
平成 22 年度第１回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 22年 6月 25 日（金） 13 時 30 分～15 時 30 分 

【場所】保健センター 大会議室 

【出席者】10 名 

   志水哲也、冨樫亮子、高木康司、福井直子、西尾勝子、神戸和敏、児玉和江、

高木健、長谷川京子、杉山千鶴 

   欠席４名：三輪茂美、岡島義広、丹羽三枝子、船橋正子、 

 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

 （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 資料１ 

 ４ 報告 

（１） 生と性に関する問題遭遇時の支援体制について  

①「平成 21 年度中学生および保護者への生と性に関するアンケートの結果報告」 

について 資料２ 

  ②「生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室への設置」につい

て 資料３ 

  ③「思春期によくある質問Ｑ＆Ａ」と「中学生と小学生のための相談窓口」の小牧市

ホームページと携帯サイトへの掲載および PR について 資料４ 

  ④「平成 22年度中学生への生と性に関するアンケートの実施」について 資料５ 

 （２）「生と性に関するカリキュラムの取り組み状況」について 資料６ 

 （３）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会の検討状況」について  

資料７ 

５ その他 

 ６ 閉会 

 

【議事】 

１ 議題  

（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 資料１－１～３ 

（委員） 

一般的には、多くの人達が支援を利用していると思われますが、現状として  

     本当に支援を必要としている人に支援ができているかというのは、問題だと思  

     います。このことについて、何か意見はございませんか。事務局から何かあり

ますか。 



 

