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平成２７年度第１回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２７年６月２６日（金） 13時 30分～15時 45分 

【場所】保健センター 大会議室（2階） 

【出席者】 

・出 席（14名）林芳樹、三輪茂美、鈴木澄、小林佐知子、三好順子、梶田光俊、近藤友子、 

川村美智代、岩本淳、長江美津子、清水裕子、川﨑由美子、 

宮内真由美、シモンカ敬子（敬称略） 

・欠 席（1名）須崎弘子、（敬称略） 

・事務局（8名）舟橋毅健康福祉部長、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、松本萌保健師、加藤萌保健師 

・傍聴者（0名） 

【次第】 

 １ 開会 

会長あいさつ、副会長あいさつ 

 ２ 議題 

（１）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進 

自己肯定感獲得 DVD「みんなちがってみんないい」の市民への周知について 

（２）親子健康手帳の表紙デザインについて 

 ３ 報告 

（１）生と性のカリキュラム＝小学校・中学校版＝の推進 

   「小学校・中学校における取り組みについて」 

（２）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進 

   「地域における取り組みについて」 

（３）生と性のカリキュラム＝小学校・中学校版＝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」 

 

 

【議題】 

（委員） 

   議題に移ります。資料の１になります。議題（１）生と性のカリキュラム＝乳幼児・

親・地域版＝の推進、自己肯定感獲得 DVD「みんなちがってみんないい」の市民への周

知について、事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

   よろしくお願いいたします。資料 1をご覧ください。 

議題（１）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進、自己肯定感獲得 DVD 

「みんなちがってみんないい」の市民への周知についてよろしくお願いいたします。 

 今までの経緯をご説明させていただきます。 

 小牧市母子保健推進協議会では、今まで様々なことを検討し、取り組んでまいりまし 

た。そのうちの一つとして、平成 19 年度に小牧市生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・ 

地域版＝の推進のひとつとして、「子どもたちが心豊かにいきいきと生きて行くためには 

自己肯定感の醸成が必要であるとし、市内の乳幼児を持つ親や地域住民に対して「自己 

肯定感」及び「自己肯定感がどのように育まれていくか」を分かりやすく説明したＤＶ 

Ｄ、「小牧市自己肯定感獲得ＤＶＤ『みんなちがってみんないい』」を作成し、乳幼児の 

いる家に健診等の機会をとらえて配布をしてきました。また、赤ちゃん訪問学習会にお 

いて保健連絡員や、自己肯定感に関する健康教育の出前講座においては参加者に配布す 

るほか、市内在住の方に対して希望者に配布をしてきました。市内の図書館でも貸し出 

しをしています。 

 一方、ＤＶＤを作成した当初と比べて、メディアが多様化した昨今、ＤＶＤ以外の方 

法の検討もしてきております。その方法として、ＤＶＤの内容を動画配信して、見てい 

ただく方法です。市のホームページ上から動画を見ることができるようにすることで、 

手軽にまた、多くの方に見ていただけるようにしていくことを期待しています。 

検討して頂きたいことは、一つ目はＤＶＤの配り方です。 

動画配信は、日本語のみしか作成できないため、外国人の場合は今までどおりＤＶＤ 

  を配布して行く予定です。また、スマートフォンなどで動画を見ることができない環境 

の方にも今までどおり配布をしていく必要があると考えています。  

また、それ以外の方には、意識的に動画を見ていただくようにＰＲしていきたいと考 

えておりますが、その方法としては、ＤＶＤの配布に代えてチラシを配布することにな 

ろうかと思いますが、効果的なチラシの内容についてご提案いただきたいと思います。

その他、多くの方に知っていただくための方法として、その他のＰＲをあらゆるとこ 

ろで行い、自己肯定感の大切さと共に、動画の存在を知っていただきたいと考えていま 

す。 

 ご意見やご提案をいただけますようお願いいたします。 

 資料の 1の右側に、前回頂いたＰＲ方法を記載させていただいております。 

（委員） 

   ただいまの議題について、ご意見はございませんか。 

（事務局） 

   補足説明させていただきます。動画配信のデータ作成を現在進めておりますが、基本 

的に内容はそのまま活用いたします。ただ、出演者のうち、承諾が取れない出演者の映

像を処理したり、イメージ画像に置き換えたりする必要がありますので、その点が変更
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となります。また、現在ＤＶＤもそうなっておりますが、動画配信におきましても、チ

