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第１章 調査研究事業の概要 

１．調査研究事業の背景・目的 

１）調査研究事業の背景 

子育て世代が安心して妊娠・出産、子育てができるような支援の環境を整備することが求めら

れている。しかし、現実には何らかの悩みを抱え、必要な支援が届いていないケースもある。 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局では、平成 27 年度から、妊娠期から子育て期にわたるまでの

支援について子育て世代包括支援センター（以下、センターとする。）を立ち上げ、切れ目のない

支援を実施している。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）や「少

子化社会対策大綱」（平成 27 年 3 月 20 日閣議決定）では、おおむね 2020 年度末までに地域の実

情等を踏まえながら子育て世代包括支援センターの全国展開を目指すこととし、あわせて、「子育

て世代包括支援センター」の支援対象者の評価や支援内容等に係るガイドラインを策定し、要支

援者の判定基準や支援プランの標準化を図ることとしている。 

 

 

２）調査研究事業の目的 

上記背景を踏まえ、本調査研究事業は、既存の取組事例の調査や有識者等からなる委員会での

議論を通じて、子育て世代包括支援センターの機能や役割、取組の方向性を示す業務ガイドライ

ン案を作成することを目的として実施した。あわせて、研修プログラム案、先進事例の事例集の

検討に資する資料の収集・整理を通じて、子育て世代包括支援センターの全国展開に向けた基礎

資料を得ることを目的として実施した。 
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２．事業実施内容 

１）子育て世代包括支援センターにおける業務ガイドライン案の検討 

センターを設置している市区町村における取組等を踏まえ、妊娠期から子育て期にわたる切れ

目のない支援を提供するために必要な業務の標準的な考え方や流れを整理した。 

なお、ガイドライン案の検討にあたり、以下の各調査とは別に、埼玉県和光市へヒアリング（現

地視察）を行い、検討の参考とした。 

 

２）都道府県からの推薦事例に対する調査 

ガイドライン案の検討にあたり、センターを実施している市区町村のうち、特色のある取組を

行っているとして都道府県（45 都道府県）から推薦のあった市区町村を対象として、センターに

おける取組状況についてアンケート調査を実施した。 

 

【概要】 

 調査対象：都道府県より特色のある取組を行っていると推薦のあった市区町村 51 か所 

 調査時期：2016 年 12 月 

 調査方法：電子調査票（メール） 

 調査内容：妊産婦等の継続的な状況の把握、妊産婦等への情報提供・助言、支援プランの策定、保健・

医療・福祉・教育の関係機関との連絡調整、子育て世代包括支援センターの事業評価（PDCA

サイクル）に係る具体的な取組内容、センターの特色・ＰＲ事項 

 

【集計対象】 41 か所 （回収率 80.4%） 

 

３）子育て世代包括支援センター未設置自治体における課題分析 

現在センターを実施できていない市区町村に対してアンケート調査を実施し、市区町村の状況

やセンター設置にあたっての課題を把握し、センターの全国展開及びセンター業務の円滑な運営

に向けた対策の検討に必要な基礎資料を収集、整理した。 

 

【概要】 

 調査対象：子育て世代包括支援センター未設置の市区町村 1445 か所（2016 年 4 月 1 日時点） 

 調査時期：2017 年 1 月 

 調査方法：web 調査 

 調査内容：母子保健・子育て支援サービスの実施状況、子育て世代包括支援センターの設置予定、設

置にあたっての課題、国・都道府県等への要望 

 

【集計対象】 849 件（回収率 58.8%） 
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４）研修プログラムに関する調査 

現在センターの担当者を対象とした研修プログラムを実施している都道府県を対象にアンケー

ト調査を行い、研修プログラムの検討に必要な基礎資料を収集し、研修プログラムの方向性につ

いて整理した。 

 

【概要】 

 調査対象：子育て世代包括支援センターの担当者を対象に研修等を実施している都道府県 20 か所 
       ※平成 27 年度交付決定のうち事業計画書内に「研修」の記載のあった都道府県 18 か所：北海道、青

森県、岩手県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、山梨県、滋賀県、大阪府、

兵庫県、鳥取県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県 

※「研修」と明記されていないが研修に類する取組の記載があった 2 か所：徳島県（見学実習）、高

知県（コーディネーター養成講座） 

 調査時期：2016 年 12 月～2017 年 1 月 

 調査方法：電子調査票（メール） 

 調査内容：研修プログラムの内容（目的、対象、実施時期・期間・回数、開催場所、経費、受講者

数、所要時間、講師等）、研修の成果や課題、今後の展望 

【回収状況】 18 か所（回収率 100%） うち、2 件未実施との回答あり（広島県、佐賀県） 

 

 

５）平成 28年度子育て世代包括支援センター事例集（案）の作成 

子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、市区町村における取組を一層推進することを

目的として作成する事例集（案）について、作成対象とする市区町村（20 か所）を選定し、事例

集（案）を作成した。 
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３．委員会の設置 

１）委員会の組織 

調査の設計・実施・とりまとめに当たり、有識者等からなる委員会を設置するとともに、関係

団体らによるアドバイザーを設置し、指導・助言を得ることを目的として委員会を設置した。 

委員会には各関係団体からなるアドバイザーにも出席いただき、助言を得た。 

 

【委員会委員名簿】 

図表 1 委員会 委員名簿 

 

氏 名 所 属 

大場 エミ 
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 

愛育推進部長総合母子保健センター研修部長 

奥山 千鶴子 NPO法人子育てひろば 全国連絡協議会 理事長 

小暮 知子 東京都江東区城東南部保健相談所 保健指導係長 

佐藤 拓代 
大阪府立母子保健総合医療センター 

母子保健情報センター長 

佐藤 晴子 神奈川県横須賀市子ども健康課 すこやか親子係長 

◯ 髙橋 睦子  吉備国際大学保健医療福祉学部 教授 

長坂 千恵子 山梨県甲斐市子育て健康部 健康増進課長 

馬場 早苗 
滋賀県近江八幡市福祉子ども部健康推進課 

（市民保健センター）母子保健グループ 

福島 富士子 東邦大学看護学部家族・生殖看護学研究室 教授 

 （◯：座長 50 音順・敬称略） 

 

  



5 

 

【アドバイザー名簿】 

図表 2 アドバイザー名簿 

 

氏 名 所 属 

愛沢 隆一 公益社団法人日本社会福祉士会 副会長 

赤枝 いつみ 公益社団法人日本栄養士会 常任理事 

伊藤 隆一 公益社団法人日本小児科医会 業務執行理事 

上田 和美 公益社団法人日本歯科衛生士会 副会長 

相良 洋子 公益社団法人日本産婦人科医会 常務理事 

島田 真理恵 公益社団法人日本助産師会 副会長 

髙野 直久 公益社団法人日本歯科医師会 常務理事 

中板 育美 公益社団法人日本看護協会 常任理事 

温泉川 梅代 公益社団法人日本医師会 常任理事 

（50 音順・敬称略） 
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２）委員会の開催実績 

委員会は計５回開催し、本調査研究事業における調査の設計及び各種検討について指導・助言

をいただいた。 

各回における検討事項等の概要は下表のとおりである。 

 

図表 3 委員会 開催実績 

 

委員会 開催日時 議題 

第１回 
2016年 10月 24日 

15時～17時 

○ 事業概要について 

○ ガイドラインの骨子と論点について 

○ アンケート調査について 

第２回 
2016年 12月８日 

10時～12時 

○ ガイドラインの骨子と論点について 

○ アンケート調査について 

第３回 
2017年１月 19日 

10時～12時 

○ アンケート調査の結果について 

○ ガイドラインの骨子について 

第４回 
2017年２月 24日 

10時～12時 

○ アンケート調査の結果について 

○ ガイドラインの骨子について 

○ 事例集の作成について 

第５回 
2017年３月９日 

10時～12時 

○ ガイドラインの骨子について 

○ 研修プログラムについて 

 

なお、上記委員会とは別途、打ち合せ会として、有識者らによる会議を２回開催し、ガイドラ

イン案のより詳細な事項について検討を行った。 

 

図表 4 打ち合せ会 開催実績 

 

委員会 開催日時 議題 

第１回 
2016年 11月 24日 

10時～12時 

○ 子育て世代包括支援センターについて 

○ アンケート調査について 

第２回 
2017年２月９日 

10時～12時 

○ 都道府県からの推薦事例に対する調査結果 

○ ガイドラインの骨子について 

 

  



7 

第２章 業務ガイドライン案の検討 

１．ガイドライン案の検討 

委員会において、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するためにセンターと

して必要な業務の標準的な考え方や流れを整理し、業務ガイドライン案（以下、ガイドライン案

という。）を検討した。 

「都道府県からの推薦事例に対する調査」（第３章）や「子育て世代包括支援センター未設置自

治体における課題分析」（第４章）の結果も踏まえて、５回の委員会の中で議論を行った。 

 

２．ガイドライン案の検討方針 

１）ガイドラインの位置づけ 

センターは、地域の実情を踏まえて柔軟に運用されるものであり、その設置形態も地域によっ

て様々である1。そのため、本ガイドライン案はそれぞれの地域の強みを活かしたセンターの運営

を目指すものであり、実際のセンターの運営はガイドライン案の記載にとらわれるものではない。 

なお、ガイドライン案は試案として作成されたものであり、今後、さらなる事例の蓄積や取組

の検証、関係者の意見等を踏まえ、見直しを重ねていくこととした。 

 

２）ガイドラインにおいて取り扱う業務の範囲 

センターには、以下の４つの業務を行うことが求められており、地域の実情に応じて母子保健

事業や子育て支援事業を行うことや、地域において不足している母子保健事業や子育て支援事業

を実施するための体制作りを行うことができるとされている2。 

センターの実施体制や、センターとして母子保健事業、子育て支援事業の各種サービスをどこ

まで直接担うかは各市町村において様々であることから、ガイドライン案では特に、センターの

必須業務とされている以下の４つに着目して、基本的な考え方や取組内容等について整理するこ

ととした。 

 

①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

②妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・ 

保健指導を行うこと 

③支援プランを策定すること 

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

※「子育て世代包括支援センターの実施状況について（依頼）」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化総合対策室・

母子保健課事務連絡 2016 年 6 月 20 日） 

                                                   
1 「「「子育て世代包括支援センター」と利用者支援事業等の関係等について」の整理資料の送付について」（厚生労働省

雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室・母子保健課事務連絡 平成 27 年 9 月 30 日） 

2 「子育て世代包括支援センターの実施状況について（依頼）」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化総合対策

室・母子保健課事務連絡 2016 年 6 月 20 日） 
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３）ガイドラインの構成 

センターの全国展開が目指される中、関係者の理解や協力を得るためにも、センターが必要と

されている背景や、既に各市町村において取り組まれていることとの関係について明確にする必

要がある。そのため、ガイドライン案では、「子育て世代包括支援センターの役割」の中で、現状

と課題、センター設置後の目指す姿について整理した。 

また、センターの円滑な運営、効果的な支援の提供のためには、前述の業務そのものだけでな

く、関係機関との連携や住民へのセンターの周知など、環境整備も非常に重要である。そこで、

ガイドライン案では、「業務実施のための環境整備」についても取り上げることとした。 

個別の業務については、基本的な考え方を整理するとともに、先進事例等をもとに、具体的な

取組例も記載した。 

また、センター業務の中でも重要と考えられる支援台帳、個人記録、利用計画（セルフプラン）、

支援計画、関係者との連絡様式については、「都道府県からの推薦事例に対する調査」で提供され

た各種様式を踏まえて参考となる様式例を作成、掲載した。 

詳細は別添資料１参照。 

 

図表 5 子育て世代包括支援センターの業務ガイドライン案の構成 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

第１ はじめに 

第２ 子育て世代包括支援センターの役割 

第３ 業務実施のための環境整備 

第４ 各業務の基本的考え方と具体的内容 

第５ 事業評価の視点 

第６ 参考資料（様式例） 
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３．ガイドライン検討の主な論点 

１）子育て世代包括支援センターと従来の取組との違いについて 

これまでにも各市町村はセンターの設置の有無に関わらず、関係機関との連携のもと、母子保

健・子育て支援の両面から妊産婦や乳幼児等に支援を提供してきたが、必ずしも十分な連携や、

支援のための情報共有ができていない等の指摘があった。 

「都道府県からの推薦事例に対する調査」においても、既にセンターを設置している市町村で

も、妊産婦や乳幼児等の継続的な状況の把握のために、様々な機会を捉えて活用しているものの、

例えば医療機関における妊婦健康診査や、病院・診療所との情報共有等、一部の情報源ついては

必ずしも十分に活用できていない現状が伺えた。 

加えて、センター未設置自治体を対象とした調査では、未設置の理由として約３割の市町村が

「対応の難しい事業がある」ことを挙げており、その内訳では、４割弱が「保健医療又は福祉機

関との連絡調整」が難しいと回答していた。 

こうした状況を踏まえ、委員会では、現場の混乱を避けるためにも、既に各市町村において取

り組まれていることとセンターのあるべき姿との違いや、センターが必要とされている背景につ

いて明確にする必要があるとの指摘があった。 

そこで、ガイドライン案では、現状とセンター設置後の望ましい姿として、以下のように整理

した。 

 

図表 6 現状と子育て世代包括支援センター設置後の望ましい姿 

現状の課題 子育て世代包括支援センター設置後 

・妊産婦等の支援には、医療機関（産科、

小児科、歯科等）、こども園・幼稚園・保

育所、地域子育て支援拠点事業所、市町

村保健センター、保健所などの多くの機

関が関わっている。このため、妊産婦等

が、自らが必要とする支援を選択するこ

とが難しい。 

⇒全ての支援を１つの機関に集約して提供す

ることは困難であるが、センターが妊産婦等

に助言したり、関係機関を連絡調整したりす

ることにより、妊産婦等が切れ目なく必要な

支援を受けられるようにする。 

・各機関は、それぞれが行う支援に関する

情報しか把握できていない（例 産科医

療機関では妊婦健診結果のみ 等）。この

ため、妊産婦等の状況を継続的に把握で

きている機関がない。 

⇒センターにおいて、直接、妊産婦等の面談を

行うほか、各関係機関が把握している情報

（14 回分の妊婦健診結果を含む。）を集約

し、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握す

る。 

・各機関が個別対応により支援を行ってい

るため、担当外の支援ニーズが把握され

た場合に、適切な対応ができていない。 

 

 

⇒各関係機関には、担当外の支援ニーズも含め

て妊産婦や乳幼児等の状況を包括的に把握

するよう要請する。担当外支援ニーズが把握

された場合には、センターを通じて他機関の

必要な支援につなげることが可能となる。 
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現状の課題 子育て世代包括支援センター設置後 

・各機関の間で、相互に顔の見える関係が

構築できていないため、十分な連携が図

れない。 

 

 

 

⇒センターによる関係機関の連絡調整の結果、

各機関の間で、相互に顔の見える関係が構築

される。各機関の支援内容を相互に理解する

ことにより、センターを経由しなくても、各

機関の有機的な連携が可能となる。 

 

 

 

２）子育て世代包括支援センターにおける支援対象と支援内容について 

委員会では、センターの支援対象者像として、次のような意見が挙げられた。 

○ 原則３歳頃までが想定されているが、学童期以降、学校保健との連携も重要である。18

歳くらいまで対象とすることを謳ってよいのではないか。ただし、現状では、現実的に

は対応が難しいので、その中でも特に３歳ごろまでに重点を置くとしてはどうか。 

○ 支援対象は母親や子どもに限定するものではなく、父親や家庭全体も含まれることを明

記すべきではないか。 

○ 既に設置されているセンターの中には、特定妊婦や要支援児童、要保護児童等への対応

が中心となっているが、そうしたケースは要保護児童対策地域協議会や地区担当保健師

等、適切な関係機関・関係者につなぎ、センターは問題の予防や早期発見を行うなど、

関係機関との役割分担や予防的な関わりを担うべきことについて強調すべきではないか。 

○ そのためにも、ポピュレーションアプローチの観点で、すべての妊産婦や乳幼児等に対

して、継続的な状況把握やニーズ把握に基づく支援を行うべきことについて記載が必要

ではないか。 

○ 一度リスクが低いと判断された場合でも、その後の経過によってはリスクの程度は変動

する。そのことを明記し、状況の継続的な把握の重要性を強調すべきではないか。 

○ 「間口を広く、敷居を低く」ということが、妊産婦や保護者等にとって重要な視点であ

り、センターの基本理念である。 

 

上記を踏まえ、ガイドライン案では、センターの対象者と支援について、次のように整理した。 
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図表 7 子育て世代包括支援センターの支援対象者と支援 

子育て世代包括支

援センターの支援

対象者 

 原則全ての妊産婦（産婦：産後１年以内）、乳幼児（就学前児

童）とその親・保護者を対象とすることを基本としつつ、地域

の実情に応じて柔軟に運用する。 

 その中で妊娠期から子育て期、特に３歳までの子育て期につい

て重点を置く。 

 また、子どもの保護者は多様であり、ひとり親、若年親、事実

婚、里親も含まれることに留意する必要がある。障害の有無、

心身の健康状態、世帯の経済状況、異文化の背景等の事情のた

めに支援が必要になる場合もあるため、関連部署・関係機関と

の連携の下、柔軟な運用が期待される。 

 さらに、学童期以降の児童やその保護者から相談があった場合

には、就学前の支援との連続性も考慮しながら、学校保健や思

春期保健等との連携も含め、適切な担当者・関係機関につなぐ

等の対応を行う。 

子育て世代包括支

援センターにおけ

る支援 

 センターは妊娠・出産・子育てに関するリスクの有無に関わら

ず、予防的な視点を中心とし、全ての妊産婦や乳幼児等を対象

とするポピュレーションアプローチを基本とする。一方で、特

により専門的な支援を必要とする対象者については、地区担当

保健師や児童相談所との連携によって対応する。 

 なお、ある時点では特に支援を必要としない妊産婦や保護者

も、時には不安を抱え、地域から孤立することがある。センタ

ーは支援ニーズが顕在化していない者について十分な関心を

継続的に向ける必要がある。 
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図表 8 妊娠・出産・子育てにおけるリスクからみた 

子育て世代包括支援センターが支援する対象者の範囲 
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さらに、センター業務として位置づけられている「支援プランを策定すること」に関して、委

員会において、次のような意見が挙げられた。 

○ 支援プランは当事者のものである、という認識を記載することが大切である。支援プラ

ンの策定については、妊産婦や保護者等とセンターがともに相談して作成し、利用者が

自分のプランであることを自覚できるものにすることが大切である。 

○ 既存のセンターで支援プランと言われているものは、自治体の事業スケジュールを表示

しただけのものもあるが、それは情報提供であってプランではない。センターが作成す

るべきプランはバースプランに近いものであり、個別の状況を加味したプランにしてい

くべきである。 

○ 「セルフケア能力を高める」「親になる力を育てる」という観点が重要である。 

○ 全ての人に支援プランが必要なわけではないが、サービス等の利用計画はすべての人が

持てるとよい。情報提供があれば自身で利用計画が立てられる人もいれば、サービスの

選定・利用にあたって助言を必要とする人もいる。さらに手厚い支援や関係機関の調整

等が必要な場合に支援プランを策定することになるのではないか。 

 

「都道府県からの推薦事例に対する調査」においても、既にセンターを設置している市区町村

でも「支援プランの内容を支援対象の妊産婦等と一緒に考えて策定している」や「支援プランの

内容を妊産婦等と書面で共有している」といった取組については、実施割合が３割に満たなかっ

た。 

また、各市町村において「支援プラン」とするものが、事業スケジュールの情報提供であった

り、特定妊婦等を対象とした支援計画であるなど、内容が様々であることも「都道府県からの推

薦事例に対する調査」から明らかとなった。 

そこで、ガイドライン案では、対象者の支援段階に応じて、「個別の状況に応じた情報提供」「サ

ービスの利用計画（セルフプラン）の作成支援」「支援プランの策定」という３段階に整理して、

支援プランは単なる情報提供ではないこと、対象者とともに作成すること等を記載することとし

た。 
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図表 9 段階的な支援と利用計画（セルフプラン）・支援プランの関係 

 

 

なお、ガイドライン案では、支援プランの策定対象とする基準を一律に定めることが困難であ

るため、支援プランの策定を必要とする対象者像を「関係機関の密接な連携の下で、より手厚い

支援や継続的な支援、関係者の調整等が必要と判断される妊産婦や乳幼児、保護者や家庭等」と

した。 

また、アセスメントの過程で、市区町村子ども家庭総合支援拠点3や要保護児童対策地域協議会

の対象になり得るとセンターで判断した場合には、担当の関係者・関係機関につないで支援方針

を検討することも明記した。 

 

 

  

                                                   
3 児童福祉法第 10 条の 2 の規程に基づき各市区町村に設置されるものであり、管内に所在する全ての子どもとその家

庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な支援に係る業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支援

業務の強化を図る。特定妊婦等を対象とした相談支援等を行う役割も担うため、子育て世代包括支援センターが行う母子

保健施策及び子育て支援施策との連携、調整を図るものとされており、より効果的な支援につなげるために、同一の主担

当機関が、子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭総合支援拠点の 2 つの機能を担い、一体的に支援を実施す

ることが求められる。 
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第３章 都道府県からの推薦事例に対する調査 

１．基本情報 

１）年間妊娠届出数・年間出生数 

年間届出数は平均 1742.4 人（最小値 115 人～最大値 12724 人）、年間出生数は平均 1692.8 人（最

小値 106 人～最大値 12140 人）であった。 

 

２）職員数 

職員数は平均 18.3 人（最小値 1.0 人～最大値 62.0 人）であった。 

保健師の配置人数が多いが、その他の職種については、保健師よりも相対的に人数が少なく、

保健師に比べて非常勤職員の割合が多い傾向がある。 

 

図表 10 平均職員数 

 
正規 非正規 合計 

保健師 12.1 1.6 13.6 

利用者支援専門員 0.3 1.0 1.4 

助産師 0.3 0.6 0.9 

地域子育て支援拠点専門職員 0.5 0.6 1.1 

看護師 0.2 0.6 0.7 

その他の補助職員等 0.3 0.3 0.6 

ソーシャルワーカー 0.1 0.0 0.1 

合計 13.7 4.6 18.3 

 

職員 1 人当たり妊娠届出数は平均 94.4 人（最小値 7.3 人～最大値 670.5 人）であった。 

 

図表 11 職員 1人当たり妊娠届出数 

 

 

  

回答数 割合

10人未満 1 2.4%

10人以上20人未満 5 12.2%

20人以上40人未満 7 17.1%

40人以上60人未満 3 7.3%

60人以上100人未満 3 7.3%

100人以上150人未満 4 9.8%

150人以上200人未満 4 9.8%

200人以上300人未満 3 7.3%

300人以上 6 14.6%

無回答 5 12.2%

合計 41 100.0%
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３）支援対象としている子ども 

就学児も対象としている市区町村は 9 件（22.0%）あり、いずれも 18 歳ごろまでを対象として

いた。 

 

