
平成２３年度第４回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 24年 2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】 

・出 席（１１名）志水哲也、三輪茂美、高木康司、大藪徹也、奥田志津賀、小林佐知子、

広中典子、舟橋泉、倉知正人、鈴木詳子、日比野ひとみ（敬称略） 

・欠 席（３名） 冨樫亮子、児玉和江、丹羽三枝子（敬称略） 

・事務局（７名）  江崎みゆき保健センター所長、岡本弥生主査、三枝尚子主任、 

宮田祐子保健師、長谷川えい子保健師、永守良江栄養士、小山仁見主事 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 報告 

（１） 母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う小牧市親子健康手帳（母子健

康手帳）の改正について                        資料１ 

（２） 愛知県内における妊娠届出書の様式統一に伴う小牧市妊娠届出時アンケートの変更に

ついて                            資料２－１～４ 

（３） 発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方について          資料３ 

４ 議題 

（１）生と性のカリキュラム推進  

メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高めるための方策について 

 資料４ 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

平成 24 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 資料５―１・２ 

 ５ 閉会 

【議事】 

１ 報告 

（１） 母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う小牧市親子健康手帳（母子健

康手帳）の改正について                        資料１ 

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

    母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う小牧市親子健康手帳の改正

についてご報告申し上げます。資料 1 をご覧ください。平成２３年１２月２８日に省

令が交付されたことを受けて、今後小牧市親子健康手帳を一部改正するものです。 

   改正の内容は、妊娠経過の記載欄については「妊娠分娩の際のリスクに関する情報の



追記」「妊婦健康診査の記載欄の拡充」「妊産婦等の自由記載欄の拡充」などが充実さ

れ、および成長発達の確認項目の一部について保護者が達成しやすいよう達成時期を

記載する形式に改められます。また、胆道閉鎖症等の早期発見のために便色カラーカ

ードを綴じこむこととなります。また、平成２２年に行われた乳幼児発育曲線調査の

結果に基づき、乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線を改定することとなりま

す。任意記載事項様式の改正を受けて、予防接種の記録欄についても充実させまた、

予防接種スケジュール例を記載することとしたいと思います。ならびに事故予防の内

容についても充実させていきたいと考えています。 

（委員） 

    母子手帳ですが、省令で定められて必ず改正しなければならないことと、任意様式

といって市町の裁量で決められるものと、２通りあることは皆さんご存知のことと思

います。今回の省令改正に伴って胆道閉鎖症等の早期発見のための便色カラーカード

が入ることとなりました。小牧市は独自の母子手帳を作成していますが、どのように

カラーカードを入れる予定ですか。 

（事務局） 

    カラーカードは発色等をきちんと管理していく必要がありますので、小牧市が独自

に作成するのではなく、信頼できるものを購入し親子健康手帳に綴じこむ予定です。 

（委員） 

    任意予防接種についても数が増えてきたので、記載欄を整備していくことは大切だ

と思います。子宮頸がんワクチンやロタウイルスワクチンなど、ワクチンが２種類あ

り接種間隔や接種回数が異なるものもあります。接種ミスなどをなくすためにもきち

んと記載する欄は設けていかなくてはならないと思います。また、同時接種可能なも

のもあるのでスケジュール管理はとても複雑です。保護者の方にも分かりやすいよう

になるとよいと思います。また、新しく完成したらぜひ委員に配布をお願いいたしま

す。 

（事務局） 

    わかりました。 

 

