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平成２７年度第２回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２７年９月２５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（14名）林芳樹、三輪茂美、小林佐知子、三好順子、梶田光俊、近藤友子、 

川村美智代、須崎弘子、岩本淳、長江美津子、清水裕子、川﨑由美子、 

宮内真由美、シモンカ恵子（敬称略） 

・欠 席（１名） 鈴木澄、（敬称略） 

・事務局（８名） 舟橋毅健康福祉部長、山田祥之健康福祉部次長、 

江崎みゆき保健センター所長、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、加藤萌保健師 

・傍聴者（０名） 

【次第】 

 １ 開会 

   会長、副会長選出 

会長、副会長あいさつ 

 ２ 議題 

（１）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進 

    親子健康手帳の表紙デザインについて 

（２）母子保健活動における自閉症スペクトラム障害評価尺度「M－CHAT（エムチャット）」及び

「PARS（パース）」の活用について 

 ３ 報告 

（１）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」の市民への周知について 

（２）発達障がいを持つ子どもとその親の支援のあり方部会から平成 26 年度の取り組みの報告 

（３）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

   「平成 27 年度安心相談カードの配布について」 
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【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＝乳幼児・親・地域

版＝の推進、親子健康手帳の表紙デザインについて、事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

議題に入る前に、親子健康手帳について 1点ご報告させていただきます。報告が遅れましたが、

昨年に岩崎書店から出版されました「日本の発明・くふう図鑑」に母子健康手帳が取り上げられ

ていますが、日本の代表的な母子健康手帳として小牧市の親子健康手帳を取り上げていただきま

したのでご報告させていただきます。 

（委員） 

   ありがとうございました。続いて議題に入ってください。 

（事務局） 

   資料の 1をご覧ください。議題（１）生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進、 

親子健康手帳の表紙デザインについて、検討をお願いいたします。お手元の資料１をご覧くださ 

い。まず、経緯と致しましては、過去に市民より何度か意見をいただき、平成 24年度第 4回小 

牧市母子保健推進協議会においてデザインやサイズなど協議をしましたが、平成 27年 4月に 

「親子健康手帳のデザイン」について再び「市民の声」をいただいたため、再度検討することに 

なりました。 

平成 27年 4月に頂いた、「市民の声」で、「デザインが不愉快である」「人間が卵から生まれる 

ような誤解を与える」「自閉症を連想する表現がある」などのご意見をいただきました。また、 

前回の会議では、「表紙の濃い黄色やイラストが古い印象であるため、受け入れられにくい」「デ 

ザインにあわせて紙質も考慮すると印象が変わるのではないか」「どのようなデザインにしても 

好みの問題はあるので、万人に受け入れられることは難しい」「小牧市がこどもたちのすこやか 

な成長を強く願っているということが現れるデザインであってほしい」などのご意見を協議会委 

員のみなさまよりいただきました。 

   頂いた意見をもとにした事務局として検討した案は次のとおりです。小牧市親子健康手帳の主 

旨に沿うものであればデザインの変更は可能と考えます。新しいイラストの公募等も検討しまし 

たが、「好み」の問題はなくならないと考えます。「小牧市がこどもたちのすこやかな成長を強く

願っているということが表れるデザインであってほしい」というご意見から、市が「こどもたち

のすこやかな成長を願っていることを象徴するデザイン」であるブランドロゴマークを活用する

のはいかがでしょうか。ロゴマークは資料にあるマークのことです。ロゴマークを活用したいく

つかのデザインの案を作成し、今後３か月程度保健センターの健診等の来所者にアンケートを実

施し、より好まれるデザインを採用していくこととしてはいかがでしょうか。頂いた意見をもと

に検討した事務局案について、ご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   ありがとうございます。実際にロゴマークをアレンジした案を用意していただているようです

ので、一度皆さんに見ていただいたほうがいいと思います。その上でご意見をお願いいたします。 

   みなさんご存知だと思いますが、このロゴマークは、小牧市が作成し、市の PRに使われてい
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るマークだと認識しております。このアレンジ案は従来のものと比べると、かなり明るい印象に

