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１．開  会 ： 滝川市保健福祉部長 居林 俊男 

 

 

２．市長あいさつ ： 滝川市長 田村 弘 

 

  私は、安心して子育て子育ちができるまちづくりを目指して、

次の３点を公約として提案して市長となりました。１つは、子育

て子育ちのための条例を制定すること。２つめは妊産婦から３歳

くらいまでの子育てを応援するためのチケット制度、そして３つ

目は、生後４ヶ月までの子どもの全戸訪問事業です。 

  本日お集まりいただいたみなさんには、この１点目の条例の制

定に向けお力をお貸しいただきたいと思います。 

  この条例は、子どもを育てるための基本条例であります。国に

言われて条例を制定するのが今までの基本でしたが、これは、地

方分権のもとに滝川市独自で制定する基本条例です。その具体と

なるものは今後みなさんでどんどん出し合って作っていきたいと

思います。 

  近年は「教育力の低下」ということが言われています。地域や家庭の教育力の低下です。現在、

箸のもてない小学校１年生が２割程度いるそうです。いわば家庭では箸の持ち方を教えていないと

いうことです。このようなことは学校・行政、そして企業にも新たな役割があるのではないでしょ

うか。それぞれの役割というものを明らかにしていかなくてはなりません。 

尐子化社会は社会の発達に伴ってやってきます。昔は子どもの死亡率が高かったため、子どもた

ちもたくさん生まれました。しかし今は子どもたちの死亡率が下がっていますので、子どもは尐な

く生んで集中して育てる世の中になっています。 

  これからのみなさんの議論の発展を楽しみにしております。条例はどこかのコピーではない滝川

版で制定しましょう。事務局は月に１回程度の会議の開催と考えているようですが、月に１回、全

くのボランティアで参加していただくということです。みなさんの協力を何卒お願いいたします。 

 

 

３．アドバイザー紹介 ： 滝川市保健福祉部子育て応援誯長 佐々木 哲 

 

 子育てサポート市民グループ ： 鶴羽 佳子 さん 

ＨＢＣアナウンサーとして６年間勤務し平成９年に退社。その後フリーとなりＮＨＫの「だい

すき北海道」や「おはよう北海道土曜版」のキャスターをつとめられ、現在、北海道生涯学習審

議会委員、札幌市社会教育委員など公職を務めるかたわら、札幌国際大学非常勤講師、テレビの

企画・製作会社の（有）オフィス鶴羽代表取締役として活躍されています。また、フォーラム・

シンポジウムコーディネーター、パネリスト、椿 武愛子マナースクール専属講師として活躍中で、

自らの出産・育児体験を書き下ろした「おちちの時間」(寿郎社)を 2005 年に出版されています。 

 

 



 子育ちサポート市民グループ ： 市川 啓子 さん 

障がい児教育に携わり、昭和５６年札幌医科大学小児科カウンセラーとなられました。平成３

年より北海道大学非常勤講師となられ、以後北海道立札幌肢体丌自由児総合療育センター、北海

道家庭教育カウンセラー、石狩市や札幌市でのスクールカウンセラーなど多数の公職をつとめら

れています。また、日本心理臨床学会、日本児童青年精神医学会、日本子ども虐待防止学会、日

本心身医学会北海道支部会所属されています。子どもの心の育ち、家族、子育て援助、地域ネッ

トワークなどを研究誯題のキーワードされています。 

 

 子どもグループ ： 宮治 正夫 さん 

    教員として江陵中学校ほかで社会科などの指導をされ、平成７年退職、滝川市初の教育相談員

となり、丌登校児童らの学校復帰を支えられました。そしてこれら経験を生かし様々なボランテ

ィア活動に精力的に取組まれております。その１つは、平成１０年から「おもちゃの病院」とい

うことで、児童館の玩具や遊具を仲間とともに修理を続けられています。これは、平成１９年３

月に滝川市ボランティア奨励賞を受賞されました。２つ目は、「子どもの元気応援団」として平

成１７年から児童センターなどにおいて、スポーツやゲーム、昔の遊びを通じて、子ども達の身

体と心の健康づくりに退職教員や主婦らとともに汗を流されています。それから同じく平成１７

年から「ななかまど」という事業で、高校生以上の生活自立支援のために心理カウンセラーをさ

れております。 

 

