675		神奈川県		藤沢市		子ども健康課 コ ケンコウ カ		内田美奈子 ウチダ ミナコ		0466-50-3522		0466-50-0668		2		uchida-min@city.fujisawa.lg.jp		0		1				0		1		4		5		3590		3416		1		0		1		6		2		11		3761		3596		1		0		1		6		1		11		3761		3598		1		0		3		6		3		11		3891		3473		1		0		3		6		3		11		3891		3473		3873		361		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級の中で話をしている リョウシン ガッキュウ ナカ ハナシ		0		0				0				0				1				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0		評価はしていませんが連携はしている。 ヒョウカ レンケイ		0				1		0		0		0				1		テーマは毎年変えている マイトシ カ		0				1		テーマは毎年変えている		0		0

		1043		752		石川県		白山市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		井南 イド イナミ		076-274-2155		076-274-2158		1		kenkouzoushin@city.hakusan.lg.jp		0		1				1		0		3		5		828		818		1		0		1		5		1		7		945		927		1		0		1		5		1		7		945		927		1		0		3		3		3		5		983		961		*		*		3		3		3		5		983		961		894		138		1※		0		0		0		※手帳交付時、支援が必要かどうか判断。		0				0		1		月1回ケース検討会を実施しており、状況を確認 ツキ カイ ケントウカイ ジッシ ジョウキョウ カクニン		1		1		1		0		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		個別、集団指導で発達過程についてリーフレットを使用し説明。 コベツ シュウダン シドウ ハッ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		パンフレットにて		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		関係機関と状況を連絡を取り合っている カンケイ キカン ジョウキョウ レンラク ト ア		1		結果表に●●の有無の記入欄あり ケッカ ヒョウ ウム キニュウラン		0		0		0		0				1		市独自では行ってないが研修会があれば参加するようにしている シ ドクジ オコナ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0

		1044		751		石川県		かほく市		市役所市民部健康福祉課 シヤクショオ シミンブ ケンコ		高木 タカギ		076-283-1117		076-283-4116		1		kenkou@city.kahoku.ishikawa.jp		0		1				1		0		3		4		268		263		1		0		1		6		1		11		283		273		1		0		1		6		1		11		283		272		1		0		3		3		3		11		287		277		1		0		3		3		3		11		287		277		252		2		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		アンケートを配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		パンフレット配布（母子手帳交付時）、DVDの視聴（マタニティ教室時） ハイフ ボシテｈコウ テチョウ コウフ ジ シチョウ キョウシツ ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後にスタッフ間でカンファ実施 ケンシンゴ カン ジッシ		0		0				1				0		0		0				1		健診結果に支援の要・否を記入する項目がある ケンシン ケッカ シエン ヨウ ヒ キニュウ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1045		788		山梨県		甲斐市		健康増進課 ケンコ カ		河野 コウノ		055-278-1694		055-278-2046		2		n-kono29@city.kai.lg.jp		0		1				1		0		4		4		675		656		1		0		1		6		1		6		687		661		1		0		1		6		1		6		687		659		1		0		3		6		3		6		716		672		1		0		3		6		3		6		716		667		748		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科衛生士と情報を共有しブラッシング等、個別指導時対応する。パンフレットに状況を載せ保護者に周知する。 シカ エイセイ シ ジョウホウ キョウユウ ナド コベツ シドウジ タイオウ ジョウキョウ ノ ホゴシャ シュウチ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレットに発達過程を載せ話している ハッ カテイ ノ ハナ		0		0				1		健診、教室後ケースカンファを実施 ケンシン キョウシツゴ ジッシ		0		0				1		こんにちは赤ちゃん事業のパンフレットに載せている アカ ジギョウ ノ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前健診につないだり、就学前相談につなげている。 シュウガク マエ ケンシン シュウガクマエ ソウダン		0		0		0				0				0		1		0		0				1		県や支援センターで実施する研修会へ出席し、課内で共有する。 ケン シエン ジッシ ケンシュウカイ シュッセイキ セキ カナイ キョウユウ		0				0				0		0

		1046		947		静岡県		南伊豆町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		興後和歌子 オコ アト ワカコ		0558-62-6233		0558-62-2493		1		kenfuku@town.minamiizu.shizuoka.jp		0		1				0		1		4		5		44		33		1		0		1		6		2		11		44		44		1		0		1		6		1		11		44		44		1		0		3		0		3		11		39		39		1		0		3		0		3		11		39		39		38		3		1		0		0		0				1		母子連絡会のケースとして２ヶ月に１回評価 ボシ レンラク カイ カゲツ カイ ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		母子連絡会のケースとして2か月に1回評価している ボシ レンラク カイ ゲツ カイ ヒョウカ		0		0				1		両親学級にてDVDを見てもらっている リョウシン ガッキュウ ミ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		母子連絡会のケースとして２ヶ月に１回評価している ボシ レンラク カイ カゲツ カイ ヒョウカ		0		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1047		931		静岡県		磐田市		こども部　子育て支援課　母子保健G ブ コソダ シエン カ ボシ ホケン		塚本 ツカモト		0538-37-2012		0538-37-4631		1		kosodate@city.iwata.lg.jp		0		1				0		1		4		5		1396		1383		1		0		1		6		1		11		1491		1464		1		0		1		6		1		11		1491		1465		1		0		3		2		3		11		1530		1457		1		0		3		2		3		11		1530		1460		1372		8		0		0		1		0				0				1		0				0		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				1		母の顔マーク（１〜５段階の母の表情のイラスト） ハハ カオ ダンカイ ハハ ヒョウジョウ		0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		1		0		0				1		１歳６ヶ月健診保健指導について サイ カゲツ ケンシン ホケン シドウ		0				0				0		0

		1048		1104		大阪府		交野市		健やか部　健康増進課 スコ ブ ケンコウ ゾウシン カ		上村智子 ウエモト ムラ トモコ		092-893-6405		092-893-0525		1		kenkou@city.katano.osaka.jp		0		1				1		0		3		4		569		555		1		0		1		6		1		7		593		574		1		0		1		6		1		7		593		575		1		0		3		6		3		7		628		557		1		0		3		6		3		7		628		557		608		153		1		0		0		0				1		各ケースについて２ヶ月に１度課内で事例検討会を実施。特定妊婦は要対協で報告し、関係機関で情報共有。 カク カゲツ ド カナイ ジレイ ケントウカイ ジッシ トクテイ ニンプ ヨウ タイ キョウ ホウコク カンケイ キカン ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科のアンケートをクロス集計し、要因を分析して指導に活用。 シカ シュウケイ ヨウイン ブンセキ シドウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		概ね6〜12か月の乳児と保護者を対象とした教室で身体面、心理面での発達について講義。 オオム ニュウジ ホゴシャ タイショウ キョウシツ シンタイ メン シンリメン ハッタツ コウギ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				1		0		0				1		問診票の市町村への指導欄の活用 モンシン シチョウソン シドウ ラン カツヨウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1049		1735		政令市 セイレイシ		堺市		子ども育成課 コ イクセイ カ		中井、岩崎 ナカイ イワサキ		072-228-7612		072-228-8341		*		*		*		*				1		0		4		99		6889		6742		1		0		1		6		1		7		7105		6942		1		0		1		6		1		7		7105		6942		1		0		3		6		3		7		7360		6964		1		0		3		6		3		7		7360		6964		7447		1400		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				1		う蝕予防に関する問診項目を集計し目標値達成に向けて取り組んでいる。 ショク ヨボウ カン モンシンコウモク シュウケイ モクヒョウ チ タッセイ ム ト ク		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0		1※健診の中で時間がとれない ケンシン ナカ ジカ カン		0				1		0				0				0		1		妊娠届出をされた方全員に配布する育児総合ガイドブックやはじめて親になる父母を対象とした「パパの育児教室」で厚労省作成の映像を流し、啓発。 ニンシン トドケデ カタ ゼンイン ハイフ イクジ ソウゴウ オヤニ フボ タイショウ イクジ キョウシツ コウロウショウ サクセイ エイゾウ ナガ ケイハツ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		問診票に医療機関からの連絡を記入する欄を設け健診結果を各保健センターに返している モンシン ヒョウ イリョウキカン レンラク キニュウ ラン モウ ケンシン ケッカ カク ホケン カエ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		資料を配布し、各保健センター内で情報共有している シリョウ ハイフ カク ホケンセン ナイ ジョウホウ キョウユウ

		1050		1132		兵庫県		加西市		健康福祉部健康課 ケンコ ブ ケンコウカ		國増雅子 クニマ マ マサコ		0790-42-8723		0790-42-7521		1		kenko@city.kasai.lg.jp		0		1				1		0		4		99		296		288		1		0		1		6		1		11		315		312		1		0		1		6		1		11		315		309		1		0		3		2		3		11		311		303		1		0		3		2		3		11		311		303		296		5		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		0		0		1		0				1		う蝕率を経年評価し教育を展開 ショク リツ ケイネン ヒョウカ キョウイク テンカイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0				1		問診項目に入れ保護者の把握状況を確認し必要時指導 モンシン コウモク イ ホゴシャ ハアク ジョウキョウ カクニン ヒツヨウジ シドウ		0		0				0				1		0				1		問診でこれについて知らないと回答された方へ説明 モンシン シ カイトウ カタ セツメイ		0		0				1		精密検査における陽性者または疾病者数 セイミツ ケンサ ヨウセイ シャ シッペイ シャ スウ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				1		0		0		2※教育委員会等から就学指導委員会の結果報告を受けフォロー評価している キョウイク イインカイ ナド シュウガク シドウ イインカイ ケッカ ホウコク ウ ヒョウカ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1051		1709		中核市 チュウカクシ		奈良市 ナラシ		保健所健康増進課 ホケンジョ ケンコウ ゾウシン カ		藤岡かおり フジ オカ		0742-34-5129		0742-34-3145		1		kenkouzoushin@city.nara.lg.jp		0		1				0		1		4		5		2570		2474		1		0		1		7		1		8		2704		2530		1		0		1		7		1		8		2704		2525		1		0		3		6		3		7		2773		2443		1		0		3		6		3		7		2773		2437		842		516		1		1		0		0				0				0		1		周産期看護スタッフ連携会議（年2回）にて、個別支援の事例検討を行っている。 シュウサンキ カンゴ レンケイ カイギ ネン カイ コベツ シエン ジレイ ケントウ オコナ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				1				0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		問診項目を参考に、結果説明のときに保健師が説明している モンシン コウモク サンコウ ケッカ セツメイ ホケンシ セツメイ		0		0				1		3歳6か月児健診において、経過観察となった児についての振り返りを行い、発達センターと当課の保健指導の取り決めを行っている。 サイ ゲツ ジ ケンシン ケイカ カンサツ ジ フ カエ オコナ ハッタツ トウ カ ホケン シドウ ト キ オコナ		0		0				1		両親学級で講義、グループワークを実施している。 リョウシン ガッキュウ コウギ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		1		要精検となった児について、二次医療機関での検査結果を確認し、医師へ返している。 ヨウ セイケン ジ ニジ イリョウ キカン ケンサ ケッカ カクニン イシ カエ		0				0		1		発達センターへ紹介した児の相談結果を返してもらっている。発達センタ―と当課で定期的に会議を開催している。 ハッタツ ショウカイ ジ ソウダン ケッカ カエ ハッタツ トウ カ テイキテキ カイギ カイサイ		0				0		0		1		教育相談課の園巡回指導、就学前相談につなげている。幼稚園、保育園、発達センター、児童発達支援事業所、相談支援事業所、障がい児親子通園施設等への連絡、連携（ケース会議を含む） キョウイク ソウダン カ エン ジュンカイ シドウ シュウガクマエ ソウダン ヨウチエン ホイクエン ハッタツ ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ ソウダン シエン ジギョウショ ショウ ジ オヤコ ツウエン シセツ トウ レンラク レンケイ カイギ フク		1		連絡票に記載してもらい、市の保健師や管理栄養士がフォローしている。 レンラク ヒョウ キサイ シ ホケンシ カンリ エイヨウシ		0		0		0		0				1		保健師を対象に発達についての研修会を実施。 ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウカイ ジッシ		1		保健師を対象に発達についての研修会を実施。 ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0				1				1

		1052		1195		和歌山県		御坊市		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		原出君枝 ゲン デ キミエ		0738-23-5645		0738-24-2390		1		kenko@city.gobo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		175		175		1		0		1		7		1		8		213		212		1		0		1		7		1		8		213		212		1		0		3		6		3		7		192		185		1		0		3		6		3		7		192		185		188		9		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診後、次回健診頃の発達を見越して助言している。 カク ケンシン ゴ ジカイ ケンシン ゴロ ハッタツ ミコ ジョゲン		0		0				0				0		1		乳幼児健診の問診票や面接を通して、児や親の状況等をアセスメントしている。 ニュウヨウジ ケンシン モンシン ヒョウ メンセツ トオ ジ オヤ ジョウキョウ トウ		1		H27.4～すこやか親子21(第2次）に関するアンケートにて、SBSの質問があるので、それに「いいえ」と回答している親に対し、説明を行っている。 オヤコ ダイ ジ カン シツモン カイトウ オヤ タイ セツメイ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		小学校入学前・入学後に評価している。
・療育機関・幼稚園・保育所と連絡を取り、TELや園訪問で児の状況を把握する。
・5歳児健診での評価を行う
・入学後、小学校を訪問し、担任の先生と情報交換し児の状況を確認する。 ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウガクゴ ヒョウカ リョウイクキカン ヨウチエン ホイク ショ レンラク ト エン ホウモン ジ ジョウキョウ ハアク サイジ ケンシン ヒョウカ オコナ ニュウガクゴ ショウガッコウ ホウモン タンニン センセイ ジョウホウ コウカン ジ ジョウキョウ カクニン		0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		管内保健師研修会にて乳幼児の発達等をテーマに講義を受ける機会がある。 カンナイ ホケンシ ケンシュウカイ ニュウヨウジ ハッタツ トウ コウギ ウ キカイ

		1053		1228		鳥取県		八頭町		保健課 ホケンカ		中村 ナカムラ		0858-72-3566		0858-72-3635		1		kg-hpken@town.hazu.tottori.jp		0		1		1		0		1		3		5		119		102		1		0		1		6		1		11		125		123		1		0		1		6		1		11		124		122		1		0		3		0		3		11		132		131		1		0		3		0		3		11		132		131		86		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		赤ちゃん訪問、育児相談、6ヵ月児健診 アカ ホウモン イクジ ソウダン ゲツ ジ ケンシン		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問等で保護者に啓発 アカ ホウモン トウ ホゴシャ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保小連絡会等で評価 ホ ショウ レンラクカイ トウ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		1054		1379		愛媛県		松野町		保健福祉課 ホケン フクシカ		瀧本由紀 タキ モト ユキ		0895-42-0708		0895-42-1550		1		m-hoken@town.matsuno.ehime.jp		0		1				0		1		3		6		9		6		1		0		1		6		1		8		18		16		1		0		1		6		1		8		18		16		1		0		3		0		3		6		18		16		1		0		3		0		3		6		18		16		15		3		1		1		0		0				0				0		1		H26年度途中から、全妊婦訪問の導入。定期的ではないが、保健師間で情報共有している。 ネンド トチュウ ゼン ニンプ ホウモン ドウニュウ テイキテキ ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ		1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		育児相談、健診の場で説明している イクジ ソウダン ケンシン バ セツメイ		0		0				0				0		1		保健師間での情報共有と、今後について検討しながらすすめている。 ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ コンゴ ケントウ		0				0		1		訪問や育児相談で知っているかの確認と、啓発をしている。 ホウモン イクジ ソウダン シ カクニン ケイハツ		0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診時に医師や言語聴覚士の指示がある時など、保健師間で検討している。 ケンシン ジ イシ ゲンゴ チョウカク シ シジ トキ ホケンシ カン ケントウ		0				0		1		0				1		受診票に、保護者の記載欄（心配なこと、相談したいこと）があり、医療機関からは訪問指導の要否の記載欄あり。 ジュシン ヒョウ ホゴシャ キサイ ラン シンパイ ソウダン イリョウ キカン ホウモン シドウ ヨウヒ キサイ ラン		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1

		1055		1578		宮崎県		串間市		串間市福祉事務所こども対策室子育て支援係 クシマシ フクシ ジム ショ タイサク シツ コソダ シエン カカリ		中田千佳 ナカタ チカ		0987-72-0333（内508） ナイ		0987-72-0310		1		kosodate@city.hushima.lg.jp		0		1				1		0		3		5		154		145		1		0		1		6		1		11		142		132		1		0		1		6		1		11		142		132		1		0		3		6		3		11		162		152		1		0		3		6		3		11		162		152		143		6		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		0		1		0				0				0		1		今年度より行っている（H27～） コンネンド オコナ		0				0		1		H27年度よりアンケートを実施している。 ネンド ジッシ		1		乳児健診時にパンフレットを配布 ニュウジ ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1056		1577		宮崎県		日向市		健康福祉部こども課 ケンコウ フクシ ブ カ		羽田野房子 ハタノ フサコ		0982-52-2111		0982-56-1423		1		kodomo@hyugacity.jp		0		1				0		1		3		5		525		456		1		0		1		6		1		11		550		523		1		0		1		6		1		11		550		523		1		0		3		6		3		11		578		558		1		0		3		6		3		11		578		557		551		11		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		7ヵ月児健診で、1歳到達までの発達過程、その時々の育児のポイントについて説明 ゲツ ジ ケンシン サイ トウタツ ハッタツ カテイ トキドキ イクジ セツメイ		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		研修旅費などは予算化している ケンシュウ リョヒ ヨサンカ

		1057		1641		沖縄県		宜野湾市		健康推進部健康推進課 ケンコウ スイシン ブ ケンコウ スイシン カ		国頭陽子 クニ カシラ ヨウコ		098-898-5583		098-898-5585		1		Fukusi04@city.ginowan.okinawa.jp		0		1				1		0		3		6		124		1178		1		0		1		6		1		11		1237		1079		1		0		1		6		1		11		1237		1077		1		0		3		5		3		11		1197		1004		1		0		3		5		3		11		1197		1002		1310		540		1		0		0		0				0				1		0				0		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親学級と育児学級で乳幼児揺さぶられ症候群に関するDVDを放映している。 リョウシン ガッキュウ イクジ ガッキュウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン カン ホウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1058		7		北海道		岩見沢市		健康福祉部健康づくり推進課疾病予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ シッペイ ヨボウ		*		0126-25-5540		0126-25-5524		1		hoken@i-hamanasu.jp		0		1				1		0		4		5		523		510		1		0		*		*		*		*		511		488		1		0		*		*		*		*		488		478		1		0		*		*		*		*		596		564		1		0		*		*		*		*		564		550		545		32		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		パンフレットを渡し、説明している。 ワタ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級で啓発している。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1				1

		1059		285		秋田県		男鹿市		健康子育て課健康班 ケンコウ コソダ カ ケンコウ ハン		津川　亙 ツガワ ワタル		0185-24-3400		0185-24-3333		1		hoken@city.oga.akita.jp		0		1				1		0		4		7		110		110		1		0		1		7		1		11		110		108		1		0		1		7		1		11		110		108		*		*		3		6		3		11		129		121		*		*		3		6		3		11		129		121		129		*		1		0		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		フッ化物塗布助成事業を実施し、対象者を拡大している。 カ ブツ トフ ジョセイ ジギョウ ジッシ タイショウシャ カクダイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		問診時に指導している モンシン ジ シドウ		0		0				1		今年度よりアンケートを実施している。 コンネンド ジッシ		0		0				1		問診時、アンケート内容をもとに実施 モンシン ジ ナイヨウ ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		保育園、幼稚園、療育機関、教育委員会と連携し評価している。 ホイクエン ヨウチエン リョウイク キカン キョウイク イインカイ レンケイ ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		1060		385		福島県		古殿町		健康管理ｾﾝﾀｰ ケンコウ カンリ		鈴木水紀 スズキ ミズキ		0247-53-4038		0247-32-1033		1		kenko@town.furudono.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		29		29		1		0		1		6		1		10		31		31		1		0		1		6		1		10		*		*		1		0		3		0		3		8		52		52		1		0		3		0		3		8		*		*		21		0		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				0		1		今後活用していく予定で、評価も行う。 コンゴ カツヨウ ヨテイ ヒョウカ オコナ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児健診、相談時にリーフレット等用い実施。 ニュウジ ケンシン ソウダン ジ トウ モチ ジッシ		0		0				1		アンケート		0		0				1		リーフレット等 トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		県などで行われている研修参加 ケン オコナ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0				1

		1061		441		茨城県		利根町		保健福祉ｾﾝﾀｰ ホケン フクシ		山崎恵美 ヤマザキ エミ		0297-68-8291		0297-68-9149		1		hokecen@town.tone.lg.jp		1		1				1		0		3		4		58		56		1		0		1		6		1		7		85		85		1		0		1		6		1		7		85		85		*		*		3		0		3		1		79		79		*		*		3		0		3		1		79		79		57		3		0		0		0		1		H27年度準備中、28年度より実施予定 ネンド ジュンビチュウ ネンド ジッシ ヨテイ		0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布、集団指導、個別相談時 ハイフ シュウダン シドウ コベツ ソウダン ジ		0		0				0				1		0				1		新生児全戸訪問時パンフレットを用いて説明、妊娠届出時パンフレットを用いて説明 シンセイジ ゼンコ ホウモン ジ モチ セツメイ ニンシン トドケデ ジ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		幼稚園、保育園への巡回相談 ヨウチエン ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1062		524		埼玉県		久喜市		中央保健ｾﾝﾀｰ チュウオウ ホケン		及川 オイカワ		0480-21-5354		0480-21-5392		1		chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1048		1004		1		0		1		6		99		99		1120		1069		1		0		1		6		99		99		120		1069		1		0		3		4		99		99		1156		1076		1		0		3		4		99		99		1156		1076		1053		137		0		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		2歳児にむし歯予防教室を行っており、参加者の様子やブラッシング指導時の様子をカンファレンスでスタッフが共有している。参加状況などを活用している。 サイジ バ ヨボウ キョウシツ オコナ サンカシャ ヨウス シドウ ジ ヨウス キョウユウ サンカ ジョウキョウ カツヨウ		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診の資料に発達のリーフレットを入れて配布している。 ケンシン シリョウ ハッタツ イ ハイフ		0		0				0				0		1		親子教室（発達を親と確認する継続的教室）で、情報の共有は行っているが、個々の継続フォローがどうかという評価はしていません。 オヤコ キョウシツ ハッタツ オヤ カクニン ケイゾクテキ キョウシツ ジョウホウ キョウユウ オコナ ココ ケイゾク ヒョウカ		1		ママパパ教室（母親学級）の講義、4ヵ月児健診で集団指導をしている地区では話をしている。 キョウシツ ハハオヤ ガッキュウ コウギ ゲツ ジ ケンシン シュウダン シドウ チク ハナシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		係の中で情報共有していますが、継続フォローの結果どうだったかという評価は行えていません。 カカリ ナカ ジョウホウ キョウユウ ケイゾク ケッカ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		情報共有できる機関とできない機関がある。小学校入学前に就学児支援委員会で情報共有はしています。 ジョウホウ キョウユウ キカン キカン ショウガッコウ ニュウガクマエ シュウガク ジ シエン イインカイ ジョウホウ キョウユウ		0				0		0		1		0				1		**		1		**		0				0		0

