
平成２３年度第３回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 23年 12 月 2 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、冨樫亮子、三輪茂美、高木康司、大藪徹也、児玉和江、 

奥田志津賀、小林佐知子、広中典子、舟橋泉、丹羽三枝子、鈴木詳子、

日比野ひとみ（敬称略） 

・ 欠 席（１名）  倉知正人、（敬称略） 

・ 事務局（５名）   江崎みゆき保健センター所長、伊藤京子保健センター所長補佐、 

・                  岡本弥生主査、三枝尚子主任、宮田祐子保健師、 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 報告 

（１）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１ 

４ 議題 

（１）生と性のカリキュラム推進  

①メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高めるための方策について 

資料２ 

②体の適齢期に関する知識の啓発について               資料３ 

 ５ 閉会 

【議事】 

１ 報告 

（１）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１ 

（委員） 

    事務局より報告をお願いします。 

（事務局）  

    資料をご覧下さい。小牧市ホームページと携帯サイトにおける「思春期によくある

質問Ｑ＆Ａ」の中で、「女の子の質問５」として、子宮頸がんワクチンの接種と子宮が

ん検診の啓発について掲載しています。ウェブサイトにおいては、くわしい受診方法

等は、それぞれ予防接種のページやがん健診のページにリンクするよう設定しました。

携帯サイトについては、リンクするページを持たないため、「くわしくは保健センター

へ」と電話での問合せを促しています。ウェブサイトと携帯サイト共に、１１月１日 

   から掲載しています。内容は資料のとおりです。以上です。 



（委員） 

    ただいまの報告について、ご質問等はありませんか。 

やはり、ワクチンの勧奨だけではなく、子宮がん検診の啓発も大切だと思います。 

特にご質問がないようなので次に移りたいと思います。 

２ 議題 

（事務局） 

（１）生と性のカリキュラム推進 

①メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高めるための方策について 

資料２ 

（委員） 

    事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

    メディア社会の中で親子のコミュニケーションについて、それぞれの立場で感じて

いることについてご意見お願いします。参考として、平成２３年６月～９月に実施し

た小牧市の乳幼児健診の問診票から読み取れる生活習慣に関するデータを掲載させて

頂きました。朝食についてみると、１歳６か月児健診では「ほぼ毎日食べる」が全体

の約７５％を占め、３歳児健診においては約９０％近くまで増えていますが、一方で

「ほとんど食べない」割合は１歳６か月健診では１％だったのが、３歳児健診におい

ては３％と増えており、小数ではありますが「ほとんど食べない」子がいるのが気に

なります。就寝時間については、１歳６か月児健診で「９時前」および「９時台」に

就寝する子が約７５％を占めていたのが、３歳児健診では約６５％と１割程度減って

います。一方で「１０時台」の就寝が１歳６か月児健診時に１７％だったのが３歳児

健診では２８％と増加し１割増えています。テレビ等の視聴時間については、「２時間

未満」および「２～４時間」が１歳６か月児健診、３歳児健診共にそれぞれ約４０％

程度ですが、「４時間以上」の項目についてみると１歳６か月健診時に９％であったの

が３才児健診では１２％とわずかではありますが増加していました。 

    短期間のデータのため、小牧市の傾向と言い切ることはできませんが、これらのデ

ータから子供たちの生活の様子が伺えると思います。以上です。 

（委員） 

    ただいまの説明を受けて何かご意見はございませんか。朝食や就寝時間、テレビ等

の視聴時間のアンケート結果から子どもたちの生活の様子が読み取れると思います。

