
平成 24 年度第 3回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 24年 11 月 30 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】 

・出 席（13 名）志水哲也、三輪茂美、高木康司、大藪徹也、児玉和江、奥田志津賀、 

広中典子、小林佐知子、久納八重子、高木大作、長江美津子、伊藤清美、

日比野ひとみ（敬称略） 

・欠 席（1 名） 倉知正人（敬称略） 

・事務局（6 名） 高木健健康福祉部次長 江崎みゆき保健センター所長、 

伊藤京子所長補佐、岡本弥生係長、三枝尚子主査、後藤奈津子保健師 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「平成 24年度中学生への生と性に関するアンケートの結果について」  ･･･資料 1―1、2 

（２）生と性についての正しい情報提供の取り組み 

「小牧市ホームページと携帯サイトの充実に向けて」         ･･･資料 2―1、2 

４ 報告 

（１）生と性のカリキュラム推進 

「小学校中学校版の改訂について」                 ･･･資料 3 

（２）発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会からの報告  ･･･資料 4 

【議事】 

１ 議 題 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「平成 24年度中学生への生と性に関するアンケートの結果について」     

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   資料 1をご覧ください。前回の協議会でいただいたご意見を元に新たに追加集計してみま 

した。お手元の資料 1－2をご覧ください。 

グラフ 1は、問 3「自分や身近な友達のことで性に関する問題を心配したことがあります 

か」の設問について男女別で出してみました。「心配がある」と答えた生徒 133人のうち男子

は 52人で 39.1％、女子は 81人 60.9％で、男子より女子の方が「心配がある」と答えた生徒

が多かったです。また「心配がある」と答えた生徒のうち問 4「体のことで心配したことがあ

りますか」、問 5「異性のことで心配したことがありますか」、問 6「その他のことで心配した



ことがありますか」の設問回答を男女別に表示したのが、グラフ 2、3、4になります。 

「体のことで心配したことがある」と答えた生徒は、133人のうち男子は 30人、女子は 45 

人で、人数的に女子は男子の 1.5倍多かったです。「異性のことで心配したことがある」と応 

えた生徒は、133人のうち男子は 18人、女子は 37人と人数的に女子の方が男子の約 2倍多 

かったです。「その他のことについて心配したことがある」と答えた生徒は 133人のうち男子 

9人、女子は 7人と若干ですが女子より男子のほうが多かったです。 

続いてグラフ５をご覧ください。グラフ 5は、問 7「自分が性の問題に直面したとき信頼 

できる大人に相談すると思いますか」という設問回答を男女別で出したものです。男子生徒 

770人のうち相談できると答えた男子は 215人で 27.9％、女子生徒 716人のうち相談できる 

と答えた女子は 382人で 53.4％と「相談する」と回答した女子生徒が多かったです。 

グラフ 6は、問 3「性に関する問題で心配をしたことがありますか」と問 7「性の問題直面

したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」の設問について「心配がある」と答えた

生徒で「相談する」と答えた生徒は 43.6％「心配がない」と答えた生徒で「相談しない」と

答えた生徒は 39.7％でした。心配の有無と相談の有無は特に大差は見られませんでした。 

グラフ７は、問７「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」の

