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妊娠から出産・子育てまで
家族も必見！

ニーズが高まる
産前・産後サポート
「新しい命を授かる」
「家族が増える」
「親になる」ということは、喜ばしい反面、
「ちゃんと育てられる？」
「仕事と家事の両立が難しそう…」といった
不安や迷い、心配が尽きないもの。そんなときに、
身体的・心理的に頼りになるのが「産前・産後サポート」です。
家事代行サービスやベビーシッターだけでなく、行政・民間問わず
地域ぐるみで子育てを支援する、新しいサービスが登場しています。
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出産・育児が厳しい
環境の中
サービスも多様化

出生率の低下が社会問題化する

中で︑さまざまな施策が打ち出さ

れてきたにもかかわらず︑現在も︑

妊娠･出産をためらったり︑子ど

もを持つことそのものを諦めてし

ま う ケ ー ス が 少 な く あ り ま せ ん︒

ページ
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出産・子育てを取り巻く厳しい環

境について︑ ドゥーラ
︵

参 照 ︶研 究 者 で 自 ら も 働 き な が ら

育児に奮戦している福澤利江子さ

んに伺いました︒

﹁深刻な少子高齢化で国力の低下

生まれ変わる「子育て支援」

本当に必要とされている
「産前･産後サポート」
へ
なぜ今、子を産む女性とその家族を支援する「産前・産後サポート」が注目されているのでしょうか。
そこには、妊娠、出産、育児を取り巻く環境の変化がありました。

都市への人口集中で︑周囲にお手

本となってくれる存 在や︑出 産・

育児をサポートしてくれる存在が

いないことも不安につながってい

ます︒さらには︑出産を扱う医療

機関や人手不足も︑出産を取り巻

く環境をより厳しくしていると言

えるでしょう﹂︵福澤さん︶

このような背景のもと︑妊娠・

出産における多様なニーズに応え

る﹁産前・産後サポート﹂への注

目が高まっています︒産前・産後

サポートとは具体的にはどのよう

なものなのでしょうか︒

﹁妊娠・出産・産後の過程におい

て︑さまざまな側面から母親を支

援するサービスです︒具体的には︑

子育て支援「エンゼルプラン」が
初めて政策に登場

が危ぶまれている今︑女性の労働

1990
年代

母親の気持ちを楽にするための相

談サービスや︑周産期の身体の負

担を軽減するためのケア︑家事・

育 児 の サ ポ ー ト な ど が あ り ま す︒

こういったサービスの多様化と普

及に伴い︑世の中には出産・育児

関連の情報が溢れています︒自分

に合った良質な情報を得ておくこ

とはとても役に立つものです﹂︵福

澤さん︶︒

それでは︑次ページから実際の

サービス事例を詳しく見ていきま

しょう︒

子育て支援政策のあゆみ

力向上と出産・育児支援は︑どち

らも国家レベルで重要な課題です︒

しかし現実はなかなか追いつかず︑

女性の仕事と育児の両立負担はも

福澤 利江子先生
ドゥーラ研究者。チャイルド・
サーチ・ネット「ドゥーラ研究室」
運営。社団法人ドゥーラ協会顧
問。
研究分野は周産期ケアの日米
比較、ドゥーラサポートなど。

ちろん︑男性も未だ育児休暇すら

取りにくいのが現状︒核家族化や

この方に聞きました！

安心できる
妊娠・出産のために必要な
社会的サポート

出産・子育てをめぐる環境の変化

1

男女雇用機会均等法の施行以降、女性の社会進出が進み、現在
では、女性が仕事と家事・育児を両立することはめずらしくあ

（%）
80
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妊娠・出産・育児の
悩み相談

「子育て支援サービスの充実」
「仕事と子育ての両立の
ための企業風土の是正」
「母子保健医療体制の整備」
「地
域で子どもを育てる教育環境の整備」など、8つの重点
的目標と数値目標が設定されました。

