利用者支援事業に関する研究の動向と課題
〇榎本祐子・びわこ学院大学 007253
キーワード；利用者支援事業・ソーシャルワーク・ネウボラ
１．研究目的
本発表では、子ども・子育て支援法で法定化された利用者支援事業（以下、本事業）の３つの類型であ
る基本型、特定型、母子保健型に関する国の示した事業に関する情報及びこれまでおこなわれてきた研
究を整理し、今後の課題について論じる。
厚生労働省によると、2015（平成 27）年度から実施されている子ども・子育て支援新制度の趣旨は、
「子ども・保護者の置かれている環境に応じ、保護者の選択に基づき、多様な施設・事業者から、良質か
つ適切な教育・保育、子育て支援を総合的に提供する体制を確保する。」ことである。そのための方法と
して、各自治体で「市町村子ども・子育て支援事業計画」を 5 年ごとに策定し、地域全体のニーズに応じ
たサービス供給体制を確保する。そして、その確保されたサービスを利用者が適切に利用できるように
援助する。つまり、必要なサービスを確保するための「市町村子ども・子育て支援事業計画」とここで用
意されたサービスと利用者を適切につなぐ「利用者支援事業」は子ども・子育て支援新制度の車の両輪で
あり、この両輪がうまくまわることで「みんなが子育てしやすい国」を目指していると言える。
このように新制度の要の事業である本事業は子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 59 条
第１項に基づいて法定化された新規事業で 2014（平成 26）年度からいくつかの自治体で実施されはじ
め、2015（平成 27）年 4 月からの子ども・子育て支援新制度のスタートにあわせて本格的に実施された。
先にも触れたように本事業は基本型、特定型、母子保健型の３つの類型があり、役割が重なっているも
のの、それぞれ特色が示されている。基本型は 2003（平成 15）年から一部の自治体で実施されてきた子
育て支援総合コーディネート事業やその類似サービスが事実上の前身事業である。平田（2012）などが
指摘するようにこの前身事業では何を目指しどのように実施していくのかがあいまいなため、サービス
として根付かなかった。特定型は横浜市が独自に取り組んできた保育コンシェルジュ事業（現在は保育・
教育コンシェルジュ事業）を国の事業としたもので、基本的に保育サービスと利用者をつなぐサービス
である。母子保健型は 2014（平成 26 年度）のみ出産包括支援モデル事業の「母子保健相談事業」として
実施されていたもので、フィンランドのネウボラの日本版として取り入れようとされているサービスで
ある。
このように成り立ちの異なる３つの相談支援をおこなう事業やサービスが本事業として一括りにされ
ているという特徴がある。子育て家庭を対象に相談支援をおこなう事業は他にも多くあるが、子育てを
していて困ったことがあってもどこに相談すればよいのかわかりにくいという実態があり、相談の入り
口の事業として一本化しようとした点は重要である。しかしながら各自治体ではこれら 3 つの類型をど
うのように実施していけばよいのかわからないといった戸惑いの声があがり続けている。
本発表では 2015（平成 27）年度の本格実施から 5 年経過した 2020（令和 2）年 8 月現在、本事業に
ついて国の見解及びこれまでの研究を整理し、今後の方向性と課題について考察したい。
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２．研究の視点および方法
まず、本事業について国が示している情報を整理する。
厚生労働省 HP の子ども・子育て支援に関する情報をまとめて掲載しているページでは、子ども・子育
て支援法で地域子ども・子育て支援事業としてあげられている地域子育て支援拠点事業の概要や実施状
況などとともに、本事業について「利用者支援事業とは（概要）」、
「利用者支援事業の実施について（実
施要綱）
（令和 2 年 3 月 27 日）
」
、
「利用者支援事業ガイドライン(平成 27 年 5 月 21 日)」
、そして全国で
の本事業の実施カ所数などについて平成 27 年度から平成 30 年度までの情報があげられている。内閣府
HP の事務連絡のページには 2015（平成 27）年 9 月 30 日に「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」平成 27 年 9 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成の資料を掲載してい
る。これらの資料から、国がどのようにこれら３つの類型を実施していこうとしているのか整理する。
次に、これまでのおこなわれてきた研究を整理し、本事業の実施に関して明らかにされていることと
今後の課題について考察する。
文献には国立情報学研究所の CiNii Articles で「利用者支援事業」、
「ネウボラ」、
「子育て支援ソーシャ
ルワーク」など関連するワードで検索をかけた。また、検索された論文の引用・参考文献などからも資料
にあたった。そのほかにも、書籍、利用者支援事業に関する現場向けの情報を継続的に発信している NPO
法人子育てひろば全国連絡協議会（以下、ひろば全協）の HP で情報を収集した。
３．倫理的配慮
本研究は調査を伴わない文献研究であり、プライバシーの侵害等について問題はないが、文献を参考・
引用するにあたって日本社会福祉学会研究倫理規定に従って研究を進めた。
４．研究結果
（１）国の示した利用者支援事業実施に関する情報
①本事業の基本型、特定型、母子保健型の整理
国は本事業のスタートから間もない 2014（平成 26）年 10 月 6 日付で内閣府、文部科学省、厚生労働
省の連名で各都道府県に向けて「利用者支援事業ガイドライン」を策定、通知した。現行版は 2015（平
成 27）年 5 月 21 日付で一次改正されたもので、主な改正点として基本型の役割が「ソーシャルワーク
的」なものであることが明記された。本ガイドラインでは基本型、特定型について整理をしたもので、母
子保健型を含めさらなるガイドラインの充実が目指されている。この通知は地方自治法（昭和二十二年
法律第六十七号）第二百四十五条の四第一項の規定による技術的な助言である。
他にも方法で示した通り、
「利用者支援事業実施について」（五次改正府子本第２４０号元文科初第１
６９９号子発０３２７第８号令和２年３月 27 日）
、「「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」
（平成 27 年 9 月厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局）などがあり、これらから
３つの類型がどのように認識されているのか表１にまとめた。

