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平成２７年度生活福祉常任委員会管外行政視察報告書 

 

 

１ 視察日時  平成２７年１０月２７日（火）～平成２７年１０月２９日（木） 

【１日目】神奈川県小田原市 

１０月２７日(火）午後１時５０分～午後３時３０分まで 

【２日目】神奈川県茅ヶ崎市  

１０月２８日(水）午前９時５０分～午前１１時４０分まで 

【３日目】東京都文京区  

１０月２９日(木) 午前１０時～午前１１時３０分まで 

 

２ 視 察 先  神奈川県小田原市立病院 ・神奈川県茅ケ崎市・ 東京都文京区 

       

３ 視察事項 

  （１）小田原市立病院の経営改善への取組について【神奈川県小田原市立病院】 

 （２）基幹型地域包括支援センターの取組について【神奈川県茅ケ崎市】 

  （３）文京区版ネウボラ事業～妊娠・出産包括支援事業～につい【東京都文京区】 

   

４ 視察目的   

小田原市立病院 

小田原市立病院では、災害拠点病院の指定をはじめ、地域がん診療連携拠点病院の指定

や救命救急センターの開設など、地域の基幹病院として急性期医療や救急医療において中

核的な役割を担っており、また、平成２１年３月には「小田原市立病院改革プラン」を策

定し、抜本的な経営改善を実施していることから、経営改善への取組手法について調査・

研究することを目的とする。 

  

茅ヶ崎市 

  基幹型地域包括支援センターとして、市内の地域包括支援センターへの支援や指導等を

行っていることから、基幹型地域包括支援センターとしての機能強化、役割の明確化及び

スキルアップの手法について、先進的な取り組みを調査することを目的とする。 

 

 文京区 

  核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその家族を支える力

が弱くなってきており、妊娠・出産・子育てに係る父母の不安・負担が増えてきている。  

文京区では、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うためのネウボラ事

業を取り入れていることから、より身近な場で妊産婦等を支える仕組みについて調査・研

究することを目的とする。 
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５ 参 加 者  《生活福祉常任委員会》（６名） 

          委員長 内 匠 勇 人 

           副委員長  柏 原   要 

                 委 員 野 本 利 明 

          委 員 柳 生 陽 一 

          委 員 角 田   勝 

          委 員 龍 田   惇 

       《随行》議会事務局副主幹 河 原 直 也 

 

６ 視察先出席者 

 【小田原市】 小田原市立病院経営管理課 津田課長 

        小田原市立病院経営管理課 一寸木副課長 

        小田原市立病院医事課 向笠課長 

        小田原市立病院医事課 藤貫係長 

        小田原市議会事務局議会総務課議事調査係 山﨑係長 

 【茅ヶ崎市】 茅ヶ崎市保健福祉部高齢福祉介護課 大川担当課長 

        茅ヶ崎市保健福祉部高齢福祉介護課支援給付担当 田渕主幹 

        茅ヶ崎市基幹型地域包括支援センター 太田主任介護支援専門員   

茅ヶ崎市基幹型地域包括支援センター 吉武氏 

        茅ヶ崎市基幹型地域包括支援センター 三宮氏 

        茅ヶ崎市保健福祉部高齢福祉介護課支援給付担当 小澤氏 

        茅ヶ崎市保健福祉部高齢福祉介護課支援給付担当 大串氏 

        茅ヶ崎市議会事務局 栗原次長 

        茅ヶ崎市議会事務局 小玉氏 

 【文京区】  文京区議会議 白石議長 

        文京区保健衛生部・文京保健所 保健サービスセンター 久保所長 

        文京区議会事務局 吉岡局長 

        文京区議会事務局 内藤庶務係長 

        文京区議会事務局 瀨戸井氏 

 