 

４．委員自己紹介 

 

 

５．委員長・副委員長の選任 

 

  事務局に一任ということで、 

 ●委員長：片岡 喜恵子さん 

 ●副委員長：山本 則子さん・千葉 一賀さんが選出されました。 

 

 ■片岡委員長より一言ごあいさつ 

  様々なことがみなさんの議論から誕生すると思います。そうい

った事が計画だけではなく、実現されるようにしていきたいと思

っています。丌慣れですがよろしくお願いします。 

 

 

６．部会長・副部会長の選任 

 

  委員長による指名により、 

 ■子育てサポート市民グループ  部会長 ： 山本 則子 さん 

                 副部会長： 坂本 美香 さん 

 ■子育ちサポート市民グループ  部会長 ： 千葉 一賀 さん 

                 副部会長： 平田 剛士 さんが選出されました。 

 

 

７．「（仮称）滝川市子ども未来づくり条例」について 

 ： 滝川市保健福祉部子育て応援誯主事 高橋 伸明 

 

  「条例趣旨説明資料」をご覧ください。こちらは我々が制定したい条例についてのイメージ、大

枠であります。 

条例制定の目的は、地域全体で次世代育成支援を総合的、計画的に推進するため、その基本となる

 



理念を定め、行政はもとより、家庭・地域・企業の役割を明確にして、市と市民の協働による子育て

が大切にされるまちづくりを推進することにあります。その基本となる理念については、こちらで３

つ設定させていただいております。この理念についても現時点におけるイメージであり、今後の議論

によっては、追加されたり、塗り替えられていくこともあると考えています。その基本となる理念の

１つは、地域全体で子どもの成長と子育てを支援し、安心して子育てができるまちづくりに努めると

いうことです。２つめは、市及び市民は、学校・家庭・地域が連携しながら、子どもの心を育むまち

づくりに努めるとするもので、この中では子どもの健全育成や心の教育・家庭教育の推進などがテー

マとなってくると思います。３つ目は子どもの権利が尊重されるまちづくりに努めるというものです。

その３つの理念に基づいて、家庭・地域・企業・行政の役割を明確にしていきたいと考えています。 

続いてスケジュールですが、本日第１回子ども未来会議を開催いたしました。その後、作業部会に

分かれて、平成２０年３月まで様々な行動し、みんなで学習し、意見交換を月に１回程度の頻度で行

っていきたいと考えています。その後、平成２０年４月より、再度子ども未来会議を開催し、条例案

をまとめるとともに、ここまでの経緯についても市民報告会を開催し、報告したいと思います。その

後、様々な機会で条例案を検討し、１１月中に最終の全体会議を開催し、最終案を１２月議会に提案

したい。そのようなスケジュールを予定しています。 

次に作業部会についてです。今後作業部会を中心に進めていきます。１つ目の部会は、「子育てサ

ポート市民グループ」で、我々の設定した１つ目の基本理念である次世代育成支援について勉強する

会です。滝川市内で子育てをする上での誯題などを検証するとともに、先進地なども視察し、より良

い子育て環境を検討してまいります。２つ目の部会は「子育ちサポート市民グループ」で、基本理念

の２つめの「心をはぐくむまちづくり」に対応し、こちらは子どもたちの健全育成、心の教育、家庭

教育などがキーワードとなります。３つめは１１月に発足予定の子どもたちのグループで、子どもた

ちの権利などについて勉強するグループです。これらを１枚にまとめたのが、４ページ目です。 

最後に、条例制定後に予想される施策の展開についてですが、条例の基本理念である「次世代育成

支援対策の推進」については、すでに「次世代育成支援行動計画」並びに「保育計画」などがあり、

「心を育むまちづくり」には、「家庭教育推進事業（子育て１０選）」「心の教育推進プラン」など

に基づき様々な施策が展開されておりますが、条例制定後にはそれらの事業がより具体的に、より発

展し展開されていくこととなるでしょう。また、「子どもの権利の尊重」では、子ども議会や子ども

審議会などの開催も予想されます。以上で条例についての説明を終わります。 

 

