
石狩市次世代育成支援行動計画のＨ17年度の取組状況

事業名 取組状況 所管課

１．すべての子どもと子育て家庭が育ちあう共創の支援
(1)身近な地域での相談支援体制の整備

①身近で相談・援助などが受
けられる体制づくり

・保育所、児童館、幼稚園な
どでの相談・支援事業

保育園・児童館に配置されている子育て専門職員の知識経験を活用し、乳幼児開放事業（らっこひろば、こあらくら
ぶ、ころころ広場）に合わせ、育児相談を実施した。このほか随時電話等による子育て相談を受けている。

くるみ・はまなす保
育園、児童館

・乳幼児開放事業の拡充

　くるみ・はまなす保育園において、就学前の在宅幼児と親を対象に地域活動事業を実施した。また地域交流促進事
業として高齢者クラブ等との世代間交流も実施した。
　児童館においては、花川北・花川南児童館及びおおぞら児童館において週1回「ころころ広場」を実施（利用者数
3,017人）。このほか花川北・花川南・おおぞら・花川児童館において幼児開放を実施（開催回数　99回、利用者数
2,532人）。

くるみ・はまなす保
育園、児童館

②子育てに関する総合相談支
援体制の整備

・子育てに関する総合窓口の
整備

　保健福祉部こども室を設置し、教育委員会から幼稚園業務を移管し、幼保事務の窓口一元化や市民部から乳幼児及
びひとり親家庭医療費助成業務を移管し、児童に関する手当や助成制度の窓口一元化を行った。また、教育委員会か
ら「こども会」や「青少年育成協議会」の所管を移管し、保健福祉部所管の児童施設や子育て支援ＮＰＯ法人との連
携・協働を図った。さらに、子育てに関する総合的施策の推進と情報発信を行った。

こども室（子育て支
援課）

(3)地域の子育て支援サービスの充実

①地域の育児支援団体やNPO法
人への支援

・地域の育児サークル・NPO
法人を支援し協働による事業

市の委託事業として「つどいの広場」新規開設し、子育て相談、あそびのひろば（遊具のある広場=利用延べ人数
3,150人）、まなびのひろば（親子で参加できるセミナー等=利用延べ人数　198人）、あずかりひろば（託児=利用延
べ人数　19人）を提供した。

子育て支援課

(4)保育サービスの充実

①多様化する保育ニーズの体
制整備

・一時保育事業の拡充
くるみ保育園、はまなす保育園及び南線光の子保育園の３園において一時保育事業を実施した（利用者　2,051人、
委託金額　424万円）。

こども家庭課

・病後児預かり保育事業（派
遣型）

病後児預かり保育事業をＮＰＯ法人北海道子育て支援ワーカーズに委託して行った（利用件数　２件、委託金額　2
万円）。

こども家庭課

②幼稚園・保育所の充実
・教育・保育計画の公表、情
報提供

教育及び保育計画の広報等による情報提供、市ホームページ「子育て便利帳」における幼稚園と保育園の情報提供並
びに幼稚園ガイドの作成及び配布により、幼稚園、保育所等に関する情報提供の充実に努めた。

子育て支援課、こど
も家庭課

・教員・保育士の研修
保育所連絡協議会及び私立幼稚園振興会で実施する各種研修会の経費の一部補助を行い、教員及び保育士の研修の充
実に努めた（保育所連絡協議会（研修用講師謝金）　7万円、私立幼稚園振興会補助金　50万円）。

子育て支援課、こど
も家庭課

④民間保育所等の支援
・認可外保育所等への助成や
資質向上の指導・助言

石狩市認可外保育運営交付金交付要綱に基づき、石狩共同乳児保育園たんぽぽ、乳幼児保育はらっぱ及び保育ルーム
みつばちマーヤの３園に助成金を交付し、無認可保育所の支援を行った（助成金額　639万円）。

こども家庭課

⑤効率的な保育所の運営
・保育所の適正配置・入所数
などの整備

保育所の適正配置及び入所数の整備を行うため、市内の幼稚園及び保育所に保育所新増設の意向調査を行った。 こども家庭課

⑥障がい児保育の充実
・障がいのある乳幼児保育の
向上にむけた整備

障害のある乳幼児の健やかな発達を支援するため、障害児補助金を仲よし保育園及び南線光の子保育園の２園に給付
した（入所人数　５人、補助金額　430万円）。

こども家庭課

基本施策



事業名 取組状況 所管課基本施策

(5)仕事と子育ての両立支援

①男女共同による子育ての推
進

・男性を含めた働き方の見直
し・多様な働き方の実現

男女共同参画フェスタの開催、男女共同参画のホームページの開設、男女共同参画パンフレットの作成及び配布、育
児休業取得に関する研修会の開催等により、男女共同参画による子育ての推進に関する意識啓発及び普及活動を行っ
た。また、広報や市ＨＰにより、仕事と家庭の両立を支援する北海道の施策のＰＲを行い、多様な働き方の実現に向
けた啓発活動を行った。

