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第 1 回  世田谷版ネウボラ推進協議会 議事要旨 

 

日時：平成 28 年 5 月 16 日（月）19 時～21 時 

場所：世田谷区役所第 2 庁舎 4 階 区議会大会議室 

出席委員：福島委員長・榊原委員・矢野委員・藤井委員・明石委員・吉原委員 

     小堀委員・辻委員・中村委員 

※取扱注意により、非公開の資料がある 

 

事務局：配付資料の説明・確認 

 

1．子ども・若者部長挨拶   

 

2．委員紹介 

榊原委員：28 年間ほど記者をしている。読売新聞東京本社調査研究本部、政治部や生活部、

社会保障部で記者、社会保障や子ども関係の分野を取材してきた。 

 

立花委員：（所用により、欠席。 事務局が紹介）国立成育医療研究センター こころの診

療部 乳幼児メンタルヘルス診療科 医長。 

 

福島委員：東邦大学看護学部教授、3 年前まで厚生労働省の研究所、国立保健医療科学院に

18 年間いた。10 年前、世田谷の産後ケアセンターの立ち上げに関わった経緯が

ある。 

 

矢野委員：世田谷区医師会 小児学校保健部担当理事、昨年度からネウボラに関わってい

る。 

 

藤井委員：（所用により、遅れるため、事務局が紹介）玉川医師会地域医療部理事、小児科

医。 

 

明石委員：ＮＰＯ法人せたがや子育てネット副代表 私どもの NPO法人は烏山でおでかけ

ひろばをやっていて、昨年から利用者支援事業ということでひろば型中間支援

センター、そして秋からは烏山地域の利用者支援事業をしている。 

     その中で、昨年度２００件ほど電話やメールの相談があった。やはりこういっ

た相談機能は必要だし、有効なことだと感じている。 

 

吉原委員：ＮＰＯここよみ代表 編集者として子育て関係を専門にやってきた。 

今はもうなくなってしまったが、古民家をお預かりして、古民家ママスという

サロンをやっていた。 
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今年の新規のひろばとして開放する予定。 

事務局：（区所属の委員及び関係所管の管理職の紹介） 

 

3．委員長及び副委員長選出 

事務局：この推進協議会は昨年度から引き続きの課題もあるので、もしよろしければ、委 

員長には福島委員に、副委員長には本日、ご欠席ではありますが、立花委員にお 

願いできればと思っているが、いかがか。 

            （拍手により承認） 

福島委員：よろしくお願いします。 

事務局：それでは、これよりの議事進行は、福島委員長にお願いする。 

 

委員長：改めまして、皆様、推進協議会よろしくお願いします。国がネウボラを推進して 

おり、その中で世田谷区が世田谷らしくそれから世田谷ならではの形のネウボラ 

の推進をしていき、そしてそれが全国の人口の多い政令指定都市のモデルとなっ 

ていくのだと思う。かなり考えていかなければならないところがあると思う。皆 

様の知恵を是非、色々出していただいて、とても良い形になることを願っている。 

日本に１番初めにネウボラを導入したきっかけをつくられた方がここにおられる 

のはとても心強いと思う。 

今日おいでいただいている委員には積極的な発言をしていただければと思う。 

では、早速、次第に沿って、議事に入りたいと思う。 

 

4．議題 

（１）推進協議会設置の趣旨について （略：資料 2 を説明） 

（２）検討スケジュールについて  （略：資料 3 を説明） 

 

委員長：設置の趣旨について、また検討スケジュールについて、質問・意見あるか。    

（質問や意見なし〉 

      それでは先にすすめる。 

（３）今年度開始する取り組みについて 

   ⅰ「世田谷版ネウボラ」の実施について  （略：資料 4－1 を説明） 

   ⅱ産後ケア事業の充実の進捗状況     （略：資料 4－2 を説明） 

   ※資料 4－2 は取扱注意のため、非公開とする。 

 

委員長：ただいまの説明、妊娠期面接、子育て利用券、産後ケアについて、質問・意見あ 

ればいただきたいと思う。 

 

委員長：それでは、１つだけ私の方からよろしいか。以前からあるさんさんサポート事業 

に関して、どのような形ですすめているか。 
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事務局：従来通り、母と子の保健バッグの方に利用券をいれている。産前から１歳にな 

