
平成２６年度第２回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２６年９月２９日（月） 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（14名）志水哲也、鈴木澄、梶田光俊、高木真澄、川村美智代、伊藤清美、 

広中典子、中澤和美、船橋嘉成、須崎弘子、長江美津子、 

宮内真由美、小林佐知子、日比野ひとみ（古井恵子委員の代理出席） 

（敬称略） 

・欠 席（1名） 三輪茂美、（敬称略） 

・事務局（6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、 

長谷川えい子保健師、松本萌保健師 

・傍聴者（2名） 

【次第】 

 １ 開会 

会長あいさつ 

 ２ 議題 

（１）学校保健課題解決支援事業ついて 

   ～公開授業について～ 

（２）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）生と性のカリキュラムの推進 

   ～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）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 26 年度小牧市子育て支援機関連携会議の報告～ 

 

【議題】 

（会長） 

   議題に入ります。議題（１）「学校保健課題解決支援事業ついて～公開授業について～」 

  梶田委員より説明をお願いします。 

（委員） 

   今年度、文部科学省の学校保健課題解決支援事業に取り組んでおります。小牧市では、

「生と性のカリキュラムの推進」および「アレルギー対策」の２点を課題にあげて取り

組むこととなっています。「生と性のカリキュラム推進」に関しては、2 学期に公開授業

研究を行なう予定です。事業内容及び計画ですが、資料をご覧ください。小学校では米



野小学校の４年３組を対象に、平成 26年 12月 11日（木）に実施する予定です。13：45

～14：30に研究授業、14：40～15：30に研究協議及び情報交換を計画しています。内容

は、いのちを守る「かわっていくぼくたち・わたしたち」で、担任と養護教諭が担当し

ます。 

中学校では、篠岡中学校３年生を対象に、平成 26年 12月 5日（金）に実施する予定で 

す。14：10～15：10に研究授業、15：25～16：10に研究協議及び情報交換を計画してい

ます。内容は、社会に生きる「すてきな大人になろう～性感染症の予防～」で、3年の学

年担任と養護教諭と保健センター保健師で担当します。 

委員のみなさまには、どちらか一方の参加をお願いします。本日ご案内を出させていた 

だいておりますので、出欠について、10月 22日ごろまでに返信をお願いします。 

（委員） 

公開授業について、ただいま説明を頂きました。12月に予定され、母子保健推進協議 

会の委員は、できるだけ出席をして意見を頂きたいとのことでした。内容等について、

不明な点やご意見はございませんか。 

（委員） 

   保育士にも何人か声をかけたいのですが、よいでしょうか。 

（委員） 

   何人くらいになるでしょうか。 

（委員） 

   ５人くらいだと思います。 

（委員） 

   母子保健推進協議会委員のほかに学校保健会のメンバーや養護教諭も参加する予定で 

すので、あわせて２０人くらいになる予定です。皆さんに教室に入っていただかなくて 

はなりませんので、スペースにも限りがあります。最終人数が出揃った段階で、参加可 

能な人数の調整をしたいと思います。 

（事務局） 

   何人かの委員さんから、両方出席したいとのご意見もありました。そのような希望が 

あった場合は、どうですか。 

（委員） 

   先ほども申し上げましたように、人数調整が必要になってきますので、その段階でご 

相談させていただきます。 

（委員） 

   保護者の参加は予定していますか。 

（委員） 

   今回の公開授業では、保護者の参加は予定していません。 

（委員） 

   生徒たちが今回の授業をうけてどう感じたか等の振り返りはする予定ですか。 

（委員） 

   小学校、中学校ともに、振り返りは実施する予定です。 



（委員） 

   ほかにご意見は、ございませんか。 

  それでは、頂いた意見をまとめていただいて、公開授業に臨んでいきたいと思います。 

それでは次の議題に移ります。 

議題（２）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いたします。 

（事務局） 

   資料 2をご覧ください。 

   ここで、小牧市生と性のカリキュラムについて、今一度、確認をさせていただきます。 

   小牧市では「生と性のカリキュラム」を作成、推進するにあたり、「性教育」の「性」

という文字の「りっしんべん」を「心」ととらえ、「人間らしく生き生きと共に生きる」、

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、小牧の子どもたち

が心豊かにいきいきと生きる力を育むことを目指しています。 

   また、目指す子どもの姿として、具体的に４つあげております。資料に記載させてい 

ただいておりますが、確認のために、読み上げさせていただきます。 

（１）自分の存在価値を認識し、いのちの大切さを知っている子、 

（２）社会の中で人とかかわりあいながら豊かに心をはぐくみあえる子、 

（３）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）自己判断・自己決定できる力を持つ子、 

   この 4つの姿を、目指しています。また、前回の会議で高校や高校生の現状について、 

皆さんから以下のような意見を頂きました。 

  ・市内の高校は性教育を保健や家庭科の教科の中で学んでいるのが現状である。 

  ・性に関する興味・関心が両極化している。 

  ・人間関係をはじめ、経験から得られる知識がない。 

  ・10代の妊娠について、若年妊娠は不登校と深く関わっているという意見や親が子ども 

に対して関心が薄く、子どもの妊娠に気がつかないなどの状況もある。 

  ・男女の付き合い方が変化しているとの意見もありました。具体的には、性的な結びつ

きを求めるというよりは中性同士の付き合いのような印象であったり、 

・高校生のカップルが少ない印象を受けるなどの意見がありました。 

また、問題を持つ思春期の子の共通点として、幼少期から不安定な環境の中で育って

きており安心して生きてきた経験が無いとの意見がありました。一方、問題を乗り越

えたケースとして、同じくらいの年代の中での居場所があるということが大切で、お

互い思いやる相互支援性を作っていくことが大切であるとの意見を頂きました。 

   現在高校では、保健・家庭科の中で系統だった授業が展開されている状況ということ 

がわかりましたが、先ほどの目指す子どもの姿として（３）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、につなげるために、現在の①問題点、②支援方

法について、自由に討論して頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



（会長） 

   ただいま事務局より説明を頂きました。高校生の現状を踏まえて、問題点とどのよう 

な方法で伝えていくとよいかについてご意見を頂きたいということです。どのようなこ

とでもかまいません。どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   感じることは、高校生が集団の中での人間関係に気を使ったり、臆病になっていると 

