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はじめに 

 
 世田谷区では、平成２６年度からの世田谷区基本計画において、「子どもが輝

く参加と協働のまち せたがや」を副題とした「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、「子ども若者・教育」の分野別

政策において施策の方向性を定めている。 

また、平成２４年に成立した子ども・子育て支援法では、「子ども・子育て支

援新制度」の実施主体である基礎自治体に対して、保育・幼児教育の充実や地

域の子ども・子育て支援事業の充実を計画的に実施していくことを求めている。 

世田谷区でも、こうした趣旨を踏まえ、近年の子ども・子育てを取り巻く社

会状況の変化に対応すべく、「世田谷区子ども計画（第２期）」が策定され、重

点政策の一つに「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」を掲げ、「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しくみを身近な場から充実す

る」ことが目標として盛り込まれたところである。 

また、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つの重点課題が掲げられている。 

さらに、平成２７年４月からスタートした子ども子育て支援事業においては、

母子保健に関する相談に対応するため、利用者支援事業に「母子保健型」が新

設され、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談

支援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）を整備する

ことが示された。 

本検討委員会においては、国の子ども子育て支援事業を視野に入れて、世田

谷区における「妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のない支援」をどのよう

に考えるのか、どのような支援のあり方が求められているのか、また、それを

実現するための方策等について、特に、妊娠期から出産直後に焦点を当て検討

を行った。その検討の経過を平成２７年度最終報告としてまとめた。 
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Ⅰ 検討委員会の設置 

１．趣旨 

  本年４月からスタートした「世田谷区子ども計画（第２期）」の重点政策

のひとつである「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」のあり方につ

いて、区としての施策の方向性を定めるため、外部有識者を交えた「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」（以下「検

討委員会」とする）が設置された。 

 

２．検討内容 

切れ目のない支援は、妊娠期から乳幼児期、学齢期までの子育て家庭を対

象とした幅広い概念であるが、妊娠中や乳幼児を育てる時期は様々な不安を

抱える時期でもあり、虐待を受ける子どもの年齢は乳幼児期の割合が高いこ

とから、検討委員会では、まずは妊娠期から出産直後の時期、特に母子保健

分野に特化して検討を行った。 

また、産後ケア事業は、親族等から十分なケアを受けられず育児不安や体

調不良等がある産後４ヶ月未満の母子を対象として実施され、育児不安の解

消や児童虐待の予防が図られており、妊娠期からの切れ目のない支援を検討

するうえで、その重要性に鑑み、検討委員会では、優先度の高い検討課題と

して位置づけ、専門部会を設けて検討を行った。 

 

３．検討委員会の経過 

 （１）検討委員会 
   第１回 平成２７年５月２５日（月） 
    ・検討委員会設置の趣旨及び専門部会の設置について 
    ・検討スケジュールについて 
    ・世田谷区の子ども・子育ての状況 
   第２回 平成２７年６月１９日（金） 
    ・検討課題：身近な場で、早期にかつ効果的なアプローチを 

① アプローチ１：妊婦全員に対する面接 
② アプローチ２：妊婦健診 
③ アプローチ３：母親（両親）学級・プレパパママ講座 

第３回 平成２７年９月７日（月） 
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 ・世田谷版ネウボラのしくみの検討 
第４回 平成２７年１２月７日（月） 
・地域の子育て支援と区・医療機関の連携 

   第５回 平成２８年２月３日（水） 

    ・[報告]世田谷区の平成２８年度の取り組みについて 

    ・地域の子育て支援と区・医療機関の連携 

    ・平成２７年度最終報告について 
 

 （２）専門部会（産後ケア事業） 
   第１回 平成２７年６月１８日（木） 
    ・事業立ち上げの経緯 
    ・現状と課題 
   第２回 平成２７年７月１日（水） 
    ・医療機関等との連携による事業展開 

アドバイザー会議 平成２７年７月２２日（水） 
 ・専門部会検討まとめ 
 ・医療機関等との連携による事業展開 

 

 

 

 

 

 

                                 
1 

                                                   
1 区民版子ども子育て会議：子ども・子育て支援法に基づき設置する区長の附属機関の「世
田谷区子ども・子育て会議」に倣い、ＮＰＯ法人「せたがや子育てネット」が立ち上げた、

民間主催の会議体。区民、子育て活動団体関係者、医療関係者、行政が集まり、子ども・

子育て支援施策について、議論や自由な意見交換を行う場となっている。 
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Ⅱ 世田谷区における母子保健分野の現状と課題 

１．総論 

・少子・高齢化が進展する中で、世田谷区は子どもの数が増加しており、特

に最近５年間は0～5歳の子どもが毎年1,000人近く増え続けている。 

 
・ 子育て世代の多くが、祖父母との同居・近居をしておらず、身近な育児

経験者に相談し支援を受けることが厳しい状況にある。また、インター

ネットなどの情報は溢れているものの、自らが必要とする情報にたどり

着くことが難しい。そのような中で、子育ての不安や負担感が増し、児

童虐待等に至るといったことにつながらないよう、必要な支援策の構築

が重要な課題となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※平成 25年の時点の状況は、65％が祖父母と同居・近居でない世帯である。 

36000
37000
38000
39000
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42000
43000
44000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

38461

39628
40558
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42445

43365

世田谷区の乳幼児人口

0-5歳児

【祖父母の同居・近居状況】 
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【第1子出生時の母の平均年齢の推移】 

【出生時の母の年齢別割合】 

・  第１子出産時の母の年齢が上昇傾向にある。一定のキャリアを積んで仕

事が充実してきたところに妊娠出産を迎える方も少なくない。 

・ さらに、第２子、第３子の出産に際しては、上の子の預け先の心配や、   

周囲から経産婦だから心配は要らないと思われがちなことなど、第１子

の時とは違った課題がある。 

・ すべての妊産婦・子育て家庭の方が、安心して子どもを産み育てていく

ことができる環境を整備していくために、区と区民、地域とが力をあわ

せて、世田谷区らしい、切れ目のない支援のしくみを構築していくこと

が求められている。 

・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第1子出生時の母の年齢は上昇傾向にあり、平成25年の平均年齢は32.7歳であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成25年の出生時の母の年齢は81.4％が30歳以上、42.6％が35歳以上である。 

