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第３回  世田谷版ネウボラ推進協議会 議事要旨 

 

日時：平成 28年 10月 19日（水）19時～21時 

場所：世田谷区役所第 3庁舎 3階 ブライトホール 

出席委員：福島委員長・立花副委員長・榊原委員・矢野委員・藤井委員・明石委員・吉原

委員・小堀委員・久末委員・辻委員・中村委員 

※取扱注意により、非公開資料や議事要旨で非公開の箇所がある 

 

1．開会 

 

委員長：第３回世田谷版ネウボラ推進協議会を開会する。 

    配付資料の説明を事務局よりお願いする。 

 

事務局：配付資料の説明・確認 

 

委員長：ただいま、配付資料を説明していただいた。 

    保健師による現場の意見という議題があるが、遅れて参加する委員もいるので、 

議題の順番を変更する。 

    「世田谷版ネウボラ」の実施状況について（７、８、９月実績）、事務局より説明 

をお願いする。 

 

２．議題 

（１）「世田谷版ネウボラ」の実施状況について 

   ～第２回世田谷版ネウボラ推進協議会の議論を踏まえて～ 

   ⅱ「世田谷版ネウボラ」の実施状況について（７、８、９月実績）  

（略：資料１説明） 

   ⅲ第２回世田谷版ネウボラ推進協議会での意見について 

事務局：第２回世田谷版ネウボラ推進協議会で委員からいただいた意見である「妊娠期面 

接の場所」と「母子保健コーディネーターの質の向上」について検討状況を説明

させていただく。 

 

事務局：妊娠期面接の場所について、前回の推進協議会で最初から面接室で実施している 

ところはないのではないかと言ったが、誤りで、実際は最初から面接室で実施し 

ているところもある。お詫びしたい。基本的に、面接室が空いている場合、面接 

室を使用し、プライバシーに配慮した面接を実施している。事前に妊娠期面接を 

予約している場合、面接室をその時間に予約する等、融通を利かして、妊婦にも 

面接室が利用できるようにしている。しかし、面接室の数も限られており、総合 

支所内で融通して、使用している。面接室の利用の中には、ＤＶ、精神、生活保 
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護等、重たい内容の相談もある。事前予約がない場合、カウンターで書類を記入 

していて、面接室が空いた時には、そちらで妊娠期面接を実施する。 

    砧総合支所では、前回の意見を受けて、面接室の予約等、調整している。各総合 

支所が限られたスペースの中で工夫してやっている。今後も、プライバシーに配

慮した面接を続けていきたい。 

 

事務局：母子保健コーディネーターの質の向上について説明する。今年度６月に採用者研 

修を実施した。採用時の研修は来年度以降も継続しようと考えている。また、年 

１回程度、フォローアップ研修を計画している。今年度の採用者研修については 

参考資料１を参照してほしい。 

（略：参照資料１説明） 

年１回程度のフォローアップ研修について、今年度１０月１３日にあった乳児家 

庭訪問の研修に母子保健コーディネーターが参加した。通常業務に支障がないよ

う、全員ではなく、半分の５名の参加だった。そして、保健師や母子保健コーデ

ィネーターの連絡会を２ヶ月に１回程度で実施することで準備を進めている。第

１回は８月２６日に開催をした。内容については、事務処理をより効率的にする

方法はないか議論することや、妊娠期面接の中で、困った事例の確認をすること

を実施している。また解決策を常勤保健師にアドバイスをもらっている。今後も

母子保健コーディネーターの質の向上について、努めていきたい。 

 

委員長：意見や質問はあるか。 

 

委員：資料１の１妊娠期面接等の実施状況について、ネウボラ・チームが受けた面接者数 

だが、各総合支所で件数にばらつきがある。ネウボラ・チームは各総合支所で１チ 

ームずつであるか。例えば、７月の烏山は１０件、世田谷は３０件、９月は烏山が 

１０件、世田谷は１０件、玉川は２３件と件数にばらつきがあるのは問題ないのか。 

 

