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第２回 世田谷区妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のない支援検討委員会 

議事要旨 

 
日時：平成２７年６月１９日（金）１９時～２１時 
場所：世田谷区役所第１庁舎地下１階 １・Ｂ・１会議室 
出席委員：福島委員長・立花副委員長・橋本委員・榊原委員・吉原委員 

明石委員、中村委員・辻委員・柳原委員・渡辺委員・後藤委員 
相馬委員・香山委員・鈴木委員・百瀬委員 

 
委員長：内閣府の人口減少問題を担当している山崎氏の講演会について冒頭に

報告したい。市町村が２０１５年から２０１９年までの５年間にどれだけ

集中して成果を出していけるかが問われている。今、政策として出したも

のが３０年後に影響してくることを考えると、これからの５年間は本気で

子どもに切り替えていくチャンスだと思っている。そこを踏まえて、特に

世田谷区が日本のモデルになっていく可能性が大きいので、真剣に考えて

やらせていただきたいと思う。 
委員長：「切れ目のない支援」は母子健康手帳の交付のところから議論していく

ということでよいか。子育て世代包括支援センターから課題を出したい気

がするが、ひとつひとつ具体的に解決していくということで妊娠出産から

始めるが、意見はあるか。 
委員：母子健康手帳交付の前の段階で、妊娠自体を悩んでいる、そういうお母

さんも多い。支援の必要な一群として、望まない妊娠だとか、医療機関に

妊娠について相談に行ったときとか、そういったところからすでに保健師

が介入するケースがあっても良い。 
委員：大部分の方は、妊娠１１週以内に妊娠届出（母子健康手帳の交付）をす

るが、そのあとは週数が増すごとに減っていく。２３週以降の届出に関し

ては、保健師の方からアプローチして、フォローをしている。 
委員長：世田谷区は母子健康手帳交付を専門職ではなく事務職がやっているこ

とだが、事務職も母子健康手帳の使い方の説明をしているのか。 
委員：資料を使って説明したい。「資料２子育て支援に係る相談体制」と「参考

資料：身近な相談窓口をご利用ください」を見てほしい。資料２は世田谷

区の三層構造（全区・地域・地区）の体制で、出張所・まちづくりセンタ

ーという住民基本台帳を基本とした事務を行うところでの妊娠届を受理し

て母子健康手帳を交付する事務が行われてきた。この建物の中で、あんし

んすこやかセンター（地域包括支援センター）と社会福祉協議会の事務局
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を一体化させて、身近な福祉の相談窓口として機能させる。地域包括ケア

の一環として、初期段階の関わりの場として機能させようと考えている。

課題は母と子の保健バッグの配付の際の住民記録確認。 
あんしんすこやかセンターに子育て支援の相談のどの程度の機能、役割を

果たしてもらうか、１か所でモデル事業をやっている。そこから健康づくり

課（保健師）に結びつけたという実績はまだない。子育て世代包括支援セン

ターの話も出たが、世田谷区の場合はネットワーク型の切れ目のない支援の

相談体制を構築していく必要がある。 
委員：今は母子健康手帳を事務的に渡しているという感じなのか。それとも、

大事な機会だと認識しているのか。 
委員：どこまで丁寧に案内できるかが一つのポイントになる。現在、母子健康

手帳交付時の面接マニュアルと、写真を使いながら母と子の保健バッグの

中の２０種類の資料を理解していただけるような説明資料を作っている。 
委員：出張所とまちづくりセンターの事務ということでやっているので、住民

記録的な事務になっている。妊婦健診の案内までは事務的にできるが、具

体的な説明ができるところまでは至っていない。 
委員：すぐには無理だとしても、子育て家庭に対してどのような状況を実現し

たいか、そのためにはまずどこから進めていくかを伺ってみたい。妊娠届

はそこに至るための一里塚だと思う。現場を担っているみなさんとしては、

現段階では、どのようなお考えか。 
委員：ポピュレーション・アプローチということで地区の役割を考えると、妊

娠届出の受理がひとつの大きなポイントになる。総合支所という地域のバ

ックアップがあって地区の役割がある。地域がバックアップしていくこと

が重要。 
支援が必要ない方にとって、地区は単なる妊娠届の場でしかない。地区が

身近な拠り所としての機能を持つ必要があるのではないか。 
委員：リスクのある人だけを必要なところに繋ぐのがゴールのイメージなのか、

リスクがまだ低い人も含めて全員と繋がって、段階を踏んで状況を把握し

たいと思っているのか、どちらなのか。 
委員：目指すところは後者も含めた地区の関わりだが、カウンターと電話しか

ないところなので、機能的にもっと充実させなければいけない。 
委員：カウンターしかない場所を使うかどうかも一つの論点になっていく。ど

この場所で誰が、何のためにやるか。 
委員：現実から何歩進むかという話のようだが、そうではなくて、例えば１０

年後には重度な虐待が起きないような区にしたいとか、区の中で発生して

いる問題をなくすための手段として何をやりたいと思っているのか。 
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委員：私自身は、児童虐待を減らす、防止するという観点での地域・地区の役