（事務局） 

     資料 1－1 の問題提起に、「支援を利用している人はどのような人たちか」と記

載してありますが、資料 1－3 に記載した支援についてみると、数多くの支援が

あることが読みとれます。これらの支援を利用している人達が、本来支援を必要

としている人達かということが疑問に感じることもあります。同じような人達、

例えば、地域社会とのつながりがある家庭や普段から SOS が出せる家庭は利用で

きるが、必要な人に支援が行き届いているかという懸念があります。 

    自分から支援を求めることのできない家庭の人達をどのようなシステムで支援 

していけるかを検討していただきたいと思います。 

（委員） 

     親自身が虐待を受けて育っている、夫婦仲が不安定である、経済的に不安定で 

ある、親が精神的な疾患を持っているなどの育児困難のハイリスクだといえると 

思います。併せて、周囲から孤立していることもハイリスクのひとつと思います。 

（事務局） 

     困った時に、どこかへあるいはどこかの機関へ SOS を出して支援が始まってい   

    きます。どう SOS を出せるようにしていくのかということを議論いただきたいと 

思います。 

（委員） 

     近年、妊婦健診受診券が 14 枚発行されるようになり、経済的な支援がなされ

るようになってきました。受診券がたくさん発行されるようになっても、意図的

に受診しない妊婦さんがいらっしゃいます。初期に受診したきりで、分娩になっ

てようやく受診する人もいます。そういうケースは、外来と病棟が連絡を取り合

い、お産後もより注意深く病棟でかかわり、支援が途切れないように保健センタ

ーなどの地域へ連絡し、１か月健診などで体重増加や育児姿勢などを観察します。 

     ただ、外来は本当に多忙で細かい家庭状況まで読み取れず、スルーしてしまう

事も多々あります。 

（事務局） 

14 回になってもそういうケースがありますか。 

外来だと、受診行動で感じられる部分も多々あると思います。 

（委員） 

      そういう場合は、情報提供などもあるわけですか。 

（委員） 

      生まれてから、情報提供しているのが現状です。外来と病棟のつながりは忙 

しい中にも何とかありますが、十分とはいえないかもしれません。 

（事務局） 

      妊娠中から保健センターへ情報提供をいただくとといいかもしれませんね。 

（委員） 

      保健所や保健センターは、周産期の医療機関からお子さんの状況や育児姿勢 



などを退院時にケース連絡を頂いています。以前と比べると医療機関の協力で、

数多くのケース連絡を頂くようになりました。また最近、他市ですが、医療機

関からの情報提供で妊娠中から支援が始まっているケースもあります。昨年、

管内の周産期の医療機関が集まった会議で出された意見ですが、近年、産後の

入院期間が短くなり疲れた状態でお母さんが疲れたまま自宅に戻ってくるこ

とが多く、産後ケアがあるとよいとの意見が出ていた記憶があります。 

      現在帝王切開でも産後 10 日以内で退院してくるケースも多く、お母さんが 

疲れたまま自宅に戻ってきます。上の子がいるとそこに園の送り迎えも入り、 

大変な状況になってくることも考えられます。以前と比べると、相談機関は充 

実してきていますが、実際にケアをしてくれる機関十分にないことが意見にあ 

がっていたように思います。 

（委員） 

      アメリカで取り組まれている産科と小児科が連携して取り組むペリネイタ 

ルビジットが日本でもモデル事業として取り組まれていたと記憶しています。 

お母さんたちの心配を妊娠期からやわらげることを目的に行っていたと思い 

ます。現在行われている、赤ちゃん訪問も小牧で行われているが実績はどう 

か。 

（事務局） 

      言葉の通じない外国人や里帰りが長い人など、赤ちゃん訪問をできていない 

     現状もあります。少ないですが、赤ちゃん訪問を拒否する家庭もあります。実 

績でいくと、約８５％くらいの訪問実施率です。 

（委員） 

      赤ちゃん訪問を拒否する家庭のほうが問題を抱えていることが多いのでは

ないでしょうか。 

（委員） 

      支援の中心は保健センターの保健師にあると思います。ある程度、支援の目 

安をあらかじめあげておいて、各医療機関で得た情報を保健センターなどに一 

元化するとよいと思います。そういうシステムが作れるとよいと思います。 

（委員） 

      小牧は実際にプログラムづくりをしているということはないですか。 

     ハイリスク、ロウリスクを見分けられるシステムはありますか。 

（事務局） 

      そのような、統一されたプログラムはありませんが。親子健康手帳交付時か 

ら支援しているケースもあります。しかし、妊娠中の周産期医療機関との連携 

が十分ではないので、そのあたりは今後必要になってくると考えられます。あ 

らかじめ情報があれば、受診率の高い 4か月健診で、より注意深く見ていくこ

とができると思います。 

（委員） 

      先ほど帝王切開の入院期間の話がありましたが、アメリカでは 2 日の入院で 



3 日目はすでに自宅で過ごすことが当たり前となっています。とにかくアメリ

カは早いです。 

（委員） 

      正常分娩の方で、経済的理由で 2 日目に退院というケースがありました。帝 