設問で「相談する」と答えた生徒のうち問８「そのとき最初に相談しようと思う人は誰です

か」の設問回答を男女別で出したものです。男子生徒は母親が 59.5％と最も多く、次いで父

親 25.9％の順になっています。女子生徒も母親が 86.1％と最も多く、次いでは学校の先生

4.7％の順になっています。母親と回答した生徒が男女とも一番多かったです。 

グラフ 8 は、問 9「性に関する問題について家族に相談することはできますか」の設問回

答を男女別で分けて出したものです。家族に相談できる男子生徒は 770 人のうち 246 人で

31.9％、家族に相談できる女子生徒は 714人のうち 321人で 44.8％と男子より女子のほうが

家族に相談しやすい傾向にあると思われます。 

   グラフ 9～11については自己肯定感に関する設問回答を男女別に出したものです。 

グラフ 9は、問 21「自分は親に愛されて育てられていると思いますか」の設問回答について

男女別に出したものです。「とてもそう思う」「まあそう思う」と答えた生徒は、男子が      

770人中 656人で 85.2％、女子が 716人中 626人で 87.5％でした。「とてもそう思う」と回

答した女子は男子より多いですが、「とてもそう思う」「まあそう思う」に回答した数を合わ

せると男女差は特に見られませんでした。 

グラフ 10 は、問 22「あなたは自分自身のことが好きですか」の設問回答について男女別

に出したものです。「とても好き」「まあ好き」と回答した生徒は、男子は 511人で 66.4％ 

女子は 413人で 57.7％でした。若干女子より男子に自己肯定感が高い回答が多かったです。 

グラフ 11は、問 23「あなたは自分を大切にしていますか」の設問回答について男女別に 

出したものです。「とても大切にしている」「まあ大切にしている」と回答した生徒は、男子  

が 623人で 80.8％、女子が 552人で 77.0％でした。若干女子より男子に自己肯定感が高い回 

答が多かったです。 

グラフ 12は、問 3「性に関する心配をしたことがありますか」の設問で「ある」と答えた 

  生徒のうち、問 16「小牧市内外の相談機関の利用をしたことがありますか」の設問回答を男 

女別に出したものです。「利用したことがない」との回答した生徒が男子 30人で 57.7％、女



子 56人で 69.1％と半数以上になりますが、「利用したことがある」と回答した男子が２人、

女子が５人ありました。 

グラフ 13は、問３「性に関する心配をしたことがありますか」の設問で「ある」と回答し

た生徒のうち問 18「今後問題に直面したとき利用したいと思いますか」の設問回答を男女別

に出したものです。男女とも半数以上が「そのときになってみないと分からない」と回答し

ています。「利用したい」と回答した生徒は男子 3人、女子 13人と男子より女子の方が多か

ったです。 

グラフ 14は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」の

設問に「相談する」と答えた生徒のうち、問 9「性に関する問題について家族に相談すること

ができますか」の設問回答を男女別に出したものです。男子は 215人中 154人の 71.6％がで

きると回答、女子は 382人中 262人の 68.6％ができると回答し、男女で大差は見られません

でした。 

   グラフ 15以後最後までは自己肯定感と絡めた設問になっております。 

グラフ 15は、問７「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」と 

問 21「自分は親に愛されて育てられていると思いますか」のクロス集計です。「親から愛さ

れて育てられていると思いますか」の設問に「とてもそう思う」「まあそう思う」と回答した

生徒の方が、「問題に直面したときに信頼できる大人に相談する」と回答した生徒が 54.5％、

34.0％と多いのが分かります。 

グラフ 16 は、問 9「性に関する問題について家族に相談することはできますか」と問 21