割を作り上げていく必要があると思っている。 
委員：ハイリスクの方は保健師がしっかり見ているが、むしろその個別の対応

に追われている。現場では、ちょっと心配だけど、保健師が入るほどでは

ないという人をサポートしたいという声がある。 
事務局：育児が辛いものだというイメージが強くなってきている感じがする。

楽しい育児を支援するという民間の力を活用して、相談でも支援でもなく、

自分のことを分かってくれる仲間の中で成長していくというサポートに繋

がっていくと良いと思っている。母子保健となると、リスクの高い人たち

をどうするかというところに軸足を置いてしまう。専門職がやらなくては

いけないところとそうではないところを明確に示して、子育て支援と一緒

になることで新しいやり方に変わっていけると思う。 
委員：区がどういう問題意識を持っているのかが分かった。 
自分の経験では、周りに子育てしているモデルがなく、また時代の変化とと

もに、祖父母世代とは育児常識が変わってきている等で、現代は子育てが難

しくなっている。情報も物的にも全く未知の世界に入れられたような、急に

迷子になったような感じだった。その中で日々刻々と変わっていく子どもを

見るというのは、急に介護と看護と栄養指導とを全部一度にしなさい、全部

あなたの責任ですと言われたようだった。 
親族のネットワークに頼るよりも、専門職の人、現代の常識をきちっと持

っている信頼できる人が「母乳はそんなに早く卒業しなくても良いのよ」と

か、「おむつについてはこうよ」とか、「泣いた時にはこうすればよい」とい

うことを言ってもらうと悩みが解ける。 
世田谷でも高齢出産が増えている。身体的にもかなりきつい状況で、核家

族の方も多く、実家に頼れないという人も増えている。母子の状況が大きく

変わっているという認識で検討していった方が良いのだろう。 
母と子の保健バッグに入っているものを全部理解して的確に使うのは相

当大変なことである。それをやり直したのがフィンランドのネウボラであり、

浦安や名張がやりはじめている。でも、できるところからしかやっていない。

フィンランドではネウボラに行けば、何が必要か、何をするか教えてくれる。

予約だけ入れたらそこで全部やってもらえる。 
世田谷区には既に「さんさんサポート」とか「産後ケアセンター」といっ

た支援があるものの、利用する時期や手続きを適切に理解して利用するのが

難しい。その道案内をきちんとしてもらえたらすごいのではないか。当事者

にとってどうかというところからもう一回検討していただき、その中でもで

きるところしかできないのだけれども、ちょっと違う見え方がするのではな
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いか。 
浦安市は保健師が何人もいるわけではないので、子育て支援コーディネー

タという一般の子育てが終わった主婦で研修を受けた人たちが一緒に面接

をして、そこで丁寧に聞き取りをする。保健師は見極めるために一緒にいる

が、コーディネータがピアカウンセラー的に話をすると不安を解いて話して

くれる。高度な専門性よりも、ある程度研修を受けた人が最初の入り口とし

て、例えば NPOの方が準専門職みたいな形で繋がっていってもらう。信頼
関係を作ってきちんと捉まえてもらう担当みたいな人がいると良い。 

委員長：妊娠届というところに視点があるが、どういう人材がアプローチして

いくことが大事か。２７か所の地区でやるとしても、保健師を２７人増や

すという発想が世田谷区にあるのかどうか。そこは如何か。 
委員：保健師を増やすというのは非常に大きな課題である。現状は保健師が足

りないので、地区活動が充分ではない。各地区に分散して配置するのは、

利便性は上がるかもしれないが、支援という観点からすると、地域に配置

された保健師ひとりで対応していくよりは保健師がチームになって地域全

体でフォローしていく体制が理想的だと思う。 
委員：一人の保健師が継続して見ていくのが理想的かもしれないが、現状は担

当制になっている。人事異動があり担当が変わってしまう。ひとりの保健

師がずっと担当するというのは厳しいので、体制として継続して支援でき

るようなシステムを作っていくということだと思う。 
委員長：専門職というのが保健師だとすると、現状は保健師が全ての方に対  

して個別支援をするという方向は難しい。浦安市や名張市は、2段階で保健
師と、母子保健コーディネータ（名前はともかく介護で言えばケアマネジ

ャーのようにずっと寄り添っていく道先案内人）と 2段方式でやっている。
専門職を 27人増やすというのは容易ではないし、3人増えても、世田谷の
場合は個別対応ができないわけだから。道先案内人というのが、今までと