5.2 4.4 4.5 3.6 3.4 3.2 3.7 2.7 2.4 

24.1 22.1 21.9 20.6 19.7 18.7 20.3 
17.4 16.1 

42.0 43.2 42.5 
41.8 41.3 40.4 40.0 

39.9 38.8 

24.2 25.8 26.5 28.5 29.5 31.0 29.6 
31.3 33.2 

4.5 4.5 4.6 5.5 6.1 6.7 6.4 8.7 9.4 

平成１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

出生時の母の年齢別割合

40歳以上

35～39歳

30～34歳

25～29歳

24歳以下
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２．各論 

（１）妊娠期 
・ 健康づくり課や世田谷保健所のほか、出張所やまちづくりセンターの窓
口における妊娠届の受理の際に、アンケートを実施し、支援が必要な妊

婦の把握が行われている。アンケートの回収率は７８％程度である。 

・ 低体重出生児が増加傾向にあり、原因は様々だが、妊娠中の喫煙やダイ

エットなども指摘されている。特に妊娠期には、胎児への影響を含め、

生涯を見据えた健康への意識啓発を行うことが重要となっている。 
・ 休日実施の両親学級は定着しており、定員を超える申し込みがある一方、

平日の両親学級の参加人数は減少傾向にある。 
・ 母親の有職率が年を追って高くなる傾向があり、初めて地域でのつなが

りをつくる人への支援等、妊娠期からの支援ニーズは変化・多様化して

いる。 
 

（２）乳幼児期 

・ 母子保健法等に基づき、発達発育の目安となる月齢で行っている乳幼児

健診は、保護者が心配事を相談したり、専門職から必要な助言や情報提

供ができる機会ともなっている。区の健診の中で行っている個別相談で

も、子どもの社会性等の発達に伴う子への対応に悩みを持つ母親の相談

が多く見られることから、発達状況に合わせた支援の検討が必要である。 

・ 1歳６ヶ月児歯科健診では、育児不安等を持つ親にのみ個別相談（保健

師、心理士、栄養士等による）が行われており、乳児健診や３歳児健診

のような保健師によるすべての親子に対する問診は行われていない。 

・ 育児不安や発育発達の不安を持つ親子に、月齢に関わりなく利用紹介が

できる経過観察健診（心理相談）では、個別の診察・相談のうえ、専門

機関への紹介等を行っているが、必要な母子に対し定員枠が不足してい

る。 
・ 双子等を持つ母親には、双子の育児特有の悩みや困りごとがあり、仲間

づくり支援が必要であるが、継続的な支援が行われていないため、自主

的活動が途切れがちである。 
 
（３）母子保健事業を通して行われる保健師の地区活動 
・ 妊娠から子育て期を通して、個別に支援の必要がある家庭には、地区担
当保健師が訪問や面接等の個別支援を担っている。その中でリスクアセ

スメントを行い、必要に応じ子ども家庭支援センターと連携を進めてい
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るが、対応事例の複雑困難化や件数増加に十分対応しきれない状況があ

る。 
・ 地域づくりのため、保健師などの専門職が児童館の子育てひろば等に出

張して子育て支援事業を行ったり、管内の児童館・保育園・社会福祉協

議会などの関連機関と連携して地域ごとに「子育て支援ネットワーク」

での取り組みを行っているが、保健師が関連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を行うための時間を充分に取ることがで

きない。他区との比較でも、世田谷区の地区組織活動への取り組み時間

数は、際立って少ない。 

 

（４）人員体制 

   平成27年4月現在、世田谷区には103人の定員に対し、98人の保健師

が配置されている。また、世田谷区の毎年の出生数は約 8,000人（平成

26年は 7,968人）であり、母子保健を担う保健師（健康づくり課配置数

66人）一人当たりの出生数は約120人となる。 

一方、23区の中でも人口規模の大きい練馬区・杉並区では、母子保健を

担う保健師一人当たりの出生数が約100人（25年度）となっており、出生

数に対する世田谷区の保健師の数が少ない状況にあることが伺える。 
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Ⅲ 検討委員会の主な意見 

１．妊娠期からの支援の視点 

（１）支援策の検討の視点 

 子育て環境の変化  

・ 世田谷区でも高齢出産が増えている。身体的にも負担が大きい状況で、

核家族の方も多く、実家に頼れないという人が増えている。母子の状

況がこれまでとは大きく変化しているという認識で検討する必要があ

る。             

・ 周りに子育て家庭のモデルがなく、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。すべての妊婦や子育て家庭が支援の対象となりうるという視点で

子育て家庭を見ていく必要がある。 

 サービス利用の適切な道案内  

・ 世田谷区には既に「さんさんサポート」や「産後ケア事業」等の支援が

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。サービスの適切な道案内を行うこと、そして利用者にとって、分か

りやすく使いやすいかどうかという視点で検討することが大切である。 

 母子保健と福祉の連携によるファミリーソーシャルワークの強化  

・ 世田谷区では、子ども家庭支援センター機能として母子保健と児童福祉

が一体となって運営されている。母子保健とファミリーソーシャルワー

クをセットで行っていくしくみができているので、さらにその機能を強

化していくことが求められる。 

  

（２）相談場所（窓口） 

    相談窓口の認知度を高める  

・ 区には妊婦や子育て家庭の相談支援の窓口があるものの、あるというこ

とを知らない方が多い。まず、相談窓口の認知度を上げ、そこにつなげ

ていくしくみが必要である。 

・ 妊娠初期は支援の必要がなくても、妊娠後期になり支援が必要になるこ

とがある。必要なときにいつでも相談できる場所の情報を適切に伝える

ことが必要である。 

 相談員の資質の向上  

・ 相談員は、支援が必要な妊婦を早期に見極める専門性と、相手から信頼

される専門性の双方を身につける必要がある。 
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・ 地域包括支援センターで、高齢者のみならずすべての世代を通じた支援

を行うことは望ましいが、一人のスタッフがすべての世代を見ることが

包括支援ではない。地域包括支援センターが、当事者にとって包括的な

支援の機能を持つことが大切である。 

 メール等を活用した多用な相談方法  

・ 望まない妊娠等で、対面で相談がしにくい時や、出かけていくことが困

難な時期の相談など、ネットやメールなどを活用した相談方法について

も検討する必要がある。 

 