るまでの間、３回利用できる。今年度取り組みに変更なし。 

ただ、実施状況については、なかなか利用率は伸びていない。 

母と子の保健バッグの中に利用券があり、見逃してしまうこともある。事業の担

い手が 20 社ほどあるが、事業者も人材確保に苦労している。事業者を増やすこと

ができないという課題がある。 

 

委員：ネウボラ・チームの役割について、保健師、母子保健コーディネーター、子育て応 

援相談員のそれぞれの役割を教えていただきたい。また支援プランを作成するのは、 

従来の保健アプローチはハイリスクの人に重点をしぼってというアプローチだった 

と思うが、２８年度にどれくらいの人に支援プランをつくっていこうと考えている 

か。そして、両親学級について、プレパパママ講座とあるが、プレだけではなくア 

フターの方、出産後も考えているか教えていただきたい。 

 

事務局：ネウボラ・チームの役割について、保健師はリーダーとなって、全体のまとめ、 

またネウボラ・チームで得た情報を母子保健活動につなげていく。 

    母子保健コーディネーターは妊娠期面接と支援プランの作成を主に担っていくと 

想定している。子育て応援相談員は行政の子育て支援の情報、社会資源の情報を 

支援プランに基づいて、どういったものが利用できるか提供する役割。 

    ただ、まだ始まっていないので、各所管の係長や課長が試行錯誤しながら、どう 

いった役割ができるかということを検討している。そして母子保健コーディネー 

ターの６月の研修につなげていきたいと考えている。走りながら、苦労しながら、 

できることは何かを考えている。 

支援プランについて、ケース記録を通じて、フォローということはやっている。

ただどこまでの範囲まで支援プランを作成するということは明確にはしていない。

従来より、もっと汎用型で、簡略化してより多くの方をフォローできる様式を検

討している。 

平日実施している母親学級、休日実施しているぷれパパママ講座は妊娠中の家庭

が対象。ただ妊娠後の家庭の父親に対しては課題。ただ、ハイリスクの方のグル

ープでのサポート、お母さん同士の交流という機会は従前の母子保健事業の中で

実施している。 

     

委員：世田谷版ネウボラが７月からスタートということで大きな期待をしている。 

   希望というかお願いがある。 

   利用者側から見て、私の担当はこの人、このネウボラ・チームだと特定できるよう 

な見せ方を工夫してほしい。世田谷区の出生人口が多い中、１対１は無理にしても、 

利用者側から見て、私はこの人につながっているということが明確になる方向を検 
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討の中にいれていただきたい。支援プランについて、第１子はできるだけ全員カバ 

ーすることを目標にしていただきたい。 

   両親学級について、いきなりは無理だとは思うが、ネウボラの体制を作っていく中、 

付随して、追いついてくる課題なのかもしれない。 

フィンランドに取材に行って、本当に驚いたことは、親が親になるためのスキルを

学べる場であるファミリートレーニングという研修がある。日本では自動車を運転

するのに、教習所に行って、免許が交付される。しかし妊娠したら、いきなり親免

許が与えられる。妊娠までの母親学級がかつて昭和に非常に効果をあげてきたのは

事実だが、そこで足らない部分をどうやって補っていくかを視野にいれて、そこを

充実させていければ、ネウボラの負担が減るはず。今の若いお母さんたちは共通し

て、小さいお子さんを抱いたことがない、だから基本要支援だと思うくらいで母親

学級、父親学級を組み立てていただき、生まれた後のことは地域の NPO の方と組ん

でやっていく。同時期に子どもを産んだ家庭同士でグループを作って、NPO に関わ

っていくことも視野にいれてほしい。フィンランドはそのようにしていた。ネウボ

ラで抱え込む時期は、生まれてからはそう長くはないが、プログラムはちゃんとし

ていた。ファミリートレーニングも合わせてやっていただくといいのかなと思う。 

 

委員長：少し加えていいか。日本の産後ケアの内容にファミリートレーニングを組まれる 

といいのかなと考えている。 

 