は違うところだが、そのあたりで他の委員の意見もいただきたい。 
委員：産科医療機関から保健師につなげばしっかりフォローしてくれるがなか

なかつながらない。支援が必要な人たちは行政のカウンターになかなか行

ってくれない。子育て世代包括支援センターというものを核にして、カウ

ンターで待っているだけでなくて、コーディネータになるような人が医療

機関に行き、そこで相談業務をやってもらう。半日はそれをやって、残り

の半日は子育て世代包括支援センターで相談に乗るという方法もある。 
自分のところ（医療機関）では、産後うつや統合失調症などを持ってい  

る特定妊婦を精神科につなげてくれる産科医は数人ぐらいだ。忙しいからで

きないとう事が結構ある。行政から人を送り込んで統括を保健師さんがやる。
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そういうのも一つの手である。 
委員長：医療機関との連携の発想を変えて、行政の中にセンターがあるのでは

なく、助産外来でも普通の外来でも、そこで継続して支援しているところ

に保健師が行く、そういう発想もあるかもしれない。 
委員：保健師は数が少ないので公募してもなかなか来てくれないので、多職種

で補っていく、養成していくのも良いと思う。 
委員：ネウボラの場所は歩いて行けるような地区にあるということなのか。 
委員長：子ども２００人に一人の保健師。どれぐらいの地区なのかは知らない

が、歩いていけるところにある。 
委員：区には妊婦や子育て家庭の窓口があるが、そこにあるということを知ら

ない方が多い。相談窓口があることを知ってもらい、最初は繋ぐというこ

と、繋いでくれるコーディネータ的役割をしてくれる人が重要なのではな

いか。 
妊娠初期はそんなに必要なくても後期に支援が必要になるなど、妊娠期は

状況が変わりやすい。そういう時に相談できる場所の情報が伝わっていると

今ある窓口が有効に活かせる。 
初期に情報が全部あるのではなく、ポイントで情報が入っていくという仕

組みが必要なのではないか。 
委員長：ポイントでの情報提供は、世田谷区ではもうやっており、できている。

それをつないで、ずっと支えていく人・コーディネータをどうしていくか。

場所と人。そのあたりは如何か。 
委員：自分が運営している子育て団体は多くの自治体からの視察を受け入れて

いる。どんな雰囲気で母子に接しているかというところが見たくて来てい

る。専門性というところはそれほど必要が無く、むしろ邪魔になる。介入

するわけでなく、指導するわけでなく、スクリーニングするわけではない、

でも気づいているということが大事。そして支援者を支援する専門職、母

子を見極める専門職がいるということ、浦安はそういう形を取っている。 
委員長：世田谷区にも母子保健推進員がいたのか。 
事務局：世田谷区にはない。世田谷区には母推班もないし愛育会活動もない。 
委員長：山梨はお母さんを、直接支えていく人として活用しており、保健師は

見守りや調整をしていくという仕組みを進めていくということだった。 
委員：自分のＮＰＯではひろばをやっている。身近な場所とは、出産間もない

人や妊婦にとっては歩いて行ける場所。産んだ後に生活していく、生活の

場がすごく大事。 
利用者支援事業の基本型をやっているが、行政でできることと地域ででき

ることは違う。“切れ目のない”ということは、生まれた後のことを考えて
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妊娠期を考えないといけない。世田谷区の特色として、働いている母そして

転入してくる方が多い。子育て応援ブックは子どもを連れていないともらえ

ないと聞く。区が転入者にどう対応しているかが見えてこない。私たちが見

えていないということは転入してくる方はもっとわからないのではないか。   
双子の相談もある。双子の親は歩いて行ける範囲が小さいので“ひろば”

が有効だと思う。“ひろば”は出産後に利用するケースが多いが、妊婦の時

から通えるようにしていくと、切れ目のない支援は“ひろば”で展開できる

のではないか。子育て応援コーディネータ（利用者支援基本型）も“ひろば”

