
子ども未来会議 子育てサポート市民グループ（第４回） 

 

□ と き ： 平成２０年２月７日（木）１４：３０～１６：１０ 

□ ところ ： 滝川市役所３階 ３０２会議室 

□ 出席者 ： 委員３名 アドバイザー 事務局５名 

□ 内 容 ： 「子育て支援と企業（地域）の役割について」 

         

 

１．開 会 ： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  本日は皆さまお忙しい中で、なかなか皆さんのご都合が合わすことができず、少人数

でありますが、第 4 回目の部会を開催させていただきます。この部会も 4 回目でありま

して、第 3 回目の部会では地域の役割ということで、12 月 19 日に「せわずき・せわ

やき隊について」といったテーマで開催いたしました。今回は「子育て支援と企業の役

割について」といったテーマで議論をさせていただきたいと思います。なお、このあと

この部会の進め方について、全体を説明いたしますが、この部会と並行して、「子育ちサ

ポート市民グループ」では、12 月 21 日第 3 回部会で「家庭教育」といったテーマで

議論を行い、来週は、「子どもたちの居場所について」といったテーマで議論を行う予定

です。そして、第 5 回目は「子育て」「子育ち」両部会の合同部会として、全体のネッ

トワーク作りについて議論していきたいと考えています。また、「子ども部会」も 12 月

27 日に奈井江町の「子どもの権利条例」について勉強をしてきました。今月 24 日に

は、市議会議場をつかって市長との意見交換会も予定しております。本日も活発な意見

交換会をお願いいたします。 

 

２．部会長あいさつ ： 子育てサポート部会長 山本 則子 さん 

 

 

  本日はお忙しい中、お集まりいただいてありが

とうございます。本日も少人数ではございますが、

ざっくばらんな議論をお願いします。それでは早

速アドバイザーの鶴羽さんにご挨拶をお願いし

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 

 

  最近のお話ですが、私は札幌市の社会教育委員をしていることもあり、札幌市の生涯

学習課長にあるお願いをしました。私のお友達であるお母さんで小学校にあがる母たち

がある種の危機感を持っています。小学校に上がるのに「読み書きをある程度、勉強し

ておくべきなのか。」、「いじめの実態はどうであるのか。」などです。そういったことか

ら、「家庭学級」といった取り組みで、実際にたくさんの子育てを経験したお母さんの声

や、現場の先生たちからお話が聞けるような「勉強会」を開催してほしいと。そしてそ

 



の「勉強会」は、私がコーディネーターで、小学校の校長先生、小学校の低学年の先生、

ＰＴＡの副会長さん、札幌市で子育ての悩みを受け付けている「さらい」の方などで開

催しています。毎回約 30 名から 40 名のお母さん

達が集まり、お母さんたちからは、「現場の子育てを

長い目で見た意見が聞けて、大変参考になった。」な

どの声が聞こえています。お母さん達は様々な交流

の機会を求めたり、専門家のアドバイスを受けるな

ど、勉強熱心です。 

また、主婦ネットワークという会があるのですが、

会員も 500 名くらいいるのですが、ランチ会で母の

意見交換会を行っています。だいたい 80 名くらい

の託児の申し込みがあるのです。こんなに多くの託

児ということでどのように対応しているかと聞きますと託児のネットワークがあり、こ

のように多くの場合はＮＰＯ法人子育て支援ワーカーズにお願いしているようです。感

じましたのは、母親が社会に出て勉強や活動をするためには、質の高い託児が必要であ

るということです。こういった託児のネットワークがあれば良いと思います。 

 

４．協 議 ： 「子育て支援と企業（地域）の役割について」 

 

