
平成 21 年度第 2 回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 21年 9月 25 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】８名 

   志水哲也、高木康司、福井直子、舩橋正子、児玉和江、丹羽三枝子、 

   長谷川京子、西尾勝子 

   欠席 ６名：三輪茂美、冨樫亮子、神戸和敏、岡島義弘、高木健、杉山千鶴 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ あいさつ 

 ４ 委員の紹介 

 ５ 会長及び副会長の選出 

 ６ 議題 

   生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

   「中学生及び保護者への生と性に関するアンケート結果から見えてきた現状 

    ～今後の目指す方向性について～」 資料１ 

 ７ 報告 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

 ①「平成 21 年度版安心相談カードの配布」について 資料２ 

 ②「平成 20 年度中学生への生と性に関するアンケートの中学生への結果報告」

について 資料３ 

（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４ 

（３）「生と性のカリキュラム（小中学校版）の取り組み状況」について 資料５ 

 ８ その他 

 ９ 閉会 

【議事】 

１ 議題 

   生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

   「中学生及び保護者への生と性に関するアンケート結果から見えてきた現状 

    ～今後の目指す方向性について～」（事務局説明） 

 



（委員） 

中学生と保護者のアンケートから思春期の子どもたちに「体について」の心配が 

多いことがわかります。やはり、「体について」の心配は相談しにくいことが伺え

ます。また、家庭での親子の会話が多いほうが、子どもたちがよく保護者に相談し

ていることが見えてきました。当然の結果ともいえますが、やはり親子の会話が重

要だということがわかります。 

    また、子どもたちが、今後相談機関を利用する気がない理由として「めんどくさ 

い」という表現がありますが、これは「相談しにくい」という意味なのでしょうか。 

（事務局） 

    別冊１の 12 ページ以降を見ていただくと、中学生がアンケートで記載した表現 

が、そのまま掲載してあります。これをみると、詳しい説明なく、単に「めんどく 

さい」と表現している子達が多いことがわかります。 

（委員） 

    「めんどう」という表現が、今の中学生たちに多い表現であることが伺えます。 

また、よく知られている相談機関として、市内では学校・保健室のカウンセラー、

市外では、子ども家庭 110 番が良く知られていることが分かります。子ども家庭

110 番は、他の相談機関と比べて、意外に周知されているように思います。 

    ネーミングが良いからでしょうか。 

（委員） 

別冊 3 の表１の親子間の認識のずれが面白いと感じました。子どもたちが「性に 

関する問題を心配したことがある」と回答しているのが 11.4％であったのに対し

て、20.5％の保護者が「性に関する問題を心配したことがある」と回答しています。 

保護者が子どもたちに目が向いていることが伺えるし、保護者の関心の高さも伺え

ます。 

（委員） 

    日頃の診療の中で、思春期の子どもたちの体の心配について相談を受けることが 

多いです。例えば、2 次性徴に伴う胸の痛みなどについての相談があります。そう 

考えると、やはり「体について」の相談が一番多いというのも分かります。 

（委員） 

    学校の現状として、スクールカウンセラーというのは、いつでも利用できるので 

すか。 

（委員） 

    スクールカウンセラーがいるのは、週 1回程度です。在校時間は学校の規模に 

よって違うと思います。スクールカウンセラーへの相談内容としては、断然、不登 

校についての相談が多いです。そのため、保護者からの相談を受けることも多いで 

す。 



    また、スクールカウンセラーへの相談については、守秘義務もあり、学校として 

全ての内容を把握は出来ません。しかし、学校内での調整や協力が必要な場合もあ 

るので、その時は部分的に相談内容を学校側へ伝えられることもあります。 

（委員） 

    スクールカウンセラーへの相談は、不登校が多いが、性に関する相談の中で深刻 

なものは、学校へ直接言いにくいため、最初にスクールカウンセラーへ相談してく 

る場合もあります。 

