
平成 24 年度第１回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 24年６月 22 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（９名） 志水哲也、高木康司、大藪徹也、奥田志津賀、小林佐知子、広中典子、

久納八重子、高木大作、日比野ひとみ（敬称略） 

・欠 席（５名） 三輪茂美、倉知正人、長江美津子、伊藤清美、児玉和江（敬称略） 

・事務局（６名）  江崎みゆき保健センター所長、伊藤京子所長補佐、岡本弥生係長、 

三枝尚子主査、長谷川えい子保健師、後藤奈津子保健師 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 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１ 

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 

「愛知県内における妊娠届出書の様式統一に伴う妊娠届出時アンケートの変更について」 

                                     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 

① 平成 23 年度中学生の生と性に関するアンケートの中学生と保護者への結果報告につ

いて」                                資料３ 

②「平成 23年度中学生の生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室 

への報告書設置について」                        資料４ 

③「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 

（３） 生と性のカリキュラム推進 

①「小学校・中学校における取り組みについて」               資料６ 

②「地域における取り組みについて」                    資料７ 

【議事】 

１ 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１ 

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   資料 1をご覧ください。「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」前回から引き続いての議題となります。前回の協議会では、現

在 4 か月児健診を利用して図書館が「ブックスタート事業」を実施していること、そ

の際に 4 か月児に読み聞かせをするととても表情豊かになるという意見交換がされま

した。その意見を受けまして、具体的にどのように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ていけるのかということについて、今後検討していきたいと考

えております。 

   もう一度現状の取り組みを整理したいと思います。一つ目といたしましては、ブッ

クスタートボランティアさんが読み聞かせをし、保護者と一緒に赤ちゃんの反応を見

ながら絵本を開く時間の楽しさやふれあいの大切さを伝えているものです。ボランテ

ィアさんからは、赤ちゃんの反応の良さに驚く親が多いという声が上がっているそう

です。 

   二つ目の取り組みといたしましては、ブックスタートに続いて４か月児健診時に保

健師が行う集団指導があります。保護者へ向けて赤ちゃんの発達の見通しを伝えてい

く中でどのように愛着形成がされていくかということやそれが社会性を育む基盤にな

るということ、およびメディアが愛着形成に及ぼす影響を伝えています。 

   三つ目は親子健康手帳においても啓発しています。資料にありますように「メディ

ア漬けの生活を送っていませんか？」と題し、メディアの視聴は、時間と内容をよく

考慮し、長時間の視聴やメディアのつけっぱなしは避けましょうと記載されています。 

  この記載は平成 18年から付け加えられています。前回からのご意見や現状を受けまし

て、事務局でも検討を重ねましたところ、メディア社会の中で親子のコミュニケーシ

ョン力を高めることが必要であると伝承できる「ひと」を増やすというところに焦点

をあてて、まずは取り組んでいくことを提案いたします。その案についてですが、例

といたしましては、図書館とも連携を図り、現在図書館が養成しているブックスター

トボランティアさんを対象といたしたいと思います。この方たちは、実際に親子に接

し親子の触れ合いの大切さを発信することのできる人であると考えます。また、何を

伝えていくかというところですが、メディアが及ぼす影響や親子のふれあいの大切さ 

  について伝えてはと考えております。今回は対象や内容について、さらにご協議いた

だき、ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（委員） 

   ただいまの説明に関しまして、ご意見やご質問はございませんか。 

（委員） 

   ブックスタートでは、４か月の赤ちゃんでも反応がいいということを驚いているお母

さん方が多いということですね。本という手段を使って親子が触れ合うことはいいこと

だと思います。テレビでもビデオでもメディアは一方通行的でふれあいをもつことがで

きません。事務局からの提案は、メディア社会の中で親子のコミュニケーション力を高

めることが必要であると伝承できる「ひと」を増やすということですが、その人たちに

伝えていく内容を整理していかなくてはなりません。ボランティアの方は 4 か月健診で

は、どのように実際に読み聞かせをしているのですか。 

 



