
「世田谷版ネウボラ」継続課題　　平成２９年度の検討課題（追加版　1/31時点） [資料　３]

No 検討課題 対応の方向性 具体策 検討状況及び平成２９年度実績

・ 土曜日妊娠期面接（試行）の検証と次年度体制等の検討 継続して試行の実施中（資料３別紙１）

・ プライバシーに配慮した面接環境の整備 支所ごとに対応中

・ 母子保健システム等の導入に向けた検討及び準備 開発に向け、準備を進める。

・区のホームページの改善、妊娠期面接予約システム（インターネットでの予約）
の導入

・ネウボラページ開設済（９月）(資料３別紙２)
・妊娠期面接予約システムの運用開始（１０月～）（資料３別紙
３）

・区報やイベント等での周知
・民間と連携した周知

・区報１０月１日号１面掲載
・せたがやの子育て１０月１日号掲載
・子育てメッセ等のイベントでの周知を継続して実施（11/11,12
子育てメッセ）（資料３別紙４）
・ユニクロ千歳台店での世田谷版ネウボラとタイアップしたＰＲ
パネルの掲示（資料３別紙４）

・区の窓口等に設置するリーフレットの作成を検討 ３０年度配布に向け、準備を進める。

・周知用ポスターの作成及び区外も含めた産科医療機関への配付 順次配付中

・「福祉の相談窓口」における妊娠届出時の確実な案内（継続） 継続実施中

・「母と子のサポートネットせたがや」に、年2回程度区も参加し、区の取り組み
の紹介や意見交換を行う。また、医師会等の医療機関関係者が集まる機会を捉え
て、意見交換を行う。

実施に向け、「母と子のサポートネットせたがや」の事務局や医師会事務
局等と調整する

・「母と子のチェックシート」を活用した医療機関から区への情報提供（継続） 継続実施中

・ネウボラ・チームと医師、看護師及び医療ソーシャルワーカーとの連携強化等
今年度より順次実施（主な病院のナースステーション訪問等）
（資料３別紙５）

・健康づくり課、児童館、利用者支援事業などで行っている既存ネットワークや、要保護児
童支援協議会などを通じ、顔の見える関係を構築

継続実施中

・地域子育て支援コーディネーター（利用者支援事業（基本型））とネウボラ・チーム（利
用者支援事業（母子保健型、特定型）、保健師）の連携強化、地域資源の更なる開発と地域
資源へのつなぎの強化

・子育て世代包括支援センターの設置に向け、庁内で調整する
・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
を実施(９月～）（資料３別紙６）

・「福祉の相談窓口」担当職員向け研修（母子保健、子育て支援等）や母子保健コーディ
ネーターによる定期的な巡回の実施

・研修実施済（６月･７月･８月で４回実施）（資料３別紙７）
・巡回等顔の見える関係の構築については、３０年度の試行に向
け、庁内で検討中

・ブックレット（委員提案）の地域と区との協働による作成の検討
庁内で検討中（区発行の母と子の保健バッグ等で配付しているブックレット等に
関する意見交換等）

・母親（両親）学級の内容の見直し（困りごとに応じたパターン別の学級とする等）、様々な子育て
講座の体系化による子育て力向上の学びの支援の検討 庁内で検討中（子育て講座等の整理）

・子育て応援アプリを活用した父親へのアプローチの充実、父親向けの情報提供の検討
庁内で検討中(子育て応援アプリでの父親向けメッセージの発信や
「せたがやの子育て」父親向け特集号の検討等）)

1 支援の充実
①妊娠期面接の充実に向けた環境整備
②妊娠期からの切れ目ない支援情報の効率的な管理方法等の
検証

2 「世田谷版ネウボラ」の周知充実
①世田谷版ネウボラの取組みを、区民へ広く周知
②妊婦に妊娠期面接の情報を確実に届ける

3 医療機関との連携強化
「母と子のサポートネットせたがや」など、区と医療機関の
具体の連携方法の検討等

4 地域との連携強化
①地域の各支援者の顔の見える関係の構築
②「福祉の相談窓口」（地域包括ケア）とネウボラ・チーム
との連携強化

5 産前・産後の親への支援の充実
①母親、父親になるために必要な準備を促す取り組みの検討
②妊娠期面接、母親（両親）学級、地域の子育て支援の場へ
参加を促す方法の検討

