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平成２９年度第４回世田谷版ネウボラ推進協議会 議事要旨 
 
日 時：平成３０年１月３１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、明石委員 

小堀委員、岩元委員、澁田委員 

１ 開会 

委 員 長：それでは、皆さん、お忙しい中、また遅い時間に御出席いただきまして、あり
がとうございます。平成２９年度第４回世田谷版ネウボラ推進協議会を開会い

たします。 
なお、本日は、朝光委員と吉原委員より御欠席の御連絡をいただいております。 
それでは、議事に入ります前に事務局より配付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３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３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。 
ただいま、事務局から説明がございましたけれども、御意見や御質問をここで

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

事 務 局：もしよろしければ、資料４のところで御意見をいただければと思います。 

委 員 長：そうですね。それでは、続きまして議題（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いたします。 

 

３ 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を説明） 

（明石委員から提供資料を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。本当にかなり推進しているというのがわかる資料を

出していただきました。民間との連携、それから医療との連携というのは具体
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的に、ＮＰＯとのつながりとか研修も含めて、これだけ進んでいる自治体は全

国にはまだ少ないので、さすが世田谷だなと思いました。それでもこれから進

めていくというところで御意見や御質問をいただけるとありがたいのですが、

いかがでしょうか。 

委  員：少しお伺いしたいんですけれども、子育てテレフォンで夜間や休日に電話を受

けるということですが、実際に電話を受けたらどういう対応をされているのか

というのが余りよくわからないので、ちょっと説明していただきたいと思いま

す。どういう方が電話を受けていらっしゃるのかということと、あと、どこと

連携をして、すぐに動けるのか、それとも閉庁時間だから聞いて終わりなのか

ということをお聞きします。 

事 務 局：子育てテレフォンは、子ども家庭課の直営で行っております。スタッフは、電

話での相談業務などを経験したことのある方々を非常勤職員として雇っており

ます。平日の午後５時から１０時、それから土日も相談業務を行っており、年

末年始以外はほとんど稼働しております。基本的に区役所が閉庁の時間帯にな

りますので、傾聴が中心になるかと思っておりますけれども、中には、今すぐ

この子を殺したいとかいうような本当に深刻な電話もかかってきます。そうい

ったときは、課長や係長に電話がかかってきて、そこで、例えば時間外だとど

うしても警察のお力をいただかなければならなくて、警察にすぐに行ってもら

うなど、そういった対応もしております。また、少し気持ちを落ちつかせたい

から聞いてほしいというようなところがメインの方であれば、傾聴をしつつ、

翌日以降に子ども家庭支援センターであるとか、何か地域のつながれるところ

が必要な方であれば、そういった資源を御案内させていただいて、つながって

いただくように案内をしているところです。 

委 員 長：ありがとうございました。いかがでしょうか。 

委  員：これを父親への周知というのは、どうして父親に特化しているんですか。 

事 務 局：ほとんどがお母さんからの相談、または子どもから直接の相談です。父親と資

料に書いてあるのは、本年度第２回推進協議会だったと思いますが、乳児死亡

事例の検証を踏まえて、やはりお父さんがＳＯＳを出す先の周知が十分じゃな

いというような意見がありました。例えば、子育てテレフォンにしても、お父

さんだって相談していいんだとか、そういった相談できるところがあるという

のを周知していくほうがいいということで、記載をさせていただきました。 

委  員：わかりました。父親への周知は、子育てテレフォンだけではなくて、ほかも全

く知らないと思います。 

事 務 局：そうなんですけれども、たまたまそれもできるよねというところでの議論があ

った、そういった経緯です。 

委  員：わかりました。ありがとうございました。 
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委 員 長：資料２の論点整理と資料３の検討課題はつながっているんですよね。 