（３）妊娠届時のアプローチ 

  地域のバックアップと身近な地区の役割  

・ 世田谷区は全区・地域・地区の三層構造であり、身近な地区での相談支

援を総合支所（地域）がバックアップしている。地区で行っている妊娠

届の受理の機会を捉えてすべての妊婦や子育て家庭にアプローチをして

いく上でも、地域がバックアップしていくことが重要である。 

・ 支援の必要がない方にとって、地区は単なる妊娠届の提出の場となって

いるが、子育てしていく上で地区が身近な拠り所となるような機能を持

つ必要がある。 

 妊娠初期の面接の重要性  

・ 妊娠届の提出は、区と妊婦の関わりがはじまる場である。受付や面接を

実施する場所の課題はあるが、妊娠初期に専門職等の支援者が妊婦に直

接会うことが大切である。 

・ 妊婦との面接日を個別に設定するのが難しければ、母親学級などあらゆ

る場を活用することが必要である。 
・ 専門職等の支援者が、妊娠初期から子の父親にかかわり、父親の不安を

解消すると同時に、育児参加の動機付けを行うことも大切である。また、

出産後、家族の生活が大きく変わるので、適切な時期に必要な支援を見

直すことも必要である。 
 母子健康手帳の交付場所  

・ これまでは、母子健康手帳の中に金券（妊婦健康診査受診票、子育て支

援ヘルパー派遣利用券等）が入っているため、区の窓口で交付すべきも

のと考えられていたが、それを越えて民間でも交付している事例もある。

今まで出来なかった垣根を越え、利用者（妊婦）にとって何が必要か、

どこで交付するのが適切かを重視する必要がある。 

 妊娠初期の適切な情報提供  

・ 母子保健バッグの内容物が増えており、妊婦がこれを的確に理解して使
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用するのは相当大変なことである。フィンランドのネウボラのように、

そこに行けば専門の相談員が、「今、何が必要か」、「何をすればよいか」

を示し、必要な手続きについてはそこで全部できるようなしくみを作る

ことが大切である。 

・ 母子保健バッグに入っているサービスの案内を単なるチラシと思って捨

てる人がいる。今回資料として提示された母子保健バッグの内容の案内

図（※１参照）は整理されてよく考えて作られている。しかし、妊婦の意

見を聴くと、こういった案内図だけではなく、いつ何を使うかが分かる

目次があり、子どもの成長記録もファイリングできるグッズがあると良

いという意見があった。 

 育児パッケージの活用  

・ フィンランドのネウボラのように、支援者が妊婦と信頼関係を作り、何

かあったら連絡してもらうようにするための投資として、育児パッケー

ジの配付を考える必要がある。 

 

 

 

  

妊娠がわかった時の流れ 

 
妊娠検査 

医療機関 

妊娠届の提出 

出張所、まちづくりセンター 
総合支所、保健所 

● 母子健康手帳の交付 
● 母子保健バッグの交付 

妊婦健診 出産 

医療機関 医療機関 

 

※１母子保健バッグの中身の案内図 
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２．ネウボラ2の視点 

（１）専門職によるワンストップの相談体制 

   利用者中心のワンストップのしくみ  

・ 日本の場合、妊婦健診は産婦人科、母子健康手帳の交付は役所、子ども

が生まれたら小児科、乳幼児健診は保健部署と分れているため、支援す

る側が継続的に関わっていくことができない。そのような状況を踏まえ

て、ネウボラのエッセンスである「親子中心・利用者中心」のワンスト

ップのしくみを考えていく必要がある。 

・ ネウボラでは、「今、何が必要か」、「何をすればよいか」を専門の相談員

が教えてくれる。今のしくみが、当事者にとって、必要な時に適切に支

援が届くような形になっているのか、利用者中心に再構築する視点が必

要である。 

  専門職による適切なアドバイス  

・ 実家（祖父母）の世代の常識が通用しなくなっていることに加え、イン

ターネットで情報が溢れていることで、親たちはかえって適切な情報を

取捨選択することができず混乱している。そういった親たちの悩みを解

くためには、専門職など信頼できる人が母乳やおむつのこと、赤ちゃん

が泣いた時の対応など、育児のスキルを適切に助言することが大切であ

る。 

 顔の見える関係作り  

・妊婦や子育て世代の家庭が、自らを支援する人や相談相手の名前を知る 

ことで、「あなたを、私たちが見守っている」というメッセージを受け取

り、不安感を和らげることができる。そのような顔の見える関係を作るこ

とも大切である。 
 ネットワーク型の相談支援体制  

・ 人口規模の大きい世田谷区の場合は、一人の支援者が継続して支えるの

ではなく、医療機関や地域の子育て資源などとの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。 

 世田谷区版ネウボラ  

・ 世田谷区版のネウボラは、世田谷区の特色を捉えて、区だけでなく、民

間も一緒になって考えていく必要がある。医療機関も含めて、妊婦や子

育て家庭を支えていく体制をみんなで作っていく。現在、子育て支援の

                                                   
2 ネウボラ：フィンランド語で「相談・アドバイスの場所」を意味する。妊娠期から就学前
まで、かかりつけの専門職（助産師または保健師）が、ワンストップで継続的に母子とそ

の家庭の相談・支援を行う場所である。 
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活動をしている人たちの力を活かし、そこから一歩踏み込んで、新しい