6
様々な事情で支援につながってい
ない妊婦や子育て家庭へのアプ
ローチの検討

「児童虐待死亡事例等検証会議の状況について（常任委員会
資料）Ⅳ検討の視点」より
①妊娠期から継続して把握し支援できるしくみづくり
②妊娠期から出産後の母親へのより一層の支援の充実
③父親等の支援の充実と情報の提供
④医療機関と行政のより一層の連携

⇒№1～5の検討課題と照らし合わせ、再整理する。

※網掛けセルは、次年度継続の検討課題

検証会議の検討過程で、新たに浮上した具体策（案）
【①関連】
・母子保健システム等の導入（再掲）
【②関連】
・ブックレットの地域と区の協働による作成の検討（再掲）
・出生通知票の早期提出を促す取組み等の検討
・専門職のバックアップ体制（スーパーバイザー等）構築の検討
・母子保健、子育て支援の相談を行う区職員（保健師、乳児期家庭訪問員、母子保
健コーディネーター等）の子育て支援施設の視察を含めたスキルアップ研修等の実
施等
・ひろば従事者向け研修での虐待対応研修の定例化
【③関連】
・子育てテレフォンの父親への周知、妊娠期面接へのパートナー等の参加促進
【④関連】
・ネウボラ・チームと医師、看護師及び医療ソーシャルワーカーとの連携強化等
（再掲）

（再掲以外）
【②関連】
・出生通知票の早期提出を促す取組み等の検討
→来年度実施予定（医師会、医療機関への働きかけ）
・専門職のバックアップ体制（スーパーバイザー等）構築の検討→来年度
実施予定（外部講師等との事例検討の実施等）

・母子保健、子育て支援の相談を行う区職員（保健師、乳児期家庭訪問
員、母子保健コーディネーター等）の子育て支援施設の視察を通じたスキ
ルアップ研修等の実施等→今年度より順次実施（保健師の人材育成等の研
修体系への組み入れ等の検討含む）
・ひろば従事者向け研修での虐待対応研修の定例化→今年度より順次実施
（10/18実施）
【③関連】
・子育てテレフォンの父親への周知、妊娠期面接へのパートナー等の参加
促進→今年度より順次実施

※下線部は、平成２９年度第３回世田谷版ネウボラ推進協議会（平成29年10月11日）時点からの変更点



平成２９年度 妊娠期面接等に関する実施状況（暫定値速報） 

１ 妊娠期面接等の実績（平成２９年４月～１１月） 

(１) 妊娠届数 
 ５，５７７件 （参考：平成２８年４月～２９年３月 ８,７７９件） 

(２) 妊娠期面接（初回のみ） 
 ４，７４６件 （参考：平成２８年７月～２９年３月 ５，０７８件） 

   ※複数回の面接実施件数  ６５件 

(３) 面接実施割合（当該年度の妊娠届数に対する初回面接を行った割合） 
 ８５．１％（＝妊娠期面接４，７４６件／妊娠届数５，５７７件） 

(４) 地域別実施状況 
件 

地 域 世田谷 北 沢 玉 川 砧 烏 山 計 ２８年度 

妊娠届数 1,692 917 1,322 916 730 5,577 8,779 

初回面接 

（実 数） 
1,537 560 1,060 1,015 574 4,746 5,078 

 
※１土曜日

面接数 42 35 44 46 19 186 実施なし 

 

