平成 24 年度

第８回雲仙市子育て女性懇話会

会議記録

開催日時： 平成 24 年 5 月 16 日(水) 19:00~20:50
開催場所： 愛野保健福祉センター 2 階 多目的研修室
出 席 者： 委員 9 名
事務局 9 名
＜意見交換 記録＞
委員

○ 小児医療の充実について
事務局より、資料の説明をお願いいたします。

事務局

資料の説明（第 8 回資料、別紙 1 により説明）

委員

本日は、雲仙市の小児医療の現状を踏まえて、普段、私たちがしている医療機
関の受診方法や心掛けていること、こうしてみたらといったご意見をお願い
します。

事務局

子育ての話の場で先ず出てくるのが、市内に小児科を誘致してくださいといっ
た要望です。
しかし、雲仙市は医療機関が充実している県央地区（諫早・大村）と隣接して
いるという、利点もある。
雲仙市の現状も理解して頂いた上で、限られた医療資源を活用する方法や知恵
を考えていただければと思う。
また、救急車による搬送の、小児科や産婦人科でのたらい回しは、雲仙市では
起こっていません。

委員

乳幼児の医療費は 800 円以上掛からないし、薬代も容器代以外掛からないし、
病院受診がしやすくなっている。
母親の考え方次第だとは思うが、あまり回数を気にせず受診がしやすくなって
いると思う。

委員

島原病院での休日・夜間診療も始まり、サービスは充実しつつあると思う。
しかし以前、子どもが夜中に 2 人同時に 40℃以上の高熱を出し、1 人が熱け
いれんを起こしたので、朝の 4 時ごろ救急車を呼んだが、雲仙市や島原市に受
け入れ先がなく、家の前で立ち往生したことがあった。
南高医師会の電話相談に自分で電話して、深江町の泉川病院に受け入れてもら
った経験があり、やはり緊急の小児の対応は難しいのだと感じたことがある。
受診するなら近くの病院が便利なので、かかりつけ医を持って、日頃相談しや
すい関係を築いておくことも大切だと思う。

事務局

今は医療の仕組みが変わり、地域支援病院という制度ができて、直接、諫早総
合病院や島原病院などを受診することはできません。
かかりつけ医からの紹介状がないと受診ができず、それ以外の場合は特別料金
も発生する仕組みになっています。
ですから、なおさら小児に限らず、大人もかかりつけ医を持つことの重要性が
言われています。

委員

自分が行っている子育てひろばを利用されるお母さん達は、普段は近くの病院
を利用し、症状が重いなと感じたときは小児科専門医を受診したり、上手く使い分け
ているように聞いている。

しかし、実際に、小児科専門医でないと診断ができない場合もあるので、判断が難し
い。
委員

かかりつけ医を持ち、相談しやすい関係になっておくことが大切。

委員

やはり、かかりつけ医は近くがいい。
喘息を持っている子どもの場合、吸入するためにわざわざ遠くに通うのは大変。

委員

親は子どもの日頃の健康状態を、ちゃんと把握しておいて欲しい。
昼間の子どもの様子に気づかず、夜間診療を利用しなければならない、という
ことにならない心構えも大切だと思う。
また、出田委員が言われていたが、薬局での薬代も掛からないというのは本当
か？

委員

乳幼児（就学前の幼児）の福祉医療費で、受給者証を提出するとお金が掛かり
ません。

事務局

平成 23 年の 4 月から制度が変わったのですが、「現物給付」といって市役所での申
請をすることなく、保護者の診療費の負担が、１医療機関につき 1 回上限 800 円、1 ヵ
月上限 1,600 円まで、薬代については全額を市が負担している。

委員

やはり幼児の頃は病気にかかることが多く、病院に行きやすいという点で助か
る。

委員

安易な受診も市の財政に掛かってくるので、気をつけなくてはならないが、子
ども達の幸せのためには、とてもありがたい制度。
また、薬局の薬剤師さんも、よく相談にのってアドバイスをしてくださる。

委員

私の子どもは丈夫で、あまり病院にかからないが、かかりつけ医がないので不
安に思う。
緊急の場合の受入や、料金等が余分に必要になったりするのか？

事務局

保険診療の範囲であれば福祉医療費が適用されるので、夜間や緊急であっても幼
児の場合は、一般の診療費と保護者の負担は変わらない。

事務局

実際に日曜診療所や、準夜診療所にかかられた経験のある方はいるか？

委員

2 年ほど前に高熱が出て、手持ちの坐薬などもなく、周りに感染症の病気が流
行っていて、心配になり準夜診療所で診てもらったことがある。

委員

利用する市民への、そういった医療機関の周知は、健診等などを利用して、お
知らせしているようだ。

委員

それでも病気の時なので、情報機関ではなく、ついつい病院に直接電話をし
たり、なるべく近くの医療機関がいいので、消防署に電話して休日の当番医を
聞いたりしてしまう。

