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平成２６年度第３回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２６年１１月２８日（金） 13時 30分～15時 30分 

【場所】保健センター 大会議室（2階） 

【出席者】 

・出 席（11名）志水哲也、三輪茂美、小林佐知子、中澤和美、梶田光俊、高木真澄、 

川村美智代、長江美津子、伊藤清美、広中典子、平岡麗子（須崎弘子委員 

の代理出席）（敬称略） 

・欠 席（４名） 鈴木澄、船橋嘉成、宮内真由美、古井恵子（敬称略） 

・事務局（８名） 山田祥之健康福祉部次長 江崎みゆき保健センター所長、 

野口弘美保健センター所長補佐、岡本弥生係長、 

三枝尚子主査、長谷川えい子保健師、松本萌保健師、社本弘子保健師 

・傍聴者（０名） 

【次第】 

 １ 開会 

会長あいさつ 

 ２ 議題 

（１）生と性のカリキュラムの推進 

   「高校生を対象とした生と性のカリキュラムの推進を考える」 

 ３ 報告 

（１）家庭における育児力を高めるために必要な支援について 

   「平成 25年度乳幼児健診未受診児の支援について」 

 

【議題】 

（委員） 

   議題に入ります。議題（１）生と性のカリキュラムの推進「高校生を対象とした生と

性のカリキュラムの推進を考える」について事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料１をご覧ください。資料の左半分は小牧市生と性のカリキュラムにおける性の概

念図です。前回の会議でも確認させていただきましたが、議題の検討にあたりもう一度

簡単に確認させていただきます。 

   小牧市では「性」という文字の「りっしんべん」を「心」ととらえ、「人間らしくいき

いきと、共に生きる」、そして「豊かな人生を築くために、よりよい人間関係を育む」こ

とを目的とし、一方、つくりの「生」という文字を「健やかな体と尊いいのちを大切に

する」そして、「自分の体に関心を持ち、いのちの成り立ちや尊さを知る」ことを目的と

しています。そしてカリキュラムに関しては、「生」と「性」のそれぞれの側面から小牧
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の子どもたちが心豊かにいきいきと生きる力を育むことを目指して作成されています。 

  そのカリキュラムが資料１－２になります。 

   また、目指す子どもの姿として、資料１－１の左下半分に具体的に４つあげており 

ます。ご確認ください。 

 前回の会議では、たくさんのご意見を頂きましたが、現在の高校生の姿として、昔と 

比べて、情報量は多い現状があると思われるが、人と人とのコミュニケーションの中で

生まれる、また実際の経験からえられるものが少ない現状がある。そのような現状を大

きく変えることは難しいが、自分の事としてとらえ、考えられるような知識を何らかの

カタチで伝えることはできないか。という方向性が導かれました。 

特に高校生においては、学校における生と性のカリキュラムの集大成として、目指す子

どもの姿の（３）の豊かな体験や学習から得た知識を自分のこととして活用できる子、

（４）の自己判断・自己決定できる力をもつ子という姿を目指すということが確認でき

たのではないかと思います。 

   高校で実際にどのように展開できるかどうかは、各高校と話し合っていく必要がある 

と考えますが、本日の検討して頂きたい事項は、高校生に「生」と「性」の両側面から

具体的に何を伝えていくとよいか、ということと、それらの知識を自分自身のこととし

て結び付けていくための方法についての２点になります。各委員のみなさまの立場から

まずは、自由に意見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 参考資料として「あなたに伝えたいたいせつなこと」というパンフレットがあります。 

