
平成 22 年度第４回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 23年 2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】 

・出 席（10 名） 志水哲也、高木康司、福井直子、西尾勝子、神戸和敏、 

岡島義広、高木健、丹羽三枝子、長谷川京子、奥田志津賀（敬称略） 

・欠 席（４名） 冨樫亮子、三輪茂美、児玉和江、杉山千鶴（敬称略） 

・事務局（６名） 大野成尚健康福祉部次長、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、岡本弥生主査、 

熊副円保健師、長谷川えい子保健師 

【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 

  「生と性についての正しい情報提供の取り組み」              資料１ 

（２）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２ 

  「親子健康手帳交付時アンケートの見直し」 

（３）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会」の来年度の取り組みについて 

資料３ 

 ４ 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 

 「ハローファミリーカードの導入に向けて」               資料４ 

「赤ちゃん訪問からスタートする地域ぐるみで積極的に親子の成長に関わることがで

きる地域力の醸成に向けて」                     資料５ 

 （２）「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６ 

５ その他 

 ６ 閉会 

【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 

 ①「生と性についての正しい情報提供の取り組み」について          資料１ 

（事務局） 

    資料１をご覧下さい。「生と性についての正しい情報提供の取り組み」として、小牧

市ホームページおよび携帯サイトを他の信頼できるホームページにリンクするかどう

かについて、ご討議いただきたいと思います。委員の皆さんには、ご確認いただいて



いると思いますが、女の子に関するホームページは、日本家族計画協会の「ガールズ

ナビ」を、男の子と女の子に関するホームページは、愛知県の「性感染症のお話」と

「アイチエイズインフォメーション」を提案させていただいております。また、安城

市及び神奈川県のホームページについてもご覧いただき、参考にして下さい。また、

それぞれの、ホームページの利用者の反応等も資料に掲載してありますので、参考に

して下さい。まずは委員の皆さんに率直な感想をいただき、そこから小牧市としてど

うしたらよいかを検討していただきたいと思います。続いて、別紙 1 をご覧ください。

図 3 をご覧下さい。これは、小牧市ホームページおよび携帯サイトのアクセス状況で

す。「男の子の質問 1」については、7 月の掲載から徐々にアクセス件数が増え、1月は

700 件を超えるアクセスとなっています。他の項目に関しても、全体としてみると右肩

上がりなのが分かります。ただ、2 月の「男の子質問１」のアクセス件数は、今日現在

で 24 件と極端に減っています。その他の項目も同様です。受験が関係していることが

伺えます。 

（委員） 

    意見はございませんか。どのホームページも特に苦情等の意見は入っていないよう

です。ただ「ガールズナビ」についてですが、カタカナで「ガールズナビ」とキーワ

ード検索してしまうと、はじめに風俗情報にあたってしまいます。これはまずいと思

います。「日本家族計画協会ガールズナビ」とキーワード検索すると、入ることができ

ますが、日本家族計画協会のホームページの中でも「ガールズナビ」が出てくるのは

下のほうなので、見つけにくいのではないかと思います。本来はローマ字表記のよう

です。またこのサイトの「13 歳未満の子ども」の利用に関しては、保護者の管理下で

利用されるのが望ましいと思います。小牧市のホームページの対象は中学生を中心と

して小学生も利用を想定しているのでリンクは慎重にしたほうがよいかもしれません。 

（委員） 

    ガールズナビは、携帯サイト向けに作られているので文字が多いと感じます。また、

パソコンにフィルタリングがかかっていれば、変なサイトにつながることもないと思

いますが、各家庭での状況が分からないので検討したほうがよいと思います。 

（委員） 

    私も、読みづらさを感じました。他の自治体のホームページにリンクすることはよ

いと思うが、直接小牧市のホームページからリンクしなくてもよいと思います。 

（委員） 

    私も、読みづらさを感じました。内容的に充実はしていると思いますが、興味津々

の思春期の子どもたちがあのサイトを見ると思わぬ弊害も出てくる可能性もあるので

はないかと思います。 

（委員） 

    他の 3 つのサイトに比べて内容が思春期の子の興味そのものなので、情報提供の方

法は慎重にしたほうがよいと思います。直接のリンクは避けたほうがよいと思う。 

（委員） 

    日本家族計画協会とは、どのような団体ですか。 



（事務局） 

    インターネットで調べたところによると、厚生労働省認可の公益法人です。様々な

研修会を開催したり、機関紙を発行したり、リプロヘルスを推進するために必要な教

材等を開発したりしているようです。関東に診療所もあり実際の相談活動等も行って

いるようです。活動内容を見ると、きちんとした団体だと思います。 

（委員） 

    その他のホームページについても検討しましょう。愛知県のホームページはいかが

でしょうか。内容は、具体的に性感染症について知ることができるのでよいのではな

