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厚労省 健康局、子ども家庭局、社会・援護局に要望

子育て世代包括ケア実現に向けた
体制整備と保健師・助産師の活用を
公益社団法人日本看護協会（会長：福井トシ子、会員 73 万人）は 5 月 7 日、厚生労
働省の福田祐典健康局長と吉田学子ども家庭局長に、8 日には同省社会・援護局の宮嵜
雅則障害保健福祉部長に、平成 31 年度予算等に関する要望書を提出しました。
報道関係の皆さまにおかれましては、各要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機
会にご紹介くださいますようお願い申し上げます。

■健康局
地域保健を取り巻く課題は多様化・深刻化し、自治体で
は、保健師の配置を必要とする領域や部署が拡大していま
す。保健活動をより効果的、継続的に展開するため、自治
体保健師の計画的な人材確保および適切配置と、市町村統
括保健師の配置および人材育成の推進を要望しました。

■子ども家庭局

福田健康局長（左）に
要望書を手渡す福井会長

「子育て世代包括支援センター」の設置が十分
でない現状から、同センターの現状を把握・評価し、
効果的な取り組みができるよう保健師の配置促進
を要望しました。児童相談所への保健師の配置推
進や、全ての妊産婦が分娩取扱施設で２週間健診
吉田子ども家庭局長（左）と本会役員

を受けられるための予算確保なども求めました。

■社会・援護局 障害保健福祉部
精神に障害のある人が安心して自分らしく暮
らすためには、障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムを築くことが重要です。退院後の再発や悪
化を防ぎ、地域で支援に関わる多くの機関や職種
をマネジメントする自治体保健師の役割が大き
くなっています。これらの背景を踏まえ、精神保

宮嵜障害保健福祉部長（左奥）と本会役員

健福祉施策の充実に向けた保健師の人材確保や、育成に関する予算措置を訴えました。
＜リリースの問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会
広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/
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要望事項
要望１ 自治体保健師の計画的な人材確保および適切な配置の推進
要望２ 市町村の統括保健師の配置および人材育成計画の策定の推進

要 望１

自治体保健師の計画的な人材確保および適切な配置の推進

自治体保健師の計画的な人材確保および適切な配置を推進されたい
１）自治体保健師の計画的な人材確保および適切な配置の推進
≪都道府県・指定都市等≫
 児童相談所における保健師の状況について
平成28年の児童相談所強化プランでは、児童相談所の体制及び専
門性の計画的な強化を目的に、平成29年度までに保健師の増員210
人を目指すとしているが、平成29年4月時点で、保健師の数は138人
にとどまっている。
また、児童相談所運営費（交付税）で、保健師3名分の予算措置がさ
れているものの、保健師を採用していない相談所も多く、今後、さらな
る保健師の配置を目指し、積極的に推進していく必要がある。
 精神障害者の地域生活支援における保健師の状況について
平成30年3月に「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に
関するガイドライン」が通知された。ガイドラインには、精神障害者が、
退院後、継続的なケアにより、再発や悪化を防ぎ、地域で充実した生
活を送れるよう、特に必要があると認められる者に対し、新たに退院
支援計画を作成することが示された。計画の作成主体は、相談支援
を実施している自治体の保健所等が想定されており、各自治体の精
神保健分野等を担当する保健師の人員体制の充実が必要である。

≪都道府県・指定都市等≫
●児童相談所の保健師の配置状況と必要人数

配置目標（※）

配置の現状

差

210人

138人(H29.4)

▲ 72人

（※児童相談所強化プラン，H28年4月～H31末）

児童相談所へ
さらに72人確保が必要

●精神障害者の入退院支援に関わる保健師の業務量と必要人員の試算
・新たな業務として、「支援計画の作成」「相談支援」「協議会の設置」を
想定すると、1保健所につき最低1人以上の保健師の増員が必要。
全国各保健所へ１名づつ

469人以上の増員が必要
(保健所数469箇所出典:健康局地域保健室調べH30.4.1現在)
(試算:日本看護協会)