事 務 局：論点整理に出てきているところで、例えばナースステーションへの訪問などに

ついては、今年度も実施しているところです。まだなかなか着手ができていな

いところについては、資料４につながってきます。 

資料４の対応の方向性というところで、第３回推進協議会での意見から出たよ

うなところについて視点を入れ込んでいて、それでまた具体的な検討をという

ようなところで入れております。 

委 員 長：皆さん、いかがでしょうか。資料３についての説明でしたけれども。 

事 務 局：例えば、先ほど委員からもありましたように、父親の関係、周知のところで言

いますと、次の「せたがやの子育て」で父親の特集をテーマに考えています。

それだけで終わるつもりはありませんで、これは構想段階ですけれども、来年

度行う「区のおしらせ」などでもお父さんの特集ができればと考えており、ネ

ウボラの周知の中でお父さんの特集ができればと考えております。まず１つ目

としてこういったものをやっていこうというところになりますが、そういった

ところでもう少し御意見などいただければと思います。 

委  員：ありがとうございました。こうやって一覧に課題と推進状況とを出してくださ

って、この進め方も含めて非常に真剣に取り組んでくださっているところを感

じながらお聞きしました。 

ばらばらと感想ですけれども、今の「子育てパパの出番」の話は、今やっぱり

お父さんをどう巻き込むかというのがとても重要なテーマなので、できればつ

くってもらいたいなと思います。まだできていないものなので、要望ですけれ

ども、男の人ですし、データを見せたほうがいいんじゃないかと思いました。 

例えば、直近だと去年の秋に、最新の６歳以下の子どもを持つお父さんの家事・

育児時間の各国比較の新しいデータが出ました。政府目標は１５０時間までい

かなきゃいけないのに、たしか１０年で１５分ふえたとかなんとか、政府目標

と全然つながっていないみたいな日本のふえ方でした。確かにお父さんの家事・

育児時間はふえてきているけれども、各国に比べると日本は圧倒的にお母さん

の時間が多いです。お父さんとお母さんの時間の比率が、共働きであろうが、

専業主婦家庭であろうが、たしか５倍ぐらい違うんです。各国は大体２～３倍

におさまっていて、それでもスウェーデンの方は２倍も違っていて本当に問題

だと去年の国際会議でおっしゃっていました。どこでも問題になっているので、

どこかの国がゴールに達しているということではないけれども、日本は余りに

も顕著で、それがお母さんたちを苦しめているんだということに気がついても

らえるという意味で、イクメン大国になっているような国々は、もうここまで

いっていますよと。ただ、そのデータを見て、日本の職場状況が変わっていな

い中で、お父さんだけを追い詰めちゃいけないですが、自分はメガトレンドに
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合っていることをやっているんだと方向性をつかんでもらう意味でも、例えば

