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平成２６年度第４回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２７年２月２７日（金） 13時 30分～15時 00分 

【場所】保健センター 大会議室（2階） 

【出席者】 

・出 席（13名）志水哲也、鈴木澄、小林佐知子、中澤和美、梶田光俊、高木真澄、 

川村美智代、須崎弘子、船橋嘉成、長江美津子、広中典子、 

宮内真由美、古井恵子（敬称略） 

・欠 席（２名） 三輪茂美、伊藤清美（敬称略） 

・事務局（６名） 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 

・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＝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」 

（２）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」の市民への配布方法について 

 ３ 報告 

（１）学校保健課題解決支援事業について 

 

【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＝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、事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料の 1をご覧ください。前回に引き続き「高校生を対象とした生と性のカリキュラ 

ムの推進」について検討をお願いいたします。今年度、1年間にわたり高校生を対象とし 

た生と性のカリキュラムについて検討して来ました。 

今まで頂いた意見を振り返ってみますといくつか鍵となる言葉が出てきたのではないか 

と思います。資料にも記載させていただきましたが、高校生の時期に伝えていきたいこ 

ととして、「自己肯定感」「妊娠適齢期」「ライフプラン」「生活リズムや食生活の大切さ」 

などがあげられます。 
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もちろん知識としては、学校の教科の中で多くのことが伝えられていますが、知識を「自 

分自身」のこととして結び付けていくためには、知識と同時にメッセージを伝えること 

が必要ではないかとの意見も頂いております。 

 小学校や中学校で実施したモデル事業に参加していただいた委員のみなさまは、イメ 

ージがつきやすいかと思いますが、今後はカリキュラムを実施させていただく高校の実 

情に合わせて細かい部分を調整させていただきいと考えております。 

 このような形で次年度に高校生のカリキュラムを推進していくことについて、ご意見

があればよろしくお願いいたします。 

 また、本日参考資料として机上に配布させていただきましたパンフレットについてご

説明いたします。これは愛知県が安心安全な妊娠サポート事業に活用するために作成さ

れたもので、今後大学生等への健康教育の際に活用されていく予定のものです。 

妊娠適齢期について、分かりやすく説明されたパンフレットです。妊娠適齢期について

は、当協議会でも高校生に伝えていきたいこととして意見を頂いておりますが、知識と

して妊娠適齢期を伝えるだけでなく、「自己肯定感」について伝えていくと同時に、生徒

たちがこれからの生き方を自分で考え選択していくという「ライフプラン」のことそし

て、自分の生活習慣や食生活についても伝えていけるような内容にしていきたいと考え

ています。 

（委員） 

   このパンフレットは具体的にどのように活用されるのでしょうか。 

（委員） 

   前回の協議会でもお伝えしましたが、今年度愛知県では、安心安全な妊娠サポート事 

業をモデル事業として実施してきました。当保健所でも地元の大学に協力を頂いて学生 

を対象に産婦人科医を講師として実施いたしました。次年度以降は、企業や大学、広く

高校を対象に健康教育を実施していけるとよいと考えています。その時に活用すること

を想定しており、パンフレットだけでなく DVDも作成され活用していく予定です。若い

方が、将来のことを考えて妊娠出産について考えられるよう伝えていくことを想定して

います。今後 3月の中旬ごろに、市町村向けも研修を行なう予定であります。大学だけ

でなく、企業における啓発も視野に入れておりますが、現状を考えると企業での実施は

難しいのではないかと思います。各地域の現状に合わせてすすめられていくのではない

かと思います。 

（委員） 

   確かに、高齢出産、ハイリスク出産が多い現状があると思います。 

（事務局） 

   どのような部分で企業での実施が難しいとお考えですか。 

（委員） 

   職域おいては、例えば生活習慣病予防や喫煙の問題などの職員の健康づくりに関する 

  取り組みも難しいのが現状です。保健師が配置されている企業もありますが、小さな企 

業だと保健師の配置もなく特に働きかけが難しいのが現状だと思います。 
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もちろん「妊娠適齢期」については、女性だけでなく男性にも理解が必要だと思いま 

