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ウクライナとロシアの行方は？真実は？
ウクライナはロシアの侵略で理不尽な攻撃を受け、国土や国民の被害

はとんでもない状態になっています。妊産婦や赤ちゃんがいる病院や子ども達が避難している

と分かってる建物を爆撃したりと、連日マスコミがその状況を報道しており、それを視ながら

ロシアの卑怯さや非情さを思わず批判していますよね。一方的な報道ですが、視ている側はそ

の情報が全てと思い込み判断します。テレビや週刊誌、新聞、ネットから得られる情報の捉え

方を日本は学校であまり学ばないと思います。海外ではそういう授業があるそうですが、一方

通行の情報の真実を確かめるのは難しい事です。一方通行の情報を 100 ％鵜呑みにすることは
危険です。情報操作されているかもしれません。今回のウクライナとロシアの戦争はウクライ

ナからの情報がほとんどです。ロシア国内の状態も多少ありますが、それも西側諸国を通して

の情報です。きっと真実に近いのでしょう。しかし、ロシアの国内の報道はきっと真逆の情報

になっているのでしょう。日本が真珠湾攻撃から第二次世界大戦に突入したとき、国民は情報

操作され、この戦いは正しいと思い込まされました。戦争反対と唱えた人や団体は国家権力か

ら攻撃され、国民からも非難されました。そう言った状況下で何が真実でそうで

ないかを見極めることは難しいだけでなく、勇気のいることだと思います。ロシ

アの中でも反戦運動は起こっているようですが、その動きが大きくなり、第 3 次
世界大戦とならないように、ロシアの中からこの戦争を止めてほしいものです。

戦争の犠牲者はいつの時代も子どもや女性、老人と言った弱者なのですから。
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「産後ケア事業」ってなーに？令和元年 12 月６日に
公布された母子保健法の

一部改正で、出産後１年を超えない母親及び乳児に

対する「産後ケア事業」の実施が市町村の努力義務

となり、令和６年度末までの全国展開を目指すこと

とされているそうです。妊娠・出産・産後にかかわ

る助産師等の関係者には勿論周知されていると思う

のですが、それを利用する側の女性達が「産後ケア

事業」をどれだけ知っているか？疑問に思います。

産後うつが社会問題として注目を浴びる様になっ

たのは 2014 年に報道された、「東京 23 区で 2005 〜
2014年の 10年間に計 63人の妊産婦が自死」の記事
でした。そして、その翌年 2015 年～ 2016 年の２年
間で 102人（国の調査）と増加した事実は非常にシ
ョッキングでした。新たな命の誕生で喜びに満ち、