形を作っていくことが必要である。 
 

（２）すべての親に対するアプローチ 

   すべての子育て世代にアプローチ  

・ ネウボラの主旨は、すべての人たちが安心して子どもを産み育てられる

環境を整えることである。 

・ そのためには、支援者等がすべての親にアプローチして、支援の必要な

親を早期に見つけることが大切である。 

・ また、支援者等がすべての親にアプローチする際は、適切なアプローチ

のタイミングや方法を考えていくことが必要である。 

・ 経済的な理由で医療機関の妊娠検査に行かない人がいる。適切に妊婦健

診を受けて、安心して安全に出産をしてもらうためには、妊娠検査も無

償にすることが望ましい。 

・ フィンランドのネウボラでは、妊娠手当を支給しているので、99％の人

がネウボラに行き、行政がすべての妊婦を把握できるしくみとなってい

る。 

・ 支援が必要な親たちは、支援につながる前に、世間や行政に対する不信

感を持ってしまうことがある。特定妊婦や準特定妊婦を適切に支援する

ためには、早期につながることが大切である。 

 課題を早期に発見  

・ 妊娠に戸惑っている人、出産費用がなく困っている人、親にも先生にも

言えない中高生など、妊娠届に結びつきにくい妊婦を、どのようにして

早期に発見し適切な支援につなぐかが課題である。 

・ 日本では、子どものユニバーサル（普遍的な）のサービスというのは、

義務教育になってからスタートする。それまでは親が支援を申請するし

くみのため、就学の年齢になって初めて居所不明が浮上することがある。

居所不明児をなくすために、またＤＶなどの課題を早期に発見して乳幼

児への悪影響を防ぐために、妊娠期からすべての親に関わることが必要

である。 

   すべての親を支援する担い手  

・ 世田谷区は出生数が多く、保健師だけで母子保健コーディネーターの役

割を担うことは困難である。すべての妊婦に面接をするためには多職種

（専門職）が関わっていく必要がある。 

・ すべての妊婦を把握した後も、出産後も継続して同じ支援者がしっかり

見ていくことが望ましい。もし、支援者が専門職でなかったとしても、
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区が責任を持って人材育成をしていく必要がある。 

 

（３）家族全体を見た支援 

     家族全体を見る  

・ 安心して出産できる体制を整えるためには、母子の関係性、夫婦の関係

性そして家族との関係性や経済問題など、妊婦や母子だけでなく家族全

体を見渡す視点、さらに地域との関係性などの視点で援助を考えること

が必要である。 
 指標（チェックリストの活用） 

・ 支援を要する妊婦かどうかの視点だけでなく、フィンランドのように母

子関係、夫婦関係のチェックリストを作ってみていくことも大切である。 
 

３．ネットワークの視点 

（１）区の特色を活かした体制整備 

 役割分担  

・ 保健師が寄り添っていく必要がある人と、方向を示せば自らサービスや

支援につながることができる人がいるので、すべての子育て世代を支援

するためには、区と民間（例えば地域子育て支援コーディネーターなど）

とで役割分担ができるとよい。民間や医療機関からも、ちょっと心配と

思える人を区に繋ぐなどの連携が必要である。 

・ 保健師は支援の必要度の高い人を支援して、そうではない人はNPOの力

を借りるのが理想である。世田谷は特に地域に力がある支援者が多く、

保健師の支援までは必要がない人の受け手にもなれる。NPOの質の担保

を担っていくのも区の役割である。 

・ 一般の子育てが終わった主婦をコーディネーターとして活用する。一定

の研修を受けたコーディネーターと保健師が一緒に妊婦の面接をして、

そこで丁寧に聞き取りをする。コーディネーター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ので、役割分担も大切である。 

 専門職のバックアップ  

・ 介入するわけでなく、指導するわけでもなく、寄り添い支援する役割と、

その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

が大事である。 

 
（２）医療機関との連携 

 顔の見える連携  



14 
 

・ 医療機関との連携のあり方として、人が出向いていき関係者と話し合っ

てこそ得られるものもある。連携の質をあげるために、直接会うなど、

顔の見える連携が必要である。 
 医療機関からのつなぎ  

・ 産科医療機関では、妊娠して喜び満ちあふれる人と、不安や負担に苛ま

れる人がわかる。そこで、支援の必要があると思われる人たちに、医療

機関から区などの相談支援等の情報提供することが必要である。 
・ 母子健康手帳交付を受ける前の段階で、妊娠自体を悩んでいる人もいる。

望まない妊娠に悩む人などを支援するためには、妊娠について医療機関

を訪れたときから保健師が関われるような連携が必要である。 

 アウトリーチ  

・ 医療機関との連携では、区（庁舎）の中だけを相談窓口とするのではな

く、助産外来や普通の外来などで、継続して支援を行っているところに

保健師等が出向いていくという発想も必要である。 
・ 支援が必要な人を医療機関から確実に保健師につなげるためには、子育

て世代包括支援センターを核にして、センターから医療機関にアウトリ

ーチする、健診が終わった後にコーディネーターが直接相談業務を行う

などの方法も有効である。 
 支援の必要な人を把握するしくみづくり  

・ 産科・小児科等の医療機関と保健師等の連携で支援の必要な人を把握す

るしくみが必要である。 

 

（３）地域の子育て支援との連携 

 専門家のバックアップ  

・ 地域の力が大切。ソーシャルキャピタル3の醸成、知り合いを増やす。そ

の背後には、保健師などの専門職のバックアップが必要。地域の子育て

支援等と専門職がどう連携していくかが、切れ目のない支援のポイント

となる。 

 身近な場での支援  

・ 身近な場所とは、妊婦や出産間もない人にとっては、歩いて行ける場所

であり、生活している場である。民間の子育て支援は地区で充実してお 

り、こうした資源の活用を検討する必要がある。 

 ひろばの活用  

・ 例えば、双子を育てる親は、歩いて行ける範囲が狭いので“ひろば”が

                                                   
3 ソーシャルキャピタル：人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めるこ
とのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会関係の特徴。 
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有効である。 
・ “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、切れ目のない支援として展開できるのではないか。 
・ 今年度よりスタートした地域子育て支援コーディネーターが、“ひろば”

の既存の資源を使いつつ、保健師、地域の助産師とつながる体制づくり

をすることも有効である。 
 主任児童委員・民生委員との連携  

・ 主任児童委員や民生委員は、住民がより身近な地域で相談できる存在で

ある。地域全体で子育て家庭を見守り支えていくためには、主任児童委

員や民生委員の協力を得るなど、区との連携をさらに深めていく必要が

ある。 
 親同士の交流、子育てイメージを持てる機会  

・ 産前産後のセルフケア講座では、妊婦と経産婦の交流の場であり、先輩

ママから情報を聞ける、共感できる場。そういった親同士の交流が大事

である。 

・ 子育てのイメージが持てるような機会が必要である。 

 
 シニアボランティアとのつながり  

・ 人と人とのつながりの場を設けることが大事。シニアボランティアと妊

婦をつなげることができるとよい。 
 ITの活用  

・ 妊娠中の人向けに、ITを活用して必要な情報を正しく伝えるしくみ等の
工夫も必要である。
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オブザーバー研修（検討委員会作業部会研修）  

