
第２回子ども未来会議 

 

□ と き ： 平成２０年３月２５日（火）１０：００～１１：３０ 

□ ところ ： 滝川市役所８階大会議室 

□ 出席者 ： 委員１０名 アドバイザー２名 事務局４名 

□ 内 容 ： 「（仮称）子ども未来づくり条例」制定に向けた中間まとめについて 

         

 

１．開 会 ： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  みなさまお忙しいところ本日もお集まりいただきまして、ありがとうございます。み

なさまには、「子ども未来づくり条例」の策定に向けた勉強会として視察に行ったり、会

議に参加していただいたり、本当にボランティ

アでお集まりいただきましてありがとうござ

います。最初の会議でもお話ししておりますが、

来年度つくります「子ども未来づくり条例」が

単なる文言や美辞麗句に終わらないように、こ

の会議では条例のベースとなるような事業や

具体的な取組など、こういう取組があってその

上に条例があるといった、そのようなことを目

指してみなさんにいろんな形で議論をいただ

き、課題などを洗い出しております。それで本

日は１９年度の今までに行ってきたことの中間まとめということで、どちらの部会でも

まとめたことを、条例のポイントとなるようなこととしてまとめております。今後のス

ケジュールについては後ほどご説明いたしますが、今後ともよろしくお願いします。本

日は本当にありがとうございます。 

 

 

２．委員長あいさつ ： 子ども未来会議委員長 片岡 喜恵子 さん 

 

  本日はお忙しい中、子ども未来会議にご出席い

ただきありがとうございます。この会議は、昨年

１０月に設立されまして、子育て・子育ち両部会

とも４回ずつの部会が開催されたと聞いており

ます。また、子ども部会も３回の部会が開催され、

先月には市長との意見交換会も開催されました。

本日は平成１９年度の中間まとめということで、

活発なご議論をいただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．アドバイザーあいさつ ： 子育てサポート部会 アドバイザー 鶴羽 佳子 さん 

 

  朝９時のＪＲに乗って、１０時から会議というこ

とを始めて、早いものでもう半年が経ったということ

ですね。子育て部会の方では、毎回議論が白熱して、

時間内に議論が終わらないことも多々ありました。こ

の会議で私も勉強をさせていただくことも多いのです

が、子どもの支援というのは、母親を支援することで

あることを実感しております。本日もよろしくお願い

します。 

 

： 子ども部会 アドバイザー 宮治 正夫 さん 

 

  子ども部会では、３回の部会を開催しました。１回目は委員のみなさんから「こんな

まちになったらいいな。」ということで発表をしてもらって、活発な意見交換が行われま

した。２回目は奈井江町に視察ということで、

勉強に伺いました。奈井江町では、町長が各

学校を回って、学校ごとに意見交換をしてい

るということでした。そして３回目は、市議

会議場を使って、「子ども議会」とまではい

かなかったのですが、市長との意見交換会が

行われました。私も議場に入るのは初めてだ

ったのですが、重々しい雰囲気の中、本当の

議員さんに負けないくらいの立派な提案が

なされました。こうしてほしいという要望を

言うだけではなくて、「私もこうしたいんだ。」だから「こうしてはいかがでしょうか。」

といった、ただ、「こうして欲しい。ああして欲しい。」といった要望をいうだけではな

い意見発表をしてもらいました。そんな中で一番多かった意見は、「ゴミの落ちていない

まち」をつくってほしいという意見でした。「私たちもゴミ拾いに参加したい。」だから

「ゴミ箱をつくってほしい。」ですとか、そのほか多かったのは「事故のないまちをつく

ってほしい。」、「高齢者や障がい者にやさしいまちをつくってほしい」といったものでし

た。感じましたのは、「子どもは大人の背中を見て発言している。」ということです。例

えば町内会でゴミ集めをしたけれど、大人たちだけで子どもたちの参加は今までほとん

どなかったが、子どもたちも参加をしたかったのだということです。また、市役所のホ

ームページにも議事録が掲載されておりますが、市長からも、「大人の気付かない所に子

どもの目線があり、子どもたちのアイディアは素晴らしい。だから、今後もどんどんと

子どもたちのアイディアを出してほしい。」ということをおっしゃられておりました。以

上が子ども部会としての報告です。 

 

 

４．協 議 ： 「子ども未来づくり条例」制定に向けた中間まとめについて 

 

 （事務局より報告・説明）：別紙参照 

 

 