すし、また、企業側の理解も必要だと思いますが、今の現状においてその取り組みに理

解が得られにくいのではないかと感じます。 

（委員） 

   12月に実施した学校保健課題解決支援事業のモデル事業に参加させていただいて、と

ても学ぶところが多かったと感じています。ただ、高校で同じような取り組みをしてい

くことを考えると、難しさを感じます。以前のことですが、現場で性教育を実施しよう

としたときに、現状では、意外にもまだまだ抵抗感があるように感じました。中学校の

モデル事業では学年の先生と一緒に授業を構成していましたが、はじめからあのように

実施していくのは難しいかもしれません。ただ、生徒たちにはぜひ伝えていきたいこと

です。普段の教科とは違う外部の講師から話を聞くということは、生徒たちにとっても

新鮮だと思います。 

（委員） 

   抵抗感というのは、教師の中であるということですか。 

（委員） 

   そうです。 

（事務局） 

   保健センターとして、高校生にカリキュラムを進めていくことに関して受け入れてい 

ただけるような取り組みとして何かできることはありますか。何かうまく入っていける 

方法があれば、よいのですが。 

（委員） 

   まずは、どういった内容のものをやるのかというところが不安なのではないかと思 

います。説明をするときに具体的なものがあると分かりやすいのではないかと思いま 

す。また、教員が何かするとなると難しいと思いますが、授業時間の中で外部の講師が 

話をするということになれば、受け入られやすいのではないかと思います。 

（事務局） 

   外部との窓口は教頭先生ですか？ 

（委員） 

   そうですね。 

（事務局） 

   この一年間、高校の養護教諭として協議会委員として加わっていただき検討を重ねて 

まいりましたが、次年度実際に高校でのカリキュラムの実践を具体的に検討していただ 

けるよう、現在高校に働きかけていただいております。 

（委員） 

   まだ決定事項ではないので、実際に「取り組めます」とは言い切れませんが、現在調 

整中というという段階です。 

（事務局） 

   その過程の中で、保健センターとしてできることがあれば、協力させていただきたい 
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と思います。この一年間で、次年度のモデル事業の実施までこれたことは、非常に嬉し 

いことです。できればモデル事業実施のときに、他の高校の先生も見に来ていただける 

とまた広がっていくのかなと思います。ぜひ保健センターを利用していただけるといい 

と思います。 

（委員） 

   生徒に伝える前に、まず先生たちにプレゼンしていく必要があるのですね。そして、 

理解していただかなければならないということですね。 

（事務局） 

   何回か実績を重ねていくうちに、それが恒例になっていくとよいと思います。小牧市 

では小学 1年生から中学 3年生までの生と性のカリキュラムを作成し、実践してきてお

りますが、カリキュラムを作るときから教育委員会に相談させていただき、校長先生か

ら養護教諭までそれぞれの代表をだしていただいて、一緒にカリキュラムを作成してま

いりました。特に養護教諭の先生方には、中心となっていただきこれまでやってきてい

ただきました。だからこそ、今のように定着してきたのではないかと思います。 

 一方、高校のカリキュラムはそのような形で進めてきてはいませんので、現在、現場

の先生に理解していただくところから、調整していただいているのだと思います。 

   小中学校版とは違うすすめ方できていますので、難しいのかもしれません。高校は小 

牧の子どもたちだけではありませんが、大切な子どもたちのために小中とつながってき 

たカリキュラムを高校でもつなげていけるとよいと思います。 

（委員） 

   教員の立場からすると、保健センターの方たちはどんな話をしてくれるのだろうとい 

  う思いと、一方で保健センターは、どんな話を期待されているのかという思いがあるの 

ではないかと思います。そうするとなかなか進みにくいのではないかと思います。 

   先日の中学校でのモデル事業の中での研究討議の時に、ある高校の保健体育の先生が 

  「自分が高校で教えていることをすでに中学生の段階で学んでいるということを知った。 

驚いた」という意見が出ていました。現場の教員としては、どのような素材を使って、

伝えていくかということを悩んでいるかもしれません。保健体育や養護教諭の先生など

に相談して、そこを洗い出してみるとよいかもしれません。そうすると、そこが突破口

になって、高校に入りやすいのではないかと思います。専門家が話をすることが有効だ

ということになれば、必要とされて入っていけるのではないのでしょうか。 

（委員） 

   何かいい方法はあるのでしょうか。 

（梶田先生） 

   高校の場合、教科ごとに集まって、授業研究会などはあるのでしょうか。 

（委員） 

   あると思います。 

（委員） 

   先進的な授業などの研究発表などはよくあると思います。日頃の授業の取り組みにつ
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いて話し合う場はあるのでしょうか。 