協働推進・男女共同
参画担当、商工労働
観光課

②子育てを支援する就労づく
り

・事業所等への育児支援制度
の周知、啓発

育児休業等の取得率の向上にむけて、市内約700事業所の労働実体調査の際、また、商工会議所無料職業紹介所（H17
年11月開設）において、求人企業に対し、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律」に関するリーフレットを配付し、事業所等に意識啓発及び周知活動を行った。また、市職員向けに、男性職員の
育児休業者と長期間の育児休業者の育児休業体験発表会を開催し、今後育児休業の取得を考えている職員への情報提
供の機会や、同僚への育児休業の理解を深める機会を設けた。

行政管理課、商工労
働観光課

(6)経済的負担への支援

①児童手当・乳幼児医療費等
の助成

・児童手当助成事業
子育て家庭の生活の安定と子どもの健やかな育みを目的として、子どもと生計関係のある父母等に対し児童手当を支
給した（受給者数　51,543人、支給額　29,445万円）。

こども家庭課

・乳幼児医療費の助成事業
乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、乳幼児医療費を支給した（給付件数　49,521件、支給額
8,585万円）。

こども家庭課

②幼稚園等の奨励費など各種
制度の実施

・就園奨励費、就学援助等の
助成事業

幼稚園に通わせる家庭に就園奨励費の補助（対象者数　683人、補助金額　5,153万円）や経済的理由による就学困難
な小・中学校児童生徒に就学援助(対象者数 1,252人、支給金額　9,913万円）を行った。

子育て支援課、学校
教育課

③費用負担の在り方 ・利用者負担のあり方の検討
児童館において、放課後児童会を市内10箇所で開設(2箇所NPO法人委託）したり、こども家庭課において、３市村合
併により、へき地保育所における保育料や保育サービスの格差について、合併時の調整を行った

こども家庭課、児童
館

２．人と社会にやさしい子どもを育むための支援
(1)子どもの生きる力を育む教育環境づくり

①幼児教育の充実 ・家庭教育学級の充実
家庭教育学級の充実を図るため、家庭教育学級を開設した市内私立幼稚園に交付金を交付した（交付金額　23万
円）。

社会教育課

・幼児教育のあり方の研究
幼児教育の振興と研究・研修のため私立幼稚園で構成する幼稚園振興会に補助金を交付した（私立幼稚園振興会補助
金　50万円）。

子育て支援課

・幼稚園、保育所等と小学校
教員との交流研修

子ども一人ひとりに応じた指導等の向上にむけて、小･中学校短期教員交流を幼稚園、小、中学校間において実施し
た。また、幼稚園、小、中、高校による基本的生活習慣や生徒指導などの一貫性を図るための「連携教育推進会議」
の開催に向け準備会を設置し、具体的な施策方法等について話し合った。

地域教育推進室（企
画調整担当）

・幼稚園教育の振興 私立幼稚園教育振興交付金を創設し、市内４幼稚園に交付金を交付した（交付金額　698万円）。 子育て支援課

②豊かな心と健やかな体を育
む教育環境の整備

・福祉、環境、道徳教育の推
進

子どもの豊かな人間性、社会性等を育むため、副読本を活用したり、環境教育については、学校版ＩＳＯに取り組む
等して、学習内容の充実を図ることにより、福祉、環境及び道徳教育の推進に努めた。

学校教育課

・男女共同参画意識の高揚
中学校で実施している職業体験学習において、幼稚園及び保育所が受け入れ先として協力することにより、中学生の
乳幼児とのふれあいの機会を提供した。

地域教育推進室（企
画調整担当）

・体験型学習や体験型社会見
学等の充実

「こども体験広場」、「親子体験広場」、「いしかりふるさと探検隊スリーラインキャンプ２００５」、「ふるさと
新発見バスツアー」を実施する等、子どもが社会の中で主体的に生きていくことができるよう、様々な体験の機会の
充実に努めた。