  いうのを感じます。今いる自分の集団の中でいかにうまくやっていくかにエネルギーを

注いでいるのではないかと思います。友達同士深く関わることにも慎重になっていると

思います。同性同士の付き合いにも非常に気を使っていると思うので、なかなか異性と

の付き合いまでたどり着かないのではないかと感じます。以前ですと、失恋などの相談

もありましたが、今は失恋してもそれほど落ち込むほどでもなくさっぱりしていると思

います。同性との付き合いでも、異性との付き合いでも、感情が揺り動かされるほどの

経験や付き合いをしていないという印象を受けます。 

（委員） 

   ありがとうございました。コミュニケーションの経験が乏しくなってきているので、

人とのコミュニケーションがうまくいかなくなってきているのではないかと思います。

メディアによる影響も大きいと思います。 

（委員） 

   中学校の時などに、過去にみてきた経験などで、「ああならないように気をつけよう」

と、先のことを心配して、人間関係に慎重になってきているのかなと思います。 

（委員） 

   いじめにもつながっているのでしょうか。 

（委員） 

   いじめにまでつながらなくても、孤立してしまうというのはあると思います。ライン 

などで、自分のどこが悪かったのかと投げかけたりしていると思いますが、それでも誰

も何も言わないという状況があるのではないかと思います。ぶつかるのが怖いのかなと

感じます。 

（委員） 

   子どもたちは、中学生くらいになると何もしゃべらなくなってしまうように思います

が、高校生でもそうでしょうか。 

（委員） 

   話す子は、話すと思いますが、一般的に、男の子はあまり話さないと思います。 

（委員） 

   身近な高校生を見ても、高校生はまだまだ物事の考え方が全体的に幼いという印象が

あります。また、異性と遊ぶよりは、同性の友達と遊ぶほうが楽しいという印象があり

ます。友達同士の連絡も、携帯で直接やり取りしてしまうため、昔のように家に電話が

かかってきて取り次ぐというともありません。そのため、友達関係も分かりにくく、親

のほうから意識して把握しないと、子どもの交友関係というのは見えてこないです。高

校によっては、同じような価値観を持った子が集まりやすく、そういった中で友達関係



を上手に築くことが優先されているのかもしれません。全体の印象として、高校生が幼

くなっている印象を受けます。 

（委員） 

   なぜ幼くなったのでしょうか。 

（委員） 

   語弊があるかもしれませんが、「ゆとり」なのではないかと思います。昔と比べると家 

事も楽になって、子どもの数も減り、親が子どもに手をかけられるようになっているの

ではないでしょうか。また、友達同士のような親子も見受けられます。 

（委員） 

   ほかにご意見はございませんか。 

（委員） 

   幼いけれど、賢さを感じます。 

（委員） 

   積極性がかけているのでしょうか。 

（委員） 

   積極性がないわけではないと思いますが、強く自己主張する場面は、少ないように感 

じます。 

（委員） 

   今の子どもたちは、決して積極性がないとか、コミュニケーションが下手ということ 

ではないと思います。集団から浮かないことを非常に意識して、逆に、上手に友達と付

き合っているのではないかと思います。例えば、男の子であれば、異性と付き合うとそ

この集団から浮くので、そこの集団で楽しくうまくやっていくためには付き合わないと

いう考え方なのかもしれません。女の子もそうなのではないでしょうか。以前、中学校 3

年生の子たちが教員と話をしているときに、学級の中で話をしていても自分の事として

捉えられない、一方目を見て話されると、自分の事として捉えることができると話して

いたことがあります。付き合い方そのものは希薄なのではないでしょうか。また、一緒

に集団で遊んでいても、一緒にいる子の名前すら知らない、どこに住んでいるのか、ど

この学校かも分からないというような関係があります。その時、その集団で、その場で

楽しく遊ぶということに力を注ぐ傾向が強いのではないかと思います。 

（委員） 

   「かしこい」のですかね。 

（委員） 

   経験を伴わない「かしこさ」なので、一線を超えてしまったときにとことん行ってし 

まうのだと思います。それがマイナスの方向に働いてしまうのが、「引きこもり」ではな 

いかと思います。 

（委員） 

   不登校から引きこもりになるのでしょうか。 

（委員） 

   今は普通に見える子が、ある日突然ということもあります。 



（事務局） 

   今お話を聞いていると、問題を起こさないようにしている今の子どもの姿が、みえて 

きたのではないかと思います。とすると、問題にあたったときに乗り越えたり、解決す 

る力を培っていくということができていないのではないでしょうか。そういう今の子ど 