（委員） 

   各教科で集まっていることは知っていますが、どのようなことを行なっているか詳し

いことはわかりません。 

（事務局） 

   保健センターから各学校にご依頼に伺ったらいかがでしょうか。現在小牧で取り組ん

でいる小学校と中学校で行なわれている生と性のカリキュラムをご理解いただいた上で

高校でのカリキュラムを考えていけるとよいと思います。そこで困っていらっしゃるこ

とも伺えるとよいと思います。以前、生と性のカリキュラムを作成するときに高校にも 

  アンケートの依頼に伺ったことがあります。その時は、一校ずつお願いにあがらせてい

ただきました。そのように、依頼させていただくのはいかがでしょうか。 

（委員） 

   いいと思います。 

（事務局） 

   3月と 4月は、学校は忙しいと思いますが、いかがでしょか。教科で言うと保健体育の

先生や養護教諭の先生にお話していくとよいのでしょうか。 

（委員） 

   教科で言うと保健体育です。 

（事務局） 

   分かりました。では、一度どのように段取りをしていくとよいか考えたいと思います。

現場で困っていらっしゃることを、きちんと伺っていく必要があると思います。 

（委員） 

   非常に大切なことですね。 

（事務局） 

   お会いしてお話をしていくことはとても大切なことだと認識しています。 

（委員） 

   中学校で行なったモデル事業に関して、中学生の感想はいかがでしたか。 

（事務局） 

   授業のあとに、個人の感想を書いて見せていただきました。「自分の生き方を大切にし

ようと思った」という感想が大半を占め、全体的には、ねらいのとおり単なる性感染症

予防や望まない妊娠の知識を学んだだけではなく、どうして性感染症予防や望まない妊

娠がいけないのかというところを自分自身がかけがえのないいのちであり、自分や相手

の生き方を大切にするということが伝わっている印象を受けました。ただ、一方で数名

ではありますが、緊急避妊薬について知識として伝えたことの一部の印象が強く、その

感想を述べた生徒もいました。伝え方が不十分であったかもしれません。 

（委員） 

   モデル事業に参加しましたが、確かにその部分は伝えにくいと感じました。伝え方を

工夫していく必要があると感じます。 
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（委員） 

   私も中学校のほうのモデル事業に参加しました。生徒たちは熱心に聴いていたと思い 

ます。内容的によかったと思います。「針の穴」の印象はとても強かったです。 

自己肯定感という言葉は個人的には難しい印象があります。そこを噛み砕いて伝えて 

いくことは必要だと思います。 

各高校独自性については、やはり現場に足を運んで耳を傾けていく必要があると思い 

  ます。そうすることで、現場が見えてくると思います。 

（委員） 

   知識を自分自身のこととして受け止めていくために、大人からのメッセージを伝えて 

いくことが必要との方向性がありますが、具体的には事務局としては何か考えがありま 

すか。 

（事務局） 

   高校でのカリキュラムを推進するにあたり、授業の中ではじめから先生と一緒に授業 

を組み立てていくのは難しいのかもしれませんが、現在、中学校では授業を組み立てる 

際に、学校によって違いますが学年の先生や校長先生に協力を頂いてお話をしていただ 

いています。外部講師であるわたしたちからも、知識を自分の事として置き換えられる 

よう伝えていくことを心がけていますが、生徒たちの成長を見守ってきた学校の先生か 

らもこの授業を実施した思いや卒業を控えてのメッセージなどを伝えていただくことが 

より有効なのではないかと感じています。また学校の先生は、その授業のときだけでな 

く学校生活においても生徒たちと関わることができる立場なので、この授業のときだけ 

でなく、生徒たちに伝えていくことができます。だからこそ、一緒に取り組めるとよい 

と思います。それが、大人からのメッセージになるのではないかと思います。外部講師 

を招いて「ありがとうございました。お疲れ様でした。」だけでなく、そこに学校の先生 

が加わるだけで違う印象を受けます。 

（委員） 

   他にどなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   時間の関係もあり、授業の最後に学年主任の話をじゅうぶんにとることができません 