※
２
妊
娠
期
別
内
訳 

初期 846 167 588 725 310 2,636  2,181 

 ※３ 55.0% 29.8% 55.5% 71.4% 54.0% 55.5% 42.9% 

中期 351 175 257 148 112 1,043 1,017 

 ※３ 22.8% 31.3%  24.2%  14.6% 19.5%  22.0%  19.9% 

後期・他 340 218 215 142 152 1,067 1,835 

 ※３ 22.1% 38.9% 20.3% 14.0% 26.5%  22.5%  36.1% 
※４ 
妊娠届同時 662 91 481 682 246 2,162 1,991 

面接 ※５ 43.1% 16.3% 45.4% 67.2% 42.9% 45.5% 39.2％ 

 

※１ 土曜日面接 

面接機会拡充のため平成２９年７月より試行、各所で１２月までに３回開設 

※２ 妊娠期別内訳 

初期＝妊娠０～１５週  中期＝妊娠１６～２７週  後期＝妊娠２８週以降 

※３ 初回面接（実数）を１００%として、それに対する妊娠期別ごとの実施割合 

※４ 妊娠期届同時面接 

    妊娠届を提出した同日に、支所で妊娠期面接を受けた件数 

※５ 初回面接（実数）を１００%として、それに対する妊娠期届同時面接を受けた割合 

 

(５) 妊娠期面接予約システムの利用状況 
別紙３参照 

 

 

 

平成30年1月31日 

資料３ 別紙１ 



２ せたがや子育て利用券の利用実績（平成２９年４月～平成２９年１１月） 

(１) 発行数 

※事情により産後に発行した件数58件を含む 

(２) 利用の推移(利用券の清算状況) 
請求年月 請求額 平均月額 備  考 

平成29年4月～11月 12,656,800円 1,582,100円 8ヶ月間 

【参考：前年度実績】 

平成28年7月～ 3月 
5,530,000円 614,778円 9ヶ月間 

 

 

３ サービス提供事業者の登録状況（平成３０年１月１５日現在） 

（１）サービス登録事業者数（※事業者実数、（ ）内の数字は今年度新規登録数） 

１５４（６９）事業者 

【内訳： 区内９４（４２）、区外６０（２７）】  

（２）サービス事業数 

№ サービス分類 登録数(今年度新規登録) 

１ 妊婦のこころとからだをサポート  ５０（ ２７） 

２ 産前・産後の訪問支援  ４２（ １４） 

３ 産後の親子支援  ４５（ ２１） 

４ 親子の交流、仲間づくり  ５２（ ３２） 

５ 子どもの預かり  １３（  ９） 

６ 子育て講座  ２７（ １２） 

合    計 ２４９（１１５） 

 

  世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 計 

発 行 数 
1,566 

セット 

577 

セット 

1,087 

セット 

1,031 

セット 

589 

セット 

4,850 

セット 











平成 30年 1月 31日 
妊娠期面接予約システムの導入後評価について 

 
 世田谷版ネウボラの妊娠期面接について、新たな面接予約の方法としてインターネット上で動作する

面接予約受付システム（以下「面接予約システム」）を導入し、平成 29年 10月 2日より運用を開始した。
このシステムについて、以下のとおり導入後の状況を報告する。 
 
１、面接予約システムの目的 
 妊娠期面接の予約について電話等による受付に加え、民間等で幅広く使われ、一般的になっているイ

ンターネット上の予約システムを導入し、区のホームページやチラシ等の QR コードで周知して予約を
促すとともに、休日・時間外の予約受付に対応することで区民の利便性の向上を目指す。 
 
２、面接予約システムの運用状況 
面接予約システムは24時間365日稼動しており、システムトラブルは発生していない。システムには、

区のホームページからのリンクや、チラシ等の QR コードから入る。トップページには、空き情報が記
号（〇…２枠 ▲…１枠 ×…なし）で表示されており、区民は、自分の地域の予約枠を選び、ネット

上から希望の予約日時を登録する(本人登録)。予約確定後、予約確認メールが本人に届き、申込者が予約
日、時間を間違えることを防止する。また、予約確認メールから、本システムに入り、IDとパスワード