なっているのではないかと思います。また、いくつかの案から乳幼児健診来所者にアンケートを

とるということですので、その年代の方たちの意見も反映されるかと思います。 

（事務局） 

   事務局と致しましては、このロゴマークがつくられて、市としていろいろなところで活用して

いけるとよいと考えており、ちょうどよいタイミングだと捉えています。現在三つ、デザインを

提案させていただいておりますが、これ以外にこんなデザインはどうかうというご提案があれば、

ご意見をよろしくお願いいたします。そのうえで、アンケートをとっていきたいと考えています。 

   そして、採用されたものは、来年度の親子健康手帳から反映していきたいと考えています。最

終的には第 4回協議会にてアンケート結果を報告させていただき、決定していく予定です。 

（委員） 

   ロゴマークをアレンジして親子健康手帳の表紙に活用するということですが、このロゴマーク

をアレンジするにあたり特に問題ないのでしょうか。アレンジに特に制約はないのでしょうか。 

（事務局） 

   秘書政策課の市政戦略係に、親子健康手帳へのロゴマーク採用及びアレンジしたデザインにつ

いて事前に確認をしましたところ、特に問題ないとのことでした。 

（委員） 

   色合いですが、黄色を今までも採用してきていますが、何か意図があるのでしょうか。妊娠中

はお母さんが持つことになりますので、淡いピンクや若草色もよいと思いますがいかがでしょう

か。黄色は注意喚起のイメージがあります。 

（事務局） 

   黄色は、今まで小牧市の親子健康手帳の慣れ親しんだ色でもあり、黄色とロゴマーク色である

オレンジは同系色であり、合うと認識しており今回のデザイン案に採用いたしました。デザイン

同様、色も好みが分かれるところであると思いますので、アンケートをとる際には、色はしぼっ

て、アンケートをとりたいと考えています。というのは、デザインに加え色の好みが分かれ、票

が分かれてしまう可能性が考えられるからです。 

（委員） 

   この親子健康手帳は、将来的にお母さんが子どもに手渡すという意図があると思います。今、

色というと、男の子でもピンクを好む場合もありますが、黄色は中性的な色なので、よいと思い

ます。また、背景の入れ方によってロゴマークがくすんで見えるので、ロゴマークが引き立つよ

うにしたほうがよいと思います。 

（委員） 

   私は、チェック柄に、真ん中に集まったロゴマークがよいと思いました。 

（事務局） 

   先ほど背景の入れ方によってロゴマークがくすんで見えるとのご意見を頂きましたが、ストラ 

イプのものは、ロゴマークと背景がかぶっているため、そのように見えるのだと思います。チェ 

ック柄のほうは、ロゴマークと背景がかぶらないようにデザインされているためだと思います。

より、ロゴマークが映えるように、していきたいと思います。 
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 今回デザインがいったん決定されますと、これから先、使用し続けるものとなります。また、

