
幼稚園選びについ   周囲にふたご育児仲間がいるが、  3カ月までに実家、その後自宅へ戻り既に市の双子のつどいや  ふたごの今後の成長・発達に伴い生じる事柄が  
て。ふたごの発達の  今後の成長に応じた漠然とした不  自主サークルに参加している。今回は先輩ピアに話を聞く機会を  わからずばく然とした不安→必要時今後も連絡  

持ちたい様子であった。   をとり、先輩ピアの話を聞く機会をもつ。   四  2歳1カ月 男・男    2                     違い、要領の良し悪 しが気になってい  
る。  

2歳1カ月  ふたごの友達がおら   こどもの世話でストレスを感じてい  育児情矧こついて伝えた。もっと早く多胎サークルやピアサボー  継続的に多胎サークルヘ参加する。  
18  ず、話がしたい  1  

みつごの情報を得   みつごの母親の話を聞きたい。夫は  （かみつごの発育・発達上の悩み（子ども同士のかみ合い、オム  子どもから離れたいという気持ちからすぐにも保  
たい。  自分のことだけで子育ての協力が  ツを脱ぐ、食べているときに遊んでしまう、3人同時に抱っこでき  育園に入れたい要望が強い。→祖母の協力が  

得られていない。自分の時間がほし  ないなど）について、この時期に起こりやすいこととして受け止め、  大、本人はパート職を希望していることから保育  
19  2歳3カ月    2                     イヤイヤ期が始ま          女・女・女  り、排泄と食事で  い。保育園に関する情報を希望し  根気よ〈いけないことを伝える、寝ながらだと一度に抱っこできる  園入園条件は難しい。→再考する。  

困っている。・保育  ている。   ことなど具体策をアドバイスした。②保育園入園資格に関する情  
園情報を得たい。  報提供をする。みつごのネットワークの確認と紹介。   
ことばの遅れが心   （ガ双子のこどばの遅れにより特別支  （Dビアが子どもと仲良く接し、子どもをほめたりしながら話を聞く→  （D子どものことばの発達の状況→サークルなど  
配。ことばが遅かっ  援学級に入るのではと心酉己。   人懐っこい子どもの様子をみて母親の表情が和らぐ。   への参加を通して人と接する機会を増やしていく  
た子を持つ母親の  ②子どもが生まれてからほとんどを  （訂訪問翌日にあるサークル集会への参加を促す→交通手段が  ように。  
話が聞きたい。幼稚  家の中で過ごしている。双子の情報  なし＼とのことからピアが車で一緒に行き参加する一→幼稚園の情  （∋翌月のサークル集会に自らタクシーにて参加  
園の情報がほしい。  まネットから得ているが情報量が少  報を直接入手でき満足感あり。子ども達もぶ－ぶ－などの発語  →子ども達の発語も増え、夫からも協力が得られ  

が多くなった感がある。   運転練習できている由。→表情も明るく外出もで  20  2歳4カ月 女・女    3                                                      サークルに参加した   ない。        いが交通手段がな   夫以外 の大人と話す機会が少なく  （∋幼稚園・保育園の実情について参考までに話した→働くことも  きるようになったとのことである。  
い。  夫とは喧嘩が多い。   視野に入れもう一度考えてみるとのこと。言葉については1回目  今後はサークル会員としてかかわる。  

③幼稚園・保育園についての具体  よりも子ども達の言葉数も増えてきているので、引き続き様子を  （∋幼稚園か保育園かについて→幼稚園のプレ  
的な情報がほしい由、言葉の発達  
に関しての心配は継続している。   

男の子の子育てに   男女差を意蒜ルすぎの感じがある。  ふたご育児も慣れ、サークル、親子遊び講座にも積極的に参加  男女のふたごの今後の成長について  

21  2歳8カ月    2          関して不安。男女差   こどもが成長する様子が見えていな  していた。男女差に関しては、男の子らしさ、女の子らしさがいつ  一→男女ペアの双子育児の先輩ママとによる継続   男・女  に対してのアド／〈イ  い。   頃でてくるかをお話しした。こどもが成長していく様子が見えない  
スがほしい。  ので、先輩ビアの方と話し合いを持ちたいと言っていた。   
ふたごの喧嘩が激し   幼稚園が遠く、毎日お弁当をつく  一時的に負担感をなくすため、社会資源を利用することの情報  今後も連絡を取る予定。  
く、上の子の強い口  り、車で送迎などで疲れ切っている  

3歳11カ月  様子。実の手助けは全くない中、良  
22   女・女  が心配である。幼稚  口  

8歳姉  園について迷ってい  である。   
る。  
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4）ピアサポートの具体的内容：初回訪問時の月齢別に相談内容について分類した。  

（1）妊娠中の相談内容とピアサポート   

妊娠中の相談内容は、「初めての多胎児妊娠で単胎妊娠と何が違うのか、リスクがあると言われる  

がどのようなものか、出産や育児の準備がまるでわからない、情報が見当たらない、出産後すぐに  

復職したいと思っているがいつ頃から可能か……」などから「多胎妊娠の経過そのものに関するこ  

と」「出産準備」「育児準備」「情報収集の手段」「産後の生活」に分類できた。サポートの内容は、  

妊婦自身がふたごの妊娠をどのように捉えているかよく妊婦の話を聞きながら、ピア自身の体験を  

元に資料を活用しながら話し助言している。（表8）  

表8 妊娠中の相談内容とピアサポート  

相 談 内 容   ピアサポートの内容   

【多胎妊娠の経過そのものに関すること】   ※コーディネーターである専門職が同席する。   

・初めての妊娠、しかもふたご、漠然とした不  ・多胎妊娠の経過について、妊娠中のお母さん   

安がある。   と赤ちやんの変化について資料を提示しなが   

・一人の妊娠と何が違うのか   ら話す。   

・MDTwinであることから医師からリスクが高  ・依頼者の妊娠週数に該当する部分を確認し、   

いことを聞いていて心配・不安である   単胎妊娠との違いについて話す。   

・糖尿病合併妊娠でインシュリン治療中である  ・多胎妊娠に伴うリスク、妊娠中に起こりやす   

が仕事をしているため外食が多い   い異常等について話す。   

・高血圧症候群にて入院中、このまま帝王切開  ・ピア自身の妊娠体験から妊娠中の状態、体重   

日程も決定した。   の変化・腹部の変化など、また、入院時に体  

験したことなどについて話す。   

【出産準備に関すること】   ・里帰り出産のメリット（手伝いの確保）・デメ   

・お産後、親に上京してもらい家事・育児協力  リット（上の子の転校問題、父子分離状態な   

をしてもらうのは困難なため里帰り分娩を希望。  ど）について話す。   

・6年ぶりの妊娠・出産、上の子の反応が気に  ・里帰り先の病院の確保・受け入れ状況・健診   

なる。   の受け方などについて確認し受診しておくこ   

・里帰り出産を検討中である   とが大切と話す。  

・ふたご妊娠中の上の子どもとの関係の持ち方、  

上の子の状態について聞く。   

【育児に関すること】   ・双子育児のイメージができるように、ピアサ   

・育児用品は何をどれくらい準備したらよいの  ポーター自身の育児風景の写真を提示しなが   

か   ら育児用品の内容や塁、準備する時期などに   

・母乳を与えることができるのか   ついて話す。  

・母児の状態により、母乳授乳は可能であるこ  

と、同時授乳しているふたごママの例などを  

話す。   

【情報収集の手段】   ・多胎育児サークルなどに参加することで多胎   

・近くにふたご妊娠経験者がいない   育児中のママ友や先輩ママからの話・情報交   

・ふたごの育児など情報を得る手段がわからな  換ができることなどを話す。ツインズメーリ   

い   ングリストを紹介する。   

・育児などの話や相談ができる人が近くにいな   

い   
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【産後の生活に関すること】  

・フルタイムで就業中、産休を取る予定  

・出産後の復職はいつごろになるか  

・社会資源の内容としてベビーシッター利用ガ   

イド、里帰り先の育児サークルを紹介する。   

自宅へ戻った時の育児サポート機関や多胎育  

児サークルを紹介する。  

・ピアサポーター自身の体験から産後の母児の  

健康状態、保育園などの現状から復職困難な  

場合もある旨、伝える。   

付記：多摩多胎ネットでは妊娠期の対象者にはコーディネーターである大学教員（助産師）が同  

行・同席し、ピアサポートを実施した。   

（2）0～3カ月までの相談内容とピアサポート   

3カ月までのふたごママの相談内容は「一人でできる具体的なふたご育児の方法」「家族の家事・  

育児協力」「親の気持ち」「多胎育児サークルへの参加希望」の4項目に分類できた。ピアによるサ  

ポート内容は当時者の話をよく聞き、ピア白身の育児風景の写真を見せながら方法を伝えたり、相  

談項目に関する情報提供や助言を行っている。（表9）  

表9 0～3カ月の相談内容とピアサポート  

相 談 内 容   ピアサポートの内容   

【一人でできる具体的なふたご育児情報】   ・経験談など写真を見せながら話す。   

・一人でお風呂に入れる方法を教えてほしい   ・一人でできる具体的なふたご育児の方法につ   

・同時に二人泣かれた時の対応がわからない   いては、「0歳代は子どもの成長とともに数か   

・一人で二人を連れての外出の仕方がわからな  月単位で変わることがある」などを話し、「サ   

い   ークルに参加することでいろいろなアイデア   

・同時授乳について＝…・ このやり方で良いのだ  を聞くことができ自分に合った方法をみつけ   

ろうか   ることやヒントを得ることができる」由を話  

し、サークルの見学参加を勧める。  

・ピア自身の授乳体験から授乳の方法について  

話す。   

【家族の家事・育児協力に関すること】   ・実家の了解を得、実家へ訪問する。   

・出産後は実家での生活中である   ・出産後の実家での生活状況をよく聞く。   

・出産後1カ月は実家で過ごし、2カ月から自  ・両親や夫が協力的で理解もあり母子共々落ち   

宅へ帰宅した。実母による手伝いは毎日来て  

いるが、平日は夫が遅いため日中は一人で育  

児を行っている感である。   

【親の気持ちに関すること】   日常の生活の様子をゆっくり聞かせていただく。   

・近所の単胎で生まれた同月齢の子どもといろ  ・一人の子の親と比べるのは自分がつらくなる   

いろ比較してしまう。   ので、早い段階で気持ちを切り替える方が良   

・単胎初産ママ友とのみ交流・行動しているこ  いと伝える。   

とから「他の母親と比べ自分はおおざっば」  ・多胎育児サークルへのお誘い、サークルでは   

「みんな細やかに子どもを見ている」「たくさ  いろんな多胎育児中の母親の話が聞ける。   

んだっこしていない」などの想いをもっている。  ・サークルに参加しているふたごたちをみるこ  

とで少し先の子どもの様子をイメージできる  

よう伝える。   
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【多胎育児サークルなどへの参加希望】  

・近所にふたご育児中の方のサークルがあれば   

参加したい  

・近所にふたごを育てている人がいないので相   

談できない  

・隣の市にあるサークルへの参加について主催   

者に了解を得、紹介する。  

・多胎育児サークルへのお誘い、ツインズメー  

リングリストの紹介、近隣にあるボランティ   

アさんが一緒に子どもを見てくれる公園を紹   

介する。  

（3）4カ月～1歳までの相談内容とピアサポート   

4カ月～1歳までのふたごママの相談内容は「具体的なふたご育児の方法」「家族の家事・育児協  

力」「親の気持ち」「母親の健康状態」「地域の子育て情報」「相談相手・ママ友」の6項目に分類で  

きた。「具体的な育児情報」では授乳、外出、成長・発達、ふたごの子育て、の4項目が主なもので  

ある。ピアによるサポート内容は当時者の話をよく聞き、ピア自身やサークル参加者の育児体験か  

らの情報交換、相談項目に関する情報擢供や助言を行っている。（表10）  

表10－1 4カ月～1歳までの相談内容とピアサポート  

相 談 内 容  ピアサポートの内容  

【具体的なふたご育児情報】  

●授乳  

・ふたごの授乳についてその方法を聞き   

たい。  

・母乳を弄売けたい、乳房のトラブル…‥   

痛みなど  

・授乳後の子どもの嘔吐・下痢などしや   

すいが…… どうすればよいか  

・経験談など写真を見せながら話す。  

・授乳法・同時授乳のやり方を実践しながら助言する。  

・2人同時にぐずったとき「同時授乳」で乗り切れた   

経験談を話す。母乳・乳房のトラブルへの対応は地  

域の助産師さんを紹介した。  

・嘔吐・下痢について…… 排気のさせ方を確認し座布   

団に寝かせていたので少し頭を高くするとよいので   

は……と助言。  

・ミルクの種類・量にもよるがピアも同じ経験があり   

少し経過をみること、必要時には専門機関への相談   

を勧める。  
・外出について…… 1人用のベビーカーがあると便利、  

身車引こ行動したい場所では「1人ベビーカー」「1人   

だっこ」で外出すれば大抵のところは行ける由を伝   

えた。  

●外出  

・2人を連れての外出がなかなかできな   

い  

・ふたごを連れての外出方法がわからな   

い  

・ベビーカーの種類について  

●お風呂の入れ方  

・母親が1人でお風呂に入れる方法  

…・ヰ伝いがない時  

・お風呂の入れ方＝…・サークル集会に参加していただ   

き、アイデアをみんなで考えた。（ラックなどの利用）  

・当事者が赤ちゃん専用のバケツにてお風呂にしてい   

る……「そのアイデアは素晴らしい」「みんなにも教   

えてあげていいですか」とその育児方法を認め伝える  

ピアが抱っこしてあやすとよく笑い目も合っていた  

成長に「個人差があること……2卵性であったピアの  

体験談を話す。  

●成長・発達  

一方の赤ちゃんと目が合わないが…・  

1人が寝返りをしない‥  

体重差が気になる‥・・・  

全然似ていないが・…  
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●ふたごの子育て情報   ・ふたごの育児情報を得るための書籍の貸出やメーリ   

・ふたごの子育て方法がわからない   ングリストの紹介   

・ふたごに関する育児情報を得たい   ・サークル参加を勧めサークル参加者からの情報交換   

・男女のふたごの育児について   をするといろんな情報が得られる由、紹介する。   

【家族の家事・育児協力に関すること】   ・実家との不仲については言及せず、一人で行うこと   

・夫は帰りが遅く平日の協力は得られない  で後々自信につながっていくのでは……と話す。   

・両方の実家からの協力が得られない   ・家事と育児の両立について：両方完璧は困難、しば   

・現在は両方の実家からのサポートを受  らく家事は最低限で良いのでは、ご主人にも理解と   

けているが、今後一人で子育てできる  協力を得られるよう話をするとよいのでは、   

か不安・心配   ・きょうだいがいる場合の外出について……「1人用   

・上の子どもとふたごの移動方法   B型バギー＋おんぶ紐」「ふたご用ベビーカー」の便   

・上の子を外で遊ばせたい   い分けをする。   

・5歳の姉が赤ちゃん帰り：上の子ども  

が不安定になり、自分自身がイライラ  

してくる   

【母親の健康に関すること】   ・家事は最低限に、育児法もからだに負担のかからな   

・腰痛も現れ、からだもしんどい   い姿勢などを一緒に考える。   

・ストレスフルなことが多くめまい・吐  ・専門職と相談し病院受診を勧める、本人の了解を得   

き気の症状がある   てから地域の保健師への報告・相談する。   

【親の気持ちに関すること】   ・ふたごを家族に預け、上の子とだけ接する時間を設   

・ふたごが生まれたことで、自分自身が  けるように、ピア自身の体験から話す   

上の子にイライラする   ・サポート利用者の声・感想を紹介する   

・他人にあずかってみてもらうのは心配  ・おしゃべりを促しピアは聞き役になりストレスを発   

・母親一人でふたごの育児を行っている  散してもらう   

ことの負担感や行き詰まった感じ   ・「平等」について：ピア自身の体験から、ふたごだか   

・ふたごの一方ばかり抱っこする状況に  ら平等に育てなくては……というのではなく、子ども   

罪悪感   が必要としている時に親の愛情を注ぐことの大切さを  

話す。   

【地域の子育て情報】   ・家庭支援センターの利用やy市民センターなどで行   

・地域での子育て情報を得たい   われているベビーマッサージの紹介。   

・地域の幼稚園情報を得たい   ・託児付きの講座もあるので母親のリフレッシュにも   

・ベビーシッター制度を使ってみたいが  なること、沢山手がある場所へ出かけることで親も  

子も「ラクで楽しく過ごせる」ことを話す。  

・サークル参加時に同幼稚園に通っている先輩ママを  

紹介。制度を過去に使った人たちの体験談を伝える。   

【相談相手・ママ友に関すること】   ・こども家庭支援センターの個別離乳食相談へ、同い   

・ママ友だちもおらず子育て方法がわか  年のふたごママも会えるよう計らい予約する。   

らない   ・ピア自身が必要時には訪問できる由、またメールや   

・ふたご育児は初めてで相談相手もいない。  電話により対応できる旨伝える。   

・ふたごの知り合いがいない   ・M地域への出張多胎育児サークルの開催の計画があ   

・引っ越してきたばっかり、ふたごの知り  

合いがいない、サークルに行きたいが  
遠い＝・   
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（4）2歳以上の相談内容とピアサポート   