７ 行政視察内容 

【小田原市立病院】 

（１）小田原市議会事務局 山﨑係長あいさつ 

（２）内匠生活福祉常任委員会委員長あいさつ 

（３）小田原市立病院からの調査事項の説明概要（一寸木副課長説明） 

 Ⅰ 小田原市立病院の概要 

 【主な沿革】 

   昭和３３年 ６月 一般病床１１０床・外来診療科９科の総合病院として開設 
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   昭和６０年 ３月 全面改築により、診療科１５科・一般病床４１７床へ増床 

  平成１０年 ３月 災害拠点病院の指定 

  平成１５年１０月 管理型臨床研修病院の指定 

  平成１７年 １月 地域周産期母子医療センターの指定 

  平成１８年 ８月 地域がん診療連携拠点病院の指定 

  平成２１年 ４月 救命救急センター開設 

  平成２１年１１月 地域医療支援病院の承認 

  平成２６年 ３月 神奈川ＤＭＡＴ指定病院  

  平成２７年１０月現在 診療科２８科を備えている。 

Ⅱ 救急医療について 

・平成２１年４月から県西医療圏の救急医療システムを担う救命救急センターとして稼  

働 

・２４時間体制で年間約５千台の救急車を受け入れている。 

・緊急度・重症度の高い患者や多発外傷のように複数診療科にまたがる重症患者の初期治

療と集中治療管理を行っている。 

 Ⅲ 市立病院の現況 

  ・外来患者数（平成２６年度） 延２８万８９４７人／年（１１８４．２人／日） 

  ・入院患者数（平成２６年度） 延１２万５５１１人／年（３４３．９人／日） 

  ・病床利用率（平成２６年度） ８２．５％ 

  ・平均在院日数         ９．５日 

 Ⅳ 市立病院の職員数 

  ・医師              ９２名 

  ・看護職員           ３９８名（助産師・准看護師含む） 

  ・医療技術職員          ７８名 

  ・事務職員            ２６名 

  ・その他臨時職員等       ２０７名 

 Ⅴ 市立病院の診療体制等 

  ・入院基本料 ７対１を算定 

  ・病棟数 １４病棟 

  ・集中治療室（ＩＣＵ） ４床 

  ・新生児集中治療室（ＮＩＣＵ） ６床 

  ・救命救急センター ２０床 

  ・高度治療室（ＨＣＵ） ４床 

  ・手術室 ８室 

  ・ＭＲＩ ２台、ＣＴ ２台、ＰＥＴ－ＣＴ １台、血管撮影装置 ２台 

 Ⅵ 市立病院の主な取組 

 ①災害医療の強化について 

・昨年８月、県と小田原市が中心となって実施した総合防災訓練「ビッグレスキューかな

がわ」に災害拠点病院として参加し、災害時の患者の受入訓練や災害派遣チームＤＭＡＴ
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の受入訓練を実施した。 

・実績としては、今年９月９日～１０日にかけて台風１８号の影響による北関東豪雨が発

生した際に、ＤＭＡＴが茨城県常総市に出動し、透析患者の搬送を中心に医療支援活動を

行った。 

＜神奈川ＤＭＡＴとは＞ 

・医師２名、放射線技師１名、看護師２名で構成している「災害派遣医療チーム」のこと

である。 

・神奈川県内では、災害拠点病院が厚生労働省から３０カ所程度が指定されているが、法

改正により災害拠点病院には必ずＤＭＡＴを整備することとされた。 

・市民病院では１０年以上前から災害拠点病院の指定を受けているが、平成２６年３月に

神奈川県ＤＭＡＴの指定を受けた。 

 ②地域医療連携の強化について  

  ・「かかりつけ医となっている診療所」と「入院治療が必要な場合に病状に応じて受け皿と

なる病院」がお互いに連携を図ることが不可欠である。 

・こうしたことから地域間病院として当院が取り組んでいることを分かりやすく地域住民

に伝えていくために病院広報誌の作成発行に取り組んでいる。 

  ・今年４月から地域医療相談室を地域医療連携室に名称変更し、病院長の直轄で地域の医

療連携に取り組んでいる。 

③経営改善の強化について 

  ・患者に良質で安全な医療を提供し続けるためには、健全経営が必要不可欠である。 

・公立病院の役割の一つは、地域で必要とされる不採算な医療分野の提供であることから

小田原市からの繰入金は避けられないが、コスト縮減、収益の確保に最大限に努め、依存

度を最小限にすることが求められている。 

・そこで職員一人ひとりが常に経営感覚を念頭に置いた取り組みを目標の一つに掲げ、経

営基盤の強化を図るための取り組みを始めたところである。 

・この取り組みについては始めたばかりであり、現在、各病棟単位で看護師と事務職員が

自分たちができることは何かについて定期的なミーティングを開始したところである。 

 