委員

電話のところに、緊急や夜間の受付電話番号を書いておくのも良いのでは。

事務局

市の広報誌にも載せているし、長崎新聞などにも載っているので、そういう情
報を利用してはどうか。

事務局

赤ちゃんが生まれて最初の赤ちゃん相談のときに、名刺サイズの「小児救急電
話相談センター」の＃８０００の載っているカードを配り、紹介をしている。
利用の状況は、昨年とったアンケートの結果によると、116 名の回答の中で、
約 100 名が知っている。そのうち約 30 名が利用したことがある。
体制としては、先ず看護師や保健師が状態を聞いて、常駐しているドクターが
指示をされ、重症と判断された場合は、病院の紹介もしている。

委員

相談料無料ということは、電話代も掛からないということか。

事務局

確認します。

委員

小児科では、中学 3 年生までを診てもらえるが、ある程度大きくなったら、な
るべく近くの、親と同じ掛かりつけ医などを利用するようにしたらいいと思う。

事務局

医師会からも、ある程度大きくなったら、内科・小児科を標榜されていれば、
近くの診療所がいいのでは、といった助言をいただいている。

委員

学校の校医も小児科医とは限らないので、近くのかかりつけ医というのは、大
事だと思う。
まとめとしては、近くにかかりつけ医を持ち、緊急の場合は電話相談センター
等の電話番号を目に付くところに貼ったりして、上手く相談機関を利用してい
くことを推進する。
最近は、テレビのデータ情報でも休日の診療所を教えてくれる。
色々と便利な機能なので、使ってみたらよいと思う。

委員

○家庭や地域における教育力の向上について
事務局より資料の説明をお願いします。

事務局

資料の説明（第８回資料、別紙２により説明）

委員

学校・家庭・地域を含めた取り組みとして、どういった子育て支援ができるの
か。それと絡めて、地域における子育て支援の推進。また、「地域ふれ愛ささえ
愛事業」についても協議を進めていきたい。
学校では、以前より地域とのつながりを持って学校教育をするということで、
学校支援会議（名称は各学校で異なる）が各学校で組織されている。
昨年は、教育委員会の生涯学習課より子育て支援年間カレンダーを作っていた
だき、雲仙市内の各小中学校の取り組みを写真付きで、カレンダーにして配布
された。
学校では、地域の力を借りながら学校行事をしている。

関係課

教育委員会から委嘱をしているので、市内の各小中学校の学校支援会議の名称
や評議委員は、把握している。
昔から学校は、地域と繋がり GIVE＆TAKE の共存関係にあった。
また、学校と家庭も PTA 活動を通して繋がりがあり、元々学校・家庭・地域は
密接に繋がっていたが、最近は一般的にその関係が、薄くなっているというこ
とで、近年制度化されクローズアップされている。
しかし、雲仙市においては、そのような感じを受けることはなく、密接に学校・
家庭・地域が結びついて、充分な取り組みが出来ているのではないかと感じて
いる。

委員

実際の取り組みは、どんな感じですか？

委員

南串山では、年に 2 回学校支援会議を行っている。
評議委員は、老人会、婦人会、民生委員、PTA 会長・副会長、学校長、教頭先
生、教務主任などで構成されており、子ども達の通学状況や、学校での子ども
達の様子などを話合っている。
地域と一緒に行う行事がたくさんあり、最近では多過ぎるという意見も出てき
ている。
具体的には、6 年生は菊の栽培を地域の方から習ったり、5 年生はお魚教室、
低学年は昔の遊びを教えてもらったり、グランドゴルフ大会や田植え、稲刈
り、餅つき等、1 年を通して地域の方々にはお世話になっている。
行事をすると、地域の方々が学校に足を運びやすいし、PTA も協力するし、子
どもたちも頑張るといった良い面が多いと感じる。

委員

学校支援会議では、学校長の“こんな子どもに育てたい”という思いを、参加
者に理解しもらい、学校も保護者も地域も同じ思いで子どもたちを見守り育て
ていくことを目的としている。
年間の学校行事のお知らせなどをして、協力をお願いしたりすることで、行事
もスムーズに進められる。
愛野ではどうですか？