委員：ずっと先の話かもしれないが、さんさんサポートがあり、ネウボラがあり、何か１ 

つの名前でまとめられると良い。世田谷にはネウボラ・チームがありますというよ

うな、そこから細かく分かれるということも大事。呼び名が色々で分からない。そ

ういうのもカバーする優しい名前がほしい。 

 

委員長：それでは次の議題にうつる。 

    世田谷版ネウボラ推進に向けて４つの課題とその対応状況について、説明してい 

ただきたい。 

 

（４）世田谷版ネウボラ推進に向けて 

４つの課題とその対応状況について （資料 8 の P26,27 に 4 つの課題記載） 

ⅰ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 

（略：資料 5(1)を説明） 

 

委員：周知のことだが、やはりこれは区の職員への徹底した周知がまず必要だと思う。ど 

この窓口にいっても、区の職員がネウボラとは何かを速やかに答えられて、妊婦さ 

んをみたら、ネウボラがありますよとお声がけできるような職員研修が必要だと感 

じている。それから地域の民生･児童委員・主任児童委員が約 600 人いるが、そちら 
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の周知も必要になってくると思う。各地区の民生･児童委員協議会において、誰か説 

明する人が来て頂くということが７月以前に必要になってくると思う。 

 

委員：去年から議論されたことではあるが、改めて１点だけお願いしたいことがある。こ 

れだけの方々が集まって、新しいサービス提供体制をより充実していこうとする中

で忘れてほしくないのが利用者中心主義。ネウボラの精神にはそれがある。日本で

は、医療体制、障害者福祉、高齢者福祉は、とっくに利用者中心主義が入っている。

子どもの分野にはなかなか入っていかなかった。利用者にとって一番良い利便性の

高いサービスの提供の仕方は何か、利用者にとって、もれなく必要な支援を受けら

れる体制は何かということを何度も何度もフィンランドでも検討されて、その上で

40 年、50 年かけて、改善されたのが、今出来上がっている体制だということを理解

していただきたい。すでに世田谷のようにさんさんサポート・産後ケアセンター等

色々な支援を相当なレベルを持っている自治体では組み替えが大事。どうやって盛

り付け直すか、足らないところを埋めるか、原点として、忘れないでほしいのが、

利用者にとって、どちらが良いのか、あと何をすべきかということを今後の検討の

中でも繰り返し、思い出してやっていただきたい。母と子の保健バッグもせっかく

良い内容になっているが、さんさんサポートの利用率が低いように、もう少し改善

してほしい。 

 

委員長：母と子の保健バッグはもう少し工夫があればと思う。どうか。 

 

事務局：ご指摘の母と子の保健バッグについて、私は以前、母子担当の係長をしていたが、 

10 年前から指摘があり、ずっと課題だが、今年度は子ども・若者部と一緒に、見 

やすいあり方等を検討する。また経過については、協議会等で報告する。できる 

かぎりのことはしたい。 

 

   ⅱ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 

（略：資料 5(2)を説明） 

 

委員長：ご意見・ご質問あるか。 

委員：１つだけ教えてほしい。母と子の保健バッグが渡されるのは、妊娠届の受理のとき 

か？ 

事務局：そうである。 

 

委員：「利便性」の中身だが、一刻も早く、できるだけ身近な場所で母と子の保健バッグを 

受け取る利便性と、地区よりも遠くなるが、詳しい人が母と子の保健バッグの中身 

を案内して、妊婦が母と子の保健バッグを活用できるようになる利便性のどちらの 

重要性が高いかという議論だと思う。第２子以降は、前者の方が利便性高いと思う 
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が、第１子の時は、これから何が起きるか分からない。刻々と母体に変化が起こる。 

不安が様々あって、未知の体験をしていき、かつて使ったことのないような制度を 

たくさん使いこなしていかなければならないという時に、たかだか１、２週間、早 

く、母と子の保健バッグをもらえるという利便性を重視するのか、しっかりしたバ 

ッグの案内があって、活用できる利便性を重視するのか、そこをもう一度考えてい 

ただく必要があると思う。 

   地域包括ケアの方向性と逆行すると書いてあるが、ピンと来ない。もし事情があれ 

ば説明していただきたい。 

 