 （事務局説明） 

  ■北海道家庭教育サポート企業等制度：北海道教育庁の実施している事業。この事業

は、家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組む企業等が北海道教育委員会教

育長と協定を締結し、相互に協力の上、北海道における家庭教育の一層の推進を図るこ

とを目的とした事業。企業には、１．職場の子育て環境づくり（企業等が従業員等を対

象とした家庭教育の推進や子育てを支援するための環境づくりの取組みを推進する）、２．

職場見学や職場体験の実施（子どもたちを対象とした職場見学や職場体験を実施するな

ど、働くことの意義について考えたり、話し合う機会をつくるための取組みを進める）、

３．地域行事への協力・支援（企業等が地域住民の一員として子どもたちの参加する地

域行事への協力支援を行う）、４．学校行事への参加促進（従業員が参観日等の学校行事

へ参加することができるような職場環境づくりを進める）の４つのうちから 1 つ以上、

５．生活リズムの向上の取組（従業員の家庭において、子どもが早寝早起きし、親子で

朝ごはんをとるような子どもの生活リズムの向上させるような取組を進める）、６．「道

民家庭の日」等の普及（従業員等へ「道民家庭の日」や「北海道教育の日」を普及・啓

発するとともに、家庭の団らんの日として、職場の行事等は実施しない取組を進める）

の２つのうちから 1 つ以上取組みをしてもらいます。このような取組をしてくれる企業

と北海道教育委員会教育長が協定を締結し、当該企業名を登録、その旨を公表するとい

うものです。滝川市ではこの部会の委員でもある向井さんが所属する株式会社ホンダカ

ーズ滝川が登録されており、株式会社ホンダカーズ滝川では、地域の子どもたちを企業

へ招き、従業員が働く姿を見せたり、仕事を体験させる取組と、従業員の家庭において、

子どもが早寝、早起きをし、親子で朝ごはんを取るように働きかけるなど、子どもの基

本的生活習慣を身に付けさせる取組を行っています。 

  ■北海道すきやき隊：市町村のすきやき隊が個人単位であるのに対し、北海道保健福

祉部では、団体・企業・ＮＰＯ法人などの参加のもとで子育て支援に係る様々な取組を

推進し、少子化対策を総合的に進めていくために結成しているものです。北海道すきや

き隊の活動事例としては、１．「道民育児の日」及び「道民家庭の日」運動の推進、２．

 



少子化に関するフォーラムの開催や子育て支援体制の充実など、北海道が実施する少子

化対策に関する支援、協力、３．市町村に組織される「せわずき・せわやき隊」の活動

及び組織化の支援、４．育児休業制度など、子育てと仕事の両立を支援するための職場

環境の整備、５．次代の親づくりのための教育や専門的人材の育成支援、６．その他少

子化対策に資する活動など幅広い分野から何らかの活動してくれる企業を登録し、道は

様々な機会で広報するというものです。 

  ■どさんこ・子育て特典制度（仮称）：道で現在検討中の制度。次代を担う子どもたち

を社会全体で支える環境を総合的に整備するため、子育て世帯での買い物などの際に割

引などのサービスが受けられる「子育て特典制度」を検討中です。事業に協賛してくれ

る協賛店舗を募集し、道および市町村はステッカー等を配布し、周知に努めるというも

ので、今後実施されるであろう制度です。 

  ○現時点で、このような制度が北海道レベルで進められており、財団法人 21 世紀職

業財団などでも、中小企業向けの補助制度が用意されていますが、滝川市において期待

される企業等の役割、企業から見て取り組みやすい制度設計など、滝川市独自のあり方

についてのご議論をお願いします。 

 

 ・企業側から見て、様々な補助金制度があるが、調べていくと該当しなかったり、分か

りづらいのが現状。銀行などのように行政にもアドバイザーが必要だと思う。各企業に

「ＮＨＫの子どもニュース」並みのわかりやすい説明や情報提供があればよいと思う。

企業に対し、「子育てと仕事の両立について困っていませんか？」といった相談窓口など

も良いと思う。また、「企業が子育て支援について何に取り組むことができるか」といっ

たリストアップなどもされていると企業が取り組みやすいのでは。 

 

