
平成２５年度第３回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２５年１１月２２日（金） 13時 30分～15時 30分 

【場所】保健センター 運動指導室 

【出席者】 

・出 席（9名）志水哲也、三輪茂美、鈴木澄、奥田志津賀、広中典子、小林佐知子、 

長江美津子、伊藤清美、高木真澄、（敬称略） 

・欠 席（5名）久納八重子、大藪徹也、船橋嘉成、倉知正人、古井恵子（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、三枝尚子保健師、長谷川えい子保健師、 

松本萌保健師 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議 題 

（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 

「子育て支援機関の連携を考える」＝ハローファミリーカードを通して＝ 

 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 

「乳幼児健診未受診者への支援を考える」  

５ その他 

「現在の親子や親子を取り巻く環境について感じること」（意見交換） 

 

【議題】 

（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 

「子育て支援機関の連携を考える」＝ハローファミリーカードを通して＝ 

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   まず、ハローファミリーカードについてご説明申し上げます。H22 年度の第２回協

議会において｢育児力を高めるために必要な支援｣について協議した結果、そこで、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

庭があるため、支援の目安の明確化し、支援の網の目の強化していく必要があるので

はないかと話し合われました。 

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ます。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であることが話し

合われ、SOS を出しやすい環境づくりのために、ツールの一つとして当市も平成２３



年度｢ハローファミリーカード｣を導入しました。 

目的は、一つ目に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、二つ目に自ら 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として、三つ目に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として、母親が困った時、心配な時に S 

OSの出しやすい環境づくのために、そして子育て支援に関わる関係機関の連携強化の 

ために導入してきました 

配布対象としては、支援が必要と思われる妊婦及び就園前の乳幼児を持つ親です。 

当初は、誰にでも渡すものではなく、自ら SOSを出すことが難しいのではないかと思 

われる母に声を掛け手渡しすることが望ましいと考えております。また、母親の同意 

を得て保健センターに連絡することで、効果的にカードが活用できると考えておりま 

す。 

ハローファミリーカードは市内の小児科や産婦人科、保健所等ハローファミリーカ 

ード協力機関 16機関で配布されています。現在の配布形態としては健診、入院、相談 

時に気になる親子に配布している機関が最も多いですが、自由に持って行ってもらう、

健診初診時に配布するなど本来の配布ができていない機関や活用ができていない機関

もあります。8月に行った第 3回子育て支援機関連携会議においては・スタッフ間での

意思疎通がうまくできておらず、活用できていない・渡す基準がなく、どのような対

象に渡せばいいか分からないなどの意見が出されました。 

    問題点は、カードを自由に持って行ってもらうよう院内に設置している機関もあり、

本来の配布対象に渡せていないこと、また本来の渡し方ができていないこと、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ことです。機

関同士がどの対象に渡したか、カードを渡した後対象がどうなったかなど情報共有が

できていない現状があります。 

ハローファミリーカードの有効な活用のためにご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   ありがとうございました。ハローファミリーカードの有効な利用のために何かご意見 