「自分は親に愛されて育てられていると思いますか」のクロス集計です。これも同じで「と

てもそう思う」「まあそう思う」と自己肯定の高い回答をした生徒の方が、「家族に相談する」

と回答した割合も高いです。 

グラフ 17は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談することができますか」

の設問で「相談する」と答えた生徒のうち、問 9「性に関する問題について家族に相談するこ

とができますか」と問 21「自分は親に愛されて育てられていると思いますか」の設問のクロ

ス集計です。これもグラフ 16 と同じで自己肯定の高い回答をした生徒の方が、「家族に相談

する」と答えている割合が高いです。 

グラフ 18は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」の

設問で「相談する」と答えた生徒のうち、問 16「小牧市内外の相談窓口を利用したことがあ

りますか」と問 21「自分は親に愛されて育てられていると思いますか」の設問のクロス集計

です。「愛されて育てられているとそんなに思わない」と回答した生徒のうち、2名の生徒が

「利用したことがある」と答えています。全体的に「相談窓口を利用したことがない」とい

う回答が多かったため傾向としては、わかりづらいです。 

グラフ 19は、問 18「今後問題に直面したときに利用したいと思いますか」と問 21「自分

は親に愛されて育てられていると思いますか」のクロス集計です。自己肯定を低く回答して

いる生徒の方が「相談を利用する気はない」と答えている割合が高いです。一方で「親に愛

されて育てられていると思わない」と回答した生徒のうち 10％の生徒が「相談を利用したい」

と思っているのも気になります。 

グラフ 20は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談すると思いますか」と



問 22「自分自身のことが好きですか」のクロス集計です。「自分自身のことが好き」と答え

た生徒の方が、「相談する」と答えた割合が高かったです。 

グラフ 21 は、問 9「性に関する問題について家族に相談することはできますか」と問 22

「自分自身のことが好きですか」のクロス集計です。こちらも「自分自身のことが好き」と

答えた生徒の方が、「家族に相談できる」と答えた割合が高かったです。 

グラフ 22は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談できますか」と設問に

「相談する」と答えた生徒のうち、問 9「性に関する問題について家族に相談することができ

ますか」と問 22「自分自身のことが好きですか」のクロス集計です。「自分自身のことが好

き」と自己肯定の高い回答をした生徒ほど、「家族に相談できる」と回答している割合が高く

なっています。 

グラフ 23は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談できますか」の設問に

「相談する」と答えた生徒のうち、問 16「小牧市内外の相談窓口を利用したことがあります 

か」と問 22「自分自身のことが好きですか」のクロス集計です。「自分自身のことが好き」

と回答した生徒では「相談窓口を利用したことがある」と回答した生徒はいなかったのに対

し、「自分自身のことが全く好きではない」と答えた生徒で「相談窓口を利用したことがある」

と答えた生徒が 2 人おり、グラフ上割合的に多いようにみえますが、母数が少ないため傾向

は読み取れないように感じます。 

グラフ 24は、問 18「今後問題の直面したときに利用したいと思いますか」と問 22「自分

自身のことが好きですか」のクロス集計です。こちらも「自分自身のことが好きですか」で

回答した全ての項目で「そのときになってみないと分からない」との回答が半数近くでした

が、「利用したい」と回答した生徒は自己肯定の高さによって多いように感じられます。 

グラフ 25 は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談できますか」と問 23

