
平成 24年度第 4回小牧市母子保健推進協議会 議事録 

 

 

 

【日時】平成 25年 2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（13名）志水哲也、三輪茂美、高木康司、大藪徹也、児玉和江、奥田志津賀、 

広中典子、小林佐知子、久納八重子、倉知正人、長江美津子、伊藤清美、

日比野ひとみ（敬称略） 

・欠 席（1名） 高木大作（敬称略） 

・事務局（6名） 高木健健康福祉部次長 江崎みゆき保健センター所長、 

伊藤京子所長補佐、岡本弥生係長、三枝尚子主査、永守良江栄養士 

【次第】 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

（１）「小牧市親子健康手帳について」  

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について  

   「平成 25 年度安心相談カードの配布について」  

（３）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

   「いじめに関して、家庭や地域のありかたを考える」   

（４）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について            

   「若年妊娠を考える」                  

４ 報 告 

（１）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  

【議事】 

１ 議 題 

（１）「小牧市親子健康手帳について」  

（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。 

   経緯といたしましては、これまでに数回ほど、小牧市親子健康手帳のデザインやサイ

ズについて、「市民の声」よりご意見をいただいております。  

小牧市の親子健康手帳は、本協議会において、「子育て中の親の力になり、子どもが自

分自身のことを知り、大切にできる手帳」として検討を重ね、平成１１年度に作成し、

交付をしてきました。また、平成１３年度から保健センターでは、親の意識を高め、出

産・育児支援につなげるために保健師が妊婦に親子健康手帳の説明と相談を受けるため



に個別面接をし、交付をしています。 

   表紙デザインは「誕生した小さくても力強い命に親で期待や夢を託し、愛情という目 

には見えない殻に包んで育ち、子どもが成長して、その殻を自分のエネルギーで破って、

人として第二の誕生を迎えるまで、子と一緒に手帳を作り上げてほしい」という主旨を

市内中学生がイメージして描いたものを採用しております。また、サイズについては他

市のものより大きいＡ５版で作成しております。その理由としては、母親の健診記録、

子どもの成長記録および育児情報を記載し、子どもが親から愛されて育てられたと感じ

られるようにメッセージ欄を設けていること。そして、他市では就学時までの記載のみ

ですが、妊娠中から中学生まで記録できるようにしているためです。 

   「市民の声」の内容についてですが、資料１－２をご覧ください。平成１７年度から

平成２４年度現在までで４件ございました。ご意見をいただいた方は小牧市在住の妊婦

や母親、小牧市に転入された母親です。内容としては、親子健康手帳のデザインやサイ

ズについてです。「古めかしいデザインなので、かわいいキャラクターを使用するなど今

風にして欲しい」、「サイズが大きいので、荷物になる。サイズを小さくしたり、別冊に

するなどして欲しい」とありました。 

   これらの市民のご意見に対して、小牧市は親子健康手帳の主旨、①小牧市親子健康手

帳は本協議会において、「子育て中の親の力になり、子どもが自分自身のことを知り、大

切にできる手帳」として検討を重ねてきたこと、②表紙デザインは「誕生した小さくて

も力強い命に親で期待や夢を託し、愛情という目には見えない殻に包んで育ち、子ども

が成長して、その殻を自分のエネルギーで破って、人として第二の誕生を迎えるまで、

子と一緒に手帳を作り上げてほしい」という主旨を市内中学生がイメージして描いたも

のを採用していること、③サイズについては他市のものより大きいＡ５版で作成してい

る。その理由としては、母親の健診記録、子どもの成長記録および育児情報を記載し、

子どもが親から愛されて育てられたと感じられるようにメッセージ欄を設けていること。

そして、他市では就学時までの記載のみだが、妊娠中から中学生まで記録できるように

しているため。④別冊にしない理由としては、別冊になると健診の記録とメッセージ等

が別々になり、その時々の成長における親からの思いをメッセージとして発信しにくく

なるため、一体型にしていると説明し、ご理解いただけるよう返答して参りました。 

このような市民のご意見に対して、親子健康手帳のデザインやサイズについて、また、

親子健康手帳の主旨を市民に理解していただくための方策の検討をお願いいたします。 

（委員） 

   このデザインは、作成当初の主旨をイメージして中学生がデザインしたもので今まで

採用をしてきました。キャラクターのものがよいというご意見が数件出ているようです。

また、サイズも他市の小さいサイズのものと比べるとＡ５版と確かに大きいです。作成