ャプターごとに再生できるようにデータを作成する予定です。7月末に完成する予定です

ので、8月以降に配信する準備を進めていきます。 

（委員） 

  その動画は小牧市ホームページの中のどの部分から入って見ることができるようにする

とよいでしょうか。 

（事務局） 

   皆さん小牧市のホームページをご覧になったことがございますか？一般的にもそうだ   

  と思いますが、「これを見たい！」と思ってホームページに入ればよいですが、そうでな 

  い場合は、なかなかその情報にたどり着くことは難しいのではないでしょうか。 

 現在考えている方法は、例えば「自己肯定感に関するのページ」を作成して、そこから 

動画につながる方法だけではなく、育児相談や思春期の相談、親子健康手帳のページな 

ど保健センターのページのみならず、学校教育課やこども政策課などが所管するページ 

にもリンクをはり、そこから興味を持っていただいてみていただく方法を検討していま 

す。 

（委員） 

   いろいろなところにリンクを張るのも一つですね。また、親子健康手帳でもＰＲでき 

るとよいと思います。親子健康手帳は基本なのではないでしょうか。有効活用できると 

よいと思います。 

（委員） 

   親子健康手帳は妊娠中から使うものですからね。 

（委員） 

   いろいろなところにリンクを張るのは、よい案だと思います。また、親子健康手帳の

どの部分でＰＲするかという点については、親子健康手帳の 3ページ目の自己肯定感の

ページなどに検索ワードを載せてＰＲするのはどうでしょうか。 

（委員） 

   市のホームページから興味を持って入っていき、動画を見るということは、とても確 

率が少ないと思います。先ほどおっしゃられたように、親子健康手帳の 3ページ目の自 

己肯定感のページで、動画についてイラストなどを用いたりして、ＰＲできるとよいと 

思います。下の四角く囲まれた部分は、次のページの下の部分にもっていってはどうで 

しょうか。また、この予防接種のチラシのように、このくらいの大きさで折込みチラシ

を入れておくのもよいのでないでしょうか。親子健康手帳を最初にお渡しするときなど   

に、チラシを見ながら説明できるとよいと思います。 

また、市役所などの待ち時間の有効活用ができるとよいと思います。多くの方々に、 

  知っていただくという点については、よいと思います。 

（委員） 

   私も同じ意見です。親子健康手帳の 3ページ目の活用がいいと思います。また、すぐ 
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に見ることができるようＱＲコードなどもあるとよいと思います。また、待ち時間で思 