また、子どもといっても年齢が高くなると接触するメディアの種類も増えてくること

が懸念されます。韓国ではネット中毒が増えており、その治療機関も設置されており

それだけ深刻な問題となっているようです。小さい頃から様々なメディアにさらされ

ると、それだけ危険も大きいといえます。小牧市も例外でないと思います。 

（委員） 

    保育園の現場でも感じることがあります。やはり朝食を食べてこないと、青い顔で

登園し、職員室や廊下で、だらっと寝そべっている姿が見受けられます。熱でもある

かと様子を見ますが、朝食を食べてこないことが原因ではないかと思われます。そん



な時は、親御さんに協力を得て、生活リズムを整えていただくようお話をします。生

活リズムが変わると、子どもたちの活動が元気な姿に変わってきます。 

    メディア社会についても、このデータからみると、かなりの子がメディア漬けにな

っている様子が伺えます。保護者会などに「１週間のうち１日をノーテレビデーにし

ましょう」と呼びかけたりします。実際に取り組んだ親御さんから「はじめは、何を

していいかわからず変な感じがしたけれど、そのうちに子どものほうからお母さんこ

の本読んでと言ってきたり、テレビ以外の遊びを誘ってくるようになりました。最近

では、週１回だけでなく２回にしましたというご意見も聞くようになりました。」との

ご意見を頂いたことがあります。すると、子どもたちも表情が明るくなって、やはり

よい変化が見られると感じます。 

（委員） 

    朝ごはんを食べないと低血糖状態となり、脳の前頭前野の働きも悪くなりますので 

   きちんと朝ごはんを食べることは大切です。朝食が食べられない原因に就寝時間やメ

ディアとの接触時間などいろいろなことが絡んでいると思います。 

（委員） 

    普段、妊婦さんの診察の中で、生活様式について書いていただくことがありますが、

やはり、妊婦さん自身の生活が「朝食を食べない」「お昼ごろ起きる」という方がいら

っしゃいます。食生活について内容を聞いてみても「コンビニで買ったものを食べる」

などという方がいらっしゃいます。妊娠期から整えていかないと、子どもが生まれた

から正そうというのは難しいように思います。個人的あるいはクラスなどでお話をさ

せていただくのですが、生まれる前から見直していかないと難しいと思います。親自

身、妊婦さん自身の生活が乱れています。身についた生活リズムを変えていくのはと

ても大変です。 

（事務局） 

    結婚の時くらいに「家族ができた」ということで、食生活をはじめとした生活習慣

を考えることができたらよいと思いますが、なかなか働きかけるきっかけがありませ

ん。現在は、妊娠した時に新しい家族が１人増えるということをきっかけに親子健康

手帳交付時に家族の生活について見直そうとお伝えしているのが現状です。母子手帳

の中にもその記載をさせていただいております。メディアについても少し掲載されて

います。 

（委員） 

    小学校中学校においても、全国学力状況調査からも「早寝、早起き、朝ごはん」 

   そして「ノーテレビデー」の取り組みをしている学校については、「不登校」や「体調

不良」や「学習に集中できない」という状況が少ないという結果が出ています。家庭

との協力が不可欠です。すでに、学校の保健委員会やＰＴＡの研修会などにおいて、

全校体制で取り組んでいる学校もあります。「早寝、早起き、朝ごはん」同様「ノーテ

レビデー」についても取り組んで成果を上げている学校もあります。子どもたちの状

況を親に知らせながら一緒に考えていく機会を持つことが大切だと感じます。加えて

携帯電話ですが、学校では持ち込み禁止ですが、家に帰って友達同士でコミュニケー



ションを図るという状況があります。保護者と一緒に使い方を考える事が必要だと感

じます。人と人とが会話しながらお互いを高めあっていけるようなコミュニケーショ

ンが大切だと思います。家庭での協力が不可欠だと思います。 

（委員） 

    学校において生と性のカリキュラムを推進している立場ですが、中学２年生でメデ

ィアについて考えるカリキュラムがあります。県警や携帯電話会社の協力を得てサイ

バー犯罪防止教室をやっています。本校の中学２年生の生徒に行ったアンケートで「携

帯やパソコンでインターネットにつないだことがありますか。」との問いに約９割の子

がつないだことがあると回答しています。その様子をながめていますと、ゲームやメ

ール等が多いと感じます。メールだと一晩で１００件メールしているという子もいま