当初もいろいろ議論されましたが、メッセージを書くという点で、扱いやすいサイズに

してきた経緯があります。また、最近では予防接種の記録が増えてきました、予防接種

を記録していくということを考えると、大きいほうが扱いやすいと感じます。小牧市の

手帳は、記録する欄も多く、見やすいので良いと思います。いろいろな考えがあると思

いますが、皆様のご意見はいかがですか。 



（委員） 

   今日の会議前に職場で意見を聞いてきました。デザインについて、若い人の意見は古

めかしいという意見がありました。年配の者は、そのような意見はありません。ただ、

主旨を理解して納得できるということでした。サイズについては、メッセージ欄があり

ますが、メッセージを書く人にとっては大きいほうがいいと思います。小さい母子手帳

を持っている人でも、書く人はびっしり書いています。 

（委員） 

   親子健康手帳交付をしているときに市民の方から何かご意見はありますか。 

（事務局） 

   交付時に、サイズについて「大きいですね」と時々言われますが、その都度丁寧にこ

ちらの主旨について説明させていただきご理解いただいております。デザインについて、

交付時に指摘されるのは稀です。 

（委員） 

   手帳のサイズが小さくなると、文字も小さくなるのですか。 

（事務局） 

   必然的にそうなると思います。 

（委員） 

   小牧市の親子健康手帳は、子どもや親への思いがあって独自性があって既成のものよ

りは良いと思います。記録も中学校までの記録があり、行政の壁を越えて作られている

ことも特徴的だと思います。イラストに関しては、若い方には有名キャラクターのほう

が好まれるかもしれませんが、表紙のイラストも裏表紙のイラストも、中学生のページ

にある卵の殻を割っていくイラストも、主旨が通っていていいと思います。 

（委員） 

   3歳までは、活用する機会が多いので記載も多いように推測されますが、4歳以降の活

用がどれほどされているかと感じます。小学校中学校に入ると学校の健康手帳がありま

すので、学校での記録はそちらに記録されていきます。実際に転記して活用している方

がどれくらいいらっしゃるかと思います。その年齢ごとのコメントは必要だとは思いま

すが、活用の実際を調べてみるのもよいと思います。 

   デザインについてですが、キャラクターなどのデザインがいいという意見も一部の意

見に過ぎないのではないかと思います。万人の方がよいと思うキャラクターはないと思

います。 

（事務局） 

   親子健康手帳の 4 歳以降の活用について、今まで調査してきたわけではございません

が、作成当初の意図としては、小学校中学校のページは、健康手帳の記録を子ども自身

が親子健康手帳に転記することを想定し、その時に親子健康手帳を開き、自分が小さか

った時の記録を振り返ったり、親からのメッセージを読んで自己肯定感を育むことを振

り返ることを期待して作成してきました。そして今度自分が親となるときに手渡してい

ただけるとよいと思います。 

本日は、内容についての検討ではありませんが、今後の検討課題としていきたいと思い



ます。 

（委員） 

   身近に最近小牧の親子健康手帳をもらった方がいたので、聞いてみました。その方は、

別に抵抗なく主旨も理解し「小牧市の手帳はこういう手帳」とすんなりと受け取れたと

いっていました。 

（委員） 

   予防接種や健診を行なっていると、小さい母子手帳を持ってくる方が見えると逆に小

さくて扱いづらいと感じますがいかかですか。 

（委員） 

   私もそう思います。見て、記入する側としては、大きいほうがよいと思います。 

（委員） 

   サイズが大きいと字も見やすいですし、記録しやすいと感じます。 

（委員） 

   デザインについて、全員が納得できるものは難しいと思います。小牧市の主旨はよい

と思いますので、お渡しするときに全員の方に、主旨をきちんと理解して受け取ってい

ただければよいと思います。 

（事務局） 

   たくさんのご意見をありがとうございました。現在、この親子健康手帳の主旨は、手

帳を交付する際に説明しています。今後も主旨をきちんとご理解いただくために続けて

いきたいと思います。また、親子健康手帳交付者だけでなく、小牧市民全体にも小牧市

親子健康手帳を知っていただき、主旨をご理解いただくという努力をしていかなくては

ならないと感じました。今後何らかの形で市民に向けても発信し続けていきたいと思い

ます。 

（委員） 

   たしかに親子健康手帳の主旨を市民に広く発信し続けていくことが大切だと思います。 

  そうすることで、理解もいただけるのではないかと思います。私は、このイラストが好

きです。 

（委員） 

   どうしてもこのイラストに抵抗のある方は、シールを張ったりして、個性的にアレン

ジしていただければよいのではないでしょうか。 

（委員） 

   母子手帳カバーを利用している方もいると思います。 

（委員） 

   そうですね、子どものことを思いながらそうやって自分なりに作り上げていけばよい

と思います。 

（委員） 

   それでは、市全体に発信し続けていくということでよろしいでしょうか。内容につい

ての検討も今後していけたらと思います。 

   他に意見はございませんか。無いようですので次の議題に移ります。 



 