（事務局） 

   4か月児健診が始まる前の待ち時間を利用して読み聞かせをしていただいております。 

  図書館の職員と一緒に、ボランティアさんが６、７人みえます。来所順に、ボランティ

アさんは一組の親子に一人ついて、市からのプレゼントである2冊絵本の説明とともに、

そのうちの 1 冊を読み聞かせます。そして、図書館の利用案内もしていると思います。

一組につき、5分くらいの時間でやってらっしゃると思います 

（委員） 

   ４か月児健診では、1回何名くらいの受診がありますか。 

（事務局） 

   30名前後です。 

（事務局） 

   今回、まずはブックスタートボランティアさんを対象として提案させていただいてお

りますが、この方たちに伝えていく内容やこの方たち以外の対象をご検討いただきたい

と思います。 

（委員） 

   ご意見はございませんか。 

（委員） 

   今の親世代の親であるおばあちゃん世代にもこういうことを伝えていってはどうかと

思います。小牧の図書館には赤ちゃん対象のコーナーがあって、また冊子も置いてあり

おすすめの本も紹介されています。実際に読み聞かせをすると赤ちゃんでも反応がある

ことを改めて感じます。おばあちゃんにも伝えていくとよいと思います。 

（委員） 

   携帯を触りながら授乳しているお母さんをよく見かけます。絵本を読むということだ

けでなく、せめて授乳中は子どもに心をよせてほしいと思います。 

（委員） 

   なぜ４か月の赤ちゃんにブックスタートなのかということが不思議に思います。つま

りのところ、言葉はわからなくても目と目を合わせると、顔と顔を合わせると赤ちゃん

が反応するということだと思います。どうしてこのように赤ちゃんが反応するのかとい

うことを母たちに伝えていけるとよいのではないかと思います。 

（委員） 

   直接触れ合うということは、とても大切だと感じます。赤ちゃんとインターネットで 

  コミュニケーションを取ろうとしても、はじめのうちは反応しますが、そのうち興味を

示さなくなります。実際に手も出してやれないので、当然なのかもしれません。接して、

目を合わせてコミュニケーションをとるということに意味があるのだと思います。 

   赤ちゃんとどのように接したらよいかわからないお母さんが多いと感じます。あかち

ゃんをあやすとあかちゃんもお話をしてくれます。それを見て、「こうやってあやすんだ」 

とおっしゃられる方もいます。日ごろからふれあいの大切さを伝えていますが、実際に

方法を見せないとわからない人が多いのかもしれません。 

 