（２）愛知県内における妊娠届出書の様式統一に伴う小牧市妊娠届出時アンケートの変更に

ついて                            資料２－１～４ 

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

    愛知県内における妊娠届出書の様式統一に伴う小牧市妊娠届出時アンケートの変更

について報告をさせていただきます。資料２をご覧ください。妊娠期からの相談・支

援体制の充実を図るため愛知県が妊娠届出書を県内で統一するとの旨が平成２４年１

月１６日づけで通知されました。それにともない、小牧市も妊娠届出書を現行のもの

から変更し、また、同時に妊娠届出時に実施しているアンケートも変更が必要となり

ます。愛知県の考え方及び留意点については資料２－２のとおりです。また、統一項



目については別紙２－３のとおりです。標準様式として、資料２－４のように示され

てきました。今後の動きといたしましては、施行は平成２４年４月１日からとされて

いますが、準備が整うまでの間は従来の様式を使用できることを愛知県に確認してお

ります。小牧市では、平成２２年度にこの協議会の中で検討を重ね作成した独自のア

ンケートを今年度から採用しており、また、次年度に向けて現行の様式で印刷等の準

備を進めていたところであります。しかし、妊娠届出書の県内統一の動きに伴い、ま

た平成２４年度に協議会の中でご報告の上変更をしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

（委員） 

    昨年度この協議会で検討してきたことですね。先日新聞にも掲載されましたので、

皆さんご存知だと思います。県内で統一されるとなると、それに伴う変更が必要だと

いうことですね。考え方等で相違点はありますか。 

（事務局） 

    今まで妊娠届出書は、基本的な情報のみですが、県の標準様式を見ていただくと分

かるように、基本的情報のほかに、小牧市が今まで届出書ではなくアンケートで情報

収集してきた項目を届出書に記載するようになっています。 

（委員） 

    平成２４年４月１日から出なくてもよいのですか。 

（事務局） 

    移行期間があることを愛知県に確認済みです。県の標準様式を取り入れた上で、市

として情報収集したいことを妊娠届出書とは別にアンケートを作成して収集していき

たいと思っています。また、次年度協議会で検討をお願いする予定です。 

（委員） 

    今までも、県にアンケートの内容を報告はしていたのですか。 

（事務局） 

    していません。今後、妊娠届出書の情報を統計的に活用できるようデータベース化

していくことが望ましいとされており、市町村にデータ提供等の協力依頼があるよう

です。ただ小牧市が現在採用しているアンケートと、次年度以降愛知県が統一してい

く標準様式の基本となる考え方がケンプアセスメントなので調査協力もある程度でき

ることが予測されます。まだ、調査項目等がはっきりと指定されていないため、詳し

くは分かりませんが、できる範囲で協力していきたいと考えています。 

（委員） 

    わかりました。 

 

（３）発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方について          資料３ 

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

 

