
平成２５年度第４回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２６年２月２８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（13名）志水哲也、久納八重子、三輪茂美、鈴木澄、宮内真由美、広中典子、 

小林佐知子、大藪徹也、高木真澄、船橋嘉成、長江美津子、 

伊藤清美、古井恵子（敬称略） 

・欠 席（1名）倉知正人、 

・事務局（4名）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、 

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＝ 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「安心相談カードのあり方について」 

 ４ 報 告 

（１）発達部会からの報告 

 

【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） 

ハローファミリーカードについて検討をお願いいたします。資料の１「他市の活用状況」 

をご覧ください。他市の活用状況です。Ａ市は母子健康手帳交付時に全員に配布、Ｂ市は

母子健康手帳交付時や赤ちゃん訪問時に気になる親子に配布とそれぞれ、配布形態は異な

っていましたが、小牧市と同様に「カードを見て電話をしました。」という方はないようで

した。 

ハローファミリーカードを推進しているあいち小児保健医療総合センターからも「カー

ドのみで各子育て支援機関がつながることは難しいかもしれない。たくさんある中の育児

支援のツールのひとつとして活用できればよいのではないか。」とのご意見がありました。 

本市でもハローファミリーカードの役割を、子育て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、子育て支援機関が同じ目線で育児支援を行うことへの

共通認識を高めるためのツール、として活用していきたいとの思いがありましたが、配布

枚数や各機関がつながった件数としてなかなか表れず、効果もはかりにくいのが現状でし

た。 

ハローファミリーカードの評価を当初は配布枚数やつながった件数などで、評価しよう

と検討していた時期もありましたが、それでは評価しにくいこともあり、各子育て支援機

関が共通認識を高めることに重点置き、配布基準をある程度定め、関係機関がつながる必

要のあるケースを今後お互いに確認していきたいと考えます。 

また、配布基準を設けたほうがよいか、この点についてご意見をお願いいたします。そ 

して、子育て支援機関が連携していくべき人はどのような人かについてご意見お願いしま

す。 

（委員） 

   どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   他市におけるハローファミリーカードの活用状況ですが「カードを見て電話された方は 