市のロゴマークを利用しているという点で、市民の皆さんにも説明しやすくなるのではないか

と考えています。 

（委員） 

   児童心理学の視点から見ますと、チェック柄は家族を意味するといわれています。黄色も愛情

欲求を表す色なのでよいと考えます。 

（委員） 

   私も、チェック柄が可愛くて、現代的だと感じました。前回の会議から、事務局がいろいろ検 

討してくださったのだと感じました。 

（委員） 

   他に、ご意見はありませんか。今出た意見ですと、黄色ベースでも構わないという意見が多か

ったように思います。デザインについては、現在案に加えて、チェック柄に真ん中に集まったロ

ゴマークもよいのではないかとの意見が出ていました。頂いた意見をまとめていただき、アンケ

ートにつなげていただきたいと思います。 

二つ目の議題に移ります。議題（２）母子保健活動における自閉症スペクトラム障害評価尺度 

「M－CHAT（エムチャット）」及び「PARS（パース）」の活用について、事務局より説明をお願い

します。 

（事務局） 

資料 2をご覧ください。議題（２）母子保健活動における自閉症スペクトラム障害評価尺度「M

－CHA（エムチャット）」及び「PARS（パース）」の活用について、検討をお願いします。この議

題をあげさせていただきました経緯ですが、平成２７年６月議会において、乳幼児健診において

「M－CHAT（エムチャット）」及び「PARS（パース）」の活用をしてはどうかとの質問がされ、乳

幼児健診において、これらを導入している市町もある中、小牧市において「M－CHAT（エムチャ

ット）」及び「PARS（パース）」の活用について検討していくこととなった次第です。 

まず、「M－CHAT（エムチャット）」についてご説明させていただきます。本日参考資料として机

上に準備させていただきました。これは、主に 18か月から 36か月の幼児を対象とし、自閉症ス

ペクトラムとしての特徴を持つか否かを評価するための尺度として作成されたもので、セルフ診

断テストとしても提供されています。「イナイナイバーをすると喜びますか」などの質問 23項目

に答えることで、自閉症と将来診断される可能性を予測できるといわれています。「PARS（パー

ス）」は、「広汎性発達障害日本自閉症協会評定尺度」、高機能自閉症やアスペルガー症候群など

で見られる自閉症スペクトラム全体に利用可能な支援ニーズを評価するための尺度として作成

されたものです。 

 乳幼児健診に限らず、インターネットで検索するとセルフチェックリストとしてすでに照会さ

れているのが現状です。 

今回は、この二つの尺度を乳幼児健診の問診票と共に郵送し、1 歳 6 か月児健診や 3 歳児健診

で活用する市町があるということで、議会質問の意図としては、早期療育につなげるために、健

診時において早期発見をすることが望ましいということから小牧市もこれら二つのチェックリ

ストを導入してはどうかということでした。近隣でも導入している市があるとの情報を得ており
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ます。 

   しかし、現在小牧市が実施している乳幼児健診の考え方として、資料にも記載させていただき

ましたが、平成 10年ごろ、健診でチェックされ指摘されることの無いように、本当は心配があ

っても表には出さず、支援が必要であっても親と保健師の間の壁は厚く、かかわりが難しい状況

がありました。 

そこで「親にとって頼りになる保健センター（保健師）」になれるよう、約 1 年間かけて、乳

幼児健診の見直しに向け検討を進め、健診の形態や問診票の見直しを行いました。そして、平成

12年より、「保護者の心配に寄り添える、育児支援を中心とした乳幼児健診」に取り組んできま

した。「保護者の心配に寄り添える、育児支援を中心とした乳幼児健診」とは、「指摘」するので

はなく、子どもの成長発達の過程を共に見守り確認して、次の成長発達の獲得に向けて親子の生

活や困っていることの解決に向けて寄り添い支援していくことと捉えて活動していきます。 

今回のこの議題について、母子保健推進協議会に諮る前に、先日、「発達障害を持つ子どもと

その親への支援のあり方部会」において事前に協議したとろ、次のような意見が出ました。 

・健診時に「M－CHAT（エムチャット）」等を実施するとなると、自閉症スペクトラムとしての特

徴が出た場合、その場で健診の結果として保護者に伝えることとなる。伝え方の問題もあるが、

「自閉症といわれた」などと保護者が心を閉ざしてしまうと、保健師（保健センター）との壁が

厚くなり、支援に結びつきにくくなる可能性がある。現在、健診に取り入れている市町でも、そ

のような状況はあるということ。 

・結果的に「発達障害に早く気づくこと」＝「早期療育」とならないことも考えられる。 

・一方、インターネット等で「発達障害」についての情報はたくさん出ている。自ら情報を得た 

いと思っている保護者もいる。また、調べた後に不安になっている場合もある。 

・「発達障害に関する情報を得たい」と思っている保護者が正しい情報を得ることができ、きち 

んと相談機関につながっていくことが必要である。 

・しかし、市のホームページ上で「M－CHAT（エムチャット）」等を載せた場合、相談の主訴が今

までのように「困り感」や「心配」ではなく、「M－CHAT（エムチャット）」等ででた「結果」

に対する不安になることが予測される。その時に相談者側が「結果」ではなく、今回どうして

「M－CHAT（エムチャット）」を実施することになったのか。何に困っているのか等に耳を傾け、

相談に入っていくことが必要ではないか。相談機関として明記された機関は、市のホームペー

ジ上に「M－CHAT（エムチャット）」等が掲載されたことを理解して相談を受ける必要である。 

・また、「M－CHAT（エムチャット）」等をホームページに載せる場合「自閉症スペクトラムのセ 

ルフ 診断テスト」と明記し、きちんと「自閉症スペクトラムの傾向を知るためのもの」で 

あることを知った上でやってもらうことが必要だと考える。また、「育てにくさを感じていま 

せんか」「お子さんの発達に不安を抱えていませんか」などの言葉も入れると、見てみようと

思うのではないか。そして相談機関につなげられるような表記が必要との意見が出されました。

結論といたしましては、 

・他の自治体では「「M－CHAT（エムチャット）」は、主に１歳６か月児健診で、3 歳児健診では

「PARS（パース）」が導入されているところがあるが、小牧市では乳幼児健診において「M－CHAT

（エムチャット）」及び「PARS（パース）」を利用しないでよいのではないか。 
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・しかし、情報を得たいと思う保護者のために市のホームページ上で周知できるようにする。 