委員

5 年間、愛野小に関わっているが、以前は愛野小でも「日曜学校」という取り組
みがありました。
6 年生は、愛野に伝わる凧揚げをしたり、4 年生は親子じゃがいも料理をした
りと、父親も学校に足を運べるいい機会だったが、参加できる親が少ないから
という理由から、今はなくなっている。とても残念に思う。
現在は、5 年生が米作りをしたり、餅つきなどをしているくらい。
愛野地区は、なんとなく地域や家庭との繋がりが薄れているように感じる。
また、PTA 総会への参加者も少ないと思う。
校長先生の学校経営に対する思いなどが聴ける、いい機会だと思う。

事務局

やはり愛野は転入者が多いので、人との繋がりが薄くなっているなと感じるこ
とがある。

委員

雲仙市内でも地域の特徴があるが、愛野はもっと地域と繋がる取り組みがある
といいのかも。
千々石も地域との繋がりは密接だと思うが、どうか？

委員

千々石でも、以前はじゃがいもを育てて、親子で一緒に食べるといった取り組
みがありましたが、今はなくなっている。
ただ最近では、農業青年部のお父さんたちが、たまねぎ作りをしたりしている。
しかし、千々石でもあまり行事が多いことを好まれない保護者が増えていて、
行事が少なくなっているとは感じます。
親が忙しくなっているのか。

委員

前回にも話題になった、親の意識改革ということか。

委員

行事も、したらしたで子どもは喜ぶと思う。

委員

今は授業日数も少ないので、行事を組み込むことが学校でも大変なのではない
か？

委員

総合的な学習の時間のカリキュラムに組み込んでる学校もある。
《 休

憩 》

委員

前回、話が出た「地域ふれ愛、ささえ愛事業」の組織というのは、立ち上がって
いるのか。

事務局

この「地域ふれ愛、ささえ愛事業」というのは、平成 24 年度より市の重点事
業として取り組んでいる。
地域のボランティアグループとして、地域の方々にいろんな声掛けをしていた
だきたいということで、4 月の自治会長会議で話をさせていただいたところで、
まだ具体的に立ち上がったという情報はない。
高齢者の援助とともに、子育て支援ということも視野に入れて取り組めたらと
思っている。

委員

行政も地域と子どもたちとの繋ぎ役をということで、進めているのか。

事務局

ただ、ボランティアグループを組織化することはなかなか難しく、市役所職員
OB などに声掛けをして、まとめてもらうようお願いしているらしい。

委員

自治会長会議というのは、代表者の方の会議なのか。

事務局

雲仙市の各町で行われており、それぞれの地区の自治会長さんが全員集まって、市
からのお願いや連絡などをお知らせしている。

委員

各地区の自治会で総会があったとおもうが、その場で自治会長さんから「地域
ふれ愛、ささえ愛事業」についての話があったか。

委員

はい、聞きました。
でもお知らせだけで、どうしようといった話にはならなかった。

委員

広く周知が図られていけばいい。

事務局

地域にもいろいろなグループがたくさんあって、なかなかまとまりにくく、部落の
総会などで話をしても進まないのが現状。
既存のグループなどに個別に話をされてはどうか、といった声も上がっている。
地域における子育て支援という点で、こういったやり方もあるのでは？といっ
たご意見を聞かせていただきたい。

委員

既存のなかよしグループなどが、活動の中の 1〜2 回を子育て支援に当てよう
といった話になったら、市へ登録をすればいいのか。

事務局

市に届けを出していただくようになっている。
登録をしていただくと、市では活動に際しての保険を掛けるといった支援をし
ている。

委員

活動によっては、助成もあるのか？

事務局

「地域ふれ愛、ささえ愛事業」では、活動に対する助成はないが、他課で助成
がある事業もあるので、そこへ繋ぐことは出来ると思う。

事務局

今年度は、１町に 2 グループを目標に取り組んでいる。

委員

これは、高齢者や障害者の支援をされるところも含まれるのか？

事務局

はい、そうです。

委員

次に地域の人たちと子どもたちとの繋ぎ役ということで考えたい。
先ほどは、地域と子どもを繋ぐという役割を学校が担っているという話をしたが、
他に地域と子どもを繋ぐ役割をしているものはあるのか。

事務局

前回の懇話会の中で感じたが、イベントで経験をすることも大事だが、今の子
どもたちには、日々の生活の中で、自分で考えたりお手伝いをしたりする経験
が少ないのではないだろうか。
今は保護者も忙しく、同居も少なくなっていて、子どもを親のペースに合わせ
て、ついつい過保護になっているような気がする。
本当に子どもの将来を考えたときに、普段の生活の中で、今何をさせなければ
ならないのかを考えて欲しいと思う。

