
平成２５年度第２回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成２５年９月２７日（金） 13時 30分～15時 30分 

【場所】保健センター 運動指導室 

【出席者】 

・出 席（11名）志水哲也、三輪茂美、鈴木澄、大藪徹也、船橋嘉成、奥田志津賀、 

        広中典子、小林佐知子、倉知正人、長江美津子、伊藤清美、 

        （敬称略） 

・欠 席（3名） 久納八重子、高木真澄、古井恵子（敬称略） 

・事務局（5名） 江崎みゆき保健センター所長、 

岡本弥生係長、長谷川えい子保健師、松本萌保健師、 

社本弘子保健師 

【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 

「乳幼児健診未受診児の対応について」 

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 

「妊娠期からの効果的な支援について」 

（２）生と性に関する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」 

（３）発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会からの報告 

（４）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」 

５ その他 

 

【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 

「乳幼児健診未受診児の支援について」 

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料 1をご覧ください。 

   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「乳幼児健診未受

診児の支援について」よろしくお願いします。 



   前回に引き続き、議題にあげさせていただきました。家庭における育児力を高めるた

めに必要な支援のひとつとして、乳幼児健診の未受診をきっかけに、未受診者の状況を

把握することで、必要な支援が見えてくると考えております。前回の会議で頂いた意見

について、事務局でも検討いたしました結果を踏まえてご報告させていただきますので、 

   再度ご意見をいただき、未受診者の支援体制を整備していきたいと思います。たくさ

んご意見を頂いておりますので、順にご報告させていただきますので、その都度ご意見

をいただけますようお願いいたします。 

①「乳幼児健診に来ない理由」についてインターネットにいろいろと掲載されている

とのご意見を頂きました。インターネットを検索してみると「わざわざ行くだけの価値

が見い出せない」という内容が多く見られました。 

  その価値とは、仕事を休んでまで、あるいは保育園を休ませてまで健診にいかないとい

けないのかというものがほとんどでした。また、健診で長時間かかったためつかれてし

まった、一般的なことしか指導されなかったなどと、健診そのものに対する不満が多く

掲載されていました。 

   保護者が健診を受診したいと思えるような「受診する価値のある健診」を目指して、

現在の市の体制を今一度見直す必要があると感じています。これについて、何かご意見

はございますか。 

（委員） 

   インターネット上ではこのような理由が出ているようですが、何かご意見はございま

せんか。4か月健診は小児科医が、その他の健診は当番医が、また歯科医や保健師の協力

を得て行なっていますが、医師の立場から疾病の早期発見や発育発達の確認などの役割

で入っています。保護者の方から今までに何かご意見はありましたか。 

（事務局） 

   健診にかかる時間に関して、長時間かかると厳しいご意見を頂くことがございました。

ただ、健診にはある一定の内容がありますので、それらを省いて時間を省略することは

難しい現状があります。通常スムーズに健診が進み待たされたと感じない目安は、来所

から退所まで、１時間半以内であると感じています。それ以上になると、小牧市の健診

の流れの場合、流れの中のどこかで待ち時間が長くなっていると思われます。2時間近く

かかってしまうと、厳しいご意見を頂くことになります。現在は 1 時間半以内で帰宅い

ただけるように、対象人数が多いときなどや流れが悪くなっているときなどはスタッフ

を増員して対応している現状です。 

（委員） 

   時間に関しては、そのようなご意見があるということですね。4 か月健診については、

BCGを同日実施しなくなってからは早く帰れるようになりましたか。 

（事務局） 

   そうですね。4か月健診は他の健診と比べて、実施回数が 1ヶ月当たり 1回多いので、

対象人数も他の健診より少なくスムーズに流れやすく、BCGもなくなったため、早く帰れ

るようになったと思います。その他の健診は、4か月健診と比べて 1回あたりの健診の対