 ・ホームページ上に掲載した場合は、相談機関も周知していく必要がある。 

・現在、セルフ診断テストとしてホームページ上で利用可能なシステムが、「M－CHAT（エムチ 

ャット）」のみであるため、まずは「M－CHAT（エムチャット）」の導入から検討してはどうか

との報告を頂きました。 

部会からの報告をふまえて、「M－CHAT（エムチャット）」等の活用の必要性の有無と、活用す

るとした場合の効果的な方法について、ご意見をお願いします。 

（委員） 

ただいま説明を頂きましたが、どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   「M－CHAT（エムチャット）」について、いろいろ調べてみました。質問に答えていくことで、

結果が出るということですが、「M－CHAT（エムチャット）」の信頼性というのはいかがでしょう

か。というのは、親の見立てによって、回答も左右されるしその結果も左右されてしまうという

印象を受けました。1歳 6か月というと、個人差も大きい時期です。 

（事務局） 

アメリカで開発された信頼性の高いセルフ診断テストとして認識しています。すでに、乳幼児

健診に取り入れている自治体もありますし、ただ、これはあくまでもセルフ診断テストであって、

医師の診断ではありません。また、インターネット等でもすでに広く活用されているメジャーな

チェックリストのひとつでもあります。 

（委員） 

   いろいろな評価尺度があります。この「M－CHAT（エムチャット）」も優れた評価尺度の一つだ

と思います。あくまでもセルフチェックです。一方、診断というのは様々な情報を組み合わせて

医師が実施するものです。セルフチェックなので、目安にはなると思いますが、もちろん限界は

あると思います。すぐれたものさしの一つということです。 

（委員） 

   18か月から 36か月というと、かなり成長の大きい時期ではありますし、個人差はあると思い

ますがいかがでしょうか。 

（委員） 

   そうですね。ただ 18か月というと診断のつく子もいます。また、育ちの中で、変化の大きい

時期でもあると思います。セルフチェックを成長して、もう一度やってみると、結果がちがうと

いうこともあると思います。 

（委員） 

   そういう観点から考えても、やはり健診で全員に実施してその結果を伝えていくよりも、セル

フ診断として、ホームページなどで活用していった方がよいと思います。 

 

（委員） 

   診断するのは医師であり、総合判断です。あくまでもセルフ診断テストの結果は診断時の「参

考」だと思います。乳幼児健診の結果として、一人歩きしてしまうことが怖いと思います。 



7 

 

