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第５章 具体的施策の展開 
 

 

 

基本目標１ 子どもの健康と発達を支援する 

 

 

 

 

 

 

 

 

  目標数値   

項 目 現 状 目 標 

乳幼児健康診査未受診児の状況把握期限を定めている

市町村数 

25 市町村 

(H30 年度) 

35 市町村 

(R６年度) 

朝食を全く食べない小学生の割合（小学６年生） 0.9% (R 元年度) 0.0％(R５年度) 

朝食を全く食べない中学生の割合（中学３年生） 1.4% (R 元年度) 0.0％(R５年度) 

10 代の自殺者数 12 人(H30 年) 0 人(R５年) 

 
 
（１）健やかな体の育成 次世代 子・若 母子 子育て 

 

 現状と課題  

◆ 子どもの医療・保健 

○ 母子保健 

乳幼児健康診査は、医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、心理職等の多職種が従事し、

疾病の早期発見、予防接種の勧奨、発育・発達の評価、保護者に対する育児支援を実施しています。 

健康診査結果に応じて、医療機関での精密検査や他機関での支援に誘導するなど、子どもと保護

者を必要な支援につなぐ重要な機会となっています。 
   

(乳幼児健康診査未受診児やハイリスク児(※１)の把握) 

乳幼児健康診査の受診率は改善しているものの、保護者が仕事を休めない、通知を確認していな

いなどを理由とする未受診児が未だにいます。虐待予防の観点からも、全未受診児について、期限

を定めて状況把握を行う必要があります。 

 

(※１) ハイリスク児 発育・発達過程において何らかの問題が生じる可能性があり、経過観察や必要に応じた発達支援が必要に

なる児のこと。退院後も何らかの医療的ケアが必要な児や、保護者に虐待リスクや経済的困窮がある場合などの社会的ハイリ

スク児を含む。 

基本方針Ⅰ 子ども・若者が「自分らしく生きる土台」をつくる 

生まれてくる子どもが心身ともに健やかに成長するためには、子どもの状態に応じて、早期に対応するこ

とが重要です。そのためには、発育・発達を見守りながら、必要な医療や子育て支援につなぎます。 

乳幼児健康診査を通じたきめ細かい母子保健指導や、地域偏在のない小児医療体制の整備など、子ど

もの保健・医療を推進します。 

また、乳幼児期から就学期を通して、食や健康に対する理解を深め、生涯を通じた健康の礎を築くととも

に、一人ひとりが自他を大切にする心を育むことができるよう、心の教育を推進します。 
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また、ハイリスク児に対し、退院後１か月以内に訪問しているのは平成 30年度末現在で 31 市町

村です。 
 

  (各地域での母子保健充実の必要性) 

県では、新生児聴覚検査等、県内一律の検査が実施できるよう市町村を支援しています。しかし、

乳幼児健康診査については、１歳６か月及び３歳児以外でも実施するなど充実を進める必要があり

ます。 

 
○ 歯科口腔保健 

口腔機能は、食べる・話すだけでなく全身の健康につながることから、口腔機能に対する意識を

高め、乳幼児期に歯磨き習慣を確立させるほか、かかりつけ歯科医を持つことなどが重要です。 

乳幼児期にむし歯のない子どもの割合は年々増加傾向にありますが、市町村が実施する歯科保健

指導などの実施状況により、地域差が生じています。 
 

○ 子どもの医療体制 

休日・夜間の子どもの入院や救急搬送の受入(小児二次医療)については、県内４ブロック(中毛、

西毛、北毛、東毛)において、各ブロック内での輪番制による 24時間 365 日の受入体制を構築して

います。しかし軽症患者が多く受診しています。 

重症患者の受入体制を維持するため、当直可能な医師を必要数配置するとともに、不要不急な受

診を抑制することが必要です。 
 

 ○子どもの受動喫煙 

受動喫煙(※２)は、喫煙者本人だけでなく、周囲の人に対して健康被害をもたらし、乳幼児

突然死症候群(ＳＩＤＳ)(※３)、子どもの呼吸器疾患や喘息などの原因となります。 

 

(※２) 受動喫煙 喫煙するつもりもないのにたばこの煙を吸わされてしまう、あるいは吸わせてしまうこと。 

(※３) 乳幼児突然死症候群(SIDS) それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病

気。 
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受動喫煙による健康被害を防ぐため、健康増進法が改正され、令和２年４月から全面施行さ

れます。改正後は、多数の者が利用する場所では原則として屋内禁煙になるとともに、喫煙可

能場所に 20 歳未満の者を立ち入らせてはならないこと等が定められました。 

 

