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平成２９年度第３回世田谷版ネウボラ推進協議会 議事要旨 
 
日 時：平成２９年１０月１１日（水）１９時～２１時 
場 所：世田谷区役所第１庁舎５階 庁議室 
出席委員：福島委員長、立花副委員長、榊原委員、矢野委員、朝光委員、明石委員、吉原

委員 
小堀委員、辻委員、澁田委員 

 

１ 開会 

委 員 長：本日は、お忙しい中、遅い時間にお集まりいただきまして、まことにありがと
うございます。定刻になりましたので、平成２９年度第３回世田谷版ネウボラ

推進協議会を開会いたします。 
１名、委員がまだおいでになっていませんけれども、進めさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
それでは、議事に入ります前に事務局より資料の説明をお願いします。 

（配付資料の確認） 

委 員 長：ありがとうございました。 
お手元の次第に沿いまして議事に入ります。まずは、１点目、第２回推進協議

会の論点整理について事務局より説明をお願いいたします。 
 

２ 議題（１）第２回推進協議会の論点整理について 

（事務局より資料２を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。御意見、御質問をお受けしたいと思います。 
委  員：機運の醸成のところですけれども、一番上の丸の「子育て中の母親は地域に関

心が薄い」という部分ですが、これは第１子妊娠中の母親ということだったと

思います。そこは修正していただきたいと思います。 
委 員 長：その他ございますでしょうか。 
事 務 局：よろしければ、次の資料３、４のところで、御意見いただければと思います。 
委 員 長：それでは、少し考えながら、次のほうに向かっていきたいと思います。 

次に、議題（２）平成２９年度の課題の検討状況について事務局より説明をお

願いします。 
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２ 議題（２）平成２９年度の課題の検討状況について 

（事務局より資料３、資料４を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。私のほうから２点よろしいでしょうか。 
まず１つは、資料３のナンバー３、医療機関との連携強化というところです。

これはとても大事なところですが、検討状況の中で、本年度より順次、主な病

院のナースステーション訪問と書かれています。１０月から開始となっていま

すが、これはどういうところをイメージしていて、内容についてはどんなこと

をお考えかというのを、教えてください。 
事 務 局：世田谷区民が出産する病院のリストをつくっていまして、今年度中に多い順に

２０位までのところへ行こうという形で計画しております。その２０位までの

中には、世田谷区内の出産を取り扱う医療機関が１４箇所全て入っています。

それと、目黒区や渋谷区など大きな病院がほぼ網羅されるので、そこに各健康

づくり課と保健所で手分けをして行こうと考えております。 
内容については、世田谷区でこういうネウボラという活動を始め、妊娠期から

面接をしていますが、全ての方が妊娠中に出会えるわけではないので、病院の

ほうからも、まず保健師やネウボラのチームがいるという御紹介をしていただ

けないかということが一番大きなことになります。 
最初は、こちらがやっていることを御紹介しに行くという形ですけれども、次

第に顔見知りになれば、個人情報のやりとりだとかを通して要支援の方にも少

し近寄れるのではないかと期待して、こういう活動を始めております。 
委 員 長：わかりました。とても先駆的な活動だと思って聞いておりました。期待させて

いただきたいと思います。 
もう一点、資料３の全体を見ていきますと、せっかく区がやっている産後ケア

事業との連携、活用といいますか、その辺が余り見えてこないのですけれども、

そのあたりはいかがでしょうか。 
事 務 局：資料上に落とし込んではおりませんけれども、昨年度からネウボラが始まった

ことにより、妊娠期面接などでは、産後ケアセンター、それからデイケアを行

っております、いなみ小児科のところもございますけれども、そういった産後

ケアについてはキャリアの復帰にかかる妊婦さんに御紹介をしています。 
そういった効果もあるのだと思いますけれども、ニーズが少しずつふえてきて

いる状況もあります。 
この間、この推進協議会では正式に御報告していなかったかもしれませんが、

産後ケアセンター桜新町について、今年度で今、運営している事業者が撤退い

たします。その後、建物自体が今委託している武蔵野大学が建てた建物で、所

有は今、武蔵野大学ですが、今回撤退するに当たり、区に無償譲渡していただ
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ける運びになっております。それを受けて、この９月に議会に条例案をお諮り

し、産後ケアセンター事業に関する条例を新たに制定いたしました。 
その中では、ネウボラが昨年度から始まって、そういったところからもきちん

とつなげていき、育児不安を抱えた、また親族等からの支援のない家庭などを

支援して、都市型の実家機能を補っていこうと、そういった考え方を示しまし

て、条例案を全会一致で可決しました。資料上に記載はありませんけれども、

ネウボラの中で非常に重要な機能、施設であると認識しております。 
委 員 長：ありがとうございました。せっかくの機会なので、地域ともう少しつながって

いくという方向になっていくといいのかなと思いました。 
 それでは、何かございますでしょうか。 

委  員：資料４の講座等の整理として、ネウボラ子育てカレッジ（仮称）としてまとめ

ていくという方向はいいと思います。 
今、健康づくり課でやられている母親両親学級、それから保健所でやられてい

るぷれパパママ講座、子ども・若者部子ども家庭課での講座、それぞれ、年に

何回ぐらいあるのでしょうか。 
事 務 局：取り組みによっても違うのですけれども、例えば１番多いものだと、ぷれパパ

ママ講座でしょうか。 
事 務 局：ぷれパパママ講座は年間６７回です。母親両親学級は、各総合支所で月に１回

ずつやっておりますので、年間で母親学級を６０回、両親学級を６０回の計１

２０回です。 
委  員：１つの地域では月１回ということでしょうか。 
事 務 局：母親学級、両親学級は、それぞれ月１回です。 
委  員：ぷれパパママ講座はいかがですか。 
事 務 局：ぷれパパママ講座は全区でということで、土日を中心に６７回です。午前、午

後というやり方で、各支所を回りながら開催しております。 
事 務 局：母親両親学級は、各支所の健康づくり課で行っておりまして、実施日が平日に

なります。しかし、やはり就労されている妊婦の方も多いので、土日、あるい

は休みのときにやってもらえないかというニーズを受けて、保健所の側では、

民間委託してやっているのですが、ぷれパパママ講座として区内全域で土曜、

日曜、祝日等を使って実施しております。 
委  員：そうすると、講座をまとめるというのは結構難しいのでしょうか。 
事 務 局：講座を１つに統合していこうということではないのですが、こういうさまざま

な取り組みがあるということを１つのところで御紹介していき、その中でも必

ず受けていただきたい講座というのはどういうものか、また、こういうことで

悩んでいる方は、こういう講座を受講してみてはどうか、そういったことを御

案内できるよう、わかりやすいものにしていきたいと考えております。 
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委 員 長：よろしいですか。ありがとうございました。 
委  員：資料３の課題の整理、それから検討状況まで一覧で出してくださって、こうい

