
平成２３年度第２回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 23年９月 30 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、冨樫亮子、三輪茂美、高木康司、大藪徹也、児玉和江、 

丹羽三枝子、鈴木詳子、広中典子、舟橋泉、倉知正人、小林佐知子 

日比野ひとみ（敬称略） 

・ 欠 席（１名） 奥田志津賀（敬称略） 

・ 事務局（７名） 高木健健康福祉部次長、江崎みゆき保健センター所長、 

        伊藤京子保健センター所長補佐、岡本弥生主査、三枝尚子保健師、 

宮田祐子保健師、小山仁見主事 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 自己紹介 

 ３ 会長、副会長選出 

 ４ 会長、副会長あいさつ 

 ５ 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           資料１ 

「ハローファミリーカードの導入について」           資料２ 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

「平成２３年度中学生への生と性に関するアンケートの結果報告について」 

６ 議題 

（１）発達障害を持つ子どもとその親の支援について「地域での理解」  資料３ 

（２）生と性についての正しい情報提供の取り組み「小牧市ホームページと携帯サイトの

充実に向けて」                        資料４ 

７ その他  

 ８ 閉会 

【議事】 

１ 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         資料１ 

「ハローファミリーカードの導入について」               

（事務局）  

前回の会議で、ハローファミリーカードを導入するにあたり、関係機関が同じ席に

集まって理解することが必要とのご意見がありましたので、8 月 1 日に子育て支援機

関連携会議を開催しました。その中でハローファミリーカードについての説明を聞き、

意見交換を行いました。カードは 8月から配布しておりますが、保健センターからは、



2枚配布しております。また、関係機関からハローファミリーカードをもらって、保健

センターに支援がつながっているケースが 2ケースあります。 

（委員） 

    私のところも 2 枚程度お渡ししています。今後も支援が必要な方には配布していこ

うと思います。 

（委員） 

    私のところは、10枚程度お渡ししています。 

（委員） 

    産婦人科はやはり多いのですね。歯科のほうはいかがですか。 

（委員） 

    小児歯科の配布となっていますので、また確認しておきます。 

（委員） 

    私のところは、3件程度です。市内用と市外用トータルして 3件です。 

（委員） 

    実際に関係機関から、相談機関につながった 2 件のケースは、どのようなケースで

したか。 

（事務局） 

    育児不安の高いケースでした。ケース連絡をしてくださるのと同時に、お母さんに

「ここに相談するといいよ」とカードをお渡ししていただいているようです。連絡票

にもハローファミリーカードが手渡されていることが明記されているため、相談機関

の立場からも、相談に入りやすいと感じます。 

（委員） 

    この件に関して、その他ご質問ご意見はありませんか。 

（委員） 

    市外用のカードはどのような時に使われているのですか。ハローファミリーカード

を導入されていない地域の場合もそのまま利用することができますか。 

（事務局） 

    相談者が市外の方の場合、その方のお住まいの市町村の保健センターや保健所に相

談をつなげていくために市内の方同様に利用していただければと思います。基本的に

保健センターや保健所は相談機能を持っていますので、まずそこにつながることで、

支援がはじまると考えられます。 

（委員） 

    私のところでも配布した 2 枚のカードのうち 1 枚は市外の方でした。カードが浸透

してくると、また他市町村でも広がってくるかもしれませんね。その他何かご意見は 

   ありませんか。 

    無いようですので、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             資料２ 

「平成２３年度中学生への生と性に関するアンケートの結果報告について」 

（事務局） 

    （別添 1に基づいて結果説明） 

（委員） 