◆ 健やかな体づくりのための教育 

○ 食育 

心身の健康を保ち、学習意欲や体力・気力を向上させるためには、規則正しい生活習慣が欠かせ

ません。食を考える習慣を身につけ、健全な心と身体を培うための基礎となる食育は、スポーツを

するための体づくりや、基礎体力の向上のためにも必要です。 
偏った栄養摂取や朝食の欠食など、食生活の乱れは、大人になってからの生活習慣病との関係も

指摘されています。 

 
○ 性・エイズ教育 

エイズ及び性感染症の青少年への感染が課題になっています。児童生徒が、それらの疾病や感染

経路について正しく理解し、感染症のリスクを軽減する効果的な予防法を身に付ける必要がありま

す。 

性に関する指導内容については、体育・保健体育科や学級活動等の学習指導要領に示されていま

すが、指導方法などを充実させていく必要があります。 

 
○ がん教育 

がんは、生涯のうち国民の二人に一人がかかると推計され、日本人の死亡原因として最も多くな

っています。自分や身近な人ががんにかかっても、そのことを正しく理解し向き合えるようにする

ため、県では、県内全ての小学校６年生にがんに関するリーフレットを配付し、がんの原因や予防・

早期発見の重要性など、がんに関する正しい知識の普及啓発に努めてきました。 

しかし、「がんそのものの理解やがん患者に対する正しい認識を深める教育」は不十分であると

の指摘もあります。 

学校教育を通じてがんについて学ぶことにより、健康に対する関心を持ち、がんを正しく理解し、

適切な態度や行動をとることができるようにすることが重要です。 

 
○ 薬物乱用等 

近年、違法薬物の情報をインターネット等を利用して容易に入手できるなど、少年を取り巻く環

境が悪化し、薬物の密売、購入手法の潜在化、巧妙化が一層進行しています。 

違法薬物を所持・使用して検挙される少年は後を絶たず、特に大麻については少年の検挙者数は

増加し、全体に占める少年の比率は増加し続けています。また、減少傾向ではあるものの、広く乱

用されていた危険ドラッグ(※４)についても、引き続き警戒が必要です。 

また、違法薬物だけでなく、医師から処方される睡眠薬等の処方薬や、ドラッグストア等で購入

できる風邪薬等の市販薬(一般用医薬品)の乱用（＊）も広がりを見せており、薬物乱用に関する正

しい知識の周知と予防啓発が必要です。 ＊平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金分担研究におい

て、一般用医薬品の使用による依存などが増加していることが報告。 

 

(※４) 危険ドラッグ 規制薬物（覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん、けしがら、指定薬物など）に化学構造を似せて作られ、こ

れらと同様の薬理作用を有する物品。 
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 施策の方向と具体的施策  

◆ 子どもの医療・保健 

○ 母子保健対策の充実・強化 

 生まれてくる全ての子どもの健康と発達を支援するため、県内どの地域で生まれても、一定の質

の母子保健サービスが受けられるよう、乳幼児健康診査等の体制整備に努め、母子保健事業の地域

間の取組格差を解消します。 
特に、乳幼児健康診査の未受診児は、児童虐待を受けるリスクが高いため、市町村が行う状況把

握や保護者や家庭への支援体制づくりについて、情報提供や支援を行います。 
また、全ての新生児に対する先天性代謝異常等検査の実施により、疾患やその疑いを早期に発見

し、早期治療と継続的なフォローアップを行えるよう体制の整備を行います。 

 

○ 歯科口腔保健の推進 

歯磨き習慣やかかりつけ歯科医定着に向けた普及啓発を行うほか、歯科検診の実施結果を分析

し、地域ごとに必要な対策を講じます。そのため、歯科医師会と市町村との調整を図るなど、県

内全地域での歯科口腔保健の推進を図ります。 
 
○ 小児医療の体制の確保・充実 

医療需要やアクセス等を考慮した輪番体制により、重症の小児救急患者の受入体制を確保します。 

また、小児二次医療を担う病院について、相談支援、小児初期医療の充実により、軽症患者の適

正な受診を推進し、負担軽減を図るほか、従事する小児科医師の確保を図ります。 

 
○ 成育過程における切れ目ない医療・保健サービス等の提供 

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供す

るための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が平成 30 年 12 月に成立しました。「成

育過程」とは、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、大人にな

るまでの一連の成長の過程をいいます。 

この法律に基づき、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に、必要な医療・保健、教育、

福祉等を切れ目なく提供する施策を総合的に推進していきます。 
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○子どもの受動喫煙対策の推進 