【茅ヶ崎市】 

（１）茅ヶ崎市議会事務局 栗原次長あいさつ 

（２）内匠生活福祉常任委員会委員長あいさつ 

（３）茅ヶ崎市からの調査事項の説明概要（高齢福祉介護課 大川担当課長ほか説明） 

 Ⅰ 地域包括支援センターの開設の経緯 

  ・地域包括支援センターを、公正中立な運営と人員配置基準を満たすことができる事業者

に委託。 

・平成１８年度に４箇所を委託、平成２０年度に３箇所を追加委託し、合計７箇所で事業

運営を開始した。 

・その後、平成２２年３月に市の政策会議において、地域包括支援センター等に関する今

後の方針が決定し、下記の３つの目標が掲げられた。 
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Ⅱ 地域包括支援センターの目標 

目標１ 『委託型地域包括支援センターを市内１２地区の自治会連合会圏域に整備し、基

幹型地域包括支援センターを設置する。』 

⇒上記については、平成２６年１０月に全１２地区に地域包括支援センターの整備が完  

了 

⇒平成２５年１０月に市直営の基幹型地域包括支援センターを開設し、後方支援を実施し

ている。 

目標２ 『民間物件の賃貸などにより開設している委託型地域包括支援センターを公共施

設内に移転、または新規に整備する公共施設に併せて併設整備を進める。』 

⇒上記については、平成２３年４月に開設した市の地域コミュニティセンター内に既設の

包括支援センターを移設し、本年４月には複合施設等の整備に併せ２つの包括支援センタ

ーが移転を済ませ、今後も市の公共施設整備に併せて順次移転を進める。 

目標３ 『相談支援機能を拡大すること。』 

  ⇒上記について、既存の地域包括支援センターには平成２３年１０月から、その後に整備

を進めたセンターについてはその開設時から、地域福祉総合相談室を併設し、子どもや障

害者などを含めたすべての地域住民の保健や福祉に関する初期相談等に応じる体制を整

備している。 

Ⅲ 基幹型地域包括支援センターの事業内容 

【目的】委託型地域包括支援センターの機能強化を図ること。 

【位置付け】設置及び管理運営に関する要綱（Ｈ２５．１０．１施行） 

【職員の配置】管理責任者（高齢福祉介護課長） 

        保健市２名、社会福祉士１名、主任介護支援専門員１名、事務員１名 

※いずれも高齢福祉介護課職員の兼務である。 

Ⅳ 基幹型地域包括支援センターの機能 

機能１ 『委託型地域包括支援センターの全体調整と統括支援』 

①地域包括支援センターに対する事業運営方針の提示と事業評価 

・地域包括支援センター事業運営方針及び地域包括支援センターにおける包括的支援事業

の実施方針を策定 

・委託型地域包括支援センターから提出された事業計画書について、ヒアリング及びコン

サルテーションを実施（平成２７年度は１０月から１２月に実施予定） 

・平成２７年度の事業計画の評価を試行的に実施する予定（平成２８年度当初に予定） 

②管理責任者会議の開催（年４～６回） 

・茅ヶ崎市地域包括支援センター管理責任者会会則を策定（Ｈ２５．１０．１施行） 

③専門部会の開催支援（毎月） 

・茅ヶ崎市地域包括支援センター専門部会会則を策定（Ｈ２５．１０．１施行） 

機能２ 『人材育成に関する業務（ケース対応への後方支援を含む）』 

①地域包括支援センター業務に関する研修システムの構築等 

・地域包括ケア充実のため、地域包括支援センターの組織力の向上を目指して、コンサル

ティングや研修を平成２６年度から実施 
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・主にスーパービジョンシステムの構築、地域包括ケアシステム構築に向けた研修 