吉備国際大学 高橋睦子教授からの助言 

 
キーワードは、「窓口・相談・信頼」。これらをどう組み立てるかである。様々な

施策や支援、サービスがあっても、住民から見ると、何がどこにあるのかわからな

い。そこをどうつなげていくかである。 

 
 妊娠届出が大きなポイント  

・妊娠届は、ハードルが高くなく安心して全員が区の窓口に来ることになる。 
・妊娠届の「窓口」は、書類を受け取るだけではなく、少し話をして、何となく気

になるときには相談先、つなぎ先を知ってもらうようにする。それを最初にやる

と区民の満足度はあがる。最初にどっさり情報を渡されるより、心配や不安があ

ればここに「相談」するということがわかればよい。入り口での受け止めが大事。 
 
 顔の見える支援（コンタクトは1分でも2分でも良い）  

・顔の見える支援にするためにどうすればよいかを考える。例えば、「連絡委員は

この人です」と写真付きで渡す。その時に１分でも２分でもいいので、何かあっ

たらここに「相談」してほしいと伝えるだけでも違う。 
 
 早い段階で信頼関係をつくる  

・「信頼」があれば、面接する場所はどこでもよい。だからこそ、（早い段階で）最

初からつながることが必要。ハードルが低いうちに信頼関係を持つことが大切。 
・妊娠届のタイミングを逃すと、いきなり妊娠中期にアプローチするのは難しい。

フィンランドでも来てくれない人を呼ぶために育児パッケージを始めた。 
 
 世田谷の強みは地域の活動団体  

・世田谷区は、地域の活動団体が区の強みだ。専門家がひろばなどに常駐すること

は難しいので、巡回しかないだろう。みんなが行ける場所で、抵抗感なく相談が

でき、必要な人は専門家につないでいけるやり方を考えるのも一つである。 
 
 妊娠期から「受け止めますよ」という体制を  

・妊娠中期を母が楽しいと思えば、胎児も幸せ。だからこそ、妊婦期から大事にし

てあげる。産後に起こる大半の問題は、妊娠中からのもので、妊娠期にいかに不

安なく楽しく過ごせるかが大事。その時期から「受け止めますよ」と言う体制が

あれば、母たちも安心できる。
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Ⅳ 世田谷版ネウボラ構築に向けて 

 
検討委員会においては、福祉先進国の一つであるフィンランドのネウボラ制度も参

考に議論を進めてきた。 

ネウボラの特徴は、妊娠期から就学前まで、すべての妊婦やその家庭と関わり、保

健師等の専門職が寄り添いながら、家庭の問題をこじれさせない、ワンストップの相

談・支援体制である。 

世田谷区の現状は、区民の利便性を図るために、保健所や各総合支所の健康づくり

課のほか、２７ヶ所の出張所・まちづくりセンター等で妊娠届の受付が行われている。

このうち、世田谷保健所と各総合支所健康づくり課以外には専門職が配置されておら

ず、それを補うため、妊娠届時にアンケートを行い、アンケートに基づき早期に保健

師が寄り添う必要がある妊婦への支援をスタートできるしくみが作られている。また、

生活支援課子ども家庭支援センターと健康づくり課保健師が一体となった「子ども家

庭支援センター機能」により、支援が必要な子育て家庭への支援が実施されている。 

しかしながら、支援が必要な妊婦だけでないすべての妊婦に早期にアプローチする

ことが求められている。一人のネウボラおばさんが継続して一人の妊婦を担当し、そ

の人に妊娠・子育てのすべてが相談でき、解決してくれるというワンストップのしく

みは、切れ目なく子育て家庭を支える理想のしくみである。 

一方、世田谷区では、妊娠検査や妊婦健診は医療機関、妊娠届や特定妊婦等の相談・

支援は区、より身近な地域での支援・相談は地域の活動団体等というように、ネウボ

ラを構成する資源が、区・医療機関・地域に分散している。しかし、見方を変えれば、

世田谷区は、区や医療機関、地域の子育て団体等のそれぞれの支援が充実していると

もいえる。 

 

こうしたことから、ネウボラを構成する資源をより充実させるとともに、３者を顔

の見える関係となるネットワークでつなぎ、区が医療や地域と連携しながら、切れ目

なく乳幼児期まで子育て家庭をサポートする利用者中心のしくみを世田谷版ネウボ

ラとしてまとめた。 
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○ 世田谷版ネウボラのしくみ 

  ～妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のないサポート体制の充実～ 

 

まずは、子育ての出発となる妊娠期から、相談できる人がいることが大切であ

る。困ってから相談できる人を探すのではなく、はじめに区の窓口等の相談でき

る場所・相談できる人とつながっている必要がある。そのためには、区は「いつ

でも相談できる場所」を広く区民に周知し案内するとともに、支援者は、一人ひ

とりと丁寧に関わり、妊婦や乳幼児の状況を的確に把握し、必要な支援、情報提

供を行うことで、「いつでも相談できる関係」を築いていく。 

 また、区の相談窓口だけでなく、医療機関や地域の子育て支援が一体となって、

子育て家庭を見守っていくことで「子どもを産み育てやすいまち せたがや」を

目指していく。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 必要なときに、必要なサポートが届く。 妊娠検査 

■ 信頼できる専門職が一人ひとりと継続的に関わっている。 

■ 妊娠期から、なんでも相談できる人がいる。 

妊娠届出 

妊婦健診 

赤ちゃん訪問 ひろば 

出産 

妊娠 

産後ケア 

母親学級 

  利用者中心のしくみ   ～ あの人に、いつでも相談できる ～ 

【妊娠期から、なんでも相談できる人がいる。】 
【信頼できる専門職が一人ひとりと継続的に関わっている。】 
【必要なときに、必要なサポートが届く。】 
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   こうした体制を整えていくためには、世田谷版ネウボラを支える３つの柱とし   

て、区の相談体制、医療機関との連携、地域の役割を充実させることが必要であ

り、さらに、３つの柱がネットワークを築き、相互方向につながっていることが

必要である。 
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１．利用者中心のしくみ ～相談体制の充実～ 

世田谷版ネウボラ構築に向け、相談・支援及びネットワークの中心となる区の相

談体制の充実が必要となる。その中でも、サポートの質を確保していく存在として、

保健師、あるいは助産師といった専門職を充てていくことが不可欠である。一方、

区の保健師は限られた人数の中で、現在の業務をこなしており、すべての妊婦に専

門職が関わっていくためには、区の相談窓口に国の利用者支援事業（母子保健型）

に示される母子保健コーディネーターなどの活用の検討が必要である。 

なお、専門職を配置する相談窓口は、世田谷区のような規模の大きい自治体では

困難もあるが、多くの妊婦に直接アプローチできる唯一の場である、妊娠届の窓口

において実施するしくみを考えていく必要がある。 

 