未成年者に対する喫煙の正しい知識を普及し、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深

めます。また、20 歳未満の者が喫煙可能場所に立ち入り受動喫煙することのないよう、健康増進法

に基づく受動喫煙防止対策の周知に努め、適切な施行を促進します。 

 

◆ 健やかな体づくりのための教育 

○ 食育の推進 

子どもの時から、食に関する意識を高め、知識を深め、心身の健康を増進する健全な食生活を実

践するよう、食育を推進します。 

 

○ 性・エイズ教育 

 小・中学校、高校の教職員を対象とした研修の実施や、性・エイズに関する講演会の開催を支援

します。 

 

○ がんに関する正しい知識の普及 

小学生に対し、がんに関する正しい知識を普及します。また、がん診療連携拠点病院(※５)を含

む医療機関、地域の医師会やがん経験者等の外部講師の協力を得て、学校においてがん教育を実施

できるよう、各関係機関との連携を推進します。 

 
○ 薬物乱用等の防止 

学校等と協力して、若年層に対し、薬物乱用防止に関する正しい知識を周知し、予防啓発を推進

します。 

さらに、未成年期の喫煙、飲酒についても、健康に対する影響が成人以上に多大であり、学校を

中心に、防止のための指導や普及啓発を推進します。 
 

ア 子どもの医療・保健の推進 

① 乳幼児健康診査等の

体制整備 

 

 

 

○健康診査の未受診児対策が円滑に実施されるよう、県と市町村で

体制を整備します。 

○先天性代謝異常等の 20疾患の早期発見・早期治療を行い、障害の

発症を予防します。そのため、県内で生まれた全新生児に検査を

実施し、定期的な受診が継続できるよう体制整備を行います。 

○必要な予防接種を受けるよう、市町村と協力して保護者に情報提

供します。 

○新生児聴覚検査を全新生児に実施し、難聴児の早期発見・早期治

療の実施体制を整備するため、マニュアルを作成します。 

○弱視の早期発見のため、３歳児健康診査における眼科屈折検査の

取組を推進し、精度管理等の体制を整備します。 

 

 

(※５) がん診療連携拠点病院 専門的ながん医療の提供、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、厚

生労働大臣が指定した病院。 
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 ○３歳児健診における検尿システムについて、県内で統一した対応

方針で実施できるよう、マニュアルを活用した精度管理体制を整

備します。 

② 小児二次救急医療体

制の整備と病院の負担

軽減 

 

 

○小児救急医療支援事業(輪番制による休日・夜間の小児二次救急医

療の提供)を実施し、小児二次医療を担う病院の運営を支援しま

す。 

○子ども医療電話相談(＃8000)、「子どもの救急ってどんなとき？」

(冊子・県ホームページ)による啓発、小児救急に関する保護者講

習会を実施し、地域小児科センター(小児二次医療)を担う病院の

負担軽減を図ります。 

③ 小児科医師の確保 

 

 

○医師確保修学研修資金の貸与、地域医療支援センターの運営、レ

ジデント(※６)サポート推進事業の実施、女性医師等の就労を支

援するなど、県内小児科医師の確保を図ります。 

④ 子どもの受動喫煙対  

 策 

○小中学生向けにリーフレットを作成・配布し、喫煙に関する正し

い知識の普及に努めます。 

○群馬県受動喫煙防止対策推進会議や元気県ぐんま２１推進会議等

の有識者会議と連携し、受動喫煙防止のための普及啓発を推進し

ます。 

 

イ 健康教育の推進 

① 食育の推進 

 

 

○食育推進関係団体で構成する食育推進会議や地域食育推進ネット

ワーク会議等を通じて、県民をはじめ、市町村、生産者、食品関

連事業者、ボランティア等の意見を幅広く聴きながら、施策を推

進します。 
○全ての県民の健全で充実した食生活実現のため、家族形態や年齢

等の特性やニーズに応じた食育の支援を推進します。また、食文

化の保護・継承や、食の循環・環境に配慮した食育を推進します。 
○小・中学校において、栄養教諭等と連携し、家庭科、保健体育、

特別活動等の中での学習を進めます。また給食の時間を使って食

への意識を高める等、学校の教育活動全体での食育を推進します。 

○「ぐんまちゃんと学ぶ食育カルタ」等の本県のオリジナル食育教

材等の貸与により、地域における自主的な食育活動を支援します。 

② 性・エイズ教育の推進 

 

 