う取り組みの進め方はすごいなと思って伺っておりました。 
おかげさまで、こちらもいろいろと気がついたことがあるので、散発的ですけ

れども、感想と若干の質問をさせていただきます。 
まず、１つ目、資料３「世田谷版ネウボラ」の周知充実についてです。本日、

広報媒体を２つつけてくださって、とてもいい感じでわかりやすくていいなと

思ったのですが、例えばこの区報のせっかく１面使っているので、ネウボラっ

て何なのかというのがもう少しはっきりと伝わるように、これだけせっかく区

が力を入れてくださっているのですから、ほかの、ひろばとか医療機関とか、

区内のいろいろないい取り組みがある中で、何がネウボラなのかというのがも

う少し出てほしいなと思いました。 
その際、ではネウボラとは何なのかというと、誰も孤立させない、孤立した育

児を一つもつくらないと区は決意しているというところをきちっと出すという

ことと、専門家が伴走する、ピア的なサポートではなく、医療・治療でもなく、

子育ての専門家、周産期の専門家がずっと伴走する、そんな体制をつくったの

で使ってくださいという、その２つのポイントをこれから打ち出していかれる

といいかなと思いました。 
それから、周知用のポスターを区内、区外、産科医療機関に配付するというの

もとても大事なことなので、ぜひと思うのですが、例えばその産科医療機関の

施設の中に張るのではなく、外に張っていただくことが大事かなと思いました。

というのは、例えば妊娠した人たちが産科医療機関に行っても、妊娠した確認

をもらうだけで万単位のお金が要りますが、若い人や経済的に困っている人た

ちはそこで挫折するという話を聞きます。ですので、中絶もできないまま不本

意な妊娠に入ってしまう。そういう人たちに、妊娠に戸惑っていたら、何か悩

みがあったら、お医者さんの中に入らなくてもここには連絡くださいというこ

とがわかるように、ぜひ呼びかけていただきたいと思いました。日本では中絶

件数は減っていますけれども、若い人たちはふえていると聞きますので、そう

いった配慮をすれば、要支援の人たちを拾い上げるという効果につながるかな

と思いました。 
それから、プライバシーに配慮した面接環境の整備をしてくださるという点も

非常に期待しています。その場合に、ぜひ配慮していただきたいのは、音が漏

れないようにという点です。パーティションで仕切るということも外から見え

ないという意味で一つ有効だと思いますが、わたしがちょっと見させていただ

いたところは、パーティションだと上から声が漏れてきて、結構プライベート

な話が聞こえてきていました。ですので、ぜひ工夫していただきたいと思いま
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した。 
それから、医療機関との連携強化はとても大事なことなので、ぜひ進めていた

だくことが大事だと思いますが、こうやって項目で並べていただいて、ふと気

がつくのは、学校や福祉機関との連携強化というものが挙げられなくていいの

かということです。例えば、学校、中学校でも高校でも、妊娠した子たちは学

校で受けとめきれなくて、自主退学という形で外に出されているということが

ようやく重要な問題として捉えられてきています。学校内にもソーシャルワー

カーがいるじゃないかという見方もできるのかもしれないですけれども、学校

の先生たちが対応できていない、妊娠や出産にかかわるようなところを、実は

そういうことも含めて受けとめる機関ができたのだということを、学校にお知

らせするだけでいいのかもしれないのですけれども、連携があっていいのかな

と思いました。また、福祉機関、例えばここには要対協のことが出ていますが、

保育の事業所もさまざまな形の人たちが都内でも増えています。そういったと

ころでも、困窮家庭とかＤＶとか、子どもの発達の問題とかいろいろなことに

気がついて、だけど、どこにつなげていいのかわからないという声をよく聞く

ので、世田谷に限らずですが、そういった福祉の関係者との連携もぜひ今後念

頭に置いて進めていただきたいと思いました。 
あと、専門職のバックアップ体制でスーパーバイザーについても言及されてい

ました。ここは、どんどん充実していくときに重要になると思いますが、本来

は、私は都道府県の役割として整理されるべきところだろうなと思っています。

世田谷ほど人口もあり力もある自治体でしたら独自にという御検討もあり得る

のだと思いますが、都に、あなたたちの仕事としてこういうことはやるべきじ

ゃないかと言って提案していくということも、ぜひこうやって先行して、こう

した事業をやってらっしゃる自治体の役割としてやっていただきたいと思いま

した。 
あと、資料４で「ネウボラ子育てカレッジ」を使って講座を整理しようという

取り組みもとてもいいと思います。一覧に、どういうものをやっているのか出

していただいて、ああこんなことも、ノーバディーズ・パーフェクトとかペア

レント・トレーニングとか祖父母の講座とか、ここまでやってらっしゃるのは

すごいなと改めて思ったところです。しかし、ここで課題に挙げてくださって

いるように、本当に必要な情報が体系的にちゃんと届くようにするためには、

当事者から見て、いろいろなところにある多種多様な情報提供の場がどのよう

に整理されているといいのかというような検討をしていただいて、ぜひ、その

親業研修として必要な流れというものをつくっていただけるといいなと思いま

す。その中でぜひ、電車の中でたびたび見かけますが、子どもが泣いちゃって

困っちゃっているお父さんやお母さんというのは、最近少子化で周りに子育て
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する人たちがいないから、やむを得ないのだと思うのですけれども、赤ちゃん

のあやし方も知らないように思えます。お手本が周りにないので、もう親を責

めてもしようがない話で、ぜひ、外出時にこんなハプニングが起こるときには

こう対処すればいいという具体的な情報提供をどこかできちっとできるような

こととか、この間も揺さぶりの、子どもの虐待死らしいケースが出ましたけれ

ども、夜泣きのときにはどうしたらいいというような情報提供はどこで確実に

届くようにするのかというような、そういったようなチェックの仕方で、ぜひ、

カレッジを取り組んでいっていただければと思いました。以上です。 
委 員 長：ありがとうございました。事務局からは何かありますか。 
事 務 局：たくさん御意見をいただきましたので、一つ一つ振り返りたいと思います。ま

ずは、区報など、さまざまなところで周知する機会というのは、今後ともやっ

ていこうと思っております。そういった中でどういったところを打ち出してい

くのか、より区民にとって、また、妊娠中の方だけでなくて、本当に広くいろ

いろな方がネウボラの取り組みというのを知っていただくというのが大事だと

思いますので、そういった視点から、わかりやすい、この区らしい打ち出しと

いうのは考えていきたいと思います。 
それから、幾つかありますが、先ほどお話がありました学校や福祉機関との連

携というところでは、児童虐待の枠組みでいえば、地域の要対協の中で顔の見

える関係を構築しておりまして、学校ないし福祉機関のところで何か虐待の疑

いであるとかそういった不安があった場合には、区の子ども家庭支援センター

に情報をつないでいただく、そういったところでの関係性の構築はこれまでも

してきております。そういった中で、確かに新しくいろいろと保育事業者が、

待機児対策の中で参入していく中では、そういったところにもきちんと入って

いただきながら取り組んでいるところではあります。 
最近、やはり特定妊婦の、例えば若年の出産、妊娠であるとか、配慮を要する

妊婦の方への対応は非常に重要だと思っております。これは、まだ今後の検討

レベルのところではありますが、要対協の中に周産期部会というものを設けて

おりまして、そういったところでも、特定妊婦についてもう少し議論をして、

予防策として必要なものがあるのかどうかとか、もう少し具体に話をしていき

たいと思っているところです。 
それから、子育て向上のための講座の整理については、まずは、区、それから

外郭団体、委託事業、地域のひろばなども含め、現状どういった取り組みをや

っているのかを把握し、そういった中で、次に課題になっていくのは、足りな

い部分というのはどういったところなのかとか、そういったところの議論がそ

の次に必要になってくるだろうと思っております。まずは、今さまざまなとこ

ろでやっている取り組みを集約していきたい、そう思っているところです。 
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 あと、保健所から何かありますか。 
事 務 局：先ほどのポスターを医療機関の外に張るというのは、非常にいい観点かなと私

