
平成 22 年度第３回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 22年 11 月 26 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】 

・出 席（11 名） 志水哲也、冨樫亮子、高木康司、福井直子、西尾勝子、神戸和敏、 

児玉和江、岡島義広、高木健、丹羽三枝子、船橋正子（敬称略） 

・欠 席（３名） 三輪茂美、杉山千鶴、長谷川京子、（敬称略） 

・事務局（７名） 大野成尚健康福祉部次長、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、岡本弥生主査、 

三枝尚子保健師、熊副円保健師、長谷川えい子保健師 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

 （１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

  「生と性についての正しい情報提供の取り組み」について          資料１ 

（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         資料２ 

  「ハローファミリーカードの導入に向けて」 

 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 

「親子健康手帳交付時アンケートの見直し」                資料３ 

「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かかわることがで

きる地域力の醸成に向けて」                      資料４ 

 （２）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会の検討状況」について 資料５ 

５ その他 

 ６ 閉会 

【議事】 

１ 議題  

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

 ①「生と性についての正しい情報提供の取り組み」について          資料１ 

（事務局） 

    資料１をご覧下さい。今までご討議いただき、平成２２年７月１日から、小牧市ホ

ームページおよび携帯サイトにおいて、「思春期によくある質問 Q&A」と「中学生と小

学生のための相談窓口」を掲載いたしました。 

    まず、そのアクセス状況についてご報告させていただきます。別紙 1 をご覧下さい。 

ウェブに関しては、開始当初の 7月は一時的に「思春期によくある質問 Q&A」と「中



学生と小学生のための相談窓口」共にアクセス数が多かったですが、その後落ち着き、

10 月までの間ほぼ横ばい状態でした。 

続いて携帯に関しては、項目によりますが、「思春期によくある質問 Q&A」では、特

に男の子の質問 1･2 と女の子の質問 1･2 が、7･8 月と比べて、9･10 月のアクセス数が

多くなっています。男の子の質問 1･2 のアクセス数は、他の項目と比べて特に多い状

況が伺えます。 

また、「中学生と小学生のための相談窓口」については、どの相談機関も 7･8 月のア

クセス数に比べて、9･10 月のアクセス数が少しずつ多くなっている状況が伺えます。 

この状況を受けて、前回の会議でもホームページや携帯サイトの充実を図っていく

ために、信頼できるサイトへのリンクをしたらどうかとの意見がありましたので、今

回ご協議願いたいと思います。信頼できるホームページかどうかは、各担当課で行な

うとのことでしたので、本協議会で判断をお願いしたいと思います・ 

まず、「女の子に関するホームページ」として、日本家族計画協会の「ガールズナビ」

を提案させていただきます。これは日本家族計画協会のトップページから入り、「ガー

ルズナビ」のバナーをクリックするとつながることができます。日本家族計画協会に

問い合わせたところ、リンクについては文面の申請で、許可していただけるとのこと

でした。日本家族計画協会によると、トップページから入っていくよりも、直接「ガ

ールズナビ」に入ったほうが子どもたちには分かりやすいのではないかとの意見を頂

きました。事務局からの提案ですが、もしリンクするとしたらウェブサイトのみにし

たらどうかと思います。中学生の携帯の契約の現状が分かりませんが、万が一携帯サ

イトに没頭しすぎて予想外に料金がかかるという危険性が考えられるからです。この

点につきましては、学校での現状もお聞かせ願いたいと思います。 

    「男の子と女の子に関するホームページ」に関しては、愛知県の「性感染症のお話」

と「アイチエイズインフォメーション」を提案させていただきます。特に思春期向け

に作られたページではありませんが、性感染症全般やエイズに関する情報が県民向け