2

表 1 国の示した利用者支援事業の「基本型」、「特定型」、「母子保健型」の整理
主な実施場所

主な事業内容

職員

特徴

・利用者支援①相談②情報の収集
及び提供③助言・利用支援④相談
等の記録
・地域連携①関係機関等との連
基本型

地域子育て支援拠

絡・調整、連携、協働体制づくり

点など親子にとっ

②地域の子育て資源の育成、地域

て身近な場所

課題の発見・共有、社会資源の開
発等
・広報

必要になると思われる知識・技術

当事者目線で相談支援を行い、子 ・ソーシャルワーク
育て支援に係る施設や事業等の利 ・子育て支援、児童福祉、母子保健等に係る施策の制
専任職員（利用者支援専門員）を 用につなげる
１名以上配置

度内容・事業内容や手続き方法、各地域の実態

保護者等からの相談等があった場 ・関係する行政組織や専門機関等の役割・所掌事務・

※子育て支援員基本研修及び専門 合には、直接、個別問題を解決す 連絡方法等
研修（地域子育て支援コース）の るのではなく、（略）「間接

・子育て家庭の抱える課題を十分に理解した上で、適

「利用者支援事業（基本型）の研 的」、「予防的支援」の役割をに 切な関係専門機関等につなげ、継続的な見守りを行う
修を修了したものなど。

なう。

ために、子どもの発達、母子保健等についての基礎的
な知識

・その他、事業を円滑に実施する

・相談援助の知識・技術

ための諸業務（ガ）

・子育て支援、児童福祉、母子保健等に係る施策の制
度内容・事業内容や手続き方法、各地域の実態

専任職員（利用者支援専門員）を

特定型

市町村の窓口

・利用者支援（一部）

１名以上配置

・広報

※子育て支援員基本研修及び専門

・その他、事業を円滑に実施する 研修（地域子育て支援コース）の
ための諸業務

「利用者支援事業（特定型）の研

・関係する行政組織や専門機関等の役割・所掌事務・
保育など、特定のサービスにつな 連絡方法等
ぐ「ガイド役」としての機能を想 ・子育て家庭の抱える課題を十分に理解した上で、適
定。

切な関係専門機関等につなげ、継続的な見守りを行う
ために、子どもの発達、母子保健等についての基礎的

修を修了したものがのぞましい。

な知識
・相談援助の知識・技術

母子保健型

市町村保健セン
ター

・妊娠期から子育て期にわたるま
での母子保健や育児に関する継続
的な支援

母子保健に関する専門知識を有す 保健師等の専門性を活かした相談
る保健師、助産師、看護師、ソー 支援を行い、母子保健を中心とし
シャルワーカー（社会福祉士）を たネットワーク、医療機関、療育