愛知県からの提供されたものですが、県に少し動きがあるようですのでまずご報告いた 

だきご検討いただきたいと思います。 

（委員） 

愛知県では今年度「安心・安全な妊娠出産サポート事業」というモデル事業を開始し、 

今準備をしています。女性の社会進出に伴い晩婚化、晩産化が進み不妊治療を受ける方 

や高齢出産される方が増えています。平成 25年度県が実施した調査では、「妊娠出産に

関する意識調査」の結果から生殖機能の仕組みに関する正しい知識が不足していること

がわかり、卵子の老化について教育現場でもっと教えてほしいという意見や、自分の身

体についてもっと早くから知っていたら妊娠・出産について早い段階から真剣に考えて

いたというような意見も出され、若い世代の男女が生殖機能の仕組みについて正しく学

び、自らのライフプランニングを考えることができる目的で事業を進めているところで

す。 

 事業内容として対象は当初企業の若い方たちや大学が主だったが 高等学校も含めた

対象とし、県でこのパンフレットを作られた先生を中心に検討会でＤＶＤを作成し、この

ＤＶＤを使って健康教育をしようということです。内容は生殖機能の年齢による変化や不

妊治療の現状、妊娠出産に影響を及ぼす生活習慣ということで、ＤＶＤプラス保健師によ

る講話というような内容で、今年度はモデル事業として、５保健所で実施しますが、来年

度は全保健所で行うという方向でいます。 

それから今年度行ったもの（試作）を元にしてＤＶＤを作り直し、来年度に向けて全保
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健所で実施していくものです。企業や教育現場と連携して健康教育を実施していくことが

目的です。実施する５保健所に春日井保健所も含まれており、1月頃に地元の大学の学生

さんを対象に実施する予定でいます。ＤＶＤは女子大生役にＳＫＥの方が出られるそうで

す、内容はまだわからないです。始める前にもちろんモデル事業を行う保健所の人に事前

研修はあるようですが、まだ開かれていないので内容がどんなものになるかはわからない

ですがそんな予定でいます。 

（委員） 

 ありがとうございました。晩婚化と高齢出産が増えてきていることで、県も危機意識

を持っている印象をうけます。その先生もよくそのことについて、新聞などに出ておら

れたことがあったという話を聞いています。このことについて、何かご質問はあります

か。 

（委員） 

   ＤＶＤを作って今回はモデル事業として行うが、修正して３月に市町村の保健師、養

護教諭、企業の保健師を対象にした普及研修を行うと聞いています。 

（委員） 

   実際にＤＶＤはまだできてないですか。 

（委員） 

   もうできていると思います。11月頃にできると聞いていますので。保健所も１月に入 

ってからそれぞれ行う予定でいるので。事前研修も 12月に行われますので、もうＤＶＤ

は出来ているとは思います。対象も最初は企業、大学生以上が対象という話で進んでい

たようですが、高校生まで対象年齢を下げたみたいです。 

（委員） 

このリーフレットはどういったところで置かれるのでしょうか。 

（委員） 

  これは私もわからないですけど。 

（事務局） 

  県の児童家庭課の方から、このパンフレットを作る予定でいるが使用する機会があれ

ば何枚必要かと調査がありました。これはまだ誤字もあったりして案の段階ですが、小

牧市の母子保健推進協議会で検討してきた経緯もあるので、高校の性教育で活用できた

らと思い 2,000枚ほしいとお願いしてあります。でもどうやって使うかはまだ不明な状

況で、この会議でもう少し固めてと行きたい、と思っていた矢先に、県の方からこのよ

うな動きがあることを聞いたので、そこを含めて小牧のカリキュラムの階段を登るもの

として狙いを定めていけたら、と思っているのですが。とりあえずこのパンフレットを

頂く予定ではおります。何かご意見ありますか。 

（委員） 

いいなと思いまして。 

(事務局) 

  どこで配布するかを考えていく必要があります。例えば成人式とか高校とかあります  
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 が、現在、成人式などでは、他にも配り物が多くて、ゴミになってしまっては意味がな 

いのでどういった場面で配布するとよいか今後検討していく必要があります。  

(委員) 