す。また、インターネットで書き込みをしながら宿題をやっていると「この問題分か

らない」との書き込みに、いっせいに返事が返ってきてあっという間に１００件いっ

てしまうということもあるようです。学校のアンケートで「１日に６１件以上のメー

ルをやりますか」との問いに、男子１名、女子５名が「はい」と回答しています。た

だ、子どもたちは疲れていると感じます。朝起きられなくて、朝ご飯が食べられない

ため体調がすぐれない様子が伺えます。 

    また、以前の不登校の子達は、どちらかというと孤立していてどこからも情報が入

らず誰ともつながらず･･･という状況で周囲も危機感があったと思いますが、最近の不

登校の子たちはあまり危機感を感じません。携帯やパソコンでオンラインゲームなど

をして、学校を休んでいても誰かとつながっていると思っているのではないかと思い

ます。情報だけはたくさんありますが、仮想の世界で生きているため、現実の自分や

生活とかけ離れたところにいるのではないかと思います。 

（委員） 

    最近では不登校の様子も様変わりしているのですね。 

（委員） 

    休むことに危機感を持っていないように思います。叱られたら休むなど、簡単に学

校を休みます。以前はエネルギーが外へ向いて暴力的な行為をする生徒もいましたが、

反対に「学校に来ない」というのも重い気がします。 

（委員） 

    非行も昼夜逆転して、夜はメディアなどに接触して、昼間寝ているケースがあると

感じます。 

（事務局） 

    市内のある小学校と中学校で、生と性のカリキュラムを推進するための講演に出向

きまして、生徒たちからの振り返りの感想を頂きました。その中に「人と人との関わ

りの中で生活していない」と感じるものがありました。学校でも心配されている様子

でした。 

（委員） 

    外来で不登校の子達を診察していると、夜中はほとんどインターネットをしている

様子でした。親から注意できないので、医師にその役割を求められることがあります。



その子に注意すると、みるみるうちに顔色が変わり、顔面蒼白となり、今にもつかみ

かかりそうな様子でした。こちらも危機感を感じます。ゲームといっただけで顔色が

変わったりします。いわゆるゲーム中毒だと思います。そのようになってしまった家

庭にも問題があると思います。 

（委員） 

    今、小学校、中学校に入った児童期青年期の子どもたちの話題になっていますが、

年齢が高くなるに連れて問題が根深くなってくるように思います。メディアと親子の

コミュニケーションというつながりを考えると、乳幼児期からの関わりが大切だと思

います。形から入るということであれば、早い段階からテレビの視聴時間を減らす、

携帯をもたせない、ゲームの時間も限る、などを取り組むと後の子どもの発育に効果

があるのではないかと思います。 

（委員） 

    確かに、小さい時からの習慣が大切だと思います。子育てをテレビに任せるという

現状もあります。授乳しながらメールやテレビやＤＶＤを利用している母親が７割い

るというデータもあります。アイコンタクトが非常に大事だといわれていますが、愛

着形成にも影響してくると思われます。 

（委員） 

    親子健康手帳の中にはお父さんへの啓発もありますか。というのは、ノーテレビデ

ーについて、お父さんがネックということを聞いたことがあります。保育園などでノ

ーテレビデーを推奨して、お母さんがいざ実行しようと思っていても、お父さんが会

社から帰ってきてテレビを楽しみにしている方もいらっしゃるので、実行が難しいと

いう現状があったようです。お父さんにも協力を求められるといいと思います。また、

相談業務をしていても、お母さんの育児の悩みをお父さんが話を聞いてくれないこと

でお母さんが孤立している方もあると感じます。お父さんの協力は不可欠だと思いま

す。やはりテレビのない生活をすることで違った親子の関わりができるようになると

聞きます。 

（事務局） 

    親子健康手帳は両親に向けて記載してあります。また、親子健康手帳交付時に愛知

県が発行しているお父さん向けの子育てハンドブックがあります。これはお父さん向

けに記載されているものです。 

（委員） 

    テレビをやめてみると、親子の会話が生まれたり、本を読んだりといろんなことが

変わってくると思います。 

（委員） 

    メディアのいい部分もあるが、悪い部分もあります。５０年くらい巻き戻さない限

り、この状況は変わらないと思います。社会全体が夜型になっています。深夜営業し