（２）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について  

   「平成 25 年度安心相談カードの配布について」 

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

平成１９年度から市内の中学校の２年生に対し、性に関する問題遭遇時に信頼できる

大人に相談できるよう生と性に関するアンケートを夏休み前に実施し、その際に併せて

信頼できる相談窓口の紹介として安心相談カードの配布をしてきました。生と性に関す

るアンケートの結果について、年毎に目立った変化がないため今後は毎年実施せず、５

年毎に実施するということで協議会でも了承いただいたかと思います。そこでアンケー

トと一緒に配布してきました安心相談カードを、今後単に配布するだけでなく、生徒自

身がきちんと保管する気持ちを持ち、問題遭遇時に適切に活用できるよう効果的な時期

に配布できるようにしたいと考えております。そこで配布に適して学年や配布時期、生

徒へのメッセージ性、カードのレイアウトなど御協議いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

（委員） 

   どなたかご意見はございませんか。 

（委員） 

   今まで、メッセージ性の強いアンケートを行った後での配布でしたので学校としても

助かっていた部分はあると思います。この安心相談カードは生と性のカリキュラムに関

連して作られたものだということを考えると、授業などを行った後に配布されるとよい

ともいます。このまま学校に配布されますと、クラスのボックスに入ってしまってその

ままただ、配布されるということになってしまいかねません。生と性のカリキュラムも

すべての学校でやられるようになってきたことを考えると、中学一年生の「自分らしさ

ってなんだろう」をやった時に担任から説明を受けて配布されるといいと思います。 

   中一で、自分と他人を比較したり、劣等感を持つときにクラスのみんなで悩みを共有

してどうしたらよいか考えようという授業がありますが、そこで配れるとよいと思いま

す。中 2 ではなく中一で配布するのも一つだと思います。ただ一つネックなのが、各校

実施の時期がバラバラであるということです。なので、保健センターから各校へ配布す

る時期がバラバラであることが予測されます。 

（委員） 

   各学校に聞いてみてはいかがですか。 

（事務局） 

   早い時期に安心相談カードを準備しておいて、学校が授業を実施するときにお渡しす

ることがよいでしょうか。 

（委員） 

   おそらく、窓口をどなたにするかということだと思います。保健指導主事か養護教諭 

  と相談していうことになると思います。 



（事務局） 

   中一に関してはそれでよいと思います。中 2 に関してはどうしたらよいでしょうか。 

（委員） 

   中 2 にもカリキュラムがあるので、そこでも配布できます。配布時期が夏休み前の方

がよいということであれば、夏休みまえに学年集会を持つと思うので、その時に配布し

ていただけるとよいと思います。 

（委員） 

   夏休み前の配布はポイントだと思います。 

（事務局） 

   もともとアンケート実施とともに夏休み前に配布することが効果的であるというご意

見をもとに配布してきました。どの時期がよいか各学校ごとに相談して検討していきた

いと思います。 

（委員） 

   各学校に問い合わせるのがよいと思います。なるべく中 2 の早い時期に配れることが

よいと思います。 

（委員） 

   4 月入れば、年間の計画が出ると思います。 

（委員） 

   サイズは、生徒手帳に入る大きさということでよろしいですね。字は小さいですが、

子どもたちは読めますね。 

（事務局） 

   内容についてはご意見があればと思います。 

（委員） 

   安心相談カードとこちらでは言っていますが、カードに名称の記載がありません。 

あった方がよいのではないでしょうか。 

（委員） 

   このバーコードは何のバーコードですか。 

（事務局） 

   現在は、小牧市のホームページのトップページに入ります。来年度以降は、中学生の 

ページに入れるようにしていきたいと思っています。 

（委員） 

   そのような疑問が出たということは、これが何につながるのかということがわかった

方がよいと思います。 

（委員） 

   作り手側が誰を対象に作ったものかが明確に分かった方がよいので、「中学生の皆さん

へ」や何のために使ってほしいカードかということがわかった方がよいと思います。 

（委員） 

   児童館でも配布できるとよいと思います。 

（事務局） 



   現在各児童館にも 20 枚程度ずつ設置させていただいております。また、各中学校の保 

健室にも同様に設置させていただいております。 

（委員） 

   それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

（３）生と性に関する問題遭遇時の支援体制について 

   「いじめに関して、家庭や地域のありかたを考える」   

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料 3 をご覧ください。 