人生で一番幸せな時出会ってほしいのに、現実は厳

しい状況になっている産婦さんが増えているので

す。出生数の激減から国はあらゆる少子化対策をた

て既に約 30 年ほど経過していますが一向に出生率
は低迷しています。今回の「産後ケ

ア事業」も少子化対策事業の一つで

すが、少子化のブレーキになるかは

不明です。

産後ケア事業

の目的は？
市町村が、分娩施設退院後から一定の期間、病院、

診療所、助産所、自治体が設置する場所（保健セン

ター等）又は対象者の居宅において、助産師等の看

護職が中心となり、母子に対して、母親の身体的回

復と心理的な安定を促進するととも

に、母親自身がセルフケア能力を育

み、母子の愛着形成を促し、母子と

その家族が健やかな育児ができるよ

う支援することを目的としています。

どんなケアが受けられる？

「産後ケア事業」とは

母親の身体的な回復のための支援

授乳の指導及び乳房ケア

母親の話を傾聴する等の心理的支援

新生児及び乳児の状況に応じた具体的な

育児指導

家族等の身近な支援者との関係調整

地域で育児をしていく上で必要な

社会的支援の紹介等を行う事業

（改正母子保健法より）
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産後ケア事業の対象者

1．母親

①産後に心身の不調又は育児不安等がある者

②その他、特に支援が必要と認められる者

なお、初産婦の場合は、初めての育児に不安を抱えてい

ること等があり、また経産婦の場合は、上の子どもの育

児等の負担が大きいこと等があり、いずれもそれぞれに

身体的・心理的負担を抱えているため、初産・経産につ

いては問わない。また、日常生活や外出に困難を伴う家

庭については、子育て世代包括支援センターや母子保健

担当部署の職員が妊娠届け出時に加え、新生児訪問など

を通じ、直接自宅に訪問する際、事業の説明と併せて、

本事業の申請を受け付けるなど、その状況に配慮した柔

軟な対応を可能とすること。特に、多胎児家庭の場合は

配慮すること。

2．新生児及び乳児

自宅において療育が可能である者

3．その他

地域の保険・医療・福祉・教育機関等の情報から市町村

が支援が必要と認める者。例えば、妊娠・出産を経ない

療親や里親については、児童相談所や里親支援機関、民

間あっせん機関等による療育支援を受けている場合でも

、その状況によっては育児に不安を抱え、支援が必要と

認められることも想定されることから、その対象とする

ことが考えられる。また、産後ケア事業の基本的な対象

は母子であるが、父親についても、その育児参加を促す

事は重要であり、そのような父親への支援を行う観点か

ら、本事業に不随して父親への支援を行うことが考えら

れる。 （国のガイドラインより抜粋）

どこに申し込んだら良いの？
産後ケア事業の実施主体は市町村の保健セ

ンターになります。まずはお住まいの

保健センターに電話で SOS を伝えてく
ださい。申し込むと、産後ケアを受け

ることができる対象者であるかの審査

が、保健センター内で行われます。その審査で OK
が出て初めて産後ケアを受けられるのです。「それ

って、希望してもダメなときがあるの？」って思い

ますよね？そうなんです、国のガイドラインで決め

られている対象（右記）通ではないのです。

育児不安があり困っていても、精神的に頼りたく

ない実母や義母が同居あるいは近くにいればサポー

トありと判断されたり、「多胎でないと使えません」

と断られたと聞いたこともあります。A 市で対象で
あっても B市だと同じ条件でも対象にならないと言
うように、市町村間で大きな差があるのが現状です。

悲しいことです。産後ケアが絵に描いた餅では困り

ます。どこで住んでいても同じ様に利用できないと

と思います。

「産後ケア事業」の種類と利用料金は？

上記の 3 種類があり、利用者のお母さんが選べま
す。ショートステイとデイサービスは県で決められ

た金額ですが、アウトリーチは市町村により違いま

す。通常その金額の2～3割が自己負担額になりま

すが自己負担額も市町村で違います。

産後ケアが利用できる期間は？
産後ケアを利用できる期間は改正母子保健法では

市町村の努力義務の時期について「出産後１年」と

されています。努力義務なので市町村判断となるた

めまちまちです。1年としているところもあれば、6
ヶ月、短いと 4 ヶ月の市町村もあります。最初に記
載した産後うつによる自死は 5 ヶ月を過ぎてもおこ
っています。また、低出生体重児や早産児の場合、

出生後退院までの時期で 4 ヶ月過ぎていたりすると
退院後の育児不安を抱えていても利用できないとの

問題点も出てきます。そのようなことからも、でき

れば 1年は対象期間としてほしいものです。

1．宿泊可能な短期入所（ショートステイ）型 32,000円

2．日中8時間だけ通所（デイサービス）型 16,000円

3．自宅に訪問して受ける（アウトリーチ）型 5,000円～

産後ケアの利用を必要とすることなく

、産後順調であればいいのですが、現実

は厳しい状況の中頑張っている方もおら

れます。共同助産所お産子の家も産後ケ

ア受け入れ施設です。

次回はより具体的に説明させて頂きます

3日(日)7:00～太郎坊にの登ろう会
5日(火)10:30～マミーハウス
11日(月)10:30～ベビーマッサージ

13:30～ヨガ教室
15日(金)13:30～ハローベビー
16日(土)13:30～お産塾
18日(月)10:30～バランスボールレッスン
20日(水)10:30～産後セルフ整体トレーニング

13:00～産前セルフ整体トレーニング
23日(土)13:30～ママパパレッスン
おっぱい塾・おっぱい相談情報

12日(火)10:15~近江八幡市･アクア1Fはちはぴ広場
23日(土)10:00～彦根市・子どもセンター
25日(月)10:00～東近江市・お産子の家
26日(火)10:00～水口町・まるーむ 1F和室
28日(木)10:00～安土町・安土コミセン

野洲市兵主コミュニティセンター

7日(木)9:00～12:00おっぱい相談
予約不要、市外からも OK

おっぱいでお悩みの方、是非御参加下さい！

今月から
参加費一律
1,000円
でーす。
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また、改正母子保健法第 17 条の２第３項に基づき、市町村は、妊娠中から出産後
に至る支援を切れ目なく行う観点から、子育て世代包括支援センターその他の関係機

