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「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）」 解説書 

 

 

前文 

こどもは、社会の宝である。 

 こどもは、一人ひとりが素晴らしい個性や能力を持ったこの上のない大切な存在である。また、こ

どもの笑顔や生き生きと遊ぶ姿は、何ものにも代え難い大人にとっての大きな活力源である。そして、

滝川の地に育つすべてのこどもが健やかにたくましく成長していくことは、市民すべての願いであ

る。 

 しかし、今日、こどもを取り巻く環境は、少子高齢化や核家族化の進行、親の就労形態の変化、近

所付き合いの希薄化、そして育児放棄等の児童虐待の増加など、これまでになく複雑化し解決すべき

課題を抱えている。 

 こどもは、健康に生まれ、健康に育つことが保障されなければならない。私たち、滝川市民は、こ

どもが一人前に育つまで見守る責任がある。そのためには、こどもにかかわるそれぞれの主体がお互

いに協力し合い、こどもが健やかに成長できるよう支援に努めなければならない。  

 このような認識の下、私たちは、地域の子育て・子育ち環境づくりの輪を広める中で、郷土の未

来を担うこどもが夢と希望を持ち健やかに育つことができるまちづくりを目指し、ここに滝川市の未

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を制定する。 

 

 

【解説】 

条例を制定するに当たっての基本的な認識や決意等を明らかにし、この条例の解釈や運用のよりど

ころとなるものです。 

子どもを取り巻く環境は、これまでになく複雑化し解決すべき課題を抱えています。 

この条例は、市が独自にそれらの課題に対応するための基本理念等を定めるものであるとともに、

子育て・子育ち環境づくりの充実のための取り組みを、条例という公正な仕組みにより整えることで、

市民が共通認識を持ち、地域社会全体で子育て・子育ち環境づくりに取り組むための土台となるもの

です。 
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第 1 章 総則 

（目的）  

第１条 この条例は、滝川市における子育て・子育ち環境づくりについて、基本理念を定め、地域社

会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、子育て・子育

ち環境づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって滝川市の未来を担うこどもを健や

かに育んでいく社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

【解説】 

この条例では、「基本理念を定め、地域社会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本

となる事項を定めること」が目的達成に必要な手段で、「滝川市の未来を担うこどもを健やかに育

んでいく社会の実現」が目的となります。 

この条例の目的は、突き詰めれば「子育て・子育ち環境の充実」の１点となりますが、そのために

は地域社会全体で子どもの育ちを支え合う仕組みづくりが必要になります。 

 

 

 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 子育て・子育ち環境づくり 地域のこどもは地域で育てるという認識の下、家庭、地域、学

校等（学校、幼稚園、保育所その他これらに類する機関をいう。以下同じ。）、企業及び市がそれ

ぞれの役割を担い、相互に密接に連携し、及び協働しながら、安心して子育てができ、こどもが

健やかに育つための環境を構築するための取組をいう。 

 (２) こども 18歳未満の者をいう。 

 

 

【解説】 

 本条例では、その適用範囲を 18 才未満とし「子ども」と定義しています。 

条例骨子案への意見でも「なぜ適用年齢が 18 才未満なのか」という意見も多くありましたが、そ

の背景には、「児童福祉法」、「児童の虐待等の防止に関する法律」、そして「子どもの権利条約」がそ

の対象年齢を 18 才未満としていることから、それらに合わせることとしました。 

「北海道青少年保護育成条例」も、対象者の上限を 18 才未満としています。 
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（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。 

 

 