いない」とありますが、実際にどうなのかはわからないのが現状ではないかと思います。

電話相談時に「何を見て相談されましたか」と伺っていれば分かるかもしれないですが、

それを聞けない場合もあると思います。保健センターの電話番号は母子健康手帳やいろい

ろなところに掲載されているので、何を見てというのは難しいのではないでしょうか。他

市にはどのようにお聞きになったのですか。 

（事務局） 

   他市には「カードを見て・・・」と相談に来られますかとお聞きしました。小牧市では 

このカードをお渡しするときに、このカードを見せるとスムーズに相談が運ぶ旨をお伝え 

しているので、そのようにお聞きいたしました。ただ小牧市でも昨年 2 件のみしかなかっ

たのが現状です。 

   おっしゃられるように、保健センターの電話番号はいろいろなところに掲載されている 

ので、何を見てというのが分かりにくいのではないかと思います。 

（委員） 

   以前勤務していた職場では、家庭訪問時にこのカードに保健師の氏名を書いてお渡しを 

していました。ただ、そのカードがどこでどのように活用されているかは分かりませんの 

で、他市の状況も同じなのではないかと思います。 

（委員） 

   「カードを見て相談した」というのは把握しづらいかもしれません。小牧市では、保健 

機関だけでなく病院や支援センターなどでもこのカードを配布していますので、支援機関 

が共通認識を高めることも大切だと思います。 

（事務局） 

   このカードを導入した経緯ですが、現在と基本的な目的は変わっておらず、目の前にい 

る支援が必要な方に対して相談機関を伝えていくということと、カードを配布する機関が 

「どのような人にお渡しするのか」ということを考えることによって「どのような人が支 



援の必要な方なのか」ということを認識するということでした。 

   このハローファミリーカード効果をどのように評価するかという点について、当初は何 

枚配布されたかやどれくらいの方が支援機関につながったかなどで評価しようとしていま 

した。ただ、実際に導入してみて、各機関において配布形態が様々であることやカードを 

見て何件相談につながったかという把握がしづらいということが分かりました。そのよう 

な評価方法ではなく、実際に配布形態や配布枚数は各関係機関がそれぞれにあったカタチ 

で配布されていると思いますので、そこにはこだわらずに、「どのような人が支援の必要な 

方なのか」ということを深く話し合っていけるとよいのではないかと考えています。 

   支援の目安を明確にしていくことは、共通認識を持ちやすい反面、それ以外の状況に目 

が向けにくくなってしまうという心配もあります。広い視野でみて、支援につなげていけ 

ることが理想だと感じています。 

（委員） 

   基準をすべて挙げていくのは難しいと思いますが、目安にはなると思います。先日、ハ 

ローファミリーカードをお渡しした方がいました。いろいろ聞いてみると、やはり家 

庭での状況が気になる方でした。支援が必要な家庭だと判断し相談機関につながるとよい

と思いお渡ししました。また相談に来てくれるといいなと思ってお渡ししました。様々な

ケースを通して、新たな基準が出てくると考えます。 

（事務局） 

   妊娠･出産に関わる支援の基準は、愛知県統一の妊娠届出様式等でも言われているとおり、 

  ベースとなるものがありますが、小牧市子育て支援機関連携会議では、産婦人科だけでは 

なく、小児科や小児歯科、子育て支援センターなど、産婦人科以外の機関も入っているの 

が現状です。妊娠・出産に関わる支援の基準は、そのまま小児科や子育て支援センターに 

当てはめにくいことが考えられます。先ほどの発言にありましたように、支援が必要な家 

庭だと判断する基準は、その支援機関によって基準ができてくるのではないかと考えられ 

ます。「妊娠・出産に関わる支援の基準」をベースにそれぞれの機関で検討していけるとよ 

いのではないかと考えています。 

（委員） 

   相談している時には、なかなかカードを配布することまで思いつかずに、相談している 

  ことが多いです。相談者が帰られてから、こういう人にカードを渡しておくとよかったのか 

なと振り返ることがあります。相談を受けているときは、とにかくせめて子育て支援センタ 

ーとつながって 

いてほしいと思っています。ただ、基準があることは、分かりやすいかもしれません。 

（委員） 

   ハローファミリーカードを渡すことで、相手を傷つけてしまうのではないかと気を使うこ 

ともあります。 

（委員） 

   そうですね、みんながもらっていないと、「私だけが頂くのですか･･･」と、気になってし 

まうのではないかと思います。いろいろ考えると、初回の相談でお渡しすることが難しいと 

感じます。何度かお会いして信頼関係ができればお渡ししやすいかもしれません。 



（委員） 

   確かに渡すことで、関係が切れてしまうかもしれないと懸念する場合もあります。家族関 

係はなかなかお聞きすることが難しいです。 

（事務局） 

   ハローファミリーカードは絶対に渡さなければならないカードではないと思いますが、カ 

ードをお渡しする人はどのような人かを自分たちで考えることが、必要な支援につながるの 

ではないかと思います。産婦人科の特に病棟では、出産時に入院がありますので家族背景が 

見えやすいのではないかと思います。逆に、それ以外の関係機関では見えてくるものが違う 

かもしれません。それぞれの関係機関が見えやすい部分が違うのではないかと思います。 

（委員） 