はございませんか。平成 22年に協議した当初と委員の皆さんも代わっていますね。この 

カードを、今回初めてみる方も多いと思います。 

年に 1回子育て支援機関が集まり、このカードの活用について話し合って今年で 3年 

目になりますが、カードを渡す目安が分からないなどの問題点があり、なかなか活用で 

きていない現状があるようです。 

（事務局） 

   昨年度のカードの配布実績ですが、多いところですと 700 枚以上配布されております

し、個人病院などでは 200 枚であったり、20 枚程度であったり、0 枚であったり、とこ

ろによりばらつきがあります。保健センターでは 135枚を配布しています。 

（委員） 

   700枚以上配布している機関があるのですね。 

（事務局） 



   総合病院の小児科と産婦人科の病棟と外来の両方で配布されており、設置して自由に

もっていってもらう配布方法であるので、多くなっていると考えられます。 

（委員） 

   実際に相談につながった事例は、全体でどのくらいありますか。 

（事務局） 

   昨年度は２件になります。 

   1件は、妊婦さんからで、下肢がカサカサであるが大丈夫かという相談と、もう 1件は

若年妊婦さんからの経済的な相談になります。 

（委員） 

   診察時になかなか家庭のことまで聞くことができないのが現状です。特に小児科では 

病気で受診するため、その診察が中心となります。また、実際に保護者に手渡すことを 

考えると、かえって保護者の気分を害したり怒らせたりするのではないかと気遣ってし 

まうのが、現状です。産婦人科のように長期的に関わる機関のほうが渡しやすいのでは

ないかと思います。 

（委員） 

   継続的に支援が必要な場合は、サマリーを書いて保健センターに紹介しています。 

  カードを渡すのみでは、支援が本当につながるかどうか分からないので、確実につなが

るようにレポートを書いています。 

（事務局） 

   産婦人科のハローファミリーカードの利用で多いのが、サマリーを書いていただいた

方に、「きちんと伝えておきますね」という確認や同意の意をこめて配布していただいて

いると思います。それは本来の目的に即した使い方であると考えます。しかし、ハロー

ファミリーカードの配布だけですと、次の支援機関にどのようにつながったか分かりに

くくまた、その配布の対象も不明確なことから、カードをうまく活用できていない現状

があります。 

（委員） 

   やはり、配布する基準が明確でないというのは、うまく活用できていない原因の一つ

であると考えられます。先ほど、他の委員からもありましたように、通常の診察の中 

で、育児や家庭のことを話してこのカードをわたすという状況を考えると、やはり保護 

者の気分を害するのではないかと思ってしまいます。余計なおせっかいになってしまわ

ないかと思います。 

（委員） 

   虐待やそれに準じる場合は、カードというよりは、直接的に関係機関に連絡しなけれ 

ばなりません。また、診察のときに、いろいろと相談してくれる保護者もいれば、そう  

でない方もいらっしゃいます。通常の診察時間では、病気の相談が主ですので、それ以

外に相談したい保護者は診察の時間ではなく別の時間に改めて時間をとって相談に来て

いただいてお話していただきます。 

（事務局） 

   診察時に医師に相談するのは、受診の目的でもある病気のことであると思いますが、 



受付してから、待合で待ち、お帰りになるまでの間に様々なスタッフが親子の様子を目 

にすると思います。医師は、診察の時しか会うことができずまた、病気のことを中心に 

話をするのかもしれませんが、その他のスタッフに気づきがあるのではないでしょうか。 

 緊急性の高い事例は、カードを渡してどうこうしていては、遅いと思いますが、支援 

が必要と思われる状況がありましたら、早めに継続的な支援につなげられるといいので 

はないかと思います。 

（委員） 

   小児科では、そのような相談があるとしたら、生後 1 か月くらいから 4 か月くらいの

間が一番多いのではないかと思います。産後のブルーの時期と重ね合わせるとやはりそ

う思います。それ以降は少なくなってくるのではないかと思います。 

（事務局） 

   カードもらってもそれを見せていただけないと、カードを持っているかどうか分かり

ません。カードにもカードを提示するようメッセージを書いておくといいのかもしれま

せん。カードの工夫が必要なのかもしれません。 

   医師よりも、看護師や受付の方などが親子の様子をよくみていただいているのではな

いかと思います。 

   みなさま、どのようなご意見でもかまいませんので、ご発言お願いします。 

（委員） 

   子育て支援機関連携会議にうちからもスタッフが出席させていただいております。そ

こでの話し合いの様子を月に一回のスタッフミーティングでも話し合いのテーマにさせ

ていただいています。そこでは話し合ったことの中で、このカードの対象は本来支援が

必要な方であると考えると、ただ配るというのではなく、きちんと手渡して次の支援者

に渡していけるといいと思います。機関によって配布枚数がばらばらである点を見ると、

配布対象が明確になっていないのではないかと思います。 

   産婦人科は、長期間関わることができるので家庭内のことも把握しやすいと感じます。

そのようなかかわりの中で継続的な支援の必要性を感じるかたに、カードやケース連絡