（１）妊娠に関する相談窓口の開設  

子育て家庭を支えるしくみは、妊娠前から始まる。妊娠を望んでいるのに不妊

症・不育症に悩んでいる人、さらには望まない妊娠などについても、十分な相談・

支援が受けられる体制作りをすることが必要である。 

（２）妊娠初期の適切な情報提供  

情報があふれすぎていて、かえって必要な情報を必要な時期に知ることが難し

くなっている。サービスや支援にタイムリーにつながるように、妊娠初期の適切

な情報提供を行うため、妊娠届出の窓口における区からの説明・案内を整理・工

夫することが必要である。 

（３）妊娠期からの面接相談の実施  

妊娠中は、出産や子育ての不安が現実的になるにしたがって、妊婦の不安も高

まりやすくなる。このような時期に不安を軽減・解消し、出産後の相談も継続し

て受けられる担当者がいることを伝えることが大切である。 

区の相談窓口に母子保健コーディネーター（保健師等の専門職）を配置し、す

べての妊婦を対象として妊娠期に面接相談を行い、必要に応じて支援プランを作

成する。また、来所のきっかけがつくりにくい妊婦にも相談に訪れてもらうため

に、東京都の出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）による育児パ

ッケージを活用するなどの工夫が必要である。 

（４）地域づくり  

区・医療・地域のネットワークを構築して、３者の連携で切れ目なく支えてい

くため、地域づくりを担う人材の発掘や育成を行っていく必要がある。 

地域人材の研修サポートや児童館等への出張相談を行うほか、妊娠届の窓口と

の連携を充実させるため、区は専門職の巡回によるバックアップ支援を行う必要

がある。 
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○ 母子保健コーディネーター＜利用者支援事業（母子保健型）＞のイメージ 
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２．医療機関との連携 

（１）産後ケアの充実 

産後ケアは、出産直後の母の心身のケアを行い、育児の技術を学び母として

自立する場であり、育児不安の解消等につなげる事業である。産後ケアの支援

が必要な母子が利用することができるよう、医療機関と連携した産後ケアを身

近な地域で展開する必要がある。 

（２）気になる母子の把握、情報提供  

妊婦健診や乳幼児健診などは、多くの妊婦や母子が訪れる場である。こうし

た機会を通じて母と子のチェックシート4などの指標を活用して、医療機関は支

援の必要な母子について、区の支援機関を案内、または区への情報提供を行う

ことが大切である。 

 

３．地域の子育て支援の充実  

（１）身近な相談の充実  

妊婦や子育て家庭にとって、距離的にも心理的にも近くにあるのはおでかけ

ひろばや児童館などであり、こうした地域の子育てに関する支援機関が相互に

連携して切れ目なく子育て家庭を支えていく。例えば、２７年度からスタート

した、ひろば型の利用者支援（地域子育て支援コーディネーター）は、面接や

電話での相談だけでなく、メールでの相談やアウトリーチによる同行支援など

も行っている。会って話をすることが苦手な方、相談に行く時間が取れない方

等の相談ニーズに応え、これまで区の相談窓口だけでは捉えられなかった層に

さらに広く働きかけていくことが必要である。 

また、民生児童委員や主任児童委員による、地域での身近な相談を充実する

ことが大切である。 

（２）地域人材の発掘・育成  

       地域サポーターの養成や交流事業の強化など、地域の子育て支援に関わる機

関が相互に連携して、地域の人材の発掘・育成を行うことが必要である。 

（３）居場所・交流の場  

おでかけひろばなどの、居場所、親同士がつながる場を充実することや、母

子だけでなく妊婦が利用しやすいしくみをつくる必要がある。 

 

 

                                                   
4 母と子のチェックシート：世田谷区要保護児童支援協議会周産期部会で検討している、医療機関か
ら区につなぐためのツール。 
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４．ネットワークによる支援 

妊婦・子育て家庭を切れ目なく支えるためには、区内に分散されているネウボ

ラを構成する資源が相互に繋がっていることが必要である。そのためには、それ

ぞれの機関が相互に足を運ぶこと、健診会場を巡回して相談業務を行うなどの方

法（アウトリーチ）、共通認識となるツール等を活用し情報提供・情報共有を行う

こと、さらに、定期的または必要に応じた関係機関の連絡会を持つなど、相互に

いつでも相談できる顔の見える関係であることが求められる。 

この点については、平成２８年度からスタートする保健師・母子保健コーディ

ネーター・子育て応援相談員で構成される各総合支所のネウボラ・チームを中心

とした、医療機関、地域の子育て支援とのネットワークによる世田谷版ネウボラ

が果たす役割を期待したい。 

 

（１）区と医療機関 

  ①区から医療機関へ（アウトリーチ） 

    母子保健コーディネーター等、区の専門職が医療機関に訪問し、医療機関の

中で母の相談に応じる、区のサービスの利用手続きを行うなど、利用者が区と

つながる機会を増やす。 

  ②医療機関から区へ（情報提供） 

医療機関は、妊婦健診や乳幼児健診などは多くの妊婦や母子が訪れる場であ

ることから、母と子のチェックシートや、気付きのポイントやつなぎ先等をま

とめたシート（指標）を活用して、支援の必要な母子に気付いたときは、区の

支援機関を案内、または区への情報提供を行う。 

 

（２）区と地域の子育て支援 

  ①区から地域の子育て支援へ（アウトリーチ） 

      母子保健コーディネーター等、区の専門職が児童館・ひろば・あんしんすこ

やかセンターなどにおいて出張相談や巡回におけるバックアップ支援を行う

とともに、地域づくりを担う人材育成に向けて研修のサポートを行う。 

②地域の子育て支援から区へ（情報提供） 
    ひろばや児童館などは、妊婦や出産間もない人にとって、歩いて行ける身近

な場所であることから、気付きのポイントやつなぎ先等をまとめたシート（指

標）を活用して、支援の必要な母子に対して、区の支援機関を案内、または、

区への情報提供を行う。 

③区と地域の子育て支援のネットワーク 

児童館は、子どものみならず妊娠期からの子育て家庭や地域の人が利用し、
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子ども子育てを軸とした地域コミュニティの場である。今後、顔の見えるネッ

