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１ 本検討の背景及び趣旨、位置づけについて 

平成 26 年度にスタートした世田谷区基本計画は、「子どもが輝く参加と協働のまち 

せたがや」を副題とし、「子ども若者が住みたいまちづくり、教育の推進」を重点施

策のひとつに掲げている。そして、平成 27 年 3 月 3 日に、区は「子どもが輝く参加

と協働のまち せたがや」の実現に向け、今を生きる子どもの育ちを支え、子育てを

応援するまちづくりを推進する基本姿勢について明確にして内外に発信するため、

「子ども・子育て応援都市」であることを宣言した。 

また、子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」という。）も見据えて策定した

世田谷区子ども計画（第２期）は、重点政策のひとつに「妊娠期からの切れ目のない

支援・虐待予防」を掲げ、「妊娠、出産、子育てに関わる父母の不安感や負担感が増

してきており、こうした育児不安を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにも

つながることから、妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支える仕組みを

身近な場から充実します。」とし、身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実や子ど

もと親のこころと体の健康づくりなどに取り組むこととしている。 

さらに、国の母子保健の主要な取り組みを提示する「健やか親子２１（第２次）」

の検討報告書においても、「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」など３つの

基盤課題と、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」、「妊娠期からの児童虐待防止

対策」の２つの重点課題を掲げ、地方公共団体に求められる役割などを示している。 

 子育て支援において、母子保健分野は、母子健康手帳の交付、妊婦健診、出産後の

乳児期家庭訪問や乳幼児健診など、すべての母子を対象とする事業を担っており、妊

婦や子育て家庭に対し、身近な場で、早期にかつ効果的にアプローチすることが可能

である。子育てに関して支援を要する人たちに、より相談しやすい環境の提供や、継

続したきめ細かな対応のできる体制を整備するなど、母子保健分野における支援を強

化することが必要になっている。 

こうした背景から、母子保健を中心的に担う区の保健師の役割の重要性はますます

高くなっており、さらなる子育て支援施策の充実とともに、人員体制も含めた実施体

制の構築を進める必要がある。 

そこで、平成２７年度から、新制度や子ども計画（第２期）に基づく施策が順次ス

タートすることや、母子保健分野が担っている乳児期家庭訪問事業や養育支援訪問事

業などが、新制度の「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられることなども踏

まえ、新制度や子ども計画に基づく取組みと母子保健は不可分のものであり、母子保

健計画を包含する健康せたがやプランの平成２８年度の子育て支援施策として、一体

性を確保しつつ検討を進めることとした。 

なお、この検討は、「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」に関する検討の

一部分を担うものであり、本報告については、今後も継続して進められる当該検討の

中に提案していくこととする。 
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２ 区の母子保健を取り巻く状況 

（１）区の母子保健等に関するデータ 

世田谷区の出生数は、平成１０年度には 5,884 人、２５年度には 7,731 人と、１５

年間で 1,800 人以上増加している。 

０～５歳の乳幼児人口は、平成１５年度を基準とすると２６年度には約２１％増加

しており、０～２歳児で同様に比較すると約２４％増加している。 

また保健師１人当たりが担当する０～５歳の乳幼児数は、１５年度には約５８３人

であったが、２６年度には約６４３人と、約６０人増えている。 
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これらとも連動するように、子ども家庭支援センターへの相談も増加している。乳

幼児の増加と比例するように、養護相談の件数が増加している。 

核家族化などにより、身近に乳幼児がいない環境で育った人が、妊娠・出産や子育

てに直面し、不安や孤立化に悩んでいたり、養育環境が充分に整っていないなどの現

状がある。 
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（２）国等の動きと区の対応（これまでの対応と今後の方向） 

平成２１年度には、児童福祉法の改正により「乳児家庭全戸訪問事業」が制度化さ

れた（世田谷区では「乳児期家庭訪問（通称：赤ちゃん訪問）」）。これに対応するた

め、区では総合支所に助産師や保健師などの専門職である乳児期家庭訪問指導員を各

１名設置し、従来の新生児訪問を担っていた委託の訪問指導員（助産師・保健師等）、

正規職員である保健師と、対象者を分担して取り組み、訪問率は、２４年度には 93.5％、

２５年度には 95.1％と、全国平均の 90.6％（２４年度。厚生労働省発表資料より）

を上回る実績を出している。 

また、平成２５年度に示された「地域における保健師の活動指針」において、保健

師の保健活動の基本的な方向性のひとつに「地区活動に立脚した活動の強化」が挙げ

られ、保健師は、「積極的に地域に出向き、地区活動を通じてソーシャルキャピタル

の醸成を図り、それらを活用して住民と協働し、住民の自助及び共助を支援して主体

的かつ継続的な健康づくりを推進すること」とされ、地区組織活動の充実が求められ

ている。  

区としての取り組みで言えば、保健師は、児童館やおでかけひろばなど、地域で子

育て支援を担う施設等により頻繁に出向き、さまざまな情報を共有するなど、スタッ

フと「顔の見える関係」を作っておくことや、スタッフにも地域住民にも、「相談相

手」としてより幅広く認知されることが重要である。 

さらに、平成２６年３月に取りまとめられた「健やか親子２１（第２次）」の検討

会報告書には、今後の評価に向けて課題や指針等が示され、区においても取り組みの

検討が必要になっている。 

 