（アドバイザー） 

・補助金申請の難しさやわずらわしさについて、大企業などの人事担当者でもいると良

いのですが、小さなところでは難しいというのは感

じているところです。有限会社オフィス鶴羽の従業

員は、母親 6 名、母親ではないが妻であるという人

が 5 名、独身が 3 名という構成です。番組制作とい

った特殊技能が必要とされる会社で、1 人を育てる

のも本当に大変ですが、そういった女性の勤務体制

をつくり、ベビーシッター等の費用についても会社

が負担するようにしています。穴の開けられない仕

事内容でもあるので、1 人でも仕事を進めていくこ

とはできるが、お子さんの都合などでも、お休みを

取ることができるように 3 人体制で仕事を進めるなど、人数を抱えての会社の運営をし

ています。 

 また、男性経営者の企業では、女性が妊娠すると退職をせざるを得ない雰囲気の企業

もあるようですし、そういった女性職員をどのように雇用管理してよいかわからないと

いった状況もあるようです。母親は子育てに関する悩みを企業の人事担当者に話しづら

いという現状も理解し、人事担当者にも勉強をしてほしいと思う。 

 ですから行政にはそういった主婦の相談や企業の人事担当者からの相談に応じるよう

な「コーディネーター」がいると良いですね。または、そういった企業を集めた説明会

を開催し、「ある程度シートに記入していただけると行政が補助金申請などをやっておき

ます。」くらいになると助かる企業が多いでしょう。 

 



・企業に対する情報提供として、補助制度や企業に行ってほしいメニューなどの掲示板

があると良いのでは。窓口支援ということでは、分かりやすい説明をしていただくのが

何よりも必要だと思う。 

 

（アドバイザー） 

・第１段階として、一覧表をつくる。第２段階として少し話が難しくなってくるので分

かりやすい説明をする。第３段階として行政が企業にかわって申請書を記入する。とい

ったステップでしょうか。シートに記入すると行政がやっておきます。記入まで教えて

くれます。というくらい。 

 

（事務局） 

・分かりやすい説明については、子育て応援課・労政部局などで検討して、分かりやす

い周知方法も含めて検討させていただきたい。 

 

・もう一つ思うのは、子どもが少なくなっていく中で、企業同士でのお見合い制度など

もおもしろいのではないでしょうか。企業から従業員が参加できるイベントなど。 

 

（アドバイザー） 

・北海道新聞社では、人事担当者に母親がおり、育児休業中の職員やこれから産休に入

る職員などで情報交換会を実施しているようで、札幌市で開催し、全道から職員が集ま

ってきて有意義な交換会が行われているようです。こういった情報交換会など、市内の

企業が集まって年に１回程度、母親の先輩からのアドバイスや情報交換ができる場など

があるとよいですね。 

 

・ダスキンさんなどは、以前お子さんの「はいはい競争」などをやっていたような気が

します。こういったことも滝川市全体で行われるとよいですね。 

 

・お母さん達の話し合いの場については、最低でも月に１回は必要だと思います。お母

さん達があつまり、将来親になる大学生やナースの見習いさんたちがお子さんの託児な

どに協力をしてもらって、お母さん同士の息抜きや話し合いなどが行われ、悩みを聞い

てあげられる場。こういった場ができれば、このような場があることを企業から働いて

いる女性や、働いているお父さんから家にいるお母さんへの情報提供をするなどして利

用を促していく。また、そういった場には企業などの男性からの意見も聞いてもらえる

ようにするのも良いのでは。 

 

（事務局） 

・お母さん達の話し合いの場のようなものでは、地域子

育て支援センターやつどいの広場などは市内にあるが

まだまだ知られていないということが現状といったと

ころ。確かに働くお母さん向けの話し合いの場ではない

が。 

 

・さんさんの会では、生後２カ月くらいからの赤ちゃん

の託児支援なども行ってきた。せわずき・せわやき隊と

いったせっかくのシステムがあるのに知られていない
 



ことが課題ではないか。 

 

（アドバイザー） 

・企業からの情報提供として、働いているご主人から家にいる妻に向けた情報提供とい

ったシステムは、企業内においても良いコミュニケーションが図られるものと思います。 

 また、職場内に労働組合はなくても、母親グループの意見を発表する機会を企業内に

作ってもらうのも良いかもしれません。 

 

（事務局） 

・企業内にアドバイザーを派遣するなど、北海道家庭教育サポート企業等制度などもあ

る。そういった制度が使われるようになるにはどのようにしたら良いものでしょうか。 

 

・企業も実施したいが、できないのが現状。子どもが小さいうちに企業参加型の参観日

なども実施したい。 

 

・以前、第二小学校では父親の企業を見に行くような参観日があったと思う。最近は、

企業としても受け入れが難しいなど、実施できなくなってきているのではないか。 

 

・現在は、インターンシップ制度やキャリア教育制度などで実施されているが、職場研

修など勉強がメインで行っている。 

 