に分かりやすくつくられています。 

    男の子に関するホームページに関しては、適当なものを見つけることができなかっ

たため、今回は提案することができません。 

    思春期のためのホームページをもっている自治体は少ないですが、二つの自治体を

見つけることができましたので、参考までに提示させていただきます。一つ目は安城

市のホームページです。安城市はウェブ相談と共に Q&A を掲載しています。また、外

部リンクとして「ガールズナビ」にリンクしています。 

    二つ目は神奈川県のホームページです。神奈川県は、思春期に関すること以外にも

女性の心や体について幅広い質問を想定し Q&A を掲載しています。外部リンクとして

日本家族計画協会の「ウーマンズヘルス」に直接リンクしています。「ウーマンズヘル

ス」は女性の体についての情報を得ることのできる一般の女性向けに作られたページ

です。「ウーマンズヘルス」のトップに「ガールズナビ」のバナーもあります。 

    それでは、ご討議をお願いします 

 



（委員） 

    ありがとうございました。何かご質問はありますか。 

    小牧市の思春期のホームページへのアクセス状況が思ったより多いので、充実して

いく必要があると思います。しかしリンクするとなると、中学生にふさわしい内容か

どうかを判断する必要があると思います。 

（委員） 

    日頃の相談を受ける中で感じるのは、やはり男の子が母親などの身近な人に話をで

きずに困っているような現状を感じます。 

（委員） 

    中学 2 年で調べた状況ですが、携帯電話は、年々低年齢から持ち始めていると感じ

ます。小学校高学年で塾などに通うようになることをきっかけに持つようです。女子

の所持率がやや高いようです。全体として 6 割の子が自分の携帯を持っているという

現状があります。また、インターネットにつないで情報を得たことのある経験の有無

については、学校にもパソコンがおいてありますので 9 割の子が「ある」と答えてい

ます。その中で困った経験はなかったですかという質問に対しては、「次々につないで

いって、高額な請求がきて困った」という回答がありました。 

（委員） 

    安城のホームページは市のホームページですか。 

（事務局） 

    市のホームページです。 

（委員） 

    そこから、外部リンクをしているわけですね。 

    事務局として、リンクすることに関して何か考えはありますか。 

（事務局） 

    「ガールズナビ」に関しては、現実的に思春期の子どもたちが知りたいことが書か

れていると感じています。男の子向けのホームページもあるといいと感じます。 

    小牧市の携帯サイトへのアクセスが多くある現状をみると、何らかの形で充実させ

ていけたらよいと思います。 

（委員） 

    リンクするなら、内容の検討をする必要があると思います。 

    すぐには無理かもしれないですが、Q&A の内容一つ一つを皆さんにきちんと見ていた

だいて、じっくり検討をする必要があると思います。 

（事務局） 

    皆さんに、実際にホームページを開いてみていただいて、具体的な意見を頂きたい

と思います。 

（委員） 

    小牧市のホームページは、中学生対象であることを念頭に、次回までに意見を頂き

ましょう。 

 



（委員） 

    安城市が先駆けてホームページを作成し、リンクしていらっしゃるということです

が、現状などが分かったら参考までに教えていただきたいです。 

（事務局） 

    安城市は、思春期保健相談士の資格を持った保健師が、ウェブ相談に応じているそ

うです。小学 5･6 年生と中学生全員に長期休み前にウェブ相談を周知しているとのこ

とでした。周知直後は相談件数が増えるということですが、普段はそれほど多くない

と感じているとのことでした。また、市内だけでなく市外と思われる相談も含まれる

とのことでした。Q&A や外部リンクに関しては、担当課の判断で行っているようですが

特に批判等もないと聞いております。 

（委員） 

    思春期保健相談士とは何ですか。 

（事務局） 

    日本家族計画協会が実施している講習を受講すると得られる資格です。毎年その講

習は行われています。全国的に行われている講座です。ベースとなる資格は、保健師

や養護教諭など様々です。 

（委員） 

    外部リンクについては、みなさんにホームページをじっくり見ていただいて、それ

から次回判断したいと思いますか、いかがでしょうか。 

    愛知県にもホームページを作成しての反響を伺っていただけますか。 

（事務局） 

    愛知県や神奈川県のホームページの反響をそれぞれまとめて、次回検討の材料にさ

せていただきいと思います。 

（委員） 

    それでは、次回引き続き検討したいと思います。 

 

