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平成 27年度第 3回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 27年 11月 27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、鈴木澄、小林佐知子、三好順子、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、 

シモンカ敬子、塚本真也（梶田委員の代理出席）（敬称略） 

・欠 席（1名） 梶田光俊、近藤友子、（敬称略） 

・事務局（8名） 山田祥之健康福祉部次長、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、三枝尚子主査、 

松本萌保健師、加藤萌保健師、社本弘子保健師 

・傍聴者（0名） 

 

 1 開会 

  

 2 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 

   「平成 26 年度乳幼児健診未受診児の支援について」 

（2）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 

   「平成 27 年度小牧市子育て支援機関連携会議の報告」 

 

３ 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変更に伴う内容の見直しについて 

（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）」のホー

ムページへの掲載について 
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【議題】 

（委員） 

   報告から始めます。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 

  「平成 26 年度乳幼児健診未受診児の支援について」報告をお願いします。 

 

（事務局） 

   資料３－１をご覧ください。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「平成 26 年度乳幼児健診未受診児の支援について」いたします。小牧市でも平成 24年 10月

から、乳幼児健診の未受診児の支援については力を注いできました。 

   その結果、受診率の推移のグラフにもお示ししたとおり、近年ではどの乳幼児健診においても

97～98％の受診率を保っています。逆に小牧市において乳幼児健診を受診されない児は、どの健

診においても一定数見られます。その支援結果について担当より詳しく説明させていただきます。 

平成 26年度乳幼児健診未受診児支援結果を報告させていただきます。 

では、現在の未受診児支援体制をご説明いたします。平成 24年 10月よりその都度見直しをし、

支援しております。支援方法を簡単に説明いたします。いずれの健診も、健診対象日をすぎて次

の健診日 1回は保護者からの連絡を待ち再通知します。それでも連絡がない場合は、直接電話や

訪問で状況把握し、受診を勧めます。保護者と連絡がとれない場合は関係課に依頼し、保育園、

幼稚園の通園がないか、また児童手当の支給状況、子ども医療の受給状況を確認します。それぞ

れの健診での未受診児支援の違いは、4か月は他の健診よりも、いち早く保健師が保護者と連絡

をとる動きになっています。以上を行っても連絡がとれない、または住んでいないことを確認し

た段階で出帰国記録を確認します。 

このような方法で支援した結果を報告させていただきます。「未受診者支援における健診対象 

者」は、当初問診票を郵送した時期以降に小牧市で受けるべき対象とする転入者や、住民票のな

い児で当市に在住していると把握している場合など、当初健診対象者としていなかった児につい

ても、受診対象児とし、未受診児支援の対象としています。したがって、先ほどの乳幼児健診で

受診率を算出した際の対象者とは異なっておりますのでご注意ください。 

未受診児支援実施時期は平成 26 年度から最終は未受診児全ての状況を把握するまでとしてい

ます。今回の報告は 10 月 1 日現在の報告のため、3 歳児健診未受診児につきましては 4 歳未満

が受診期間となっているため、現在も支援途中であります。 

支援の結果、小牧市で健診を受けなかった未受診児は 4か月児健診が 59名で全体の 4.1％、1

歳 6か月児健診が 53名で 3.7％、3歳児健診が 73名で 4.8％です。 

その中で保健師が訪問等で児を支援することができたり、保健師が会えず、在園している園に見

守りを依頼した人もいます。それらの結果、未把握児は 4か月児健診 0、1歳 6か月児健診 0、3

歳児健診についてはまだ支援途中の人が 10月 1日現在で 4名おりました。その後の支援の結果

今日現在では 4 名のうち 2 名はその後受診し、1 名は 12 月受診予定、残りの 1 名は一時居所不

明でしたが、その後関係課において所在確認され、児の目視確認も担当課職員がしており、現在

受診に向け支援中です。  

3つの健診の未受診児の傾向としましてはどの健診も多くは居住のない人です。また、居住者
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の中では 4か月児健診は医療機関受診者が多く、1歳 6か月、3歳は保健師確認が大半となって

います。転出者については保護者と連絡をとり健診や予防接種手続きを済ませているか確認をと

っています。保護者と確認がとれない者については、転出先の市町村へ情報提供しています。 

以上のように、昨年度の乳幼児健診では問題とする状況不明児はおりません。これで平成 26 年

度未受診児の支援についての報告を終わります。 

 