2歳以上のふたごママの相談内容は「ふたご・みつご育児の方法」「家族関係」「親の気持ち」「母  

親の健康状態」「社会資源活用の現状」「相談相手・ママ友」の6項目に分類できた。「育児情報」で  

は、ふたごの発達の差、幼稚園・保育園に関する2項目が主なものである。ピアサポーターによる  

サポート内容は当時者の話をよく聞き、ピア自身の体験からの具体的な助言や、社会資源に関する  

詳細な情報提供を行っている。（表11）  

表112歳以上の相談内容とピアサポート  

相 談 内 容   ピアサポートの内容   

【ふたご育児情報】   ・先輩ママとしての体験談を話す   

●ふたごの成長・発達  ・先輩ママの話を聞く機会をもつ  

・今後ふたごの成長がどのようになるのか…・  

・同性のふたごの発達のちがい、要領の良し悪   ・子ども同志の遊んでいる様子や母子の接し方   

しの差が気になる   を見守る。   

・ことばの遅れなどから特別支援学級にいれら  ・ことばについては1対1で話しかけることを   

れてしまうのでは……健診時に発達障害の可  多くする。教室通いなど継続して様子をみる、   

能性を言われ、ことばの教室に通っている  外出する機会をもつようになど話をする。ピ  

アと一緒にサークル参加し、子どもたちと遊  

ぶ機会を促すよう伝える。  

・男の子の育て方に関しての不安、男女差につ     ・男女ペアの先輩ママとの会う機会を調整する。   

いて知りたい   ・男の子らしさ、女の子らしさがいつ頃でてく  

るか説明する。（男女差を意識すぎないよう  

に）   

●幼稚園や保育園   ・地域の同じ幼稚園や保育園に通っている先輩   

・幼稚園選びについて知りたい   ママを紹介し、幼稚園・保育園情報を伝える   

・幼稚園の情報がほしい   ・保育園入園時のピアの知りえた情報や体験を   

・保育園情報を知りたい。   話す。   

・3歳から幼稚園だと経済的に厳しいので保育  ポイントの加算・減点となる条件（正社員フ   

園に入園させたい。（みつご）   ルタイム・片親・きょうだい枠・保育可能な人   

・みつごと24時間一緒に過ごすのは大変なため  の同居・通勤時間・祖父母のヘルプ可能状況・   

保育園に預けたい。   受託証明書の有無・収入状況など）  

祖母の協力や、パート職だと入園条件は困難  

A市の保育園には多胎児粋がないことなどを話  

し、市役所へのアピールを何度も行ったことを  

話す。   

●みつごの子育て情報   ・みつごの子育て経験者が訪問する。   

・みつごの発育・発達上の悩み（子ども同士の  ・話をよく聞いた後、この時期（2歳3カ月）   

かみ合い、オムツを脱ぐ、食べているとき遊  に起こりやすい事として受け止め、よくない   

んでしまう、3人同時にだっこできない、3  ことは根気よく伝えるよう、寝ながらだと3   

人共に甘えてあげさせることができないなど）  人一緒にだっこできることなど具体的に助言  

する。  

・みつごのネットワークの確認と紹介をする。   
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【家族の家事・育児協力に関すること】   ・家族の状況などについて、よく話を聞き助言   

・夫の手助けが得られない   する。   

・夫以外の大人と話す機会が少なく夫とは喧嘩  ・サークル参加時などの子どもの様子や母親の   

が多くなる   気持ちを夫に話し理解が得られるように話す   

・夫が単身赴任中、週末のみ帰宅、5歳の姉の  ・上の子のお手伝い状況をほめ、社会資源とし   

協力にて生活をしているが、緊急時の対応が  てファミリーサポート、ひまわりママなどの   

不安である   支援情報を説明する。   

【母親の健康に関すること】   ・一時的に負担感をなくすために社会資源の利   

・上の子の幼稚園の送迎、毎日のお弁当つくり、  

家事・育児の負担感と疲労感の蓄積  

・幼稚園が遠く、毎日のお弁当つくり、送迎で  

疲れている（3歳児）   

【親の気持ちに関すること】   ・寝かしつけやその他の育児状況についてよく   

・ふたごときょうだいの昼寝や夜の添い寝、病  話を聞き、子どもたちの様子をみて上手に育   

院通い、幼稚園の送迎など育児負担感が大き  児をこなしていることを伝える。社会資源に   

しヽ   ついて紹介する。   

・ふたご育児でのストレス感がある   ・母親の愚痴の聞き相手になる   

・ふたごが生まれてから殆ど家の中ですごして  ・外出のきっかけ作りとして、ピアサポーター   

いる状況、サークルへ参加したいが交通手段  

がない   

【社会資源の利用の現状に関すること】   ・今までの社会資源の利用状況などの話をよく   

・現在ことばの教室に通っている。ネットや書  

籍からの子育て情報を得ている。ファミリー  

サポートを頼もうと思ったらふたごは対応で  

きる人がいないと断られた。ベビーシッター  

制度は夫が公務員なので使えない。サークル  

へ参加したいが交通手段がない   

【相談相手■ママ友に関すること】   ・ピアサポーター自身が先輩ママとして話をす   

・ふたご育児経験者の友達が近くにいないので  る機会をもつ   

ふたごのママと話がしたい   ・サークル参加を通してふたごママの知り合い  

をつくり話ができるように紹介をする   

5）まとめ   

今年度のピアサポートは多胎児家庭22件を対象とし述べ回数34回のサポート活動であった。今  

回の対象者は、初産婦が約6割、経産婦は約4割であった。妊婦は3名であり出産後までピアサポ  

ートした者は1名のみであった。子ども達の年齢は、1歳末満が約6割、2歳以上が約3剖であった。  

社会的支援の利用者は約2割と少数であった。ピアサポート事例を分類した結果から時期別の相談  

内容とピアサポートについてまとめる。  

（1）ふたご妊娠中の妊婦に対してのピアサポート   

妊婦の場合、初めてのふたご妊娠であることが殆んどであり、「多胎妊娠の経過そのもの」がわか  

らず、「出産や育児」に向けて何をどのように準備していけば良いのか、「情報」を得たいと思って  

－51－   



いるが手段・方法がわからないといった状況が伺える。また、多胎育児など「産後の生活」のイメ  

ージもできにくく早期からの復職を考えている場合もある。サポートとしては、最ネ耶こ妊婦自身や  

家族がふたごの妊娠をどのように捉えているかよく妊婦の話を聞きながら、ピアサポーター自身の  

体験を元に妊娠斯から出産後の生活を通して説明している。特に、多胎妊娠の経過やリスクについ  

ては、多胎児育児支援のためのピアサポート活動テキストから「妊娠中のお母さんと赤ちやんの変  

化」の一覧表を示し説明することが効果的であり専門職が同席していたことも有効であった。  

（2）子どもの月齢3カ月までの母親の相談内容   

この時期は実家での生活や実父母や義父母のなど「家族の家事・育児協力」を得ている段階であ  

る。2カ月を過ぎると自宅へ戻ることや母親一人での育児開始に向けて、「一人でできるふたご育児  

の方法」を具体的に知りたいという思いが強くなってきている。また、ふたごの「親の気持ち」と  

して他の単胎で生まれた母親と子どもと比べ、育児に対する自信のなさや不安げな様子が伺える。  

このような状況の中で自分と同じような境遇にあるであろうと思われる「ふたごママ」と知り合い  

たいなどと「多胎育児サークルへの参加希望」が出始めているものと考えられる。  

（3）子どもの年・月齢4カ月から1歳までの母親の相談内容   

この時期は、自宅にもどり一人で家事・育児を行う生活となっていく段階である。そこで、授乳  

やお風呂の入れ方、外出のしかたなど＝…■より「具体的な育児情報」を求めている。ふたごが成長  

していく中では、「二人の差が気になる、二人をつれての外出が困難、上のこどもとの関係、夫や実  

父母・義父母との関係」などにより「母親の健康」にかかわる身体症状や、イライラ・心配・負担  

感・行き詰る・罪悪感など「親の気持ち」にも変化が表れている。さらに地域での子育て情報を得  

たい、ふたごのママ友と知り合いたいという思いが強くなっているものと考えられる。  

（4）1歳までのピアサポート内容   

当時者の話をよく聞き、ピア自身の実際の育児風景の写真を見せながら説明や助言を行っている。  

産後間もなくふたご育児を開始し身体的・精神的休息もあまり得られず、まだまだ外出が困難であ  

り外部との繋がりが少ないと考えられる1歳までのこの時期には、麟の話をよ  

く聞き、叩こ関する情報などを伝えられるピアサポートの意義は大きいものと考  

量．星。  

（5）子どもの年齢が2歳以上   

2歳以上になるとサークルへの参加や社会資源の利用もみられ、少しずつ外との繋がりが開始さ  

れている。相談内容をみると、成長・発達では要領の良い・悪い、ことば、男女差など・＝…が気に  

なり、また、幼稚園の送迎やお弁当づくりなどの新たな育児負担感が現われている。母親の気持ち  

も外に向き始め、幼稚園や保育園情報を希望している。まだ外出困難な状況も見受けられるが、サ  

ークル参加などのきっかけをピアサポートすることでざらに外出しやすくなるものと考える。  
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3．ピアサポーターによる訪問を受けた当事者（アンケート回答者）の感想  

1）利用時の妊娠退散・子どもの月齢  

蓑1サポート利用時の妊娠週教子どもの月齢  
n＝17  

人数  ％  

妊娠中   19週  1  5．9  

（35週）   ※（1）  

産 後  0～3カ月 3※（1）  17．6  

4・～12カ月  8  47．1  

13～24カ月   1  5．9  

25～32カ月  4  23．5  

17  100．0  

※（1）は同一当時者   

●ピアサポーターからの訪問を受けた多胎児の親に対し、利用に対する感想や意見を訪問後に質   

問紙に記入してもらい、郵送による返却を依頼した。質問内容は「ピアサポート活動をどのよ   

うにして知ったか」、「ピアサポートを受けるまでの手順」、「コーディネーターの印象」、「ピア   

サポーターの印象」、「今後も利用したいか」、「感想意見（自由記載）」の項目であった。訪問家   

庭22件中17件から回答があった（回収率 77．3％）。妊娠中は1件、出産後は16件の回答があ   

り、児の月齢が最も低かったのは0カ月、最も月齢が高かったのは32カ月であった（衰1）。  

2）どのようにして活動を知ったか  

表2 どのようにしてピアサポート活動を知ったか  
n＝17  

人数  ％  

多胎育児サークルのメンバーから  

保健センターや行政の窓口  

子育て支援団体（のメンバー）から  

その他  
内訳   病院助産師  

新聞の紹介記事  

他市の保健師  

幼稚園のふたごママ  

6  35．3  

4  23．5  

2  11．8  

5  29．4  

17  100，0  

●活動を知った方法で最も多かったのは、多胎育児サークルのメンバーからであった（表2）。サ   

ークルの存在を知っていても、子どもの年齢が低いと外に出られないことから、訪問希望につ   

ながっていた。   

ほとんどが活動について直接話を聞いたことにより申し込んでおり、パンフレットを見て申し   

込んだ、というものはなかった。  
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3）訪問までの手順  

表3 ピアサポートを受けるまでの手順  
n＝17  

人数  ％  

スムーズに手続きできた   

・希望に合う日程に調整してもらった   

・携帯メールで相談できたので手軽だった   

・すぐにメールをもらえて決定できた   

・すぐに返信があり候補日をあげ、日を選べたのでよかった  

まあまあスムーズだった  

あまりスムーズでなかった   

・アポイントが不確かだった  

15  88．2  

1  5．9  

1  5．9  

17   100，0  

●訪問までの手順では1件を除いてほぼスムーズに手続きが進んでいた。メールの利用が有効で   

あった。  

4）コーディネーターの印象・ピアサポーターの印象  

表4 コーディネーターの印象  
n＝17  

人数  ％  

良かった   

・親切で悩みをまず受け入れてくださったので励まされた   

・悩み、課題を的確に見抜いていただき、地域の多胎児サ  
ークルへの参加ができた   

・親身になって話を聞いてもらえ、アドバイスをもらった   

・いろいろな情報を提供してくれた   

・話をよく聞いてもらえ、アドバイスがもらえた   

・育児支援のベテランで、いろいろなケースの支援をして  

いるので経験豊かだった   

・とても気さくな方たちで話しやすかった  

まあまあ良かった  

16  94．1  

1  5．9  

17  100．0  

表5 ピアサポーターの印象  
n＝17  

人数  ％  
良かった   

・親切で悩みをまず受け入れてくださったので励まされた   

・たくさん話を聞いてもらえ、申し訳なく思った。お勧め  

の病院やサポート情報を敢えてもらえ、助かった   

・自分ひとりで固く考えすぎていた部分を、実体験を伺う  

ことによって「大丈夫なんだ」と思えるようになった   

・親身になって話を聞いてもらえ、アドバイスももらった   

・子どもの扱いに慣れていて、経験談が豊富  

16  94．1   
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・とても気さくな方たちで話しやすかった  

まあまあ良かった   

・ふたごの子育てをした人というだけの印象  

1  5．9  

17  100．0  

●コーディネーター、サポーターの印象は、ほとんどが「良かった」というものであった。  

5）今後のサポート活動の利用意向  

表6 利用意向  
n＝17  

人数  ％  

13  76．5  是非利用したい   

・外出のしにくさが育児の困難感につながっているので、訪問  

してもらえる形のサポートは非常にありがたい   

・ふたごの先輩ママからの情報はとても参考になる   

・他のふたごの親と話をするという機会がなかったので、とて  

も楽しくてためになる時間が持てた   

・育児の悩みを今後も相談したい   

・赤ちゃんが小さい時はなかなか外に出られないので、来てく  

れて話をしてくれると助かります   

・ネットで情報を探しているだけでは入ってこない情報が対面  

だとすんなり入ってくる気がしてありがたかった   

・同じ境遇の人たちの話が聞きたい  

まあ利用したい   

・わざわぎ来てもらうのも申し訳ないので、月に1度双子サー  

クルの集まりに参加し相談というかたちでもいいのかと思っ  

た。自宅に来てくれるのは楽ですし、助かります。  

あまり利用したくない   

・2回訪問してもらったが、その場限りの付き合いで終わりと  

いう感じがした  

3  17．6  

1  5．9  

17  100．0  

●1名を除き今後も利用したい、という意向であった。  

6）ピアサポート活動を受けた感想（自由記載のまとめ）   

ピアサポートを受けた感想は、およそ以下の4つの内容に分類できた。  

第1に訪問を受けたことで自信がついた、明るい見通しにつながった、気分転換ができた、という  

もの、第2に多胎育児経験者から話を聞くことの効果、第3に情報提供が有益であったこと、第4  

に今後の活動継続への期待であった。   

活動への要望については、具体的に要望内容が記述されていた。  
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●この活動に出会うまで暗闇の中にいるようで、子どもと3人、どうなってしまうのか・…‥と何  

度も何度も苦しみました。このような機会に恵まれるだけで全く違った、明るい見通しを持   

てるようになった  

・不安を抱えながら日々育児をしていたが、こういう機会を作っていただき、気持ちにゆとり   

ができるようになった  

・初めての育児でふたごのため、毎日あわただしく戸惑ってばかりだったので、訪問で話がで   

きたことがうれしかった  

●精神面でもうつ病で家の中に閉じこもっていたり、辛い日々を送っていたが、話をして心が   

晴れすっきりしました  

・外出しづらい双子の親にとって、都合の良い所に来ていただけて、話をするということがと   

てもよかった  

・ふたごを連れて外出は難しく家にいることが多かったので、共感できる話ができるだけでと   

てもよいと思った  

・少しの時間でもお話ができてとてもよかったです  

・ふたごの話題だけでなく、ペットの詰もできて、とてもよい気分転換になりました  

・コーディネーターも気さくに、親身に話をしてくれて、とても気分転換になった  

2．多胎育児経験者から話を聞くことの効果  

・ふたごの子育ては一人の時と違うので、参考になる話が聞けて良かった  

・ふたごならではの育児方法、安全対策や周りの環境のことまで一緒に考え教えていただき、  

話を聞いてくださり、大変良かった。双子の初産で、親戚にもいなくて何もかもわからず不   

安でしたが、今回とても参考になりました  

・多胎育児を実際にされた方からのアドバイスを聞くことができ、大変役にたった  

・自分と同じ境遇の人と話ができることはとても大事だと思う  

・実際に多胎育児をしている方とのお話ができ、多少先が見えてきて、安心できた  

・年齢が上の方のお話を聞く機会がなく、今後双子がどのように成長していくのか、また、双  

子故の難しさや問題点のようなものはあるかなど、まだ見ぬ不安な点を具体的に敢えてもら  

えるのはありがたかった。初めてこのような機会を得て、とても参考になった  

●ふたごの子育て経験者と話ができ、良かった。自分が参加している双子の会では小さい双子  

の親しか参加しておらず、高校生、小学生の双子の親の方とお詣できたのはよかった  

・2歳ぐらいまでは子供の世話に追われ、サークルでも入浴や離乳食の話題でいっぱい。でも  

少し落ち着いてきたら、この先二人が小学生・中学生となっていく時、双子ということでど  

う接すればよいのか、兄弟姉妹と何が違うのか気になるようになった。今回中学生・高校生  

の双子のお母さんにお話を伺うことができ、とても参考になった。  
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いただき、緊急時に対応してもらえるという安心ができ、良かった。  

・利用できる社会資源を紹介してもらい嬉しかった。病院、予防接種、など  

4．活動継続への期待  

・公費での訪問やサポートが実現するとよいと思う。具体的な員用の助成まで、行政を動かす   

力になって行けるといいと思った  

・この地域ではほかにもたくさん、私のような孤立した方がいると思います。ぜひとも、この   

ような状況を打開するべく、多胎児の親はもちろん、行政を巻き込んでサポート体制が充実   

することを、強く希望する  

・多胎育児についての情報が得にくく、妊娠中から2歳5カ月まで孤立していた。近隣地域や   

関西地区では情報がたくさんあり、この道いはなんだろうと、常々おもっていた。今回、ピ   

アサポート活動のおかげで、やっと多胎サークルに巡り合えたが、ただでさえ、外出しにく   

い多胎児の親が運営を続けることの大変さ、情報のなさから孤立する多胎児家庭の状況をも   

っと強く、行政に訴えたいという思いでいっぱい  

・地域には多胎ママのサークルがなく、情報交換や交流もないので、このような地域を超えた   

サポート活動にすごく期待しています。これからもこのような活動を続けてほしい  

・ぜひ今後も続けていってほしい  

・ぜひこれからも続けてください。お願いします  

・ずっとこの活動が続いてくれると嬉しい  

・今後もこのようなサービスが継続してほしいと思う  

・ポスターをはるなどしてもっと多くの双子の親に知ってもらえるとよい  

・今後より多くの方にこの制度を知ってもらい、利用できるようになると、なお良い  

・本当にサービスを必要とする方はなかなか外に出られず情報を得る機会が少ない。より多く   

の人が情報を得ることができるようにするとよい  

・妊娠中に、病院などで、このようなサポートがあるという情報がいき届けば良いなと思いま   

した  

・他の多胎のママがどういう風に育児をしているのかいろいろ聞きたい。  

・先輩ママの話を聞きたい。  

・ここまでの育児は不安や悩みがたくさんありすぎて、どうしたらよいのかわからないほど大   

変でしたので、妊娠中からこのピアサポートを知っていれば、心強かったかなと思います  

・この活動をもっと早く知っていたら＝…・と思った。  
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・何か質問や心配事、悩みはありますか？という風に聞かれてもなかなか思いつきません。会   