３ 母子保健分野における現状と課題 

（１）現行の施策・事業等と課題 

①現状 

母子保健分野において、現行区が実施している主な事業、取り組み等は、次頁の図

のとおりである。 

代表的なものとしては、妊娠届出の受理及びアンケートの実施、母子健康手帳の交

付、母親学級・両親学級、乳児期家庭訪問、乳幼児健康診査（３～４歳児、１歳６ヶ

月児歯科、３歳児）、健診時の心理相談、経過観察（身体、心理）、各種集団指導など

がある。 

 

②課題 

ⅰ妊娠期 

妊娠届出時のアンケートについては、回収率が７５％程度にとどまっていること、

出張所・まちづくりセンター等で受け付ける分については妊娠届出書とアンケートが

別紙になっているため別々に保健所に届き、届出書と突き合せる業務が必要となって

おり、氏名の記載漏れがあった場合には支援の手が届かないなどの課題・問題がある。 

近年、低体重で出生する子どもが増加傾向にある。原因はさまざまであるが、妊娠

中の喫煙やダイエットなどが指摘されている。また、調理の習慣がないと思われる母
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総 合 支 所  健 康 づ く り 課 の 母 子 保 健 事 業

妊娠中 出産～1か月 2～3か月 3～4か月 5～6か月 7～8か月 9～12か月 1歳6ヶ月～2歳 3～4歳 ～就学前

3～4か月児健診 6～7か月児健診

地域の医療機関

にて

9～10か月児健診

地域の医療機関

にて

全時期 通じて 地区に出張して

育児不安・児童虐待への対応

ＭＣＧ（母と子の関係を考える会）

＊子育てのストレス、不安などを話せる母親

のグループ

子育て講演会／子育

て支援講座

児童館サークルでの

出張健康・子育て相談

＊各児童館に保健師・歯

科衛生士・栄養士が出張し

て実施

すくすく歯科相談
＊対象:4歳未満の子
＊歯科健診と歯みがき相談

家族の相談、健康づくり

こころの相談（一般・思春期、

依存症など）

＊保健師または医師（予約制）によ

る相談

＊対象:本人、家族、関係者等

経過観察健診(心理)

＊子の発達、母の子育

て等についての相談

＊心理士が対応

区民健診

＊対象:16～39歳で

ほかに健診機会のな

い区民

食生活相談室

＊栄養士による

個別相談

離乳食講習会
歯みがき準備教室
＊対象:生後６～７か月
の子と親
＊離乳食２回食開始に
向けて
＊歯みがきを始めるた
めの話など

3歳児健診

(歯科と身体)

乳児期家庭訪問（赤ちゃん訪問）

＊対象:生後4か月までの子と親

＊助産師または保健師が訪問

乳児健診前のグ

ループ交流事業

＊対象:生後2～3か

月までの初めての子

と親

＊育児支援と交流
母親学級

両親学級

2回制

＊2回目は両親

学級

ぷれパパママ講

座（休日実施の

両親学級）

（委託事業）

経過観察健診(身体)

＊対象:発育・発達面

で心配のある児

乳児健診後の集

団指導

＊対象:3～4か月

健診対象の親子

＊育児について

＊離乳食開始に

向 けて

1歳6か月児健診

歯科 総合支所にて

身体 地域の医療機関

歯科予防処置
＊4歳未満の子
＊フッ素塗布など

１歳６か月児健診後の親子支

援グループ

＊対象:1歳6か月～2歳6か月の

発達に心配のある子と育児不安

のある親

母子健康手帳交

付、妊娠届出・ア

ンケート
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親からの相談も増えている。妊娠期から、生涯を見据えた健康への意識啓発が重要に 