【解説】 

第３条では、この条例の３つの基本理念を定めています。第１条の中で規定している「基本理念を

定め」というのがこの条文になります。 

「こども未来会議（19.10）」発足時から掲げてきた基本理念である、 

１．市および市民は、次世代育成支援対策は保護者が子育てについて最も重要な役割を有するという

基本的な認識の下に、地域社会全体で子どもの成長と子育てを支援し、子どもが健やかに育ち、安

心して子育てができるまちづくりに努めます。 

２．市および市民は、次代を担う子ども達が「自立して生きる力を身につけ」、「お互いを認め合う心

を広げ」、「自分に厳しく相手にやさしい心を持つ」ことができるような子どもの心を育むまちづく

りに努めます。 

３.市および市民は、「子ども達が何を求めているのか」、「子ども達にとって何が必要か」を考え、子

どもの権利が尊重されるまちづくりに努めます。 

を簡潔に表現したものになっています。 

 

条例素案における第３項では、「子どもの権利の尊重」という文言を使っていましたが、「こどもの

視点」という平易な言葉に置き換えました。 

「子どもの権利」について改めて説明を加えますと、この条例は子どもの権利保障に重点を置いた

ものではありませんが、その精神（生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の保障）は

本条例全体のベースになっていると同時に、子育て・子育ち環境づくりのための施策を地域社会全体

で進めることで、子どもの権利が保障されることにつながると考えています。 

 

＜参考＞ 

「子どもの権利条約」については、平成６年に日本が批准しています。 

権利条約で規定している４つの権利 

1 . 生 き る 権 利  防げる病気などで命を奪われないこと。病気やけがをしたら治療を受けられるこ

となど。 

2 . 育 つ 権 利 教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、

自分らしく育つことができることなど。 

3 .守られる権利 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。障害のある子どもや少数民族

の子どもなどは特別に守られることなど。 

4 .参加する権利 自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりでき

ることなど。 
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（大人の責任） 

第４条 大人は、その言動がこどもに大きな影響を与えることを認識し、こどもから信頼されるよう

自らを省み、こどもの模範とならなければならない。 

 

 

【解説】 

本条は、大人一般についての共通規定ですが、子ども未来会議子ども部会において、「こんな大人

であってほしい」という意見発表において、「子どもは大人を手本としています」という意見が多数

あったことから、大人共通の役割として規定しました。 

第２章の地域社会の役割ではそれぞれの主体に対して「役割」という文言を使っていますが、第 5

条同様、普遍的な理念であるため「責任」という強い文言を用いています。 

 

 

 

（こどもの責任） 

第５条 こどもは、基本的な社会のきまりを守るように努めなければならない。 

２ こどもは、命の尊さを知り、自分自身を大切にするとともに、人を思いやる心を持ち、互いに助

け合うことを心掛けなければならない。 

 

 

【解説】 

条例素案に対する意見の中で、「子どもの責任も規定しないと甘やかすことになるのでは」という

意見がありました。 

この条例は、子育て・子育ち環境の充実を目的としています。そのためには、地域社会全体で子育

て・子育ちを支えることが必要です。例えば、子どもの意見表明をする機会拡充や意見を尊重すると

いうことは、子どもの言いなりになることとは違います。子どもの意見や思いを誠実に受け止め、そ

の上で年齢や成長に応じて、対話や助言を行うなど適切な対応を図ることが大切と考えています。 

従って甘やかしということには繋がらないと考えていますが、子どもの役割については、子ども未

来会議の中でも協議事項に上がっていた経緯もあり、大人の責任と対比したかたちで普遍的な理念に

ついて総則の中で規定しました。 
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第 2 章 地域社会の役割 

本条例制定のねらいである子育て・子育ち環境の充実のために、地域社会全体が担うべき役割を規

定しています。 

 

（家庭の役割） 

第６条 保護者は、こどもの養育及び発達に家庭が果たす役割を理解するとともに、その最も大きな

役割を有することを自覚し、こどもを守り育てなければならない。 

２ 保護者は、こどもの健やかな育ちのため、こどもにとって最善の方法を考え、こどもの年齢及び

発達に応じた養育に努めなければならない。 

 

 