   ありがとうございました。何かご質問はございますか。まだ内容は少し変わるかもし

れませんね。議題１について事務局から説明をいただきましたが、高校生に対して具体

的に何を伝えていくかと言うことと、知識を自分のこととして結び付けるにはどのよう

に伝えていくか、御意見をお願いしたいと思います。 

高校生に対してのカリキュラムづくりということで、とても大事なところだと思います。 

（委員） 

中学校３年生のときに、保健センターの方に来ていただいて自分を大切にすることと同

時に妊娠適齢期のことも含めてお話いただくが、年に一回のことなのでその後受験等で高

校生になっていくので、この話が残っている子は残るが、殆どの子は頭の隅に入っていな

いことが多いため、繰り返し高校でもやっていってもらえると、徐々に自分のものになっ

ていくのではないかと思っています。小学校、中学校と９年間やってきているが、去年学

んだことを全然覚えていないのが現状で、高校でも引き続いてやっていただけると更に深

まっていけるのかと思います。 

コミュニケーションの方は、親を見ていてもコミュニケーションが取れない親が増えて

いるので、十何年間その環境で育ってきた子どもを変えてくというのは、今、中学校に

いてとても難しいと感じているところで、皆さんに御意見を聞いてヒントがいただけれ

ばと思います。 

（委員） 

親とのコミュニケーションがということですか。 

（委員） 

親と子どももそうですし、親と教師が話をしていてもうまくコミュニケーションが取

れないという親が増えてきているので、なかなか子どもだけに指導しても家庭の問題も

多くて、親も変えるまでにはエネルギー不足かなという感じで困っています。 

（委員） 

 ありがとうございました。メディアとの関係でいろんな言葉のこともありますし、う

まく喋れない人もたくさん出てきています。やっぱり繰り返しやっていくことが大事と

いうことですね。 

ほかにどなたかご意見ないですか。 

（委員） 

自己肯定感については今の大人も不足しているとか、自分自身を肯定的に見ることがで

きないことから色々な問題が発生してきていると思います。「自己肯定感を持ちなさい

よ」と言われてすぐ持てるものでもないですし、そういった経験の積み重ねの中で自分

の中に沸きあがってくるものだという風に思うので、機会のある毎に継続的に自己肯定

感が持てるような活動、いかに他者を認めていくかということにつながっていくと思う

ので、そんな指導を継続していただけるとあり難い。その後に自他を認めるという他者



5 

 

をいかに受容的に受け入れて対応していくかがコミュニケーションの能力につながって

いると思うので、大前提は自己肯定感。自分が認められないのに、他者を認めることは

できないと思います。ここは大事にしていって小学校、中学校でも市として継続して行

い、高校でも継続して指導していけたらと思います。 

（委員） 

   ありがとうございました。今の意見に何か御質問はありませんか。 

（委員） 

   この資料で何を伝えていくかということで、先ほどもお話がありましたが妊娠適齢期

のことですが、昨年度葉酸について話を聞く機会がありまして、妊娠したい・するとい

う時点で葉酸を取る必要があるということを聞いて、私も自分の子どもを出産するとき

に勉強したことがありました。実際その場になって困らないと知らないという感情を持

ったので、葉酸などを含めた適齢期など伝えていく必要があると思います。将来自分が

どういう姿でありたいか、どう生きたいかなど将来を見据えた形で、だから今、大事に

準備していこうという働きかけができたらなと思います。なかなか手立てや自己肯定感

をどう言って伝えるかなど今なかなか思い浮かばないですが、将来の夢を描いて今の自

分にもっていってもらえるといいかと思います。 

（委員） 

ありがとうござました。妊娠適齢期には葉酸を取ることが必要だということがでまし

たが。「妊娠適齢期」は、実際にはいくつくらいのことを言うのでしょうか。 

（委員） 

20代半ばから 30歳くらいまでだと思います。その年齢が実際妊娠、出産のリスクも少

ないので、あまり早すぎてもいけないですし、遅すぎてもいけないです。葉酸もそうで

すが、非常に食生活がきちんと取れていないと感じます。コンビ二弁当だったり、冷凍

食品だったりファストフードだったり妊婦さんでもそういう食事を取られている人も多

いので、食生活は小中学生、高校生に気をつけなさいよと言っても親が作るものなので、

どうしていくといいのかと日頃から感じています。 

   妊娠中は指導ができるが、それ以前に食生活がそうなっているのでどのように変えて

いけるのかなと思います。 

（事務局） 

   今日は母子保健推進協議会で親子のことを中心に問題を解決するため検討する会議で

すが、一方健康づくりに関する会議もございます。「健康日本２１こまき計画」という推

進会議ですが、計画を５つの分野に分けまして、その中に食生活部会があります。そこ

で色々市民にどのように食生活を考えてもらい実践していってもらおうと５人の部会員

の先生方に検討していただいてこういう会議に出して実践していくというものですが、

やはり大人になってから変えるというよりは、子どもの時からの環境がとても大事とい

うことで、最初に取り組んだのが朝食だけでも簡単なものを自分が電子レンジで作れる

ような子、親に頼らなくても自分でも少し調理ができる子になるようになってほしいと

いう意見が出て、パンフレットを作って学校で配っていただいたりして進めております。
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また将来を見据えて「何になりたいの？」という切り口で「健康づくりは大切」という