なっている。 

土曜日実施の両親学級が定着し、定員を超える申し込みがある状況となり、区が実

施する平日の両親学級の参加人数は減少傾向にある。 

区における妊産婦の状況を見ると、初産年齢の高齢化、不妊治療を受けている人の

増加、極小未熟児や低体重出産児の増加、有職率が高くそれにも起因して地域でのつ

ながりを作るのが難しい人がいる等の状況が見られ、妊娠期からの支援のニーズは多

様化している。 

近年では、核家族化等の影響により、乳児の世話をした経験がない人、身近なとこ

ろで乳児を見たり触れたりしたことがない人が出産しているケースも目立つように

なってきている。  

妊娠期から子育て期を通じて、時期によりさまざまな課題が発生するが、核家族化

や地域のつながりの希薄化等により、育児が孤立化してしまう傾向がある。子育て世

帯の不安感や負担感の軽減が必要である。 

ⅱ乳幼児健診の周辺 

乳幼児健診は、母子保健法等に基づき、発育発達の目安となる月齢で行っているが、

保護者が心配事を相談したり、専門職からも母子を観察し必要な助言や情報提供をし

たりする機会ともなっている。 

例えば１歳６ヶ月ごろは、社会性等の発達や母子関係のつまずきを早期に発見する

時期である。いわゆる「いやいや期」が始まり母親のストレスが高まりやすい時期で

あり、区の健診の個別相談でも、子どもへの対応に悩みを持つ母親の相談が多く見ら

れ、発達に合わせた支援を検討する必要がある。 

１歳６ヶ月児歯科健診では、アンケートによるスクリーニング等を行い、一部の母

子にのみ個別相談（保健師、心理士、栄養士等による）が行われており、現行では乳

児健診や３歳児健診のような保健師による予診は行われていない。「妊娠期からの切

れ目のない支援」を推進していくにあたり、スクリーニング機能の強化を検討する必

要がある。 

経過観察（心理相談）は、健診や保健師による相談の中で、精神発達や母子関係の

問題、ことばの遅れなどについて心配がある子どもまたは母子について、心理判定員

が経過観察と相談に対応し、必要に応じ総合福祉センター等の専門機関への紹介を行

っているが、必要な母子に対し定員枠が不足し、対応しきれていない。さらに、直近

での予約が取れないことから期間があいてしまったために保護者のモチベーション

が下がり、相談・支援につながらないケースがある。  

双子等を持つ母親には特有の悩みや困りごとがあり、仲間づくりが重要であるが、

グループの継続が難しい状況がある。双子を抱えて外出も難しい状況であり、支援が

必要である。 

 

ⅲ保健師の地区活動 

母子保健事業を通して、個別に支援の必要がある家庭には、地区を担当する保健師

が、訪問や面接等による相談や支援を行っている。また、その中で、養育困難や虐待
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危惧等のリスクを把握し、さらなる支援が必要と考えられる家庭については、子ども

家庭支援センターと連携して対応している。 

地域づくりとしては、保健師などの専門職による児童館の子育てひろば等に出張し

ての子育て支援事業や、総合支所ごとに「子育て支援ネットワーク」等と称して、管

内の児童館、保育園、社会福祉協議会など関連機関と連携した取り組みを行っている

が、保健師がそれらの施設や、おでかけひろば、子育てサロンなどに出向いて、支援

の必要な母子を把握したり協働して支援するための時間を充分に取ることができて

いない。 

 

（２）人員体制 

①保健師の配置状況 

  平成２６年４月現在、世田谷区の保健師は１０３人在籍しており、そのうち総合

支所健康づくり課には６６人（係長５人含む）が配置されている。 

《配置内訳》 

総合支所健康づくり課    ６６人（うち係長５人。地区担当６１人） 

   同  保健福祉課     １６人 

世田谷保健所、国保・年金課 １４人 

  介護予防・地域支援課     ６人 

  子ども家庭課         １人 

 

ⅰ他区との比較【人口等との割合】（「保健師の活動状況 東京都・特別区・市町村」

（東京都福祉保健局発行）平成２１年度～平成２５年度 より。以下同じ） 

 

平成２５年度の保健師の在籍人数は１００人、人口は 892,214 人である。保健師

１人あたりの人口は、8,922 人で、２３区の中で５番目に多い（２３区全体では 7,724

人）。また、母子保健にかかるデータとして出生数を用いると、世田谷区の出生数

は 7,733 人で、保健師１人あたりの出生数は 77.3 人となり、23 区の中で６番目に

多い（23 区全体では 51.2 人）。  

以下は、世田谷区と同様に 23 区の西部に位置し、人口規模の多い練馬区、杉並

区、板橋区と比較したものである。 

 

保健師人数の対人口割合及び対出生数割合（平成 25 年度）      （人） 

区名 人口 常勤保健師数 
人口／ 

保健師数 
出生数 

出生数/ 

保健師数 

世田谷区 892,214 100 8,922 7,733 77.3 

練馬区 719,523 89 8,085 6,164 69.3 

杉並区 553,559 66 8,387 4,402 66.7 

板橋区 539,315 80 6,741 4,418 55.2 

23 区合計 9,059,903 1,173 7,724 56,595 48.2 
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ⅱ他区との比較【母子保健分野】 

   

平成 25 年度の世田谷区の総合支所健康づくり課の保健師の母子保健分野におけ

る活動内容（件数）を、板橋区や練馬区、杉並区の同様の業務を担当する部署と比

較すると、世田谷区の保健師は、母子保健分野での活動が少なく、地区組織活動は

際立って少ない。 

 

