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第１回子ども未来会議 

：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！ 

 ＜平成１９年１０月３０日（火）＞ 

・「子どもと大人が声をかけあえる愛のあるまち」 

・「子どもと親が一緒に安心して遊べる公園のあるまち」 

・「安心して子どもを育てることができるまち」 

・「子どもや親が安心できるまち」 

・「地域と子どもたちが関わり合えるまち」 

・「みんなで子育てができる環境」 

・「より具体的なものを実現できるようにしたい」 

・「家庭・地域・学校がコミュニケーションのとれるまち」 

・「親は自分で子育てすべき」 

・「子育てに地域ぐるみでサポートできるまち」 

・「地域の中心に子どもが位置付けられていること」 

・「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」 

・「子どもたちが笑っているゆたかなまち」 

・「地域が協力しているまち」 

・「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」 
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○２つの会議を設置 

①こども見守りネットワーク協議会（＝要保護児童対策地域連絡協議会） 

   ※各保育所・幼稚園・小学校・中学校を含む７７の事業所等で設立 

   ※年１回の総会は、各事業所等のトップが集まるが、その中でも虐待処理件数や虐待の傾向等、

虐待発生時の様々なシミュレーションが行われ、メンバーの意識は高い 

②いしかり子ども総合支援会議 

   ※構成：子育て支援・青少年健全育成関係団体、学校・幼稚園・保育所・保健機関・自治会等

の代表者・公募市民 など２５名 

   ※全体会議と３つの部会で構成（乳幼児部会・学童部会・思春期部会） 

   ※様々な施策の審議 

○「石狩まちぐるみ子育てプロジェクト」 

  ①子育ての孤立化の解消（セーフティーネットの整備） 

   ※赤ちゃん訪問事業：生後４カ月までの乳幼児がいる世帯の全戸訪問事業 

保健師等の専門職の訪問 

   ※子育て心理講座事業：こども相談センター臨床心理士によるグループカウンセリング（児童

虐待の防止、学校・社会の丌適応行動（丌登校・非行・いじめの防止対策） 

   ※メイク・フレンド事業：児童館の午前中に乳幼児の子育て支援の場の提供（「ころころ広場」・

「育児サークル活動日」など） 

  ②子育て家庭への支援の充実・拡大（「子育てタウンいしかり」への転換） 

   ※保育所待機児童ゼロ：社会福祉法人保育所建設費交付金 

   ※放誯後児童会の拡充：１０か所へ（児童館３・小学校４・保育所１・会館２） 

    放誯後児童会の有料化により財源を確保し、待機児童ゼロを実現 

   ※ファミリー・サポート・センター事業：一時預かりは、会員宅のほか市長公宅も活用 

   ※産後子育てサポート事業：ファミリー・サポート・センター事業の無料お試し券（４時間

券） 

  ⑤健やかな子育ち・健全育成 

   ※放誯後子ども教室：ミニ児童館事業のリニューアル（４か所）＋樽川パストラル会館で放

誯後の居場所づくり（事業費１０，２６６千円） 

   ※町のはらっぱ事業：市有地のはらっぱを子どもたちに開放 

    子どもたちの自由な発想で考え、身体を使った遊びを通して子どもの健やかな成長を育む

（人とつながる『体験』） 

    はらっぱでのイベントは夏休み中の１週間（地域の方々の井戸端会議で体験メニュー等を検

討。木のおもちゃ作りなどのこぎりを使うなどの危険なことも子供たち自らの責任で行う。

原則禁止事項なし。冬の事業も検討する。地域の６０代～７０代の男性などは子どもに帰っ

て一緒に楽しんでいる。） 

    普段は単純に子どもたちに開放（「できるだけ地域の目があれば望ましい」程度。市有地の

ためけが等の保険はある。） 

子ども未来会議 第１回子育て・子育ち合同部会 

：石狩市視察 

 ＜平成１９年１１月７日（水）＞ 

○２つの会議を設置 

①こども見守りネットワーク協議会（＝要保護児童対策地域連絡協議会） 

   ※各保育所・幼稚園・小学校・中学校を含む７７の事業所等で設立 

   ※年１回の総会は、各事業所等のトップが集まるが、その中でも虐待処理件数や虐待の傾向等、

虐待発生時の様々なシミュレーションが行われ、メンバーの意識は高い 

②いしかり子ども総合支援会議 

   ※構成：子育て支援・青少年健全育成関係団体、学校・幼稚園・保育所・保健機関・自治会等

の代表者・公募市民 など２５名 

   ※全体会議と３つの部会で構成（乳幼児部会・学童部会・思春期部会） 

   ※様々な施策の審議 