も思いましたので、すごい参考になりました。あと、つい昨日、議会で議論に

なったんですけれども、ネウボラというものがわからない、情報を知らない方

にダイレクトに伝わってないという御指摘をいただき、ネウボラの名前も変え

てほしいみたいな要望もありました。しかし、まだ始まったばかりなのにこれ

を変えてしまうと非常に混乱を招くので、そこは我々も頑張って、変えはしま

せんが正しく使いますということをお伝えしました。今まさにタイムリーな御

指摘があったので、これからの広報の仕方でも、やはりネウボラのイメージ、

先ほど委員からお話にあった、専門職が伴走していくという言葉は非常に伝わ

りやすいかなと思いました。あと、孤立を絶対させないとか、そういったキャ

ッチコピー的でダイレクトに伝わるような、世田谷版ネウボラの一つの目標で

すみたいなことを何か伝えられればというのは思いましたので、参考にさせて

いただければと思っております。 
事 務 局：一方で、今回も区報１面のキャッチコピーで使っているんですけれども、「わく

わく子育て」というように、子育ては楽しいというところも伝えていきたいと

いう、そういう思いもあります。 
委 員 長：ありがとうございました。 

今のことに加えて、私からも、世田谷区内の企業とかにネウボラのポスターと

か、そういうものを張らせてもらうのもどうだろうかと思いました。お父さん

の支援といっても、なかなかお父さんに情報が届く場所というのがないんじゃ

ないかと思っています。 
それから、フィンランド大使館がネウボラという形へ協働というか協賛じゃな

いですが、そうしているところは世田谷だけだというふうに聞いているんです

が、いろいろな、ほかでネウボラと使っているところもありますけれども、な

ので、その辺も打ち出していけるといいのかなとちょっと思いました。 
委  員：多分、一番最初にネウボラのことを区と民間で勉強会を始めたからだと思いま

す。なぜ日本人はネウボラが好きなんですかと聞かれました。歯医者のように

行くのに、なぜネウボラが好きかわからないというのを聞かれて、私は、答え

られなかったですが。 
委 員 長：ありがとうございました。では、吉原委員からお願いします。 
委  員：資料４の講座連携のイメージ、こういうふうに書いていただいて、こんなにも

あるんだと、皆さんと同じ感想を持ったのですけれど、この外側に、例えばさ

んさんサポートですとか、ファミサポですとか、ひろばといったような地域の、

対面で母子、それから子育て家族と接している方たちがいて、仕組みがあるん

だと思います。そこが連携したときに初めて実感のある情報になっていくのだ
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と思います。 
例えばだっこの仕方１つとっても、助産師さんに１時間、２時間お聞きして、

この子はこういうタイプらしいんですと言っていらっしゃるお母さんがいても、

実際にそれを実践してないので子どもが寝ない。寝るときにはこういうふうに

肩にやって、この子は肩でだっこするといいわよと言われても、違うやり方で

一生懸命あやしていたとか。あと、離乳食などもそうですね。そういったとき

に例えばさんさんサポートのあの支援員さんは離乳食を１０食つくってくれた

というような情報がママたちの間で回るんですよね。 
そういうふうな、さっきおっしゃったような当事者側からの利用のしやすさ及

びそれを受け皿としてわかって、ニーズをわかって、補完的に実感のある形で

支援を提供できる人たちと連携するというのがすごく大事かと思います。 
事 務 局：今おっしゃられていたのは、例えばさんさんであったり、ファミサポであった

り、ひろばであったり、そういった事業がこの講座連携の外側にあるというこ

とでしょうか。 
委  員：外側に、当時者に近いところにあるのではないかと思います。今、講座の整理

としてあげられているのは、この人たちを教わる人、教育しなくちゃいけない

対象として見ているんだと思います。それで、すごく大事なことを講座で言っ

ているんですけれど、そこで聞いたことは結局マニュアルになってしまう。そ

れを実践に落として、例えばファミサポとか、さんさんサポートの方たちに、

泣きやませ、あやし方、今、泣くのが怖い時代ですけれども、そういうことを

テーマとして抱えてほしい、認識してほしいと思っています。それが連携なん

だと思います。 
離乳食のきょうの白身はこれでも、あしたの白身をどうすればよいかわからな

くなっちゃうママたちに、さんさんサポートのサービスをする方は、そういう

ことを含めて、ママたちが何を召し上がっていて、どのくらいの食に対する知

識や認識を持っているか、理解を持っているかということをテーマとして持っ

ていていただくと、具体的な実践的な指導というふうに、よりなっていくと思

うんです。 
事 務 局：講座とかで受けるというだけでなく、実践の中で学べるという視点も大事だと

いうことでしょうか。 
委  員：ファミサポも、さんさんサポートも、私たちも、この講座でママたちがどんな

ことを教わっているのか、これはデータに基づいて非常にきちんとなさってい

ると思いますので、それを見せていただいたり、私どもも主体的にのぞかせて

くださいと言ったりしているんですけど、本当にいつもいっぱいで、なかなか

機会に恵まれないんです。そういうのを積極的に受け入れていただき、受け皿

としてママたちに実践的に教えて、伝えていくという形をとると連携になると
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いうふうに思うんです。そういう連携が欲しいなという感じです。 
事 務 局：そこは検討させていただければと思います。 
委  員：ぜひお願いします。世の中の子育てにかかわる支援をする方たちの共通の認識

として、今のママたちが何に困っていて、何が悲しいかというようなことがわ

かっているというようなところがまず第一です。あと具体的な実践という形を

とるということができればよいと思います。 
委 員 長：よろしいでしょうか。 
委  員：まず、ネウボラでは、やはり妊娠期面接が一番重要だと思います。私は相談の

業務をやっていて、お母様ともいろいろお話することがありますが、なぜ面接

に行かないのかということを尋ねたときに、自分にとって有益だとは感じられ

ないからという回答がありました。体のことは病院でケアしてくれるし、面接

に行って何かメリットがあるんですかという感じです。 
例えば、働くことと子育てを一緒に考えているお母さんですと、仕事と子育て

が両立した生活を一緒に考えませんかというテーマだったら参加したい人はい

ると言うんです。あるいは、どういうふうに育児と家事をこなしていくかとい

う家庭に合ったテーマでもし面接ができるのであれば、ちょっと受けてみよう

かなという感じがすると言っていました。 
１万円の子育て利用券も、どこまで有効かというのが、ちょっと疑問なところ

があり、平日仕事を休んでまで面接に行く価値があるのかと思われてしまって

います。妊娠期面接にこういうメリットがあるというのをもっと出していかな

いといけないという感じがすごくします。 
それから、面接の仕方ですけれども、数字にこだわっているのかどうかわから

ないですが、受けていただきたいというのが先に来ているようで、妊娠届を出

したら、「ちょっと待っていて」とか言って待たされて、今、面接できるからと

いうのですぐ通されてしまう。でも、その方にとってその時期が本当に面接の

タイミングなのかということをやっぱり考えたほうがいいのかなと思っていま

す。本当に初期の初期で、母子手帳をもらったときに面接を受けたとしても、

その方が本当に面接を有効に利用できたかどうかというところが少し疑問かな

と思っていて、その方にとっての面接の時期ってあるような気がします。それ

が余りに早い時期に受けてしまったら、本当に必要なときの面接がちょっと受

けられない、本当は受けてもいいんです、何度も行ってもいいんですけれども、

そこがやっぱり周知されてないので、１回面接を受けて利用券をもらってしま

うと、もうこれで終わりという感じになってしまっているので、そのあたりは、

面接にこういう効果がある、面接は有益だと、その家族、家庭にとって、お母

さんだけでなくて家庭にとって有益だというところをどういうふうに見せてい

くのかというのが、やっぱり必要かと思っています。 
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それから、お父さん、パートナーのことがよく出ているんですけれども、やは