委員長：継続的に妊娠期面接をしていくのであれば、ネウボラ・チームのいる地域の方が 

いいのかなと思う。 

 

委員：地域包括ケア（の地区展開）について、将来的にあんすこ、社協、まちセンが一緒 

になるということであるが、あんすこは土曜日はあいているということでよいか。 

そうすると、27 箇所で実施したときには、あんすこと一緒にやっているまちセンも 

土曜日、あいているという理解でよいか。あんしんすこやかセンターは世田谷区で 

は高齢と障害・子どももやりますよという謳い文句なので、そこで土曜日に妊娠届 

に行ったときに、母と子の保健バッグの説明ができる人がいて、面接の予約も取れ 

るという利便性は考えられないのか。区はどういう方向性で地域包括ケアをすすめ 

ていくか、子どもの方はどう関わっていくか教えていただきたい。 

 

事務局：妊娠届を地区で受けるかどうか、役割分担をどうするか、現段階では、はっきり 

したことは申し上げられる状況ではないので、今後の実施状況を踏まえて、ご報 

告できればと思う。あんしんすこやかセンターは土曜日もひらいているので、あ 

んしんすこやかセンターで妊娠届を受け付けるという方向になれば、土曜日に妊 

娠届を受けるという可能性はある。 

 

委員長：利便性の話については、どうか。 

 

事務局：一刻も早く、母子健康手帳と母と子の保健バッグを受け取る利便性と、専門職と 

早くつながって、専門的な支援が受けられる利便性については、どちらの方法も 

あると思う。そこについては、意見をいただいて、その意見を踏まえて、検討し 

ていきたいと思っている。両方ともメリットとデメリットがあると思う。 

 

委員：当事者の利便性を重視することはとても大事なことである。本当に妊娠をした方の 

利便性を考えるのであれば、妊娠したと確認する場所と母子健康手帳を交付する場 

所、母と子の保健バッグを交付する場所、妊娠期の研修をする場所が１箇所にある 

ことが１番の利便性だ（フィンランドではそうなっている）。できるだけ集約してい 
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くことが本当の利便性であると思う。全部実施することは難しいので、そこに向か 

って、考えたときにどうなのかという整理をしていただくと、議論していきやすい 

かなと思う。かつて昭和時代にあった母子保健センター、全国ほとんどなくなって 

いるが、その場所では全部１箇所で色々なことが出来ていた。そういうことを考え 

て、働いて、忙しくて、高齢であったりする妊婦達にとっての利便性とは何か再度 

議論してほしい。 

 

委員長：母子保健センターが今度の子育て世代包括支援センターに名前が変わるというニ 

ュアンスですすめていくのもありだと思う。今ある色々な施設を見直していく必 

要がある。 

その他、意見等あるか。区の関係者の方から意見あるか。 

 

庁内委員：総合支所の地域の立場から申し上げると、様々な区民がいらして、区民の利便

性はそれぞれだと思う。委員がおっしゃったように第１子を出産するのと第２

子以降を出産するのでは違う。区民の家庭状況も違うと思っている。区民に寄

り添いながら、どういう支援が１番、区民にとっていいのかというところを踏

まえて、今後検討していきたい。 

 

   ⅲ相談支援体制の人的強化、顔の見えるネットワークの構築の推進 

   （略：資料 5（3）（4）を説明 ※参考資料として資料 6、6－2、6－3 を用いた） 

 

委員長：かなりわかりやすい資料になっている。大変な作業だったと思う。 

 