話をしていく中で出てくるのだと思います。エピソードなどをたくさんお話していただける   

と楽しいのではと思います  

・その場限りの話で終わるのはつまらない。地域で活動するサークルのようなものを支援して   

ほしい。個別の訪問よりも、保育園などが主催する地域開放の育児講座のような、多数の親   

子の親を対象にしてほしい  

その他  

・月齢が小さい赤ちやんを連れてサークルに参加する交通手段がないなど、なかなか外に出ら   

れない双子ママが多いと思うので、訪問してくれるのはとてもありがたい  

・有償であればわざわざ利用しない  

7）まとめ   

ピアサポート活動の利用に結びついたのは1名が「新聞を読んで」であったが、その他はすべて  

行政の窓口で保健師に話を聞いて、病院で助産師に紹介されて、サークルメンバーに紹介されて、  

というように「直接話を聞く」ことが申し込みに結びついていた。ピアサポートへのニーズを持つ  

母親に情報が届くためには、行政や医療機関の専門職に活動内容を十分理解してもらい、活動を周  

知してもらうことが必要であろう。   

今後の利用意向では1名を除き「今後も利用したい」と回答しており、ピアサポート活動は利用  

者にとって有効な支援であったと思われる。   

自由記述からは、周囲に多胎育児経験者がいないことの不安や、外出できずに家の中に閉じこも  

っている母親の姿がうかがえた。同じ多胎児を育てた母親と話をするだけで嬉しかった、気分転換  

になった、自信が持てたと述べていることから、ピアサポート活動の目的である「傾聴」が効果的  

な支援となっていることが明らかになった。   

さらに、多胎育児特有の情報や育児の実際を、少し先を行く経験者から具体的な話を聞くことが  

でき、「役に立った」、「安心できた」と述べられており、ピアならではの支援が効果的に発揮されて  

いた。また、自分が育てている子どもと年齢の近い子どもの母親と話をしたい、という希望がある  

一方で、中学生や高校生の多胎育児経験者と話をすることがとても良かったという評価があり、様々  

な年代の子を持つサポーターの存在の必要性が示唆された。   

活動継続への期待は最も多く記述されていた。「今後もぜひ続けて欲しい」「もっと多くの多胎児  

親子が利用できると良い」「もっと話を聞きたい」とほとんどに記述があり、ピアサポート活動への  

期待がとても高いことが推察された。  

4．ピアサポーターとして活動を行った人たちの感想   

自由記載による感想は16件であった。（多摩多胎ネット8件、特定非営利活動法人保育サービス  

ひまわりママ4件、特定非営利活動法人せたがや子育てネット4件）  

1）ピアサポートとして活動して良かったと感じたこと  

①ふたごを育てた体験が役にたつことの喜び ②自分の子育てを振り返ることができた ③共感  

することができた ④必要な活動だと感じた ⑤人とのつながりが広がった ⑥子どもとの関係  
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を見直した ⑦その他の7項目が挙げられた。  

表1 ピアサポート活動をして、良かったと感じること  

ふたごを育てた体験が  ・少しでも若いお母さんのお役に立てればと思い参加しましたが、反対   

役にたつことの喜び   にこちらが感心させられたり、元気をもらったりしました。今現在ふ  

たご育てに奮闘中のお母さんたちが「聞いてもらうだけで嬉しい」「気  

持ちが楽になる」と言って下さるのを聞くと、ふたご育ての経験が活  

かされている気がしてすごく嬉しい。  

・かわいいふたごの顔を見ながらお母様とお話をし、質問に答え少しで  

も感謝されたこと。  

・自分の経験が人の役に立つことができ、自分の毎日が肯定された気が  

して嬉しかった。  

・生活をするための仕事ではなく、人のために何かお手伝いができる仕  

事が持てたことに対し自分に少し自信がついた。  

・自分もまだ子育て真最中ではありますが、自分も困って悩んでいたこ  

とやそれを解決した時の経験談などもお話することで、対象の悩みが  

少しでも軽減できた時はうれしかった。  

・自分の経験がほかの人の参考になる、自分も役に立つと感じることで  

やる気がでてくる。   

自分の子育てを振り返  ・研修会などに参加して、あらためて多胎育児のことを思い起こすこと   

ることができた   ができた。  

・苦労話やかわいらしい赤ちゃんの様子をうかがって、自分のこどもの  

赤ちゃん時代を思い出し、追体験したように感じられた。  

・利用者の話を聞くことで自分の子育て時代を振り返りさらにアドバイ  

スすることができた。  

・ピアサポートの講習会をはじめ、訪問活動する中で、自身の双子育児  

を振り返ることができ、自信につながったり、これからの育児に活力  

を見出すことができた。  

・自分の子育てを振り返ることで自分にも自信がもて、がんばるパワー  

をもらいました。  

・自分自身も大変だったころを思い返せるようになった。   

共感することができた  ・現在幼児の子育てをしている中での将来の心配ごと等を一緒に話をす  

る上で、ふたごの母親としての同一感を持てた。  

・私も息子が幼児の時の大変さは同じ思いのふたごの母しか理解しても  

らえないと思っていましたので、少しは共感できたと思います。  

・双子をもつ母親として共通する人たちと出会えたことが良かった。  

・似た悩みをかかえた親同士で情報を交換し合い少しでも悩みをやわら  

げられたらと思いました。  

・利用者の気持ちを聞くことで、（共感すること）表情がだんだん軟らか  

くなり、利用者自身が解決の道を探し見つける様子がわかり嬉しい。   

必要な活動だと感じた  ・需要のある活動だと強く感じました。  

・ピアサポートは求められて初めて成果がでるものと思います。私もそ  

うでしたが、妊娠中はもちろんですが、子育て中はとても不安で誰か  

に聞いてもらいたいものです。特に同じ思いをしている人たちに・t・・・   
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そういうときにこの活動が活きてくると思う。  

・妊娠～出産～育児を通してサポートできる活動の目的はとてもよいと  

思った。  

・ピアサポートの活動は、孤独に育児をしている双子ママを外へ出して  

あげるきっかけ作りができるので良いと思った。   

人とのつながりが広が  ・率直に言えば、ふたごママと知り合いになれたこと。仲間がこんなに   

った   いるんだなと、自分の方がノ已、強くなった。  

・多胎児のお母さんたちと数多く知り合うことができ、人の輪が広がった。   

子どもとの関係を見直  ・双子のママの横のつながりが強まればよいと思った。・自分の育児を   

した   振り返ることができ、子供たちにやさしく接することができた。  

・小さいふたごを見て、高校生になった息子たちではあるものの、あら  

ためて一人一人を見つめようと痛感した事。   

その他   ・自分もまだまだ子育ての兵員中で試行錯誤の日々。この活動を通して  

自分を見つめなおすよいきっかけとなった。  

・自分自身が人として成長できた。  

・ピアとして信頼され心のうちを聞いてもらえたことが、相手にとって  

も、サポーターとしても良かったし、嬉しかった。  

・その人なりの育児について話を伺うのは興味深く、勉弓如こなった。  

・ピアサポート活動を受けられた方から囁かい言葉が寄せられ、参加で  

きとてもよかった。   

2）ピアサポートの課題  

①情報収集の必要性 ②相手の要望に答えられているか ③コミニュケーションスキルに関する   

問題 ④市町村、医療機関との連携 ⑤その他の5項目が挙げられた。  

表2 ピアサポートの課題  

情報収集の必要性  ・社会的支援態勢、健康面の相談についてはあやふやな事を言うと相手   

がよけい混乱するだろうと思うと慎重になってしまいます。スムーズ  

に会話をするためにも、できる限り正しい情報を持ち合わせてサポー  

トにのぞみたいと思いました。  

・利用者の地域の様子など情報をあらかじめリストアップしておいたほ   

うが良いアドバイスやピアができると思った。  

・訪問する際には、その家庭にあった情報を事前に予習し、準備するこ   

とが大事で、それが活動の成功につながる。  

・ピアサポートとして情報提供できる事項を統一して準備しておいたほ   

うがよい。  

・もう少し双子の知識を持って伺えたら……と思った。  

・地域の遊び場所、病院などふたごの情報集があるとよいと思った。  

相手の要望に応えられ  

ている力1  

・相談されても回答ができなかったり、一緒に悩みすぎたりしたこと。  
外出困難な事例があったが、背中をおしたつもりだったが実現しなか  
った。外出サポートをするなど、先の行動に結び付くといいなと思う。  

・サポートした相手のニーズに応えられていないのでは‥・・・・と感じた時。  
・やりすぎてしまったこと。  
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・元気な方、問題のない方への接し方。因っている方へは対応しやすか  

ったが、問題のない方へどう対応してよいかいま一つ分からなかった。  

・不慣れと経験不足のため、迅速な対応に困った。  

・自分の体験したこと以外のことで相談された時。   

コミニュケーショスキ  ・傾聴の難しさを実際に体験してみて感じました。   

ルに関する問題   ・自分の体験話をすぐに話してしまうので、十分相手の話を聞きいれて  

からにしなくては＝…・と反省しました。  

・傾聴ということを意識しすぎて、自分の気持ちや伝えたいことが中途  

半端で終わってしまったのではないかと気になります。これで、ピア  

サポートという仕事がきちんとできたのだろうか……という後味があ  

ります。  

・自分の話をアドバイスとして話していても、長くなってしまいがちだ  

った。   

市町村、医療機関との  ・自分のたいへんさを外に発せない人たちに、どうコンタクトをとって   

連携   いくか、出産時の病院、市役所との連携が必要と思う。  

・このような活動はできるだけ、広く知られるような努力が必要だと思  

います。サークルなどにこられている方々は、自分自身ですでにアク  

ションを起こしている方々ですが、実際にこのような働きがけが必要  

なのは、そういった場所にでていらっしゃらない方々だと思います。  

そのあたりはNPOだけでは手が届きにくいところだと思うので、区や  

保健師たちと協力関係を築くことが大切でしょう。  

・可能なら母子手帳を配布するところに、多胎育児を控えている人への  

サポート活動のチラシなどを渡すことなどお願いしたほうが良いと思  

います。   

その他   ・訪問時に何を聞きたいのか聞きだすことも必要と思うが、申込時に、  

悩んでいる事を書いてもらい、それに一番対応可能なピアさんを1回  

目に訪問する形にしたほうが良いと思う。  

・メモをとってはいけないとの事でしたが、訪問報告書には子どもの名  

前や体重を記載する欄があるため、対象の方に了承を得、その場で本  

人に子どもの名前や体重を記載してもらったほうがよいと思う。  

・内面を話してもらえることは、受けるサポーター側の質の保持も必要  

と思う。広い地域で行うためにはサポーターの情報交換も密にすべき  

と思う。それによりサポーター自身の片寄りも減ると思う。  

・補償制度があると活動する上で安心感がある。  

・一度の訪問では充分なピア活動とはいえないかと思う。  

・自分がどこに向かっているのか疑問に残った。  

・こちらの事情でコーディネートの方の要望にすんなり答えられなかった  

・サポーターとしての意見が単なる多胎クラブの勧誘に聞こえないか不  

安だった。声掛けが、ピアとしてか多胎クラブの一員としてか複雑な  

場面があった。  

・お話の最中に赤ちゃんが泣き出した時、授乳やおむつ交換をどこまで  

お手伝いしてよいか判断に困った。   
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3）ピアサポートを今後も続けたいか  

「続けたいと思う」7名「状況によっては続けたい」9名であった。  

表3 ピアサポートを今後も続けたいかと、その理由  

（D続けたし1と思う  ・需要があると感じたため。  

・ピアサポートを受けたお母さんたちがしっかりバトンを受け取ってく   

れ、サポートする側になってくれずっと継続する活動となれば素敵だ   

と思う。  

・必要としている方がいれば、話を聞いて育児の大変さを理解したいと   

思う。  

・必要とされる限り行う意味がある。  

・因っている方は他にもいるはず。社会的に認知してもらうため。  

・多胎児を持つ親の望みは同じ多胎児を持つ母親でないとわからないと   

思うから。  

・少しでもひとの役にたてたらと思います。  

7名  

（∋状況によって続けた   

い  9名  

・多胎児の子育ての大変さを経験しているので、少しでもお手伝いでき   

たらと思う。  

・自分の子どもの体調の良し悪しで続けたい。  

・いろいろなケースがあるでしょうし、ふたごのあかちゃんを持つママ   

とのかかわりは単純に喜ばしく感じるから。  

・必要とされれば手伝いたいと思う。  

・近隣であれば活動したい。  

・自分にできることはしてさしあげたいが、正直自信が持てない。  

・未熟な傾聴で不安。  

・より多くの方がピアになり、ピアの負担が多くならないことが無理な   

く続けられる。  

・活動をして良かったこと、課題として感じたことの重さがどちらに大   

きいか迷っている。  

4）まとめ   

ピアサポート活動をして良かったと思うこととしては、自分の子育ての経験が役に立つことの喜  

びを感じること、自分の子育てを振り返る機会となったことが多く挙げられていた。この活動に参  

加することにより、自分の子育てに自信を持つことができ、子育てを振り返ることで、現在の子ど  

もとの関係も見直す機会となっていた。ピアサポート活動の課題としては、適切な情報を提供する  

ため、サポート前の情報収集の必要性、自分の話したことが相手の要望に答えられているかという  

不安、コミニュケーション技術の問題等が挙げられた。今後活動を継続するためには、挙げられた  

課題を明確にしていく必要があるが、サポーター自身がこの活動に参加することで、ピアサポート  

活動の必要性を強く感じた者も多く有益な機会であった。  
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第3章 ピアサポート事業の広がりと今後の課題  

担当推進委員 糸井川 誠 子（ぎふ多胎ネット）  

1，ピアサポート活動報告会  

1）目的と概要   

多胎育児支援のためのピアサポート活動を事業化するために、前年度（19年度）と今年度（20年  

度）の2年間に渡って、普及の方向性を模索してきた。  

19年度は「地域多胎ネット」の事業として、当事者グループを核とした組織3団体によって事業  

展開を試みたが、今年度の核は「当事者ではない」3団体である。  

12月10日に行われた「ピアサポート活動報告会」では、それぞれの団体の特徴を活かし、ピアサ  

ポート事業が多胎育児支援のひとつの方法として普及する効果と課題について検討した。  

①実施地  東京都港区 しまねイン青山  

④日  時  2008年12月10日（水）10：00～15：45  

④対  象  多胎育児支援のためのピアサポート活動に関心がある、専門職や支援者  

④内  容   

事業説明  田中 輝子（多胎育児サポートネットワーク）   

行政説明 「虐待の一次予防への取り組み」  

右田 周平（厚生労働省雇用均等・児童家庭居総務課虐待防止対策室）   

講  演 「多胎育児家庭になぜピアサポートが有効か」  

服部 律子（岐阜県立看護大学）   

事例報告 「それぞれのピアサポート活動」  

天羽千恵子（ひようご多胎ネット）  

糸井川誠子（ぎふ多胎ネット）  

佐藤善美子（多摩多胎ネット）  

土屋美恵子（特定非営利活動法人保育サービスひまわリママ）  

明石 眞弓（特定非営利活動法人せたがや子育てネット）  

橘  薫（いしかわ多胎ネット）   

活動検討全体ディスカツション  

「地域の特性を活かしたピアサポート活動を探る」  

㊥参加者数  

（参主  催  

（∋後  援  

41名  

独立行政法人福祉医療機構・多胎育児サポートネットワーク  

いしかわ多胎ネット・ぎふ多胎ネット・ひょうご多胎ネット  
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2）講演・討論会要旨  

