
１ 滝川市こどもプランの策定にあたって 

 

第1節 策定の趣旨 

滝川市においては、平成21年4月に「滝川市の未来を担うこどもの子育て・子育ち環境づくりに関

する条例（通称：こども未来づくり条例）」を施行し、今後の滝川市が目指す子育て・子育ちに関す

る基本指針を定めました。 

子育てには国、道、市それぞれの担う役割がありますが、本市としては、国の動向を踏まえ、子ど

もと子育て家庭を取り巻く環境の様々な変化に対応しながら、子どもの成長と子育てを地域全体で支

援し、子どもが尊重され、子育てが大切にされる社会を計画的に構築するための指針として、ここに

「滝川市こどもプラン（次世代育成支援後期行動計画）」を策定するものです。 

 

第2節 計画の位置付け 

本計画は、市の最上位計画である「滝川市総合計画」の趣旨を踏まえ、前期行動計画の期間中に施

行された「こども未来づくり条例」の３つの基本理念を実現させるため、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、本市における児童福祉、母子保健・医療、

教育関係などの施策を網羅した基本的かつ総合的な子育て・子育ち支援に関する上位計画として策定

するものです。 

 

■こども未来づくり条例の基本理念 

第３条 子育て・子育ち環境づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 

(１) 家庭、地域、学校等、企業及び市が、こどもの健やかな成長を保障するため、お互いに連携し、及び協

働し、子育て・子育ち環境づくりに努めること。 

(２) 未来を担うこどもが健やかに育ち、その心を育む居場所づくりに努めること。 

(３) こどもの視点のまちづくりに努めること。 

 

第3節 計画の期間 

滝川市子どもプラン（次世代育成支援後期行動計画）は、平成17年度から平成21年度までの5年間

を第1期（前期計画）として策定し、前期計画の評価を行ったうえで、平成22年度から平成26年度ま

での5年間（後期計画）の計画として策定します。 
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第4節 計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、団体関係者、行政機関、関係者など幅広い意見を反映させるため、滝川市

こどもプラン策定懇談会を開催しました。 

また、本市の次世代育成支援に関する様々な基礎的データを収集するために、平成21年7月に「子

育てに関するアンケート調査」（前回は平成15年12月に実施）を行い、本計画策定の参考としていま

す。 

 

 

２ 基本方針および施策の展開 

第1節 計画の基本的な考え方 

前期計画は国の特定事業に代表されるように、主に「親への支援」を重点的に推進してきましたが、

後期計画では、国の「行動計画策定指針」の趣旨や計画の内容に関する事項や「こども未来づくり条

例」の基本理念等に基づき、前期計画のふりかえり、前述の「子育てに関するアンケート調査」結果

等を考慮し、「基本目標」は前期計画をベースとしながら次の施策について取り組みます。 

 

第2節 計画の基本視点 

こども未来づくり条例の３つの基本理念に基づき、個別の施策や事業全体に共通する基本的な視点

を次のとおりとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期計画 

滝川こどもプラン（後期計画） 見直し 

滝川市総合計画（H13～H22） 

毎年度 随時見直し 

保健・医療・福祉・教育分野等

で行われている子育て・子育ち

支援施策をライフステージに応

じて途切れることなく多角的に

実施できる体制を整えます。 

子育て・子育ち支援の総合化 

大人の視点から企画するワンウ

ェイの施策ではなく、子ども自身

が各種事業等へ参画するととも

に、子どもの声を反映させやす

い ま ちづ く り を 進 め ます 。 

子どもの視点のまちづくり 

家庭、地域、学校等、企業及び

市が、子どもの健やかな成長を

保障するため、お互いに連携、

協働し、地域の子どもは地域で

育てる環境づくりを進めます。 

 

地域の子育て力の醸成 



第3節 地域の子育て応援の輪を広げる取り組み 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4節 計画推進のために 

こども未来づくり条例第 16 条および次世代育成支援推進法第 8 条の規定により、この計画は必

要に応じた変更などを行うことになっているため、原則１年ごとの点検・評価を行います。その

結果を毎年度の予算編成や事業計画に反映していきます。 

 

1.庁内における推進体制の充実 

本計画の推進にあたっては、全庁的な体制のもとに、各年度においてその実施状況を把握・点検

しながら、その後の対策を実施していく必要があります。 

 

2.住民参加による計画の推進 

この計画を推進するうえでは、住民の理解と参加が不可欠です。この計画の実施状況等に係る情

報を、毎年1回、広報やホームページ等で、住民にわかりやすく周知し、情報を共有することで、

広く意見や提言をしやすい環境づくりに努め、住民の参加と協力が得られる体制の整備を図ります。 

 

 

