
子育てと社会がふらっとつながるスペース
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多胎家庭支援概要



1. 「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」より支援をいただきました
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特定非営利活動DAKKO
「多胎児家庭と社会をつなぐ包括支援事業」



2.急増する多胎家庭
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急増する多胎家庭

多胎家庭とは、同時に2人以上の妊娠と出産、育児を担う家庭です。約1％の母親が直

面しています。現在不妊治療などの普及により、多胎児家庭は倍増し、さらに母親が高

齢になるにつれ、多胎家庭児を育てる率が高くなっており、多胎家庭に注目した子育て支

援が必要となる。



2.多胎家庭の現状
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負担が大きすぎる現状

1日に授乳18回、オムツ替えは28回、双子の交互泣き……多胎家庭は、壮絶な育児を行

わざるを得ない状況にあります。特に妊娠期から育児期にかけて、「外出が難しい」「睡眠

不足に陥る」など、とどまることのない多胎家庭特有の課題が存在しています。低体重での

出産、子ども同士の発達の違い、経済的な負担の大きさ…。多胎育児特有の困難さは少な

くありません。

対象：双子以上の多胎家庭保護者 1591回答

WEB調査期間：2019年9月23日～10月8日～20日

「多胎育児のサポートを考える会」より引用



2.支援が必要な背景
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子育て支援が届きにくい多胎家庭

そもそも外出が難しいため、行政等の窓口に相談に行ったり、保育園や子育て支援など

の施設型一時預かりサービスなどを利用することができない。そのため一般的な子育て世

代向けの行政サービスが多胎家庭には届けることができない。

さらに、多胎家庭の行政支援には、自治体間で差があり、約25％の自治体に至っては

特化支援がないという現状があり、多胎家庭への支援が急務となっています。

対象：双子以上の多胎家庭保護者 1591回答 WEB調査期間：2019年9月23日～10月8日～20日

「多胎育児のサポートを考える会」より引用



2.支援が必要な背景
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虐待にもつながりかねない現状

多胎家庭の壮絶な育児は、最悪の場合、虐待死に至ります。多胎家庭の虐待件数は一

般家庭の約2.5倍～4倍であり、その過酷さを物語っています。実際のアンケートでも、ネガ

ティブな感情を持った多胎家庭は全体の9割以上であり、回答内容には、「ノイローゼになる

」「虐待する気持ちがわかってしまう」など、孤立しがちな多胎育児なら、だれもが虐待の当

事者になってしまう可能性がある極めて危険であり、早急な支援が必要です。

孤立しがちな多胎育児
虐待死の件数は、
単胎家庭の2.5～4倍

Twin Research and Human Genetics誌, 16巻3号, 743-750, 2013 対象：双子以上の多胎家庭保護者 1591回答 WEB調査期間：2019年9月23日～10月8日～20日

「多胎育児のサポートを考える会」より引用



3.課題解決のための対策
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目標 多胎家庭への支援

施設型支援

・同じ境遇をもった
多胎家庭と繋がる。

・悩みや育児方法を共有
し、ストレス解消

・一時預かりによりお母さ
んの休息を確保

個別相談体制訪問型支援

プレパパママ教室
多胎児親子教室

・外出が難しい多胎家庭
に子育て支援を届ける

・専門の相談員と悩みや
育児方法を相談できる

・一時預かりによりお母さ
んの休息を確保

病院訪問
ピアサポート支援

・外出が難しい多胎家庭
に子育て支援を届ける

・専門の相談員と悩みや
育児方法を相談できる

オンラインによる
個別相談窓口
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育児ストレスを減らす！

～子育てを一人にしない～

子育てを完ぺきにできる人はいません。

子育てがしんどく感じた時に、一人で抱え込まず、

誰かに頼れる・誰かと思いを共有できるような

コミュニティをつくります！

中・長期目標

社会とつながり、孤独感を

感じる子育て世代を減らす

アクション

・プレパパママ教室
毎週火曜日 10時～1３時
・多胎児親子教室
毎週木・金曜日 10時～1３時

関係する主なSDGs

4.プレパパママ・多胎児親子教室

子育て

広場

子育て世代 子育て世代
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4.プレパパママ・多胎児親子教室

目標 脱孤育て！子育てと社会をつなげる

多胎児家庭を対象に多胎児妊娠・出産に関する講座・ワークショップや多胎児
育児経験者との交流会を開催します。当日は、キッズヨガやお茶会などの多胎児
妊婦さん向けの企画を実施いたします。

1.多胎家庭向けの子育て広場の運営

課題
親御さんの負担・ストレス
の軽減

孤育てからの脱却

対象

・多胎児を出産予定の
妊婦さん
・出産期の子育て世代
・多胎児出産を経験した
多胎家庭

アクション

・プレパパママ教室
毎週火曜日 10時～1３時

・多胎児親子教室
毎週木・金曜日
10時～1３時

・多胎児一時預かり
毎週火・木・金曜日
10時～1３時

募集中

・プレパパママ・多胎家庭向け
のセミナーや企画を実施いた
だける方
（時給1300円）
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外出困難の親に支援を！
～在宅でも支援が受けられる～