◆行政説明「虐待の一次予防への取り組み」  

右田 周平（厚生労働省雇用均等■児童家庭局総務課虐待防止対策室）   

児童虐待の対応は、平成16年からは「市町村でもすること」と法律上明記された。児童相談所だ  

けに限った児童虐待相談対応件数だが、年々増えており、19年度の相談件数は、4万件を超えてい  

るという現状である。   

平成15年から虐待による死亡事例等の検証を国が行うよう法律上定められ、これまでに4回の報  

告が出ている。その4回の対象の死亡事例は約250例、1事例について複数子どもが亡くなってい  

る場合もあるので、トータルでは295人が亡くなっているという実態があり、0歳児が一番多く、死  

亡事例全体の4割となる。低年齢に集中しているというのが、死亡事例の特徴である。   

虐待に関する養育者の特徴は、「望まない妊娠であった」「母子健康手帳が発行されていない」、あ  

るいは「妊産婦検診、乳幼児健診を受けていない」等に該当するケースが比較的多い。つまり妊娠  

期、あるいは育児期に何らかの問題を抱えている方が多いのではないかと、分析の結果言われてい  

る。また、「養育能力が低い」「育児不安がある」、あるいは「うつ状態にある」ということに該当す  

る養育者が多いということが、分析からわかっている。   

今後の課題ということで、「実際に対応する方は、よく念頭に入れてほしい」とお願いしているこ  

との一つは、妊娠期からの虐待予防の重要性である。育児期のサポートは当然大事だが、出産後だ  

けでは不十分で、妊娠斯から関わることが大事である。妊娠期だと医療機関とか、市町村であれば  

母子保健部門が、妊娠期の母親と関わることが多いと思うので、それらと児童福祉部門が積極的に  

連携を図り、必要な支援を行っていただきたい。そのほかに、虐待の恐れがある時は安全確認を徹  

底すること、リスクアセスメントをきちんと行うことも重要である。関係機関とのあり方の再確認と  

いうことでは、法律上市町村は、『安保護児童対策地域協議会』を設置し、役割分担を決めたり、あ  

るいは中心的に進行管理をするところを決め、しっかり連携する体制をつくってほしいと伝えている。   

万が一にも死亡事例が発生してしまった場合には、国だけではなく、地方公共団体においても、  

しっかり検証を行い、再発防止のためにどのような対策が必要か、内部検証だけではなく、第三者  

の専門家による検証を行うこともお願いしている。国の検証では、社会保障審議会という厚生労働  

大臣の諮問機関があるが、その中に児童部会を設け、さらにその中に「児童虐待等要保護事例に関   

標語苗の側面i  子亡もの帽 j  
0 仔三塁各軍に捕縛疾患がある、あるいlま  

弾い灯うつ状観である  
0 妊拒の届出がされていない  

0 母子撫序手帳が未発行である  

0輯朗の薄情がないにもかかわらず中絶を  

希崇している  
0医師、勅疫師が立ち会わないで自宅尊で   

出産をした  
0 妊婦艶話が兼愛診である   

（）モー＝」、（1誓エし克くちった場合も含む）  

0 妊産婦等との凄絶が取れない   

llて小舟瑞Ⅵ拓か要化した堰含も含む）  

0 撃L幼児にかかる健診が未受診である   

（1t【；か・〕－きこ：し左′1⊥つた場合も含も）  

0 子どもを露呈lしてほしい等、民芸l書響が   

自ら相談してくる  
0 虐桔が疑われるにもかかわらずⅦ有雫が  

■措を否定  
○過去に心中の未遂がある  

○子どもの顔等に外侮が認められる  
0子どもが保開所苓に来なくなった  

0 良江施設への入退所をはり要している  

生活環境等の憫而  
0 児立至貝、近隣住民等から捧羊が  

おかしいと曹蕎報1；供がある  

○ きょうだいに虐持があった  
○ 転居を練り重している  

0単独の機附や担当者のみで対応している  

0車保護児塗対策地域協議会等が一度も   

■催さ九ていない  
0 関係庚閉の役割、進行管理するt開が   

明諾に決謀っていない  ○ 訪問等をしても手どもに会わせてもらえない  
※ 子どもが低年齢であって、上！己に該当する場合は、雫引こ注奪して対応する必要がある。  
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する専門委員会」を設け、現在8名の専門家によって議論している。前述の4回の報告書に書いて  

あることは、その専門家の議論を経て作られたものである。   

これら課題を踏まえ、行政としてどのようなことができるかを考えていかなければならない。児  

童虐待の対応は、以前は児童福祉法の中で要保護児童として対応していたが、平成12年に児童虐待  

防止法を制定し対応することとなった。また、16年には法律を改正し、地域における虐待防止のシ  

ステムとして市町村の役割が明確化され、虐待について児童相談所と市町村が重層的に取り組むこ  

とになった。ただ両方が窓口だということは、重層的という部分ではいいわけだが、責任の押し付  

け合いになってしまってはよくないので、それはしっかり連携をとるということで、『要保護児童対  

策地域協議会』を作り、しっかり情報交換をしながら対応をするようにお願いしている。   

保健分野でいう“予防’’の概念でいうと、虐待が起こらないように発生を予防する一次予防が大  

事である。死亡事例を特に重点的に分析していくと、養育者の負担感であるとか、あるいは育児困  

難感が大きな原因のひとつとなっている。そこで、育児の孤立化を防ぐことを目的に『こんにちは  

赤ちゃん事業』を19年から予算事業として実施している。他には、子育て支援拠点をつくることで  
も発生予防を行っている。今日は発生予防、一次予防についてということなので、『こんにちは赤ち  

やん事業』について重点的に説明をしていきたいと思う。   

やはり虐待の予防には、早期からの養育者への支援が必要だと私たちは考えているが、従来の新  

生児訪問での訪問率は約2割で、訪問できていない部分に対しては、別の手立てが必要だろうと考  

える。そこで、19年から『こんにちは赤ちゃん事業』を開始している。この事業については、2008  

年11月の児童福祉法の一部改正に関する法律が国会で採択され、来年度から法定化されることにな  

り、今までは■■予算事業’’という位置づけであったが、来年度からは児童福祉法に基づく訪問事業と  

いうことになる。   

まず「誰がするのか」ということだが、今の時代は、保健活動というものは、専門職だけがすれ  

ばいいというものではなく、住民の方と一体的になり地域活動を屈関していかなければうまくいか  

ないわけで、そこは市町村や地域の実情を踏まえて、専門職だけでも構わないし、訪問するのによ  

り適切な団体があれば、そこと協力するという方法もあるだろうと考えている。  

『こんにちは赤ちゃん事業』は別に虐待防止だけを目的としているものではないが、訪問の内容と  

しては、情報提供・傾聴、それからなかなか難しいとは思うが、養育環境の把握をし、「訪問してそ  
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れでおしまい」というのではなく、訪問者がもし市町村の職員でない場合については、市町村の担  

当者に訪問実施の報告と、「こういう家庭で、こういうところがちょっと心配に思った」ということ  

を必ず報告していただくことになる。そして特に心配な事例については、『要保護児童対策地域協議  

会』で対応を検討したり、そこまでいかなくても、市町村の中でケース対応会議などを開いていた  

だき、ざらに継続して支援が必要な家庭については、『養育支援訪問事業』等を活用することにより、  

適切なサービスを提供していただきたいと考えている。  

『こんにちは赤ちゃん事業』で行う訪問の時期の考え方だが、妊娠期は母子保健や病院で関わるこ  

とがあり、4カ月経てば赤ちゃんの健診があるので、そこで把握することは可能だが、この0カ月  

から3～4カ月の間というのは、なかなか行政機関、あるいは外部の者が関わる機会が少ないので、  

『こんにちは赤ちゃん事業』では、4カ月までの間になるべく実施してくださいとお願いしている。   

それから『育児支援家庭訪問事業』（21年4月からは『養育支援訪問事業』）そちらはやはり実施  

率が低い。これはペアになって初めて効果が出る事業と考えているので、両事業を展開していただ  

けるようにお願いできればと考えている。両事業のイメージだが、『こんにちは赤ちゃん事業』は全  

員を訪問し、基本的には継続して関わるのではなく、一回の訪問を想定している。なので、継続的  

に関わりが必要だと思う事例については、継続的に関われる事業、たとえば『育児支援家庭訪問事  

業』であったり、母子保健事業の訪問事業があるので、そちらの事業につなげていき、必要に応じ  

て専門職が積極的に関わっていただければと考えている。  

◆講演「多胎育児家庭になぜピアサポートが有効か」  服部 律子（岐阜県立看護大学）  

○専門職・行政職・当事者が対等な立場で   

まずこの助成のなかで効果が実証されてきた「地域多胎ネット」の取り組みの基本は、多胎育児  

サークルの連携を高め、サークル活動の充実をはかるもの。核となる子育てサークルは「仲間がつ  

ながる」というところから発展してきた。そしてさらにサークルの当事者が主体となる支援活動の  

展開として「ピアサポート活動」が自然発生的にサークルの中で行われてきた歴史がある。   

これがさらに岐阜県の場合には、県内のサークル同士がネットワークを持つことによって一個の  

グループということではなく「地域多胎ネット」というネットワークとして、行政や医療機関に対  

等にやり取りができるようになった。これは非常に大きなメリットで、当事者と行政、専門職の連  

携した活動が実現しつつある。先ほど厚労省からの行政説明で、専門職だけではなく地域の住民と  

一緒に育児支援に取り組んでいくのが本来の姿ではないかということがあったが、まさしくそうだ。  

子育て支援にしてもほかの支援についてもやはり当事者抜きでは語れなし、。地域づくり、組織づく  

りということを考えても専門職と行政と当事者が対等な立場で関わっていくということがこれから  

の時代のキーワードになっていくのではないか。  

○多胎育児家庭にとってピアサポート活動とは  

「ピアサポート」とは「仲間（ピア）による支え合い（サポート）」である。多胎の妊娠・出産・  

育児の中で同じ経験をした人の存在は大きな精神的支えになるという実感がある。育児においても  

仲間の存在というのはとても大事である。多胎は少数派だからといってけっして切り捨てられるも  

のではない。100人の母親のうちの1人が双子の母親、子どもでいえば50人に1人が多胎児という  

時代において、積極的に取り組んでいかなければいけないことではないか。虐待のハイリスクであ  
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るということからもこの取り組みは重要だと思う。多胎の場合は妊娠中から分かるのである意味取  

り組みやすい。対象も把握しやすい。計画的に取り組めるということは大きな特徴だ。そういう意  

味でも多胎の育児経験者のかかわりは大事なことである。   

多胎育児経験者が話を聞き共感し、相談者自らが答えを導けるように寄り添う（傾聴する）ことを、  

私たちのピアサポート活動はイメージしている。この事業の1年目にニーズ調査をして68件の多胎  

家庭を訪問して気持ちをお聞きした経緯がある。そのなかでわかったことば母親の孤立感、負担感。  

このふたつの要因はまさしく虐待のリスク要因になる。これを軽減するために私たちは何ができる  

だろうかと考えたときに、当事者の立場ではピア、支えということができるのではないかと考え、  

組織的に取り組んでいくことになった。  

○多胎育児のピアサポート活動の実際   

ピアサポート事業は、多胎育児経験者をピアサポーターとして、コーディネーターとともに、多  

胎を妊娠・育児している母親や家族を家庭訪問する。この活動ではコーディネーターがキーパーソ  

ンになる。ピアだけではなくピアサポーターとコーディネーターと二人で訪問するのが特徴。   

ピアは仲間であり、専門職ではない。しかし全く同じ立場になってしまって、自分の話ばかりを  

されても困る。ピアとは何か、ピアとして何が必要かということも吟味して、コーディネーターとピ  

アサポーターの研修内容を確保した。ピアになるためにこれだけは押さえておいてほしいという私  

たちの共通認識を伝え、「ピアはここまではできるけども、ここはできない」ということも含めて養  

成講座（プログラム）をたてた。事業として展開していくためにピアの良さをより活かすこと、そ  

してピアのできることとできないことを明確にすることも非常に大事なことだと考えている。   

またピアサポート事業を行うにあたって、行政や医療機関と連携し、保健センターの保健師や病  

院の助産師などが主に窓口となって利用者に紹介した。この活動では地域の情報を把捉している保  

健師が有力なパートナーになる。これをサークル内だけですると、サークルに入ってきた人や口コ  

ミだけになってしまう。そうではなくこの事業は行政と協働することで効果があがる。発展的に医  

療機関への訪問も行っているが、そのように専門職との連携から始まることが大事。  

○ピアサポート活動の効果と課是喜   

このピアサポート活動の最大の特徴は、育児中の多胎の母親のおかれた状況により近いピアサポ  

ーターが、母親を助けられる可能性をたくさんもっているということ。寄り添い、話を聞くことに  

徹して母親の心を支えようという活動が主になる。   

私たちはこの活動が、双子を育てている、今本当に因っているお母さん方に効果があると思って  

いるのだが、実はピアサポーター自身にもそれに勝るような効果がある。ピアサポーターになりた  

いという人は、「他の人の役に立ちたい」というような純粋な思いがある。その思いをうまく活かし  

ながら、地域活動を盛り上げていくことは大事なことだと思う。そのためには、ピアサポーターが  

「この活動をしてよかった」と思えることが大事。双子を育てた自分の体験が役に立った喜びを感じ  

たり、自分の子育てを振り返り、自分を肯定的に認めて自信を持つことができるなど、ピアサポー  

ト活動は、ピアサポーター自身の自信にもつながる。私たちは自分たちが迷いながらやってきた子  

育て、この子育てを認めることができ、役に立つことができる。これはとてもお母さんの力になる。  

こういう活動により人とのつながりが広がる。自分の体験をもとにする活動だが、他の人の話を聞  
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いて認識が広がる、より視野が広がるということも大切。傾聴の大事さを認識したり、訪問先の双  

子の成長が楽しみでかわいいと思えたり、自分と子供の関係を見直すことができて本当に良かった  

という感想も多い。ピアサポート活動はピアサポートを受ける人にとっても、ピアサポートをする  

人にとってもお互いが元気になれる活動だといえる。   

これは地域の子育て支援の底上げになるだろうし、今言われている当事者との協働という意味で  

はいいモデルになる。何よりも虐待の一次予防としてもつながっていく。お母さんたちが前向きに  

なれたことだけでも虐待予防につながっていくだろう。これは経済的に見ればコストデメリット、  

費用対効果からみればすごく大きな活動だ。こういうことは行政に支援して取り上げていってほし  

い。母親や家庭にいる人たちが、行政とつながったり専門職とつながっていくところも大きな特徴  

だと思う。   

ピアサポート活動は様々な可能性を秘めている。まだ歩き始めたばかりの活動だが、より発展さ  

せていきたいと願っている。  

◆事例報告  

19年度モデル事業の3団体は76ページから81ページを参照   

20年度モデル事業の3団体は34ページから39ページを参照  

◆活動検討全休ディスカッション「地域の特性を活かしたピアサポート活動を探る」  

ファシリテーター：田中 輝子（多胎育児サポートネットワーク）  

▽石田周平氏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室）の行政説明への質問として  

質問：『こんにちは赤ちゃん事業』等の訪問者の質の確保はどうされますか？  

右田：厚労省としては現時点では、訪問者は専門職でなくてもいいとしているが、訪問者には市町   

村の責任で必ず研修を行って欲しいと伝えている。来年度からは改正児童福祉法により、この事   

業を行う努力義務が市町村に課せられることになった。「地方分権」の時代に、国があれこれいう   

時代ではないが、『こんにちは赤ちゃん事業』（法律上の名称は『乳児家庭全戸訪問事業』）、『養育   

支援訪問事業』に関してはガイドラインを作っており、年度内に発行の予定だが、そこにも研修   

の重要性を記載する予定である。  

質問：虐待の検証委員会のメンバーにはどのような職種の方がおられますか？  

石田：主な構成メンバーは、児童心理の専門家、虐待問題について詳しい法律家、虐待の面で詳し   

い小児科の医師、児童福祉の専門家・学識者、母子保健の専門家等である。  

▽服部律子教授（岐阜県立看護大学）の講演内容について  

質問：核となる多胎育児サークルのまったくない地域や、人口が少なく多胎児の出生も少ない所で、   

地域多胎ネットなどの取り組みを行うアイデアなどあれば教えてほしい。  

服部：市町村単位で母子保健の活動を展開するが、ひとつひとつの市町村だけで多胎支援をしよう   

とすると、たとえば年度によって対象者数が増減するなどの理由で事業として行き詰ってくるこ   

とがあるが、広域で考えると一定の多胎児はいる。岐阜では、東濃地域の5市全体で協力し、各   

市持ち回りで多胎児支援を行っている。東濃地域では、保健師がリーダーとなり、保健師と県立   

の中核病院と大学とが協力して会議をもち、広域での支援を進めようとしている。周りの市と協  
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働することが必要。   

多胎育児サークルは、社会資源としての意味合いもあるので、絶やさないよう、支援と配慮を  

していただきたい。過疎地域では出生数が少ないという特徴があるが、人口が少ないので家族関  

係を把擬し、アプローチできる。多胎児に特化しなくても家族を見守っていけるというよさがあ  

る。   

また、大学と当事者が協力して協同研究事業を持つというかたちもある。最近大学は社会貢献  

を言われており、こういうことに研究費を使うことは価値あることだとして取り組みを認められ  

ることが多い。特に県立大学は県の看讃や医療福祉を充実させる使命を負っている。岐阜県立看  

護大学としても東膿地区でやっている妊娠期からの育児支援は、私たちとの協同研究事業でもあ  

る。大学の機能を活かしながら協働する方法も、地域のネットワーク化が見直されている時代に  

合っているのではないか。  

▽ピアサポート事業の資金について  

田中：ぎふ多胎ネットでは今年度のピアサポート事業費として、福祉医療機構助成の地方分で200   

万円確保したが、資金は潤沢か？  

糸井川：たいへん厳しい状況。支援の範囲を広げたので、たとえば飛騨高山に行くと一人1万円、   

4人で4万円かかる。  

田中：いしかわ多胎ネットの今年度予算は160万円だが？  

橘：いしかわは、賃金を含んだ交通費として、確実に確保したいと思っている。近くにサポーター   

がいるので、一人1000円くらいの交通費。金沢市から少し離れた小松地区に行くと、2000円   

くらい。そのほかに、できれば弁当代くらいは出したいと思っている。コーディネーターは、   

ピアサポーターより少し多い1500円～2000円。コーディネーターにも、実働に見合った金額   

は出せておらず、ボランティアの域を出ていない。事務の経費も必要で、事務担当者は確実に電   

話を受けたり、事務処理作業の必要がある。事務処理は今は「子育て生活応援団」に間借りし、   

その団体の「育児サークル支援活動」の中で事務を担ってもらっているため、月5000円、年間   

6万円を事務経費として支払うだけで済んでいるが、「時給700円」「電話代」と考えてみると、   

その何倍もかかる。コーディネーター費用や事務経費は今の2～3倍は必要だと考えており、そ   

れらを積んでいくと、実際には160万円では足りない。  

田中：ぎふ多胎ネットのピアサポート事業で一番かかるのは交通乱非常に広範囲をカバーしてい   

るので交通費がかかる。もし予算を組むのであれば、「どの範囲で活動するか」「交通費をどのよ   

うに考えるか」で大きく変わる。仮に自転車で行ける範囲で活動するのなら、交通費はかからな   

いことになる。またぎふ多胎ネットは、200万円で厳しいということだったが、この中にはいろ   

いろな研修費が入っている。さまざまな研修会によって保健師とのつながりも深まっており大切   

な内容だが、この研修員や先ほどの交通費などを含めた200万円という金額を、みなぎんの地   

域にそのまま当てはめることはできないと思う。  

また、コーディネーター員用や事務経費についての考え方でも大きく変わると思うが、同じよ   

うに家庭訪問型支援を始めようとしているホームスタートジャパンでは？  

三上（ホームスタートジャパン）：ホームスタートとは、イギリスで行われている訪問事業の家庭   

訪問型子育て支援。ホームスタートの考え方では、事務局費とコーディネーター費は優先して確  
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保する。しかし事業を始める段階では、コーディネーターが無償になったり、ボランティア（訪   