母子保健分野での保健師活動の比較（平成 25 年度） 

  
人数 

 ※ 

家庭訪問 

（延件数） 

１人 

当たり 

件数 

面接 

（延件

数） 

１人 

当たり 

件数 

電話 

相談 

（延件

数） 

１人 

当たり 

件数 

関係機

関連絡

（延件

数） 

地区 

組織 

活動 

(回） 

世田谷区 66 3,697 56 1,803 27 9,686 147 3,517 92 

練馬区 65 2,810 43 5,177 80 14,811 228 5,124 186 

杉並区 43 2,385 55 1,447 34 6,283 146 2,308 222 

板橋区 52 3,673 71 3,358 65 14,694 283 3,319 179 

※「市町村保健センター」を担当する部署（世田谷区においては健康づくり課）の在籍人数 

 

ⅲ 世田谷区の保健師の活動内容、推移 

 

世田谷区の保健師の活動の内容と推移を見ると、平成２１年度から２５年度まで

の５年間で、母子保健分野での家庭訪問件数や地区組織活動は減少傾向にある。し

かしながら、母子保健活動の家庭訪問件数のうち虐待に関する対応での訪問数や、

関係機関連絡は増加している。子ども家庭支援センターへの新規相談件数が増加し

ている現状からも、世田谷区の保健師は、より緊急性の高いハイリスクな家庭への

関わりに時間が割かれていることになる。 

 

母子保健分野での世田谷区の保健師活動の推移 

  
人数 

※ 

家庭訪問 

（延件数） 

１人 

当たり

件数 

面接 

（延件

数） 

１人当

たり件

数 

電話相

談 

（延件

数） 

１人当

たり件

数 

関係機

関連絡

（延件

数） 

地区組

織 

活動

(回） 

２１年度 68 3,479 51 1,149 17 7,476 110 1,297 111 

２２年度 65 4,686 72 1,261 19 8,864 136 1,502 128 

２３年度 68 3,888 57 1,519 22 9,936 146 1,578 98 

２４年度 66 4,300 65 1,468 22 11,084 168 2,209 87 

２５年度 66 3,697 56 1,803 27 9,686 146 3,517 92 

※健康づくり課の在籍人数 
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母子保健分野での世田谷区の保健師活動の推移（虐待に関するもの再掲） 

  
人数 

※ 

家庭訪問 

（延件数） 

１人当

たり件

数 

面接 

（延件数） 

１人当

たり件

数 

電話相談 

（延件数） 

１人当た

り件数 

関係機関連絡

（延件数） 

２１年度 68 538 7.9 341 5.0 883 13.0 1,732 

２２年度 65 565 8.7 388 6.0 917 14.1 1,231 

２３年度 68 698 10.3 489 7.2 1,216 17.9 1,977 

２４年度 66 742 11.2 407 6.2 990 15.0 1,642 

２５年度 66 809 12.3 384 5.8 1,228 18.6 2,801 

 

以上のように、施策・事業における課題や人員の現状から見て、世田谷区の保健師

は、虐待などリスクが顕在化し緊急に対応を要する支援を優先せざるを得ない状況が

増大し、結果的に、予防的に関わるべき母子保健活動、とりわけ地域の子育て力の向

上のために重要な地区組織活動など、以下の取り組み等に対応する人員が不足してい

る。 

 

・妊娠期からの切れ目のない支援の着実な推進 

・健診の機会を活用したスクリーニングの強化とそれに伴う支援 

・児童館等へのアウトリーチなど、地区組織活動の強化 

 

４ 解決の方策（今後の取り組み） 

世田谷区子ども計画（第２期）においては、子育て家庭への支援として、日ごろの

かかわりの中で気軽な相談ができ、適切な支援やサービスへの案内を受けられるよう、

児童館やおでかけひろばなどの機能を充実することとしている。 

そうした交流や気軽な相談の場に保健師が積極的に出向き、活動に協力するととも

に、支援を必要とする母子を見立てる視点をそれらの事業のスタッフ等と共有してい

くことが重要である。そのためには、ハイリスクの母子への対応だけではなく、予防

的なケアの土台となる地区組織活動を充分に行うことができるよう、人員体制の整備

と人材育成を進めていく必要がある。 

これまでの検討の結果、「健やか親子 21（第２次）」に示された課題や、子ども計

画（第２期）に基づく施策等から、母子保健分野で求められる保健師の役割を踏まえ

ると、今後は以下のような取り組みを進めていく必要がある。 
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□1 事業 