     何かご意見はございませんか。 

（委員） 

     知っている相談機関についてですが、これは、子どもたちにはどういう形で知ら

されているのですか。アナウンスの仕方に違いがあるのですか。 

（事務局） 

     アンケートの中で、改めて同時に聞いていますが、日頃のアナウンスは、それぞ

れの相談機関のアナウンスのみです。アンケート終了後に安心相談カードを配布し

て、その中で、アンケートの選択肢に上がっている全ての相談機関を安心して相談

できる相談機関としてＰＲしています。 

（委員） 

     子どもたちが身近に感じている、感じていないということが反映されているので

すね。 

（委員） 

     学校別集計の 3 枚目ですが、学校によって養護教諭の周知度に違いがあるようで

すが、これは何か役割等の違い等があるのでしょうか。 

（委員） 

     それぞれの学校規模が関係していると思われます。規模の大きい学校だと教育相

談担当を一般の教員が担っていることが多いですが、規模の小さい学校では養護教

諭が担っていることが多いです。そのため、生徒の認識の違いに差があると思われ

ます。学校の規模やシステムが影響していると思われます。 

（委員） 

     その他に何かご意見ありませんか。 

     無いようですので、次に移りたいと思います。 

２ 議題 

（１）発達障害を持つ子どもとその親の支援について「地域での理解」     資料３ 

（事務局） 

     地域での支援について今年度は取り組んでいきたいと思います。発達障害を持つ

子どもとその親が安心して過ごすことのできる地域づくりをめざして、地域の皆さ

んへの取り組みと親への取り組みという 2つの面から検討をしているところです。 

（委員） 

     「障がい」という言葉があまりよくないというご意見がでましたが、実際使われ

ているので、変えるのは難しい気もします。 

何かご意見はございませんか。 

（委員） 



     日頃、発達障がいのお子さんと関わっているなかで、お母さんから受ける相談の

中で、多いのがお店に入れないという相談です。あるいは、床屋さんや美容院など

で困るということをよく伺います。地域全体に周知できていくことも大切だと思い

ますが、子どもが生活の中で利用する場所における理解も必要だと思います。 

（委員） 

     診療機関では、カードを提出すると配慮をしています。例えば、泣き声でパニッ

クになる子の場合は、配慮して診療時間前に診療したりしています。喫茶店などで

は、それが難しいかもしれません。 

（委員） 

     実際相談していると、そういう場所にはなるべく出かけないようにしようという

環境調整をしているので、地域に働きかけるという発想がなかったので、小牧市が

そのような先駆的な働きかけを地域にしていくとすれば素晴らしいと感じます。 

（委員） 

     民生委員さんや区長さんの学習会などで、地域にいる当事者の親たちの声を聞い

てもらうのも一つではないでしょうか。実際に困ったことや嬉しかったことなどの

生の声を聞いていただけるといいのではないでしょうか。 

（委員） 

     親御さんに対してはどのような支援ができるのでしょうか。誰しも、始めは認め

たくないと思うのではないでしょうか。しかし、最近では情報も豊富になり親御さ

んも知識が豊富になってきたように思います。 

（委員） 

     相談をやっていても、「うちの子はＡＤＨＤなんです」あるいは「うちの子はＬＤ

です」と母親が訴える場合があります。結果的に相談を勧めていくと、広汎性発達

障害が疑われることがあります。情報が豊富になったゆえに、親の理解もそれなり

に広がってきたように思います。 

「認める」ということは、とてもハードルが高く、時間をかけないといけないと

ころであって、相談の中でも一番大切に思っているところです。 

（委員） 

     そういう相談を保健センターに求めてくることもありますか。 

（事務局） 

     あります。 

（委員） 

     理解の裾野がいかに広がってくるかが大切なのだと思います。 

     他にご意見ございませんか。 

（事務局） 

     発達障がいを周知するその方法としての考え方は、発達障がいがあろうがなかろ

うが、「しつけの問題」としてとらえるのではなく、地域の人達がその親子を温かく

見守ることができる環境が大切なのだということを伝えていきたいと思います。少

しずつでも進んでいきたいと思います。 



（委員） 

      委員のみなさま方もそれぞれの立場で、そういうＰＲをしていただけるとよい

と思います。非常に難しい問題ですが、みんなで取り組んでいきたいとおもいま

す。 

 

