
平成２６年度第１回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２６年６月２７日（金） 13時 30分～15時 30分 

【場所】保健センター 運動指導室（3階） 

【出席者】 

・出 席（12名）志水哲也、三輪茂美、鈴木澄、梶田光俊、高木真澄、川村美智代 

伊藤清美、広中典子、中澤和美、船橋嘉成、小林佐知子、古井恵子 

（敬称略） 

・欠 席（3名） 須崎弘子、長江美津子、宮内真由美（敬称略） 

・事務局（7名） 舟橋毅健健康福祉部部長 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、 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 副会長の選出 

 ３ 会長・副会長あいさつ 

 ４ 議題 

（１）学校保健課題解決支援事業ついて 

（２）生と性のカリキュラムの推進 

「高校と連携した生と性のカリキュラムの推進を考える」 

 ５ 報告 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「平成 26年度安心相談カードの配布について」 

（２）生と性のカリキュラム推進 

①「小学校・中学校における取り組みについて」 

②「地域における取り組みについて」 

 

【議題】 

（１）学校保健課題解決支援事業ついて 

（委員） 

   議題（１）学校保健課題解決支援事業について検討したいと思います。説明をお願い

いたします。 

（委員） 

   説明させていただきます。よろしくお願いいたします。資料をご覧ください。 

  「文部科学省学校保健課題解決支援事業」に愛知県下の市町村が取り組み、今年で 3年 

目になりました。今年度、小牧市教育委員会に声をかけていただき、このモデル事業に 

取り組むこととなりました。そこで、学校保健課題として、「生と性のカリキュラムの充 



実」と「アレルギー対策」について取り組んでいきたいと考えております。 

取り組むことになった経緯ですが、小学校から高校くらいまでの子どもたちの姿をみ 

ていると、物質的には恵まれているように見えても、精神的には満たされているとい 

う満足感を得られていない子どもたちが増えてきているように感じています。それに 

は自己肯定感の低さも影響しているのかもしれません。近年、スマートフォンが普及

しコミュニケーションツールが変化してきており、ラインやツイッターなどの中での

安易な誹謗・中傷からいじめに発展しているケースが多く、学校現場でも対応に苦慮

しているのが現状です。学校だけでなく、やはり、家庭とともに子どもたちを支えて

いかなければならないと感じます。そういった現状も踏まえて「生と性のカリキュラ

ムの充実および推進」について、考えていきたいと思います。 

「アレルギー対策」については、以前、学校給食を食べた直後にアナフィラキシー

ショックを起こし、命をなくした児童のことが大きく報道されました。小牧市でも命

に関わりませんでしたが、同様なことがおきています。近年、食物アレルギーを持つ

お子さんが非常に多くなってきています。その症状も重症化しているように感じます。

子どもたちの生命に直結する問題でありますので、もしものときに誰もがきちんと対

応できるようにマニュアルを作成し、周知したいと考えています。 

以上、この 2 点について今年度学校保健課題と捉え取り組みたいと考えています。

その課題解決のための組織についてですが、資料にも記載させていただきましたが、

学校保健支援チームといたしまして、「生と性のカリキュラム」については小牧市母子

保健推進協議会が作成及び推進に取り組んできた経緯から、この小牧市母子保健推進

協議会を位置づけ、また、「アレルギー対策」については、薬剤師や養護教諭等で構成

される学校保健会を位置づけて取り組んでいただけたらと考えております。 

母子保健推進協議会においては、「生と性のカリキュラムの充実」についてご検討い 

ただけたら思います。すでに、小牧市生と性のカリキュラム小学校・中学校版はでき 

上がっておりますので、作り直すということではなく、実際に現在推進している授業 

を見ていただいて、さらに充実させていくためにご意見を頂きたいと思います。年間 

計画として、夏季休業中に教員を対象にした研修を予定しております。また、秋以降 

に小学校と中学校でそれぞれ公開授業を予定しております。母子保健推進協議会の委 

員みなさまにおかれましては、いずれかでかまいませんのでご参加いただき、ご意見 

をいただけたらと考えております。最終的には、みなさまから頂きました意見をまと 

めさせていただき、モデル事業の成果品として県にも報告書を提出したいと思います。 

以上です。 

（委員） 

 説明ありがとうございました。今年度、当協議会を「学校保健支援チーム」として 

位置づけることについて、ご意見ありますでしょうか。この母子保健推進協議会がと 

学校保健チームとして位置づけられて取り組むということですね。 

 もう一つの「アレルギー対策」については、学校保健会を位置づけていくというこ 

とですね。 

 