事務局：烏山の７月、９月の１０件、世田谷の９月の１０件について、わかりづらくて、 

大変恐縮だが、妊娠期面接を受けた方でネウボラ・チームの一員である子育て応 

援相談員に相談がつながった件数を記載している。子育て応援相談員は各総合支 

所２名ずついる。参考にいうと、ネウボラ・チームには地区担当保健師、母子保 

健コーディネーター２名、子育て応援相談員２名がおり、各総合支所に配置して 

いる。子育て応援相談員に相談する内容としては、保育、産後ケア等、出産後の 

子育て支援についてが多い。 

      

事務局：委員よりネウボラ・チームは１チームかという質問があった。ネウボラ・チーム 

は常勤保健師、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ている。 

常勤保健師については、複数いる。母子保健コーディネーター２名の手が塞がっ 
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ていて、飛び込みの妊娠期面接の要望があった場合、常勤保健師が対応している。 

なおかつ、面接だけでなく、その後の個別の支援が必要な場合、それぞれの地区 

担当保健師がケアする仕組みになっている。ネウボラ・チームについて、１チー 

ムといっても、４、５人のチームというわけではない。地区担当の保健師がいて、 

母子保健コーディネーター２名との連携があり、そして、子育て応援相談員が 

必要に応じて、関わる仕組みになっている。そういった重層的なチーム編成にな 

っている。 

 

委員：別紙１はネウボラ・チーム以外の面接件数か？ 

 

事務局：わかりづらくて申し訳ない。資料１のうち、例えば、世田谷の７月の妊娠期面接 

者数は１９０人と記載ある。これはネウボラ・チームが面接した数である。別紙 

１を見ると、同じく１９０人と記載ある。内訳は、さきほどとは別の切り口とな 

っている。総合支所に直接、面接に来た方が３０人、２７出張所・まちづくりセ 

ンター等で妊娠届を提出後、総合支所の健康づくり課で面接した人が１６０人で 

ある。この１９０人は全てネウボラ・チームが面接した数である。 

 

委員：北沢支所内で妊娠届を提出し、同日に面接を受けた方は７月で８人、８月で１２人、 

９月で４人となっている。それに比べて、砧支所はその数の 10倍くらいになってい 

る。このばらつきはどういうことか。 

 

事務局：支所の中に出張所・まちづくりセンターが一緒に入っている支所や入っていない 

支所、近くに病院がある支所という状況がある。砧総合支所の場合、成城出張所 

が同じ建物にあり、手前に木下病院がある。直接、支所に来る人が多くなる。こ 

のような違いで各支所に妊娠届を提出し、同日に面接を受ける方と妊娠届出とは 

別の日に面接を受ける方の数にばらつきがでている。 

 

事務局：北沢については、総合支所の建物と福祉三課の建物が別である。北沢は梅ヶ丘に 

保健福祉センターがある。そこに直接来た方が妊娠届出と同日に妊娠期面接を実 

施している。砧は成城出張所と同じ建物に健康づくり課がある。北沢タウンホー 

ルには北沢出張所があり、ここには健康づくり課がない。梅ヶ丘に健康づくり課 

がある。立地上の違いがある。 

 

委員：砧地域が特に多いが問題ないか。 

 

事務局：オーバーワークというわけではない。同時に複数名が妊娠期面接を希望するケー 

スはある。 
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事務局：総合支所ごとで妊娠届出数に差異がある。２７年度実績で世田谷 2683件、玉川 

2281件、北沢と砧がほとんど同じくらいで 1438件,1434件、烏山が 1104件とな 

っている。 

 

委員長：少しわかりづらいと感じた。子育て応援相談員への相談者数が目立っているが、 

実際の妊娠期面接を実施するのは母子保健コーディネーターである。 

 

事務局：母子保健コーディネーターが妊娠期面接の全数面数を目指して、今年度配属され 

た。飛び込みで妊娠期面接の希望があり、母子保健コーディネーター２名の手が 

空いていない場合、ネウボラ・チームの地区保健師が対応をする。 

 

委員長：表の枠の中に、妊娠期面接をしたのが母子保健コーディネーターであることを分 

かるようにして欲しい。内訳は子育て応援相談員への相談者数を記入する等する 

とわかりやすいと思う。この資料だと子育て応援相談員が面接したように見えて 

しまう。子育て応援相談員、地区保健師、母子保健コーディネーターがいるとい 

うことが分かるようにしてほしい。 

 