Ⅰ 個別的な支援 

（１）妊娠期からの支援  

 ①妊娠届出時のアンケートの改善  

出張所・まちづくりセンターの受付分について、アンケートが別紙になっている

ために生じている問題等を解決するため、健康づくり課等での様式と同様に妊娠届

出書とアンケートを一体かできないか、地域包括ケアを進めていく中で（モデル実

施の５箇所の中で１箇所でも）検証していくことを検討する。 

 

②生涯を見据えた妊娠期からの健康支援 

健康に関心が高まる期から、生活習慣病予防を含め、食や生活習慣について正し

い知識を持ち、実践してもらうことが必要である。 

そこで、低出生体重児の予防、将来の生活習慣病予防を見据え、妊娠中からバラ

ンスのよい食生活を送ることができるよう、食育の充実を図る。 

 

 ③母親学級・両親学級の見直し  

両親学級の現状や、多様化するニーズを踏まえ、平日実施の母親学級・両親学級

について、妊婦の属性・対象者別、またはテーマを特化するなど、内容を付加した

ものに転換していく。また、ニーズの高い土曜日実施の両親学級の定員拡大を検討

する。 

 

 ④妊婦と乳児との交流の機会づくり  

乳児に触れたことがない人にも、出産前に少しでも新生児・乳児についての知識

を持ってもらうため、妊婦と乳児との交流の機会をつくる。玉川総合支所での乳健

前グループの母子と母親学級の対象者との交流の機会や、児童館の取り組み、社会

福祉協議会での類似の取り組みなどを参考に、交流の場について検討する。 

 

 ⑤区内及び周辺の医療機関（産科・小児科等）との連携強化 

  支援が必要と思われる妊産婦や子どもについて、早期に対応ができるよう、医療

機関とより密に連携を図る。特に妊娠期からの支援に力を入れるため、周辺の区に

所在する施設を含め、産科施設との連携をさらに進める。 

 

 ⑥子育て世代包括支援センター事業（出産・子育て応援事業）（国の事業の活用を

想定） 

妊娠期から子育て期（就学前）まで、ワンストップ拠点（子育て世代包括支援セ

ンター）において、保健師等の専門職が各関係機関との連携等を図りながら、切れ

目のない支援を行う。支援が必要な母子には支援プランを作成して計画的に支援し

ていくとともに、節目ごとにプランの更新を行う。 

  



11 

 

（２）乳幼児健診の周辺及び健診と健診の間における支援 

 ⑦委託健診のさらなる活用  

６・７ヶ月児健診、９・１０ヶ月児健診など委託している健診の結果を、子育て

支援にさらに活用していく。 

 

⑧健診の機会を活用したスクリーニングの強化  

１歳６ヶ月児歯科健診における保健師による面接の実施により、子育て上の課題

や母の不安などをキャッチし、必要な支援につなげるなど、きめ細かく対応する。 

 

 ⑨経過観察（心理相談）の拡充  

これに併せて経過観察（心理相談）の定員枠を拡大する。 

また、一部の支所では言語聴覚士（ＳＴ）等の専門職による支援を導入し効果を

上げている例を参考に、これまでの保健師と心理判定員による相談等に加え、言語

聴覚士（ＳＴ）や理学療法士（ＰＴ）などの専門職による判定機能を導入し、それ

ぞれの子どもの課題をより明確にして、必要な支援（つなぎ先）の検討の精度を向

上させる。 

 

 ⑩乳幼児健診が行われない時期における子どもの発達に合わせた支援 

現在区が集団健診を実施している３・４ヶ月、1 歳 6 ヶ月（歯科）、３歳以外の時

期にも、育児や発達上の課題が出やすい時期がある。子どもとの関わり方や育児ス

トレスの強い母などに対し、発達に合わせた支援を行うため、１歳６ヶ月児歯科健

診時の集団指導や、グループ事業の実施を検討する。 

ただし、必ずしも直接実施にこだわらず、他の実施主体の事業として、立ち上げ

や初期の運営等に保健師が協力し、数年間で「連携」レベルに移行することも考え

られる。 

 

 ⑪健診対象児のきょうだいについての相談  

乳幼児健診対象の月齢・年齢以外にも、子育てに課題が出やすい時期があるが、

保健師等に個別に相談する機会が持ちにくい（特に３歳～就学前）。  

そこで、乳幼児健診の保健師による相談の際に、健診対象児の兄弟姉妹について

も、保健師が対応することにより、集団健診のない年齢の子への支援を充実させる。 

 

（３）配慮が必要な子どもとその家族への支援 

 ⑫発達などに課題のある子への支援  

子どもに発達などの課題があっても、また保育園等の集団の中で課題が見られた

場合でも、専門機関への相談につなげるのが難しいという課題がある。 

そこで、総合福祉センターや発達障害相談・療育センター「げんき」が行ってい

る現行の巡回相談のあり方について検討の場を持ち、必要に応じ保健師につなげて

もらう仕組みを作れるよう、所管課に働きかけていく。また児童館など身近な交流

や遊びの場で、発達などの課題を見つけ、保健師を介して支援につなげていけるよ
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うにしていく。 