りパートナーと一緒に行くというのが最初の取っかかりとしていいのかなとい

うことと、例えば母と子の保健バッグの中にお父さんに関するものが何も入っ

てないんです。「未来のあなたに」という東京都のものは入っているんですけど

も、余りこれは読まれていないようです。 
例えば、練馬区では「赤ちゃんが来る！！～もうすぐパパになるあなたへ～」

という動画をつくっています。その動画が、すばらしいなと思ったのが、お父

さんが何人か出てきて、自分の体験談をちょっと話すんです。そうやって映像

で訴えるってすごく今どきだなと思って、そういう方法もありますし、あと東

京都が出しているもので「父親ハンドブック」というのが２０１６年に改訂さ

れてありますが、これはすごくよくて、お父さんに向けてのハンドブックです。

今までお母さん向けのものっていっぱいあるんですけれども、お父さんに向け

てというのはなかなかなくて、漫画で面白おかしく描いていて、あとは、あな

たは何型の父親像ですかというのがちょっと面白い感じで、文章だけじゃない

ので、これをお父さんに渡して、お母さんじゃなくてお父さんに読んでいただ

くという、そういったところから入っていくのはいいと思います。こういう父

親だけのものというのがやはりお父さんには必要かなと思って、お母さんもの

って、どうしても妊娠何週で何があってというので、余り興味が湧かないとい

うか、なかなか実感として湧かないので、何かこういうのを世田谷区でつくっ

てみてはどうでしょうか。 
委  員：すばらしいと思っていたんです。その前の版もなかなかすばらしかったんです

けど。 
委  員：何かもっと父親向けのことをもう少しやればいいのかなという感じがすごくし

ています。 
それから、資料３の中で、ネウボラ・チームによる地域子育て支援コーディネ

ーターの相談窓口への訪問というので、今、相談業務を実施しているひろばに、

何回か来ていただいています。子育て応援相談員さんが来るところもあります

し、保健師さんが来ていただいているところもあります。 
今は第１回目なので、やっぱりひろばのことを皆さん御存じないということで、

すごくひろばに興味を持たれて、ほとんどひろばの説明で終わっています。や

っぱり現場を見てないというかお母さんたちを見てないので、そこはすごくよ

かったなと思っています。これから今後、ひろばの次はコーディネーターと一

緒に、もう少しステップアップしていけば、本当にいい感じになってくるなと

いう感じはすごくしています。お忙しい中、時間をつくって来ていただいてい

るみたいですが、話が盛り上がって延長して帰られたというところもあるみた

いです。 
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あとは、講座の整理についてですが、ここもテーマの大枠の例として、やっぱ

り父親というのを改めて入れたほうがいいかと思います。父親が学ぶみたいな

ことを改めて入れていただいて、あとはここの中に、やっぱりひろばの講座と

かもちゃんと入れ込むべきだなと思っています。 
それから、保育園と幼稚園の地域交流について、多分区立は全ての園でされて

いると思うんですけれども、どこに告知されているのかが全くわからないので、

それをきっちりと整理していただきたいと思います。やっぱり保育園などは本

当に身近な相談場所なので、地域交流のときにちょっと行って、子どもの様子

を見てもらったり、保育士さんにちょっと相談してみたりということがよくあ

るんですけれども、その地域交流をいつやっているのかがわからないです。せ

っかくいいことをやっているのであれば、地域で保育園とか幼稚園はこういう

役割がありますよということを、ちゃんと皆さんに知っていただくということ

が大事かと思っています。 
そういった意味で、やっぱり講座を整理するというのはすごく大事なことだな

と思いまして、先ほども、当事者にとってどうなのかということなので、何か

検索をアプリのようにできないかと思います。どの地域で、こういう講座があ

って、あなたは今だったら、いつだったらこういうのがありますよというのが

わかるとよいと思います。せっかく区の子育て応援アプリがあるので、そこに

うまく落とし込んで、そこから地域につながっていくという方法ももしかした

らあるのかなと思ったので、今あるものを上手に使っていって整理をしていく

ということが、やっぱり必要かなという感じがいたしました。 
それから、福祉の相談窓口というのは、２７箇所のまちづくりセンターのこと

を言われているんですよね。そこの研修というのはどういうことを具体的にや

られているのか、教えていただいてもいいですか。 
事 務 局：まちづくりセンターの職員、それから、あんしんすこやかセンターの職員を目

標にしています。今年できたのは、まちづくりセンターのフロアマネジャー新

任の研修で１回です。 
事 務 局：まちづくりセンターのほうでは、現在、新任の職員を対象に、福祉の相談窓口

というのは実際のところ幅が広いので、全体としては非常に薄くなりますけれ

ども、新任の職員向けに相談を受けたときの対応について、座学ではあります

が、研修を行ったというのが現在の状況です。ちょっと充実は必要だと思って

はおります。 
委  員：せっかく身近なところにあるということで、身近なひろばに行くだとか、地域

を見て回るみたいなことを入れたらいかがかなと思いました。社協さんは、地

域開発とかっていって出かけていると思いますが、やっぱり、まちづくりセン

ターの方も、自分が住んでいる、自分の管轄にどういうひろばがあるのかとい
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うのを御存じない方も多分いらっしゃると思うので、何かそういう地域とつな

