
平成２３年度第１回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２３年６月２４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】１２名 

   志水哲也、冨樫亮子、三輪茂美、高木康司、広中典子、奥田志津賀、 

大藪徹也、児玉和江、高木健、丹羽三枝子、鈴木詳子、杉山千鶴 

   欠席２名：、落合妙子、福井直子 

 

【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 

「ハローファミリーカードの効果的な活用について」            

（２）発達障害を持つ子どもとその親の支援について「地域での理解」      

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 

   「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」                      

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

①「平成２２年度中学生の生と性に関するアンケートの中学生と保護者への結果報告」

について                              

②「生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室への設置」について 

③「平成２３年度中学生への生と性に関するアンケートの実施」について   

④「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

への掲載の充実に向けて、信頼できるホームページへのリンクについて～  

（３）「生と性のカリキュラムの取り組み状況」について             

（４）発達障害を持つ子どもとその親の支援について              

 ①知恵の輪会の実績 

 ②成長記録の実績 

５ その他 

 ６ 閉会 

 

 

 

 



【議事】 

 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 

「ハローファミリーカードの効果的な活用について」            

（事務局より概要説明） 

（委員） 

      ハローファミリーカードを配布するのみでなく、効果的に運用していくため 

     にはどのようにしたらよいかということですが、何か皆さんご意見ございませ

んか。愛知小児保健医療総合センターで始まった取り組みということですが、

三河地区と比べて、尾張地区ではまだ取り組んでいるところが少ないと聞いて

います。今、カードを印刷中ということですが、大体いつごろ配布か予定はあ

りますか。 

（事務局） 

      夏前には配布できるよう準備しているところです。 

（委員） 

      我々の立場からすると、どのように渡すかということですが、渡すこと自体

に難しさを感じます。 

（委員） 

      今までのように全ての人に渡すというものではなく、話をしながら、聞きな

がら手渡ししていくことの意味というのを今一度考えなければならないと思

います。渡すほうも、確実にこの人にお渡ししようという意識が必要で、関係

者がまず、他の配布物とは違うということを認識し、意識しなければならない

ということだと思います。同じようなカードはいっぱいありますが、関係者の

啓発がまず大切だと思います。具体的な渡し方などは、イメージできるとよい

と思います。小牧の関係機関がいっせいに開始しますので、よいスタートを切

れるとよいと思います。 

（委員） 

      いろいろな立場で渡していくわけですが、ひとつは手渡す側の理解が大切だ

と思います。ひとつの場に集まって、主旨を十分に理解してからスタートして

はどうか。 

（委員） 

      今まで、保健センターで継続的に支援していただきたいと思ったケースにつ

いては、紹介状を書いて連携に努めてきたが、そういう方を対象にお渡しすれ

ばよいのですか。 

（事務局） 

      他の市町では、紹介状をお渡しする方に同意を取ると同時に、このハローフ

ァミリーカードを「次の支援機関にきちんと伝えておいたからね」と伝えなが

ら渡しているケースもあります。しかし、必ずしもそうではなく、地域での継

続的な支援が必要と判断した時点で、相手に歩み寄って渡していただくのは可



能です。 

（委員） 

      もう少し、幅を利かせて利用してもよいのですね。 

（事務局） 

      そうですね。 

（委員） 

      それはそれでよいと思います。他の部署ではどうでしょう。資料１の裏面に

具体的な手渡し方も記載していただいているようです。 

（事務局） 

      具体的な利用法がイメージできるように作成しました。 

（委員） 

      すでに導入している市町での情報は何かありますか。 

（事務局） 

      ハローファミリーカードを経て相談につながったということもあると聞き

ましたが、先ほど言われたように、関係機関の意識が高まったということがメ

リットとしてとても大きかったということを聞いています。 

（事務局） 

      先ほど、カードを導入するに当たって、連携するための会を設けたらどうか

との話がありましたが、お声を掛けさせていただきましたら、出席していただ

けるでしょうか。 

（委員） 

      一度集まることのほうがベターだと思います。病院の責任者でなくても誰か

担当の方に出席していただいてもいいと思います。私としては、一度集まった

ほうがいいと思います。そのほうが周知できると思います。あいまいにスター

トさせるよりはよいと思います。 

（事務局） 

      連携会議をもつということで、検討させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

（委員） 

      その後の連携や事例の検討なども必要になってくるかも知れません。個人情

報とも関わってくる問題ですが、共有化はどこまで必要なのかということも議

論していく必要があると思います。 

（事務局） 

      連携会議で出た話題を、この協議会においてまた報告させていただき問題点

の解決等に役立てていきたいと思います。 

（委員） 

      育児力を支援する目安の明確化やシステムの明確化とありますが、どういう

ことですか。 

（事務局） 



      育児力を支援するシステムについては、今まで検討してきた中で親子健康手

帳交付時のアンケートの中の目安を明確化し、その視点を継続的に持ち続ける

ことで、赤ちゃん訪問を活用したり、このハローファミリーカードを導入する

ことで、支援システムを段階的に機能できるような取り組みをしてきました。

そのことを考えるとこのハローファミリーカードの活用の仕方もより見えて

くると思います。 

（委員） 

      親子健康手帳交付時は、ケンプアセスメントに基づいたアンケートを行うわ

けですが、ハローファミリーカードを手渡す時、各現場では、それをするわけ

ではありません。支援の目安をそれぞれの立場で理解する必要があると思いま

す。そうすると支援の視点も広がると思われます。 

（事務局） 

      ハローファミリーカードはもうすぐ導入されていくわけですが、導入時だけ

でなく、数か月後に集まっていただいて意見交換しながら進めていくとよいと

思いますが、どうでしょうか。 

（委員） 

      よいと思います。みなさんよろしいですか。それでは、次の議題に移ります。 

 