機能３ 『地域課題の把握及び地域包括ケア推進体制の整備に関する業務』 

①地域ケア会議の開催支援・開催 

・関係機関（民生委員、自治会、地区社協、医師会、歯科医師会、薬剤師会）等に対して、

地域ケア会議の概要や市の方針についての説明 

・地域の課題を解決するための会議は、庁内にも同様の会議が複数存在していたため、そ

れぞれの趣旨・役割を整理し、同時に開催できるものがないかの検討 

・委託型地域包括支援センターの地域ケア会議の開催を支援 

・市レベルの地域ケア会議の開催に向けて準備中 

②地域医療福祉連携懇談会の開催 

・平成２０年度から、地域包括支援センターの職員有志で始めた。 

・医療と介護の顔の見える連携作りを目指し、認知症等について懇談している。 

・病院向けに介護保険勉強会を開催 

（平成２６年度は、２病院と実施、平成２７年度は、１病院と実施） 

③在宅医療介護連携推進事業 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会が、隣町の寒川町と同じであるため、寒川町と共同で取

り組んでいる。 

・医療と介護を併せ持つ方々を地域で支えていくための仕組みづくりと、これを担う医療

介護の関係者の人材育成を目指したものである。 

＜平成２６年度までの取組の総括＞ 

・代表者会議や多職種連携研修会等を通して、在宅医療と介護の連携の大切さについて、

関係者全体の理解が深まっていると感じている。 

・関係者間で在宅医療の課題と今後の方向性について共有できた。 

・認知症や疼痛緩和ケアなど必要な基礎知識を全員で共有することができた。 

・具体的に取り組むため、主な課題について集中して検討する場が必要であると統括した。 

 ＜上記の結果＞             

・平成２７年度は下記の通り３つの部会を設置し、取り組んでいる。 

ア）情報共有部会（具体的な在宅医療と介護の情報の共有の在り方や仕組みを検討） 

イ）医療と介護の連携部会（医療と介護の連携の在り方や仕組みを検討） 

ウ）在宅医療と病院の連携部会（在宅医療と病院の連携の在り方や仕組みを検討） 

④認知症対策初期支援事業の実施（平成２６年度から実施） 

・対象：概ね４０歳以上の認知症初期の方、医療や介護のサービスを受けていない又は中

断がある方やその家族 

・支援の期間：概ね６カ月 

・認知症作業部会で具体的な事業内容等を検討 

・平成２７年１月より訪問、ケースカンファレンス（チーム員会議）を開始 

＜認知症初期集中支援事業の成果＞ 

・認知症サポート医に気楽に事例の相談ができ、事例の対応に役立った。 

・チーム員会議は事例を抱え込まず、多職種で検討できる場になった。 
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・関係者のスキルアップに繋がった。 

・関係者の業務の理解が深まった。 

・包括支援センターの職員同士の理解が深まった。 

＜今後について＞ 

・認知症初期集中支援事業について、当面、期待されるものが大きいが、関係者のスキル

アップ、事業対象の整理等により、将来的には多問題事例中心になるのではないかと考え

る。 

・認知症について高血圧や糖尿病と同じように、早期受診、治療が開始できる仕組み作り

に取り組みたいと考える。 

 