図表 12 支援対象としている子ども（複数回答） 

 

 

 

２．妊産婦や乳幼児等の継続的な状況の把握  

１）アセスメント項目やアセスメントシートの有無 

妊産婦や乳幼児等の状況を把握するにあたり、アセスメント項目やアセスメントシートを定め

ている市区町村は 34 件（82.9%）であった。 

アセスメント項目やアセスメントシートを定めている場合の対象者としては、妊婦 33 件

（97.1%）、産婦 14 件（41.2%）、乳幼児 15 件（44.1%）、就学前児童 2 件（5.9%）、その他 1 件（2.9%）

（5 歳児健診）であった。 

 

図表 13 妊産婦や乳幼児等の状況を把握するための 

アセスメント項目・アセスメントシートの有無 

 

＜アセスメント項目・アセスメントシートの有無＞ ＜アセスメント項目等の対象範囲＞ 

（複数回答） 

  
  

82.9%

22.0%

14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

乳幼児（就学前児童）

就学児

無回答
n=41

定めている, 

82.9%

定めていな

い, 17.1%

無回答, 

0.0%

n=41

97.1%

41.2%

44.1%

5.9%

0.0%

0% 50% 100%

妊婦

乳幼児

就学前児童

その他

無回答 n=34
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２）情報収集の内容（項目） 

（１）妊産婦や保護者等について 

妊産婦や保護者等についての情報収集の内容（項目）のうち、「仕事内容」や「世帯の経済状況」

「職場での協力・配慮の有無」、「転出入の状況」といった社会生活面や、「子育て仲間の有無」「母

子保健事業の利用状況」といった内容を情報収集している市区町村は 8 割に満たなかった。 

第 2 子以降の場合、約 8 割の市町村が、上の子の周産期情報や育児の状況について把握してい

た。 

 

図表 14 妊産婦や保護者等についての情報収集の内容（項目）（複数回答） 

 

  

回答数 割合

婚姻状況 40 97.6%

職業 40 97.6%

生年月日（年齢） 40 97.6%

身体的状態 40 97.6%

精神的状態 40 97.6%

悩み・困りごと 40 97.6%

就労状況 39 95.1%

家族構成 39 95.1%

分娩予定日 39 95.1%

既往歴 39 95.1%

妊娠・出産歴 39 95.1%

喫煙の有無 39 95.1%

夫・パートナーの協力の有無 39 95.1%

夫・パートナー以外の協力の有無 39 95.1%

相談相手の有無 39 95.1%

妊娠週数 38 92.7%

飲酒の有無 38 92.7%

出産時の異常の有無 35 85.4%

上の子の育児情報 33 80.5%

仕事内容 32 78.0%

育児の状況・負担感 32 78.0%

上の子の周産期情報 32 78.0%

世帯の経済状況 28 68.3%

転出入の状況 26 63.4%

職場での協力・配慮の有無 23 56.1%

母子保健事業の利用状況 22 53.7%

出産予定機関 21 51.2%

その他生活習慣 16 39.0%

子育て仲間の有無 16 39.0%

その他 5 12.2%

合計 41 100.0%
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＜その他の具体的内容＞ 

 妊娠した時の気持ち・パートナーの気持ち 

 EPDS 

 赤ちゃんをお世話した経験の有無（第 1 子のみ） 

 里帰りの予定 

 出産（健診）病院 

 かかりつけ医療機関 

 妊婦健診・母の 1 か月健診・乳児健診 

（母への問診票）等の情報 

 

 乳房トラブルの有無 

 手帳・手当等の申請状況 

 児童手当等の現況届出状況 

 乳幼児・こども医療費の助成状況 

 母の生活習慣病  等 

 

（２）乳幼児について 

乳幼児についての情報収集の内容（項目）のうち、各項目について情報収集している市区町村

の割合は概ね 8 割以上であったが、「保育所等の利用状況」のみ 8 割未満であった。 

 

図表 15 乳幼児についての情報収集の内容（項目）（複数回答） 

 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 家庭の状況 

 多胎か否か 

 疾患の有無 

 健診受診状況、予防接種受診歴 

 

 手帳・手当等の申請状況 

 子育て支援センターの利用状況 

 情緒面、他機関からの支援要請  等 

 

 

  

回答数 割合

出生年月日（年齢） 37 90.2%

出生機関 36 87.8%

出生時の状況 36 87.8%

発育・発達状況 35 85.4%

保育所等の利用状況 31 75.6%

その他 6 14.6%

合計 41 100.0%
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３）妊産婦等についての情報収集のために活用しているツール類 

妊産婦等についての情報収集のために活用しているツール類としては、「エジンバラ産後うつ質

問票（EPDS）」を活用している市区町村は 30 件（73.2%）、「その他」のツール類を活用している

市区町村は 20 件（48.8%）であった。 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 育児支援チェックリスト（5 件） 

 赤ちゃんへの気持ち質問票（7 件） 

 妊娠届出時/手帳交付時アンケート（7 件） 

 妊産婦連絡票（2 件） 

 情報共有システム（2 件） 

 乳幼児虐待リスクアセスメント指標（1 件） 

 うつの二質問法（1 件） 

 妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル「ハイリスク症例発見のためのチェ

ックリスト」公益社団法人日本産婦人科医会（1 件） 

 「要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進につ

いて」別表１～３（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 平成 28 年 12 月 16 日）（1 件） 
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４）妊産婦や乳幼児等についての情報収集の機会 

（１）活用状況 

「十分に活用している」または「活用している」市区町村が多い機会・情報源として「妊娠の

届出・母子健康手帳の交付時の面談等」「病院・診療所」「要保護児童対策地域協議会」が挙げら

れた。 

その中で、「十分に活用している」割合が相対的に低いものは「病院・診療所」「前回妊娠時の

関わり」「医療機関における妊婦健康診査」であった。 

 

 

図表 16 各情報収集の機会・情報源の活用状況 
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（２）カバー率（妊娠届出数に占める、情報収集が可能な妊産婦や乳幼児等の割合） 

カバー率が高いものは「妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等」「乳幼児健康診査」「乳

児家庭全戸訪問」などが挙げられた。 

カバー率が低いものとして、「母親学級・両親学級」「養育支援訪問事業」「産後ケア事業」「妊

婦訪問（来所含む）」などが挙げられた。 

 

図表 17 各情報収集の機会・情報源のカバー率 
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（３）情報収集の方法等 

「妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等」を活用している 39 件のうち、面談を行ってい

る市町村は 39 件（100%）、アンケートを行っている市町村はは 23 件（59.0%）であった。 

面談を行っている 39 件のうち、面談時間は平均 22.8 分（最小値 10 分～最大値 40 分）であっ

た。 

 

図表 18 妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の平均面談時間（/1人回） 

 

 

（４）妊娠期における特に重要な情報源 

妊娠期において特に重要な情報源として多く挙げられたものは「妊娠の届出・母子健康手帳の

交付時の面談等」「妊婦訪問（来所含む）」「医療機関における妊婦健康診査」「要保護児童対策地

域協議会」「病院・診療所」「前回妊娠時の関わり」等であった。 

 

 

図表 19 妊娠期における特に重要な情報源（複数回答） 

 

  

回答数 割合
～15分未満 4 10.3%
15分以上30分未満 20 51.3%
30分以上45分未満 15 38.5%
合計 39 100.0%

回答数 割合

妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等 39 95.1%

妊婦訪問（来所含む） 35 85.4%

医療機関における妊婦健康診査 33 80.5%

要保護児童対策地域協議会 33 80.5%

病院・診療所 33 80.5%

前回妊娠時の関わり 31 75.6%

母親学級・両親学級 28 68.3%

養育支援訪問事業 19 46.3%

児童相談所 19 46.3%

地域住民・地域組織 16 39.0%

助産所 15 36.6%

女性相談センター 14 34.1%

地域子育て支援拠点事業 9 22.0%

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 8 19.5%

教育委員会 3 7.3%

地域自立支援協議会 3 7.3%

その他 3 7.3%

合計 41 100.0%
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（５）出産前後における特に重要な情報源 

出産前後において特に重要な情報源として多く挙げられたものは「産婦訪問（来所含む）」「病

院・診療所」「新生児訪問指導・未熟児訪問指導」「妊婦訪問（来所含む）」「前回妊娠時の関わり」

「養育支援訪問事業」等であった。 

 

図表 20 出産前後における特に重要な情報源（複数回答） 

 

  

回答数 割合

産婦訪問（来所含む） 36 87.8%

病院・診療所 36 87.8%

新生児訪問指導・未熟児訪問指導 35 85.4%

妊婦訪問（来所含む） 33 80.5%

前回妊娠時の関わり 32 78.0%

養育支援訪問事業 30 73.2%

乳児家庭全戸訪問 28 68.3%

低体重児の届出 27 65.9%

産後ケア事業 25 61.0%

産前・産後サポート事業 22 53.7%

助産所 21 51.2%

医療機関における妊婦健康診査 20 48.8%

母親学級・両親学級 19 46.3%

乳幼児健康診査 18 43.9%

産婦健診 18 43.9%

地域住民・地域組織 18 43.9%

女性相談センター 15 36.6%

地域子育て支援拠点事業 13 31.7%

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 13 31.7%

出生届出時の面談等 9 22.0%

子育て短期支援事業 6 14.6%

病児保育事業 4 9.8%

その他 5 12.2%

合計 41 100.0%
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（６）子育て期における特に重要な情報源 

子育て期において特に重要な情報源として多く挙げられたものは「要保護児童対策地域協議会」

「乳幼児健康診査」「新生児訪問指導・未熟児訪問指導」「保育所等」「養育支援訪問事業」等であ

った。 

 

図表 21 子育て期における特に重要な情報源（複数回答） 

 

  

回答数 割合

要保護児童対策地域協議会 37 90.2%

乳幼児健康診査 37 90.2%

新生児訪問指導・未熟児訪問指導 36 87.8%

保育所等 36 87.8%

養育支援訪問事業 35 85.4%

産婦訪問（来所含む） 34 82.9%

乳児家庭全戸訪問 34 82.9%

予防接種 33 80.5%

児童相談所 32 78.0%

病院・診療所 31 75.6%

前回妊娠時の関わり 30 73.2%

教育委員会 29 70.7%

妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等 27 65.9%

地域住民・地域組織 27 65.9%

地域子育て支援拠点事業 26 63.4%

妊婦訪問（来所含む） 25 61.0%

産後ケア事業 22 53.7%

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 21 51.2%

低体重児の届出 20 48.8%

産前・産後サポート事業 19 46.3%

女性相談センター 18 43.9%

助産所 13 31.7%

子育て短期支援事業 12 29.3%

病児保育事業 12 29.3%

産婦健診 9 22.0%

地域自立支援協議会 7 17.1%

出生届出時の面談等 5 12.2%

その他 5 12.2%

合計 41 100.0%
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５）妊産婦や乳幼児等の「切れ目のない状況の把握」のために工夫していることや困難な

こと 

（１）工夫していること 

 

＜全数面談・電話＞ 

 担当助産師を決めている。また、妊娠届出をした全ての妊婦に対し期間を定め（特定妊婦等ハイリスク者

については期間不定）電話訪問を実施している。 

＜父親からの情報提供＞ 

 父親と接する機会のある、母子健康手帳の交付（父親が母親の代理で受け取る場合等）・両親学級・出生

届出時・訪問時等の機会を捉え、喫煙・子育てについて情報収集を行っている。 

＜関係機関との連携・情報共有＞ 

 子育て支援施設等を巡回し情報収集を図っている。 

 必要に応じて医療機関に出向きケースの検討を行っている。 

 定例及び随時のケースカンファレンスを行っている。 

 発達に障害がある児や家庭環境に問題がある児、集団生活に問題がある児等を早期にフォローしていく目

的で、保育園や幼稚園の依頼のもと、計画的に園訪問を行っている。 

 既存の「主任児童員連絡会」の中で時間をもらい、新規ケースの検討や進行管理を行っている。 

 地域の子育てサロン等に地区担当者として参加した際に、主任児童委員等の地域の支援者から、気になる

母子の参加状況の情報収集をしたり、潜在的な要支援者を把握している。 

 月１回の連絡会等で、在宅助産師やファミリーサポートセンター、子育て支援課等の関係機関と情報交換

を密にして、対応について検討している。 

 地域組織（愛育会、食生活改善推進員）の活動で乳幼児が対象になる事業の際、気になるケース（母親の

関わり方や、孤立しやすい環境の家庭等）に声をかけ組織の活動に誘っている。 

 社会福祉協議会での事業に参加しているケースの日頃の状況の情報を確認している。 

 保育所に通園している幼児の発達の状況と保護者の養育状況を保育士と情報共有しながら、保護者と関わ

りを持っている。 

＜情報の記録・保管＞ 

 母子健康手帳交付時のアンケートから概ね就学前までの、訪問・健診等関わりの様子が分かる個別の管理

カードを作成している。 

 住基システムに母子保健事業記録システムを組み込んでいた。その中に、支援プラン用の情報収集・アセ

スメント・計画作成システムを新設し、手当や保育利用等状況が把握できるようにしている。 

＜その他＞ 

 市営の助産院を開設し、妊娠・出産・産後の支援を行っている。  等 
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（２）困難なこと 

＜関係機関との連携＞ 

 医療機関との情報共有や連絡調整のための様式やシステムはあるが、医療機関によっては利用に差があ

り、十分な連携が取りづらい。 

 分娩時の入院期間が短縮傾向にあり、産後の回復や育児が未熟なまま退院する母への支援が希薄になるこ

とがある。 

 要保護児童対策や発達支援等ハイリスク家庭の支援以外は就学後も子育て家庭は同一にもかかわらず情

報は入手しにくい。就学後の子育て世代も含めた包括支援体制には教育機関が根拠とする制度等との整合

性を図る必要がある。 

＜個人情報の取扱＞ 

 関係機関との連携を図るにあたり、統一した個人情報の取扱がしづらい。 

＜情報の管理・共有＞ 

 現在の情報管理としては、妊娠中から出生時まで一元化しているが、兄弟姉妹や父親の情報など家族で管

理することができない。 

 ケースに対し、それぞれの課が台帳を作成しており、管理しているため、ケースに対する各課の対応がタ

イムリーに把握することが困難な現状にある。 

＜状況の変化の把握・潜在的な支援ニーズの把握＞ 

 母子健康手帳交付から出産までが長いため、母子の環境の変化など、状況の変化の把握が難しい。 

 出産時には里帰りしていることが多く、実際の支援は里帰り先で受けることになり情報がくるのに時間差

ができてしまうため、状況を把握できないまま電話や訪問支援に至ってしまうことがある。 

 妊娠中の支援に関しては、妊婦・家族の教室等の事業利用者は、妊娠・子育てに対して関心が高くハイリ

スクと成り得ない家庭が多い。 

＜職員の経験・スキル＞ 

 職員間に経験年数や異動等により、アセスメント結果や支援方法に差がある。また、個別でありながらも

同一視点としての目標に欠ける。 

＜妊産婦や保護者等との関わり＞ 

 支援者側（保健師、病院スタッフ等）は支援が必要な妊産婦であると感じていても、本人は困り感がなく

受け入れが悪い。  等 
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６）支援台帳の記載項目 

妊産婦の支援台帳の記載項目は「分娩予定日」「要フォローの有無・内容」「面談日・接触日」

が約 8 割と多く、「職業」「家族構成」は 6 割に満たなかった。 

乳幼児の支援代表の記載項目は「年齢」「要フォローの有無・内容」「面談日・接触日」が約 7

割と多く、「出生機関」「出生時の状況」は 5 割に満たなかった。 

 

図表 22 支援台帳の記載項目（複数回答） 

 

 

＜妊産婦に関するその他の具体的内容＞ 

 担当者名 

 生年月日 

 妊娠週数、出生順位、出産歴 

 通院歴 

 喫煙状況、飲酒状況 

 住所、居住地周辺地図、里帰り先の情報 

 妊娠届出内容 

 妊婦健診受診状況、受診結果 

 

 保健事業への参加状況 

 診断を受けた医療機関 

 妊娠時の気持ち 

 妊娠中の困りごと・不安・支援者の有無 

 こんにちは赤ちゃん訪問連絡票内容 

 主任児童委員との情報共有の同意 

 （支援が必要な場合）支援理由 等 

 

  

回答数 割合

婚姻状況 25 61.0%

職業 17 41.5%

家族構成 22 53.7%

分娩予定日 33 80.5%

出産予定機関 25 61.0%

面談日・接触日 32 78.0%

要フォローの有無・内容 33 80.5%

その他 14 34.1%

年齢 30 73.2%

出生機関 19 46.3%

出生時の状況 24 58.5%

面談日・接触日 29 70.7%

要フォローの有無・内容 29 70.7%

その他 13 31.7%

41 100.0%

妊産婦

乳幼児

合計
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３．妊産婦や乳幼児等への情報提供・助言  

１）妊娠・出産・子育てに関する相談体制で特徴的な点 

 

 地区担当制をとっており、2 名体制で担当している。 

 課の体制を業務分担制から地区担当制に変更し、地区には担当の保健師がいる体制となっている。 

 母子保健担当課内に場所を設置している。母子保健業務との一体的な運営を図ることにより、総合的かつ

包括的に相談できる体制を図っている。 

 妊娠出産に関しては助産師が対応し、成長・発達は保健師、虐待・生活に関しては女性・家庭相談員が対

応。状況に応じて複数名で対応する。 

 利用者支援事業の基本型を平成 27 年度に、母子保健型を平成 28 年度に立ち上げ、身近な相談から専門

的な相談まで幅広く応じる事ができている。 

 利用者支援事業（基本型）では、利用者支援に従事する職員を広く集め、「ただ次の支援先につなぐだけ

でなく、各拠点で一定のレベルの説明や相談対応ができる」ことを目標に、基礎研修を平成 27 年度に延

べ 3 回行ったほか、児童福祉及び教育関係の社会資源研修も延べ 3 回実施した。 

 子育て支援に関する各種の情報は、ホームページや子育てガイドブックでも周知している。また、スマー

トフォンの「子育てアプリ」でも情報を発信している。 

 子育て支援総合センターでは、保健センターで開催している「出産準備講座」において、産前・産後等で

利用できる子育て支援サービス事業の説明を実施している。 

 保健センターで実施している 3～4 か月健診に子育て支援総合センターの職員が出向き、参加者に相談窓

口や「いっしょに保育」等の事業ＰＲも行っている。 

 保健センター、子育て支援基幹センターが連携して「子育て世代包括支援センター機能」をもち、乳幼児

期を中心に支援している。さらに要保護児童対策地域協議会の事務局をもつ子ども総合相談センターとも

連携して「子どもなんでも相談窓口」として、妊娠期から１８歳までの子どもと保護者を対象にワンスト

ップで相談できる支援体制になっている。この３センターは同一施設内にあり、どの窓口へ相談しても相

互に連携して対応できる。 

 保健師が校区担当制を実施しているため、妊娠期から子育て期までの一貫した対応を実施している。利用

者支援事業の基本型・特定型を実施している担当課と「妊娠期から子育て期にわたる支援」に関するワー

キングを立ち上げ、子育て期に必要なサービスの検討や各機関との連携、支援者マニュアルを作成するな

ど、どの場所でも一貫した対応ができるよう共通認識を図っている。  等 
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２）複数の施設・場所で対応している場合の情報共有の方法 

 

 月 1 回定期ケースカンファレンスを開催するほか、随時電話・メールで情報共有をしている。 

 専用のシステムで情報共有をしている。 

 複数個所で相談対応しているが、対象者の住所地の管轄別で対応している。対象者が管轄地域を移動した

場合は、支援記録等の情報を移動先の管轄へ引き継いでいる。 

 対象者が複数の関係機関に相談している場合は、ケース検討会を開催し、情報の共有化を図っている。 

 既存の各施設の定例会議を活用するようにしている。 

 情報共有を円滑に行い、連携の目的や支援方針を明確にできるよう、一定の書式を定めている。 等 

 

 

３）把握した情報に基づき必要なサービス等を選定・情報提供・助言する際の対応方針 

把握した情報に基づき必要なサービス等を選定・情報提供・助言する際の対応方針を定めてい

る市区町村は 9 件（22.0%）、特に定めていない市区町村は 31 件（75.6%）であった。 

 

図表 23 サービス等を選定・情報提供・助言する際の対応方針の定めの有無 

 

 

 

＜具体的内容＞ 

 産後の支援がない場合はファミリーサポートセンターや産後家庭支援ヘルパーの情報提供、多胎の場合は

交流サークル、多胎用の育児物品の貸し出しの紹介、育児不安・心配が強い場合は両親学級の勧奨、定期

的な健診受診の勧奨、相談先の紹介等を方針として定めている。 等 

 

  

定めている, 

22.0%

定めていな

い, 75.6%

無回答, 
2.4%

n=41
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４．支援プランの策定 

１）支援プランの策定状況 

妊産婦、乳幼児への支援プランは「必要と思われる対象者について策定」する場合がそれぞれ

33 件（80.5%）、25 件（61.0%）と多かった。 

配偶者・パートナー、その他の家族、家庭全体への支援プランは「策定していない」場合が過

半数を占めていた。 

 

図表 24 支援プランの策定状況 

 

 

２）支援プランを策定するための協議会やケース検討会等 

（１）検討形態・開催頻度・設置形態 

検討形態としては、「子育て世代包括支援センター内担当者で協議・検討」が 29 件（70.7%）、

「その他市区町村内の関係課を交えて協議・検討」が 12 件（29.3%）、「外部関係者を交えて協議・

検討」が 13 件（31.7%）であった。 

 

図表 25 支援プランの検討形態（複数回答） 

 

  

9.8%

2.4%

0.0%

0.0%

2.4%

80.5%

61.0%

19.5%

17.1%

26.8%

7.3%

26.8%

68.3%

70.7%

58.5%

2.4%

9.8%

12.2%

12.2%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊産婦

乳幼児

配偶者・パートナー

その他の家族

家庭全体

原則全員について策定 必要と思われる対象者について策定

策定していない 無回答
n=41

70.7%

29.3%

31.7%

22.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て世代包括支援セン

ター内担当者で協議・検討

その他市区町村内の関係

課を交えて協議・検討

外部関係者を交えて協議・

検討

無回答 n=41
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「子育て世代包括支援センター内担当者で協議・検討」する場合は、定期開催が 9 件（31.0%）、

不定期開催が 21 件（72.4%）、既存の会議体を活用するものが 13 件（44.9%）、新規に会議体を設

置するものが 14 件（48.3%）であった。 

「その他市区町村内の関係課を交えて協議・検討」する場合は、定期開催が 2 件（16.7%）、不

定期開催が 11 件（91.7%）、既存の会議体を活用するものが 8 件（66.7%）、新規に会議体を設置す

るものが 5 件（41.7%）であった。 

「外部関係者を交えて協議・検討」する場合は、定期開催が 8 件（61.5%）、不定期開催が 6 件

（46.2%）、既存の会議体を活用するものが 12 件（92.3%）、新規に会議体を設置するものが 2 件

（16.7%）であった。 

 