（事務局） 



    発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方について報告させていただきます。 

   当日配布させ頂きました資料３をご覧ください。４つ柱を掲げて今まで支援のあり方

を検討してきました。その柱とは「子への支援」「親への支援」「関係機関への支援」「地

域への支援」の４つです。昨年度までに、「子への支援」「親への支援」「関係機関への

支援」について「成長記録ノートの作成」や「知恵の輪会の開催」において取り組ん

できました。今年度は「地域への支援」を考えるために４回部会を開催し検討を重ね

てきました。支援の目標として「発達障害を持つ子どもと親が安心して暮らすことが

できるようあたたかく見守り、接することができる地域を目指す」を掲げ、アプロー

チする対象を２つの側面からとし「地域の人々への理解を促すための方策として市民

を対象に」「親がオープンになるための方策として発達障害を持つ子どもの保護者を対

象に」検討しました。「地域の人々への理解を促すための方策」としては、今後、広報

やホームページ、ガイドブックなどの利用や、３あい活動や民生児童委員、防犯パト

ロール委員、保健連絡員などの集まりやイベントなどを利用したいと考えています。

「親がオープンになるための方策」としては成長記録や発達支援の活動グループなど

の周知や勉強会などを通して支援を進めていきたいと考えています。資料３の裏面の

成長記録につきましては、昨年度から各所属先で支援が必要と思われる子に対し積極

的に作成してきた経緯があります。作成数は資料のとおりです。知恵の輪会について

は今年度は４回開催いたしました。内容と実績は資料のとおりです。以上で報告を終

わります。 

（委員） 

    サポートブックとはなんですか。 

（事務局） 

    サポートブックは、愛知県の教育委員会のホームページからダウンロードできるよ

うになっているようです。小牧市の成長記録ノートとほぼ同じような活用がされてい

ます。かなり枚数的にもボリュームがあるのが特徴だと思います。 

    小牧市としては、サポートブックも成長記録ノートも同じ役割をしていますので、

成長記録ノートの活用をすすめてきたいと思っています。そして、親がオープンにな

るための方策のひとつとしていきたいと思っています。 

（委員） 

    支援の目標を達成するために主体的に動いていくのはどこですか。 

（事務局） 

    関係機関に働きかけ、意識して連携していくのは、保健センターだと思います。 

（委員） 

    保育園からの作成数が、少ないように思います。 

（事務局） 

    作成の必要性があっても作成につなげられず苦慮しているケースもあると聞いてお

ります。また、周知不足もあると思いますので次年度は周知にも努めたいと考えてい

ます。 

（委員） 



    中には、健診や療育施設で成長記録を作成して入園している子もいると思います。 

   保育園でも継続的に相談することをすすめてもらえるとありがたいです。 

（事務局） 

    支援がつながるようにしていきたいと思います。保健センターから次の保育園や学

校へとつながるのが理想だと思いますが、それが難しい場合もあると思います。保健

センターでうまくつなげることができなくても次の支援先で相談できるような声かけ

をしていきたいと思います。 

（委員） 

   これで報告を終わります。 

２ 議題 

（１）生と性のカリキュラム推進  

メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高めるための方策について資料４ 

（委員） 

事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局） 

 メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高めるための方策について事務

局より説明いたします。資料４をご覧ください。前回頂いたご意見について先進的自

治体の取り組み状況については資料４のとおりです。 

（委員） 

    何かご意見はございませんか。 

（委員） 

    先日児童センターで開催した市民向けの研修の中で児童作家の方からメディアにつ

いてお話をしていただきました。その中で、生まれたときから子守唄やわらべ歌があ

り絵本の読み聞かせをする中で、子どもたちは人の声に耳を傾け言葉やコミュニケー

ションの力を育んでいくというお話がありました。研修に参加された方は意識の高い

かたが多かったように思いますが、メディアに対して今後気をつけていきたいと感じ

られた感想を多く頂きました。テレビを見ていたら、子どもがゲームばかりで勉強し

ないので親が勉強のアプリケーションをつくって子どもにやらせたら、子どもはゲー

ムをクリアするように楽しんで勉強をやっていました。子どもに感想を尋ねたところ