問者）に交通費が出せなかったりすることもあって、どこの国も同じ悩みなのだなと思った。  

田中：このような支援の資金の問題で一番難しいのは、目に見えないが一番重要な「コーディネー  

ト」をどのように保障するかということ。例えば、「1回のサポートに対して、ピアサポーターは   

500円だけどコーディネーターは1500円でいこうよ」というような同意を、その事業に関わる   

皆で申し合わせる組織力があるのか、資金的に厳しい状況でも「みんなでそれをやっていこう」   

というミッションを持てるかどうかが、このピアサポート事業の鍵でもある。   

参考までに申し上げると、19年度、20年度のモデル事業では、ピアサポーターは1時間500   

円と考え、訪問が2時間、その前の打ち合わせが1時間、訪問後に記録を書くということで、3   

時間から4時間の活動。従ってピアサポーターには、1回の訪問で1500円から2000円の賃金   

を支払った。この1時間500円ということについては、このモデル事業を始める前に、「0円で   

はだめなのか？」「500円では安いのではないか？」というような議論を、推進委員の中でかなり   

話し合った。「普通の仕事をするよりは安いかもしれないが、自分の経験を活かせる」「自分たち   

のしたことに対する少しのご褒美も必要ではないか」「時間給が安いと感じるのならば、他の仕   

事に移っていくという選択もある」などと考え、この金額とした。コーディネーターについては、   

社会資源につなぐ時間や手間がかかるので、1時間1000円と設定した。これは、私たちが議論   

した結果の設定であったが、そういう議論を皆でするということも、大事なことだと思う。  

佐野（ツインドリーム）：青森で18年間個人的にピアサポートをやってきた。青森では県立大学が   

でき、私が県立病院の看護師だったにもかかわらず、このような事業は全く進んでいない。もし   

この事業を青森で私が立ち上げるには、自宅で事務局を開設するのが良いと思うが、助成金を申   

請する際の経費として、事務費や通信費、事務員を雇うにはいくらかかるかを教えてほしい。  

橘：事務員は今のところ雇えない。先ほど述べた「子育て生活応援団」に支払っている月5000円   

はほぼ通信費と思ってもらっていいと思うが、実際にはこれでは足りない。研修費は助成金を   

取ってくるか、どこかと連携して実施しないと難しい。会場費がかからない所でするとしても講   

師料や雑費がかかる。  

土屋：助成金をとるために算出する費用は、本来かかるべき費用、家賃・光熱費・人件費・通信費   

などの“正規の値段”をきちんと算出し、それに基づき申請するほうがいい。最初から“無併，な   

どの低い水準で設定するのではなく、きちんと買出したうえで事業を進めながら、実態にあわせ   

て調整していく。自宅でする場合も広さや周辺相場に合わせた家賃で経費を計上するのが良い。  

▽ピアサポート活動と地域の連携  

質問：大きな地域ではなく、自分の活動している地域でピアサポート活動をモデル的にするには、   

まず何から始めれば？  

天羽：まず一番大事なことは、ピアサポーターとコーディネーターがいること。サポーターは、   

サークルがある地域であればそのサークルの中で、ピアサポートの経験を積むことだと思う。サ   

ポーターになる人が、まずは自分の多胎育児のことを語りつくすことが大切。自分の育児を自分   

の中で消化してこそ、次のサポーターになれるのではないかと思う。  

質問：行政との連携の取り方について教えてほしい。  

糸井川：行政との連携は、小さな連携を積み重ねていくことが大事だと思う。自分の身近な地域か  
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ら始め、実績をこつこつ積み上げていけば、行政からも認められる。当事者ばかりでなく、それ   

ぞれにメリットがある方法を相談しながら探ることも大事。また気になる事例に関しては、まめ   

に足を運んで相談している。「これをやってください」ではなく、「どうしたらいいでしょう？」と   

相談に行くほうが良い結果がでると思う。一緒に考えるチャンスをつくる仕掛けも必要で、事業   

を連携してやっていくにはどういう立場でお互いに参加できるかと、計画の段階から相談しなが   

ら進めることが大事だと思う。そのために相手の立場の相互理解が必要で、お互いに情報交換を   

し、どちらも聞く姿勢が大事だと感じている。  

質問：医療関係との連携について。一般的には病院の助産師からの情報を元に保健師、地域という   

ように情報提供されるが、地域から助産師に情報がフィードバックされることがあるか。  

糸井川：ぎふ多胎ネットでは助産師、保健師、当事者、研究者が一堂に会して相談する会が年に2   

回あるので、そこで事例について相談したり自分たちの支援を振り返る。たとえば保健師が「A   

さんは地域でこんな感じですが、入院中はどうでしたか？」などということもあり、逆に助産師   

から退院指導で不安感が強かった方について現状を尋ねることもある。  

質問：情報共有と個人情報の取り扱いについてはどのように？  

糸井川：情報提供というのは大まかな情報であり、個人を特定できるものではない。また個人情報   

については、本人に了承を取ってから情報提供するようにしている。たとえば、保健師による面   

談等ではむしろ“立派な母親”ととらえられていた方だが、ピア訪問後メールが頻繁にくるなど、   

うつ傾向があるのではと思われたケースがあった。この場合には、「子どもの発達のことで心配   

がある」「白身の身体が辛い」という訴えがあったため、「発達や健康のことは、保健師が相談に   

乗ってくれる」と伝え、「自分では連絡しづらい」とのことで、本人了解のうえでこちらから保健   

師に連絡をとり、その方のサポートをお願いした。  

▽一般の子育て支援との連携は  

質問：支援対象を多胎児に限定するという方法を選択する際の組織内でのコンセンサスの形成過程   

について。よく行政では「多胎というだけでは支援の対象にならない」という言い方をするが、   

そういう議論はあったのか？  

土屋：ひまわりママにおいては、多胎に限らずすべての子育てに関して支援を行ってきたので、   

特に多胎児家庭の支援に関してコンセンサスを得るということはなかった。私たちは双子を育て   

ていないので、双子の支援をどのようにすればいいのか敢えてほしかったのでこの事業に参画し   

た。事務局も普段の業務の中に組み込まれていて、多胎だから特別にするということではなかっ   

た。8年間で1000件以上のお宅に伺っており、多胎児に限らず育児困難はあるので、それぞれ   

に合った社会資源を提供できるようにしてきた。   

先ほど「ピアサポーターは、自分の子育てを語りつくした人」という話があったが、この事業   

をしてみてそれは実感した。研修などを経て、一旦自分のことを吐き出した人は、対象者に合っ   

たことを話してあげられるのかなと思った。   

今、自分は、育児困難家庭のピア活動をしている別の団体にも関わっている。本来は有償活動   

をしている団体だが、モデル事業の中で、自分が行くことで育児困難を抱えたお母さん方がどん   

どん変わっていく、自分を頼りにしてくれるという姿をみていると、「もう無償でも構わない」と   

いう話が出てきた。「子育てで大変だった」という思いが強い方ほど、こういう活動に関わること  
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によって、意義深いものになるのではないかと思う。  

明石：せたがや子育てネットでは支援対象を多胎児に絞っているわけではなく、たまたまニーズが   

あり、私たちがやりたかったことと一致したため、今回のモデル事業にも取り組んだ。   

保健福祉センターと連携が取れたということについては、私たちが協議会の一員になっており、   

普段から保健師とつながりがあるため。また私自身は、民生委員の主任児童委員をしており普段   

から交流があるので、気楽にお話しできたという背景もある。普段からの連携や信頼関係は大切   

だと思う。  

橘：四国のブロック研修会で、「子育て支援をしている人でさえ、双子のことはよくわかりにくい。   

これを社会化していかない限りは、全国一斉に多胎育児支援を展開するのは難しい。もちろん   

淡々と双子のことをやっていてピアで寄り添う活動は大事だが、さらにどうすれば一般の人にそ   

れが取り上げられていくだろうか。（事業や活動が）いくつもある中の優先順位の上位に入ってい   

くようなことを仕掛けていかないと、これだけ重要なことなのに難しいだろう」と、中橋恵美子   

さん（NPO法人わははネット）から指摘を受けた。自分たちだけでやっていては同じところをぐ   

るぐる回ってしまい、国の施策にも地域の施策にもならず、予算もつかないだろうと思っている   

が、その方法はまだ思いついていない。  

多胎児家庭には、妊娠期から関わることができ、大変な育児の中で支援を受けた経験のある視   

たちは、いずれ循環型支援のよき担い手となる。それを専門職者にどう伝え、一般の子育て支援   

策にどう盛り込んでいくのかが課題だと思う。  

松田（せたがや子育てネット）：個人の親切の限界と施策とサービスの限界とがあって、その間は   

何だろうということを考えさせられる。保健師は、「子育てのことだけやっていられない」と言う。   

高齢者や暗がい老のこともある中で、子育て分野のさらにその中の多胎。うっかりすると「ピア   

サポートができるならお互い様でやったら？」となりそうなところを、「その良さをどのように施   

策にしたいのか」「親切と施策の間に何があるのか」という話をしていかないといけない。   

『双子のことは双子の人でないとわからない』ということは良く分かっていて、それに寄り添   

いたいという気持ちも地域にあるならば、そこを埋めていくとかそこに出て行く勇気がないとい   

けない。お互いに楽しいし盛り上がるし、「苦労をしながらも地域の申で支えあっています」とい   

うスタンスの“直接支援”は、やっていて気持ちいい。でもその次にいかないといけない。循環   

型はすばらしいが、循環型が回っていくと、今まで直接支援をしていた人が次に何をするのか。   

コーディネーターができるようになると、次は何をするのか。子育て支援の立場で、そのあたり   

を一緒に考えていけたらと思っている。「多胎だけではなく、全体をみる」ということは難しいが、   

地域とつながっていってマクロとミクロの間のメゾというところで、立場としてきちんとものが   

言えたり一舟則ヒできたりということが一緒にできればと感じた。  

室井（臨床心理士）：“支援は気持ちいい”という言葉を、支接する方から初めて聞けた。みなさん   

は、大変なことを良くやってくだざると思っていた。そしてみなさんの生き生きとした姿は、あ   

る面でセラピーを受けているのと同じというか、支援しながら自分もどこかで精神的に健康度を   

保っているのかなと思っていたが、やはりそうなんだと感じた。ピアサポーターの活動は傾聴と   

いうことだったが、ピアとしての良さを失わないような活動にしてほしい。  

服部：先ほども述べたが、この活動はピアサポーター自身がエンパワーメントしているのが一番の   

特徴。利用者が「利用して良かった」と感じるのは、今までの支援の経緯から予想済みだったが、  
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それ以上に感銘をうけたのは、ピアサポーター自身が生き生きとしていることだった。それは直  

接支援であり、ピアとして素人だからこそできることでもある。しかしそこの限界を知ることが  

大事で、気持ちいいままで終わってはいけない。   

一方、ピアサポーターのコーディネートや、それを国の施策や社会資源などにつないでいかに  

運用するかは、専門職の力量にかかってくる。当事者ではないコーディネーターが入ってくるこ  

とで、活動が広がることはとても重要。一般の方々は多胎のことをまだまだ知らないが、興味は  

あるし、説明すると納得される。もっと社会に知らせていかなければいけないし、子育て支援の  

方が加わっていただけたことは、一段階活動が広がったのかなと思う。  

▽今後のピアサポート事業について  

田中：多胎のピアサポート事業について、この先どう考えるか。  

天羽：兵庫では、「今年度は資金がなく、正規事業としてはできなかった」と言ったが、この活動は   

続けなければいけないもので、今年度は何度か幹事会を開いて、助成金等に頼らずに自己資金で   

できる団体になろうと考えている。今までは会費は取っていなかったが、来年からは会費制の団   

体となり、賛助金も募って資金も得つつ、ピアサポーターの意識も高め、ピアの気持ちを大事に   

しながら活動を続けていこうと思う。  

糸井川：岐阜ではまだまだ地域格差があるので地域格差を埋めていく方法を探っていきたい。多胎   

の子育て状況は、何年かすると単胎の子育ての中にも表れる。たとえば里帰りの長期化や産む病   

院がなくなるという周産期医療の問題等が、多胎には早く現れるということを実感している。ピ   

アサポート活動では、ピアサポーターが人的社会資源に成長し、子育てひろばヘアブローチした   

り、子育てひろばのスタッフになるという動きが出ており、そのような取り組みを一般の子育て   

支援のモデルケースとして、社会に訴えていくことができないかと考えている。  

佐藤：多摩多胎ネットとしては、11月までの訪問活動が終わった時点でピアサポーターに確認し   

たところ、「交通費がなくても、この活動を続けたい」という話は出ている。助成金の申請もした。   

杏林大学保健学部看護学科が多摩多胎ネット連絡本部となっているが、現在の八王子市から4月   

に三鷹市に学科が移転する。それに伴い多摩多胎ネットが広範囲にカバーできるようになるとい   

うことと、三鷹、武蔵野での活動を長く行っているひまわりママさんと連携や協力をして、新た   

な支援ができるかなと考えている。  

土屋：ひまわりママとしては集会ができるホールがあるので、多胎の方が集える場所としてお貸し   

できればと思っている。そこに、今回の事業でピアサポーターになった方たちが、ボランティア   

で行くといってくれている。また行政にもアタックして、本当に出てこられない人に対しては、   

ピアサポート活動をできればと考えている。  

明石：せたがや子育てネットでは事業が終わったばかりでまだ検証ができてないが、今後について   

は理事会等で話し合いたい。ただ私たちのミッションである「子育て家庭に情報提供する」とい   

うことでは、『世田谷ライフ子育て編』『幼稚園編』『保育園編』とあるのに引き続き、『ピアサポー   

ト編』を作ろうという話があり、その中に多胎の育児を入れようという話が出ている。また、世   

田谷の多胎のサークルが未成熟なので、その支援をしていきたいと私個人では考えている。  

橘：財源の問題で、ピアサポート活動は大きく動くか縮小するかのどちらか。県立看護大の大木教   

授の研究費で一緒にやっていただいている間にきちんと土台をつくり、「意義がある」と全国に広  

一73－   



がれば根付くだろうし、それがだめならライフワークとして元のサークル活動の中でやっていく  

だろう。しかし、「本来支援すべきところに支援の手が伸び、お金がそういうところに落ちるべ  

き」「“誰かが手を出すべき”というところの一つに、多胎は入るべき」だと思っているので、そう  

いうアプローチをしていきたいと考えている。  

3）参加者のアンケートより  

・「こんにちは赤ちゃん事業」についてわかった。  

・事例報告では、人材発掘や育成、専門職との棲み分けについて等まさにこれからやろうとしてい   

ることが聞け、質疑応答、ディスかソションでは様々な意見が聞け、貴重だった。  

・ピアサポート活動を具体的に知ることで、自分の地域に合ったものは何だろうかと考えさせられ   

た。  

・ピアの力について改めて考える材料をたくさんいただいた。ママ達がエンパワーメントしていけ   

るよう、ピアの力を育てていけるよう、私の立場でできることを意識していこうと思った。  

・多胎育児支援のためのピアサポート活動では、様々な職種が一つのテーブルについて自分たちの   

できることをしていくということを肝に銘じて、地道にやっていこうと思った。  

・多胎家庭になぜピアサポートが有効か、まさに来年度つどいを始めようとした時期であったので   

参考になった。  

・事例報告、ディスかソションを通し、各地の多胎児に対する活動を知ることができた。私が所属   

する自治体では、多胎児の自主グループもなく出生数も多くない。その中で何が出来るか、行政   

として何をすべきなのかを検討していきたい。  

・それぞれの団体が課題、困難をバネとして力にしている。内容全てが今日の参加の成果。  

・全国各地にエネルギーあふれる活動があることを知った。財源が厳しい現状でこれだけの活動を   

しているのは、それだけ動かれている人たちの強い思いがあると感じる。  

・ピアサポート活動のようすを各団体から聞かせてもらったことがよかった。同じフォーマットの   

資料だったのでより違いがわかった。  

・多くの参加者と他のネットの話のなかで、自分が少しでも多胎児やその育児についてアピールで   

きるようにしたい。  

・お金の事が聞けてよかった。子どもも親も、「生まれて楽しいね」と言える世の中や生き方が一番   

かなと感じられる時間を過ごせてよかった。  

・モデル地域に限定したピアサポート活動の事例報告や服部先生の講演が、自身のスキルアップに   

つながった。今後の活動に活かしていきたい。  

・服部先生のお話を聞いて、ピアサポートの意義がよくわかった。  

●ネットワークを作ることにより、一人よりも大きい声で行政に働きかける事ができ、ただの要求  

ではなく、社会的ムーブメントとして社会に伝わるし、行政も対応する窓口があるほうが良いと   

思った。  

・実際の活動のリアルなところが聞けてよかったです。「多胎」テーマでしっかりつながれてうらや   

ましいところもある。  

・ピアサポート活動の展開の仕方。コーディネーターとピアサポーターの関係の良いところ。  

・多胎のピアサポート事業に関わっていく中で、広い意味での子育て支援の共通の課題が、より  
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明確に見えてきた。多胎の中に強調されているのであり、だからこそ一般の子育ても同じと感じ  