（２）発達障害を持つ子どもとその親の支援について「地域での理解」      

（事務局より概要説明） 

（委員） 

     何かご意見はありませんか。 

（委員） 

     小牧市で発達障害といわれる子どもたちは現状としてどれくらいいるのです

か。 

（委員） 

     教育委員会として具体的な数字では分からないが、１～２割だといわれていま

すが、この問題については、親がオープンじゃないと地域での支援につながらな

いと思います。周りがその子のために支えてあげたいと思っていても、家族が隠

してしまうとただのおせっかいになってしまうになりかねません。しかし、地域

で支えるということは大切だと思いますので、考えていく必要はあると思います。 

（委員） 

     1学年、およそ１～２割ということですね。 

（委員） 

     詳しいデータとしては持っていません。感覚的にですが、クラスによっては 2

割近いクラスもあると思います。 

（委員） 

     一般的に、発達障害といわれている子どもたちの割合は４～６％といわれてい

ます。確かに、親が認めたくないケースは、支援が難しいと思います。まずは、



地域全体の理解を高めないといけないと思います。園の様子はいかがですか 

（委員） 

     保育園では、保育士が児の落ち着き等を心配して、日々保育の中で支援の方法

を思案しているわけですが、療育相談の先生がおっしゃるに、最近はメディア漬

けになっている子が多いということです。相談に来る子の中にはビデオやテレビ

を長時間見て育った子やゲームを長時間して育った子なども多く、親子のふれあ

いが少ない中で育ったためにふれあい遊びの経験の少なさからくる情緒的な障

害も多く見られるということです。そういうケースは、親が気づくことで子ども

が変わってくることがあります。 

（委員） 

     確かにそうですね。園の健診などで春の健診で落ち着かなかった子が、しばら

くたって成長が見られたということを実感しました。お母さんたちが気兼ねなく

相談できる環境があるといいですね。他の立場ではいかがですか。 

（事務局） 

     本日欠席の落合委員から頂いた意見をお伝えさせていただきます。地域での取

り組みのひとつとして、発達障害を知ってもらうためのひとつの案としてについ

てまず、市の職員の研修をしたらどうかというご意見を頂きました。 

（委員） 

     日頃、児童センターでは親子に色々なふれあい遊びを教えています。中には、

気にかかる行動をする子もいますが、就園前に利用してもらうことによって、早

期に一緒に色々なふれあい遊びを経験することができるので、早期に支援するこ

とができます。 

（委員） 

     中学校では、ずいぶん集団生活に慣れてきた頃ですが、育ちの中で上手く支援

されているお子さんはよいですが、そうでない場合は、自信がなくなってしまい

自尊感情が低くなってしまう場合があります。そこから、不登校や引きこもりに

なってしまうケースもあります。中にはとてもゲームの好きな子もいて、ゲーム

の世界で生きているように感じる子もいます。周囲の理解を高めて、早い時期か

ら、幼少期から支援することができるといいと思います。以前は高校に進学する

際に進学できる高校もなかなかありませんでしたが、最近は子どもの数も減って

きていますので進学できる高校も広がってきました。高校、大学と進学して、社

会に出るまで支援されるケースもあります。 

（委員） 

     不登校以外にもいじめなどもありますか。 

（委員） 

     あります。からかわれると反応が独特なので対象になりやすいと感じます。た

だ、からかう方も同じような傾向を持つお子さんが多いように感じます。 

（委員） 

     こういう場合、教師は発達障害があることが分かっていても、生徒たちは分か



らないですよね。生徒たちも知る機会が必要であると感じますか。 

（委員） 

     プライバシーの問題もあり、難しいと感じますが、子どもの中には発達障害と

知らなくても受け入れるお子さんもあって、始めは特異に感じる部分もあります

が、付き合っていくうちに上手に付き合っていくことのできるお子さんもいます。

ただ、子どもたちにも、学習の機会があるといいと感じます。 

（委員） 

     学校現場では、子どもたちは「自分とは違うかな」「周りの友達とは違うかな」 

    ということは、大人よりも鋭く感じていると思います。そういう中で、各担任は

苦労しながら各学級を経営している。地域で理解がもう少し欲しいのは、地域の

年配の方たちではないかと思います。民生児童委員会など地域の子どもたちと関

わる方たちや区長さんたちの会などで啓発していくと、少しでも幅広い理解が得

られるのではと思います。 

（委員） 

     実際そういう場で、そのようなことを伝えていく場が設けられるのでしょうか。 

    今までそのような取り組みをされたことがありますか。 

（委員） 

     ないと思います。 

（事務局） 

     主任児童委員さんの集まる場で、そのような勉強する機会はありますか。 