多くの多胎家庭は、子どもの世話をするために、外

出することが困難です。

居場所に行けない親御様向けにも多胎家庭支援を

届けるために、訪問型支援を拡充します。

中・長期目標

外出が難しい多胎家庭向けに
子育て支援を届ける

アクション

・病院サポート
・健診サポート
・ピアサポート支援

関係する主なSDGs

5.病院・健診・ピアサポート支援

訪問

サポート

子育て世代 相談員



5.病院・健診・ピアサポート支援

目標 在宅でも支援を届ける

多胎児家庭を対象として病院に定期的にサポーターを派遣し、相談活動をし
ます。単胎との違いに戸惑いながら不安で過ごす妊娠期、リスクが高い出産、
ほとんど寝ていない中での同時泣き・交互泣きなど、多胎家庭特有の課題な
どの相談に対応できるようにする。

1.病院サポート

課題
外出困難な多胎家庭が、
支援を受けられない

対象

・多胎児を出産予定の
妊婦さん

アクション

・一か月に一度
（依頼を受けて日程決定）

募集中

・病院訪問にサポーターとして
訪問していただける方
（助産師や社会福祉士の免
許保有者）
（日給5000円）



5.病院・健診・ピアサポート支援

区町村の新生児訪問に保健師と同行としてサポーターを派遣したり4ヶ月児
健診や10ヶ月児健診にサポーターを派遣して介助や相談活動にあたるもの。

単胎との違いに戸惑いながら不安で過ごす妊娠期、リスクが高い出産、ほとん
ど寝ていない中での同時泣き・交互泣きなど、多胎家庭特有の課題などに対
応できるようにする。

2.多胎児健診サポート

対象 アクション 募集中

・多胎児出産した
多胎家庭

・一か月に一度
（依頼を受けて日程決定）

・保健師と同行としてサポー
ターとして、介助や相談活動
を行える方

（助産師や社会福祉士の免
許保有者）
（日給5000円）

目標 在宅でも支援を届ける
課題
外出困難な多胎家庭が、
支援を受けられない



5.病院・健診・ピアサポート支援

多胎児家庭にサポーターを派遣し相談活動をするもの。単胎との違いに戸
惑いながら不安で過ごす妊娠期、リスクが高い出産、ほとんど寝ていない中で
の同時泣き・交互泣きなど、多胎家庭特有の課題に対する相談から、在宅で
一時預かりを受けたいという要望にもこたえられるようにする。

3.家庭訪問(ピアサポート)

対象 アクション 募集中

・多胎児出産した
多胎家庭
・在宅でも一時預かりサ
ービスを受けたい多胎
家庭

・一か月に一度
（依頼を受けて日程決定）

・家庭訪問にサポーターとして
訪問していただける方
（助産師や社会福祉士の免
許保有者）
（日給5000円）

目標 在宅でも支援を届ける
課題
外出困難な多胎家庭が、
支援を受けられない
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Withコロナの新しい支援

～オンラインを通した個別相談～

コロナ禍の時代に、対面による支援は遠慮したい

けど支援は受けたい・・・。そんな多胎家庭に向けて、

オンラインによる相談支援を行います。テレビ会議や

電話で相談できる体制を整え、新しい生活様式に対応

した支援を実現します。

中・長期目標

外出が難しい多胎家庭向けに
子育て支援を届ける

アクション

・オンライン個別相談

関係する主なSDGs

5.オンライン相談支援

オンライン

相談

子育て世代 相談員



5.若者の自己効力感向上

目標 Withコロナの新しい支援

在宅でも、テレビ会議や電話を用いて個別に、多胎育児に関する相談が受
けられるようにする。単胎との違いに戸惑いながら不安で過ごす妊娠期、リス
クが高い出産、ほとんど寝ていない中での同時泣き・交互泣きなど、多胎家庭
特有の課題から、望まない出産、避妊、中絶などの妊娠SOSに関する相談まで
対応できるようにする。

1.オンライン相談支援

課題
感染予防を徹底した支援

対象 アクション 募集中

・多胎児出産した
多胎家庭

・依頼を受けて日程決定

・家庭訪問にサポーターとして
訪問していただける方
（助産師や社会福祉士の免
許保有者）
（時給1300円）



5.実施スケジュール

①準備期間

②子育て広場開放
(週1回プレ
イベントを開催)

・子育て広場でプレパパママ・
多胎家庭向けのセミナー・レク
リエーションを企画してくださる
助産師・社会福祉士を募集
（約8名）

・病院・健診・ピアサポート・オ
ンライン個別相談
（約3名）

・支援を必要とする多胎家庭
へ周知活動

・横浜市都筑区北山田に
て、週1回プレイベントを
開催（無料）

プレパパママ受けセミ
ナーやマタニティヨガ、料
理教室など、多胎家庭向
けのアクティビティを開催

・週1回行っていたイベン
トを週2回開催にする。
・無料から有料にする
（1回平均500円）
・週1回、イベントは行わ

ないが、多胎家庭同士
が気軽に話し合えるお
茶会を開催する。

・病院・健診・ピアサポート開催
・オンライン個別相談開始

2020年
12月

2021年
3月

③子育て広場開放
(週2回、セミナー・レクリエーション、週1回お茶会を開催）

2021年
4月

2021年
6月

④病院・健診・ピアサポート開催
オンライン個別相談開始

内

容

①準備期間
（訪問・オンライン相談事業）