委員

やはり、親の意識でしょうか。

委員

子どもにさせるほうが、かえって大変という部分もあります。
お風呂掃除やシューズ洗いなど、子どもがすることに決めているお手伝いはあるが、
どれも後から自分が洗い直すのが常です。
やはり、親の意識なのでしょうね。
大事なこととは思うのですが…。

事務局

ある中学校で校長先生から、最近の子どもたちは躾がなっていない。
子どもを躾ける親を、母子手帳を発行するときに、子ども支援課で教育してくださいと
言われました。
最近は子育てに対する考えも多様化していて、親教育も難しい。
保育園のお母さん達は、どうですか？

委員

昔は、知らない人にも普通に挨拶をしていましたが、今は、知らない人には声
を掛けない、というように変わってきている。
先ずは子ども達が、地域の人は、みんな自分たちのことを考え見守ってくれて
いる。
地域の人たちはみんな安全だということを、感じられるようになることが大事
だと思う。

委員

イベントをするよりも、子どもの登下校の時間帯に、地域の方々に外に出てい
ただいて、子ども達に声掛けなどをしていただくことから始めても、いいので
はないか。

委員

土黒地区で、朝の中学生が通る時間帯に、お地蔵様の前で数人のお爺ちゃんや
お婆ちゃんたちが集まって話をされていて、子どもたちを見守ってくださって
いるのかなと思いながら見た。

委員

愛野では、新学期が始まって春の交通安全運動の期間なのかもしれませんが、

“旗当番”をして、横断歩道を渡る子ども達に声掛けができます。
期間限定ですが…
委員

だから愛野は、子ども達の挨拶がいいのでしょうか。

委員

そういった旗当番も、子どものいる家庭だけでなく、全家庭に当番が回ってく
る地域もあるらしい。

委員

1 年を通して旗当番をする地域もある。
また、おじちゃん達が、立っていらっしゃるところもある。

事務局

交通安全指導員の方々だと思います。

委員

でも、お母さん達の中には、朝の忙しい時間に何回も当番が回ってくることを
嫌う方もいる。
私は、子どもたちと触れ合えるチャンスだと思うのですが、やっぱり今の時代
の考え方なのかも。

委員

いかに、お母さん達の意識を変えるかが、問題。
家庭教育学級が必要なのかも。
PTA などで、先輩のお母さん達が、若いお母さんたちにアドバイスが出来る関
係が出来たらいいなとも思う。

事務局

学校で PTA の時などは、どういった内容のことを話されるのか。

委員

PTA の学級部会などでは、担任の先生から行事の説明や、学校での子どもの様
子などが話される。
時には、保護者からの意見や要望が出ることもある。

委員

私は以前、子どもが募金活動をすることになり、子どもにお金を持たせるのは
不安な気がして、学級部会の折に先生に提案をしたら、募金活動をあいさつ運
動に変えてくださったりしたことがあった。
やはり、親は子どもの行動にアンテナを張っておかないと、学校で何をしてい
るか、知らないことも多いと思う。
学級部会は、学校での子どもの様子を知る場だと思う。

委員

学校では、参加がしやすいよう授業参観の後に学級部会を設定されているのに、
低学年の頃は出席者も多いが、高学年になるにつれて段々減っていくのが現状。
やはり、親の意識か。

委員

それも学校によっての差が大きいと思う。
1 年を通して学級目標を決め、それに向かって活動をするところは、学級部会
の出席率もいい。
行事をするというと、若いお母さんが、「めんどくさい」と言う、ベテランのお母さんがそ
れは「親の勤めよ」と言えるような関係があればいいと思う。

委員

情報交換の場としても有意義な場だと思う。
他の家庭の様子なども聞くことが出来るし、人の考え方を知ることも出来る。
自分では当たり前と思っていたことも、人にとっては違ったりすることもある。

委員

お母さん達が、出席したくなるような会にならないといけない。

時間が来たので、次回のテーマをお願いします。
事務局

中間報告でもお知らせしましたが、テーマがあと 2 残っている。
次回は、「仕事と子育ての両立支援」ということで、仕事と子育ての両立ができる環境
の整備についてと、もう一つは「要保護児童への支援」ということで、ひとり親家庭への
支援の充実。
次回は、「仕事と子育ての両立支援」について、協議をお願いします。
＊児童虐待の啓発グッズの配布

事務局(田中)より
＊第９回 ６月２０日（水） 19:00〜