が必要になってくると感じます。特に退院時などにその必要性が大きいのではないかと

思います。また、受け持ち制でやっているので、受け持っているスタッフの気づきによ

るところが大きいと思います。また、今後のスタッフミーティングでも話し合っていき

たいと思います。 

（事務局） 

   各関係機関によって、妊娠、出産～育児とそれぞれ子育てのステージが違いますが、

継続的な支援の必要性があるその要因に共通するものがあるのではないかと思います。

先ほど「対象が明確でない」との意見が何度も出ましたが、その対象が明確になること

で、このような場合は必ず各機関の連携が必要であるというものがあるのではないかと

思います。ご意見を伺っていますと、それぞれのスタッフの勘だけではなく、その目安

があったほうが動きやすいのではないかという印象を受けます。 

（委員） 

   家庭環境が複雑になっているので、育児支援してくれる人がいるかいないかというこ



となども伺うようにしています。家庭環境が複雑だからといって必ずしも全委員の方に

支援が必要になるわけではありません。 

（事務局） 

   そうですね。家庭環境が複雑でもキーパーソンとなりうる人がいたり、また、自分た

ちで何とか支えあって生活を立て直される場合もあります。 

（委員） 

   飛び込み出産、高齢出産や若年出産などのケースは支援の必要性が高いと考えられま

す。特に高齢出産のケースは育児不安が強いケースが多いと感じます。 

（委員） 

   確かに高齢出産の方は、自然体で育児できない方が多いように思います。 

（事務局） 

   逆に若年の出産の場合、ご本人たちはあまり不安を感じておらず、楽観視していると

感じる場合も多くあります。当人の訴えだけではなく、状況を全体的にとらえて判断し

なければならないと感じます。 

（委員） 

   家庭環境の気になる方はいらっしゃいますが、おばあちゃんがついてきたりすると、

支援者がいるのかと思います。そのような場合、誰にどのタイミングでカードを渡すか

ということになります。 

（事務局） 

   そうですね。 

（委員） 

   実際にたくさんカードを配布しても、保健センターにつながったケースが少ないとな

ると、それが実態なのかもしれません。 

（委員） 

   医療機関において、このカードを手渡すときはどのように言葉を添えて手渡すのでし

ょうか。 

（委員） 

   それがなかなか難しいとおもいます。伝え方によっては相手の気分を害してしまわな

いかと思います。実際には、「育児に困ったときには、こんな相談窓口があるから、そう

いう時は使ってね」といって手渡しました。 

（事務局） 

   そのように伝えても、気分を害してしまわれますか。 

（委員） 

   その時は、大丈夫でした。 

（事務局） 

   そうですよね。そのように伝えていただいて気分を害される方は見えないのではない

かと思います。また、そのように渡すしかないと思います。 

（委員） 

   例えば、若年の方の場合、「育児で分からないことがあったら、ここにいつでも相談し



てください」と渡すのでよいのではないでしょうか。どのような対象にどのように渡す

か、ちょっとしたマニュアルがあるとよいのでないかと思います。 

（委員） 

   逆にカードをもらわなかった人はどうしてもらわなかったのかと思うのではないでし

ょうか。全員に渡すということではないのならば、渡す時にきちんと伝えたほうがいい

と思います。 

   今の若い人は、メール相談のほうがよいのではないでしょうか。メールではやってい

ませんか。 

（事務局） 

   メール相談は現在やっていません。 

（委員） 

   電話相談では、名乗らずに匿名で相談される方が多いです。 

（委員） 

   携帯電話でないと出ていただけない家庭がいっぱいあります。固定電話ははずしてあ

り、つながらない方が多いです。非常に連絡に困ります。 

（事務局） 

   固定電話がない家庭も増えてきました。 

（委員） 

   このカードは親子手帳交付等で来所された方には配布されているのですか。 

（事務局） 

   保健センターでは、若年の方をはじめ、継続的な支援が必要と思われる方に地区担当

の保健師の氏名を記入してお渡ししています。 

（委員） 

   はじめは、もっとカジュアルなカードだと思っていましたが、話を聞いているうちに

重みのあるカードであると感じました。妊娠したときにお渡しできる方もお見えになる

かもしれませんが、出産後に問題がでてきて、支援の必要性が出てくるかもしれません。

そう思うと、親子手帳交付時や、受診時などに全員に配布してもよいのかと思います。 

   また、「あなたの子育て応援します」というキャッチフレーズが、妊娠期の方にはピン

と来ないのではないかと思います。 

（委員） 

   導入した当初は、もっと気軽に相談に来ていただけるのではと思っていました。 

（事務局） 

   普段は、保健センターの育児相談を広報等で PRしています。また、全員の方に配って

いるカードに、愛知県が実施している「育児もしもしキャッチ」があります。これは、

愛知小児保健医療総合センターが実施している時間外の電話相談です。保健所や市町村

保健センター等が閉庁する時間帯に保健師や助産師等の専門相談員が電話で相談を受け

付けています。このカードを４か月児健診と１歳６か月児健診時に全員に配布していま

す。 

 