いかと思います。クラミジアの性感染症は実際に増えています。このホームページは、

愛知県のどこの課がつくっているのですか。 

（事務局） 

    健康対策課です。 

（委員） 

    他の自治体のホームページについては、どうでしょうか。安城市や神奈川県のホー

ムページも充実しているように思います。 

（事務局） 

    小牧市が安城市や神奈川県のホームページにリンクすることは想定していませんで

したが、協議の上リンクが望ましいとすれば、今後お願いをしていくことになります。 

（委員） 

    安城市の「思春期相談ルーム」は、思春期のお子さんから見て、とても身近に感じ

ると思います。1人でもやもや悩んでいるよりも、ホームページを見て解決につながれ

ばと思います。 

（委員） 

    神奈川県のホームページも内容が多岐にわたっていて、とても充実していると思い

ます。 

（事務局） 

    愛知県以外の自治体へのリンクは当初想定していませんでしたが、話の流れの中で、

安城市や神奈川県へのリンクも検討したらどうかとの意見も出てまいりましたので、

相談を持ちかけていきたいと思います。 

（委員） 

    自治体のホームページへのリンクは問題ないと思います。ただ、やはりインターネ

ットの情報ですので、全てが当てはまるわけではないことや情報の検証が必要である

可能性は但し書きしておくとよいと思います。 

（委員） 

    皆さんの意見から、愛知県のホームページへのリンクは問題ないということでよろ

しいでしょうか。安城市と神奈川県については一度リンクを打診してみてはいかがで

しょうか。日本家族計画協会のホームページについては見送るということでいかがで

しょうか。 

 



（事務局） 

    安城市や神奈川県はホームページ上で相談も紹介しているので、リンクすると小牧

市民からの相談の可能性も出てきます。なので、リンクについては一度相談してみま

す。 

（委員） 

    それでは、愛知県のホームページへはリンクするということですすめていきます。

安城市と神奈川県については一度リンクを打診していくこととします。日本家族計画

協会のホームページについてはリンクしないということでよろしいでしょうか。 

（その他委員） 

    賛成 

（委員） 

    この議題を終わります。 

 

（２）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２ 

  「親子健康手帳交付時アンケートの見直し」 

（事務局） 

資料 2 をご覧下さい。親子健康手帳交付時に行っているアンケートや妊娠届出書の

情報を元に、前回紹介させていただいたケンプアセスメントを参考にアセスメントを

行い、妊娠期から支援が必要な対象を把握して必要な支援につなげていきたいと思っ

ています。そうすることで、支援の基準が客観的に準化され、より効果的に支援につ

ながることが予測されます。親子健康手帳交付時に行っているアンケートや妊娠届出

書の情報から支援方針シート（案）に情報を照らし合わせて、段階的な支援を検討し

ています。支援方針は、あくまでも基準ですので、画一的なものではありません。ま

た、各支所での交付については、毎月保健センターにアンケートと妊娠届出書が戻っ

てきますので、戻ってきた段階で支援方針を確定していく予定です。また評価方法と

しましては、継続的支援が必要となった段階で、個人カルテにアンケートと妊娠届出

書等の情報をはさみ、4か月児健診時の育児状況などで親子健康手帳交付時の方針の評

価をしたいと考えています。 

（委員） 

   アセスメント項目がいくつかありますが項目ごとに支援方針が違った場合は、ど 

のように方針をたてるのですか。 

（事務局） 

   一番積極的な支援方針が上位にくると考えています。 

（委員） 

   前回の妊娠届出書は※印がついていて、「できればご記入下さい」と記載されてい 

たと思いますが、必要な支援につなげるために必要な情報として※印をはずしたとい

う事ですね。 

 （事務局） 

    そうです。 



（委員） 

    一項目でも継続支援のアセスメント項目があれば、支援されるということですね。 

（委員） 

   もし複数のアセスメント項目に出産後の支援方針がたった場合でも、出産後の支 

援となるのですか。臨機応変に出産後支援方針から妊娠期からの支援方針となるので

すか。 

（事務局） 

   親子健康手帳は個別で相談に乗りながら交付しているので、総合的に判断して支 

援方針が変わることはありうると思います。また、最終的に支援方針を立てるのは 

親子健康手帳を交付した保健師ですので全ての情報を総合的に判断します。 

（委員） 

   アンケートの中に、助産師による新生児訪問の希望の有無がありますが、希望し 

た方が、継続支援が必要ということではないですね。 

（事務局） 

    違います。この質問は本人の希望をお聞きしています。 

（委員） 

   新生児訪問を希望する方は、育児不安が強いなどといった傾向は感じますか。 

（事務局） 

   特に感じません。逆に意識の高い方も多いように思います。 

アセスメント項目については、ケンプアセスメントを元にあげておりますが、これに

限らず支援の必要がある情報が得られた場合は、自由に記入できるようにしたいと思

っています。今回の取り組みによって、客観的かつ根拠のある指標のもとに支援を開

始することができます。保健師の視点もすりあわせられることにつながると思います。 

（委員） 

   親子健康手帳交付にどれくらいかかりますか。 

（事務局） 

   人によって違いますが 10 分から 30 分くらいです。 

（委員） 

   導入はいつですか。 

（事務局） 

   準備できしだい、3 月はじめから導入してよろしいでしょうか。また、使用状況につ 

いては、報告させていただきます。 

（全委員） 

   賛成 

（委員） 

   それでは、また報告してください。 

 