 

 ⑬重症心身障害児とその家族への支援  

重症心身障害児が障害者手帳を取得するのは、多くの場合１歳になってから以降

である。障害のサービスにつながるまでは保健師が母子保健として支援・コーディ

ネートしていく必要があるが、支援策のメニューが充分ではない。 

家族のレスパイト事業は平成２６年度から始まっているが、ほかに、母親のグル

ープづくり、きょうだいへの支援などを検討する。 

 

Ⅱ 地域のネットワーク強化 

（１）身近なつどいの場・気軽な相談窓口との連携の強化 

 ⑭児童館、おでかけひろばなどとの連携の強化 

核家族化や地域とのつながりの希薄化により、子育てにサポートを受けにくい人

が増えているが、悩みを抱え込むことなく、気軽に相談や交流ができる場を充実し、

その中から、個別的な支援が必要な母子がスムーズに保健師等につながることが重

要である。 

児童館の子育て支援館のスタートやおでかけひろばの拡充などとも合わせて、そ

うした地域の身近な場へのアウトリーチ型の相談・支援を継続・強化するとともに、

ネットワーク強化のための人員体制を整える。 

児童館、おでかけひろばなどが身近で気軽な相談窓口となり、子育てへの不安が

強いなど、よりきめ細かい個別の支援を要する母子については、スタッフが保健師

につなぎ、保健師は、専門的な立場で最終的に受けとめて相談相手となり、必要な

支援を行う。 

こうしたつなぎがスムーズに行われるよう、子育て支援館とも連携しながらネッ

トワーク強化を図るとともに、支援が必要な母子の「見立て」についてスタッフと

視点を共有していく。 

 

（２）双子など多胎児の支援 

 ⑮双子などの保護者への支援  

双子等を持つ母親には特有の悩みや困りごとがあり、仲間づくりが重要であるが、

グループの継続が難しい状況がある。外出も難しい状況であり、支援が必要である。   

健診にも来られない状況もあるため、健診時のサポートを検討する。 

 

以上の取り組みについて、「健やか親子 21（第２次）」で示された課題や、世田谷

区子ども計画（第 2 期）との関連を示したものが次頁の表である。 
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取り組み
ＮＯ．

取り組み名
子ども計画
（第２期）

1 妊娠届出時のアンケートの改善 基盤課題 Ａ １（３）①ⅱ

2 生涯を見据えた妊娠期からの健康支援 基盤課題 Ａ
１（３）①ⅱ
１（３）③ⅰⅱ

基盤課題 Ａ

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ②

6
子育て世代包括支援センター事業
（出産・子育て応援事業）

基盤課題 Ａ

重点施策「妊娠期か
らの切れ目のない支
援・虐待予防」にかか
るすべての施策

7 委託健診のさらなる活用 基盤課題 Ａ １（３）①ⅱⅳ

基盤課題 Ａ

重点課題 ①

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ①

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ①

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ①

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ①

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

重点課題 ②

基盤課題 Ａ

基盤課題 Ｃ

基盤課題 Ａ

基盤課題 Ｃ

重点課題 ①

5 区内及び周辺の医療機関（産科・小児科等）との連携強化 １（３）①ⅳ

14 児童館、おでかけひろばなどとの連携の強化
１（１）①ⅰⅴ
３（１）①ⅰ

15 双子などの保護者への支援 １（１）①ⅰⅴ

12 発達などに課題のある子への支援
３（２）①
３（２）②ⅱ

13 重症心身障害児とその家族への支援 ３（２）②ⅵⅶ

11 健診対象児のきょうだいについての相談 １（３）①ⅳ

9 経過観察（心理相談）の拡充 １（３）①ⅳ

10
乳幼児健診が行われない時期における子どもの発達に合
わせた支援

１（１）①ⅰⅱ
１（３）①ⅳⅴ
（３（２）①）

4 妊婦と乳児との交流の機会づくり １（３）①ⅱ

8 健診の機会を活用したスクリーニングの強化 １（３）①ⅳ

妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防
母子保健分野での取り組み

健やか親子21
（第２次）

3 母親学級・両親学級の見直し １（３）①ⅱ
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□2 人員体制 

前項に提示した取り組みのうち、以下の事業については、「妊娠期からの切れ目の

ない支援・虐待予防」の実現のために、特に重点的かつ早急に取り組むべきものであ

り、必要な人員配置を行ったうえで推進していく必要がある。 

まずは、当面、現行では充分に対応しきれていない取り組みについて強化を行い、

新たな取組みについては、順次実施または検討を進めていく。 

 