もたちの姿から見えてくる問題点をどのように、理解するとよいのでしょうか。 

 また、そのような傾向が見られるのは、何年生くらいからなのでしょうか。 

（委員） 

   中学になるとそのような傾向がみえてきます。小学校のことは詳しくは分かりません

が、おそらく高学年くらいからそのような姿は、現れているのではないかと思います。

そして、「かしこい」のですが自分の中で無理をして生活していたりすると、それに耐え

られなくなったり、自分らしさに気づいて苦しくなり、学校に来れなくなってしまった

りします。本当の自分じゃない生き方をしているから苦しくなるのだと思います。「本当

の自分を出していいんだよ」と伝えてはいても、「出してしまったら、やっていけない」

というので、うまく吐き出しながら自分の中でバランスをとってやるしかないのだと思

います。 

（事務局） 

   高学年というのは、５・６年生のことですか。 

（委員） 

   そうですね、4年生からちらほら見え隠れしますが、５・６年生くらいから多くなって 

きます。 

（委員） 

   中学から高校に変わる時は、どうでしょか。中学校のとき不登校でも、高校に行くと、 

学校に行くようになる子もいるという話を聞いたことがあります。 

（委員） 

   うまく進路選択ができた子は、つまり自分で決めてその高校に入りたいと思って進学

した場合は、高校に入学後また、学校に行けるようになるケースが多いように感じます。 

   無理に進路選択をしてしまうと、高校に入って学校に行けていないというのは聞いた

ことがあります。進路選択がうまくいくかどうかは、大きな分かれ目だと思います。 

（委員） 

   先に、全体的に幼いという意見がありました。また、豊かな経験から得られるものが

少ないとの話がありました。 

（委員） 

   支援が必要な子達に接する機会の多い立場ですが、中性的な付き合いが多い、高校生

のカップルが少ない印象がするなど意見がありますが、一方で若年妊娠は相変わらず多

い現状です。生と性のカリキュラムはとても大切だと思います。 

（委員） 

   高校生の子がいますが、仲間として集まるが、深い付き合いはしないというのは聞い

たことがあります。集団の中で目立たないようにするというのは、いじめられないよう

にするためなのでしょうか。 



（委員） 

   以前と比べるとそのような傾向はあると感じます。いじめられてしまうかも、孤立し

てしまうかもという不安が先立ってしまっているのではないでしょうか。一言声をかけ

たらよいのにということでも、そんなこと言えないという風になってしまっています。 

（委員） 

   いじめられるというよりも、孤立してしまうかもという不安感が強いのではないかと

思います。ただ「不安」なのだと思います。 

（委員） 

   どこかの集団に属していないと、不安ということなのでしょうか。自分は自分と思え

ないということなのですね。 

（委員） 

   友達と遊びに行っても、「つかれた」といって帰ってきます。「遊びに行かなければい 

  いのに」というと、「でも一緒に行っておかないと・・・」という現状です。中には、自

分をしっかり持っている子もいますが、そのような子に対して「あの子は変わっている

から・・・」といい、人間の評価が昔と比べると違うような気もします。 

（委員） 

   学生から相談を受ける立場ですが、常に周りにアンテナを張って、周りに気を使って 

おり、不安の高さは感じます。そしていかに、その不安に気づかれないようにするかと   

いう生活に疲れてしまっている印象を受けます。最近、心理学の世界で「過剰適応」と

いう言葉がつかわれます。「過剰」に「適応する」人が増えてきた印象があります。うま

く適応しないと「一人ぼっち」になってしまうという不安があるのだと思います。もち

ろん、自分をさらけ出したりすることはできないのですが、そのあたりを知識として教

えるなど教育的な働きかけができるといいのかなと感じます。 

（委員） 

   出勤途中に、高校生をよく見かけます。委員の皆さんの意見を聞いていて、思い浮か

んだ光景があります。3人の高校生の女の子を見かけたのですが、3人の後ろ姿が印象的

でした。同じリュックサックを背負って 3人並んで歩いていました。他愛も無い光景で、

その時は、なかよしなのだなと感じましたが、お話を聞いていると合わせていたのかな

とも感じます。また、別の日に電車の中で見かけた光景ですが、その電車はとても空い

ていたのですが、同じ学校の生徒らしき女の子が 3人、横並びの座席に、かなり間隔を

開けて座っていました。一人の子はスマートフォンを触っていました。一人の子は、も

う一人の子に話しかけていました。真ん中に座っていた子が、お菓子を取り出して、も

う二人の子に配っていました。お菓子を受け取った子は、少しニッコリしていたと思い

ますが、離れて座っていてなんだか少し寂しい気がしました。私たちの年代だったら、