ているお店もあります。また、今の若い世代はいろんな意味で余裕が無いのではない

かと感じます。経済的な部分もあると思われますが、共働きをして疲れて帰ってきて、

ゆっくり子どもと向き合う時間的、精神的、余裕が無いのではないかと感じます。 



    携帯についても１０年前だと高校生になると持つというイメージがありましたが、

今は小学生のうちから、また中学生になるとほとんどの子が持つというイメージがあ

ります。使い方を家庭でコントロールすることが必要だと思います。 

（委員） 

    インターネットがないと就職活動できない時代なので、もうとめられない感はあり

ます。中学校で行うサイバー犯罪防止教室でも、使わないように啓発するのではなく

使い方を指導するようにしています。子どもたちは言われてその場で分かるのですが、

繰り返し言っていかないといけないと思います。ただ、子どもたちの知識のほうが親

や教員の知識を超えているようにも思います。 

    携帯の所有率ですが、中２の子だと約７割の子達が所有しています。若干女の子の

方は所有率が高く８割程度、男の子は所有率が低く６割程度です。 

（委員） 

    中学生は、携帯でゲームをやるのですか。 

（委員） 

    メールの子が多いと思います。毎日やるという子が多いと思います。件数は個人差

があると思います。 

（委員） 

    メールもきたらすぐ返すというルールがあるようです。 

（委員） 

    そこで、いじめにつながるようなこともあると思います。子どもたちはそれで疲れ

てしまっているように思います。 

（委員） 

    引きこもりの相談も非常に増えています。健康日本２１の調査からは、朝食を食べ

ないというのは女子高校生のほうが多いという実情があります。また、１人でご飯を

食べるという割合も増えています。食育の取り組みがありますが、栄養面だけでなく、

家族でコミュニケーションをとりながら食事を取るということは、親がどれだけ意識

して家族と一緒にいる時間をつくっていくかということなのかもしれません。それに

は、３食の食事が一番よいのかと感じます。しかし実態は、逆行しているように感じ

ます。しかも女子高校生の方がそのような率が高いという現状が心配されます。現状

を変えるには何か仕掛けが必要だと思います。 

（事務局） 

    食べていればいいというものではないですね。コミュニケーションが大切ですね。 

（委員） 

    小さい子でも孤食という現状があります。 

（委員） 

    テレビが始まってから、６０年です。その間色々なメディアが出てきて、壮大な人 

体実験がなされてきたといわれています。それによる弊害がいっぱい出てきているの 

は確かだと思います。 

（事務局） 



 先ほど、何か仕掛けが必要ではないかという意見が出ましたので、今後の方策を具 

体的に検討してはどうかと思いますがいかがでしょうか。 

（委員） 

    子どもたちの健全育成を目的として、親や育児に関心のある方向けの講座を開催し

ています。その中の講座の一つに「メディア」について今回取り上げています。関心

のある方にはぜひ参加していただきたいと思います。 

    保育園勤務していた頃に、週に１回せめて月一回はノーテレビデーに取り組むこと

を呼びかけたところ「こんなに夜って長かったんですね」との声を頂きました。また、

施設を利用する親の中には、親自身、携帯が手放せずメールばかりしていたり、漫画

に読みふけってしまう光景が見られます。その間子どもがほったらかしになってしま

うこともあり、苦肉の策で「幼児を持つ方は、漫画はご遠慮下さい」とはり紙をした

りしています。１８歳まで利用できる施設ですし、基本的に漫画も自由に読むことが

できるのですが、親子で触れ合って遊んでいただくための施設ですので理解していた

だけるといいと思います。緊急時の携帯の使用は玄関付近でしていただくようにして

います。また、遊びに来る子どもたちですが、携帯でゲームやメールやツイッターを

やるのに夢中で、子どもたちの語彙の数が本当に少なくなってきているように思いま

す。それが原因で友達同士や職員との会話もすれ違いが多いように思います。ちょっ

としたことで、カッとなって向かってくることもあります。現場で色々と感じること

はありますが、やはりメディアについて一度考えなければと思います。 

（事務局） 

    全ての児童館携帯禁止なのですか？ 

（委員） 