（委員） 

   ご質問等は、ございませんか。 

   次の報告に移ります。報告（2）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「平

成 27 年度小牧市子育て支援機関連携会議の報告」をお願いします。 

 

（事務局） 

   資料 4 をご覧ください。報告（２）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     

「平成 27 年度小牧市子育て支援機関連携会議の報告」をさせていただきます。 

子育て支援機関連携会議は産婦人科、小児科をはじめとする地域医療と地域保健や子育て支援の

現場スタッフが同じ目線で、育児不安の軽減を目指し、協働して小牧市の子育て支援体制を整備

することを目的としております。対象は、産婦人科、小児科、小児歯科、保健所、子育て支援セ

ンター等 16機関です。会議は必要に応じて年 1回程度開催しております。平成 27年度の会議で

は、親子健康手帳交付時の母の様子から小牧市の現状について、ハローファミリーカードについ

て、親子連絡票について意見交換を行いました。 

ハローファミリーカードについては資料 4－2をご覧ください。ハローファミリーカードとは、

対象者（相談者）の住む地域の保健センターの電話番号を掲載した｢連絡カード｣を作成して、周

産期の医療機関等に設置し、対象者に配布することで、医療と保健の現場スタッフが協働して子

育て支援に取り組み育児不安の軽減や虐待予防を目指しています。このプロジェクトは、あいち

小児保健医療総合センターが中心となって行われているものです。導入の経緯は平成 22 年度の

協議会で｢育児力を高めるために必要な支援｣について協議したところ 見えてきた問題点は一

つ目に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

があることより、支援の目安の明確化、支援の網の目の強化が必要である、二つ目に妊娠、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るが、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ということです。そのために、支援システムを明

確化し SOSを出しやすい環境づくりのツールの一つとして平成 23年度に｢ハローファミリーカー

ド｣を導入しました。 

目的は、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、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、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の 3点です。現在小

児科、産婦人科、小児歯科、子育て支援センター、保健所等計 16機関で配付しております。 

子育て支援機関連携会議で｢配付基準が明確でないため、うまく活用できていない。｣｢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。｣との声があり、あい
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ち小児保健医療総合センターより出されている基準をもとに意見を出し合い、小牧市ハローファ