でしたが、教室に戻って各担任から思いを語っていただきました。 

（委員） 

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、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。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、自己肯定感

獲得 DVD「みんなちがってみんないい」の市民への配布方法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） 

   よろしくお願いします。資料２をご覧ください。平成 19年度に「小牧市生と性のカリ 

キュラム」親・地域版の推進のひとつとして、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」をわかりやすく説明

した小牧市自己肯定感獲得 DVD「みんな違ってみんないい」を作成し、乳幼児健診等で

配布してきました。現在は主に保健センターで行っております 4 か月児健診で第１子の

親御さんや、幼児健診においても他市からの転入の親御さんを対象に配布しております。 

   他に赤ちゃん訪問学習会にて保健連絡員や、「自己肯定感」の出前講座の受講者の方、

市内在住で視聴希望者の方に配布してきました。また市内の図書館で貸し出しをしてお

ります。元々親御さんだけでなく、祖父母や地域のおじさんおばさんなどにも自己肯定

感の大切さを理解し行動していただくことを狙いとしこの DVDを作成してきました。 

  しかしながら DVD作成当初に比べて近年メディアも多様化しており、家庭でなくても気

軽に動画が見られるようになりました。今後の方針として現行通り DVDの配布と共に小

牧市ホームページにおける動画配信をしてはどうかと考えております。そこで次年度以

降 DVDの配布対象と動画配信の対象についてどのように周知、利用して行けるといいか

委員の皆さまのご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

（委員） 

   4か月児健診において、保護者に渡しているというのが主ですか？ 

（事務局） 

   はい。お子さんをもったご家庭には、4か月児健診で現在配布させていただいておりま 

す。DVD作成当初は、保護者の方だけでなく、様々なところに配布させていただくために 

お話に伺いました。現在はそのような場が少ないのが現状です。 

 動画配信については、次年度実施していけるように準備をしている段階です。議会で 

承認が得られれば、本格実施となります。 

（委員） 

   DVDを動画配信するにあたって今のところ特に問題はありませんか。 

（事務局） 

   DVDを動画配信するにあたり、出演者に承諾を得ることが必要になってきますが、主た 

る出演者には、今年度に内諾は頂いております。その他大勢の出演者に関しては、確認 

が取れないので、その部分の映像を加工する必要が出てきますが、そのあたりは、次年 

度に業者さんと具体的に話し合う段階で、決めていきたいと考えています。 

（長江委員） 

   この DVDは、とてもわかりやすい DVDだと思います。この DVDを保育士の新人研修で 

活用しています。若い保育士が自己肯定感について理解することが、子どもだけでなく 

お母さんへの関わりにつながっていくと思います。 

   保護者の方には、保育参観などで一緒にみて考えるきっかけになるとよいのではない 

かと思います。お母さんたちは疲れていたり、ストレスをいっぱい感じていて、子ども 

たちについ「知らないからね」とか「嫌い」などと子どもたちに言ってしまっている現 
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状があります。日頃の親子の関わりを振り返り考えるきっかけになるのではないかと思 