 

８．基調スピーチ 

 ・鶴羽 佳子 氏 

 出産後、私が仕事で初めて訪れたのが実は滝川市なのです。生後４

か月の子どもを連れての訪問でしたが、当時担当であった滝川市の運

上さんが「大丈夫です！ぜひお子様を連れて来てください。」と言っ

てくれました。子どもを連れて来てみると、何と控室にはベビーベッ

ドがありました。運上さんのお子さんが使用してたモノと聞きました

が、それを用意してくれていたのです。結局うちの子はそのベビーベ

ッドを使うことはなかったのですが、ベテランの保育士の鈴木さんに

抱かれてすやすやと講演の間じゅう寝ていたのでした。それから自信

を持って子ども連れで仕事に出るようになったのです。 

 滝川市には、その男女共同参画の講演のほかにも、西高校や國學院

短期大学などにもお邪魔しており馴染みの深い街であります。 

 さて、私の事になりますが、私は平成１６年に子どもを産みましたが、親がなくても子は育つわけ

ではなく、私は子どもの育て方がわかりませんでした。私の両親のサポートを受けることは困難で、

大変苦労しました。子どもが泣き出すと全然泣き止まない。様々な育児の本を読みましたが、書いて

いません。そのうちに子どもの個性によって違うことがわかり、様々な方法があることがわかってき

ましたが。 

 あるとき、仕事のお付き合いのある女性から言われました。「あなたは、『ひたすらだっこ』であ

って、ゆとりが感じられないね。」と。その方の場合は、子どもをおんぶして洗濯や掃除をしたり、

 



料理をしたりしていたということです。この方は小さい頃から兄弟の面倒を見ていて、子育てをして

いる環境にありましたが、私たちは高度経済成長期に育っており、本当に子育ては初めてであり、私

たちの世代には知識的サポートが必要なのです。 

 私は最初１９時まで預けられる保育所に子どもを預けて仕事に復帰しました。制作している番組は

１８時までかかり、その後の反省会・打ち合わせを行いますが、打ち合わせの最中も保育所のお迎え

が気になり、１８時３０分には打ち合わせの途中でも抜けなくてはなりません。私のその行動がその

場の雰囲気をどれだけ悪くしているかと考えると、移動の地下鉄の中でも何度も涙が込み上げてきた

ものです。しかし、保育所に到着し、保育士さんから「今日はこんな事をして遊んでいましたよ。」

という話を聞いて、我が子の笑顔を見ると元気が湧いてきます。そして家に帰るとまた地獄です。８

時までに夕食を食べさせて、９時までにお風呂に入れて寝かせよう。そう考えると息をつく間もあり

ません。また、仕事で疲れきっているときは外食もするのですが、子どもを連れていった場合の周囲

からの冷たい視線が気にかかりかえって落ち込んでしまうこともありました。 

 そんな中、奈良県のＮＰＯ法人を取材したことがありますが、６０代の女性たちが子どもや子育て

家庭の夕食を作ってくれる事業がありました。子どもたちにもお母さん達にも好評で、「子どもたち

がとてもおいしそうに食べるものだから、私も食べてみたくて。」などと話しているお母さんもいま

した。私は、月に１度でも２度でも良いのでお母さんのくつろげるこんな空間があったらいいなと思

います。 

 現在は、夜１０時まで預かってくれる保育所に転所し、夜６時には夕食を食べさせてもらっていま

す。このような行政支援の拡大は大変ありがたいと思います。 

 最近、大学でコミュニケーションの授業をしていますが、学生たちは言葉で表現することが尐なく

なっていると思います。しかし、レポートを書かせるときちんと書けています。表現力というのは大

切だと思います。最近の母親の過勧奨で、子どもの自らの考えや感情が表現されにくくなっているの

かも知れません。このような子育て環境についてこれから皆さんとともに考えてまいりたいと思いま

す。 

 