2010
年代

子育て支援の「量」と「質」の
改善を目指す

「子ども・子育て3法」に基づく「子ども・子育て支援新制
度」が来年4月からスタートします。新制度では、保育・
教育の量的拡大や質的改善など、子どもが健やかに成長
することができる社会の実現を目指しています。
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イラスト／浅羽 壮一郎

地域の
子育て支援
ネットワーク
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実です。また、女性の社会進出に伴って晩婚化も進み、今や5
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人に1人が高齢出産（初産が35歳以上）の時代に。不妊治療や高

63.8

齢出産への不安が、出産・育児への大きな障壁になっています。

58.4

45.8
39.5

30
20

先輩ママの
経験を伝える

71.1

67.6

75.7

40

子育て支援施策の基本的枠組みになりました。

働き方改革にまで及ぶ
総合的な「新エンゼルプラン」

が高い年代でキャリアを中断するリスクは大きいままなのが現

77. 2

50

産後ケアの
強化

柱とするエンゼルプランが計画され、その後10年間の

2000
年代

72.0
69.1

60

で子育てを支援する体制」
「子どもの権利への配慮」を

りません。しかし、両立の身体的・心理的負担や、最も労働力

●女性の年齢階級別労働力率

70

「安心して子どもを産み育てる環境の整備」
「社会全体

女性の社会進出と、
晩婚化・高齢出産

17.5
15.0

平成13年
平成23年

13.2

13.8

15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65歳以上
出典：総務省統計局「労働力調査」
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ロールモデル（お手本）の不在
による母親の孤立化

◎仕事と家事・育児を両立する上で
身体的・心理的負担が大きい
◎高労働力年代と妊娠・出産年代が重なり、
キャリアを中断せざるを得ない
◎高齢出産での出産リスクの増加
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妊娠・出産をめぐる
医療環境の変化

核家族化・少子化の現代では、自身の出産で初めて赤ちゃんに

出産施設の減少、産科医や助産師・産科看護師の不足など、産

接する女性が少なくありません。子育て経験者が身近におらず、

科医療を取り巻く体制が悪化し、地域格差も拡がっています。

相談相手がいない、アドバイスや支援が受けにくい環境が多く

病院システムの分業化もあって、妊娠・出産・産後までの継続

なっています。

的なケアが難しくなっています。

◎ロールモデル（子育てのお手本）がいないため不安
◎相談相手がいないことによる精神的余裕の喪失

◎過酷な労働環境などにより産科医師不足に拍車
◎周産期ケア供給体制の地域格差の拡がり
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出産直後
など

産後ドゥーラ
出産・育児に寄り添い
女性とその家族を支える

ドゥーラとは、ギリシャ語で、
「他の女性を
助ける経験ある女性」という意味で、出産の付
き添い、産後間もない母親の家事の手伝い、
話し相手、赤ちゃんの世話についてのアドバイ
スなど、母親を継続的に支援し、情報を提供

産後ケアセンター

する人をさします。海外では出産ドゥーラが主

出産直後の母親と
赤ちゃんが
安心して過ごせる施設

ました。また、一般社団法人ドゥーラ協会では

流ですが、日本では産後ドゥーラが先に登場し

2時間／6,000 円程度〜

※事業主（個人）によって異なる場合も

ケア施設です。看護師、助産師、臨床心理士
などの専門職が24時間体制でケアします。授
乳や沐浴の指導、骨盤ケアやヨガで母体の回
復を促すプログラムなども用意されています。
また、育児相談などのカウンセリングも受け
られます。国は「少子化危機突破のための緊
急対策」で、産後ケアセンターの整備の方針を
打ち出しています。
●料金の目安
1泊／20,0 0 0 円程度〜
6 泊 7 日／20 0,0 0 0 円程度〜