（委員） 

 そうです。学校保健支援チームといって新たに召集して何かするということではあ 

りません。 

母子保健推進協議会に置き換えて取り組むということです。 

（委員） 

    この位置づけについて、皆さんご意見はありませんか。ないようでしたら、この小 

牧市母子保健推進協議会を学校保健支援チームとして位置づけてこの一年間取り組ん 

でよろしいでしょうか。 

（全委員） 

    賛成 

（委員） 

    それでは、この一年間学校保健支援チームとして位置づけて取り組んでいくことと 

します。皆さんご協力をお願いいたします。その他ご質問やご意見は、ございません 

か。 

（委員） 

 小牧市では、生と性のカリキュラムを今まで推進してきていますが、今回のモデル 

事業で、どのようなレベルで検討する予定ですか。 

（委員） 

 カリキュラムそのものはありますが、そのカリキュラムをもとにそれぞれの教員が 

自分なりに考え、また、目の前の子どもたちに合わせてすすめていくものとなります。 

カリキュラムそのものを検討するということではなく、様々な専門家からの視点で 

伝え方等を含めて充実させていきたいと考えています。例えば、指導者がどの部分を 

強く伝えていかなくてはならないかなど、実際の授業を見ていただいて授業そのもの 

の進め方を工夫していくことができればと思います。形に残らない部分の検討には、 

なるかもしれませんが、指導者のスキルアップにつながるのではないかと考えていま 

す。 

（委員） 

 後の報告にも、様々な意見が掲載されていましたので参考にされるといいと思いま 

す。 

（事務局） 

 生と性のカリキュラム小学校・中学校版を作成した当時と、母子保健推進協議会委 

員も異動がございますので、公開授業において、現在行なっている生と性のカリキ 

ュラムをまずご確認いただき、ご意見を頂くことができればと思います。 

（委員） 

    他には、ありませんか。もう一つの課題である食物アレルギーの問題も重要な取り  

   組みであると思います。食物アレルギーのお子さんは、年々増えてきているように思 

います。その対応についても、体制は整えていかなくてはなりません。ほかにご意見 

がありませんか。ないようでしたら、事務局で頂いた意見をまとめていただきたいと 

思います。次の議題に移ります。 



 