うことは、病院の待ち時間も利用できないでしょうか。時間を決めて、流してもらえる 

とよいのではないでしょうか。 

（委員） 

   大勢の人数が集まるところ、たとえば地域の集まりなどでも声をかけたり、見ていた 

だく機会をつくったりするのもよいのではないかと思います。 

（委員） 

   ためしに先日、市のホームページでユーチューブを見ようと思いましたが、そこで探

して行くのは難しいのではないかという印象を受けました。お母さんたちが、保健セン

ターのホームページなど自ら何かを検索するときに目に留まるようにするとよいと思い

ました。また、親子健康手帳でのＰＲも有効だと思います。先ほど、チラシの話も出ま

したが、児童館や子育て支援室などにチラシを置くのも一つだと思います。 

あと、市民病院の待ち時間で救命のＰＲが流れているのを見たことがあります。産科

や小児科で流せるとよいと思います。 

（委員） 

   これをすれば絶対という方法は、無いと思います。あらゆるＰＲを組み合わせて行く 

必要があると思います。そうすることで、結果的に見ていただく方が増えると思います。 

ＰＲにかかる予算もなるべくかからないほうがよいと思いますので、市のフェイスブッ 

クやツイッターを活用することもひとつだと思います。ポスターやチラシにもＱＲコー

ドなどを入れてすぐに見れるようにしては、と思います。病院や市役所だけでなく、児

童館などでも映像を流してもらえるといいと思います。 

（委員） 

   ＤＶＤを病院や市役所の待ち時間を利用して見ていただくのはよいと思います。乳幼

児健診時の待ち時間の利用はいかがでしょうか。 

（事務局） 

   「子どもとメディアの問題」と「自己肯定感ＤＶＤ」をＰＲしたいという思いの両方

がありますので、乳幼児健診時でＤＶＤを流すというのは慎重に考えたいと思います。  

現在、小牧市の乳幼児健診では、子どもたちがメディアには触れない状況で実施でき

るよう配慮しています。その代わりに絵本を配置し、それで親子で触れ合っていただけ

る環境づくりをしています。ご意見いただきました、「待ち時間の利用」という観点から

見ると、保健センターでは、その他にも様々な検診があります。例えば、がん検診です

が、その待ち時間では、現在、情報番組が流れておりますので、それを自己肯定感獲得

ＤＶＤに置き換えることについては、今後事務局でも検討したいと思います。 

（委員） 

   ありがとうございます。主旨はわかりました。 

（事務局） 

   ご意見ありがとうございます。乳幼児健診でのＤＶＤの視聴は難しいですが、ただい 
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  まお話させていただきました「がん検診」での待合は検討できるかもしれません。 

私たちは、乳幼児を持つ保護者の方たちには、比較的親子健康手帳交付を始め、乳幼児 

健診等でお会いする機会はございます。しかし、実はこのＤＶＤは、地域の方々にも見 

ていただきたい内容となっています。子どもに自己肯定感を与えるのは、親だけではな 

く祖父母をはじめ、その他地域の方々も大切だと考えておりますので検討をしていきた 

いと思います。 

（委員） 

   親だけでなく、地域の方々も含めて伝えていける方法についてもご意見をお願いいた

します。 

（委員） 

   今まで出た意見と同様です。確かに市民病院では待ち時間に映像が流れているのを見 

たことがあります。 

また、子どもが生まれる前のパパママセミナー等で親となる前の方たちに見ていただ 

  くとよいのではないかと思います。 

（委員） 

   ＤＶＤは渡した人しか見ることはできませんが、インターネットを利用するとなると、 

小牧市民のみならず世界中の方に見ていただけることになります。どうしたら見ていた 

だけるかというところですが、いかに多くのキーワードでひっかかって来る方法を考え 

られるとよいのではないでしょうか。詳しくは分かりませんが、「みんなちがってみんな 

いい」「自己肯定感」というキーワードは、なかなか一般市民の方が思いつかないのでは 

ないかと思いますので、「子育て」とか「悩み」とか「個性」など身近なキーワードでつ 

ながっていけるとよいのではないでしょうか。先ほどでていた、フェイスブックやツイ 

ッターなどで活用していけるとよいと思います。 

 ＤＶＤはもらったときには見るかも知れませんが、その後のことを考えると、動画の

ほうが見ていただきやすいのではないかと思います。それには、様々なところで目に留

まるように公共機関だけでなく、医療機関等にも協力いただけるとよいと思います。生

涯学習課では、家庭教育学級というのをやっています。幼稚園・保育園の単位で学習活

動をしていただくのですが、例年 4月の中旬くらいに説明会を行うのですが、そこで、

チラシを配布したり来ていただけるのであればＰＲしていただける機会はあります。 

  地域の方にも知っていただきたいというお話がありましたが、その他にも地域３あい活 

動というものがあります。これは、地域を拠点として学習活動を行っていただくもので 

すが、その説明会を例年３月にやっていますので、そこでも同様にＰＲしていただくこ 

とが可能ではないかと思います。そこには、地域の区長さんをはじめとした多くの方が 

いらっしゃいます。 

（委員） 

   保育園では、保育士の新人研修でこのＤＶＤを活用させていただいています。若い先 

生が見ていただくことによって、それがお母さんたちにも波及して行くことを期待して 
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います。また、園だよりなどで「自己肯定感」という言葉は使ってはいませんが、「応答 