「自分を大切にしていますか」のクロス集計です。自己肯定の高い回答をした生徒の方が「問

題に直面したときに誰かに相談する」と回答した割合が約９割と高いです。 

グラフ 26 は、問 9「性に関する問題について家族に相談することはできますか」と問 23

「自分を大切にしていますか」のクロス集計です。これも自己肯定の高い回答をした生徒の

方が、「家族に相談できる」との回答割合が高かったです。 

グラフ 27は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談できますか」の設問に

「相談する」と答えた生徒のうち、問 9「性に関する問題について家族に相談することはでき

ますか」と問 23「自分を大切にしていますか」のクロス集計です。自己肯定の高い回答をし

た生徒の方が、「家族に相談できる」と回答した生徒が約６割いました。 

グラフ 28は、問 7「性の問題に直面したとき信頼できる大人に相談することができますか」

の設問で「相談する」と答えた生徒のうち、問 16「小牧市内外の相談窓口を利用したことが

ありますか」と問 23「自分を大切にしていますか」のクロス集計です。自己肯定の高い方が

「相談窓口を利用したことがない」と答えている割合が多かったです。「全く好きではない」

と答えた生徒で「相談窓口を利用したことがある」と答えた生徒が割合的に多いようにみえ

ますが、母数が少ないため傾向は読み取れないように感じます。これは、グラフ 28 の他に、

グラフ 18、グラフ 23にも共通しています。 

グラフ 29は、問 18「今後問題に直面したときに利用したいと思いますか」と問 23「自分



を大切にしていますか」のクロス集計です。傾向的に自己肯定の高い回答をした生徒の方が、

「利用する気はない」と回答している割合が多かったです。一方で「自分を全く大切にして

いない」と答えた生徒のうち、「利用したい」と回答している生徒が 13.3％の比較的高い割合

だったのが気になります。 

以上のグラフより 

○性に関する心配ごとで、「異性のこと」に関する心配は男子より女子の方が多かった。 

○性の問題に直面したとき男子より、女子の方が相談する傾向にある。 

○自己肯定感の高い回答をした生徒は、信頼できる大人、身近な母親や父親に相談する傾向が

ある。 

○自己肯定感について「自分は親に愛されて育てられている」と感じている生徒の男女差はさ

ほどない。 

○「あなたは自分自身のことが好きですか」と「あなたは自分自身を大切にしていますか」の

設問については女子より男子の方が自己肯定の高い回答をしている割合が多い。 

○自己肯定の高い生徒は身近な信頼できる大人に相談する傾向があり、自己肯定の低い生徒は

身近な信頼できる大人に相談することもなく、相談窓口にも相談する気がないと回答する割

合が高い。 

  という傾向が分かりました。 

毎年中学 2 年生の生徒に行う「生と性のアンケート」については、毎年大きな変化がない

ということから、来年度より 5 年に一度行うことに前回の協議会で話し合われたかと思いま

す。毎年アンケートの実施と併せて配布している「安心相談カード」の有効な配布方法につ

いて、今回のアンケートの結果を踏まえ御協議願います。 

（委員） 

   全体を通して、何かご質問等ございませんか。非常にたくさんありますので、少しずつ審

議していきたいと思います。まずグラフ１から 4までで何かございませんか。 

（委員） 

   グラフ 2 の女子の「ない」と答えた人数がグラフと表において相違がみられるので、訂正

をお願いします。 

（事務局） 

   グラフの表記ミスであります。訂正いたします。 

（委員） 

   続いて、グラフ 5、6についてはいかがですか。女の子のほうが男の子より相談する傾向に

あることがわかりますね。納得できる結果だと思います。何かご意見はありませんか。次に

グラフ 7、8についてお願いします。女の子がお母さんに相談するというのは、生理などもあ

りますし、わかるように思います。 

（委員） 

   最初に相談しようとする大人のその他の具体的な内容はわかりますか。 

