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平成３０年度第１回世田谷版ネウボラ推進協議会 議事要旨 
 
日 時：平成３０年７月２３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、立花副委員長、榊原委員、矢野委員、明石委員、吉原委員 

岩元委員、辻委員、澁田委員 
 

開会 

事 務 局：本日はお忙しい中、また平日の遅い時間に御出席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３０年度第１回世田谷版ネウ

ボラ推進協議会を開会いたします。 

     私は、委員長選出までの間進行を務めさせていただきます、子ども・若者部子

ども家庭課長の松本でございます。よろしくお願いいたします。 

     なお、本日、朝光委員より欠席の御連絡をいただいております。それでは、最

初にお手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。 

（配付資料の確認） 

事 務 局：以上となりますが、不足等がございましたら、恐れ入りますが事務局のほうに
お声がけください。 
それでは、開会に当たりまして、世田谷区子ども・若者部長の澁田より御挨拶

申し上げます。 

 

１．子ども・若者部長挨拶 

澁田委員：皆様こんばんは。子ども・若者部長の澁田でございます。本日はお忙しい中、

またお暑い中、世田谷版ネウボラ推進協議会に御出席を賜りましてまことにあ

りがとうございます。また、このたびは昨年度に引き続き委員の就任に御承諾

をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

平成２８年の７月からこの世田谷版ネウボラを開始したところで、後ほど事務

局から御報告いたしますけれども、昨年度の妊娠期面接の実績が７，２１３件、

うち初回面接が７，１２９件で、面接実施率８３．８％ということで、事業開

始２年目としては順調に来ていると考えているところでございます。また、地

域や医療機関との連携につきましても、取り組みが少しずつ進んできたところ

でございます。しかしながら、世田谷版ネウボラを広く区民の方に知っていた

だく周知の方法でございますとか、地域や医療機関とのさらなる連携強化につ

きましては、まだまだ課題があると考えております。特に、今年度は地域包括
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ケアの充実、また平成３２年度に区への移管を目指しております児童相談所と

の関連、それから国が定めております子育て世代包括支援センターや子ども家

庭総合支援拠点等の設置など、各施策の展開との整合を図りながら、この世田

谷版ネウボラとしての相談支援体制のあり方について検討をしていく必要がご

ざいます。 

委員の皆様には、それぞれのお立場で、これまでの専門分野での御経験などか

ら貴重な御意見をいただきまして、この推進協議会が引き続き世田谷版ネウボ

ラの取り組みの検証と充実につきましての活発な検討の場になればと考えてお

ります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．委員紹介 

事 務 局：続きまして、委員の皆様を御紹介いたします。お手元の資料１、委員・関係所
管名簿の順に御紹介いたします。大変恐れ入りますが、私のほうからお名前を

お呼びいたしましたら御所属、御専門などを含めまして御挨拶いただきたいと

存じます。 

資料１に記載の順番で、榊原委員からお願いいたします。 

榊原委員：読売新聞の榊原と申します。よろしくお願いします。記者を３０年やってきて、

三、四年前から調査研究本部というところで専門記者をしております。どうぞ

よろしくお願いします。 

立花委員：国立成育医療研究センターこころの診療部の立花と申します。病院では、妊婦

さんのメンタルヘルス対応とか、あとは小さなお子さんの育てにくさを抱えて

いるおうちの、発達障害のお子さんとかの臨床をやっております。よろしくお

願いいたします。 

福島委員：福島です。今は東邦大学におりますけれども、１９年間、国立保健医療科学院

におりまして、行政、特に母子保健の政策にかかわってまいりました。今は大

学に入って５年目になって、学部長という年回りになりましたので、いろいろ

とばたばたしていますけれども、世田谷が日本を牽引していくと思っています

ので、これからも世田谷にかかわらせていただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

矢野委員：世田谷区医師会の矢野と申します。学校保健担当をしております。よろしくお

願いします。 

明石委員：ＮＰＯ法人せたがや子育てネット副代表の明石です。せたがや子育てネットは、

ＮＰＯ法人化して１４年ぐらいたっております。世田谷区内でひろばを３カ所、

瀬田と深沢と烏山でやっております。それと同時に利用者支援事業の中間支援

センターと烏山地域でコーディネーター業務をやっております。よろしくお願
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いいたします。 

吉原委員：吉原です。よろしくお願いいたします。私は、ＮＰＯ法人ここよみの代表と、

おでかけひろば古民家mamasの代表をしております。古民家mamasは何だかんだ

と１０年ぐらいになりまして、数年前に助成事業にしていただき、自宅開放で

行っております。それから、平成２９年度から世田谷地域の利用者支援事業を

やらせていただくことになりまして、中間支援センターの皆様に研修を受けて、

スタートしたところです。どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございます。続きまして、区所属の委員、それから関係所管の管理
職を紹介いたします。資料１の順番に紹介をいたします。 