（事務局） 

・厚生労働省の雇用均等・児童家庭局では、職員のお子さんが父親の働く姿を見に来る

参観日を実施していた。午前中職場で父親の働く姿を見て、午後は子どもと一緒に帰る

というもの。父親の働く姿を見せてあげることで、「父親はどんな仕事をしているのか。」

「なぜ毎日帰るのが遅くなるのか。」など、子どもが父親の仕事を知るようになり、子ど

もとのコミュニケーションが取れるようになる。 

 

（アドバイザー） 

・私の会社でも、社員の女性が周りに根回しをして、父親と子どもがお母さんの仕事を

見に来る参観日を行った。これは子どものためにもなるし、周りの職員にも母親の気持

ちが伝わる。それ以降職場では、「お子さんによろしく。」「お休みも気にしないで休んで

あげて。」「飲み会でも、お子さんのために早く帰りなさい。」。そういった言葉が聞ける

ようになった。 

 

（事務局） 

・企業や行政による様々な制度よりもそういったアットホームな職場環境づくりといっ

たものが、滝川市らしい取組として良いのではないか。そういった雰囲気作りをする企

業への独自の認証制度なども考えてみたい。 

 

・母親、父親と子どもだけではなく、子どもたちとお子さんのいない職員が遊ぶ会があ

っても良いのではないか。親の気持ちがわかるようになる。 

 

・先日のイベントでもそうであったが、最近の子どもたちは、おはじきやこまなどの遊

びはほとんどしなくなった。現在も様々な地域で子どもたち向けのイベントを行ってい



るが、参加する子どもたちは減ってきたような気がする。滝川市全体での子どものイベ

ントは大きすぎるような気がするが、地区単位でも魅力あるものを実施しなくてはなら

なくなった。 

 

・運動をするものや親子で料理会などを実施し、企

業はその魅力作りに参加するといった考え方もあ

る。また、イベントが実施されているという情報伝

達も企業の役割ではないか。 

 

・私のところの育成会では、毎年１０月にリンゴ狩

りを行い、ジンギスカンなどもやっている。市内で

はかなりのイベントが実施されており、そういった

イベント一覧表は必要である。 

 

（事務局） 

・滝川市では平成１８年度に子ども広報をつくりイベント一覧も掲載し、学校で配布し

ていた。これは平成２０年度もしっかりと取り組んでいきたい。また、毎月第３日曜日

の「道民家庭の日」に協力してくれている企業もでてきている。 

 

・一企業だけでは限界があるので、企業と行政のネットワークが必要だと思う。 

 

（アドバイザー） 

・企業・家庭・地域・行政のネットワーク作りが必要で、企業の人事担当者にイベント

一覧のような資料を提供する必要がある。市のホームページをみる習慣などはみんなあ

まりない。ホームページでの情報については、企業で職員や職員の家庭に提供するなど、

企業と行政での連携強化も考えるべきではないか。 

 

（事務局） 

・子どもにもわかりやすいまちづくりといった取り組みも必要であると思っている。ワ

ークライフバランス憲章なども出されているが、国は国、滝川市は滝川市で取り組んで

いきたい。 

 

（事務局） 

・「ワークライフバランス」は、言葉では難しいが、子どもと一緒に遊びたいから、仕事

に全力で取り組み、効率的に取り組むようになる。周りはそれを理解してあげる。そう

いった環境が必要で、１人１人の意識改革があって、少しずつ変わっていくものである

と思う。 

 

・社長のできることは、従業員１人１人に声をかけてあげること。そういった取り組み

を必ず企業に実施してもらう。 

 

・以前、私は子どもと約束した日に限って、お客さんとの関係で帰れなくなったもので

あった。子どもを裏切ってしまうので、私は絶対に子どもと約束しないことにしていた

ものであった。 

 

 



（事務局） 

・最近の親は忙しすぎる。様々なイベントに親子で参加ができないのが実情で、企業も

大変でしょうが、親が余裕がないといったことを企業にもわかってもらいたい。子育て

を楽しんでもらいたい。 

 

・親と子だけではなく、大人と子どものつながりが大事であると思う。親が子どもを抱

きしめてあげることがポイントで、子どもを「ハグ」をしてあげるといった楽しい取り

組みも良いのではないか。 

 

 

５．その他 ： な し 

 

 

６．閉 会  

 

 