（２）生と性についての正しい情報提供の取り組み「小牧市ホームページと携帯サイトの

充実に向けて」                           資料４ 

（事務局） 

     小牧市ホームページと携帯サイトのアクセス状況ですが、携帯サイトについては

特にアクセス件数が高く、関心の高さが伺えます。 

     今年度の中学 2 年生のアンケートの結果をうけて、あるいは最近の動向から、生

と性についての正しい情報提供の取り組みとして「小牧市ホームページと携帯サイ

ト」の充実についてご意見いただければと思います。事務局からの提案といたしま

して、子宮頸がん予防ワクチンについてのＱ＆Ａを入れることができたらとおもい

ます。 

（委員） 

     これについて、何かご意見ありませんか。 

（委員） 

     子宮頸がん予防ワクチンについての、ＰＲは是非していただきたいと思います。 

（委員） 

     ワクチンには 2 種類ありますが、それについてはどのように周知したらよいでし

ょうか。 

（事務局） 

     ここでは具体的なことについては省き、とにかくワクチンを受けるということを

伝えたいと思いました。 

（委員） 

     そうですね。そのほうがよいかもしれません。この補助はずっと続くのですか。 

（事務局） 

     まだ、不透明な状態です。 

（委員） 

     先日、9 月いっぱいまでに接種しないと公費負担が受けられなくなるという内容の

記事が出ていました。誤解される方が多いかもしれません。 

（事務局） 

     国の補助がなくなったときの小牧市の方針はまだ出ておりませんが、公費負担の

有無に関わらずワクチン接種はしたほうがよいという認識でよろしいでしょうか。 

（委員） 

     そうですね。 

（委員） 

     任意だからなのか、産婦人科ではそれほど接種に訪れる人は多くいません。 



（委員） 

     小児科も同様です。 

（委員） 

     全科どこでも受けられるということなので、内科などで接種されているかもしれ

ません。また、婦人科の立場からすると、やはり、ワクチン接種だけでなくある程

度の年齢になったら子宮がん検診を受けるということを啓発していただきたいと思

います。 

（委員） 

     それについての記載がありますが、もう少し目立たせるとよいと思います。 

（事務局） 

     検討させていただきます。 

（委員） 

     ぜひ検診の必要性も掲載していただきたいと思います。 

（委員） 

     公費負担について、来年度以降のことが不透明なのであれば記載の仕方を考えた

ほうがいいのではないでしょうか。 

（事務局） 

     記載の方法については、事務局で再検討したいと思います。 

（委員） 

     その他について何かありませんか。今まで受けてきた相談の中で困ったことなど

はありませんか。 

（事務局） 

     性同一性障害が疑われる子達からの相談が入ります。男の子、女の子という枠で

くくることのできない相談となります。私たちも相談の経験がほとんど無かったの

ですが、相談では傾聴し、本人の思いを受け止め認めるように努めています。また、

専門の相談機関についてもまだ情報が少ないので今後情報を集めていこうと思って

います。 

（委員） 

     他に相談の経験がある方はいらっしゃいませんか。 

（委員） 

     ありません。 

（事務局） 

     親にも言えず、誰にも言えず自分自身の中で悩んでいるというケースが多いよう

に感じます。 

（委員） 

     ある程度、信頼できる相談機関を把握しておく必要があると思います。 

（委員） 

     ケースとして相談を受けた経験は少ないですが、認めているのか認めていないの

か自分の中では葛藤があるように思います。 



また、意思が固まってくると、具体的に相談機関を教えて欲しいといわれる場合

もあります。その専門機関というのも、非常に数が少なく特定の先生しかいらっし

ゃらないという状況です。 

（委員） 

     その他何かご意見ありませんか。また意見があれば、事務局までお願いいたしし

ます。それでは、閉会したいと思います。 

３ その他 

（事務局） 

     平成 23 年 10 月 1 日より 1 歳以上就学前までのお子さんの水痘とおたふくのワク

チンの助成が始まりました。 

 次回は、平成２３年１１月２５日（金）１３時３０分からとなります。よろしく

おねがいいたします。 

 

 ４ 閉会 