チラシも作り、各学校で身体計測などの配布しやすい時期に配布していただくよう教育

現場と連携してやっていますが、これだけではまだまだ足らないのかと感じます。本当

にこの会議をやっていて思うのは、小さい時から自己肯定感を持ちながら、自分の体を

大事にし、それが食生活、運動につながって健康になっていくというのが理想です。や

はり大人になってからの取り組みは難しいので、若いうちから働きかけができればと思

い、保健活動を行っているのが現状です。 

（委員） 

貴重な御意見いただきましたが、他に御意見ございますか。 

妊娠適齢期と結婚適齢期は一緒なのでしょうか。 

（事務局） 

結婚適齢期はその方が結婚したいときが適齢期と思いますが、妊娠適齢期は確実に体

のことですので、きちんと伝えて行ったほうがいいと感じます。 

（委員） 

梶田委員から自己肯定感の話がありましたが、最近の性の問題で新婚さんの番組を見

ていると、体の関係から入って心の関係から入るケースはまずない。会ったその日から

体の関係を結ぶという夫婦が多いようです。昔から危惧に思っているのですが、結婚し

ていい家庭ができてというのはやはり心の関係から入っていかないと最初から体の関係

から入っていくのはよろしくないのではないかと思う。そういう家庭は離婚も非常に多

い。調査はしていませんが、何となく接している方を見ているとそう感じます。若年で

離婚も多いですし、簡単にすぐ離婚してしまう。やはり自己肯定感を含めたところの相

手を大切にするということを繰り返し伝えていくことが大事だと常々感じますがいかが

でしょうか。高校生たちにこのようなことを伝えたらいい、自己判断、自己決定できる

ことは非常に大事だと思いますが、少し委員の方から御意見伺えたらと思います。 

（委員） 

日頃から児童虐待やＤＶ関係の対応が多いのですが、思うのはお子さん、親御さんに

もともと問題があって、その家庭に生まれ育ち、簡単に関係を持って子どもをつくって、

結婚してもすぐ別れたり、結婚もしないまま子どもを出産するケースが多く、日頃気に

なっています。大きくなってからの取り組みでは難しく、小さい時からの取り組みが大

切で学校等で常に繰り返しやっていくしかないのかなと思います。そういったお子さん

は地域社会での活動が難しいかも知れませんが、できるお子さんであれば、自己肯定感

を高めるためにも、青少年育成として地域での活動に参加できるよう周知して行ければ

と思っています。 

（委員） 

虐待、ＤＶの話もありましたが、今の御意見に対して何かありますでしょうか。 

（委員） 

高校生については保育園とかなり年齢が離れているので、ピンとこないところもあり

ますけれども、保育園の園児たちを見ていて登園できなかったり、友達とうまく関われ
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なかったり、家庭生活の基盤である生活リズムの乱れが問題の一番にあるのではないか