事務局：次回は修正する。 

 

委員長：例えば世田谷地域では、妊娠届出数が 27年度１年間だと 2683件だが、昨年 7月,8 

月,9月の状況と比べて、今年度はどうか？手応えを教えてほしい。 

 

事務局：昨年度と妊娠届数に差はないと思われる。昨年までは支所への妊娠届出が２割だ 

ったが、今年後は１割増えている。そこの手応えは感じている。 

 

（１）「世田谷版ネウボラ」の実施状況について 

    ⅰ保健師による現場の意見（７月から開始した世田谷版ネウボラについて） 

委員長：委員が全員揃ったので、７月から開始した世田谷版ネウボラについて保健師から 

話していただければと思う。 

 

事務局：前回の推進協議会で現場の意見が聞きたいという要望があり、本日２名の保健師 

が出席している。 

世田谷総合支所の保健師Ａと北沢総合支所の保健師Ｂだ。現場の状況等、話して

いただく。 

       

保健師Ａ：現場の状況ということで世田谷総合支所の妊娠期面接の実態を報告する。世田 

谷版ネウボラは、妊婦との最初の出会いを大切にしながら、７月から実施して 

きた。この中で一般的な事例、区民の反応を中心に報告させていただく。北沢 
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の保健師からは、継続支援の点から事例を紹介する。 

     妊娠期面接の効果と大きくいえるかどうか分からないが、母子保健コーディネ 

ーターを通じて、妊婦が安心を感じてもらえている。安心感というのが１つの 

キーワードになると思う。妊娠期面接は 30分、それ以上かかる場合もある。 

母と子の保健バッグの中身を詳しく知ることができた、丁寧に対応してもらい、

うれしかったという反応をいただいている。仕事をしている若い妊婦や中年で

仕事の中核を担っている妊婦も多くいる。今回の面接を通じて、日常は、仕事

で必死になっていて、妊娠していることに目を向けていなかったことに気がつ

いた、また面接を通じてほっとしたという意見もある。 

中には、想定外の妊娠だったという妊婦もいる。妊娠して、嬉しいという感情

はあまりなかったが、妊娠期面接をして、実感が湧いた、うれしい気持ちが出

てきたという声もあった。 

いつでも困ったことや相談があれば、相談して下さいということで声をかけて

いる。こうやって相談して良いのですね、このことが分かって良かったですと

いう声もあった。 

妊娠期の前期と後期に妊娠期面接の割合が高くなっている。つわりがきつくて、

不安を抱えている妊婦少なくない。具体的な対処法を教える等、丁寧な対応を

することで、そういった対処法を聞けて良かったという意見もある。 

妊娠期の初期だと職場にも妊娠を伝えてなく、つわりで調子悪い中、仕事もが

んばり、我慢し、お腹も目立ってなく、孤独で辛かったという声があがってい

る。そういった思いをこの面接で言葉として、出し安心感を得た人もいる。 

第２子の妊婦を妊娠期面接することもある。その中でよく相談があるのは、第

１子を抱えながら、第２子の妊娠・出産ということで、果たして両立しながら

やっていけるのか、仕事を抱えながら、第１子を保育園に預けながらやってき

たけど、２人目はどうなるのだろうという不安があることである。こういった

ケースには、緊急保育、社協のサービス等の具体的なサービスの提案により、

どう使ってよいかというイメージ化が出来るよう促している。 

     妊娠期面接の事例について、１つ紹介があったが、詳細については、個人情報 

保護により、非公開とする。 

夫婦で面接に来ることもある。仕事で忙しく、育児のサポートはなかなか難し 

いかなと思っていたけど、帰ってから、妻の話を聞くだけでもいいのですねと 

いう夫の声もある。夫婦で妊娠中から子育てを視野にいれて一緒にやっていこ 

うという心構えが夫に芽生えたという意見もあった。一般的な反応ということ 

で報告をした。続いて、北沢総合支所の保健師より報告します。 

 