（庁内委員及び関係所管管理職の紹介） 

 

３．委員長及び副委員長選出 

事 務 局：続きまして、委員長及び副委員長の選出に移ります。資料２の世田谷版ネウボ
ラ推進協議会設置要綱をごらんいただければと思います。こちらの第４条に、

委員長及び副委員長に関する規定がございます。この規定に基づきまして、本

協議会運営のための委員長及び副委員長を選出させていただきたく存じます。 

まず、どなたか立候補の方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょう

か。いらっしゃいませんか。 

よろしければ事務局から推薦をさせていただきたいと思います。昨年度委員長

を務めていただきました福島委員と、副委員長を務めていただきました立花委

員が本年度もいらっしゃいますので、昨年度と同様でいかがでしょうか。 

（拍手により承認） 

事 務 局：それでは、本協議会の今年度の委員長は福島委員、副委員長は立花委員と決定
いたしました。 

それでは福島委員長、恐れ入りますが、一言御挨拶いただければと思います。 

委 員 長：委員長を引き続きさせていただきます福島です。よろしくお願いいたします。 

国のいろいろなネウボラ、切れ目のない支援というのが始まりまして、来年で

ちょうど丸々５年、２０１９年までの施策と国はうたっておりますが、途中い

ろいろ法定化もありましたので、２０１９年で終わりというわけでは決してご

ざいませんので、本当にこれからが本番で大事な内容に入ってくるかと思いま

す。どうぞ御意見をたくさんいただきまして、いい形で進めてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局:ありがとうございます。続きまして、立花副委員長、恐れ入りますが一言御挨拶
いただければと思います。 
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副委員長：立花です。僭越ですが、本年度も引き続き副委員長をさせていただきたいと思

います。世田谷区は、いろいろな医療機関や保健福祉機関が連携して、妊娠期

から切れ目ない支援を構築していくということに関しては、非常にモデル地域

かと思います。ぜひ皆様と一緒に、また今年度もネウボラの委員会を進めさせ

ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございました。それでは、これより議事の進行は福島委員長にお願
いしたいと思います。福島委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

委 員 長：それでは、ここからは私が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

では早速ですが、お手元の次第に沿いまして議事に入りたいと思います。 

まずは、４の議題（１）「世田谷版ネウボラ」の実施状況等について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

４．議題（１）「世田谷版ネウボラ」の実施状況等について 

（事務局より資料３を説明） 

委 員 長：御説明ありがとうございました。御意見、御質問等ございますでしょうか。 

それでは、ちょっとお考えの間に私のほうから１点よろしいでしょうか。資料

の平成２９年度の妊娠期面接等に関する実績について、１ページの妊娠期面接

の②なんですけれども、初期が２９年度５６．５％とふえていて、中期も２３．

３％とふえて、後期が減っているというお話でした。これに関しては何か考察

はされていますでしょうか。 

事 務 局：やはりまず周知というところと、初期の段階でやるのは窓口におきまして、特
に総合支所で妊娠届を出した方を必ず、その場で面接につなげるということを、

それぞれの支所で努力をしているところが一番大きい理由だと思います。 

委 員 長：これは初回の面接のことですか。 

事 務 局：これは初回の面接のものだけでの分析です。 
委 員 長：ということは、後期が減っているということは、初期に妊娠期面接を受ける方

が多くなったという捉え方でいいということですね。わかりました。これはか

なりいいですね。 

ほかは何かございますか。 

委  員：面接の実施率が８４％近くまで来ているというのは本当にすごいなと、この大

人口を抱える自治体で本当に頑張っておられるなと思って、感動を持って伺い

ました。１ページ目の面接実施率と書いてあるところの上の数字、妊娠期の面

接総数と、初回面接数の誤差はどういうものなのかというのを教えていただけ

ればありがたいです。それから面接の未実施者に対する勧奨をやっていくとい
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う、そのフォローに言及していらっしゃるんですけれども、それはどういうふ