（事務局） 

   自由意見から読み取れるのは、おばあちゃんやおばさんという回答が比較的多かったです。 

（委員） 



   グラフ 9、10、11についてお願いいたします。自己肯定感について尋ねる内容ですが、以

前と比べると高くなってきている印象があります。 

（委員） 

   グラフ 10 をみてみると、男子のほうが女子よりも自分が「とても好き」「まあ好き」と言

っている子の割合が高いという結果ですが、これはどういうことなのでしょうか。 

（委員） 

   単純に男の子のほうが女子に比べ幼いのではないのでしょうか。 

（委員） 

   少し戻りますが、グラフ 7 で専門の相談機関と答えている子がいますが、親や学校の先生

などの身近な大人でなく、初めて会う人に相談すると答えている子がいることに驚きました。

自分の素性が知られないほうが相談しやすいのかなという印象を受けました。 

（委員） 

   そうかもれませんね。他に事務局は何かお考えがありますか。 

（事務局） 

   以前と比べて自己肯定感は、高くなっている印象は受けます。 

（委員） 

   グラフ 12、13についてはいかがですか。その時になってみないと分からないと答えている

子が多いですが、実際そうだろうと感じます。そのほかご意見はございませんか。グラフ 14、

15についてはいかがですか。これは、自己肯定感の高い子ほどきちんと相談できるという傾

向が表れています。 

（事務局） 

   そうですね。 

（委員） 

   続いてグラフ 16、17についてはいかがですか。これも同様の結果が見えてきますね。自己

肯定感はとても大切なものであるということがわかります。 

（事務局） 

   長年母子保健推進用議会で取り組んできたことが、間違いないことが認識できました 

し、今後もそこは大切にしていかなければならないということが再確認できました。 

（委員） 

   それ以後のグラフについても同様の結果が出ていますね。事務局よりもう一度結論をお伝

えしてください。 

（事務局） 

  ○性に関する心配ごとで、「異性のこと」に関する心配は男子より女子の方が多かった。 

○性の問題に直面したとき男子より、女子の方が相談する傾向にある。 

○自己肯定感の高い回答をした生徒は、信頼できる大人、身近な母親や父親に相談する傾

向がある。 

○自己肯定感について「自分は親に愛されて育てられている」と感じている生徒の男女差

はさほどない。 

○「あなたは自分自身のことが好きですか」と「あなたは自分自身を大切にしていますか」



の設問については女子より男子の方が自己肯定の高い回答をしている割合が多い。 

○自己肯定の高い生徒は身近な信頼できる大人に相談する傾向があり、自己肯定の低い生

徒は身近な信頼できる大人に相談することもなく、相談窓口にも相談する気がないと回

答する割合が高い。 

以上です。 

（委員） 

   全体を通して何かご意見はございませんか。自己肯定感を育てていくことが大切だという

ことがわかる結果だと感じます。 

（委員） 

   自己肯定感の低い子たちへの支援も大切ですし、もっと小さいころからのかかわりで何か

できないかと感じます。 

（委員） 

   確かにそうですね。 

（委員） 

   自己肯定感を育むために今まで取り組んできたことを教えていただきたいと思います。 

（事務局） 

   自己肯定感は、本来は親子関係の中ではぐくまれるものであると考えています。今までの

取り組みとしては、妊娠中から親と子の自己肯定感を育む小牧市独自の親子健康手帳を作成

し、交付時に自己肯定感や手帳の活用方法についてもお伝えしています。 

   以前にとった調査では、親から、出産のときの気持ちを語ってもらった子ほど自己肯定感 

が高いという結果が出ていました。そういうことも踏まえて、ぜひお子さんに妊娠や出産の 

ときの気持ちをメッセージに残し伝えてほしいとお伝えしています。一方、生と性のカリキ 

ュラムの推進を小学校や中学校でも推進していただいております。小 2のカリキュラムで学 

校と地域が一体となってカリキュラムを推進しております。少しずつ取り組んできているの 