（委員） 

   支援センターとしては、専門家としてではなく、「心配ないと思われますが･･･」の機関として

掲載していただいたほうがよいのではないかと思います。 

（委員） 

   相談してくださるケースはよいですが、セルフチェックをやっただけで、次の一歩を踏み出せ

ない方が心配です。 

（事務局） 

   自分から SOS を出せる場合はよいですが、そうでない方にどのような支援をしたらよいか  

ということが大切だと考えています。結果ホームページに乗せても、そこから支援につながらな

ければ、意味がありませんのでホームページをつくる際にも何らかの工夫が必要だと考えていま

す。 

（委員） 

   資料を見ると、「M－CHAT（エムチャット）」の対象年齢が 18ヶ月から 30ヶ月と書かれていた

り、36ヶ月と書かれていたりしています。統一して明記したほうがよいと思います。 

（委員） 

   他の病気などでも、いろいろなチェックリストがあります。そこに自分で当てはめて納得して

終わってしまうことがあるように思います。親がそこで、納得してしまって「仕方ない･･･」と

思ってしまい、そこから相談につながらないことがあるのではないかと思います。 

（委員） 

 私も同じことを考えていました。セルフチェックリストなので入り口は簡単です。しかし肯定

的に見るか否定的に見るか「見方」によって結果もずいぶん変わってくると思います。また、「結

果」から「相談」へつながればよいですが、ひとりで「結果」に悶々と悩む方もあると思います。   

今、何でも早いほうがよいと思って、1歳過ぎにすぐチェックリストを行って「当てはまらない」

と悩んだり、関わりが少ないことによる「結果」が出てしまった場合に、「仕方ない」と捉えて

しまうなどの心配もあります。 

（事務局） 

1歳 6か月健診が昭和５３年から始まり、現在、ほぼ全員の方が受けていただく健診となって

います。小牧市では、育児支援に重点を置いた乳幼児健診を実施しています。机で対面して、指

差しや積み木を積むなどを確認する方法ではなく、親子が自由に遊んでいるところへ保健師が出

向いてお子さんの様子を見ながら、親さんとお話しさせていただいています。今回議会で質問を

頂いたその意図としては、やはり早くに気づいて早期療育につなげたいということが一番にあり

ましたが、相談につながらなければ、結果として、早期療育につながらなかったり、かえって親

さんとの間に壁をつくってしまう心配もあります。 

あと、私たちは 1歳 6か月児健診の後、2歳 3か月児歯科健診と 3歳児健診の場で再び親子に

合う機会があります。どの健診も約９５％の受診率がありほぼ全員のお母さんと出会える機会 

  となっています。そこで、何か工夫をすることによって、相談につながらない方たちに対して何

かできないかと考えています。その後の支援については、事務局でもう少し検討したいと思いま

す。 
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（委員） 

   それだけの受診率の健診の体制があれば、何らかの形で支援できる機会もあると考えていいわ

けですね。 

（事務局） 

   そうだと思います。また、受診されなかった方たちの状況も把握していますので、何らかの形

で支援をしていくことになると思います。 

（委員） 

   診断されっぱなしで、身動きが取れないお母さんのことを考えると、早期療育のメリットがあ

るということを、伝えていけるとよいと思います。 

（委員） 

   個別相談をしていた時、間違った情報を捉えている親さんも多いと感じました。「うちの子 LD

なんですけど」とか「ADHDなので･･･」とお話しされるケースがあるのですが、変な情報に惑わ

されずに正しい情報に導いていけるといいと思います。また、少しでも早く療育につながること

がいいと思います。そういった観点から見ると、乳幼児健診で「M－CHAT（エムチャット）」を取

り入れている自治体では、親の気持ちも分かった上で取り入れているのだと想像ですが思います。

何を優先するかの選択だと思います。小牧市では今まで、親との関係を大切にした  乳幼児健

診を実施してきましたので、そこを大切にしていくのも一つだと思います。 

（事務局） 

    様々なご意見ありがとうございます。この議題につきましては、もう少し時間をかけて議論    

することが必要だと感じます。事務局内で、もう少し整理してまた皆さんにご意見を頂きたい

と思います。 

（委員） 

    ありがとうございました。それでは報告に移りたいと思います。事務局よろしくお願いいた

します。 

（事務局） 

   よろしくお願いいたします。資料 3をご覧ください。報告（１）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」の市民への周知につ

いて報告させていただきます。お手元の資料 3 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＝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。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きました。また、赤ちゃん訪問学習会で保健連絡員に、出前講座

では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おります。近年メディアが多様化している中、８月中旬から、DVDだ

けではなく市のホームページ上で動画をインターネット配信し、動画配信と DVDの両方を利用し

て自己肯定感獲得 DVD「みんなちがってみんないい」の内容を周知しております。 

  周知方法ですが、乳幼児健診対象者に対しては、スマートフォン等を持っている方には、動画配
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信 PRチラシを作成配布し、スマートフォン等を持っていない方や外国人（ポルトガル語圏）に