と思います。知識とかではなく、決まった時間に起きて、決まった時間に通ってという

基本的なことですが、基本的な生活習慣というのが色々なことにつながってきますので、

保育園児は親が気をつけないといけないが、高校生になると難しくなるので、基本的な

生活リズムが人間関係や社会生活を営む上で大事であることを自覚できるように授業や

話し合いの場を設けることで、そのときにすぐ変わらなくても自分たちが社会人になっ

た時、親になったときに、何かしら思い出されたり、経験したことが生きていくのでは

ないかと感じます。 

（委員） 

ありがとうございました。今の御意見に対して何か御意見ありますでしょうか。 

（委員） 

支援センターに移って６年目になりますが、支援センターでのお母さん方の話を聞い

て一番ビックリしたことは、味噌汁を作ったことのないお母さんが、子どもの離乳食を

作らないといけないいう状況になっているということに大変驚きました。離乳食を作る

上で味噌汁はまず基本だと思って伝えていました。今のお母さんたちの食生活が乱れて

きていると感じます。「とりあえず簡単にできるもの教えて」とお母さん方は簡単にでき

るものを求めてきます。家に味噌汁を作る味噌もないし鍋もない、「では何の調理器具が

あるの？」と聞くと「フライパンはある」など、「簡単だから夫婦２人で食べる味噌汁な

ら片手鍋くらいでいいから買ってごらん」というと「だんな味噌汁嫌いだもん、だから

作らんもん」という会話をしました。中学校等で習う味噌汁を作るという家庭科の授業

があるときに、難しく煮干のダシから作ってみましょうとやってしまうと生徒は「面倒

くさい」と思って閉ざしてしまいます。煮干のダシがどれだけ美味しいか食べたことの

ない子なのかなと思います。本来の味を教えるのも授業だが、和風ダシでもいいから使

って家庭科で簡単にできるものを子どもたちに教材として教えることも大切だと思いま

す。将来ママになったとき、下宿をしたり１人で生活するときに「これだったら簡単だ

からできるよ」ということを教えてあげる機会がなかなかないのかなと思います。 

絵本図書館から色々本を借りてきて支援センターに置いておくと、お母さんたちは「簡

単料理」というものにまず飛びつきます。難しいものになかなか入らないというのを思

ったので、基から変えていこうと思うとまずは簡単にできることから始め、それができ

て「良かった」と経験すると次の難しいものに挑戦できるのかなと思います。色々なも

のを教えていくときに難しいものを入れてしまうと今の人たちは閉ざしてしまうかなと

感じます。 

（委員） 

簡単でいいと取り組まないですし、そのまま知らないで行っちゃうといけないですし。 

（事務局） 

家庭科の料理の内容は文科省で決められているのでしょうか。 

（委員） 

違うと思います。指導要領の中にあるのは調理の領域をやること、その中でどんなも 



8 

 

のをやるのかというのはあるのですが、最低限の内容とプラスアルファです。味噌汁の

作り方は小学校５年生にやるはずだと思います。最初はお茶の入れ方だったか、その次

に味噌汁だったか、作法的な話からだったかと思います。お茶も家で沸かしたことがな

い、ペットボトルのお茶を買ってきてそれを飲んでいる家庭も多いと思います。そうい

う点から考えると一番簡単な、お湯を沸かしてお茶の葉を入れて、お茶を出す、それす

らできない子が多いのではないでしょうか。 

家庭の中で子どもたちが調理をする機会がないのかなと感じたのと、自立するためには

食生活が基本だと思うのですが、お金を出して簡単に買って済ませばいい、エネルギー

補給という感じで食生活を捉えている大人たちが増えてきているのかなと思います。そ

の影響を受けて子どもたちの心も育っていかないのかなと感じます。サバイバルゲーム

ではないですが、ちょっとした工夫で簡単に食事が作れるというような活動ができると

面白いなと今思いました。 

(委員) 