うにされているのかをお伺いします。 

事 務 局：７，１２９件に関しましては初回面接のみの数で、その下の７，２１３件は２
回目以降、複数回の面接を受けた方の数も含めての部分です。 

委  員：なるほど。ということは、初回を受けた人たちがさらにもう１回来たというこ

とでふえているということですか。 

事 務 局：はい、７，２１３件はその分が含まれています。あと、支所のほうの個別勧奨
等具体的なところは支所からご説明いたします。 

事 務 局：資料の２ページを見ていただきますと、資料によって妊娠届との同時面接者数
という割合が出ているところがございまして、表の③の２段目のところに同時

面接の割合が出ています。支所による同時面接、要するに届け出をしてその場

で面接ができた数が、多い、少ないに若干のばらつきがございます。その支所

の状況に応じまして、勧奨についての動きは若干違うところはあるんですけれ

ども、大体まず面接をされていない方を妊娠届から一覧リストをつくりますの

で、その方にお電話をいたします。お電話がつながった場合にはお電話で勧奨

させていただいて、つながらない方、お仕事している方も大変多くいらっしゃ

いますので、その場合にはお手紙を御自宅のほうに送らせていただいて、面接

の呼びかけをしています。そのほか、妊娠届をする窓口、まちづくりセンター

等ありますけれども、そちらのほうにポスター等も張らせていただいて、まず

はそこで周知を図り、先ほど申し上げたような方法で勧奨しているという流れ

でやっています。 

委  員：そういう取り組みをなさって、呼びかけると面接に来てくれるという効果があ

るのか、やっぱり難しい人は難しいとか、今の段階でそういう取り組みの仕方

についてどういうふうに分析なさっていますか。 

事 務 局：そうですね、やっぱりそこまでやっても会えない方は一定程度いらっしゃいま
す。それで８３．８％という割合になっておりますが、ただ、やはり伝言して、

そうすると折り返しの電話で予約のお電話をいただくことも最近多くなってお

りますので、効果はあると思っております。 

委  員：今後継続して、これだけきちんと数字も出しながらなさっているので、妊娠期

面接から漏れた人たちが出産後の妊婦健診をなさっているから情報は継続的に

入ってきますよね。その人たちにどういうようなリスクがある人たちなのか、

それとも、ほかの人たちと同じなのか、そのあたりの分析も今後ぜひやってい

っていただけたらと思います。 

委 員 長：その他はいかがでしょうか。 

委  員：２回目の面接があるんですけれども、どういったケースで２回目の面接をされ

ているのかと、あと、御夫婦での面接の数とかが出ていたら教えていただきた
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いと思うんですけれども、ありますでしょうか。 

事 務 局：済みません、御夫婦でいらした数はちょっと申しわけないですが、今手元にな
いのと、多分統計上もまとまった数というのはないです。ただ、土曜日に来ら

れた方というのは、半分ぐらいの割合で、御夫婦でいらっしゃる方が多いです。

平日はやはり妊婦さんだけという方が多いかなと思います。 

もう１つ、２回目面接にいらっしゃる方は、１回目初期に来ている方が半分ぐ

らいいらっしゃるので、１回目に母子保健バッグの説明も全部するんですけれ

ども、結構いろんなものが入っておりますので、ちょっと忘れてしまったので

もう１回聞きたいですとか、あと、初回にいらしたときにまだ未入籍で、いろ

いろ混乱されているような方々もいらっしゃいますので、もう１度ゆっくりお

話をしたいとか、その方によってはすごく個別の課題を抱えている場合には、

そのことでもう１度ということもございます。 

委  員：それは、母子保健コーディネーターの働きかけがあって２回目いらしたという

方なのか、それとも自主的に来られた方なのかというのは把握されていますで

しょうか。 

事 務 局：まず、私どものほうは初回の面接を確実にというところでやっておりますので、
２回目の勧奨をする場合は大体が地区担当の保健師のフォローの要件がある方、

もしくは母子保健コーディネーターがお電話で、４０歳以上の初妊婦さんとか

がこの基準になっているんですけれども、そういった方にお電話をしてお話を

するときに面接をしたほうがいいという場合はたまにありますけれども、ほと

んどは自主的にもう１度お話ししたいということでいらっしゃるパターンが多

いと思います。 

それから、先ほどの土曜日面接に御夫婦でいらっしゃる割合が半数と申し上げ

たんですけれども、７割が御夫婦でいらっしゃるということでした。失礼いた

しました。 

委  員：ありがとうございます。今のその複数回面接の方で、２回はいるけれども、３

回、４回というのは入っていないわけですね、これは。 

事 務 局：３回、４回は、入っていますが、数としては少ないかと思います。 
委  員：初回の面接のときのマニュアルがという意味なんですけれども、全員にできた

ら複数回、出産までにもう１回ぐらいよかったら来てくださいねという声かけ

をなさっているのか、１回面接をし、もうバッグの説明もしたからあなたは終

わりですという感じになっているのか、もしもう１回来るような方にはいつご

ろがいいですよとか、何かもう１回のところにアドバイスを忍び込ませて声を

かけていらっしゃるのか、どうなさっているのでしょうか。 

事 務 局：またいつでも、何かありましたら御相談くださいというのは全ての妊婦さんに
お伝えしております。なので、面接にというところではございませんけれども、
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健康づくり課で保健師も含めていつでも相談に乗れる体制をとっておりますと、