「これは、間違えても怒られないからいい」といっていたのが印象的でした。 

（委員） 

    子どもたちがメディアに割く時間が非常に多いと感じます。また、さらされるメデ

ィアの種類も数が増えています。各自治体でいろいろな取り組みがされているという

ことがわかりました。日本小児科医会が作成した小児科医向けのメディアに関する冊

子を参考までに委員の皆さんにごらん頂きたいと思います。診察の際役立つような内

容になっています。 

（委員） 

    さまざまな取り組みを各部署がされていますが、効果検証などはされていますか。

意識の高い方には効果があるのかもしれませんが、そうでないとなかなか伝わらない



のではなないでしょうか。 

（事務局） 

    ＮＰＯ法人子どもとメディアの調査研究では、子どもからメディアを意識的に遠ざ

けることで、結果的に家族の会話が増えたり、ゲームやテレビ以外ですごす時間が増

えたり、時間が長く感じられるようになったとの効果が現れたとのこと報告がありま

す。他の自治体についても同様で、結果的に家族の会話が増えたという声が多く聞か

れたようです。 

（事務局） 

    ４か月健診時にブックスタート事業を取り入れた当時、担当した委員がいらっしゃ

いますので、その当時のお話をぜひお聞かせ願いたいと思います。なぜ読み聞かせが

大切なのかということが保護者にどのように伝わっているのかということを教えてい

ただきたいと思います。 

（委員） 

    ４か月児健診時にブックスタートを取り入れることについて、実際にどれほどの効

果があるのかと悩みました。読み聞かせということを考えるともう少し遅い時期のほ

うがよいのかとも思いました。しかし、４か月児健診の受診率の高さを考えるとやは

り４か月児健診が適当なのだろうという判断をしました。絵本の内容を理解するとか

上手に読むとかではなくて、保護者が子どもとふれあうきっかけになればよいと感じ

ました。 

   実際に読み聞かせで、お母さんが絵本に反応する赤ちゃんの表情を見て「もうわかる

んだ」と驚いていた姿が印象的でした。 

    意識の高いお母さんだけでなく、９８％以上の子が受診する４か月児健診の場で読

みきかせをしながら実際にお子さんの反応を一緒に感じながら絵本を渡すことができ

るのは意味があると思います。最近ではボランティアさんの数も増えて、さまざまな

場で読みきかせをする機会が増えてきました。とてもいいことだと思います。 

（委員） 

    そうですね。顔を合わせて語りかけることが大切だと思います。病院に訪れる子の

なかでも、ゲームを持って病院に来る子と病院の絵本に手が延びる子と２タイプある

と感じます。 

    メディアから遠ざけることで得られる効果はなかなかいいにくいのかもしれません

が、メディア漬けによる弊害はたくさんあるのではないでしょうか。視力に関するこ

と、運動能力、肥満、睡眠をはじめとした生活リズムの問題など、さまざまな影響が

あると思います。何から、どのように取り組むとよいのでしょうか。 

    ゲーム漬けになってしまうと、中学生くらいになると親の注意も聞こうとはしませ

ん。予防が大切だと思います。４か月児健診以外では、読み聞かせはないのですか？ 

（事務局） 

    読み聞かせとしてはやっておりませんが、生と性のカリキュラム推進の中で、親子

健康手帳において、自己肯定感をはぐくむ本として絵本等の紹介をしています。 

（委員） 



    市内のある小学校でノーテレビデーに取り組んだ学校がありました。保護者のアン

ケート「ほかの遊びをするようになった」「会話が増えた」など、何か発見をしている

様子でした。 

（事務局） 

    ボランティアさんが読みきかせをしているときに、子どもの表情がかわるとのお話

がありましたが、その時がチャンスだと感じます。 

（委員） 

    その時に、赤ちゃんとのふれあいの大切さを伝えながら、絵本を紹介します。そう

すると、お母さんも納得されます。 

（委員） 

    ナビゲーションが使われるようになってから、地図が頭に入らなくなったといわれ

るようになりました。また、携帯やパソコンが普及してからは字を覚えなくなったと

いわれます。もう少し前だと、計算機を使うようになって頭で計算できなくなったと

いわれます。アナログ生活が必要だと思います。ノーテレビデーもそうだと思います。 

    初めてのお子さんをお持ちのお母さんはきっと必死だと思います。できればお母さ

んも一緒に読み聞かせてもらう場があるとその心地よさが体感できると思います。子

どもと共感できると思います。 

（委員） 

    ブックスタートは４か月の子に読みきかせをすることが目的ではなく、ふれあいの

きっかけをお伝えしたり、そのよさをお伝えするものです。保護者の方を対象として

います。 

（委員） 

