
平成 21 年度第４回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 22年 2月 26 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、船橋正子、神戸和敏、高木健、長谷川京子、

杉山千鶴 

   欠席 6 名：三輪茂美、冨樫亮子、岡島義弘、丹羽三枝子、児玉和江、西尾勝子、 

 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

 （１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

  ①「思春期によくある質問Ｑ＆Ａ」の小牧市ホームページと携帯サイトへの掲載にむ

けた項目・内容の検討について 資料１ 

  ②「中学生と小学生のための相談窓口」の小牧市ホームページと携帯サイトへの掲載

に向けた項目・内容の検討について 資料２ 

  ③小牧市ホームページと携帯サイトにおけるコンテンツ開設の周知及びアクセス件

数増加に向けた取り組みについて 資料３ 

 （２）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４ 

 （３）「生と性に関するカリキュラム（小中学校版）」の保護者への情報提供について  

資料５ 

 ４ 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の方法」 

について 資料６ 

  ②「平成 21 年度保護者への生と性に関するアンケートの保護者への結果報告の方法」

について 資料７ 

  ③「生と性に関するアンケートの結果の学校への結果報告の方法」について 資料８ 

  ④「保健室等に設置するアンケート結果報告の方法」について 資料９ 

 （２）「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 10 

 （３）「親子健康手帳の内容変更」について 資料 11 

５ その他 

 ６ 閉会 

 

 