そういった声かけはしております。 

それからもう１つ、タイミングですね。大体２回目面接する、必ずしも全部の

方に面接するわけじゃないですけれども、初期にいらっしゃって産後ケアセン

ターの予約が２８週以降しかできないというところがございますので、あとは

保育園の相談ですとか、もう少し後期になってから御相談の手続にいらしても

というところの御案内はしております。それ以外は特にフォローのケースにな

ったときに、もうちょっと後期に電話をしようとか、そういう計画は部署、支

所の健康づくり課の地区担当が立てておりますけれども、特にその方にこの時

期という御案内をするのは、余り明確にはしていないと思います。 

副委員長：妊娠期面接の件数の中には、地区担当保健師さんの面接というのは入っていま

すか。 

事 務 局：入っています。 
副委員長：そうすると、差をとると８４件で大体１．２％弱ぐらいが、３回とか４回を入

れるともっとパーセントが少なくなると思いますけれども、１．２％弱ぐらい

が複数面接をしているということなんですけれども、特定妊婦の数がいろいろ

な調査なんかで推定されている中で、印象として、随分複数回面接している人

の割合が少ないなと思いました。このあたりというのは今後もう少し積極的に

複数回面接していくのが課題なのかなと聞いていて思いました。大阪の調査な

んかだと、大体特定妊婦の割合というのは２％というふうに確か出していたと

思います。どういう人たちを特定妊婦とするかというのはまたいろんな考えが

あると思うんですけれども、それにしても１．２％弱というのは随分少ないか

なという気がしました。 

事 務 局：これは単純に妊娠期面接の複数回実施の数が８４件ですので、地区担当ですと
か母子保健コーディネーターのフォローになったケースというのは、この複数

回面接の中には入っていないです。先ほどのこの資料３の３ページの（５）に

個別フォローの件数が出ておりますけれども、母子保健コーディネーターの支

援継続②のところが４１２件、それから保健師のフォローになっている事例が

５０４件、このあたりに特定妊婦が含まれております。なので、特定妊婦に対

してのフォローというのがこの８４件とは別にしておりますので、もう少しフ

ォローしている数というのは多くなります。 

事 務 局：補足させていただきますと、今の３ページ目の個別訪問のところですが、②の
母子保健コーディネーターの支援継続４１２件とか、③の保健師のフォローと

なった事例の５０４件というのは、やはりこの妊娠期面接を契機としてこれに

つながったケースと見ていただいて、今までですとそういった特定妊婦はアン

ケートの中で把握していたので、妊娠期面接によってつながりがふえて充実し
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ているということで、きめ細かいフォローができるということで、今回実績と