		1063		743		富山県		入善町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		竹島寿代 タケシマ トシヨ		0765-72-0343		0765-72-5082		2		takeshima.hisayo@town.nyuzen.lg.jp		0		1				*		*		3		4		144		144		*		*		1		5		1		6		145		144		*		*		1		5		1		6		145		144		*		*		3		5		3		6		164		164		*		*		3		5		3		6		164		164		143		2		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		集団説明で実施。親からのかかわり方、睡眠、生活リズム シュウダン セツメイ ジッシ オヤ カタ スイミン セイカツ		0		0				0				1		0				1		４ヵ月児健診時、沐浴人形を使用し集団説明 ゲツ ジ ケンシン ジ モクヨク ニンギョウ シヨウ シュウダン セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		各種研修への参加 カクシュ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0												1

		1064		1029		三重県		玉城町		生活福祉課 セイカツ フクシカ		山田理加 ヤマダ リ カ		0596-58-8000		0596-58-8688		1		hoken@town.tamaki.lg.jp		0		1				0		1		4		6		141		140		1		0		1		6		1		7		126		124		1		0		1		6		1		7		126		124		*		*		3		6		3		7		136		129		*		*		3		6		3		7		136		129		130		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		７ヵ月児の教室で、今後の発達過程を説明、指導している。 ゲツ ジ キョウシツ コンゴ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		パパママ教室でパンフレットを配布し、DVD視聴している。 キョウシツ ハイフ シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回の共同カンファレンスにて検討している。（担当部署内） ツキ カイ キョウドウ ケントウ タントウ ブショ ナイ		0		0				0				0		1		0				1		“お母さん問診票”という項目がある。 カア モンシン ヒョウ コウモク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1065		1065		京都府		京丹後市		健康長寿福祉部健康推進課 ケンコウ チョウジュ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		吉岡みなみ ヨシオカ		0772-69-0350		0772-62-1156		1		0505@city.kyotango.lg.jp		0		2				1		0		4		4		400		392		1		0		1		6		1		8		387		381		1		0		1		6		1		8		387		381		*		*		3		5		3		7		390		383		*		*		3		5		3		7		390		383		384		69		1		0		0		0				0				0		1		地区担当が個別に支援を行っている チク タントウ コベツ シエン オコナ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット配布 ハイフ		0		0				0				1		0				1		ポスター掲示 ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		年中児発達サポート事業（保育所・幼稚園に所属する年中児を対象にし、保護やアンケート(問診）スクリーニング、行動観察を実施し、支援が必要な児に対して、適切なサポートをしていくもの）を実施。 ネンチュウジ ハッタツ ジギョウ ホイク ショ ヨウチエン ショゾク ネンチュウジ タイショウ ホゴ モンシン コウドウ カンサツ ジッシ シエン ヒツヨウ ジ タイ テキセツ ジッシ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1066		1151		兵庫県		佐用町		健康福祉課健康増進室 ケンコウ フクシカ ケンコウ ゾウシン シツ		清水由紀子 シミズ ユキ コ		0790-82-2079		0790-82-0144		1		kenko@town.sayo.lg.jp		0		1				*		*		3		4		96		94		*		*		1		6		1		11		88		87		*		*		1		6		1		11		88		87		*		*		3		0		3		11		106		105		*		*		3		0		3		11		106		105		84		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		指導内容の変更 シドウ ナイヨウ ヘンコウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		事後のカンファレンスで検討 ジゴ ケントウ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		５歳児健康相談、保育園巡回相談 サイジ ケンコウ ソウダン ホイクエン ジュンカイ ソウダン		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**						1		1				1

		1067		1168		奈良県		斑鳩町		健康対策課 ケンコウ タイサク カ		白石敬子 シライシ ケイコ		0745-70-0001		0745-74-0903		1		hoken@town.ikaruga.nara.jp		0		1				*		*		3		4		204		199		*		*		1		7		1		8		251		243		*		*		1		7		1		8		251		244		*		*		3		7		3		8		285		262		*		*		3		7		3		8		285		263		217		23		0		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児期の育児教室で、事故防止や離乳食など発達過程に応じた内容を取り入れている。 ニュウジキ イクジ キョウシツ ジコ ボウシ リニュウショク ハッタツ カテイ オウ ナイヨウ ト イ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		臨床心理士による心理相談につなげ、就学に当たっての支援 リンショウ シンリシ シンリ ソウダン シュウガク ア シエン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		従事者の経験年数に応じた研修の機会があれば参加している。 ジュウジシャ ケイケン ネンスウ オウ ケンシュウ キカイ サンカ								1				1

		1068		1623		鹿児島県		錦江町		保健福祉課保険衛生ﾁｰﾑ ホケン フクシカ ホケン エイセイ		金川美穂 カナガワ ミホ		0994-22-3044		0994-28-3367		*		*		*		*				1		1		3		4		42		42		1		1		1		6		1		8		53		53		*		*		*		*		*		*		*		*		1		1		3		0		3		7		52		51		*		*		*		*		*		*		*		*		43		0		0		0		0		1		妊婦健診受診票で全妊婦の健康状態や妊娠経過の把握はしている。必要があれば、産科とも連携を図りながらフォローするように努めている。 ニンプ ケンシン ジュシン ヒョウ ゼン ニンプ ケンコウ ジョウタイ ニンシン ケイカ ハアク ヒツヨウ サンカ レンケイ ハカ ツト		0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		福祉や児童相談所への情報提供 フクシ ジドウ ソウダン ジョ ジョウホウ テイキョウ		1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				1				0		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		**		0		0				1		保育園、幼稚園、病院から情報収集し評価を行った結果を保護者面談で話し合い、就学前指導委員会にかけて今後のフォローについて話し合う。 ホイクエン ヨウチエン ビョウイン ジョウホウ シュウシュウ ヒョウカ オコナ ケッカ ホゴシャ メンダン ハナ ア シュウガクマエ シドウ イインカイ コンゴ ハナ ア		0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0								1		1				1

		1069		11		北海道		稚内市		生活福祉部健康推進課健康推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ セイカツ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ケンコウ スイシン		宮森 ミヤ モリ		0162-23-4000		0162-29-2257		1		kenkosuishin@city.wakkanai.hokkaido.jp		0		1				1		0		3		4		266		264		1		0		1		6		1		11		293		291		1		0		1		6		1		11		293		290		1		0		3		0		3		11		269		257		1		0		3		0		3		11		269		256		289		15		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1070		141		北海道		日高町		健康福祉部 ケンコウ フクシ ブ		亀井希代子 カメイ キヨコ		01456-2-6183		01456-2-5615		2		kamei.kiyoko@town.hidaka.hokkaido.jp		0		1				1		0		4		5		97		94		1		0		1		6		1		8		104		99		1		0		1		6		1		8		104		99		1		0		3		0		3		2		108		99		1		0		3		0		3		2		108		99		89		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		指導内容等の参考にする。 シドウ ナイヨウ トウ サンコウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問で口頭で指導 アカ ホウモン コウトウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		乳児健診後のカンファレンスで虐待スクリーニング検査で点数が高くその後フォローしている児について、検討している。 ニュウジ ケンシン ゴ ギャクタイ ケンサ テンスウ タカ ゴ ジ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1		1

		1071		105		北海道		苫前町		保健福祉課けんこう係 ホケン フクシカ カカリ		瀧川 タキカワ		0164-64-2215		0164-64-2074		1		fokenfukushi@town.tomamae.lg.jp		0		2				1		0		3		4		15		15		1		0		1		6		2		0		22		22		1		0		1		6		2		0		22		22		1		0		3		0		4		0		18		18		1		0		3		0		4		0		18		18		18		0		0		1		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		３・４ヵ月健診時にリーフレットを使用し、啓発を行っている。 ゲツ ケンシン ジ シヨウ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1072		138		北海道		洞爺湖町		健康福祉ｾﾝﾀｰ ケンコウ フクシ		松平さゆり マツヒラ		0142-76-4006		0142-76-1877		1		ken_center@town.toyako.hokkaido.jp		1		1				1		0		3		99		38		35		1		0		1		6		99		99		45		40		1		0		1		6		99		99		45		40		1		0		3		0		99		99		40		33		1		0		3		0		99		99		40		33		43		9		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		1		担当保健師が、健診の保健指導を行う。 タントウ ホケンシ ケンシン ホケン シドウ オコナ		1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		１２ヶ月健診時に１歳６ヵ月頃の発達の目安を、パンフレットを配布し説明している。 ゲツ ケンシン ジ サイ ゲツ コロ ハッタツ メヤス ハイフ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時にパンフレットを配布している。 ニンシン トドケデ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1073		223		岩手県		陸前高田市		民生部健康推進課保健係 ミンセイ ブ ケンコウ スイシン カ ホケン カカリ		高橋成美 タカハシ ナルミ		0192-54-2111(241)		0192-55-6118		1		kenko@city.rikuzentakata.iwate.jp		0		1				0		1		4		4		86		83		1		0		1		6		2		0		113		111		1		0		1		6		2		0		113		111		1		0		3		0		4		0		111		110		1		0		3		0		4		0		111		110		108		6		1		0		0		0				0				0		1		特定妊婦については、要保護児童対策地域協議会で評価。その他、フォローが必要な妊婦については、町担当・母子担当間で必要に応じて評価している。 トクテイ ニンプ ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ ヒョウカ タ ヒツヨウ ニンプ マチ タントウ ボシ タントウ カン ヒツヨウ オウ ヒョウカ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		う歯有病者率が高いことにより、新たな事業を開始。 ハ ユウビョウシャ リツ タカ アラ ジギョウ カイシ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳児訪問、離乳食教室、７ヵ月児健康相談 ニュウジ ホウモン リニュウショク キョウシツ ゲツ ジ ケンコウ ソウダン		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		療育機関や保育所（園）と連携 リョウイク キカン ホイク ショ エン レンケイ		0		0		0				1		健康診査受診票への記載 ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ キサイ		0		0		0		0				1		発達障がい研修会等への参加 ハッタツ ショウ ケンシュウカイ トウ サンカ		0				0				0		0								1		1				1

		1073		311		山形県		寒河江市		健康福祉部市民健康係 ケンコウ フクシ ブ シミン ケンコウ カカリ		阿部由枝 アベ ユ エダ		0237-86-2111		0237-83-3201		1		kenkou@city.sagae.yamagata.jp		0		1				1		0		3		9		310		300		1		0		1		6		2		0		322		318		1		0		1		6		2		0		322		318		1		0		3		6		4		0		341		339		1		0		3		6		4		0		341		339		297		5		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		保健所作成のマニュアルとチェックリストを使用している。 ホケンジョ サクセイ シヨウ		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		1074		267		宮城県		亘理町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		阿部香奈江 アベ カオリ ナ エ		0223-34-0524		0223-34-7341		1		kenkou21@town.watari.miyagi.jp		0		1				1		0		3		4		222		220		1		0		1		8		1		9		240		231		1		0		1		8		1		9		240		231		1		0		3		6		3		7		244		243		1		0		3		6		3		7		244		243		221		7		1		1		0		0				1		保健部門と福祉部門の担当者を中心に、月1回定例打合せ会にてケースカンファレンスを実施し、継続して支援を行っている。 ホケン ブモン フクシ ブモン タントウシャ チュウシン ツキ カイ テイレイ ウチアワ カイ ジッシ ケイゾク シエン オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		う蝕や生活習慣の実態にあわせて、保健指導内容の変更や相談事業等への歯科衛生士導入等を行っている。 ショク セイカツ シュウカン ジッタイ ホケン シドウ ナイヨウ ヘンコウ ソウダン ジギョウ トウ シカ エイセイシ ドウニュウ トウ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		子どもの発育・発達を経年的に保護者がとらえられる資料を用いて、各乳幼児健診及び相談事業を実施している。 コ ハツイク ハッタツ ケイネンテキ ホゴシャ シリョウ モチ カク ニュウヨウジ ケンシン オヨ ソウダン ジギョウ ジッシ		0		0				1		保健部門と福祉部門担当者及びケース担当者が月1回の定例打合せ会にてケースカンファレンスを実施している。 ホケン ブモン フクシ ブモン タントウシャ オヨ タントウシャ ツキ カイ テイレイ ウチアワ カイ ジッシ		0		0				1		母子健康手帳による情報提供・新生児訪問等で周知を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ ジョウホウ テイキョウ シンセイジ ホウモン トウ シュウチ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		フォローアップ率を把握すると共に、健診や相談後のカンファレンスで定めた評価時期に状況確認を実施している。 リツ ハアク トモ ケンシン ソウダン ゴ サダ ヒョウカ ジキ ジョウキョウ カクニン ジッシ		0		0				1		療育機関、保育所、幼稚園等と必要時ケース会議を設けている。学校と連携し、就学支援を行っている。 リョウイク キカン ホイク ショ ヨウチエン トウ ヒツヨウジ カイギ モウ ガッコウ レンケイ シュウガク シエン オコナ		0		0		0				1		①健診結果連絡票の中に、必要時「要指導・要訪問」等、記載項目がある。
②早急な対応が必要な場合は、医療機関から町へ直接情報提供がある。 ケンシン ケッカ レンラク ヒョウ ナカ ヒツヨウジ ヨウ シドウ ヨウ ホウモン トウ キサイ コウモク ソウキュウ タイオウ ヒツヨウ バアイ イリョウ キカン マチ チョクセツ ジョウホウ テイキョウ		0		0		0		0				1		県や医療機関等が企画する研修へ必要時参加している。 ケン イリョウ キカン トウ キカク ケンシュウ ヒツヨウジ サンカ		1		県や医療機関等が企画する研修へ必要時参加している。 ケン イリョウ キカン トウ キカク ケンシュウ ヒツヨウジ サンカ		0				0		0				1				1		1

		1075		286		秋田県		湯沢市		福祉保健部健康対策課 フクシ ホケン ブ ケンコウ タイサク カ		高橋千賀子 タカハシ チカコ		0183-73-2124		0183-72-8301		1		kenko@city.yuzawa.lg.jp		0		1				1		0		3		4		251		251		1		0		1		6		1		7		250		248		1		0		1		6		1		7		250		248		1		0		3		1		3		2		268		260		1		0		3		1		3		2		268		260		234		21		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		県子ども虐待防止マニュアルを活用する ケン コ ギャクタイ ボウシ カツヨウ		0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		次の乳児健診月齢までの発達過程を説明している。 ツギ ニュウジ ケンシン ゲツレイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				0		1		担当課と関係した課で親や子の変化について話し合い、指導に対しての評価としている。 タントウカ カンケイ カ オヤ コ ヘンカ ハナ ア シドウ タイ ヒョウカ		1		リーフレットの配布、必要に応じて健診時に個別に説明。 ハイフ ヒツヨウ オウ ケンシン ジ コベツ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		次回の健診受診時の問診・診察等で、様子を確認し評価とし、フォローアップの方法を再検討する。 ジカイ ケンシン ジュシン ジ モンシン シンサツ トウ ヨウス カクニン ヒョウカ ホウホウ サイケントウ		1		保育施設に出向く事業時に児の様子や親のかかわりを確認し、それを評価としている。 ホイク シセツ デム ジギョウ ジ ジ ヨウス オヤ カクニン ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		母子愛育会主催の研修1回/年、県内で開催する研修随時 ボシ アイイク カイ シュサイ ケンシュウ カイ ネン ケンナイ カイサイ ケンシュウ ズイジ		0				0				0		0								1		1				1

		1076		284		秋田県		大館市		福祉部健康課 フクシ ブ ケンコウ カ		成田歩美 ナリタ アユミ		0186-42-9055		0186-42-9054		1		bosi@city.odate.lg.jp		0		1				0		1		4		4		385		382		1		0		1		6		1		7		425		421		1		0		1		6		1		7		425		420		1		0		3		6		3		7		495		487		1		0		3		6		3		7		495		486		430		55		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		「生活習慣によるリスク判定調査票」等にて継続的にチェックし、結果を次年度の事業の実施時期や方法の見直しに活用している。 セイカツ シュウカン ハンテイ チョウサヒョウ トウ ケイゾクテキ ケッカ ジネンド ジギョウ ジッシ ジキ ホウホウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		両親教室で乳幼児揺さぶられ症候群の予防と乳児のなきに関する啓発をしている。 リョウシン キョウシツ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン ヨボウ ニュウジ カン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		「経過観察乳幼児検討会議」を定期的に開催している。 ケイカ カンサツ ニュウ ヨウジ ケントウ カイギ テイキテキ カイサイ		0		0				1		就学前児童の相談や支援の中で、関係機関と連携して評価をしている。市の子ども・家族支援ネットワークにおいて評価している。 シュウガクマエ ジドウ ソウダン シエン ナカ カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ シ コ カゾク シエン ヒョウカ		0		0		0				1		「妊婦・乳幼児健康診査会議」等で委託医療機関と情報交換や連携を図っている。 ニンプ ニュウヨウジ ケンコウ シンサ カイギ トウ イタク イリョウ キカン ジョウホウ コウカン レンケイ ハカ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1		1				1

		1077		299		秋田県		五城目町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		福嶋 フクシマ		018-852-5180		018-852-5367		1		hokenkaigo@town.gojome.akita.jp		0		1				1		0		3		4		31		31		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		1		6		1		8		47		46		1		0		3		6		3		8		62		56		1		0		3		6		3		8		62		56		39		0		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達の確認 ハッタツ カクニン		0		0		0		1		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1		**		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1						1

		1079		346		福島県		相馬市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		阿部由美子 アベ ユミコ		0244-35-4477		0244-35-4258		1		hoken-center@city.soma.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		302		297		1		0		1		6		1		11		335		327		1		0		1		6		1		11		335		327		1		0		3		3		3		11		274		266		1		0		3		3		3		11		274		266		284		*		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		対象者により異なる。 タイショウシャ コト		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1080		423		茨城県		かすみがうら市		霞ヶ浦保健ｾﾝﾀｰ カスミガウラ ホケン		君崎 キミ ザキ		029-898-2312		029-898-2595		1		kenkouka@city.kasumigaura.ibaraki.jp		0		1				1		1		3		6		*		*		1		0		1		7		99		99		343		316		1		0		1		7		99		99		343		316		1		0		3		4		99		99		326		308		1		0		3		4		99		99		326		308		305		1		0		0		1		0				0				0		1		必要に応じて要保護児童対策地域協議会にて支援内容を検討 ヒツヨウ オウ ヨウホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギカイ シエン ナイヨウ ケントウ		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		子ども未来室（児童福祉部署）と連携 コ ミライ シツ ジドウ フクシ ブショ レンケイ		0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				1		発達障害が原因となる事をふまえ、問診指導を実施。 ハッタツ ショウガイ ゲンイン コト モンシン シドウ ジッシ		0		0				1		妊婦教室でDVD観賞、乳児訪問時にパンフレットを用いて指導 ニンプ キョウシツ カンショウ ニュウジ ホウモン ジ モチ シドウ		0		0				0				0				1		検尿、医師・歯科医師の判定 ケンニョウ イシ シカ イシ ハンテイ		0				0		0				1		市区担当より訪問や電話連絡→上司へ報告 シク タントウ ホウモン デンワ レンラク ジョウシ ホウコク		0		0				0				0		0		1		フォロー教室に参加していた時については、申し送りを行い、保育所幼稚園での様子を確認している。療育につながった児についてはそちらで対応。 キョウシツ サンカ ジ モウ オク オコナ ホイク ショ ヨウチエン ヨウス カクニン リョウイク ジ タイオウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0												1

		1081		434		茨城県		大子町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		永井麻未 ナガイ マ ミ		0295-72-6611		0295-72-6613		1		kenkou@town.daigo.lg.jp		0		1				0		1		3		5		97		68		1		0		1		6		1		11		79		73		1		0		1		6		1		11		79		73		1		0		3		0		3		11		85		85		1		0		3		0		3		11		85		85		82		3		1		1		0		0				1		保健師間での情報共有により、その後の対応方法を検討。支援をした際にその都度評価。 ホケンシ カン ジョウホウ キョウユウ ゴ タイオウ ホウホウ ケントウ シエン サイ ツド ヒョウカ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		咬合 コウゴウ		0		1		0		0		0				0				0		1		対象により異なる タイショウ コト		1		個別の相談や発達支援教室に参加した保護者の言動などの変化から評価 コベツ ソウダン ハッタツ シエン キョウシツ サンカ ホゴシャ ゲンドウ ヘンカ ヒョウカ		0		0				1		乳児全戸訪問時にチラシを用いて説明。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジ モチ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		保健師間や保育所、幼稚園と情報交換をしながら、個別ごとに評価。 ホケンシ カン ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン コベツ ヒョウカ		0		0				1		保育所、幼稚園と情報交換をしながら個別ごとに評価。 ホイク ショ ヨウチエン ジョウホウ コウカン コベツ ヒョウカ		0		0		0				1		要支援妊産婦の情報を所定の様式でやりとりしたり、月1回の会議を開催する仕組みを整備中。 ヨウシエン ニンサンプ ジョウホウ ショテイ ヨウシキ ツキ カイ カイギ カイサイ シク セイビチュウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		1082		452		栃木県		さくら市		健康増進課保健予防係 ケンコウ ゾウシン カ ホケン ヨボウ カカリ		加藤咲楽 カトウ サ ラク		028-682-2589		028-682-5156		1		u-hoken@city.tochigi-sakura.lg.jp		0		1				1		0		3		4		408		392		1		0		1		6		1		7		430		430		1		0		1		6		1		7		430		430		1		0		3		0		3		1		401		396		1		0		3		0		3		1		401		396		409		26		0		0		1		0				0				0		1		2ヶ月に1回、ハイリスク妊婦の支援方法、経過について関連する部署と会議をもって検討している。 ゲツ カイ ニンプ シエン ホウホウ ケイカ カンレン ブショ カイギ ケントウ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発達 ハッタツ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		常勤・非常勤の保健を対象に実施。不定期。 ジョウキン ヒジョウキン ホケン タイショウ ジッシ フテイキ