を入力することで、自身の予約内容のみ確認・キャンセルができる。 

本システム導入後も、平日、総合支所での電話・窓口での予約受付は継続しており、これを受けた職

員が代理で登録して一元管理している(職員登録)。なお、妊娠届出時の同時面接や予約せずに来所した場
合などの面接は、システムに登録せずに随時実施している。 
 
３、面接予約システムの利用状況 
（１）インターネット予約の状況 
面接予約システム上の予約登録件数は、平成29年10月2日から平成30年1月21日までの間で、1003

件であり、内369件がインターネットからの本人予約、634件が電話等で受けた職員による職員登録であ

る。全体のインターネットからの本人登録率は34％であるが、10月には、稼動前の予約を当初入力した

ものが含まれており、今後は11月以降の40％から50％程度に推移すると思われる。 

 
 本人登録 職員登録 計 

件数 369 634 1003 

 

 

資料３ 別紙３ 



（２）支所別の登録状況 
 本人が面接予約システムを利用した 369 件のうち、支所別の本人登録数は以下のとおりであり、世田
谷、北沢、玉川で多くなっている。各支所の面接対象者数のほか、妊娠届出時の同時面接や予約なしの

来所など本システムの登録が不要な面接の割合などにより、このような傾向が現れていると考えられる。 
 
＜支所別登録数＞ 
世田谷 135 

北沢 101 

玉川 76 

砧 20 

烏山 37 

計 369 

 
 
 
（３）開庁時間／閉庁時間の登録状況 
 本人が面接予約システムを利用した 369 件のうち、開庁時（平日 8:30～17:15）の登録は 182 件、閉
庁時（休日・時間外）は 187 件であり、半数以上が閉庁時の登録となっている。また、時間帯別の件数
からは、通勤や業務の合間、夜間などに登録していることが伺え、働く世代にとっては、本システムに

より利便性が向上したと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４、システム導入の評価 
 面接予約システムにおいて、現時点では、システムトラブルがなく、システムに関する苦情も出てい

ないため、システムは安定して稼動しており、操作画面は適切であったと評価できる。 
 本システムの利用状況については、今後の周知などにより一定の向上の可能性があるが、届出時の同

時面接率や、窓口の配置など、システム以外の要因も大きく影響しているため、全体の中で見ていく必

要がある。一方で、予約登録を閉庁時にも行なうことができるなど、生活様式の多様化の中、区民の利

便性向上に寄与していると評価できる。 



資料３ 別紙４ 
１ 子育てメッセでの周知（会場：東京都市大学 二子玉川夢キャンパス／カタリスト ＢＡ） 
 
 
 
 
  

11月 11日（土） 

11月 12日（日） 



資料３ 別紙４ 
２ ユニクロ千歳台店での世田谷版ネウボラとタイアップしたＰＲパネルの掲示 
 
 
 

ＰＲパネル 

全景 



平成29年度 ネウボラチームの病院訪問実施状況    （平成30年1月末） 

  

１． 目的：区民が多く利用する産院を中心に、世田谷版ネウボラのPRをする。 
直接訪問することで顔の見える関係づくりの一歩とする。 

２． 内容：今年度は、病院スタッフへネウボラの説明ができることを目標として、 
お互いを知ることから始め、段階を経て相互に連携できるような関係 

づくりにつなげる。次年度以降に、病院でのイベント時にネウボラの 

PRを行ったり、可能であれば定期的な情報交換会を提案していく。 

また、同時に病院での関連のある取り組みについて情報を得る。 

３． 実施状況 右表のとおり 
  ○ 実施済み １６箇所 

 × 都合つかず 1箇所 

 ― 調整中   ４箇所  

４． 訪問を通じて見えてきたことなど 
○病院によっては、既に区の取り組みを患者に紹介してくれていた。 

○医療的な取り組みばかりでなく、仲間づくりや母親・父親支援のための 

プログラムを実践する医療機関も増える傾向にある。 

○区や地域への要望(医療機関側の主な意見等) 

・定期的にチラシや冊子が欲しい 

・母と子の保健バッグ一式を見本としてもらいたい 

・ケースの連携については連絡した事例の転機等返信が欲しい 

・子育て利用券の活用に関する質問   ほか 

 