○発達の段階に応じた具体的な実践等を紹介し、実際の指導に生か

すことができるよう、教職員に対して、「性・エイズ教育に関する

指導者研修会」を開催します。 

○県立高校及び特別支援学校(高等部)が実施する性・エイズ講演会

について、経費の補助や毎年更新する講師一覧表を配付し、開催

を支援します。【関連施策：Ⅱ-1-(2)妊娠・出産支援】 

 

(※６) レジデント 臨床研修医などの研修医のこと。 
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③ がん教育の推進 
 
 

○小学生向け「がんに関するリーフレット」を作成・配布し、がん

に関する正しい知識の普及に努めます。 
○教職員に対して、学校におけるがん教育の進め方や県内の実践事

例・指導資料を紹介するほか、外部講師に対して、子どもを対象

としたがん教育実施上の留意点等について研修会を開催します。 

○がん診療連携拠点病院を含む医療機関、医師会、がん患者団体な

どと連携し、外部講師派遣に係る体制整備に努めます。 
④ 薬物乱用の防止 

 

 

○小･中･高校生を対象に薬物の危険性を訴えるため、薬物乱用防止

広報車(ひまわり号)と各種イベント等による広報啓発活動を実施

します。 

○子どもを対象とした薬物乱用防止教室など各種予防啓発活動を実

施し、正しい知識の普及と薬物乱用は一回でも「ダメ。ゼッタイ。」

という意識づくりを推進します。 

○教職員に対して、学校における薬物乱用防止教育の進め方や、指

導方法の紹介、また、(薬物乱用防止指導員等の)外部講師に対し

て、子どもを対象とした薬物乱用防止教育実施上の留意点や実践

等について研修会を開催します。 

○薬物乱用防止教室の講師一覧表を作成(毎年更新)し、各学校に配

付します。 

【関連施策：Ⅲ-4-(4)非行･犯罪に陥った子ども･若者への支援】 

 

 
 

 

 小学生・中学生・高校生・特別支援学校生を主な対象として、県と群馬県助産師会の連携により「生

命(いのち)を育む講座」を実施しています。子どもが自らの命の大切さを学び、自己肯定感や自尊感情

を育むとともに、予期しない妊娠を防ぐため、性に関する正しい知識を学ぶことを目的としています。 

 講座では、“いのちの現場”にいる助産師の視点から開発した、独自の教育

プログラムを使用し、視聴覚媒体や体験学習などを交え、児童生徒一人ひとり

に「生命(いのち)」の大切さを分かりやすくお伝えしています。 

特に、中･高生を対象とした講座の受講生徒からは、「前向きな考えが持てる

ようになった」、「漠然とした不安感が軽くなって気持ちが楽になった」等の声

が上がっています。本講座は、気持ちが揺れ動く時期にある中･高生が自分自

身を見つめ直すきっかけの一つとなっています。 

 

生命(いのち)を育む講座 コラム 

 
高校で開催の講座の一コマ 

<別冊参照> 

県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容について

は、別冊『第２期群馬県子ども・子育て支援事業支援計画』に記載します。 

(別冊中の該当箇所：４ 県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援策の充実 (４)乳児家庭全戸訪問、

(５)養育支援事業等) 
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（２）しなやかな心の育成 次世代 子・若 母子  

 