がっていて、相談窓口と地域のまちづくりセンターが一緒になって、そこに住

んでいる御家庭を支えるという、何かもう少しそういう研修の仕方、母子保健

コーディネーターさんがひろばに来てくださって、大変よかったので、まちづ

くりセンターでもそんな形の研修みたいなのを取り組んでいかれたらすごくい

いのかなって感じがします。 
事 務 局：地域資源の把握ということで、今回まちづくりセンターも、あんしんすこやか

センターも社協と一緒にやって取り組みを行ったんですけれども、そういう中

でいうと、三者一緒でまちを歩いてみるとか、やってみると多分、相談とか来

たときの対応もよくなるのかなというふうには思います。 
委  員：そうですね。私は子育てサロンも十何年やっていますけれども、一度も来てい

ただいてないので、ちょっとさみしいなと思っています。 
委 員 長：ありがとうございました。 

私のほうからまた、１点だけ、しつこいようですけれども、やはり医療機関と

の連携強化が、すごく大事な気がしています。この間、２７歳、２８歳の妊婦

さんにグループインタビューみたいなことを行いました。その中で、その人た

ちは都内で働く妊婦さんでしたが、自分たちが妊娠して、やっぱり産婦人科の

先生はわかるけれども、それ以外の人たちは全然何かわからないし、ましてや

行政、保健センターは書類をもらいに行くところだという発想しかないという

ことをリアルに言われて、私としても大変ショックを受けました。ネウボラな

んて言葉も全く知らないし、産後ケアセンターなんてことも全然わからないと

いうことを聞かされました。その彼女たちは一般の社会で働く、東京の一般的

な企業で働く女性です。病院で、資料にはナースステーションとありますが、

やっぱり産婦人科のドクターや外来の先生たちから言われたら行ってみようと

思うということを言われました。病院のドクターたちにちょっと意識していた

だくために、どんなことができるかというのを立花先生に御意見を伺いたいと

思います。 
副委員長：ナースステーションに行って、あと産科のドクターとか保健師さんと顔合わせ

するというのは非常に有効な１つの大きな突破口になると思いますが、そこか

ら、１回限りではなく定期的にそういう顔の見える機会を持つといいかなと思

います。 
また、個別に行くとなかなか大変なので、一度顔を合わせたら、その後は医療

機関同士、医療機関と保健機関で会うような場を定期的に持たれるといいかと

思います。そのときに、保健師さんと産科医療機関とだけになってしまうと不

足で、広がりの意味では、ネウボラと考えたときに、母子保健全体で考えてい

く必要があると思います。産科や保健師さんだけじゃなくて、そこには小児科
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の先生も入るべきだと思いますし、あとメンタルヘルスが不調だったら精神科

とかも入ったほうがいいでしょうし、いろんな医療機関の面々が入ったほうが

いいかと思うので、そういういろんな職種が集まる場が定期的に持たれるとい

いと思いました。 
そういう意味では、今、ブライトホールで月１回開かせていただいている母と

子のサポートネットせたがやだと医療機関の人たちもいろいろ来ていますし、

そういったところと何かリンクしていくというのも、今、既存でそういう医療

機関、横のつながりがありますので、何かこういう討議をされるのもいいのか

なと思いました。 
事 務 局：今年の３月でしたか、母と子のサポートネットせたがやで医師会の産婦人科部

会との合同の会議があって、そこに私と健康推進課の鵜飼でお邪魔させていた

だいて、ネウボラの取り組みを少し説明させていただきました。そういう機会

ですと、やはり産科医療機関の方も結構いらっしゃっていたので、非常に周知

させていただく機会としてはありがたかったと思っております。 
副委員長：そのときは産科医会と、それから母と子のサポートネットせたがやの合同でや

らせていただき、７０人ぐらいいらっしゃいました。また小児科医会とか、あ

と何か小児科の先生たちに集まっていただくとか、そのような機会もいいかな

と思っています。 
委 員 長：ほかにいかがでしょうか。 
委  員：妊婦さんのことを主にやっているのは産科の先生たちですけど、やはり産科の

先生たちからネウボラのことを説明していただくとより周知されるのだろうと

思うのですけど、そこはどうなっているのでしょうか。産科医療機関に対して

は、いろいろ周知はもう済まされているのでしょうか。 
事 務 局：医療機関のほうにもチラシとか、先ほども申し上げたように、医師会を通じて

今までのネウボラの窓口とか妊娠期面接だとか、いろんな機会で資料とかを御

提供させていただいております。ただ、例えば地域のそれぞれの保健師が直接

お邪魔してお話をするという機会はまだまだで、それで今回ナースステーショ

ンとかそういうところを始めていこうというのが今言っているところです。で

すから、直接、例えば訪問先が１４カ所、産科医の先生方と区側のほうが実際

会って話してみる機会はまだないというところの今段階だと思っています。 
委 員 長：ぜひそのお話を進めていただくという感じでしょうか。 
事 務 局：そのあたりをもし進めるとなると、区内の医療機関、医師会等々にまた事務局

を通じて何かそういったもののタイミング、あと小児科医会とか、そういうと

ころとまた何か集まる機会があれば、そこにお邪魔させていただくというのも

１つの方法かと思います。そういうことがあれば、たとえ１０分でもいいので

そういったＰＲをさせていただくとか、あと御質問にもちょっと答えましょう
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かという機会はつくれるんじゃないかなと思います。 
委  員：わかりました。 
委 員 長：どうもありがとうございました。 
委  員：済みません、先ほどの関連ですけれども、ネウボラに行く価値というものが伝

わっていないというのは、世田谷に限らず本当に重要なことで、これから進め

ていかれるのに１つの壁だとすごく思います。 
そのときに、妊婦健診は医療システムだけに取り込まれ過ぎていることをどう

考えるのかという議論が本当は必要になっていると感じています。 
妊婦健診を医療機関でやる場合は、平日の昼間に仕事を休み、３時間待って３

分健診みたいなことを十何回も皆さんなさっているわけです。時間がないわけ

じゃないんです。優先順位をわかってないのと、体の医療的なチェックをして

もらう以外にも、周産期を無事に過ごし、育児生活をスタートさせるためには、

あなたの知らないことがたくさんあるということがわかっていないというとこ

ろをどうするかが重要だと思います。 
最近、産科医の先生たちも、産後の鬱的な症状の人がいかに多いかとか、周産

期の疾病で死ぬ人よりも鬱から心中や自殺する人のほうが多いということがわ

かって、ようやくメンタルのほうでも皆さんいろいろな取り組みをされるとい

うことに来ているというふうには伺っています。産科医の先生が、自分たちの

守備範囲の中だけでは無事に過ごしてもらえないということにお気づきになっ

ているはずなので、その上でどうやって市町村事業である１４回の健診という

ものを母子のためにうまく配分して使っていけるのかという議論をできたらい

いなと思います。本当は、全国でやる話だと思うんですけれども、例えば地域

医師会の方たちとこういうような議論の場を持っているようなところでそうい

う話をし、１４回分のうちの１回でもいいので妊婦健診を医師ではないところ

に持っていくとか、何かの形でネウボラに来てもらう価値というものを伝える

ことができないのかなと話を聞いていて思いました。 
あともう一つ、価値のところで、これだけのことを世田谷ではもうしてくださ

っているので、あえて言う必要はないと思ったんですけれども、なかなか伝え

にくいんだったら、例えば最初の３年間だけでもギフトという形で、ベビー服

が３点ぐらいセットになっているのとか、かわいいものを選ぶのは上手な方た

ちがいらっしゃいますので、というようなことをちょっとやって、フィンラン

ドもやっぱりえさで釣ったんですね。そしてそれがうまくいっている。その効

果がかなりあるということを実感しているので、ずっとやっていらっしゃる。

ただ、フィンランドでは年金機構みたいなところをスポンサーにつけているそ

うです。こういううまいやり方で、ギフトというような形で価値がわかるよう

な釣り方ができないのかなと思います。それで１回ちょっと来てもらったら、
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妊娠期の過ごし方、何を食べたらいい、何時ごろ寝たらいい、どういう服装を