   この母子保健推進協議会において、今まで｢いじめ｣について何かできることはないか

と検討してまいりました。その結果、小牧市のホームページにおいて｢いじめ｣に関して

｢子どもたちへ｣と｢保護者の方へ｣と題して｢思春期によくある Q&A｣のサイトの中でメ

ッセージを掲載しております。前回の協議会でご意見をいただきましたが、｢いじめ｣の

問題に関しては、一般的に周囲の対応を重要であるといわれています。学校だけでなく 

  ｢家庭や地域のあり方｣も今一度考えていきたいと思います。 

   具体的には、一つ目に一番身近な存在である親に対して｢子どもからの SOS を受け止

め、解決に向けた行動をとることができる｣ために必要な支援は何か。 

   二つ目に親子を見守る地域のあり方について、ご意見を頂きたいと思います。各委員

の皆様のお考えをいただき、今後の第一歩としていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

（委員） 

   どなたかご意見はございませんか。どんな些細なことでも構いませんのでおっしゃっ

てください。なかなかいじめられても、言わないというか言えないというのが実際では

ないかと思います。子どものサインなどを理解していないと気付くことが難しいと思い

ます。 

（事務局） 

   現在ホームページには、「自分自身が一番相談しやすい大人に相談しましょう」とメッ 

セージを書いてありますが、相談された大人がどのように対処したらよいのかというこ

とがわからなかったり、困ってしまうケースもあるのではないかと推測されます。その

ような親に対してどのようなことが、地域の立場でできるのかということが考えられれ

ばと思います。どんなご意見でも構いませんので、自由にご意見をお願いいたします。 

（委員） 

   感じたことを述べさせていただきます。一般的には、いじめがあると親はあわてずに 

とか、無理に学校へ行かさずゆっくり休ませましょうとか、自然に明るく接しましょう

と言われていますが、現実的にそれを冷静に受け止めて実践するのは難しいと思います。 

わが子がいじめを受けたら動揺すると思いますし、どこに相談したらよいか思い悩むと

思います。しかし、心理相談の場では初期の段階で相談に来ることは少なく、いよいよ



不登校になってからやうつ状態が出てから相談に来ることが多いのが事実です。やはり

早期発見、早期対応ということが大切なのだと思います。学校や家庭に比べると地域に

できることとは少ないのかもしれませんが、早く見つけて対応することができたらと思

います。子どものサインがよく言われていますが、それを理解していないときづくこと

も難しいと思います。また、思い悩んでいる親が安心して相談できるところがあるとい

いと思います。学校は意外と相談しにくいのではないかと思いますので、保健センター

やその他の相談機関などができるとよいと思います。ただ、すぐの解決はむずかしいか

もしれません。 

（委員） 

 中学生や高校生の年齢になっても、子育て支援センターの 0 歳から 3 歳の子しか入れ 

ないお部屋へ顔を出して入ってくることがあります。特に臨時職員はずっとそこで働い 

ているので、その子たちの小さいころからのことを知っているということになります。 

子どもたちは何かあると顔を出して、いろいろと話してまた、メッセージを出して帰っ 

ていきます。先日もそのようなことがありました。子どもにとっての安心感のある場が 

必要であると感じます。 

（委員） 

 うつや自殺の支援もそうですが、いじめもキーパーソンとなる人がいるといいと思い 

ます。 

（委員） 

 キーパーソンとなる人や安心感のある場がある子は幸せだと思います。現在公開され 

ているいじめに関するホームページのことですが、文字の羅列になりますのでタイトル 

をつけて区切ってレイアウトすることが必要だと思います。また、親として気付けるよ 

う子どものサインも載せられるとよいと思います。 

（委員） 

 愛知県教育委員会のいじめのサイトにそのようなサインが記載されてたように思いま 

す。 

（委員） 

 鳥取県の出しているホームページにもそのようなサインが記載されており、わかりや 

すいと思います。また、地域の支援も今後考える必要があると思います。 

（委員） 

子どもたちが集まりやすいところに、大人の目があるとよいと思います。 

（委員） 

 状況に早く気付いて、声をかけて、対応するということが大切だと思います。 

（事務局） 

 気づくということがまず大切であるということと、キーパーソンの存在が大切である 

というヒントをいただきましたので、事務局で整理してまた具体的な背策に反映してい 

きたいと思います。また、キーパーソンが親であるということが望ましいと思いますの 

で、もとをたどると親子関係の醸成のために、親子健康手帳などの活用方法なども何か 

ヒントがあるように感じました。ありがとうございました。また、中学生くらいの子ど 



もたちにとって親以外の信頼できる場としての児童館ということもよくわかりました。 

（委員） 

 いただいた意見を事務局で整理していただきたいと思います。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            