くっついて座って、おしゃべりをします。一方で、込み合っている電車の中で、いちゃ

いちゃしている高校生の男女を見かけたことがあります。先ほどのお話を聞いていて、 

  人との距離のとり方など、今の高校生の姿から考えさせられるものがありました。 

（委員） 

   高校生と接する機会は少ないのですが、若いお母さんたちと接する機会があります。



サークルづくりの様子を見ていると、1年前後で自然消滅するケースが多いです。どのサ

ークルもある程度のところまでは付き合いますが、長く続いているサークルをみると、

あと一歩深く入ったところでの相談や付き合いができているかどうかではないか思いま

す。何年か前のお母さんたちの印象と、最近、少しずつ変わってきた印象があります。 

（委員） 

   私も高校生の子がいます。子どもなりに自分の将来を考えたりしているようです。高

校生の姿を見ていて、しっかりしている子もいると思います。支援方法というのを考え

るのはなかなか難しいですね。 

（委員） 

   保育園ですので、高校生と接する機会は少ないのですが、「周りに合わせて」とか「浮

かないように」とかする高校生の姿を聞いて、これから希望に満ちた保育園児の未来が

寂しいものに感じてしまいました。お母さんたちの自信のなさや子どもとの関わり方が

分からない姿を目にします。つい、子どもに対して「もう置いていくよ」とか「お母さ

ん知らないからね」とか「出て行くよ」とか、ひどい場合は「産まなきゃよかった」と

いう言葉を投げてしまうと、子どもは真にそのことばを受けてしまいます。すると子ど

もは、「保育園に迎えに来てくれないんじゃないか」と離れ際に泣いてみたり、不安で先

生のそばから離れられないお子さんなどを目にします。夫婦喧嘩もそうです。子どもに

直接原因が無くても、お母さんに気に入られようとしたり、お母さんがお父さんに気に

入られるためにどのようにしたらよいかで行動したりします。そのような体験が繰り返

されると、不安であったり、自分に自信がなかったりと、そのような感情が解消されな

いままに大きくなってしまっていると感じます。おなかを抱えて笑うことやすごく悔し

いという感情が少なくなってきているので、保育園ではその場を収めようとするのでは

なく、感情体験をすることを大切に保育しています。やはり、基盤は幼児期にあると思

います。 

（委員） 

   まさに、自己肯定感を獲得していくことが大切なのだと感じました。 

（委員） 

   感想ですが、男女の付き合い方が変化してきているというお話がありました。結婚の

時期にも影響しているのではないかと感じました。今は、昔と比べて高校でいろいろ性

教育がされているように思います。学習自体はいいことだと思います。しかし、それだ

けで、結果的にいいとはいえないのですね。 

（委員） 

   自分と違うのを認めないという風潮があります。「アイムオーケー、ユーアーオーケー」

という、違いを認めあい、お互いにいろんなことを言い合えてそれでいて仲良くできる

といいと思います。 

（委員） 

   小中学校で推進してきている生と性のカリキュラムの、「自己肯定感」や「自他を認め 

る」ということが大切なことだと改めて感じました。高校生にも、何かのカタチで伝え 

ることができるといいと思います。 



（委員） 

   高校生については、現在行なわれているカリキュラムはありますが、そこに何をどの

ように加えていくとよいのでしょうか。具体的な性の知識は、高校生たちは基本的には

あるのでしょうか。 

（委員） 

   教科の中で学習しますので、テストもあります。知識としては、あると思います。 

（委員） 

   高校生の自己肯定感はどうでしょうか。 

（委員） 

   これだけ、周りに気を使って・・・という姿を見ていると、「みんなちがって、みんな

いい」という感覚は持てていないので、高いとはいえないと思います 

（委員） 

   すぐに結論は出ないと思いますが、たくさんのご意見ありがとうございました。頂い 

  た意見を、事務局でまとめていただいて今後に生かしていただきたいと思います。 

  次の議題に移ります。 

議題（３）生と性のカリキュラムの推進～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いたします。 

（事務局） 

   議題（３）生と性のカリキュラムの推進～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～説明をいたします。資料 3をご覧ください。

経緯といたしまして、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、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 DVD（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、乳幼児健診等で配布をし