≪市町村≫
 子育て世代包括支援センターにおける保健師の状況について
平成29年8月に「子育て世代包括支援センターの設置運営につい
て」が通知され、子育て世代包括支援センターの必要職員体制として
保健師等を1名以上配置することが示された。これまで設置されたセ
ンターに保健師が配置されているか不明であり、状況の把握と未配
置の解消を進めると共に、今後設置されるセンターへ保健師が配置さ
れるよう推進していく必要がある。
 生活困窮者の自立支援における保健師の状況について
生活困窮者自立支援法等の改正に伴い、平成33年より、生活保護
制度における自立支援の強化・適正化として、「健康管理支援事業」
が開始することが求められる。生活困窮者、生活保護者の健康支援
の推進に向け、今後、福祉事務所にも保健師の配置の推進が必要。

≪市町村≫
●子育て世代包括支援センターの設置状況と保健師の配置状況
・全国1,741市区町村のうち、センター設置は525市町村（1,106ヵ所）H29時点

・これまで設置されたセンターおよびこれから設置されるセンターに、保健師
が1人以上配置されるよう推進が必要

※健康管理支援事業について
生活保護受給者は、医療保険の加入者等と比較して生活習慣病の割合
が高いが、健診データ等が集約されておらず、生活習慣病の予防・重症化
予防の取組が十分に実施できていない。
国は罹患状況等を分析し、福祉事務所への情報提供等により、生活保護
受給者への、生活指導や受診勧奨等を支援する。

公益社団法人 日本看護協会

要 望２

市町村の統括保健師の配置および人材育成計画の策定の推進

１）市町村の統括保健師の配置を推進されたい
２）計画的な人材育成が図られるよう、各自治体の状況に応じた人材育成計画の策定を推進されたい
１）市町村の統括保健師の人材育成、配置の推進
 更なる保健活動の推進、専門的な能力向上等に向けて
市町村の統括保健師の配置を推進していくことが必要で
ある。

●統括保健師の配置状況
• 都道府県の配置が97.9%となった一方、市町村での統括保健師の配置が49.7%であっ
た。

平成２５年４月「地域における保健師の保健活動において
(健康局長通知)」において、保健師の保健活動を組織横断
的に総合調整及び推進し、人材育成や技術面での指導・調
整を行う統括的な役割を担う保健師(所謂、統括保健師)の
配置が示されたところである。
統括保健師の配置によって、専門的能力向上に向けた人
材育成が可能となったことや、分散配置保健師に対する支
援、情報集約・発信の役割・責任の明確化、保健事業の連
携や推進、危機管理時の対応が可能となる等、様々な効果
が報告されている(引用:厚生労働省HP/地域における保健
師の保健活動に関する指針の活用状況に係る調査/全国
保健師長会/H27年)。
これらはすべての市町村に求められるものであり、さらな
る配置の推進が求められる。
２）各自治体における人材育成計画の策定の推進
 平成28年3月に、「保健師に係る研修のあり方等に関す
る検討会最終とりまとめ（厚生労働省）」において、自治
体保健師のキャリアラダーが示された。これに基づき、本
会では平成29年度『市町村保健師の人材育成体制の構
築に関する支援ポイント』案を作成した。平成30年度に
試行し精錬した上で、普及を図りたいと考えている。市町
村の人材育成計画支援に資するため、所要の予算を確
保する必要がある。

出典:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/09/dl/ryouikichousa_h29_4-5.pdf
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平成31年度予算等に関する要望書
児童福祉法や母子保健法の一部改正により、児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化が図
られています。母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資するものであることが明記され、妊娠期から子育て
期まで切れ目ない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」の設置や「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の整
備について母子保健法や児童福祉法に盛り込まれました。とれらにより母子保健と児童福祉が一体となった仕組みが全
国で整いつつあります。
この仕組みを実効性あるものとするためには、これまでの保健師等の母子保健活動を基盤に、多職種連携・協働によ
る子育て世代への包括的な支援体制を構築することが必要です。
つきましては、平成31年度予算案等の編成および施策の推進にあたって、次の事項について実現を図られますよ
強く要望いたします。

重点要望事項
0子育て世代包括ケア実現に向けた体罰整備と保健師・助産師の活用の推進
0全ての妊産婦が産後に必要な支援を受けられる体制整備の推進

要̲望̲^
1.子育て世代包括ケア実現に向けた体制整備と保健師・助産師の活用の推進
2.児童相談所における保健師の配置の推進
3.全ての妊産婦が産後に必要な支援を受けられる体制整備の推進