（事務局） 

   昔と今の子育ての違いを感じますか。 

（委員） 

   違いは、強く感じます。普段親子と接していてもお母さんたちの携帯がなることは

よくあります。携帯が手放せない人は多いと思います。 

（事務局） 

   昔は、子どもをあやすということは、自然に身についてきたことですが、今は学ば

ないと分からないという親も多いと感じることがありますか。 

（委員） 

   昔は大家族の中で親として自然に学べたことが、今は核家族の中で子どもと親が一

対一でみているので、育児を学習する場がないと感じます。 

（委員） 

    ブックスタート事業の他市町村の状況はいかがですか。 

（事務局） 

    多くの市町で、それぞれの方法で取り組んでいると思います。詳しくはわかりませ

んが、4か月児健診に合わせて行うかどうかなどは、各市町の状況に応じて違うと思い

ます。 

（委員） 

    1歳半健診や 3歳児健診ではどうですか。 

（事務局） 

    1歳半健診では、子育て支援センターの保育士さんに来ていただいて、健診が始まる

前に、手遊びや大型の絵本や紙芝居などを読み聞かせていただいてふれあいあそびの

場を設けています。遊びで気持ちをこちらに向けたところで、集団指導を始めていま

す。3歳児健診ではそのような時間は設けていません。 

（委員） 

    メディア社会になってすでに 50年、おじいちゃんやおばあちゃんの世代がメディア

の中で育っている状況になってきています。 

（委員） 

    方法論的なことですが、ブックスタートボランティアをはじめとしたメディアにつ

いて正しい認識をしている人を増やすことによって、その結果親子のコミュニケーシ

ョン力を高めるという 2段構えになっているのですね。 

    ボランティアさんたちに伝えていくことの内容として、メディアについての共通理

解とありますが、範囲としてはかなり広いのではないかと思います。どのように何を

伝えていくかをということを絞ったほうがいいのではないかと思います。 

（事務局）  

   市の事業の中でもいろいろな場で、読み聞かせ等をしています。保育園などではい

かがでしょうか。 

（委員） 

    保育園では、子供たちにどのクラスでも一日 1 冊は読み聞かせをしていると思いま



す。保育士も読みますが、図書館からボランティアさんが来て読んでくださることも

あります。 

（委員） 

    読み聞かせの技術は関係しますか。 

（委員） 

    子どもたちは、基本的に読み聞かせが大好きです。技術はあまり関係ないと思いま

す。感じるのは、お母さんが読んであげるのを面倒に思われることが多いのではない

かと思います。お母さんも読んでもらう心地よさを大人になってから経験されていな

いので経験されるといいと思います。園で意識してお母さんたちに読み聞かせを行う

ということをやったこともあります。 

（委員） 

    たしかに、親に伝えていくことが大切ですね。 

（委員） 

    そうですね。 

（事務局） 

    先ほど「読み聞かせをはじめとした直接的なコミュニケーションだと、赤ちゃんに

なぜ笑顔がでるのか」その理由を伝えるというご意見が出ましたが、それを伝えてい

くことが、お母さんの実践につながるのではと感じました。何か科学的根拠等ご存知

でしたら、教えていただきたいと思います。 

（委員） 

    情緒をつかさどる前頭前野は人間特有の働きを持っています。またある報告で、パ

ソコンで囲碁をうっても、前頭前野は働かないといわれています。相手が人になると

うんと働くそうです。血流の流れがずいぶん変わるという報告があります。 

（事務局） 

    そういうことをわかりやすく伝えるとよいかと思います。 

（委員） 

    前頭前野の働きは、「キレる」ということなどとも関係していると思います。 

（事務局） 

    子育てのしやすさにもつながるのではないかと思います。 

（委員） 

    本という媒体を通してかかわりを持つということは、わかりやすいと思います。 

（委員） 

    乳幼児に限らず、学齢期の子どもたちにも必要なことだと感じます。 

（委員） 

    乳幼児に特化するということではなく、まずは乳児期から伝えていくということが

必要だと感じます。かかわっていた学校で以前、新聞を読もうという取り組みをした

ことがあります。年齢が上の学年だったと思いますが、活字を読むということも大切

だと思います。 

 



（事務局） 

    ご意見ありがとうございました。まずは、ブックスタートボランティアさんをとか

かわりを持って進めていけたらと感じております。今後、乳児期だけでなく、他機関

とも連携を深めて各年齢の子どもたちやその保護者等にも伝えていきたいと考えてい

ます。 

（委員） 

    日本小児科医会で出している５つの提言があります。また、日本小児科学会でも一

部違いますが「乳幼児にテレビを一人で見せないようにしましょう」「見せるときは親

も一緒に歌ったり子どもの問いかけに答えることが大切です」などと提言しています。 

    こういうことを、ボランティアさんにも知っていただいて広めていっていただける

とよいと思います。 

 