		1083		465		栃木県		那珂川町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		益子利枝 マスコ キ エダ		0287-92-118		0287-92-3083		*		*		*		*				1		0		4		5		83		80		1		0		1		6		1		8		88		83		1		0		1		6		1		8		88		83		1		0		3		0		3		2		115		110		1		0		3		0		3		2		115		110		105		0		1		0		0		0				1		訪問等で1回/月程度確認 ホウモン トウ カイ ツキ テイド カクニン		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		0		0				1		事業内容を検討している ジギョウ ナイヨウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		発達課題を説明し、次回の健診で確認することやその後の支援方法についての予告を行う ハッタツ カダイ セツメイ ジカイ ケンシン カクニン ゴ シエン ホウホウ ヨコク オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児相談や年長児の巡回訪問を実施し、結果の中で評価している。 サイジ ソウダン ネンチョウジ ジュンカイ ホウモン ジッシ ケッカ ナカ ヒョウカ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0								1						1

		1084		482		群馬県		甘楽町		健康課保健係 ケンコウ カ ホケン カカリ		平井まさみ ヒライ		0274-74-3131		0274-74-5813		1		hoken@town.kanra.lg.jp		0		1				1		0		3		4		68		66		1		0		1		6		1		8		82		81		1		0		1		6		1		8		82		81		1		0		3		0		3		2		91		87		1		0		3		0		3		2		91		87		90		3		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		0				1		dmf、保有率、むし歯予防教室の参加率等を算出し評価 ホユウリツ バ ヨボウ キョウシツ サンカリツ トウ サンシュツ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母親学級で指導 ハハオヤ ガッキュウ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		次回健診あるいは時期を設定して状況確認し、支援の検討・見直しを実施。 ジカイ ケンシン ジキ セッテイ ジョウキョウ カクニン シエン ケントウ ミナオ ジッシ		0		0				1		保育園・幼稚園での状況確認 ホイクエン ヨウチエン ジョウキョウ カクニン		0		0		0				*				*		*		*		*				1		開催される研修会への参加 カイサイ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1				1						1

		1085		479		群馬県		神流町		保健福祉課 ホケン フクシカ		小林　恵 コバヤシ メグミ		0274-58-2111		0274-58-2578		2		megumi-k@town.kanna.gunma.jp		0		1				1		0		3		5		4		4		1		0		1		6		1		11		1		1		1		0		1		6		1		11		1		1		1		0		3		0		3		11		7		7		1		0		3		0		3		11		7		7		5		0		1		1		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳幼児健診時に、次の健診までに到達する発達過程を説明指導している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ ツギ ケンシン トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットを配布し説明。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0				1

		1086		509		埼玉県		狭山市		保健ｾﾝﾀｰ ホケン		渡辺 ワタナベ		04-2959-5811		04-2959-3074		1		hokencen@city.sayama.saitama.jp		0		1				1		0		4		6		1032		991		1		0		1		6		1		9		1090		1046		1		0		1		6		1		9		1090		1046		1		0		3		0		3		11		1181		1084		1		0		3		0		3		11		1181		1084		1038		49		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		取り決めはないが、地区担当保健師や心理職等が対応し、次につながるような機会をつくるようにしている。 ト キ チク タントウ ホケンシ シンリ ショク トウ タイオウ ツギ キカイ		1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣全般。 セイカツ シュウカン ゼンパン		0		0		1		0		0				0				0		1		個別の相談の中で実施 コベツ ソウダン ナカ ジッシ		1		小グループでのカンファレンス（毎月）や関係機関でのケースカンファレンス ショウ マイツキ カンケイ キカン		0		0				1		妊娠届時、ガイドブック配布 ニンシン トドケ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1		要精密検査者への受診結果の確認 ヨウ セイミツ ケンサ シャ ジュシン ケッカ カクニン		1		H27年度に実施済み ネンド ジッシ ズ		0		0				1		ケースによっては、関係機関に確認している。 カンケイ キカン カクニン		0		0		0				0				0		0		1		0				1		愛育会主催 アイイク カイ シュサイ		0				0				0		1		非常勤従事者を対象 ヒジョウキン ジュウジシャ タイショウ												1

		1087		561		千葉県		市川市		保健部保健ｾﾝﾀｰ健康支援課 ホケン ブ ホケン ケンコウ シエン カ		五十嵐友子 イガラシ トモコ		047-377-4511		047-316-1568		2		igarashi-t@city.ichikawa.chiba.jp		0		1				*		*		*		*		*		*		1		0		1		6		1		11		4265		3807		1		0		1		6		2		0		4265		3795		1		0		3		6		3		11		3971		3492		1		0		3		6		4		0		3971		3485		4843		815		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		健診後の事後フォロー事業（歯みがきレッスン）にう蝕罹患率など活用。 ケンシン ゴ ジゴ ジギョウ ハ ショク リカン リツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		4ヵ月の育児講座で、1歳頃までの発達とその時期の対応を説明。 ゲツ イクジ コウザ サイ コロ ハッタツ ジキ タイオウ セツメイ		0		0				0				1		0				1		母親学級・両親学級の中で、講義・DVDで周知。 ハハオヤ ガッキュウ リョウシン ガッキュウ ナカ コウギ シュウチ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0								1

		1088		601		千葉県		横芝光町		健康管理課 ケンコウ カンリカ		小坂　栞 コサカ シオリ		0479-82-3400		0479-80-1262		1		kenkoukanri@town.yokoshibahikari.chiba.jp		0		1				1		0		4		5		160		138		1		0		1		7		1		8		147		145		1		0		1		7		1		8		147		145		1		0		3		7		3		8		149		140		1		0		3		7		3		8		149		140		146		10		1		0		0		0				0				0		1		個別に訪問を行い支援・評価をしているが、会議などの評価はしていない。 コベツ ホウモン オコナ シエン ヒョウカ カイギ ヒョウカ		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		0		1		県のマニュアルに基づいて対応している。 ケン モト タイオウ		0		0		1		0		1		0				1		健診結果の統計から傾向を出し、次年度の事業計画を作成している。 ケンシン ケッカ トウケイ ケイコウ ダ ジネンド ジギョウ ケイカク サクセイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳児健診の保健師との面談時、発達過程を説明している。 ニュウジ ケンシン ホケンシ メンダン ジ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		健診時、保健師と面談を行い、育児の困難感について評価・支援を行う。必要時、臨床心理士により、心理・発達面の評価を行う。（M4きっとの項目を入れて評価している）1歳6か月児、2歳児歯科、3歳児健診 ケンシン ジ ホケンシ メンダン オコナ イクジ コンナン カン ヒョウカ シエン オコナ ヒツヨウジ リンショウ シンリシ シンリ ハッタツ メン ヒョウカ オコナ コウモク イ ヒョウカ サイ ゲツ ジ サイジ シカ サイジ ケンシン		0		0				1		母子健康手帳交付時にパンフレットを渡し啓発を行っている。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ ワタ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		5歳児健診を実施し、心理・発達面の評価を行っている。 サイジ ケンシン ジッシ シンリ ハッタツ メン ヒョウカ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		外部機関の研修に参加 ガイブ キカン ケンシュウ サンカ		0				0				1		1								1						1

		1089		1694		中核市 チュウカクシ		横須賀市		こども育成部こども健康課 イクセイ ブ ケンコウ カ		竹内 タケウチ		046-824-7141		046-824-7144		1		chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp		1		1				1		0		3		4		2626		2601		1		0		1		6		1		7		2837		2797		1		0		1		6		1		7		2837		2782		1		0		3		5		3		6		3139		3037		1		0		3		5		3		6		3139		3025		2794		537		1		1		0		0				1		毎月末にチームでケース検討会議を実施している マイツキ マツ ケントウ カイギ ジッシ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		健診結果、アンケート項目を集計・分析し、う蝕ハイリスク者へ保健指導や教室に活用 ケンシン ケッカ コウモク シュウケイ ブンセキ ショク シャ ホケン シドウ キョウシツ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1歳6か月児には卒乳・間食、3歳6か月児にはフッ化物の応用。 サイ ゲツ ジ ソツ ニュウ カンショク サイ ゲツ ジ カ ブツ オウヨウ		0		0		0		1		0				0				1		0				0				0		1				0				0		1		乳幼児健診では個別対応だが、両親学級で普及啓発を行っている。 ニュウヨウジ ケンシン コベツ タイオウ リョウシン ガッキュウ フキュウ ケイハツ オコナ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1				1

		1090		703		新潟県		三条市		教育委員会子どもの育ちｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ キョウイク イインカイ コ ソダ		関崎 カン ザキ		0256-45-1114		0256-45-1130		1		kodomosupport@city.sanjo.niigata.jp		1		1				1		0		4		5		707		701		1		0		1		7		1		8		645		637		1		0		1		7		1		8		645		637		1		0		3		1		3		2		768		789		1		0		3		1		3		2		768		789		731		17		0		1		0		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		市の歯科保健計画へデータを指標として活用している。 シ シカ ホケン ケイカク シヒョウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣や発達を総合的に見ている。 セイカツ シュウカン ハッタツ ソウゴウテキ ミ		0		0		1		0		0				1		発達過程や育児に関するアドバイスをまとめた冊子を出生時や転入時の手続きの際に配布している。 ハッタツ カテイ イクジ カン サッシ シュッショウ ジ テンニュウ トキ テツヅ サイ ハイフ		0		0				0				1		0				1		母子手帳発行と同時にチラシを配布。また、父子手帳の内容にも盛り込み啓発している。 ボシ テチョウ ハッコウ ドウジ ハイフ フシ テチョウ ナイヨウ モ コ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		必要に応じて、保健師間で検討を行っている。 ヒツヨウ オウ ホケンシ カン ケントウ オコナ		0				0		0		1		支援が必要な児に対して、保育所訪問を実施したり、小学校入学後にフォローアップ訪問を行っているが、地域としての評価には至っていない。 シエン ヒツヨウ ジ タイ ホイク ショ ホウモン ジッシ ショウガッコウ ニュウガクゴ ホウモン オコナ チイキ ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				0				1		非常勤従事者全体を対象に年1回乳幼児健診の流れや、それぞれの役割についての研修会を行っている。また、乳幼児健診で問診をとる看護師を対象に年1回問診のとり方に関する研修会を行っている。 ヒジョウキン ジュウジシャ ゼンタイ タイショウ ネン カイ ニュウヨウジ ケンシン ナガ ヤクワリ ケンシュウ カイ オコナ ニュウヨウジ ケンシン モンシン カンゴシ タイショウ ネン カイ モンシン カタ カン ケンシュウカイ オコナ		0				0		0								1

		1091		720		新潟県		胎内市		健康づくり課健康指導係 ケンコウ カ ケンコウ シドウ カカリ		阿部 アベ		0254-44-8680		0254-44-8641		1		genki@city.tainai.lg.jp		0		1				1		0		4		99		199		199		1		0		1		7		99		99		243		241		1		0		1		7		99		99		243		241		1		0		3		1		99		99		215		214		1		0		3		1		99		99		215		214		203		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				1		歯科衛生士による指導内容、健診結果等を次年度の計画作成の際に活用している。 シカ エイセイシ シドウ ナイヨウ ケンシン ケッカ トウ ジネンド ケイカク サクセイ サイ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0		市独自の食育計画を作成。今後食育の取組を評価するための現状調査を現在行っているところである。 シ ドクジ ショクイク ケイカク サクセイ コンゴ ショクイク トリクミ ヒョウカ ゲンジョウ チョウサ ゲンザイ オコナ		1		健診や育児教室、乳児遊びの広場、ミニ講話等で、発達過程やそれに伴う体を使った遊び、環境整備等の注意点を伝えている。 ケンシン イクジ キョウシツ ニュウジ アソ ヒロバ コウワ トウ ハッタツ カテイ トモナ カラダ ツカ アソ カンキョウ セイビ トウ チュウイテン ツタ		0		0				1		健診後は必ず事後カンファレンスで評価している。また、必要時、地区担当保健師と児童福祉担当の保健師が関わり、適宜評価している。 ケンシン ゴ カナラ ジゴ ヒョウカ ヒツヨウジ チク タントウ ホケンシ ジドウ フクシ タントウ ホケンシ カカ テキギ ヒョウカ		0		0				1		2ヵ月児訪問で全員にちらしを配布し説明している。 ゲツ ジ ホウモン ゼンイン ハイフ セツメイ		0		0				1		**		0				0				0				0		0				1		市内の全園を対象に園巡回を年2回実施し、情報交換・評価をしている。 シナイ ゼン エン タイショウ エン ジュンカイ ネン カイ ジッシ ジョウホウ コウカン ヒョウカ		0		0				1		３健で発達障害、知的障害疑いの子はその後に児童精神科医によるフォローアップ相談会を実施・評価している。また、市内全園を対象に年2回園巡回を実施し、就学までの経過を追い評価している。また、児童精神科医が３健の結果をデータ化し保健師の指導や保育園の活動（運動プログラム）に活用している。 ケン ハッタツ ショウガイ チテキ ショウガイ ウタガ コ ゴ ジドウ セイシンカイ ソウダン カイ ジッシ ヒョウカ シナイ ゼン エン タイショウ ネン カイ エン ジュンカイ ジッシ シュウガク ケイカ オ ヒョウカ ジドウ セイシンカイ ケン ケッカ カ ホケンシ シドウ ホイク エン カツドウ ウンドウ カツヨウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		児童精神科医によるOJTを年２回実施（ケース検討や講義） ジドウ セイシンカイ ネン カイ ジッシ ケントウ コウギ		0				0				0		0								1				1		1

		1092		719		新潟県		南魚沼市		保健課 ホケン カ		山崎早苗 ヤマザキ サナエ		025-773-6811		025-773-6839		1		boshihoken@city.minamiuonuma.lg.jp		0		1				1		0		4		4		481		474		1		0		1		7		1		7		468		469		1		0		1		7		1		7		468		469		1		0		3		1		3		1		526		511		1		0		3		1		3		1		516		510		446		85		1		1		0		0				1		毎月～隔月で又必要時保健師間で個別ケースについて話し合いを行っている。 マイツキ カクゲツ マタ ヒツヨウジ ホケンシ カン コベツ ハナ ア オコナ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		健診終了時のカンファレンスで話し合い、対応を検討している。 ケンシン シュウリョウジ ハナ ア タイオウ ケントウ		0		0		0		0		0		0				1		・歯の健康を阻害する間食について調査し、次年度の保健指導に活用している。
・個別う蝕状況を把握し、保護者に現状を知らせている。 ハ ケンコウ ソガイ カンショク チョウサ ジネンド ホケン シドウ カツヨウ コベツ ショク ジョウキョウ ハアク ホゴシャ ゲンジョウ シ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診や教師で発達過程と発達を促す関わりを伝えている。 ニュウヨウジ ケンシン キョウシ ハッタツ カテイ ハッタツ ウナガ カカ ツタ		0		0				1		カンファレンス等で決定した評価月に保健師間や関係者を交えて行う。 トウ ケッテイ ヒョウカ ツキ ホケンシ アイダ カンケイシャ マジ オコナ		0		0				1		出生おめでとうセットに同封している。育児学級で集団指導。 シュッショウ ドウフウ イクジ ガッキュウ シュウダン シドウ		0		0				0				0				0				0				0		1		精度に問題がないか随時検討しているが、厳密なものではない。 セイド モンダイ ズイジ ケントウ ゲンミツ		0				0		1		保健師の会議で事例検討を行っている。 ホケンシ カイギ ジレイ ケントウ オコナ		1		５歳児発達相談、就学相談及び知能検査 サイジ ハッタツ ソウダン シュウガク ソウダン オヨ チノウ ケンサ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		常勤従事者を外部団体主催の研修に参加させている。 ジョウキン ジュウジシャ ガイブ ダンタイ シュサイ ケンシュウ サンカ		1				1		1				1

		1093		786		山梨県		南アルプス市		保健福祉部健康増進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		今村晶子 イマムラ アキコ		055-284-6000		055-284-6019		1		kenko@city.minami-alps.lg.jp		0		1				1		0		4		4		536		530		1		0		1		6		1		6		558		549		1		0		1		6		1		6		558		549		1		0		3		0		3		0		593		569		1		0		3		0		3		0		593		569		547		22		1		0		0		0				1		**		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		歯科衛生士の個別指導内容を保健指導にいかす。 シカ エイセイシ コベツ シドウ ナイヨウ ホケン シドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		子どもの発達過程、母の育児力の確認。 コ ハッタツ カテイ ハハ イクジ リョク カクニン		0		0		1		0		0				1		次の健診までの発達の様子をチラシの配布、口頭で伝えている。 ツギ ケンシン ハッタツ ヨウス ハイフ コウトウ ツタ		0		0				1		健診等で必要なケースには、時期を決めてフォロー ケンシン トウ ヒツヨウ ジキ キ		0		0				1		母子健康手帳交付時、出生届出時のパンフレット内に資料あり。 ボシ ケンコウ テチョウ コウフ ジ シュッショウ トドケデ ジ ナイ シリョウ		0		0				0				0				0				0				0		1		これを機会に確認をしはじめた。 キカイ カクニン		1		各健診でケースによりフォロー時期を決めて実施 カク ケンシン ジキ キ ジッシ		0		0				1		保育所連絡会、CLMと個別の指導計画の中で実施 ホイク ショ レンラクカイ コベツ シドウ ケイカク ナカ ジッシ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		県等が開催する研修会、事例検討会への参加 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ ジレイ ケントウカイ サンカ		0				0				0		1		県等が開催する研修会への参加（非常勤従事者の参加お誘い） ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ サンカ ヒジョウキン ジュウジシャ サンカ サソ						1						1

		1094		787		山梨県		北杜市		市民部健康増進課 シミン ブ ケンコウ ゾウシン カ		小澤登志美 コザワ トシミ		0551-42-1335		0551-42-1123		2		ozawa-tos@city.hokuto.lg.jp		0		1				1		1		4		5		225		213		1		0		1		6		1		11		233		219		1		0		1		6		1		11		233		219		1		0		3		0		3		11		316		293		1		0		3		0		3		11		316		292		255		*		1		1		0		0				1		妊娠5～６か月頃、妊婦の体調、受診状況、家族関係、経済、社会面の変化など、電話（必要であれば訪問）で確認し、評価している。 ニンシン ゲツ コロ ニンプ タイチョウ ジュシン ジョウキョウ カゾク カンケイ ケイザイ シャカイメン ヘンカ デンワ ヒツヨウ ホウモン カクニン ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		パンフレット（冊子含む）を使用し、個別に説明。 サッシ フク シヨウ コベツ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のカンファレンスで評価時期を確認し、地区担当が適時にフォローしている。 ケンシン ゴ ヒョウカ ジキ カクニン チク タントウ テキジ		0		0				1		保育園、教育委員会との連携、5歳児相談、二次機関とのカンファレンス ホイクエン キョウイク イインカイ レンケイ サイジ ソウダン ニジ キカン		0		0		0				1		乳児健診のみ個別健診を実施しているが（集団が主）、結果票が市に返却され、必要事項の記載がされている。 ニュウジ ケンシン コベツ ケンシン ジッシ シュウダン オモ ケッカ ヒョウ シ ヘンキャク ヒツヨウ ジコウ キサイ		0		0		0		0				1		職場内外の研修に参加 ショクバ ナイガイ ケンシュウ サンカ		1		**		0				0		0				1						1				1

		1095		1066		京都府		南丹市		保健医療課 ホケン イリョウ カ		河原ナヨ カワハラ		0771-68-0016		0771-63-0653		1		hoken@city.nantan.kyoto.jp		0		1				1		0		3		5		228		218		1		0		1		8		1		10		219		217		1		0		1		8		1		10		219		217		1		0		3		4		3		5		242		231		1		0		3		4		3		5		242		231		198		*		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		1歳８ヵ月児健診にブラッシング指導を取り入れた。 サイ ゲツ ジ ケンシン シドウ ト イ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		乳児前期健診及び乳児後期健診で、今後の発達を含めて集団指導をしている。 ニュウジ ゼンキ ケンシン オヨ ニュウジ コウキ ケンシン コンゴ ハッタツ フク シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				1				0		0				1		検尿・視力検査・内科診察の判定 ケンニョウ シリョク ケンサ ナイカ シンサツ ハンテイ		0				0				0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		府主催の研修等に常勤従事者は参加する機会はあるので、出席するようにしている。 フ シュサイ ケンシュウ トウ ジョウキン ジュウジシャ サンカ キカイ シュッセキ						1				1

		1096		1082		大阪府		泉大津市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		中川　奏 ナカガワ ソウ		0725-33-8181		0725-33-4543		1		hokencenter@city.izumiotsu.osaka.jp		0		1				1		0		4		4		628		611		1		0		1		6		1		7		635		306		1		0		1		6		1		7		635		603		1		0		3		6		3		7		663		584		1		0		3		6		3		7		663		585		677		0		0		1		0		0				1		・周産期虐待予防ネットワーク、病院との連絡会（２か月に１回）の際に評価
・常勤保健師による月１～２回のケースカンファレンスを実施
・大阪府立大学地域看護学教授より評価をもらっている シュウサンキ ギャクタイ ヨボウ ビョウイン レンラクカイ ゲツ カイ サイ ヒョウカ ジョウキン ホケンシ ツキ カイ ジッシ オオサカ フリツ ダイガク チイキ カンゴガク キョウジュ ヒョウカ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		４ヵ月児健診や７ヵ月育児相談会にて、今後の児の発達の目安について母に説明している。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ イクジ ソウダン カイ コンゴ ジ ハッタツ メヤス ハハ セツメイ		0		0				1		**		0		0				1		・両親教室での啓発
・特定妊婦やハイリスク家庭の児への訪問時、こんにちは赤ちゃん訪問時 リョウシン キョウシツ ケイハツ トクテイ ニンプ カテイ ジ ホウモン ジ アカ ホウモン ジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		大阪府が委託している発達障がいスクリーニング研修等 オオサカフ イタク ハッタツ ショウ ケンシュウ トウ		0				0				0		0										1

		1097		1152		兵庫県		香美町		健康課 ケンコウ カ		林　みる ハヤシ		0796-36-1114		0796-36-3809		1		kenkou@town.mikata-kami.lg.jp		0		1				1		0		3		5		230		229		1		0		1		6		1		10		115		115		0		1		1		7		1		9		111		100		1		0		3		0		3		4		144		143		0		1		3		3		3		6		131		107		111		10		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		新生児訪問でのパープルワライングの指導をする際に、啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン シドウ サイ ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		月１回、母子のフォロー状況を報告したり支援方法について検討する会議を設けている。 ツキ カイ ボシ ジョウキョウ ホウコク シエン ホウホウ ケントウ カイギ モウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		研修会への参加 ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0				1						1