性のある関係」、例えば「ありがとう」とか「助かったよ」とか「お母さん嬉しいよ」な 

どの言葉がけを大切にしましょうという内容のことをお伝えしていますので、そのお便 

りにユーチューブを見ていただけるような記載をすることができます。あと地域の方々 

ということに関しては、年に５～６回地域交流で地域の方々をお呼びして来ていただき 

ますので、その際に地域で子どもたちに声掛けをしていただけるようお伝えしたり、Ｐ 

Ｒチラシをお渡ししたりすることもできるのではないかと思います。 

また、昨年度の子育て支援室の相談件数が年間 831件あったのですが、その内容を見 

てみると、離乳食が始まった頃には離乳食の相談が、また卒乳の頃には再び食事の相談 

が、そして２歳過ぎると言葉の相談、３歳ごろになると社会性の相談たとえば、お友達 

をたたいたりかんだりしてしまうという相談が多くなります。赤ちゃんのころから愛着 

関係を育むことは大切ですし、ＤＶＤもその時期に見ていただくとよいのですが、赤ち 

ゃんの頃はお母さんたちも「どうしたの」などと赤ちゃんに対しても優しく受け答えて 

くださっていることが多いのですが、子どもが大きくなるにつれ「早くしなさい」と指 

示的になったり、「『とって』じゃなくて『とってください』でしょ」と「やらせる」こ 

とや「しゃべらせる」ようになっていっているように思います。なので、3歳位の年齢で 

もう一度見ていただけるよう、健診などでも紹介できるとよいと思います。 

（委員） 

   私も小牧市で親子健康手帳をもらって健診をうけましたが、4か月児健診で子のＤＶＤ 

をもらいましたが、今回この会議に出るまでもらったことを覚えていませんでした。周

囲にもお聞きしたところ、半数の方が見ていないというのが現状でした。なので、ネッ

ト配信にしても見るのかどうか疑問です。お母さんたちに絶対に見ていただきたいとい

うことであれば、強制的に見ていただけるようにするしかないと思います。産婦人科で

は、退院指導で県から依頼を受けた「パープルクライイング」のＤＶＤを見ていただい

ています。その続きで自己肯定感のＤＶＤを見ていただくようにするといいのではない 

でしょうか。また、市の乳幼児健診も待ち時間がありますのでその時間も活用できる 

とよいと思います。先ほどメディアのことを言われましたが、4か月の赤ちゃんだとさ 

ほど画面をじっと見るということは無いと思います。大人の方にも見ていただくとい 

う点については、病院などの待ち時間を活用するのがいいと思います。見ていただき 

たいということであれば、そのようにしていくのがよいと思います。 

（委員） 

ＤＶＤは年齢の巾が少しあるようです。動画配信になると内容や章立てはどうなるの 

ですか。 

（事務局） 

   現在ＤＶＤもそうですが、年齢ごとにチャプターを分けてみることができるようにな 

っています。基本的には、内容は変わらず章立てもＤＶＤ同様に年齢ごとに分けてみて

いただけるように作成しています。その内容も時代によって左右するものではないので、 
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伝え続けていけるとよいと思います。 

（委員） 

   4か月児健診で配布しているとのことですが、そのくらいの時期の母親は忙しくて 

  なかなかゆっくりと見ることができないのではないかと思います。スマートフォンだと

ちがうのかもしれませんが、もう少し子どもが大きくなった親御さんにも見ていただけ

るように、幼稚園や保育園のお便りになどにも載せていただいたりするとよいと思いま

す。 

（委員） 

   ひととおり委員の皆さんからご意見いただきました。まとまってはいませんが、一度

事務局のほうで整理していただいて、今後につなげていただけるとよいと思います。み

なさんたくさんの意見をありがとうございました。それでは、次の議題に移ります。資

料２になります。議題（２）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進、親

子健康手帳の表紙デザインについて事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局） 

よろしくお願いします。資料 2をご覧ください。議題（２）生と性のカリキュラム＝

乳幼児・親・地域版＝の推進、親子健康手帳の表紙デザインについてご検討を願います。 

資料の右上に記載させていただきました「参考：親子健康手帳について」をご覧くだ

さい。この親子健康手帳も母子保健推進協議会で検討され作り上げてきたものです。読

み上げさせていただきます。 

小牧市親子健康手帳は、「子育て中の親の力になり、子どもが自分自身のことを知り、

大切にできる手帳」として検討を重ね、平成１０年度に作成し、平成１１年６月より交

付を開始しました。また、平成１３年度から保健センターでは、親の意識を高め、出産・

育児支援につなげるために保健師が妊婦に親子健康手帳の説明と相談を受けるために個

別に交付をしています。 

表紙デザインは「誕生した小さくても力強い命に親が期待や夢を託し、愛情という目

には見えない殻に包んで育ち、子どもが成長して、その殻を自分のエネルギーで破って、

人として第二の誕生を迎えるまで、子と一緒に手帳を作り上げてほしい」という主旨を

市内中学生がイメージして描いたものを採用してきました。 

   また、サイズについては他市のものより大きいＡ５版で作成しています。その理由と

しては、母親の健診記録、子どもの成長記録および育児情報を記載し、子どもが親から

愛されて育てられたと感じられるようにメッセージ欄を設けていること。そして、他市

では就学前までの記載ですが、妊娠中から中学生まで記録できるようにしているためで

す。 

   平成 24年度の第 4回母子保健推進協議会でも、親子健康手帳の表紙デザインについて 

  の市民の声があったため、検討をしていただいていております。デザインについて、「好 

みではない」という主旨の市民の声が寄せられためですが、検討の結果、「すべての方に 

受け入れられるデザインは難しい」という結論から「当初の主旨を尊重して」デザイン 
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はそのままとすることとなりました。サイズについても、親の持ち運びの観点だけでは 