象人数も多く、また、一人の育児相談が長くなるとそれが後に押してしまい、流れを妨



げてしまうことがあります。また、生まれ月によって対象の人数もばらつきがあります

ので、他の月と比べて極端に対象人数が多い日もあります。 

   10年以上前になりますが、待ち時間に関しては、以前は健診が終わって夕方 5時過ぎ

にお父さんから電話を頂き、待ち時間が長いなどや保健師にこんなことを言われたなど

と厳しいご意見をいただくことが多い時期がありました。同様の時期に保護者の方に「何

を目的に健診をしているか」アンケートをとったことがあります。その回答で一番多か

ったのが「発育発達の確認」「病気の早期発見」だったと記憶しています。10年以上前の

ことではありますが、そのような状況でした。受診に値する健診というのを考えてみる

必要があるかもしれません。 

（委員） 

   そうですね、いちど考えてみる必要がありますね。何か他にご意見はございませんか。 

（委員） 

   子育て支援センターは 1 歳 6 か月児健診に参加させていただいておりますが、1 歳 6

か月健診では 4か月健診からするとかなり成長していますし、1歳 6か月の成長を見るた

めには、ある程度の時間は要するのではないかと思います。また、3歳児健診に関しても

同様だと思います。日頃接する保護者の方々から感じることは、自分の子どもしか育て

ていないので、自分の子の発達がどうなのかが分からないのではないかと思います。節

目にきちんと健診を受けて発育発達を確認することは大切だと思います。ただ時間が短

い健診ではなく、ある程度きちんと時間をかけて、しっかり健診や育児相談を受けてい

ただくことは必要だと思います。健診をもっと重くお母さんたちに受け止めていただけ

るといいと思います。 

（委員） 

   健診日、対象人数はどのように設定されているのですか。 

（事務局） 

   その月に生まれたお子さんを対象月において、均等に振り分けて通知をさせていただ

いています。また、当日の待ち時間を少しでも少なくするため、対象児を３つの時間に

振り分けてお呼びしています。対象日や対象時間は保護者の都合に合わせて変更するこ

とも可能です。 

（委員） 

   対象人数によって、健診の回数が増やすことはできますか。 

（事務局） 

   医師会や歯科医師会と、年間で当初に回数を契約し、年間で当番医を決めて協力して

いただいているので、現在は急に増やしたり減らしたりはできません。また、対象人数

も転入や時間変更などが直前までありますので、前もってきちんと把握することが難し

いのが現状です。当日対象人数が多く、問診や育児相談で滞っている場合は、育児相談

等に入る保健師の数を増やして対応をしているのが現状です。 

（委員） 

   4か月健診は、対象人数は大体どれくらいですか。 

（事務局） 



   多くて 35人くらいです、一般的には 30人弱です。 

（委員） 

   そもそも健診に来ない人たちが「なぜ来ないか」を知る必要はあると思います。 

（事務局） 

   未受診児支援を担当させていただいています。1歳 6か月児健診については、再度受診

勧奨の通知をすると、ほとんどの人が後に連絡を下さり、日程を変更して受診につなが

ることが多いです。3歳児健診の再度の受診勧奨通知の数は、1歳 6か月健診の倍くらい

の数があります。未受診児の支援担当として、再度の受診通知をしたにもかかわらず連

絡をいただけない方たちに対してお電話を入れますが、一番多い理由は、「仕事をしてい

て、どうしてもその日や曜日に休めない。」「保育園にいっていて、保育園で内科健診や

歯科健診をしました。」という方がほとんどです。その中で、健診受診の重要性をお話し

たり、保護者の方たちの忙しい中で育児していらっしゃる話を傾聴し育児支援という切

り口でお話すると、保護者の方々の気持ちも変化し、「都合をつけて、何とかこの日にい

きます。」と受診につながる方もいます。「3歳児健診は最後の健診になるので、今まで 3

年間お子さんを育ててきた保護者の方のがんばりを確認できる場でもあるので、ぜひ来

てください。」とお話すると受診につながる場合もあります。また、保育園の入園申請の

時期だと、健診をうけていただいていると、園に健診の結果をお伝えすることもできる

ので一緒に確認していきましょうとお誘いすると受診につながることもあります。 

   中にはどうしても、仕事が休めなくて、健診に来ることができないケースもあります。

保育園や幼稚園を休ませることを嫌がる方も多いです。そういう場合は、夏休みや冬 

休みのシーズンにご案内する場合もあります。ただ、お話しましたように、再度の受診 

勧奨のためにお電話をしていますと、育児上やお子さんの発育発達上まったく心配のな 

いご家庭は少ないように思います。何らかの形で、お子さんや保護者の方への支援が必 

要だと感じます。 

（委員） 

   保育園での健診は、もっと対象者数が多く、ゆっくりと健診をすることはできないの