委員：本当によく整理されていると思う。今の日本の子育て支援施策と切れ目の支援のと 

ころでどこにギャップがでるのかということがわかりやすく整理されている。いく 

つかうかがいたい。いきなり全員ではないとしても、できるだけ妊娠期のところか 

ら、特に第１子は、できるだけ全員キャッチしていこう、支援プランをつくってい 

こうとしていた場合に、その過程のところで子ども単位の情報が入ってくる。それ 

をフィンランドではカルテとよばれている。担当したネウボラ・チームでカルテを 

管理していくと思うが、それが就学期に差し掛かったあとにどうするか。世田谷版 

ネウボラが始まって、５、６年後そのような問題が出てくる。フィンランドでは学 

校内保健師につなぐ。自治体で 50 年の保管義務がある。私が３年前にいったときに 

はそれをまもなく国会で法改正して永久保存しようとしていた。そうなったかどう 

かは分からない。例えば、50 年保管しているとどういう家庭の子はどういう風に育 

った結果、若年妊娠していることが分かり、あっという間にフォローできる。ご家 

族の中にどういう考え方があったとか、支援しやすいとか、色々あって、それで国 

民的な議論で永久保存しようということになっていると思う。このカルテの管理を 

今後、どうされていくのか、ぜひ整理してほしい。それをどういうふうに世田谷の 
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ような行政力のある自治体でされているのか全国的に非常に参考になる。例えば、 

行政サービスの効率化につながったり、行政コストが下げられるような良いサービ 

スにつながったり、私は関心をもっていて、フォローさせていただく。ぜひ、どう 

カルテを有効に使っていくか議論していただきたい。あとそれから、健診が多い時 

期を外れてから、就学する前までにどのようにネウボラとつながるのかというのは 

課題だと思う。幼稚園や保育園、ひろばのような子どもの受け皿があり、そこにい 

る支援者である保育士、幼稚園教諭、NPO の方が課題を発見したときにすぐに、ネ 

ウボラ・チームにつながれる仕組みが必要なのだと思う。参考だが、フィンランド 

では、保育園から担当ネウボラに連絡がいく。連絡がいくと担当ネウボラ保健師を 

中心に必要な専門家が招集されて、ケア会議が開かれる。そういった展開も将来的 

にはあるかもしれないということを念頭に置くと良い。フィンランドに比べて、日 

本の妊婦健診、乳幼児健診の回数は少ない。フィンランドでやっていることで、日 

本でもやったほうがいいことがいくつかある。例えば、２歳の時、発達障害も見え 

てくる。早く支援をしてあげればいいときに、３歳まで間があいてしまっている日 

本の地域が多い。もう少しきめ細かく支援ができないか。出産後のお母さんの健診 

がすごく少ない。出産後１ヶ月後に、身体の検査があるだけである。フィンランド 

では、メンタルまできっちり診ている。２回診ている。健診というものをネウボラ 

では、とても有効に使って、家族の情報をキャッチしている。健診とネウボラ・チ 

ームの動き方をどうリンクさせていくかを考えていただきたい。 

 

事務局：母子保健カードは母子保健の範疇で整理している。母子保健カードは全数つくっ 

ている。なおかつ、乳児期家庭訪問 97％、乳児の最初の健診でも 95％実施してい 

る。ほぼ全数つながっている。ただ難しいのは、縦割りと言われてしまうかもし 

れないが、学校との関係のこと。母子保健法と学校保健法というのがあり、検討 

する必要がある。個人情報の問題もある。区立保育園とは、必要に応じて、相談 

があったり、連携をとっている。しかし私立との関係は十分ではない。健診が少 

ない問題について、必要に応じて、要精密検査ということで医療検査につなぐこ 

とはある。ただ残念ながら、３歳児健診で母子保健活動が一区切りというところ 

はある。発達障害について、以前は早期に支援することもやっていたが、なかな 

かうまくいかない部分があった。現在は、総合福祉センターという施設があって、 

発達障害を対応するカウンセラーがいる。将来的には、総合福祉センターと各総 

合支所の健康づくり課と連携をはかる計画をたてている。発達障害のケアは何年 

後かにきめ細かく対応する予定だ。 

 

委員長：妊婦健診は医療機関で実施している。そこでリスクがあったときに行政まで連絡

がくるのに時間のギャップがあるという話を聞いた。せっかくネウボラ・チーム

が出来て、妊娠期から家庭とつながって、情報も集約するという体制の中で、医

療機関と家庭の情報の共有の仕方をもう少しダイレクトに早く、双方向にできな
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いかということをせっかく医師会の先生方もいらっしゃる中で検討していただき