母子保健に関する専門知識

機関等につなげる

1名以上配置

表１で示した通り、特定型は市町村の行政窓口にて保育など、特定のサービスにつなぐものであり、基
本型と母子保健型に比べ違いが明確であると言える。
自治体で役割の違いや連携の仕方について混乱を招いているのが基本型と母子保健型であるため、こ
こを詳しく見ていく。
資料「
「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」によると、基本型と母
子保健型の大きな違いは基本型が「身近な立場から当事者目線で相談支援」をおこない、母子保健型が
「保健師等の専門性を活かした相談支援」であり、利用者に対する支援の方法や利用者に対する視点が
異なることであると示されている。同じ文言が利用者支援事業ガイドラインにもあるが、
「身近な立場か
ら当事者目線で相談支援」とは一見専門性が必要のないように思われる文言であるが、バイスティック
の 7 原則に示されているように円滑な援助関係を築くために欠かせない対人援助技術の１つである。母
子保健型にこの文言は出てこないが、母子保健型においても当事者目線での援助は重要である。後述す
るように、母子保健型のモデルとなっているフィンランドのネウボラでは保健師であるネウボラナース
による当事者目線、当事者主体での援助をおこなっている。
また、母子保健型の特徴として「保健師等の専門性を活かした相談」とされているが、母子保健型に携
わる専門職として保健師以外に助産師、看護師、ソーシャルワーカー（社会福祉士）が列挙されていてい
る。これらは専門性の異なる専門職であり、専門職として一括りにするのは実態にそぐわないと考えら
れる。他にも、必要と思われる知識や技術については基本型では利用者支援事業ガイドラインなどの資
料において「必要になると思われる知識、技術等」として具体的に示されているが、母子保健型では「妊
娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する継続的な支援」といった文言が示されている
ものの、保健師の専門性のどのような部分を発揮して事業の実施にあたっていくのか、また保健師以外
の専門職も母子保健型に含まれているがそれらの専門職がどのような専門性を用いて事業を実施してい
くのかがあいまいである。
資料「
「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」では、現場の実情に応
じて基本型と母子保健型を「一体的に実施」、
「連携して実施」と説明しているが、２つの類型は実施主体
3

が福祉分野と母子保健分野という違い以外、根本的に求められる機能に重複があると考えられ、榎本
（2014）が指摘するようにこの事業を分ける必要性が明確ではない。
②これまでの事業の実施実績
次に３つの類型それぞれの実施件数についてみていく。
厚生労働省 HP を参照し、本事業の 2014（平成 26）年度から 2018（平成 30）年度までの全国での
実施数についてまとめた（表２）。2014（平成 26）年度について母子保健型は別事業として実施されて
いたため、空白となっている。2015（平成 25）年度は基本型の割合がもっとも高く（37.0%）実施は
344 か所、特定型は 291 か所（31.3％）
、母子保健型は 295 か所（31.7％）とほぼ同じであった。しか
し、その後母子保健型が急速に伸びていき、2018（平成 30）年度では 1183 か所にまで増加し、3 類型
中の割合も 51.9%と本事業の半数以上を占めるに至っている。類似形態である基本型は伸びてはいるも
のの母子保健型に及ばず 720 か所、割合的には全体の 31.6%とやや減少、特定型においては実施件数に
のびがなく、375 か所（16.5%）であった。
表２ 平成 26 年度から平成 30 年度までの利用者支援事業実施状況（子ども・子育て支援交付金交付
決定ベースによる）
基本型

特定型

母子保健型

平成26年度

160（49.5%） 163（50.5%）

平成27年度

344（37.0%） 291（31.3%） 295（31.7%）

平成28年度

471（32.6%） 341（23.6%） 633（43.8%）

平成29年度

611（32.2%） 371（19.6%） 915（48.2%）

平成30年度

720（31.6%） 375（16.5%） 1183（51.9%）

出典：厚生労働省 HP「利用者支援事業平成 30 年度実施状況」より発表者作成
ここまで見てきたように、①国の示す基本型と母子保健型の機能にはあいまいさがある、②事業の類型
としては母子保健型がのびているという実態がある。これを踏まえ研究の状況についてみていく。
（２）利用者支援事業に関するこれまでの研究
国立情報学研究所の CiNii Articles で論文検索をおこなったところ、「利用者支援事業」のワードでは
重複を除いて 14 件、本事業母子保健型のモデルとなったワード「ネウボラ」では 90 件弱、本事業は理
論的には「子育て支援ソーシャルワーク」であるがこれに関しては１本の記事及び論文が検索された。
2014（平成 26）年度以降の本事業に関する研究を表３にまとめた。
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表３ 利用者支援事業に関する研究
理論的枠組みに関する研究
基本型