保健師Ｂ：北沢からは継続した事例を紹介したいと思います。世田谷からも説明があった 

ように、情報がない中、妊娠・出産・子育てをしていくところでかなり負担を 

抱えている妊婦が多い。妊娠期面接で色々お話をして情報を伝えていくことで、 
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色々なサポートが得られることがわかり、安心したとの声を聞くこともありま 

す。 

     妊娠期面接から地区担当保健師につながったケースがいくつかある。その中で 

２つ事例を紹介したい。 

妊娠期面接から地区担当保健師につながった事例について、２つ紹介があっ

たが、詳細については、個人情報保護により、非公開とする。 

     保健師は今まで、妊婦が出産後に障害等、把握して関わることが多かったが、 

妊娠期面接をすることにより、妊娠中から関わることができ、妊婦に寄り添い、 

長く、深く関わって支援していけると感じた。 

 

委員長：話をしていただいたが、意見等あるか。 

    里帰りをして連絡をくれた地区はどちらか。都内ではないか。 

 

保健師Ｂ：県外だったが、かなり遠い場所であった。 

 

委員長：体制がしっかりしているところなのか。 

 

保健師Ｂ：赤ちゃん訪問については、里帰り先の自治体に依頼をして、保健師等が訪問し 

てくれる。どこの自治体でもお願いできる。世田谷に里帰りしている方は世田 

谷の保健師等が対応している。 

 

委員長：病院としっかり連携することが大事だ。 

 

保健師Ｂ：妊娠期面接で気になるケースだと、区から病院に連絡する等、今後ルートとし 

て出来ていくと何かあったときにお互いに連携とりやすくなって、早いフォロ 

ーが出来るのではと思う。 

 

委員長：保健師は今までもリスクある妊婦のフォローしてきた経緯があると思うが、今回、 

ネウボラを導入して良かったということを表に出して欲しい。 

 

委員：貴重なお話ありがとうございました。事例を聞いて、専門職の方がこういう支援を 

始めると、色々な変化に気づきがあるということが分かって、すごいと思った。仕 

事に夢中で妊娠に意識を十分向けず働いている、想定外の妊娠、夫が協力的でない 

等は現代、とりわけ都心型かもしれないが、多くの妊婦がなりうるかもしれない。 

妊婦がこの程度の悩みでも聞いて良いのだ、サポートがあるのだということに、妊 

娠中に気がつくことが非常に大事だ。こういう相談事例があり、対応したという内 

容を表に出すことにより、こういうサポートが受けられる、こういう悩みを相談し 

てよいのだと区民が分かる。個人情報に触れる内容は削除したうえで、WEB上で情 
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報が得られるようにして事例を出すと、ネウボラの役割が妊娠期面接に来た妊婦以 

外にも届いて、良いと思う。 

話が変わるが、地区担当の保健師につなぐということが日本の従来のやり方だと思

う。虐待死亡事例があった市町村で検証したと聞いたが、従来、窓口に来た人を地

区担当につなぐということをしていたが、同じ市内の中で実家と別の居住先を行っ

たり来たりして地区をまたいでいたため、地区担当につなぐというやり方だと、情

報把握とフォローが途切れていた。世田谷区でどうやっていくかは専門家の皆様に

検討を委ねるのが良いと思うが、転居が頻繁に起きていて、地域のつながりが薄れ

ている時代に地区担当というシステムが問題ないかどうか検証してほしい。 

 

委員：きめ細やかな対応をしていることが実際の事例を聞けて、よく分かった。ネウボラ 

の 1つとして、赤ちゃんのいる生活のイメージづくりを重視していると思うが、支 

援プランはどうしているか。また妊娠期面接等で来た方をどう地域につないでいる 

か。 

 

保健師Ａ：妊娠期面接の時にプランシートというものを使用していて、妊娠についてのイ 

メージがまだ出来ていない妊娠初期の場合、プランシートのチェック項目に添 

いながら、妊娠週数が進むと妊婦の体が変化して、状態が変わっていく等を母 

子保健コーディネーターが説明している。また母子健康手帳の中にある妊婦の 

健康管理に関する内容もあわせて説明し、生活のイメージを作って、日常生活 

に生かしてもらえるような面接を心掛けている。子育て施策についても伝える 

が、３０分と限られた時間の中で妊婦のニーズがどこにあるかを見極め、どの 

内容を濃く伝えるか、薄く伝えるか工夫している。赤ちゃん訪問は 98％実施し 

ており、ここにつながるように面接をしている。第２子、第３子の場合は子ど 

もの育児をしているということを踏まえて、対応をしている。 

 