たい。それからハイリスクの家庭に対する対応というのは、世田谷区は以前から

色々な体制でしているのは取材で分かっている。 

今までも参考にしている。ネウボラの最大の眼目はハイリスクになる人をつくら

ないこと。キーワードは予防。予防の段階からキャッチする、ハイリスクにさせ

ない体制を検討していただきたい。ネウボラ・チームを就学前の関連専門機関に

周知した上で、情報の共有をしてほしい。何かあった場合は、担当のネウボラ・

チームに連絡してほしいと区の方から周知して、連携をつくってほしい。 

       

      それでは（５）ワーキングの設置について事務局より説明願います。 

 

（５）ワーキンググループの設置について 

（略：資料 7 を説明 ） 

 

委員長：このワーキングというのは、世田谷職員の中で構成されるのか？ 

 

事務局：区の関係する各課の課長級、係長級で構成する。それから、世田谷版ネウボラ推 

進ワーキングについては、ネウボラ・チームの一員である母子保健コーディネー 

ター、子育て応援相談員も入って、現場の声をワーキングであげて、現場の取り 

組み状況を踏まえて、今後の充実に向けて、機能していければと思っている。 

 

（６）その他 

委員長：その他、全体に関して、意見あるか。 

委員：本当に期待している。何年も前から、世田谷は就学前も子育て支援もお世話になっ 

たところで、個人的に期待していることを伝えたかった。実は６月の上旬にフィン 

ランド政府から招待されてネウボラとか子ども政策を取材しにいく。せっかくだか 

ら、この情報がほしいというようなことがあれば、教えていただきたい。例えば、 

ファミリートレーニングのやり方が面白い。１回目集まったときには、妊婦を集め 

て、妊娠とか、子育てに対するイメージのトレーニングから始まる。何か資料、デ 

ータとかが欲しいということがあれば、努力してくる。 

 

委員：ネウボラは家族支援も含まれているということでよいか。そうであれば、各総合支 

所の生活支援課や生活困窮者自立相談支援センターなどと連携して、家族を一緒に 

支えていく仕組みをつくっていただければいいのかなと思う。 

委員：医師会として、これから検討していきたい。 

 

委員：妊娠期面接に多くの区民が来たときに対応できるのか。 

事務局：７月に集中することが想定される。７月１週については妊娠後期の方を優先す 
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るというような一定の対応を考えている。 

 

委員：妊娠後期の方を優先するのか。妊娠した初めの方を優先しないのか。 

事務局：7 月 1 日から世田谷版ネウボラを開始するので、産まれてしまうと妊娠期面接がで 

きなくなってしまうので、７月１週か２週は妊娠後期の方を優先する。また状況 

を見ながら、対応する。 

 

委員：母子健康手帳をもらう方が初めにくるのではないか。 

事務局：妊娠期面接については、母子健康手帳をもらう方もいらっしゃるし、既にもらっ 

ている方もいらっしゃる。 

 

事務局：最初は経過措置として、そのようなやり方だが、通常の流れでいれば、妊娠届を 

出して、母と子の保健バッグを交付して、面接をするという流れ。 

 

事務局：すでに妊娠届を出し、母と子の保健バッグを渡した方に７月からネウボラがスタ 

ートしますという PR をさせていただいている。この PR を見て、すでに妊娠届を 

出した方でも面接を希望すれば、面接をし、プランを作成し、利用券を配付する。

この PR を想定しており、妊娠後期の方をまず優先している。制度の始まる経過措

置として、想定していることをご理解していただければと思う。委員がおっしゃ

たように、母子健康手帳をとりにきて、面接をするのが通常の流れである。 

 

委員：分かった。試験段階ということか。 

 

事務局：手探りの中で、現場もそういうことも想定しながら、動いているので、どのくら 

いの勢いで妊娠期面接に来るのか図りしれない。ただ、母子保健コーディネータ 

ーは今年度の実績も踏まえて、来年度以降も人員を広げていく計画もある。状況 

に応じた体制づくりに努めていきたいと思う。 

 

委員：委員がフィンランドに行かれるということで、産前産後の夫婦に対してのネウボラ 

の支援が知りたい。私はどうしても母と子の保健バッグが気になる。先輩ママと後 

輩ママがわいわい、母と子の保健バッグのことを話せたらどんなに良いか。 

 

委員長：そろそろ時間なので、以上で、第１回協議会を閉会する。 

 