【当面の取り組み】 

⑦健診の機会を活用したスクリーニングの強化 

⑩乳幼児健診が行われない時期における子どもの発達に合わせた支援 

１歳６ヶ月児歯科健診時の保健師による面接及びその前後の親子を対象とした集

団指導を実施する 

必要な人員 3.5 人 

 

⑭児童館等へのアウトリーチなど、地区組織活動 

 親子が気軽に遊びに来ることができる児童館やおでかけひろばなどにおいて、事

業の機会などを活用した集団指導や個別相談を現行よりも回数を増やして行う。ま

た、それらの施設のスタッフとより密にコミュニケーションを取り、支援が必要な

母子についての視点を共有し、育児不安のある母子等に連携して対応していく。 

必要な人員 1.0 人    

 

【今後の取り組み】 

⑤子育て世代包括支援センター事業（出産・子育て応援事業） 

国の同事業を活用して妊娠期からの切れ目のない支援体制を構築し、一人ひとり

の妊産婦や乳幼児に必要な支援を行う。 

必要な人員 6.5 人 

 

５ 今後の方向性 

「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」については、２６年度に庁内で検討

を開始し、２７年度には学識経験者等外部委員も含めた検討会を設置し、引き続き検

討を行うこととなっている。 

本検討の結果をその検討に報告し、必要な施策の実現に向けて、予算・人員の確保

など、実際的な検討を併せて進める必要がある。 

さらに、子ども家庭支援センターと連携して対応するケースなど、きめ細かく丁寧な

個別対応の必要な対象者が増えており、地域づくりを行う経験が減ってきているため、

中堅期以前の保健師の中には、地域との連携の経験が浅い者も増えている。このこと

は保健師の育成に関する課題でもあり、地域づくりを強化する体制を整備するととも

に、保健師人材育成委員会で検討し、その結果を「保健師の人材育成報告書」に反映

させ、人材育成・研修を充実させていく必要がある。 
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 また、予算面では、国（「妊娠・出産包括支援事業」）や東京都（「ゆりかご・とう

きょう事業」）が、実施自治体に対し補助を行う予算を計上していることから、詳細

な実施要領を確認したうえで、「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」の取り

組みへの活用を具体的に検討する必要がある。 

 

６ 別の機会や場において検討することが適しているとした課題等 

以下の項目については、検討の中で挙げられた課題等であるが、母子保健の範疇を

超えている、または、別の場で議論することが適しているなどの理由から、本検討会

としては、課題として挙げる、または別の場での検討に委ねるものとした。 

 

（１）妊娠期からの支援に関する課題 

①妊娠届出時の全数面接 

保健師が面接することにより、ニーズを把握しやすくなり支援に結びつけやすいが、

区民の利便性を確保するため妊娠届は出張所・まちづくりセンター等においても受付

をしており、実施するためには保健部門だけでは解決できない課題なども多い。今後、

「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」の検討の中などで議論をしていく必要

がある。 

②待ち時間の活用による「母と子の保健バッグ」の内容物の説明資料の作成・配備 

 妊娠届出時には、住民記録を確認するため、母子健康手帳の交付の際に待ち時間が

生じる。その待ち時間を活用し、バッグの内容物の写真や簡単な説明をボード状のも

のに印刷し、窓口などに配備することで、説明の時間を長く取れない方にも一定の説

明に替えることが可能になると考えられる。しかしながら、混雑していてスペースを

確保することが困難な場合があるなど、各窓口に置くためには調整が必要であるため、

今後の検討とする。 

③妊婦健康診査の結果の活用 

妊婦健康診査については、１回目と２～１４回目の受診率に大きく差があるが、デ

ータは独自の集計ではなく、国保連の集計を利用している。また２回目以降に受診率

が低下することに関しては、１回目は妊娠が確定しない段階での受診も含まれること、

２回目以降は里帰りなどで受診票が使われなくなる場合（受診票は都内でのみ使用

可）、流産などによる場合なども考えられ、必ずしもリスクが高いとは言い切れない。

ただ、回数を１回加え、不安や心配事などを聞き取るアンケートや、受診医療機関か

らの連絡シートの導入なども考えられる。しかしながら現行の健診票が２３区共通の

様式であるなど、区だけでは解決できない部分が大きく、今後の検討課題とする。 

 

（２）乳幼児健診の周辺における課題 

①管轄外の総合支所での健診受診（利便性の向上等） 

従来から、地域の境目等に住んでいる区民から、担当の総合支所より他の総合支所

の方が便利であるという意見や、働いている母親などから、担当の総合支所が健診を

行っている曜日には仕事を休めないなどの意見が多く寄せられている。 
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区民の利便性を向上させるため、管轄以外の総合支所でも健診を受診できるよう、