そういうデータを出してみるのはどうでしょうか。 

あとは、夫婦で育児をすることで子どもにこういういい影響があるというのを、

私は外国の研究者の方からしか聞いたことがないですが、例えばフィンランド

でお会いした乳幼児精神保健分野の研究者の方に聞いたら、いろいろなデータ

をとってきたら、夫婦で子育てした子のほうが子どもの発達、情緒とかの落ち

着きがいいというデータで出ている国もあるらしいんです。 

日本ではそんな追跡調査みたいなものはないと思うんですけれども、せっかく

立花先生とかいらっしゃるので、何かいいデータで、お父さんが参加すること

で、例えばこういうふうな子どもへのいい影響、家庭へのいい影響が出るとか。

そうじゃなくても、例えばお母さんの産後鬱というのは出産後２週間のときに

実はすごく上がっているというようなこととか、ホルモンバランスがこういう

ふうに劇的に変動する時期なんだというような何かデータを上手に、ポジティ

ブになれるようなデータを幾つか入れていただいたらどうかと思いました。 

あと、ネウボラの推進状況のところで、妊娠期面接の実施割合が８５％までい

っているというのは、これだけ人口の多い区で数字が刻々と積み上がっていっ

て、本当に頑張っておられるなと思って見させていただきました。せっかくこ

うやっていただいているんだったら、できたら対外的に、こんなにいい成果が

出ているんだというものがわかりやすい指標みたいなもので、ひょっとしたら

もうやっていらっしゃるのかもしれないんですけれども、できるだけ簡単でシ

ンプルだけれども、でも、象徴的な数字で継続的にとっていかれるといいんじ

ゃないかなと思います。 

例えば去年、国際シンポジウムでネウボラのことをやられていたときに、民間

のシンクタンクが出された数字ですけれども、子育ての悩みを相談できる人は

いないと答えた人が子育て世代の中で４人に１人いたとか、子どもを預ける先

がない人が４割いたとかというような。そのシンクタンクでは１０年前の数字

と１０年後の数字の比較を持っていて、それで実はどんどん孤立化していると

いう話を出していらっしゃるのを聞きました。例えば世田谷で育児に困ったと

きに相談する先がないといった人が減っていったとか、最終的には虐待相談が

減ったというところかもしれないですけれども、そこって大分遠いので、悩ん

でいる、孤立している、困るというふうに産前産後の段階で迷子になる人が減

ったというようなものだとか、それは区の福祉保健の方たちがお考えになった

ほうがいいと思うんですけれども、何か定期的にとっている指標で効果を見て

いかれたらすごくいいんじゃないかと思いました。 

それから、妊娠期面接の実施割合がこれだけ上がってきて、それでその次とい

う意味でちょっと関心があるのは、妊娠期面接は１００％を目指してやってき
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たわけですよね。今８５％まで来ていて、ここで会った方たちのその後のフォ

ローはどうお考えなのでしょうか。まさか毎月面接というわけにもいかないで

しょうし、ハイリスクだけというふうにやっぱり分けて、国のほうはそれでと

なっていますけれども、世田谷としてどうしていくのか。 

例えば去年のネウボラの国際シンポジウムで、フィンランドのネウボラ政策の

責任者のハクリネンさんがお話をなさっていたときに、世田谷の事例は出てい

なかったですけれども、日本の自治体でいろいろ取り組みが進んできたことを

見た上で、彼女が、担当保健師制度がコアですということをはっきり繰り返し

おっしゃっていたんです。日本の今の実態からは大分遠いですけれども、それ

でも地区担当保健師さんというのはある意味そうですよね、その地区について

担当している。家庭側からしたら、私の家族の担当はこの人とわかる人がいる

という意味では、広い意味ではそうなのかもしれないんですが、困ったときに、

私にはあの人がいると思えるような、家族側から見て頼れる専門家としてのネ

ウボラ・チームをどう見せていくのかということを、この先の１つのゴールと

して意識しながら進めていっていただきたいなと思います。 

ハイリスクの人を分けても、去年、専門家の方が改めて言っていたのは、いつ、

どこでハイリスクに転じるのかは誰にもわからないはずです。だから、妊娠初

期にハイリスクとそうじゃない人を分けて終わっているのは大丈夫かというこ

とだったんです。なので、そこもやっぱり繰り返しどう対応していくのかとい

うのを、ちょっと先なのかもしれないんですけれども、この先の１つの課題と

して念頭に置いていただくといいなと思いました。 

委 員 長：ありがとうございました。何かコメントはございますか。 

事 務 局：そういった意味では、資料４のところ、この後のお話になりますけれども、継

続検討課題の中の１つとしまして、ネウボラの実施状況を踏まえた支援の充実

の検討という項目を来年度に出させていただきますので、そこでも議論できる

かと考えております。 

また、最初のほうの話ですけれども、確かに諸外国と比較すると本当に日本は

男性の家事・育児参加時間が少ないですよね。子ども白書だったか何かでも出

ていたんですけれども、やっぱりすごく少ないというのと、あと、この前の区

民版子ども・子育て会議にも通じるんですけれども、日本男性の育休の取得率

がまたすごく低いですよね。３．何％、都内は７％ぐらいだというふうに聞い

ていたんですけれども、それをあと数年後に国は１５％ぐらいまでにしたいと。

そうすると、本当に職場環境であるとか、働き方改革であるとか、いろんな意

識の部分とかを変えないといけないんだろうなと思いますけれども、そういう

数字というのはすごく刺さるんです。本当にそう思いました。 

事 務 局：済みません、指標についてです。今委員がおっしゃったような、ネウボラに特
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化したものまではいかないですが、今の子ども計画などにも、子育てが楽しい