なく、健診や予防接種の記録をしていく医療機関や保健機関の取り扱いやすさや見やす

さ、またメッセージの記入のしやすさや見やすさを考慮すると、今のままのサイズがよ

いことが話し合われました。また別冊案についても、別冊にしてしまうと手に取る機会

が減ってしまう恐れもありトータルとして親子健康手帳であることを確認し、今のまま

とすることが話し合われました。 

今年度新たに、再び親子健康手帳の表紙デザイン等について市民の方からご意見を頂 

  いております。その内容は、デザインが不愉快である、人間が卵から生まれるような誤 

  解を与える、「自分の殻を破れない＝自閉症」を連想する、デザインを変えられない理由 

  は何か、「小牧市 親子健康手帳」と「小牧市 母子健康手帳」を併記する理由は何かと 

  いうことでした。 

 これをうけて、「好みの問題」だけではないことを認識したため、改めて協議会におい

て検討していただくこととなりました。 

 親子健康手帳の主旨に沿うものであれば、デザインの変更は可能と考えておりますの

で、ご意見をお願いいたします。 

（委員） 

ありがとうございました。親子健康手帳のデザインについてということですが、ご意 

見はございませんか。16年間このデザインを採用してきているわけですね。各市町村の 

母子健康手帳をみると様々なデザインがありますね。 

（委員） 

   見た目を気にしないので、あまり自分自身は気になりませんでした。 

（事務局） 

   今年度の親子健康手帳は、4月に頂いた意見を受けて、血の様に見えるとされたイラス 

トは、色目を茶色っぽく修正しています。 

（委員） 

   周囲の人々に聞いてみたところ、半数くらい「古くさい」「ダサい」という意見があり

ました。また、半数くらいの方が「気にしない」ということでした。「卵の殻が自閉症を

連想するか」「イラストの土の部分が血を連想させるか」という点に関しては、そのよう

な人は 1人もいませんでした。そのように捉える方はごくごく少ないのではないかと思

います。現在採用しているイラストの意味が、親子健康手帳に記載されていますが、私

自身しっかり読んで理解はしていませんでした。又私の周囲の人も多くの方が読んでい

ない現状でした。作成側の気持ちが伝わっていない現状があるのではないかと思います。

また、その意図を聞いてどう思ったかと聞いてみましたが、「へえ」という感じで、あま

り大きな感動は見られませんでした。デザインの変更についてですが、周囲に聞いただ

けですが、4割くらいがそのままでもよい、6割くらいが変えてほしいと感じているよう

な印象です。イラストもそうですが、この黄色も濃い黄色なので古臭く感じてしまうの

ではないかと思います。もう少しやさしい黄色にするとよいのではないでしょうか。イ
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ラストについては、キャラクターは好みなので、これというものではないですが、無地