（２）生と性のカリキュラムの推進 

「高校と連携した生と性のカリキュラムの推進を考える」 

（委員） 

議題（２）生と性のカリキュラムの推進「高校と連携した生と性のカリキュラムの推 

進を考える」について、事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局） 

   説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

   議題（１）でもご検討いただきましたが、今年度学校保健課題解決事業の一つとして 

「小牧市生と性のカリキュラム」の充実が検討されています。「小牧市生と性のカリキュ 

ラム」は、「小学校・中学校版」と「地域版」の二つを作成し、推進してきています。特 

に義務教育中である「小学校・中学校版」については、市内の各小中学校において推進 

されており、平成 25年 3月には小牧市学校保健教育研究会が中心となり改訂版も作成さ 

れています。 

義務教育以外の年代については、「地域版」において家庭や地域において推進してきた 

  ところですが、今年度、学校保健課題解決事業にとりくむことをきっかけに、高校養護 

教諭に加わっていただきましたので、高校の現状や高校生の姿をこの場で話し合い、今 

後何が必要かを議論していきたいと考えております。 

 資料２－２として高校の現状をまとめた資料を用意して頂きましたので、 

ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（委員） 

   長年、関係機関の方が携わってきたこの協議会に、参加させていただいて大変恐縮し 

ておりますが、せっかく頂いた機会ですのでいろいろ勉強させていただきたいと思いま 

す。よろしくお願いいたします。資料 2－2をご覧ください。高校の現状ですが、高校の

性教育は教科において行なわれているというのが現状です。具体的には、本校では、保

健学習の中で 1年生、2年生共に週 1時間行なわれています。また、内容については、つ

ながりを持って指導されています。１年生の「性感染症・エイズとその予防」について

は、性教育そのものになりますが、1年生の「健康と意思決定・行動選択」は 2年生の「性

意識と性行動の選択」に、また、1 年生の「欲求と適応規制」「心身の相関とストレス」

「心の健康と自己実現」が 2 年生の「思春期の健康」「結婚生活と健康」「妊娠・出産と

健康」「家族計画と人工妊娠中絶」の絞られた内容につながっています。保健では心身の

健康が主軸になった学習になりますが、家庭科では、「生活」や「将来にわたって」とい

う学習が主軸となっており、どちらもセルフエスティームの問題がきちんと取り上げら

れています。タバコを含めた薬物乱用の問題もそうですが、いかに自分を大切に考える

かということが意思決定や行動選択にかかわってくるということを基本に伝えられてい

ます。自分の人生をきちんと捉えて、将来を展望して今の高校時代をどのように過ごす

かということを考える展開となっています。その他、情報の授業で SNSなどのコミュニ

ティサイトの問題も扱われています。高校生ですと、スマートフォンを持っていない子

の方が珍しい状況です。 



現状として、性教育については、本校においてもその他の市内の高校においても、教

科における指導のほか個別の指導が中心に行なわれています。 

ただし、特別支援学校においては、各発達段階における性教育が教科の中で保健学習を

中心に行なわれているのが現状です。本校に限らず、高校生になると個人差も大きくな

り個別対応を迫られるケースが多いと聞いております。特に心の問題が多く、個別に対

応しています。 

（委員） 

   ご意見やご質問はございませんか。 

（委員） 

   高校生の出会い系サイトやコミュニティサイトにおける問題というと実際にどのよう 

なものが多いですか。小中学生だと、悪口を書き込むというトラブルが多いです。 

（委員） 

   コミュニティサイトに書き込むということが、後々、自分の中だけでは収まる問題で 

はないということが分かっていないわけではないと思いますが、SNS やツイッターなど

の限られた環境のなかで、自分の感情のままに相手を誹謗中傷するようなことを書き込

んでしまって、人間関係のトラブルに発展することが多いです。あとは、具体的な数字

は分かりませんが、会ったことのない人とコミュニティサイトの中で知り合ってやり取

りをし、会おうとしてしまうということがあると聞いています。 

（委員） 

   保健の授業は、3年生はないのですか。 

（委員） 

   はい、そうです。 

（委員） 

   個別の対応はかなり多いのですか・ 

（委員） 

   実は、性に関する問題は、以前に比べると非常に少なくなっているように感じます。 

表に出てこないだけなのかもしれません。性に関する興味・関心が両極化しているよう 

に思います。 

（委員） 

   性に関する問題が少ないのは、他から情報が得られているからなのでしょうか。 

（委員） 

   情報が得られているのは事実かもしれませんが、人間関係をはじめ、意外に経験から 

えられる知識がないのが現状だと思います。 

（委員） 

   小さいころ児童館によく来ていた子が、パートナーと遊びに来て、妊娠しているとい

う報告受けました。おそらく、学校に行っていない子達だと思います。いかなる理由で

あれ、学校に行っていないということは「生と性のカリキュラム」を受ける機会がなか

ったのだろうと思います。 

 