（委員） 

   24時間やっているのですか。 

（事務局） 

   火曜日から土曜日の午後５時～から午後９時までになります。 

（委員） 

   もしもしキャッチには、たくさん相談があるのですか。 

（事務局） 

   数字の詳細は持ち合わせておりませんが、たくさん利用されていると報告書で見た覚

えがあります。 

（委員） 

   小さい子を抱えて昼間に電話するのは難しいかもしれません。メール相談のほうがよ

いのではないかとも思います。私どもの相談には、祖母の立場の方から相談電話を頂く

ことがあります。 

（委員） 

   以前シャープ 8000番の夜間救急電話相談を受けたことがあります。そこで、まれに育

児相談的な内容の電話を受けたことがあります。 

   先ほどメール相談というご意見が出ましたが、メール相談だと相談が来るでしょうか。

メールだと時間を問わずに送信することができるので理容しやすいかもしれませんが、

相談内容が把握しづらくかえって対応が大変になるのかもしれません。 

（委員） 

   子育て支援センターは、電話相談もやっていますが、来所での相談が多いです。来所

相談でも、この人が果たしてカードをもらった人かどうかということが分かりません。

話をしていくうちに察することしかできません。 

   また、カードの配布についても結果的に振り返って、あの人にカードをお渡しすれば

よかったということもあります。 

（委員） 

   事務局としては何か考えがありますか。 

（事務局） 

   今年度の子育て支援機関連携会議では、うまく連携がいっていない現状についてカー

ドを利用するときに「サマリー」よりも簡易な「連絡票」を作成して利用してはどうか

とのお話がありました。この連絡票は愛知県半田保健所管内でもすでに導入されている

そうです。その対象も何で支援が必要かという部分が分かりやすく、記入もチェックを

するだけで利用しやすそうな印象を受けます。 

（委員） 

   その使い勝手はどうなのでしょうか。 

（事務局） 

   半田市にたずねたところ、利用が始まってからまだ年月が経っておらず、また、愛知

県の作成しているサマリーとどのように使い分けをしているかはっきりしていない部分

や、また日頃から連携の取れている機関は連絡票等がなくても直接やり取りしているこ



ともあり、まだ使用方法が確立されていない様子でした。 

子育て支援連携会議では、この連絡票をみて、サマリーよりも簡易で利用しやすそう

であるとの意見ありました。 

（委員） 

   ハローファミリーカードを小牧市以前に導入している地域はどこでしたか。 

（事務局） 

   衣浦東部、西尾、豊川、岡崎、豊橋、新城、一宮の保健所管内で導入されています。 

（委員） 

   小牧市より先に導入されているところの活用状況も聞かれてはいかがでしょうか。 

（委員） 

   現実可能かどうかは分かりませんが、メール相談が効果的であると思います。また、

ハローファミリーカードは日の相談が記載されていますが、夜間の相談も需要があるの

ではないかと思います。 

（委員） 

   メール相談の返事は、営業時間の日中でいいのかもしれません。 

（委員） 

   ラピオの「ひろば」でも、フリーパスのようなカードを活用していたと思います。 

（委員） 

   使い勝手が悪いので、現在は、そのカードはなくしました。 

（事務局） 

   どのような対応になっていくのか想像がつきません。保護者の方の中には直接お話し

することが苦手でメールのほうが相談しやすいという方がいらっしゃるかもしれません

が、返事は電話などでお返ししたほうがよいと思います。やり取りする中で信頼関係が

生まれてくるのではないかと思います。メール相談をしていくとしたら、少し工夫が必

要かと思います。 

皆さんのご意見を伺っていますと、連絡票の活用や、カードの利用は二つにわけて考

えてはどうかと感じました。 

（委員） 

   結論が出ませんが、長時間になりましたので、いったん区切りをつけたいと思います

がよろしいでしょうか。本日、みなさんに頂いた意見を事務局でまとめていただきます。

それは、次に移ります。 

【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 

「乳幼児健診未受診者への支援を考える」  

（委員） 

   事務局より報告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「乳幼児健診未受