ミリーカード配付基準を作成し、各機関の実情にあわせて配付しています。 

次に親子連絡票についてです。作成の経緯は、ハローファミリーカードを配付している中で、 

｢ハローファミリーカードのみでは各子育て支援機関同士がつながることが難しい｣との意見が

あり、平成 26 年度の子育て支援機関連携会議にて各機関が連携して支援が必要と思われる親子

への支援について検討したところ、｢ハローファミリーカードを見て電話しました｣と相談される

母がほとんどおらず、次の子育て支援機関につながっていない、カードを渡した母がその後どの

ようになっているのかわからないとの問題点が見え、親子連絡票を導入しました。｢親子連絡票

（妊娠期）｣｢親子連絡票（妊娠期以外）｣｢返信票｣を作成。各機関が連携して親子への支援が必

要と思われる対象等に本人の同意を得た上で使用しています。11 月 1 日現在での利用状況は平

成 26年度は妊娠期が保健センターから医療機関が 3件、 医療機関から保健センターが 1件、

妊娠期以外は保健センターから医療機関が 1 件、 医療機関から保健センターが１件、平成 27

年度は妊娠期保健センターから医療機関、 医療機関から保健センターともに 2件、妊娠期以外

も保健センターから医療機関、 医療機関から保健センターともに 2件の利用です。 

会議で出された意見としては、核家族で支援が得られにくく、育児不安が強い母がいる。母が

自ら相談されることは少ないが、不安を抱えている母が多いように感じられ、周りからの声か

け・見守りが必要と感じる。以上の意見から各機関がつながった方が良いケースについて今一度

お互いに共有することができました。産婦人科の退院後は、病院との関係が切れてしまうので、

病院での支援が行えず不安。という意見がありました。この意見より、子育て支援機関同士が連

携し、支援をしていくことの必要性を改めて認識できました。保健センターがどのようなことを

やっているのかよくわからない。とのご意見もいただきました。対応としては｢お母さんがんば

っていますね。｣｢気軽に相談してくださいね。｣など声をかけ、ハローファミリーカードを配付

していくこと、各機関が連携したほうが良いケースについては親子連絡票を活用し、お互いに情

報を共有し、支援を行っていくことです。今後の課題として支援が必要な方に対し切れ目のない

支援を行うため関係機関同士、顔の見える関係を築き、連携しやすい環境をつくる事、保健セン

ターの事業、役割について情報発信し各機関が対象者の支援につなげていくことです。課題達成

のために今後も活動していきます。 

（委員） 

この連絡票は、保護者の方が記載するのですか。 

（事務局） 

   保護者の同意を取って、関係機関が記載します。 

（委員） 

   他にご質問等はございませんか。 

報告は以上となります。 

それでは、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変更に伴う内容の見直しについて、事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

資料 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変更に伴う内容の見直しについて検討お願いいたします。 

以前からみなさまにご検討いただいております、親子健康手帳の表紙デザインについてですが、

平成 27 年 10 月から平成 28 年 1 月までの 4 か月間、アンケートを実施しているところです。 

  まだ、途中ですので断定はできませんが、状況としては、従来のデザインになる見込みは無いこ 

とが予測されます。 

そのような状況に伴い、アンケート結果により表紙デザインが変更されることを見込んで、表紙 

以外のページに使用している「卵」のイラストや「卵」や「鳥」に例えて表現している部分につ 

いて、このまま使用していくかそれとも変更が必要なのか、検討をお願いしたいと思います。こ

のページのこの文章は親子健康手帳を作成する際に専門部会を持ち、養護教諭や保育士の先生方

を交えて作り上げてきたものであります。もし、変更ということになれば、再び養護教諭や保育

士の先生方にご意見を伺いながら、作り上げていく必要があると考えています。 

   また、自己肯定感獲得 DVD を市のホームページ上においてインターネット配信を開始したこ

とに伴い親子健康手帳においても周知していきたいと思います。 

まず、表紙のデザイン変更に伴い内容の検討が必要かどうかについて、一つずつ確認をしてい

きたいと思います。1）のおもて表紙うらの部分です。「卵で育てる大切なわが子」と題して、卵

の中に子どもがハイハイする姿が描かれています。その説明として、「愛情という目には見えな

い殻」とか「その殻を自分のエネルギーで破って」という表現が記載されています。 

2）の低学年の章では、「巣」という表現が使われています。 

3）の高学年の章では、「卵のひび割れのイラスト」とともに、その表現として「これが、殻の

ひび割れ現象です。ヒトとして生まれ、目に見えない、ご両親の愛情という殻の中で、人間にな

るように育ってきたその殻がひび割れを起こし始めたのです。」という表現が記載されています。 

最後、4）の中学校の章でも、「卵のひび割れのイラスト」とともに、「子どもは愛情という殻

を自分のエネルギーで破って誕生しようとしています」と卵にたとえて子どもの成長を表現して

います。 

これらについて、本日は変更が必要かどうかについてと何かよい案があればご意見をお願いい

たします。 

続いて、親子健康手帳における DVD の周知についてですが、※２の内容を掲載することを案

としています。掲載場所は図のとおりです。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。説明いただいた議題についてご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   普段子どもの相談を受けていますと、卵や鳥にたとえての表現は今のお母さんたちに分かりに

くいのではないかと感じます。イラストも分かりやすく直接的に表現したほうがよいのではない

でしょうか。 

（委員） 

   表紙のイラストが変更されるということであれば、例えではありますが、「卵で育てる大切な
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わが子」という感覚やこのイラストは、卵にこだわらず別の表現でもよいと思います。 

 

（委員） 

   アンケートを来所者にとっているということですが、このアンケートはアンケート実施者には  

  どのように伝わっているのですか。 

（事務局） 

   市民の声が入ったことなどの詳しい経緯は、アンケート実施者には伝えていません。親子健康 

手帳の表紙デザインの変更を検討していると簡単に記載しており、また、選択肢の中に従来の表

紙デザインも含めた形でアンケートをとっています。 

（委員） 

   市民の声でも確か「卵が自閉症を連想させる」との意見もあったかと思います。もちろん全て 

の方が、連想するわけではありませんが、そのような意見も踏まえると、変更していくことが望 

ましいのではないかと思います。 

（委員） 

   他に、ご意見はありませんか。特にないようですので、頂いた意見をまとめていただき、次に

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）」のホームページへの掲載について、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－CHAT（エムチャット）」のホームページへの掲載についてご意見をお願いいたします。 