（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 資料２ 

「ハローファミリーカードの導入に向けて」 

（事務局） 

    資料 2をご覧下さい。 

    ハローファミリーカードは、あいち小児保健医療総合センターの事業です。その目

的は関係機関のスタッフの子育て支援に取り組む姿勢を共有すること、そして母親が

育児に関して何か心配なことがあるときには自分から相談するという行動を促すこと

の二つです。 

    カードの配布対象は全員ではなく、心配に直面している母親であり、相談を受けた

スタッフから直接手渡すように定められています。 

    カードを配布する機関としては、周産期の医療機関と要綱では定められています。

周産期の医療機関といいますと、産婦人科と助産施設及び小児科になります。導入に

当たって、関係機関をどのように捉えるかについて、ご意見を頂きたいと思います。 



    事務局案といたしましては、相談機関を保健センターと子育て支援センターの 2 本

柱で記載できるとよいと考えております。 

    カードのデザインや内容ですが、一般的には表面には相談先を裏面には、カードを

手渡した機関名が記載されています。市町村の現状に合わせて多少のデザイン変更が

できるそうですので、ご意見を頂きたいと思います。 

（委員） 

    あいち小児保健医療センターが主となっているわけですね。 

（事務局） 

    そうです。市としてどのように導入したいかという意向を固めて、相談をしていき

たいと思います。実施が決まれば、関係機関等が集まって説明会が開かれますがその

際にも、あいち小児保健医療総合センターから足を運んでくださるとのことでした。

また、事業評価も今後一緒にやっていくことになるとうかがっております。 

（委員） 

    周産期からの育児支援として、このハローファミリーカードが考案されたというこ

とですね。どれくらい広まっているのですか。 

（事務局） 

西尾、衣浦東部、豊川、一宮、新城保健所管内、岡崎市、豊橋市において広がって

いるそうです。 

（委員） 

    この広がり方は、あいち小児保健医療総合センターのスタッフの異動先で、よく分

かっているスタッフが軸となってこの事業を広めているという現状があるようす。 

（事務局） 

    あいち小児保健医療総合センターは、事業評価を一緒に行ったり、ハローファミリ

ーカード通信を定期的に発行して、関係機関に実施状況を伝えたりということをして

いるそうです。 

（委員） 

このカードの予算は、あいち小児保健医療総合センターが持っているのですか。 

（事務局） 

そうです。 

（委員） 

    裏面のメッセージを見ると、「お気軽にお電話下さい」とありその下に、医療機関の

電話番号が記載される予定のようですが、結果的に医療機関に相談が入ってしまわな

いか懸念されます。 

（事務局） 

    すでに導入しているところから実情を詳しく聞いて、今後の検討材料としたいと思

います。 

（委員） 

    一保健所を一単位として行うようですが、春日井保健所管内ですと春日井市も入り

ますがよろしいですか。 



（委員） 

    保健所単位でスタートさせるということですので、小牧市がスタートするに当たっ

て、そこに春日井保健所も関係機関として入り、春日井市にも保健所として声をかけ

ますが、必ずしも足並みがそろわないとスタートできないわけではありません。 

    実際にそのようにスタートしている管内もあります。 

（委員） 

    よい取り組みだと思います。 

    育児支援が必要であると判断するのは誰ですか。 

（事務局） 

    関係機関のスタッフです。細かい目安があるわけではありませんが、その時に接し

たスタッフの判断で配布していただくことになります。 

（委員） 

    関係機関ですが、産婦人科、助産施設、小児科とありますがその他にありますか。 

   小児科については、12 月開催予定の小児科医会に説明に来ていただけますか。 

（事務局） 

    ぜひ出席させていただきます。 

    なるべく、多くの機関に協力いただけるよう説明に伺いたいと思います。 

    内科小児科と表示のある医院はどうしましょうか。 

（委員） 

    まず、手を広げずにやってみて、様子をみて広げていったらどうでしょう。 

（事務局） 

    市外の病院についてですが、やはり春日井市の動きを見て広げていったほうがよい