てきました。現在は、4か月児健診において第１子のご家庭を対象に、その他の幼児健

診においては転入者を対象に配布しています。また、赤ちゃん訪問学習会で保健連絡員

や出前講座参加者に配布している他、市内在住の方に対して希望者に配布してきました。

現在、市内の図書館でも貸し出しをしています。 

今後の流れについてですが、作成当時と比べて近年メディアも多様化しているのが現 

状である。これに伴い、現在の DVD配布と共に今後、市ホームページにおける動画配信 

も検討していく必要があると考えています。 

制作会社に確認したところ、当時の出演者に動画配信についての承諾を得る必要があ 

るとのことから、確認したところ、特定できるすべての出演者から承諾をしていただく

必要があるとのことでした。簡易な方法ではありますが、確認させていただいたところ

特定できる出演者の方については、全員から承諾を得ることができました。一方、特定

のできない出演者の映像処理についても検討していく必要があるとのことから、今後、

編集等の工夫をしていく必要があるとのことでした。 

一方、次年度は DVD 配布を増版する年度であります。動画配信と共に、意識的に見て

いただけるよう、今までどおり DVD の配布も継続して配布するかどうか検討していく必



要があると考えています。 

以上、今後の小牧市自己肯定感獲得 DVD「みんなちがってみんないい」の市民への「DVD

の配布」及び「市ホームページにおける動画配信」等について、説明させていただいた

とおり事務局としては検討しておりますが、その他ご意見等がありましたらお願いいた

します。 

（委員） 

   この母子保健推進協議会で検討製作し、平成 19年から自己肯定感獲得 DVD「みんなち 

がってみんないい」を配布しておりますが、メディア多様化の視点から、今後どのよ 

うに市民に伝えていくことがよいのかを、今一度検討いただきたいとのことです。事務 

局としての案はご説明を頂きましたが、委員のみなさまいかがでしょうか。ご意見をお 

願いいたします。DVDの内容をそのまま動画配信することに問題があるということですね。 

（事務局） 

   出演者の承諾を再度取り直す必要があるとのことですので、特定できない出演者に関 

  しては、今後、編集等の作業が必要になります。 

（委員） 

   若いお母さんたちに DVDについて聞いてみました。DVDと携帯とどちらが見やすいかと 

お尋ねしたところ、スマートフォンを持っていれば、そのほうが手軽であるとの意見が 

ありました。DVDを出して、セットして見るというのが手間なようです。ただ、まだ、ス 

マートフォンを持っていらっしゃらないママたちもお見えになりますので、両方必要だ

とは思います。手軽に見ることができるというのが、ポイントのようです。 

（事務局） 

   そもそも、「自己肯定感」を分かりやすく説明するためにはどのようにしたらよいかと 

いうことで、ライフステージ別に子どもたちの自己肯定感がどのように育まれていくか 

を描いて作成いたしました。お父さん・お母さんだけでなく、おじいちゃん・おばあち 

ゃんなど、子どもたちを取り巻く周囲の大人の方にも見ていただくように DVDを作成 

いたしました。お渡しの仕方に、少し工夫が必要なのかもしれません。また、一方で、 

時代も変わっていきますので、DVDだけでなく、動画配信という方法も検討していかなく 

てはならないと感じています。 

 今日の会議で「自己肯定感」の大切さを再認識いたしましたので、それを伝えていく 

方法の一つとして、DVDや動画配信等様々な活用方法を検討していきたいと思います。 

（委員） 

   頂いた意見を事務局でまとめていただきたいと思います。それでは、報告に移ります。 

資料の３になります。 