今後、実務レベルで具体的な仕組みや、ルール等を検討する。 

なお、現行では、健診や予防接種、相談・支援等の経過を記録する「母子健康管理

カード」が手書きによる処理となっている。個人情報の厳重な管理のもとで、現行の

ままでも管轄外での健診受診は実施できる可能性はあるが、将来的には同カードの電

算化による迅速性、効率性、安全性の確保なども視野に入れて検討していく必要があ

る。 

 

（３）講座等の拡充 

講座等については、必ずしも保健師が直接実施する必要性のあるものではないが、

多くの妊婦や母子等と接する中で、重要性や必要性が浮かび上がってきた事業につい

て、子育て支援策の充実として提案する。 

〈講座の内容の例〉 

・妊娠前の支援（生物学的生殖期間や不妊・不育等を知るための講演会等） 

・大学生等を対象にした「ライフプラン講座」 

・ママの生活スキル・育児スキルを学べる場、ママ友の作り方講座 

・夫婦のコミュニケーション講座 

・祖父母を対象とする講座（“今どきの子育て事情”、子ども夫婦や孫との付き合い

方、サポートのしかた等） 

 

（４）歯科保健事業の見直し 

歯科保健事業は、健診事業を除いて全数からのスクリーニング等は行っておらず、

歯科医師による「すくすく歯科相談」や、歯科予防処置（フッ化物塗布や清掃）など

は希望者だけを対象としている。 

申し込み開始からまもなく満員になるなどニーズはあるが、その中で、両事業とも

に、同じ子どもが繰り返し受けているなどの現状もあり、行政のサービスとしてどの

程度提供することが適切であるかなど、検討の余地がある。 

 

（５）保育サービスの柔軟な運用  

 世田谷区では保育サービスの待機児童の解消は児童福祉分野での大きな課題であ

るが、母子保健の分野から見て、母親が子どもと離れる時間をもつために必要性が高

い場合がある。  

子育て期の途中で、疾患の悪化や、生活習慣の著しい乱れ、育児不安の強まりなど、

リスクが高くなってしまった親子への支援として、弾力的な運用の仕組み等を作れな

いか、担当部署に提案する。 

 

７ 世田谷区全体における今後の保健師の配置について 

２３区全体では、人口 9,059,903 人（平成 25 年度。以下同じ）に対して保健師数

は 1,173 人であり、この比率を世田谷区の人口 892,214 人に当てはめると、保健師数

は 115 人と算定される。 
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こうしたデータからも、現状の世田谷区の保健師の数は２３区全体と比べて少ない

ことが示されている。 

今回の検討では、妊娠期からの切れ目のない支援を母子保健の分野から充実するに

あたり、必要な事業と併せて人員体制を検討したが、そもそも人口規模等からみても、

保健福祉施策を推進するためには、区全体としてさらなる保健師の確保が必要である。 

世田谷区基本計画の分野別政策「健康・福祉」、「子ども若者・教育」などに掲げた

取り組み事業を着実に推進していくためにも、専門的な立場で保健福祉政策を担い、

地域で区民の相談・支援に関わる保健師の人員確保に今後も努めていく必要がある。 
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図１ 健やか親子２１（第２次） イメージ図 

 

 

表１ 「健やか親子２１（第２次）」における課題の概要 

 

ogatah
フリーテキスト
「健やか親子２１（第２次）」について  検討会報告書（概要） より

ogatah
フリーテキスト
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検討経過及び検討メンバー 

・検討経過 

 第１回 平成 27年 2月 13日 

 （１）検討の趣旨、目的等 

 （２）検討の進め方 

（３）検討項目について 

 第２回 平成 27年 2月 26日 

 （１）検討項目について（続き） 

 （２）取り組みの案について 

 第３回 平成 27年 3月 10日 

（１）今後取り組む事業の整理 

 第４回 平成 27年 3月 24日 

 （１）検討報告書（案）について 

 

・検討メンバー 

所属 氏名 備考 

世田谷総合支所副支所長 渡邊 裕司 副座長 

玉川総合支所副支所長 本橋 安行  副座長 

世田谷保健所副所長（健康企画課長事務取扱） 高木 景一 座長 

世田谷総合支所健康づくり課長 尾方 啓美 事務局 

北沢総合支所健康づくり課長 亀谷 智惠子 事務局 

砧総合支所健康づくり課長 相馬 正信 事務局 

世田谷保健所健康推進課長 後藤 敏朗  

世田谷総合支所健康づくり課保健相談係長 三田 尚子 事務局 

玉川総合支所健康づくり課保健相談係主査 小泉 奈央子  

砧総合支所健康づくり課保健相談係主査 高橋 千草  

世田谷保健所健康企画課調整係主査 虎谷 彰子 事務局 

世田谷保健所健康推進課こころと体の健康担当係長  遠藤 厚子  

政策経営部政策企画課政策企画担当係長 須藤 剛志 必要に応じ出席  

総務部人事課定員管理担当係長 皆川 聡 必要に応じ出席  

 

 