ありがとうござました。続いてご意見お願いします。 

（委員） 

先ほどの離乳食の話で思い出したことがありまして、５、６年前ですが若いママさん

がテレビの料理番組を見ていて、そうめんをゆでているところの番組でした。「ここでビ

ックリ水を入れます」と先生がおっしゃったそうです。おいしそうだったので今夜作ろ

うとコンビニへビックリ水を買いに行かれたという話をききました。 

もっと前には保育白書に「うちの子、青いおしっこしない」ということがありました。 

自己肯定感についても、まず自分を大切にする心が育ってないとこの年頃の子って反抗

期だったり自暴自棄になったりヤケクソになったりしてという時期で、女の子だと望ま

ない妊娠につながってしまうということもあると思います。まず自分を大事にする心を

持つことが大切だと思います。この前も１人、中学生の女の子が相談に来ました。「あな

たも将来お母さんになりたいの」と聞くと「はい」と言います。タバコ吸ったりしてい

るので、妊娠したからタバコを吸うのを止めるのではなく、妊娠する前から吸わないの

がいいんだよと話すと素直に聞くんですね。チラシを作って読みなさいというのでは伝

わらないと思います。また、お母さんの言う事は聞かないと思います。言い返したい時

期なので第３者が１対１で話をすることで素直に聞いてもらえるのかなとその子を通し

て思いました。やはり子どもたちは、話を聞いて欲しいでしょうね。触れたいのでしょ

うね。お母さんたちはお忙しいので「後でね、後でね。」という人生を子どもたちは送っ

てきていると思います。親が聞こうと思ったときには「もういいわ」ということで親子

関係が細くなってしまうので、ヤケになってしまって優しい言葉をかけられるといっち

ゃうのではないかなと思います。自己肯定はいざという時にブレーキになるのかなとお

聞きしていて感じました。 

あとタバコを吸っているような子は「あれはダメ、これはダメ」などの注意事項を今ま 

でもいっぱい受けていると思いますね。妊娠適齢期についても、常に子どもたちはダメ 

ダシばかりいわれているので、「この年になったらいいよ」「今だったらいいよ」など肯 
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定で伝えることがいいと以前にお聞きしたことがあり、発想の転換で伝えられるといい

なと思いました。 

（委員） 

ありがとうございました。続いてご意見おねがいします。 

（委員） 

個別相談で高校生と話していると、小学校、中学校、早い子だと幼稚園の時からい 

じめ体験というか、いじめられてきた人が多く、自己肯定感が低くて「自分は生きてる 

価値がない」と話します。いじめられたのは学校だけでなく、家庭でも親から認められ 

たことがない、誰も認めてくれなかった。高校生くらいになると、友達とうまく行かな 

い点もあるが、救ってくれる友達もできたりするとそれが肥やしになって何となく日々 

生きる糧になる。小学校、中学校と決定的に違うのは、高校生は横の関係になるので、 

友達関係をメイン考えるようになり、親との関係はさかのぼれないですよね。ですがそ 

れは、どうしようもない。この頃は親がほめてもうっとうしがられますし、何を言って 

も聞く耳を持ってくれないので、やっぱり友達だなと思います。 

「いじめはダメ」と言う教育は受けているかも知れませんが、いい友達が必要というこ 

ともアピールできればいいと思いますし、小学生のころに赤ちゃんを抱っこしてみるな 

ど「自分はおかしくない」、「自分は誉められる」と言う自己肯定感が育まれる体験が地 

域でもできるといいなと思います。 

知識で言ってもわかっていることなので、後は体験かなと思います。 

（委員） 

なかなかこどもに触れる機会が少ないと思いますが、乳児院には夏休みになると中学

生が体験に来ますが、一生懸命やっていますね。やはり直接触れることは非常に大事か

なと思います。いい友達はどういう友達かと言うとむずかしいところあると思います。 

（委員） 

子どもは親のいうことを聞かないですが、やはり第３者の意見は非常に影響を及ぼす

のかなと思います。高校生に限らず、最近は妊娠期間中にお名前が変わる方が増えてき

ています。昔であれば結婚して籍を入れてそれからだったのが、今は出来ちゃった結婚

多くなっていて、妊娠中に名前が変わったり、約束していてもいざ生まれたら入籍でき

ないなどそういう方が以前から比べると増えてきています。そういう方を見ていると数

年後また苗字が変わったり、またその親御さんを辿っていくと親が離婚している家庭が

多く、家庭環境も影響しているのかと思います。何十年と育ってきた家庭環境を変える

のは難しいと日々思います。大人も含めて人間らしい生活が出来ない子どもたち（高校

生も含む）が多い、早寝早起きや食生活など健康的な生活から離れた所にいるのかなと

思います。妊娠したら人間らしい生活、基本的な生活をするように伝えますが、今まで

育ってきた環境をみんながみんな変えるのは難しいなと感じます。大人になってから変

えるのは特に難しいなと感じます。 

（委員） 

  ありがとうございます。続いて、ご意見お願いします。 
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（委員） 