が現状です。また、保育園の内科健診と乳幼児健診は質が違うように思います。 

（委員） 

   それぞれの健診は年齢に応じたポイントみたいな健診の項目があるのですか。 

（委員） 

   年齢ごとに健診マニュアルがありまして、それにしたがっています。 

（委員） 

   といいますのは、月齢が大きくなると育児の大変さも大きくなってきて、保護者の方

も自分の話を聴いてほしい方が多いのではないかと推測されます。健診ごとあるいは保

護者のニーズに合わせて育児相談の時間も変わってくるのではないかと思います。また、

「困っていることはありませんか」と尋ねると「ありません」と帰ってくることが多い

気がしますが、「お母さんたちのストレスはありませんか」と聞くと、そこから、話がつ

ながっていくことがあります。保育園でも、1時間以上かけて相談に乗る場合もあります。 

   それが、満足感につながるのではないかと思います。 



（事務局） 

   健診は、流れの中で進めていきますので長い時間をその日のうちにとることが難しい

場合があります。3歳児健診については、育児相談を最後にして、相談の希望がある方に

なるべくゆったりと相談できるように流れを変えています。ただ、いずれの健診にも共

通していえるのは、その場ですべて解決することを目標とするのではなく、継続的な支

援につなげるということです。なるべく、次の支援の見通しを立て支援がつながるよう

に心がけています。 

（委員） 

   保育園の入園時は、健診の受診状況を確認させていただいていて、受診をお勧めして

います。まったく健診を受けていらっしゃらない方は、今後の育児にも影響が出てくる

のではないかと目安にもさせていただいております。 

（委員） 

   「時間が長い」「面倒」などいろいろな理由を並べられますが、健診に「行かない」「行

きたくない」理由に、ごく一部だとは思いますが「発達の遅れを指摘されたくない」と

思われる保護者の方もいらっしゃるのではないかと思います。問題が明確になると、保

護者が療育なりや何なりにまた力を費やしていかなければならないのでそれを伏せてお

きたいという気持ちがあるのではないかと思います。 

   しかし、そのような状況だからこそ、早期の介入が必要であり、それが効果的である

と考えます。障害傾向のある子でも、早期に療育を開始することで、後のその子の成長

によい影響があります。そういうことを価値のひとつとして伝えていけるといいのでは

ないかと思います。 

（事務局） 

   以前は 1 歳 6 か月児健診の時に、発達相談を一緒にやっていました。健診時に一度に

相談ができるようにと設定させていただいておりましたが、発達相談に残るため、みん

なと一緒に帰れないというのが、保護者の負担になっていたようでしたので現在は別の

日に改めて予約をしていただいております。その時々の保護者の方からご意見を頂いて、

現在のようなカタチになりました。 

（委員） 

   他にはご意見はありませんか。ないようですので、頂いた意見を取りまとめていただ

いて、「価値ある健診」についても考えていきましょう。 

（事務局） 

   次に移ります②外国人の未受診についてもご意見を頂きました。 

   外国人の未受診が多い現実がありますが、まず、乳幼児健診を受ける必要性や受け方

が分からないという可能性があることが考えらることから、外国人の保護者が、乳幼児

健診や予防接種を受けることの必要性を知り、また問診票が読めないなどの弊害をなる

べく少なくしていく必要があると考えました。 

外国語版広報による周知だけでなく、前回の会議の後から、早速、親子健康手帳交付

時や転入時に「乳幼児健診と予防接種の啓発」を多言語（ポルトガル語、スペイン語、

英語、中国語）で個別にするようにいたしました。 



   また、健診に使用する問診票のポルトガル語、スペイン語、英語版を作成し、希望者

には交換をしています。また、外国人向け広報や親子健康手帳交付時や転入時に交換で

きることも周知しています。また、ポルトガル語とスペイン語の通訳の配置についても

周知しています。これについて、何かご意見はございますか。 

（委員） 

   外国人の転出入については、把握はできているのですか。 

（事務局） 

   昨年の 7 月に住基法が改正されて、今まで外国人登録というカタチで登録されていた

方々が、我々日本人と同じように住民票に登録されるようになりました。ただ、それは

合法的な方たちばかりで、そうでない方たちは、住民票で把握することが難しくなりま

した。また、正式に住民票をおいていても、転出時などに手続きをせずに出国してしま

いうケースもあります。住民票のあるところに、別の方が住んでいると、郵便物が送り

返されて来る場合もあります。 

（委員） 

   他に意見はございませんか。ないようですので次に移ります。 

（事務局） 

次に③保育園・幼稚園に入園を確認した児の考え方についてご報告をさせていただき