    コミュニティセンターなどと一緒になっている児童館は、ロビーでは携帯使用が可

能だと思いますが、児童館部分では原則禁止していると思います。 

（委員） 

    今、小児病棟はほとんどテレビを置かないと思います。また小児科の外来も意識し

ておいていないところはあると思います。テレビが無いと子どもたちは何をするかと

いうと、絵本を手にとります。診察の間も絵本をはなさず持っている子もいます。す

ると対話も生まれます。 

（事務局） 

    メディアの弊害は皆さんが各現場で感じているということが分かりました。何か仕

掛けをというご意見がありましたので、他の自治体などの取り組みを参考にというお

話がありましたので一度調べてみたいと思います。先ほど、メディアとの付き合い方

についても学校等で繰り返し伝えていかなければならないとのご意見がありました。

何か今の時点で、仕掛けについて具体的なご意見があればお聞かせ下さい。 

（委員） 

    日本小児科医会では、「食事中のテレビ・ビデオはやめましょう」「テレビなどは１

日２時間を目安とします」「テレビゲームなどは１日３０分を目安とします」「子ども

部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かないようにしましょう」「お父さんやお母さ



んとメディアを上手に利用するルールを作りましょう」「２歳までのテレビ視聴は控え

ましょう」などの啓発をしています。アメリカの小児科学会でも提唱されていること

でして、それを参考に作成しています。学校保健委員会などで、「早寝、早起き、朝ご

はん」をテーマにお話しするときなどにも併せて「ゲームは１日３０分以内にしまし

ょう」と子どもたちに伝えると、子どもたちから「えーっ」と声が上がっていました。

乳幼児健診などでも、ぜひ啓発していただけるとよいと思います。 

（委員） 

    国のほうでもイクメンプロジェクトなどの取り組みがあります。その中でファザリ

ングジャパンという NPOのグループが、パパズ絵本プロジェクトというのをやってい

るのを聞いたことがあります。絵本の魅力に取り付かれた人たちが集まって活動して

います。普段は会社勤めをしているかたたちばかりです。絵本の読み聞かせをしなが

ら全国をまわり、活動しています。私が参加したときも歌を交えながら絵本をよみき

かせ、とてもすてきな活動をしていました。詳しい活動はホームページをご覧いただ

けるとよいと思います。情報としてお伝えします。 

（委員） 

    健診などでテレビの視聴時間を制限するなど、枠をつくっていくことも必要なのか

もしれませんが、分かっていてもテレビをつけてしまうのが人間の性なのかもしれま

せん。それだけではなく「こんなにいいことがありますよ」というプラス面を伝えて

いくといいと思います。実際、乳幼児期の親子のコミュニケーションが多かった子ほ

ど、児童期に認知の発達いわゆる脳の発達や情緒面の発達もよかったという海外のデ

ータを見たことがあります。「いい子が育ちますよ」という具体的なメッセージをつた

えていくのも一つだと思います。 

（委員） 

    今の話で、メディアは機械をとおした一方的な刺激ですが、人間のコミュニケーシ

ョンは相手の表情を見ながら変化しますし、口調も高低や強弱がつきます。メディア

を消すと人の声が入ってきます。すなわち学校でも授業が聞きやすくなったり、友達

とのコミュニケーションがうまくいくように思います。 

（委員） 

 各現場でできる様々な取り組みがあるように思います。学力も同じで朝食をとる子 

の方が成績がいいという報告もあると思います。コケコッコ症候群という言葉があり 

ます。コは１人で食べる、ケは欠食、朝食を食べない、コは家族がそれぞれ別々のも 

のを食べる、最後のコは同じものばかりを食べるといわれています。最終的には早寝 

早起き、朝ごはんやメディアとの付き合い方を考えることが、子どもたちの健全な育 

成には大切だと思います。 

 広島市は「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」を２００８ 

年に制定しています。その他にも、松江がノーメディアアートメディチャレンジとい 

う取り組みをしているようです。鳥取の三朝町も取り組んでいるようです。 

（事務局） 

    各自治体等の取り組みを調べて見ます。 



（委員） 

    この取り組みは、非常に大切だと思います。事務局で意見を取りまとめていただい

て、次回また、検討したいと思います。 

 