【解説】 

子どもの権利条約では、「基本的に親または法的に親に代わる者の権利及び義務を考慮したうえで、

国が子どもの福祉に必要な保護及び養護を確保すること」を約束しています。 

 つまり、親ができる限り子どもを養育することが最も大切であり、国は親が子どもを養育できるよ

う支援するため、あらゆる努力をすべきだとしています。 

 本条例においても、この基本姿勢にのっとり保護者が最も大きな役割を有することを前提として、

それを補うために地域社会全体が支援するという姿勢をとっています。 
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（地域の役割） 

第７条 地域住民及び団体は、子育て・子育ち環境づくりを地域社会全体で取り組まなければならな

い課題ととらえ、こどもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会及び文化とのかかわりの中で育ま

れることを認識し、その推進に積極的にかかわるよう努めなければならない。 

２ 地域住民及び団体は、こどもが地域社会の一員であることを認識し、こどもにかかわる場や機会

において、こどもとともに地域活動を行うよう努めなければならない。 

３ 地域住民及び団体は、犯罪、虐待等からこどもを守るため、安全で安心な地域づくりに努めなけ

ればならない。 

 

 

【解説】 

第７条は、「地域」における子育て・子育ち環境づくりについて規定しています。子育てや子ども

の育ちを支える担い手として、地域で活動する住民の役割はとても重要です。「家庭」や「学校等」

を包み込む「地域」が、子どもにとって安心して過ごすことができる生活の場でなければ、健全な子

どもの成長は望めません。 

第１項は、地域として、市が持つ「人、自然、社会及び文化とのかかわりの中で育まれる」ように

努力することが役割として規定しています。 

第２項は、子どもを、子ども扱いすることなく、「地域社会の一員」として扱うべきことを規定し

ています。そうすることが、子どもの健全な育成に繋がると考えているからです。 

地域が子ども達とかかわる方法には様々な形があり、個別具体的に規定することは難しいですが、

地域において子どもが安心して過ごすことができるよう「見守る」というかかわり方は、地域に住ま

う住民が行うことができる基本的な形といえます。 

第３項ではこのことを規定していますが、児童虐待については、より身近な隣近所による見守りに

よって早期発見の可能性が高くなるため、不審者等による犯罪に加え、虐待についても記載していま

す。また、「虐待等」の「等」については、災害や交通事故を想定しています。 

 なお、滝川市安全・安心地域づくり条例においても、市民の責務として安全で安心な地域づくりを

推進するよう規定されています。 

 

＜参考＞ 

児童虐待の防止等に関する法律 

（児童虐待に係る通告） 

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務

所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 
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（学校等の役割） 

第８条 学校等は、こどもの年齢及び発達に応じ、こどもが主体的に学び、及び育つことができるよ

う、必要な支援に努めなければならない。 

２ 学校等は、地域に開かれた体制及びこどもが相談しやすい環境を整えるよう努めなければならな

い。 

３ 学校等は、犯罪、虐待等からこどもを守るため、その解決に向け、関係機関と連携するよう努め

なければならない。 

 

 

【解説】 

 第８条は、子どもが育つ基本的な生活の場である「学校等」における子育て・子育ち環境づくりに

ついて規定しており、「学校等」は、家庭と並んで子どもが長時間を過ごす場となっていることから、

独立した条文を設けています。 

第１項は、子ども自身が主体的に学んだり、育つことができるよう必要な支援を受けることができ

ることを保障するものです。 

第２項は、地域に開かれた体制というところがポイントです。例えば、学校だけで物事を決定する

のではなく、学校評議員やＰＴＡ、地域住民等と連携しながら、子どもにとって必要な支援に努めな

ければならない、つまり、地域に開かれた学校であるべきということを規定しています。 

 第３項については、条例素案への意見の中で指摘された部分であり、素案では規定していなかった

項目です。小中学校、保育所、児童館などは児童虐待などを発見しやすい立場であり、虐待等の事実

確証が得られなくても関係機関との密な連携が早期発見、未然防止につながるため、新しく規定しま

した。 

 なお、文部科学省では平成 21 年 2 月に学校や教職員に求められる対応策をまとめた研修材料を作

成し、家庭で起きる児童虐待の早期発見と防止に気づく感度を高める目的で、全国の教育委員会に配

付する方針を決めました。前条同様、児童虐待の防止等に関する法律においても規定されている部分

です。 

 

