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見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
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駆け抜ける人たち・第 17 回

外国人妊産婦を
母子保健サービスにつなぐ

―自治体・病院と連携し、必要な支援を届けるコーディネート―

― 外国人妊産婦への支援はどのような経緯で始まったので
すか？

1983年から続けてきた海外での保健医療支援に加えて、1991

認定NPO法人シェア＝国際保健協力市民の会

山 本 裕 子さん

年から国内で在日外国人を対象とした事業を開始しました。東
京都と連携した外国人結核患者への医療通訳派遣、エイズに
関する啓発活動などを行ってきて、2015年頃からは外国人妊産
婦の支援に注力しています。
主な活動地域は杉並区とその周辺区です。2013年、杉並区にネ
パール人学校ができたことをきっかけに、ネパール人の方が増加
し、妊娠・出産をする人が増えました。その影響で、区の保健セ
ンターや地域の病院から、言語・文化の違いによる対応につい
て相談が寄せられるようになったんです。
―日本で暮らす外国人妊産婦は、どのような課題を抱えて
いるのですか？

自治体の母子保健サービス※1の情報を得られず母親学級 ※2
に参加する機会を逃してしまうことや、乳幼児健診や予防接種

体スタッフとネパール人の妊産婦宅を訪問し、母子保健サービス

が受けられないなどの課題があります。例えば健診のお知らせ

情報や手続方法を伝えるほか、個別支援が必要なケースは区

が手紙で届いたのに、文字が読めず捨ててしまったケースも。

の保健センターに橋渡しをします。当団体とつながりのあるネ

また、この地域で妊娠するネパール人女性の多くは、先に日本

パール人学校の校長先生から声をかけてもらい、その学校の先

で働いてきた夫と違い来日期間が短く日本語が話せません。夫

生を中心に、これまで延べ5人が活動しています。訪問すること

が妻の代わりに妊娠・出産に伴う届け出や手続きをするため、

により、乳幼児健診や予防接種などの受診率が改善したという

意思決定や妻へ提供される情報が夫の理解や価値観に左右

成果も得られています。

されてしまう実情があるんです。外国人だからという理由で、本

―自治体とはどのように連携していますか？

来受けられるはずのサービスが受けられないということは、あっ

区の保健センターの保健師さんにネパール人妊産婦向けセミ

てはならないですよね。

ナーを見にきていただいたり、当団体が通訳の協力をしたりして、

―そうした格差を減らすために、どんな取組を？

細く長く関係を築いてきました。こうした実績のもと、2020年4月か

杉並区とその周辺地域でネパール人の母子保健ボランティア

ら２年間、杉並区の
「協働事業提案制度」を活用し、ネパール人

「Female Health Promoter」を育成してきました。研修後、当団

向けの母親学級にチャレンジしました。保健師による外国人
（主
にネパール人）の妊婦面接の通訳・同行を支援し、その後の家
庭訪問で母親学級への参加を後押ししました。

民間助成金を活用し、母
子 健 康 手 帳に挟み込む
「母と子のチェックリスト」
（英語版・ネパール語版）
を作成。妊産婦を訪問す
る際は、
これを用いて母子
保健サービスを説明する。

―これまでの支援から、さらに一歩踏み込んだ内容ですね

そうですね。通訳だけでなく、文化や習慣の違いにも配慮した母
親学級を実施できたことで、私たちの強みが活かせたと思います。
これまで日本人向け母親学級のカリキュラムはありましたが、ネ
パールは言葉を耳で聞く文化だから資料や文章で説明するより
実演した方がいいなど、当団体から提案しました。
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認定N PO法人シェア
＝国際保健協力市民の会
健康で平和な世界を全ての人とのわかちあうこと
（シェア）を目的として、
「いのちを守る人を育てる」
保健医療支援活動を行う団体。厳しい境遇にある
住民が、自ら健康改善に取組むことを支援する。
主な事業として、途上国（カンボジア、東ティモー
ルなど）で子どもの栄養改善などを行う地域保健
活動、国内外の災害時における医療支援活動、在
日外国人の健康支援活動などがある。

https://share.or.jp/
P r o f i l e

山本 裕子
（やまもと・ゆうこ）
在日外国人支援事業担当。保健師、看護師。病院でHIVなどの感染症を中
心とする医療・看護を経験。訪問看護ステーションや保健センター、青年海外
協力隊での活動などを経て2010年より現職。

コラム

事業のブラッシュアップに活かす
「ヒアリング調査」
ただ、事業開始後すぐに新型コロナウイルス感染症が拡大し、

シェア＝国際保健協力市民の会では、
2021年4月から
「母
子保健通訳相談窓口」
を開設。
東京都内の複数の自治体

妊産婦はリスクが高いため訪問できる回数が限られてしまいま

を主な対象に、
外国人妊産婦を支援する保健医療関係者

した。そこで、ネパール人妊産婦の利用の多い病院と連携し、

への通訳派遣などを行う事業で、
赤い羽根福祉基金の助

母親学級を周知してもらったんです。地域のネットワーク構築に
もなりましたし、病院経由も含めて延べ22人の方に参加いただ
きました。
―協働事業を振り返って、どのように感じますか？

成を受けて実施している。
この事業を行うにあたり、
当団体はヒアリング調査を実施。
保健師、
助産師など約20名に支援ニーズを聞いた。
「これま
での経験から大体の想像はつくが、
地域やターゲットが変
われば課題も変わる。
ヒアリング調査を通じて、
保健医療