して御報告した次第です。 

委  員：今の関連なんですけれども、全数面接を目指してまず始めて、今まで見えてい

なかった、いわゆるハイリスクと思っていなくて静かに置いてあった人たちの

ところにアプローチが始まったわけですよね。ふたをあけてみてどうだったの

かというところに、私も関心があって、そこの中で見えてきた課題、それが初

回面接だけで大丈夫なのか、その人たちをきちんと必要なところにつなぐとい

うところに、とにかく全数面接を始めていらっしゃるわけなので、その必要な

支援にきちんと切れ目ないようにつなげていくというところに何か課題が見え

ているところがあるのだとしたら教えていただきたいです。また、初回面接で

は多分できないエジンバラ産後鬱チェックシートのような、ああいうようなチ

ェックを全数どこかで、本当は妊娠期に１回やるといいという話を聞くんです

が、そのようなことをもしどこかでやるようなことをできるのかどうか、やる

必要を感じていらっしゃるのかどうか。これはこの先の課題なのかもしれない

ですけれども、複数回会ってきた人たちの中にはかなり要支援度の濃さのある

人たちがいるなというふうにお感じになっているのか、地区担当のほうにつな

いでいくやり方で切れ目は生じないのか、大丈夫なのか、現段階で見えてきて

いる課題とか、これは非常にいいやり方だなと思っていらっしゃるところとか、

何かあったら教えてください。 

事 務 局：きょうの議題、次の継続検討課題の中で、この２年間の妊娠期の取り組みの振
り返りのような検証をまとめている資料がございまして、後ほどそのあたりも

御説明できればと思っております。 

事 務 局：エジンバラのチェックを妊娠期にというのは、なかなか今の財政だと難しいか
なと思います。面接数がかなりふえてきて、お１人３０分ぐらいでやっている

んですけれども、これでかなり限界に近い状況でやっており、ここにチェック

までというと難しいと思っています。また、妊娠初期のアンケートで妊娠をど

う受けとめているかというところは聞いておりまして、かなりの方はもちろん

うれしいというほうが多いので、それはそれでいいことかなと思っております。

その中でやっぱりメンタルの既往がある妊婦さんが結構いらっしゃる。そこを

言っていただかないとなかなかわからないというのはあるんですけれども、そ

ういった方を拾えるようにはなったかなと思っております。 

委 員 長：よろしいでしょうか。それでは、貴重な御質問をありがとうございました。 

それでは次に移ります。議題（２）、継続検討課題について、事務局より説明を

お願いいたします。 

 

４ 議題（２）継続検討課題について 
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（事務局より資料４（資料４－３を除く）を説明） 

事 務 局：それでは、少し関連しますので引き続きになりますが、地域と行政や医療機関
との連携に関して、立花委員から追加資料をいただいております。また、明石

委員からは、先ほどの中学校との連携の部分で資料をいただいております。恐

れ入りますが、続けてその御説明をいただければと思います。 

まず、立花委員からお願いいたします。 

副委員長：厚生労働省の科研で、私やせたがや子育てネット代表の松田さんで分担研究し

ている地域子育て支援の体制づくりの研究班があります。そこで昨年度、全国

の子育て支援機関を対象に、大体１，０００機関ぐらいアンケートに回答して

くださったんですけれども、子育て支援機関、保健機関、それから医療機関の

連携について調査をいたしました。その結果から見えてきたことについて、私

が説明するより松田さんが説明されたほうがいいような気がしますので、松田

さんからお願いできますでしょうか。 

事 務 局：では、ちょっと済みません。オブザーバーという位置づけで、せたがや子育て
ネット代表の松田さんよりお願いいたします。 

松  田：済みません、ありがとうございます。立花班会議資料という表です。研究に参

加させていただいた松田です。これは、地域子育て支援拠点、世田谷区ではお

でかけひろばというふうに呼んでいるものなんですけれども、それを全国の人

たちに聞いた１枚目が母子保健関係との連携で、その裏が医療関係者との連携、

その先が多胎の御家庭の困り事みたいなことを聞いたものです。 

１枚目の母子保健関係者との連携というところでは、上位３個は予想どおり割

と高かった結果になりました。プログラムの周知協力というのをお互いにして

いるということだったり、それから保健師さんがこういう人に拠点を紹介した

ので行くかもしれませんよという連絡をもらっているというところが全国で７

割近くあったというところでした。あと、ひろば担当の保健師さんがいるとい

うところは、ひろば全協のほうからこういう項目を聞いてみたらどうかという

提案があって質問を入れたんですけれども、ないと思っていたら意外に３割ぐ

らいはあったというところでおもしろいなと思ったデータでした。 

あと、ちょっと薄く見えているのが強く出た部分というところで、それ以外は

そんなに「はい」、「いいえ」に関係なく半々だったりとかするデータもあるん

ですけれども、今回出している項目について、だから世田谷はこうしてくださ

いとかそういうことではなく、こういうことが可能なんだなという、もしかす

るとやっているところもあるしということで参考になればと思います。 

ネウボラで可視化されたケースが、その後切れ目なく地域につながるとか、地

域で支えていくための連携のヒントとしてこの項目を見ていただけるといいの

かなと思います。実は、自由記述も大量にありまして、このページに関する質
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問の自由記述に関しては、やっぱりつなぐ余裕がお互いにないと抱え込みにつ