保健師Ｂ：地域の情報は、赤ちゃん訪問の時に伝えることが多い。妊娠期面接時に多く伝 

えるということは難しい。児童館、子育てアプリ等を案内して、そこで情報が 

得られるということを伝えている。 

 

委員：妊婦を受け入れる場所はある。例えば、児童館、ひろば型中間支援センター、 

   おでかけひろば等、このような地域の妊婦が行ける場所を紹介して欲しい。妊娠期 

面接に行くと、赤ちゃんのことが中心になるが、妊婦の友達が欲しい、とか、そう 

いったところもサポート出来ると良い。 

 

委員長：具体的な話が聞けて良かった。視覚として世田谷版ネウボラとは何か、例えば、 

母子保健コーディネーターがいて、地区担当の保健師につながってというイメー 

ジできるものがあると良い。視覚を通して、伝えると良いので、映像や写真等が 
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あると良い。 

 

委員：保健師の説明を聞いて、妊娠期面接の実態が分かった。ネウボラ・チームのおかげ 

で私達のような支援者側も相談を受けやすくなっている。私は編集者であり、その 

立場で思ったことは、メッセージ集があると良いと思ったことだ。「私があなたのネ 

ウボラ・チームの担当者です」というメッセージ集で、じっくり読んでもらえるも 

のができると良い。 

      

委員：妊娠期面接でプランシートを作成していると思うが、妊娠期面接をしていない 

方へのプランシートは作成していないのか。 

 

事務局：プランシートは妊娠期面接の中で妊婦と一緒に作成していくものであり、妊娠 

期面接をしていないとプランシートはない。妊娠届時のアンケート、赤ちゃん 

が生まれて作成する赤ちゃん台帳等を活用して支援につなげている。 

 

委員：このプランシートというのは、妊娠期面接から期間としてどのくらいまでカバ 

ーしているのか。 

 

事務局：赤ちゃん訪問までをカバーしている。 

 

委員：赤ちゃん訪問時にもプランシートを作成するのか。 

 

事務局：赤ちゃん訪問時には、プランシートとは別で情報を聞き取り、台帳に記載したり、 

産後うつ等の早期発見に努めている。 

 

委員：赤ちゃん訪問はリスクの発見・チェックが主な目的か。 

 

保健師Ｂ：リスクもそうだが、母子ともに健康であるかどうかも確認している。 

 

委員：妊娠期までのところはプランシートを作成し、カバーしているものの、出産後、育 

児の中で様々なことが発生する、その部分をどうするか。育児期のプランシートの 

必要性がないかなど引き続き、検討してほしい。切れ目ない支援というのは妊娠期 

から出産前までではなく、妊娠期から学校にあがるまでの寄り添う体制づくりであ 

る。自治体によってやり方は異なるが、３回プランシートを作成している自治体は 

妊娠期から出産まで１回作成し、出産前後に２回目のプランシートを作成し、２歳 

ぐらいに３回目のプランシートを作成する。プランシートの作り方の中身が切れ目 

ない。当事者にとって、分かりやすくなっている。せっかく１回目のプランシート 

を作成しているので、効果を検証しながら、その次のことも考えてほしい。このよ 



9 

 

うな支援がありますよという相談に来てくださいねというような寄り添い型のメッ 

セージをどのように届けていくか、今後の課題として欲しい。 

 

委員長：母子健康手帳の範囲までが妊娠期からの切れ目のない支援ということで厚生労働 

省があげている。 

 

委員：厚生労働省の母子保健課に子育て世代包括支援センターはどこまでを対象としてい 

るか確認した。対象は母子だけではなく、父も含めた家族だということのようだ。 

来年度から国の動きが出てくると思う。既に固まっていることは各世帯に一元化し 

た支援台帳を作成するということがある。小学校にあがるまで家族全体をカバーす 

る内容で、従来の母子保健を超えるものだと想定している。 

 