したらいいっていうことも御存じないですよねとか、赤ちゃんが生まれたあと

の食事は、お母さんについても赤ちゃんについてもどうしたらいいんだか御存

じないですよねとアプローチする。そういう必要な情報を全部お渡ししますか

らと言ってうまく引きつけるようなことができないのかなと思います。その中

には立花先生たちが研究されたような、産後の２週間後には実は４人に１人が

鬱的な症状になるぐらい大変なことが待っているんですよというような科学的

な情報も入れながら、ぜひ来てくださいとうまく持っていってもらうようなこ

とができたら、非常に先駆的だなと思いました。以上です。 
委 員 長：ありがとうございました。 
事 務 局：１点だけよろしいでしょうか。先ほどお話があった父親ハンドブックですが、

実は、我々も内部で少し検討しました。内容を見ますと、漫画も入っていて非

常にボリュームがあります。１１０円で販売されているので、購入するという

方法を１つ考えましたが、やはり都内全域の情報になります。では、これと同

じような世田谷区版がつくれるかというと、正直に申し上げて、今のマンパワ

ーでは無理だと思っています。 
そこで考えたのが、きょうの資料３でも御提案させていただいている「せたが

やの子育て」に、紙面はある程度限られますけれど、父親特集をしていき、こ

れを例えば１回なのか、また次の年にもう１回やるとか、そういったことを積

み重ねていき、その情報をお父さんに渡せるようにしていくといったことも１

つ実現可能な方法としてあるんじゃないかなと思いました。 
委  員：それは、お父さんはどこで手に入れることができるのでしょうか。 
事 務 局：今は、保育園や幼稚園に通っているご家庭には配布されており、ひろば、児童

館などにもおいてあります。こういったところで父親特集をして、それを定期

的に配れるものに変えていけないかと思っています。編集は委託で、そういっ

た編集できる者がついているので、実現可能性が結構あります。特集をしてお

知らせをしていき、リーフレットないしそういったものに変えて、妊娠期面接

で渡していくというふうにしていくとか、そういったことができたらという思

いではあります。 
そうすると、世田谷ならではの情報を発信しつつ、いろいろと新たに取り組ん

でいく中でも、並行して実現可能でやっていけるんじゃないかと思っていると

ころです。理想を言うとこういう話です。 
委 員 長：ありがとうございました。 

それでは、少し時間も押してきましたので、来年度以降の方向性ということで

資料５が配られています。事務局より説明をお願いします。 
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２ 議題（３）来年度以降の方向性について 

（事務局より資料５を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。何か御意見ございますでしょうか。 
委  員：子ども家庭支援センターはどこに行くのでしょうか。 
事 務 局：この資料は、子育て世代包括支援センターのイメージをしていたものですから、

保健センターというところでネウボラ・チームと書いています。ただ、総合支

所の中には当然、健康づくり課だけではなく生活支援課子家センがありまして、

虐待であったり、配慮を要する家庭があったりする場合には、そこにつないで

いくというのが当然必要になってくると思います。資料には、書いてありませ

んが、それは当然必要になってきます。 
委 員 長：ここまで丁寧にきめ細やかなケアの方向性を出しているところというのはまだ

まだないと思うので、これが生きた形になって進んでいったらすごい、もう本

当にすばらしいものになるんじゃないかなというのは、見ていて思いました。 
ほかに御意見はいかがでしょうか。 

委  員：済みません、総合支所の支援の入口というところで、区が実施している３～４

カ月健診は含まれてないのですか。 
事 務 局：済みません、例示なのでちょっと漏らしているところもあります。 
委  員：３～４カ月健診、１歳半健診、３歳児健診。このときにお母さんたちのお困り

のことがあって、それは我々も対応しますが、お母さんたちの精神的な疲れと

か悩みとかは、専門の人がやってくださって、その情報はネウボラ・チームに

はフィードバックされているんでしょうか。 
事 務 局：資料５のネウボラ・チームのところを見ていただくとわかるのですが、地区担

当保健師も、母子保健コーディネーターと同じくネウボラ・チームの一員とい

う形ですので、基本的には母子保健の健診のスタッフは変わらないです。です

ので、情報が伝わるというか、そのものの中でやっていますので、御心配要ら

ないと思います。 
委  員：わかりました。 
事 務 局：３～４カ月健診は、このフェーズでは書くべきだったと思います。 
庁内委員：今後のネウボラの方向性という、全体像を考えたときに、妊娠期面接に割と特

化して充実させてきたんですけれども、今、地域包括の地区展開もありまして、

地区展開も相談窓口を身近なところにつくりますということと、次のステップ

として、今年から地域資源開発というのをやり始めております。 
あんしんすこやかセンター（あんすこ）がメインになってやっていますので、

高齢者の集りですとか、そういうのが多いんですけれども、中には子育てサロ

ンをつくって、ここはお子さんがたくさん生まれるけど、ここの地区ないよね
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って言ってサロンができたり、そういうところで地域資源ができてきていると

いうのがあり、そこと連携していくことをイメージしております。健診で大体

１００％、９割ぐらいの受診率があって、あと１割はフォローして１００％そ

こで拾っていって、つなげていくという形は３歳児健診までしかないので、そ

の後、どうやって孤立化させないでやっていくんだというときに、やはり保健

師やコーディネーターが一対一の関係でフォローしていくのは不可能に近いの

で、地域にある居場所であるとか、サロンであるとか、保育園であるとか、そ

ういう集団の中におつなぎして、そこから危ないよとか何かちょっと今困って

いるみたいだよみたいな情報をいただき、孤立化しないで、順繰り回っていく

というイメージをしております。必要なときには専門家がかかわるというとこ

ろが切れ目ない支援なんだというところでないといけないかなというところを

私どもで考えて、この図をつくらせていただいきました。 
それがネウボラの趣旨と合致するのかどうか、委員の皆様が考えていらっしゃ

るネウボラの方向性と合っているのかどうかというところが、今回お聞きした

いところです。 
委 員 長：私としては、フィンランドのように消費税を２４％とって専門職があれだけ大

勢入れる環境とはやはり違うというところを考えると、いい意味で地域子育て

支援コーディネーターですとか世田谷の独自の地域活動とうまい具合につない

でいくのがいいのではないかとすごく感じますので、なかなか書きにくい構図

をよくこういう形でまとめられたなと思いますが、いかがでしょうか。 
委  員：私も世田谷の中にどれだけの地域資源があるか全部わかってない中で、すごく

考えていただいたということがこの図からよくわかってきました。今のお話を

伺って、地域資源の開発って具体的にそこまでやっていらっしゃるんだという

ことがわかり、今おっしゃったような、３歳までは健診も国のパッケージであ

るけれども、その先をこうやって地域でというのは、やっぱり現実的なやり方

としてありじゃないかと思います。世田谷にある資源を生かしてやっていただ

くというのは、一つの工夫のあり方だろうと思って伺いました。 
あとちょっと気がついたのは、ネウボラ・チームのところです。やはり母子保

健が中心、しかも行政とつながっているどころか行政の中の専門家のという、

ここが全ての真ん中にありますということをもっとはっきり打ち出されていい

のかなと思います。 
国の子育て世代包括支援センターのガイドラインでも、余り具体的に何も言っ

てないですけれども、少なくとも言っているのは、家族にきちっと台帳をつく

って、その管理をしていくのは子育て世代包括支援センターだということと、

ケアマネジメント、いろいろな連携の調整機関の中心、子育てにおいてはそこ

が中心になるということで、わかりやすい言葉にしたら、子育て家庭のケアマ
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ネはここにいますよということだと思います。それで、ケアマネという言葉を