 



＜第３回子育てサポート部会について＞ 

 ・ここでポイントとしてまとめられているの

ですが、ここまでポイントとしてまとめられ

たことについて部会で決められたのですか。 

 （事務局） 

 ・これは、部会で議論していただいたことを、

事務局でポイントとしてまとめさせていた

だいたものです。 

  

・たくさんの意見の中からポイントを４つに絞られておりますが、どのようにまとめら

れたのか、その辺の整理は最初にされておいたほうがよろしいのではないでしょうか。 

 （事務局） 

 ・確かに全ての意見を拾っているわけではなく、拾っていない意見もあることは確かで

す。ですが、割と主だった意見は拾わせていただきました。その中でポイントとしてそ

の全ては網羅されてはいないので、「ここは丌足している。」ですとか、「私の意見はこう

です。」といったものをご意見としていただきたいと思います。本日の会議は、事務局で

今までの部会でのご議論をポイントとしてまとめさせていただきましたので、ご覧いた

だきたい。そして今、ご意見をいただきましたように、「私はこう思う。」といったこと

を「これはポイントとして丌足している。」とご指摘をいただくとか、「こういう視点も

あるのではないか。」といった補強をいただくとか、そういったことを今日はお願いした

いと思います。 

 （事務局） 

 ・後ほどお話ししようと思っておりますが、今日まとめたことも４月以降そんなに数は

多くないと思いますが、またみなさんにお集まりいただくこともあると思います。その

際にもまた、様々なご議論をいただき、条例のたたき台となるようなベースになるもの

をご確認いただきたいということです。今後もそういう機会は、まだまだあると思いま

すので、よろしくお願いいたしたい。 

 （事務局） 

 ・最終的には、みなさんで条文をつくっていきますので、そこに向けたポイントとして

積み上げていければ思っております。 

  

・この４点のポイントについて、本来、この子

ども未来会議の中に入っているのかどうか、こ

の「子ども未来」というのは、どういうものを

意味しているのか。これを読んでいるだけでは、

お父さんお母さんのための会議といった感覚

で捉われのですが、子どもに対しての「未来」、

要するに「将来」に対してのものが全然載って

いないような気がするのですが、本筋から離れ

ているような気が私はするのですが、どうなの

でしょうか。 

 （事務局） 

 ・子ども未来会議は、子どもたちの総合的な子育て・子育ち、子育ての環境と子どもた

ちが育っていくための環境をいかにつくっていくかを皆さんでご議論いただき、それを

最終的には条例にして、市の決まりとしていきたいという目的を持っております。子育

て部会については、子育てをしやすい環境についてご議論をいただきまして、考えてい

きたいという趣旨でした。子育ち部会については、子どもたちの健全育成といった部分

 

 



で、ご議論をいただいております。子ども部会については、子どもの目線に立ったまち

づくりといったような子どもたちが参加できる権利を保障していきたいという風に考え

ておりまして、この第３回目の子育て部会については、子育てしやすい環境についてご

議論をいただいたものであります。 

 

 ・男性も少しは子育てに入ってきていると思いますが、まだまだ足りないと思う。です

から自分たちも昔、「おじさんクラブ」とい

うのを作ったのは、あまりにもたくさんお母

さん方がＰＴＡ活動に出てきていたもので

すから、お父さんたちも少し参加しましょう

ということで、北海道でも１番目か２番目く

らいに「おじさんクラブ」って作ったんです

よね。男性に来ていただいて、お父さんと子

どもという中で、たまにはお母さんを抜きに

して。そうすると子どもたちが伸び伸びして、

お父さんとくっついている姿を見ると、「ま

だまだお父さんって必要だな。」って、うまく言えませんけど、お母さんにべったりでは

なくて、父親もどんどん子どもと接するべきだと感じたものですから、この父親の学習

会とはどういったイメージのものを考えられたのでしょうか。 

 （事務局） 

 ・父親の育児家事の参加時間は、世界的に見ても少ない。父親が仕事が忙しくなってい

て、育児に参加する時間が取れなくなってきているといった中で、市内でも少しでも父

親の育児参加の機運を高めることを目的として、料理講習会などを行政の民間も一緒に

行っていくといったもの。 

 （子育てサポート部会長） 

 ・私たちの時代は女性がすべて子育てを行ってきており、子どもをおんぶに抱っこしな

がら家事をしていました。そんな中で父親から、「子育てお疲れ様。ありがとう。」とい

った一言があるだけでも全然違うと思います。

そういったちょっとした一言でも言葉の勉強

をしてもらうのも必要かと思っています。母親

を喜ばせる一言、反対に父親をやる気にさせる

一言などもお勉強をして、こういうことがある

だけでも子育ての負担っていうのは変わって

くると思います。海外のドラマなんかを見てい

ても、休日は父親がご飯をつくってくれたり、

一食でもいいですし、料理が下手だからいつも

バーベキューでもいい。そして後片付けは家族

みんなでやるような、そういう家庭になったら良いと考えました。 

 