 

 ・宮治 正夫 氏 

 子ども未来会議とは子どもの未来を考える会議であると考えま

す。子どもの未来を考えるにあたり思うことをお話させていただき

ます。 

 私は学生時代のクラス会の幹事をしておりまして、クラス会を開

催するときに友人が事前にこちらに来ることとなり、私を友人をど

のようにお迎えするか考えました。「ジンギスカンを食べに行こう

か、それともあい鴨を食べに行こうか。」まぁ、「食」に関する事

ばかり思いついたのですが、そこで友人に相談しました。「こちら

にきて何がしたい。」と。そうすると友人が答えたのは、「石狩川

が見たい。美術自然史館が見たい。リンゴ園が見たい。そして滝川

の夜空の星が見たい。」でした。友人は幾つになっても「ふるさと

滝川」を胸に秘めておりました。私たちが見た石狩川は夕焼けで私

でさえも素晴らしく美しいものでした。 

 今、市民の中に美術自然史館を知らない人がいます。我がまちの

すばらしさを発見できることがたくさんあります。子どもたちには「滝川に育ってよかった。滝川育

ちを誇りに思える。」そんなまちをつくっていかなくてはなりません。そのためにも１つ目は「ふる

さとの魅力を子どもたちに伝える」ことが必要です。 

 ２つ目は、「子どもたちの可能性を伸ばす。子どもたちの良さを引き出す。」ことが必要です。私

は、「おもちゃの病院」として、子どもたちのおもちゃの修理を行ってきました。最初はおもちゃの

乱れが気になりましたが、もうすぐ１０年を迎える最近は子どもたちが変わってきました。最初は児

童館の先生がみんなを集めてお礼をさせていましたが、最近は子どもたち自らが「どうもありがとう。」

と言えるようになりました。バドミントンのラケットのガットの張り替えを行った際に残る半端につ

いても小学校２年生の尐女が、「私が捨ててきてあげる。」といって笑顔で捨てに行ってくれます。

 



「子どもたちの良さ」をいかに引き出すか。最近は「早寝早起き朝ごはん」とも言いますが、あれも

これも「ダメダメ」ではいけません。私は「子どもの元気応援団」として昔の遊びを教えてきました

が、子どもたちは最初「指示待ち」でした。最近は子どもたちからの「提案」が増えています。つま

り近年の大人たちは指示し過ぎであったのではないかと考えます。 

 ３つ目ですが、私はひきこもりの子どもたちの支援を行っています。現在は、中学生卒業後の子ど

もの支援は誮もしてくれません。「ななかまど」という活動を行い、そういう子どもの家庭訪問を行

っていますが、訪問は夜に行います。それはその子どもたちは昼・夜逆転した生活をしているからで

す。その昼・夜逆転の生活をなおしてやることで、その子は高校の学校祭でボーカルとして活躍した

ようです。私が感じたのは、「親の子どもに対する考え方」で、「子どもと親の認識が違う」という

ことです。もっと子どもと大人は「共通認識に立つ」ことが必要です。 

 そのような３つのことを考えながら、子どもグループのアドバイザーをしてまいりたいと思います。 

 

 

９．委員発表 

 「次代を担う子どもたちが尊重され、子育てが大切にされるまち」とは 

   ～こんなまちを目指します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもと大人が声をかけあえる愛のあるまち」 

   ～遠野市では、語り部がいて、子どもたちにまちのことを話すなど、まちおこしに積極的に参

加しています。そんなまちが良いのではないかと思います。また、フランスでは尐子化対策に

たくさんの税金が投入されています。日本もそうなることを期待します。 

 

「子どもと親が一緒に安心して遊べる公園のあるまち」 

   ～私は公園巡りをしますが、公園の遊具が壊れていたりします。またごみ箱を廃止した影響も

あり、子どもたちがゴミを捨てている実態もありますので、こういうまちを期待します。 

 

「安心して子どもを育てることができるまち」 

   ～隣り近所の関係がもっと緊密になれば良いと思う。 

 