トワークづくりの中心として、地域において子育て支援を切れ目なくつなぐ役

割を担う。 
 

（３）地域の子育て支援と医療機関 

   ①地域の子育て支援から医療機関へ（アウトリーチ） 

     産後退院する人の退院のお手伝いをするなど、地域の子育て支援が医療機

関に訪問し、利用者が地域とつながる機会を増やす。 

   ②医療機関から地域の子育て支援へ（情報提供） 

    医療機関は気付きのポイントやつなぎ先等をまとめたシート（指標）を活用

して、転入して間もない母子や多胎の母などに対して、地域の子育て団体が

行っている子育て支援の案内や情報提供を行う。 

 

 

 

区・医療機関・地域のネットワーク ～ 顔の見える関係で、つないでいく ～ 

地域 

区 医療 

 顔の見える

 関係

 アウトリーチ

 情報提供

妊婦・ 

子育て家庭 
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５．今後の課題 

世田谷区は、平成２８年度から全ての総合支所に、保健師、母子保健コー

ディネーター、子育て支援員による妊娠期からの切れ目ない新たな相談支援

体制「世田谷版ネウボラ」がスタートする。本委員会において、フィンラン

ドのネウボラにおける先進性、有効性について区と共有し議論してきたとこ

ろであり、その結果を踏まえた取り組みとして評価する。 

またポピュレーションアプローチの視点を取り入れた妊娠期面接の開始

や子育ての孤立を防ぎ、地域サポートとの関係を深める子育て利用券の配布

など、世田谷区の特色を生かした施策の実施に期待している。 

一方、本検討委員会で取り扱った内容やオブザーバー研修で示された事柄

については多岐に渡ることもあり、今般の取り組みに反映できていない部分

があることは指摘させていただく。妊婦や子育て家庭の利用者の視点に立っ

た、より良いまちづくりを目指すために「世田谷版ネウボラ」の一層の充実

に向け、外部の有識者等の意見を聞く場を設けて検討を進められることを求

めたい。 

 

（１）ネウボラ・チームによる相談支援体制の認知度アップのための方策 

    ネウボラ・チームが妊婦や子育て家庭から常に意識され、必要な時に

頼られ相談できるチームと認められるよう有効に機能していくためには、

世田谷区にネウボラ・チームがあることが広く周知されて、妊婦や子育

て家庭に認知されていることが大切である。 

 

（２）妊娠届の機会を活用した、すべての妊婦に対するアプローチの方策 

妊娠届は、区と妊婦の関わりがはじまる大切な機会である。その機会 

を逃さず、専門職がすべての妊婦にアプローチするためのしくみと体制の

整備が必要である。 

その際は、ネウボラ・チームが最初から直接関わることができる地域の

総合支所に妊娠届の窓口を集約することを含め、充分な検討が必要である。 

 

（３）相談支援体制の人的強化 

    毎年約8,000人の出生がある世田谷区で、各ネウボラ・チーム２名の

母子保健コーディネーターの配置では、すべての妊婦と就学前までの子

育て家庭に対応していくことが困難である。また、忙しい妊婦のために、

母親学級・両親学級の機会にあわせた面接の実施などを可能とするため

にも、母子保健コーディネーターについての段階的な増員は是非進めて
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いただきたい。さらに、世田谷版ネウボラが目指す姿を実現するために

は、母子保健コーディネーターだけではなく、保健師をはじめとしたネ

ウボラ・チーム全体の人的配置の強化が重要である。 

 

（４）顔の見えるネットワークの構築の推進 

 ネットワークが有効に機能するためには、関係機関相互の信頼関係が

欠かせない。世田谷版ネウボラとしての共通認識が持てるようなしくみ

が必要であるが、その際には、それぞれの支援の役割分担を整理しつつ、

役割の重なるところがあるという共通認識を持って、必要に応じて相互

に案内し合えるような密接な連携が必要である。 

特に、母子保健にかかる専門的な相談を除き、妊婦から子育て家庭ま

で幅広い方を対象に、寄り添った柔軟な相談支援を行っている「地域子

育て支援コーディネーター」と、各総合支所のネウボラ・チームの連携

によりネットワークを構築する必要がある。 
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Ⅴ 専門部会（産後ケア事業）の検討 

１．事業概要 

（１）事業内容  

産後ケア事業は、親族等から十分なケアを受けられず育児不安や体調

不良等がある産後4ヶ月未満の母子を対象として、ショートステイ（宿

泊）やデイケア（日帰り）を実施しており、母体の休養、助産師による

母体ケア、乳児ケア及び育児相談、育児技術の伝達、臨床心理士による

カウンセリングを通し、育児不安の解消や児童虐待の予防を図っている。 

 

（２）実績 

平成20年3月より、武蔵野大学に委託し、「産後ケアセンター桜新

町」において、事業を実施している。平成20年度は、母子279組（利

用延べ日数2,060日）の利用であったが、平成26年度では、907組（利

用延べ日数4,118日）と、7年間で利用者数が3倍以上に伸びている。

区は、こうした状況を踏まえ、当初7室であった契約床数を、平成27

年度では11室まで増やしている。 

     

利用実績（平成20年度～26年度）※区委託分のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※平成27年度の想定利用数は、基本11室+400日（再利用枠）=4,415日。 

 

２．検討課題 

区民の利用ニーズが年々高まることに伴い、希望した日に予約（特に 2

回目以降の再利用）が取りづらい状況が生じていること、また、国の定め

る「妊娠・出産包括支援事業」の創設により、子育て世帯の安心感の醸成

を目的として、各地域の特性に応じた産後ケア事業が全国的に始まったこ
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ともあり、実施場所確保の観点から、医療機関等との連携による事業展開

について検討を行った。 
また、育児不安の強い母とそうでない母との利用が混在している等のこ

れまでの利用実態から見えてきた課題もあることから、出産後の時期によ

る利用方法の設定等の検討を行った。 

  