②体の適齢期に関する知識の啓発について               資料３ 

（委員） 

    事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

    今まで、生と性のカリキュラムを推進してきましたが、「適切な時期に子どもを生み

育む」ということを伝えていくことに関して、今後の方策等についてご意見をお願い

したいと思います。小牧市の不妊検査および治療費の助成件数については資料３－１

のとおりですが、年々増加しているのが現状です。続いて、資料３－２をご覧下さい。 

   市民向けの広報に掲載された記事ですが、そのなかで、小牧市民病院の産婦人科医で

あり、７月から不妊専門外来をやってらっしゃる佐野先生の記事を掲載させていただ

きました。その中の一文に「いつか赤ちゃんができない体になるという教育はほとん

ど受けていなかったと思います。」との記載がありました。とても重い言葉だと感じま

す。生と性のカリキュラム推進の中でいつの時期に何をどのように伝えていくとよい

かについて、ご討議願います。 

（委員） 

    私の身近な知人から、同じような言葉を聞いたことがあります。３０代後半の知人

ですが、高学歴で仕事もバリバリやってとても優秀な知人ですが、そろそろ赤ちゃん

が欲しいと思ったときにもなかなか授からないということがありました。結果的に体

外受精で授かったのですが、心身ともに疲れきっているという様子でした。彼女が言

った言葉の中に「私たちの受けた性教育ってなんだったのだろう。欲しいと思った時

に子どもができると思っていた。」と言っていました。赤ちゃんを設ける時期等につい

ては、周囲からあれこれは言いにくいものですので、教育の一環としてしかるべき時

期にそういう知識が得られるとよいと思います。 

（委員） 

    近年、高齢出産が大変増えてきているように感じます。 

（委員） 

    高齢妊娠・出産はやはりリスクが高いので適齢期の妊娠、出産が望ましいと思います。

先日参加した研究会で、妊娠出産には適齢期があり、そのことは性教育の中で伝えていか

なくてはならないということをおっしゃっていました。中学生ぐらいの時期に男の子も女

の子も含めて伝えていくことが必要だという話でした。また、不妊専門の先生からは受診

の３割から４割は４０歳以降の女性でその方たちは「４０歳になったら、結婚して子ども

をもうける」と簡単に考えているが、それはとんでもないことで不妊治療といっても生殖

年齢があるということを性教育で話しておく必要があるという意見がありました。妊産婦

死亡率も２５歳から３０歳が一番低いのが事実です。あまり若くても生活面、経済面が不

安定な場合もあるのできちんと生活ができて経済的にも安定するころということを考える



と２５歳から３０歳というのは望ましいと思います。女性も仕事をしてキャリアを積んで

から結婚して子どもをつくるという人が多くなっています。しかし生殖年齢ということを

考えると、不妊治療も限界があり高齢妊娠・出産はリスクを伴うため、やはり中学生の頃

の性教育で妊娠・出産について伝えるべきだと思います。 

（委員） 

    現状がよく分かりました。 

（委員） 

    学校では望まない妊娠について子どもたちに伝えてきましたが、女性が社会進出し

て結婚年齢も遅くなりそれに伴い出産年齢も遅くなりました。ただ、社会は変わって

も人の体は変わっていないですよね。ただ、そういうことをいつどのように伝えって

いったらよいかと思っていました。 

（委員） 

    小牧市の不妊検査および治療補助金を受けられる方も高齢な方が多いですか。 

（事務局） 

    きちんとした数字は把握していませんが、３０代以降が多いと思います。 

（委員） 

    ただ、２０代でも子宮外妊娠などが増えてきたので、そのような場合若くても不妊

治療を受けている方がいます。 

（委員） 

    クラミジアなどの性感染症が増えているのも関係しているかもしれません。 

（委員） 

    他にご意見はございませんか。本日の協議から、やはり、生と性のカリキュラムの

中で伝えていかなければならないと思います。事務局で、意見をまとめていただいて、

さらに検討していきたいと思います。 

 

  閉会 