  



32 

（２）参加者の所属・職種 

参加者（所属） 

参加者の所属は「庁内関係課」「市町村保健センター」などが多く、「医療機関」「要保護児童対

策地域協議会」「児童相談所」「保健所」「助産所」「保育所」が続いた。 

 

図表 26 支援プラン策定のための協議会やケース検討会等への参加者の所属（複数回答） 

 

 

＜庁内関係課の主な内容＞ 

 母子保健課 

 子育て支援課 

 医療課 

 健康推進課 

 障がい福祉課 

 要保護児童対策地域協議会事務局 

 家庭児童相談室 

 

 生活保護担当課 

 こども・若者サポートセンター 

 子育て総合センター 

 学校教育課 

 教育関係課 

 地域包括支援センター 等 

回答数 割合

庁内関係課 21 51.2%

市町村保健センター 17 41.5%

医療機関 8 19.5%

要保護児童対策地域協議会 8 19.5%

児童相談所 7 17.1%

保健所 6 14.6%

助産所 6 14.6%

保育所 6 14.6%

幼稚園 4 9.8%

地域子育て支援拠点 4 9.8%

女性相談センター 4 9.8%

教育委員会 4 9.8%

小学校 3 7.3%

障害児通所支援事業所 3 7.3%

その他 3 7.3%

乳児院 2 4.9%

児童家庭支援センター 2 4.9%

児童発達障支援センター 2 4.9%

認定こども園 1 2.4%

特別支援学校 1 2.4%

助産施設 1 2.4%

母子生活支援施設 1 2.4%

児童自立支援施設 1 2.4%

障害児入所施設 1 2.4%

地域自立支援協議会 1 2.4%

児童養護施設 0 0.0%

情緒障害児短期治療施設 0 0.0%

その他児童福祉施設 0 0.0%

婦人保護施設 0 0.0%

合計 41 100.0%
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＜その他の主な内容＞ 

 民生委員協議会 

 相談支援所  等 

 

 

 

 

参加者（職種） 

参加者の職種は「保健師」「助産師」が約 5～7 割と多く、「社会福祉士」「医師」「臨床心理士」

が続いた。 

 

図表 27 支援プラン策定のための協議会やケース検討会等への参加者の職種（複数回答） 

 

 

＜その他の主な内容＞ 

 母子保健コーディネーター 

 家庭相談員 

 主任児童委員 

 

 精神保健福祉相談員 

 教育相談員 

 作業療法士  等 

 

 

  

回答数 割合

7 17.1%

産科 5 12.2%

小児科 6 14.6%

精神科 4 9.8%

歯科 1 2.4%

その他診療科 0 0.0%

28 68.3%

5 12.2%

20 48.8%

5 12.2%

9 22.0%

6 14.6%

3 7.3%

7 17.1%

5 12.2%

8 19.5%

41 100.0%

臨床心理士

教諭

その他

合計

看護師

助産師

社会福祉士

保育士

管理栄養士・栄養士

歯科衛生士

医師

保健師
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３）支援プラン策定のために工夫していること 

支援プラン策定のために工夫していることとして、「支援プランの内容を支援対象の妊産婦等と

一緒に考えて策定している」は 11 件（26.8%）、「支援プランの内容を妊産婦等と書面で共有して

いる」は 7 件（17.1%）に留まっており、5 割弱が「特になし」と回答していた。 

 

図表 28 支援プラン策定のために工夫していること（複数回答） 

 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 同意を得られた場合に妊産婦等と書面で共有している。 

 支援プランの内容を妊婦と口頭で共有している。 

 共有し、同意欄も設けるが、妊産婦の状況に応じて表現方法は各機関用と家庭用は異なる場合もある。 

 対象者の意向を反映させるのが基本であるが、サービスの内容やその対象者の状況によっては、難しい場

合もある。 

 支援プランの内容は支援者内のみで共有している。妊産婦へは応援プランとして、要支援者にかぎらず妊

産婦全員に説明・手渡しをしている。 

 出産医療機関と退院前にケース会議を実施している。 等 

 

 

  

26.8%

17.1%

14.6%

46.3%

12.2%

0% 25% 50%

支援プランの内容を支援対象の妊産婦等と一緒に

考えて策定している

支援プランの内容を妊産婦等と書面で共有している

その他

特になし

無回答 n=41
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４）支援プランの見直し・評価の方法 

「定期的に行っている」市区町村が 10 件（24.4%）、「定期的ではないが行っている」市区町村

が 24 件（58.5%）であり、約 8 割が支援プランの見直し・評価を行っていた。 

 

図表 29 支援プランの見直し・評価の実施の有無 

 

 

＜定期的に行っている場合の方法＞ 

 月 1 回のケースカンファレンスにて進行状況の確認、評価、支援方法について検討している。 

 ４か月に１回、母子保健担当責任者数名と共にプランの見直し（訪問支援の間隔、終了の時期等）を行っ

ている。 

 支援プランごとに見直し・評価をする月をシステム上設定し、その時点の情報把握とアセスメントを行い、

フォローの有無、フォロー時期を決める。  等 

＜定期的ではないが行っている場合の方法＞ 

 支援をする中で必要と思われるときに関係者で随時見直し・評価をしている。 

 ケース毎に、モニタリング期間を設定して実施。支援中にアセスメント内容に変化があった場合評価、見

直しを行う。妊婦は出産後の新生児訪問後見直しを行う。 

 月１回以上の状況把握やヘルパー事業所からの情報提供により、サービス量や内容の見直しを行う。 

 主任児童委員連絡会（2 か月ごと）やケースの状況変化時に課題やプランの見直しを実施している。等 

 

  

定期的に

行っている, 

24.4%

定期的では

ないが行っ

ている, 
58.5%

無回答, 

17.1%

n=41
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５．保健・医療・福祉・教育の関係機関との連絡調整 

１）連携先 

妊産婦や乳幼児等について情報収集した内容や相談内容を踏まえ、関係機関との情報共有や支

援を共有する際の主な連携先としては「医療機関」が 90.2%、「庁内関係課」が 87.8%、「保育所」

が 78.0%であった。 

 

図表 30 関係機関との情報共有や支援を共有する際の連携先（複数回答） 

 

 

 

＜庁内関係課の主な内容＞ 

 子育て支援課 

 障害福祉課 

 

 学校教育課 

 生活保護課  等 

＜その他児童福祉施設の主な内容＞  

回答数 割合

医療機関 37 90.2%
庁内関係課 36 87.8%
保育所 32 78.0%
幼稚園 30 73.2%
要保護児童対策地域協議会 29 70.7%
地域子育て支援拠点 25 61.0%
児童相談所 25 61.0%
認定こども園 23 56.1%
保健所 20 48.8%
市町村保健センター 19 46.3%
教育委員会 19 46.3%
小学校 16 39.0%
助産所 14 34.1%
特別支援学校 11 26.8%
児童発達障支援センター 10 24.4%
女性相談センター 9 22.0%
障害児通所支援事業所 8 19.5%
乳児院 6 14.6%
地域自立支援協議会 6 14.6%
その他 6 14.6%
母子生活支援施設 5 12.2%
児童家庭支援センター 5 12.2%
児童養護施設 4 9.8%
助産施設 3 7.3%
その他児童福祉施設 2 4.9%
無回答 2 4.9%
障害児入所施設 1 2.4%
児童自立支援施設 0 0.0%
情緒障害児短期治療施設 0 0.0%
婦人保護施設 0 0.0%
合計 41 100.0%
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 児童館、コミュニティ会館  療育相談の広域コーディネーター  等 

＜その他の主な内容＞ 

 ＮＰＯ法人 

 民生委員 

 家庭児童相談員 

 

 主任児童委員 

 療育センター  等 

 

 

２）連携方法 

電話や文書（連絡票や診療情報提供書等）の他、会議、訪問・面談による情報共有、県が設け

ている専用の情報共有システムの活用等が挙げられた。 

 

＜会議の開催形態の例＞ 

 既存の会議体（要保護児童対策協議会等）を活用するもの 

 連携先ごとに開催するもの 等 

＜会議の種類の例＞ 

 日頃の連携や情報共有のために開催する会議（連絡会議、担当者会議、ネットワーク会議） 

 気になるケースや支援（連携、調整）が必要なケースがあったときに役割分担や支援の内容等を検討する

会議（ケース会議）  等 

 

 

 

３）連携が難しい・連携を強化したい関係機関 

連携が難しい、または連携を強化したい関係機関として 33 件の有効回答があった。 

関係機関の内訳としては「医療機関」が 18 件で最も多かった。 

 

 

＜医療機関＞（有効回答 18 件） 

医療機関 

産科医療機関とは連携システムの構築がされており、連携が比較的スムーズであるが、そ

の他の診療（精神科等）機関とは、対象者の状況や問題点等の情報共有が難しい。かかり

つけ医や既往のないメンタル面での問題に包括的なケアをするため連携の強化ができた

らいいと思う。 

 

県内中核病院では、先天性の疾患を持ち出産するケースがあり、退院時市への連絡が無く、

スムーズな訪問や相談ができないケースがあった。退院時に市への連絡を望まない保護者

であっても、市で暮らしていく中で相談を望む声があり、入院時からかかわりを持ててい

たならば、もっと保護者の不安や悩みに寄り添えていたと思う。また、障害児への施策反

映にもなった。 

 ケースに対する問題意識の温度差がある。地域での支援にあたって、ほしい情報が提供し
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てもらえなかったり、保健師に繋いでもらえない。総合病院でもケースワーカが機能して

いない病院は連携が取りにくい。 

 

児や母に健康上の問題があるケースは総合病院とつながりやすく、「継続看護連絡票」や

電話連絡を通して情報提供を受けたり、相談やフォロー先とつながりやすいが、個人病院

とはそのようなツールでつながれていない。育児支援が必要なケースに対しての地域のフ

ォローと、病院でのバックアップが円滑にできたらいいと考える。 

 医療機関によって、子育て支援等の制度に関する理解が様々である。 

産科・産婦人

科 

地区担当保健師からの電話連絡では、「個人情報の関係で」情報を教えてもらえないこと

がある。アポイントメントをとって出向けば主治医への連絡は可能だが、即時的な連絡が

とれないことがある。 

 情報共有できる情報（内容・量）にばらつきがある。 

 
理解のある一部の産科との連携はできているが、そうではないところとは連携がうまくい

かない。 

 

妊娠期や出産期に関わりの深い医療機関との密な連携が図れれば、地域での支援の際に

は、強化が図れる。また、必ず保護者の同意を医療機関が取ってくれれば、介入しやすい。 

産科等の医療機関から、当センターでの妊娠届出や相談機関の紹介をしていただければ、

母子保健コーディネーターが面接でき、早期から保護者に情報提供することができる。 

 
妊婦健診で定期的に関わる機会を持っている機関なので、状態の変化や必要な情報を共有

したい。 

 

妊産婦の関わり頻度が多く、信頼関係も築きやすいと思われるため連携を図りたいが、市

内２か所の産科しか出産できるところがなく、多忙であり、個人情報の壁と医師の考え方

もあり、うまく連携を図ることができていない。 

小児科 
出生後、多くの乳幼児が、かかりつけ医をもち、健診や予防接種、病気の治療など継続的

に乳幼児やその保護者を支援する重要な機関であるため。 

 

産後うつ病の母は、子どもの身体の異変を訴えて頻回に受診する傾向もあり、また、乳児

健診を医療機関委託しているため、連携を図ることで、母子の情報を共有でき、健診をど

こで受けても同じ判定になるように、医師の質も高めて頂きたい。 

精神科 

心の病気の既往や治療中である妊産婦が増えているような印象があるが、精神科医療機関

との間には、診療情報提供書等で情報提供を受けるシステムがない。また、精神科医療機

関は、妊産婦等の支援に関する情報提供等に関して妊産婦の同意がないと全く受け付けて

いただけないところもある。 

 

継続支援を必要とする妊産婦は、精神疾患治療中、または既往歴がある場合が、比較的多

い。また、産後うつにより、精神的に不安定になる産婦が増えていると思われる。連携を

図ることで、効果的な支援ができると思われるため。 

 
精神疾患を持った妊産婦が増加しているため、連携の必要性を感じるが、現実はなかなか

連携できない。（個人情報だからと言って、連携に消極的である。） 

 
産婦人科と精神科（診療内科含む）との連携がスムーズにいくようなシステムの構築が必

要と思っている。 

市外医療機関 
近隣医療機関については市の施策説明を行い、協力体制を築いているが、里帰り出産など

による遠方の医療機関では、協力が困難な場合がある。情報の連携についての法的根拠は
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あるものの、子育て世代包括支援センターの認識が全国的には低いため、行政が一時的に

窓口とならなければならない。 

 

＜助産所＞（有効回答 1 件） 

助産所 
産後ケアをきっかけに一部の助産所とは連携できている。今後、連携できる助産所を広げ

られれば、産後ケア事業の拡大が見込まれる。 

 

＜地域子育て支援拠点等＞（有効回答 2 件） 

地域子育て支

援拠点 

現在十分な連携が取れていないが、其々のひろばがお互いを紹介し合ったり、講演会やイ

ベント開催等の情報があれば、共有できる体制にしたい 

子育て支援機

関等 

子育て支援機関（民間や NPO 法人など）や民生児童委員との情報共有の難しさ（関係機

関のスタッフは守秘義務が課せられているものの、個人情報保護の観点から支援に必要の

ない情報まで本人の同意なしに提供する必要はないと考える） 

 

＜幼稚園＞（有効回答 2 件） 

私立幼稚園 個人情報の関係で情報共有が難しい 

 公立の保育園とは連携は取れているが、私立幼稚園は連携しにくい。 

 

＜福祉関係機関＞（有効回答 4 件） 

社会福祉協議

会・庁内生活

支援係 

貧困家庭が増えており、連携が今以上に必要になってくると考えられるため 

社会福祉、生

活困窮者等担

当部門 

精神疾患をもつ妊婦、保護者や経済的問題をかかえる家庭もみられており、そういった方

への対応を即座におこなっていくため 

福祉課 子育て期から就学までの支援の継続を強化したいため 

里親支援機関 望まない妊娠であったり、育児に対する不安があるケースについて、支援のひとつとして、

「里親制度」があることをより積極的に啓発していく必要があると感じるから。 

 

＜教育関係＞（有効回答 4 件） 

教育委員会 

庁内の主な支援機関の中で、教育委員会だけが教育長部局となっており、情報の共有が他

機関よりも、困難である。幼稚園や学校との連携を考える場合、教育委員会の理解と連携

は不可欠である。 

 子育て期から就学までの支援の継続を強化したいため。 

小学校 

中学校 

不登校対策会議に出席するようになり、不登校等の児童の情報共有は可能になったが、支

援の方向性など支援方針を一緒に協議することは困難。 

 就学に向けた情報共有が必要な時期に行えていない。 
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６．子育て世代包括支援センター業務の運営に当たっての課題 

子育て世代包括支援センター業務の運営に当たっての課題としては「センターとして実施しな

ければならない事業で対応の難しいものがある」が 20 件（48.8%）で最も多く、次いで「必要な

予算・人員が確保できない」が 11 件（26.8%）、「適切な場所が確保できない（プライバシーに配

慮したスペース等）」が 8 件（19.5%）であった。 

「センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいものがある」場合の内訳として

は、「支援プランを策定すること」が 14 件（34.1%）で最も多く、次いで「保健医療又は福祉の関

係機関との連絡調整を行うこと」が 11 件（26.8%）、「妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること」

が 3 件（7.3%）であった。 

 

図表 31 子育て世代包括支援センター業務の運営に当たっての課題（複数回答） 

 

 

  

回答数 割合

必要な予算・人員が確保できない 11 26.8%

適切な場所が確保できない（プライバシーに配慮したスペース等） 8 19.5%

センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいものがある 20 48.8%

妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 3 7.3%

妊娠・出産・育児等に関する相談に応じ、必要な助言・保健指導を行うこと 2 4.9%

支援プランを策定すること 14 34.1%

保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 11 26.8%

その他 12 29.3%

無回答 4 9.8%

合計 41 100.0%
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７．子育て世代包括支援センターの住民への周知について 

子育て世代包括支援センターの住民への周知方法としては「母子手帳交付時に情報提供してい

る」が 73.2%で最も多く、次いで「ホームページ上で周知している」53.7%、「チラシ・ポスター

を作成・掲示している」と「両親学級等の事業を通じて情報提供している」がそれぞれ 46.3%で

あった。 

 

図表 32 子育て世代包括支援センターの住民への周知方法（複数回答） 

 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 新生児訪問時に情報提供 

 母子保健推進員の訪問を通じて周知 

 産前産後の電話支援（全数）時に情報提供 

 乳児家庭全戸訪問時、出生届出時（戸籍の窓口）

にチラシ配布 

 子育て支援センターでの健康相談時に情報提供 

 民生委員の研修会での講話時に情報提供 

 ツイッターでの周知 

 市の広報誌 

 新聞広告、広報 

 小さな看板を設置 

 

 子育て世代包括支援センター推進会議を開催し、

関係機関に周知、個別ケース支援を通じて情報提

供連携会議で周知 

 予防接種の予診票送付時（生後１～２か月まで）

にチラシを同封している 

 地域子育て支援拠点、地域の児童福祉施設、社会

福祉協議会、パーソナルサポートセンター、県母

子福祉センターを通じて周知 

 中学 3 年生に性教育時にカード配布 

 成人式配布資料に相談先を周知  等 

 

 

 

 

  

回答数 割合

ホームページ上で周知している 22 53.7%

チラシ・ポスターを作成・掲示している 19 46.3%

母子手帳交付時に情報提供している 30 73.2%

地域の医療機関や助産所を通じて情報提供している 18 43.9%

両親学級等の事業を通じて情報提供している 19 46.3%

乳幼児健診の際に周知している 13 31.7%

その他 21 51.2%

無回答 3 7.3%

合計 41 100.0%
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８．子育て世代包括支援センターの事業評価（PDCAサイクル）について 

１）事業評価の実施状況 

「事業評価を行っていない」が 25 件（61.0%）と多く、「事業評価を行っている」は 14 件（34.1%）

であった。 

 

図表 33 事業評価の実施状況 

 

 

２）利用者の声・希望や満足度の調査・把握の有無 

利用者の声・希望や満足度の調査・把握を「行っている」市区町村は 6 件（14.6%）に留まり、

約 8 割が行っていなかった。 

 

図表 34 利用者の声・希望や満足度の調査・把握の有無 

 

事業評価を

行っている, 

34.1%

事業評価は

行っていな

い, 61.0%

無回答, 

4.9%

n=41

行っている, 

14.6%

行っていな

い, 80.5%

無回答, 

4.9%

n=41
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＜利用者の満足度調査等の方法＞ 

 母子健康手帳の交付、乳児家庭全戸訪問事業、乳幼児健診、センター利用にアンケート調査票を配布して

いる。アンケート結果は関係者に回覧し、必要に応じて会議を開催する。 

 家庭訪問や面談時に利用者の声や希望をヒアリングし、記録している。結果は、必要に応じて関係者会議

で共有する。 

 特定の月に、１歳６か月児健診、３歳児健診の対象世帯にアンケート調査票を配布し、健診日に回収して

いる。また、年１回、住民基本台帳から就学前児童を一定数無作為抽出し、事業の認知度や利用状況、利

用意向について調査するニーズ調査を実施している。調査結果は、子ども子育て支援計画の策定委員会等

で情報共有している。 

 産後ケア事業、産前・産後サポート事業の際、アンケート調査を実施し、利用者の意見を尋ねている。 
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第４章 子育て世代包括支援センター未設置市区町村

における課題分析 

１．実施している母子保健・子育て支援サービス 

各事業の実施割合をみると、「乳児家庭全戸訪問事業」は 97.5%とほぼすべての市区町村が実施

しており、「一時預かり事業」「地域子育て支援拠点事業」も 80%を超えていた。 

一方、「子育て短期支援事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」の実施

割合は 40～60%程度であった。 

さらに、「産前・産後サポート事業」「産後ケア事業」はそれぞれ 15.0%、12.0%と、実施してい

ない市区町村が大半であった。 

 

図表 35 実施している母子保健・子育て支援サービス（複数回答） 

 

 

  

実数（件）
127
102
828
621
353
702
715
434
490

849合計 -

一時預かり事業
病児保育事業

割合
15.0%
12.0%

57.7%

73.1%
41.6%
82.7%
84.2%
51.1%

ファミリー・サポート・センター事業

乳児家庭全戸訪問事業
産後ケア事業

97.5%
養育支援訪問事業
子育て短期支援事業

産前・産後サポート事業

地域子育て支援拠点事業
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２．子育て世代包括支援センターの設置について 

１）設置予定の有無 

子育て世代包括支援センターを平成 29 年度以降に「設置予定」であると回答した市区町村は

30.3%であった。また、「時期は未定だが設置予定」は 24.4%であり、具体的な設置予定がある市

区町村とあわせると 54.7%であった。 

「設置するかどうか検討中」は 22.1%、「設置するかどうか検討していない」は 12.8%、「設置予

定なし」は 9.9%であった。 

 

図表 36 子育て世代包括支援センターの設置予定の有無 

 

 

「設置予定なし」と回答した市町村 84 件に対してその理由について尋ねたところ、「現時点で

対応できている」が最も多く 82.1%、「対象者が少ない」が 23.8%、「予算がない」が 19.0%であっ

た。 

 

図表 37 子育て世代包括支援センターを設置する予定がない理由（複数回答） 

 

 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 人員不足のため 

 専門職・有識者等の確保が困難なため 

 対象が少なく、全ての子どもの把握が出来ているため 

 福祉課で利用者支援事業の基本型を展開されているため 

 小規模な町ではメリットが少ないと感じるため 

 関係機関との連携を蜜にし、現状で対応できるのではと考えているため  等 

 

 

実数（件）
156
72
16
13

207
188
109
84

849

設置予定なし
-合計

9.9%

設置するかどうか検討していない

平成29年度に設置予定
平成30年度に設置予定
平成31年度に設置予定
平成32年度に設置予定

1.9%
1.5%

24.4%
22.1%
12.8%

割合
18.4%
8.5%

時期は未定だが設置予定
設置するかどうか検討中

実数（件）
69
20
16
13

84合計 -

82.1%
23.8%
19.0%

15.5%その他

現時点で対応できている
対象者が少ない
予算がない

割合
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２）子育て世代包括支援センターの設置に当たっての課題 

子育て世代包括支援センターを設置するに当たっての課題としては、「必要な予算・人員（保健

師等を 1 名以上、利用者支援専門員 1 名以上）が確保できない」が最も多く 70.1%、次いで「適

切な場所が確保できない（プライバシーに配慮したスペース等）」が 40.3%、「センターとして実

施しなければならない事業で対応の難しいものがある」が 32.3%であった。 

 

図表 38 子育て世代包括支援センターの設置に当たっての課題（複数回答） 

 

 