（委員） 

   生と性のカリキュラムは小学校中学校版ということで、高校のカリキュラムはないの

が現状です。 

（事務局） 

   カリキュラムを作成した当時は、高校養護教諭も加わって一緒に作成した経緯があり

ます。 

（委員） 

   10 代の妊娠を見ると学校に行っていない方が多いと感じます。「生と性のカリキュラ

ム」が届かない状況なのだと思います。どの時点でどのように伝えていくとよいのかと

思います。 

（委員） 

   赴任した当時は、「付き合ってのトラブル」「セックスまでいってしまって生理がこな

い」「知らない人についていってお金をもらう」などの相談もありましたが、今は「みん

なになじめない」「友達が意地悪する」どの相談がおおくなっています。男女の付き合い

に性的な結びつきを求めるというより、中性同士の付き合いのような印象を受けます。

最近は、そのような印象を受けます。子どもたちの中で「つきあう」という認識が変わ

ってきているように思います。お互いを高めあうというところまでいかない印象を受け

ます。 

（委員） 

   詳しくは覚えていませんが、大学 1 年生にとったアンケートで、以前よりも性的な経

験をしている人が減ってきているという結果を見たことがあります。そういった状況を

含めて検討していく必要があると思います。 

（委員） 

   一般的に見ると、男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしくというより、性差を

感じなく一緒に生活している状況があるのではないかと感じています。以前と比べて高

校生くらいの男の子と女の子が一緒に帰る姿もあまり見なくなったように思います。

時々一緒に帰る姿を見ると、珍しいなと感じることがあります。興味がなくなってきて

いるのか、勉強で大変なのか分かりませんが、傾向として感じます。 

（委員） 

性的な問題やトラブルが減ってきているというのは、ある意味今までの取り組みに効 

果があったといえるかもしれません。しかし、それは、学校へ通えているお子さんに関 

していえることだと思います。学校に行っていない子たちと会う機会が多いのですが、 

  そのような問題に即つながっていると感じます。特に若年妊娠は不登校と深く関わって

いるのではないかと思います。学校に行っていない子たちの対応を考えなくてはならな

いと思います。そうなると親や家庭への支援が必要であることが考えられますが、そこ

への直接的な支援が届きにくい現状があるのではないでしょうか。あと、スマートフォ

ンが普及し、SNS やツイッターなどによる誹謗中傷が問題になっています。こうした問

題が取り上げられるときに、加害者側への指導については、学校もされていると思いま

すが、被害を受けた側へのフォローも重要だと感じます。先ほど、高校生について、心



の問題が多くなってきているとのお話がありましたので気になりました。 

（委員） 

   私も、普段生活していて高校生の男女が一緒に帰ったりする姿をあまり見なくなった

と感じます。昨年度、中学生の保護者の方から多く出た話題が、スマートフォンが普及

したことにより、子どもたちのコミュニケーションの手段が変わってきたことによるト

ラブルについてでした。 

（委員） 

   私の立場からお話させていただきますと、私も生と性のカリキュラムが届かなかった 

方たちとお会いする機会が多いです。特に摂食障害や不登校などさまざまな問題を抱え 

た思春期以降の方たちと接するのですが、多くのケースに共通するところをたどってい 

きますと、特に幼少期からの家庭環境、特に親子関係が不安定で、幼いころから思い 

っきり安心して生きてきたという体験がない、いつも不安定な環境の中で育ってきたと 

いうところが、共通していると思います。こういう子達が大勢と一緒に関わっていくの 

は難しい部分があると思いますので、個別に支援していく必要があると思いますが、一 

方で、生と性のカリキュラムのような全体への取り組みも必要であると思います。また、 

低年齢のうちからの取り組みは、非常に大切であると思います。 

 何らかの問題があって、高校生になって立ち直った方たちのケースを見てみると、ど 

こかで居場所が見つかったという場合が多いと感じます。それは、大人の中ではなく、 

同じくらいの年代の居場所が大切だと思います。そのような居場所ができると、後に振 

り返って「あの時に、あの子達と出会ったから、今私はこんな風に生きてこれた」と聞 

きます。高校生くらいになると横のつながりが大事で、先ほどSNSの問題が出ましたが、 

カリキュラムの中でも、お互いを思いやる相互支援性をつくっていくことが大事である 

ということを伝えていくことが必要だと思います。先ほど高校生になると心の問題が多 

くなるということを聞きましたので、そう思います。 

（委員） 

私の職場では、若年の妊産婦が多くいらっしゃいます。やはり学校に行っていない子 

が多いと感じます。家庭環境を見ると、その親も子どもに関心が薄く、妊娠にも気づか 

ないという状況があります。また、子どもからしてみれば、親から愛情を受けて育った 

という覚えがないなどといい、どのような親子関係かと思います。 

（委員） 

   このような状況は、理解しがたいです。 

（委員） 

   みなさま、ご意見を頂きましてありがとうございました。頂きましたご意見を事務局 

でまとめていただきまして、次に生かしていきたいと思います。次に移ります。 

 

 

 ４ 報告 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「平成 26年度安心相談カードの配布について」 