は、事実であります。 

（委員） 

   自己肯定感獲得ＤＶＤも作成してきました。 

（事務局） 

   現在も 4 か月児健診において、各ご家庭に配布しています。年齢が大きくなってから自己

肯定感を育むには友達同士の関係も大切だと思います。お互いに認め合いどのように声を掛

け合うのかということは、伝えていくといいと感じます。 

（委員） 

 自己肯定感を育むというということに関して、教育のイメージが強かったのですが理解で 

きました。 

（委員） 

   メディア漬けとの関連もあると思います。人と人とのコミュニケーションが薄れてきてい

る環境の中で育てば、自己肯定感が低いのは考えられると思います。親子のコミュニケーシ

ョンを取り戻すことは大切だと思います。 

（事務局） 



   自己肯定感は人と人との関係の中で育まれるものなのでその通りだと思います。 

（委員） 

 生と性のカリキュラムの推進にかかわらせていただいて思うのは、小牧市は、妊娠した 

ときに、親子健康手帳をもらい、そして自己肯定感獲得ＤＶＤがあり、小学校中学校におい 

て独自の生と性のカリキュラムがあり、地域や学校が一貫して自己肯定感を育む取り組みを 

してきているということがいえると思います。市ぐるみでのかかわりというのは特徴的であ 

ると思います。 

（委員） 

   最終的には親にすぐ相談できる親子関係が望ましいのだろうと思いますし、自己肯定感も

基本的には親子の関係の中で育まれるのであると思います。本来はそこを目指していくべき

なのだと思います。メディア漬けがそれを弊害するという話もありました。親もそれを意識

するべきなのだと思います。 

（委員） 

   以前にもお話しましたが、小児科医会でも「２歳まではテレビは見せないようにしましょ 

う」と啓発しています。そのような取り組みは大切であると感じます。 

（事務局） 

   自己肯定感を育む最初の土台は親子の愛着関係だと思いますが、自分たちが現在親子健康

手帳を交付していて感じるのは、望まない妊娠が多く最初から親子関係に大きな弊害がある

ケースが多いと感じています。 

（委員） 

   できちゃった婚が多いと感じます。10代の若い子のできちゃった婚の場合は、離婚率も高

いので、将来設計がないというのは問題であると感じます。先ほど出産時のことを語っても

らった子ほど自己肯定感が高いということをお聞きして、とても共感します。お産はとても

大切なもので、「母親がいいお産をした、満足のいくお産をした」と感じているお母さんのほ

うがそういうことが子どもに語れると感じます。そしてとくに「自分の母親がいいお産をし

た、満足のいくお産をした」と感じている女の子に関しては、自分の出産に肯定的であると

いう意見もありまして、やはりお産は大切だと思います。以前は、お産は自然なもので自分

の力で生みたいという方が多かったのですが、最近は、医療介入のお産が増えてきているの

で、お母さん自身の出産体験が自分自身で肯定的にとらえられるのかというのも一つあると

思います。ここ 10年を見てもお母さんたちのお産に対する思いは非常に薄くなってきている

気がします。お産のときだけではなく、命が育まれた時点でおなかの中にいるときから関係

を育んでいってくださいとお話はさせていただいていますが、以前と比べて反応も違う気が

します。高齢出産も増え医療介入の増えているのが現状です。 

（委員） 

   医療介入とは、帝王切開のことですか。 

（委員） 

   帝王切開や吸引分娩や、促進剤などの医療介入です。産み力が非常に落ちてきていると思

います。母乳力も落ちてきているのではないかと感じます。 

（委員） 



   他に意見はございませんか。無いようですので次の議題に移ります。 

 

（２）生と性についての正しい情報提供の取り組み 

「小牧市ホームページと携帯サイトの充実に向けて」         

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   資料 2―1をご覧ください。「いじめ」について、小牧市母子保健推進協議会として何 