知らない方もいるんですけど、これだけもう介護保険が定着していて、若い世

代の方たちの中でもそれなりに認識が進んでいることを考えたら、もう子育て

家庭のケアマネをここでやりますというふうに言っちゃっていいんじゃないか

なという感じがします。 
ですので、前からいた母子保健の保健師さんたちに、新たにそういうような役

割を担って、看板も立てて、自分たちから声を出して言ってくださっているん

だということが区民にちゃんとわかり、そこを中心に足らないものの開発をこ

うやってされていたり、ここがまだ切れていると気がついたら、そこを強化す

るような検討を今のようになさったりというふうにやっていかれるやり方とい

うのは、すごいなと思って、非常にいいなと思って伺いました。 
委 員 長：ありがとうございます。国では、母子保健コーディネーターという名前から、

母子保健を外しました。知らないうちに外したと、厚生労働省母子保健課も言

っていましたけど、コーディネーターという表現をしています。 
例えば和光市は、さっきのケアマネジャーという言葉を独自で使っていますの

で、世田谷区でもそれはありなのかなと思いました。 
委  員：もしケアマネとするのであれば、どこまでできるかというのをちゃんと打ち出

さないといけないと思います。私たちがイメージしている介護のケアマネは、

ちゃんとプランを立てて施設を紹介して点数もお伝えしてみたいな、そこまで

やるのがケアマネだと思います。多分、ケアマネというのが、できないから地

域で支えてほしいという、私はこの図はそういう意図かなと思いました。あな

たの担当のケアマネですというのがなかなか今の仕組みでは難しいのかなとい

う感じはしますし、だから、地域子育て支援コーディネーターが民間の情報に

伴走しながら、この人は専門家のサポートが要ると思ったら、また行政につな

ぎ直していくという、そういうやり取りの中でやっていくのかなという感じが

しています。ケアマネと言ってしまうと、何かすごく期待をされても大丈夫な

のかなという、その辺の心配も少しあるんですが、いかがでしょうか。 
委  員：ケアマネジャーとすると、そういう職種がいないといけなくなってしまうので、

どちらかというと、ケアマネジメント機能という言葉をお使いになったほうが

いいかと思います。私は保健師さんに新たな時代の要請が来ていて、もう一回

脚光を浴び直してもらいたいというふうに思っていますが、保健師さんを何も

いじったり変えたりする必要はなくて、その人たちがケアマネジメント機能も

担って、これからの少子化を、突破していくんだというふうに位置づけ直すと

いうのでいいのかなと思います。ケアマネジャーと言ってしまうと、地域子育

て支援コーディネーターもいるし、母子保健コーディネーターもいるしといっ

て大変になると思います。先ほど委員がおっしゃったような御懸念は本当にそ
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のとおりだと思いますし、やはり介護のほうとはこういうふうに役割が違うん

だということは、きっちり整理しないと使うのはまずいと思いますが、ケアマ

ネジメント機能という言い方だったらいいのかなというのと、ケアマネさんは、

やっぱり介護のほうでも直接のサービスに手を出すわけじゃないわけですよね、

ショートステイとかホームヘルパーさんとかって、いろんな人を現物サービス

につなげる役割をしている、そういうことを、日本の保健師さんは直接のいろ

いろな対面のケアをなさるけれども、ここで言われているケアマネというのは、

つなぐとか地域開発であるというふうな整理の仕方でいいのかなと感じました。 
そのときには、地域子育て支援コーディネーターは、行政の中で守秘義務のか

かった情報を扱うところには入ってこないけれども、相当似たような役割も担

って、地域の現物サービスのほうもやってくださるというふうに、整理、仕分

けすることができるのかなと思いました。 
委  員：私も人寄りでこの図をつくっていただきたくて、今、保健師さんって言ってく

ださったんですけど、例えば保健師さん、ないしは家庭訪問の助産師さんや保

健師さん、そういう人が真ん中にいて仕組みが周りにあるというふうに持って

いっていただいて、誰が当事者と触れ合うのかというのがわかる図になってい

るといいなと強く思うんです。 
委 員 長：ありがとうございました。 
副委員長：ケアマネ機能で、どの時期に持ってくるかというところも重要なところかと思

います。今、ネウボラで妊娠期面接の部分がすごく重視されているんですけど

も、産後の育児期に入ってからのケアマネ機能とかそういうのをしっかりポピ

ュレーションアプローチで全員にやっていく場というのは、健診が一つすごく

重要な場かなと思うんです。ほとんど全ての家庭が来るというところで、１．

６健診だと大分あいちゃうので３～４カ月健診のときに、今だと保健業務で子

どもの健康チェックが主体になってきますけど、そういうケアマネ機能もかな

りしっかり盛り込んだ健診スタイルをつくるのもいいのかなと思います。 
事 務 局：忘れてならないのは、今もう一点あるところ、乳児期家庭訪問がまず健診の前

にありますが、そこで９７％、ほぼ全員訪問しています。それから、３～４カ

月健診も９５％台の受診です。ですから、全数把握のチャンスはあります。そ

の中で、ただ単に健診だけやっているわけではなくて、一人一人のお母さん方

と、地区担当保健師がいますから、必ず問診なり何なりして、その健診の間を

寄り添いながら、コーディネートしています。介護みたいなプランはつくりま

せんけど、ケアプランをつくる、今までの蓄積の中では、そういった仕組みは

ある程度のものは現在できています。 
副委員長：資料５にある地域子育て支援コーディネーターとの連携という視点だと、そう

いう人たちと保健師さんとかが一緒に健診の場で、システムとして一緒にサポ
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ートしていくような体制ともいいかなと思いました。 
委  員：健診には、すごい人数がきます。私は１．６健診も行っているし、３～４カ月

健診も行っていますが、皆さんが思っている以上に、多分忙しくやっていると

思います。３歳までは区の健診と個別の６～７カ月や９～１０カ月の健診があ

って、３歳までは１．６歳、３歳と健診がありますよね。 
それで、３歳以降はそれがないんですけど、具体的に何かやろう、就学前まで

の３歳から６歳までの時期にやろうとした場合、保育園とか幼稚園を通じてや

るとうまくいくんじゃないかと思います。保育園と幼稚園に３歳以降だと大体

入っていますよね。保育園の園長さんや幼稚園の園長さんの会合へ行って、こ

ういうネウボラというのができて、こういうことをしています、保育園あるい

は幼稚園で何か気になる人がいたらネウボラ・チームに連絡してくださいみた

いなことを言うといいのではないでしょうか。０～３歳は保育園や幼稚園に行

かない人もいるし、いわゆる専業主婦の方がある程度いて、保育園などを使っ

ている人も使わない人もいるので、そこは健診とか御案内で入っていて、３歳

以降は園を通せばいいと思います。そうするとつながると思うんです。 
事 務 局：まさに園長会は、子ども・若者部の中でやっているところではあります。 
委  員：園長先生、保育士の先生は子どもやお迎えに来るお母さんをすごくよく見てい

るので、そこでつながりを持つといいかなと思います。 
委 員 長：ありがとうございました。 
委  員：今の関係で、せっかくプロの先生がいらっしゃるので教えていただきたいんで