   飛び込み出産は以前と比べると少なくなってきているように感じますが、まったくない 

わけではないのが現状です。妊婦健診が未受診だったり、経済的に育児困難なケースがあり

ます。私たちの機関でもハローファミリーカードを配布していますが、明確な基準はありま

せんが、その時に関わった看護師や助産師が関わる中で必要と感じる方に配布しているのが

現状です。おそらく一番多いのは「育児不安が強い方」なのではないかと思います。必要に

応じてご本人の同意を得て保健センターへ連絡させていただく方もいます。未受診の方や人

との関わりを好まない方もいらっしゃいますが、そのような方は、主治医から連絡の必要性

をお話していただき同意していただいています。 

（委員） 

   飛び込み出産というのはどのような理由があるのですか。 

（委員） 

   経済的な理由だったり、健康保険がなかったり、母子健康手帳の交付を受けていないので 

妊婦健診の受診券というのもがあることを知らなかったり、3人目や 4人目だから大丈夫だと 

思ったりとそれぞれの理由があるようです。妊娠にまったく気づかなかったという方もいら 

っしゃいます。 

（委員） 

   支援基準はあることで、認識が得られるのではないかと思います。 

（事務局） 

   たくさんのご意見ありがとうございます。支援基準を考えることは、今後、子育て支援機 

関とどのような方に継続的な支援が必要なのか、連携が必要なのかということを考えるよい 

きっかけになるのではないかと思います。今後の子育て支援機関連携会議で、話し合ってい 

けるとよいと感じました。 

（委員） 

   そうですね。今後、関係機関同士話し合うことが大切なのかもしれません。このことにつ 

いて何かご意見はございませんか。ないようでしたら、事務局で取りまとめていただいて、 

また検討事項がありましたら、今後協議いたしたいと思います。次の説明を事務局よりお願 

いいたします。 

（事務局） 

続いて、関係機関同士の具体的連携のための簡易な連絡票の作成についてよろしくお願い 



いたします。現状として、ハローファミリーカードの配布だけでは具体的に各機関がつなが 

ることが確認できていないという現状を踏まえて、具体的につながる方法の検討をしたいと 

思います。現在、産科医療機関とは、医療機関から保健機関に送る「連絡票」、と保健機関か 

ら医療機関への「返信票」を用いて必要なケースは連携しています。病院からの「連絡票」 

は産後にいただくことが多く、それ以外ではあまり活用されていないのが現状です。 

前回お話した他保健所管内で利用されている「妊娠期母子支援連絡票」は妊娠期から活用 

できる様式となっており、これが活用できれば妊娠期からの予防的なかかわりができる可能 

性があります。小牧市の子育て支援連携機関は産科以外の小児科や歯科の参加もあり、小児 

科や歯科などの機関はこのままだと活用しにくい可能性があるため、様式は検討する必要が 

あると考えます。 

今後導入に向けて検討していき、関係機関に相談をしていきたいと考えます。このことに

ついて、ご意見を、よろしくお願いいたします。 

（委員） 

  どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   検討事項の確認ですが、愛知県が作成している「医療機関―保健機関連絡票」の使用につ 

いての検討ですか。 

（事務局） 

   わかりにくい説明で申し訳ありません。「医療機関―保健機関連絡票」は現在、各産婦人科 

医療機関から頂いており、また、その返信票も活用させていただいているのが現状です。 

   この連絡票は産後退院するときに頂くために作られている連絡票で、妊娠中や出産後期間 

が経ってからの使用には活用しにくいと感じています。県内の他市では、妊娠期から活用で 

きる連絡票を作成しているところもあります。まず、子育て支援機関がつながるために、連 

絡票の基本様式が実際のところあったほうが活用されやすいのかまたは、逆に活用しにくい 

のかと思いますがいかがでしょうか。ただ、ハローファミリーカードだけでは関係機関同士 

が具体的につながることは難しいため、何らかの様式があったらよいのかと感じています。 

（委員） 

   分かりました。 

（委員） 

   小児科だと「子育て支援連絡票」になるのかもしれません。 

（事務局） 

   業務が多忙な中、どこの機関も書くということは面倒なことだと思いますので、なるべく 

簡易な方法で、情報が適切に伝わるにはということを検討できたらと思います。今年度開催 

した子育て支援機関連携会議では、他市の連絡票を見て「使いやすそうですね」とご意見を

頂いた機関がありました。現場の方からこのような意見がでたことは、やはり必要なのかと

も感じました。 

（委員） 

   たくさん書くことはやはり大変ですね。この連絡票は、ハローファミリーカードとは別の 

利用を検討しているのですか。 



（事務局） 

   そうです。出産後に限らず子育て支援機関同士が具体的につながったほうがいいケースに 

はこの連絡票が活用できるのではと思います。ハローファミリーカードをお渡しした方全員 

ではありません。 

（委員） 

   虐待の連絡票というのはあるのですか。 

（委員） 

   通報があったら、受理し、その後支援していくための記録というのはあります。 

（委員） 

   どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   虐待の場合は同意はいらないですが、育児支援を受けていこうとすると同意は必要ですよ 