    基本的に守秘義務があるが、学校側との調整が必要な場合、「どの先生だったら 

相談しやすい？」と子どもたちにも了解を得て、慎重に調整していくことも必要で 

す。また、この場合「養護教諭」を一番初めにあげる生徒が多いのも事実です。今 

回のアンケート結果を踏まえて、思春期の子たちの「心配なこと」の相談内容を見 

てみると、実際子どもたちは、スクールカウンセラーというよりも養護教諭に相談 

していることが多いと思います。養護教諭の力も実際のところ大きいと思います。 

アンケートに「保健室の養護教諭」という選択肢があってもよかったのではないで 

しょうか。 

（事務局） 

    次年度以降のアンケートの項目に「養護教諭」を入れることを検討していきたい 

と思います。 

（委員） 

    担任の先生にも相談しているでしょうか。 

（委員） 

    担任は、やはり生徒に近い位置にいると思います。生徒が信頼している担任であ 

れば、担任に相談していると思います。 

（委員） 

    相談内容によって、相談相手を変えていることもあるのではないでしょうか。 

（事務局） 

    次年度のアンケートでは、相談内容と相談相手の傾向が見えるよう、設問方法を 

工夫していきたいと思います。 

（委員） 

    スクールカウンセラーと養護教諭以外にも、学校には、こころの相談員やスクー 

ルサポーターもいます。 

（事務局） 

    こころの相談員やスクールサポーターはどのような人なのですか。以前ピアカウ 

ンセリングの検討を協議会の中で行いました。しかし、継続的な育成が難しいと断 

念した経緯があります。年齢的にスクールサポーターにピアの役割を担っていただ 

くことができるとよいですが。 



（委員） 

    こころの相談員は心の相談ルームに、ほとんど常駐している。生徒たちの様々な 

相談に広く応じているのが現状である。 

    スクールサポーターもほぼ毎日、学校にいる。活用の仕方は、学校によって様々 

で、外国人生徒の多い学校は、その対応をしています。サポーターの年齢は若く 

20 代が多いのではないか。年齢が若いため、生徒たちとの垣根も低いと思います。 

（委員） 

    保健室での性に関する相談は、実際男女別で見てどちらが多いですか？ 

（委員） 

    女子のほうが多いです。女子は男子よりも相談もしますし、情報も多いように思 

います。一方、男子は情報が少ないし、相談もしにくいのではないでしょうか。 

（委員） 

    以前、この会議の中で、保健室に性に関する情報を置いたらどうかという話題が 

出ましたが、現状としてはどうですか。 

（委員） 

    学校によって多少の違いはあると思うが、本校では保健室に性に関する図書がい 

くつかあって、それを生徒たちが読みに来ます。保健室にソファがあって、そこで 

生徒たちが何人かで読んでいることがあります。読みに来るのは、男子が多く、何 

人かで読みに来きます。 

（委員） 

    学校では、保健だよりや保健室の前に掲示板などがあって、そこでアンケート結 

果を基に情報を伝えていくのも有効ではないでしょうか。 

（委員） 

「めんどう」「誰にも相談しない」という傾向が強いというのも気になります。 

（委員） 

    相談したくない理由の中に、「知らない人に相談するのはいや」という声もあり 

ます。 

（委員） 

    本当に子どもたちのことを思ってくれる、信頼できるおとなを子どもたちは、求 

めている。「いいんだよ」と子どもたちを認め受け入れてくれる大人が必要だと思 

います。いつでも見方をしてくれて、頭から否定しない、怒られない、そんな窓口 

が必要だと思います。 

（委員） 

    一方で、やはり家庭での会話も必要だと思います。幼少期から親子の会話や関係 

づくりの大切さをそれぞれの立場から伝えていくことも大切だと思います。 

 



（委員） 

    巷には、さまざまな情報が氾濫しており、子どもたちが惑わされる恐れもありま

す。そのような時に、信頼できる大人がいることが重要だと思います。 

（委員） 

    保護者アンケートを見ると、保護者自身も様々な相談を受けて戸惑っている姿が 

見受けられます。また、保護者アンケートの図 16 を見ると 4 割以上の親が今後相 

談機関を利用したいとしています。親も専門的な知識や第 3 者の意見を聞きたいと 

思っているのでないでしょうか。 

（事務局） 

    親自身もきちんと性教育をされてこなかった現状があります。つい最近まで、性 

教育イコール生理教育であったように思います。学校カリキュラムで学習する以外 

のこと、生活の中で直面している性に関することを伝えていくことが、やはり必要 

と思います。親に対しての支援は、保健センターが中心となり教育現場と連携して 

いけるとよいと思います。 

 

 