    近年、脳科学が発達して脳の前頭前野が人間関係や感情や行動の制御、情緒などを

つかさどっていることが分かってきました。 

テレビ画面で囲碁をうっても、実際に囲碁をうったときのように脳が働かないそう

です。人と対戦すると脳の血流がぐっとあがって脳が活性化するそうです。いかに人

と人が対面することが大切なのかということが分かります。 

 乳幼児健診や就学時の健診等で何とかＰＲしていけるとよいと思います。 

（事務局） 

    １歳６か月児健診では、子育て支援センターの先生が入ってくださって、短い時間

ですが手遊びをしてくださいます。また、４か月児健診でも保健師がブックスタート

の後、集団で７～８分程度お話をします。そこで親子の愛着形成の話をさせていただ

きます。 

    内容としては、お母さんの声かけと赤ちゃんの反応の中で相互関係がうまれ、そこ

から人としてのコミュニケーションの基礎がつくられていくというお話をします。も

ちろんお母さんたちを対象にお話をしていますが抱っこされている赤ちゃんのほとん

どが、お話している私たちの顔をジーっとみたり、ニコニコ笑ったりとすばらしい反

応を示してくれます。今までの話から子どもだけの問題として捉えず、保護者やそれ

を取り巻く環境全体に働きかけるとよいと感じています。 



（委員） 

    本だけでなく、手遊びをしてから読みきせをしていると思います。そういう人を介

したかかわりを育むことが大切だと思います。生涯学習課として今取り組んでいるの

がいろいろな体験の講座です。こどものころにいろいろな体験をすることが大切だと

いわれています。効果がいつでるのか、どのくらいあるのかといわれると難しいです

が、地道なことですが、10 年後 20 年後に答えが出てくるのかなと思います。 

（委員） 

    メディアの弊害と同時にこういう遊び方があるということを 2 つ同時に発信してい

かなければならないと思います。 

（委員） 

    4 か月児健診ではなるべく赤ちゃんに話しかけていますが、赤ちゃんたちは非常に表

情が豊かで、多くの子はジーっとみつめ、声を出し、ニコニコと笑いかけてくれます。

保護者の方に赤ちゃんとの対話の仕方を少しでも見てほしいという気持ちからです。 

（事務局） 

    今までの話から、4 か月児健診は保護者に伝えていくのによい機会だと感じました。

何かよいアプローチができればと感じます。 

（委員） 

    それでは、事務局でまとめていただきまして今後方法を検討していきたいと思いま

す。次の議題に移ります。 

 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

平成 24 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 資料５―１・２ 

（委員） 

    事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局） 

    今まで、市内の中学校の 2 年生を対象にアンケートを実施してきました。中学校か

らアンケートの設問について、いくつか訂正点がありましたので次年度の実施に向け

てご確認をお願いいたします。 

（委員） 

    設問７の「誰か」に相談すると思いますかを「信頼できる大人」に相談すると思い

ますかに変更する点においてはどうでしょうか。 

（全委員） 

    異議なし。 

（委員） 

    設問１０、１１、１２について「小牧市内の相談窓口」との表現を「身近な相談窓

口」に変更するという点においてはどうでしょうか。 

（委員） 

    どちらも問題ないように思いますが、そのような意見が出たということであれば、

「身近な相談窓口」との表現でよいと思います。 



（委員） 

    みなさんいかがですか。 

（全委員） 

    異議なし 

（委員） 

    次に設問２１、２３、２５について、回答しにくいとの意見が多く、またここ３問

の回答の傾向も変化があまりないようですので、設問そのものを変更して、自己肯定

感について尋ねてはどうかということです。 

（事務局） 

    小牧市の総合計画の中でも自己肯定感については評価の指標となっています。毎年

中学 2 年生のなかで実施しておりますアンケートの中で確認することができたらと思

います。 

（委員） 

    有名な自己肯定感を図る尺度がありますので、中学生でも回答可能なものかいちど

調べてみます。 

（委員） 

    このアンケートの目的は性に関する問題遭遇時の支援体制を整えるものであるので、 

   自己肯定感のことをたずねるのに、理由も明記したほうがよいと思います。 

（委員） 

    そうですね。事務局のほうで取りまとめていただきまして次回につなげていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 閉会 