＜参考＞ 

児童虐待の防止等に関する法律 

（児童虐待の早期発見等） 

第５条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児

童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を

発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保

護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努

めなければならない。 
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（企業の役割） 

第９条 企業は、子育て・子育ち環境づくりのため、その社会的影響力及び責任を認識した事業活動

を行うよう努めなければならない。 

２ 企業は、仕事と生活の調和の視点から、その雇用する従業員が仕事と子育てとを両立し、こども

とのかかわりを深めることができるよう、職場の環境づくりに努めなければならない。 

 

 

【解説】 

 第 9 条は、市内で事業を営む企業の役割について規定しています。 

 平成 19 年 12 月に策定された国の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、

企業と働く者の具体的な取り組みについて、「企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努め

つつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組む」とされていますが、

本条例では、職場の意識や職場風土の改革に重点を置いたものとしています。このことは育児休業制

度などの制度面の充実だけにとどまらず、「職場風土の改革」というところがポイントになっていま

す。 

 

＜参考＞ 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」抜粋 

１  仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。具体的には、以下のような社

会を目指すべきである。 

（1）就労による経済的自立が可能な社会 

（2）健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 

（3）多様な働き方・生き方が選択できる社会 

 

２  このような社会の実現のためには、まず労使を始め国民が積極的に取り組むことはもとより、

国や地方公共団体が支援することが重要である。既に仕事と生活の調和の促進に積極的に取り組む

企業もあり、今後はそうした企業における取組をさらに進め、社会全体の運動として広げていく必

要がある。 

（企業と働く者） 

（1）企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあ

わせ働き方の改革に自主的に取り組む。 

（以下略） 
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（市の役割） 

第10条 市は、家庭、地域、学校等及び企業がそれぞれの役割を果たすことができるよう、必要な支

援を行うとともに、それぞれが連携し、及び協働してこども及びこどもを養育する家庭（以下「子

育て家庭」という。）を支援できるような調整を行うものとする。 

２ 市は、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、及び協働し、子育て・子育ち環境づくりの

ための施策を実施するものとする。 

３ 市は、子育て・子育ち環境づくりのための施策を実施するため、予算の範囲内で必要な財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

 

 

【解説】 

 市がその役割を果たすにあたっては、子育て・子育ちに関わるあらゆる施策を通じ、子育て・子育

ち環境づくりの推進に努めることを市に義務づけた規定となっています。 

 なお、条例素案第 15条で規定していた、（子育て・子育ち支援施策の推進）については本条と重複

している部分があるとの指摘がありましたので、第 15条を削除し、第 10条にまとめました。 

 

＜参考＞ 

条例素案第 15 条 市の子育て・子育ち支援施策は、子どもの健全育成に資するため、次に掲げる事項に配慮し、

推進しなければならない。 

（１）子どもの最善の利益に基づくものであること。 

（２）教育、福祉、医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。 

（３）保護者、学校等関係者、地域住民等、事業主との連携を通して、一人一人の子どもを支援するものであること。 
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第３章 子育て・子育ち環境づくりのための基本的な施策等 

（こどもの居場所づくり） 

第11条 市は、こどもの健やかな育ちを支援するため、家庭、地域、学校等及び企業と連携し、及び

協働し、次に掲げる居場所の確保及び存続に努めなければならない。 

 (１) こどもが安心して過ごすことができる居場所 

 (２) こどもの心を育み、様々な世代の人との触れ合いを通じ人間関係を豊かにする居場所 

 (３) こどもが自然に親しみ、多様で豊かな体験をすることのできる居場所 

 

 