平田（2014）平田（2015)新川（2020）
榎本（2016）平田（2017）平田・平沼（2018）金山・中條・

各市町村での実践と課題

金山他（2019）

本事業の実態に関する全国調査

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会（2020）

本事業の新たな機能に関する研究

徳広（2016）徳広（2017）

フィンランドのネウボラの紹介と我が国への導入の
際の提言

木脇・太田（2016）吉川・尾﨑（2016）木脇（2017）ハクリ
ネン（2018）横山（2020）

母子保健型
自治体で実施されている日本版ネウボラの紹介

特定型

木脇・太田（2014）高橋（2015）榎本・矢田・矢田（2016）

木内（2017）福永・横山（2018）畠山・朝比奈・大﨑など
（2018）岸田・横山（2018）天野・横山（2020）

フィンランドのネウボラの実体験

コッコ（2018）矢田・矢田（2020）

各市町村での実践と課題

片山・矢野・佐藤（2017）

①基本型に関する研究
基本型に関する研究は大きく、
「理論的枠組みに関する研究」、
「各市町村での実践と課題」、
「本事業の
実態に関する全国調査」
、
「新な機能に関する研究」に分類できた。
「理論的枠組みに関する研究」は平田（2014）、平田（2015）
、新川（2020）などがある。平田（2015）
は前身事業が「うまく実施されてこなかった大きな理由の１つとして、理論的枠組みがきちんと示され
ていなかった」そして「
「できるところからの実施」が、気が付けば「できるところだけの実施」になり、
めざすべき方向性があいまいになって」いった（平田，2015, ⅳ-ⅴ）と指摘している。これは本事業で
も言えることである。平田（2014）
、平田（2015）は岡村（1974）の予防的社会福祉の概念を用いて予防
的社会福祉として利用者支援事業を実施する必要があると述べている。岡村は 1970 年代にすでに伝統的
な社会福祉は保護的社会福祉であるが、これからは問題が顕在化する前に介入する予防的社会福祉が必
要であり、それが本来の社会福祉のあるべき姿であるとした。平田の研究は岡村の予防的社会福祉とし
てどのようにソーシャルワークを実施していけばよいのか理論的に検討したものである。新川（2020）
の研究ではもう少し具体的にこのような子育て支援現場でのソーシャルワークのための実践プログラム
開発について述べている。
「市町村での実践と課題」は１つもしくは複数の自治体の利用者支援事業実施における現状と課題に
ついて分析したものである。榎本（2016）は A 市の事業の課題について①権限の乏しさ、②つどいの広
場の保育士との役割分担について、③事業の見通しの見えなさについて、④他の専門職や関係機関との
協働、連携について挙げている。
平田（2017）は無作為で抽出した関東地域の子育て支援拠点へのアンケート調査から相談の状況、相
談内容、の実態について調査をおこない、その結果、利用者支援の部分はある程度実施できているもの
の、地域連携に求められる新たな社会資源の開発への働きかけが不十分であると述べている。また本事
業の専門性のあいまいさについても述べている。回答では傾聴の重要性が指摘されているものの、アセ
スメント、プランニング、インターベンションといったソーシャルワークの展開の流れがみられない。さ
らに平田（2017）は「アセスメントは相談援助の根幹に位置するものであるが、アセスメント構成項目
もガイドラインで示されることのないまま、利用者支援専門員の個人の努力に依拠した形で進められて
もよいのであろうか。利用者支援専門員のソーシャルワークの力量強化が課題である」と述べている。ま
た平田・平沼（2018）は利用者支援事業について利用者支援専門員、施設長、児童福祉担当職員にインタ
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ビューを実施し、事業の成果と困難点を明らかにしようと試みた。その結果、平田（2017）の研究と同様
に利用者支援事業がはじまったことの意義は認めるものの位置づけがあいまいであるとの結果が得られ
ている。インタビューでは事業の位置づけのあいまいさが相談のしやすさというプラス要因になってい
る一方で相談を継続する利用者支援専門員には負担になっていると述べている。また「保健師などの行