保護者の割合ですとか、子育てしやすい環境だという指標はあります。ですが、

計画策定後にネウボラが具現化したものですから、次期のいろんなプランでは

そこをどう取り組むか。また、保健所の健康プランもあるんですけれども、そ

れでアンケートや調査をする場合に、偏りが出ることもあるので、その辺はど

うしていくかというのも１つの課題だと思いますが、参考に何かそういう目に

見えるものができればと思います。 

それから、先ほどの地区担当保健師制度ということに関して、区では今１００

名以上の保健師がいます。今の地区担当保健師で、国の平均は大体１万人に１

人なんですが、区の場合、大体３万人に１人という状況がございますので、非

常に悩ましい問題はあります。ただ、そこを、コーディネーターですとかさら

にまた分業化しているんですけれども、今は顔の見える関係をやっと先ほど言

った地域とできてきて、妊婦さんとの顔の見える関係というのはやっぱりまだ

始まったばかりなので、熟成するにはお時間がかかるかと思いますが、意識の

中では、そういったものを構築していかなければということを持っていきたい

なと思っております。 

あとは自慢ですが、出産後の乳児期家庭訪問の実施率は９７％ですので、そこ

と妊娠期面接をどう有機的につなぐかということで、このあたりはシステム的

にもつなげるような制度、一応手続的にも制度を整えたりしていますので、で

きる限りのことは、１つ１つ、積み重ねていきたいと考えております。 

委  員：ぜひよろしくお願いします。そのときの鍵は、当事者、本人から見てつながっ

ている。本人から見て、私は妊娠初期から産後とずっと見守られていると感じ

るようになっているかというところをぜひ大切にしてください。 

委  員：先ほどのことに関連いたしまして、保健師さんには１歳までしか相談できない

と思っているお母さんがいらっしゃいますので、保健師さんはずっと相談でき

るということを必ず申し添えていただくことが大事かなということと、あとは

ハイリスクじゃない、普通の妊婦さんとか出産後の方とかにお会いされたとき

でも、必ず地域にもつないでいただきたいと思います。そうすれば、地域のひ

ろばでもその方たちを拾っていく力がついてきていますので、保健師さんと一

緒になりながら地域の中でも見守っていき、何かあったら保健師さんにひろば

のスタッフとかがつなぐとかそういった形で、地域とうまく連携していけばい

いかなと思っております。 

地域との連携強化で、私たちの言う地域というのはひろばとか子育て支援者の

ことを指すんですけれども、今回、ユニクロでネウボラのＰＲをさせていただ

いたその後に、ユニクロの方々が、ここで子育てサロンをやっていいですよと

言ってくださって、子育てサロンを先日開催いたしました。あとは、子育ての
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情報コーナーもつくっていいよと言ってくださっています。また、地域の保険