＜その他の具体的内容＞ 

 個々の事業をどのように一体化するか 

 関係部署との役割分担、情報連携・情報共有をど

のように行うか 

 地域の社会資源、支援サービスが不足している 

 地域に医療機関が少ないため支援の受け皿がない 

 予算、人員、設置場所の確保が課題 

 専門職・有識者の確保 

 対象者が少なく、費用対効果が見込めない 

 カバーエリアが広い 

 

 里帰り出産（遠隔地）の方が多いため、産婦等の

状況把握が難しい 

 個人情報の取り扱い・情報を管理するシステムの

構築 

 対象者とのネットワークの構築 

 詳細な設置基準が示されておらず、制度内容や条

件に一致しているかわからない  等 

 

実数（件）

274

595

342

86

100

61

198

71

120

164

849

14.1%

19.3%

-

10.1%

11.8%

7.2%

23.3%

8.4%

割合

32.3%

70.1%

40.3%

どのような内容を支援プランに盛り込めばよいか分からない

個別の対象者の対応について関係機関と協議の場を設けるこ
とが難しい

関係機関や地域の関係者との連携にあたり、どのような機関、
関係者とどのように連携すればよいか分からない

合計

その他

必要な予算・人員（保健師等を1名以上、利用者支援専門員1
名以上）が確保できない

適切な場所が確保できない（プライバシーに配慮したスペース
等）

どのような情報を収集すべきかが分からない

収集した情報をどのように管理すればよいか分からない

どのような人を対象者としてフォローすべきか分からない

センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいも
のがある
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「センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいものがある」と回答した市区町

村 274 件に対して対応が難しい事業を尋ねたところ、「支援プランを作成すること」が最も多く

77.7%であり、次いで「保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと」が 37.6%であった。 

 

図表 39 対応が難しい事業（複数回答） 

 

 

３）子育て世代包括支援センターを実施するに当たり、国・都道府県等へ要望すること 

 

＜人材確保への支援＞ 

 小規模の町では、実施体制を作ることが難しいです。人員確保への支援（人的派遣、財政支援等）をお願

いしたい。 

 現在行っている支援との違いが明確化できず、新規事業として取り組むにも人員確保や予算確保が難しい。 

 センターの予算確保ができても、保健師・助産師等の必要な人材の確保ができないことが一番のネックになっている。 

＜センター運営の柔軟化＞ 

 地域包括支援センター、基幹相談支援センター、子育て世代包括支援センターなど、各地域でそれぞれ相談支援事業

が実施されている。行政規模が小さいと、全ての事業を独立させて行うことが難しい。各事業実施に際し、同一の施

設や人員で行えるよう、公費や規則の柔軟な運用を希望する。 

＜センター設置への支援＞ 

 子育て世代包括支援センターの設置推進にあたり、「センター」という表現が施設整備のイメージを生むことで、各

市町村の設置促進の弊害となっている可能性があると思われる。当該センターにおいてハード面の整備は必須ではな

く、保健・福祉等の連携面の仕組みづくりを指すことから、今後は都道府県を含めた各自治体への積極的な情報周知

および設置に伴う財政的支援を図られたい。 

 相談・支援体制の充実化を図るための財政措置・他職種・他制度連携を図るための県（保健所）のリーダーシップが

必要である。 

 各市町村にスーパーバイザーとして巡回し、体制や事業への助言指導を実施してくれるような人材を県などに配置す

るなど、客観的に評価を実施できる体制の充実を望む。 

＜補助金等、予算への支援＞ 

 設置運営に当たり、補助金を今後も継続実施して欲しい。 

＜ガイドラインの策定＞ 

 設置にあたり、センターの機能、役割、各部署・地域関係機関との連携について、整理、明記したガイドラインの策

定を早急にしてほしい。 

 

実数（件）
31

27

213
103
274合計 -

妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること

妊娠・出産・育児等に関する相談に応じ、必要な助言・保
健指導を行うこと

支援プランを作成すること
保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと

77.7%
37.6%

割合
11.3%

9.9%
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＜各種様式等の統一化＞ 

 転出入者の対応など、市町村間の情報提供を円滑にするため、支援プランに盛り込むべき内容を、全国又は都道府県

単位で統一してほしい。 

 具体的な連携ツールなどがあれば示してほしい。 

 全国共通もしくは県内共通で、対象者を選定するアセスメントツールを作成してほしい。 

＜取組事例等の情報提供＞ 

 子育て世代包括支援センターの運営方法は、地域の実情により様々なパターンがあると思うが、先進的な運営事例お

よび取組事例等の情報提供をお願いしたい。 

 実践例等を見たときに人口規模が大きい市の例が多いため、人口規模の小さい町村の実践例も教えてほしい。顔の見

える町村だからこその強みをどう生かしながら、社会資源が少ないが故の工夫をどのようにしているのか知りたい。 

 人口規模や社会資源が異なることから、様々なパターンを検証し、どこどこでも有意義に機能する仕組みを提示して

いほしい。 

＜情報管理＞ 

 住民情報管理システムの中でネウボラ管理したいが、どのようにシステム構築すればよいかわからない。 

＜研修の開催＞ 

 相談・支援内容等が多岐にわたり、保護者への対応等でデリケートな課題も多いので、実務者研修会をテーマごとに

開催して欲しい（発達障害、要保護児童対策地域協議会、貧困、いじめ・不登校等）。 

 担当者への研修を充実していほしい。 

＜関係機関の調整＞ 

 医療機関との連携がより重要になってくると思うが、医療機関からの情報提供について、市町村にスムーズな流れが

できるよう、周知・指導を強化していただきたい。 

 医師会や助産師会等関係機関との広域的な調整を要望する。 

＜事業評価のあり方＞ 

 支援プランの策定対象など市町村によって様々であり、市の考えに大きく委ねられている。それぞれの町の思いの強

さによって取組みの重みが変わる中、取組みをどのような評価指標ではかろうとしているのか、知りたい。 

  等 
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第５章 研修プログラムに関する調査 

１．研修プログラムの内容 

本項では、平成 27 年度、平成 28 年度の研修プログラムの詳細について回答のあった以下の 28

プログラムについて、研修区分や講師等について整理した結果を報告する。 

 

北海道 妊娠・出産包括支援推進事業研修会（平成 27 年度） 

  妊娠・出産包括支援推進事業研修会（平成 28 年度） 

青森県 妊娠・出産包括支援推進事業に係る職員研修会 

  母子保健関係職員研修会 

岩手県 母子保健指導者研修会 

山形県 母子保健コーディネーター人材養成研修会（平成 27 年度） 

  母子保健コーディネーター人材養成研修会（平成 28 年度） 

埼玉県 妊娠・出産包括支援事業研修会 

東京都 
妊娠期からの切れ目ない支援 

～全ての子育て家庭を対象とした妊娠期からの支援とは～ 

  
面接のあり方を再考する 

～妊娠期からの支援を効果的に行うために～ 

神奈川県 妊娠・出産包括支援推進研修 

富山県 富山県切れ目ない妊娠・出産包括支援推進事業研修会 

石川県 子育て支援総合アドバイザー養成研修（平成 27 年度） 

  子育て支援総合アドバイザー養成研修（平成 28 年度） 

  母子保健コーディネーター等研修 

山梨県 妊娠出産育児包括支援事業 

滋賀県 妊娠・出産包括支援事業研修会 

  平成 28 年度滋賀県産後ケア研修会 

大阪府 母子保健コーディネーター育成研修（平成 27 年度） 

  母子保健コーディネーター育成研修（平成 28 年度） 

兵庫県 妊娠・出産包括支援研修会 

鳥取県 妊娠・出産包括支援事業に係る研修会 

  母子保健事業に係る研修会 

山口県 
妊娠・出産包括支援推進事業 

研修会及び連絡調整会議（平成 27 年度） 

  平成 28 年度 

徳島県 妊娠・出産包括推進事業 講演会 

高知県 母子保健コーディネーター養成研修 

福岡県 妊娠・出産包括支援事業 
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１）研修区分 

研修区分についてみると、28 件すべてのプログラムにおいて「講義形式」が含まれており、そ

のうち、講義形式単体の研修プログラムは 20 件であった。また、講義形式と「演習形式」を組み

合わせたプログラム、講義形式と「その他」の形式のもの（グループディスカッション、フリー

ディスカッション等）を組み合わせたプログラムはそれぞれ 4 件に留まった。 

 

図表 40 研修プログラムの区分（講義形式／演習形式／その他） 

 

 

研修テーマとしては、講義形式での子育て世代包括支援センターの理解に関する講義や、先進

事例の取組紹介、演習形式での支援プランの検討やコミュニケーション、ケースワークに関する

プログラム、その他としてフリーディスカッション等があった。具体例は以下のとおり。 

 

図表 41 研修プログラムの例 

 

研修区分 具体的内容 

講義形式単体の場合の例 例１ 妊娠・出産包括支援事業研修会 

 講義（60 分）「子育て世代包括支援センター等について」（県・市

町村職員） 

 講義（60～90分）「子育て世代包括支援センター専門職に求めら

れる役割等について」（母子保健に係る学識者又は医師・助産師等） 

例２ 妊娠・出産包括推進事業 講演会 

 講義「子育て世代包括支援センターについて」（保健福祉部健康増

進課） 

 講義「●●市子育て世代包括支援センターの設立までの経緯、実

施状況について」（健康政策課） 

 講義「育児支援外来について」（病院） 

講義形式, 20件

講義形式

＋演習形式, 4

件

講義形式

＋その他形式, 

4件

n=28
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研修区分 具体的内容 

講義形式と演習形式の 

組み合わせの場合 

例 母子保健コーディネーター人材養成研修会 

 講義（90 分）「母子保健コーディネーターの基礎知識 切れ目の

ない妊娠・出産・子育て支援」（大学看護学部教授） 

 演習（180分）「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援であるため

に、できること、取り組むこと」【グループワーク】 

 講義（60分）「母子保健コーディネーターの実際について」（大学

看護学部教授） 

 演習（80）「ケアプランを立ててみよう」（同上） 

 演習（60 分）「初回面接でどうしたら信頼関係を築くことができ

るのか」【グループワーク】 

講義形式とその他の形式

の組み合わせの場合 

例１ 母子保健コーディネーター人材養成研修会 

 講義（15 分）「母子保健の現状と」 

 講義（100分）「私たちの地域の母子保健コーディネーター」（市

の保健師・職員） 

 その他（180分）「医療コミュニケーションとは？まず、聴いてみ

よう！」（団体職員）【ワークショップ】 

 講義（115 分）「妊娠・子育て支援における保健活動に期待するこ

と」（病院・診療所、市職員、子育て支援センター専門員、保育所） 

 その他（180 分）「地域の健康づくりに役立つファシリテーション

スキル～対話の技術から他職種連携まで～」【ワークショップ】（大

学講師） 

例２ 母子保健コーディネーター養成研修 

 講義（120分）「母子保健コーディネーターの基礎知識」（大学看

護学部看護学科教授） 

 講義（120分）「先進地の実践事例から母子保健コーディネーター

の実際を学ぶ」（先進事例の市町村保健師） 

 その他（40分）「フリーディスカッション」（助言者：講師３名） 
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２）研修の講師 

研修を担当する講師についてみると、「自治体職員」が 23 件、「大学」の教授等が 17 件、「医療

機関」が 10 件、「その他」が 6 件であった。 

多くの研修プログラムにおいて、大学や医療機関など、地域の関係者と連携して講義を行って

いたが、自治体職員のみのプログラムが 6 件あった。 

 

図表 42 研修の講師（複数回答） 

 

 

２．成果や課題、今後の展望 

１）受講者の感想・評価 

研修受講者の感想・評価として、次のようなものが挙げられた。 

 

カテゴリ 具体的内容 

事業に対する理解促進  取組の意義・必要性について理解が深まった 

 切れ目のない支援とは何かについて理解を深められた 

 母子保健部門と福祉部門の連携の重要性を感じた  等 

具体的な運営方法に関す

る理解促進 

 他の市町の取組が参考になった 

 実際の現場の動き方の詳細も聞きたかった 

 具体的な支援のイメージができてよかった（グループワーク）等 

既存事業の振り返り、セン

ター業務との関係の整理 

 普段の業務の振り返りになった 

 既に実施していることが支援プランになることが分かった 等 

都道府県への要望・その他  県としての取組方針を知りたい 

 費用対効果を知りたい  等 

 

  

23件

17件

10件

6件

0件

5件
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20件

25件

自治体職員 大学 医療機関 その他
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２）現在の研修プログラムに関する課題等 

課題としては、次のようなものが挙げられた。 

 

カテゴリ 具体的内容 

研修プログラ

ムの企画 

 担当者が手探りでプログラムを考え、講師依頼等をしている状況。モデル

的プログラム等があれば、参考にしたい。 

 主な受講対象者となる市町村担当者がどのような内容を求めているのか、

また事業展開のためにどのような視点が必要なのか、非常に悩みながら企

画している。 

 再受講者もいるため、新たな内容や受講者レベルも考慮し、市町村の参加

者の実情にあった研修開催を検討する必要がある。 

研修プログラ

ム の 開 催 頻

度・時間等 

 年１回、半日の開催であるため、講師の話や、実際に設置している市町の

話の時間が短いため、時間の延長や回数増を望む声がある。 

 講義をもっとゆっくり聞きたいという声もあれば、具体的な事例をたくさ

ん聞きたいという声もあり、講義とグループワークの配分の検討が必要で

ある。 

 ２日間１コースのプログラムで２日間出席した人に修了書を発行してい

るが、市町村保健師は事業の都合により、続けて２日間研修に参加するこ

とが難しい。 

 複数の場所での開催の検討が必要である。 

講師の選定・ 

確保 
 研修内容や、研修を行っていただく講師の人選が課題である。 

その他  複数の担当部署が関わるが、担当者間の情報共有が不十分だと感じてい

る。研修会はきっかけづくりで、重要なのは受講者が事業に反映すること

やそれぞれの連携が深まることだと考えているが、マンパワー的なことも

あり、研修会を開催することが中心となってしまっている。 

 各市町で、取組状況や保健師の意識にばらつきがある。研修会等で、今後

取り組んでいくべき方向性については示すことができるが、各市町が業務

多忙や人員不足の中で、センターの整備に取り組んでいくため、業務や体

制を見直し、再構築していくための方法は、各市町の実情にあったもので

なければならず、体制づくりに一緒に関わっていくなど、より積極的な支

援を必要としている市町もあると感じる。一方、県においても、市町に積

極的に介入し、支援していくための人員や経費が不足している。 

 本来であればセンターに従事する保健師等（母子保健コーディネータ）を

スキルアップするための研修を行うことになっているが、現状県内でセン

ター実施している市町村が１か所のみであるため、養成する対象者が少な

い。そのため、市町村の母子保健担当者を対象に、妊娠・出産・育児の切

れ目ない支援について理解を深めてもらう内容で事業を実施している。 
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３）今後の予定・展望 

今後の予定・展望としては次のようなものが挙げられた。 

 

 次年度以降の研修において、ガイドライン等の内容について周知を図るとともに、支援プラ

ン作成の方法、ケース検討会の運営方法、関係機関との連携方法等、より具体的なノウハウ

等を示していきたい。 

 母子保健コーディネーターを養成するにあたって、現時点では求められる資質や獲得すべき

技能等の要件が不明瞭であり、県の裁量で研修プログラムを構成することに不安がある。母

子保健コーディネーター養成にあたってのガイドラインを示していただきたい。 

 初任者は基礎編、現任者は応用編と受講者レベルに合わせた実践につながる研修を予定して

いる。 

 県内のセンター未設置市町村において、設置が進まない課題のひとつに、母子保健所管と子

育て支援所管とで、どちらが主となり設置するか協議中という意見がある。虐待予防の観点

から、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行うためには、児童福祉所管との連

携も必須と考えられることから、来年度は保健医療福祉の連携をさらに緊密に図るための内

容を踏まえた研修会の企画を予定している。 
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第６章 今後に向けて 

 

 

本調査研究事業では、子育て世代包括支援センターを設置している市区町村における取組等を

踏まえ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するために必要な業務の標準的な

考え方や流れを検討し、ガイドライン案として整理した。本章では、これらの検討の過程で明ら

かとなった、子育て世代包括支援センターにおける現状や課題、今後の方向性について整理した。 

 

１．切れ目のない支援の実現に向けて 

○ 社会生活面に関する状況の継続的な把握は市町村によって様々 

子育て世代包括支援センターは地域のすべての妊産婦や乳幼児等を対象に、その状況を継続的

に把握することで予防的な関わりを可能とし、妊産婦や乳幼児等から見て切れ目のない支援を提

供することを目指している。 

都道府県からの推薦事例に対する調査（有効回答 41 市町村）では、約８割がアセスメント項目

等を定め、情報収集や問題の早期発見に努めていた。 

一方で、妊産婦や保護者等についての情報収集の内容のうち、「仕事内容」や「世帯の経済状況」

「職場での協力・配慮の有無」、「転出入の状況」といった社会生活面や、「子育て仲間の有無」「母

子保健事業の利用状況」といった項目については、市町村により情報収集状況が異なっていた。

共働きの世帯が増えていること等から、社会生活面についても妊娠初期から把握し、必要に応じ

て適切な支援へと橋渡しできるよう、情報収集の取組を強化する必要があると考えられる。 

 

○ 関係機関の理解・協力の確保が課題 

多くの市町村が、情報収集のために、様々な母子保健、子育て支援の各種事業等の機会や関係

機関のもつ情報を活用していた。 

とりわけ、病院・診療所は妊娠期から継続して妊産婦や乳幼児等の状況を把握している。また、

妊婦健康診査の情報は、妊娠の経過や母親の身体的な状況だけでなく、心理的・社会的な状況も

把握できる貴重な機会である。しかしながら、都道府県からの推薦事例に対する調査では、病院・

診療所からの情報収集や、医療機関における妊婦健康診査等、一部の情報源については、必ずし

も十分には活用できていない実態が伺えた。同調査では、例えば医療機関との連携に関して、個

人情報保護の関係で十分な情報共有がしづらいこと、センターの機能や役割、意義が必ずしも周

知・理解されておらず、連携が難しいといった意見もあった。また、センター未設置自治体にお

いても、関係機関との連絡調整を課題として挙げる市町村が一定数存在した。 

医療機関との連携に関して、一部の市町村では、地域の医療機関と定期的に検討の場を設け、

センターの役割を周知したり、情報の取扱について協議するなど、センター業務や切れ目のない

支援の提供に向けて理解・協力を得るための基盤づくりに取り組んでいる。こうした事例も参考

にしながら、個人情報の適切な取扱いのもと、関係機関との協働体制を整備し、継続的な状況の

把握を進めていくことが期待される。 
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○ 利用者目線での支援プラン策定の重要性 

都道府県からの推薦事例に対する調査では、「支援プランの内容を支援対象の妊産婦等と一緒に

考えて策定している」市町村は３割に満たず、「支援プランの内容を妊産婦等と書面で共有してい

る」市町村も２割未満であった。 

子育て支援においては、セルフケア能力の向上や、親になる力を育てる支援が重要となる。そ

うした観点を踏まえつつ、妊産婦や保護者といった利用者主体の支援プランとするためには、支

援プランを支援者内でのみ共有するのではなく、本人と一緒に支援の方向性を考えていく過程が

欠かせない。もちろん、対象者によっては、緊急性が高いなどの事情により、そのような過程を

たどることが難しいこともありうるが、そうした場合を除き、可能な限り支援プランの策定に本

人の参加や意見を求めていくことが期待される。 

 

 

２．子育て世代包括支援センターの全国展開に向けて 

○ 事例の蓄積と周知・啓発 

本調査研究事業では、センター業務の基本的な考え方や取組の方向性をガイドライン案として

まとめた。今後は、事例の蓄積や取組の検証を重ねて、より具体的、実践的な内容としていくと

ともに、その周知・啓発が求められる。 

 

○ 研修の充実 

センターにおいては、悩みや不安等により心理的に不安定な状態にある妊産婦、保護者等に対

応する場合や、対象者が必ずしも支援の必要性を自覚していない場合でも必要に応じてアプロー

チする必要がある。この場合、ケースワークや対人支援での傾聴等の技量など、特に高い対人コ

ミュニケーション能力が求められる。また、支援の必要性等に関するアセスメントを行う際は、

母親にだけ注目するのではなく、親子関係、夫婦（カップル）関係、きょうだい関係、経済状況、

親の精神状態、子どもの特性等の背景も考慮し、家族全体の問題として捉えることが求められる。

さらに、センターは様々な関係機関との連絡調整などの役割の発揮も期待されている。 

そのため、ガイドライン案の周知だけでなく、ケースワークに関する研修や関係機関・多職種

連携に係る研修、アセスメント・支援を標準化するためのツールの検討なども重要な取組と考え

られる。 

センターの担当者を対象とした研修プログラムを実施している都道府県に対して実施したアン

ケート調査では、多くの都道府県で、地域の大学や医療機関と連携しながら、研修を実施してい

た。現時点では、研修形態としては講義形式のものが多く、演習形式との組み合わせは限定的で

あった。今後は、ケーススタディやコミュニケーション、多職種・多機関連携等、より具体的、

実践的な研修についても検討が必要と考えられる。 
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i 

本ガイドライン案の位置付け・見直しについて 

 本ガイドライン案は、平成 28 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「子育て世代

包括支援センターの業務ガイドライン案作成のための調査研究」（事務局：みずほ情報

総研株式会社）において、有識者等からなる検討会での議論を通じて、試案としてまと

めたものである。 

 子育て世代包括支援センターは各地域の特性に応じて柔軟に運用されるものであり、全

国展開に向けて取組事例の蓄積がなされているところである。 

 今後、全ての妊産婦及び乳幼児、保護者等への効果的な支援の提供に資するよう、取組

事例の蓄積、検証等を通じて、時宜を得た見直し・改善を行うことが求められる。 

  



ii 

用語の解説 

 

＜子育て世代包括支援センター＞ 

 母子保健法第 22 条の改正により新たに規定され（法律上は「母子健康包括支援センタ

ー」という。）、市町村は同センターを設置するよう努めることとされたもの。 

 センターでは、次の①～④までの支援を行うとともに、地域の実情に応じて母子保健事

業や子育て支援事業を行うことや、地域において不足している母子保健事業や子育て支

援事業を実施するための体制作りを行うことができる。 

①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

②妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を

行うこと 

③支援プランを策定すること 

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

 センターの展開例としては、市町村保健センターが中心となって利用者支援事業（基本

型）と連携して行うもの、利用者支援事業（母子保健型）と（基本型）を一体的／連携

して実施するもの、利用者支援事業（基本型）が中心となって市町村保健センターと連

携して行うもの等がある。 
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＜市区町村子ども家庭総合支援拠点＞ 

 児童福祉法第 10 条の２の規程に基づき各市区町村に設置されるものであり、管内に所

在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な支援

に係る業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支援業務の強化を図る。 

 特定妊婦等を対象とした相談支援等を行う役割も担うため、子育て世代包括支援センタ

ーが行う母子保健施策及び子育て支援施策との連携、調整を図るものとされており、よ

り効果的な支援につなげるために、同一の主担当機関が、子育て世代包括支援センター

と市区町村子ども家庭総合支援拠点の２つの機能を担い、一体的に支援を実施すること

が求められる。 

 