の既存の資源を使いつつ、そこに保健師、そして地域の助産師とつながって

いく体制づくりをやっていけばもっとうまく進んでいく気がする。 
世田谷区の特色を捉えて、行政だけでなく、民間も一緒になって考えてい

かないといけない。医療機関も含めてみんなで支えていく体制をみんなで作

っていく。世田谷ではネウボラという言葉ではなくて新しい形を作っていけ

たらいいと思う。今やっている人たちの力を活かしていくというところにも

一歩踏み込んでいただくと良い。 
委員長：ネウボラは全ての人たちに安心してほしいということ。ハイリスクに

ついては体制ができている。色々な課題がありながらも健康だけどもグレ

ーゾーンの人たちに接していくことだが、全員に専門職がつくというのは

厳しい状況にある。 
委員：国が提唱していることは、すべての妊婦を把握するところから始めるこ

と。世田谷区はネウボラ的なところに行こうと思っているのか、できる範

囲でもう少しサービスを増やそうとか思っているのか、それによって話は

全然違う。たとえば、名張は何かの資格を持っている方を教育し直してチ

ャイルドパートナーという形で最前線に出て行ってもらっている。専門的

な対応が必要な時は、専門の保健師である母子保健コーディネータが出て

いくという二段構えで展開している。最初から繋がっていることで準特定

妊婦が見つかるようになり、全員に繋がったことで、こういうことを悩ん

でいたというのが見えてきた。そういった日本の母子保健をベースにやっ

ている人たちの話を聞いてみることも必要。 
浦安市の子育てケアプランには、子育てケアマネジャーとして研修を受け

たボランティアの名前と地区担当の保健師の名前が入る。あなたに対して私

たちが見ていると言う固有名詞のメッセージを出す。これがネウボラ的にな

るか、そうじゃないかの違いだと思う。 
委員長：全ての妊婦の面接を目指していこうという方向性はあるのか。 
委員：フィンランドのネウボラをそのまま世田谷区に当てはめることは厳しい。

入口はまず妊娠届のところでの全ての妊婦の把握だと思っている。妊娠届
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を出さない方は議論の外に置いたとしても、そこから継続的につなげてい

くことをだと思う。 
委員長：こんにちは赤ちゃん事業の時に、世田谷は専門職でやったが、今回の

全ての妊婦の把握は保健師だけではできない。２層でやるのが可能なやり

方ではないか。 
委員：あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）で子育ての相談も

受けることになり、総合支所を含めれば妊娠届を出した全ての妊婦の把握

ができる環境はある。後はそういう覚悟をもって政策を形成することだが、

その時の裏付けをこういった場でお話しいただけるのではないか。 
委員：子育て世代包括支援センターは、非常に期待している。夢もある。これ

を区はいくつ作るのか。支所ごとなのか。 
委員：私見で申し上げると、数的には１とか５とか２７ということになる。今

の議論を聞いていると、地域資源というものがあるわけだからそうした人

材を強化する、もしくはそこに必要な役割を上乗せするというのもあるの

ではないか。 
要保護児童対策地域協議会の周産期部会では、ここの委員の方にも参画い

ただいて医療機関で活用できる「母と子のチェックリスト」の試行をしてき

た。チェックリストという紙と、委員からの意見にあった「人が出向いてい

く」ということ、紙と人との効果の違いというものを教えていただけたらと

思う。 
委員：紙だと希薄だと思う。人が出向いていき関係者と話し合ってこそ得られ

る情報もある。面と向かって話をする場があると連携の質が違ってくる。

紙一枚と直接のやり取りだと、直接の連携の方が深い。 
委員長：今の議論だと、どうしても児童虐待の防止という観点でとらえられ、

ポピュレーション・アプローチの話にはどうしても行かない。そこのとこ

ろで議論が噛み合っていかない。 
委員：妊娠が分かった時が出発点だが、産科では妊娠を喜べる人とそうでない

人がいることがわかる。そこで、リスクがあると思われる人たちに、こう

いうところで相談したらよいですよと情報として伝えることができる。 
お母さんたちはそんな砂漠の中で生きていたというのが初めてわかった。

保健師さんたちはハイリスクの人たちの対応をしてポピュレーションは

NPO の人たちの力を借りるのが理想。ＮPO の質の担保を行政で取り組ん
でいく。 

委員：浦安は、NPOではなく行政が責任を持って養成した一般の方。高度な個
人情報を扱い、軽度なソーシャルワークをすることになり、命にかかわる

ようなことをアドバイスするかもしれないので、情報の扱いなど、かなり



8 
 

の研修をする。また後ろからスーパーバイズをして信頼関係を作っていく

ことをやっている。世田谷は特に力がある人たちが多いが、NPOは仕分け
した後の受け手。紹介できる先にお医者さんがいたり、色々な NPOの活動
の方がいたりというようなイメージで構成されている。 