1 成育医療センター 健康推進 ― 

2 東京医療センター 世田谷 ○ 
3 自衛隊中央病院 世田谷 ○ 
4 育良クリニック 世田谷 ○ 
5 愛育病院 世田谷 ― 
6 日赤医療センター 北沢 ― 
7 田中産婦人科 北沢 ― 
8 青木産婦人科 北沢 × 
9 佼成病院 北沢 ○ 
10 JR東京総合病院 北沢 ○ 
11 日産玉川病院 玉川 ○ 
12 冬城産婦人科 玉川 ○ 
13 等々力産婦人科 玉川 ○ 
14 昭和大学旗の台病院 玉川 ○ 
15 成城木下病院 砧 ○ 
16 成城ﾏﾀﾆﾃｨｰｸﾘﾆｯｸ 砧 ○ 
17 東京ﾏｻﾞｰｽﾞｸﾘﾆｯｸ 砧 ○ 
18 Ｂe Borｎ 砧 ○ 
19 杉山産婦人科 烏山 ○ 
20 久我山病院 烏山 ○ 
21 至誠会第二病院 烏山 ○ 
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平成29年度 ネウボラチームと地域子育て支援コーディネーターとの連携状況  （平成29年12月末） 

１．目的：地域の育児支援の状況を知ること、直接伺うことで顔の見える関係づくりの一歩とする。 

 

２．方法：今年度は、まず地域ごとの交流の機会として、区の支所スタッフ(地区担当保健師、母子保健コーディネーター、

子育て応援相談員)が地域の「おでかけひろば」を訪問し、地域子育て支援コーディネーターとの情報交換等を行う。 

 

３．内容：民間で行う子育て講座の内容や、寄り添う支援について及び保健師の支援との連携のしかた等 

 

４．実施状況 

地 域 

区 側 参 加 者 実 施 場 所 

実 施 日 
地区担当 

保健師 

母子保健コー

ディネーター 

子育て応援 

相談員 

※おでかけ 

ひろば 

地域子育て

支援コーデ

ィネーター 

ひろば 

担当者 

世田谷 

 ２人  
あみーご 

（北沢） 
２人 １人 １０月１２日 

 ２人  
まーぶる 

（玉川） 
１人 １人 ９月２８日 

北 沢 １人 １人 １人 あみーご ２人 １人 １０月３１日 

玉 川 １人 ２人 １人 まーぶる ２人 １人 １０月３１日 

砧 １人 １人 １人 
ぶりっじ＠

roka 
２人 ３人 ９月１５日 

烏 山 １人 ２人 ２人 
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平成 29年度 ネウボラ関連 職員向け研修の実施 
 

 

日時 対象 所管 人数 概要 
6月9日 

 30分 

フロアマネージャ

ー研修 
地域行政部 
住民記録･戸籍課 

２６ 

母子健康手帳交付事務 
 母子保健バッグ内容の説明 
妊娠期面接・その後のフォロー等の説明 

7月10日 

   15分 

まちづくりセンタ

ー新任研修後期 
世田谷総合支所 
地域調整課 

３８ 

母子保健 
 母子手帳・バッグの配付に関する事務マニュアルの確認 
 健康づくり課の支援の説明   

7月26日 

   30分 

地域包括ケアの地

区展開対応研修 
現任研修１回目 

世田谷総合支所 
地域調整課 

１８ 

母子保健（妊娠・出産、母子手帳、医療費の助成） 
精神保健（制度や支援の体制の概要、相談・フォローの実情） 
 ＊窓口での対応と継続支援へのつなぎについて 

8月1日 

   30分 

地域包括ケアの地

区展開対応研修 
現任研修２回目 

世田谷総合支所 
地域調整課 

２２ 

母子保健（妊娠・出産、母子手帳、医療費の助成） 
精神保健（制度や支援の体制の概要、相談・フォローの実情） 
 ＊窓口での対応と継続支援へのつなぎについて 
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