２ 報告 

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

①「平成 21 年度版安心相談カードの配布」について 資料２（事務局説明） 

（委員） 

    安心相談カードは、今後も見直ししていくのですか。 

（事務局） 

    毎年、掲載機関には確認をし、相談日や時間、電話番号の確認をしています。 

   今後も委員のみなさんからの情報で新しい相談機関等も掲載していきたいと思い 

ます。 

（委員） 

    薬物汚染も問題になっています。「断る勇気、しない勇気、させない勇気」とい 

   うキャッチフレーズをどこかで聞いた事がありますが、薬物に関する啓発も、この 

ようなカードで出来たらよいのではないかと思います。 

（事務局） 

    次年度への検討材料として持ち越したいと思います。 

 

 

②「平成 20 年度中学生への生と性に関するアンケートの中学生への結果報告」に 

ついて 資料３（事務局説明） 

（委員） 



    子どもたちへアンケート結果を返す事で、結果から見えてきたことやメッセージ 

を届けることができて、大人の誠実さが伝わったと思います。 

（事務局） 

    今年度は保護者へもアンケートを実施しているので、保護者へも結果を返してい 

くこととなります。ひとつ提案ですが、アンケート結果と共に保護者が子から受 

けた相談について、裏面などにいくつかＱ＆Ａ方式で掲載するのもいいのではない 

かと思います。 

（委員） 

    保護者の戸惑いや疑問に答えていくのは良い方法であると思います。ちょっとし 

た知識で、わざわざ受診しなくても子どもの心配に答えられることもあるのではな 

いでしょうか。 

（事務局） 

    また、通常アンケートというとすぐ結果を返していくのがよいと思われるが、昨 

年度のように、一年後の 3 年生の夏休み前に再び啓発をかねてアンケート結果を返 

していくのも、ひとつの方法といえると思います。現状として、一年前に実施した 

アンケートを振り返りながら、結果を返す事ができますか。 

（委員） 

    2 年から 3 年の進級時はクラス替えがある。しかし、担任はほとんど持ち上がっ 

ていくので、アンケートを実施した状況等は担任も把握していると思います。一年 

前に実施したアンケートとして、担任が振り返りながら結果を返していく事は可能 

であると思います。 

（委員） 

    先ほど保健室に性に関する図書があるという話題が出たが、十分といえますか。 

（委員） 

    学校によってばらつきがあるのが現状と思います。 

（委員） 

    今後のそのような図書の充実も必要だと思います。 

 

 

（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４ 

（委員） 

    親が精神疾患や発達障害である場合、また発達障害を持つ子たちが高校生くらい 

になってくるとその子たちへの支援や親の支援にとても苦慮しています。 

（事務局） 

    そういうケースについても、知恵の輪会で一緒に検討していきたいと思います。 



（委員） 

    確かに、現場では対応に苦慮していると思います。幼少期や義務教育では支援体 

制が以前と比べると充実しつつあるが、今、高校生の子達の幼少期はそうではあり 

ませんでした。成長記録は子の成長のために必要なもので、その子の年齢段階に必 

要な発達課題を見越した支援がされていくべきだと思います。できないこと、困っ 

たことを確認するものではなく、子の成長のために必要なもので肯定されるもので 

あってほしいと思います。どのように、社会適応していくかというのが重要であり、 

そのための親への支援のツールです。 

 

 

（３）「生と性のカリキュラム（小中学校版）の取り組み状況」について 資料５ 

   （委員説明） 

（委員） 

    平成 4年に作成した指導案が時代に合わないということで、母子保健推進協議会 

で検討し、新しいものを検討してきました。教員たちが利用しやすいように電子デ 

ータでも配布され、それぞれ取り組んでいるのが現状です。実施状況としては、平 

成 19 年から 20年度を比較すると小中学校共に増加している現状です。 

（事務局） 

    飛躍的に実施校が増えている様子が伺える。現場での努力を感じます。 

（委員） 

    教員からのアンケートを見ると、共に生きる「生」は、教員も熱心に上手く 

取り組む状況がうかがえます。しかし、健やかな体と尊いいのちを大切にする「性」

は、現場でもどのように伝えたらよいかやりにくさを感じているとの声が多いです。 

 今後問題点を集約して、保健センター等にも協力していただいて取り組んでいきた 

いと思います。 

（事務局） 

    保健センターとしては、できるかぎり協力させていただきたいと思います。 

 

 

３ その他 

（事務局） 

    次回は、加えて親子健康手帳について検討していただきたい事項がありますので 

   よろしくお願いいたします。 

    次回日程は 11月 27 日（金）13 時 30 分開催の予定です。 

 

４ 閉会 