 



 ・そのためにどのように条例に載せるのかという

ことを話し合った方が良いと思います。私はこの

団体の代表で来ているので、自分たちでつくった

事業というものもあります。だからこの会議に集

まっている人はみんながそういうものが必要だと

いうことであれば、そういうのをただ要望するだ

けではなく、役所だって全ての要望にはこたえら

れないので、その時に「この条例に則れば、こう

いう予算がつきますよ。」というように、プランを

実施するためにはどうしたら良いのかを今後、話

し合ったら良いと思います。 

 ・今は、いろいろな情報を集めて、どうしていったら良いかということを話し合ってい

る段階で、そういう意味合いで今後検討を進めていくと思います。 

 （事務局） 

 ・例えば父親の学習の場をつくるという趣旨の文言を条例に載せるということになれば、

まちのきまりとしてやっていくということ表明することになります。それは、やはりま

ちのみんなで取り組んでいくという姿勢になります。ですからこれは、この会議に出て

いるみなさんがやっていくというものでもありません。地域の方々がそれを受けて立ち

上がるかも知れないし、行政とそういう組織が結びつくかも知れません。とにかくこれ

を条文に載せるということは、まちのみなさんでやっていくんだという姿勢を表明する

ということになりますので、その先にこれをどのような形でやっていくというのは、こ

の先の検討になっていくと思います。 

 

 ・「おじさんクラブ」の取組というものを私たちは全く知らなかった。知られていないこ

とも問題ではないでしょうか。 

 ・今から１０年くらい前から取り組んできた。空知教育局などの研修会などにも呼ばれ

て、「おじさんクラブ」とはどういう取組を行っているのかということの質問攻めにあっ

たこともありました。自分たちで考えて、校長先生とも話をして、お父さんたちの集ま

る場所がほしいという話をしてスタートしました。その時は、Ｏ―１５７の流行の真っ

ただ中でしたが、薪を使って火をおこし、窯でご飯をたいてカレーライスをつくりまし

た。子どもたちは、「火をどうやってつけるの？」など、そういった中でお父さんと一緒

にやらせたという経験がありましたね。体育館でみんなで寝て、夜は学校を探検するの

です。そうすると子どもは父親にしがみついてくるんです。父親も胸をはってきます。

そういう姿を見て、「やってよかったなぁ。」とつくづく思いました。 

 ・各学校にも「おじさんクラブ」っていうのができつつあるのですよね。おやじの会同

士の横のつながりはないのですか。あるといいですよね。 

 ・そのようなネットワークも、市役所の教育委員会と子育て応援課も連携の強化がされ

ると良いと思います。 

 

 （鶴羽アドバイザー） 

 ・母親というのは、子育て経験がない中で、

様々な丌安や悩みを抱えていますので、母親デ

ビューという言葉で表現をしました。行政もお

金がない中で、あるものを有効に利用してはい

かがかということで、お年寄りのデイサービス

のバスなどを使って、母親１年生を子育て支援

センターなど様々なところに連れて行ってあ

 

 



げるなどのサービスは良いと思います。首の座っていない赤ちゃんをつれて、公共の交

通機関に乗るのは、本当に困難で、お年寄りと同等に支援してあげるといことも必要で

はないかと思います。 

 

 ・学校の情報がみんなに行きとどいていない。町内会の回覧に各学校の文書を回したら

どうでしょうか。 

 （宮治アドバイザー） 

 ・「おじさんクラブ」については、新聞やＦ

Ｍなど、いろいろな情報がでている。目が届

かないだけ。町内会の回覧には、各町内会の

中に班もあり、相当な数になってしまう。最

近は、各学校開かれた学校ということで、ホ

ームページが公開されていて、そこで情報を

とることもできる。なので、例えば各町内会

でそのホームページをプリントして回覧す

ることも考えられる。 

 