【文京区】 

 （１）文京区議会 白石議長あいさつ 

 （２）内匠生活福祉常任委員会委員長あいさつ 

 （３）文京区からの調査事項の概要説明 

Ⅰ 文京区の状況 

 【出生数】 平成１４年は１，１７７人 → 平成２６年は１，９１７人に増加 

【合計特殊出生率】 平成１４年０．８１ → 平成２６年１．１３に増加 

Ⅱ 文京区版ネウボラ事業の概要 

【目的】  

・妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援を行うこと。 

・より身近な場で妊産婦等を支える仕組みをつくること。 

→妊娠初期から支援をすることにより、虐待予防にも一定の効果があると考える。 

Ⅲ 制度スタートの背景 

  ・文京区では以前から子育て支援に力を入れており、ネウボラに関わる情報が早くから入

手できていた。 

  ・平成２２年に文京区長が、男性職員の育児休暇取得率が低いため、取得促進を目的に、

首長として初めて育休を取ったことも一因。 

・国でもネウボラにかかわる補助事業も動き出していた。 

・国庫補助対象になるにはハードルがいくつかあったが、「宿泊型ショートステイ事業」

を実施できる目処がついたことからスタートに至った。 

Ⅳ 具体的な内容 

  ・ネウボラには広い概念と狭い概念の２つの概念で捉える考え方がある。 

  ・広い概念…子育て支援から母子の保健・健康など広い範囲のものを連携してつなげてい

こうとするもの 

  ・狭い概念…ネウボラ事業のうち、新たに始めたもので、要になる仕組みをつくっていこ

うとするもの 

  →今回は、狭い概念の部分（新たな取組）について下記のとおり説明があった。 

Ⅴ ４つの新たな取組  

（１）母子保健コーディネーター 
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  ・保健サービスセンターの保健師を母子保健コーディネーターとして位置づけ、妊娠期か

ら子育て期にわたる総合的な相談や支援を行う。 

  ・位置付けを明確にすることに併せて、母子保健コーディネーターを広くＰＲしている。 

  ・以前からある育児・妊娠期の相談にのること併せて、地区担当を配置し顔を知ってもら

い、相談できずに悩んでいた人も相談できる場があることを知ってもらう。 

 

（２）産前・産後サポート事業 

①ネウボラ相談 

  ・平成２７年４月から、区内３か所（保健サービスセンター・本郷支所・八千代助産院）

の相談拠点において、保健師や助産師が家庭や地域での孤立感の解消等を図るための相談

支援を行う。このうち八千代助産院は年中無休で相談を行っている。 

②サタデーパパママタイム 

  ・保健師や助産師が土曜日に子育てひろばなど身近な場所で子育て相談支援を行う。また、

パパを含めた交流や子育て経験者等との交流を行い、情報交換や仲間づくりにより孤立感

の解消を図る。 

③両親学級 

・従前から実施していた事業の拡充 １６回／年 ⇒ ２４回／年 

・お父さんを中心に沐浴体験やおむつ換え体験を行う。 

④産後セルフケア教室 

・出産直後の妊婦が対象 バランスボールを使った簡単な運動やコミュニケーション・ス

トレス解消をテーマに実施 

拡充１回／月 ⇒ ２回／月 

⑤育児グループ支援 

・父母のサークル等をつくることを支援 

（３）産後ケア事業  

①宿泊型ショートステイ 

・心身ケアや育児不安等で支援が必要な退院後４ヵ月までの乳児と母親を対象に実施。 

・育児不安が強い人などを対象としている。 

・１組につき６泊 7日以内、自己負担 9,000円/日 

・八千代助産院において実施。 

②母乳相談事業 

・乳房マッサージを含めた相談と、沐浴指導・母乳指導を実施している。 

・乳房マッサージは、生後４か月までの期間で、かつ３回まで受けることができる。 

・八千代助産院において実施。 

（４）母子保健強化事業 

 ①保健師等による妊婦全数面接（H27.11～実施予定） 

 ・すべての妊婦を対象に面接を行い、妊婦の心身の状態や家庭状況を把握するなど、妊娠

期からの一層の支援に結び付ける。 

・母子手帳を取得するときに、保健所に届け出を出した場合は、その場で保健師が面接し
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ていたが、区民サービスコーナー（平日夜間土日も届出可）に届け出を出した方は面接で