（事務局） 

お手元の資料 3 をご覧ください。平成２０年度より生と性に関する問題遭遇時に知識を持

った信頼できる大人や相談窓口に相談する必要性を知ってもらう意味合いで相談カードを作

成し中学 2 年生の生徒さんに配布してまいりました。その後少しでも早い時期に配布をとい

うことで、昨年度より中学 1年生の生徒に配布するようになりました。 

また少年センターとしては青少年を取り巻く様々な問題に相談できる機関と身近な少年 

センターが相談窓口という内容のカードを高校 1 年生の生徒さんに配布されていることがわ

かり、類似した目的で作成しているカードをひとつにできないかということで、先回のこの

協議会で御意見をいただいて、今年度より、少年センターと共同でカードの作成に至りまし

た。お手元にあるのがそのカードになります。表面は安心相談カードの名称と愛知県内の 

相談機関を掲載し、裏面は少年センターと市内の相談機関の掲載しております。既に中学校 

へは、配布依頼済みで高校についても夏休み前には配布依頼の予定です。中学校や高校以外

でも市内の児童館や各支所にも自由配布する予定です。以上です。 

（委員） 

   ありがとうございました。二つのカードを一つにまとめて中学生と高校生に配布すること 

になったということです。反響は何かありますか。 

（事務局） 

   今年度については、これから配布予定ですが、このカードを見て、相談電話が入ることは 

あります。 

（委員） 

   反響はあるわけですね。それでは、今後はこの安心相談カードを配布していくことでよろ 

しいでしょうか。ほかにご意見はございませんか。ないようですので、次に移ります。 

 

（２）生と性のカリキュラム推進 

①「小学校・中学校における取り組みについて」 

（委員） 

   昨年度の取り組みをまとめたものです。実施状況ですが、どの学校も生と性のカリ 

キュラムを取り組んでいることが分かります。学校や、学年によって時間数や取り組 

み方は違いますが、実情に合わせて取り組んでいただいております。概ねは、やれて 

よかったという感想が多いですが、中には今後に生かしていくといい意見もあり、今 

後の参考としたいと思います。もともと学級担任が行なえるようにカリキュラムが作

成されましたが、学校や学年によっては、養護教諭や保健センターなどとチームティ

ーチングで行なっています。アンケートの問い方の問題で、学年として取り組んでも、

個人として取り組んでいないから取り組んでいないと認識しているケースもありまし

たが、それは取り組みとして位置づけてよいと思います。特別支援学級においても、

その子の発達段階にあわせて取り組んでいる学校もありました。また、保健学習との

からみで、どうしても内容が重複するために 1 時間になってしまうという学校もあっ

たようです。各学校における保健主事や養護教諭による積極的な取り組みが、生と性

のカリキュラムの浸透に大きく影響していると思いますが、学校全体で取り組むとい



うことをみんなで認識して取り組んでいく必要があると思います。 

 

（委員） 

   ありがとうございました。ただいまの報告について、何かご意見やご質問はござい 

ませんか。生と性のカリキュラムが、浸透してきているようですね。また、いい意見 

をたくさんいただいているようですね。 

（事務局） 

   学校現場の努力で浸透してきているのだと感じます。本当にありがとうございます。 

（委員） 

   ほかにご意見はございませんか。無いようですので、次の報告に移ります。 

 

②「地域における取り組みについて」 

（事務局） 

お手元の資料 5をご覧ください。 

昨年度も、小学 2年生とその保護者に「いのちの学習」を、中学 3年生を対象に「素敵な大 

人になろう～性感染症の予防～」を実施してまいりました。 

小学校についてはほぼ定例化しつつあり、すべての小学校で実施させていただいており 

また多くの学校で学校公開日に開催し、保護者の方にも受講していただいております。 

中学校についても９校中７校で実施させていただいております。残りの２校については、学 

校の都合などで養護教諭と担任の先生との授業で行われています。 

他一般では「育てよう、自己肯定感」というテーマで高齢者学級の１団体に実施させていた 

だきました。これは「生と性のカリキュラム」の中で「自己肯定感」のことも含まれており、 

高齢者が地域の子どもたちに自己肯定感を育めるように出前講座をして実施しております。 

他にも自己肯定感を育む親になってもらう為に乳児の健診時にDVDの配布も平成19年度途 

中より行っております。今後も小学校、中学校と協力し、小学校中学校版をまた、また地域 

版の普及もしていけたらと考えております。以上です。 

（委員） 

   ありがとうございます。何かご質問やご意見はございませんか。 

（事務局） 

   高齢者学級への出前講座ですが、このような地域の各団体に出かけさせていただく 

大きな目的の一つとして、これは生と性のカリキュラムの地域版の推進になりますが、 

地域の方たちが、地域の子どもたちが自己肯定感を育くめるような関わりを期待して 

取り組んでいますことを付け加えさせていただきます。 

 （委員） 

    何かご質問やご意見はございませんか。 

それでは、すべての議事進行が終了いたしました。お疲れ様でした。 

 

５ 閉会 

次回 平成 26年 9月 29日（月）開催予定 