（３）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会」の来年度の取り組みについて 

資料３ 



（事務局） 

   今まで発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方を、「親への支援」、「子ど 

もへの支援」、「関係機関への支援」、「地域への支援」の 4つの柱から検討してきま 

した。「親への支援」、「子どもへの支援」、「関係機関への支援」は成長記録ノート 

や知恵の輪会、事例のまとめによって順次取り組みをしてきた経緯があります。4 

つ目の柱である「地域への支援」はまだ取り組めていない状況にあります。今後ど 

のようにしていくとよいか、漠然とした議題ではありますが、自由なご意見をいた 

だければと思います。 

（委員） 

   地域に住む人たちに、発達障害についてどのように理解してもらうとよいかという 

ことですが、いかがでしょうか。大きなテーマではありますが、どんなことでもよい 

のでご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   相談に来るケースを通して、発達障害の子を持つ家庭だけではその子を支援しき 

れないと感じます。 

（委員） 

   発達障害について理解してもらいたいということは、理解したうえで協力しても 

らいたいということですよね。発達障害について、以前よりはニュースで取り上げ 

られたり、発達障害と診断される子が増えたという現状があります。しかし、総論 

部分は分かっているかもしれませんが、各論になると分かっていないのではないで 

しょうか。自分たちの生活に関わる人たちとして、もし目の前に発達障害の子がい 

た場合どのように接するのがよいかということです。協力してもらいたいのはその 

部分だと思います。誰に協力してもらいたいかということですが、キーパーソンは 

誰なのかと考えると、地域で普段子どもたちに関わるリーダー的な存在である子ど 

も会の役員さんや子育てサークルのリーダーや読み聞かせのボランティアさんや保 

育園やＰＴＡの役員さんなどがあげられると思います。そのような方に学んでいた 

だける機会はないでしょうか。例えばメインの子育て講演などの話に加えて発達障 

害について実体験をもって学んでいただける場があるとよいと思います。みんなが 

地域で少しずつ気にかけることで発達障害の子達も心地よくすごすことができると 

思います。そしてそれが地域の中で広がっていくとよいと思います。 

（委員） 

   実際にそのような取り組みをしているところはありますか。 

（委員） 

   少し視点が違うかもしれませんが、今認知症の方が多くなってきているというこ 

とで地域の包括支援センターが中心となって「認知症見守りネットワーク」という 

活動が広がっています。認知症になっても地域の人達が見守りながら住みなれた地 

域で安心して暮らしていけるようにという取り組みが行われています。発達障害の 

お子さんを単独で理解して見守るといっても難しいので、認知症のネットワークの 

ほうが早く広まっていますのでそこに乗って、講座等に出向いていって広めていく 



のはどうかと思います。新しいネットワークを立ち上げるのは手間も労力もかかる 

ので大変だと思います。また、核家族で孤立して子育てをしている親子と地域の高 

齢者の方々が集うサロンなどをつなげたりと考え方は色々あると思います。今ある 

ものを活用することがよいと思います。 

 （事務局） 

   そのとおりだと思います。認知症ネットワークは全市的に取り組んでいるもので 

ありますが、将来的な構想としては認知症だけではない市民のネットワークとして 

いきたいという気持ちがあります。 

 （委員） 

   認知症サポーターの養成講座は各地区で行われているようですので、そのような 

講座で発達障害についても学べるとよいと思います。 

 （事務局） 

   今のご意見を頂いて、具体的に考えていきたいと思います。 

（委員） 

   今年度から味岡地区で移動子育て支援センターを始めて、来年度からは北里地区 

においても始める予定です。認知症サポーターに加えてそのような場でも来所した 

お母さんたちに伝えられるといいと思います。 

 （委員） 

    以前と比べて、発達障害比べて一般的に知られてきています。取っ掛かりとしては 

よいと思います。いい意見が出ましたので、事務局で意見をまとめていただいて今後 

につないでいただきたいと思います。 

 

 ２ 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 

 「ハローファミリーカードの導入に向けて」               資料４ 

 （事務局より資料４に基づいて報告） 

「赤ちゃん訪問からスタートする地域ぐるみで積極的に親子の成長に関わることがで

きる地域力の醸成に向けて」                     資料５ 

（事務局より資料５に基づいて報告） 

 （２）「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６ 

   （事務局より資料６に基づいて報告） 

 

３ その他 

 次回平成２３年６月２４日（金）１３時３０分から 

 

４ 閉会 