診者への支援を考える」を報告させていただきます。資料２をご覧ください。今年度に



入って、未受診者の支援について皆様にご検討いただいてき、ありがとうございます。 

２の「前回の会議で頂いた意見」をご覧ください。 

１）「健診を受診する目的」の確認についてのご意見がありましたが、平成 11年度に「乳

幼児健診に来所した保護者」に対してアンケートを振り返りましたところ、健診の受診

目的は「子の発育を確認するため、病気の早期発見」が第一であり、健診本来の目的と

合致していたことが分かりました。皆様から頂いた意見の中に、また、アンケートをと

ることも必要かとのご意見も頂きましたが、健診に来ていただいている方の声を聞くこ

とになるので、現在の小牧市の未受診者の状況を診るとその多くが外国人という状況で

あり、アンケートで実情を把握することが難しいと思われます。事務局で検討させてい

ただきました結果、来所者へのアンケートは実施いたしませんが、今後の未受診者の勧

奨方法のひとつとして、目的をしっかりお伝えし、保護者と共有することの必要性は伝

えていきたいと思います。 

２）健診の流れについてですが、「相談したい人が相談できる時間の確保できるとよい。」

とのご意見がありましたが、現在小牧市の健診の中では、４か月児健診と１歳６か月児

健診では全員に、３歳児健診では必要時相談の時間を最後に確保し、相談したい人が相

談できるよう時間を確保してます。また、いずれの健診も当日は相談時間を長くとるこ

とが難しいため、次の支援につなげるよう支援をいますことをご報告いたします。 

  その下の（２）の「発達相談で残された」については、そのよいに思われないように、

現在、発達相談を別日に設け、改めて相談できるようにしております。 

３）の「健診にかかる時間と健診１回あたりの人数について」ですが、現在１時間から

１時間半で健診が終了するように、健診１回あたりの対象者数や受付時間の調整をした

上で、日程変更を含めた最終的な人数調整をし、健診に入るスタッフ数を考慮していま

す。今後もそのように調整を図っていきたいと思います。 

   以上報告申し上げましたように、健診そのものへの不満が原因で健診を受けたくない

と思われないように、現在配慮させていただいており、今後も配慮していきたいと考え

ています。 

   次に、資料の右半分の４）「未受診から受診につながる支援を考える」をご覧ください。

記載させていただいておりますように、未受診者への支援は、健診の日程を調整したり、

「必要性」をご理解いただけるよう支援させていただいておりますが、「受診の必要性」

については、ただ受診勧奨をするのではなく、子どもの成長発達や育児状況などを傾聴

しながら、その確認の場として健診をすすめることが効果的である傾向が見られます。

何が受診につながるきっかけになるかは、家庭によって様々ですが、まずは家庭や育児

の状況を傾聴し、保護者との信頼関係を築きながらできるだけ全体像をつかみ、支援の

糸口をつかんでいくことが大切だと感じています。結果的に、どのように勧奨しても様々

な理由で健診に来ていただけない家庭があるのも事実です。 

ただ、乳幼児健診を受診していただくことはもちろん大切ですが、育児支援という観

点から、健診だけでなく家庭訪問など他の母子保健事業も含めた支援を、長期的にして

いくことが大切なのではないかと思います。 

以上、未受診者の支援については、このような支援の方向性であることをご報告させ



ていただきます。今年度に入って、ずっと協議いただいておりましたが、未受診者の支

援の道筋ができましたので、それをもとに支援をしていきたいと思います。また、今後

協議いただきたい事項が出てきましたら、ご相談申し上げたいと思います。ありがとう

ございました。 

（委員） 

   何かご質問はございませんか。 

（事務局） 

   未受診家庭の支援のあり方の筋道ができました。また、一昨年と比べて昨年は、受診

率も上がりましたし、何よりも未受診児の状況把握も支援の流れの中で段階的にできる

ようになりました。事務局としても支援の流れが明確になったことで、自信を持って支

援することができるようになりました。また、協議すべき事項が出てきましたら、ご相

談申し上げます。ありがとうございました。 

（委員） 

   支援方法の流れが明確になりよかったですね。議題と報告は以上となります。 

   全体を通して何かございませんか。 

 