保育サービス 

○専門職員に気軽に相談ができる場所 

○保育所を地域の中心とした 

子育て支援の広がり 

○地域にひらかれた保育所 

○地域へ出て行く保育士 

保育に

よる 

応援 

家庭の教育力の向上 

○子育て 10選の実践（基本的生活習慣、コミ

ュニケーション能力、マナーなど） 

家庭へ

の応援 

ファミリー 

サポートセンター 
○保育のスキマを埋める。 

○子育ての世代間の受け渡し。 

○地域住民による子育て支援 

○子育て経験の世代間受け渡し 

○サブリーダーの育成 

 

子育てのス

キマを埋め

る応援 

新規）放課後こども教室 

○地域住民が学習アドバイザーになり 

子ども達の健全育成を目指す。 

○子ども自身による運営企画 

○地域全体の居場所づくり 

居場所づ

くりへの

応援 

学校支援地域本部 

（学校ふれあいサロン事業） 

○学習支援活動、部活動支援 

○環境整備、登下校安全確保など 

学校へ

の応援 新規）新生児全戸訪問 
 ○地域住民による子育て相談、 

○親の孤立化防止 

○虐待未然防止 

○いつも見守られているという安心感 

地域の

見守り

応援 



３ 施策体系と基本目標 

この計画を効率的に推進していくため個別事業ごとの目標値をたばねた各施策の目標値を設定し、

この計画の進み具合を検証していきます。 

 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向

子育てを支援する生活環境の整備 公共施設のバリアフリー化の推進

障がい児施策の充実

いじめ等の防止対策

児童虐待防止対策

職業生活と家庭生活との両立の支援

子どもの安全の確保

配慮が必要な児童への対応

子どもを犯罪等の被害から守るための活
動の推進

子どもの交通安全を確保するための活動
の推進

仕事と子育ての両立の推進

ひとり親家庭等の自立支援の推進

計画の基本視点

子どもや母親の健康の確保

思春期保健対策の充実

発達に応じた「食育」の推進

母性並びに乳児および幼児等の健康の確
保および増進

子育て・子育ち支援の総合化

子どもの視点のまちづくり

地域の子育て力の醸成

家庭や地域の教育力の向上

地域における子育ての支援 多様な保育サービスの充実

地域における子育て支援サービスの充実

児童の健全育成

小児医療の充実

子どもの生きる力の育成に向けた学校の
教育環境等の整備

子どもの心身の健やかな成長に資する教育
環境の整備

地域社会の視点

事業主の視点

子どもに関わる４者の役割

子どもの視点

子育て中の親の視点



４ 計画に係る目標事業量 

国が定める全国共通の定量的な目標値を次のとおり定めています。 

 

 

 

 

特定保育事業： 恒常的な保育所入所までは至らないが、週に一定日数の保育サービスの

提供が必要な場合利用することができる。 

トワイライトステイ： 保護者が就労等により帰宅が夜間になる場合、一時的に養育すること。 

ショートステイ事業： 保護者が、急な病気や出産、出張などで、一時的にお子さんを養育する

ことが困難になった場合に、児童養護施設で一時的に養育すること。 

 

 

6 か所 579 人 6 か所 480 人 6 か所 460 人

1 か所

3 か所 101 人 2 か所 人 3 か所 80 人

検討 0 か所 検討

検討 0 か所 0 か所 0 人

検討 0 か所 検討

検討 0 か所 1 か所 100 日

10 か所 258 人 6 か所 240 人 6 か所 230 人

拡充 2 か所 2 か所 290 日

3 か所 3 か所 3 か所

1 か所 1 か所 1 か所

2 か所 2 か所 2 か所

0 か所 0 か所 1 か所

1 か所 1 か所 1 か所

検討 0 か所 0 か所

平
日
昼
間

後期計画目標値

平成26年度

現状

平成21年度

通常保育

特定保育事業

ファミリーサポートセンター

ショートステイ事業

前期計画目標値

平成21年度

一時預かり事業

地域子育て支援拠点事業

うち、ひろば型

うち、センター型

うち、児童館型

休日保育

病児・病後児保育

放課後児童健全育成事業

夜
間
帯

延長保育（～19：00）

夜間保育

トワイライトステイ



1.地域における子育て支援 

１-（１）多様な保育サービスの充実 

アンケート調査結果から保護者の就労希望者の潜在ニーズが高いことがうかがわれ、尐子化の傾向では

ありますが、保育ニーズは今後5年間減尐しないことが推測されます。就労しながら安心して子育てに専

念できるような充実した保育サービスを提供し、子育て家庭への支援体制の強化・充実、多様化する保育

ニーズに対応します。 

＜関連する事業・施策＞ 

■待機児童の解消 

■通常保育 

■延長保育 

■一時預かり保育 

■病後児保育 

■産休明け保育 

■夜間保育 

■休日保育 

■保育所保育料金の見直し 

 