【解説】 

第 11 条では、「こどもの居場所づくり」について規定しています。 

子どもは、自分の家の中だけで育っていくわけではありません。家以外の場所でも安心して過ごし

たり、友だちと遊んだり、様々な世代の人々とふれあったり、多様な体験を行ったり、自然に親しん

だりすることを通じて、多くのことを学んで大人になっていきます。本条で規定する居場所とは、単

に物理的な場所だけを指すのではなく、場における人間関係、ある場所に行けば得られる人と人との

関係そのものも指しています。 

このような居場所や機会を確保、存続していくのが本条の目的です。居場所が子どもの育ちの場、

人間関係をつくる場になるためには、市及び関係者が一体となって居場所づくりに努めることを規定

しています。 

なお、居場所は家の中も外も含みますが、言うまでもなく家庭そのものが、こどもが安心して過ご

すことのできる居場所であり、第６条が規定する保護者の役割の一つでもあります。 

 

 

 

（こどもの参画の促進等） 

第12条 家庭、地域、学校等、企業及び市は、こどもが、社会の一員であることを自覚することがで

きるよう社会参加をする機会を拡充し、こどもの意見がまちづくりに反映されるよう努めなければ

ならない。 

 

 

【解説】 

子どもは、大人とともに社会を構成するパートナーであり、現在の社会の一員として、また、滝川

市の未来の担い手として、社会のあり方や形成に関わりがある、との考え方に立ち、子どもが生活す

る場面に応じた社会参加活動が促進されるよう、機会や諸施策の整備に努めることを規定しています。 

 後段では、子どもに意見表明の機会を与え、それらをまちづくりに反映するよう努力しなければな

らないことを規定しています。ここでいう「まちづくり」とは、市行政のみならず、子どもの身近な

地域の問題、例えば、地域の生活環境や美化の問題、地域住民のモラルに関わる問題なども含めて広

く考えています。 
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（虐待及びいじめへの対応） 

第13条 何人も、こどもに対して虐待及びいじめをしてはならない。 

２ 市は、家庭、地域、学校等及び関係機関と連携し、及び協働し、こどもに対する虐待及びいじめ

の未然防止、早期発見及び救済のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

【解説】 

 第 1 項では、だれであっても虐待やいじめをしてはいけない旨を規定しています。 

第 2 項では、前述のとおり虐待防止法では地域住民や学校等に通告の義務を課していますが、同

法で規定されている地方公共団体の責務を、子育て・子育ち環境の充実という視点から規定していま

す。 

いじめについては、市において女子児童が自ら命を絶つという極めて痛ましい事件が起こり、その

不適切な対応が大きな社会問題となったことは否めない事実です。市はいじめの撲滅のために様々な

取り組みを行ってきましたが、条例化まではいたっていません。 

いじめの問題は子ども未来会議子ども部会においても、多数の意見があったことや、被害者、加害

者を問わず、子どもの心に大きな傷を残し子育て・子育ちに大きく関わることから、虐待の防止とあ

わせて規定しました。 

 

＜参考＞ 

「児童虐待の防止等に関する法律」では「虐待」を次のように規定しています。 

1. 身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

2 . 性 的 虐 待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

3 .ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他の保

護者としての監護を著しく怠ること。 

4 .心理的虐待 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
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（相談体制等の充実） 

第14条 市は、こども自身からの相談やこどもにかかわる相談に対し、必要に応じて関係機関と連携

を図り、速やかに対応策を講じ、こども及び子育て家庭への支援の充実を図るものとする。 

 

 

【解説】 

前条にも関連しますが、子ども達が信頼して相談できる関係が子どもと大人の間で常に作られてい

なければなりません。また、子ども達からだけではなく、保護者等からの相談についてもスムーズに

対応できるような体制整備も必要であり、小中学校や児童館などで子どもが安心して相談できる仕組

みを整えなければならないことを規定しています。 

 具体的には、スクールカウンセラー、教育相談員の全小学校配置、養護教諭との連携、いじめ相談

電話の設置、教職員を対象としたカウンセリング研修会の実施、児童館における児童厚生員の配置な

どにより子ども自身からの相談体制を整えています。 

子どもの保護者等からの家庭教育における相談体制については、家庭児童相談室、子育て支援セン

ター、こども発達支援センターなどがあります。 

なお、市では平成 17 年より、滝川市要保護児童等対策連絡協議会を立ち上げています。 

 