子育て支援課、公民
館



事業名 取組状況 所管課基本施策

・子どもの読書活動推進
子どもの豊かな心を育むため、おはなし会、こどもビデオ上映会、「赤ちゃんと赤ちゃん絵本とおもちゃのへや」
（月１回開催）、ブックスタート学習会を開催したり、図書館まつりにおいて子どもの読書活動の推進に努めた。ま
た、学校における子どもの読書活動の推進を支援するため、学級団体貸出を行った（参加小中学校　８校）。

図書館

③スポーツ・芸術文化活動の
支援

・スポーツ、芸術文化活動の
指導者の養成、普及

子どもが生涯にわたって積極的にスポーツ、芸術文化等に親しむことができるような環境整備を図るため、プログラ
ムバンク事業において芸術文化プログラムの紹介を行ったり、スポーツ活動の普及の一環としてカローリング教室を
開催した。

スポーツ・青少年
課、社会教育課

・スポーツ、芸術文化の観
戦、鑑賞機会の充実

文化関係団体等で構成するいしかり芸術座運営委員会に委託する等して、kitaraファーストコンサートへの参加補
助、トークコンサート、学校出前ミニコンサート、人形浄瑠璃あしり座公演といった「芸術鑑賞会事業」を実施した
（委託料　118万円　謝礼金　13万円）。また、本市出身選手のトリノオリンピックテレビ観戦、応援を勧める活動
を行ったり、サテライト石狩での本市出身選手の大会出場時におけるトリノオリンピックの観戦会を支援した。

スポーツ・青少年
課、社会教育課

(2)地域・家庭・学校との連携体制づくり

①子どもの健やかな育成の推
進

・育成協議会等の育成
地区別の青少年健全育成協議会と石狩市子ども会育成連絡協議会に交付金を交付した（青少年育成協議会交付金　47
万円、市子ども会育成連絡協議会交付金　83万円）。

子育て支援課

②子どもの成長に沿った連携
の研究

・幼稚園、保育所、児童館等
と小学校・中学校との接続の
あり方

子どもに関する各関係機関・団体との情報交換、連携及び協力の場としていしかり子ども総合支援会議の設置に向け
て準備を行った。

子育て支援課

(3)障がい・発達に配慮を必要とする子どもへの施策の充実

①個々のニーズに応じた支援
体制の整備

・医療、福祉、教育、保健、
地域との連携体制の充実

発達相談や療育が必要な子ども等を支援するため、地域療育推進協議会（保健、福祉、教育、専門家等によって構
成）や専門部会などを開催し、医療・保健・福祉・教育との連携体制の充実に努めた。また、こども発達支援セン
ターをはじめ保育や教育関係者と随時連携し支援に努めた。

こども発達支援セン
ター

・児童デイサービス事業
市直営の「こども発達支援センター」と民間事業所「ニコリ」の市内２事業者において児童デイサービス事業を実施
することにより、障がい児の集団生活への適応訓練や保護者の日常生活における基本的指導等を支援した（同セン
ター利用児童総数　102人）。

福祉生活課

・地域と連携した社会参加を
促進する取組み

発達障害に係る講演会や学習会を開催することにより、発達障がいに対する知識や理解を深め、配慮を必要とする子
どもの地域と連携した社会参加の促進に努めた。また、療育・学校教育・こども相談センター等関係所管と発達障が
いに係る講演を3回共同開催した。

こども発達支援セン
ター

・特別支援教育の推進
児童生徒の個々の教育的ニーズを支援するため、各学校に校内委員会やコーディネーターを配置し、特別支援教育の
体制整備を行った。また、特別支援教育の推進に関する研修会・講演会（計３回）を実施した。

学校教育課

３．子どもと家庭の健やかな成長への支援
(1)妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保

①妊産婦への健康支援
・妊婦に対する相談支援の充
実

若年、高齢初産などの妊婦に対して電話や訪問による相談支援を実施することにより、妊娠出産に困難を来しやすい
妊婦に対する個別支援の充実を図った。

健康づくり課

・マタニティコースの充実
マタニティコース実施の際に、経産婦も参加できるよう、託児について配慮した。また、マタニティコースの中に調
理実習を取り入れ、栄養指導の充実を図ることにより、マタニティコースの充実に努めた。