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 

「愛知県内における妊娠届出書の様式統一に伴う妊娠届出時アンケートの変更について」 

                                     資料２ 

（委員） 

    事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

    資料 2をご覧ください。 

平成２２年度に当協議会におきまして、支援を必要としている対象を適切に見極め

必要な支援につなげ、育児力を高めていけるよう妊娠届出時のアンケートを見直すこ

とが検討されました。そして昨年度より新しいアンケートを採用してまいりましたそ

の結果をご報告させていただきます。 

アンケートに基づいた支援方針の活用については、「支援の必要なし」もしくは「そ

の場の情報提供のみ」の方は全1,526件中86.9％、「４か月児健診で確認」の方は3.6％、

「赤ちゃん訪問で確認」の方は 2.4％、「助産師による新生児訪問で確認」の方は 3.6％、

「妊娠期より支援」の方は 3.5％という結果になりました。「４か月児健診で確認」の

理由の多くは、「未婚」や「外国人」が多く、「赤ちゃん訪問で確認」の多くは「協力

者がいない」「頑張っているねと声をかけてくれる人がいない」「相談相手が友人のみ」

等でありました。「助産師による新生児訪問で確認」または「妊娠期より支援」の多く

は精神的な不安を抱えていたり、「自分から相談できない」とアンケートに答え、こち

らからのアプローチが必要なケースと判断できました。当初「４か月児健診で確認」

以上の支援であった場合、妊娠届出時の様子等を 4 か月児健診で確認するという流れ

でしたが、小牧市においては、４か月児健診は 99.9％の受診率でほぼ全員の親子と会

うことができているため、妊娠届出時の様子にかかわらず、今まで通りすべての親子

について、育児状況について確認するようにしました。また、「助産師による新生児訪

問で確認」または「妊娠期より支援」という方針になった方も、すでに妊娠届出時に

こちらのかかわりを相手に示しているため、その後の支援も比較的スムーズであった



と感じます。また、支援方針シートがあることで経験年数にかかわらず、同じ判断が

でき、支援につなげることができることができました。 

今後は、愛知県が全県的に統一した妊娠届出書の導入を進めていくという流れに沿

って、小牧市でも変更していきたいと考えています。それに伴って、アンケート様式

を変更していきます。内容的には相違がないため、支援シートは引き続き使用してい

きますが、愛知県でも今年度アセスメントシートを開発し各市町に対して研修会を開

催する予定あるためその動向が注目されるところです。今後も効果的な支援につなげ

られるように検討していきたいと思います。 

（委員） 

    県統一様式はいっせいに導入していかなくてもよいのですか。 

（事務局） 

   一斉導入ではありません。順次でいいと聞いております。 

（委員） 

強制的なものではなく、「できれば」というものです。 

（委員） 

    早期の支援が必要な方の中で、4か月児健診に来所しないケースはありますか。 

（事務局） 

    4 か月児健診の未受診の理由の多くは、外国人で 4 か月児に祖国に帰っておられた

り、または何らかの理由で入院中などです。早期の支援が必要な原因そのもので未受

診ということはないのが現状です。 

（委員） 

    実際にアンケートや支援方針シートを活用してみて、事務局の方はどう感じられま

すか。 

（事務局） 

    保健師の経験年数にかかわらず、統一した見解や支援につなげられることができ、

効果的であったと感じます。 

（委員） 

    ありがとうございました。それでは、次の議題に移ります。 

 

（４） 生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

① 平成 23 年度中学生の生と性に関するアンケートの中学生と保護者への結果報告につ

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） 

    資料 3 をご覧ください。昨年度生と性に関するアンケートに協力いただいた中学 3

年生の皆さんとその保護者を対象に、昨年度のアンケート結果をお返しするものです。 

    生徒さんに対しては、自分たちの 1 年前の状況を振り返っていただくとともに、性

に関する問題遭遇時には信頼できる大人や相談機関に相談するということを再度啓発



する目的があります。アンケートの結果といたしましては、「性に関する心配をしたこ

とがある」と答えた生徒は全体の 1 割程度であり、その内容は体についてと異性につ

いてが多く、今後問題に直面した時に相談機関を利用したいと思うかという問いに対

しては、「その時になってみないと分からない」という回答が 6割を占めました。性に

関する相談を家族や誰かに相談するかという問いに対しては「相談しない」という割

合が、「相談する」という割合よりも多くなっています。プリントでは、結果を占める

とともに、今後も性に関する問題に直面した折には、安心相談カードの活用や信頼で

きる身近な大人への相談を促しています。保護者に対してはそれに加えて、子供たち

の見守りや、子どもたちへ正しい知識を伝えていくということをお伝えしています。 

    生徒に対しては、直接学校から配布され、保護者に対しては３者懇談時に直接保護

者に配布される予定となっています。 

（委員） 

    ありがとうございました。 

   ご質問等がないようですので、次に移ります。 

 