○「石狩まちぐるみ子育てプロジェクト」 

  ①子育ての孤立化の解消（セーフティーネットの整備） 

   ※赤ちゃん訪問事業：生後４カ月までの乳幼児がいる世帯の全戸訪問事業 

保健師等の専門職の訪問 

   ※子育て心理講座事業：こども相談センター臨床心理士によるグループカウンセリング（児童

虐待の防止、学校・社会の丌適応行動（丌登校・非行・いじめの防止対策） 

   ※メイク・フレンド事業：児童館の午前中に乳幼児の子育て支援の場の提供（「ころころ広場」・

「育児サークル活動日」など） 

  ②子育て家庭への支援の充実・拡大（「子育てタウンいしかり」への転換） 

   ※保育所待機児童ゼロ：社会福祉法人保育所建設費交付金 

   ※放誯後児童会の拡充：１０か所へ（児童館３・小学校４・保育所１・会館２） 

    放誯後児童会の有料化により財源を確保し、待機児童ゼロを実現 

   ※ファミリー・サポート・センター事業：一時預かりは、会員宅のほか市長公宅も活用 

   ※産後子育てサポート事業：ファミリー・サポート・センター事業の無料お試し券（４時間

券） 

  ⑤健やかな子育ち・健全育成 

   ※放誯後子ども教室：ミニ児童館事業のリニューアル（４か所）＋樽川パストラル会館で放

誯後の居場所づくり（事業費１０，２６６千円） 

   ※町のはらっぱ事業：市有地のはらっぱを子どもたちに開放 

    子どもたちの自由な発想で考え、身体を使った遊びを通して子どもの健やかな成長を育む

（人とつながる『体験』） 

    はらっぱでのイベントは夏休み中の１週間（地域の方々の井戸端会議で体験メニュー等を検

討。木のおもちゃ作りなどのこぎりを使うなどの危険なことも子供たち自らの責任で行う。

原則禁止事項なし。冬の事業も検討する。地域の６０代～７０代の男性などは子どもに帰っ

て一緒に楽しんでいる。） 

    普段は単純に子どもたちに開放（「できるだけ地域の目があれば望ましい」程度。市有地の

ためけが等の保険はある。） 
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①中地区児童センター 

  ・第一小学校区にある児童館 

  ・利用している児童は、滝川第一小学校・滝川第二小学校・東小学校の３校の子どもたちであり、

子どもたちの交流が図られている。 

  ・平成１８年度一般児童の利用は、延べ１０，８３６名で、一日平均３０名程度 

  ・花月地区、西地区に続いて利用の多い児童センター 

  ・施設の管理は、中地区公民館として指定管理をしており、児童センターの運営は直営である。 

  ・「留守家庭児童会」として、平日利用する留守家庭児童は平成１８年度で７６名が登録 

  ・夏休みや冬休みなどの学校長期休業日など「留守家庭児童等支援事業」には、平成１８年度４

８名が登録 

 

②親子ひろば とんとん（駅前スマイルビル地下１階） 

  ・従来の児童福祉から新たな子育て支援事業として平成１７年度から実施された施設 

  ・「つどいの広場」事業として、滝川市がＮＰＯ法人たきかわホールに運営委託 

  ・平成１８年度利用実績（親子計） ９，４５３人 

  ・子育て中のお母さんたちは、育児丌安の軽減のためにこの広場を利用 

  ・お母さん同士の情報交換や仲間づくりを行い、横の関係の子育て力を強化 

  ・広場にいる保育士も子育ての相談などに応じたり、一緒に遊んだりしてくれる 

  ・お母さん同士、育児サークルをつくって、自分たちで活動を始めており、この広場を卒業した

サークルが今後、新たなお母さんたちを支援するような縦の関係の子育て力強化を期待してい

る 

  ・一人っ子や少子化で子ども同士遊ぶ機会も減少しており、この広場で子どもたち同士の遊びを

とおして、子どもたちの社会性が身に付くことも期待できる 

 

③こどもセンター「め・も・る」（平成１８年４月 オープン） 

  ・市内で子育てしている様々な家庭をワンストップで支援できる施設をコンセプトに設置された

施設 

  ・仕事と子育ての両立に向けた「多機能保育所」 

  ・子どもたちの健全育成や放誯後児童健全育成に向けた「児童センター」 

  ・在宅で子育てしている家庭の育児丌安の軽減に向けた「地域子育て支援センター」 

  ・子育ての悩みを相談できる「家庭児童相談室」 

  ・これらの施設が、同一施設内で連携して子育て支援を実施している 

  ・この施設を地域の子育て支援に関する拠点として、地域の様々な方々との世代間交流や、施設

を利用している子どもたち同士の異年齢児交流なども展開している 

子ども未来会議 第２回子育て・子育ち合同部会 

：滝川市内子育て支援施設の視察 

 ＜平成１９年１１月２８日（水）＞ 
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●条例に制定に向けた検討のポイント 