要望 1

子育て世代包括支援センターの保健師・助産師の活用推進

1)子育て世代包括支援センターの現状を把握・評価し、効果的な実施体制のあり方を示されたい

2)都道府県・保健所が子育て世代包括支援センターの設置・運営に関与できるよう、情報発信されたい
)子育て世代包括支援センター(以下、センター)の現状把握と評価に

2)利用者支援事業の実施か所数の推移

1)センターの設置状況

ついて

(子ども・子育て支援交付金の交付決定ベース)

●センターの設置は、全市区町村の3割程度に留まっている(平成29
年4月現在)。

・平成28年4月1日現在
296市区町村(720か所)

●「子育て世代包括支援センターの設置運営について」(雇児発
0331第5 号平成29年3月31日)において「保健師等1名以上配
置」が定められ、ガイドラインにも示されたところである。
●センターにおいては健常児のみならず、医療的ケア児への支援や

・平成29年4月1日現在

設置率 30.2%

助産師等、医療に精通した専門職の視点が欠かせない。

●子育て世代の包括的支援体制の構築は、市町村の責務である。
●一方で、医療的ケア児等への対応は、自治体を超え、二次・三次
医療圏に及ぷ支援が求められるので、保健所の関与が各市町村
と医療機関の看護職連携に効果的であることは本会のモデル事
業から明らかである。
●県もセンターの設置を推進する中で、保健所が関与することによ
り、管内市区町村の横展開あるいは県下展開が可能である。
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3)県保健所による取組み

0「気になる妊産婦・親子」
の報を県保健所を通じ
て、一元管理、データー
ベース化し、経年的評価

を行う仕組みを構築した。
0関係機関で報共有が
可能な標準化したフオー
マットを作成。
0一保健所管内での取組
みから県内全域へシステ
ムを拡大させナこ。
0「気になる妊産婦・親子」
の連携ケース数は前年
度の1.8倍に増加しナニ。

鹿児
0一次医療圏内で、行政、医
療機関、助産院、訪問看護
ステーション等のネットワー
クをつくり、総合周産期医
療センター等の高度・専門
医療を担う二次・三次医療
圏まで拡大させナニ。
0子育て世代包括支援セン
ターを中心1こ、レスパイト入
院できる病院施設との連携、
小児対応の訪問看護ステー

ション等がつながる仕組みづ
くり1こ県保健所が調整機能
を果たしナこ。

日本看護協会モデル事業による取組み

公益社団法人日本看護協会

■亀

2)都道府県・保健所の関与について
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制のあり方を示されたい。
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●そうした専門職の人員配置や活動等が、示されたガイドラインに
添って行われているのか、その実態の把握と公表が求められる。

と考えられるので現状を把握・評価して、成果につながる実施体

1400
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妊産婦や子育て中の親へのメンタルヘルス等において、保健師・

●また既存の母子保健活動と連動した一体的な実施体制が効果的

1600

525市区町村(1,106か所)
⇔全市区町村1741に対し

奈良
0管内市町村の子育て世
代包括支援センターの
全容を県保健所が把握。
0ガイドラインに示された
内容に沿って「子育て世
代包括支援センターの
整備に向けた計画表」を
作成しナニ。
0各市町村が取組み状況
を評価し、PDCAサイク
ルを展開、ボトムアアッ
プが図られるよう、県保
健所が支援している。

日本看護協会モデル事業を参
考にした
県独自の取組み

要望2

児童相談所における保健師の配置の推進

児童相談所強化プランに則り、全ての児童相談所に保健師が配置されるよう推進されたい
1)児童相談所における保健師の配置について
.

平成28年児童福祉法等改正法において、児童相談所にf医師零.1玉保健師を配Li、疾る↓晃どが規定されナこ。児童相談所強化プランでは、児童相談所の体

..