 現状と課題  

○ 生命の大切さや道徳性 

近年の小・中・高校生等によるいじめ、

自殺の原因に、生命の大切さに対する子

どもたちの認識の低さがあると懸念さ

れています。本県の自殺者数は、全体と

しては減少傾向にある中で、10 代の若

者の自殺者数は、平成９年以降横ばいで

推移しています。 

さらに、自他の生命の尊重のほか、子ども・若者が社会の一員として自立し、社会生活を送るた

めには、親切・思いやり、自尊感情、規範意識等、よりよく生きるための基盤となる道徳性が必要

です。 
 

 ○ 人権に関する新たな課題 

県では、ＬＧＢＴＱ(※１)等の性的少数者への理解を促進するための講演会等を開催しており、

多様性への理解など、日常生活における人権意識の定着については一定の前進をみています。しか

し、暴力やいじめ、虐待のほか、インターネットによる人権侵害やヘイトスピーチなど、人権に関

する問題は多様化・複雑化しています。 
 

 施策の方向と具体的施策  

○ 生命の大切さの理解促進と道徳教育・人権教育の推進 

子どもの健やかな成長のためには、確かな学力とともに豊かな心を育むことが不可欠です。 

一人ひとりが自他を大切にする心を育めるよう、小・中・高校生を対象とした命の大切さを学ぶ

講座の開催や、小・中・高校、特別支援学校等を対象に道徳教育や人権教育を充実します。 

また、全ての小・中学校、県立高校及び県立中等教育学校へのスクールカウンセラー(※２)の配

置を継続します。さらに、思春期の特性を踏まえた医師等による相談を実施します。そして、児童

生徒の心の悩みや不安に寄り添う相談支援を行うほか、人間関係づくりやストレスマネジメント方

法の取得等を支援します。 
 

ア 心の教育の推進 

① 生命を大切にする心

の育成 

○小・中・高校生を対象に、生命の成り立ちや尊厳に対する認識を

深め、自己肯定感を高めるため、命の大切さや予期しない妊娠を

防ぐ性に関する正しい知識を学ぶプログラム「生命(いのち)を育

む講座」を実施します。【関連施策：Ⅱ-1-(2)妊娠・出産支援】 

 

 

(※１) ＬＧＢＴＱ Ｌ(レズビアン)…女性の同性愛者、Ｇ(ゲイ)…男性の同性愛者、Ｂ(バイセクシャル)…両性愛者（恋愛対象が男性

にも女性にも向いている）、Ｔ(トランスジェンダー)…身体の性と心の性が一致しない人、Ｑ(クエスチョニング)…自分の性別

が分からない人や意図的に決めていない人（決まっていない人、模索中である人）の頭文字を取った単語で、性的少数者

の総称の一つ。 

(※２) スクールカウンセラー(SC) 学校現場で子どもや保護者などの心のケアや支援を行う専門職。教員とともに親子をサポート

するほか、教員への指導・心のケアも行う。 

自殺者数及び 10 代の自殺者数の推移(群馬県) 

 (出典) 厚生労働省「人口動態統計」 

 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 

自殺者数 396 人 418 人 390 人 332 人 339 人 

自殺者数 

(10～19 歳) 
12 人 12 人 8 人 11 人 12 人 
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 ○県内の中学校・高校において、犯罪被害者や犯罪被害者遺族等に

よる「命の大切さを学ぶ教室」の開催を促進します。 

○子どもたちが動物とのふれあいを通じて、その生態や正しい飼い

方等を体験することにより、動物愛護精神の普及啓発を図ります。 

○動物愛護ポスターを県内の小・中学校の児童生徒から募集し、そ

の創作過程を通じて生命尊重等の情操を育みます。 

② 道徳教育の充実 

 

 

○県内小・中学校の道徳教育推進教師を対象に、道徳教育研究協議

会を開催し、道徳教育の充実に努めます。 

○「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育の質の向上とその一層

の充実を図るため、県及び市町村教育委員会が設定した指定校・

指定地域において、実情に応じた道徳教育に関する多様な取組を

推進し、その成果等を全県に発信します。 

○道徳郷土資料「ぐんまの道徳」を各小・中学校の年間指導計画に

教科書教材と併せて位置付け、更なる活用を促します。 

③ 人権教育の推進 

 

 

○小・中・高校、特別支援学校等の人権教育主任を対象に、人権教

育推進協議会を開催し、多様化する人権課題への対応、教職員の

人権意識の高揚を図ります。 

○学校、家庭、地域社会が一体となり、教育上の総合的な取組を推

進するとともに、モデル校を指定して人権教育に関する指導方法

の改善及び充実を図り、学校教育における人権教育の開発を進め

ます。 

○あらゆる差別の解消を図るため、人権啓発フェスティバルや研修

会等の開催を通じて、人権意識の醸成を図ります。 

④ 心の悩みや不安に対

する相談支援の充実及

びストレスマネジメン

トの習得支援 

 

 

○こころの健康センターにおいて、思春期の特性を踏まえた、専門

医師等による相談（電話・来所）を行います。 

○全国共通の「こころの健康相談統一ダイヤル」に参加し、悩みや

つらい気持ちを抱えた方の相談に応じます。 

○主に中学生を対象に、心や体の不調のサインに気づき早めの対処

ができるよう、心の健康に関する小冊子「みんなは、悩んでない

のかな？」を周知します。 

◯「群馬県ＳＯＳの出し方教育プログラム」を活用し、県内小・中

学校での指導を充実します。 

○高校生の自殺防止、中途退学・不登校等の未然防止のため、県立

高校・中等教育学校の高校生を対象に「こころの教育事業」を開

催します。スクールカウンセラー連絡協議会等の機会を活用し、

講師となるスクールカウンセラー相互の意見交換や各校での実践

事例の発表などを行う場を設定し、質の向上を図ります。  

 

 

 

 

◆主な連動施策  Ⅰ－２－(１) 多様な体験活動の推進 

         Ⅰ－２－(２) 質の高い幼児教育・保育の提供 