ね。 

（事務局） 

   そのとおりだと思います。ただ虐待だと断定できず、通報にまで至らない場合、地域で見 

守り、また支援が必要かどうかの判断をしていかなくてはならないと場合が考えられます。 

その時に同意があれば問題ありませんが、同意がない場合でも、虐待の可能性がある場合な 

ど何らかのカタチで見守りが必要な場合があると思います。そのような場合は、どこがどの 

ように支援に入れるかを考えて連携していくことが必要であると思います。 

（委員） 

   妊娠期というと虐待はあまり考えられないと思いますが、あるとすればどのような支援に 

なるのでしょうか。 

（事務局） 

   妊娠期というと、若年妊娠であったり、初診が遅かったり、妊婦健診にたまにしか来なか 

ったり、一緒に来た上の子への対応が強かったりということが想定されるかと感じます。虐 

待やネグレクトにつながる前に早期に支援を開始していくことで、予防的なかかわりができ 

るのではないかと思います。 

（委員） 

   私たちの期間では、あまりそういうケースに出会うことが多くないのが現状です。 

（委員） 

   病棟助産師の立場からすると、予防的なかかわりのために連絡票を活用していくことはい 

いと思いますが、外来の立場でいると短い妊婦健診の中で情報を収集して、連絡票を活用し 

ていくことは難しいのが現状ではないのではないかと思います。 

（事務局） 

   病院からだけでなく、逆に、保健センターから連絡票を活用していくのも一つだと感じて 

います。 

（委員） 

   それも一つだと思います。特に、精神疾患を持っている妊婦さんなどは、妊娠期から関わ 

っていただいているといいと感じます。 



（事務局） 

   活用する価値を感じていていただかないと浸透していかないとは思っています。 

（委員） 

   子育て支援課では虐待やネグレクトで関わるケースが多いので、児童相談所と関わること 

が多いです。 

（事務局） 

   そこに行き着くまでに、予防的なかかわりができることが大切だと思います。そのために、 

活用できるといいと思います。 

（委員） 

   ゼロから連絡をするよりは、ポイントを絞った基本様式はあるといいと思います。 

（委員） 

   関係機関とも、今後具体的に検討していっていただきたいと思います。それでは次に移り

ます。 

（事務局） 

メール相談の他市の状況についてよろしくお願いいたします。資料１－２の表をご覧くだ 

さい。メール育児相談を導入している自治体を見てみるとあまり活用できていない現状があ

ることがわかります。メールでの一方的なやりとりとなり、「お互いにうまく情報が伝わらな

い」「内容が漠然としており、どのように回答したらよいかわからないことがある」という問

題点もあるようです。 

 一方、導入していない市町の意見としては、 

・個々のケースのみ導入している。メールを返しつつも会って話をするようにしている。 

・メールだとタイムリーに返信ができない。 

・メールでは一方的となってしまいやり取りがうまくいくか不安がある。 

・主に電話や面接での相談をしている。 

との意見がありました。 

メールよりも電話や面接のほうがタイムリーに対応でき、やり取りを通してより個別性に 

あわせた対応が可能ではないかと感じます。また、顔をつなげておくことで今後の支援もし

やすくなるのではないかと思います。 

小牧市では市のホームページに各課のお問い合わせフォームがあります。大々的にＰＲを 

しているわけではありませんが、このお問い合わせフォームから保健センターにメールを送

ることも可能です。たまに相談やお問い合わせがありますが、その場合にはなるべく電話で

回答しています。資料には「寝てくれない！」という質問とその回答を載せてありますが、

そのほかの質問も「よくある質問」として掲載されています。 

若いお母さんは芸能人のブログやネットの知恵袋などを利用して情報を得ている現状があ 

るのではないでしょうか。個別の相談というよりは、悩みを投稿するとそれに対してみんな

が返信し、それらの中から自分にとってのベストアンサーを決める傾向にあります。 

メール相談については事務局で議論できず、もう少し皆様に導入についてご意見をいただ 

きたいと思います。 

（委員） 



   ただいま説明がありました。どなたかご意見はありませんか。 

（委員） 

   私たちの機関でも育児相談をやっていますが、メール相談は現在やっておりません。 

現在、電話と来所と予約というスタイルで相談をやっていますが、電話相談でも漠然   

としか情報が取れないのが現状です。相談相手の方がどのような方なのか、どのような

お子さんなのだろうかなど、想像の中なので一般的なお答えしかできません。個別にき

ちんとお話したほうがよいと感じる場合は、「よかったら、こちらへ遊びに来て下さい」

とお伝えして、なるべくお会いして、具体的にお話できるようにしています。 