＜地域子育て支援拠点事業＞ 

 公共施設やこども園・幼稚園・保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児及びそ

の保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助を行う。また、NPO 法人など多様な主体の参画による地域の支え合い、子

育て中の当事者による支え合いにより、地域の子育て力を向上することを目的とした事

業。 

 基本事業として原則、以下の４つ全てを実施する。 

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

②子育て等に関する相談、援助の実施 

③地域の子育て関連情報の提供 

④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

 子育て中の親子が気軽に集える地域の身近な場所に常設の地域子育て支援拠点事業所

を設け、地域の子育て支援機能の充実を図る取組を実施する「一般型」と、児童館等の

児童福祉施設等多様な子育て支援に関する施設において子育て支援のための取組を実

施する「連携型」とがある。 

 

＜その他＞ 

 妊 婦：妊娠中の女子をいう。 

 産 婦：出産後１年以内の女子をいう。 

 乳幼児：小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

 保護者：乳幼児の保護者をいう（「産婦」を除く）。 
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第１ はじめに 

１．子育て世代への支援を巡る状況 

 ライフスタイルや経済社会の変化の中で、子育てを専ら家族に委ねるのでは、子

育てそのものが大きな困難に直面する。かつて「日本の含み資産」とも呼ばれた

家族は、今や就業、家事、ケア（子育てや介護）に日々追われている。地域の互

助・共助の力は大きなばらつきがあり、特に乳幼児期は親の負荷が高まりやすい。

また、インターネットの情報に振り回される親たちもおり、混乱や誤解、あるい

は基本的な知識や情報の欠落のために、子育てのつまづきのリスクも高まりがち

である。 

 健全な親子・家族関係を築けるようにするためには、働き方改革と同時に、子育

て世代を身近な地域で親身に支える仕組みを整備することが急務である。市町村

（特別区を含む。以下、「市町村」という。）は、従来から母子保健と子育て支援

の両面から、多様な支援の充実に努めてきた。しかし、これらの支援についての

情報が必ずしも子育て家庭をはじめとした地域住民に分かりやすく伝わっておら

ず、重篤な問題やリスク以外の場合では個別の利用者に寄り添い不安を払拭する

ような予防的な支援は手薄である、あるいは、支援側の連携が不十分なために、

結果的に利用者側からすれば支援が一貫性を欠いているという課題がある。 

 妊娠初期から子育て期において、それぞれの段階に対応した支援や、サービスの

情報や助言が、子育て家族に伝わり理解されるよう、現状の支援の在り方を利用

者目線で再点検する必要がある。 

 このような状況の下、母子保健法の改正により、平成 29 年４月から子育て世代包

括支援センター（法律における名称は、母子健康包括支援センター。以下、「セン

ター」という。）を市区町村に設置することが努力義務とされた。さらに、「ニッ

ポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣議決定）においては、平成 32 年度

末までにセンターの全国展開を目指すこととされた。センターについては平成 26

年度から実施されている妊娠・出産包括支援事業と、平成 27 年度から開始された

子ども・子育て支援新制度の利用者支援や子育て支援などを包括的に運営する機

能を担うものであり、専門知識を生かしながら利用者の視点に立った妊娠・出産・

子育てに関する支援のマネジメントを行うことが期待されている。 
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 生命の胎動や乳幼児の鮮烈な生の輝きは、親・家族をはじめ地域や社会にとって

希望の光であり、子育ての日々は子どもだけでなく親自身も成長する喜びの体験

が凝縮された貴重な時間であり得る。こうした子育ての理想が、多様な背景や状

況の下にある母子やその家族にとっても実現に至るためには、子育て世代への支

援の質的・量的な向上が必須である。 

２．子育て世代包括支援センターの理念  

 乳幼児が親への信頼を実感し安定的な発達を享受できることは、健全な心身の根

幹を育み、幼少期だけでなく成人後の健康リスクをも下げる。乳幼児期に不適切

な環境で過ごす場合、子へのダメージにとどまらず、虐待などの世代間連鎖のリ

スクにもつながりやすいとの指摘もある。こうした乳幼児精神保健及び脳神経科

学の知見と成育の理念を踏まえ、センターは、利用者の目線で支援の継続性と整

合性を確認し、支援の効果が高まるよう、支援者と子育て家族との信頼関係を醸

成する。 

 子育ては、家庭や地域での日々の暮らしのなかで行われるものであり、母子保健

や子育て支援施策等の専門領域ごとに分断されるものではない。また、妊産婦や

乳幼児、その家庭の状況は経過によって変わるものである。この認識にたって、

センターの運営による「包括的な支援」を通じて、妊産婦及び乳幼児ならびにそ

の保護者（以下、「妊産婦や乳幼児等」という。）の生活の質の改善・向上や、胎

児・乳幼児にとって良好な生育環境の実現・維持を図ることが重要である。 

３．ガイドラインの位置付け 

 本ガイドラインは、センターの具体的な業務の内容を解説するとともに、地域の

多様性を念頭に、実際のセンターの運営に資するために、センター運営上の留意

点を提示し、各地での取組例等の情報を提供するものである。 

 なお、センターの具体的な運営に当たっては、ガイドラインを参考にしながら、

庁内の関係課や地域の関係機関との連携・協力の下、各地域の強みや特性を踏ま

えた弾力的な対応が求められる。 

 センターの全国展開によって、どの市区町村に住んでいても、妊産婦及び乳幼児

等が安心して健康な生活ができるよう、利用者目線に立って一貫性・整合性のあ

る支援が実現されることが期待される。 
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第２ 子育て世代包括支援センターの役割 

１．子育て世代包括支援センターの役割 

 妊産婦や乳幼児等へは、母子保健分野と子育て支援分野の両面から支援が実施さ

れている。具体的には、母子保健法に基づく母子保健事業、子ども子育て支援法

に基づく利用者支援事業、児童福祉法に基づく子育て支援事業などである。 

 一方、支援には多くの関係機関が関わることから、関係機関同士の十分な情報共

有や連携が難しく、制度や機関により支援が分断されてしまうという課題があっ

た。さらに、各関係機関はそれぞれの支援に関わる情報のみ把握する傾向にあり、

妊産婦や乳幼児等の状況を継続的に把握できていないとの指摘があった。加えて、

関係機関間の連携体制が確立できていない場合には、個別の機関が所管以外の支

援ニーズを把握しても、適切な関係機関や支援につなぐことが難しく、妊産婦や

乳幼児等が直面する問題が深刻化してしまう懸念もあった。 

 

図表 1 妊産婦や乳幼児等の継続的な状況の把握のために活用している機会・情報源 

（複数回答） 

 
※出典：都道府県からの推薦事例に対する調査（速報） 

（平成 28年 4月 1日時点でセンターを設置しており、調査に協力のあった市区町村 41か所） 
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予防接種

低体重児の届出
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十分に活用している 十分ではないが活用している （n=41）
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図表 2 子育て世代包括支援センターの設置に当たっての課題（複数回答） 

 

 

※出典：子育て世代包括支援センター未設置市区町村に対する調査 

（平成 28年 4月 1日時点でセンターを設置しておらず、調査に協力のあった市区町村 849か所） 

 

 これらの課題があることを踏まえ、センターの役割として、妊産婦や乳幼児等の

状況を継続的に把握するとともに、妊産婦や保護者の相談に対応したり、関係機

関と連絡調整するなどして、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支援を提供

することが期待されている。 

 妊産婦等の状況を継続的に把握するためには、センターが母子健康手帳交付時の

面談等の機会を活用して直接把握する方法の他、関係機関が把握している情報を

センターに集約させ、一元的に管理することによって可能となる。この過程で、

各関係機関が把握した妊産婦や乳幼児等の支援ニーズを踏まえて、適切な関係機

関・支援を紹介するなど、センターが調整役となることで、妊産婦や乳幼児等に

対して包括的な支援を提供することが期待される。さらに、センターが関係機関

間の顔の見える関係作りを支援することで、各関係機関間のより円滑な連携も可

能になると見込まれる。 

 また、安心して妊娠・出産・子育てができる「地域作り」もセンターの重要な役

割の１つであることから、地域子育て支援拠点事業所など、地域の子育て支援事

業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制作りを行うとと

もに、地元の自治会や商工会議所、地域住民を含む、地域の子育て資源の育成、

地域課題の発見・共有、地域で必要な子育て資源の開発等に努める。 

 なお、センターには保健師等を１名以上配置することとされている（「子育て世代

包括支援センターの実施状況について（依頼）」（厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課少子化総合対策室・母子保健課事務連絡 平成 28 年６月 20 日））。妊娠

期から専門家による相談対応、必要な支援の調整、問題の早期発見・対応を行え

る環境作りにより、その後の育児不安や虐待の予防への効果が期待される。 
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図表 3 現状と子育て世代包括支援センター設置後の望ましい姿 

現状の課題 子育て世代包括支援センター設置後 

・妊産婦等の支援には、医療機関（産科、小児科、

歯科等）、こども園・幼稚園・保育所、地域子育

て支援拠点事業所、市町村保健センター、保健

所などの多くの機関が関わっている。このため、

妊産婦等が、自らが必要とする支援を選択する

ことが難しい。 

 

・各機関は、それぞれが行う支援に関する情報し

か把握できていない（例 産科医療機関では妊

婦健診結果のみ 等）。このため、妊産婦等の状

況を継続的に把握できている機関がない。 

 

・各機関が個別対応により支援を行っているため、

担当外の支援ニーズが把握された場合に、適切

な対応ができていない。 

 

 

 

・各機関の間で、相互に顔の見える関係が構築で

きていないため、十分な連携が図れていない。 

 

 

 

⇒全ての支援を１つの機関に集約して提供するこ

とは困難であるが、センターが妊産婦等に助言

したり、関係機関を連絡調整したりすることに

より、妊産婦等が切れ目なく必要な支援を受け

られるようにする。 

 

 

⇒センターにおいて、直接、妊産婦等の面談を行

うほか、各関係機関が把握している情報（14 回

分の妊婦健診結果を含む。）を集約し、全ての妊

産婦等の状況を継続的に把握する。 

 

⇒各関係機関には、担当外の支援ニーズも含めて

妊産婦や乳幼児等の状況を包括的に把握するよ

う要請する。担当外支援ニーズが把握された場

合には、センターを通じて他機関の必要な支援

につなげることが可能となる。 

 

⇒センターによる関係機関の連絡調整の結果、各

機関の間で、相互に顔の見える関係が構築され

る。各機関の支援内容を相互に理解することに

より、センターを経由しなくても、各機関の有

機的な連携が可能となる。 
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２．子育て世代包括支援センターの位置付け 

 センターには、妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届出等の機会に得た情報

を基に、妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プラン

を策定し、保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関による切れ目ない支援を

行うことが求められる。 

 

図表 4 子育て世代包括支援センターの必須業務  

①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

②妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・ 

保健指導を行うこと 

③支援プランを策定すること 

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

 

 一方で、妊産婦や乳幼児等、住民が気軽に立ち寄れることができ、相談窓口とし

て認知されるためには、センター機能を有する場所や窓口を明示することも重要

である。センターとしての窓口・拠点は市町村保健センターや地域子育て支援拠

点事業所等、市区町村の実情に応じて設置されるものである。 

 また、センターは、市町村保健センター等において既に実施されている各母子保

健事業との密な連携をとる必要がある。例えば、母子健康手帳交付時の面談をセ

ンター職員が行うことにより、直接センターが妊婦との接点を持つことが可能で

あるが、その中で、気になる母親や家庭があった場合には、市町村保健センター

に引き継ぎ、フォローするなどの対応も想定される。 

 子育て支援事業は、地域の実情に応じて、市区町村から委託を受けた民間団体や

NPO 法人など多様な主体の参画により実施されている。そのため、地域の実情を

踏まえ、各地域子育て支援拠点事業所や利用者支援実施機関との密な連携・協働

が求められる。 
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３．子育て世代包括支援センターの支援対象者 

 センターはあらゆる課題や相談事項に単独で対応する場ではなく、関係機関の連

携と支援のための連絡調整の中枢である。センターへ行けばなんらかの支援につ

ながる情報が得られるワンストップ拠点として地域に定着するよう、全ての来訪

者を温かく迎えることが重要である。 

 センターは、原則全ての妊産婦（産婦：産後１年以内）、乳幼児（就学前児童）と

その保護者を対象とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて柔軟に運用す

る。その中で妊娠期から子育て期、特に３歳までの子育て期について重点を置く。

また、子どもの保護者は多様であり、ひとり親、若年親、事実婚、里親も含まれ

ることに留意する必要がある。障害の有無、心身の健康状態、世帯の経済状況、

異文化の背景等の事情のために支援が必要になる場合もあるため、関連部署・関

係機関との連携の下、柔軟な運用が期待される。 

 さらに、学童期以降の児童やその保護者から相談があった場合には、就学前の支

援との連続性も考慮しながら、学校保健や思春期保健等との連携も含め、適切な

担当者・関係機関につなぐ等の対応を行う。 

４．子育て世代包括支援センターにおける支援 

 センターは妊娠・出産・子育てに関するリスクの有無に関わらず、予防的な視点

を中心とし、全ての妊産婦や乳幼児等を対象とするポピュレーションアプローチ

を基本とする。一方で、特により専門的な支援を必要とする対象者については、

地区担当保健師や児童相談所との連携によって対応する。 

 なお、ある時点では特に支援を必要としない妊産婦や保護者も、時には不安を抱

え、地域から孤立することがある。センターは支援ニーズが顕在化していない者

について十分な関心を継続的に向ける必要がある。 
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図表 5 妊娠・出産・子育てにおけるリスクからみた 

子育て世代包括支援センターが支援する対象者の範囲 

 

 

図表 6 妊産婦・保護者の状態像別に見た関わりの視点と支援内容の例 

 

※委員会での議論をもとに作成 
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 センターは、妊産婦や乳幼児等の情報をセンターに一元化して把握することでリ

スク把握の精度を高め、適切な支援と事後のフォローアップができるよう、セン

ターは関係機関間の重層的な連携を強化し地域との協力関係を整備する。 

 

図表 7 子育て世代包括支援センターにおける支援イメージ 

 

※委員会での議論をもとに作成 
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第３ 業務実施のための環境整備 

１．実施体制の確保 

（１）複数の機能を集結した子育て世代包括支援センター 

 センターは、母子保健に関する専門的な支援機能及び子育て支援に関する支援機

能を有することが前提となる。ただし、市区町村の実情に応じて、それぞれの機

能ごとに複数の施設・場所で、役割分担をしつつ必要な情報を共有しながら一体

的に支援を行うことも可能である。 

 なお、複数の施設・場所で実施する例としては、母子保健分野と子育て支援分野

で分担する形態、地区ごとに分担する形態、妊娠期から子育て期の時期に応じて

分担する形態などが考えられる。 

 複数の施設・場所で実施する場合には、施設・場所の違いや役割分担が「支援の

切れ目」を生じさせないよう、十分に配慮する。 

 

【分担の例】 

 利用者支援事業（母子保健型）と利用者支援事業（基本型）を一体的に実施する場合 

 

 

※「「「子育て世代包括支援センター」と利用者支援事業等の関係等について」の整理資料の送付について」（厚生労働省

雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室・母子保健課事務連絡 平成 27 年 9 月 30 日）より抜粋 
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【分担の例】 

 利用者支援事業（母子保健型）と利用者支援事業（基本型）をそれぞれ立ち上げ、連携し

て実施する場合 

 

 

 

 市町村保健センターと利用者支援事業（基本型）の連携により実施 
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【分担の例】 

 利用者支援事業（母子保健型）又は市町村保健センターを中心に実施 

 

 

 

 

 利用者支援事業（基本型）を中心に実施 
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（２）職員の確保 

 「子育て世代包括支援センターの実施状況について（依頼）」（厚生労働省雇用均

等・児童家庭局総務課少子化総合対策室・母子保健課事務連絡 平成 28 年６月

20 日）においては、センターには保健師等を１名以上配置することが記載されて

いるが、保健師や助産師、看護師といった医療職に加えて、ソーシャルワーカー

や利用者支援専門員、地域子育て支援拠点事業所の専任職員といった福祉職を配

置することが望ましい。 

 この他にも、臨床心理士や栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士などの

専門職との連携も想定される。こうした専門職の配置・連携を進めることで、普

段の相談対応の他、関係機関との連携等も円滑に行うことが可能となる。 

 いずれの場合においても、業務量に応じて十分な体制の確保が望ましい。 

 

（３）関係機関・関係者との連携体制の整備 

 センターの円滑な運営に当たっては、実際に地域で母子保健や子育て支援に携わ

っている関係機関・関係者との連携が欠かせない。これまでにも各市区町村は地

域の関係機関、関係者と連携して母子保健や子育て支援を行ってきたが、切れ目

ない支援の実現に向けて、より一層の連携強化が求められる。 

 一般的な子育て支援よりも手厚い支援を必要とする子どもやその保護者等の早期

発見やさらなる情報収集、適切な支援の実施のためにも、市区町村やセンターが

実施する事業だけでなく、地域の NPO 法人などの民間団体などが実施するインフ

ォーマルな取組も含めて、様々な関係機関等と連絡・調整を行い、協働体制を構

築する。特に、子ども・子育て支援法第 59 条に規定する地域子ども・子育て支援

事業やその他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、主に３歳未満の子

どもとその保護者の交流の場である地域子育て支援拠点事業所や利用者支援事業

実施機関との連携･協働が求められる。 

 連携先となる関係機関等には、センターの役割や機能の正しい理解及び信頼・協

力関係の構築ができるよう、日頃から積極的な情報提供や説明等に努める。 

 また、支援の実践から明らかになった地域の子育て資源の不足や課題等について、

地域の活性化や連帯感の向上の観点から改善策を探求し、新たな連携の創出につ

なぐことも重要である。 
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【主な連携先の例】 

 庁内の関係部署、医療機関や助産所、保健所、市町村保健センター、地域子育て支援拠

点事業所、児童館、こども園・幼稚園・保育所、学校、児童相談所、公民館、NPO 法人・

ボランティア、民生委員・児童委員、市区町村子ども家庭総合支援拠点、要保護児童対

策地域協議会 等 

 

【連携場面の例】 

 より手厚い支援を必要とする人に関する情報共有や支援の方針、関係者の役割分担を検

討するために、関係機関の代表者や専門家等で構成される関係者会議を定期的に開催す

る。関係者会議は、要保護児童対策地域協議会と合同で開催することも考えられる。関

係者会議では、支援の検討の中で見いだされた課題について、解決策の検討を行うこと

も重要である。 

 既存の会議体や関係団体の会議にセンターの職員が出席し、子育て世代包括支援センタ

ーの機能や役割を説明し、協力を呼び掛ける。 

 担当者が異動しても連携が途切れることがないよう、定期的な連絡や引き継ぎを行う。 

 

（４）委託事業者の管理 

 市区町村によっては、やむを得ずセンター業務の一部を民間団体等に委託して実

施する場合も想定される。 

 委託先事業者に対して、市区町村はセンターの理念や業務の位置付け等について

十分に説明し、理解を得る。また、契約の際、委託範囲と責任の所在を明確にす

る。委託後は、定期的に業務の状況や成果・効果等について把握・評価し、委託

先事業者へフィードバックするなど、委託先事業者の質の向上を図るための具体

的な措置を講じる必要がある。 

２．個人情報の保護と守秘義務の徹底 

 センターはその業務の性質上、非常に繊細で機微な個人情報を扱うため、センタ

ー内はもとより、連携する他機関との間においても慎重な情報の取扱いが求めら

れる。収集した個人情報は各自治体の個人情報保護条例に基づき適切に取り扱う。 

 また、民間団体等に委託して実施する場合は、委託契約書に個人情報保護の厳格

な取扱いについて明記するとともに、情報漏えいがあった場合における委託解除

や損害賠償請求の対応等についても、あらかじめ定めておくことが望ましい。 
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３．子育て世代包括支援センターの利用促進のための取組 

（１）子育て世代包括支援センターの周知 

 センターが機能を発揮するためには、その存在や役割について、妊産婦や保護者

はもちろんのこと、地域の住民等にも十分な周知・広報を行い、地域の理解と信

頼を得ることが基礎となる。 

 市区町村の実情に応じて、センターとしての機能を有する窓口は市町村保健セン

ターや利用者支援事業実施機関などが想定される。いずれの場合においても、妊

産婦や保護者が相談したいときにどこを訪ねればよいのか分かるよう、窓口を明

確にしておく必要がある。 

 そのため、周知は、様々な媒体や機会を通じて行い、センターの役割や相談を受

け付ける場所、対応日時、対象者、受け付ける相談内容、対応にあたる専門職等

について案内することが望ましい。 

 妊娠届出時にリーフレット等で周知するとともに、既存の市区町村の広報誌やホ

ームページ上での情報発信に加えて、子育て世代に確実に情報が届くよう、広報

手段・方法を工夫する。また、地域によっては、複数言語での多文化対応の広報

等についても配慮することが望ましい。 

 なお、センターは、全ての妊産婦や乳幼児等に開かれた場所として地域に認識さ

れることが重要であり、センターの利用者が特別な支援を必要とする者であると

の誤解を与えないよう、配慮と工夫が必要である。 

 都道府県においては、市区町村における広報の状況について、定期的に確認し、

有効な広報の方法等について、広く市区町村に情報提供することが期待される。 
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【周知の方法の例】 

 手続き等の機会を活用した周知 

 リーフレット・チラシを作成し、母子手帳交付時や出生届受理、転出入の手続き等

の機会を活用して配布する。 

 広告媒体を活用した周知 

 ホームページや広報誌等の定期的な作成・更新、メールマガジン、SNS の活用や、

新聞広告等の広告媒体を活用する。 

 既存事業を通じた周知 

 乳幼児健診の場にセンターの職員が出向き、相談窓口の周知や事業の PR をする。 

 両親学級や乳児家庭全戸訪問事業、新生児訪問、予防接種等の既存の事業の際に情

報提供をする。 

 地域の関係機関等を通じた周知 

 医療機関、助産所、市町村保健センター、地域子育て支援拠点事業所、こども園・

幼稚園・保育所、児童館等の関係機関、住民が頻繁に利用する商業スペース等にポ

スターを掲示する。 

 庁内や教育委員会・教育関係者と調整の上、こども園・幼稚園・保育所や学校、Ｐ

ＴＡ等を通じて、保護者等への定期的な広報活動を行う。 

 中学校における保健教育の場や成人式等の機会に情報提供をする。 

 民生委員の研修会において、センターについて案内する。 

 

【周知する際の工夫の例】 

 虐待やＤＶなどにも配慮し、被害者や支援を必要とする者の安全を確保しつつ情報提供

できるよう広報の方法や場所を工夫する。例えば、潜在的な被害者が人目にさらされず

に情報を受け取りやすい場所（ネイルサロン・美容院など）にチラシ等を設置する。 

 一般住民にとって身近な存在と感じられるような呼称の採用や、センターの役割を分か

りやすくイラスト化する。 

 