や花柄でもいいのかと感じました。イラストを何か入れるのであれば、公募するのも一

つだと思います。大きさについてはいろいろご意見があるようなので、このままで仕方

ないのかと思います。 

（委員） 

   もらう側のことも考えるとどのようなものがよいのでしょうか。新しいデザインにす 

るにしても、アンケートをとるなどするとよいのではないでしょうか。今日この場で、 

デザインを決めるということではないですよね。 

（事務局） 

   この場はご意見を頂く場ですので、頂いた意見を事務局で整理させていただき、今年 

度 1年間かけて、検討させていただきます。 

（委員） 

   小牧市親子健康手帳の主旨はとてもすばらしいと思います。また、中学校まで使える 

ことを今回改めて知りました。今回、市民の声として意見を頂いたということですが、

このイラストを採用してきたということは、その当時このイラストを書いてくれた中学

生がいるということですよね。どなたかは分かりませんが、その当時、一生懸命書いて

くれたと思うので、もしデザインを変えるということであれば、お礼の気持ちを伝えた

いと思いました。表紙をめくると「卵で育てる大切なわが子」というフレーズをみて少

し違和感を感じましたが、その下に「愛情という目には見えない殻」と言い換えてある

ところで理解できると思います。「『自分の殻を破れない＝自閉症』を連想する」という

意見があったということですが、そうやって思う人がいるのだと驚きました。 

（委員） 

   「卵で育てる大切なわが子」という点ですが、言葉の捉え方がどうなのかと思います。 

  人間が卵から生まれないことは誰もが知っていることです。この言葉にどのような意味 

がこめられているかその主旨を受け取れるか取れないかということではないでしょうか。 

もう少し、他者がどんな気持ちで自分たちと関わってくれているのかということを感じ 

取れる世の中であってほしいと思います。様々な人々の思いが詰まってできたのがこの 

小牧市の親子健康手帳なのではないかと私は理解しています。人が育っていくなかでい 

ろいろな人が関わっていただけるわけですが、その気持ちを一つずつ受け取っていって 

ほしいと思います。先ほど「古臭い」との意見もありましたが、確かに紙質からくるの

かと思いますが、表面が少しつるつるしていると印象が変わるのではないかと思います。

もしイラストが変わるとしたら小牧が子どもたちの成長を強く願っているということが

現れるデザインであってほしいと思います。 

（委員） 

   私は今までデザインについて気にしたことはありませんでした。中身が大切になって 

くるものだと感じています。私は「卵で育てる大切なわが子」を読んだとき、鳥の「啐 

啄同時」が思い浮かびました。雛が生まれるときに卵の内側からコツコツするとそれを 



10 

 

受けて親鳥がコツコツする、最後には雛は自分の力で卵の殻を破って生まれてくる･･･そ 

れをイメージしました。深い意味を考えたらとてもよいものだと思います。 

（事務局） 

   思いをこめて関係機関の皆さんと共に作り上げてきた親子健康手帳ですので、事務局 

と致しましては今日皆様から頂きましたご意見をもう一度整理いたしまして、また、 

今後検討していきたいと思います。ありがとうございました。 

（委員） 

それでは、頂いた意見をまとめていただき、次につなげていただきたいと思います。 

報告に移ります。資料３になります。報告（１）生と性のカリキュラム＝小学校・中学

校版＝の推進「小学校・中学校における取り組みについて」近藤委員報告をお願いいた

します。 

（委員） 

   お手元の資料の３－１をご覧ください。小牧市の小中学校では生と性のカリキュラム 

を実践しています。「生」と「性」のそれぞれ 1 時間ずつの 2 時間を実施するということ 

を想定しておりますが、実態を見ますと 1 時間実施の学校が増えているのが現状です。 

各学校の実情に合わせて実施されているのですが、2 時間実施している学校が少なくなっ 

ているという結果となりました。実際は保健学習にあわせて実施されている部分もあり、 

必ずしも 2 時間実施されていなくてもよいかと感じています。 

 小学校 2 年生の生と性のカリキュラムでは、保健センターから講師を招いて実施して 

おりますが、参観日を利用して保護者にも見ていただき、毎年好評を得ています。中学 

校でも 3 年生に対して性感染症の予防についてお話していただいております。中学校で 

すと、学年集会を利用して実施するところが多いですが、学校によっては、担任や養護 

教諭がクラスごとに実施して、生徒一人ひとりの反応を見ながら実施したところもあり 

ました。 

   また、昨年度は学校保健課題解決事業に取り組み、生と性のカリキュラムの公開授業 

  研究会を実施し、母子保健推進協議会の皆さんにも多数出席いただきご意見を頂きまし 

てありがとうございました。その成果として、学校保健課題解決事業の取り組み結果を 

含めた生と性のカリキュラムの冊子を作成いたしました。引き続き今後もカリキュラム 

が定着していけるとよいと思います。 

（事務局） 

お手元の資料３－２をご覧ください。 

昨年度、生と性のカリキュラム地域の取り組みとして小学校２年生とその保護者向けに 

「いのちの学習」を、中学校３年生については「すてきな大人になろう～性感染症の予 

防～」を実施いたしました。 

小学校は１６校中１５校で１校は学校側の方から日程調整がつかないとのことで実施で 

きませんでした。実施しました１５校のうち１４校が学校公開日に実施ができ２５年度 

は４校が学校公開日ではありませんでしたが、昨年度は１校のみになり、保護者の方に 
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も多くご参加いただけました。 