   「若年妊娠を考える」                  

（委員） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料４－１をご覧ください。 

   子どもたちが自己肯定感を育み、自らの｢こころとからだ｣を大切にできるよう、小

牧市母子保健推進協議会において、今まで様々な取り組みを行なってまいりました。

しかし若年層の妊娠出産が後を絶たず、出産後も育児をすることが困難なケースが見

られます。資料 4－2 をご覧ください。グラフ１からは、近年小牧市の妊娠届出数が

1,500 件前後を推移してきたことが分かります。グラフ 2、3 は 20 歳未満と 40 歳以上

の妊娠届出数及び割合を示したものですが、20 歳未満は近年横ばい状態、40 歳以上は

平成19年に不妊治療の助成が開始されたあたりから徐々に増加していることが読み取

れます。裏面をご覧ください。若年妊娠は一般的に 20 歳未満と定義しています。ただ、

20 歳未満といっても幅広いので、その年齢を年代別にみたのがグラフ 4、5 です。中

学生の年代、高校生の年代、19 歳とみてみると、19 歳の割合に緩やかに減少傾向が見

られます。グラフ 6 は、中高生をまとめた割合と、19 歳の割合の年次推移です。これ

を見ると近年明らかに若年妊娠の中でも中高生の年代が多くなってきたことが分かり

ます。概ねにして、経済的基盤が不安定であったり、未婚であったりと家庭自体が不

安定なケースが多く、また、若年の妊娠は学校や家庭、地域とつながりを持ちにくく

支援が困難なケースが多いと感じます。 

   学校や家庭、地域とつながりを持ちにくい子どもたちとどのようにつながりを持ち、

自らの｢こころとからだ｣を大切にできるような取り組みを行えるかについて、今後検

討していきたいと考えております。委員の皆様のお考えをぜひお聞かせ願いますよう

お願いいたします。 

（委員） 

   この中には、外国の方もお見えになりますか。 

（事務局） 

   南米国籍や、母親がフィリピンで父親が日本人であるため日本国籍の方もいらっし 

ゃいます。純粋な日本人もいます。外国の方の場合、宗教的なことも関係あるのか、

中絶するという選択肢がないから産むという考えのケースもあります。 

（委員） 

   外国人の方で妊娠するケースに何か要因となることはありますか。 

（事務局） 



   学校にまともに通えていない子たちが多いのではないかと思います。生と性のカリキ 

ュラムが必要なところに届いていないのではないかと思います。学校で話を聞いたり、

安心相談カードをもらう機会もないと思います。 

（委員） 

   国籍と教育の関係はどうなのですか。 

（委員） 

   日本国籍でないと、義務は課せられません。しかし希望すれば通うことができます。

ブラジル人学校などもありますが、費用がかかりますので、ある程度経済基盤がないと

通うことが難しいと思います。しかし現実的に籍を置いても、学校に来ない子たちもい

ます。小牧市は、外国人に対して通訳を置いたり広報誌を多国語で出したり、何とかう

まくいく方向で進めているものの、なかなかうまくいっていないのが現状ではないでし

ょうか。文化の違いもあると思います。雨が降ったら学校に来ない、休み明けには学校

に来ないなどとその日の気分で登校ということもあるように思います。実際日本の生活

にもなじめておらず、また、母国でなじめるかというとそうでないようにも思います。 

   生と性のカリキュラム推進については、全校的な取り組みではなく、そのような子た

ちに少人数のかかわりも必要かもしれません。 

（委員） 

   外国人と日本人は少し分けて取り組みが必要なのかもしれません。 

（委員） 

   生と性のカリキュラムを推進していく中で、多くの子どもたちは自己肯定感を育み成