産前〜産後

家事代行

そんな家庭それぞれの不安・負担を軽減する、さまざまなサポートが増えています。
妊娠・出産・産後の各時期ごとに、サービス内容を詳しくご紹介します。

産前〜産後

産前・産後の母親が
抱える不安

育児・家事の負担を
軽減する生活支援
産前・産後の育児や家事の支援が必要な家庭

料理や清掃などの
家事サービスでサポート
家庭の家事を訪問スタッフが代行するサービ

に、ヘルパーが訪問し支援するサービスです。
自治体や委託事業者が実施しています。食事の
支度や後片づけ、洗濯、清掃、整理整頓、買物、
兄姉の世話、沐浴や授乳、おむつ交換の介助、

スです。対象は産前・産後の家庭に限りません

健診などの付き添い、育児に関する相談や助言

が、産前・産後サポートとしてもニーズが高まっ

などのサービスがあります。

ています。料理、清掃、洗濯、買物など、サー
ビス内容は多岐にわたります。
●料金の目安

主に自治体が行っているサポートで、原則
として生後4ヵ月までの乳児がいるすべての家
庭を、助産師、保健師が訪問します。訪問時
には、赤ちゃんの体重測定、お母さんの産後

●料金の目安
1時間
（数時間）
／数百円〜

※自治体や事業者によって異なる

2 時間／5,0 0 0
〜 8,0 0 0 円程度

産後

※事業者によって
異なる

乳児がいる家庭を
助産師、保健師が訪問
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出産・子育てを取り巻く環境の変化によって、「母親」や「家庭」のあり方も多様化する現代。

産前・産後支援
ヘルパー

●料金の目安

ながら赤ちゃんと一緒に過ごすことができる

の体調や育児の相談受けなどを行います。

産前・産後サポート・サービス
にはどんなものがある？

ドゥーラの養成、紹介を行っています。

出産後の時期に必要なケアをしっかり受け

新生児訪問

家庭それぞれの不安を軽減

出産・産後

ヘルパーに必要な知識と技術を身につけられる、

ニチイの「産前産後ママヘルパー養成講座」
妊娠・出産・育児に頑張るお母さん
の身体・心理・生活面をトータルにサ

ニチイライフ〜ニチイの家事・育児・自費介護サービス〜

産前産後サービス

体調が変化する妊娠中や慣れない育児で生活リズムが変動す
る出産直後のお母さんの家事・育児をお手伝いします。
● お問い合わせ 7  0120 - 212 - 295（年中無休／24時間）
www.nichiiweb.jp/kaji/

ポートする知識とスキルを習得できる
「産前産後ママヘルパー養成講座」を

産前・産後サポートってなに？
妊娠期のつわり、体調の変化、出産への不安や心
配、産後うつなど、母親となる女性は妊娠ー出
産ー産後それぞれの時期でさまざまな不安にぶ

開講しています。実践的なカリキュラ

つかります。そんなとき、母親に寄り添い、身体

ムによる自宅学習とスクーリングで認

面・心理面の不安を軽減するためのサービスが産

定資格を取得することができます。
● 受講料 33,482円（税抜）
● お問い合わせ 7  0120 - 555 - 212（年中無休／24時間）
www.e-nichii.net