 お手元の資料２をご覧ください。前回の会議では、4つの点についてご意見をいただきました。

１つ目は今まで乳幼児健診で大切にしてきた親との関係を大切にし、また今後も大切にしていき

たいため健診の場面では「M－CHAT」は活用しない方がいいのではないかということ、2 つ目は

活用したいと思う人が活用できるよう、ホームページで情報提供していくこと、3つ目はホーム

ページに掲載するのであれば単なる情報提供ではなく、相談を含めた支援につながるようなホー

ムページを作成し、相談機関の体制を整備していくこと、最後の４つ目は「M－CHAT」の対象年

齢については記載にバラつきがあるため、14～30 か月に統一すること」とご意見をいただきま

した。 

これらの意見を踏まえて前回の会議のあと、10 月に行われました発達部会においても部会員

の方からも２点ご意見をいただきました。１つ目は「M－CHAT」を直接ホームページ上で紹介す

るのではなく、「育てづらさ」に関して、「親の心配に寄り添う」ことを大切にしたうえで、ホー

ムページ上に「M－CHAT」を紹介したほうがいいのではないかということ、2 つ目は相談機関に

ついて相談を受けた時に、相談者の気持ちを受け止め今後の支援につなげられるような対応がで

きるよう相談を受ける側の対応も一定に保つために、まず保健センターのみを掲載し、今後相談

機関を広げていってはどうかという意見がありました。 

この会議と発達部会で出された意見を踏まえて、事務局側で 3つの点をまとめ、ホームページ

の案を作成しました。1 つ目の点は、親との関係を大切にした乳幼児健診を実施してきたので、
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今後も大切にし、「M－CHAT」は乳幼児健診では活用しないこと。 

2つ目は、「M－CHAT」を直接的にホームページ上で紹介するのではなく、「育てづらさ」「親の

心配に寄り添う」ことを大切にしたうえで「M－CHAT」を紹介するよう配慮しホームページを作

成していくこと。 

3つ目は相談しやすく、また相談につながることが大切なので、相談機関を保健センターに限 

  らず、いくつかの相談機関を選択しやすいように掲載した方がいいのではないかということ。 

以上のことを踏まえまして、「親の心配に寄り添う」ことを大切にしたホームページの内容、

また相談機関の掲載の方向性についてご意見をお願いします。 

（委員） 

   ただいまの説明を頂きましたが、ご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   以前の提案ですと、保護者が不安なまま発達のチェックをし、不安なままその結果を受け止め

るという印象でしたが、今回の提案は「お子さんの発育や発達に不安を感じたら」と親の心配に

寄り添う形のホームページでしたので、以前のものと比べると安心感があります。というのは、

読み進めていくうちに、保護者の方も冷静に考えることができるのではないかと思います。また、

発達チェックに入る前に、相談機関が掲載されている点もよいと思います。これは発達チェック

の結果に関わらず相談に進むことができると思います。また、最後のところの関連リンクに 

  「育てにくい子の子育てには応援団が必要です」とあり、保護者の心配に寄り添える構成になっ

ていると思います。 

（委員） 

   対象年齢が 14～30か月となっていますが、年齢の幅が広く本当にこれでよいのか確認が必 

要ではないか。 

（事務局） 

   確かに年齢幅が広いので、開発された会社に今一度確認していきたいと思います。 

（委員） 

   エムチャットをホームページ上に掲載する目的は、保護者の方が早期に気づき早期に支援につ 

ながっていくことだと思います。後になって、親にとっても子にとってもいいことだと思います。 

 ただ、相談する前の保護者にとって、相談するとその先どのようになるのかが分からない 

のではないでしょうか。早期に相談していくとどのようなメリットがあるかということを、実際 

に体験された保護者の声などとして、掲載してはどうでしょうか。 

（委員） 

ホームページ上でエムチャットを実施して、その結果を保護者がどこへ持っていくかが大切だ

と思います。このエムチャットは、直接的にホームページに乗るわけではないのですね。 

（事務局） 

   そうです。参考として示し、外部リンクを貼ることになると思います。お子さんの成長を心配 

する保護者の方は、他にもいろいろ調べておられるとは思いますが、あれこれいろいろなホーム 

ページを探すのではなく、このページを見たら小牧市の方は掲載されたいずれかの機関にまずは 

つながってほしいと思っています。エムチャットをした後の相談先も、同様の相談先を掲載して 
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いく予定です。 