事務局：今、話があった世田谷版ネウボラの範囲に関することで第１回世田谷版ネウボラ 

推進協議会でも示した資料を見てほしい。 

（略：参考資料３説明） 

世田谷版ネウボラは妊娠期から就学前までが対象だと考えている。 

 

委員長：時間が押してきたので、次に行く。議題（２）地域、医療、区の連携強化～連携 

したら、もっとできることは何か～について事務局より説明をお願いする。 

（２）地域、医療、区の連携強化 

   ～連携したら、もっとできることは何か～ 

（略：資料２、参考資料２説明） 

事務局：地域、医療、区の連携に関して、３名の委員より提案を預かっている。それぞれ 

説明をお願いします。 

 

委員提案については取扱注意の内容があるため非公開とする。 

 

委員長：国が掲げている内容に、母子保健コーディネーターの存在、産前・産後サポータ 

ー、産前・産後ケアがある。母子保健コーディネーターの存在を強調していると 

ころが多い中、世田谷区は３つをしっかりあわせているのが素晴らしい。 

         それでは、次に進む。議題（３）来年度に向けてを事務局より説明をお願いす 

る。 

 

（３）来年度に向けて 

事務局：来年度に向けてということで、３点ほど案件がある。１点目はネウボラ・チー 

ムの人的強化である。冒頭で実施状況の説明をしたが、妊娠届を提出した妊婦 

全員と面接をすることを考慮すると人的強化が必要だと考えている。どの部分 

を強化するかは現場の状況を踏まえ、検討している。第４回世田谷版ネウボラ 
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推進協議会等で報告していきたいと考えている。１点目については以上である。 

２点目の妊娠期面接予約システムの導入については、説明する。 

 

事務局：（略：資料３説明） 

    妊娠期面接に予約せず、飛び込みで来所するケースもある。せっかく来所して 

も待たせるケースがあり、申し訳ないので、できれば予約の面接を増やしてい 

きたいと思っている。スマートフォン等で予約できるようシステム関係の所管 

と一緒に検討している。 

 

事務局：母と子の保健バッグ改善・母と子の保健バッグの内容説明動画作成について説明 

する。 

 

事務局：現在の母と子の保健バッグですが、ご覧になって分かる通り、封筒に盛りだくさ 

んの内容が入っている。母と子の保健バッグは来年度に向けて改善の検討をして

いる。改善の取り組みとして、このバッグを実際に受け取った母子保健事業に参

加されているお母さん方にアンケートの協力をお願いした。２８年度の８月～９

月に実施し、６２９名に協力依頼し、回収率は高くないが、２０８名の回答をい

ただいた。改善してほしいという要望があると思ったが、情報がたくさんあって、

良かったという意見が多かった。７割の方がまとまって入って、良かったと回答

している。一部、６％の方は情報が多すぎる、まとまって入って使いにくいとい

う批判的な意見があった。あと、最初にこのバッグをもらった時にわかりやすく

説明してもらって良かったという意見がある。反対に、バッグを受け取ったとき

に説明がなかったのが、良くなかったという意見もあった。中身について、区民

に不人気であろうと予測した封入物が区民にとって人気のものもあった。例えば、

災害への備えがあげられる。利用しているものとしては妊婦健診受診票や妊婦超

音波受診票等の金券やせたがや子育て応援ブックが人気だった。使用時期を分け

てほしい、必要なものを一目で分かるように工夫してほしい、内容を整理してほ

しいという意見もあった。今回のアンケートの回答者は７割が３０歳代で、初め

ての出産の方が８割だった。内容を整理し、アンケートを加味して、職員が手作

りで新しいバッグを作成した。１つの封筒ではなく、見出しのついたバッグに中

身が封入しており、使用時期等が分かれて入っている。中身の内容については、

カラーのちらしを作成したが、動画の作成も考えている。相馬課長が中心になっ

て、検討している。来年度の４月に向けて、準備を進めている。第４回世田谷版

ネウボラ推進協議会に成果を報告できればと考えている。 

（職員が作成したサンプルの母と子の保健バッグを委員に回覧する。） 

 

委員長：母と子の保健バッグは素晴らしい。努力の賜物であると思う。 

委員長：以上で、第３回協議会を閉会する。 