健康づくり課

・産後の母親の精神的負担の
軽減

新生児訪問や４カ月健診時に母親の心身状況を確認し、必要に応じて家庭環境の調整や子育て支援制度の紹介を実施
することにより、産後の母親の精神的負担の軽減に努めた。

健康づくり課



事業名 取組状況 所管課基本施策

・妊婦健康診査要指導者等へ
の支援

妊婦のうちＢ型肝炎ウィルス陽性者に対する保健指導を医療機関に委託して実施することにより、医療機関との連携
による妊産婦への健康支援に努めた。

健康づくり課

(2)子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減
①育児相談・指導の充実

・育児相談機関や子育て支援
サービスの周知

子育て支援サービスの周知を図るため、子育て支援関係機関・団体が参加するいしかり子育てネット会議において子
育てガイドブックの改訂内容の検討を行った。また、母子手帳発行、新生児訪問、各乳幼児健診など、さまざまな保
健事業を通じて、リーフレット配布や口頭説明を行い、各種相談窓口や子育て支援サービスの周知を行った。

子育て支援課、健康
づくり課

・保健相談、育児教室の充実

公民館において、２歳児と３歳児の親を対象に、親子遊び、リラックスヨガ、子どもの心としつけのお話等を行う
「ぴよぴよ広場」を実施することにより、育児教室の充実に努めた。また、新生児や乳幼児に対する訪問指導、乳幼
児健康相談（月1回）、電話や来所による相談の受付（随時）を行ったり、健診の結果事後指導が必要な対象には電
話や訪問による相談指導を行った。

公民館、健康づくり
課

・乳幼児健診体制の充実 乳児健診の実施回数を年18回から24回に増やして実施し、乳児検診体制の充実に努めた。 健康づくり課

・虐待の早期発見、予防

虐待の早期発見・予防の普及・啓発を図るため、石狩市児童虐待防止対策マニュアルを作成し、学校、幼稚園、保育
所、民生委員等へ配布したほか、児童館や民生委員を対象に虐待に関する出前講座を実施した。また、虐待予防ケア
マネジメントシステム事業を実施し、４カ月健診時に虐待早期発見のためのアンケート調査を行い、育児支援が必要
な家庭に虐待予防に関する事後支援（電話による相談等）を行った。さらに、虐待の未然防止の取組みとして、子育
て支援の視点からの講演会の実施やパンフレット等の配布を行ったり、虐待予防の一環として地域子育て交流会を樽
川の2地区で実施した。

こども相談セン
ター、健康づくり課

(3)小児保健医療水準の維持・向上

①健康診査及び事後支援体制
の充実

・乳幼児健診未受診者への対
応

乳幼児健診未受診者には再度健診通知をし、なお未受診者については訪問や電話で状況を確認することにより、乳幼
児検診の普及・啓発に努めた。

健康づくり課

・発達に不安がある乳幼児へ
の支援

１歳６カ月児、３歳児健診事業時における発達相談、発達相談員による専門相談、保健師による電話相談・訪問指導
を行い、発達に不安がある乳幼児への支援に努めた。

健康づくり課

③歯科保健の推進 ・歯科相談、検診の充実
Ｈ16年度から年12回の歯科検診を24回に増やし、歯科検診の充実に努めた。また、歯科検診の受診率向上のため、２
歳児に個別に検診について通知をした。

健康づくり課

④事故防止対策
・事故防止の普及啓発及び指
導

新生児訪問や４カ月健診において小児の事故防止に関するリーフレットを配布し、小児の事故防止の普及・啓発に努
めた。

健康づくり課

(4)食育の推進
①適切な食生活・食習慣の形
成 ・食生活に関する正しい知識

の普及、啓発

妊婦に対してはマタニティコースに調理実習を取り入れて実施し、個別の栄養診断も行った。乳児に対しては子育て
広場（育児教室）や離乳食教室で啓発を行った。浜益支所では、保育園児を対象に親子料理教室（ピヨちゃんレスト
ラン）を実施した。また、食育に関する連携を図るため、庁内連絡会議を開催した（１回）。

健康づくり課

・健診での栄養指導の充実 指導用リーフレットにおける栄養指導等に関して一部改定を行ない、栄養指導等の充実を図った。 健康づくり課

・食に関するプログラムの開
発

食に関して身近に学習できるプログラムとして、藤女子大学食物栄養学科によるくるみ保育園での食育セミナーを実
施した。また、国の食育推進事業の指定を受け、学校での講演会、食育授業、菜園作りなどへの支援や啓発パンフ
レットを作成した。