政機関との連携はある程度進んだとしているが、真の意味で対等な連携は困難であるとの回答」であり、
母子保健型との協働の難しさが考えられる。
金山・中條・金山・山縣・下村（2019）は B 市の利用者支援専門員３名にヒアリング調査をおこなっ
ている。
基本型の相談内容としても 2015 年度以降預かり型支援に関する相談が 40～60%を占めており、
基本型においても子どもの預け先に関する相談が多いと述べている。また、他にも親子の居場所に関す
る相談内容が 20~30%であった。
「本事業の実態に関する全国調査」は、ひろば全協（委員は伊藤・倉石・鶴・奥山・中條・松田）によ
って 2019 年に実施され、2020 年にひろば全協 HP で公表されたものである。全国の市区町村の地域子
育て支援拠点事業及び本事業基本型の自治体担当者向けアンケート調査、基本型の利用者支援専門員及
び基本型を実施している地域子育て支援拠点の職員向けのアンケート調査、さらに別途ヒアリング調査
を実施している。
本調査の報告書では、基本型の相談機能は「ソーシャルワーク的」なものであると認識されているが、
地域子育て支援拠点事業の相談機能についてはどのようなものを指すのか整理がなされていないと指摘
している。そして、
「地域子育て支援拠点の職員は利用者の悩みに応じつなぎをするか否か選別する「ト
リアージ」としての役割」があると指摘していて、つまり利用者支援専門員がかかわるケースは完全に予
防的な支援ではなく、子育て支援現場で何等かのリスクがあると判断された子育て家庭を対象に援助し
ていることが読み取れる結果であった。また、今後の課題として①利用者支援事業・利用者支援専門員の
周知、②利用者支援専門員の研修やスーパーバイズの機会の確保、③地域子育て支援拠点職員と利用者
支援専門員、利用者支援専門員と他事業との連携の強化、④利用者支援専門員の業務のバランス、⑤業務
量増加による多忙さといくつかの先行研究と類似する結果が挙げている。
「新たな機能に関する研究」として、徳広（2016，2017）は現在子育てをしながら働きたい母親が増
加しているため、親子にとって身近な場所である地域子育て支援拠点で実施されている本事業基本型に
就労支援の機能を持たせることの可能性について述べている。
②母子保健型に関する研究
母子保健型に関する研究は、大きく「フィンランドのネウボラの紹介と我が国への導入の際の提言」、
「自治体で実施されている日本版ネウボラの紹介」
、
「フィンランドのネウボラの実体験」に分類できる。
フィンランドのネウボラは妊娠がわかってからの妊婦健診、産後健診、乳幼児健診および予防接種ま
で１つの場所で包括的に、担当のネウボラナース（保健師または助産師）によって支援する。詳細はネウ
ボラについて紹介している文献（木脇・太田（2014）榎本・矢田・矢田（2016）木脇・太田（2016）吉
川・尾﨑（2016）木脇（2017）ハクリネン（2018）横山（2020）
）に譲るが、横山（2020）によると「フ
ィンランドのネウボラの保健師はすべての家庭への支援つまりポピュレーションアプローチに重点を置
いて活動しており、これによってフィンランドでは児童虐待の発生数が極めて少ない」（横山，2020）。
このことから、我が国でも日本版ネウボラを導入しようとする動きが一機に広まり、現在本事業の半数
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以上を母子保健型が占める。
しかし、
「自治体で実施されている日本版ネウボラの紹介」に関する論文や記事は多くあるものの（木
内（2017）福永・横山（2018）畠山・朝比奈・大﨑など（2018）岸田・横山（2018）天野・横山（2020））
、
横山（2020）によると、
「日本版ネウボラのほとんどはフィンランドのネウボラをモデルとしたものでは
ない。多くの日本版ネウボラは、保健事業等をつなげて「ネウボラ」としている。しかしながら、単発の
保健事業の提供では、保健師が利用者との信頼関係を構築することは難しい」。また、
「日本ではハイリス
ク家庭でない限り地区担当保健師による継続的な支援はほとんどなされていない。また、ほとんどが単
発の事業提供となっており、利用者の些細な情報をキャッチし、問題を早期に把握することが難しい。」
と日本版ネウボラはネウボラのもっとも重要な部分が抜け落ちた形での実施になってしまっていると述