【議事】 

１ 議題  

（１）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

①「思春期によくある質問Ｑ＆Ａ」の小牧市ホームページと携帯サイトへの掲載にむけた 

項目・内容の検討について 資料１ 

（事務局） 

本日欠席の委員より「女の子の質問２の生理不順である、生理痛がひどいと

の回答に対して、10 日～2 週間以上経血が続くとあるが、2 週間以上としても

よいのではないか」との意見がありましたので、ご報告させていただきます。 

（委員） 

     当院の医師より、その部分は「いつもの生理以上に経血が続く」としてはど

うかとの意見が出ています。また、月経周期についても「25 日～30 日」から、

「25 日～40 日」のほうが妥当かとの意見がありました。 

（委員） 

     その部分はもう一度、産婦人科の先生に確認が必要になりますね。 

（委員） 

     もうひとつ、医師からの意見として、中学生が基礎体温をつけるだろうかと

の意見がありました。 

（事務局） 

     普通は、知らなければ基礎体温などつけることはないと思いますが、自分の

体を知る大切なものとして、ここでは伝えてはどうかと思いますが、いかがで

しょうか。 

（委員） 

     必要だとは思います。 

（事務局） 

     その意見は受け止めさせていただきますが、この協議会としては、基礎体温

のことは伝えていくということでよろしいでしょうか。 

（委員） 

     その他についてはいかがでしょうか。 

ひとつよろしいですか。男の子についての質問で、包皮口を広げたり癒着を

広げたりする際に、リンデロンなどを塗ってはがしやすくする場合もあります

が、この内容は専門の先生に確認していますか。 

（事務局） 

     今回の内容は、泌尿器科の先生からは何もご意見がなかったので、包茎に関

する専門医の先生の文献を参考に記載させていただきました。 

（委員） 

     わかりました。女の子の質問や男の子の質問、その他の質問に関して、もう

少し委員の皆さんでじっくりと確認したほうがよいと思います。2 週間ほど時

間をとって、何か意見があれば、事務局へ報告していただくのはどうでしょう



か。その後は事務局に一任でいかがでしょうか。 

（委員） 

     了解 

（事務局） 

     それでは、約 2 週間のうちにご意見を頂きまして、事務局で取りまとめの上

作成していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

②「中学生と小学生のための相談窓口」の小牧市ホームページと携帯サイトへの掲載に向 

けた項目・内容の検討について 資料２ 

（委員） 

     皆さん、内容的にはいかがでしょうか。 

（委員） 

     市内の小中学校のところで、光が丘中学校が抜けているようです。 

（事務局） 

     失礼いたしました。光が丘中学校が抜けていますので、電話番号を確認の上、

掲載していきたいと思います。 

（委員） 

     桃ケ丘小学校の電話番号も間違っているようです。確認してください。 

（事務局） 

     失礼いたしました。確認したいと思います。 

（委員） 

      来年度以降、県のカウンセラーの配置が変わってくるので、また、報告させ

ていただきます。 

（委員） 

     その他はいかがでしょうか。安心相談カードの内容を掲載する事は問題ない

と思います。間違いのないように、もう一度事務局でよく確認をお願いいたし

ます。 

（事務局） 

     了解しました。 

 

③小牧市ホームページと携帯サイトにおけるコンテンツ開設の周知及びアクセス件数増 

加に向けた取り組みについて 資料３ 

（事務局） 

     本日欠席の委員より、保健だよりでの周知と学校ホームページとのリンクも

可能ではないかとのご意見を頂きましたので、ご報告させていただきます。 

（委員） 

      学校のホームページとはどういうものですか。 

（事務局） 

      市のホームページとは別に各校ホームページを持っています。そこで、行事



のお知らせや授業風景等を保護者へ知らせているようです。学校のホームペー

ジは保護者のアクセスは多いと聞いております。そこに、リンクを貼ることが

できれば、アクセスも増えるのではないかと思います。 

（委員） 

     可能であれば、そのようにしていくとよいと思います。 

     新聞にはどのように載せてもらうのですか。 

（事務局） 

記者に情報提供をして、その時の記事の都合等で載せていただくことが出来 

るかどうかが決まります。確実ではありませんが、掲載されれば効果は期待で 

きます。 

（委員） 

いろいろな場所にポスターを貼ったらどうかとの例がいくつか出ています 

が、いかがでしょう。 

（委員） 

      補導員をしていて、コンビニなどにもパトロールで回ります。うちの近所に

新しいコンビニができました。そこへ子どもたちがよく集まります。コンビニ

もポスター掲載を依頼してはいかがでしょうか。 

（委員） 

      ケーブルテレビで取り上げていただくのもよいと思います。児童館はよく取

材を受け取り上げていただきます。 

（事務局） 

      ゲームセンターなどはいかがでしょうか。 

（委員） 

      単独のゲームセンターはあまりないのではないでしょうか。大型ショッピン

グセンターに入っているゲームセンターに子どもたちが集まっているようで

す。結構遠くのショッピングセンターまで、子どもたちは行っているようです。 

（事務局） 

      ゲームセンターには、昼間学校へ行かず、たむろしている子たちもいるので、 

そのような場所で相談窓口をＰＲできたら良いと思います。 

マクドナルドのようなファストフード店もよいかと思います。 

（委員） 

      それもよいと思います。 

      それでは、今意見が出たところで、了解を得られたところに周知ポスター貼

っていくこととしたいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

      了解しました。 

 