前・産後サポートです。自分の心配事や状況に適
したサービスを見つけて活用することで、より安
心して産前・産後を過ごすことができます。

4

「当事者だけでなく社会全体で課題を認識し、
一人ひとりのニーズを尊重することが大切」

子どもを持つ家庭は、産前・産後サポートをどのように活用していけばいいのでしょうか。そして社会は、より安心して出産・

子育てができる環境の実現に向けて、どのように取り組んでいくことが大切なのでしょう。福澤先生にお聞きしました。

母親と一口にいっても︑価値観

は多様化していて︑妊娠・出産・

育児の状況や価値観は人それぞれ

異なります︒たとえば︑家庭の収入

レベル︑ 出産する年齢︑夫婦や家

族の関係︑就労の有無など︒地方

と都市でも状況が全く違いますし︑

そもそも子どもを産まない人も増

えています︒子育てに関する情報

はたくさんありますが︑情報が溢れ

すぎて︑自分のニーズに合った情

報を見つけて︑最適な選択をする

ことは容易ではありません︒

状況が多様化している現代だか

らこそ︑良質な情報を得て最適な

選択をするためには︑一人ひとり

が自分のニーズを見極めることが

大事なのでしょう︒ときには︑一

人で抱え込まずに周囲に助けを求

子育て期

ファミリー・サポート・
センター

子育て
シェアサービス

地域ぐるみで
子育てを援助する

地域で子育てを頼り合える
関係を築く

育児の援助を受けたい人と、援助したい人が

主に企業やNPOが実施している、地域で顔

会員になり助け合う組織で、市区町村が実施し

見知りと気兼ねなく子育てを頼り合えるコ

ています。援助の内容は、
保育施設への送り迎え、

ミュニティサービスです。サービスに登録し

保育施設の時間外や学校の放課後、保護者の病

て、空いた時間に自分の子どもの世話をしな

気などの緊急時に子どもを預かるなどです。育

がら、ほかの会員の育児支援をしたり、会員

児援助を提供する人は、安全や事故対策を含め

に育児支援を依頼したりして、地域で頼り合

た援助活動に必要な講習を受けています。

える関係を育みます。

●料金の目安
1時間／80 0 円程度〜

●料金の目安
1回／50 0 円程度〜

※自治体によって異なる

共働きのママを助ける、ニチイの
「産・育休者の職場復帰応援講座」

育児サークル

産休・育休をとっている人や、これから

子育て期

気軽に参加して子育てを一緒に楽しむ

取得する人を対象に、スムーズに職場復帰
できるようサポートする講座です。出産育
児一時金や出産手当金などの知識や、復帰

地域を拠点として、子育て中のお母さん、市区町村の関係部

後の職場でのコミュニケーションのとり方

署や社会福祉協議会の職員などが集まり、さまざまな活動を通

などを効率的に学習できます。

して子育てを楽しみ、お互いに支え合うことを目的としています。

※ 詳しくは P24「ニチイ インフォメーション」
を
ご覧ください。

子育て支援センターや児童センターなどの自治体が運営するも
のから、地域の有志によるサークルまで形態はさまざまです。
●料金の目安
1 ヵ月／数百円程度

めることが大切︒そして自分に合

う支援を見つけるまでの試行錯誤

を︑あたたかく見守ってくれる存

在も大事ですよね︒

産前・産後サポートを考える上

では︑サポートを受ける側と同時

に︑ 提 供 者 へ の 支 援 も 重 要 で す︒

医師︑看護師︑助産師︑子育て支援

をする保育士など︑ケア提供者の

不足は深刻な課題です︒サポート

に必要な知識とスキルを持つ人材

の育成や︑ サービスを受ける側の

安全と安心の担保︑働く側の労働

条件の整備などが必要だと思いま

す︒同時に︑子育て経験のある人

や産 前産 後ヘルパーなど一定スキ

ルを持った人が︑積極的に支援に

参加できるような仕組みづくりも

もっと推進するべきだと思います︒

そして何よりも必要なのは︑
当事

者だけでなく︑社会全体で現状と

課題を認識すること︒その上で︑子

どもやサービスの数を増やすこと

だけでなく︑質にもっと注目し︑さ

まざまな状況下にある当事者一人

ひとりの健康や幸福感を大切にし

ていくことが重要です︒

海外

その他、イベント料金など

子育て支援先進国
フランス、スウェーデンではこんなことも！
女性一人が一生に産む子どもの平均数が先進国の中で比較的多い。
● 扶養手当や幼児養育手当などの充実した公的給付
● 子どもがいる世帯に配慮した税制

フランス

● 認定保育ママ、無料のベビーシッターの派遣

など

家庭と仕事の両立を支える社会経済システムを整備。
● 出産前後の手当や育児休業保険

● 父親の育児休業

● 看護手当、医療費の無料化

スウェーデン
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子育て期

● 義務教育や高校の学費、教材の無料化

など
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