【特に積極的に周知する内容の例】 

 妊娠時から、出産や子育てについて切れ目なく、継続して支援すること。 

 だれもが気軽に相談できる窓口であり、必要に応じて適切な支援・サービスにつなぐこ

と。 

 就労している方にも配慮した利用時間となっていること。 

 医師、助産師、社会福祉士、臨床心理士、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士などの多職

種がチームとなって支援すること。 
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（２）オープンでありながらもプライバシーに配慮した環境作り 

 相談のしやすい雰囲気の醸成やプライバシーに配慮した環境整備は、利用者との

つながりに大きく影響する。 

 センターは、全ての妊産婦等を対象とするため、訪れる妊産婦等や乳幼児に対し

て歓迎する和やかな雰囲気が出せるような工夫をする。 

 また、利用者が安心して悩みや相談ごと、家庭の状況等について話すことができ

るよう、対面での相談の際には、個室を活用して面談を行うことが原則であり、

他者の目に触れない工夫が重要である。 

 

【環境整備の例】 

 面談用の個室やスペースは、利用者が安心して支援者と語らい合えるよう、やさしさが

感じられるような内装を工夫する。 

 カウンターに仕切りを設け、相談対応の様子が他の利用者から見えないようにする。気

軽に立ち寄れる相談コーナーとは別に、面談用の個室を設ける。 

 市町村保健センターや地域包括支援センターなど既存の建物内にある個室で面談を行

う。 

４．妊産婦や保護者と継続的な関係を築くための取組 

 センターでは、悩みや不安等により心理的に不安定な状態にある妊産婦、保護者

等に対応する場合や、対象者が必ずしも支援の必要性を自覚していない場合でも

必要に応じてアプローチする必要がある。この場合、ケースワークや対人支援で

の傾聴等の技量など、特に高い対人コミュニケーション能力が求められる。また、

支援の必要性等に関するアセスメントを行う際は、母親にだけ注目するのではな

く、親子関係、夫婦（カップル）関係、きょうだい関係、経済状況、親の精神状

態、子どもの特性等の背景も考慮し、家族全体の問題として捉えることが求めら

れる。 

 センターは、知識や経験が豊富な職員の知見を活かし、職員間の経験の差を埋め

るような確認項目リストや様式、チェックシートの開発や、ケース検討会を定期

的に行う等により、支援内容を標準化できるような取組が重要である。 

 実施主体の市区町村においては、国や都道府県等とも連携しながら、定期的に研

修を行ったり、業務・研修マニュアルを定めるなど、人材育成や質の担保に向け

た取組が期待される。 
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【人材育成の例】 

 センターの職員には、都道府県や市区町村が実施する利用者支援事業の各種研修の受講

を積極的に勧奨する。 

 センター業務に特化した研修として、先進事例の取組を学んだり、支援プラン作成に係

る職員研修を実施する。研修プログラムは地域の大学や医療機関とも連携しながら、講

義形式だけでなく、ケーススタディなどの演習やコミュニケーションスキル向上のため

のロールプレイなどを盛り込む。 

 

  



19 

第４ 各業務の基本的考え方と具体的内容 

１．子育て世代包括支援センターの主な業務 

 センターは、母子保健施策と子育て支援施策の両面から、妊娠期から子育て期（特

に３歳までの乳幼児期）の子育て支援について、支援が利用者の目線からみて切

れ目なく一貫性のあるものとして提供されるようマネジメントを行う。 

 具体的には、次の①～④の業務を通じて、妊産婦や乳幼児等や、その家族の実情

を継続的に把握し、妊産婦や乳幼児等にとって必要なサービスや支援を提供する

ため、関係機関との連携や連絡調整を行い、その後の状況のフォローアップを評

価を行う。 

 

①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

☐ 保健師等によるセンターでの面談や家庭訪問、関係機関からの情報収集等を通じて、

妊産婦や乳幼児等の実情を継続的に把握する。 

☐ 収集した情報は、個別の妊産婦及び乳幼児ごとに記録するとともに、支援台帳を整

備し適切に管理する。 

②妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行う

こと 

☐ 妊産婦や保護者の個別の疑問や不安にできる限り丁寧に対応し、本人にとって必要

な情報提供や助産を、適切な表現・コミュニケーション方法によって行う。 

③支援プランを策定すること 

☐ 妊産婦や乳幼児等の課題や支援ニーズに的確に対応するために、必要に応じて支援

プランを策定する。 

☐ 支援プランは、妊産婦や保護者の「親になる力を育てる」支援に資するツールの１

つであり、個別の妊産婦や保護者の状況や経過を反映させつつ、可能な限り本人と

の対話を通じて作成する。 

☐ 自治体の事業スケジュール等の提示・情報提供とは異なる。また、全ての利用者に

ついて体系的に情報を管理する支援台帳とも異なることに注意する。 

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

☐ 利用者目線にたって支援の継続性と整合性が確保できるよう、関係機関と十分な連

絡調整を行う。 
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図表 8 子育て世代包括支援センターによる利用者への支援 
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２．継続的な状況の把握 

（１）基本的な考え方 

 妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援を行うためには、妊娠・出産・

子育ての期間を通じて、妊産婦や乳幼児等、ならびに家庭全体について、支援に

必要な情報を継続的かつ一元的に収集し、記録・蓄積する必要がある。特に、妊

娠初期から状況・経過の把握を行うことで、予防的な関わりや問題の早期発見・

早期対応が可能となる。 

 センターは、リスクの有無に関わらず全ての妊産婦や乳幼児等を対象とするため、

センター機能を有する市町村保健センターや子育て支援拠点事業所等の窓口に相

談来所する妊産婦や保護者だけでなく、既存の事業や関係機関との連携を通じて、

相談窓口に来所しない者や、問題や支援ニーズが顕在化していない者についても

状況を把握するよう努める。 

 妊産婦や乳幼児等の状況や周囲の環境は経過とともに変わることから、一度支援

の必要性がないと判断された者であっても、その後、手厚い支援が必要な状況に

陥っていないか、関係機関と連携しながら、様々な事業や機会を捉えて継続的に

状況を把握するように努める。 

 また、関係機関において支援の必要性が認められる対象者がいた場合には速やか

にセンターに情報提供が行われるよう、他機関との顔の見える関係を構築するこ

とが求められる。 

図表 9 子育て世代包括支援センターにおける「継続的な状況の把握」のイメージ 
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（２）継続的な状況の把握のための取組 

ア 情報収集の項目・留意事項 

 情報収集の際には、まずは面談等を通じて、センターに対する安心感を持っても

らい、信頼できる人間関係を築くことが重要である。 

 妊産婦や乳幼児の健康状態や不安等だけでなく、その家庭の強みやリスクの発見

のためにも、父親をはじめとした保護者、祖父母の状況、互いの関係性などを把

握することも重要である。また、育児を手伝ってくれる人や相談相手がいるか（孤

立していないか）等、地域とのつながりについても把握する。 

 近年、働きながら子育てをする女性や共働きの子育て家族も少なくないことから、

就労の有無や仕事内容、職場での協力・配慮の有無等についても継続的に把握し、

悩みや困りごとがないかについても確認する。 

 また、妊産婦については、心理社会的状況を早期に評価し、適切な支援につなげ

ることも重要である。医療機関においてはメンタルヘルスの評価を行うこともあ

ることから、医療機関との情報共有・連携によって、心理面、社会生活面でのつ

まづきの兆候を的確に把握・評価し、早期に支援の必要性を確認する方法もある。 

 

【既存のツールを活用した心理面の確認・把握方法】 

 医療機関における妊婦健診の際にメンタルヘルス面の様子の確認を依頼する 

 面談の際に育児支援質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票、エジンバラ産後うつ病質問票

（EPDS）に回答してもらう 

 

 主な情報収集の項目の例として、次のものが挙げられる。 
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図表 10 主な情報収集の項目（例）：妊産婦・保護者について 

時期 妊娠期 出産前後 子育て期 

対象 妊婦 妊産婦 保護者 

基本情報 

年齢 ○     

婚姻状況 ○     

家族構成 ○     

転出入の状況 等 ○     

妊娠・出産の状況 

妊娠週数、分娩予定日       

出産年月日   ○ ○ 

出産時の異常の有無   ○ ○ 

上の子の周産期情報、育児情報  等 ○     

仕事・経済状況 

仕事内容 ○   ○ 

職場での協力・配慮の有無       

世帯の経済状況 等 ○     

健康情報 
既往歴、妊娠・出産歴 ○     

身体的・精神的状態 等 ○ ○ ○ 

生活習慣 喫煙、飲酒の有無、その他生活習慣 等 ○     

家族関係 
家族との関係 ○ ○ ○ 

夫・パートナーの協力の有無 等 ○ ○ ○ 

周囲のサポート

の状況 

相談相手の有無 ○ ○ ○ 

子育て仲間の有無 
 

○ ○ 

その他協力の有無 ○ ○ ○ 

悩み・困りごと 
悩み・困りごと ○ ○ ○ 

育児の状況、負担感  等   ○ ○ 

各種事業、サービ

スの利用状況 

母子保健事業の利用状況 ○ ○ ○ 

子育て支援事業の利用状況 等   ○ ○ 

その他 国籍・言語  等 ○     
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図表 11 主な情報収集の項目（例）：乳幼児について 

時期  出産前後 子育て期 

対象  新生児 乳幼児 

基本情報 

出生年月日  ○ 
 

出生機関  ○  

在胎週数  ○ 
 

単胎・多胎の別  ○  

出生体重  ○ 
 

出生時の状況（異常の有無等） 等  ○ 
 

健康状態 

発達・発育状況 

疾病の有無・状況、健康状態  ○ ○ 

哺乳状況  ○  

発育・発達状況 等   ○ 

生活状況 生活習慣 等   ○ 

各種受診状況 
乳幼児健診の受診状況   ○ 

予防接種の接種状況 等   ○ 

家庭の状況 家庭の養育力 等  ○ ○ 
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イ 情報収集の方法 

 情報収集の方法としては、センターが妊産婦や保護者等との面談により直接情報

を収集する方法や、既存の事業や関係機関を通じて情報を収集する方法とがある。

妊娠期から子育て期にわたり、妊産婦や乳幼児等に関する情報を収集する方法・

機会として、次のようなものがある。 

 

図表 12 情報収集のために活用可能な情報源・機会（例） 

時期 妊娠期 出産前後 子育て期 

対象 妊婦 
妊産婦 

新生児 

保護者 

乳幼児 

母
子
保
健
事
業
関
係 

妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等 ◎ ◎ ○ 

医療機関における妊婦健診 ◎ ◎ 
 

母親学級・両親学級 ○ ○ 
 

妊婦訪問（来所含む。） ◎ ◎ ○ 

出生届時の面談等 
 

○ ○ 

低体重児の届出 
 

◎ ○ 

新生児訪問指導・未熟児訪問指導 
 

◎ ◎ 

乳幼児健診 
 

○ ◎ 

産婦健診 
 

○ ○ 

予防接種 
  

○ 

産婦訪問（来所含む。） 
 

◎ ○ 

産前・産後サポート事業 
 

○ ○ 

産後ケア事業 
 

○ ○ 

子
育
て
支
援
事
業
関
係 

乳児家庭全戸訪問事業 
 

○ ○ 

養育支援訪問事業 ○ ○ ◎ 

利用者支援事業 ◎ ○ ◎ 

子育て短期支援事業 
 

○ ○ 

地域子育て支援拠点事業所 ◎ ○ ◎ 

病児保育事業 
 

○ ○ 

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 
 

○ ○ 

そ
の
他 

前回妊娠時の関わり ○ ◎ ◎ 

市区町村子ども家庭総合支援拠点 ◎ ◎ ◎ 

要保護児童対策地域協議会 ◎ ◎ ◎ 

児童相談所 ○ 
 

○ 

女性相談センター ○ ○ ○ 
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時期 妊娠期 出産前後 子育て期 

対象 妊婦 
妊産婦 

新生児 

保護者 

乳幼児 

教育委員会 ○ 
 

○ 

地域自立支援協議会 ○ 
 

○ 

病院・診療所 ◎ ◎ ◎ 

助産所 ◎ ◎ ◎ 

こども園・幼稚園・保育所、児童館等 
  

◎ 

地域住民・地域組織 ○ ○ ○ 

※○：主な情報源・機会 ◎：特に重要と考えられる情報源・機会 

 

 

（ア）妊娠の届出時・母子健康手帳交付時 

 妊娠の届出を受けての母子健康手帳交付時においては、ほぼ全ての妊婦と接点を

持つことができる貴重な機会である。こうした機会を積極的に活用し、アンケー

トや面談等を行うことで、その後の支援のために必要な情報収集を行う。あわせ

て、利用可能なサービス等について情報提供を行う。 

 妊婦によっては配偶者やパートナーなどの代理人が妊娠届を提出する場合がある

が、その場合は別途改めて妊婦本人との面談日を設ける等の対応が望ましい。 

 なお、妊娠届出時の面談は継続的な状況把握の入り口として重要であるが、妊産

婦や乳幼児等の状況は変化していくことから、当該面談だけでなく、妊娠期及び

それ以降の時期についても、継続的かつ一元的に状況を把握することが重要であ

る。 

 

【妊娠の届出受理・母子健康手帳交付時の情報収集の例】 

 妊娠の届出の際にアンケートに回答してもらう。その内容を踏まえて 30 分間、保健師

が面談を行い、詳しい情報収集と、各種サービスの情報提供を行う。 

 代理人が妊娠届を提出する場合には、別途面談日を設けて来所していただく。 

 妊婦と必要時に連絡が取れるよう、連絡が取りやすい連絡先と曜日、時間帯について妊

娠の届出時点で情報提供を依頼する。 

 センターでの妊娠届の提出・母子健康手帳交付時にはその場で面談をし、他部署（市民

課、市民センター）での場合はアンケートに回答していもらい、状況を確認する。 

 妊婦健診の補助券や育児に関連したグッズを複数回に分けて配布するなど、面談の機会

を複数回設定できるような工夫をする。 
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（イ）妊婦健診時 

 妊婦健診は、妊娠の経過や母親の身体的な状況だけでなく、心理的・社会的な状

況も把握できる貴重な機会であり、健診実施機関を通じて情報収集に努め、得ら

れた情報を、妊婦に対する支援のために積極的に活用することが望ましい。 

 妊婦健診を市区町村から医療機関等に委託して実施する場合には、委託契約にお

いて健診結果の速やかな報告を求めるなど、医療機関等との連携・協力体制を整

備する。なお、妊婦健診の結果は機微な個人情報であり、慎重な取扱いが必要で

ある。 

 

【妊娠期間中の情報収集の例】 

 妊婦健診の受診券を複数回に分けて対面で妊婦に交付することで、妊娠期間中、複数回

の面談・相談支援の機会をもつようにする。 

 

【妊婦健診結果の取扱いに関する例】 

 従来は妊婦健診の結果が市への健診費用の請求書とともに届くため、タイムリーな支援

につながらなかった。そのため、健診の結果、特に支援が必要と判断された妊婦に関し

ては、随時、医療機関からセンターへ連絡票を送付し、支援要請の連絡を入れてもらう

ようにした。 

 健診結果の取扱いについて事前に本人同意を得ていることについて周産期医療連絡会等

の場を通じて地域の医療機関に周知する。 

 

（ウ）出産前後、子育て期 

 出産直後や子育て期において多くの母子等の情報を得られる機会として、母子保

健法による乳幼児健診や、児童福祉法による乳児家庭全戸訪問事業等が挙げられ

る。これらの機会を通じて関係部署が把握した情報については遅滞なくセンター

に連絡してもらう。 

 さらに、子育て期においては、普段の生活の様子や育児不安などの相談や悩みが

把握される場として地域子育て支援拠点事業所や利用者支援事業実施事業所、こ

ども園・幼稚園・保育所、児童館等が想定される。子育て期において親子が日常

的に利用する地域の施設やサービス事業者について把握し、これらの関係者と定

期的な情報交換の機会を設けるとともに、随時気になる情報についての提供方法

についてもあらかじめ取り決めておく等の連携が重要である。 

 市区町村の中には、各種子育て支援事業を社会福祉協議会等へ委託して事業を実

施している場合がある。訪問や健診、子どもの預かり等の機会を通じて得られた

情報は書面や定期的に開催する関係者会議等により情報共有し、センターにおい
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て情報を一元管理する。 

 

【出産前後、子育て期の情報収集の例】 

 出生届が出された全家庭へ保健師等が電話をし、相談対応を行う。 

 こども園・幼稚園・保育所や、民生委員・児童委員等の会議の場に出向き、情報を収集

する。 

 

ウ 切れ目のない状況の把握のための関係機関との連携の取組 

 医療機関は、妊娠期・出産前後においては産科が、子育て期においては小児科が

継続的に妊産婦や乳幼児等に関わっており、妊産婦や乳幼児等の状況に応じて、

精神科や歯科等も関わっている。また、助産所は、妊娠期から関わり、地域によ

っては産後ケア事業や相談対応等を行っており、妊産婦や乳幼児等の状況を切れ

目なく把握している。このため、センターでは、全ての期間を通じてこれらの病

院や診療所、助産所との密な連携が望まれる。 

 また、地域の栄養士・管理栄養士は、栄養相談に対応する過程で、家庭の悩みや

問題を早期に把握する場合もあることから、こうした相談対応者との情報共有も

重要である。 

 地域子育て支援拠点事業所は、子育て中の親子に加え、妊娠中の方が子育て支援

に関する情報を得たり、既に子育て中の方々と接したりする場として機能するな

ど、妊娠中、子育て期の不安や悩みに対して身近なところで対応していることか

ら、連携、情報共有が重要である。 

 こうした地域の関係者との定期的な連絡会を設ける等により、支援が必要と思わ

れる妊産婦等の情報共有を行う。 

 その他、次のような取組を通じて妊産婦や乳幼児等の状況を把握し、支援が必要

と考えられる親子等の情報を共有する。 

 

【継続的な状況の把握のための取組例】 

 地域の関係機関の担当者が集まり定期的に会議を開催する。 

 特定妊婦、要支援児童、要保護児童など、市区町村子ども家庭総合支援拠点による支援

が必要なケースに関する情報は連絡票を用いて速やかに共有する。 

 地域組織（民生委員等）が把握している妊産婦や乳幼児等の状況を共有する。 

 地区担当保健師からの情報収集、訪問同行を行う。 

 こども園・幼稚園・保育所や地域子育て支援拠点事業所へ出向いて乳幼児期の様子につ

いて確認する。 
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エ 情報の記録・管理 

 各種方法により収集した情報は、切れ目のない支援に活用できるよう、個人記録

として紙媒体やシステム上での管理など、所定の様式を定める等により適切に管

理し、必要なときに迅速に閲覧できるよう整備する。また、妊娠期から子育て期

における時間的な経過や、妊産婦や乳幼児等の情報が分断されることがないよう、

一元的な管理に努める。 

 

【情報管理の例】 

 個人記録として、母子及び家庭の状況の記録を１つの様式にまとめる。 

 住民基本台帳と連動しているシステムにおいて一元管理し、世帯単位で情報を管理する。

支援台帳と紐づけ、支援の内容や経過、次回支援予定等も閲覧できるようにする。 

 相談対応、情報提供等の情報は、関係者間の共通管理システム上にデータを記録し、管

理する。 

 

 

（３）支援台帳の作成・管理方法 

ア 支援台帳への記載項目 

 全ての妊産婦や乳幼児等について、予防的な支援の観点から、妊娠期、出産前後、

子育て期の状況を継続的に把握し、経過に関する情報を体系的に管理するために、

支援台帳を作成する。 

 支援台帳の記載項目として、以下のものが挙げられる。支援に当たって必要な基

本情報に加えて、その後の支援状況や経過、関係者との調整、会議の開催、支援

プランの策定（p.33 参照）等が必要な場合には、その旨を記載することも考えら

れる。 
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図表 13 支援台帳への記載項目（例） 

妊産婦・保護者に関する記載項目 乳幼児に関する記載項目 

 妊娠届出日、手帳交付日 

 生年月日、年齢、居住地区 

 婚姻状況 

 家族構成 

 本人及びパートナー・夫の就労状況 

 分娩予定日 

 出産（予定）機関 

 既往歴、出産歴 

 面談日、接触日 

 要支援の有無、支援理由、次回接触予定

日等 

 居住地、担当地区（担当保健師） 

 その他情報収集した内容等 

 年齢（月齢） 

 出生機関 

 出生時の状況 

 面談日、接触日 

 要支援の有無、支援理由、次回接触予定

日等 

 その他情報収集した内容等 

（予防接種の状況、健診受診状況等含む） 

※太字下線は優先度が高いと考えられる項目 

 

 

イ 支援台帳の管理方法 

 情報の収集や支援記録等の詳細を紙媒体で記録している場合であっても、支援台

帳は電子ファイル又は専用のシステムにより管理するなど、記録の管理・更新や、

地区担当保健師や庁内関係部署等の関係者との共有しやすい方法で管理すること

が望ましい。 

 ただし、個人情報を含む内容であるため、閲覧権限は一定の範囲内に制限する。 

 

【支援台帳の管理・運用方法の例】 

 支援の対象者についてまとめた支援台帳は電子媒体で作成・管理するなどして、必要な

時に情報を直ちに参照できるようにする。妊婦健診から乳幼児健診までの結果をまとめ

た支援台帳は別ファイルにて管理する。 

 住民基本台帳と連動している専用のシステムにおいて各種記録や情報を一元管理し、支

援対象者は一覧にして確認できるようにする。 
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３．妊産婦や保護者への情報提供・助言 

（１）相談対応 

 利用者目線で整合性・連続性のある相談対応を行うことが、妊産婦や保護者との

信頼関係の構築の基本であり、効果的な切れ目ない支援にとって重要である。 

 センターは妊娠や出産、育児に関する悩み等を傾聴し、対象者のニーズや状況に

応じて利用可能なサービス等を選定し、情報提供・助言等を行う。 

 妊娠や出産、子育てについての様々な相談に対応できるよう、保健師や助産師、

社会福祉士、栄養士・管理栄養士、臨床心理士、利用者支援専門員等の職員を配

置するなどが考えられる。また、センターの職員が複数人いる場合は地区担当制

を採用することで、当該地域の実情に詳しい職員が一貫して相談対応、助言等を

行う体制も考えられる。 

 複数の施設・場所で役割分担して相談対応を行っている場合、それらの窓口に寄

せられた相談内容や情報提供の状況は適時共有し、支援の必要性の判断や関係機

関との連絡調整を行うことが求められる。 

 

【相談対応体制の例】 

 地区担当制を採用し、複数名体制で対応する。 

 妊産婦や乳幼児等の状況に応じて助産師、保健師、女性・家庭相談員等が対応する。 

 専用の web サイトを開設するとともに、メールでも相談を受け付ける。 

 ３職種（保健師、助産師、社会福祉士）を配置する。 

 小学校区ごとに相談対応拠点を設置する。 
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（２）妊産婦や乳幼児等の状況やニーズに応じた情報提供・助言 