を発信していくとよいかについて議論をお願いしたいと思います。資料 2－2をご覧くだ 

さい。いじめについて、事務局でたたき台を作成してみました。視点としては、いじめ 

られて悩んでいる人、いじめを見たときどのようにしたらよいか悩んでいる人、いじめ 

ている人、そしてすべての方を対象に記載しています。基本的に、自分ひとりで悩まずに、

信頼できる身近な大人にまずは相談するということを前提といたしました。そして、相談相

手をイメージしやすいように父親や母親あるいは学校の担任などと具体的に明記したのと同

時に公的な相談機関へのリンクも考えています。ご協議をお願いいたします。 

（委員） 

   いじめについて、どのように発信していくといいかということですが、何かの統計で中１

がいじめのピークという統計を見たことがあります。一度読んでいただけますか。 

（事務局） 

   資料 2―2読み上げ 

（委員） 

   これを思春期向けの小牧市のホームページに掲載するということですが、何かご意見はご

ざいませんか。 

（委員） 

   いじめられたお子さんの相談を受けていますと青年期や成人期と将来的にもいじめの経験

を引きずっていて、それで何が問題かというと先ほどの自己肯定感が低く、妙に消極的で

あったり、人と関わることが怖くなったりとその後の生活にも支障をきたしているケース

があります。その時点で、相談という形で私と関わるわけですが、まさにいじめられてい

る真っ最中の子が相談に来るというよりは、過去形で相談を受けるため、問題はさらに深

刻になっていることが多いです。いじめに関しては生と性の問題から続いているものだと

私は理解します。自己肯定感を育むためにこういうメッセージは大切だと思います。 

いじめの問題について正面から小牧市が取り組んでいく姿勢を見せていくというのは大切

だと思います。文面は抽象的ではありますが、困ったときには周囲の大人に声をかけてい

いんだよというメッセージは大切だと思います。 

 お父さんやお母さん向けにも、わが子がいじめられているかもしれないという時に親も

声をかけていいんだよというメッセージも発信するといいと思います。 

（委員） 

   小学生中学生にホームページを見てもらうという想定だとすると、小牧市のホームペー

ジでいかにこのページに行きつくかというと、難しい気がします。子どもたちは自分の学



校のホームページはよく見ると思います。そういうところにリンクが張れるといいと思い

ます。こういったメッセージが少しでも何かのきっかけになればと思うと、なんとかこの

ホームページにたどり着いてほしいと思います。そして対象も親や過去にいじめを受けた

人など広げるといいと思います。 

（委員） 

   現在ホームページのアクセスはどれくらいですか。 

（事務局） 

   ホームページのアクセスは現在あまり多くはありません。携帯アクセスも一時期は多か

ったですが、現在は落ち着いています。学校によっては、学校のホームページから小牧市

のホームページにリンクを張ってくださっている学校もあります。ただそれは一部の学校

ですので、一度教育委員会とも相談してみたいと思います。市のホームページからは、た

どり着きにくいかもしれません。 

（委員） 

   こういうメッセージを発信するのはよいと思います。携帯サイトのほうがたどりつきや

すいのが現状だと思います。市のホームページで分かりやすいところに乗せられる工夫も

していただけるとありがたいです。 

（事務局） 

   いただいた意見を集約したものを、修正してまた近日中に皆様にご意見をいただけます

ようお送りさせていただきます。 

（委員） 

   それでは次の議題に移ります。 

 

（１）生と性のカリキュラム推進 

「小学校中学校版の改訂について」  

（委員） 

児玉委員より報告をお願いいたします。 

（委員） 

   資料 3―1をご覧ください。小学校中学校版の指導案の改定について報告させていただきま

す。改定の狙いですが、小牧市の子どもたちの自己肯定感を育むために小中学校でも生徒性

のカリキュラムを推進してまいりました。平成 22年度から時代の流れも踏まえて現代に即し

たカリキュラムにするために順次見直し改訂してきました。 

   そして、教材が児童生徒にとって親しみのあるものに、担任が一人でも授業ができる指導

案に、専門的な内容など地域連携で実施していくという 3 点に留意し改訂しました。この母

子保健推進協議会でご報告させていただきましたのち、来年の 4 月より各学校において改訂

版の実践をしていきたいと考えております。 

（委員） 

   ただいまの報告について何かご意見はございませんか。 

（委員） 

   この生と性のカリキュラムの改訂は、母子保健推進協議会のもと学校保健教育研究会にお



いて作業をすすめてきたものです。できましたら、生と性のカリキュラムの表紙に母子保健

推進協議会と並列して学校保健教育研究会と記載させていただけたらと思います。 

（委員） 

   いいと思います。むしろ、そのほうがよろしいですね。 

（全委員） 

   合意 

（委員） 

   それでは、併記させていただきます。ありがとうございます。そして、カリキュラムにつ

いてのご意見があれば、一月中にいただきたいと思います。 

（委員） 

   みなさんよろしくお願いします。 

   大変な作業に敬意を表したいと思います。 

                 

（２）発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会からの報告   

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   本日配布したチラシについてご案内させていただきます。発達部会からですが、発達障害 

  に関する地域の理解を深める取り組みの一つとして、一月に講演会を開催する運びとなりま

した。「育てにくいことその親を支える周囲のかかわり方」と題して、愛知小児保健医療総合

センターの心療科の栗山先生をお招きして、民生委員さんや保健連絡員さんなど日ごろ地域

でお子さんたちとかかわりのある方々を中心にお声掛けし、一般市民の方にもＰＲして開催

する予定です。チラシも出来上がりましたので、お知り合いの方などにぜひ配布いただけま

すようよろしくお願いいたします。 

（委員） 

   このことについて、何かご意見はございませんか。無いようですので、閉会いたします。 

   ありがとうございました。 

３ 閉会 