ながるということが結構出てきたのと、あと、現場を見てほしいなというコメ

ントがすごく拠点のほうからの声として上がっていて、お互いがつながるため

の工夫がもう少しできたらというコメントが多かったです。世田谷では拠点も

多いですし、もし保健師さんと連携するという話を一歩進めるのであれば、先

ほどから出ていた地域子育て支援拠点にくっつけている利用者支援の基本型と

の連携からなのではないかということは、少し世田谷に関しては思っていると

ころです。 

裏面の医療に関しては圧倒的に「いいえ」が多くて、まだまだ医療機関との地

域の子育て支援の場との連携というのは少ないということがよくわかっていま

す。ただ、とっかかりとしては医療機関の先生方にプログラムやスタッフ研修

の講師に来てもらっているというところが一番有為に出たというか、３割ぐら

いはお願いしているところがあり、そういうところを入り口に、顔が見える関

係をつくっていくということが見えていますが、医療関係に関しては皆さん、

先生たちもお忙しいのでということで、地域の拠点事業との連携はこれからと

いう感じがありました。 

多胎に関しては、多胎の特別の制度というのは特にないんですけれども、これ

も厚労省の母子保健課の方が項目を一生懸命つくってくださって一緒に聞いた

というもので、単胎児に比べて困り事が強いというものが、薄いんですけれど

も網かけでついているところが強目に出ています。 

一番最後のページのところの必要と思われるものということについては、まだ

まだ子育て支援のほうのところに多胎への理解というものが薄い、難しいとい

うところがあって、そこら辺が課題というのが出ているかなと思います。 

ありがとうございます。以上です。 

事 務 局：ありがとうございます。続きまして、明石委員からお願いいたします。 
委  員：参考資料、赤ちゃんを連れて学校へ行こうになります。これは、せたがや子育

てネットが自主的に行っている事業です。目的としては、赤ちゃんとの触れ合

いを通じて生徒が乳幼児期に関心を持ち、かかわり方を学ぶということとか、

赤ちゃんの保護者との触れ合いを通じて保護者の思いを知る、そして自分自身

の成長を振り返ったり将来を思い描くことにより、生命のとうとさに気づく、

家族を初め多くの人に支えられてきた自己の存在、また自分自身も社会や地域

の中で誰かを支えることのできる存在であるということに気づき、自分を大切

に、周りの人たちを大切に生きていこうとする態度を養うといったテーマのも

とで行われております。 

平成２９年度は、芦花中、桜丘中、上祖師谷中、富士中の４校で実施しました。

ことしは２校もう既に実施しておりまして、６月１３日と１４日に尾山台中学
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校で、７月６日と９日に烏山中学校で行いました。お母さんとお子様は思った

以上に参加者が多く、皆さんは自分のお子様を連れて社会参加したいんだなと

いうことがとてもよくわかりました。１組は御夫婦で参加されております。対

象は、おおむね１歳半までのお子様と保護者の方となっております。同時に、

運営をサポートしていただくサポートボランティアとして地域の方を同時に募

集しております。 

裏面になります。今後の予定といたしまして、上祖師谷中学校、富士中学校、

桜丘中学校、それから梅丘中学校と緑丘中学校を予定しております。検討中と

しては、芦花中学校と駒沢中学校、用賀中学校。このうち２校に関しては、見

学に来てくださってちょっと検討しているという段階だと聞いております。 

次のページに行きますと、生徒に感想をいただいたものがありましたので、少

し抜粋しています。緊張したけど、赤ちゃんのことを知れてよかったとか、こ

んな危ない中学生に子どもを触らせてくれてありがとうとか、子どもができた

らしっかりと妻を支えられるようになるとか、もう自分の将来の父親像を想像

している方もいたみたいです。何か暖かい気持ちになったとか、緊張していた

けれどもつい笑顔になったとか、赤ちゃんを実際に抱いたことがないので意外

と抱いてみたら重かったということで、命の大切さとか、何かそういうことを

知れたという感想も多くいただいています。 

今まで関心がなかったという人も、こういう授業を受けたのをきっかけに関心

を持つようになって、自分もお母さんになりたいとかと思ったとか、いいお父

さんになりたい、それからお母さんたちが育児で困っているという声を聞いて、

これからは自分も声をかけていきたいとか、何か子育てに自分たちも参加しよ

うという気持ちがとてもあらわれていたと思います。僕のお母さんにも感謝を

したいとか、何か純粋に自分が子育てされてきて、こうやって育ってきたんだ

なということを思い返して、何かそういう気持ちが芽生えてきたのだと思いま

す。 

それから、自分も子どもが生まれたときには同じように愛情を持って育ててみ

たいとか、やっぱり同じように将来父親になったら家庭のことも意欲的に多く

かかわるようにしたいと思います、これはお母さんからの感想を聞いてこうい

うふうに思ったのかなと思います。いっぱい学べたことがあって、子どもが欲

しくなりましたと、とても純粋な感想をいただきました。ほかにも、来てくだ

さったお父さんとかお母さんとかに、育児頑張ってくださいとか、感謝の気持

ちとかというのが皆様述べられておりました。 

次は、参加された保護者の感想になりますけれども、やはり自分の有益性とい

うか、子どもがいてもできるボランティアということで、とても皆様エンパワ

ーされた感じでした。自分が思っていることを中学生に伝えることによって、
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自分がよかったなという感銘を受けたという声もいっぱい聞けました。それか