られます。ピアサポートは地域力の底上げであり、資源の発掘だといつも思っています。うまく  

「多胎」という切り口で地域への入り口を広げていきたいですし、世田谷には多くの多胎育児家  

庭があるので、そこにもっとアウトリーチしていきたいです。ピアサポートも、それ以外の方法  

も。できればピアサポートという方法による子育て支援のスキームづくりに関わっていきたいと  

思えました。  

4）この報告会から示唆きれたこと   

多胎育児支搾の一つの方法として、ピアによるサポートが有効であることは以前から体験的に実  

証されていた。訪問というかたちでなくても、例えば多胎育児サークルなどはピアサポートの原点  

であり、有効な地域の社会資源のひとつである。しかしこの個々の「善意」を誰もが必要と認める  

「事業」としてかたちを整えていかなければ、やがて中心となる人の負担感や組織の脆弱さによって  

多胎育児支援そのものが疲弊してしまう。継続し地域で暮らす多胎育児家庭を支えるために、組織  

化や事業化は少しずつでも推進されるべきであろう。   

この報告会でも検討されたとおり、資金の問題や、医療や行政の専門家との協力体制など、まだ  

まだ課題が山積している。ひとつひとつ実績を重ねながら検討を重ね、「多胎」のなかだけで終わら  

ずにどのようにしてこの活動を一般化していくかも視野にいれなければならない。  

19年度モデル事業団体の展開（次ページより見開きで参照）   

いしかわ多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）（p76～77）   

ひようご多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）（p78～79）   

ぎふ多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）（p80～81）  
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いしかわ多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）  

1．20年度の状況   

今年度はいしかわ多胎ネット独自でのピアサポート活動として石川県立看護大学附属地域ケア総  

合センターの調査研究事業という形での活動となった。多胎ネットとしての活動が4年目に入り、  

ピアサポート活動も周知され、今年度は能登地域からの申し込みもあった。県内全域で35家庭55回  

の訪問活動（6月～12月）となっている。  

①能登地域へのサポート   

能登地域では10年以上に渡り、県の保健師による多胎教室が続けられている。5月にはピアサポ  

ーター2名が誕生し、更に10月には地域子育て支援センターでもあるチャイルドケアハウス小丸山  

にて「ふたごの座談会」を開催した。これをきっかけとして、地域支援センター、子育て支援コー  

ディネーターと連携をとりながら、市町の保健師の協力を得て更に活動の発展を囲っている。その  

折には地域性に留意しながら活動を進めることが重要だ。  

②「ひろば」等、拠点を利用したサポート   

以前から多胎家庭と単胎家庭とではニーズに違いがあることを多胎育児サークルからの声などで  

把握していた。そこで、拠点型のひろば活動のスタッフとして多胎児の親が参加する取り組みを続  

けてきたところ、子育てひろばスタッフの中で、ピアの役割を果たせるようになってきている。   

ノンプログラムで、自分の都合の良いときに来て好きなときに帰るというのが「子育てひろば」  

の特徴である。未就園児を抱えて外出しても子供たちの世話に追われ、プログラムをこなすこと  

が困難な多胎児の親にとって大変「居心地」の良い場所であり、多胎家庭のニーズに合致している。  

従って多胎児の親の利用は他の施設に比べ高いといえる。こうした「子育てひろば」でのピアサポ  

ート活動を進めることば、ピアサポート活動の可能性を更に拡げることになる。  

2．来年度以降のピアサポート活動計画  

①人的・地域的ネットワークの拡大  

「子育てひろば」の利用は多胎以外のネットワークを活用する良い例になると思われる。子育て支  

援グループNPO法人かもママ、子育て生活応援臥NPO法人おやこの広場あさがお、更に野々市町  

子育て支援センター菅原のような支援センター、ファミリーサポート等と連携しての多胎のつどい  

の開催や、ピアサポート活動などの協同事業を通して多胎支援を子育て支援全体で考え、位置付け  

ていくことに尽力したい。   

また、ピアサポート活動を地域的に拡げてゆくためには、現在も行っているミニ講演会や交流会  

などの開催地を拡げていく必要がある。その中で、その地域の核となる人材やピアサポーター候補  

を発掘し、その地域に根ざした多胎育児支援ができるよう努めたい。  

②保健センターヘの働きかけ   

能登地域、南加賀地域、白山市では保健センターの専門職の協力と理解を少しずつ得られている  

が、中心の金沢ではまだまだ課題が残る。今後は真筆に取り組んで協力と理解を求めたい。  

④医療機関との連携   

ピアポートの要望があれば病院へはベッドサイドまでお見舞いに行くような形で、傾聴、共感、  

寄り添いの活動をしている。現状では件数が少ないが、妊娠期からのサポートや病院との連携は、  

今後丁寧かつ慎重に取り組んでいきたい。  
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平成20年度  

いしかわ多胎ネットのピアサポート活動  

活動主体 いしかわ多胎ネット  

財  源  石川県立看護大学附属地域ケア総合センター調査研究事業（160万円）   

活 動 地 域  県内全域   

活 動 員 数  事務局1名、コーディネーター6名、ピアサポーター27名   

議  幹事会（2カ月に1回）・‥・‥運営・運用のふりかえり   

研  修  ・コーディネーター養成講座……多胎育児サポートネットワーク間催のものに参加（5月）  

・ピアサポーター養成講座……3回開催金沢（4月）・小松（5月）・金沢（09年1月）  
・5月の総会で、ネットワークを作る、ピアサポート活動を考えるを講演。  

・事例研修会……2回開催（6月、9月）  
・事例報告会・‥＝■2回開催金沢・小松（09年1月、2月）  

・評 価 会……活動のふりかえりとピアサポーターのスキル確認（09年3月予定）   

周 知 方 法  子育てひろば、病院、保健センター、地域子育て支援センター、多胎育児サークル・子育  
て支援団体・グループによるチラシ配布   

石川県立看護大学附属地域ケア総合センター調査研究事業  

チラシ配布  

※いしかわ多胎ネットが多胎育児支援の核になることで、石川県内の多胎育児に関する情報が集約された。  

※入院中から自宅の地域のサークル・支援センター・子育てひろば・保健センターの活動を紹介することで、   
孤立しない育児・サポートの継続が実現しつつある。  

替地善諺猿轡牽強藩・  

ピアサポーターとコーディ  

ネーターの連携によって、  

リスクの高い多胎児家庭以  

外への社会資源の有効活用  

は推進された。反面、リス  

クの高い多胎児家庭への効  

果的なつなぎはまだまだ課  

題である。   



ひようご多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）  

1．20年度の状況   

ひょうご多胎ネットでは、今年度、複数の助成金を申請するも資金調達には結びつかず、“正規事  

業”としては、個別の「ピアサポート活動」は行っていない。しかし、今年度は神戸市からの講師  

派遣依頼を受け、「多胎児子育て教室」に関わり、集団によるピアサポートを行うこととなった。そ  

こで今年度は、「各自のスキルアップ」・「地域のボトムアップ」・「ピアサポーター候補養成」を年度  

目標とし、活動している。  

1）神戸市多胎児子育て教室（神戸市各区子育て支援係開催）   

神戸市では、昨年も市内6カ所で多胎児教室を開いていたが、今年度はひょうご多胎ネットから  

毎回3～6名を講師として派遣し、教室開催に協力することとなった。年間48回、のベ400家庭の  

サポートを予定している。ひょうご多胎ネットのスタッフはすべて多胎児の頼であり、教室では集  

団によるピアサポートを実施している。中でもピアサポートを活かせる場として重視しているのが、  

各地で年2回以上、託児スタッフを増員配置し実施される「母子別室交流会」である。ここでは、  

子どもに話を遮られる事がなく、充分に話すことができ、参加者の満足感が非常に高まる。また、  

子どもと離れる時間を持つことにより、母親のリフレッシュ効果が高い。別室に移動することで改  

まった親密な雰囲気となり、話が深まり、子どもの前では言えないこと、普段話せずにいたことが  

話題となる。ここで、育児困難・DV等支援が必要なケースが発見される場合もある。   
特に気になるケースは個別連絡票を作成し、地区担当保健師にフォローを依頼している。場合に  

よっては、コーディネーターとサポーターでチームを組み、本人からの申し込みにより個別サポー  

トを行っているケースもある。その場合も、その当事者の地区担当保健師とは連絡を取り合って、  

情報の共有などを図っている。ただし、冒頭にも述べたように、今年度は事業資金が用意できなか  

ったため、スタッフの善意の範囲での活動で、交通費・賃金等は支給されていない。   

毎回終了後には、ひょうご多胎ネットスタッフ・担当保健師・保育士で報告会を行う。これが相  

互理解につながると共に“ケース・スタディ’’となり、スタッフのスキルアップとして非常に効果は  

大きい。この教室に関わる主なスタッフは、神戸市内外各地の9つのサークルリーダーとスタッフ  

でもある。各々が学ぶピアサポートのスキルを、各サークルに持ち帰ることで、サークルや地域の  

支援のボトムアップにつながっていると考える。   

2）医療機関との連携   

昨年度のモデル事業でのつながりから、今年度もピアサポート活動の依頼が医療機関から数件あ  

り、対応した。昨年度の事業でも、妊娠斯からのサポートの有効性を実感しており、このつながり  

を維持し、今後の活動につなげたい。また、院内での集団によるピアサポートの実施も検討しており、  

今後医療との連携体制を強化したいと考えている。  

2．来年度以降のピアサポート活動計画   

昨年のピアサポート活動モデル事業実施により、ひょうご多胎ネットの活動そのものが予想以上  

のスピードで広がりをもち始めたため、今年度は組織固め・土台作りが必要となった。助成金を得  

られなかったことは残念でもあったが、それが逆に幸いし、それらに重点を置くことができた。   

来年度からは会費制の団体となり、確実な収入を得ることで、自己資金により継続できるピアサ  

ポート事業の実施を目指す。ただし、会費は主に支援者・賛同者からの徴収を予定しており、ピア  

サポート対象者の会員納入・費用負担は想定していない。   

また来年度も神戸市の多胎児教室への協力は継続する予定で、スタッフ各々の地域で、可能な範  

囲でのピアサポート活動が広がりと深まりを持つことを期待する。  
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平成20年度  

…jひょうご多胎ネットのピアサポート活動  

活動主体 ひょうご多胎ネット  

《1》神戸市多胎児子育て教室事業におけるピアサポート  

財  源  神戸市多胎児子育て教室事業の言削挿謝金   

活 動 形 態  神戸市多胎児子育て教室への講師派遣（母子別室・同室交流会における多胎育児相談）   

活 動 地 域  神戸市内（6カ所）   

活 動 員 数  事務局2名、コーディネーター4名、ピアサポーター16名   

議  報告会……毎回終了後、専門職との合同   

効  果  ○年間のベ48回の教室で、年間のべ約400組の多胎児家庭をサポート  

○育児困難等の家庭の早期発見・早期対応が可能に  ○各自のスキルアップ  

○地域のボトムアップ  ○ひようご多胎ネットの組織固め・土台作り  

※ひようご多胎ネットでは、今年度、複数の助成金を申請するも資金調達には結びつかず、“正規事業”  

としては、個別の「ピアサポート活動」は行っていない。しかし、昨年度の「ピアサポート活動モデル事業」  

でのつながりから、今年度は神戸市の講師派遣依頼を受け、コーディネーターとピアサポーターが‘チ  

ーム’t として「多胎児子育て教室」に関わり、集団によるピアサポートを実施。  

※気になるケースは、個別連絡票を作成し、保健師に連絡。  

※教室参加者に対して、個別サポートを行うケースもある。   

《2》医療機関からの紹介によるピアサポート  

依頼  

報告・相談  

・ ・ J 
．、こ 

●●■  ＿＿．‖．．‥．ごiく  

訪問  

母子同室交流会（市内6カ所で年のベ34回）  

母子別室交流会（市内6カ所で各年2回以上、のベ14回）  
問  

多胎児子育て教室訪  

家庭訪問（個別）  

病院訪問（個別）  

※主なスタッフは神戸市内外の9つの多胎児サークルリーダー・スタッフであり、各自が学んだ   

ピアサポートのスキルを各サークルに持ち帰ることで、地域のボトムアップにつながっている。   

また、ひょうご多胎ネットの組織固め、土台作りにもつながった。   



ぎふ多胎ネットのピアサポート活動（平成20年度）  

1．20年度の状況   

多胎家庭を訪問するピアサポート活動の他、国立病院機構長良医療センターとのピアサポート活  

動契約を結び病院訪問をする活動、行政主催の多胎のつどいに出向いて行なう集団によるピアサポ  

ート活動等により、妊娠・出産・育児の各段階での多胎児家庭のニーズに対応できた。   

サポーターには年7回の研修でスキルアップを図った。特に昨年度からの継続サポーターと今年  

度からの新サポーターとでは力量の差が当然考えられるため、新サポーター対象の研修では具体的  

にロールプレーを通しての傾聴訓練を行なった。  

1）各家庭へのピアサポート訪問活動   

今年度は飛騨地方にも活動の範囲を拡げた。去年と同様、コーディネーターとピアサポーターの  

2人一組の訪問。県内全域で30件26家庭12市町村への訪問を実施した。   

2）病院でのピアサポート活動   

コーディネーター1名を含むサポーター3～4名で、入院中の多胎妊婦との集団によるピアサポ  

ートを産科病棟のミーティングルームで月1回実施。妊娠中に継続したサポートが受けられるとい  

うメリットの他、妊婦同士をつなぐことができ、産後の育児仲間づくりとなった。   

3）多胎育児サークルや多胎のつどいでのピアサポート活動   

各地で行なう多胎のつどいにコーディネーター1名を含むサポーター3～4名が参加し、集会で  

の集団によるピアサポートを行うもの。仲間づくりの効果の他に参加者がピアサポートし合うこと  

でリーダー育成もでき、2ケ所では自主サークルが立ち上がった。   

4）新活動地域への啓発活動   

今年度からピアサポート活動を実施した飛騨地域への活動紹介として高山市で「飛騨研修会」を  

実施。保健師と研究者の講演に続く分科会は、保健師、助産師等の専門職グループ、子育て支援者  

グループ、多胎育児当事者グループがそれぞれ話し合い様々な立場の人が連携して多胎児家庭を支  

援することの重要性と、ピアサポート活動の有効性が参加者に理解された。この後、高山市で訪問  

依頼があったり、多胎のつどいに招かれたり、高山市の子育て支援団体と連携してイベント企画を  

したりすることで地域の多胎育児支援のボトムアップが図れ、自主的なサークルも誕生し、次年度  

のピアサポーター候補も獲得できた。  

2．来年度以降のピアサポート活動計画   

今年度、一部地域では「プレパパママスクール」「病院へのピアサポート訪問」「家庭訪問」「地域  

の多胎育児サークル」というように、妊娠から育児までそれぞれの段階のニーズに合った隙間のな  

い支援が受けられる体制ができた。これは「地域多胎ネット」と「ピアサポート活動」という概念  

が地域に理解され、効果を発揮し始めたからであろう。   

しかしながら、地域格差があるためそれを是正する取り組みが必要である。その地域でのサポー  

ターの育成と地域の行政、医療との連携を更に拡げていきたい。  
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平成20年虐  

ぎふ多胎ネットのピア・サポート活動  

活動主体 ぎふ多胎ネット  

財  源  独立行政法人福祉医療機構助成（地方分）「多胎育児家庭ピアサポート事業」（200万円）   

活 動 地 域  県内全域（ただし白川村、飛騨市を除く）   

活 動 員 数  事務局2名、コーディネーター9名、ピアサポーター25名   

議  ・事務局会議（月1回）＝…・ 運営・運用について  

・コーディネーター会議（月1回）…‥一 事例研修、サポーターの情報交換  

運営・運用について（事務局毎回出席）  

・幹 事 会（年2回）・…・・運営・運用のふりかえり   

研  修  ・コーディネーター養成講座……多胎育児サポートネットワーク間催のものに参加（5月）  

・ピアサポーター養成講座…■＝2カ所で開催 5時間研修（5月）  

・ピアサポーターフォローアップ講座……2カ所で開催 2時間研修（6月）  

・研  修  会…・＝未実施地域への活動紹介 高山市で開催（8月）  

・事例研修会……2カ所で開催 専門職との合同研修（10月）  

・評  価  会……活動のふりかえりとサポーターのスキル確認（1月）   

周 知 方 法  病院、保健センターや、多胎サークル・子育て支援サークルによるチラシ配布   

周知依頬  
事例相談  

訪問申込・アンケート返信  

アンケート依束頁  

訪問  

チラシ配布  

※ぎふ多胎ネットが多胎育児支援の核になることで、岐阜県内の多胎育児に関する情報が集約された。  

※入院中から自宅の地域のサークルや保健センターの活動を紹介することで、孤立しない育児・サ   
ポートの継続が実現しつつある。  

専l】1職（主として地瑚の保†建師）の理解と協力に  

よって、多胎育児家庭へのピアサポート活動の意  

味がより鮮明になった。  

家庭訪問（個別）  

病院訪問 

＼；品等芸≦≡登）   
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2．既存の3つの地域多胎ネットのピアサポート事業から見えたもの   