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２６年度小 

牧市子育て支援機関連携会議の報告～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 26年度小牧

市子育て支援機関連携会議の報告を致します。 

今年度の会議では、ハローファミリーカードの現状と対策について話し合いを行いまし 



た。そもそも、ハローファミリーカード導入の経緯は 

（１）支援が必要と考えられる家庭の中には、SOSをうまく出せず、支援につながりにく

い家庭があり、支援の目安の明確化が必要。 

（２）妊娠、出産、育児を通して様々な関係機関が親子に関わり支援している。 

関係機関が同じ目線で親子と関わり支援がつながっていくシステムが必要。 

支援システムを明確にし、SOSを出しやすい環境づくりが必要ということですすめられて 

きました。そして、小牧市では、平成 23 年度から、ツールの一つとして｢ハローファミ

リーカード｣を導入してきました。 

導入の主な目的は、 

（１）医療機関や保健機関のスタッフの子育て支援に取り組む姿勢の共有化 

（２）自ら SOS を出すことが難しい母が、子育て上の些細なことでも相談してよいとい

う気持ちになるための支援ツール 

（３）医療機関から保健機関につなげることの同意を得るための連携ツール、です。 

小牧市では、現在小児科、産婦人科、小児歯科、子育て支援センター、保健所等計 16機

関で配付しています。健診・相談時に気になる親子に配付している機関が最も多いもの

の、小さい子どもがいる母親に配付、自由に持っていってもらう、活用できていないと

いった機関もあります。｢カードをみて電話しました｣とハローファミリーカードで各機

関がつながったケースがほとんどありません。ハローファミリーカードを２年配付して

きて、以下の問題点が見えてきました。 

一つ目は、配付形態がまちまちで、カードを自由に持っていってもらうように設置して

いる機関もあり、本来の対象に渡せていない。 

二つ目は配付基準が明確でないため、うまく活用できていない。 

三つ目はカードを渡した対象が次の機関につながっておらず、連携がうまくいっていな

い、です。そこで今年度の子育て支援機関連携会議において、今後、配布基準を明確化

すること、そして確実に連携支援が必要な場合は親子連絡票を作成して今後活用してい

きたいと考えています。 

（委員） 

今後、活用していくということですね。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。 

（事務局） 

   先ほど高校生の自己肯定感についてのご意見がありました。平成 16年 9月に高校生を

対象にアンケートを一クラスずつに実施しました。152人の生徒から回答を頂ましたが、

「自分自身が好きですか」との問に「好き」「まあ好き」と回答した割合は３５％、「自

分が生まれたときの話を聞いたことがある子」ほど自己肯定感が高いという結果があり

ました。その結果を得て、市では自己肯定感を育むことを意識した親子健康手帳を作成

して、配布させていただいております。 

また、中学 2年生のお子さんに毎年自己肯定感のアンケートをとらせていただいており、

中学生に関しては実情を把握しておりますが、高校生の現状が気になりました。 

（委員） 



その他になにか、ご質問等はありませんか。 

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、11月 28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２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 26年 11月 28日（金）開催予定 