（委員） 

  外部リンクされるということですね。エムチャットが一人歩きすることはないでしょうか

（事務局） 

  エムチャットは外部リンク先でやることになりますが、相談先として、その外部リンク先に 

小牧市内の相談機関が示されることになります。相談するかどうかは、保護者の方次第という 

ところはありますが、どこに相談したらよいか分からないということは無いと思います。 

 一番心配なのは、心配だけさせてどこに相談したらよいか分からない状態になること、或い 

は相談できないままでいることだと思います。 

そもそも、このエムチャットを掲載する目的ですが、親の心配に寄り添うと共に早期療育に 

繋げることです。また、早期療育の必要の有無に関わらず、その時心配や大変さを感じている

保護者にとって、まず相談先につながるということは大切なことだと考えています。 

（委員） 

 対象年齢を見ると、14～30ヶ月と幅広いですが、この対象年齢にあった姿を例えて掲載 

したほうがよいと思います。そうでないと、分かりにくいのではないでしょうか。 

（委員） 

 乳幼児自閉症簡易チェックとありますが、自閉症という言葉を直接的に使うことがどうなの 

かという感じもします。最近では自閉症スペクトラム障害と広くその傾向を捉えており自閉症

と断定的にいうことに抵抗を感じるのではないでしょうか。 

（事務局） 

    表現については、開発された会社に今一度確認していきたいと思います。ただ、事務局とし 

て懸念しているのは、軽い気持ちでエムチャットに取り組みその結果として、重い言葉をつき 

つけてしまうのは、逆によくないのではないかと思います。医学的な判断ではないものの、そ 

れなりに保護者の方も結果を受け止めることのできる状況でやっていただくものでないと、不 

安にさせてしまうだけでその後の支援につながらないのではないかと考えます。 

（委員） 

 やってみる立場になるとそうなのかもしれません。 

（委員） 

 最近では、経験不足や愛着不全から発達障害のような様相を見せるお子さんがみえます。お

子さんとの関わり方が分からない保護者の方が増えており、かかわりにくいと感じ、発達障害

と安易に思ってしまうことも考えられます。日頃の保護者の方の関わりを示したほうが、保護

者が今一度自分の関わりを振り返ることができるのではないかと思います。「例えば絵本を読

んだときに興味を示しますか」とか「あやすと喜びますか」などです。これらを、エムチャッ

トをやる前に保護者の方に見ていただくことで、日頃のお子さんとの関わりを保護者の方に振 

返っていただけるのではないかと思います。お子さんの年齢にあった様子やお母さんとの関わ 

りが分かるような投げかけができるとよいと思います。 

（委員） 

ホームページだけでなく、健診や相談など様々な事業等で支援されていくとよいと思います。 
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（委員） 

皆さんの意見を確認させていただきますとホームページの掲載の仕方については、「個人差の

大きい時期です」の次に「わが子に必要なサポートについて、一緒に考えませんか」とあり、３

歳の姿が書かれているので、その間に「14～30 ヶ月年齢にあたる育てづらさの実態」が記載さ

れているとよいと思います。そして、「発達障害を心配している保護者の方へ」と流れ、その後

に、「早期療育のよさについて」記載し、最後に「相談窓口」へと流れるのがよいということで

よろしいでしょうか。部会の中では、相談機関をただ並べるだけではどこに電話をかけたらよい

か分かりにくいと考え、保健センター一つの掲載の方がよいのではという考えもありましたが、

それぞれの機関がどのような相談を受けている機関かを記載することで分かりやすくなったの

ではないかと思います。そのため、保健センターだけではなくその他の機関を並べるのもよいと

思います。 

（委員） 

   他に、ご意見はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、頂いた意見をまとめていただ

き、次につなげていただきたいと思います。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。特にないようですので、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、平成 28年 2月 26日（金）の 

午後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 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。 

 

次回 平成 28年 2月 26日（金）開催予定 