でしょうか。 

（委員） 

    今後春日井市にも、小牧市の状況を提供して春日井市の意向も聞きながら、進めて

いってはどうでしょうか。 

（事務局） 

    わかりました。関係機関として、歯科医院はどうでしょう。 

（委員） 

    入れていただけるとすれば、小児歯科専門の医院があります。 

（委員） 

    ぜひ入っていただけるとよいと思います。児童館はいかがでしょうか。 

（委員） 

    児童館は 8 館ありますが、まずは、支援センターからでよろしいかと思います。 

（事務局） 

    生涯学習課で小さい子を対象にした講座などはありますか。 

（委員） 

    現在はありません。きちんと相談に乗れる機関が判断して、カードを渡したほうが

よいと思います。 



（委員） 

    カードの導入については、前向きに進めていきたいと思いますがよろしいですか。 

   今回の意見を事務局まとめていただいて、次回検討したいと思います。 

 

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 

①「親子健康手帳交付時アンケートの見直し」               資料３ 

（事務局） 

    資料 3をご覧下さい。（資料説明） 

育児支援を早期からスタートすることができるように現在妊娠届出書と親子健康手

帳交付時アンケートを見直し中です。今後また議題としてあげていきたいと思います。 

 

②「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かかわることがで

きる地域力の醸成に向けて」                      資料４ 

（事務局） 

    資料 4をご覧下さい。（資料説明） 

今後赤ちゃん訪問を通して地域でできることを事務局内でも検討していきたいと考

えています。 

（委員） 

    赤ちゃん訪問は非常によい取り組みだと思います。ぜひ効果的に取り組んでいだき 

たい。 

（委員） 

    子育てサロンに関して、行政から何か支援はありますか。 

（事務局） 

    保健センターから、技術的な支援ということで保健師がサロンにあわせて育児相談

に出向いています。子育てサロンは特別な支援が必要な場というよりは、お母さん同

士をつなげる場として開催されています。区から費用が出ている場合もあります。 

（委員） 

そういうサークルの中で、小児科医の話が聞きたい場合は、小児科医が出向くこと

もできます。 

（委員） 

    資料４の中で「今後に期待すること」に記載されていることが、やはり母たちが必

要としているものだと思います。子どもとの生活を毎日どのように過ごそうかという

ことでぶつかるのだと思います。そのヒントが得られるとよいと思います。毎日の育

児の中で孤立感を持つのではなく、「うちもそうなのよ」とちょっとした情報をお互い

共有することで「孤立」というしんどさを何とかできないかと思います。子育てサロ

ンでは、お母さんだけの支援の場ではなく家庭全体の支援の場であるといいと思いま

す。地域のなかでそのような場所があったらいいです。情報の答えではなく、情報が

得られる場所を知る事のできる場として地域を活用していけるとよいと思います。誰



かとつながっていたいという気持ちや安心感が得られる場所であるといいと思います。 

（委員） 

    よい事業なので、今後充実させていただきたいと思います。 

 

 （２）「発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会の検討状況」について 資料５ 

（事務局）資料 5 をご覧下さい（資料説明） 

（委員） 

成長記録ノートについて幼稚園も入っているのですか。 

（事務局） 

    入っていますが、なかなか普及していかない現状があります。今まで 10 件程度しか

作成することができていません。支援者と親が必要性を理解し、親と共に作成すると

いうことが普及につながりにくいかもしれません。しかし、親と共に作るということ

は、成長記録にとってとても重要な点となっています。幼稚園をはじめとして、多く

作成していきたいと思います。まだ、完成品ではありませんが、作りながら改良を重

ねたいと思っております。 

（委員） 

    今後、取り組みを報告して下さい。 

 

３ その他 

 次回平成２３年２月２５日（金）１３時３０分から 

 

４ 閉会 