王切開でも両親の希望で、3 日くらいで退院する場合もあります。 

（委員） 

      親子健康手帳交付時に支援の必要性が分かるのではないかと思います。 

（事務局） 

      アンケートを行い個別で交付しているので、妊娠中から支援が始まるケース

もあります。4か月健診へと支援をつなげる場合もあります。今までの話の流

れの中で、現在取り組みがされていないのは、周産期の医療機関との連携であ

ると感じました。 

（委員） 

      今までの話の中で、親子健康手帳の交付時や周産期に支援の必要なケースを

把握しやすいことが見えてきました。小牧市では、親子健康手帳交付時に何か

アンケートを実施していますか。また、その他にどのような場面で支援の必要

なケースを見つけていくことができるのでしょうか。 

（事務局） 

      妊娠に対する気持ちや、支援者の有無や経済的な心配、その他の心配などを

お聞きして、それに寄り添い支援することにそれぞれの保健師で努力していま

す。心を開いてお話いただける方ばかりではないが、育児の最初のスタートと

して、よりよい関係が築けるように努力しています。あとで、問題が浮上して

くる家庭もあるが、妊娠届出書とこのアンケートは大変重要な情報源として、

あとから見直す場合もあります。新生児訪問については、継続的な支援が必要

と判断される場合は、積極的に勧めるようにしています。また、赤ちゃん訪問

についてもこのときに説明し、理解していただけるように努めています。 

（委員） 

      今までの話の中で、何かご質問やご意見はありますか。 

（事務局） 

      あと、前年度から子育て支援センターの保育士の先生方が、保健センターの 

健診に出向いていただいて、支援センターを気軽に利用していただけるように 

声かけをしてくださっています。以前と比べると、お母さんたちにとって支援 

センターがより近くなっていると感じます。しかし、ここでも利用できるかた 

は、利用できると思いますが、そうでない方は利用されずに支援からもれてい 

る可能性もあると思います。 

（委員） 

      現状として、本当に支援の必要な人に支援ができているかということについ

て、何かご意見はございませんか。 

（事務局） 



      そこへ出かけていけない人は、どういう人なのかということについて、ご意 

見を頂きたいと思います。結果 SOS を出すということは、自分から行動を起こ

すことだと思います。今の若い人の姿として、自分から行動を起こすことが苦

手なお子さんが多いのではないかと思います。学校現場で何か感じられること

はありますか。 

（委員） 

      現場からの意見として、不登校や問題行動を起こしている子たちを見て思う

ことやはり家庭は大事だということです。安らげる家庭があるとその時々で問

題はあっても、必ず乗り越えていけると感じます。以前、不登校は親の問題と

して取り上げられ、その子や親の問題としてとらえられていました。親御さん

自ら不登校の親の会を立ち上げられ、いろいろな事が話し合われていました。 

      今では、不登校が社会問題として捉えられその後小牧市でも資料１－３にも

記載されていますように、支援体制が整ってきました。しかし、支援体制が整

うことで、親の力をそぐことになっていないかと感じることもあります。この

ような、公的な支援は中学校までですので、学校での支援はそれまでとなりま

す。何とか中学校までで戻ってきてくれるといいなと思いながら支援していま

す。最終的に、問題を解決していくのは親御さんでありその子自身であるため 

     その力をそぐことのないようにしたいと感じます。 

（委員） 

      先日起きた名古屋の虐待は、両親と一緒に住んでいるケースでした。おじい 

ちゃん、おばあちゃんも一緒に住んでいるがまったく SOS がどこからも出ず、 

残念な結果になってしまった。このような家庭を早期に支援することで、何と 

かできたのではないかと感じます。3歳児健診が未受診だったとの報道もあり 

ます。健診未受診家庭なども積極的に支援すべき家庭のひとつとしてあげてい 

くとよいと思います。小牧市での未受診児の家庭への対応はどうなっています 

か。 

（事務局） 

      ４か月児健診の未受診フォローは、ほぼ 100％実施できていますが、1 歳 6 

か月や 3歳児は十分にできていないのが現状です。ただ、何かあるとどこかに 

矛先を向けるのではなく、相談できる親であるといいと思います。それは、コ 

ミュニケーション力に起因するのではないかと感じます。 

（委員） 

      みなさん、やはりコミュニケーションの力が低下してきていると感じます 

か？様々なメディアが生活に入り込んでいるため会話そのものが少なくなっ 

ているように思います。 

（委員） 

      確かにそう思います。個室文化が進み、機械が生活に入ってきたために、家

庭としての望ましい機能の認識も昔とずいぶん違ってきているのではないか

と思います。学齢期の子どもに関して言えば、家庭の中で会話がなくても、表



だって問題行動は見らなければ家庭として成り立ってしまっていたという現

実があると思います。何か問題になった時に、初めて家庭が機能しているかど

うかが見えてくるように感じます。子どもたちが大きくなってくるとその対応