		1098		1299		広島県		坂町		民生部保険健康課 ミンセイ ブ ホケン ケンコウ カ		宇治宮一二三 ウジ ミヤ ヒフミ		082-820-1504		082-820-1521		1		kenkou@town.saka.lg.jp		0		1				1		0		3		5		103		88		1		0		1		6		1		8		120		117		1		0		1		6		1		8		120		117		1		0		3		3		3		5		126		125		1		0		3		3		3		5		126		125		93		1		1		0		0		0				1		事例数が少ないため、その都度検討会、情報交換会など実施している。 ジレイ スウ スク ツド ケントウカイ ジョウホウ コウカン カイ ジッシ		0		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		0		1		要保護対策会議へ情報提供し、対応を確認する。 ヨウホゴ タイサク カイギ ジョウホウ テイキョウ タイオウ カクニン		1		**		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活習慣 セイカツ シュウカン		0		1		0		0		0				1		個別保健指導で実施している コベツ ホケン シドウ ジッシ		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		町内保育園長との会議で、個別に検討している チョウナイ ホイクエン チョウ カイギ コベツ ケントウ		0		0		0				0				1		0		0		0				1		外部研修に、積極的に参加している。 ガイブ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		1		外部研修に、積極的に参加している。 ガイブ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0		0								1		1				1

		1099		1324		徳島県		鳴門市		健康福祉部健康政策課健康づくり室 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ セイサク カ ケンコウ シツ		宮本恵実子 ミヤモト メグミ ミ コ		088-684-1049		088-684-1336		1		kenkozukuri@city.naruto.lg.jp		0		1				1		1		4		6		407		388		1		0		1		6		1		11		423		417		1		0		1		6		1		11		423		417		1		0		3		6		3		11		428		402		1		0		3		6		3		11		428		402		389		*		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				0				1		0				1		問診票にて確認している モンシン ヒョウ カクニン		0		0				1		出生届時に周知用ちらしを配布している シュッセイトドケ ジ シュウチヨウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に健診結果、指導事項等が記入され市町村に返送される ジュシン ヒョウ ケンシン ケッカ シドウ ジコウ トウ キニュウ シチョウソン ヘンソウ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1

		1101		1435		福岡県		宮若市		健康福祉課健康対策係 ケンコウ フクシカ ケンコウ タイサク カカリ		塘 ツツミ		0949-55-6000		0949-52-1660		1		kenko@city.miyawaka.lg.jp		0		1				1		0		4		6		229		216		1		0		1		6		1		11		219		196		1		0		1		6		1		11		219		196		1		0		3		0		3		11		231		203		1		0		3		0		3		11		231		203		237		52		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県等が開催する研修会に保健師が参加している。 ケン トウ カイサイ ケンシュウカイ ホケンシ サンカ

		1102		1437		福岡県		朝倉市		健康課 ケンコウ カ		立花ひろみ タチバナ		0946-22-8571		0946-23-0732		1		kenkou@city.asakura.lg.jp		0		1				1		0		4		99		433		432		1		0		1		6		99		99		449		438		1		0		1		6		99		99		449		438		1		0		3		*		*		*		461		457		1		0		3		*		*		*		461		456		429		17		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		相談時こどもノートを用いて指導している。 ソウダン ジ モチ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				1		医師、歯科医師の判定、検尿 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ		0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0												1

		1103		1564		大分県		杵築市		健康長寿あんしん課 ケンコウ チョウジュ カ		多賀野小津枝 タガ ノ コ ツ エ		0978-64-2540		0978-64-2541		1		kenkou@city.kitsuki.lg.jp		0		1				1		0		3		5		212		205		1		0		1		5		1		7		213		210		1		0		1		5		1		7		213		210		1		0		3		5		3		7		213		203		1		0		3		5		3		7		213		203		209		9		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		おやつやジュース等の摂取状況等確認し、歯科衛生士の重点指導内容を決定する。フッ化物塗布事業を継続している。 トウ セッシュ ジョウキョウ トウ カクニン シカ エイセイシ ジュウテン シドウ ナイヨウ ケッテイ カ ブツ トフ ジギョウ ケイゾク		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		妊婦教室等、機会がある時に実施 ニンプ キョウシツ トウ キカイ トキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診後の母子担当者間のカンファレンス（月１回） ニュウヨウジ ケンシン ゴ ボシ タントウシャ カン ツキ カイ		0		0				1		５歳児相談会時にアンケートや保育園での聞き取り等で実施 サイ ジ ソウダンカイ ジ ホイクエン キ ト トウ ジッシ		0		0		0				0				0		0		0		1		特別な場合のみ委託で、ほぼケースがない トクベツ バアイ イタク		0				0				0				0		1		説明会を医師・歯科医師を除くスタッフに行っている。実践的な内容というより、情報提供や考え方の統一等を行っている。 セツメイカイ イシ シカ イシ ノゾ オコナ ジッセンテキ ナイヨウ ジョウホウ テイキョウ カンガ カタ トウイツ トウ オコナ						1						1

		1104		1580		宮崎県		えびの市		健康保険課市民健康係 ケンコウ ホケン カ シミン ケンコウ カカリ		山之口市子 ヤマノグチ イチコ		0984-35-1111		0984-35-0653		2		ic-yamanokuchi@city.ebino.lg.jp		0		1				1		0		3		5		145		142		1		0		1		5		1		11		163		154		1		0		1		5		1		11		163		152		1		0		*		*		*		*		162		147		1		0		*		*		*		*		162		147		99		20		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健康教育（集団）で説明指導している。 ケンコウ キョウイク シュウダン セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1105		1524		熊本県		合志市		健康づくり課推進課健康推進班 ケンコウ カ スイシン カ ケンコウ スイシン ハン		太田真由美 オオタ マユミ		096-242-1183		096-348-5271		1		kenkou@city.koshi.lg.jp		0		1				1		0		4		6		659		652		1		0		1		8		1		11		713		696		1		0		1		8		1		11		713		696		1		0		3		3		3		11		757		742		1		0		3		3		3		11		757		742		684		3		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		指導内容の見直しに活用している シドウ ナイヨウ ミナオ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		各健診時に次の健診までの発達過程について、保健指導している カク ケンシン ジ ツギ ケンシン ハッタツ カテイ ホケン シドウ		0		0				0				0		1		育てにくさを訴える親に対し、心理相談につなぎ評価している ソダ ウッタ オヤ タイ シンリ ソウダン ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		小学校就学前に心理相談の結果を学校に情報提供している ショウガッコウ シュウガクマエ シンリ ソウダン ケッカ ガッコウ ジョウホウ テイキョウ		0				0		1		0		0				0				0				0				1		0								1

		1106		1539		熊本県		嘉島町		町民課 チョウミン カ		城下尚子 シロシタ ナオコ		096-237-2574		096-237-2359		1		cyomin@town.kashima.kumamoto.jp		0		1				1		0		3		4		114		112		1		0		1		7		1		8		114		113		1		0		1		7		1		8		114		113		1		0		3		3		3		4		118		118		1		0		3		3		3		4		118		118		131		3		1		0		0		0				1		保健指導内容や対象者の反応、今後の支援方針等について随時（訪問実施後等） ホケン シドウ ナイヨウ タイショウシャ ハンノウ コンゴ シエン ホウシン トウ ズイジ ホウモン ジッシゴ トウ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発育・発達 ハツイク ハッタツ		0		1		0		0		0				1		**		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		**		0		0		0				0				0		0		1		0				1		**		0				0				0		0										1				1

		1107		1601		鹿児島県		出水市		健康増進課健康増進係 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ ゾウシン カカリ		立花 タチバナ		0996-63-2143		0996-62-2819		1		kenkou_c10@city.izumi.kagoshima.jp		0		1				1		0		4		5		485		467		1		0		1		6		2		0		512		503		1		0		1		6		2		0		512		503		1		0		3		6		4		0		517		490		1		0		3		6		4		0		517		490		459		276		1		0		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		1		1		0				0				0		1		次年度の指導内容の検討に歯科衛生士が結果を利用しているが、成果はあがらないので充分活用できているとはいえない ジネンド シドウ ナイヨウ ケントウ シカ エイセイシ ケッカ リヨウ セイカ ジュウブン カツヨウ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月健診や６～７ヵ月相談時に事故予防の教育内容とあわせ、張ったウtの見通しについても伝えている。 ゲツ ケンシン ゲツ ソウダン ジ ジコ ヨボウ キョウイク ナイヨウ ハ ミトオ ツタ		0		0				0				1		0				1		妊娠中の（両親教室時）教室時に、抱き方の指導とともに揺さぶられ症候群の予防についても伝えている。 ニンシンチュウ リョウシン キョウシツ ジ キョウシツ ジ ダ カタ シドウ ユ ショウコウグン ヨボウ ツタ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後のアセスメント時と6か月後にフォロー状況の確認を行っている ケンシン ゴ ジ ゲツ ゴ ジョウキョウ カクニン オコナ		0		0				0				0		1		0				1		受診票の問診欄に記入枠あり。 ジュシン ヒョウ モンシン ラン キニュウ ワク		0		0		0		0				0				0				0				1		0

		1108		1608		鹿児島県		霧島市		保健福祉部すこやか保健センター ホケン フクシ ブ ホケン		中村真理子 ナカムラ マリコ		0995-42-1178		0995-43-0486		1		kiri-sukoyaka@po.mct.ne.jp		0		1				0		1		3		5		1218		1173		1		0		1		6		1		11		1256		1217		1		0		1		6		1		11		1256		1217		1		0		3		4		3		11		1281		1196		1		0		3		4		3		11		1281		1192		1324		25		0		0		0		1		アセスメントとまではいかないが、ハイリスク妊婦で妊娠期からの支援が必要な妊婦は地区担当保健師へつないでいる。 ニンプ ニンシン キ シエン ヒツヨウ ニンプ チク タントウ ホケンシ		0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		1		1		0				1		データを活用した健康教育、フッ化物洗口事業の評価等に活用 カツヨウ ケンコウ キョウイク カ ブツ センコウ ジギョウ ヒョウカ トウ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		2か月児育児教室時に教育している。 ゲツ ジ イクジ キョウシツ ジ キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				1		講師（心理士、ST、医師など）を呼んでの研修会 コウシ シンリシ イシ ヨ ケンシュウカイ		0				0		0								1

		1109		1649		沖縄県		宮古島市		生活環境部健康増進課平良保健センター セイカツ カンキョウブ ケンコウ ゾウシン カ タイ リョウ ホケン		宮城由香 ミヤギ ユカ		0980-73-4572		0980-73-4992		2		yuka.m@city.miyakojm.lg.jp		0		2				1		0		3		5		529		507		1		0		1		5		1		6		599		565		1		0		1		5		1		6		599		555		1		0		3		5		3		6		623		577		1		0		3		5		3		6		623		566		602		28		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳幼児健診で、全員問診・保健指導を受けるようになっており、一人当たりあわせて10～30分はゆっくり相談できる体制があり、必要時には見通しを話している。 ニュウヨウジ ケンシン ゼンイン モンシン ホケン シドウ ウ ヒトリ ア フン ソウダン タイセイ ヒツヨウジ ミトオ ハナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		沖縄県小児保健協会が実施する研修へ必ず参加し、他のスタッフへ情報共有している。 オキナワケン ショウニ ホケン キョウカイ ジッシ ケンシュウ カナラ サンカ ホカ ジョウホウ キョウユウ		0				0				0		0										1

		1110		1393		高知県		奈半利町		中芸広域連合　保健福祉課 チュウ ゲイ コウイキ レンゴウ ホケン フクシカ		大田 オオタ		0887-38-8212		0887-32-1016		1		chugei-hoken@helen.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		63		61		1		0		1		7		1		11		75		71		1		0		1		7		1		11		75		71		1		0		3		2		3		11		62		53		1		0		3		2		3		11		62		53		50		*		1		1		0		0				1		全妊婦に対して、初回面接後、事例検討を課内で実施し、評価。妊婦によって初回評価時期や継続評価時期が異なる。（必要性に応じて） ゼン ニンプ タイ ショカイ メンセツ ゴ ジレイ ケントウ カナイ ジッシ ヒョウカ ニンプ ショカイ ヒョウカ ジキ ケイゾク ヒョウカ ジキ コト ヒツヨウセイ オウ		0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1		３～４か月児健診で、運動や食事の発達過程を集団指導 ゲツ ジ ケンシン ウンドウ ショクジ ハッタツ カテイ シュウダン シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後のカンファレンスにおいて、健診場面の状況と、日頃の訪問等の支援の状況より、フォローアップの妥当性を検討している。 ケンシン ゴ ケンシン バメン ジョウキョウ ヒゴロ ホウモン トウ シエン ジョウキョウ ダトウセイ ケントウ		1		３歳児健診実施後、問診項目不通過の者等について療育機関で新版K式を実施し、発達を評価し支援について検討する。 サイジ ケンシン ジッシゴ モンシン コウモク フ ツウカ モノ トウ リョウイク キカン シンパン シキ ジッシ ハッタツ ヒョウカ シエン ケントウ		0		0		0				1		乳児一般健康診査受診票を一人２枚ずつ発行。その他、健診を医療機関に委託していない。受診票を活用した場合、支援の必要性について受診票に医療機関が記載。 ニュウジ イッパン ケンコウ シンサ ジュシン ヒョウ ヒトリ マイ ハッコウ タ ケンシン イリョウ キカン イタク ジュシン ヒョウ カツヨウ バアイ シエン ヒツヨウセイ ジュシン ヒョウ イリョウ キカン キサイ		0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		248		宮城県		石巻市		健康部健康推進課母子保健グループ ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン		久野敏美 クノ トシミ		0225-95-1111		0225-23-3618		1		ishelpromo@city.ishinomaki.lg.jp		1		1				*		*		3		4		1004		972		*		*		1		6		1		8		1034		999		*		*		1		6		1		8		1034		997		*		*		3		5		3		7		1097		1004		*		*		3		5		3		7		1097		1000		1056		154		1		0		0		0				1		月1回、特定妊婦選定会議 ツキ カイ トクテイ ニンプ センテイ カイギ		0		0				0		1		0		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		1		虐待防止センター等関係機関への連絡 ギャクタイ ボウシ トウ カンケイ キカン レンラク		0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		全数へパンフレットを配布し、個別にフォローが必要な親子への説明は実施しているが、全数に対しての説明指導は行っていない。 ゼンスウ ハイフ コベツ ヒツヨウ オヤコ セツメイ ジッシ ゼンスウ タイ セツメイ シドウ オコナ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0										1

		1110		1394		高知県		田野町										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1395		高知県		安田町										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1396		高知県		北川村										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1110		1397		高知県		馬路村										*		*		*		*				**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		**		1		1		0		0				1				0		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0				1										1

		1111		505		埼玉県		加須市		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		進藤里枝 シンドウ リエ		0480-73-3361		0480-73-5502		1		kenkou@city.kazo.lg.jp		0		1				*		*		3		6		696		657		*		*		1		6		1		11		779		708		*		*		1		6		1		11		779		708		*		*		3		4		3		11		918		837		*		*		3		4		3		11		918		832		733		82		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳交付や健診等、子育てに関する事業でチラシを配布し啓発している。 ボシ テチョウ コウフ ケンシン トウ コソダ カン ジギョウ ハイフ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		平成26年度北埼玉医師会立メディカルセンタ―の臨床検査技師を招き、検尿について研修会を行った。 ヘイセイ ネンド キタサイタマ イシカイ リツ リンショウ ケンサ ギシ マネ ケンニョウ ケンシュウカイ オコナ		1		平成26年度北埼玉医師会立メディカルセンタ―の臨床検査技師を招き、検尿について研修会を行った。 ヘイセイ ネンド キタサイタマ イシカイ リツ リンショウ ケンサ ギシ マネ ケンニョウ ケンシュウカイ オコナ		0				0		0				1

		1112		448		栃木県		真岡市		健康福祉部健康増進課母子健康係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ケンコウ ガカリ		伊藤洋子 イトウ ヨウコ		0285-83-8121		0285-83-8619		1		kenkou@city.moka.lg.jp		0		1				1		0		4		5		727		709		1		0		1		6		1		10		737		718		1		0		1		6		1		7		737		718		1		0		3		0		3		1		752		732		1		0		3		0		3		1		752		732		677		442		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		1歳6か月、3歳児健診、4歳児歯科健診でのう蝕保有率高いことにより、9ヵ月児健診での歯科衛生士導入による口腔衛生指導の強化とともに栄養士等による食習慣など栄養指導の強化。市内全保育所・幼稚園でのむし歯予防教室の実施。 サイ ゲツ サイジ ケンシン サイジ シカ ケンシン ショク ホユウリツ タカ ゲツ ジ ケンシン シカ エイセイシ ドウニュウ コウクウ エイセイ シドウ キョウカ エイヨウシ トウ ショクシュウカン エイヨウ シドウ キョウカ シナイ ゼン ホイク ショ ヨウチエン バ ヨボウ キョウシツ ジッシ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		出生時に独自に作成した「こどもの健康Book」配布し、乳児家庭全戸訪問時にその中の「子どもの発達の様子をもとに説明。乳幼児健診の中での確保はなし。 シュッショウ ジ ドクジ サクセイ ケンコウ ハイフ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ナカ コ ハッタツ ヨウス セツメイ ニュウヨウジ ケンシン ナカ カクホ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸家庭訪問にてパンフレットをもとに啓発 ニュウジ ゼンコ カテイ ホウモン ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		**						1

		1113		1035		三重県		紀宝町		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		峪中千尋 タニ ナカ チヒロ		0735-32-3700		0735-32-3701		1		kenkou@town.kiho.lg.jp		0		1				1		1		4		4		79		79		1		0		1		6		1		8		94		94		1		0		1		6		1		8		94		91		*		*		3		6		3		8		91		87		*		*		3		6		3		8		91		87		85		4		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		0		0		0		0				1		各年齢ごとにう蝕保有者の生活習慣等を把握することで、次年度の対策に取り入れています。 カク ネンレイ ショク ホユウシャ セイカツ シュウカン トウ ハアク ジネンド タイサク ト イ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		プレママ教室で指導している キョウシツ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		就学までの間にフォローされていた児が、就学後どのように学校生活を送っているのかを小学校、教育委員会、幼稚園、保育所、保健師で共有できる機会を設けている。（H27年度より町内―小学校で開始した所です） シュウガク アイダ ジ シュウガク ゴ ガッコウ セイカツ オク ショウガッコウ キョウイク イインカイ ヨウチエン ホイク ショ ホケンシ キョウユウ キカイ モウ ネンド チョウナイ ショウガッコウ カイシ トコロ		1		0		0				0				1		0		0		0				1		1歳6ヵ月健診、3歳児健診で保健師が実施する発達検査問診項目についての研修会 サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン ホケンシ ジッシ ハッタツ ケンサ モンシン コウモク ケンシュウカイ		0				0				0		0								1						1

		1114		1064		京都府		京田辺市		健康福祉部子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		三井由美子 ミイ ユミコ		0774-64-1377		0744-63-5777		1		jido@kyotanabe.jp		0		1				*		*		3		5		570		566		*		*		1		6		1		8		657		604		*		*		1		6		1		8		657		604		*		*		3		6		3		8		711		619		*		*		3		6		3		8		711		619		498		8		1		0		0		0				1		実施した個別支援について、毎月ケース毎にシートにおとし、他の保健師と共有・意見交換をしている。 ジッシ コベツ シエン マイツキ ゴト タ ホケンシ キョウユウ イケン コウカン		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		1		家庭児童相談員につなぎ、必要性・緊急性に応じて家庭児童相談員が上司に報告する カテイ ジドウ ソウダンイン ヒツヨウセイ キンキュウセイ オウ カテイ ジドウ ソウダンイン ジョウシ ホウコク		1		う蝕罹患率を他市町村と比較しながら、また市民からの意見を反映させながら、集団歯科教室の内容を歯科衛生士と検討している。 ショク リカン リツ タ シチョウソン ヒカク シミン イケン ハンエイ シュウダン シカ キョウシツ ナイヨウ シカ エイセイシ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				1		3ヵ月児健診で8ヵ月児頃もあでの発達過程を説明し、何か気になる事等あれば、６～7ヵ月頃に返送して頂くアンケートハガキに記入又は電話して頂くように伝えている。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ コロ ハッタツ カテイ セツメイ ナニ キ コト トウ ゲツ コロ ヘンソウ イタダ キニュウ マタ デンワ イタダ ツタ		0		0				0				1		0				1		パパママセミナー、赤ちゃん訪問時に啓発をしている アカ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				1		要精密検査者（医師・歯科医師の判定）の精検結果を管理し、陽性的中率を算出している ヨウ セイミツ ケンサ シャ イシ シカ イシ ハンテイ セイケン ケッカ カンリ ヨウセイ テキチュウリツ サンシュツ		0				0				0				0		0				0				0		1		現在、定期的な評価は行っていないが、各健診がスクリーニングとして適切かどうか検討し、内容（検診・問診の項目）を修正していきたい。 ゲンザイ テイキテキ ヒョウカ オコナ カク ケンシン テキセツ ケントウ ナイヨウ ケンシン モンシン コウモク シュウセイ		1		保育所・幼稚園等と連携し、気になること等は伝えて頂くようにしている。また、発達相談員と共に園に訪問し児の様子を確認し、必要に応じて園に助言をしたりその後の個別フォローにつなげている。 ホイク ショ ヨウチエン トウ レンケイ キ トウ ツタ イタダ ハッタツ ソウダンイン トモ エン ホウモン ジ ヨウス カクニン ヒツヨウ オウ エン ジョゲン ゴ コベツ		0		0		0				0				0		0		0		1		委託健診は実施していないが、通常の診療や予防接種時に気になる母児等いれば伝えて頂いている。 イタク ケンシン ジッシ ツウジョウ シンリョウ ヨボウ セッシュ ジ キ ボジ トウ ツタ イタダ		1		実践的な研修があればその情報を共有し、希望者が出席できる様調整している。 ジッセンテキ ケンシュウ ジョウホウ キョウユウ キボウシャ シュッセキ ヨウ チョウセイ		0				0				0		0								1				1		1

		1115		1738		政令市 セイレイシ		広島市		こども未来局こども・家庭支援課 ミライ キョク カテイ シエン カ		田口、丸本 タグチ マルモト		082-504-2623		082-504-2727		1		ko-shien@city.hiroshima.lg.jp		0		1				1		0		4		4		10967		10529		1		0		1		6		1		11		11301		10711		*		*		3		5		3		11		11593		10345		*		*		3		5		3		11		11593		10333		*		*		3		5		3		11		11593		10333		11415		*		1		0		0		0				1		個別ケースについて、適宜評価しながら支援している。 コベツ テキギ ヒョウカ シエン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		乳幼児健診の保健指導の場合で、発達について気になる場合や親から相談があった場合には発達過程を説明する。 ニュウヨウジケンシン ホケン シドウ バアイ ハッタツ キ バアイ オヤ ソウダン バアイ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		乳児健診で配布するパンフレットに掲載している。 ニュウジ ケンシン ハイフ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個々のケースに関してフォローアップの結果どうだったのかということは評価している。 ココ カン ケッカ ヒョウカ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				1		聴覚発達研修会、発達障害研修会 チョウカク ハッタツ ケンシュウカイ ハッタツ ショウガイ ケンシュウカイ		1		聴覚発達研修会、発達障害研修会 チョウカク ハッタツ ケンシュウカイ ハッタツ ショウガイ ケンシュウカイ		0				0		0										1