１-（２）地域における子育て支援サービスの充実 

子育てに対する不安や負担感が強まり、子育て家庭が孤立しているのが昨今の状況です。 

総合的な子育て相談支援機能の強化のため、つどいの広場、ファミリーサポートセンターや地域子

育て支援センターにより、子育てに関する専門職や多様な団体・サークル等と協働しながら、快適な子育

て環境づくりを目指し、子どもの視点に立ったサービス提供体制を充実します。 

＜関連する事業・施策＞ 

■ファミリーサポートセンター 

■子育て支援センター事業 

■つどいの広場事業 

■こども広場事業 

■世代間交流の推進（・保育所地域活動事業、・児童館ふれあい交流事業 等） 

■新生児全戸訪問事業 

■養育支援訪問事業 

■既存施設の活用 

 

１-（３）児童の健全育成（こどもの居場所づくり） 

地域社会において子どもが自主的に参加し、交流できる場などの機会を提供し、放課後子どもプラ

ン（放課後児童クラブ・放課後子ども教室）の充実を図るとともに、生活の場として環境整備、児童

厚生員の質の向上にも努めます。 

 また、子どもが主体的に地域社会に参加していくために、まちづくりへ参画できる機会の提供に努

めるとともに、子ども達がまちづくりについて学習し、自分の考えを形成していくために必要な情報

発信に努めることも必要です。 



＜関連する事業・施策＞ 

■放課後児童クラブ事業（学童クラブ） 

■放課後子ども教室事業 

■児童館事業 

■児童館母親クラブ 

■青少年健全育成事業 

■子ども自身による企画・運営参加の検討 

■子どもの意見発表の機会の提供 

 

2.母性並びに乳児および幼児等の健康の確保および増進 

２-（１）子どもや母親の健康の確保 

母子保健サービスは、医療・福祉・教育などの関連機関と連携を図りながら、子どもと母親に対する一

貫性・連続性のあるサービスを提供する必要があります。 

新生児・乳幼児訪問や乳幼児健診・健康教室、予防接種等の事業を継続強化し、健康上の危険性を抱え

る子どもに対する保健指導も行います。 

産後の母親については、生活リズムの変化や育児ストレスで不健康にならないように、子育て中の親を

対象とした各種相談等を実施します。 

＜関連する事業・施策＞ 

■乳幼児相談・健診 

■新生児・乳幼児訪問 

■妊婦相談 

■妊婦スクール 

■歯科相談・健診 

■栄養相談 

 

２-（２）発達に応じた「食育」の推進 

生きることは食べること。子どもの発達段階に応じた「食べる力」を育むため、乳幼児健診・健康教育、

食育教室、料理教室等において、乳児から成人まで継続した情報提供や助言を推進します。 

また、食育応援ボランティア、食生活改善推進員、食育推進市民会議、地産地消ふるさとづくり協議会

等の市民団体との連携による食育推進にも力を入れます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■妊婦食育教室 

■妊婦を対象にした食生活に関する指導 

■マタニティクッキング 

■高校生への食育教室 

■農業収穫体験 

■エプロンシアター 

 

 



２-（３）思春期保健対策の充実 

思春期は子どもが大人へ成長する大切な時期です。生涯を通して自らの健康を適切に管理できるよう助

言していくことが大切です。小中高生や保護者等の地域住民を対象とした性や性感染症についての意識啓

発、自他の生命を尊重できる、自身の気づきを促すための取り組みを行います。 

＜関連する事業・施策＞ 

■性に関する健康教育 

■赤ちゃんにキッスを 

■喫煙防止教育 

 

２-（４）小児医療の充実 

乳幼児健康診査の受診率の向上に努めるほか、子どもの疾患などの未然防止として各種予防接種やむし

歯の予防に努めます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■各種予防接種 

■妊婦健診費用助成 

■健康診査 

■保育所幼稚園歯科保健指導 

■乳幼児医療費の助成 

 

3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

３-（１）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

子ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導ができるよう、家庭、地域とも協働した形で取り組むと

ともに、子どもの生きる力を養い、安心して学べる学校の教育環境の整備に取り組みます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■心の教育の推進 

■学校支援地域本部事業 （学校ふれあいサロン事業） 

 

３-（２）いじめ等の防止対策 

いじめ等を防止するためには関係機関と迅速な連携を図り対応していきますが、問題のある児童に

対しては、専門の相談員による適切なカウンセリングなどで一人ひとりの児童の心を大切にしたケア

を行っていきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■スクールカウンセラーの配置 

■いじめ相談 

■適応指導教室 

■いじめ不登校等対策 

 

 

 