「子どもや親が安心できるまち」 

   ～公園でも遊具に凶器が仕込まれるなど危険になってきているので。 

 

「地域と子どもたちが関わり合えるまち」 

   ～私の育った安平町では挨拶ができていました。そのせいでみんなが知り合いのような感じで

した。そのためみんな地域活動にも積極的に参加していました。 

 

「みんなで子育てができる環境」 

   ～私は仕事の関係で土曜日も日曜日も勤務が多く、妻が中心の子育てをしていますが、妻はいろ

んなサークルに入っていろんな支援を受けています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

「より具体的なものを実現できるようにしたい」 

   ～私は留守家庭児童を持つ親の会の代表をしています。ぜひ学童保育を全小学校区に設置して

もらいたい。次世代育成行動計画でも「子育てと仕事の両立支援」と記載されていますが、行

動計画が実際に実行されているのかチェックが必要であると思う。 

 

「家庭・地域・学校がコミュニケーションのとれるまち」 

   ～最近はあまりに個は個であると思います。そのため、親の子育てに関する知識などについて

も強化する必要もあると思います。 

 

「親は自分で子育てすべき」 

   ～最近は子どもに無関心な親が多い気がします。学校のことでも関心がなさすぎると思います。

また、共働きの母親に対する支援はありますが、専業主婦に対する支援は尐ないと感じます。 

 

「子育てに地域ぐるみでサポートできるまち」 

～やはりこんなまちが良いと思います。 

 

「地域の中心に子どもが位置付けられていること」 

～子ども未来づくりとは運動論であり、「この地域でよかった。この家庭でよかった。」とい

ったまちづくりが必要と考えます。そういうなかで、公園は世代を超えた交わりが持てる良い

場所であります。そして、子どもの人権・個性を認め、子どもが尊重されるようにならなくて

はなりません。子どもの権利条約はどうなっているのか、滝川市民憲章はどうなっているのか

など、条例を制定した後もそれらと同様に見つめなおす必要があります。また、「今の親を育

てた我々の世代に足りなかったところを条例に盛り込むことも重要であると考えます。 

 

「あいさつ運動は基本である。それと子どもたちをかごの鳥にし過ぎているのでは」 

   ～「あいさつ運動」で子どもたちは明るくなります。聞いた話では、あいさつができる子ども

は授業もできるとのことです。あいさつは基本中の基本であり、絶対に必要であると考えます。

それをいかに広げていけるか。また、子どもたちをかごの鳥にし過ぎてはいないでしょうか。

子どもたちが「自分で」「自由に」ということを地域でいかに伸ばしていけるでしょうか。日

本は子どもたちの進むべき線路を引きすぎていて、線路からはみ出す子どもをどうするのでし

ょうか。 

 

「子どもたちが笑っているゆたかなまち」 

   ～私もあいさつは大事だと思います。私たちは子どもの頃に顔を見た人全員にあいさつをしま

した。そのことで頼れる大人の多い安全なまちができていたと思います。また、子どもの発言

を大事に受け止めてくれる大人がいることや、大人が約束を守ってくれることで大人への信頼

感がうまれてくると思います。 

 

「地域が協力しているまち」 

～私は滝川にきて驚いたことはボランティアが積極的に活動していることです。私もボランテ

ィアサークルに所属し、活動していますが、たくさんの母親たちも参加しています。そんなま

ちはいいなぁと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

「市民が子どもを見守りしている、子どもが見守られているまち」 

    ～子育てとは幼い子が育つとは限りません。誮もが親を持つ子どもです。ひとは優しく大切

にされないと、他人にはしてあげられないと思います。市全体がやさしい心を持って助け合

うべきです。 

 

１０．部会打合せ 

  ・次回開催について 

   ～部会ごとに分かれ、打ち合わせ。事務局より次回は石狩市視察の提案が出されました。 

    日程については、後日調整されます。 

 

 

１１．その他 

   ～事務局より提案 

    ○今後この会議の内容については市のオフィシャルホームページに掲載します。 

    ○今後議論していく上で必要な資料については事務局に何でもお申し出ください。 

 

 

１２．閉 会 

    