		1116		659		東京都		西東京市		健康福祉部健康課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カ		野口かおり ノグチ		042-438-4037		042-422-7309		1		kenkou@city.nishitokyo.lg.jp		0		1				1		0		3		5		1571		1540		0		1		1		6		1		11		1542		1501		0		1		1		6		1		11		1547		1322		1		0		3		0		3		11		1684		1564		1		0		3		0		3		11		1684		1558		1604		227		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		・心理相談など、親子を支援、フォローするための次のステップへのつなぎ
・子ども家庭支援センターへの情報提供、状況確認 シンリ ソウダン オヤコ シエン ツギ コ カテイ シエン ジョウホウ テイキョウ ジョウキョウ カクニン		1		1歳6か月児・3歳児健診等でのう蝕有病者率や歯科保健行動 サイ ゲツ ジ サイジ ケンシン トウ ショク ユウ ビョウ シャ リツ シカ ホケン コウドウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食習慣と生活リズム ショクシュウカン セイカツ		0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ファミリー学級にて ガッキュウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に記載欄がある ジュシン ヒョウ キサイ ラン		0		0		0		0				1		年2回、毎回テーマを決めて研修やグループワークを実施 ネン カイ マイカイ キ ケンシュウ ジッシ		1		年2回、毎回テーマを決めて研修やグループワークを実施 ネン カイ マイカイ キ ケンシュウ ジッシ		0				0		0								1

		1117		623		東京都		渋谷区		健康推進部地域保健課　母子保健・産前産後ケアセンター ケンコウ スイシン ブ チイキ ホケン カ ボシ ホケン サンゼン サンゴ		倉増康友 クラ マ ヤス トモ		03-3463-2049		03-5458-4978		1		boshi@city.shibuya.tokyo.jp		0		1				1		0		3		6		2021		1801		0		1		1		6		2		0		1810		1557		1		0		1		6		2		0		1810		1286		1		0		3		0		3		4		1638		1388		1		0		3		0		4		0		1638		1386		2571		27		0		0		1		0				0				1		0		特定妊婦把握時のみ実施 トクテイ ニンプ ハアク ジ ジッシ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		生活指導 セイカツ シドウ		0		0		0		1		0				1		集団指導で発達段階をたどって事故防止の指導を実施　※保健所のみ実施 シュウダン シドウ ハッタツ ダンカイ ジコ ボウシ シドウ ジッシ ホケン ショ ジッシ		0		0				0				1		0				0				0		1		乳児健診では実施していないが、パパママ入門学級や乳幼児全戸訪問の時に実施している。 ニュウジ ケンシン ジッシ ニュウモン ガッキュウ ニュウヨウジ ゼンコ ホウモン トキ ジッシ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1118		1635		鹿児島県		天城町		保健福祉センター ホケン フクシ		加納 カノウ		0997-85-4100		0997-85-4100		2		hosenta05@yui-amagi.com		0		1				*		*		3		5		41		39		*		*		1		6		1		11		49		49		*		*		1		6		1		11		49		49		*		*		3		6		3		11		51		48		*		*		3		6		3		11		51		48		44		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		若年の保護者なので育児支援をしてほしいなどの情報は、受診票に記載されます。 ジャクネン ホゴシャ イクジ シエン ジョウホウ ジュシン ヒョウ キサイ		0				0				0				1		0

		1119		171		北海道		鶴居村		保健福祉課健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		五十嵐　紫 イガラシ ユカリ		0154-64-2116		0154-64-2577		2		yukari_igarashi@vill.tsurui.lg.jp		0		1				1		1		3		5		21		18		1		0		1		6		1		11		13		12		1		0		1		6		1		11		13		12		*		*		3		0		3		11		15		15		*		*		3		0		3		11		15		15		24		0		1		0		0		0				*				*		*				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		スタッフによるカンファレンス		0		0				1		保育園入園後～就学前まで臨床発達心理士、保健師、保育士により継続支援し評価している ホイクエン ニュウエン ゴ シュウガクマエ リンショウ ハッタツ シンリ シ ホケンシ ホイク シ ケイゾク シエン ヒョウカ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0														1

		1120		40		北海道		鹿部町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		盛田 モリタ		01372-7-5291		01372-7-3086		2		t-morita@town.shikabe.lg.jp		0		1				1		0		3		13		27		25		1		0		1		6		1		9		27		23		1		0		1		6		1		9		23		20		*		*		3		0		3		3		26		24		*		*		3		0		3		3		24		20		19		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				1		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		取組みしていない トリク		1		リーフレットを用いて、今後の発達段階について説明している。 モチ コンゴ ハッタツ ダンカイ セツメイ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		1121		72		北海道		上砂川町		福祉課保健予防係 フクシカ ホケン ヨボウ カカリ		林　孔美 ハヤシ コウ ビ		0125-62-2011		0125-62-3773		1		kamisuna07@luck.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		17		14		1		0		1		6		1		11		12		11		1		0		1		6		1		11		12		12		1		0		3		0		3		11		15		13		1		0		3		0		3		11		13		13		12		1		1		1		0		0				*				*		*				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		1		0				1		年度末に実績会議を行い、課題をスタッフで共有し評価し次年度の活動計画に改善点を反映させている ネンドマツ ジッセキ カイギ オコナ カダイ キョウユウ ヒョウカ ジネンド カツドウ ケイカク カイゼンテン ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		子どもノートを活用（新生児期から6才までの発達が記載） コ カツヨウ シンセイジ キ サイ ハッタツ キサイ		0		0				1		全て（3,4ヵ月、6,7ヵ月、9,10ヵ月、12,13ヵ月、1.6歳、2歳、3歳児）の問診項目にあり変化をみていっている。 スベ ゲツ ゲツ ゲツ ゲツ サイ サイ サイ ジ モンシン コウモク ヘンカ		0		0				1		母子手帳を活用し、新生児訪問で ボシ テチョウ カツヨウ シンセイジ ホウモン		0		0				*				*				*				*				*		*				1		乳健後のカンファで評価の時期を確認し、担当保健師がフォローしている ニュウ ケン ゴ ヒョウカ ジキ カクニン タントウ ホケンシ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		**		0				0				0		0				1				1

		1122		222		岩手県		一関市		子育て支援課母子保健係 コソダ シエン カ ボシ ホケン カカリ		菅原有紀 カン ハラ ユウ キ		0191-21-5409		0191-21-4656		1		kosodate@city.ichinoseki.iwate.jp		0		1				1		0		3		4		778		750		1		0		1		6		1		11		809		794		1		0		1		6		1		11		809		794		1		0		3		5		3		11		872		872		1		0		3		5		3		11		872		872		725		12		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		1		0		0				1		健康教育等の実施の参考資料としている ケンコウ キョウイク トウ ジッシ サンコウ シリョウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		0		0		0				1		リーフレットを配布している ハイフ		0		0				0				1		0				1		パンフレット等の配布 トウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		受診票に市での保健指導が必要な場合は記載してもらう ジュシン ヒョウ シ ホケン シドウ ヒツヨウ バアイ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		研修会への参加 ケンシュウカイ サンカ						1		1

		1123		1723		政令市 セイレイシ		仙台市		子供未来局子供育成部子育て支援課 コドモ ミライ キョク コドモ イクセイ ブ コソダ シエン カ		伊藤 イトウ		022-214-8189		022-214-8610		1		kod006160@city.sendai.jp		0		1				0		1		4		7		9275		8794		1		0		1		6		1		11		9562		9281		1		0		1		6		1		11		9562		9257		*		*		3		7		3		11		9294		8643		*		*		*		*		*		*		9294		8611		9985		257		1		0		0		0				1		要保護児童対策地域協議会を年3回実施し評価 ヨウ ホゴ ジドウ タイサク チイキ キョウギ カイ ネン カイ ジッシ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1				0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		集団でのミニ講話など シュウダン コウワ		0		0				0				1		0				1		3-4ヵ月児育児教室での講話 ゲツ ジ イクジ キョウシツ コウワ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		各課ごとのレビューなど カクカ		0		0				0				0		1		0				1		乳児健診の結果を連絡票としてもらっている ニュウジ ケンシン ケッカ レンラク ヒョウ		0		0		0		0				1		全国の研修会へ派遣し、報告会を実施 ゼンコク ケンシュウカイ ハケン ホウコク カイ ジッシ		1		各課の判断により必要に応じ実施 カクカ ハンダン ヒツヨウ オウ ジッシ		0				0		0								1		1

		1124		328		山形県		舟形町		税務福祉課健康介護班 ゼイム フクシカ ケンコウ カイゴ ハン		原田真由美 ハラダ マユミ		0233-32-2111		0233-32-2117		2		haramayu@town.funagata.yamagata.jp		1		1				1		0		3		4		23		23		1		0		1		5		1		9		40		40		1		0		1		5		1		9		40		40		1		0		3		2		3		5		26		26		1		0		3		2		3		5		26		26		22		4		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		1歳６ヵ月以降はしているが（サポートシートなど利用しながら）、乳児期の必要性を感じ準備中である。 サイ ゲツ イコウ リヨウ ニュウジキ ヒツヨウセイ カン ジュンビチュウ		0				0		1		みんなでカンファレンスをして、話し合ってはいるが、評価方法等を決めているわけではない。 ハナ ア ヒョウカ ホウホウ トウ キ		1		新生児訪問時にリーフレットを配布し説明 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ		0		0				0				0				1		歯科医師の判定 シカ イシ ハンテイ		0				0		0				0				1		0				0				1		0		0				0				0		0		1		0				1		県や保健所等での研修の機会等あれば参加 ケン ホケン ショ トウ ケンシュウ キカイ トウ サンカ		0				0				0		0												1		1

		1125		392		福島県		大熊町		保健センター ホケン		大矢沙和 オオヤ シャ ワ		0242-26-3844		0242-26-3793		1		hoken-center@town.okuma.fukushima.jp		0		1				1		0		3		5		94		88		1		0		1		7		1		11		123		115		1		0		1		7		1		11		123		115		1		0		3		0		3		11		116		89		1		0		3		0		3		11		116		89		79		3		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				0		0		1		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		東日本大震災・原発事故による避難のため、避難先の市町村に健診を依頼している状況であり、避難先の市町村によって異なっている。 ヒガシ ニホン ダイシンサイ ゲンパツ ジコ ヒナン ヒナンサキ シチョウソン ケンシン イライ ジョウキョウ ヒナンサキ シチョウソン コト		0				0				0				1		1		震災による避難のため、健診を実施していない。 シンサイ ヒナン ケンシン ジッシ		1

		1126		503		埼玉県		所沢市		保健センター健康づくり支援課 ホケン ケンコウ シエン カ		美甘有利恵 ビ アマ ユウ リエ		04-2991-1813		04-2995-1178		1		b9911813@city.tokorozawa.lg.jp		0		1				1		0		4		5		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		1		6		1		11		*		*		1		0		3		3		3		11		*		*		1		0		3		3		3		11		*		*		2970		66		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		１歳６か月児健診の歯科相談の内容をかえて対象者を増やし対応している。 サイ ゲツ ジ ケンシン シカ ソウダン ナイヨウ タイショウシャ フ タイオウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		結果説明（保健指導）の際に行っている ケッカ セツメイ ホケン シドウ サイ オコナ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				1		乳幼児健診プロジェクトチームを立ち上げ、毎年健診内容全般の見直しを行っている ニュウヨウジ ケンシン タ ア マイトシ ケンシン ナイヨウ ゼンパン ミナオ オコナ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		同日に年１回開催。又、年度末に業務説明会を実施。マニュアル等を用いて変更点などの説明をおこなっている。 ドウジツ ネン カイ カイサイ マタ ネンドマツ ギョウム セツメイカイ ジッシ トウ モチ ヘンコウテン セツメイ		1		同日に年１回開催。又、年度末に業務説明会を実施。マニュアル等を用いて変更点などの説明をおこなっている。 ドウジツ ネン カイ カイサイ マタ ネンドマツ ギョウム セツメイカイ ジッシ トウ モチ ヘンコウテン セツメイ		0				0		1		年２回、医師講習会を実施。 ネン カイ イシ コウシュウカイ ジッシ						1

		1127		612		東京都		中央区		福祉保健部健康推進課予防係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ ヨボウ カカリ		相川真凛 アイカワ シン リン		03-3541-5930		03-3546-9554		1		kenko_01@city.chuo.lg.jp		0		1				1		0		3		4		1818		1638		0		1		1		6		1		11		1639		1451		1		0		1		6		1		11		1639		1164		1		0		3		0		3		11		1429		1195		1		0		3		0		3		11		1429		1195		2210		863		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健診結果、保健行動（アンケート）を評価し活用している。 ケンシン ケッカ ホケン コウドウ ヒョウカ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				0		1		年２回「要支援家庭の支援検討・連絡会」を実施して、要支援家庭の把握や支援の評価をしている。 ネン カイ ヨウシエン カテイ シエン ケントウ レンラクカイ ジッシ ヨウシエン カテイ ハアク シエン ヒョウカ		0				0		1		妊娠届出時に交付している母子健康手帳による周知を図っている。 ニンシン トドケデ ジ コウフ ボシ ケンコウ テチョウ シュウチ ハカ		0				0				1		歯科健診マニュアル作成、歯科医師研修（カリブレーション）の実施 シカ ケンシン サクセイ シカ イシ ケンシュウ ジッシ		0				0		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		0		1		受診票の提出によって、対象者の受診結果を把握し、保健指導の参考としている。 ジュシン ヒョウ テイシュツ タイショウシャ ジュシン ケッカ ハアク ホケン シドウ サンコウ		1		要支援家庭の支援検討会（保健所、保健センターにて実施）、母子保健研修（東京都） ヨウシエン カテイ シエン ケントウ カイ ホケン ショ ホケン ジッシ ボシ ホケン ケンシュウ トウキョウト		1		要支援家庭の支援検討会 ヨウシエン カテイ シエン ケントウカイ		1		歯科医師会研修、歯科大学内研修を実施している シカ イシ カイ ケンシュウ シカ ダイガク ナイ ケンシュウ ジッシ		0		1		新生児訪問等、区事業での実績があり区保健師との連携がとりやすい助産師等に従事依頼をしている。 シンセイジ ホウモン トウ ク ジギョウ ジッセキ ク ホケンシ レンケイ ジョサンシ トウ ジュウジ イライ						1		1		1

		1128		642		東京都		町田市		町田市保健所保健予防課 マチダシ ホケンジョ ホケン ヨボウカ		菊地美賀子 キクチ ミ ガ コ		042-725-5127		042-725-5198		1		hoken030@city.machida.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		3001		2919		0		1		1		6		1		11		3231		2972		1		0		1		6		1		11		3231		2856		1		0		3		0		3		11		3511		3172		1		0		3		0		3		11		3511		3172		3141		116		0		1		0		0				1		ハイリスク妊婦のリストを作成し、フォロー状況を管理。年度まとめにおいて全体評価 ニンプ サクセイ ジョウキョウ カンリ ネンド ゼンタイ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		集計した内容を地域診断や配布物に応用 シュウケイ ナイヨウ チイキ シンダン ハイフ ブツ オウヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		新生児訪問でちらし配布、乳健の集団指導で発育発達説明 シンセイジ ホウモン ハイフ ニュウ ケン シュウダン シドウ ハツイク ハッタツ セツメイ		0		0				1		事例検討 ジレイ ケントウ		0		0				1		母親学級にてビデオ上映 ハハオヤ ガッキュウ ジョウエイ		0		0				1		検尿 ケンニョウ		0				0				1		視力・聴力検査、医師の判定 シリョク チョウリョク ケンサ イシ ハンテイ		0		0				1		健診後のカンファレンス等でアセスメント ケンシン ゴ トウ		0		0				0				0		1		0				1		６・９健や1.6健の医師レセプトからフォローあり ケン ケン イシ		0		0		0						1		心理相談員による発達研修 シンリ ソウダンイン ハッタツ ケンシュウ		1		虐待研修 ギャクタイ ケンシュウ		0				0		0								1		1		1

		1129		649		東京都		福生市		福祉保健部 フクシ ホケン ブ		酒谷玲子 サカタニ レイコ		042-552-0061		042-530-5324		1		f-kenkou@city.fussa.tokyo.jp		0		1				1		0		3		5		427		411		1		0		1		6		1		11		44		409		1		0		1		6		1		11		441		409		1		0		3		0		3		11		403		377		1		0		3		0		3		11		403		375		491		190		1		0		0		0				1		毎月１回、前月分の妊娠届出要フォロー者のカンファレンスを行っており、フォローの進歩状況を確認している。 マイツキ カイ ゼンゲツブン ニンシン トドケデ ヨウ シャ オコナ シンポ ジョウキョウ カクニン		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		0		1		1		マニュアルはないが、健診診察医やスタッフに情報提供をし、子家庭へつなぐようにしている。 ケンシン シンサツ イ ジョウホウ テイキョウ コ カテイ		0				0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		0		1		0				1		育児教室で成長発達について説明をしています。ただ育児教室は定員の限られている事業の為、全員にはできていません。 イクジ キョウシツ セイチョウ ハッタツ セツメイ イクジ キョウシツ テイイン カギ ジギョウ タメ ゼンイン		0		0				0				1		0				1		両親学級で行っています。 リョウシン ガッキュウ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		個別に電話かけ等でフォローしている。 コベツ デンワ トウ		0				0		0		1		必要なケースは教育相談につないだり、個別に電話かけをしたりしている。 ヒツヨウ キョウイク ソウダン コベツ デンワ		0				0		0		0		1		連携する仕組みはないが、病院によっては常に情報提供をしてくれる所はある。 レンケイ シク ビョウイン ツネ ジョウホウ テイキョウ トコロ		0				0				0				0		1		都で行われる母子研修等に希望者が参加している。 ト オコナ ボシ ケンシュウ トウ キボウシャ サンカ

		1130		874		長野県		小布施町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		大島利香 オオシマ リカ		026-214-9107		026-247-3113		1		kenkou@town.obuse.nagano.jp		0		1				1		0		3		4		69		65		1		0		1		6		1		9		71		63		1		0		1		6		1		9		71		63		1		0		3		0		3		4		81		74		1		0		*		*		3		4		81		74		84		0		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		おやつの時間をきめているか ジカン		0		0		1		0		0				1		デンバー式発達の票を保護者と確認している。 シキ ハッタツ ヒョウ ホゴシャ カクニン		0		0				0				0		1		継続的なフォロー実施 ケイゾクテキ ジッシ		1		出生時に配布する資料に掲載 シュッショウ ジ ハイフ シリョウ ケイサイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		幼保育園保健師が訪問し確認している。 ヨウ ホイクエン ホケンシ ホウモン カクニン		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0						1				1				1

		1131		904		岐阜県		笠松町		住民福祉部福祉健康課 ジュウミン フクシ ブ フクシ ケンコウ カ		林　恵理子 ハヤシ エリコ		058-388-7171		058-388-5955		1		fukushilg@town.kasamatsu.lg.jp		0		1				*		*		3		4		214		208		*		*		1		6		1		7		223		219		*		*		1		6		1		7		223		219		*		*		3		0		3		1		187		173		*		*		3		0		3		1		187		173		245		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		0		1		担当課へ連絡 タントウカ レンラク		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳幼児健診時に集団指導している。 ニュウヨウジ ケンシン ジ シュウダン シドウ		0		0				0				0				1		検尿 ケンニョウ		0				0		0				1		健診後にフォロー必要な児について情報共有している。 ケンシン ゴ ヒツヨウ ジ ジョウホウ キョウユウ		0		0				1		ことばの教室、保育所との情報共有、その後の様子見ている。 キョウシツ ホイク ショ ジョウホウ キョウユウ ゴ ヨウス ミ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県等で実施している研修会へ参加している ケン トウ ジッシ ケンシュウカイ サンカ		0				0				0		0												1		1

		1132		1010		三重県		松阪市		健康ほけん部健康推進課 ケンコウ ブ ケンコウ スイシン カ		森　君代 モリ キミ ヨ		0598-23-1364		0598-26-4951		2		k.mori@city.matsusaka.mie.jp		1		1				0		1		4		11		1312		1268		1		0		1		6		2		0		1362		1326		1		0		1		6		2		0		1362		1326		1		0		3		6		4		0		1419		1392		1		0		3		6		4		0		1419		1384		1442		290		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		健康づくり計画の数値目標で評価し事業計画に反映している。 ケンコウ ケイカク スウチ モクヒョウ ヒョウカ ジギョウ ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		**		0		0				0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		名称：乳児健診部会　松阪管内市町と医師会（小児科）とのケース検討会 メイショウ ニュウジ ケンシン ブカイ マツザカ カンナイ シチョウ イシカイ ショウニカ ケントウカイ		0		0		0		0				1		**		0				0				0		0								1

		1133		1048		滋賀県		日野町		福祉課保健担当（日野町保健センター） フクシカ ホケン タントウ ヒノ マチ ホケン		落合 オ ア		0748-52-6574		0748-52-6503		1		hoken@town.shiga-hino.lg.jp		0		1				1		0		4		4		178		177		1		0		1		6		1		6		163		161		1		0		1		6		1		6		163		161		1		0		3		6		3		6		179		174		1		0		3		6		3		6		179		174		190		15		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		歯科の保健指導の方法等について検討できている。 シカ ホケン シドウ ホウホウ トウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		個別の保健指導で、各保健師の対応の中で話をしている。 コベツ ホケン シドウ カク ホケンシ タイオウ ナカ ハナシ		0				1		0				1		（妊娠期の）両親教室にて、児が泣いたときの対応、乳幼児揺さぶられ症候群についての話をしている。 ニンシン キ リョウシン キョウシツ ジ ナ タイオウ ニュウヨウジ ユ ショウコウグン ハナシ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		1		保健師の気づきにて随時見直し ホケンシ キ ズイジ ミナオ		0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		滋賀県立小児保健医療センター主催の「乳幼児健診従事者研修」への参加をしている。対象者は主に常勤従事者。 シガケンリツ ショウニ ホケン イリョウ シュサイ ニュウヨウジ ケンシン ジュウジ シャ ケンシュウ サンカ タイショウシャ オモ ジョウキン ジュウジシャ						1		1		1