昨年度ピアサポート活動モデル事業を行なった「いしかわ」「ひょうご」「ぎふ」の3つの多胎ネ  

ットは、前述のようにその地域の特性を活かしながら今年度は独自に発展した形でのピアサポート  

活動を行なった。  

3つの多胎ネットの活動を見ていくと、いくつかの共通点が見られる。  

1つは、多胎ネットがピアサポート活動をする際に、けっして単独で行なっているのでなく、他  

の機関や組織と、あるいは協働して、あるいは連携して行なっているという点である。例えば「い  

しかわ」は、財源そのものも研究機開からのものであり、協同研究としてピアサポート活動を成立  

ざせている。また、多胎育児サークルは勿論、病院、保健センター、支援センター、ファミリーサ  

ポートセンター、子育てひろば等と連携し、活動の場を多胎児家庭だけでなく、さまざまな場に拡  

げている。「ひょうご」が神戸市主催の多胎児子育て教室にアドバイザーとして参加する型でのピア  

サポート活動を行なったことも「ぎふ」が病院と契約を結んでピアサポート活動を行なったことも  

同様の拡がりの中から生まれたものである。これは、これら3つの多胎ネットが一昨年の設立から  

昨年のピアサポートモデル事業を通じて活動地域に「地域多胎ネット」の概念をピアサポート活動  

と共に拡げて来たからに他ならない。こうした地盤作りが活動拡大の1つの条件であり、地盤とは  

その地域の様々な機関との連携（＝地域多胎ネット）の上に成り立つことが明らかになったと言え  

よう。  

2つ目は、医療、行政、研究者などの専門職と、ピアサポーターとの役割が明らかになり、住み分  

けができてきた点である。   

例えば「ぎふ」では、ピアサポート活動の周知には多胎育児サークルだけでなく、病院や保健セ  

ンターが対象者にチラシの配布をしている。封書で全対象者に郵送して紹介したり、健診時や多胎  

のつどいの際に配布したりと形式は様々であるが、これはこの事業に対する信頼を合同研修などに  

よって得、「ピア」の存在の有効性が認知されていることを示している。「同じ目的に向かって同じ  

地域を支えるパートナー」という意識が両者にあるからであろう。多胎育児者への支援には、この  

「住み分けながらのパートナーシップ」が重要である。どちらか一方だけでは充分な支援にはつなが  

らない。本当に当事者に寄り添え、問題があれば、それを一緒に整理し、エンパワーメントできる  

のは、同じ体験をしてきた「ピア」ならではであろう。多胎育児者の困難のひとつに「孤立感」が  
あげられるが、これは自分と同じ境遇の「ピア」に出会うことで払拭される。「自分だけ」と思って  

いた人が「私もそうだったよ」という「ピア」の存在に救われるのである。そして、「今はすっかり  

元気になったピア」の存在から「私もそうなれるかも」と希望を持ち、エンパワーメントされるの  

である。しかしながら、「ピア」には専門的な知識の伝達や指導はできない。また、対象者の中には  

専門機関につないだ方が良いケースもある。そういった場合に指導したり介入したりできるのは、  

専門職ならではであろう。   

多胎育児老への支援を考える時、このように「ピア」と「専門職」とが両輪となり、対象者を支  

えていくことで隙間のない支援が可能になっていくのではないだろうか。3つの多胎ネット共、組  

織の弓酎ヒにより、これが形になり始めていると言えよう。両輪となるためには両者の共通理解が欠  

かせない。「ひょうご」でのサポート後、毎回、保健師や保育士と共に行なう報告会や「ぎふ」での  

専門職をまじえての合同事例研修会などの機会で共通理解を深めているものも3つの多胎ネットに  

共通の点である。  
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3つ目は支援の形が循環型支援となっている点である。支援する者とされる者が固定化するのでは  

なく、支援された者が次の支援者となって、また別の人を支援していくというつながりが見られる。   

例えば「ひょうご」では、サークルリーダーとスタッフがピアサポーターとなって活動しているが、  

そのピアサポートスキルを各サークルに持ち帰ることで地域のボトムアップになったり、サークル  

自体が活性化したりしている。そうしたサークルからは次のピアサポーター候補も誕生し、赤ちゃ  

ん連れで参加していた者が暗がたてば自分がされていたように先輩ママとしてサークルで活動する  

ようになっていく姿が見られる。また、「ぎふ」では、前年度ピアサポートを受けた人から「とても  

元気になった自分を見てもらいたい」「とても楽になれたので私の体験が役に立つのなら、私もピア  

サポーターになりたい」という声があった。「いしかわ」も「子育てひろば」で同様の傾向が見られ  

る。これがピアサポートの力である。「助かりました。ありがとう。もう必要ないのでさようなら。」  

ではない。身近な「ピア」の助桝こより、自分が力をもらった体験が「自分もピアになって誰かを  

助けたい」と思わせるのである。この「循環」される「支援」は、地域に根ざした多くの支援者を  

次々に生み出すのであるから、その社会的意義は大きい。  

4つ日は、ピアサポーターが多胎だけでなく地域の人的社会資源として活躍し始めている点である。  

「いしかわ」や「ぎふ」では、子育てひろばスタッフや、県の子育てマイスター、未熟児教室のアド  

バイザーとして活躍している。「ひようど」では、県の子育てアドバイザーとしての活躍が見られる。  

これらは、多胎の問題が多胎だけの問題でなく広く子育て全体の問題としてとらえることができ、  

多胎育児支援者が子育て支援者として大きな力を発揮できることを示している。   

5つ目は多胎ネットの存在によって、多胎育児に関する情報が集約され、多胎ネットそのものが  

センター的機能を持ち始めた点である。支援者からも行政、医療からも当事者からも「多胎ネット」  

が多胎に関することの窓口と認識され、多胎育児支援の核となっている。   

こうした共通点はこれまで述べてきたようにピアサポート活動を理解し、その意義を考える上で  

大変重要な材料を示したと言えよう。  

3．今後のピアサポート活動の可能性と課題   

既存の3つの地域多胎ネットと今年度のモデル事業の取り組みを見ると「ピアサポート」の概念  

と方法を用いれば、それぞれの地域のニーズや組織に合った方法へと形を変えて活動することが可  

能であることが明らかになったと言えよう。3つの多胎ネットが、それぞれ昨年度のように個別家  

庭訪問の形もとりながら、派生的に「ひようご」が多胎児集会で、「ぎふ」が病院で、「いしかわ」  

が子育てひろばで、集団を対象としたピアサポートを展開し始めたのが良い例である。また、今年  

度のモデル事業により、地域多胎ネットの存在しないところでも既存の大学やNPO法人、子育て支  

援グループのネットなどを核とすることで、ピアサポート活動が実施できることも明らかとなった。   

先例のように、地域で活動する核となる多胎育児サークルが存在する地域では、「地域多胎ネット」  

を設立し、「ピアサポート活動」を行なうという順、そうでない地域では、逆に「ピアサポート活動」  

を核となる団体と協働で行ない、「支援の形」を具体化していく中で「地域多胎ネット」を形成して  

いくということも可能であることが分かった。   

今後、この活動を拡げていく時、「ピアサポーターの確保とその質の向上」、この活動を支える「コ  

ーディネーターの質の保持」、事業として展開していく際の「財源の確保」など、多く課題が残され  

ている。  
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しかしながら、12月に東京で行なわれた「多胎育児支援のためのピアサポート報告会」には多く  

の専門職、子育て支援者の参加があり、この事業に対する関心の高さが示された。また、参加者の  

多くから厚生労働省担当官に「こんにちは赤ちゃん事業（生後4カ月までの全戸訪問事業）」への質  

問が寄せられた。これらは、子育て支援が近年、指導型から支援型へと転換してきたことや、虐待  

の発生状況などから「訪問型支援」への関心が高まっている現状を表したと言える。   

この「訪問型支援」の1つとして「ピアサポート活動」にも多くの関心が寄せられた。それは、  

これまで述べてきたように、この事業が多くの可能性を秘めているためであろう。「地域多胎ネット」  

という横軸の土俵を使って、妊娠、出産、育児の時系列のあらゆる時点で支援するという縦軸の「ピ  

アサポート活動」を行なえば、それが網目のような効果を発揮し「隙間のない支援」につながるの  

である。これは、多胎だけでなく、子育て支援全般に応用できる有効で可能性の高い支援の形であ  

ると思われる。  
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第4章 行政の支援体制の現状（全国アンケート調査報告）  

担当推進委員 田 中 輝 子（多胎育児サポートネットワーク）  

1．アンケート調査の目的について   

全国の市区町村の行政区1，811を対象に多胎児出生数や支援の施策についてアンケートを行った。  

回答は平成20年8月末日を期限としたため、内容は平成20年8月現在のものである。回収率は64  

％であった。市町村合併により返信ができなかった行政区も含まれる。  

「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」にあたり、支援の対象となる地域の多胎育児家庭の数  

やその地域の育児支援についてどのような状況であるのかを把握しなければならない、ということ  

は、研究協力者である大木秀一教授（石川県立看護大学）よりこの事業を通じて示唆されていた。  

数字から読み取れる地域の姿を把握し、また行政の施策がどのくらい進んでいるのかなどの地域性  

を、大切に考えなければならない。   

さらに全国の行政による支援には格差があり、その実惜を把握することは、今後どの地域でも平  

等に情報や支援を得られるためにはどうしたら良いのかを検討していく上で重要だと考えられる。   

なお、今回の調査は市区町村を対象にしたものであるため、県の保健所が実施している多胎育児  

支援活動は必ずしも反映されていない可能性がある。従って、出産数が少ない地域からの回答を解  

釈する際には注意を要する。  

2．調査の結果  

一85－   



a＝単胎児・多胎児に限らず実施 b：単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施 G＝単胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d：実施 e＝希望または必要に応じて訪問七その他  

対女地域の  保健薬務として  行政の施策として  サークルについて   
対暮地域の  訪多  の多  新多  

錮名  年Ⅶ出生数 は全体で何  自治体主催の   問胎 妊  訪胎  生胎  多胎育児支援についての  
担当管轄  

すか  紐  の   産  問  多胎児の年   あればサークル名  
後  

l  北海道小樽市   782人  〉く  年0回   年0回   年0回  b  b  健康増進課   
2  北海道室蘭市   667人  ヽ  年0回   年0回   年0回  さくらんぼキッズ   健康作り課   
3  北海道釘†路市   15【】0人  ○  30人   年0回   年0回   年0回  双子の会   健康推進真東   

母子♯鷹手Il交付時、多  

4  北海道帯広市   】482人  ○  28人   年0画   年0回   年0【司  

胎妊娠であった場合、自主  
サークル細介や打児M欄  こども未来都  
の捜侠を行う   子育て支援課   

5  北海道北見市  

6  北海道夕張市   43人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
7  北海道岩見沢市  

8  北海道網走市   32】人  （）   4人   年0回   年0回   年0恒】  d  d  d  健康管理課   
g  北海道留萌市   210人  ○   4人   年0回   年0回   年l．5回  保健医療課   

10  北海道苫小牧市   1517人  （〕  20人   年D回   年0回   年0回  健康管理課   
妊嬢届出晴専で庫9手書藍  権のーふたごの育児ふた  

皿  北海道稚内市   333人  ○   6人   年0回   年0回   年口回  ご・みつごの赤ちやんを西 てるために」を自己布  必要時、北海道内で活動して いる「すすらん会」を紹介  保健課   

12  北海道美唄市  

多胎児文麿閏定ではな  いが保育園・幼稚園の  
13  北海道芦別市   67人  ○   0人   年0匝】   年0回   年0回  俣野拙代人目以降k  料となるパ人目は半  健康推進課   

q十  

14  北海道江別市   7柑人  ○   8人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  
健康権祉部  
保健センター   

15  北海道赤平市  

16  北海道故別市   178人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康推進課   
17  北海道士別市  

18  北海道名寄市   281人  ○   ヰ人   年0回   年0回   年0回  保健センター   
19  北海道三笠市  

20  北海道根室市   230人  ○   2人   年0固   年0回   年0回  d  d  保健課   
21  北海道千歳市  

22  北海道滝川市   354人  （〕   2人   年0回   年0回   年0回  健康つくり課   
23  北海道砂川市  

24  北海道歌志内市   21人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民福祉課   
25  北海道深川市   133人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  市民課   
26  北海道富良野市   191人  ○   8人   年0回   年0回   年0回  b  b  保健医療評   
27  北海道登別市  

ファミリーサ不一ト   
28  北海道恵庭市   811人  ○   9人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  

多舶児サークル  スーパーツインズ   保健課   
29  北海道伊達市   259人  年0回   年0回   年0回  d  d  児童家庭諌   
30  北海道北広島市  

31  北海道石狩市   ヰ48人  ○   8人   年0回   年0固   年0回  さくらんぼサークル   保健推進課   
32  北海道北斗市  



8：早胎児・多胎児に限らず実施b：単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施∝単胎児・多胎児に限らず′、イリスク・早産または低体重児のみ実施d＝実施e＝希望または必要に応じて訪問韓の他  

保健薬務として  行政の艶策として  サークルについて   
射た地域の  

対1地域の  
訪多  の多  新多  

自治体主催の   間胎 妊   訪胎  生胎  
団体  団体名  

多胎育児支探についての  ：’ 

コー・ド  三■こ  
の  年間出生数 は全体で何  すか  級  後  

多胎t児套應のみという  わけではないが育児のお  
94人  （〕   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  

手伝いサービスがある  
33  北海道当別町  福祉課   

亨L幼児医療費れ成  

34  北海道新篠津村   2ヰ人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  少子化対鵠児童叢書助成  住民課   

38人  ○   ○人   年0回   年0回   年0回  35  北海道松前町  保健福祉課   

36  北海道福島町  

37  北海道知内町   34人  ○   0人   年○回   年P回   年0固  生活福祉課   
38  北海道木古内町   20人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
39  北海道七飯町   173人  （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  d  保健福祉課   
40  北海道鹿部町   40人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課   
41  北海道森町  

多胎児用ベビーカ一の貰  し出し・育児サークルの紹  
年0回   年0回  

介・子育てボランティア  
ヰ2  北海道八雲町   143人  ○   0人   年0回  rたっち」の紹介・個人ぺ  

保健福祉課   
ピーシックーの18介  

子▼て支1■センターの活  

43  北海道長万部町   38人  ○   ○人   年0回   年0回   年○回  用  町民課   
44  北海道江差町  

45  北海道上ノ国町   31人  （〕   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  住民課   
出産祝い金（多胎児だ  

46  北海道厚沢部町   35人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  けではない〕  健康福祉諌   

ヰ7  北海道乙部町   28人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  町民課   
48  北海道奥尻町  

出産祝い℡（多月右児だ  

49  北海道今金町   45人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  けではない）  保健描祉課   

50  北海道せたな町   58人  （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉夏粟   
51  北海道島牧村   10人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
52  北海道寿都町   15人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  町民課   
53  北海道黒松内町   19人  （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉貫莱   
54  北海道蘭越町   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課   
55  北海道ニセコ町   37人  （）   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   

26人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  56  北海道真狩村  住民課   
57  北海道留寿都村   20人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  保健医療課   
58  北海道喜茂別町   20人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  d  健康推進課   
59  北海道京極町   37人  （）   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  恨店推進課   
59  北海道京極町   3丁人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康推進課   
59  北海道京極町   37人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康推進課   

2人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
60  北海道倶知安町   142人  （⊃  

引  北海道共和町   51人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  住民福祉課   
62  北海道岩内町   108人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課  



a：単胎舟多胎児に限らず実施b‥単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施c農胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d：実施e：希望または必要に応じて訪問干その他  

対t地域の  
保健業務として  行政の施策として  

対暮地ヰの  言方多  の多  棄斤多  
団体 コ 年間出生数 は全体で何  自治体主催の   間胎 妊   訴胎  ード   

生胎  多胎児家庭が  行政で把握している 多胎育児支援についての  
担当管轄   

すか  級  の  産  問   多胎児の年   あればサークル名  
後   

多始に限らないが、書  

63  北海道泊村   18人  ○   3人   年0包   年0回   

児推励金■笥二子以降  
年0回  の出席書見会・医療焚は  中草生京で全漸層甘  住民福祉課   

84  北海道神恵内村   8人   ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民課   
¢5  北海道積丹町   15人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民福祉課   
66  北海道古平町   21人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
67  北海道仁木町   19人  （）   ○人   年D回   年0回   年0回  d  d  保健福祉課   
88  北海道余市町  

69  北海道赤井川村   】4人  （〕   0人   年0回   年0回   年0回  社会課   
70  北海道南幌町   50人  ○   ○人   年0回   年D回   年0回  保健福祉課   
71  北海道奈井江町   a6人  ○   0人   年0回   年○回   年D回  健康ふれあい課   
72  北海道上砂川町  

73  北海道由仁町   34人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉諌   
74  北海道長沼町   91人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  保健福祉課保健係   
75  北海道栗山町   86人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民福祉課   
76  北海道月形町   20人  （⊃   0人   年0回   年0Ⅰ司   年○回  住民課   
77  北海道浦臼町  

78  北海道新十津川町  

79  北海道妹背牛町  

80  北海道秩父別町   9人   （〕   0人   年0固   年0回   年0回  町民生活課   
8†  北海道雨竜町   14人  ○   0人   年0回   年D回   年0回  d  d  住民課   
82  北海道北竜町  

83  北海道沼田町   23人  （⊃   D人   年0回   年0回   年0回  d  d  住民生活課   
児薫糞千手当出産祝  

84  北海道幌加内町   17人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  い含（3人以上）  健康福祉課   
85  北海道鷹栖町  

86  北海道東神楽町   74人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  住民福祉課   
87  北海道当麻町   38人  ○   】人   年0回   年0回   年0回  d  健康福祉課   
88  北海道比布町   20人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課保健センター   
89  北海道愛別町   23人  ○   1人   年0回   年0回   年0回  位康福祉課   
90  北海道上川町  

91  北海道東川町   42人  ○   0人   年D固   年0回   年0回  d  d  住民福祉課   
92  北海道美瑛町  

93  北満道上富良野町   122人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
94  北海道中富良野町   40人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
95  北海道南冨良野町   17人  ○   0人   年D回   年0回   年0回  保健福祉課   
96  北海道占冠村  

97  北海道和寒町   20人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課  



8崖胎児・多胎児に限らず実施b：単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施c：阜胎児・多胎児に限らずハイリスクヰ産または低体重児のみ実施d＝実灘亘e希望または必要に応じて訪問圧その他  

保健業務として  行政の施策として  サークルについて   
対象地域の  

対■地膚の  訪多  の多  新多  
年間出生数  自治体主催の   間胎 妊   言方胎  生胎  

臼休  団体名  多胎育児支援についての  当管  
コード  担轄  

の  産  問  多胎児の年  把握している                          多胎 あればサークル名  すか   級  後  
98  北海道剣淵町   25人  ○   0人   年0回   年0回   年D回  d  健康福祉課   
99  北海道下川町   20人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉夏果   