会社でもスペースがあり、親子が集まるスペースに使ってくださいということ

で、そこでも子育てサロンをやっていますし、子育て情報コーナーもちょっと

つくっていただく予定になっていますので、そういったところでいろんな方が

子育ての支援者につながっていく仕組みをこれからつくっていけたらいいなと

思っております。これから区でも「おでかけひろば」がふえてくると思います

けれども、ひろばのスタッフにも研修をしていただいて、ネウボラのことをも

っと知っていただき上手に地域と連携していけばいいのかなと思います。専門

家だけに頼るというのは、この人口ではなかなか難しいと思うので、地域との

連携を上手にやっていけたらいいなと思っております。 

事 務 局：まさに今回、おでかけひろば・ほっとステイの紹介冊子などもつくり、視覚的

にもわかりやすく、ひろばに行ってほしいという思いを込めております。今、

ひろばが児童館以外で２７カ所あり、来年度、さらに４カ所ふえ、再来年度も

さらに４カ所ふえということで、順次ふやしているところですので、そういっ

たところで少しでも近いところにひろばができればつながりやすいと思います

し、今、委員がおっしゃったように、本当にひろばはいろんな資源につながっ

ていたり、力があったりしますので、そういったところとつながっていただけ

るようになると思います。 

委 員 長：ありがとうございました。 

それでは、次の平成３０年度の継続検討課題に移りますが、そこでもまた御意

見をいただければと思います。 

 

４ 議題（３）平成３０年度の継続検討課題について 

（事務局より資料４を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。それでは、副委員長、いかがでしょうか。 

副委員長：資料４の５番の③ひろばなど地域の支援の担い手の方が子育て講座に参加でき

るというのは、さっきの事務局のお話では見学みたいなことでしょうか。 

事 務 局：イメージとしては、前回の推進協議会で、区がやっている講座をひろばの方と

かが知っておくことで、講座で行っていることとひろばなど地域の実践でやっ

ていることが一貫していくよう、区のやっている中身を知っていたほうが一貫

した支援がしやすいんじゃないかというような御意見をいただきましたので、

そういった対応の方向性ということで書かせていただいております。 

副委員長：オブザーバーみたいに参加してもらうより、むしろ講師みたいな感じで少し参

画してもらったほうがいいんじゃないかという気がしたんですけれども。 

事 務 局：中には講師として参画していただいているところもあります。 
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委 員 長：私もこの③の意味がちょっとよくわからなかったんです。 