３-（３）家庭や地域の教育力の向上 

急激な社会構造の変化に伴って家庭・地域環境は大きく変貌し、家庭教育や地域ぐるみの子育て応

援が見直されてきています。 

多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、生命の大切さ、親子のふれあい、兄弟姉妹のか

かわり、祖父母との交流などの日常生活で身に付けた知識や協調性、創造性、自主自立の精神が大切

です。子育てにかかわる親の資質、力量の向上に努め、新しい社会にふさわしい意識啓発等を行いま

す。 

文化・芸術活動、自然とのふれあいの場の提供等により、学びや遊びの体験を通じて豊かな人間性

を育成します。 

＜関連する事業・施策＞ 

■滝川遊学会事業 

■家庭教育支援事業 

■あいさつ運動街頭啓発 

■自然とのふれあいの場の提供 

■有害環境対策の推進 

 

4.子育てを支援する生活環境の整備 

４-（１）公共施設のバリアフリー化の推進 

子育て家庭が安心して外出でき、社会参加できる環境を整備する必要性から道路、公園、公共施設等の

新設については、快適に利用できるように配慮するとともに、既存施設の見直しも適宜実施していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■子どもの遊び場の確保（公園、水辺、森林） 

■公共施設等の段差解消等のバリアフリー化の推進 

■公園遊具の安全点検 

■赤ちゃんの駅の推進 

■住宅改修の促進 

 

5.職業生活と家庭生活との両立支援 

５-（１）仕事と子育ての両立の推進 

以前は子育てに関しては母親任せの傾向が残っており、男女共同で子育てに参加する意識が希薄でした。

近年、仕事を持つ女性が増え、未婚化、晩婚化の流れに拍車が掛かっています。その流れを変えるため、

今後とも、仕事と子育てが両立できる職場環境の整備や家庭における男女の役割分担の見直しや子育ての

大切さや楽しさを理解できるよう普及啓発していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■ワークライフバランスの啓発等 

■男女共同参画の推進 

■父親の子育て講座 

■保育所事業（再掲） 



■ファミリーサポートセンター事業（再掲） 

■放課後児童クラブ事業（再掲） 

 

５-（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

母子・父子家庭等のひとり親家庭は、子育てをする上で、経済的・社会的に不安定な状態にあり、家庭

生活においても多くの問題を抱えています。そのため、ひとり親家庭の自立を促進するため、総合的な相

談体制の確立が必要であり、子育て、生活、就労等の幅広い内容について、個々に応じたきめ細かい対応

が大切です。 

また、経済的支援が必要な子育て家庭に対し、国や道の実施する各種手当等について適切に支援を実施

していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■児童扶養手当の助成 

■ひとり親医療費の助成 

■母子自立支援事業 

■各種減免制度 

 

6.子どもの安全の確保 

６-（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

交通環境の大幅な変化や交通マナーの低下、交通ルール違反などが原因の交通事故が後を絶ちませ

ん。交通弱者である子どもたちを守るために、歩行者の視点に立ったまちづくりや交通安全指導など

を推進していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■交通安全教育 

■交通安全実践教育 

■こぐまクラブリーダー研修会の実施 

■ランドセルカバーの配付 

 

６-（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

子どもが事件や事故に巻き込まれることなく安全安心に育つことができるよう、地域全体で見守っ

ていく体制づくりを進めるとともに、滝川市に住む人すべてが、危険や不安を感じることがないよう

にするため、行政、地域、警察機関と連携を図り、子どもを含めたすべての人を犯罪から守るための

活動を推進していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■子どもを犯罪等から守るための情報交換の推進 

■児童の登下校時の見守り 

■「子ども110番の家」等の防犯ボランティア活動の支援 

 

 



7.配慮が必要な児童への対応 

７-（１）児童虐待防止対策 

児童虐待への対応にあたっては、迅速に関係機関に現状を伝える必要があり、また、家族が抱える

問題を長期にわたって支援する必要があることから、総合的な取組が必要です。 

本市では、要保護児童等対策連絡協議会の活用により、虐待の早期発見・早期対応を図り、相談体

制の整備を行ってきましたが、今後は地域の方々など、子どもに関わる全ての人との関わりを密にし

ていく必要があります。 

＜関連する事業・施策＞ 

■家庭児童相談室 

■児童の保護 

■家庭内暴力（ＤＶ）への対応 

■要保護児童等対策連絡協議会による情報共有 

■家庭児童相談員の研修 

■児童虐待防止の啓発活動 

■新生児全戸訪問事業（再掲） 

 

 

７-（２）障がい児施策の充実 

障がいのある子どもも健常な子どもも、すべての子どもが、その子の持つ能力や可能性を最大限に伸ば

していくための共生社会づくりを進め、ともに生きる心を育成することが大事です。また、妊産婦・乳幼

児健診の場において、発達の遅れの早期発見、早期療育を推進していきます。 

＜関連する事業・施策＞ 

■特別支援教育の推進 

■発達相談(早期発見・早期療育)  

■発達相談体制の強化 

■障がい児保育 

■放課後児童クラブでの障がい児受入れ 

■各種手当の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