（委員） 

     ありますが、発達障害について勉強したことはありません。 

（委員） 

     色々な立場でそれぞれ発達障害について理解を深めていくことは、必要だと思

います。 

（事務局） 

     まず母親など身近な人が相談してくださるといいです。 

（委員） 

     相談しやすい環境づくりが大切だと思います。 

（委員） 

     発達障害の理解が進んで気軽に相談できる環境になるといいかもしれません。

取り組みで考えられることについてなにかありますか。 

（委員） 

     発達障害について具体的に話せる人は、どれくらいいるのですか。認知症に関

して言うとサポーター養成講座などの講師ができる立場の人はたくさんいます

が。 

（事務局） 

     話す対象によると思います。地域の住民であれば、保健師が妥当かもしれませ

ん。専門的内容となると、医師が妥当かと思います。 



（委員） 

     専門的内容であれば、発達障害者支援センターなどに援助を求める手もあるか

と思います。 

（委員） 

     小さな地域での取り組みと、イベントとして大きく市として取り組むのもひと

つであると思います。あと、発達障害だけでまたネットワークを作っていくのは

大変なので、認知症サポーター養成講座などに乗っかっていけるとよいと思いま

す。 

（委員） 

     私自身、発達障害という言葉が好きではありません。有名人の方でも発達障害

の方がいらっしゃって、ひとつの才能に非常に長けている場合があります。もっ

と他の言い方がないものかと思います。発達障害と聞くだけで特別なイメージが

あります。 

（委員） 

     言い方を考えるのもひとつですね。あと、小牧では実施されていませんが他の

地域では、5 歳児健診を取り入れている地域もあります。5歳児健診で子どもの

発達を捉えきちんと学校と連携していくことが必要と思われます。就学時健診を

見直してみるのもひとつかと思います。病気があるかないかだけの健診ではなく、

子どもの心の発達にも目を向けて支援につなげていく必要はあると思います。す

でに支援がスタートされている子もいますが、もう少し就学時健診を見直してみ

てはどうかと思います。 

（委員） 

     就学時健診は発達障害の支援を早期にスタートさせていくよい機会であると

思います。健診で子どもと接するとある程度の姿は見えてきます。そういった場

合は、就学時健診に親も一緒についてくるので、残っていただいて相談につなが

る場合もあります。あと、幼稚園や保育園の先生方と就学児健診前に連携して情

報を得る場合もあります。親の理解には個人差がありますが、なるべく親からの

相談を大切にしていきたいと思っています。地域においても発達障害に関する理

解は大切だと思います。 

（委員） 

     わかりました。ありがとうございました。その他に意見はありませんか。それ

では、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 

   「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」                      

（事務局より報告） 

（委員） 

     保健連絡員さんにお母さんが相談を打ち明けたところ、保健連絡員さんが「何



かあったらすぐに私に声を掛けてね」といってくださってお母さんが救われたと

いう話を聞いたことがあります。また、保健連絡員さんにつながったということ

は、保健センターにもつながったということだと思います。このタイミングの訪

問は本当に意味があると思います。 

（委員） 

     赤ちゃん訪問は本当に重要な訪問だと思います。 

 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

①「平成２２年度中学生の生と性に関するアンケートの中学生と保護者への結果報告」

について                              

（事務局より報告） 

 

②「生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室への設置」について 

（事務局より報告） 

 

③「平成２３年度中学生への生と性に関するアンケートの実施」について   

（事務局より報告） 

 

④「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

への掲載の充実に向けて、信頼できるホームページへのリンクについて～  

（事務局より報告） 

 

（３）「生と性のカリキュラムの取り組み状況」について             

（事務局より報告） 

 

（４）発達障害を持つ子どもとその親の支援について              

 ①知恵の輪会の実績 

 ②成長記録の実績 

（事務局より報告） 

 

５ その他 

 

 ６ 閉会 

 

 

 

 