ら、このような触れ合いが今後ふえていくといいなというのもお母さんの率直

な意見だったと思います。 

自分もやっぱりこういうのを受けて、また、今回自分が大人になってこの場に

参加できてよかったという御意見もありました。女子学生には、進学、就職を

経て結婚して母親になるのは自分のタイミングでいいということを伝えられる

機会があるといいなと思いましたというのは、多分講座を終えて帰られてから、

もう１回振り返って考えられたのじゃないかなと思います。あとはゆっくり読

んでいただければと思うんですけれども、まずは自分の子どもを抱っこしても

らうことがうれしいという感想がやはりありました。自分の赤ちゃんをかわい

いと言ってくれる、子どもと余り年の違わない中学生に言われることがすごく

うれしくなったという感想もありました。 

中学生からの質問としては、今、世の中で育児が大変だとか、預けるところが

なくて大変、大変と聞いているので、質問の中で大変なことは何ですかと聞か

れることがやはり多いということなので、やっぱり育児って世間では大変、大

変がまず最初に来るんですけれども、そうではなくて幸せなことであったりと

か、おもしろいなと思ったことをもっとまとめていけばよかったなというお母

さんの感想もありましたので、やはり大変、大変だけではなくて、育児の楽し

さ、育てることの楽しさ、そういったことを今後伝えていければもっといいの

かなと思いました。大体そんな感じの感想でした。 

以上になります。 

事 務 局：ありがとうございました。資料４の継続検討課題についての御報告は以上にな
ります。 

委 員 長：ありがとうございました。事務局と立花委員、明石委員からの説明がございま

したけれども、何か御意見、御質問ございますでしょうか。 

私のほうから１点、今のような例えば赤ちゃんを連れて学校へ行こうというの

は、地域との連携強化で、中学、高校への周知の検討あたりに入ったりとか、

また産前産後の親への支援で、子育て力向上の学びの支援みたいなところにも

入っていけるのではないかなと思ったのですけれども、せっかくやっている活

動ですので、発展させていただけるといいかなと思いました。 

何かございますでしょうか。 

委  員：地域との連携強化に関してなんですが、母子保健コーディネーターがやっぱり

一番最初の窓口だと思うんですけれども、その時点でもっと地域とのつなぎを

やっていただきたいと、私たち地域子育て支援コーディネーターは思っており

ます。専門家としていろんな相談に乗ることもあると思うんですけれども、や

っぱり最終的にはどの場所で生活をするかということなので、生活の支援とか
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プランとかを立てるのは、地域の方にしかできないと思うんですね。お出かけ

先のこと、公園のこと、それからお買い物のこととか、小児科病院はどこに行

っているとか、そういったことはやっぱり地域に拠点があって、そこの中でお

母さんたちと一緒に話をする中で育んでいくものだと思いますので、ぜひこの

最初の窓口のところで地域子育て支援コーディネーターの紹介のカードを１つ

入れていただいて、専門的なことは総合支所のほうに聞いていただいて、地域

のことは、あなたの近くにはこのおでかけひろばがあるし、地域子育て支援コ

ーディネーターはこのひろばにいるので、妊娠中に行ってもいいですよという

ふうに一言添えていただくともう少し広がりができるのかなと思いますので、

この地域との連携強化の中に少しアナウンスの部分も入れていただけたらあり

がたいなと思っております。 

委 員 長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

委  員：ありがとうございます。継続検討課題についてどういうふうにしていくのかと

いうのを説明していただいて、やろうとなさっていることは本当にすごいなと

思いました。実は、国のほうが今ふらふらしているんですね。理念もシステム

も余り整っていないのに法律だけつくって自治体におろしちゃったという感じ

なので、どうなるかと思うぐらい実はぐらぐらぐらっときているところなんで

すが、これだけのことを大規模な自治体で、全数の面接をしながら、特に１の

支援の充実のところの対応のところに１つずつめどをつけていかれたら、本当

に国にこれをフィードバックして教えてあげることができるだけのシステムに

なっていくだろうなと思って伺いました。ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

ぜひその中に、これだけのことをしていかれるわけだし、とにかくサンプル数

も多いし、ここにおられる専門家の皆さんのずらりとした知見のすごさも加え

ると、効果検証をぜひ入れていただきたいと思います。全てのことに入れて逐

一やっていくのは余りにも大変だと思うので、絞ってでいいと思います。例え

ば、虐待相談件数が減ったとか。世田谷の非常な優位な点として成育医療セン

ターがあって、立花先生たちが数年前に区内の妊婦の産後鬱的症状のフォロー

をしていますよね。それで全国で初めて、産後の何周目で一体どういう状況が

起きるのかというのが初めて明らかになった。あれのデータを生かしながら、

こういうようなネウボラ的な取り組みをやったことで、同じように妊婦が例え

ば産後２週目、１カ月、３カ月というようなところを追跡調査のような、あの

ときの何年か前の調査と同じものを、こういうネウボラ的な取り組みをやって

ある程度完成度が高いシステムが稼働した段階でやってみたらどうかというよ

うなことを、例えば立花先生なんかと組んでやって、効果の数字というものを

出していかれると、全国の自治体が今一体何をやっていいのかわからないとい
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って、本当に右往左往していらっしゃるところがほとんどだと聞いていますけ

