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1. はじめに 

 わが国の合計特殊出生率は，1.32（2006 年）と

低い数字にあり，他の欧米諸国に例を見ない速さ

で少子化が進んでいる。また，社会の急速な変化

により，育児不安を抱く母親や，ストレスを抱え

る親が増加しており，今後はそのような親に対し

て，ニーズに合った環境整備や支援を行うことが

重要である。さらにゆとりをもった育児を行うこ

とや子供を生み育てることが幸せだと感じるよう

な住民の幸福，QOL 向上の視点を持つことが支援を

行う上で大切だと言われている。また，若者の性

感染症の増加，肥満児の増加などが問題視されて

いることから，子供から大人まで幅広い範囲で母

子保健を広め，推進，課題改善を行っていくこと

が必要であると考える。そこで本研究では，今後

の母子保健施策を効果的に展開していくために，

茨城県母子保健施策の現状を捉え，今後の茨城県

における母子保健のあり方を考える基礎資料とす

ることを目的とする。 

 

2． 母子保健について 

 母子保健の目的は母性と子供の健康の保持，増

進を図るために母子保健に関する原理を明らかに

するとともに，国民保健の向上に寄与することで

ある。現在，健康診査，保健指導，療養援護，医

療対策といった事業が行われている。 

また，わが国では昭和 40 年に制定された母子保健

法をはじめ，平成 6 年のエンゼルプラン，その反

省を活かした平成 11 年の新エンゼルプラン，新エ

ンゼルプランの主要施策として健やか親子 21 が策

定されている。これらの中には思春期の保健対策，

食育への取り組み，虐待予防対策等が含まれてお

り，食育基本法，児童虐待の防止等に関する法律，

児童福祉法，少子化対策基本法など様々な法律・

プランが関与している。 

 

3． 資料と方法 

ホームページ（茨城県庁，保健所，いばらき保

健福祉ネット等），資料（平成 19 年度保健福祉部

事業計画概要，パンフレット等）を用い，母子保

健施策に関わる機関・団体を調べ，具体的な事業

内容をリストアップした。調査した内容を項目ご

とに分類し，関係者分析を行った。解析には SPSS

を用い，全体の事業件数，項目分類別件数，内訳

を出した。また，項目ごとのクロス集計を行った。 

 

4．茨城県における母子保健施策について 

4-1 国，県，市町村のつながりについて 

 国による健やか親子 21，新エンゼルプランを受

けて，茨城県では大好きいばらき新エンゼルプラ

ン 21 が策定され，数値目標を決めて取り組んでい

る。また，平成 9 年の母子保健法改正により，県

で行われていた母子保健サービスが市町村中心に

行われるようになった。住民の多くが利用しやす

いものにするため，県より身近な市町村で行われ

ることになったと考えられる。県では国からの補

助を受けた委譲事業が行われているが国からの強

制事業はなく，基本的に県独自の施策として行わ

れている。  

 

4-2 茨城県における母子保健施策の実態 

1)関係機関・団体について 

 茨城県で行われている母子保健事業は 166 件で

あった。関係機関・団体では「医療機関」19 件，

「児童相談所」18 件，「市町村」16 件，｢保健所｣16
件，「企業・法人」12 件，｢地方総合事務所｣9 件，

「母子寡婦福祉連合会」9 件であり，母子保健事業

には多様で専門的な機関・団体が多数関わってい

た。「児童相談所」は各種相談，施設措置，保護等

を行う専門機関であり，「医療機関」に次いで多か

ったことから，児童福祉の第一線機関であること

がわかった。「保健所」は公衆衛生活動の中心的機

関として重要な役割を担っているが，今回件数が

少なかったのは市町村によって行われている事業

があるためだと考える。また，「保育所」では通常

保育の他に特別保育が行われており，仕事を持つ

母親や，虐待傾向を持つ親は特別保育を求める傾

向があると言われている。そこで，保育所の果た

す役割も大きいと考える。 

 

2)事業内容について 

事業内容は「住民向け事業」69 件，「助成・給付

事業」47 件，「研修事業」11 件，「委託事業」9 件

であった。「住民向け事業」としては相談，食育，

講座，シンポジウムなどが行われ，「助成・給付事

業」としては児童手当，在宅障害児福祉手当，運

営費補助など，経済的な支援が中心として行われ

ていた。これより，経済的な支援事業が直接参加

型の住民向け支援と同程度行われていた。県で助

成・給付事業が多く見られたのは，児童福祉法，

障害者自立支援法などの法律によって援助するよ

う定められ，国の補助を受けて行われているため

である。委託事業は低い件数であったが，様々な

機関の専門性や技術を活かした事業を展開してい

くために多種の機関へ委託することは，大きな意

義があると考える。表 1 は具体的な事業内容につ

いて示したものであり，児童相談所では「障害児

に対する事業」9 件，「虐待に関する事業」6 件，「ド

メスティックバイオレンス（以下 DV）に関する事

業」2 件であった。児童虐待件数は年々増えており，

さらに現在の社会を取り巻く環境から発生件数を

ゼロにすることは難しいと考えられる。そこで，

予防策，解決策とともに早期発見，初期対応強化

が重要であると考える。児童相談所は虐待対策機
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関の 1 つであることから市町村と連携し，情報交