 

（子育て家庭への支援） 

第15条 市は、保護者がこどもの養育及び発達に家庭が果たすべき役割を果たすことによりこどもが

安心して生活することができるよう、家庭、地域、学校等及び企業と連携し、及び協働し、子育て

家庭に対する支援を行うものとする。 

 

【解説】 

本条例が目指す子育て・子育ち環境づくりの充実は、第６条で規定している家庭が担う役割を地域

社会全体で補完していくことが最も重要であるという認識は子ども未来会議発足時から変わってい

ません。 

条例素案では設けていなかった条文ですが、子どものための条例を制定するにあたり、この基本的

考えを条文としてまとめました。 
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第４章 子育て・子育ち環境づくりのための施策の推進 

（計画） 

第16条 市は、子育て・子育ち環境づくりのための施策を推進するための総合的な計画（以下「計画」

という。）を策定し、これを公表するものとする。 

２ 市は、必要に応じて計画を見直しするものとする。 

３ 市は、計画を策定し、又は見直ししようとするときは、あらかじめこども並びに家庭、地域、学

校等及び企業の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

【解説】 

本条は、第 3 章の基本的な施策等を具体に進めていくための計画策定について明らかにしていま

す。 

 子どもに関わる市の施策は、国の省庁に応じる形でいろいろな部課で独自に進められていますが、

その施策の対象となる子どもを施策全体の主役としてとらえ、子どもの視点から施策が総合的に展開

されるようにしていくことが必要です。 

 本条では、そのような視点に立ち、総合的な計画を策定、見直しするための手続きについて規定し

ています。 

 一番新しい計画は、「次世代育成支援対策推進法」で規定されている市町村行動計画として策定さ

れることになりますが、同法の時限が切れた後ついても、滝川市総合計画の分野別計画として策定し

ていかなければなりません。 

既存の計画については、今後、計画が策定された後において、各計画の改定の際に策定された計画

の趣旨が生かされることになります。 

 

＜参考＞ 

「次世代育成支援対策推進法」 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、５  

年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子

どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及

び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施

に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

（２） 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を  

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

都道府県に提出しなければならない。 

５ 市町村は、毎年少なくとも１回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければな

らない。 
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（評価） 

第17条 市は、計画に基づいて行った施策について評価を行い、その内容について公表するものとす

る。 

２ 市は、計画に基づいて行った施策について評価をするときは、こども並びに家庭、地域、学校等

及び企業の意見を生かすよう努めなければならない。 

 

【解説】 

第 17 条では、市の子どもに関する施策を評価検証する流れを明らかにしています。 

 評価に際して、市自らが子どもに関する施策の評価を行うことになりますが、どのような視点に基

づいて施策の評価を行うことが適切であるのかについての市民意見を求め、市はこれを受けて自ら施

策の評価を行い、その結果を公表し市民に意見を求めます。 

 なお、一般的な行政評価や事業評価とのすみ分けですが、本条例で規定する評価対象は、次世代育

成支援対策推進法第 8 条でも規定されている、子育て・子育ち環境づくりのためのものを想定して

おり、市全体の評価は別途実施されることになります。 

 

 

 

（組織） 

第18条 市は、計画の策定及び見直し並びにこれに基づいて行った施策に関する評価についての意

見を聴くための、市民による会議を組織することができる。 

 

【解説】 

計画の策定や見直し、評価の際に市民会議を組織できる旨を規定しています。 

 

 

 

第５章 雑則 

（施行細目）  

第 19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

【解説】 

「この条例の施行に関し必要な事項」としては、「計画」にかかわる事項、「評価」にかかわる事項

等が想定されます。 