【その他】 

「現在の親子や親子を取り巻く環境について感じること（意見交換）」 

（事務局） 

   お疲れのところ申し訳ございませんが、みなさま、次第をご覧ください。４のその他

といたしまして、「現在の親子や親子を取り巻く環境について感じること」と記載させて

いただきました。これは、各分野の委員のみな様がそれぞれ日頃感じていらっしゃる「現

在の親子や親子を取り巻く環境について感じること」について意見交換していただき、

今後の検討材料とさせていただきたいと思います。恐れいたしますが、お 1 人ずつご意

見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（委員） 

   中学校の子どもたちの親の姿を見ていると自分の生活に精一杯で、朝は親のほうが出

勤が早いので、子どもが寝ている間に親は出て行ってしまう家庭があります。子どもは

起こしてもらえないので、自分で起きて、朝遅刻して学校へいく･･･遅刻を繰り返してい

るうちにだんだん学校に来づらくなってしまいます。 

また、保護者が不安定になると、生徒も不安定もなるケースもあり、保護者の状況と

子どもの状況が共鳴していると感じます。中学生の多感で不安定な時期に離婚や再婚、

家を出る、夫婦喧嘩などを子どもたちの前で繰り広げられる家庭も多いと感じます。 

保護者の目が中学校になったから、子どもへの目がすっと離れてしまうからなのか、

「今日は飲み会だから適当にやっておいてね」と夜出かける家庭も多いと思います。子

どもたちの姿を見ていて、親が親になりきれていないように感じます。また、カウンセ

ラーさんをご紹介するケースもありますが、多くの場合、保護者に指導もできないのが

現状です。 

これらのことは最近の傾向なのか、中学生の保護者だから子どもから目が離れてしま



っているのか、それとも、もっと小さい子を持つ親はきちんと子どもたちと向かい合っ

ているのかお聞かせ願いたいと思います。 

（委員） 

   小さいお子さんを持つ親御さんと接する立場ですが、最近の相談の中で「離乳食をつ

くると、自分のご飯が作れない」ということをきいたことがあります。保護者の食事か

ら取り分けるというのが離乳食だと思いますが、子どもの食事は一生懸命作るが自分た

ちの食べるものは買って済ませるようです。旦那さんと自分とでそれぞれ違うお弁当を

勝ってきて食べているようです。そのような方がたまたま 2 組くらいお見えになりまし

た。家族が同じものを食べて食卓を囲むということがないのではと感じました。子ども

のことはとても大切に思っていて一生懸命やっている様子は伺えますが、何か違うと感

じます。離乳食をつくることができなくてレトルトの離乳食ばかりを与えているのもど

うかと思いますが、そこの家庭は、まだ、夫婦は同じ食事をとっていたかなと思います。 

   また、あれをしながらこれをする･･･例えば、子どもをおぶってご飯をつくるとかあや

しながらご飯をつくるということが苦手なような気がします。子どもが起きているから

ご飯をつくることができないというのが現状だと感じます。 

   もちろん全員の保護者ではありません。 

（委員） 

   保育園ですと、以前は子どもたちの育ちを支援する「発達支援」であったのが、時代

の流れで、共働きが多くなり「就労支援」となり、また、そこから「保護者支援」「家庭

生活支援」へと変わりつつあります。子どもたちが安心して生活できるべき場は家庭な

のですが、子どもたちが家庭での生活が安定できるように、保護者にそれをお伝えして

いくようにしています。発達障害と診断がついているお子さんは急激に増えたわけでは

ありませんが、気になるお子さんは増えています。愛着形成が十分でないことから引き

起こされる愛着障害と思われるお子さんや養育不十分なご家庭もあります。ただ、あれ

これお伝えしてしまうと、また何かいわれる･･･と思われてしまうので、寄り添い方も「何

かストレス抱えていることありませんか」と保護者の方を気遣うようにお話を伺ってい

ます。保護者に寄り添うといろいろとお話してくださることが多いです。子どもの姿か