電話でお伝えする場合は、一般的なお話であることを前置きしてお話しすることしか 

できません。相談内容にもよりますが、深い相談になっていくほど個別の対応が必要に

なってきますので、お会いして相談するように促しています。 

（委員） 

   保健所でもメール相談はやっていません。メールでは背景が分からないと思います。 

電話相談でもそうですが、表情などが読み取れない分、おっしゃっていることが本当な 

のかどうかも分かりません。保健所は専門機関の相談ということですが、育児相談にも 

いろいろあると思います。投稿サイトなどを見ていると、自分の相談や悩みに対して、 

多くの方からいろいろと意見を頂いて自分にとってのベストアンサーを決める傾向にあ 

り、必ずしも専門的な回答を求めているわけではありません。公的な機関の相談ですと 

専門的な回答を求められているのではないかとも考えられますので、担当者で回答を返 

答するのではなく、長の決裁が必要になってくるのではないかと思います。文字で残る 

わけですし、回答する側にも責任が出てくると思います。また、メール相談は、タイム 

リーではなく、やり取りに時間がかかると思います。愛知県の総合保健センターはメー 

ル相談をやっていますが、専門的な医師の許可を得たものを回答していると思います。 

保健所では、今のところメール相談は行なっておりません。 

（委員） 

   自分の医院のウェブサイトで無料メール相談を実施しています。名前と返信用のメー 

ルアドレスと相談内容を入力して送信していただく形になっています。一方的な情報し 

かないので、状況が詳しく分からないことが多いです。先ほど電話相談でも情報が不確 

かとのお話がありましたが、電話だとまだ、こちらからどんどん質問することができる 

ので状況を絞り込むことができますが、メールだと最初に書かれた情報のみでそこから 

想像を膨らませていかなければなりません。また、メール相談で何回かやり取りするこ 

とはほとんどありません。また、名前も本名でなかったり、無料で取得できるアドレス 

などもあり、どこのどなたかの特定ができない状況です。 

   メール相談の返信時には、「分かる範囲ですが」とか「～と推察されますので、それを 

前提にお答えします」などと言葉も慎重に選んでお答えしています。一般論としてお答 

えしています。返信に対してまたお尋ねがあるということはめったにありません。 

   その後どうなったのかはまったく分かりません。人と関わるのが苦手な方にとってや 

相談時間が自由に選べる点などのメリットはあり、継続的な相談につながるきっかけに 

はなるかもしれません。はじめはメール相談でも、次にお会いできるようにもっていけ 



るとよいのではないかと思います。 

（委員） 

   メリットもデメリットもありますね。 

（委員） 

   以前に保健所で、引きこもりの方で、メール相談でやり取りをして支援していたケー 

スがありました。最終的にはお会いして支援をしていました。 

（委員） 

   導入については、慎重にする必要があると思います。 

（委員） 

   少年センターでもメール相談をやっていますが、メール相談は少なく電話での相談 

が多いようです。また、来所の相談もあります。 

（事務局） 

   ご意見ありがとうございます。委員の方々のご意見をうかがっていて、相談には、大 

きく分けて一般的な相談と専門的な相談があるのかと感じました。一般的な相談に関し 

ては、手軽なメール相談や投稿サイトなどが適していると考えられますが、専門的相談 

は内容にさらに個別性も出てきますので、やはり基本はお会いして、または電話で内容 

を絞り込んでいくことが必要なのではないかと思いました。他市の状況をみると、それ 

ほどメールで相談というニーズが高くないのではないかとも、よみとれます。保健セン 

ターという公的な機関でどのような相談を行なっていくとよいかを考えていく必要があ 

ると感じました。 

   保健センターでは、メール相談として PRしているわけではありませんが、小牧市のホ 

ームページのお問合せフォームを利用して、時々問合せが入ります。相談ではなく手続 

きや制度のお尋ねが多いです。メールでのやり取りはお互いに意図が読み取りにいため、

フォームの中に電話番号記載欄があるので、そこに入力をしていただいている方は、な

るべくお電話で回答をさせていただいております。電話番号の記載がない時や電話がつ

ながらないときなどは、やむを得ずメールで回答しますが、その際は、決裁をとっての

回答となり、タイムリーなやり取りは難しいのが現状です。 

（委員） 

   メール相談というと、相談する側にとっては手軽かもしれませんが、公的機関が行な 

うとなると責任も出てきますので、記録に残したり、ある意味慎重にやっていかなくて 

はならないと思います。みなさんにたくさんのご意見を頂きましたが、この場で結論は 

出ません。本日、頂いた意見を参考にしていただいて事務局にて協議をお願いいたしま 