100  北海道美深町   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民生活課   
】01  北海道音威子府村  

1【I2  北海道中川町  

1【〉3  北海道増毛町   26人  ○   0人   年○回   年0回   年0回  福祉厚生課   
104  北海道小平町  

TO5  北海道苫前町   23人  （⊃   2人   年0回   年0回   年0回  町民諌   
106  北海道羽幌町   55人  ○   D人   年0回   年0回   年0回  d  福祉課   
10丁  北海道初山別村  

108  北テ毎道遠別町   20人  （⊃   0人   年○回   年0回   年0回  生活課   
1（】9  北海道天塩町   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
110  北海道幌延町   25人  ○   0人   年0回   年0回   年D回  町民課   
皿  北海道猿払村   29人  ⊂＼   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉推進深   
112  北海道浜頓別町   28人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
113  北海道中頓別町   13人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   

多胎児壬膏支は勤成  
114  北海道枝幸町   71人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  事英（三つ子以上）  子盲て推進課   

115  北海道豊富町   38人  ○   ○人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
1t6  北海道礼文町   18人  ○   0人   年0回   年0回   年D回  町民課   
117  北海道利尻町  

118  北海道利尻富士町  

119  北海道美幌町   152人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
12D  北海道津別町  

121  北海道斜里町   90人  ○   0人   年0回   年○回   年0回  保健課   
】22  北海道清里町  

123  北海道小清水町  

124  北海道訓子府町  

125  北海道眉戸町  

d  d  

一時保育制度  
126  北海道佐呂間町   39人  （〕   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
127  北海道遠軽町   】82人  ○   4人   年D回   年0回   年0回  保健福祉課   
128  北海道上湧別町  

129  北海道湧別町  

130  北海道滝上町   20人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
】31  北海道興部町   25人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  福祉保健課   
132  北海道西興部村   7人   （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  住民課   
133  北海道也武町   42人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課  



己崖胎児・多胎児に限らず実施b＝単胎児・多胎児に限らず第一子こ子のみ実施 ∝単胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d：実施 e＝希望または必要に応じて訪問f＝その他  

対女地域の  保健薬務として  行政の施策として  サークルについて   
対象地ヰの  三方多  の多  新多  

団体 コ 年間出生数 は全体で何  自治体主催の   間胎 妊  訪胎  生胎  
ード   多胎育児支捜についでの  

担当管轄   
すか  級  の   産  問  多胎児の年   あればサークル名  

後  
全数訪問実施  

†34  北海道大空町   63人  ○   0人   年0回   年0回   

捜．必要なケー  
年0回  スは細朋旭川  福祉課   

135  北海道豊浦町  

鋼院や保撫所  病院や保健所   からのシステム  かちのシステム  
t36  北海道壮瞥町   0人  年0回   年0回   年0回  d    粕告に基づき  行っている   行っている  住民福祉課   

137  北海道白老町   90人   ×  年○回   年0回   年0回  d  健康福祉課   
138  北海道厚真町   28人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
t39  北海道洞爺湖町   75人  年0回   年○回   年0回  d  d  健康福祉課   

母には出度護から3ケ  

140  北海道安平町   67人  （〕   2人   年0回   年0回   年0回  
月乳製品の支給．児に  
は出生4ケ月から1歳ミ  

ルクコ50こ†缶2日支給  

健康福祉課   

】41  北海道むかわ町   70人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  町民生活課   
行政サ【ヒスではないが、  

142  北海道日高町   11t；人  ○   2人   年0回   年0回   年1．5回  
地区の託児サービス団  
体、多胎児夜店の紹介を  
行っている。  

保健福祉課   

143  北海道平取町   44人  ○   0人   年0回   

保健紆による  
年0回   年5回  d   ま方悶   d  さくらんぽの会   保健梧祉課   

＝川  北海道新冠町   50人  ○   2人   年0回   年D回   年0回  町民福祉課   
145  北海道浦河町   100人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
146  北海道様似町   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
147  北海道えりも町  

148  北海道新ひだか町   208人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康推進課   
】49  北海道音更町  

t50  北海道士幌町   71人  ○   
王後2力月まで  

1人   年0回   年0回   年0回  d  d   に保健師が妨  閏  健康権祉評   
15t  北海道上士幌町  

152  北海道鹿追町   5†人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  福祉課   
153  北海道乗斤得町   41人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
154  北海道清水町   85人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
1S5  北海道芽室町  

156  北海道中札内村   33人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民課   
i艮院後、早期  退院後、早期  に介入  にイ「入   

†57  北海道更別村   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  ′くス・ベビーラック・ペ  ビーカー・ベビ【スケー  保健相祉課   
ル）   

158  北海道大梢町   51人  （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉課   
159  北；毎道広尾町   47人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  保健福祉課   
†60  北海道幕別町   柑9人  （〕   2人   年0回   年D回   年0回  d  d  d  ぴよぴよクラブ   民生部保健課健康推進係   
161  北海道池田町   40人  （〕   0人   年0回   年0回   

年0回  d  育児不雪への 対応   生機1か月爪  生後tか月†才  

d   獲での訪問  d   経での訪問  保健福祉課   
182  北海道豊頃町   27人  （⊃   1人   年0回   年0回   年0回  福祉課   
163  北海道本別町   80人  ○   0人   年D回   年0回   年0回  慢康管理センター  



8：単胎児・多胎児に限らず実施b：単胎児・多胎児に限らず第一子こ子のみ実施c：阜胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d＝実施e希望または必要に応じて訪問上その他  

保健薬務として  行数の施策として  サークルについて   
対た地域の  

対象地域の  訪多  の多  新多  
自治体主催の   問胎 妊   訪胎  生胎  

自体  団体名  多胎育児支援についての  
コード  担当管轄  

の  年間出生数  あればサークル名  すか   級  後  
164  北海道足寄町   73人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  繕祉課   
165  北海道陸別町   15人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉センター   
186  北海道浦幌町  

16丁  北海道釧路町   180人  年0回   年0回   年0回  介護健康課   
1¢8  北海道厚岸町  

169  北海道浜中町   57人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  福祉保健課   
1TO  北海道標茶町   62人  （）   3人   年○回   年0回   年0回  住民課   
171  北海道弟子屈町  

17Z  北海道鴨居村   22人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  d  住民塀   
173  北海道白糠町   58人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  介護健康課   
lT4  北海道別海町   177人  ○   4人   年0回   年0回   年0【司  保健センター   
175  北海道中標津町   266人  （）   6人   年○回   年0回   年0回  健康権遠謀   

厚生労働省児1モ虹鳥母  

年0回   年0固   年○回  d  d  
千住健1軍し）、たごの宵  

176  北海道摂津町   40人  ○   0人  児」のネを渡し睨明  保健福祉センター   

177  北海道羅田町  
児一人につき2概の  

年0回   年0回   年0回  乳児一般委玩髄捨受  
178  青森県弘前市   128（I人  給薫交付  びょんぴょんす   捜應推進課   

児玉手当専は帯織に  
179  書森県八戸市   1972人  ○  24人   年0回   年0回   年0回  応じて捕助  健康増進諜   

弘前ツインズサークル ぴょんぴょんず  健康長寿課   
180  青森県黒石市   141人  ヽ  年0回   年0回   年0回  

†81  青森県五所川原市  

182  青森県十和田市  

183  青森県三沢市   500人  ○   10人   年0回   年0回   年0回  健康ふれあい課   
184  青森県むつ市   460人  ○   一人   年0回   年0回   年0回  d  d  健康推進課   
185  青森県つがる市  

年0回   年0回   186  青森県平川市   235人  ○   10人  年0回  ロ  医療也ⅣIから の霊口介によリ  
健震推進課   

187  否森県平内町   7一人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
188  青森県今別町  

189  青森県蓮田村   17，5人  （〕   2人   年0国   年0固   年0回  d  d  d  住民生活課   
ユ人以上出産した場合  

190  暫森県外ケ浜町   37人  ○   2人   年0回   年0回   年8回  に税金あリ   福祉課   
オムツ葬取成   チャイルドシートのレンタル  

19l  宵森県愕ケ沢町   乃人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
192  青森県深浦町   49人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康増進課   

村内に住所を才一■る中竿  
】g3  青森県西ヨ屋村   8人   ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  生までの医療貴書糾  住民課   

194  青森県藤崎町  

195  杏奈県大鰐町  

196  青森県田舎館村   60人  ○  57人   年0回   年0回   年0回  厚生課   
197  青森県橋脚町  

198  青森県開田町  



a耀胎児・多胎児に限らず実施b：阜胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施 c＝単胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d＝実施。＝希望または必要に応じて訪問f＝その他  

対象地墟の  保健薬務として  行政の施策として  サークルについて   
射た地域の  訪多  の多  新多  

国体 ド  団体名  年間出生数 は全休で  自治体主催の    問胎   訪胎   生胎  多胎育児支様についての  
人ですか   把握していま  

担当管轄   
すか   紐   の  産  問  多胎児の年   あればサークル名  

後  
1g9  書轟県中泊町   73人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  f  ■一考肪間  d  d  町民課   
208  青森県野辺地町  

201  青森県七戸町   106人  ○   ○人   年0回   年0回   年0回  d  
d  出産祝い全文給事t  健康梧祉課   

202  青森県六戸町   57人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  町民福祉課   
203  青森県横浜町   a4人  （〕   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  健康福祉課   
204  青森県東北町  

205  青森県六ヶ所村  

206  青森県おいらせ町   200人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  環境保健課   
207  青森県大間町   44人  （〕   4人   年0回   年0回   年0回  住民福祉課   
2〔）8  音素県東通村   53人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  いきいき健康推進課   
209  督森県風間浦村  

210  青森県佐井村   13人  ○   0人   年0回   年○回   年0回  住民福祉課   
211  音義県三戸町   86人  ○   0人   年D回   年0回   年0回  d  d  住民福祉課   
212  暫森県五戸町   10丁人  ○   2人   年0回   年0回   年0匝】  d  d  保健衛生課   
2】3  青森県田子町   4】人  ○   2人   年0回   年D回   年0回  d  d  福祉課   
2†4  青森県南部町   95人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  保偲福祉課   
215  音義県階上町   95人  （〕   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  保健福祉課   
216  青森県新郷村   】5人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  住民生活課   
217  岩手県宮古市   480人  （）   14人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健福祉部健康諌   
2†8  岩手県大船渡市   273人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  国保年金課保健介護センター   
219  岩手県花巻市  

220  岩手県北上市   936人  ○   7人   年0回   年2固   年0回  ラッキーエンジェル   健康増進課   
221  岩手県久慈市   320人  ×  年0回   年0回   年0回  d  d  保健推進課   
222  岩手県連野市   206人  ○   4人   年0回   年0回   年○回  保便課   
223  岩手県一関市   】150人  年0回   年0回   年0回  保健センター   
224  岩手県陸前高田市  

225  岩手県釜石市   265人  ○   8人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  健康推進課   
226  岩手県二戸市   268人  ヽ  年0回   年0回   年0回  健康福祉部子育て支練グループ   
227  岩手県八幡平市   19【〉人  ○   8人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  保健課   
228  岩手県奥州市   965人  ○  17人  年0回   年0回   年0回  d  d  d  

子育て支檀事業（iヒぴの  

広111  健康福祉部健康増進課   
229  岩手県雫石町   111人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  健康権進課   
230  岩手県葛巻町   35人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  

毘す料の蛙■  健康福祉課   
231  岩手県岩手町   87人  ○   ○人   年0回   年0回   年0回  位康福祉課   
232  岩手県滝沢村  

233  岩手県紫波町  

234  岩手県矢巾町   242人  （）   6人   年0回   年○回   年0回  生きがい推進課   
2：！5  岩手県西和賀町   30人  （）   ○人   年0回   年0回   年D回  保挺福祉課   
236  岩手県金ヶ崎町  



a：単胎児・多胎児に限らず実施 b：単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施 c：単胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d：実施 e：希望または必要に応じて訪問f：その他  

保健兼務として  行政の施療として  対霊地傭の  サークルについて   
封書地域の  訪多  の多  新多  

団体   年間出生数  問胎   訪胎   生胎   
団体名  多胎育児支援についての  

担当管轄   
紋  の  産  間  把捜 すか   あればサークル名  

後  
2a7  岩手県平泉町   60人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  保健センター   
238  岩手県藤沢町   43人  ○   】人   年0回   年0回   年0回  保健センター   
239  岩手県住田町   30人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
24D  岩手県大槌町  

241  岩手県山田町   136人  ○   2人   年0回   年0回   年○回  保健福祉課   
242  岩手県岩泉町   79人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健福祉課   
243  岩手県田野畑村   26人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保倭！医療センター   

243  岩手県田野畑村   26人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健医療センター   
243  岩手県日野畑村   26人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  保健医療センター   
244  岩手県普代村  

245  岩手県川井村  

246  岩手県軽米町  

247  岩手県野田村  

248  岩手県九戸ヰ寸   35人  ○   0人   年0回   年0回   年口回  d  d  住民生活課   
249  岩手県洋野町  

250  岩手県一戸町   83人  ○   ○人   年0回   年0回   年0匡Ⅰ  健康福祉課   
25†  宮城県石巻市   1282人  年○回   年0回   年0回  ツインズ・デー   保健福祉部健康推進課   
252  宮城県塩蔵市   375人  ○   10人   年0回   年0回   年0回  アン／くンキッズ   児童福祉課   
253  宮城県気仙沼市   386人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  傑庶介護課   
254  宮城県白石市   267人  ○   6人   年0回   年0回   年0回  個主席推進課   
255  宮城県名取市  

256  宮城県角田市  

257  宮城県多賀城市  

258  宮城県岩沼市  

259  宮城県登米市  

280  宮城県栗原市  

2t】1  宮城県東松島市  

282  宮城県大崎市   1204人  ×  年0回   年○回   年0回  民生部健康推進課   
263  宮城県蔵王町   gl人  ○   ○人   年0回   年0回   年0回  保偲福祉課   
264  宮城県七ヶ宿町   to人  ○   0人   年0向   年0回   年0回  d  保健センター   
265  宮城県大河原町  

266  宮城県村田町  

267  宮城県柴田町   318人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
26白  宮城県川崎町   60人  ○   2人   年0回   年0回   年D回  保健福祉課   
269  宮城県丸森町  

270  宮城県亘理町   219人  ×  年0回   年0回   年0回  保健福祉王果   
271  宮城県山元町   92人   ×  年0同   年0固   年D回  保健福祉課   
272  宮城県松島町   8一人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  町民福祉課  



8：単胎児・多胎児に限らず実施 b：単胎児・多胎児に限らず第一子・二子のみ実施 G：阜胎児・多胎児に限らずハイリスク・早産または低体重児のみ実施d：実施 e：希望または必要に応じて訪問tその他  

保健業務として  行政の絶無として  対魚地域の  サークルについて   
対象地城の  訪多  の多  新多  

団体  団体名  年間出生数  問胎   訪胎   生胎   多胎育児支援についての  コード  担当管轄   
人ですか   級  の  産  間  多胎育児教室       その他     その他     その他  すか   あればサークル名  

後  
27a  宮城県七ヶ浜町  

274  宮城県利府町  

275  宮城県大和町  

276  宮城県大郷町   66人  ○   0人   年0回   年0回   年○回  d  町民福祉課   
277  宮城県富谷町   347人  ○   11人   年0回   年0回   年0回  TOMⅣAツインズ   子育て支援諌   
278  宮城県大衡村   53人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  保健福祉課   
279  宮城県色麻町   51人  ○   】人   年0回   年D回   年0回  福祉課   
280  宮城県加美町   190人  ○   】人   年0回   年0回   年0回  

町の子爾て支ほ事業  保健福祉課   
28†  宮城県涌谷町   117人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  健康福祉三実   
282  宮城県美里町   168人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
283  宮城照女川町   70人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  d  d  健康福祉課   
284  宮城県本吉町   67人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  健康福祉課   
285  宮城県南三陸町  

多胎児青l旺限軍ではない  

286  秋田県能代市   400人  ○   4人   年0固   年○回   年0回  が、子育て支蓼長センター．  
さんばえむ．つどいの広場  1の子ツインズ   健康づくり諜   

287  秋田県横手市  

母子手嶋交付  
288  秋田県大熊葡   533人  （〕   6人   年0回   年○回   年0回  d   時に把捏」  

後日肋l：ヨ   

健康推進課   
多胎児にかか  

289  秋田県男鹿市   tSO人  ○   6人   年0回   年0回   年0回  d   わらす票1子と  未熟児  
290  秋田県湯沢市  

291  秋田県鹿角市   235人  ○   0人   年0回   年0回   年0匝】  健康推進課   
硝址関係で講2子10万  
日野3子以降50万円  

292  秋田県由利本荘市   602人  ○   12人   年D回   年0回   年0回  の「子覇て支事属金」を実  掩  福祉保健部健康管理課   

293  秋田県潟上市  

294  秋田県大仙市   636人  ○   5件   年0匝】   年0回   年0回  健應増進センター   
295  秋田県北秋田市  

296  秋田県にかほ市  

297  秋田県仙北市   184人  ○   4人   年0回   年0回   年0回  市民福祉部保健課   
2g9  秋田県小坂町   30人  ○   2人   年0匡】   年0回   年0回  d  d  d  町民課   
299  秋田県上小阿仁村   1†人  （⊃   0人   年0回   年0回   年0回  d  d  d  住民福祉課   
300  秋田県藤里町   29人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  町民生活課   
301  秋田県三手玉町  

302  秋田県八峰町   32人  ○   2人   年0回   年0回   年0回  d  d  福祉保健課   
30く‡  秋田県五城目町   37人  ○   0人   年0回   年0回   年0回  d  

出産祝い金支給事業  チャイルドシート助成制度  町民福祉課   
304  秋田県八郎潟町  

305  秋田県井川町   20人  ○   0人   年0回   年○回   年0回  町民課   
306  秋田県大潟村  