		1134		1719		中核市 チュウカクシ		大分市		大分市保健所健康課 オオイタシ ホケンジョ ケンコウ カ		森山慶子 モリヤマ ケイコ		097-536-2516		097-532-3250		1		kenko2@city.oita.oita.jp		0		1				0		1		3		4		4362		4224		1		0		1		5		1		11		4492		4279		1		0		1		5		1		11		4492		4278		1		0		3		3		3		11		4552		4302		1		0		3		3		3		11		4552		4299		4468		1074		1		0		0		0				1		毎月事例検討を行い、その中で評価している。 マイツキ ジレイ ケントウ オコナ ナカ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子小委員会の中で報告し、新たな事業について検討 ボシ ショウ イインカイ ナカ ホウコク アラ ジギョウ ケントウ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		乳児健診は医療機関委託の為指導していると思うが、どの程度か不明なところもある。1.6健、3健においては対応する保健師により説明に差が生じている。 ニュウジ ケンシン イリョウ キカン イタク タメ シドウ オモ テイド フメイ ケン ケン タイオウ ホケンシ セツメイ サ ショウ		0				1		0				1		**		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1				0		0		0		0				0				0				0				0		1								1		1

		1135		1148		兵庫県		神河町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		丸尾計子 マル オ ケイ コ		0790-32-1540		0790-31-2800		1		kenkou_fukusi@town.kamikawa.hyogo.jp		0		1				*		*		3		4		*		*		*		*		1		6		1		8		*		*		*		*		3		2		3		3		*		*		*		*		3		2		3		4		*		*		*		*		3		2		3		4		*		*		63		5		1		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		母親教室、乳幼児相談にて乳児期の発達を指導 ハハオヤ キョウシツ ニュウヨウジ ソウダン ニュウジキ ハッタツ シドウ		0		0				0				1		0				1		思春期保健事業、母親教室で助産師による健康教育 シシュンキ ホケン ジギョウ ハハオヤ キョウシツ ジョサンシ ケンコウ キョウイク		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0		巡回訪問事業でチェックリストで評価 ジュンカイ ホウモン ジギョウ ヒョウカ		1		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0				1						1				1

		1136		1177		奈良県		上牧町		生き活き対策課 イ イ タイサク カ		桂 カツラ		0745-79-2020		0745-79-2021		1		iki-iki.town.kanmaki@tiara.ocn.ne.jp		0		1				1		0		3		5		114		112		1		0		1		8		1		11		121		112		1		0		1		8		1		11		121		112		1		0		3		6		3		11		134		114		1		0		3		6		3		11		134		114		116		18		1		0		0		1		役場出張所で母子手帳を発行した場合、保健師のもとへ妊娠届出書が届くまでに少し日数がかかるが、届いた時点で保健師がアセスメントを行っている。 ヤクバ シュッチョウ ショ ボシ テチョウ ハッコウ バアイ ホケンシ ニンシン トドケデショ トド スコ ニッスウ トド ジテン ホケンシ オコナ		0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2歳半頃に歯科検診を実施し、その場で無料でフッ素塗布を行っている。（イオン導入器orジェル塗布） サイ ハン コロ シカ ケンシン ジッシ バ ムリョウ ソ トフ オコナ ドウニュウ キ トフ		0		1		0		0		0				1		乳児全戸訪問、電話相談、乳幼児健診の場で子どもの発達過程について個別で説明指導している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン デンワ ソウダン ニュウヨウジ ケンシン バ コ ハッタツ カテイ コベツ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		乳児全戸訪問で実施している。 ニュウジ ゼンコ ホウモン ジッシ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学前に関係者が集まり会議を開催し、ケース内容を共有している。 シュウガクマエ カンケイシャ アツ カイギ カイサイ ナイヨウ キョウユウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		県などが開催している研修に積極的に参加している。 ケン カイサイ ケンシュウ セッキョクテキ サンカ		0				0				0		0										1				1

		1137		1201		和歌山県		かつらぎ町		やすらぎ対策課衛生係 タイサク カ エイセイ カカリ		木村晃子 キムラ アキコ		0736-22-0300		0736-22-2940		1		eisei@town.katsuragi.wakayama.jp		0		1				1		0		4		4		117		114		1		0		1		6		1		7		133		127		1		0		1		6		1		7		133		127		1		0		3		6		3		7		122		108		1		0		3		6		3		7		122		108		121		3		1		0		0		0				0				0		1		H27年度から、ハイリスク妊婦を養育支援事例としてケース検討会を開催、対応について保健師間で共有している。 ネンド ニンプ ヨウイク シエン ジレイ ケントウカイ カイサイ タイオウ ホケンシ カン キョウユウ		1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		虐待の疑いを把握した場合、虐待担当者に連絡し、要保護児童としてケース化し、継続してフォローする。 ギャクタイ ウタガ ハアク バアイ ギャクタイ タントウシャ レンラク ヨウホゴ ジドウ カ ケイゾク		0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診において、保健師が個別に発達をみて発達の過程について説明している。 ケンシン ホケンシ コベツ ハッタツ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		妊娠届出時に予防チラシを配布 ニンシン トドケデ ジ ヨボウ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		個々のケースとして把握しているが、全体として把握し評価できていない。 ココ ハアク ゼンタイ ハアク ヒョウカ		*				*		*		*		*				1		乳幼児健診における発達のみかたや保健指導に生かすため保健師を対象に発達についての研修を開催している。 ニュウヨウジ ケンシン ハッタツ ホケン シドウ イ ホケンシ タイショウ ハッタツ ケンシュウ カイサイ		0				0				0		0

		1138		1269		岡山県		真庭市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		梶岡亘子 カジ オカ ノブ コ		0867-42-1050		0867-42-1388		1		kksuishin@city.maniwa.lg.jp		0		1				1		0		3		5		337		327		1		0		1		6		1		8		343		328		1		0		1		6		1		8		343		328		1		0		3		6		3		8		348		320		1		0		3		6		3		8		348		320		347		6		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		H27年度、9～10ヵ月、1.6歳児健診時、歯科保健に関するアンケートをとり、う歯予防事業の評価を行っている。 ネンド ゲツ サイ ジ ケンシン ジ シカ ホケン カン ハ ヨボウ ジギョウ ヒョウカ オコナ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				0		1		統一はできていないが、新生児訪問（全数）、乳幼児健診時、説明している。 トウイツ シンセイジ ホウモン ゼンスウ ニュウヨウジ ケンシン ジ セツメイ		*				*		*				1		新生児訪問（全数）、乳児健診時など シンセイジ ホウモン ゼンスウ ニュウジ ケンシン ジ		0		0				*				*				*				*				*		*				0				1		0				1		ケース会議、連絡会議等で実施している。現在、トータルライフ支援プログラムを関係機関で構築中。 カイギ レンラク カイギ トウ ジッシ ゲンザイ シエン カンケイ キカン コウチクチュウ		0		0		0				0				0		0		1		0				1		市内保健師会・栄養士会等で研修の機会を設けている。 シナイ ホケンシ カイ エイヨウシ カイ トウ ケンシュウ キカイ モウ		0				0				0		0								1						1

		1139		1189		奈良県		上北山村		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		濱野　知美 ハマノ トモミ		07468-3-0380		07468-2-0209		2		hamano@vill.kamikitayama.nara.jp		0		1				1		0		3		5		1		1		1		0		1		6		1		10		2		2		1		0		1		6		1		10		2		2		1		0		3		6		3		10		1		1		1		0		3		6		3		10		1		1		0		0		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				1		現在は３歳児までう歯が０のため新規事業は行っていないが、歯科衛生士による保健指導は継続する。等、次年度の取組内容を決定している。 ゲンザイ サイジ ハ シンキ ジギョウ オコナ シカ エイセイシ ホケン シドウ ケイゾク トウ ジネンド トリクミ ナイヨウ ケッテイ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		健診時の月齢から半年先までの発達過程を説明している。 ケンシン ジ ゲツレイ ハントシ サキ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				0				1		0				1		保健指導時に説明 ホケン シドウ ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		0

		1140		186		青森県		平内町		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		木下　加奈子 キノシタ カナコ		017-755-2114		017-755-2145		2		kinoshita-kanako@town.hiranai.lg.jp		0		1				1		0		3		5		55		54		1		0		1		6		1		9		58		56		1		0		1		6		1		9		58		56		1		0		3		2		3		5		61		54		1		0		3		2		3		5		61		54		57		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				*		*		*		*		*		*				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		３～４か月児健診で、６か月児から１歳児頃に到達する発達過程を説明指導すること。 ゲツ ジ ケンシン ゲツ ジ サイ ジ コロ トウタツ ハッタツ カテイ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		1141		708		新潟県		十日町市		市民福祉部健康づくり推進課母子保健係 シミン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ ボシ ホケン ガカリ		岩崎美奈、入田知子 イワサキ ミナ イリタ トモコ		025-757-9759		025-757-3800		1		t-kenko@city.tokamachi.lg.jp		0		1				1		0		4		4		368		355		1		0		1		6		2		0		382		374		1		0		1		6		2		0		382		374		1		0		3		6		4		0		432		420		1		0		3		6		4		0		432		419		364		111		0		1		0		0				1		要対協と協力して個別支援の進歩管理を実施している ヨウ タイ キョウ キョウリョク コベツ シエン シンポ カンリ ジッシ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		0		1		0		1		0				1		う蝕の有病率の経年経過をみながら次年度の健診や教室の健康教育、歯科医師会との打合せに活用している ショク ユウビョウリツ ケイネン ケイカ ジネンド ケンシン キョウシツ ケンコウ キョウイク シカ イシ カイ ウチアワ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		４ヶ月健診で、１歳頃までの発達過程を説明している。 ゲツ ケンシン サイ コロ ハッタツ カテイ セツメイ		0		0				1		問診票の児の項目と親の項目を同一シートに示すことで、リスクの高い親子を早期に把握し、事後フォローを行う。事後の対応について、担当が確認している。 モンシン ヒョウ ジ コウモク オヤ コウモク ドウイツ シメ タカ オヤコ ソウキ ハアク ジゴ オコナ ジゴ タイオウ タントウ カクニン		0		0				1		赤ちゃん訪問時、チラシを用いて啓発している。 アカ ホウモン ジ モチ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師の判定(精検結果） イシ ハンテイ セイケン ケッカ		0				0		1		年度ごとに件数や内容をまとめ、傾向を確認している。 ネンド ケンスウ ナイヨウ ケイコウ カクニン		0				0		1		健診後のカンファレンスで、各専門職の見立てに基づきプランを立てフォローを行っている。発達支援センターや保育園等と連携して支援を実施している。 ケンシン ゴ カクセンモン ショク ミタ モト タ オコナ ハッタツ シエン ホイクエン ナド レンケイ シエン ジッシ		0				0		0		1		発達障がいを疑うケースは、発達支援センターに引き継ぎ、支援が途切れていないか確認している。支援内容を共有している。 ハッタツ ショウ ウタガ ハッタツ シエン ヒ ツ シエン トギ カクニン シエン ナイヨウ キョウユウ		0				0		0		1		0				1		問診や指導についての研修。NPプログラムについて。 モンシン シドウ ケンシュウ		1		感染症への対応について カンセンショウ タイオウ		0				0		0

		1142		761		石川県		穴水町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		関　敦子 セキ アツコ		0768-52-3589		0768-52-3320		1		hoken@town.anamizu.lg.jp		0		1				1		0		4		5		25		25		1		0		1		6		1		8		28		28		1		0		1		6		1		8		28		28		1		0		3		1		3		5		34		34		1		0		3		1		3		5		34		34		29		10		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		1		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		パンフレット等利用して トウ リヨウ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時パンフレット等で アカ ホウモン ジ トウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		連絡会等を通して関係機関と検討している レンラクカイ トウ トオ カンケイ キカン ケントウ		0				0		0		1		就学前に連絡会を実施(保育所の訪問を通し、支援結果等含め小学校との） シュウガクマエ レンラクカイ ジッシ ホイク ショ ホウモン トオ シエン ケッカ トウ フク ショウガッコウ		0				1		0		0		0				1		**		0				0				0		0

		1143		1023		三重県		菰野町		子ども家庭課 コ カテイ カ				059-391-1124		059-394-3423		1		kodomo@town.komono.mie.jp		0		1				*		*		3		6		306		283		*		*		1		4		1		7		380		350		*		*		1		4		1		7		380		350		*		*		3		4		3		7		412		384		*		*		3		4		3		7		412		384		321		*		1		1		0		0				1		課内で月２回の検討会を実施。年４回、他機関を交えて検討会を実施。 カナイ ツキ カイ ケントウカイ ジッシ ネン カイ タ キカン マジ ケントウカイ ジッシ		0		0				1		0		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時にリーフレットを配布、母親学級で啓発 アカ ホウモンジ ハイフ ハハオヤ ガッキュウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		地域への情報提供は実施しているが、評価には至っていない。 チイキ ジョウホウ テイキョウ ジッシ ヒョウカ イタ		0				1		0		0		0				1		県主催等の研修会へ参加・内部でテーマを決めて研修会を実施している。 ケン シュサイ トウ ケンシュウカイ サンカ ナイブ キ ケンシュウカイ ジッシ		1		**		0				0		0

		1144		1296		広島県		府中町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		高下 タカシタ		082-286-3258		082-286-3262		1		kenkousuishinka@town.fuchu.hiroshima.jp		0		1				0		1		*		*		624		143		1		0		1		6		1		11		561		523		1		0		1		6		1		11		523		522		1		0		3		0						497		470		1		0		3		0						470		469		556		33		1		0		0		0				1		月に１度ケースカンファレンス ツキ ド		0		0				1		0		1		1		1		0		0				0		1		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		**		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		町の妊婦教室にてDVDを使用し啓発している。 マチ ニンプ キョウシツ シヨウ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		保健師・保育士のみを対象として、保健指導・保健相談の見直しやフォロー教室を兼ねた研修を行っている。 ホケンシ ホイク シ タイショウ ホケン シドウ ホケン ソウダン ミナオ キョウシツ カ ケンシュウ オコナ

		1145		539		埼玉県		越生町		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		石川　綾乃 イシカワ アヤノ		049-292-5505		049-292-5623		1		hokencenter@town.ogose.saitama.jp		0		1				*		*		4		7		62		61		*		*		1		6		1		9		74		73		*		*		1		6		1		9		74		73		*		*		3		4		3		8		70		68		*		*		3		4		3		8		70		68		55		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時に啓発 シンセイジ ホウモン ジ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10001		126		北海道		佐呂間町		保健福祉課保健推進係 ホケン フクシカ ホケン スイシン カカリ		渡辺亜希子 ワタナベ アキコ		01587-2-1212		01587-2-3368		*		*		*		*				1		0		3		4		27		27		1		0		1		6		1		8		39		39		1		0		1		6		1		8		39		39		1		0		3		0		3		4		45		45		1		0		3		0		3		4		45		45		31		2		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		・フッ素塗布の推進に向けてハガキ等の勧奨・乳児期のおやつ（ボーロやウエハース）が歯に及ぼす影響についてパンフレットによる啓発。・歯間ブラシの配布 ソ トフ スイシン ム トウ カンショウ ニュウジキ ハ オヨ エイキョウ ケイハツ ハ アイダ ハイフ		0		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				0				0		1		十分な指導機会は確保していないが、今年度より（平成27年度）乳児期～幼児期の発達過程表を保護者にも意識してもらえるような表を渡している。 ジュウブン シドウ キカイ カクホ コンネンド ヘイセイ ネンド ニュウジキ ヨウジキ ハッタツ カテイ ヒョウ ホゴシャ イシキ ヒョウ ワタ		0				0		1		３～４か月健診のアンケートで育てにくさについて聞いてはいるが、それも評価していない。 ゲツ ケンシン ソダ キ ヒョウカ		0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		道内で実施している母子等の研修には参加できるよう予算は取っている。 ドウナイ ジッシ ボシ トウ ケンシュウ サンカ ヨサン ト		0				0				0		0

		10002		362		福島県		北塩原村		住民課 ジュウミンカ		厚美隆行 アツミ タカユキ		0241-28-3733		0241-28-3733		1		hoken02@vill.kitashiobara.fukushima.jp		0		1				1		0		3		4		10		10		1		0		1		6		1		8		10		10		1		0		1		6		1		8		10		10		1		0		3		5		3		8		24		20		1		0		3		5		3		8		24		20		19		0		0		0		1		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				0		1		必要に応じてしているが、全対象者には実施していない ヒツヨウ オウ ゼン タイショウシャ ジッシ		0				1		0				0				0		1		全対象者に実施していないが必要に応実施。また、会場等にポスターを掲示 ゼン タイショウシャ ジッシ ヒツヨウ オウ ジッシ カイジョウトウ ケイジ		0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		10003		404		茨城県		龍ヶ崎市		健康増進課母子保健グループ ケンコウ ゾウシン カ ボシ ホケン		松本春生 マツモト ハルオ		0297-64-1039		0297-64-5027		1		kenko@city.ryugasaki.ibaraki.jp		0		1				1		0		3		6		527		518		1		0		1		6		1		11		542		535		1		0		1		6		1		11		544		535		1		0		3		5		3		11		592		554		1		0		3		5		3		11		592		553		557		155		1		1		0		0				0				0		1		必要に応じてｹｰｽ検討を行い、支援内容について確認し、今後の方向性を決定しています。 ヒツヨウ オウ ケントウ オコナ シエン ナイヨウ カクニン コンゴ ホウコウセイ ケッテイ		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		1		関係課に連絡している カンケイ カ レンラク		1		問診項目より、う蝕の原因となる生活習慣を把握し、改善できるようリーフレットを選定し配るなど モンシン コウモク ショク ゲンイン セイカツ シュウカン ハアク カイゼン センテイ クバ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		妊婦教室（DVD)、赤ちゃん訪問（リーフレット）、BCG集団予防接種（DVD)の際に啓発 ニンプ キョウシツ アカ ホウモン シュウダン ヨボウ セッシュ サイ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		教育支援調査委員会で情報を共有し、就学支援につなげている キョウイク シエン チョウサ イインカイ ジョウホウ キョウユウ シュウガク シエン		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		10004		463		栃木県		高根沢町		健康福祉課健康づくり係 ケンコウ フクシカ ケンコウ カカリ		鈴木麻衣 スズキ マイ		028-675-4559		028-675-6999		2		masuzuki@town.takanezawa.tochigi.jp		0		1				1		0		4		*		254		251		1		0		1		6		1		11		228		226		1		0		1		6		1		11		228		226		1		0		3		0		3		11		256		252		1		0		3		0		3		11		256		252		281		5		0		0		0		1		妊婦アンケート ニンプ		1				0		0				1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		結果をふまえ、次年度の事業の継続や新規事業検討の必要性の有無を判断する上で活用している ケッカ ジネンド ジギョウ ケイゾク シンキ ジギョウ ケントウ ヒツヨウセイ ウム ハンダン ウエ カツヨウ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1				0		0				0				0				0				0				1		0				1		対象への電話、訪問、面接等でその後の状況を確認。判定の適否等については随時ｽﾀｯﾌ間で共有し検討している タイショウ デンワ ホウモン メンセツ トウ ゴ ジョウキョウ カクニン ハンテイ テキヒ トウ ズイジ カン キョウユウ ケントウ		0		0				1				0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10005		1725		政令市 セイレイシ		千葉市		健康福祉局健康部健康支援課母子保健班 ケンコウ フクシキョク ケンコウ ブ ケンコウ シエン カ ボシ ホケン ハン		金田美恵 カナダ ミエ		043-238-9925		043-238-9946		1		shien.boshi@city.chiba.lg.jp		0		1				1		1		2		11		15452		13099		1		1		1		7		1		11		8104		7725（集団） シュウダン		1		0		1		7		1		11		8104		7724		1		1		3		5		3		11		8307		7778(集団） シュウダン		1		0		3		5		3		11		8305		7743		8025		1351		1		0		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		0		1		虐待の疑いも含め健診事後カンファレンスで支援方針を検討することになっている。虐待に特化したマニュアルや取り決めは無い ギャクタイ ウタガ フク ケンシン ジゴ シエン ホウシン ケントウ ギャクタイ トッカ ト キ ナ		1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1				0		0				0				1		0				1		・予防啓発用ＤＶＤを産院に配布。・母親＆父親学級時に周知（予防啓発用ＤＶＤ視聴）・母子健康手帳別冊や乳児家庭全戸訪問時に配布する冊子に記載 ヨボウ ケイハツヨウ サンイン ハイフ ハハオヤ チチオヤ ガッキュウ ジ シュウチ ヨボウ ケイハツ ヨウ シチョウ ボシ ケンコウ テチョウ ベッサツ ニュウジ カテイ ゼンコ ホウモン ジ ハイフ サッシ キサイ		0		0				0				0				0				0				0		1		医師、歯科医師の判定、検尿、精検表の診断結果など、結果の確認・集計はしているが、評価未実施 イシ シカ イシ ハンテイ ケンニョウ セイ ケン ヒョウ シンダン ケッカ ケッカ カクニン シュウケイ ヒョウカ ミジッシ		0				1		0				0				0		0		1		評価するため、評価指標等を検討予定 ヒョウカ ヒョウカ シヒョウ トウ ケントウ ヨテイ		0				1		0		0		0				1		問診項目を変更したとき等、必要に応じて実施。保護者への問診方法（ロールプレイ）二次質問について等 モンシン コウモク ヘンコウ トウ ヒツヨウ オウ ジッシ ホゴシャ モンシン ホウホウ ニジ シツモン ナド		1		１に同じ オナ		1		医師、歯科医師会に研修を委託している イシ シカ イシ カイ ケンシュウ イタク		0		0

		10006		667		東京都		神津島村		保健医療課 ホケン イリョウ カ		北原 キタハラ		04992-8-0010		04992-8-7256		2		kenkou@vill.kouzushima.tokyo.jp		0		1				1		1		3		4		14		14		1		0		1		6		1		7		20		19		1		0		1		6		1		7		20		19		1		0		3		0		3		1		14		14		1		0		3		0		3		1		14		14		20		0		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		0		0		0				1		子育て相談（個別）にて助言 コソダ ソウダン コベツ ジョゲン		0		0				0				1		0				1		新生児訪問時にパンフレットにて説明 シンセイジ ホウモン ジ セツメイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1				0		0		0				1				0		0		0		0				0				0				0				1		0

		10007		679		神奈川県		三浦市		保健福祉部子ども課 ホケン フクシ ブ コ カ		江原桂子 エバラ ケイコ		046-882-1111(内線３３８） ナイセン		046-881-0148		1		hoken0701@city.miura.kanagawa.jp		0		1				1		0		3		99		224		221		1		0		1		7		2		0		227		218		*		*		1		7		2		0		227		218		1		0		3		6		4		0		272		257		1		0		3		6		4		0		272		257		226		11		0		0		0		1				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				*		1		0		0		0				1				0		0				0				1		0				1		母親、父親教室でＤＶＤによる啓発 ハハオヤ チチオヤ キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10008		929		静岡県		島田市		健康づくり課 ケンコウ カ		太田たまき オオタ		0547-34-3281		0547-34-3289		1		kenkou@city.shimada.lg.jp		0		1				*		*		4		5		770		761		*		*		1		6		1		11		786		774		*		*		1		6		1		11		786		774		*		*		3		0		3		11		848		848		*		*		3		0		3		11		848		848		765		30		1		0		0		0				1		月1回開催している乳幼児部会で評価している。（評価する頻度については、ｹｰｽの内容によって異なる） ツキ カイ カイサイ ニュウヨウジ ブカイ ヒョウカ ヒョウカ ヒンド ナイヨウ コト		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				0		1		健診時に必要に応じて指導している ケンシン ジ ヒツヨウ オウ シドウ		0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		業務の1つとして位置づけられていないので、健診担当者が必要とした時に機会を設ける形となっている ギョウム イチ ケンシン タントウシャ ヒツヨウ トキ キカイ モウ カタチ		0				0		1		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要性が出た時に確保する ヒツヨウセイ デ トキ カクホ