̲・̲,.".,・、、"..,・.き守易'・曳゛・款"兇・γ.、、゛L、・・、,.,'・、,

今後、全ての都道府県で保健師の配・,を目指し、、積、附倦推推ぎ図る地゛婁がある。"

2)児童相談所における保健師の役割・機能の発揮について
●児童相談所において保健師の役割・機能が発揮されることは不可欠である。既に保健師を配した児童相談所では、以下が促進されている
》乳幼児期におけるアセスメント機能を確保でき、里親家庭での一時保三に取組めるようになっナこ(これまでは学童期の一時保護に留まっていナこ)。
》虐待を受けた子どもの健康について、医療職としての判断と健康管理が可能になった。

》虐待予防にかかる関係者間ネットワークづくり1こ着手することができた。
》地域の健康課題の把握と必要な資源の調整、それに伴う市町村への働きかけを行うことができた、ほか
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3)児童相談所の保健師の配置状況

(出典:一般財団法人地方財務協会平成28
年度地方交付税制度解説および平成29年度地
方交付税制度解説)
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図2.児童相談所における保健師の配置状況
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※各年4月1日現在

17道府県は
保健師未配置
(未配置率36%)

要望3

全ての妊産婦が産後に必要な支援を受けられる体制整備の推進

1)全ての妊産婦が分娩取扱施設で2週間健診を受けられるよう、予算を確保されたい
2)全ての妊産婦が産後に適切な相談対応と質の高い支援を受けられるよう、助産師をはじめとする看護職の育成を図られたい
1)全ての妊産婦が分娩取扱施設で2週間健診を受けられるための

<母児の2週間健診の実施状況>

予算の確保について
全体

実施している

以前実施していた
が、現在は
実施していない

一度も実施した

無回答

ことがない
●産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産婦健康診査
事業が開始され、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査の費用が
実数
684
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15
397
9
病院
助成されている。
qo
100.0
38.5
22
58.0
13
●産婦健康診査事業は、必要なサービスを提供できる体制を確保する観点か
471
279
6
実数
172
14
診療所
qo
100.0
13
592
36.5
3.0
ら、産後ケア事業と合わせて実施することが条件となっているが、産後ケア
出典:日本看護協会平成28年度分娩取扱施設におけるウィメンズヘルスケアと助産ケア提供状況等に関する
事業実施市町村は179※市町村(103%※※)1ことどまっている。
実態調査結果(平成29年3月)
平成29年度に産婦健康診査事業を開始している市町村は、71※※※(4.0%※※)
にとどまっており、産後ケア事業を実施していない市町村の妊産婦は、2週 <子ども虐待による死亡に関する状況>
子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第13次報告)
間健診を自費で受けることになる。
計
心中以外の虐待死
心中による虐待死
●産後2週間健診を実施している分娩取扱施設も、十分とはいえない。(右表参

照)

●心中以外の子ども虐待死では、0歳児の死亡総数が30人(57フ%)と高く、主
たる加害者は、実母が最多(50%)であることから、2週間健診等の出産後間
もない時期の産婦健康診査は不可欠である。
※H29年度行政事業レビューシートより※※全国1741市町村として出※※※母子保健課べ

2)全ての妊産婦が、産後に適切な相談対応と質の高い支援を受けられる

総数(※)

0歳児(再掲)

48 (8)※

不明

例数

人数 52(8)※

30(4)※

086420

殺した産婦の約3割が産後うっ病等であったことが報告されている(東京都
12東京都23区の妊産婦の異常死
23区、右表参照)。

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)」)を活用した母子支援の必要が記載されている。
●妊産婦が産後も質の高い相談・支援等が受けられるよう、3つの質問票を活
用した母子支援に関する研修を都道府県単位で実施し、助産師をはじめと
する看護職の人材育成を図られたい。

32 (0)※

84(8)※

出典.子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例
の検証に関する専門委員会第13次報告(平成29年8月))

●妊産婦の自殺の実数が、病死の実数を上回る状態が続いている。また、自 <妊産婦の自殺について>

働省)では、妊娠期や産後の健康診査等の際に、3つの質問票(「育児支援数

72(8)※

※0内は、都道府県等が虐待による死亡と判断できない事例について、本委員会にて検証を行い、虐待
死として検証すべきと判断された事伊1(疑事伊Dの内数第13次報告より疑事例も合わせて計上

よう、助産師をはじめとする看護職の育成について

●母子保健を担う看護職には、妊産婦に対する医療介入の必要性の判断や
市町村・保健所等との連携等、高度な支援能力が求められている。
●「子育て世代包括支援センター業務ガイドライン」(平成29年8月1日厚生労

24(0)※
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第6回周産期医療体制のあり方に関する検討会(平成28年8月24日(水)
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