は、DVDを配布して対応しております。その他、新聞における PR、広報、ホームページにおける

PR を予定しております。今後、各児童館、コミュニティセンター、市民センター、本庁舎、南

庁舎にポスター掲示依頼、市役所 1階ロビーにおいて PR画像放映、各施設の待合等において、

DVD の放映交渉、次年度に向けて親子健康手帳内のページにおいて PR を検討、幼稚園、保育園

において情報提供（ポスター掲示依頼含む）をしていきたいと考えております。以上です。 

（委員） 

   ただいまの報告についてご質問はありませんか。無いようですので、次の報告に移ります。報

告（２）発達障がいを持つ子どもとその親の支援のあり方部会から平成 26年度の取り組みの報

告をお願いします。 

（事務局） 

   よろしくお願いいたします。資料４をご覧ください。報告（２）発達障がいを持つ子どもとそ

の親の支援のあり方部会から平成 26年度の取り組みの報告について説明させていただきます。 

   初めにこの「発達障がいを持つ子どもとその親への支援のあり方」部会が発足した経緯をお

伝えさせていただきます。小牧の母子保健にまつわる諸問題についてこの協議会でご協議いた

だいておりますが、「学校卒業後に適応できない子どもたちに対する支援が必要」というご意見

があり、平成１８年度にこの部会が発足しました。部会員は乳幼児期、学童期の子どもに関わ

る各関係者がそれぞれ集まり、今まで４つの柱を目標に取り組んでまいりました。 

   その１つ目の柱は「子どもへの支援」ということで、子どもが就園、就学等の節目の際に支援

者からスムーズに支援が受けられるように出生時からの児の成長・発達や特徴を綴った「成長記

録」の作成に取り組みました。 

また２つ目の柱として「親への支援」としても、親御さん自身が自分の子どもの特徴を綴り、

支援者に伝える目的でも「成長記録」を活用しております。 

そして３つ目の柱として「関係機関への支援」ということで、幼稚園、保育園、学校などの関

係機関の方が集まり、現場で支援を必要とする子への対応についてみんなで意見交換する「知恵

の輪会」という会を年４回開催しております。 

また４つ目の柱としては「地域への支援」ということで、目に見えて分かりにくい「発達障が

い」について広く市民の方に理解してもらい地域で見守れるような小牧になる取り組みを始めて

います。 

 これらの取り組みの中で「成長記録」は、昨年度７３人のお子さんの保護者の方と一緒に作成

しました。また「親への支援」として昨年度から発達障がいをもつ子どもの保護者が行う子育て

サロンとして「楽育相談」を月に１回程度開催しております。経緯としましては発達障がいをも

つ子どもの保護者より、自分の子どもが障がいではないかと思う不安や葛藤など経験してきたこ

とを生かし、これから支援を必要と思われる親子に対し何かできないかという意見をいただき始

めたのがきっかけです。乳幼児健診や育児相談の場面で今後支援の必要と思われる親子に対し、

子育ての先輩として母の頑張りを認めつつ、母の気持ちに寄り添いながら今後の見通しや支援に

つなげる機会として利用していただいております。まだまだ周知不足なところもあり、今後健診

の場など様々な場での周知が必要かと思われますが、昨年度の実績は１１回開催し２１人の方が
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参加されました。 

   「関係機関への周知」としての取り組みとして、「知恵の輪会」は昨年度４回開催いたしまし

た。３回は助言者として臨床心理士や作業療法士の先生をお招きして、事例を通して皆で意見を

出し合った後、助言いただきました。参加者数は記載のとおりになります。 

 最後に「地域への支援」として昨年度、市のホームページに『「育てにくい子」には応援団が

必要です』というタイトルで事例を通して周囲の人に望む対応や家族に向けてのヒント、相談機

関を掲載しております。また今年の４月１５日号の社協だよりにも特集を掲載していただきまし

た。次のページに付けさせていただいているのが、市のホームページの事例と、社協だより４月

１５日号の特集内容です。以上になります。 

（委員） 

   ただいまの報告についてご質問はありませんか。無いようですので、次の報告に移ります。報

告（３）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について、「平成 27年度安心相談カードの配布に

ついて」事務局より報告をお願いします。 

（事務局） 

   よろしくお願いいたします。資料５をご覧ください。報告（３）生と性に関する問題遭遇時の

支援体制について、「平成 27年度安心相談カードの配布について」報告させていただきます。添

付させていただきましたカードが、今年度作成した安心相談カードです。安心相談カードは、思

春期の子どもたちが、生と性に関する問題遭遇時に、しっかりとした知識を持った大人や相談窓

口に相談する必要性を知ってもらい、相談機関を伝えていくために配布しています。平成 26年

度からは、保健センターの安心相談カードと少年センターの相談カードを一体化し、市立中学 1

年生及び小牧市内の高校 1年生を対象に夏休み前に配布いたしました。また、児童館等の公共施

設での館内に設置して頂き、自由にもっていっていただけるように依頼させていただいておりま

す。以上です。 

（委員） 

ただいまの報告について、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。その他何か報告事項等はございませんか。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２７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２７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。 

 

次回 平成 27年 11月 27日（金）開催予定 