外国人妊産婦と接する際、情報がうまく伝わらずもどかしさを感

従事者と当団体が同じ問題意識を持って事業を進めていく

じている保健師は少なくありません。その背景には、言語の壁だ

ことが大切」
と山本さん。
対象地域や対象者の課題に対し

けでなく
「必要としている支援は何か」
を理解しにくい面もあると考
えています。その意味で、今回の協働事業は異文化やニーズを
知っていただける機会になりました。
「日本で妊娠中に食べて良
いとされているものが、ネパールでは良くないとされている。食べ
てしまったが大丈夫か」など、妊産婦との会話から得られた視点
もたくさんありました。
私たちは、異文化をポジティブに捉えてもらえるきっかけを作り、
保健師が安心して外国人妊産婦を支援できる環境をつくる“コー
ディネート役” でありたいと思っています。その先に、外国人を含
む全ての住民の健康が守られる地域を実現していきたいです。
※1…母子健康手帳の交付や乳幼児健診、育児相談など、妊娠期から子育
て期までをサポートする自治体サービス
※2…妊婦の方向けに妊娠・出産の基礎知識や地域情報を提供する場

て仮説を立て、
ヒアリング調査でそれを検証し、
事業を組み
立てるーー。
このステップを踏むことで
「求められている事業・
サービスなのか」
「今の広報手段は適しているのか」
などを、
対象地域や対象者の視点で見直すことができる。
ヒアリン
グ調査で得た定性的なデータは、
まさに当事者の“生の声”。
協働事業提案や助成金申請などの場面で、
事業の必要性
を裏づける根拠としてもぜひ活用したいところだ。
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ワンワールド・ワンピープル協会
藤倉 隆彦さん
（左）
／姫田 憲尚さん
（右）

スリランカへの支援を通して、
一人ひとりがスキルや経験
を活かし、
全ての人にとってうまくいく世の中をめざす団体。
現地では、
教育支援や農村の自立支援、
国際交流を促

今 日 ︑ど う ？

人々の自立と笑顔で広がる
スリランカ支援の輪

子どもの凸凹を受け入れ
親子が安心して過ごせる居場所づくり

凸凹カフェ
五郎丸 崇江さん

グレーゾーン・発達障がいなどの凸凹がある子どもを持
つ親は、
様々な症状や困り事にマッチする療育制度や
事例が少なく抱え込んでしまうことがある。
そうした親
た。
癇癪やコミュニケーションが苦手といった子どもの

子、
社会人、
定年後の人など、
様々な人々が集まり活動を
楽しむ。
「日々の集まりでは、
自分たちの経験で社会に何
ができるかを話します。
課題解決にとどまらず、
それぞれが
できることを活かせる場として支援の輪を広げてきました」
と藤倉さんと姫田さんは口を揃える。学生による現地学
生ツアーの立ち上げ、専門性を活かしたワークショップの
実施、子どもたちによるイベント運営の手伝いなど、参加
者の自発的な発想と行動で活動を盛り上げる。

月１回ワンワンCAFE参加者募集！

（対面・オンライン開催）

協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

の不安解消や情報交換の場として当該団体は生まれ
ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

すホームステイ、
国内ではチャリティレストランや国際イベ
ント出展など幅広く活動する。
ボランティアには、
学生、
親

行動に対し、
同じ経験を持つ親が共感しながらアドバイ
スしたり、
子どもの将来的な自立を見据えた養育を考え
たり、
凸凹を受け入れながら前向きに育てるための活動
を行う。
「参加者からは、
1人で悩まなくて良いのだと救わ
れた、
という声を多数もらいます」
と五郎丸さん。
子ども
向けワークショップなども開催。
今後は、
凸凹が要因で
働けない、
不登校になってしまうといった二次的問題の
予防に向けた団体連携もめざしていく。

広報協力していただける場・団体募集！
月１回勝どきデイルームで開催している活動の宣伝・
チラシ 配 架 先を募 集しています 。メールまたは
Facebookメッセンジャーでご連絡ください。
Facebook：https://www.facebook.com/db.cosodate
お問合せ：dekoboko.cafe1@gmail.com

最近の出来事や経験、
現地の子どもたちのためにでき
る事などを話し合い交流します。
詳細は団体HPまで。
団体HP：http://www.owop.gr.jp
お問合せ：info@owop.gr.jp

Vol.17

協ステ
大 解 剖！

協働ステーション中央（協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。

社会課題解決力UP！
団体の好循環を生み出すサポート
協働ステーション中央は、中央区における社会課題解決と新たな価値
創出のすそ野を拡げることを目的に、社会貢献活動団体が行う事業の
サポートや団体間の連携・協働等をコーディネートしています。
団体の社会課題解決力を高めるには、組織運営力を高め、成果を生
み出すことができる＜区民活動団体のグッドサイクル
（好循環）
＞を生み
出すことが大切と考えています。
「集客できない」
「認知度が低い」
などの個別の悩みでも、グッドサイク
ルを意識した包括的な伴走支援が可能です。ぜひご利用ください。

相談は、電話〈03-3666-4761〉か
メール〈info@kyodo-station.jp〉で受付中

課題解決力・価値創造力が
高まる
③マッチング・コーディネートで
更なる組織運営力強化をサポート
・他団体や企業との連携/協働の相談
・社会貢献事業補助金の申請支援
・協働事業提案制度の申請及び伴走支援

支援リソースが
集まる

①組織運営力強化をサポート
・事業/運営相談

・講座/イベントの実施（人材育成）
・会議室等などの設備貸出（場の提供）

組織運営力が
高まる

区民活動団体の
グッドサイクル

活動の成果が
高まる

社会的に
認知される

②認知度向上をサポート
協ステの情報発信媒体による発信
（協働マガジンやSNS、チラシ配架等）

（対応時間：10:00〜19:00 休館日：月曜日、年末年始、施設点検日）
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