ら一緒に考え、一つ一つ具体的にお話しながら相談に乗っていくようにしています。ま

た、その時には絶対に責めません。一緒に考え保護者の方の気づきを尊重しています。

そうすることで、信頼関係も生まれてきます。 

   また、保育園は、預けてしまうと子どもの様子が分かりにくいので、写真でとって子

どもの様子をお伝えしています。また、写真に噴出しをつけて、こんな風に声をかけて

いますと保護者の方に分かりやすくしています。 

   また、以前は保育参観、保育参加でしたが、今は一日保育士体験に変わってきて先生

の声のかけ方や子どもの接し方を見て学んでいただくようにしています。 

（委員） 

   聞いていてびっくりしました。時代の流れなのかと思います。買い物等でも頭ごなし

に感情で叱る姿をみます。ひと呼吸おいたらと感じます。一生懸命やっているのはわか

りますが、余裕がないように思います。 



（委員） 

   小牧市が母子ではなく親子に目を向け育児支援をしているのは先見の明があったとい

えると思います。仕事柄イクメンについて、いろいろと考える機会がありまして、意見

をさせていただきます。お父さんの育児力が意外と大切だと考えます。夫婦関係が円滑

な家庭は、たいていの場合うまくいくことが多いといわれています。育児はお母さんが

主たる養育者で、お父さんは意外にスポットライトが当たっていないと感じます。これ

だけイクメンといわれていて、以前と比べるともっとお父さんが育児参加をしているか

と思いましたが、様々な調査などを見ると、思ったよりお父さんの育児の参加は少ない

と感じます。また、お父さんのメンタルヘルスも仕事が忙しいなどの要因でよくない状

況です。休日もお母さんが中心の育児である状況がみられます。 

   家庭全体のバランスの悪さが気になります。 

（委員） 

   私は、メディアとの関わりかたが気になっています。子どもたちがメディアに関わる

時間が長くなっています。特に最近感じます。学校でも子どもたちへの指導をしてくだ

さっていますが、各家庭でも子どもとのルールを作るなどして対応に苦慮している状況

ではないでしょうか。なかなかそのルール作りも難しい状況ではないでしょうか。 

（委員） 

   仕事柄、妊娠、出産という育児のスタートであるとても大切な時期に関わっていると

思います。妊婦さんにお話しする中で、妊娠中からもう子育ては始まっていて、赤ちゃ

んは意思もあるし意識もあるしお父さんお母さんのことをちゃんと見ているということ

をお話します。そして妊娠中から 3 人・4 人家族ですよと伝えます。親子関係をしっか

りつくり愛着形成を育むことが大切だといえます。 

（委員） 

   離婚が多いと感じる。子どもがいかに傷つくかと感じる。特に女の子は、若くして子

どもを作ってしまう。子どもは非常に傷ついている。虐待にあったのと同じような傷を

負っている。温かい家庭、安心して過ごせる家庭がやはり大切だと思う。 

   また、子どものあやし方が分からない人が多い。子どもがぐずるとスマートフォンを

見せてあやす光景を目にします。診察で子どもをあやしていると「どうしてこんなに笑

うのか」と驚かれることがあります。あやし方を教えるのではなく、あやし方を診てほ

しいと思って、診察時や健診時はそのようにしています。 

また、食事のことですが、今の子どもたちは「コケコッコ」症候群といって、1 人で食

べる、それぞれ別のものを食べる、同じものばかり食べるという傾向があると思います。

朝ごはんを食べない子も多いと聞きます。 

また、子どもから、メディアを取り上げると目の色がかわります。メディアの問題は

深刻だと思います。子どもにとって家庭は安心できる場所でなければなりません。 

（事務局） 

   メディアの問題、食事のこと、夫婦関係などについてさまざまなご意見をいただきあ

りがとうございました。皆様から頂きました意見を参考に今後の検討材料をさせていた

だきます。これで平成 25 年度第３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 