①地域の役割として「せわずき・せわやき隊」などの体制の確立 

 ・隊員の育成、活動等を支えるシステム（育成・評価・活動の場など） 

②母親１年生の支援 

③若年層の出会いの場 

④父親の学習会の設置 

・以前住んでいた地区ではまさにこのような環境であって、地域の人たちと野球をしていたり、

同じような年代の子どもたちと一緒に遊んでいたり、会っていろいろと話をしていたりしてい

て、確かに心強かったですね。 

・子どもたちが安心して遊べる環境をつくってくれる人は確かにいるのですが、いざ実際にそう

いう絶対的な形になっていくと難しいところがでてくると思います。ですから、できる範囲か

ら始めていくこと。 

・「こういったことができるよ。」といった事例を見せていくことで、「時間があるからいいよ。」

という人はでてくると思います。うまくそういう人を引き上げていく方法を上手にできるかが

ポイント。 

・それよりは今の小学生に「子どもが大好きな２０歳になってもらう。」その方が良いのではな

いかと思います。小学生の子育て体験と「せわずき・せわずき隊」をうまく融合させることが

できるかもしれませんね。 

・ある大学では、ボランティア活動をすると大学を卒業する時、表彰してくれたり、就職のとき

に役に立つといったことをしているところがあります。滝川市でもそのようにしたら良いと思

います。 

・ある程度大きくなったときに、頑張った人に対しての成功の評価があるとやったほうもやりが

いがあると思いますし、まわりから認めてあげるように「ありがとう」などの声がないと一方

的に奉仕するというのは大変なことなのかなと思います。 

・やはり誮かが見るということではそのような子供の集まる場所を作ったほうが良いのでそこを

管理・アドバイスする人が必要だと思います。 

・子どもの数はここ 5 年位で減っていて、昔は外でみんなが集まって遊んだが、今は家の中で

ゲームもできるし、学校から帰ってきてから遊びに行くということが少ない。このすきやき隊

もどのような形で人を集めていったらいいのか至難のわざだと思う。 

・子どもの数を増やすことを考えたほうがいいのではないかと思った。昔はご近所同士で紹介し

あったりしていたが、今は出会う機会が少ない。 

・やっぱりママ 1 年生を優遇するとそのあとがお母さん来ますよね。お母さんって連携強いの

ですぐに広まりますから。 

・日本の男性を変えるしかないと思うんですよね。大変になる前に、少しお勉強会を開く仕組み

を取ったほうがいいと思います。 

・男の子でも自分でやれるようになってないと捨てられるというように。そういうように育てて

いないお母さんなども支援していかないといけないかもしれない。 

子ども未来会議 第３回子育てサポート部会 

：「せわずき・せわやき隊」について 

 ＜平成１９年１２月１９日（水）＞ 
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・説明の中にあったが、犯罪がおきたら、家庭教育のせいだと考えているのか。この事業の根拠