（２）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４ 

（委員） 



      現状における問題点に感じていらっしゃることをご意見お願いいます。 

「育児力」を高めることは、虐待防止にもつながるし、子どもの心の問題も

関連していると思います。非常に大切なテーマだと思います。 

（委員） 

      兄弟も少なく、核家族で育っているので、育児経験がないまま育った人達が 

親になっています。看護の現場でもそうです。今まで、一年目の新任期は 6か 

月くらいかけて、年齢の近い中堅の看護師が指導していました。しかし、看護

学校を卒業してそのまま就職している人達が多く、応用がなかなか利きません。

今年から、現場では 1 年かけて新人を育てようという話し合いをしてます。応

用の利く人材を育てようとしています。 

（委員） 

      それは、看護学校のテストでもそうです。マークシートなどの選択式はよい

が、応用問題や記述式になるとまるで書けない人が多いと感じます。 

他に、ご意見はありませんか。 

（委員） 

「育児力」とひとことで言ってもいろんな意味を含んでいると思います。家

庭はある意味、密室です。例えば家庭で起こっていることを気づくのは保育園

であったり学校であったりするわけです。「育児力」には、家庭でしか補えな

いものと、地域でも補えるものの二つの側面があるともとらえられます。 

（委員） 

      その育児力を地域で支えるもののひとつとして「赤ちゃん訪問」があります。

しいては、虐待予防にもつながっていくわけですが、先日オレゴン州の虐待予

防プログラムに関する発表を聞きました。この虐待予防のプログラムはここで

いういわゆる「育児力」が懸念される家族を、標準化された項目でふるい分け

て支援につなげていく方法です。こういったものも参考にできるのではないで

しょうか。 

（委員） 

      「育児力」の問題は、育児力のない親に育てられた子への支援もあると思い

ますし、親自身への支援もあると考えられます。問題のあることを気づいて自

分から相談にいける場合はよいです。また、問題によって方策の立て方や支援

者が行政になったり地域のボランティアになったりと色々考えられると思い

ます。 

（委員） 

      そう考えると、色々な支援の切り口が見えてきますが、他にはご意見ござい

ませんか。 

（委員） 

      育児力を持った家庭がどのような家庭なのかを考えるのもひとつだとは思

います。 

（委員） 



      育児力の定義は難しいと思います。例えば 3 世代同居が望ましいとします。

昔は、おじいちゃんおばあちゃんの世代がいることで役に立っていた部分もあ

る。今は核家族が多いため、それを補うのに何が必要なのか、地域なのかとも

考えられる。こんな例が外国にあります。今建物が高層化しています。日本だ

と、隣近所の顔も知らずに生活するというのが普通になっていますが、各フロ

アまとまって子育てしましょうという取り組みがあります。日本ではそのよう

な取り組みはまずないと思います。小牧もマンションが増えてきています。孤

立化が懸念されます。 

一方で、虐待家庭から見えてくるものもあります。東京児相の関わった 2003

年の相談では、1人親家庭（31.8％）、経済的困難（30.6％）、親族や近隣から

の孤立（23.6％）、夫婦不和、ＤＶなど（20.4％）、育児疲れ（18％）となって

います。ここからも家庭支援の目安が見えてくるのではないでしょうか。 

（委員） 

      不登校の問題も家庭だけで抱えてしまっているケースがあります。周囲に相

談しにくく家族も相談しないことが多く、また周囲も家庭で起こっていること

に気がつかずにすごしてしまっていることが多いのではないでしょうか。 

      日頃から、声を掛け合える雰囲気作りが必要だと思います。地域でも、微力

ながらできることがあると思います。 

（委員） 

      他に何かご意見ございませんか。 

      「育児力」への支援に対して、いわゆる予防的な支援と今支援を必要として

いるところへの支援と 2つの面があると思います。小牧市は親子健康手帳を個

別に交付していますがその時に、ある程度の支援の必要性は見えてくるのでし

ょうか。 

（事務局） 

      30 分くらい時間をかけて交付時に相談を行なっています。相談から支援が

必要と思われる方には、妊娠中から支援をさせていただいたり、次にお会いで

きる４か月児健診で状況を特に気にかけてお聞きしたりと次への支援へつな

げています。 

（事務局） 

      里帰りの意味をあまり見出せない人が多いと感じます。里帰り中に体を休め

ると共に、親からいろいろなことを教えてもらう大切なときでもあります。 

      親子健康手帳交付時は、まだ里帰りについて、夫婦でも親子でもあまり話し

合われていないように感じることが多いと感じます。 

（事務局） 

      親子健康手帳交付時に感じるのは、妊娠した時の気持ちを書いていただく欄

に、意外と「予定外でびっくり」と記載してくる方が多いと感じます。望まな