モデル事業の話ではないですが、将来を描いていくと、いつ頃子どもを生むかなどを

考えて、今の自分のことも考えるようになるいいと思います。自分を大切にする事も大

事ですし、自分を大切にしないと他者を大切にする思いにもならないので、沢山やるこ

とがあるなと感じます。食生活の問題もそうですが、この「生と性のカリキュラム」の

中だけで完結は出来ないので、小牧の健康づくりの中の食生活はこの頃から育てていく

というような幾つか関連する施策があると思うので、体系を考えないといけないと思い

ながら聞いていました。 

妊娠適齢期に関しても食生活を中心とした健康な体づくりも基本ですし、心の問題も

ありますし、皆さんがおっしゃった大事な取り組みをどこでどう結び付けていくのかを

考えないといけないと感じました。 

 （事務局） 

   前回、前々回と新しく高校の養護教諭の代表として川村委員にも出席いただいて今の

高校生の姿をお聞かせいただきながら高校の性教育も系統立てて授業のなかで伝えてい

ただいている現状もお聞きして、「知識を自分のこととしてどう生かしていくか」という

今日の議題にもありましたが、将来自分はどう生活していくか、どう人生設計するかを

考える場がとても必要だと感じました。カリキュラムがいっぱいの中で高校の現場の中

でそういう時間が取れますか。また現場の中でやろうという動きはありますか。 

 （委員） 

   時間的には厳しいですね。受験もありますし、小中学校のように生と性のカリキュラ

ムのように各クラス 1 時間というのは、とても難しいです。全体で学年集会のように集

団指導であれば可能かも知れませんが時間的には厳しいです。それから進路についても、

それぞれが分離選択を行って具体的に目の前の事として進んでいて、そのことでいっぱ

いですので、その先のところまでは指導は難しいのが現状です。 

 （委員） 

 今日話し合っているのは、そのもっと先の自分がどう生きていくか、自分の将来につ

いてのことになりますが、今の高校生がその時間を持つということは自分のこととして

捉えきれないという年齢なのでしょうか。 

（委員） 

自分の持ち味としてどんな進路がいいかは適性検査など行って考えますが、自分の人

生プランとまではいかないと思います。 

 （事務局） 

親子健康手帳を交付していますが、中学生、高校生が取りに来ます。ほんの一握りの

子ですが人生設計が狂わされていて、中学校へ出向いて保健師が妊娠適齢期、自分を大

事にすることをさせていただいていますが、現場の声を聞くと妊娠適齢期の話をしても

なかなか伝わらないと言う声も耳にします。高校生というともうすぐ結婚という考えが

出てくる年齢かなと私たちの考えから今日の議題を出させていただいているのです。し

かし今の話からすると大学生かと思いますが、大学生では遅いように思います。そのあ
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たりをどのように折り合いをつけるかをすごく考えさせられたのが感想です。 