換できる場をもつことが必要である。また児童相

談所では DV 事業も行われており，DV 家庭では子

どもへ被害が及ぶ可能性が考えられることから，

DV 事業と虐待事業の連携を取ることが重要であ

る。「保健所」では「食育事業」3 件，「若い妊産婦

向け事業」3 件，「歯科対策事業」2 件，｢長期療養

支援事業｣2 件と，様々な分野の事業が均等に行わ

れていた。食育，歯科事業は健やか親子 21 に新た

に加わった指標であるため，市町村だけではなく，

県が力を取り組んでいるものと思われる。また今

回の調査で多胎児向けの事業が把握できなかった。

横山ら（2004）より多胎児をもつ親は単体児を持

つ親よりストレス，育児不安を抱くといわれてい

ることから，今後多胎児向けの支援増加が必要で

あると思われる。 
    
3)情報公開について 

 現代社会においてインターネットは情報収集手

段として欠かせないものである。表 2 はインター

ネットによる公開の状況であり，母子保健事業に

おいてインターネット公開されているものは 58 件

（34.9％）と約 3 分の 1 であった。また，その中で，

「住民向け事業」31 件（44.9％），「助成・給付事

業」15 件（31.9％）がインターネットで公開され

ていた。共働き家庭，交通網が発達していない地

域の家庭など情報を常に得たい状況の家庭もある

と考えられるため，住民が利用する事業に対して

さらに公開率を上げることが重要だと考える。ま

た，今回の調査で「開催期間」は「不明」83件（50.0％），

｢利用費｣は「不明」99 件（59.6％），｢事業実施場

所」は「不明」88 件（53.0％）と不明である事業

が半数以上あり，情報公開が十分なされていない

か，わかりづらい方法で公開されている可能性が

あった。１つのサイトに情報を集約するなど，多

種多様な公開手段を増やし，充実した内容の情報

公開が必要である。 

 

4)関係機関・団体の連携 

茨城県において「児童虐待早期発見ネットワー

ク」，「いきいき子育て地域連携実践講座開設事業」

などの連携事業が 5 件行われていた。また，保健

所が医療機関，児童相談所などいくつかの機関と

連携していたことから，単独ではなく複数の機関

と連携した事業が行われていることが明らかにな

った。今回は連携について深く調査できなかった

ため，すべての機関を調査するとより具体的なネ

ットワーク網が明らかになるものと考えられる。 

 

5)父子家庭について  

 茨城県の父子世帯数は，母子家庭とともに増加 

傾向にある。ひとり親家庭に対しては，児童扶養

手当，母子寡婦福祉金などの支援が行われている。

茨城県では「母子家庭又は寡婦家庭の母」への事

業が 7 件，「母子家庭等」，「父子家庭」への事業が

4 件と，父子家庭における支援は母子家庭における

支援に比べ少ないことが明らかになった。父子家

庭においては家事，育児による負担も大きいと考

えられることから，母子だけでなく父子に対して

の事業推進が求められる。また，母子家庭の母親

の低年齢化が進んでいるといわれている。母子家

庭は経済的に苦しく，子どもへの肉体的，精神的

負担も大きくなると考えられることから，親にな

ることとはどういうことかを含めた若者への性教

育を行うことが重要である。 

 

5．まとめ 

今回の調査より以下の現状が見られた。 

1)県では専門的で，広域的な知識の必要な技術的 

支援が行われていた。 

2)県では住民への事業のほかに助成や委託事業が

多く行われていた。       

3)開催期間では不定期，利用費では無料であるも

のが多く，実施場所は多種の場を利用して行わ

れていた。しかし不明である事業が半数以上あ

った。 

4)住民を対象としている事業は 81 件と最も多く見

られ，そのうち障害や問題を抱える家庭への支

援が半数以上行われていた。その他に市町村，

企業，職員向けの事業が行われていた。 

5)母子保健事業の情報公開は内容の充実さに欠け

るものであった。また，全体の情報公開、特に

住民が利用する事業はインターネットによる情

報公開が不十分であった。 

6)県では母子保健事業に関わる機関の連携が行わ

れていた。すべての機関を調査するとより具体

的なネットワーク網が作られていると考える。 

また，今後の母子保健の充実に向けて以下の点

が必要であると考えられた。 

1)多胎児専門向けの事業の推進 

2)DV 事業と虐待事業の連携強化 

3)特別保育の充実，それに代わる事業の推進 

4)多種多様な情報公開手段，情報内容の充実 

5)父子家庭への支援 

 

事業内容 無 有 合計 
住民向け事業 38(55.1) 31(44.9) 69(100.0)

助成・給付事業 32(68.1) 15(31.9) 47(100.0)

研修事業 9(81.8) 2(18.2) 11(100.0)

委託事業 6(66.7) 3(33.3) 9(100.0)

その他 23(76.7) 7(23.3) 30(100.0)
合計 108(65.1) 58(34.9) 169(100.0)

  （  ）内は％

  表 2 インターネットによる情報公開 

関係機関・団体 事業内容 度数 ％

児童相談所 障害児に対する事業 9 50.0%

虐待に関する事業 6 33.3%

ドメスティックバイオレンス 
に関する事業

2 11.1%

里親に関する事業 1 5.6%

合計 18 100.0%

保健所 食育事業 3 18.8%

若い妊産婦向け事業 3 18.8%

歯科対策事業 2 12.5%

長期療養支援事業 2 12.5%

訪問指導事業 1 6.2%

その他 5 31.2%

合計 16 100.0%

表 1 事業内容の詳細 