 妊産婦や乳幼児、保護者等の状況やニーズに応じて、利用可能なサービスや、今

後利用することが想定されるサービス等について情報提供や助言を行う。 

 対象者の状況やニーズを適切に判断し、適切な情報提供の選定や助言ができるよ

う、ケース検討会を開催したり、職員の研修等を実施することも重要である。 

 妊産婦や保護者に情報提供した内容や助言等は、支援台帳において記録・管理し、

関係者が必要に応じて確認・情報共有できるよう整理しておく。 

 

【情報提供の例】 

 以下のように、あらかじめ情報提供する内容を整理しておく。 

 産後の支援がない場合：産後家庭支援ヘルパーや一時預かり、ファミリーサポート

センターの情報提供・調整 

 多胎の場合：保護者のネットワークやサロン、育児物品の貸し出しの紹介 

 育児不安が強い：両親学級、定期的な健診受診の勧奨、相談先、レスパイト事業の

紹介 

 発達に関する不安がある場合：こども発達支援センター、サロン 等 

 妊娠期、子育て期の別に、パートナーの有無・就労の有無・周囲の支援者の有無に応じ

て、情報提供する内容や支援プラン作成などの対応をあらかじめ定めておく。 
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４．支援プランの策定 

（１）基本的な考え方 

 本来、全ての妊産婦や保護者等が、妊娠や出産、子育てに向けて、自身や乳幼児

等にとって必要とする母子保健や子育て支援サービスを適切に選択して利用でき

るよう、自身でサービスの「利用計画」（セルフプラン）を立てられることが望ま

しい。 

 妊産婦や保護者等の中には、利用可能なサービス等の情報提供のみで利用計画を

立てられる場合もあれば、サービスの選定に係る助言などの支援を必要とする場

合もある。後者の場合、センターは支援を必要とする妊産婦や保護者等とともに

話し合いながら、利用計画の作成を支援する。 

 この利用計画は、単に自治体の事業スケジュール等の提示・情報提供とは異なり、

個々の妊産婦や保護者等の実情を踏まえ、利用者の視点により作成するものであ

る。 

 さらに、利用計画の作成支援だけでなく、サービスの提供等に当たり、関係機関

による密なモニタリングが必要と考えられる妊産婦や保護者等については、関係

機関による支援についても整理した「支援プラン」を作成する。 

 

 

図表 14 段階的な支援と利用計画（セルフプラン）・支援プランの関係 
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（２）支援プランの対象者について 

 支援プランは、関係機関の密接な連携の下で、より手厚い支援や継続的な支援、

関係者の調整等が必要と判断される妊産婦や乳幼児、保護者や家庭等を対象とし

て作成する。支援プランの策定が必要と判断とする基準については、あらかじめ

関係機関等とともに検討、共有しておくことが望ましい。 

 なお、市区町村子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会の対象にな

り得るとセンターで判断した場合には、担当の関係者・関係機関につないで支援

方針を検討する。このアセスメントを適切に行うためにも、支援の必要性を担当

者間で共有・検討できる場を設ける。 

 

【支援プランの策定が必要と考えられる例】 

 妊産婦の例 

 心身の不調や病気、障害などのために、自身でサービス等の利用計画の作成が難し

い場合 

 妊娠や育児への不安があり、サービスの提供を通じてより密なモニタリングが必要

と判断される場合 

 転入者であったり、里帰り出産をしたことで地域との関わりが薄く、地域の活用可

能な資源やコミュニティの橋渡しが必要な場合 

 日本語を母語としない妊産婦である場合 等 

 乳幼児の例 

 児の成長・発達が気になる場合 

 他機関からの支援要請がある場合 等 

 配偶者やパートナー、家庭の例 

 精神疾患等を有している場合 

 就業が不安定である場合 

 日本語を母語としない場合 等 
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（３）支援プランの内容 

 支援プランでは、妊娠や出産、子育てに関する当面のスケジュールに合わせて、

支援対象者にとって必要なサービス等の利用スケジュールを整理するとともに、

関係機関と調整し、各関係機関による支援内容やモニタリング、支援プランの見

直し時期についても整理しておく。 

 必要に応じて、セルフケアや家庭でのケアなど、支援対象者や家庭での取組等に

ついても記載することが考えられる。 

 支援プランの策定後、想定外の悩みや問題に直面した際にも対応できるよう、支

援プランに相談窓口や関係機関、担当者等を明記しておくことも重要である。 

 

（４）支援プランの策定 

 支援プランを策定する際には、支援対象者に参加してもらい、本人の意見を反映

するように努める。 

 支援プランの策定に当たっては、関係機関・関係者で構成される関係者会議を開

催し、関係機関の役割分担や主担当機関の確認、妊産婦や乳幼児等に関する情報

の共有、アセスメント内容の確認や支援の方向性等について検討・調整する。 

 庁内関係課や外部関係者を交えて協議・検討する場合には、既存の会議体を活用

することで、既存のネットワークの活用や支援の橋渡しが容易になることも期待

される。 

 

【支援プラン作成のための関係者会議の例】 

 定期及び不定期に開催される関係者会議の場で、支援プランの内容について協議する。

関係者会議のメンバーについては、支援対象者ごとに、支援に関わる関係者のみに絞

って開催することも考えられる。 

 特定妊婦、要支援児童、要保護児童など、市区町村子ども家庭総合支援拠点による支

援が必要と考えられるケースについては、速やかに担当者につなぎ、要保護児童対策

地域協議会などの場で報告を行い、支援内容と役割分担等を検討する。なお、市区町

村子ども家庭総合支援拠点により支援する場合でも、センターとしてその後の経過を

把握していくことが求められる。 
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【関係者会議の参加者の例】 

 所属の例 

 庁内関係課（母子保健課、子ども・子育て支援課、障害福祉課、学校教育課、家庭

児童相談室、地域包括支援センター等）、保健所、市町村保健センター、医療機関、

助産所、こども園・幼稚園・保育所、児童館、地域子育て支援拠点事業所、利用者

支援事業実施事業所、小学校・特別支援学校、助産施設、児童相談所、その他児童

福祉施設、女性相談センター、婦人保護施設、要保護児童対策地域協議会、市区町

村子ども家庭総合支援拠点、福祉事務所、教育委員会、地域自立支援協議会  等 

 職種の例 

 医師（産科、小児科、精神科、歯科等）、保健師、看護師、助産師、社会福祉士、

保育士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士、臨床心理士、教諭  等 

 

 

（５）支援プランの評価 

 支援プランの策定後は、支援対象の状況の変化を継続的に把握・評価し、必要に

応じて支援プランの見直しや更新を行う。そのため、支援プランの策定時には、

支援内容の見直しの時期についても記載することが望ましい。 

 

【支援プランの評価方法の例】 

 月 1 回開催するケース検討会にて進行状況の確認、評価する。 

 支援対象者やその家庭の状況の変化に応じて随時プランの見直し等を行う。 

 支援対象者やその家庭ごとにモニタリング期間を設定し、評価、見直しを行う。 

 妊婦を対象とした支援の場合は原則、新生児訪問後に見直しを行う。  等 
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５．保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整 

（１）連携の重要性 

 妊産婦や乳幼児、保護者等への支援に当たり、関係機関と密な連携体制を確保す

る必要があるが、対象者の支援ニーズや不安、困りごとなどを早期に発見し、問

題が生じる前に予防的に関わるためにも、日ごろからの情報共有や連携のための

ネットワーク作りが重要である。 

 親子の日常の生活状況や困りごとを把握するためにも、保健所や市町村保健セン

ター、医療機関、民生委員・児童委員、教育委員会、こども園・幼稚園・保育所、

児童館、地域子育て支援拠点事業所、利用者支援事業実施事業所等の関係機関と

の連携確保に努め、支援が必要と考えられる妊産婦や乳幼児等に対しては、所定

の方法に基づきセンターへ情報提供を依頼するなどの対応が望まれる。 

 センターにおいて、関係機関との情報共有や関係機関による支援が必要と判断し

た場合には、所定の方法に基づき関係機関へ連絡し、対応を依頼する。複数の機

関が関わる場合には、関係者会議等を通じて、ケースの情報共有と役割分担につ

いて協議し、支援の進捗管理や調整等の責任を担う担当機関やそれぞれの役割を

決める。その後も定期的な会議等を通じて支援の進捗状況を共有し、必要な連絡

調整を行う。 

 なお、個人情報の保護には十分な配慮が必要であるが、そのことのみを理由とし

て、連携に消極的となるべきではなく、各自治体の個人情報保護条例に基づき、

個人情報の保護に配慮した具体的な連携方策を検討することが望まれる。 

 

【関係機関との連絡調整の例】 

 それぞれの拠点で受け付けた相談等は定期的に開催する関係者会議において共有する。 

 特に支援が必要と思われるケースの場合には、電話やメール等で随時関係者と連絡を取

り合う。 
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（２）市区町村子ども家庭総合支援拠点、要保護児童対策地域協議会との連携 

 センターは全ての妊産婦や乳幼児等に開かれた拠点であるため、対象者の中には

市区町村子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会の対象ケースが含

まれる場合もある。 

 センターは市区町村子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会の対象

ケースとする状態像を確認し、対象ケースやその疑いがある妊産婦や乳幼児等を

把握した場合の連携方法について明確にしておく。 

 センターが収集した情報により市区町村子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対

策地域協議会の対象ケースになると判断される妊産婦や乳幼児等を把握した場合

には、速やかに担当者へつなぐなど、関係者との必要な連絡調整を行うとともに、

関係者会議等を通じてその後の経過を把握する。 
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第５ 事業評価の視点 

 センターの運営に当たっては、関連する各種計画や施策との整合性を図りながら

目標を設定し、定期的に評価することで、より効果的な支援に向けて運営方法を

見直していくことが望ましい。また、評価の際には、利用者の声や満足度を反映

することが望ましい。 

 評価指標には次のようなものが挙げられる。 

 

図表 15 子育て世代包括支援センターの事業評価の指標（例） 

指標の種類 指標の例 

ストラクチャー 

（構造）指標 

：センター業務のための仕

組みや体制を評価するもの 

○ 保健師○人、社会福祉士○人、XX を○人配置している 

○ 職員に対する研修を行っている 

○ 庁内関係課との情報共有・支援の検討のための会議体を設置している 

○ 関係機関との情報共有・支援の検討のための連絡会を設置している 

○ 関係機関との連絡方法や連絡調整のための様式を策定している 

○ 関係機関間の役割分担を明確にしている 等 

プロセス（過程） 

指標 

：センターの目的や目標達

成のための過程（手順）や

活動状況を評価するもの 

○ 地域住民におけるセンターの認知度が○%である 

○ センターにおける相談・情報提供の記録を作成・保存している 

○ 妊産婦や乳幼児等の情報を支援台帳で管理・更新している 

○ 庁内関係課との情報共有・支援の検討のための会議を開催している 

○ 関係機関との情報共有・支援の検討のための連絡会を開催している 

○ 支援プランの内容を関係機関と共有している 等 

アウトプット（事業実

施量）指標 

：センターの目的や目標の

達成のために行われる業務

や事業の結果を評価するも

の 

○ 妊産婦や乳幼児等のうち継続的に状況を把握できている割合 

○ 相談・助言、情報提供を行った件数 

○ 妊娠届出時にアンケートや面談を実施するなどして妊産婦や保護者の

身体的、精神的、社会的状況について把握した者の割合 

○ 妊産婦のうち支援プランを策定した割合 

○ 支援が必要な妊産婦のうち関係機関に対応を依頼した割合 等 

アウトカム（結果） 

指標 

：センターの目的や目標の

達成度、成果の数値目標を

評価するもの 

○ 安心して妊娠・出産・子育てができると思う者の割合 

○ 地域で子育てしたいと思う者の割合 

○ センターにおける支援への満足度 

○ 支援プランを策定した支援対象者のうち、問題が解決した人数 

○ 未就学児における児童虐待対応件数（０歳児、３歳児未満、３歳児以

上別） 等 
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【事業評価方法の例】 

 子ども子育て支援計画の中に事業計画を位置付け、目標の設定・評価を行う。 

 事業の進捗状況や実施結果は関係機関とも共有し、得られた意見は事業計画の見直しに反

映する。 

 評価指標には利用者からの満足度や評価を盛り込み、利用者目線の支援に活用する。 
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第６ 参考資料（様式例） 

１．支援台帳の例 
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支援台帳 

【母親】 

ID 氏名 
生年 

月日 
年齢 

居住 

地区 
連絡先 

妊娠届出日 

手帳交付日 

分娩 

予定日 

出産予定

機関 

婚姻 

状況 
家族構成 

初回面談日 

・接触日 

支援プラン 

の有無 

担当 

保健師 

子ども 

ID 
備考 

1 ○○○ 
○ / ○ /

○ 
○歳 ○地区 ○○○ 

○/○/○ 

○/○/○ 
○/○/○ ○○助産院 

□婚姻 

□未婚 

□夫・ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

□子ども 

□親 

□その他 

○/○/○ 

□有 □無 ○○○ XX 
○/○/○ 

更新 

2                

                

                

紐づけのための ID 

【子ども】 

ID 氏名 
生年 

月日 

年齢 

月齢 

分娩 

予定日 
出生機関 

初回面談日 

・接触日 

支援プラン 

の有無 
支援理由 

担当 

保健師 

母親 

ID 
備考 

1 ○○○ ○/○/○ ○歳 ○/○/○ ○○助産院 ○/○/○ □有 □無  ○○○ XX 
○/○/○ 

更新 

2            

            

 

→詳しい経過等の情報は別途個人記録として記録・保管。（次項参照）
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２．個別の妊産婦や乳幼児等に関する記録（個人記録）の例 

①個人記録：妊娠中 

母親 ID：                  作成日 ○年○月○日（担当：○○） 

妊婦氏名  更新日 ○年○月○日（担当：○○） 

出生年月日  里帰出産  

分娩予定日  婚姻状況  

住所・連絡先  家族構成  

 妊娠届出時 妊娠中（○/○/○） ・・・  

妊娠・出産・子育てに関

する今後の予定 
※子育てのイメージ・見通し 

   

気になること 

希望すること 

※妊娠や出産についての本人の気

持ち・周囲の反応 

   

妊娠の経過 

出産歴 

※妊娠週数、異常の有無 

※早産・流産等の経験の有無 

   

現病歴・既往歴 ※通院・治療等の有無 

   

身体的・精神的状態 ※心身の不調    

就業状況 

職場の状況 

※就業の有無（夫・ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 

※本人が就業している場合、職場

の理解・サポートの状況 

   

生活習慣 
※飲酒、肥満の有無 

※喫煙の有無（本人と夫・ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 
   

世帯の経済状況 ※経済的な問題の有無    

周囲の状況と 

家族関係 

※夫・パートナー、親、知人・友

人のサポートの有無 

※相談相手の有無 

※夫婦、きょうだい関係 

   

母子保健事業 

子育て支援事業の 

利用状況 

※各種事業、サポートの利用状況 

   

支援プラン 

作成の有無 

※支援プランの策定の有無 

※作成している場合は作成理由、

作成日、見直し時期 

   

関係機関への引継ぎ 

関係機関からの連絡 
※関係機関との連絡・調整状況 

   

備考  

   

 

経過に応じて情報を蓄積 
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個人記録②：出産後 

母親 ID：               子ども ID：           作成日 ○年○月○日（担当：○○） 

産婦氏名  更新日 ○年○月○日（担当：○○） 

児 氏名  里帰出産  

出産年月日  婚姻状況  

住所・連絡先  家族構成  

 出生届出時 新生児訪問時（○/○/○） ・・・  

子育てに関する今後の

予定 
※子育てのイメージ・見通し 

   

気になること 

希望すること 

※子育てについての本人の気持

ち・周囲の反応 

   

出産時の異常の有無 ※出産時の異常の有無 

   

母親の現病歴  

   

母親の状況 ※心身の不調    

児の状況 

※低体重児かどうか、入院の必要

性等 

※発達・発育の状況 

   

就業状況 

職場の状況 

※就業の有無（夫・ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 

※本人が就業している場合、職場

の理解・サポートの状況 

   

生活習慣 
※飲酒、肥満の有無 

※喫煙の有無（本人と夫・ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 
   

世帯の経済状況 ※経済的な問題の有無    

周囲の状況と 

家族関係 

※夫・パートナー、親、知人・友

人のサポートの有無 

※相談相手の有無 

※夫婦、きょうだい関係 

   

育児の状況 
※育児不安、負担感、育てづらさ 

※家庭の養育力 等 

   

母子保健事業 

子育て支援事業の 

利用状況 

※各種事業、サポートの利用状況 

   

支援プラン 

作成の有無 

※支援プランの策定の有無 

※作成している場合は作成理由、

作成日、見直し時期 

   

関係機関への引継ぎ 

関係機関からの連絡 
※関係機関との連絡・調整状況 

   

備考  
   

 

経過に応じて情報を蓄積 
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３．利用計画（セルフプラン）の例 

利用計画（妊娠～出産の例） 

（利用者名）様 

母親 ID：       

作成日：○年○月○日 

現在の状況 

□妊娠中（妊娠  週） 

出生予定日：        

 

お仕事 
□有り（□休業 □退職） 

□無し 

里帰出産 □有り   □無し 

妊娠・出産・子育

てに関する今後の

予定 

 

気になること 

希望すること 

 

 妊娠１～４か月 ５～７か月 ８～１０か月 

ご自身で 

できること 

□禁酒・禁煙 

□出産病院を決める 

□里帰り出産の場合は帰省先の病
院等に分娩を予約 

□出産予定を職場に伝え、休業等の
調整、手続を行う 

 ・・・ 

□禁酒・禁煙 

□妊婦健診 

□入院時の準備物品の用意 

□ベビー用品の準備 

□妊婦教室の受講 

□家族と緊急連絡先、産前産後の過ごし方の確認 

□地域の子育て支援センターやファミリーサポート、生活支援サービスに
ついて確認 

□出産予定を職場に伝え、休業等の調整、手続を行う 

□・・・ 

ご家族が 

できること 
□禁煙・・・ 

□禁煙 

□家族と緊急連絡先、産前産後の過ごし方の確認 

□・・・ 

今後利用する 

サポート・事業 

 

 

 

関係機関 

担当者 
○○○（連絡先：XXXXXX） 

次回計画見直し時期：○年○月○日（予定） 

担当：○○子育て世代包括支援センター ○○○○ 

連絡先：○○○○ 

切れ目のない支援のため、関係機関と計画内容を共有することについて同意します。 

（本人署名）            （日付）   年   月  日 

地域子育て支援拠点 
 

妊婦健診（14回） 

子育て世代包括支援センターでの定期面談（○月、○月、○月）・・・ 

両親教室（○月、○月） 

電話相談 
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利用計画（出産～子育ての例） 

（利用者名）様 

母親 ID：       

作成日：○年○月○日 

現在の状況 

□児の出生（予定）日：        

□出産機関名：           
お仕事 

□有り（□休業 □退職） 

□無し 

里帰出産 □有り   □無し 

出産・子育てに関

する今後の予定 

 

気になること 

希望すること 

 

 産後１か月 ２～３か月 ４か月 

ご自身で 

できること 

□禁酒・禁煙 

□出生届 

□健康保険加入 

□出産育児一時金の申請 

□子ども医療費助成の申請 

□児童手当の申請 

□産後１か月健診 

□産後休業（産後 8週間） 

□育児休業給付金の申請 ・・・ 

□禁酒・禁煙 

□予防接種 

□・・・ 

 

□育児休業 

□・・・ 

□禁酒・禁煙 

□予防接種 

□４か月健診 

 

□育児休業 

□こども園入所手続 

□・・・ 

ご家族が 

できること 

□禁煙 

□育児・家事分担 

□育児休業 ・・・ 

□禁煙 

□・・・ 

□禁煙 

□・・・ 

今後利用する 

サポート・事業 

  □・・・ 

関係機関 

担当者 
○○○（連絡先：XXXXXX） 

次回計画見直し時期：○年○月○日（予定） 

担当：○○子育て世代包括支援センター ○○○○ 

連絡先：○○○○ 

切れ目のない支援のため、関係機関と計画内容を共有することについて同意します。 

（本人署名）            （日付）   年   月  日 

 

 

 

新生児訪問（○月） 

こんにちは赤ちゃん訪問 

母乳育児相談 

産前・産後サポート事業 

産後ケア事業 

子育てひろば・児童館 

一時預かり事業 ・・・ 
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１週間の利用計画 

 

月 火 水 木 金 土 日 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

今後３か月の予定 

 

１か月 ２か月 ３か月 
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４．支援プランの例 

支援プラン（妊娠～出産の例） 

（利用者名）様 

母親 ID：       

作成日：○年○月○日 

現在の状況 

□妊娠中（妊娠  週） 

出生予定日：        

 

お仕事 
□有り（□休業 □退職） 

□無し 

里帰出産 □有り   □無し 

妊娠・出産・子育

てに関する今後の

予定 

 

気になること 

希望すること 

 

対象時期 □妊娠初期  □妊娠中期  □妊娠後期  □出産前後 

 妊娠１～４か月 ５～７か月 ８～１０か月 

ご自身で 

できること 

  

ご家族が 

できること 

  

今後利用する 

サポート・事業 

  

関係機関 

担当者 

□電話相談（○月） 

□面談（○月） 

□保健師訪問（○月） 

□XXX 

□電話相談（○月、○月、○月） 

□面談（○月○日） 

□保健師訪問（○月、○月、○月） 

□XXX 

次回プラン見直し時期：○年○月○日（予定） 

担当：○○子育て世代包括支援センター ○○○○ 

連絡先：○○○○ 

切れ目のない支援のため、関係機関とプラン内容を共有することについて同意します。 

（本人署名）            （日付）   年   月  日 

 

※利用計画に準じる 
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支援プラン（出産～子育ての例） 

（利用者名）様 

母親 ID：       

作成日：○年○月○日 

現在の状況 

□児の出生（予定）日：        

□出産機関名：           
お仕事 

□有り（□休業 □退職） 

□無し 

里帰出産 □有り   □無し 

出産・子育てに関

する今後の予定 

 

気になること 

希望すること 

 

対象時期 
□妊娠初期  □妊娠中期  □妊娠後期  □出産前後 

□子育て期（産後○～○か月） 

 産後１か月 ２～３か月 ４か月 

ご自身で 

できること 

   

ご家族が 

できること 

   

今後利用する 

サポート・事業 

   

関係機関・ 

支援機関による 

サポート 

担当：○○○○ 

□電話相談（○月○日） 

□面談（○月○日） 

□保健師訪問（○月○日） 

□XXX 

担当：○○○○ 

□電話相談（月○回） 

□面談（○月○日） 

□保健師訪問（○月○日） 

□XXX 

担当：○○○○ 

□電話相談（月○回） 

□面談（○月○日） 

□保健師訪問（○月○日） 

□XXX 

次回プラン見直し時期：○年○月○日（予定） 

担当：○○子育て世代包括支援センター ○○○○ 

連絡先：○○○○ 

切れ目のない支援のため、関係機関とプラン内容を共有することについて同意します。 

（本人署名）            （日付）   年   月  日 

 