やはり親の言うことは聞かないと各委員の先生方からお聞きしました。ということは

地域の力、その子がいかに親以外の大人とどう関わりを持つことができるのか、その環

境で生活出来るのかというところをどう作っていくのか。この「生と性のカリキュラム」

は小中学校版の前に親・地域版というのがあり、自己肯定感を持ってもらおうというこ

とで推進しています。 

子どもに対し、親だけでなく地域の人も親子が自己肯定感を持てるように関わりをし

て機会のある毎に保健センターから発信させていただいているのですが、この地域版を

もっともっと推進して、地域の力をどうやって高めていくといいかと感じたところです。

これを形にしていろんな現場と連携して進めていかなければいけないと感じました。ま

た事務局として意見を出して、また御意見をいただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

（委員） 

頂いた意見を事務局でまとめていただき、次につなげたいと思います。それでは、報

告に移ります。 

報告（１）家庭における育児力を高めるために必要な支援について「平成２５年度乳幼

児健診未受診児の支援について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

報告（１）家庭における育児力を高めるために必要な支援について「平成 25年度乳幼

児健診未受診児の支援について」報告させていただきます。 

「資料 2‐1」家庭における育児力を高めるために必要な支援について「平成 25年度乳幼

児健診未受診児の支援について」をご覧ください。 

近年、全国的に乳幼児健診、就学時の所在不明児の把握が重要視され、小牧市において

も、家庭における育児力を高めるための必要な支援のひとつとして、乳幼児健診未受診

児への支援体制を整備し、健診受診率の向上と、その家庭への支援に力を注いできまし

た。支援体制の整備、強化につきましては、この会議においても、委員の皆様からご意

見を頂戴し役立ててまいりました。ありがとうございました。 

今回、平成 25年度乳幼児健診未受診児支援結果を、受診率を含めて報告させていただき

ます。平成 25年度は支援整備後１年を通じて実施した初年度となります。まず２の「受

診率推移」をご覧ください。乳幼児健診未受診児への支援体制を整備、強化する前の平

成 23年度までと比較しますと、低かった１歳６か月、３歳児健診の受診率は年々増加し、

昨年度は 4か月、1歳 6か月、3歳とほぼ横並びの受診率となりました。 

では、現在の未受診者支援体制をご説明いたします。 

「資料 2-2」をご覧ください。 

平成 24 年 10 月よりその都度見直しをし、現在ではこの表のように支援しております。

赤字の部分は 25年度から今年度に向け強化した部分であります。 

4か月健診未受診者については、整備強化する以前から体制を整えておりましたが、4か
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月、1歳 6か月、3歳それぞれの未受診者対応開始時期を同一にするために変更いたしま

した。 

支援方法を簡単に説明いたします。いずれの健診も、健診対象日をすぎて 1 回は保護

者からの連絡を待ちます。そして文書で再通知を行い、更に保護者からの連絡を待ちま

す。それでも連絡がない場合は、電話や訪問で状況把握し、受診を勧めます。保護者と

連絡がとれない場合は関係課に依頼し、保育園、幼稚園の通園がないか、また児童手当

の支給状況、子ども医療の受給状況を確認します。3つの健診での違いは、4か月はいち

早く保健師が保護者と連絡をとる動きになっています。 

以上を行っても連絡がとれない、または住んでいないことを確認した段階で出帰国記録

を確認します。 

以上の支援の結果、平成 25年度の健診ごとにまとめたのが次の資料になります。 

４か月児健診から順に報告させていただきます。「資料２-３」をご覧ください。 

「見出しの 1」の未受診者支援における健診対象者 は 1,465名でした。 

この「未受診者における健診対象者」というのは健診対象者の名簿を出した時の数に健

診対象日までの転入者及びその後の転入者で申し出のあった数を加えた数を意味してい

ます。事務手続き上、健診案内を 1 か月前に発送するために、その後健診対象日までの

転入者を拾い、数に加えています。 

また、何らかの理由で住民基本台帳からは職権消除された者も加えています。 

「見出し２」の未受診支援実施時期は支援強化のために開始時期を変更している関係で

二つに分かれています。最終は 9月 30日現在です。 

「見出し３」は、当初未受診者として名簿にあげた人数になります。それが 106名です。

この中にはその時点で保護者から連絡があって再通知をしていない者も、その後の経過

を追う関係で数にあげております。 

「見出し 4」の再通知者数は、４か月児健診は以前地区担当者が実施していたため数がは

っきり出せておりません。 

支援の結果、未受診者数は「見出し 5」の 60名で健診対象者全体 1,465名の中では 4.1% 

となります。未受診者として支援開始した「見出し 3」の 106名の中で、この 60名が「支

援したが受診していない」ということです。 

ただ、ここでいう未受診者はあくまでも保健センターでの 4 か月児健診を受けていない

者で医療機関や他市での受診、転出者も含まれております。 

内訳は「見出し 6」の表をご覧ください。当市での健診未受診者 60 名のうち、一番多い

のが転出者 23 名、続いて 15 名の医療機関での受診、次に海外在住、保健師確認、他市

での受診に続きます。対象者として名簿にあげるのが、実際の健診より１～２か月早い

ためにその間の出入りがあり、転出者も多くなっています。 

そのため、平成 26年 2月からはその部分の強化のため、保護者と連絡をとり健診や予防

接種手続きを済ませているか確認をとっています。保護者と確認がとれない者について

は、転出先の市町村へ情報提供しています。 

（委員） 
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昨年度の乳幼児健診の未受診児の支援状況についてご報告いただきました。ご質問等

はありませんか。無いようですので、報告（１）は終わります。その他、なにかご意見

はありませんか。 

ないようですので、この報告を終了いたします。すべての議事が終了しました。長時

間のご討議ありがとうございました。それでは進行を事務局にお返しいたします。 

（事務局） 

ありがとうございました。お疲れ様でした。 

  次回の会議ですが、平成 27年 2月 27日（金）の午後に開催させていただく予定でおり 

ますのでよろしくお願いいたします。これで平成 26年度第 3回小牧市母子保健推進協 

議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

５ 閉会 

次回 平成 27年 2月 27日（金）開催予定 