が難しくなってきます。特に中学生になると、タッチして欲しくない年齢にも

なってきます。家庭の中に問題があると意識できないままに、後で問題がおこ

って認識できると思います。基本的にはどんな家庭でも、帰宅したくなるよう

な家庭でなければならないと思います。帰宅拒否のお父さんがいたり、学校か

ら帰りたくない子どもがいたり、家庭を放っておきたくなるお母さんがいたり 

     それが頻繁にあると影響があると思います。その目に見えないサインをどこか

でキャッチできるとよいと思います。 

（委員） 

      確かにさみしい子どもたちが多いと感じます。中には、早く子どもをつくっ

て家庭を持とうとしているケースもあります。 

（委員） 

      中学生ぐらいになると、夜間の外出を親も子も平気でするようになるとやは

り影響が大きいと思います。みんながほっとして、家庭にいる時間に家庭にい

ることが大切だと思います。 

（委員） 

      子どもたちのコンビニの夜間立ち入り禁止をという声もあったように思い

ます。 

（委員） 

      大型スーパーでも夜遅くに、小さな子を連れて親子で来ている姿をよく見か 

ける。それも同様であると感じます。中学生の実態として、携帯を通してコミ 

ュニケーションをしているという実態があります。食事中も肌身離さずメール

している姿があります。相手の顔を見てしゃべらないので、コミュニケーショ

ン力が落ちて当然のように思う。 

（委員） 

      高校生くらいになるとメールの回数が半端じゃないと感じます。1 日に 50 

回～100 回という実態もあるようです。 

（委員） 

      メールがきたら、すぐに返信しなくてはならないという強迫観念があるとも 

聞きます。何をしていても、メールが気になるようです。 

（委員） 

      そういうことに対して、学校では何かの取り組みがありますか。 

（委員） 

      学校では、県警や NTT などに講師を依頼したり、情報モラルのカリキュラム 

もあります。携帯に振り回されて、生活が振りまわされてる子もいると思いま 

す。中学校で行ったアンケートでメールの回数が 60 回という子もいました。 

（委員） 



      次に何が必要なのかということについて、ご意見をいただきたいを思います。 

（委員） 

      家庭で育児できる人はまだよいと思います。親子で支援センターや児童館を 

利用できればよいです。今の家庭は核家族かつ共働きであり、生まれて 2か月 

ですぐ復帰をする方もいらっしゃいます。働く女性の支援というと聞こえがよ 

いが、本来は企業側が育児支援制度の充実を図っていくべきなのではないかと

思います。大きな企業でも、まだ十分でない現状があります。育児支援が悪い

方向に向かないように願っています。 

（委員） 

      病気で受診しても、保護者が職場のことが先に心配となっていることが原因

でいつから保育園に行くことができるかという質問は多いと感じます。安心し

て育児ができるという体制は必要だと思います。情報発信の場と 

しては健診がよい場だと思いますが、現実的にはあわただしく余裕がない状況 

なので難しいかもしれません。 

（事務局） 

      皆様から様々なご意見を頂きましたので、まとめて、次につなげたいと思い 

ます。 

（委員） 

      他市では、5歳児健診をやっているところもあります。就学時健診もあるが、 

そのフォローがないのが現状です。家庭の育児力の支援として、ひとつの方法 

になるかもしれません。5 歳は発達の問題や家庭の問題が大きく見えてくる時 

期ように思います。 

（委員） 

      5 歳児健診に取り組んでいるところがあると聞きました。5歳くらいになる 

とだいぶ発達が見えてきますが、親と共有できないまま入学を迎える現状があ   

ります、5 歳児健診ではその支援ができると思います。 

（委員） 

      各地で 5歳児健診が広まってきたのはそれなりの必要性や実績があるから 

だと思います。しかし、何かやるには人や予算が必要ですのですぐに実施する 

のは難しいと思います。 

（事務局） 

      活発なご意見ありがとうございました。皆様から頂いた意見を、まとめて次 

につなげたいと思います。ありがとうございました。 

 ２ 報告 

（１） 生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

①「平成 21 年度中学生および保護者への生と性に関するアンケートの結果報告」 

について 資料２ 

  ②「生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室への設置」につい

て 資料３ 



  ③「思春期によくある質問Ｑ＆Ａ」と「中学生と小学生のための相談窓口」の小牧市

ホームページと携帯サイトへの掲載および PR について 資料４ 

  ④「平成 22年度中学生への生と性に関するアンケートの実施」について 資料５ 

 （２）「生と性に関するカリキュラムの取り組み状況」について 資料６ 

 （３）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会の検討譲許」について  

資料７ 

３ その他 

 次回平成 22年 9 月 24 日（金）13 時 30 分から 

 ４ 閉会 

 

 