		10009		1008		三重県		四日市市		こども未来部こども保健福祉課 ミライ ブ ホケン フクシカ		瀬古徳子 セコ トクコ		059-354-8187		059-354-8061		1		kodomohokenfukushi@city.yokkaichi.mie.jp		0		1				0		1		3		5		2590		2502		1		0		1		6		1		11		2728		2640		1		0		1		6		1		11		2728		2640		1		0		3		0		3		11		2757		2588		1		0		3		0		3		11		2757		2584		2966		179		0		1		0		0				0				0		1		母子保健システムを利用し、個々の状態に応じた頻度で、出産まで定期的に妊婦の状況を確認している ボシ ホケン リヨウ ココ ジョウタイ オウ ヒンド シュッサン テイキテキ ニンプ ジョウキョウ カクニン		0		1		1		0		1		0		0				0		0		0		1		乳児健診（4か月・10か月）は個別方式。1歳6か月健診、3歳児健診は、集団方式で実施しており問診を実施している。 ニュウジ ケンシン ゲツ ゲツ コベツ ホウシキ サイ ゲツ ケンシン サイジ ケンシン シュウダン ホウシキ ジッシ モンシン ジッシ		1		0		0				1		0		1		0		1		0				0				1		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				0				1		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に指導（全数ではない） アカ ホウモン ジ シドウ ゼンスウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		健診票に市町への支援が必要な場合に指示事項を記載していただく ケンシン ヒョウ シ マチ シエン ヒツヨウ バアイ シジ ジコウ キサイ		0		0		0		0				0				0				0				0		1		新規採用時や異動職員への説明、見学指導は実施 シンキ サイヨウ ジ イドウ ショクイン セツメイ ケンガク シドウ ジッシ

		10010		1049		滋賀県		竜王町		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		村田真実 ムラタ マミ		0748-58-1006		0748-58-1007		1		kenko@town.ryuoh.shiga.jp		0		1				1		0		4		4		86		86		1		0		1		6		1		6		113		112		1		0		1		6		1		6		113		113		1		0		3		6		3		6		111		109		1		0		3		6		3		6		111		111		94		2		1		0		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		1		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		次年度の健診までにﾌｫﾛｰを行い次健診で経過確認。個別指導を実施。 ジネンド ケンシン オコナ ツギ ケンシン ケイカ カクニン コベツ シドウ ジッシ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		乳健で今後の成長（発達）について保健師が個別に話している ニュウ ケン コンゴ セイチョウ ハッタツ ホケンシ コベツ ハナ		0		0				1		健診後カンファ、発相等 ケンシン ゴ ハツ ソウ トウ		0		0				1		母子手帳交付時、赤ちゃんサロン等でパンフレット配布及び指導 ボシ テチョウ コウフ ジ アカ トウ ハイフ オヨ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				1		健診後カンファ ケンシン ゴ		0		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				0				0				0				0		1		定期的には実施していないがＨ２６は1回実施 テイキテキ ジッシ カイ ジッシ

		10011		1056		京都府		綾部市		福祉保健部保健推進課 フクシ ホケン ブ ホケン スイシン カ		石角智恵子 イシ カド チエコ		0773-42-0111		0773-42-5488		1		hokensuisin@city.ayabe.lg.jp		0		1				*		*		3		4		203		195		*		*		1		6		1		7		233		221		*		*		1		6		1		7		233		222		*		*		3		5		3		6		236		229		*		*		3		5		3		6		236		229		256		2		0		0		1		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		1				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10012		1135		兵庫県		丹波市		健康部健康課 ケンコウ ブ ケンコウ カ		山下美智子 ヤマシタ ミチコ		0795-82-4567		0795-82-5402		1		kenkou@city.tamba.hyogo.jp		0		1				1		0		3		5		505		504		1		0		1		6		1		11		493		490		1		0		1		6		1		11		493		490		1		0		3		5		3		11		573		558		1		0		3		5		3		11		573		558		464		6		1		1		0		0				0				1		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		ＨＰ，民生委員にＤＶＤ視聴 ミンセイ イイン シチョウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				1		歯科指導者研修会、保健師研修会 シカ シドウシャ ケンシュウカイ ホケンシ ケンシュウカイ		0				0		0

		10013		1154		奈良県		大和高田市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		綾井、半田 アヤ イ ハンダ		0745-23-6661		0745-23-6660		1		sukoyaka@city.yamatotakada.nara.jp		0		1				1		0		4		8		391		372		1		0		1		6		1		11		429		406		1		0		1		6		1		11		429		406		*		*		3		6		3		11		452		430		*		*		3		6		3		11		452		429		475		68		1		1		0		0				1		特定妊婦については年3回要対協とケース進行会議をしている トクテイ ニンプ ネン カイ ヨウ タイ キョウ シンコウ カイギ		0		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		1		0				1		年1回歯科ワーキング会議にて評価している ネン カイ シカ カイギ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健診時にリーフレットを配布している ケンシン ジ ハイフ		0		0				0				1		0				1		ウエルカムベビー教室にて、赤ちゃん人形を用い啓発している キョウシツ アカ ニンギョウ モチ ケイハツ		0		0				0				0				1		医師の判定 イシ ハンテイ		0				0		0				1		年1回の母子保健会議にて、健診後の状況や判定の適否を検討している。 ネン カイ ボシ ホケン カイギ ケンシン ゴ ジョウキョウ ハンテイ テキヒ ケントウ		0		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1				0				0				0		0

		10014		1268		岡山県		赤磐市		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		牧野直美 マキノ ナオミ		086-955-1117		086-955-1918		1		kenko@city.akaiwa.lg.jp		1		1				1		1		3		5		325		319		1		0		1		6		1		11		357		335		1		0		1		6		1		11		357		335		1		0		3		0		3		11		370		341		1		0		*		*		3		11		370		341		315		9		1		0		0		0				1		特定妊婦として要ほぼ自動地域対策協議会に報告したケースについては、必要に応じ定期的に開催している会議の中で、支援経過を報告し、支援の方向性を含めて関係者で共有している。 トクテイ ニンプ ヨウ ジドウ チイキ タイサク キョウギカイ ホウコク ヒツヨウ オウ テイキテキ カイサイ カイギ ナカ シエン ケイカ ホウコク シエン ホウコウセイ フク カンケイシャ キョウユウ		0		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		健やか親子２１（第2次）の重点項目を問診に取り入れている スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン コウモク モンシン ト イ		0		0				1		健やか親子２１（第2次）の重点項目を問診に取り入れている スコ オヤコ ダイ ジ ジュウテン コウモク モンシン ト イ		0		0				1		乳児健診時の問診項目に取り入れ、必要に応じた指導場面で個別に伝えている。母親学級の中にプログラムとして取り入れている。 ニュウジ ケンシン ジ モンシン コウモク ト イ ヒツヨウ オウ シドウ バメン コベツ ツタ ハハオヤ ガッキュウ ナカ ト イ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				1		発達支援の研修会、健診時の発達チェックのポイントやその後の支援について等 ハッタツ シエン ケンシュウカイ ケンシン ジ ハッタツ ゴ シエン トウ		0				0				0		0

		10015		1383		高知県		安芸市		市民課健康ふれあい係 シミンカ ケンコウ カカリ		足達恵美 アダチ エミ		0887-32-0300		0887-32-0301		1		fureai@city.aki.kochi.jp		0		1				1		0		3		4		103		98		1		0		1		8		1		9		113		106		1		0		1		8		1		9		113		106		1		0		3		4		3		5		113		106		1		0		3		4		3		5		113		106		91		2		1		0		0		0				0				1		0				1		0		1		1		1		0		1		申し送り票を作成し、ｽﾀｯﾌ間で共有。特に関わりが必要な親子は保健師が問診を取る モウ オク ヒョウ サクセイ カン キョウユウ トク カカ ヒツヨウ オヤコ ホケンシ モンシン ト		1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		母子保健計画へ反映させている ボシ ホケン ケイカク ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0				1		すくすく広場等の子育て広場や個別指導など ヒロバ トウ コソダ ヒロバ コベツ シドウ		0		0				1		半期に1回、1歳6か月児健診後に対象児一覧を作成し、教室への参加を検討。教室参加の前後の評価を行っている ハンキ カイ サイ ゲツ ジ ケンシン ゴ タイショウ ジ イチラン サクセイ キョウシツ サンカ ケントウ キョウシツ サンカ ゼンゴ ヒョウカ オコナ		0		0				1		新生児訪問、個別対応等 シンセイジ ホウモン コベツ タイオウ トウ		0		0				0				0				0				0				0		1		ギルバーク研究への協力により発達障害についてデータ収集中 ケンキュウ キョウリョク ハッタツ ショウガイ シュウシュウチュウ		1		乳健後のカンファレンス ニュウ ケン ゴ		0		0				1		就学前教育相談につなげ、その結果を基に関係機関と連携して評価している シュウガクマエ キョウイク ソウダン ケッカ モト カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ		0		0		0				1		乳児一般健診結果票を用いての仕組みがある ニュウジ イッパン ケンシン ケッカ ヒョウ モチ シク		0		0		0		0				1		ギルバーグセンター主催の研修への参加 シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		10016		1679		沖縄県		竹富町		健康づくり課 ケンコウ カ		新　順治 アタラシ ジュンジ		0980-82-6191		0980-82-4333		1		kenkoudukuri@town.taketomi.okinawa.jp		0		1				1		0		3		7		35		35		1		0		1		5		2		0		48		38		1		0		1		5		2		0		48		38		1		0		3		5		4		0		55		48		1		0		3		5		4		0		55		48		3		3		1		0		0		0				0				1		0				1		0		0		0		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		0		0		1		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				0		1		取り決めは無いが保健師の力量で実施 ト キ ナ ホケンシ リキリョウ ジッシ		0				1		0				1		母子手帳交付時にパンフ配布 ボシ テチョウ コウフ ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				0		1				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		健診委託先が主催する研修への参加 ケンシン イタクサキ シュサイ ケンシュウ サンカ		0				0				0		0

		10017		86		北海道		当麻町		健康福祉課健康推進係 ケンコウ フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		石橋 イシバシ		0166-84-2111		0166-84-4883		2		ishibashi-s@town.tohma.hokkaido.jp		0		1				*		*		3		4		29		29		*		*		1		6		1		8		30		29		*		*		1		6		1		8		29		28		*		*		3		0		3		5		46		46		*		*		3		0		3		5		46		45		36		0		0		0		1		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				0		1		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		むし歯有病者率、1人平均むし歯本数処置歯率を経年的にみている。卒乳時期や甘味の与え方、仕上げ磨き状況等の生活習慣との関連性も踏まえ評価している。 バ ユウビョウシャ リツ ヒト ヘイキン バ ホンスウ ショチ シ リツ ケイネンテキ ソツ ニュウ ジキ カンミ アタ カタ シア ミガ ジョウキョウ トウ セイカツ シュウカン カンレンセイ フ ヒョウカ		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		4,7,9か月健診で1歳頃に到達する発達過程を問診・集団指導の中で説明指導している。 ゲツ ケンシン サイ コロ トウタツ ハッタツ カテイ モンシン シュウダン シドウ ナカ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		母子手帳交付時、新生児訪問、乳児育児教室で説明指導やポスター掲示。 ボシ テチョウ コウフ ジ シンセイジ ホウモン ニュウジ イクジ キョウシツ セツメイ シドウ ケイジ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者については基幹相談支援ｾﾝﾀｰが中心となり関係機関と連携した評価を行っている。 フクシ リヨウシャ キカン ソウダン シエン チュウシン カンケイ キカン レンケイ ヒョウカ オコナ		0				0		0		1		0				0				0				0				1		0

		10018		724		新潟県		阿賀町		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		遠藤めぐみ エンドウ		0254-92-5763		0254-92-3001		1		kenkou@town.aga.niigata.jp		1		1				1		0		3		5		44		44		1		0		1		6		1		11		43		43		1		0		1		6		1		11		43		43		1		0		3		0		3		11		54		52		1		0		3		0		3		11		54		52		40		1		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		0		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		*		0		0		0				*				*		*		*		*				0				0				0				1		0

		10019		426		茨城県		行方市		保健福祉部健康増進課（北浦保健ｾﾝﾀｰ） ホケン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ キタ ウラ ホケン		一条千登世 イチジョウ セン ノボ ヨ		0291-34-6200		0291-34-6003		1		name-kenzo@city.namegata.lg.jp		0		1				0		1		3		6		221		177		1		0		1		6		1		7		208		204		1		0		1		6		1		7		208		204		1		0		3		3		3		4		218		205		1		0		3		3		3		4		218		205		180		8		0		1		0		0				0				1		0				0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		新生児訪問時にﾁﾗｼを配布。 シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		0		1		心理相談員が入学前までに評価し教育委員会へ情報提供、各園や小学校にも情報提供をし相談にも応じている。 シンリ ソウダンイン ニュウガクマエ ヒョウカ キョウイク イインカイ ジョウホウ テイキョウ カクエン ショウガッコウ ジョウホウ テイキョウ ソウダン オウ		0				1		0		0		0				0				0				0				1		0

		10020		611		東京都		千代田区		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		田村 タムラ		03-5211-8172		03-5211-8192		1		kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp		0		1				1		0		3		5		608		568		1		0		1		6		1		11		537		474		1		0		1		6		1		11		537		473		1		0		3		0		3		11		449		409		1		0		3		0		3		11		449		411		651		8		0		1		0		0				0				1		0				1		1		0		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				1		1		1		1		1		0				1		保健指導の受診回数やＦ利用率等をう蝕有病率の関係を評価し、事業の周知・指導内容に反映している。 ホケン シドウ ジュシン カイスウ リヨウ リツ トウ ショク ユウビョウリツ カンケイ ヒョウカ ジギョウ シュウチ シドウ ナイヨウ ハンエイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		食生活を含む生活習慣。 ショクセイカツ フク セイカツ シュウカン		0		0		1		0		0				1		3～4か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児健診にて発達を確認して必要に応じて説明指導につなげる。 ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイジ ケンシン ハッタツ カクニン ヒツヨウ オウ セツメイ シドウ		0		0				0				1		0				1		新生児訪問や3～4か月児健診などで必要に応じて個人への啓発を行っている。 シンセイジ ホウモン ゲツ ジ ケンシン ヒツヨウ オウ コジン ケイハツ オコナ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				0		1		健診後の内容の入力などを通して状況は把握しているがﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの妥当性の把握にまでは至っていない。 ケンシン ゴ ナイヨウ ニュウリョク トオ ジョウキョウ ハアク ダトウセイ ハアク イタ		1		5歳児健診を通して必要に応じて地域の保育園や幼稚園への連携を行っている。 サイジ ケンシン トオ ヒツヨウ オウ チイキ ホイクエン ヨウチエン レンケイ オコナ		0		0		0				0				1		0		0		0				0				0				0				0		1		必要に応じて都への研修への参加を促している。 ヒツヨウ オウ ト ケンシュウ サンカ ウナガ

		10021		1045		滋賀県		高島市		健康福祉部健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		青谷光恵 アオタニ ミツエ		0740-25-8110		0740-25-5678		1		kenko@city.takashima.shiga.jp		0		1				1		0		4		99		323		316		1		0		1		6		99		99		352		349		1		0		1		6		99		99		352		349		1		0		3		6		99		99		391		369		1		0		3		6		99		99		391		368		284		18		1		0		0		0				1		ﾊｲﾘｽｸ妊婦の支援について関係者で協議を行い、6か月後に進捗状況を確認する場がある。 ニンプ シエン カンケイシャ キョウギ オコナ ゲツ ゴ シンチョク ジョウキョウ カクニン バ		0		0				1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		0		1		0		1		1		今後の支援を検討するため関係者会議で情報共有。 コンゴ シエン ケントウ カンケイシャ カイギ ジョウホウ キョウユウ		0				1		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				0				1		0				0				1		0				1		母子手帳発行時、新生児訪問時にﾁﾗｼ配布。 ボシ テチョウ ハッコウ ジ シンセイジ ホウモン ジ ハイフ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		研修会へ参加（新任期は必須）、自主学習。 ケンシュウカイ サンカ シンニンキ ヒッス ジシュ ガクシュウ

		10022		811		長野県		諏訪市		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		蟹江千絵 カニエ チエ		0266-52-4141		*		*		*		*		*				1		0		4		99		461		451		1		0		1		7		99		99		452		443		1		0		1		7		99		99		452		443		1		0		3		1		99		99		433		420		1		0		3		1		99		99		433		420		496		202		1		0		0		0				0				0		1		担当者が把握している。 タントウシャ ハアク		1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				1		0		0				0		1		1		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0				1		10か月で1歳半、1歳半で2歳、2歳で3歳のﾘｰﾌﾚｯﾄを渡している。 ゲツ サイハン サイハン サイ サイ サイ ワタ		0		0				0				1		0				1		ﾏﾀﾆﾃｨ教室で啓発のビデオ。 キョウシツ ケイハツ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		医師・保健師を対象として行ったことがある。 イシ ホケンシ タイショウ オコナ

		10023		1289		広島県		三次市		福祉保健部健康推進課 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシン カ		冨野井雅恵 フ ノ イ マサエ		0824-62-6257		0824-62-6382		1		kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp		0		1				*		*		4		5		394		366		*		*		1		6		1		7		421		382		*		*		1		6		1		7		421		372		*		*		3		6		3		11		440		354		*		*		3		6		3		11		440		354		436		65		1		0		0		0				1		養育支援会議におうて評価。 ヨウイク シエン カイギ ヒョウカ		0		0				1		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				1		集計分析し指導のあり方を検証、修正している。 シュウケイ ブンセキ シドウ カタ ケンショウ シュウセイ		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		1		0		0		0				1		発達支援を行う教室を実施している。 ハッタツ シエン オコナ キョウシツ ジッシ		0		0				0				1		0				1		赤ちゃん訪問時に指導している。 アカ ホウモン ジ シドウ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				*				*		*		*		*				1		発達の見方等研修会を実施。 ハッタツ ミカタ トウ ケンシュウカイ ジッシ		1		発達の見方等研修会を実施。 ハッタツ ミカタ ナド ケンシュウカイ ジッシ		0				0		0

		10024		1513		熊本県		人吉市		人吉市保健ｾﾝﾀｰ ヒト ヨシ シ ホケン		大柿伸子 オオ カキ ノブコ		0966-24-8420		0966-24-8546		1		hokencenter@city.hitoyoshi.lg.jp		0		1				0		1		3		4		288		287		1		0		1		7		1		8		273		266		1		0		1		7		1		8		273		266		*		*		3		6		3		7		302		295		*		*		3		6		3		7		302		295		*		*		0		0		1		0				0				1		0				0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0				1		*		0		0				0				1		0				0				1		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				0				0		1		0				1		*		0		0		0		0				0				0				0				0		1		専門職の学習の場として研修会等があれば常勤・準常勤関係なく行って学んでいる。 センモン ショク ガクシュウ バ ケンシュウカイトウ ジョウキン ジュン ジョウキン カンケイ イ マナ

		10025		458		栃木県		市貝町		健康福祉課健康づくり課 ケンコウ フクシカ ケンコウ カ		川上 カワカミ		0285-68-1133		0285-68-1167		1		fukusi@town.ichikai.lg.jp		0		1		1		*		*		3		4		70		70		*		*		1		5		1		7		85		85		*		*		1		5		1		7		85		85		*		*		3		0		3		2		95		95		*		*		3		0		3		2		95		95		83		*		1		1		0		0				0				1		0				1		0		0		1		1		0		0				1		0		0		0				0		1		0				0		0		0		0		0		0				0				1		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0				0				1		0				0				1		0				1		乳児訪問時パンフレット配布し説明、4か月健診でＤＶＤ上映 ニュウジ ホウモン ジ ハイフ セツメイ ゲツ ケンシン ジョウエイ		0		0				0				0				0				0				1		0				0				1		0				1		就学に向け教育支援委員会等で検討 シュウガク ム キョウイク シエン イインカイ トウ ケントウ		0		0		0				0				0		0		1		0				0				0				0				0		1		県や管内で実施する母子保健関係研修に参加 ケン カンナイ ジッシ ボシ ホケン カンケイ ケンシュウ サンカ