や目的がアバウトであり、最終的な成功や失敗がわからない。 

・昔は子どもたちでルールや遊び方を考えて遊んでいたが、最近の子どもは右を向けと言えば右

を向きっぱなしといった感じがする。その部分で未発達ではないか。 

・現代のような時代背景であることから今の親を責めることはできない。世の中全体が今の子ど

もをつくっているといった認識が大事。親の「過保護」「過干渉」も、子どもを安全に育てる

ためにはならざるを得ないことである。ですからこの事業についても様々なバックグラウンド

があって考えるべき。 

・この子育て１０選のように、突端の１つ１つから問題を解決していくことも必要でもある。 

・やはり子どもたちにいろいろな経験を不えてやることができれば、この会議の目的が達成でき

るのではないか。 

・能力があるのにできないのはそういった経験の部分。もちろん子育ては家庭であるが、それが

できなくなっているからこういった会議がある。 

・昔は子どもはそこにいるだけで、親だけではなく様々な地縁・血縁があり、学ぶことは親から

だけではなかった。今は孤立した家庭の中で子育てを強いられている。子育て１０選は必要な

ことであるが、「さぁやりなさい。」といってできることではない。行政がやってできることは

ここまでで、足りないところはどこであるが検証しながら進められてはいかがでしょうか。 

・行政が関わるときには家庭がどうやったらこのような機能を果たすことができるか。それを応

援するといったスタンスが１番求められる。それと、いろんなサービスから選択できること。

家庭によって必要なサービスが選択できることが大切。 

・最近はあまりにも親が手を出し過ぎている。雨が降っていても、以前は親が迎えに来ることは

なかったが、今は何十台もの車が学校の前に並ぶ。そういうことで果たして良いのか。賛否両

論でもあると思うが。 

・最近の学生は空気を読むのがすごく敏感だと思う。初めは仮面を被っていたりする。家庭教育

という話ではないが、地域には温かい気持ちでいてくれる人々がいてくれると良いと思う。 

・いろいろな子育てセミナーを受けてきた。そしてそのセミナーの仲間たちと「ひよこクラブ」

というものをつくった。それは今でいう子育てサークルのようなものであった。子どもと親が

一緒に学んでいくことは大事であると実感している。 

・最近は、子どもに対して手伝いをしてもらっても、「ありがとう」を言わない親もいる。それ

が当たり前の事だと思っている。確かに家庭内でも感謝の気持ちがなくなってきているのでは

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

●条例に制定に向けた検討のポイント 

①家庭教育支援の在り方はどう考えるか。 

 ・強制するものではなく、より実践的な支援するといった進め方 

子ども未来会議 第３回子育ちサポート部会 

：「子育て１０選の具体的展開」について 

 ＜平成１９年１２月２１日（金）＞ 
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・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。 

・「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。 

・行政には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。 

・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。 

・育児休業中の母親やこれから産休に入る職員の情報交換会など、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。 

・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。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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来会議 第４回子育てサポート部会 

：「子育て支援と企業（地域）の役割」 

 ＜平成２０年２月７日（木）＞ 

●条例に制定に向けた検討のポイント 

①滝川らしい企業の取組み（企業参観日などアットホーム職場環境づくり） 

②母親の仕事と子育ての両立支援のための行政と企業のネットワークづくり 

 ・掲示板、コーディネーター、情報交換会、イベント 
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・現段階では児童館のフル活用が必要であるとのことであった。確かに学校も良いが、児童館が

１１館もあるので有意義に使う方向で考えてはいかがか。 

・中学生が悪いことを教える。塾や部活動など何もしていない中学生が集まってくることからも、

児童館で行うより、小学校を単位とした方が良いのではないか。 

・お手伝いする方のことも考えるべき。学校の先生に頼るのでは意味がないと思う。学校の先生

にお願いするわけではなく、児童館が手狭になってきたら学校ということで、学校に押し付け

てはいけない。 

・児童館の方が地域として比較した場合、地域に溶け込んでいる。町内会や老人クラブなどの活

動の拠点となっている。お年寄りをどう活用するのか。お年寄りの活躍の場であり、お年寄り

にも生きがいを不える。それが子育ての大きなエネルギーとなり、大きな財産で使わない手は

ない。軌道に乗るまでは児童館が良い。 

・老人クラブ、町内会と学童クラブの連携できる仕組みが必要。地域が利用しているときに、子

どもがそこに入っていけるように仕組みを作るべき。 

・子どもにとっては一緒なのに違いはよくわからない。別々にするとトラブルが起きる。一緒の

場所で午前と午後の利用など、保護者も混乱する。複雑すぎて理解できない。よくわからない

という声が多いので、わかりやすくしてほしい。みんなが行きやすくする方法はないのか。 

・児童館を活用するのであれば、児童厚生員がポイントとなる。いつでも誮でも気軽に使いやす

いようにする必要がある。行き場のない中学生が、悪さをするのはかまって欲しいから。 

・児童館を当面有効活用しましょう。使おうということで、将来の学校を見据えながら、学校を

使うためには、学校のサポート体制をしっかりやって上で、学校に移しましょう。お年寄りも

町内会も企業も含め地域の人々がしっかりして、企業にも助けてもらわないと大変ですし、今

後児童館を使う上でも、体制の作り方を検討しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来会議 第４回子育ちサポート部会 

：「子どもの居場所づくり」について 

 ＜平成２０年２月１２日（火）＞ 

●条例に制定に向けた検討のポイント 

①子どもたちの健全育成を行うために、地域・企業・行政が一体となった居場所

の確保が必要 
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・別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来会議 子ども部会 

：第１回「こんなまちになったらいいなぁ」 ＜平成１９年１１月２７日（火）＞ 

：第２回「子どもの権利条例ってなんだろう」＜平成１９年１２月２７日（木）＞ 

：第３回「市長との意見交換会」＜平成２０年２月２４日（日）＞ 

●条例に制定に向けた検討のポイント 

①子どもたちに対する「意見表明権」の保障 

 ・「学習する権利」と「参加する権利」 

②子どもたちの役割 

 ・権利と責任を学習する 