② 平成 23年度中学生の生と性に関するアンケート結果の学校への結果報告及び保健室 

への報告書設置について」                        資料４ 

（委員） 

  事務局より報告をお願いします。 

（事務局） 

    昨年度行った生と性に関するアンケートのすべての結果を中学校へ報告していきた

いと思います。青色の冊子は、中学校への報告書です。学校別データや自由回答も記

載させていただいており、教育現場で役立てていただきたいと思います。ピンク色の

冊子は保健室に設置して、生徒たちが自由に見れるようにするものです。個人が特定

できないように学校別データは省き、また自由回答については、まとめたものを掲載

させていただいております。7月から順次配布予定となっておりますが、6月中旬から

学校には配布させていただいております。 

（委員） 

    ありがとうございました。 

   ご質問等がないようですので、次に移ります。 

 

③ 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 

（委員） 

    事務局より報告をお願いします。 

（事務局） 

    資料 5をご覧ください。 

    今年度も中学 2 年生を対象に生と性に関するアンケートを実施していく予定です。

前回検討させていただきましたが、「回答方法が難しい」と学校から指摘された内容を

改善して、今年は行っていきたいと思います。変更点は、相談機関についての相談し



たい条件を問う設問についてで、回答が難しいとのご指摘により、ご覧のとおり自己

肯定感に関する内容に変更していきたいと考えています。 

（事務局） 

    アンケートは今年で５年目となりますが、ここで一度アンケートをやってきた経緯

をご説明させていただきます。アンケートで通常現状を知り支援体制を整えていくと

いうことで、今まで、「思春期によくある質問 Q&A」や「中学生と小学生のための相

談窓口」といったホームページや携帯サイトを整えてきたり、あんしん相談カードを

配布したりと整えてきました。ただこのアンケートは、アンケートを実施することそ

のものが、性に関する問題遭遇時には信頼できる大人や相談機関に相談するというこ

とを広めていけるということを伝えていけるということで毎年実施しているところで

す。 

（委員） 

    ありがとうございました。 

 

（５） 生と性のカリキュラム推進 

① 小学校・中学校における取り組みについて                資料６ 

（委員） 

    ご報告をお願いいたします。 

（委員） 

    資料６についてご説明させていただきます。４点のご報告がございます。 

   １点目は、小学校においては、生と性のカリキュラムを 2 時間実践している学校が増

えたということです。２点目は、中学校での実践も１校を除いて１・２時間実践される

ようになってきたということです。多くの学校で実践するようになってきました。それ

に伴い、３点目として、生と性のカリキュラムについての意見や感想が各学校からたく

さん出されるようになり、現在実施している生と性のカリキュラムの改定作業の参考に

なるご意見がたくさん出されています。最後４点目ですが、保健センターと連携したカ

リキュラムの実践も多くの学校で行われるようになり、今後より一層の定着を図ってい

きたいと考えています。以上４点のご報告をさせていただきました。 

（委員） 

    ご意見ご質問等がないようですので、次の報告に移ります。 

 

② 地域における取り組みについて」                    資料７ 

（委員） 

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

資料７をご覧ください。保健センターからも生と性のカリキュラムの推進を目的と

して、低学年やその保護者を対象として多くの学校に出向かせていただきました。い

のちの大切さや自己肯定感を育むということに焦点をあてておはなしさせていただい

ております。実績といたしましは１６校中１５校で実施することができました。今年



度も定着が図れるよう各学校に協力いただき進めているところです。中学校も９校中

５校保健センターから出向いて「人を好きになるこころ」「性感染症の予防」について

おはなしさせていただいております。また、市民向けの出前講座におきましても、１

件ですが「自己肯定感」についてお話しさせていただいております。 

（事務局） 

    生と性のカリキュラムには「小学校・中学校版」と「親・地域版」とがありまして、

小学校中学校版のカリキュラムに保健センターもかかわらせていただいているといっ

た実情です。「小学校・中学校版」のカリキュラムにおきましては現在養護教諭の先生

方が中心となって取り組んでいただいております。そして養護部会を中心として現在

内容が見直されているところです。今後協議会において報告させていただきたいと思

っています。 

（委員） 

    保護者の方は、どのように集めているのですか。 

（事務局） 

    低学年に向けたカリキュラムは、学校公開日に合わせて行うことが多く、保護者の

方にも聞いていただいております。保護者の方には、学校公開日でもそうでなくても、

こちらの意図が伝わるように、すべてプリントを配布させていただいております。 

（委員） 

    ありがとうございました。 

 

３ 閉会 