ます。前回報告させていただいた確認方法だと、入園の事実を書面上で確認した時点で

「各園において把握」とし未把握児としては、対象からはずしていていました。しかし、

今後はその情報だけでは「把握」とせず、状況把握や受診勧奨の際の情報として活用し

ていくことといたしたいと思います。何らかの方法で保護者の方と連絡を取らせていた

だき、「受診しない、できない理由」を把握していきたいと思います。ただ、入園時にお

いては、各園に見守りをしていただいている部分も大きいと考えております。保護者と

連絡がとれない場合など各園と連携しながら、必要な支援に結び付けていきたいと考え

ています。このことについて、意見はございませんか 

（委員） 

   今までは受診勧奨はなかったのですか。 

（事務局）  

   1歳 6か月児健診、3歳児健診については以前から手紙で再通知しておりましたが、未

受診だった場合、再度の連絡はしていませんでした。しかし平成 24年 9月の豊橋の事件後、

この協議会でも検討していただきまして、見なおしをした結果、現在は何らかの語りで保

護者の方に「受診しない理由やできない理由」を把握させていただいております。 

（委員） 

   他に意見はございませんか。ないようですので次に移ります。 

（事務局） 

次に④予防接種暦、医療機関の受診暦を確認した児の考え方についてご報告をさせて 

いただきます。前回報告させていただいた確認方法では、予防接種暦、医療機関受診暦

を把握した時点で「医療機関において把握」とし、未把握児としては、対象からはずし

ていましたが、医療機関では、ネグレクトが把握しづらいとの意見が出ていました。 



   医療機関において日々のあわただしい診療のなかで、乳幼児健診や予防接種の受診状 

況や育児状況を細やかに見ていくことは、現実的に難しい現状があるため、それだけで 

「把握」とは判断せず、状況把握や受診勧奨の際の情報として活用していきたいと思い 

ます。このことについて、何かご意見はございませんか。 

（委員） 

   予防接種暦は非常に大切な情報ですね。予防接種を事務局で管理できますか。 

  予防接種をうけていない方に、直接電話したりしていますか。 

（事務局） 

  ７歳半までに受けなければいけない予防接種の定期のものがたくさんあります。  

事務局では、予防接種を受けていない子供をリストアップして、健診を受診しているか

いう情報も含めて、どんな理由で予防接種を受けていないのか状況把握しています。保

護者が連れていけない場合は保健師が支援しているところです。 

（事務局） 

   次に⑤把握項目を二つにするなどして、チェックに深みをつけるとよいのではないか 

  というご意見についてご報告させていただきます。この意見については、「保育園・幼稚 

  園入園の確認、医療機関受診暦、予防接種暦の情報」にあわせて、保護者と連絡を取り   

  育児状況を把握する２段構えとして支援することといたします。このことについて何か 

  ご意見はございませんか。 

（委員） 

   把握項目を二つにするという事ですが何か意見ありますか。 

  気が付くことがあればまた事務局までお願いします。 

（事務局） 

   次に⑥出国状況の確認についてご報告をいたします。 

前回報告させていただきました、平成 23年度 3歳児健診と平成 24年度 1歳 6か月児健 

診及び 3歳児健診状況不明者のうち、本人が外国人または、保護者のどちらかが外国人 

の場合児の出国状況について、子育て支援課と相談の結果、順次、出国状況を調べてい

くことといたしました。結果、平成 23年度 3歳児健診の状況不明者のうち、3名の出国

状況が確認できませんでした。そのためこの 3 名については、春日井児童相談所と相談

し、要保護児童として、全国の児童相談所へ状況確認を依頼することとし。今後は要保

護児童として情報収集をしていく予定であります。 

そのため、保健センターにおける未受診児支援としてはいったん終了としたいと思いま 

す。このことについて、何かご意見はございませんか。 

（委員） 

何か意見、質問はありますか。行方不明の方は不法滞在の可能性もありますか。 

（事務局） 

   ないとは言い切れません。不法滞在の方たちは、昨年の住基法改正前には外国人登録

として把握されておりましたが、現在は住民票がありませんので、詳細は不明ですが。

一度把握しているため、何らかの方法で把握できるよう努力している状況です。 

（事務局） 



   検討ありがとうございました。皆様から頂きましたご意見を元に、小牧市における未 

  受診児の今後の支援体制について、別添の資料のとおり完成いたしました。 

  一度流れを確認させていただきたいと思います。ご意見はありませんか。 

（委員） 

   この流れを元に今後未受診児の支援をしていきたいと思います。 

（委員） 

   ほかにご意見はありませんか。 

   頂いた意見を事務局でまとめていただきます。それでは、次に移ります。 

 