事 務 局：先ほどお伝えしたように、一貫した支援ができるよう地域側でも知っておきた

いという趣旨での前回の御意見でしたので、追加させていただきました。 

委 員 長：よろしいでしょうか。 

委  員：よろしいですか。両親学級の内容の見直しですけれども、ぜひ両親学級を受け

た方にアンケートをとって、どう役に立ったかとか、何を目的に来ているのか

という実態をちゃんと聞いて、内容を検討していただきたいと思います。とい

うのも、せっかく来ても既に知っていたことだったとか、同じような方と交流

を求めてやってきた方でちょっと思惑が外れたなとおっしゃる方もいらっしゃ

いますし、あるいは、こういうことを教えていただいて大変役に立ったという

こともあったりするので、ぜひ両親学級の見直しをやってほしいと思います。 

私が思うのは、幾らお父さんが手伝うと言っても、上手に頼れないお母さんが

いらっしゃいます。やはり自分でやらなきゃいけないとか頼ってはいけないと

か思っていらっしゃる方がいるので、ぜひ両親学級で、パートナーを頼ってい

いんだよとか、夫婦で協力し合って子育てするものだよとかをどこかで知るチ

ャンスがあれば、その後うまくつながっていくのかなという感じがします。 

あとは完璧を目指さないとか。今のお母さんはすごく完璧を目指すので、そう

いったことで自分が首を絞めるというか、どうにもいかなくなってしまう方が

いらっしゃるので、みんな完璧でなくてもいいんだよというのを同じような方

がいる中で言われるとやっぱり説得力があるので、スキルも大事なんですけれ

ども、そういった根本のイメージもちょっと両親学級に入れていただいたらど

うかなと感じています。ぜひ検討をお願いいたします。 

事 務 局：今おっしゃったようなことがどう伝わるかは個人差があると思いますが、完璧

を目指せというのは区の両親学級では多分言っていないです。ただ、参加する

方々の意識とか、来る方はかなり育児に取り組もうという方が多いので、そう

いう点もあるかとは思いますが、今その中では、無理をしたりとかそういうこ

とじゃなくて、あと子育ては基本的には楽しくやっていきましょうとか、誰で

も困ることがあるというようなことも予備知識で伝えたりとかということと、

パートナーの方と一緒にというのはもちろん伝えています。あとはどう使うと

か、実際に御出産された後とまた違う可能性もあります。その辺はやっていま

す。 

ただ、両親学級の見直しに関しては今取り組んでいます。ネウボラが始まった

ので、見直しをやろうとした段階とネウボラが重なったという現状があります。

ただ、今やっとネウボラがこうやってきた面を、また原点に戻って反映させよ

うと今検討していますので、やっぱり実態の把握というのが大事なことだと思

いますので、きょうのご意見を参考に、また現場のほうで調整させていただき
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ます。 

委  員：母親学級、両親学級の見直しに着手してくださったこと、物すごく期待してい

ます。おでかけひろば・ほっとステイのこういういいパンフレットをつくって

くださる世田谷区なので、モデルになるようなものをやっていただきたいなと

期待しています。 

その上での希望ですけれども、妊娠期用の母親学級、両親学級プラス育児スタ

ート後のものも、すぐには無理かもしれないですけれども、ぜひ視野に入れて、

どの場面でどういう情報を伝えればいいのかというような構成も念頭に置いて

いただけたらいいなと思います。生まれてからこんなに夜泣きが大変だと思わ

なかったとかといって、揺さぶられっ子症候群で殺しちゃうケースが最近立て

続いていますよね。というふうに、子どもは泣くものだけれども、どうやった

ら泣きやませられるのか、泣きやませられないときはどうするのかというＳＯ

Ｓの出し方は、その場にならないと、妊娠中に聞いても絶対ぴんとこないこと

がやっぱり産後に起きてくることもあると思います。特にこれだけの少子化で、

周りに赤ちゃんがいない時代なので、ぜひ産後のほうも検討していただけたら

なと思いました。 

あと、当事者が何を知りたがっているのかというのは、刻々と世代によって違

ってきているというのもあるので、ぜひ当事者の希望も聞きながら構築してい

ただくというのは、本当にやっていただきたいです。私なんかは子育てをやっ

て、子どもが１０歳になったぐらいで、妊娠期に実はこんなことを知っていた

らよかったなって、本当は何を知りたかったのかがわかったのは大分たってか

らでした。ですので、生みそうな段階とか、生んだ直後の段階のお母さんたち

はまだ混乱中でわからないと思うので、子育てをしばらくやってちょっと落ち

ついたりとか、２人目、３人目とかぐらいの方に、どういう情報があれば妊娠

期にいい準備ができましたかということを、例えばひろばの方たちに協力して

もらって情報収集するというようなこともしていただいたらいいなと思いまし

た。 

あと、最近の若い妊娠中のカップルの方たちには、仕事と子育ての両立という

ものをどう視野に入れて子育てライフを組み立てていけばいいのか、早めにモ

デルを示してあげたほうがいいと思うんですね。首都圏の中でも横浜市港北区

みたいなところだと、周りに保育園がどんどんふえているから、そもそも共働

きでいこうと思っていなかった方までもそわそわとしちゃって、早く自分も保

育園へ入れなきゃというふうに前のめりになってしまうことがあるみたいです

けれども、今は保育園がふえているし、待機児童をなくすと国も言っているの

で、育児期をどう過ごせばいいのか。例えば仕事をいずれしたいと思っている

んだったら、どういうふうに自分の人生に入れることがあり得るのかというシ
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ミュレーションなのか、単に体験者の話なのかわからないですけれども、上の