				3		北海道		釧路市

				4		北海道		帯広市

				6		北海道		夕張市

				9		北海道		留萌市

				15		北海道		赤平市

				16		北海道		紋別市

				17		北海道		士別市

				18		北海道		名寄市

				19		北海道		三笠市

				26		北海道		富良野市

				27		北海道		登別市

				32		北海道		北斗市

				36		北海道		福島町

				37		北海道		知内町

				38		北海道		木古内町

				46		北海道		厚沢部町

				48		北海道		奥尻町

				51		北海道		島牧村

				58		北海道		喜茂別町

				60		北海道		倶知安町

				61		北海道		共和町

				64		北海道		神恵内村

				74		北海道		長沼町

				76		北海道		月形町

				77		北海道		浦臼町

				81		北海道		雨竜町

				83		北海道		沼田町

				87		北海道		比布町

				93		北海道		中富良野町

				101		北海道		中川町

				114		北海道		豊富町

				121		北海道		斜里町

				122		北海道		清里町

				130		北海道		興部町

				137		北海道		厚真町

				144		北海道		浦河町

				150		北海道		上士幌町

				151		北海道		鹿追町

				154		北海道		芽室町

				164		北海道		陸別町

				166		北海道		釧路町

				170		北海道		弟子屈町

				176		北海道		羅臼町

				184		青森県		つがる市

				186		青森県		平内町

				187		青森県		今別町

				188		青森県		蓬田村

				192		青森県		西目屋村

				195		青森県		田舎館村

				196		青森県		板柳町

				197		青森県		鶴田町

				201		青森県		六戸町

				204		青森県		六ヶ所村

				205		青森県		おいらせ町

				208		青森県		風間浦村

				209		青森県		佐井村

				211		青森県		五戸町

				215		青森県		新郷村

				216		岩手県		宮古市

				230		岩手県		岩手町

				234		岩手県		西和賀町

				236		岩手県		平泉町

				239		岩手県		山田町

				244		岩手県		野田村

				255		宮城県		岩沼市

				261		宮城県		七ヶ宿町

				264		宮城県		柴田町

				268		宮城県		山元町

				269		宮城県		松島町

				270		宮城県		七ヶ浜町

				272		宮城県		大和町

				277		宮城県		加美町

				279		宮城県		美里町

				281		宮城県		南三陸町

				290		秋田県		大仙市

				291		秋田県		北秋田市

				292		秋田県		にかほ市

				293		秋田県		仙北市

				294		秋田県		小坂町

				295		秋田県		上小阿仁村

				296		秋田県		藤里町

				300		秋田県		八郎潟町

				302		秋田県		大潟村

				305		秋田県		東成瀬村

				307		山形県		米沢市

				308		山形県		鶴岡市

				309		山形県		酒田市

				310		山形県		新庄市

				319		山形県		山辺町

				322		山形県		西川町

				323		山形県		朝日町

				324		山形県		大江町

				326		山形県		金山町

				327		山形県		最上町

				330		山形県		大蔵村

				331		山形県		鮭川村

				332		山形県		戸沢村

				336		山形県		白鷹町

				337		山形県		飯豊町

				347		福島県		二本松市

				352		福島県		桑折町

				353		福島県		国見町

				356		福島県		鏡石町

				358		福島県		下郷町

				361		福島県		南会津町

				369		福島県		三島町

				371		福島県		昭和村

				373		福島県		西郷村

				374		福島県		泉崎村

				379		福島県		塙町

				382		福島県		玉川村

				383		福島県		平田村

				384		福島県		浅川町

				387		福島県		小野町

				389		福島県		楢葉町

				390		福島県		富岡町

				391		福島県		川内村

				393		福島県		双葉町

				394		福島県		浪江町

				396		福島県		新地町

				407		茨城県		常陸太田市

				411		茨城県		取手市

				415		茨城県		鹿嶋市

				417		茨城県		守谷市

				421		茨城県		坂東市

				424		茨城県		桜川市

				425		茨城県		神栖市

				429		茨城県		小美玉市

				431		茨城県		大洗町

				432		茨城県		城里町

				433		茨城県		東海村

				436		茨城県		阿見町

				438		茨城県		八千代町

				439		茨城県		五霞町

				445		栃木県		鹿沼市

				447		栃木県		小山市

				450		栃木県		矢板市

				451		栃木県		那須塩原市

				456		栃木県		益子町

				457		栃木県		茂木町

				464		栃木県		那須町

				466		群馬県		桐生市

				468		群馬県		太田市

				473		群馬県		富岡市

				476		群馬県		榛東村

				477		群馬県		吉岡町

				478		群馬県		上野村

				487		群馬県		高山村

				489		群馬県		片品村

				492		群馬県		みなかみ町

				493		群馬県		玉村町

				494		群馬県		板倉町

				499		埼玉県		熊谷市

				501		埼玉県		行田市

				504		埼玉県		飯能市

				507		埼玉県		東松山市

				511		埼玉県		鴻巣市

				512		埼玉県		深谷市

				514		埼玉県		草加市

				516		埼玉県		蕨市

				518		埼玉県		入間市

				521		埼玉県		和光市

				523		埼玉県		桶川市

				527		埼玉県		富士見市

				529		埼玉県		蓮田市

				532		埼玉県		鶴ヶ島市

				534		埼玉県		吉川市

				536		埼玉県		伊奈町

				537		埼玉県		三芳町

				539		埼玉県		越生町

				543		埼玉県		川島町

				545		埼玉県		鳩山町

				547		埼玉県		横瀬町

				548		埼玉県		皆野町

				552		埼玉県		美里町

				554		埼玉県		上里町

				556		埼玉県		宮代町

				558		埼玉県		杉戸町

				566		千葉県		茂原市

				568		千葉県		佐倉市

				595		千葉県		神崎町

				598		千葉県		大網白里市 シ

				602		千葉県		一宮町

				607		千葉県		長南町

				609		千葉県		御宿町

				613		東京都		港区

				617		東京都		墨田区

				618		東京都		江東区

				619		東京都		品川区

				625		東京都		杉並区

				626		東京都		豊島区

				633		東京都		江戸川区

				636		東京都		武蔵野市

				637		東京都		三鷹市

				646		東京都		東村山市

				650		東京都		狛江市

				651		東京都		東大和市

				652		東京都		清瀬市

				654		東京都		武蔵村山市

				662		東京都		檜原村

				663		東京都		奥多摩町

				665		東京都		利島村

				668		東京都		三宅村

				671		東京都		青ヶ島村

				680		神奈川県		秦野市

				681		神奈川県		厚木市

				688		神奈川県		葉山町

				690		神奈川県		大磯町

				691		神奈川県		二宮町

				692		神奈川県		中井町

				696		神奈川県		開成町

				702		新潟県		長岡市

				704		新潟県		柏崎市

				708		新潟県		十日町市

				711		新潟県		燕市

				715		新潟県		上越市

				717		新潟県		佐渡市

				722		新潟県		弥彦村

				726		新潟県		湯沢町

				727		新潟県		津南町

				728		新潟県		刈羽村

				729		新潟県		関川村

				733		富山県		氷見市

				734		富山県		滑川市

				738		富山県		南砺市

				741		富山県		上市町

				754		石川県		川北町

				757		石川県		内灘町

				758		石川県		志賀町

				761		石川県		穴水町

				762		石川県		能登町

				764		福井県		敦賀市

				783		山梨県		山梨市

				789		山梨県		笛吹市

				790		山梨県		上野原市

				794		山梨県		早川町

				798		山梨県		昭和町

				799		山梨県		道志村

				802		山梨県		山中湖村

				803		山梨県		鳴沢村

				804		山梨県		富士河口湖町

				806		山梨県		丹波山村

				808		長野県		上田市

				816		長野県		中野市

				823		長野県		東御市

				825		長野県		小海町

				826		長野県		川上村

				827		長野県		南牧村

				829		長野県		北相木村

				834		長野県		青木村

				836		長野県		下諏訪町

				838		長野県		原村

				842		長野県		南箕輪村

				843		長野県		中川村

				848		長野県		阿智村

				849		長野県		平谷村

				851		長野県		下條村

				855		長野県		喬木村

				857		長野県		大鹿村

				860		長野県		木祖村

				863		長野県		木曽町

				864		長野県		麻績村

				865		長野県		生坂村

				868		長野県		筑北村

				870		長野県		松川村

				872		長野県		小谷村

				873		長野県		坂城町

				879		長野県		信濃町

				880		長野県		小川村

				881		長野県		飯綱町

				882		長野県		栄村

				890		岐阜県		羽島市

				892		岐阜県		美濃加茂市

				901		岐阜県		下呂市

				902		岐阜県		海津市

				903		岐阜県		岐南町

				907		岐阜県		関ヶ原町

				915		岐阜県		坂祝町

				932		静岡県		焼津市

				940		静岡県		伊豆市

				942		静岡県		菊川市

				948		静岡県		松崎町

				950		静岡県		函南町

				953		静岡県		小山町

				954		静岡県		吉田町

				955		静岡県		川根本町

				956		静岡県		森町

				960		愛知県		春日井市

				961		愛知県		豊川市

				963		愛知県		碧南市

				976		愛知県		知多市

				987		愛知県		弥富市

				994		愛知県		扶桑町

				999		愛知県		東浦町

				1006		愛知県		豊根村

				1009		三重県		伊勢市

				1014		三重県		尾鷲市

				1015		三重県		亀山市

				1018		三重県		いなべ市

				1019		三重県		志摩市

				1020		三重県		伊賀市

				1023		三重県		菰野町

				1025		三重県		川越町

				1027		三重県		明和町

				1028		三重県		大台町

				1030		三重県		度会町

				1031		三重県		大紀町

				1032		三重県		南伊勢町

				1033		三重県		紀北町

				1037		滋賀県		長浜市

				1039		滋賀県		草津市

				1041		滋賀県		栗東市

				1043		滋賀県		野洲市

				1044		滋賀県		湖南市

				1046		滋賀県		東近江市

				1047		滋賀県		米原市

				1051		滋賀県		豊郷町

				1052		滋賀県		甲良町

				1053		滋賀県		多賀町

				1061		京都府		向日市

				1065		京都府		京丹後市

				1069		京都府		久御山町

				1072		京都府		笠置町

				1075		京都府		南山城村

				1087		大阪府		八尾市

				1092		大阪府		松原市

				1096		大阪府		柏原市

				1097		大阪府		羽曳野市

				1099		大阪府		摂津市

				1100		大阪府		高石市

				1102		大阪府		泉南市

				1108		大阪府		豊能町

				1109		大阪府		能勢町

				1110		大阪府		忠岡町

				1112		大阪府		田尻町

				1115		大阪府		河南町

				1119		兵庫県		芦屋市

				1121		兵庫県		相生市

				1123		兵庫県		加古川市

				1124		兵庫県		赤穂市

				1128		兵庫県		高砂市

				1131		兵庫県		三田市

				1133		兵庫県		篠山市

				1134		兵庫県		養父市

				1139		兵庫県		宍粟市

				1140		兵庫県		加東市

				1141		兵庫県		たつの市

				1142		兵庫県		猪名川町

				1143		兵庫県		多可町

				1144		兵庫県		稲美町

				1145		兵庫県		播磨町

				1146		兵庫県		市川町

				1147		兵庫県		福崎町

				1165		奈良県		山添村

				1169		奈良県		安堵町

				1172		奈良県		田原本町

				1178		奈良県		王寺町

				1180		奈良県		河合町

				1181		奈良県		吉野町

				1184		奈良県		黒滝村

				1185		奈良県		天川村

				1187		奈良県		十津川村

				1188		奈良県		下北山村

				1189		奈良県		上北山村

				1190		奈良県		川上村

				1191		奈良県		東吉野村

				1193		和歌山県		橋本市

				1198		和歌山県		紀の川市

				1202		和歌山県		九度山町

				1203		和歌山県		高野町

				1204		和歌山県		湯浅町

				1205		和歌山県		広川町

				1207		和歌山県		美浜町

				1208		和歌山県		日高町

				1210		和歌山県		印南町

				1211		和歌山県		みなべ町

				1212		和歌山県		日高川町

				1213		和歌山県		白浜町

				1215		和歌山県		すさみ町

				1219		和歌山県		北山村

				1221		鳥取県		鳥取市

				1223		鳥取県		倉吉市

				1224		鳥取県		境港市

				1226		鳥取県		若桜町

				1229		鳥取県		三朝町

				1230		鳥取県		湯梨浜町

				1231		鳥取県		琴浦町

				1233		鳥取県		日吉津村

				1234		鳥取県		大山町

				1235		鳥取県		南部町

				1242		島根県		出雲市

				1247		島根県		雲南市

				1248		島根県		奥出雲町

				1249		島根県		飯南町

				1250		島根県		川本町

				1251		島根県		美郷町

				1253		島根県		津和野町

				1254		島根県		吉賀町

				1256		島根県		西ノ島町

				1258		島根県		隠岐の島町

				1259		岡山県		津山市

				1266		岡山県		備前市

				1267		岡山県		瀬戸内市

				1273		岡山県		早島町

				1274		岡山県		里庄町

				1275		岡山県		矢掛町

				1276		岡山県		新庄村

				1277		岡山県		鏡野町

				1278		岡山県		勝央町

				1280		岡山県		西粟倉村

				1281		岡山県		久米南町

				1282		岡山県		美咲町

				1284		広島県		呉市

				1285		広島県		竹原市

				1293		広島県		廿日市市

				1295		広島県		江田島市

				1296		広島県		府中町

				1300		広島県		安芸太田町

				1302		広島県		大崎上島町

				1307		山口県		萩市

				1308		山口県		防府市

				1313		山口県		柳井市

				1315		山口県		周南市

				1316		山口県		山陽小野田市

				1317		山口県		周防大島町

				1318		山口県		和木町

				1319		山口県		上関町

				1327		徳島県		吉野川市

				1328		徳島県		阿波市

				1331		徳島県		勝浦町

				1333		徳島県		佐那河内村

				1334		徳島県		石井町

				1335		徳島県		神山町

				1336		徳島県		那賀町

				1337		徳島県		牟岐町

				1340		徳島県		松茂町

				1341		徳島県		北島町

				1343		徳島県		板野町

				1344		徳島県		上板町

				1346		徳島県		東みよし町

				1347		香川県		丸亀市

				1348		香川県		坂出市

				1350		香川県		観音寺市

				1351		香川県		さぬき市

				1352		香川県		東かがわ市

				1357		香川県		直島町

				1358		香川県		宇多津町

				1360		香川県		琴平町

				1365		愛媛県		八幡浜市

				1374		愛媛県		久万高原町

				1378		愛媛県		伊方町

				1382		高知県		室戸市

				1387		高知県		宿毛市

				1388		高知県		土佐清水市

				1398		高知県		芸西村

				1399		高知県		本山町

				1400		高知県		大豊町

				1402		高知県		大川村

				1404		高知県		仁淀川町

				1405		高知県		中土佐町

				1407		高知県		越知町

				1408		高知県		梼原町

				1409		高知県		日高村

				1412		高知県		大月町

				1414		高知県		黒潮町

				1416		福岡県		直方市

				1419		福岡県		柳川市

				1420		福岡県		八女市

				1423		福岡県		行橋市

				1424		福岡県		豊前市

				1429		福岡県		大野城市

				1431		福岡県		太宰府市

				1434		福岡県		うきは市

				1436		福岡県		嘉麻市

				1438		福岡県		みやま市 シ

				1439		福岡県		糸島市 イトジマ シ

				1441		福岡県		宇美町

				1442		福岡県		篠栗町

				1446		福岡県		久山町

				1453		福岡県		鞍手町

				1454		福岡県		桂川町

				1455		福岡県		筑前町

				1456		福岡県		東峰村

				1457		福岡県		大刀洗町

				1459		福岡県		広川町

				1462		福岡県		糸田町

				1466		福岡県		福智町

				1469		福岡県		吉富町

				1470		福岡県		上毛町

				1471		福岡県		築上町

				1475		佐賀県		多久市

				1476		佐賀県		伊万里市

				1481		佐賀県		神埼市

				1483		佐賀県		基山町

				1486		佐賀県		玄海町

				1487		佐賀県		有田町

				1489		佐賀県		江北町

				1492		長崎県		佐世保市

				1495		長崎県		大村市

				1496		長崎県		平戸市

				1504		長崎県		長与町

				1505		長崎県		時津町

				1511		長崎県		新上五島町

				1516		熊本県		玉名市

				1517		熊本県		山鹿市

				1518		熊本県		菊池市

				1519		熊本県		宇土市

				1521		熊本県		宇城市

				1522		熊本県		阿蘇市

				1525		熊本県		美里町

				1527		熊本県		南関町

				1529		熊本県		和水町

				1532		熊本県		南小国町

				1533		熊本県		小国町

				1534		熊本県		産山村

				1535		熊本県		高森町

				1537		熊本県		南阿蘇村

				1538		熊本県		御船町

				1540		熊本県		益城町

				1541		熊本県		甲佐町

				1543		熊本県		氷川町

				1544		熊本県		芦北町

				1546		熊本県		錦町

				1547		熊本県		多良木町

				1549		熊本県		水上村

				1550		熊本県		相良村

				1551		熊本県		五木村

				1552		熊本県		山江村

				1553		熊本県		球磨村

				1561		大分県		津久見市

				1565		大分県		宇佐市

				1566		大分県		豊後大野市

				1568		大分県		国東市

				1572		大分県		玖珠町

				1573		宮崎県		都城市

				1583		宮崎県		国富町

				1586		宮崎県		新富町

				1589		宮崎県		川南町

				1592		宮崎県		諸塚村

				1594		宮崎県		美郷町

				1597		宮崎県		五ヶ瀬町

				1600		鹿児島県		阿久根市

				1603		鹿児島県		西之表市

				1604		鹿児島県		垂水市

				1611		鹿児島県		志布志市

				1612		鹿児島県		奄美市

				1613		鹿児島県		南九州市

				1614		鹿児島県		伊佐市 イサ

				1615		鹿児島県		姶良市

				1616		鹿児島県		三島村

				1619		鹿児島県		長島町

				1626		鹿児島県		中種子町

				1629		鹿児島県		大和村

				1630		鹿児島県		宇検村

				1633		鹿児島県		喜界町

				1636		鹿児島県		伊仙町

				1651		沖縄県		国頭村

				1653		沖縄県		東村

				1657		沖縄県		宜野座村

				1658		沖縄県		金武町

				1660		沖縄県		読谷村

				1663		沖縄県		北中城村

				1668		沖縄県		渡嘉敷村

				1671		沖縄県		渡名喜村

				1672		沖縄県		南大東村

				1674		沖縄県		伊平屋村

				1678		沖縄県		多良間村

				1689		中核市 チュウカクシ		前橋市

				1698		中核市 チュウカクシ		岐阜市

				1702		中核市 チュウカクシ		大津市

				1704		中核市 チュウカクシ		東大阪市

				1708		中核市 チュウカクシ		尼崎市

				1713		中核市 チュウカクシ		下関市

				1726		政令市 セイレイシ		横浜市

				1727		政令市 セイレイシ		川崎市																																																																																																																																																																																																																																																																																																		*

				1732		政令市 セイレイシ		名古屋市

				1733		政令市 セイレイシ		京都市 キョゥトシ

				1739		政令市 セイレイシ		北九州市
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一次調査集計

		問８－１（CK） ト		491				A		歯科業種のみに関わる指導内容 シカ ギョウシュ カカ シドウ ナイヨウ						126				259長野 ナガノ

								B		歯科以外の業種と連携した指導内容 シカ イガイ ギョウシュ レンケイ シドウ ナイヨウ						20				362埼玉 サイタマ

								C		目標値の設定を行う モクヒョウチ セッテイ オコナ						14				503政令市 セイレイ シ

								D		検討会・報告会・委員会を行っている ケントウカイ ホウコク カイ イインカイ オコナ						63				657京都 キョウト

								E		予算等の検討 ヨサントウ ケントウ						1				768静岡 シズオカ

								F		ハガキ・パンフレットの作成 サクセイ						19				847栃木 トチギ

								G		統計をとって評価している トウケイ ヒョウカ						68				862埼玉 サイタマ										市町村 シチョウソン

								H		個別指導で対応 コベツ シドウ タイオウ						9				967島根 シマネ

								I		次年度の運営に関わる対応 ジネンド ウンエイ カカ タイオウ						20				1062沖縄 オキナワ										活用できている カツヨウデキテイル		41.8941979522		491

								J		既存の事業の再検討 キゾン ジギョウ サイケントウ						17				↑問8の回答に不備あり除外 ト カイトウ フビ ジョガイ										活用できていない カツヨウデキテイナイ		51.5358361775		604

								K		新事業の検討 シンジギョウ ケントウ						1														その他		5.8020477816		68

								L		スタッフ強化 キョウカ						9														無回答 ムカイトウ		0.7679180887		9

		問８－２ ト		604																														1172

		問８－３（CP） ト		68				A		評価を行っていない ヒョウカ オコナ						7

								B		歯科業務の中で活用 シカ ギョウム ナカ カツヨウ						24

								C		歯科以外の業種と共有 シカ イガイ ギョウシュ キョウユウ						7

								D		毎年の評価ではない（5年毎等） マイトシ ヒョウカ ネンゴト トウ						3

								E		受診者数の減少 ジュシンシャ スウ ゲンショウ						5

								F		評価はしているが事業計画に活かせていない ヒョウカ ジギョウ ケイカク イ						8

		無回答 ムカイトウ		9

		合計 ゴウケイ		1172

		問９ ト

		歯の萌出順序 ハ モ シュツ ジュンジョ				0

		歯並び ハナラ				7

		歯の数や形態 ハ カズ ケイタイ				3

		軟組織の異常 ナン ソシキ イジョウ				7

		口腔衛生状態 コウクウ エイセイ ジョウタイ				210

		仕上げ磨きの有無 シア ミガ ウム				306

		フッ化物の応用 カ ブツ オウヨウ				114

		離乳や卒乳 リニュウ ソツ ニュウ				32

		接触・咀嚼機能 セッショク ソシャク キノウ				33

		習癖 シュウヘキ				12																								都道府県 トドウフケン		39

		虐待やネグレクト ギャクタイ				51																								含まれている フク		43.5897435897		17

		その他 タ				127																								含まれていない フク		53.8461538462		21

		う蝕以外の重点内容はない ショク イガイ ジュウテン ナイヨウ				32																								無回答 ムカイトウ		2.5641025641		1

		問９（DD） ト						A		生活習慣 セイカツ シュウカン						71

								B		発育・発達 ハツイク ハッタツ						19

								C		口腔疾患スクリーニング コウクウ シッカン						1														保健所 ホケンジョ		217

								D		親への育児支援 オヤ イクジ シエン						5														支援・把握・評価している シエン ハアク ヒョウカ		57.1428571429		124

								E		個別指導 コベツ シドウ						8														実施していない ジッシ		39.1705069124		85

								F		養育環境 ヨウイク カンキョウ						2														その他 タ		2.3041474654		5

								G		選べない（すべて） エラ						12														無回答 ムカイトウ		1.3824884793		3

								H		その他（選択肢と類似している等） タ センタクシ ルイジ トウ						19



[分類名]





[分類名]


活用できている	活用できていない	その他	無回答	41.894197952218427	51.535836177474401	5.802047781569966	0.76791808873720135	
含まれている	含まれていない	無回答	43.589743589743591	53.846153846153847	2.5641025641025643	活用できている	活用できていない	その他	無回答	41.894197952218427	51.535836177474401	5.802047781569966	0.76791808873720135	
支援・把握・評価している	実施していない	その他	無回答	57.142857142857146	39.170506912442399	2.3041474654377878	1.38	24884792626728	



市区町村が乳幼児歯科健診および相談事業
においてう蝕以外で重点を置いている項目

18平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

市町村
中核市・政令
市・特別区

計

該当数 比率 該当数 比率 該当数 比率

仕上げ磨きの有無 357 33.4% 12 18.5% 369 32.5%

口腔衛生状態 242 22.6% 15 23.1% 257 22.6%

フッ化物の応用 132 12.3% 17 26.2% 149 13.1%

虐待やネグレクト 57 5.3% 2 3.1% 59 5.2%

離乳や卒乳 41 3.8% 0 0.0% 41 3.6%

摂食・咀嚼機能 39 3.6% 3 4.6% 42 3.7%

習癖（口呼吸・指しゃぶり） 13 1.2% 1 1.5% 14 1.2%

歯並び 8 0.7% 0 0.0% 8 0.7%

軟組織の異常 8 0.7% 0 0.0% 8 0.7%

歯の数や形態 4 0.4% 0 0.0% 4 0.4%

歯の萌出順序 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

その他 134 12.5% 14 21.5% 148 13.0%

う蝕以外の重点なし 48 4.5% 1 1.5% 49 4.3%

（n=1,135 複数回答）
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