きていない。母子手帳の交付とは別に改めて保健所に足を運んでくださいと、一生懸命サ

ポートしますよとメッセージを書いたチラシを配布する。 

②育児パッケージの配布（H27.11～実施予定） 

  ・上記面接に足を運んでいただくため、妊婦面接修了者に育児パッケージ（子育て支援品

詰合せ：１万円相当）を配布する。 

・東京都の補助１００％事業 

Ⅵ 補助について 

今回この事業を取組むにあたって、下記のとおり国と東京都の補助金を使っている。 

【内閣府所管補助】地域子ども子育て相談支援事業の中に「利用者支援事業（母子保健型）」⇒

（１）母子保健コーディネーターがこれに該当する。 

【厚生労働省所管】妊娠・出産包括支援事業  

⇒（２）産前・産後サポート事業や（３）産後ケア事業がこれに該当する。 

【東京都所管】出産・子育て応援事業 

 ⇒（４）母子保健強化事業がこれに該当する。  

 Ⅶ 取組の統括 

・これから妊娠を考える方（学生を含む）に将来、健康に妊娠し健康に子供を産むことを

ＰＲする事業「ぶんきょうハッピーベイビープロジェクト」を昨年度から実施 

・就学前までの子育て支援各種事業を従来からしているが、妊娠期から出産直後の事業は

今まであまりなかった。 

・狭い意味でのネウボラとして取り組んだのは、その妊娠期から出産直後にスポットをあ

てる形としたことが一つの理由 

・妊娠前と妊娠期と子育て期とを連携するための「つなぎ役」にしようとするのがこの『ネ

ウボラ事業』である。 

・このつなぎを母子保健コーディネーターが役割を果たしていこうという考え方である。 

 

８ 視察結果について 

（１）小田原市立病院 

《所感》 

 ・PET-CT（がんを見つけるための陽電子を使った特殊な機械）を平成 17 年度に約 2 億 4 千

万円（サイクトロンなしのハイブリッドタイプ）で購入したとのことであるが、日進月歩

でどんどん旧式となることや、専任医師がいないと使用できないことから導入には慎重さ

が必要である。 

・災害拠点病院の指定を受け、さらに神奈川 DMAT（災害派遣医療チーム）指定病院となって

いるが、本市においても、最大 M9.1 とも予想される南海トラフ大地震にも備え、災害拠

点としての位置付けや救急救命医療について考える必要がある。 

・小田原市立病院の一般会計繰入金は、人口一人あたり約 6,500円に対して、たつの市民病

院は、約 8,000円～9,000円であることから早期の削減が必要である。 

・医師の確保について、都心に近い小田原市においても自前で医師を養成できるわけではな
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く、医師の確保には苦労している。また、都心と地方で、医師の給与に大きな格差がある