べている。日本版ネウボラがポピュレーションアプローチに転換できない背景の１つに人員不足があげ
られる。ハクリネン（2018）によるとすべての家庭に対話による支援を実施するために、フィンランド
では「妊産婦ネウボラの人員配備は、保健師または助産師 1 人当たり妊婦 76 人」、
「子どもネウボラの人
員配置は、保健師 1 人あたり親を伴う子ども 340 人」である。これに準拠した人員配置がなされなけれ
ばフィンランドのような手厚い支援は難しいことが考えられる。なお、フィンランドのネウボラは 1920
年代から実施されていて、利用は自由なものの 2014 年現在妊娠ネウボラで 99.6%、子どもネウボラは約
95%の利用率を誇っている（ハクリネン，2018）
。
「フィンランドのネウボラの実体験」では、コッコ（2018）
、矢田・矢田（2020）がそれぞれ当事者と
してのネウボラの良さを伝えている。日本のフィンランド大使館で働くコッコ（2018）はネウボラのよ
いところを非常に自由でリラックスした雰囲気の中、気持ちよく会話ができる、日本に住む現在でもオ
ンラインサービスを通じてネウボラナースと連絡を取り合い支援してもらい、フィンランドに帰国する
際にはネウボラに訪問していると述べている。矢田・矢田（2020）は担当のネウボラナースの事情で計
４回ネウボラナースが変わったが、医療情報データベースが整備されていて例え担当者が変わったとし
ても「継続した支援を受けている」と感じることができていると述べている。
③特定型に関する研究
「各市町村での実践と課題」として、片山・矢野・佐藤（2017）は C 市の「すくすく保育アテンダン
ト」の仕事内容の分析をおこなっている。この研究では、比較的役割が明確であると考えられる特定型も
不透明な仕事内容があるとし、とくに発達に関する相談、外国語での対応の必要性など、特定型について
もさまざまな課題があると指摘している。
５．考察
（１）すべての子育て家庭に対する手厚い予防的支援の必要性
基本型、母子保健型の両研究で共通してすべての家庭に対して予防的な支援として本事業を実施して
いく必要性が述べられている。福祉の分野では保護的社会福祉から予防的社会福祉への転換、母子保健
の分野ではハイリスクアプローチからポピュレーションアプローチに重点を置いた支援へと使用してい
る言葉は異なるものの、意味はほとんど同じであり、問題が顕在化する前から子育て家庭に対して予防
的に支援する必要性が明らかにされている。フィンランドのネウボラは手厚い予防的支援を実施してい
て虐待の減少にも成功しており、大いに参考になるが、フィンランドと日本では保健師の専門性の範囲
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は異なるため、日本版ネウボラを実施するのであれば現時点で実施されているようにまったく別物とせ
ざるを得ない。しかし、もっとも大事な対話を用いた予防的支援の部分が実施できるように福祉分野と
母子保健分野が協力して日本の子育て家庭にとって安心できる本事業の在り方を模索していく必要があ
る。
（２）専門性をもった人材の確保及び予算やシステムの大胆な改善
基本型はソーシャルワーク実践であると指摘している研究はいくつもある（平田，2014；平田，2015；
榎本，2016；平田，2018；平田・平沼，2018；芝野，2019；新川，2020 など）
。しかし、実際にはソー
シャルワークの専門性をもった人材もその人材を活かすための環境も十分に整っていないことが複数の
研究から指摘されている（榎本，2016；平田，2018；平田・平沼，2018）
。
また、横山（2020）は、母子保健政策を見直すための必須条件として①首長が、本当に母子保健システ
ムをより良くしたいというビジョンを持っていること、②保健師が、母子保健システムをより良くした
いと熱意をもっていること、③事務方も、母子保健システムをより良くすることに協力的であることと
述べている。本事業を本来のあるべき姿として実施するためには利用者支援専門員や母子コーディネー
ターの力量の向上に加え、国や自治体をあげた大胆な改善策を講じる必要がある。
以上、本発表についてまとめた。先行研究の内容の整理については不十分なところがあり、今後、さら
に先行研究の整理をして、これまでの知見からわかる今後の課題について明確にしたい。
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