す。それは、次に移ります。 

 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「安心相談カードのあり方について」 

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 



生と性に関する問題遭遇時の支援体制について「安心相談カードのあり方について」 

お手元の資料２をご覧ください。「安心相談カード」は母子保健推進協議会にてご意見を

いただいて、生と性に関する問題遭遇時に知識を持った大人や相談窓口に相談する必要

性を知ってもらい、また相談機関を伝えていくために作成し、平成２０年度より中学２

年生の生徒へ夏休み前に配布してまいりました。一昨年度までは「生と性に関するアン

ケート」実施と併せて配布してきましたが、毎年行うアンケート結果に大きな変化が見

られないため、昨年度からアンケートは５年に１回行うことになり、「安心相談カード」

の配布のみを今年度は中学２年生と１年生にも配布してきました。そして、来年度以降

は中学 1 年生に配布していくことが検討されてきました。このカードは市内の相談機関

に限らず、県内の様々な相談機関も掲載されています。 

一方で、小牧市教育委員会でも「安心相談カード」にいくつか共通した相談機関が掲 

載されているカードが作成されており、小牧市内の中学１年生と小牧市内の高校１年生

を対象に夏休み前に配布をされています。このように内容や配布対象も類似しているこ

となどから、カードを一つにして内容を充実させていけないかと考えております。この

ことについて、ご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

（委員） 

   どなたかご意見はございませんか。似たようなカードが 2種類あったわけですね。 

（委員） 

   教育委員会でもこのカードは充実させていくことがよいのではないかと考えています。 

（事務局） 

   このカードは、この協議会で相談機関等も検討され作成されたものです。今後 2つの 

カードを一つにして内容を充実させていくことについて、事務局のほうで少年センター 

と協議させていただいてよろしいでしょうか。 

（全委員） 

   同意 

（委員） 

   何かご意見はありませんか。 

それでは、事務局で内容の充実について検討し、少年センターと協議していただきます

ようお願いいたします。それは、報告に移ります。 

 

【報告】 

（１）発達部会からの報告 

（委員） 

事務局より報告をお願いします。 

（事務局） 

   発達障がいを持つ子どもとその親への支援のあり方部会より今年度の取り組みにつ 

いてご報告させていただきます。お手元の資料３をご覧ください。 

今年度は大きく３つの取り組みをしてきました。 

   一つ目の取り組みとして「発達障がいを持つ子どもの親が行う子育てサロン」を試 



験的に開催しました。経緯としましては、発達障がいを持つ子どもの保護者の方から 

「自分が発達障がいを持つ子どもを育ててきての不安や葛藤、これまでの生活で経験 

してきたことを、これから支援を必要と思われる親子に何か役立てられないか」との 

お声をいただきました。乳幼児健診や育児相談などの場で今後支援が必要と思われる 

親子に、子育ての先輩から母の頑張りを認め傾聴し、今後の見通しなどを伝え今後の 

支援につなげる場を新たに設けてはどうかということで、今月２４日に初めて行いま 

した。健診などでの周知が十分でなかったこともあり参加者はお一人のみでしたが、 

参加者の方からは今まで自由に子育ての苦労話を話せる場がなく、今後も開催しても 

らえると嬉しいとの声がありましたので、来月にも開催を企画し、来年度以降も周知 

を積極的に行いながら開催していきたいと考えています。 

二つ目の取り組みは昨年度から引き続いて取り組んでおりますシナリオ作りです。目 

に見えてわかりづらい発達障がいについて広く市民の方に知ってもらう取り組みとし

て広報やホームページなどに連載できるシナリオをシリーズ化し作成しています。①

は身近にいる発達障がいについて、②、③は実際に事例を用いて作成しております。

来年度以降もシナリオを増やし、数年内には広報やホームページに掲載していきたい

と考えております。 

三つめの取り組みは知恵の輪会です。今年度も４回開催し、助言者に臨床心理士や作 

業療法士をお迎えして様々な事例で検討を重ねてまいりました。今年度は私立幼稚園

からも参加や事例提供をしていただくことが多く、幼稚園ともつながりが持てるよう

になったかと思います。以上です。 

（委員） 

   ただいまの報告について、ご質問はございませんか。 

   これですべての議事進行を終わります。 

（事務局） 

   長時間にわたるご討議ありがとうございました。これで平成 25 年度第４回小牧市母子

保健推進協議会を閉会いたします。 

 

５ 閉会 

 

 

 