れども、そういうところにこういうことをやればこういう効果があるんだとい

うことを提示していくこともできるということも含めて、非常に大きな貢献に

なると思うので、ぜひどこに調査の数字を入れたらいいのかという、指標を入

れたらいいのかということを、専門家とも相談しながらやっていっていただけ

たらいいなと思いました。 

あと、これはもう時間がなかったらきょう答えてくださらなくていいんですけ

れども、母子保健システムをつくる中で、これはつまりデータをつなげるとい

うことですよね。データをデジタル化してつなげていくということですよね。

その中で妊婦健診や乳幼児健診をどうつなげるおつもりなのかどうか、今紙で

書いたものが返ってくるのにすごく時差がありますよね。それをお医者さんの

ほうとつないでリアルタイムでやれるようなことまで、将来的に視野に入れて

やっていくのかどうかというような、健診情報をどういうふうにここに組み入

れていくのかということも、ぜひ今後の検討の中に入れていただきたいなと思

いました。そうしたら、出産のところの情報も同じように出産医療機関で情報

を返してもらえることが、例えば区内の医療機関だったらできるのかどうかと

いうことなんかも検討課題になってくると、より効果的な活動が、支援へのつ

なぎということができるのかなと思って伺いました。以上です。 

事 務 局：今のお話の中で、効果検証についてはやはり既に２年もたっているわけですの
で、そういったことをしていく必要があると思っております。きょう一部分、

今検証しているところについては御報告させていただきたいと思っております。

追跡調査というお話がありましたけれども、なかなか大きな話になってまいり

ますので今どうこうということはちょっと言えませんけれども、委員のおっし

ゃるとおり効果検証の重要性は感じております。 

委 員 長：どうもありがとうございました。 

それでは、今のお話にも出てまいりましたけれども、検証について説明をお願

いしていきたいと思います。 

（事務局より資料４－３を説明） 

委 員 長：ありがとうございました。多分いろいろな御意見もあると思いますが、次回ま

た詳細に説明をいただいたところで御意見、御質問をいただくという形でよろ

しいでしょうか。また、これは丁寧に中を見てきていただく必要があると思い

ますので。ネウボラ・チームの直接の訪問だとか、利用者支援事業との連携と

か、いろいろ本当に積極的にやられているところがよくわかって、大変すばら

しいと思いました。 

御意見もあるかと思いますが、時間がかなり来ておりますので、引き続きまし

て、年間スケジュールについての説明をお願いしたいと思います。 
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４．議題（３）年間スケジュールについて 

（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。スケジュールに関しましてはよろしいでしょうか。

また、委員からの事務局への御意見等はメールでお願いいたします。 

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たいと思います

が、最後に次回の開催日程について、その他の連絡を事務局よりお願いいたし

ます。 

 

５．次回の開催日時について 

事 務 局：第２回について、既に委員の皆様とは日程調整をさせていただいておりますが、
９月２７日木曜日の１９時からでお願いしたいと思います。事前に予定は確認

させていただいているところですが、皆様の出席がなかなかならなかったこと

をどうぞ御了承いただければと思っております。より出席者が多かった日程で

組ませていただきました。今度は場所が変わりまして、第１庁舎の５階の庁議

室となります。 

２点目としまして、議事要旨については後日お送りさせていただきますので、

御確認いただければと思います。 

３点目としまして、本日お車でお越しの方がいらっしゃいましたら駐車券をお

渡ししますので、必要な方は事務局のほうにお声かけいただければと思います。 

以上です。 

委 員 長：ありがとうございました。 

それでは、第２回の推進協議会は９月２７日木曜日、１９時から行います。詳

細は後日事務局から御連絡をお願いしたいと思います。 

本日の予定は終了いたしました。まだまだいろいろな御意見等あると思います

が、第２回に向けて皆さんいろんな内容の確認等をよろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして平成３０年度の第１回の協議会を閉会いたします。

皆さん、どうもありがとうございました。 

 

閉会 