委員：質の良い NPOの方たちがいるのに、なぜ世田谷区はできないのか。 
委員長：ここにきて新しい形でできるかどうかが一つの課題だろう。 
委員：子育てに関して身近な地区展開はこれからの課題。 
委員：利用者支援員も、これまでの感覚で、行政でやるべきだということで、

子ども家庭支援センターや児童館という発想だった。子育て中の方の立場

で言えば「おでかけひろば」など、すぐ行けるところ、NPO中心に始めよ
うというように切り替わってきた。同じように切れ目のない支援も民間の

力を活用して、ハイリスクは専門職、そうでない方は身近なところがやっ

ていくような体制を組んでいかないと、やりきれない。 
委員長：悉皆だけどバックには専門職がいるという体制は作らないといけない。

ある意味世田谷区は今までその体制の構築は無かった。 
委員：妊婦や子育て中の母たちはインターネットでかなり多くの情報を取る。

支援者に満足しないとショッピングを始める。そのため、対人サービスが

できる専門性、行政のサービスについての専門性、医療機関や福祉の知識

を持っていて、的確に養成されている専門性のある人が対応しないといけ

ない。フィンランドでも信頼関係を作って何かあったら連絡してもらえる

ように投資している。そのために育児パッケージというものがあり、対話

の仕方を練習して上から目線にはならない。支援が必要な妊婦を早期に見

極める専門性と相手の信頼を勝ち得るための専門性と、両構えの専門性（フ

ィンランドではオープンダイアログという言い方をして）が必要である。 
委員：浦安の子育てコーディネータはどのような方で何人ぐらいいるのか。 
委員：一般の子育てが終わった方で、NPOなどで活躍されている方たちの中か

ら養成して増やしている途中だ。その人たちにもっと専門性を持ってもら

うため、1級 2級のランクがある。 
委員長：浦安の研修は、大日向先生が入って育ててきた背景がある。世田谷の

場合は水準の高い NPOがいるし、人材も豊富だ。 
委員：大日向先生の研修は緻密なカリキュラムが組まれていて、３級（30時間）

を取らないと２級に進めない。ステップを踏んで育てている。研修を受け

たら奉仕活動ができることが前提だ。 
委員長：世田谷は人材が豊富だと思う。ただ、体制の問題で、世田谷区がどう

取り組んでいくかというところだと思う。 
委員：虐待の予防の観点で、妊産婦の方が医療機関に行ったときに、看護師さ
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んやお医者さんが必要な方を区に繋いでいくということが必要だが、その