長していっていることを実感します。一方、家庭に恵まれていない子どもたちには、ま

た、別の働きかけが必要なのではないかと思います。 

（委員） 

   家庭に恵まれていないとは、日本人の場合もそう感じますか。 

（委員） 

   そう感じます。 

（委員）  

   若年は中絶を選ぶケースが多いです。しかし、出産を選択した場合、外国の方の場合、

家族や親せきの方がたくさんいらっしゃって、出産をみんなで応援してみんなで育てる

という風潮があるように思います。ただ、学校に行けていない子が多いのではないかと

は感じます。 

（委員） 

   先ほど少人数で取り組みができるといいというお話がありましたが、子どもたちから

性について知りたいといった声は上がりますか。必要としているところに必要な情報が

伝わるとよいと思います。 

（委員） 

   懇談会も、約束してこない親も多いです。親へというよりは直接子どもたち伝えてい 

くしかないように思います。 

（委員） 



   文化的な違いで、外国の方がほしくて子供を作っているということは感じますか。 

（委員） 

   中学生の年齢ですと、子どもができてハッピーという感じには見受けられません。パ 

ートナーが定まらなかったり、ピルを飲んでいるケースもあります。実際問題子どもが

できて、ハッピーではないのではないかと思います。 

（事務局） 

   日本人であっても、外国人であっても家庭的に支援が必要な家庭に若年妊娠が多いの 

ではないかと支援していて感じます。あと若年の妊婦さんと信頼関係を築くという点に

おいて、とても支援者として頼りにされていると感じます。親身になって一緒に考えた

り、考えや存在を尊重して付き合っていくということに素直に応じてくれます。また、

感じることが、妊娠して出産後しばらくはよいのですが、のちに自分も遊びたくなって

しまって、親に預けて遊びに行ってしまったり、育児や仕事などに目が向かなくなって

しまうことが多いと感じます。 

（委員） 

   なかなか難しい問題であるとは思います。本日はたくさんのご意見をありがとうござ

いました。今後も引き続き検討していきたいと思います。 

 

２ 報 告 

（１）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） 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

   資料 5-1 をご覧ください。先日開催いたしました講演会についてご報告させていただ

きます。173 人方々に参加していただきました。アンケートの結果は資料 5-2 をご覧く

ださい。自由回答を見ていただきますと「今まで家庭の問題と思ってきたが、理解でき

た」との記載があり、こちらの意図が伝わっていると感じました。また、発達部会でも、

振り返りをいたしましたが、この一回講座だけで終わってしまうのではなく、引き続き

何らかの形で発達障害について地域へ発信し続けていけるとよいとの意見が出ましたの

で、検討していきたいと思います。 

（委員） 

   このことについて、何かご意見はございませんか。 

（委員） 

   今日の議題の中で、いじめや若年妊娠、発達障害などがありましたが、いずれも地域での

理解やかかわりが大切ということです。現在、市が立ち上げようとしている地域協議会にお

いてこのようなことについて、発言できる委員は入っていますか。地域協議会の詳しいこと

がよくわかりませんが、そのような場で今回のような議題についても発言できるとよいと思

います。 

（事務局） 

   ご意見ありがとうございました。 



（委員） 

   長時間にわたりありがとうございました。それでは閉会いたします。 

 

３ 閉会 