【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 

「妊娠期からの効果的な支援について」 

（委員） 

   事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   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「妊娠期からの効

果的な支援について」報告させていただきます。資料２－１をご覧ください。 

当協議会において妊娠届出時のアンケートを見直すことが検討され、平成 23年 3月から

小牧市として新しいアンケートを採用してきました。その後、県統一様式の妊娠届出書

が作成されました。 

資料２－２をご覧ください。小牧市もこのように県統一様式の妊娠届出書を活用して

います。 

次に、資料２－３をご覧ください。この小牧市独自のアンケートも併用しながら必要

な支援につなげているところです。小牧市における支援の流れは、妊娠届出時に県統一

のアンケートと市独自のアンケートを実施し、記入内容をもとに個別交付します。  

本日机上に置かせていただきました参考資料をご覧ください。この支援方針シートを

もとに今後の支援を決定します。方針はおおよそ次の６分類とします。 

   レベル０は問題なし、レベル１は保健センターの事業および子育て支援センターを積

極的に紹介、あるいはその場での支援、レベル２は４か月児健診において支援、レベル

３は保健連絡員による赤ちゃん訪問において支援、レベル４は助産師等による新生児訪

問を実施、レベル５は妊娠期より保健師が支援となっています。さらに各支援方針に沿

って、電話や訪問等で支援を行っています。 

以上のような支援の流れで支援を行ってきた結果が表のとおりです。こちらは平成 24

年度の結果になります。 

1,650件の結果から、レベル０およびレベル１が 83.9％、レベル２が 5.9％、レベル３が

2.4％、レベル４が 3.6％、レベル５が 4.2％という結果でしたが、支援につながる理由

は、Ｈ23年度と大きな変化はありませんでした。 

なかでもレベル２にあたる場合の多くは、未婚、外国人という結果でした。 

ただし、23年度は 3.6％でしたが、24年度は少し増加傾向にありますが、未婚(今後入籍



予定を含む)で親子健康手帳を交付するケースが増えていることが要因と考えらます。 

 次に、資料２－４の①妊娠届出書スクリーニング結果集計表をご覧ください。 

今年度８月に１ヶ月間だけ県統一様式の妊娠届出書のアンケート結果を点数化し、その

結果を県に報告する調査がありました。こちらはその集計結果です。 

まず、県が示すレベルは、表の右上にありますようにローリスク（0～1点）、ハイリスク

（2～5点）、スーパーハイリスク（6～17点）と分類されています。 

県のレベルを示した結果が、表の中央より右にあります、「計」という欄になります。 

小牧市独自のレベルを示した結果は、その隣の「小牧市レベル」という欄になります。 

県のレベル分けにおける割合を②愛知県方式リスク別割合(表２)に、小牧市レベルを

④小牧市方式レベル別割合(表４)にまとめました。 

これらの表を割合で比較したところ、小牧市のアセスメントの結果として出したもの

が、ローリスクがレベル０、１に、ハイリスクがレベル２、３に、スーパーハイリスク

がレベル４、５に値するという傾向がわかりました。 

また、スーパーハイリスクの洗い出しについては、県 7.9％、小牧市 10.9％と、小牧

市独自のアセスメントの方が、抽出率がやや高く、個別支援へ結び付いている事例が多

いことが分かりました。 

一方ローリスクとハイリスクにおいては、割合にずれが生じていますが、ここで③愛

知県方式要因別割合(表３)をご覧ください。 

割合にずれが生じているのは、表に太枠で囲んであります「母親の年齢が 24歳以下」

を県がリスクありとして 2 点加点しハイリスクとしていることが考えられます。リスク

ありの場合、２点加算されその段階でハイリスクにあたります。 

しかし、小牧市としては 17歳以下をハイリスクとしているため、その違いが率の違い

となっていることが分かりました。小牧市では、親子健康手帳を個別面接で交付してい

るため、18歳以上の場合、24歳以下という年齢だけで線を引かず、経済的な要因やその

他の要因を含めて総合的に判断した上でレベルわけしているため、年齢だけではハイリ

スクとしてあがってきませんが、このレベルわけは妥当と考えています。 

今回の調査結果をふまえて、県のレベル分けは点数化するだけであり、その支援方針

については各市町村で検討するということになっています。 

一方小牧市は、点数化しその後の方針を決定しています。小牧市として活用している支

援方針はその後の支援が明確になるという利点もあるのではないかと考えています。さ