 （宮治アドバイザー） 

 ・最近、孫の学芸会を見に行ったが、面白い現象がみられる。各学年劇などの発表を行

っているとき、入口の戸が閉められているのですが、劇の最中に、戸の外では、親たち

が列をつくって並んでいる。劇が終了すると、その戸が開くのですが、一幕ごとに観客

の親たちの入れ替わりが行われている。親たちも自分の子どもだけではなく、「自分の子

が大きくなったらこのようになるんだ。」ですとか、子育ては今の時期だけではないので

すから、お子さんにもこの後、成長期があるのですから、そういう子育ての視点が必要

であると感じました。 

 

 ・子育ての状況が変わってきた要因は、女性

の社会参加という側面がある。だから、これか

らのことを考えていく時に、父親に学習しても

らわなくてはいけないのだけれども、それだけ

を取り上げては少し問題がでてくる。そうでは

なくてやはり家庭だから、家庭が機能する中で

父親も学習していくという風に理解していか

ないとならないと思う。役所が全部父親料理教

室を開いていっても意味がない。地域だとか企

業や学校などの先駆者が事業を引っ張って、役

所がそれを援助するという形。そういったことを膨らませるといった作業が今こそ必要

なのではないか。職場には職場でのそういう活動の場が、学校は学校教育だけではなく

て、子どもの教育をするために学校は母親を含めて家庭をどう援助していくのか。そう

いうものをまとめたのが条例として上がっていって、結び付けていく。そういうことを

市民に訴えていく手段となる。 

 

 



 

・横の連携強化がちょっと弱いのではないで

すか。 

（事務局） 

・こういったいろいろな団体が結びついてい

るのは、この会議だけかもしれませんね。こ

の会議が何らかの形で今後も継続されてい

く必要があるかもしれませんね。 

（事務局） 

・みなさんからもご意見をいただいている情

報など、この会議を契機としてしっかりとやっていきます。行政もわかりやすく情報を

出すといったことに取り組んでいきます。 

 

・情報を出すということだけではなくて、目に触れるようにするということが大事なこ

とだと思います。 

（事務局） 

・滝川市でも以前、「子ども広報」という形で全学校に配布していたりした。 

・情報は各学校のホームページで公開されている。 

・更新の頻度は学校により異なるが。 

・情報が行き届かないのは、むしろ情報が多すぎるから。新聞やインターネット、テレ

ビなど情報が多すぎて、選択しづらい状況にあって、だから回覧版は見られない。これ

を役所任せにするのは無理であって、そういった情報を整理するような情報センターの

ようなものを市民活動で行っていって、その活動を役所はチェックするといった形が必

要となる。この子ども未来会議のような会議を継続していって、この部分は青年会議所

にお願いしようとか、学校にお願いしてこういう風にするにはどうしたら良いかなど相

談に乗ってもらうなど、役割分担をしていくことが必要である。そうしないとインター

ネットでやっても回覧版でやっても意味がない。今のお母さん達には、子育ての本がた

くさん出ているし、結局は情報が入ってこない。 

 

 

５．その他 ： 

 （事務局） 

 ・今後のスケジュールについて、別紙のとおり、活発な議論が行われており、もう少し、

部会や全体の会議などを継続させていただきたい。そして条文としてまとめ、最終的に

は１２月の議会提案を目指していきたい。 

 ・中間まとめについては、本日いただいたご意見をもとにまとめさせていただきます。 

 

 

 ・会議の案内が急すぎて、日程の確保が難し

い。あらかじめ大まかな日程を決めておいてい

ただかないと、こちらとしても委員をお受けし

たからには責任を持って出席したいのに出ら

れない。ですから４月は第何週だとか決めてい

ただきたい。 

 ・今日の会議もそうだが、事務局からの説明

で３０分から１時間近くかかってしまってい

る。ある程度読めばわかる内容でもあるのに。

 

 



せっかくみなさんが集まった貴重な時間であるので、無駄な時間を省き、事前に資料を

送り、みなさんが意見をまとめてこられるようにすべきである。 

 （事務局） 

 ・承知しました。 

 

 （鶴羽アドバイザーより） 

 ・情報提供として。石狩市では４月７日に子

育て支援センターがオープンします。 

  そこでは、①市内の保育所に通っている子

ども全てを対象とした休日保育が行われる。 

       ②同じく病後児保育も行われ

る。 

  新しい取組として情報提供いたします。 

 

 

 

 

６．閉 会 

 