い妊娠というケースもあれば、第 2子以降をもうける時など様々です。結婚期

間が妊娠期間よりも短いケース、いわゆるできちゃった婚も多いと感じます。



心の準備ができないままでの妊娠は支援が必要になってくるケースが多いと

感じます。経済的な心配も多く見られます。 

      また、妊娠出産は自分の親との関係を見つめなおす大切な時だと感じます。

自分の親と上手く関係が築けていない妊婦さんは、不安が大きいまま妊娠や出

産に望むケースが多いように感じます。 

（委員） 

      支援が必要と感じるケースに、外国人が上げられますがいかがでしょうか。 

     小牧市は外国人が多いといわれています。言葉の問題もあります。外国人家庭

の現状はどうでしょう。 

（事務局） 

      先ほどご意見のあった東京都の事例は、予測するに小牧市においても現状は

大きく変わらないと思われます。それに加えて外国人については、小牧市特有

の問題であると思います。小牧市だけで生活保護を受けていらっしゃる方は、

正確な数字ではありませんが約 400 世帯が平均的でありましたが、近年の景気

悪化を受けて現在は 500 を越えていると思います。増加の要因に外国人世帯が

多いことも感じています。ただ、一時期 9,700～9,800 人在住していた外国人

も景気悪化を受けて、帰国支援制度を利用して帰国し、現在確か 8,700～8,800

人ぐらいだったのではないかと思います。外国人へも支援の目を向ける必要は

あると感じています。 

      外国人家庭に特に虐待件数が高いとは感覚的ですが、あまり感じません。む

しろ、日本人家庭で虐待が発生しているケースもあります。また、共働きで夫

婦共に心に余裕がないというのも一因となるのではと感じます。 

（委員） 

      知り合いの外国人家庭でお子さんが 5 人いらっしゃる家庭があります。引っ

越していらっしゃった時は、こちらも様子を伺っておりましたが、その 5人の

子どもたちが上の子が下の子の面倒を見ながら外で遊んでいる姿を見かけま

す。 

（事務局） 

      兄弟で上の子が下の子の面倒を見たり、ひとつのものを分け合ったりという

事ができているようにも思います。 

（委員） 

      小牧市はこども医療も充実しており、住みやすいといえるのではないかと思

います。 

（委員） 

      他市から転入されてくる方も多いと聞きます。 

（委員） 

      来年度、子ども手当が支給されるが、本当に子どものために使っていただけ

るとよい。子育てのために使っていただきたい。 

（委員） 



      生まれてすぐに保健センターから訪問があると思いますが、どのような状況

ですか。 

（事務局） 

      小牧市では赤ちゃん訪問といって、生後 2～3 か月頃の赤ちゃんのいる家庭

に、保健連絡員という地域のボランティアさんが、プレゼントをもって声をか

けるという事業があります。これは、地域ぐるみの子育てを目的として実施し

ています。 

      それとは別に、助産師が行う新生児訪問があります。これは、親子健康手帳

交付時に、希望の有無をお聞きしています。相談時に支援があったほうがよい

と思われる方には、なるべく訪問を受けていただけるようなお話をしています。

しかし、「二人目だから」やそのほかの理由で訪問をはじめから希望しない方

もいらっしゃいます。 

      訪問希望者には、まず、生後 1 ヶ月過ぎごろに助産師からまず、全員にお電

話を入れさせていただきます。その後に訪問となりますが、電話で育児状況な

どをお聞きし、不安や問題なければ、訪問にまでつながらない場合もあります。 

（委員） 

      親子健康手帳交付時よりも、生まれてからのほうが、不安が出てくるのかと

思います。その時に支援の必要性を感じるのではないでしょうか。今は核家族

が多いので、せめて、第 1 子は新生児訪問があるといいと思います。 

      産院や保健センターで、産後の過ごし方を伝えていただけるとよいと思いま

す。 

（委員） 

      産院では、退院する前に退院後しばらくの過ごし方をお伝えしています。 

（委員） 

      親子健康手帳交付時だけでなく、産院、新生児訪問、赤ちゃん訪問など様々

なところで支援の目を向けていく必要があると思います。切れ目ない支援が必

要だと思います。 

（事務局） 

      おっしゃるとおり、産院や保健センターなどで連携しながら支援していく必

要があると思います。保健センターだけでは支援は難しいと思います。たとえ

ば、親子健康手帳交付時は新生児訪問の希望がなくても、その後産院での様子

などから、支援につながる事もあると思います。希望しないという家庭に入り

込んでいくのは難しいと思います。 

      まず、どのような家庭を支援していく必要があるのかということを整理して

いく必要があると思います。 

      そうすることで、育児力を支援する家庭がみえてくるのかもしれません。 

      本日出していただいたご意見を、事務局でまとめさせていただきまして、次

回に持ち越したいと思います。 

（委員） 



      それではよろしくお願いいたします。 

 