らに、県と小牧市のハイリスクの抽出には大きなズレはないため、今後もこの支援方針

を活用しながら、妊娠期からの適切な支援につなげていけるように検討していきたいと

思います。 

（委員） 

   何かご質問はございませんか。 

   特にないようですので、次の報告に移ります。 

 

（２）生と性に関する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」 



（委員） 

   事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   昨年度、中学２年生を対象としたアンケートの自由回答に、「いじめ」に関する回答が

例年より多く見受けられた。これを受けて、「思春期によくある質問 Q&A」を利用して、 

子どもたちにメッセージを発信してはどうかとの意見が出ていました。 

この意見を受けて、小牧市の思春期のページで「いじめ」についてのページを設けま 

  したが、文字の羅列になっているので、タイトルをつけるなどして、レイアウトするこ

とはできないかとの前々回の会議でご意見を頂きました。そのご意見を受け、小見出し

をつけてレイアウトをしました。 写真やイラストは多く添付することが難しく、1枚の

みの添付しかできませんでしたので、ご了承ください。 

（委員） 

   何かご質問はございませんか。 

   特にないようですので、次の報告に移ります。 

 

（３）発達障害を持つ子どもとその親の支援のあり方部会からの報告 

（委員） 

   事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   報告（３）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での検討について

報告させていただきます。資料４をご覧ください。 

   この会では、子どもへの支援、親への支援、関係機関への支援、地域への支援の 4 つ

の柱をもとにすすめてきました。 

   子どもへの支援、親への支援として「成長記録ノートの作成」を、関係機関への支援

としては「知恵の輪会の実施」を、地域への支援としては、昨年度より「地域の人々に

発達障がいについて理解してもらうにはどのような取り組みが必要か」を検討してまい

りました。 

地域への支援として、昨年度は、地域の人に周知してもらうために広報や HP などに

今後掲載していく原稿づくりにとりくみました。また、地域の人に周知してもらうため

にあいち小児保健医療総合センター県民公開講座を利用して講演会を実施しました。詳

細は資料に記載のとおりです。保健連絡員や民生委員ほか一般市民の方々が、１７３人

が参加されました。 

また、親や子どもへの支援を目的とした成長記録についてですが、保健センターから 

  あさひ学園へ３３冊、保育園や託児所へ３冊の計３６冊作成いたしました。 

   また、関係機関への支援を目的とした知恵の和会を年４回開催し、事例検討を行ない 

  ました。以上です。 

（委員） 

   何かご質問はございませんか。 

   特にないようですので、次の報告に移ります。 



（４）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」 

（委員） 

   事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局） 

   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、報告させていただきます。資料５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、保健セン 

  ターでは、４か月児健診時にブックスタート事業を利用したり、４か月児健診における集団 

  指導の場で親子の愛着形成にメディアが及ぼす影響を伝えたり、親子健康手帳においても、 

  メディアとの付き合い方に関する啓発を行なってきました。 

   それに加え昨年度新たな取り組みとして、親子のコミュニケーション力を高めることが必 

  要であると知り、伝承できる「ひと」をふやす目的でブックスタートボランティアに対象に 

  研修を実施してきました。ボランティアさんの反応としては、もともと本や子どもたちと接 

することが好きな方たちですが、自分たちのやっていることは、親子関係を育み愛着形成を

手助けできるすばらしいことであるという再確認ができました。今後も、同様の目的を持つ

方たちを対象に積極的に関わって生きたいと思っています。以上です。 

（委員） 

   何かご質問はございませんか。 

   全体を通して何かございませんか。 

   これで平成 25年度第２回小牧市母子保健推進協議会を閉会いたします。 

   ありがとうございました。 

 

５ 閉会 