  

※利用計画に準じる 
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５．関係機関との連絡様式の例 

連絡票 

○年○月○日 

 

所 属： 

 

所 属： 

担 当： 担 当： 

連絡先： 連絡先： 

 

 

対応日時 ○年○月○日 対応者   

利用者氏名 親： 生年月日 親： （   歳） 

 児：  児： （   か月） 

住所・地区  連絡先 （電話）  

相談者 
□本人（母親） 

□本人以外 

□親族（児との続柄              ） 

□小児科・産婦人科・その他医療機関（      ） 

□保育園・幼稚園・学校・庁内関係課（      ） 

□その他（                   ） 

対応種別 □面談 □電話 □メール・FAX 

相談内容 

□育児不安           □発育・発達に関する相談 

□経済面に関する相談      □仕事に関する相談 

□家族との関係に関する相談   □医療的ケアが必要な児に関する相談 

□心身の不調・疾患を有する保護者への支援 

□外国籍・異文化の背景を持つ保護者に対する支援 

□その他（                    ） 

具体的な内容 

 

 

 

 

 

対応方針 

 

 

 

 

 

関係機関への 

引継ぎ・ 

依頼事項 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添資料２ 都道府県からの推薦事例に対する調査 

  



 

  



◆子育て世代包括支援センター業務のうち、包括的なサービス（母子保健、子育て支援の両方を含む）を

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なく提供するためのマネジメント業務についてお伺いします。

子育て世代包括支援センターにおけるマネジメント業務の具体的内容

１．妊産婦や乳幼児、保護者等（以下、妊産婦や乳幼児等）等の状況の継続的把握

２．妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・提言

３．保健、医療、福祉、教育の関係機関との連絡調整

４．支援プランの策定

◆妊産婦や乳幼児等の支援台帳や各種記録表、支援プランの用紙、支援手順書など、業務でご使用されて

いる様式や資料がございましたら、差し支えない範囲でご提供をお願い致します。

◆本調査における各設問について、概要の分かる資料をご提供いただける場合には、当該設問への記入は

不要です。

＜ご記入者様＞

都道府県名： （ ） 市区町村名： （ ）

所属： （ ） 電　話： （ ）

役職： （ ） メール： （ ）

氏名： （ ） ＦＡＸ： （ ）

子育て世代包括支援センター　都道府県からの推薦事例調査

自治体名

ご記入者様 ご連絡先
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＜基本情報（平成27年度実績）＞

職員数

保健師 人 人 利用者支援専門員 人 人

助産師 人 人 地域子育て支援拠点専門職員 人 人

看護師 人 人 その他の補助職員等 人 人

ソーシャルワーカー 人 人

年間妊娠届出数 （ ） 人 年間出生数 （ ） 人

支援対象としている子ども：

（ ） 歳ごろまで

妊婦 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

産婦 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

（出産後1年以内）

乳幼児 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

（小学校の始期に達するまでの者）

保護者 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

（幼児の保護者。産婦を除く。）

就学後児童 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

その他 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※１　非常勤職員の常勤換算にあたっては、直近1週間に従事した勤務時間の合計をセンターの通常の勤務時間で除した数値

（常勤換算数）を記入して下さい。ただし、1週間に勤務すべき時間数が32時間未満となる場合は、換算する分母を32時間と

して下さい。

【非常勤職員の常勤換算数の計算式】 ＊1か月に数回の勤務である場合

※２　妊産婦及び乳幼児等の実情を把握する、もしくは妊娠・出産・育児に関する各種相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健

指導を行った妊産婦等の実人数をご記入ください。

※３　妊娠・出産・産後・子育ての期間を通じて、妊産婦及び乳幼児等の母子保健や子育てに関する支援に必要な実情を継続的に

把握することを指します。

※４　支援プランの作成対象者や内容等の具体的事項については、別の設問でお伺い致します。貴子育て世代包括支援センター

において「支援プラン」として作成しているものについて、該当する人数をご記入ください。ただし、全ての妊産婦や乳幼児等に

おいて内容が一律に同じもの（事業の情報提供のみ等）は支援プランには含みません。

非常勤職員の1週間の勤務時間の合計 非常勤職員の1か月の勤務時間の合計

貴センターが定めている1週間の勤務時間 貴センターが定めている1週間の勤務時間×4（週）

（実人数） （実人数）

対応者数※２ 把握すること※３が 作成対象者数

（実人数） できている方

（うち）継続的に状況を （うち）支援プラン
※４

正規
非正規

正規
非正規

（常勤換算※１） （常勤換算※１）

乳幼児（就学前児童） 就学児⇒ 
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１．妊産婦や乳幼児等の継続的な状況の把握について

（１）妊産婦や乳幼児等の状況を継続的に把握するための方法についてお尋ねします。

①妊産婦や乳幼児等の状況を把握するにあたり、アセスメント項目やアセスメントシートを定めていま

すか。定めている場合には、当該様式等のご提供をお願い致します。（乳幼児健診時の健診項目は除く。）

⇒ 対象とする方について、該当するものすべてに○をつけてください。

（ ）

②妊産婦や乳幼児等の状況を継続的に把握するために活用している情報源やツール、情報収集項目、

情報収集の方法についてご記入ください。

＜妊産婦や保護者等についての情報収集の内容（項目）＞

情報収集の内容（複数回答）： 

（ ）

＜乳幼児についての情報収集の内容（項目）＞

情報収集の内容（複数回答）： 

（ ）

＜妊産婦等についての情報収集のために活用しているツール類＞

（ ）

※　「その他」に☑した場合、具体的な内容が分かる資料のご提供をお願い致します。

はい 

いいえ 

妊婦 産婦 乳幼児 就学前児童 その他 

婚姻状況 就労状況 職業 仕事内容 職場での協力・配慮の有無 

家族構成 生年月日（年齢） 分娩予定日 出産予定期間 妊娠週数 

既往歴 妊娠・出産歴 出産時の異常の有無 

身体的状態 精神的状態 喫煙の有無 飲酒の有無 その他生活習慣 

世帯の経済状況 夫・パートナーの協力の有無 夫・パートナー以外の協力の有無 

転出入の状況 母子保健事業の利用状況 悩み・困りごと 

相談相手の有無 子育て仲間の有無 育児の状況・負担感 

第１子ではない場合は上の子の周産期情報 

第１子ではない場合は上の子の育児情報 

その他 

出生年月日（年齢） 出生機関 出生時の状況 発育・発達状況 

保育所等の利用状況 

その他 

エジンバラ産後うつ質問票（EPDS） 

その他 
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＜妊産婦や乳幼児等についての情報収集の機会・情報源＞

下表に示す各情報収集の機会・情報源について、それぞれ①～④についてご記入ください。

（B～Dは、Aにおいて「十分に活用している」又は「十分ではないが活用している」と回答した場合に回答

してください。）

A．妊産婦や乳幼児等の情報収集のために活用しているかどうか、該当するものにチェックしてください。

B．その情報源を活用することでカバー可能な妊産婦・乳幼児等の割合をおおよそで構いませんので

お答えください。

C．情報収集の方法等について、該当するものをお選びください。面談形式の場合は、1人回あたりのおお

よその所要時間についてもご記入ください。

D．情報収集や支援台帳の作成のために特に重要と考えられる情報源にチェックをつけてください。（複数

回答）その際、妊娠期、出産前後、子育て期のうちいずれの段階において特に重要であるのか分かる

よう、該当する時期のチェックボックスに☑をつけてください。

母子保健事業

妊娠の届出・母子 十分に活用している

健康手帳の交付時の 十分ではないが

面談等 活用している 平均 分

活用していない ／１人回

医療機関における 十分に活用している

妊婦健康診査 十分ではないが

活用している

活用していない

母親学級・両親学級 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

妊婦訪問（来所含む） 十分に活用している

十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

出生届時の面談等 十分に活用している

十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

子
育
て
期

情報収集の機会・ 情報収集が可能な 方法等

情報源 妊産婦・乳幼児等の割合）

支援センターとしての A．活用状況 （妊娠届出数に占める、 C．情報収集の 妊
娠
期

出
産
前
後

子育て世代包括 B．カバー率 D．特に重要な情報源

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

面談 

アンケート 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 
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低体重児の届出 十分に活用している

十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

新生児訪問指導・ 十分に活用している

未熟児訪問指導 十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

乳幼児健康診査 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

産婦健診 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

予防接種 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

産婦訪問（来所含む） 十分に活用している

十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

産前産後 十分に活用している

サポート事業 十分ではないが

活用している

活用していない

情報収集が可能な 方法等

情報源 妊産婦・乳幼児等の割合）

D．特に重要な情報源

支援センターとしての A．活用状況 （妊娠届出数に占める、 C．情報収集の 妊
娠
期

出
産
前
後

子
育
て
期

情報収集の機会・

子育て世代包括 B．カバー率

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 
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産後ケア事業 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

子育て支援事業

乳児家庭全戸訪問 十分に活用している

十分ではないが

活用している 平均 分

活用していない ／１人回

養育支援訪問事業 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

子育て短期支援事業 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

地域子育て支援 十分に活用している

拠点事業 十分ではないが

活用している

活用していない

病児保育事業 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

子育て援助活動 十分に活用している

支援事業 十分ではないが

（ファミリーサポート 活用している

事業） 活用していない

その他

前回妊娠時の関わり 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

要保護児童対策 十分に活用している

地域協議会 十分ではないが

活用している

活用していない

子
育
て
期

情報収集の機会・ 情報収集が可能な 方法等

情報源 妊産婦・乳幼児等の割合）

支援センターとしての A．活用状況 （妊娠届出数に占める、 C．情報収集の 妊
娠
期

出
産
前
後

子育て世代包括 B．カバー率 D．特に重要な情報源

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 

10%未満 

10%以上30%未満 

30%以上50%未満 

50%以上70%未満 

70%以上90%未満 

90%以上 
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児童相談所 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

女性相談センター 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

教育委員会 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

地域自立支援協議会 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

病院・診療所 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

助産所 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

保育所等 十分に活用している

十分ではないが

活用している

活用していない

地域住民・地域組織 十分に活用している

具体的に： 十分ではないが

（ ） 活用している

活用していない

その他 十分に活用している

具体的に： 十分ではないが

（ ） 活用している

活用していない

その他自由記載欄：

情報収集が可能な 方法等

情報源 妊産婦・乳幼児等の割合）

D．特に重要な情報源

支援センターとしての A．活用状況 （妊娠届出数に占める、 C．情報収集の 妊
娠
期

出
産
前
後

子
育
て
期

情報収集の機会・

子育て世代包括 B．カバー率
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③ “妊産婦や乳幼児等の「切れ目のない状況の把握」
※

”のために工夫していることや困難なことについて

ご記入ください。

※母子保健事業や子育て支援事業の機会とは別に、妊産婦や乳幼児等の日頃の様子や状況等も含めて、状況を把握するために

行っていることや連携している関係者がいれば具体的にご記入ください。

また、子育て世代包括支援センターとして、妊娠期から出産、出産から産後、産後から子育て期への移行に際し、収集した情報

を関係機関・関係者と共有するための取組についてご記入ください。

妊産婦や乳幼児だけでなく、父親やその他親族等の状況の把握も含めてご記入ください。

工夫していること

困難なこと

（２）妊産婦や乳幼児等の支援台帳の記載項目について具体的にご記入ください。当該様式をご提供いただける

場合には記入は不要です。

妊産婦

（ ）

乳幼児

（ ）

その他

婚姻状況 職業 家族構成 分娩予定日 

出産予定機関 面談日・接触日 要フォローの有無・内容 

その他 

年齢 出生機関 出生時の状況 

面談日・接触日 要フォローの有無・内容 

その他 
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２．妊産婦や乳幼児等への情報提供・助言について

（１）妊娠・出産・子育てに関する相談体制で特徴的な点があればご記入ください。

（２）複数の施設・場所で相談対応している場合の情報共有の方法についてご記入ください。

（３）上記「１妊産婦や乳幼児等の継続的な状況の把握について」で把握した情報と「妊娠・出産・子育てに関する

相談」で把握した情報に基づき必要なサービス等を選定し情報提供・助言する際の対応方針※をあらかじめ

定めていますか。定めている場合には、その具体的な内容についてもご記入あるいは資料のご提供を御願い

致します。 ※具体的なイメージは最終頁の事例をご参照ください。

→対応方針を定めている場合、具体的な対応方針についてご記入いただくか、概要の分かる資料の

ご提供をお願い致します。

対応方針をあらかじめ定めている 対応方針は特に定めていない 
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３．支援プラン※の策定について
※全ての妊産婦や乳幼児等において内容が一律に同じもの（事業の情報提供のみ等）は支援プランには含みません。

（１）支援プランの策定状況についてお伺いします。

①貴子育て世代包括支援センターでは、どのような方を対象に支援プランを作成していますか。支援プラン

の策定対象（策定単位）について、以下のa～f のそれぞれについて該当するものをお選びください。

②a～f のそれぞれについて、①で「必要と思われる対象者について策定」を選んだ場合には、支援プランの

策定対象とする対象者像や判断基準について具体的にご記入ください。

a.妊産婦 原則全員について策定

必要と思われる対象者

について策定

策定していない

b.乳幼児 原則全員について策定

必要と思われる対象者

について策定

策定していない

c.配偶者 原則全員について策定

　・パートナー 必要と思われる対象者

について策定

策定していない

d.その他の家族 原則全員について策定

必要と思われる対象者

について策定

策定していない

e.家庭全体 原則全員について策定

必要と思われる対象者

について策定

策定していない

f.その他 原則全員について策定

具体的に： 必要と思われる対象者

について策定

策定していない

※支援プランの用紙やサンプルがあればご提供ください。

②具体的な対象像・策定の判断基準

対象 ①策定状況
①で「必要と思われる対象者について策定」を選択した場合、支援プ
ランを策定する対象となる具体的な対象者像・判断基準の具体的内
容についてご記入ください。
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（２）支援プランを策定するための協議会やケース検討会等についてご記入ください。

※複数会議体がある場合は、該当するものすべてに☑してください。

検討形態

＜所属＞　※作成に関わっている関係者等すべてに☑

（ ）

参加者

（所属・職種） （ ）

（複数回答）

（ ）

＜職種＞

→ 診療科： （ ）

（ ）

（３）支援プラン策定のために、以下のような工夫していることはありますか。

（ ）

（４）支援プランの見直し・評価の方法についてご記入ください。

見直し・評価の状況

見直し・評価の方法

例）月1回、すべての支援プ

ランについてケース検討会で

報告し、評価している　等

開催頻度 設置形態

子育て世代包括支援センター内担当者で協議・検討 定期開催 

不定期開催 

既存の会議体を活用 

新規に会議体を設置 

その他市区町村内の関係課を交えて協議・検討 定期開催 

不定期開催 

既存の会議体を活用 

新規に会議体を設置 

外部関係者を交えて協議・検討 定期開催 

不定期開催 

既存の会議体を活用 

新規に会議体を設置 

庁内関係課 

保健所 市町村保健センター 医療機関 助産所 保育所 

幼稚園 認定こども園 地域子育て支援拠点 小学校 特別支援学校 

助産施設 乳児院 児童相談所 母子生活支援施設 

児童養護施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 情緒障害児短期治療施設 

児童発達障支援センター 障害児入所施設 障害児通所支援事業所 

その他児童福祉施設 

女性相談センター 婦人保護施設 要保護児童対策地域協議会 教育委員会 

地域自立支援協議会 その他 

医師 産科 小児科 精神科 歯科 その他 

保健師 看護師 助産師 社会福祉士 保育士 管理栄養士・栄養士 

歯科衛生士 臨床心理士 教諭 その他 

支援プランの内容を支援対象の妊産婦等と一緒に考えて策定している 

支援プランの内容を妊産婦等と書面で共有している 

その他 

特になし 

定期的に行っている 定期的ではないが行っている 

11



４．保健・医療・福祉・教育の関係機関との連絡調整について

（１）妊産婦や乳幼児等について情報収集した内容や相談内容を踏まえ、関係機関との情報共有や必要な支援

の提供にあたって実施していること・工夫していることについてご記入ください。

（ ）

連携先

（複数回答）

（ ）

（ ）

連携方法

（２）妊産婦や乳幼児等の情報収集や、関係機関に寄せられた相談内容等の共有、必要な支援の提供にあたっ

て、連携が難しい関係機関、今後連携を強化したい関係機関等があればご記入ください。

連携が難しい／ 連携が困難/今後連携を強化したい理由

今後連携を強化したい関係機関

庁内関係課 

保健所 市町村保健センター 医療機関 助産所 

保育所 幼稚園 認定こども園 地域子育て支援拠点 

小学校 特別支援学校 

助産施設 乳児院 児童相談所 

母子生活支援施設 児童養護施設 児童自立支援施設 

児童家庭支援センター 情緒障害児短期治療施設 児童発達障支援センター 

障害児入所施設 障害児通所支援事業所 

その他児童福祉施設 

女性相談センター 婦人保護施設 要保護児童対策地域協議会 

教育委員会 地域自立支援協議会 その他 
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５．子育て世代包括支援センター業務の運営に当たっての課題について

子育て世代包括支援センター業務の運営に当たっての課題として、該当するものをお選びください。

（複数回答）

→対応の難しい事業

（ ）

６．貴センターの住民への周知について

子育て世代包括支援センターの周知方法、内容についてご記入ください。

①周知方法

（ ）

②特にPRしている点 例：妊娠・出産から子育てまでワンストップで相談対応、など

必要な予算・人員（保健師等を1名以上、利用者支援専門員1名以上）が確保できない 

適切な場所が確保できない（プライバシーに配慮したスペース等） 

センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいものがある 

その他 

妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

妊娠・出産・育児等に関する相談に応じ、必要な助言・保健指導を行うこと 

支援プランを策定すること 

保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

ホームページ上で周知している チラシ・ポスターを作成・掲示している 

母子手帳交付時に情報提供している 地域の医療機関や助産所を通じて情報提供している 

両親学級等の事業を通じて情報提供している 乳幼児健診の際に周知している 

その他 
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７．子育て世代包括支援センターの事業評価（PDCAサイクル）について

（１）子育て世代包括支援センターの事業評価を行っていますか。行っている場合には、事業評価の評価指標や

評価方法（評価の頻度・タイミング、評価対象期間、評価指標の収集方法）等についてご記入ください。

→「事業評価を行っている」場合、具体的な方法についてご記入ください。

＜評価指標＞

＜評価方法＞

（２）貴センター利用者自身の声・希望や満足度などについて調査・把握していますか。

→調査・把握を「行っている」場合、具体的な方法についてご記入ください。

実施担当者（担当課）

調査時期

調査方法・

調査場所

情報の集約・

関係者との共有方法

その他

８．貴センターの特色について

貴センターの特色について、ご記入ください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

事業評価を行っている 事業評価は行っていない 

行っている 行っていない 
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別添資料３ 研修プログラムに関する調査 

  



 

  



◆子育て世代包括支援センターの担当者を対象とした、センター業務に関する研修についてお伺いします。

（産後ケア事業など、個別の事業に関する研修は除きます。）

◆研修プログラムのカリキュラムや当日の資料等について、差し支えない範囲でご提供をお願い致します。

＜基本情報＞

都道府県名： （ ）

所属： （ ） 電　話： （ ）

役職： （ ） メール： （ ）

氏名： （ ） ＦＡＸ： （ ）

１．研修プログラムの内容について ★内容の分かる資料をご提供いただける場合は記入不要です。

研修プログラムが３つ以上ある場合、水色の範囲を行コピーしてください。

研修プログラム名

目的

対象者

実施時期・期間

・実施回数

開催場所

経費

受講者数

科目・テーマが６つ以上ある場合、行コピー、挿入貼付けしてください。

平成27年度

平成28年度（予定含む）

科目・テーマ 区分 所要時間
（単位：分）

講師の
所属・役職・職種

内容（概要）

平成28年度（予定含む）

平成27年度

平成28年度（予定含む）

⇒次の問へ

平成27年度

子育て世代包括支援センター業務に関する研修プログラム調査

自治体名

ご記入者様 ご連絡先
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研修プログラムが３つ以上ある場合、水色の範囲を行コピーしてください。

研修プログラム名

目的

対象者

実施時期・期間

・実施回数

開催場所

経費

受講者数

科目・テーマが６つ以上ある場合、行コピー、挿入貼付けしてください。

平成28年度（予定含む）

科目・テーマ 区分 所要時間
（単位：分）

講師の
所属・役職・職種

内容（概要）

平成27年度

平成28年度（予定含む）

平成27年度

平成27年度

平成28年度（予定含む）
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２．成果や課題、今後の展望について

（１）研修プログラムに関する受講者の感想・評価について、把握している範囲でご記入ください。

（２）現状の研修プログラムに関する課題等があればご記入ください。

（３）今後の予定、展望についてご記入ください。

（今後新たに実施予定の研修や内容の見直し等があれば、そちらについてもご記入ください。）

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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別添資料４ 子育て世代包括支援センター未設置自治体における課題調査 

  



 

 

 



１．基本情報

２．貴市区町村で実施している現行の母子保健・子育て支援サービス

産前・産後サポート事業

産後ケア事業

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

子育て短期支援事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

３．子育て世代包括支援センターの設置について

① 貴市町村での子育て世代包括支援センターの設置予定はありますか？

→設置予定がない理由（複数回答）

（ ）

子育て世代包括支援センターの実施に向けたアンケート調査

　＊回答はwebアンケートにてお願い致します。実施要領をご確認ください。

自治体名 都道府県名 市区町村名

ご記入者様

所属 連

絡

先

電話

役職 メール

氏名 FAX

サービスメニュー 実施の有無

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

平成29年度に設置予定 

平成30年度に設置予定 

平成31年度に設置予定 

平成32年度に設置予定 

時期は未定だが設置予定 

設置するかどうか検討中 

設置するかどうか検討していない 

設置予定なし 

現状で対応できているため 

対象者が少ないため 

予算がないため 

その他 



② 設置にあたりどのような課題がありますか？（複数回答）

センターとして実施しなければならない事業で対応の難しいものがある

→対応の難しい事業

必要な予算・人員（保健師等を1名以上、利用者支援専門員1名以上）が確保できない

適切な場所が確保できない（プライバシーに配慮したスペース等）

どのような情報を収集すべきかが分からない

収集した情報をどのように管理すればよいか分からない

どのような人を対象者としてフォローすべきか分からない

どのような内容を支援プランに盛り込めばよいか分からない

個別の対象者の対応について関係機関と協議の場を設けることが難しい

関係機関や地域の関係者との連携にあたり、どのような機関、関係者とどのように連携すればよいか

分からない

その他 （ ）

③ 子育て世代包括支援センターを実施するにあたり、国・都道府県等への要望がありましたら、ご自由にお書き

ください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

妊娠・出産・育児等に関する相談に応じ、必要な助言・保健指導を行うこと 

支援プランを策定すること 

保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 
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