 

（３）「生と性に関するカリキュラム（小中学校版）」の保護者への情報提供について  

資料５ 

（事務局） 

      本日欠席の委員よりご意見いただいたご意見ですが、「学校では、性教育に

取り組む際、保護者への周知は各校必ず行っていると思う。」とのことでした。

そのため、「取り組む前後に保護者へ報告し、学校で行ったことが家庭でもつ

ながるよう注意している。」とのことでした。すでに保健だよりなどで周知し

ているそうですので、ご報告させていただきます。 

（委員） 

      皆さん意見はございませんか。 

（委員） 

      今の保護者の方は、プリントでお渡ししても、呼んでくださらない方もいら

っしゃいます。お伝えするとしたら、学校のたよりとホームページの 2重構造

がよいのかなと思いますが、見るか方しか見ないかも知れません。 

（事務局） 

      全部の学校が同じようにやっているわけではないので、一律にだすというの

は難しいと思います。神戸委員はどのようにお考えですか。 

（委員） 

      私はホームページに乗せる必要はないと思います。今の授業数の現状でこの

カリキュラムの通りやれる学校は少ないと思います。各校で工夫して実施され

ているカリキュラムを保健たより等でお知らせしていくのが妥当だと思いま

す。あと、本当に大切なのは親子の会話だと思います。子どもがそのようなプ

リントを持って帰ってきた時などにそこで親が聞いてあげる事が必要だとお

思います。親として、学校の様子や子どもの受け止め方を知る良いチャンスだ

と思います。それは性のカリキュラムに限ったことではないので、学校として

も取り組んでいきたいと思っています。おそらく、交通安全など親御さんたち

が知らないうちに、学校で取り組んでいることは山ほどあると思います。そこ

で大切なのは、やはり親子の会話だと思います。 

      情報提供は大切だとは思いますが、家庭で親子の会話を持っていただくこと

が大切だと思います。 

 

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の方法」に 

ついて 資料６ 

 



②「平成 21 年度保護者への生と性に関するアンケートの保護者への結果報告の方法」に

ついて 資料７ 

（委員） 

      3 者面談時に配布は可能だと思いますが、時間をとってゆっくり説明する事 

は難しいと思います。ひとこと付け加えるのが精一杯だと思います。 

（事務局） 

      ありがとうございます。承知しています。 

 

③「生と性に関するアンケートの結果の学校への結果報告の方法」について 資料８ 

 

④「保健室等に設置するアンケート結果報告の方法」について 資料９ 

 

（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 10 

（委員） 

      エの③で、作りたいが作成が難しそう 35％と作り方がわからない 21％をあ

わせると約 56％の方が活用に困難を感じている現状がうかがえます。一方、

エの②で小学校に入学するにあたり、園での様子を伝えるとよいと感じている

職員は、52.2％いることが分かります。そんなに運用が難しいものですか。も

し難しいことがネックになっているのであれば、その運用を緩やかにするよう

な工夫等もしていけるともっと浸透するのではないかと思います。 

（事務局） 

      今回のアンケートで現状が見えてきましたので、事務局で検討していきたい

と思います。 

（委員） 

      親と一緒に作るというと難しさもあると思います。 

（委員） 

      今後、よりよいものになるよう、検討を重ねていただけるとよいと思います。 

 

 

（３）「親子健康手帳の内容変更」について 

 

 ３ その他 次回は、平成 22年 5 月 28 日（金）午後 1時 30 分より開催予定 

 

 ４ 閉会 