世代に余りモデルがないこういうテーマも、今後起こる新しい変化のシミュレ

ーションという意味で両親学級の中にできたら入れ込んでいただくと、パニッ

クができるだけ軽減できるという意味でいいかなと思います。もしくはそうい

う状況が生じたときには、ここに相談しなさいというところを教えておくとか

というような感じで情報を入れておいていただきたいなと思いました。 

あと、両親学級と違う話ですけれども、世田谷版ネウボラをどう伝えていくか

というところも検討課題に入れてくださっているので、ひょっとしたら、もう

既にやってくださっているのかもしれないですけれども、妊娠中は医療機関の

妊婦健診で医師と接するのが一番確実で、回数も多いですよね。その医師を通

して、もう世田谷版ネウボラにはつながったか、もうあれは使ったかと繰り返

し、特に初期にお医者様からそう言っていただけると、妊婦さんたちも、お医

者様も推奨するぐらいこれは大事なものなんだと思うのではないでしょうか。

妊婦健診が大事だということは皆さんの意識に入っていますから、医師の口を

通して、世田谷版ネウボラというものがあって、区民としてそれをできるだけ

使ったほうがいいんだということが一番わかるので、お金もかからないし、権

威がある方たちのお口を通して宣伝してもらうということがかなり効果的かと

思いました。もちろん母親学級、両親学級でもできるだけその情報を出してい

ただくというのはやっていただいていいわけですけれども、そんな形で、既に

ある、公的にある程度信頼を得ている人たちの口から言っていただくというの

でお願いしたいと思いました。 

委 員 長：ありがとうございました。何かございますか。 

委  員：今のネウボラの宣伝をしてくれというのは産科の先生からですよね。産科以外

の先生にも、ぜひその辺は一度言っておきたいと思います。 

委 員 長：ありがとうございます。 

区民版子ども・子育て会議の資料をちらっとだけ読んだらすごくおもしろくて、

もっと真剣に読みたいなと思いました。こういう方々に来ていただいて、それ

こそ両親学級で語っていただくとかいうのがすごくリアリティーがあるんじゃ

ないのかなと思います。 

事 務 局：話された方は、とても表現力や話し方が上手で、本当に伝わってきました。私

もどこかの場面で協力していただきたいなと思って名刺交換して、何かのとき

にお願いしますねと言ってあるんですけれども、どこかで活躍してほしいなと

は思っています。 

委 員 長：そうですね。ありがとうございました。その他の御意見はよろしいでしょうか。 

委  員：子育て世代包括支援センターの位置づけについて、これはちょっと要望ですが、

大体未就学児で終わってしまっているんですけれども、ガイドラインによると、
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妊娠期から１８歳までもいいって書いてあります。先ほど委員がおっしゃった

ように、区では子ども・若者部と言っているぐらいなので、やはり若者も見据

えたような子育て世代包括支援センターというものをつくっていただき、今だ

けじゃなく、先を見たような形の子育てを捉えられる、そういうセンターにな

っていけばいいなと思います。世田谷はぜひ妊娠期から１８歳までということ

でつくっていただけたら大変ありがたいなと思っているんですけれども、いか

がでしょうか。 

事 務 局：今、子育て世代包括支援センターのことと市区町村子ども家庭総合支援拠点の

話と同時に言われています。できればその組織というのは一致しているほうが

いいというようなことを国は言っていて、それは理想ではあるんですけれども、

世田谷区の場合、まだどちらも設置していると明記している状況ではないです。

しかし、どちらも拠点は総合支所にあると思いますので、市区町村子ども家庭

総合支援拠点は子ども家庭支援センターを中心とするところだと思いますが、

そこに保健師も入っているところでありますし、子育て世代包括支援センター

は、まさに保健師と、あとは地域との連携がありますので、そこのいい連携で、

今おっしゃっているような趣旨というのができるといいなと思います。 

委 員 長：ありがとうございました。今、厚生労働省の研究班で、実際に子育て世代包括

支援センターをやっている自治体へヒアリング調査に入っています。私もその

メンバーに入っていて、今度、世田谷区は未実施ですが、ちょっと御意見をい

ただきます。３月末には全国の実施している自治体と全く未実施の自治体と両

方の報告書が出ますので、そのあたりも参考になっていくのではないかと思い

ます。 

それでは、よろしいでしょうか。また御意見がございましたらその都度おっし

ゃっていただければと思います。 

それでは、続きまして、世田谷版ネウボラ推進協議会の平成３０年度の開催に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