時に指標となるものがなかった。統一した指標があればお知らせしやすい

という観点から周産期部会でチェックリストを作成してきている。まだ意

見のあるところだが、医療機関との連携のひとつである。 
委員長：フィンランドでも、母子の関係性とか夫婦の関係などチェックリスト

はいくつか作られている。今までの視点、虐待の視点だけで見ていくとい

うのは違う。普通の夫婦との関係、家族との関係、地域との関係性とかそ

ういう社会的なことも含めたものが大事ではないか。 
委員：全ての妊婦にアプローチしていくことが大事だと思う。全ての妊婦に関

わっていくことでハイリスクはハイリスクとして見つけられていくし、あ

とはポピュレーション・アプローチとして子育てをしっかり支えていく体

制づくりにつながるのではないか。全ての妊婦にアプローチするときに、

どこの時点でどの形でやればアプローチできるかというところを考えてい

くのが重要なところだと思う。 
委員：先ほど委員が言った通り、妊娠届出時の連携が始まったとして、そこか

ら出産までの関係性というのがどうしても取りづらい。妊婦健診は、様々

な理由があって２回目以降の受診率は２ポイント位下がってしまう。そう

いう状況の中で全ての妊婦へのアプローチが継続するような関係性が作れ

ないという課題がある。 
委員長：品川区でも検討会が始まっている。品川区も全ての妊婦は専門職だけ

ではやりきれない、２段構えで委託ということも含めて考えていくという

ことだ。どこの段階かというと、妊娠してうれしい人だけではない、そこ

の状況を踏まえて、そこから拾うことも検討している。 
委員：フィンランドは妊娠したと思ったらネウボラに行き、そこで保健師に妊

娠を確認してもらい、色々なことにすぐつながる。医療機関に行かなくて

も良い。すべて無料。迷っていてもそこに行く。日本はそこに医療機関の

役割がある。フィンランドは大分前から妊婦手当がある。妊娠後も期限は

区切ってあるが全員がもらえる。金額は２万とか４万ぐらいで、育児パッ

ケージを選ぶこともできる。浦安がそれをまねている。それをやることで

妊婦が自分は歓迎されていると感じて通うようになるという効果がある。

ママたちがそのバッグを持ってひろばに行くと、ママ同士で話ができるよ

うになる。連帯感という副次効果が生まれる。ゆりかご東京の補助金を利

用してやってみるのも手だ。 
委員：葛飾区も始めると聞いた。 
委員長：妊娠したらすぐ行って保健師さんに妊娠チェックしてもらえるという

のはフィンランドだからできる。日本では難しいが、助産院だったらでき
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るのか？そこが課題でもある。 
浦安は保健センターの一角にネウボラを作って相談事業の形で始めてい

る。カウンター越しではなく机を置いて。和光市は助産院を産前産後ケアセ

ンターとしてそこで母子健康手帳の交付もやるようになった。今まで母子健

康手帳の交付は中に金券が入っているから行政の窓口でしか出せないとい

う感覚だったが、和光市はそれを越えた。民間でもできるようにした。今ま

でできなかった垣根を越えていかないと、今までと何が違うのだという形に

しかならない。いろいろハードルはあるけれど本気でやっていくということ

でしかないと思う。 
委員：保健師がずっと追っていかなければならない人と、方向を示せば自分で

繋がれる人とがいるので、役割分担をして民間の方々にフォローしていた

だければより良いのではないか。保健師は楽しい育児というのを心がけて

はいるけれど、どうしてもスクリーニングをかけがち。民間の方々はどち

らかというと子育てしている方々に寄り添って支援ができる。役割分担と

連携ができればよいのかなと思った。 
委員：世田谷のお母さんは同じものを持って喜ぶのかなと思った。 

母と子の保健バッグは使いにくい。チラシが入っていると思って捨てる人

が いる。お母さんたちと話すと、ファイリングがしてあって、目次がつい

ていて、何か月に何を使うかがわかり、自分の子どもの成長も入れられるよ

うなファイリングのグッズも良いということだった。グッズに関してはみん

なで考えていけばよい。 
委員：２か月がワクチンデビュー。毎月毎月、月刻みで色々なことをしていか

なければならない。その整理もすごく大事。行くのがうれしいような場所、

もらうのがうれしいようなもの、今のお母さんのセンスと文化に応えると

いうのは私たちの最大の責務。そこを外したらどんなに素敵なことを言っ

ても伝わらない。もう一つは人、接触する人。自分が行っていたネウボラ

おばさんに自分の子どももかかるというふうな定着ぶり、そういった地元

感を持ったシステムづくりに支援をしていけたら良いとつくづく思う。 
委員：名張市の保健師から聞いたことだが、行政が責任を持ってワンストップ

で妊娠期からの親子全員を支えようということを１年間やったら、自分た

ちから支援の必要な人を探しに行かなくても情報が集まってくるようにな

った。行政が責任を持ってやるという信頼感がある。そこのところは揺る

がせないで、連携は絶対必要だが、人が足りないから下請けに出そうとい

うのではなく、責任の主体は行政。だけど保健師ではできないからどうし

ようかという検討を是非やっていただきたいと思った。 
委員長：今日、しっかり確認できたのは全ての妊婦を把握していく、それを継
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続して同じ人が出産した後もしっかり見ていくという方向性。専門職でな

かったとしても行政が責任を持って人材育成をやり、モニタリングでしっ

かり確認をしていく。浦安は８万人で名張はもっと少ない。８８万人人口

の中でやっていくということはものすごく大変なことだと思う。同じでは

なかなかできないけれども、どこにしっかりお金を使うかということを、

議会も含めて訴えていかなければいけないと思う。出生数も違う。世田谷

区は大きいので大変だとつくづく思うが、その中でやっていく覚悟が必要。

それでは、第３回に向けて、確認はあるか。 
委員：第３回は前半の最終になるので、委員長に今まとめていただいた方策、

民間活用、医療機関との連携、そして人をどう配置していくのか。世田谷

区の現状を踏まえた形がもしかしたらあるのではないかと思う。３回目は

今日いただいたご意見を集約して提示して議論していただきたい。 