３．専門部会の意見まとめ 

（１）専門部会での意見 

・  全体（区委託及び自主事業分）の年間稼働率が94.7%と満床状態（*1）

となっており、利用の必要度が高い母子が利用できないことがあるの

で、事業の拡充が必要である。 

・ 産後ケア事業の実施箇所が増えても、引っ込み思案の人は利用できな

いのではないか。支援が必要な人を繋げていくしくみの充実が大事。 

・ 訪問型の産後ケアについては、母のニーズは安静・休養が多く、母体

休養の目的であれば、自宅に人が来るよりも施設の方が気兼ねなく過

ごせる。また、訪問型の支援は、ファミリー・サポートセンター事業

の他、さんさんサポート事業、乳児期家庭全戸訪問事業等がある。 

・ 医療機関等での事業展開については、区内で分娩を取り扱う産科が少

ないため、妊婦健診のみ実施している産科や小児科等も視野に入れる

べきである。 

・ 個室でない形で実施した場合、他の母子と同じ時間を過ごすことがで

きるため、母同士の交流を通し、母の不安解消につながる。デイケア

であれば個室でない形も考えられる。その場合、食事の提供や子の預

かりがあれば充分に休養もできる。 

・ ショートステイとデイケアのプログラムは、同じ必要はなく、役割の

違う、選べる産後ケアとして、複数あってもよい。利用者への案内は、

支援者が地域やプログラムの違いを理解し、適切に案内していく必要

がある。 

・ デイケアの内容は、母同士が交流しながら、リラックスできる環境で

専門職からアドバイスも受けられる場所。広い部屋でサロンのような

ものでもよい。 

・ 生後 4ヶ月未満の乳児を連れて移動することは困難を伴い、現状の 1

ヶ所では利用しづらい地域がある。（*2） 

・ 初回は利用できたものの、再利用（2回目以降）の予約は取りにくい現

状がある。（*3） 
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・ 不安の軽減や解消は、月齢によって必要とされる日数は異なるため、

効果的な利用に向け、出産後の時期に応じた必要ケア日数の検討が必

要。 

・ 再利用の場合、月齢が進んでいることが想定されるため、気軽な相談

や少しの休養・休息ができれば不安等の解消につながる。 

・ 身近な場所で、予約が取りやすい場所があるとよい。 

・ 母子の生活の場は地域であり、産後ケアセンターは一時のサポートを

行う通過型施設である。 

・ 対象時期は、虐待死亡事例、里帰り帰宅後の支援、産後うつ発症時期

等を勘案し、産後 4ヶ月未満が適当。おでかけひろばや児童館等の地

域資源とつながることが大事。 

・ 第2子出産の母も 高齢出産で祖父母も預かれないといった場合など、

困っているため、きょうだい利用は必要である。 

・ 現状の産後ケアセンターでは、医療処置やその必要になる恐れがある

場合は対応できない。入院には至らないが、医療的環境が整った中で、

安静が必要な母などに支援がない。 

 

（２）アドバイザー会議での意見 

・ デイケアの展開は、子育て経験者や専門職がアドバイスできればよい。

うつ傾向の強い人は、医師の力も必要。 

・ デイケアで、専門職でなくても先輩ママなど、母との話し合いができ

るだけでもよい。 

・ 治療が必要な人はきちんと専門職がついてケアできることが大事。 

・ 実家に帰れない人も多く、身近なところでケアを受けることができる 

環境が求められる。 
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【26年度実績】 
＊1 区委託及び自主事業分ともに満床状態である。 

 

 

 

 

 

＊2 乳児を連れての利用がしづらい地域がある。 

  世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 

利用実人数 314組 90組 260組 157組 86組 

出生数に占め

る割合 
14.90% 8.30% 13.70% 10.50% 7.80% 

 

＊3 予約が取りにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・産後ケアセンターの年間利用可能日数5,475室に対し、区委託分4,118

日、自主事業分1,066日、合計5,184日の利用があった。（空き室数291

日、稼働率94.7%） 

・申込み件数 4,235件に対し、予約が取れた数 1,426件、予約が取れな

かった件数2,809件。予約が取れない割合は、66.3%となっている。 

・予約がとれなかった2,809件のうち、2回目以降の利用者（再利用）が

2,458件を占めている。（初回利用は351件） 
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４．事業展開の考え方 

 実施場所の確保や地域偏在、効果的な利用といった課題が見えてきた中で、

産後ケア事業を必要とする方が利用しやすいような環境整備について検討

を行い、今後の事業展開の考え方を以下のようにまとめた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）医療機関等における実施 

利用ニーズが高まり、産後ケアセンターが満床状態で、予約が取りづら

い状況にあっては、国の動きなども参考とした医療機関の空きベッドや付

設された専用施設等の既存施設の活用等により、産後ケア事業の実施場所

を確保することが必要である。 
特に医療機関で実施する場合は、特定妊婦や低体重児など支援の必要性

が高いケース、経管栄養（ミルクの注入）等、入院は要しない程度だが医

療的な配慮が必要なため「産後ケアセンター桜新町」では対応できないケ

ース等への支援を行うなど、各々の母子の状態に照らし合わせた産後ケア

事業を実施することが必要である。 
 
（２）事業の地域展開 

出産直後の妊産婦が乳児を連れて移動することは相当な困難を伴うも

のであり、「産後ケアセンター桜新町」が遠方で利用しづらい地域がある

ことから、気軽な相談や少しの休養・休息ができるような身近な場所で、

事業の地域展開を実施することが必要である。 
また、切れ目なく地域の児童館やおでかけひろば等の子育て資源へつな

いでいくことも必要である。 

１ 医療機関等における実施 

環境整備にあたっては、医療機関の空きベッドや付設された専用施設等

の既存施設の活用により、実施場所を確保することが必要。 

２ 事業の地域展開 

身近な場所でケアを受けることができ、切れ目なく地域の子育て支援へ

のつなぎを強化することが必要。 

３ 産後の経過時期に応じた支援 

出産直後は充分な休養のためのショートステイ、産後１ヶ月以降ではシ

ョートステイによる育児指導、再利用ではデイケアで育児相談等、母の

個々の状況に合わせた効果的な支援が必要。 
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（３）産後の経過時期に応じた支援 

    産後の日数等により、必要となる支援の内容は異なってくるため、母の

個々の状況に合わせた支援を行うことが必要である。 

例えば、出産直後は、母体の休養及び体力の回復が必要でありショート

ステイでゆっくり休む。里帰り出産後の利用であれば、自宅で急に育児を

１人でやらなくてはならないことに対する不安や不慣れへの支援を行う。

また、再利用（2回目以降の利用）であれば、デイケアで育児相談や育児

技術の確認等の日常生活のフォロー等の支援を行うことが必要となる。 
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（２） 専門部会                 
所属 職名 氏名 
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