います。小さいときに見ていただくのもよいですが、少し成長して育てにくい時期にこ 

の DVDを活用して振り返っていただくとよいのではないかと思います。 

（委員） 

   民生委員の集まりも集約されている傾向にあります。介護保険のことなど勉強会など

をする機会はありました。どうしても民生委員は、高齢者や生活困窮者が主になってい

るのが現状です。こういうものがありますよという紹介はできると思いますが。 

（委員） 

   児童館などでは流れているのでしょうか。 

（事務局） 

   児童館では、DVD作成当初は配布に協力をしていただいておりましたが、DVDを流して 

はいないと思います。 

（委員） 

   児童館では母と子クラブというものがあります。そういうところで、伝えていくこと 

は可能ではないかと思います。 

（委員） 

市役所のモニターなどでも何か放映されていますね。 

（事務局） 

   そうですね。何がどのように放映されているのか一度確認してみます。 

   児童館に関しては、DVD作成当初と違って現在は指定管理者の運営となり、新しい館長 

先生たちはご存じないかもしれません。まずは。児童館の先生方にも見ていただけとよ 

いと思います。そこから、また活用が広がっていくかもしれません。まずは、関係機関 

から周知に努めていきたいと思います。 

（委員） 

   DVDの活用については、関係機関から広めていくのはいいですね。動画配信については、 

どのように考えるとよいでしょうか。 

（事務局） 

   スマートフォンを持っている方にとって、スマートフォンで動画を見ることのほうが 

  DVDをみるより手軽なのではないでしょうか。今後どのような方に DVDを配布するかを考 

えたときに、4か月児健診でスマートフォンを持っている保護者の方には、DVDではなく、 

スマートフォンで動画を見ていただくプリント等を作成し配布するのはどうかとなどの 

ご意見をお聞かせ願いたいと思います。 

（委員） 

   例えば相談などがあって、スマートフォンで見れますよ、保健センター以外の他機関 

でも気軽に PRすることはできます。また、きちんとテレビの大きい画面で見たいとなる 

と DVDのほうがいいと思うので、その時には保健センターでもらえますよと伝えられる 

とよいと思います。 
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（委員） 

   スマートフォンに子守をさせたり、親が見入ってしまっては問題ですね。 

（委員） 

   スマートフォンは手軽に見ることができることはできます。予算のこともあるという

ことであれば、DVD配布の対象を絞り、その他は動画を見ていただくというのも一つだと思

います。その際には、インターネット動画をきちんと見ていただけるようプリントを配布

するのも一つだと思います。 

（事務局） 

   もちろんインターネット上の動画配信は、不特定多数の方に見ていただけます。一方 

私たちが意識して伝えていきたい対象に見ていただくためには見ていただく工夫をして 

いかなくてはなりません。どのような対象に、何をどのように配布していくかを考えな 

ければなりません。 

（委員） 

   見るきっかけは、どちらのほうがあるかというと、DVDのほうかもしれません。インタ 

ーネットは目的意識を持って見るものではないでしょうか。ただ、手軽さはインターネ 

ットではないかと思います。インターネット配信のチラシを配っても、その後すぐに捨 

ててしまえばおしまいです。例えば、親子健康手帳などに掲載するなどして、目に留ま 

るのも一つではないでしょうか。また、内容をどこかで目に留まるようにするとよいの 

ではないでしょうか。 

（委員） 

   紙切れ一枚といっても、DVDだけでなく自己肯定感を育むことを伝えていけるチラシも 

有効なのではないかと思います。 

（委員） 

   保育士の養成学校などでもいて置いていただけるとよいですね。 

（委員） 

   動画配信は、できるとしたらいつぐらいからですか。 

（事務局） 

   秋ごろになるのではないかと思います。 

（委員） 

   他に、ご意見はありませんか。 

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。 

続いて、報告にうつります。報告（１）学校保健課題解決支援事業について梶田委員 

より報告をお願いします。 

（委員） 

   よろしくお願いいたします。資料 3をご覧ください。みなさまご協力いただきありが 

とうございました。特に小中学校で行なったモデル事業においては、たくさんのご意見 

を頂きましてありがとうございました。授業者だけでなく、参加した養護教諭等も自分 

たちの学校で今後どのように進めていこうかということを考えるとてもよい機会となり 
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ました。今後充実に向けてさらに努力していきたいと思います。も 2月 2日に活動報告 

も終了いたしました。その成果品が、生と性のカリキュラムにモデル事業の内容を加え 

たものと食物アレルギー対応マニュアルになります。幼稚園と高校も含め、早速各小中 

学校に配布し、活用させていただいております。 

 教員だけでなく、みなさまのご協力を得て取り組めたのが本当によかったと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

（委員） 

   ただいま報告を頂きました。ご質問等はございませんか。 

（事務局） 

   今回、教育委員会のご協力を得て、高校のカリキュラムにまでつながるような検討が 

  できました。本当によい機会を頂きありがとうございました。 

（委員） 

食物アレルギーの対応もとても大切だと思います。 

他にご意見はありませんか。 

報告は以上となります。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、６月２６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４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６月 26日（金）開催予定 