５ 議題（４）世田谷版ネウボラ推進協議会の平成３０年度の開催について 

（事務局より説明） 

委 員 長：ただいまの来年度は３回、また必要があれば臨時を１回という、その案につき

ましていかがでしょうか。御意見はよろしいでしょうか。 

事 務 局：ありがとうございます。 

委 員 長：それでは、続きまして議題の（５）その他です。まずは、産後ケアセンター事

業の平成３０年度の運営について、説明をお願いいたします。 
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５ 議題（５）その他 

（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。ただいまのことで何か御意見、御質問等ございます

でしょうか。 

委  員：個人的な関心ですけれども、今なさっているサービスの中身はほとんど今の形

のままでしょうか。 

事 務 局：現在、区が運営を委託している産後ケアセンター桜新町には１５室あり、今年

度は１３室を委託、２室を武蔵野大学の自主としておりました。来年度はこの

１５室全部を区の委託事業としてまいります。また、細かいところですが、建

物はもともと武蔵野大学が区と東京都からの補助金を使って建てているもので、

土地は区のものですけれども、撤退に当たりまして、建物を区が無償譲渡を受

けるような形になります。そういったことで全室を使えるようになるという状

況でございます。 

また、１階には少し多目的スペースなどもございまして、そういったところに

ついては、新規事業者の提案も踏まえながら、新たな事業展開もできるような

提案をしていただいていますので、まだ決定してはおりませんけれども、今後

調整をしてまいります。 

委 員 長：それでは、そろそろお時間となりますので、以上で終了とさせていただきます。 

本日は今年度最後の推進協議会ですので、子ども・若者部長に一言御挨拶いた

だければと思います。お願いいたします。 

 

６ 閉会 

澁田委員：子ども・若者部長の澁田でございます。本日が今年度最後の世田谷版のネウボ

ラ推進協議会となりますので、一言御挨拶をさせていただきます。 

皆様からの御意見をいただきまして、このネウボラの取り組みが施策にいろい

ろなことが反映されて、今年度も充実してきたと実感しております。ただ、一

方で完成というところまではいっていないので、まだまだ充実させていかなき

ゃいけないところがたくさんあり、本日の皆様のいろいろな御意見をお伺いし

てやっていかなければと考えております。 

３０年度は次期子ども計画の取り組みをする上で調査などを行う年となってお

りまして、また新たな計画を立ててまいります。３２年の４月以降早期に児童

相談所を区に移管するということで、早期の移管を目指しております。子ども

施策といたしましても、いろんな面で予防型の行政を目指していきたいと考え

ておりますので、やはりこのネウボラの部分でも、何かこんなサービスがあっ

たらいいとか、こういうふうに取り組みを進めたほうがいいとか、いろいろ御



 13

意見がありましたら、伺いながら進めてまいりたいと考えております。 

また、先ほど事務局からも説明させていただきましたように、ネウボラ推進協

議会につきましては、３０年度も引き続き開催させていただきたいと考えてお

ります。委員の皆様には引き続き委員として御参加いただけたらと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、医師会の先生には、医師会を通じましてまた御依頼をさせていただくと

いうことになると思いますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はお忙しい中、また遅くまで、どうもありがとうございました。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

委 員 長：ありがとうございました。 

それでは、本日の議事は全て終了いたしました。今回が最後の回になりました。

１年間、どうもありがとうございました。では、また来年度も引き続き、どう

ぞ充実に向けて御議論をよろしくお願いします。 

以上をもちまして２９年度第４回目の世田谷版ネウボラ推進協議会を閉会とい

たします。ありがとうございました。 