と考えていたが、本市が改正した給与と変わらないことから、本市民病院の医師の確保に

ついて、今後に期待したい。また、大学病院との連携が重要と思われるので、近隣の神戸

大学・兵庫医科大学・岡山大学・川崎医科大学などと調整するべきだと考える。 

・総勢 92 名の医師については常勤であるが、職務専念義務免除の手続きを取り、他院での

診療をすることもあるとのことであったが、全国的に医師が少ない中で医師を確保し、地

域医療を支える必要があるため、このような特例措置が必要であろうと考える。 

・経営改善策として、平成 26・27年度の 2か年で KCCS（マネジメントコンサルティング㈱）

の『アメーバ経営』の取り組みを始めており、病院原価管理手法により収入支出を見える

化し、収支を明確にすることで昨年度との比較をしやすくし、PDCAサイクルに基づき月毎

に改善を繰り返す取組を行っているが、本市民病院でも採用を検討してはどうかと考える。 

・経営改善策で効果があったことの一つに、院内にある 4ヶ所の自動販売機を「行政財産目

的外使用」から「行政財産の貸付」という形に変えて、飲料機器メーカーからの入札とし

たところ、1 千 3 百万円の収益が上がるようになったとのことから、本市民病院の状況を

確認し検討してはどうかと考える。 

・団魂世代の方が 75 歳を迎える 10 年後の 2025 年には、慢性疾患や複数の疾患を抱えなが

ら地域で暮らす人が急速に増加すると言われ、国では医療体制のあり方を病院完結型から

地域完結型へと医療機能の分化を明確にし「治す医療」から「治し、支える医療」へと向か

っている。病院から在宅へと切れ目のない医療を提供するには、近隣の医療施設・医院・ク

リニック・介護施設など地域連携が重要で、持続可能な医療提供体制を築くため、患者の重

症度や緊急性に応じて、医療機関がそれぞれの役割や機能を分担しながら診療にあたる仕

組みづくりが必要である。 

 

（２）茅ヶ崎市 

《所感》 

 ・地域包括支援センターを 12 ヶ所で民間委託しているが、計画推進委員会で地域格差がな

いように、委託型の予防支援プランに対して、同じ系列ばかりに出していないかなど確認

し、公平性を保っているとのことについて、公平性を保つために、委託型を市の直営にする

ことも方法としてあるが、人材の確保や官民の割振り内容を充分に検討する必要があると

感じた。（センターは、民間物件から公共施設へ順次移転している） 

・高齢者は眼科・整形・耳鼻科に通いながら認知症の治療をすることが必要であるが、認知

症治療ができるのは、神経内科・心療内科・精神科に限られるため、結びつかないのが実

態であり、認知症初期集中支援として、今後は各病院も様々な先生方と連携した仕組みづ

くりが必要であると考える。 

・認知症施策である「認知症の知識や対応の普及啓発」及び「認知症の早期発見と早期支援」

においては、専門の方だけではなく一般の方の力も必要なので、普段からの備えが大事で

あり、併せて予防的な活動にも取り組む必要がある。 

 

（３）文京区 
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《所感》 

 ・相談員やコーディネーターの育成について、従来から保健師向けの専門研修や東京都が主

催の妊娠出産を取り扱った研修に積極的に参加しているとのことであり、日々変化する情

報を収集・共有し、連携することが大切であると感じた。 

 ・双子・三つ子向け事業の「双子の会」、未熟児を対象とした「カンガルーの会」、発達障害

の不安がある親が集まって情報交換をする会などの取り組みに対して、育児グループ支援

をしていることについて、本市でも双子を持つ親に対する取組を行っているが、より一層

の充実した取組を行う必要があると感じた。 

 ・ネウボラ相談を年中無休で実施したり、保健サービスセンターへのメール相談の 24 時間

受付などを実施していることについて、年中無休や 24 時間受付などのサポートはなかな

か難しいと考えるが、本市においても妊娠・出産・子育てに係わる父母の不安・負担緩和

を実現させるためには、検討する必要があると考える。 

 ・母子保健強化事業で、すべての妊婦を対象に面接を行い、妊婦の心身状態や家庭状況を把

握するなど、妊娠期からの支援を行っていることや、この面接に足を運んでもらうために、

育児パッケージ（子育て支援品詰合せ）を妊婦面接修了者に配布していることについては、

夫婦が安心して子供を産み、育てる環境づくりとして、人口減少対策を最重要課題とする

本市においても検討していきたいと考える。 

・ハッピーベイビープロジェクトにより、PR冊子を教育委員会を通じて中学生に配布してい

ることや、10 代後半から 40 代くらいにかけて、妊娠だけでなくライフプラン的なセミナ

ーも開いていることについては、出産への危機意識の薄い方や、高齢出産を考える方への

助言など手助けになると考えられ、本市においてもこうした取組を検討する必要があると

感じた。 

・文京区では保健衛生部門と子育て支援部門が連携を図っている組織が既に存在していたた

め、一部参加し合う形で連携している。妊娠前・妊娠期・出産・産後・育児と、父母子に

とって一番重要な時期を切れ目なく包括支援することがネウボラ事業であり、本市におい

てはより慎重に他の自治体事例も参考にしながら、さらなる研究を続け、理想形として子

育て世代包括支援センターが設置できるよう検討をしていく必要があると感じた。 

 