すけれども、３～４カ月健診とか１歳半健診では、お子さんの健診以外にお母

さんなりお父さんなりに、あなたは育児を楽しんでいますかとか、何か家族関

係で質問なさっているのでしょうか。 
事 務 局：健康づくり課でやっているのでお答えします。まずはお母さんにアンケートシ

ートを出してもらいます。それから、予診という形で全て保健師さんが１回診

ますので、そういうときに引っかかる人もいますし、あらかじめ健診に呼び出

すときに、このお母さんは妊娠期面接でこうだったという人はもうチェックし

ておいて、健診が終わった後に、個別面接という形でそのお母さんにしっかり

入っています。それは経過記録として対象にずっと残しておいて、３～４カ月

をやった後に１．６歳のときも、この人は前あったから、またちょっとやろう

かとか、事前にカンファレンスをやった後に、そういった形のものを面接室で

やっています。 
委  員：それは全員に対してということなんですか、個別に色がついてというわけじゃ

なくて。 
事 務 局：アンケートとか予診は全員に対してやって、それで引っかかった人について個

別の面接室でやるので、かなり時間をかけてやっています。 
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委  員：それは、個別に切り分ける前の人たちには１人何分ずつぐらい時間を割いて、

いわゆるホワイトの人たちへの対応でなさっているんですか。 
事 務 局：１人当たり平均で言うと、予診は多分５分以下だと思います。 
事 務 局：やはり８０名とかの規模でやりますので。そこにやはり２０～３０分かけちゃ

うと、お母さんが帰れなくなってしまうので。 
庁内委員：区独自の問診のスケールをつくっていまして、今どんな気持ちですかというお

母さんの泣き顔、笑い顔を気持ちで選んでもらい、予診でお話を聞くのに全然

表情と違うものに丸をしていたりする人はやっぱり要注意かなというので、お

話を個別に呼んでという形でやっています。 
事 務 局：乳児期家庭訪問でも同じようにお母さんの表情とかをチェックしまして、つな

げたりというのもしています。ですから、集まるときは大体、お子さんだけで

はなくて、同時にお母さんも御家庭の様子も、特に家庭に入るような場合には、

周囲の様子なんかもちょっと見るようにという形でやっています。 
庁内委員：せっかく集団で健診に来ていますから、集団の中でやっぱり目につく方は拾い

上げて面接したりとかミーティングのときにチェックしたりとか、そういうこ

ともしているので、結構拾えているんじゃないかと思います。 
委  員：集団健診が、今の時代の非常に見えにくい子育てのいろいろな困難を見つけ出

すのに十分な体制なのかというのは、世田谷だけの話じゃないですが、考えな

くてはいけないと思います。 
フィンランドに行くと、妊娠中は１２回なのに、子どもが生まれてから学校に

上がるまで１５回健診があります。そんな中でお医者さんが会うのは、日本と

同じようにほんの２、３回です。それ以外に保健師さんが会って、毎回４０分

なり、必要な人は１時間なり面接をするので、いろいろな家族の中の変化、例

えばＤＶ、に対して必要なソーシャルワークというか、情報提供とか発達の課

題の早期発見とか、いろいろな資源にきちっとつながるようにされています。

私はやっぱり立花先生がおっしゃったように、今までの集団の地域があったり、

親族のサポートがあるから、医療的なチェックさえしてあげたら後は大丈夫だ

という前提はもう崩れているような気がします。その中で、例えば地域子育て

支援コーディネーターのようなピア的なサポートの意味を持っているプロの人

たちに入ってもらって、もうちょっと時間をかけて話を聞いてみるというよう

なことをする必要がないのかどうかということは、まずは周産期のところを今

やっていただいているので、その先の課題なのかもしれないですけれども、念

頭に置いておいていただいていいんじゃないかなと思います。フィンランドの

ように１５回健診はさすがに無理かもしれないですが。 
実は国のほうでも、今、消費税の使途の振りかえで子育て支援のほうに充実と

いう議論が出ている中で、必要なのは、例えばネウボラの強化でしょうという
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ような、今、出ている子育て世代包括支援センターのガイドラインじゃ全然足

らないということは厚労省の方たちも認識しているようです。 
そのときに、どこを強化していくのかということがこの先もっと議論になって

くると思うんですけれども、私は保健師さんの充実とかにぜひ行ってほしいと

思っています。例えば、生まれてから学校に上がるまでのところの、この保健

的資源の少なさをどうするかということは議論になってくるだろうと思ってい

て、例えば世田谷は、今の体制の集団のやり方、５分で大丈夫なのかというこ

とを、ぜひ一度検討課題にしながら進めていっていただきたいと思いました。 
委 員 長：ありがとうございました。 
庁内委員：今のお話は本当にごもっともだというふうにお聞きしました。 

先ほど委員がおっしゃっていたように、健診は何度もありまして、６～７カ月

とか９～１０カ月とか、そのときは小児科の先生のところできちんと診ていた

だいて、アンケートも書いていただいて、チェックもしていただいているので、

そこを信用して保健師に情報をいただいているということをやっていますので、

集団と個別は織りまぜながらやっています。 
ただ今後、もし厚労省が保健的な面接等ももっと加えてくるということであれ

ば、こちらもまた対応したいと思っていますけど、今は小児科の先生にもお願

いしながら、集団と個別は順繰りにやって、そこでチェックをしていただくと

いうふうにして連携してやらせていただいていますので、そちらのほうにもま

たお願いをするようにいたします。 
委  員：少しよろしいでしょうか。 

地域につなぐというところで、あなたが行けるところはここですというサロン

とか、地域でつながるような仕掛けをつくっていただくと、産前は健診が１４

回ですけど、ひろばでしたら毎日行けるので、毎日つながるという感じになり

ます。おでかけひろばとかサロンとかの研修も大事ですけれども、受け入れる

体制をつくって、そこに訪問して、あなたのひろばはここですという感じとか、

行けるところはここですよと丁寧に紹介していただければ地域のほうも育って

いくと思うので、そういったやり方もあるかなという感じはいたします。 
委 員 長：ありがとうございます。 

済みません、まだまだいろんな議論はあるかと思いますけれども、時間が押し

ていますので次に移りたいと思います。その他、事務局からお願いします。 
事 務 局：その他としまして、冒頭に配付資料の御説明をさせていただきましたが、吉原

委員から、参考資料を配りいただいております。せっかくですので、こちらの

御紹介をしていただければと思います。 

（吉原委員から提供資料を説明） 

委 員 長：ありがとうございます。 
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それでは最後に、次回の開催日時について、その他の事務連絡を事務局よりお

願いします。 
 

３ 次回の開催日時について 

事 務 局：次第に記載してございますように、第４回ですが、委員の皆様のご予定を確認
させていただき、平成３０年１月３１日（水曜日）に本日と同時刻、同じ場所

で開催したいと思います。また、本日の議事要旨は、後日お送りさせていただ

きます。 
委 員 長：それでは、第４回推進協議会は、平成３０年１月３１日（水曜日）１９時から

に決定いたしました。詳細は、後日、事務局より連絡をお願いします。本日の

予定は終了しました。以上をもちまして、平成２９年度第３回ネウボラ推進協

議会を閉会いたします。 
少し時間が過ぎてしまいましたけれども、申しわけありません。皆様、ありが

とうございました。 