中学校３年生については９校中６校で実施させていただきました。保健センターと共同 

で実施させていただいたのは６校になりますが、他の３校に関しても医師などの外部講 

師を招いて行われたり、養護教諭が担任とクラス単位で実施されたり、それぞれの学校 

に合わせたやり方で全ての中学校で実施されています。 

先ほど近藤委員からも報告がありましたが、小中学校と保健センターとの共同での授 

業も定着化してきているように感じます。以上です。 

（委員） 

   ありがとうございました。ただいまの報告についてご質問等はございませんか。 

次の報告に移ります。報告（２）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進

「地域における取り組みについて」おねがいします。 

（事務局） 

続きまして資料４をご覧ください。 

１つ目は地域での取り組みについては自己肯定感の出前講座として、ゆう友カレッジ（西

部児童館）にて１１人と参加者は少なかったですが行いました。 

２つ目は愛着形成と自己肯定感に関する健康教育を４か月児健診に来られた方全ての方

に行いました。 

３つ目は４か月児健診時に配布しております自己肯定感獲得 DVD ですが、４か月児健診

等で９８０枚配布しております。 

４つ目は職業人体験ですが、９校中８校が保健センターで体験実習を行いました。期間 

や人数は資料のとおりになります。以上です。 

（委員） 

   ありがとうございました。ただいまの報告についてご質問等はございませんか。次の

報告に移ります。報告（３）生と性のカリキュラム＝小学校・中学校版＝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、報告をお願いします。 

（事務局） 

   資料 5 をご覧ください。報告（３）生と性のカリキュラム＝小学校・中学校版＝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」について報告いたしま

す。昨年度一年間、学校保健課題解決事業において、小学校・中学校で培ってきた生と

性のカリキュラムを高校にまでつなげられるように検討し取り組んできた結果、今年度

初めて高校でも生と性のカリキュラムを実践することができました。6 月 22 日月曜日の

7 時間目に小牧高校 2 年生を対象として実践させていただきました。 

   終えてみて、伝える側としては、内容を含め伝え方の工夫の必要性も必要であること

を感じました。また、これを学校と協議しながら今後の実施に向けて見直していきたい

と考えています。そして小牧市内の他の高校にも広めていけるとよいと思います。 

   実際に高校における生徒や先生の反応についてはいかがでしたでしょうか。 

 



12 

 

（委員） 

   生徒の感想をざっと見みました。ちょうど今試験中で、直前に生徒たちは授業で習っ

た内容でしたので、保健の授業でやっていたので復習になった、さらに理解が深まった

という感想が多かったです。「針穴のカード」を最初に配って生徒たちにイメージさせた

ところは、これへの感想が非常に多かったです。受精卵の大きさが 0.2 ミリということ

は実際に教科書にはのっていますが、実際に針穴で見ることができてこんなにも小さい

ということにびっくりしたという感想が多くありました。また、命の大切さが分かった

という感想が多くありました。教科書に載っていて知識としては知っていても実感とし

て考えられるよい機会だったと思いました。また、ねらいにもありましたが、「自分たち

が今度は生み出す側になっていくという自覚の芽生え」も感じられる感想もありました。 

それを日々の健康管理の重要性につなげて考えられる生徒もいました。また、男女共に

自分の行動に責任をもって行動したいという感想も多くありました。相手を大切にする

ためには自分を大切にするということも改めて考えたようでした。 

知識として、月経周期には個人差があることやコンドームには使用期限があること、

卵子は老化すること、卵子は生まれる前から作られていることなどを知識として知るこ

とができてよかったという意見もありました。 

 細かいことを言うと、赤ちゃんの人形を見る機会があるとよかったであるとか、スラ 

イドが見にくかったという意見もありましたので次からは、工夫していきたいと思いま 

す。 

職員からは、概ねよい感想が多かったのですが、よりよい授業にしていくために、知

識面での話が多かったので心に残るような話が聞けるとよいという意見がありました。

また、ゆっくり人形を見せることができなかったので残念だったとの声も聞かれました。 

知識というよりは、情緒に届くものも盛り込んでいけるとよいと感じます。 

（委員） 

ありがとうございました。ただいまの報告についてご質問等はございませんか。 

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、９月２５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２７年度第１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。 

 

次回 平成２７年９月２５日（金）開催予定 