関との必要な連絡調整、他の母子保健・児童福祉に関する事業等との連携を図ること

により、母子とその家族に対する支援を一体的に実施する。

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の更なる充実を図るこうした取組により、

どの市町村に住んでいても、母子保健事業や保健・医療・

福祉・教育等の関係機関の連携によって効果的な運営がなされ、妊産婦や乳幼児

等が安心して健康な生活ができるよう、利用者目線に立った一貫性・整合性のあ

る支援の実現が期待されるものである。

介護の分野では 2000 年に介護保険法が施行され、今では 9 兆円産業にまで拡大している。予
算を比較しても、（国際的には家族手当政策）は介護の十分の一である。

である。それ以前の合計特殊出生率の最低記録は「丙午（ひのえうま）」にあたる 1966 年の 1.58
だった。当時、こんなことは二度と起こらないと言われていたが、それをさらに下回る過去最

低水準に落ち込んでしまったのである。さすがに政府も放置できず、総理府内に各省連絡会議

ができた。ただし、予算は一銭もつくことはなかった。 「少子化」イコール「保育所対策に

政府あげての少子化対策は 1994 年のエンゼルプラン エンゼルプランは事実上「保育プラ

ン」

「介護保険が優先された」「女・子供の仕事として軽視された」。

各国の少子化予算と出生率の推移

家族給付という視点で、諸外国の少子化対策予算を比較してみる。合計特殊出生率が 2.01
のフランスでは GDP の 3.2 ％を給付に当てている。また、 1.98 のスウェーデンでも GDP の 3.8
％を給付している。 一方、合計特殊出生率が 1.39 の日本では 0.96 ％、日本以上に少子化が進
む出生率 1.23 の韓国でも GDP の 0.8 ％しか給付に当てていない。
スウェーデンでは、 1981 年の「親保険」の改正が効果的であった。女性が出産し子育てを

する際の休業補償をアップすることに少子化対策の軸を置いたのである。第一子と第二子の間

をおかずに生んだ場合には、より大きな休業補償を出すとしたことで、全国で続々と第二子ま

で生まれるようになった。

フランスは、家族政策のオンパレード。日本にない政策としては、子供がいる家庭に支給さ

れる住宅手当がある。

教育費に関しては、日本は公費の割合が少ない。日本は私立大学が多く、国民にとって教育

費の負担はかなり大きいものである。これは「現金給付と現物給付の比較」にもつながるが、

スウェーデン、フランス、フィンランドなど出生率が高い国は現物給付に力を入れている。フ

ランスでは学費は無料、というようにサービスそのものを給付する。 一方、日米韓は現物給

付が少ない。実際、金銭給付では出生率アップにつながっていない場合が多い。子ども手当を

実施した際に、何にお金を使ったかを調査したところ「 1 に貯金、 2 に家賃、 3 に子供」とい
う結果だった。

1994 年 12 月 エンゼルプラン 1999 年 12 月 新エンゼルプラン 2003 年 7 月 次世代育成支

援対策推進法 2003 年 12 月 子ども・子育て応援プラン 2006 年 6 月 新しい少子化対策につ

いて

2005 年合計特殊出生率は 1.26 と、過去最低を記録。こうした予想以上の少子化の進行に対処
し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図るため、 2006 年 6 月、「新しい少子化対策に
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ついて」が決定

2006 年 10 月
政府負担の出産育児一時金は、 5 万アップの 35 万円
2007 年 12 月 子どもと家族を応援する日本戦略

少子化社会対策会議において「子どもと家族を応援する日本」重点戦略がまとめられました。

就労と出産・子育ての二者択一構造を解決するためには、「働き方の見直しによる仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な次

世代育成支援の枠組みの構築」に同時並行的に取り組んでいくことが必要不可欠であるとされ

ました。

2009 年 1 月 出産一時金 38 万円 2009 年 10 月 出産一時金 42 万円
2016 年 4 月 子ども・子育て支援法の改正

2016 年 6 月 ニッポン一億総活躍プランの策定

「希望出生率 1.8」の実現に向けて、若者の雇用安定・待遇改善、多様な保育サービスの充実、
働き方改革の推進、希望する教育を受けることを阻む制約の克服等の対応策を掲げ、 2016 年

度から 2025（平成 37）年度の 10 年間のロードマップを計画