子育て支援課、学校
教育課

(5)思春期保健の充実

①性に関する健全な意識の涵
養

・性や性感染症予防等に関す
る正しい知識の普及

性の問題や性感染症の予防のため、思春期保健対策委員会やワーキンググループにおいて思春期の課題抽出や今後の
あり方を検討した。また、市の思春期の現状に関するリーフレットの作成やアンケート調査を実施し、性に関する正
しい知識の普及・啓発に努めた。

健康づくり課



事業名 取組状況 所管課基本施策

②薬物等や喫煙防止の推進
・薬物乱用、喫煙防止の普
及、啓発

薬物乱用防止教室の開催、学校内における禁煙の実施、りんくるにおける薬物乱用及び喫煙防止を啓発する内容のポ
スターの掲示により、薬物及び喫煙防止の啓発に努めた。

健康づくり課、学校
教育課

４．子育てを支援する生活環境づくり
(1)子育てに配慮したまちづくりの推進

①住居環境の整備
・市街地開発事業等の子育て
支援施設等整備の普及、啓発

花川東の宅地開発はH17年度に、本町地区の市街地再開発事業はH16年度に終了している。今後宅地開発や市街地開発
事業を行う場合は、子育て支援施設等の普及・啓発を行う予定である。

用地・地域振興担
当、区画整理担当

(2)子どもや子ども連れ親等の安全・安心なまちづくり

①ユニバーサルデザインによ
る公的施設の整備

・公園、道路、公共施設の整
備

石狩ふれあいの杜公園においてユニバーサルデザインのトイレ（オストメイト対応、ベビーチェア、ベビーシート、
幼児用便座等）の設置、バリアフリー園路の整備を行い、公園のバリアフリー化を推進した。

みどりの課

・事業者等に子ども連れ親等
に配慮した施設整備の指導、
啓発

今年度は、まず事業所等への育児休業制度の周知・啓発を徹底したので、Ｈ18年度から取組みを行う予定である。 商工労働観光課

・防災等の避難体制等の周知
活動

備蓄資材の場所、使い方等について、学校に説明し、生徒にも周知するよう依頼した。 総合危機管理室

(3)子どもたちの安全・安心の確保

①子どもたちを見守る体制の
整備

・地域、関係機関、学校、警
察等の連携強化

・いじめや問題行動等のない
まちづくり

・町内会等との連携による防
犯活動

安全・安心なまちづくりのための防犯ボランティア活動の支援を目的として、生活安全推進協議会が防犯パトロール
活動等を行う５町内会をモデル町内会に指定し、助成を行った（交付金15万円）。また、交番からの依頼を受け、市
から関係地域の町内会に防犯に関する情報提供を行うことにより、交番・駐在所、町内会等との連携による防犯活動
に努めた。

市民生活課

・「こども110番」いしかり
サポート事業の充実

子どもが被害に遭ったり遭いそうな時に、一時的な保護と警察等への通報を行う「こども110番いしかりサポート」
に関する記事を広報に掲載した。また、町内会及び学校を通じて「こども110番いしかりサポート」の設置協力の依
頼を行い、地域で子どもを守る体制の整備に努めた。

スポーツ・青少年課

②有害図書・情報の排除にむ
けた啓発活動

・書店、コンビニエンススト
ア等への有害図書等の啓発

有害図書・情報を排除するため、書店、コンビニエンスストア等に定期的に巡回及び立入調査を行った。 スポーツ・青少年課

・地域・関係機関・PTA等と
の連携による有害情報等の啓
発

関係機関、学校等で行われる会議における有害情報等に関する情報交換や有害情報等排除のための対応の依頼等、関
係機関と協力して有害情報等の排除等に努めた。

スポーツ・青少年課

５．支援が必要な児童・家庭への取組み
(1)児童虐待防止対策の充実

①こども相談センターの充実
・児童家庭の相談、支援体制
の充実

複雑かつ多様化する家庭問題等に対応するため、家庭児童相談員及び母子自立支援員の資質向上のため、児童相談所
主催の研修会等への参加を行ったほか、必要に応じて臨床心理士によるスーパービジョン（援助者に対する技術的な
指導及び助言）を行い、児童虐待やひとり親家庭等に対する相談・支援体制の充実に努めた。

こども相談センター

教育委員会所管のサポートチーム協議会や「ふらっとくらぶ」との情報共有を図り、地域、関係機関等とのネット
ワーク体制の強化に努めた。また、H16年度の児童福祉法の改正により設置可能とされた要保護児童対策地域協議会
において、いじめ、不登校及び非行問題についても対応できるためのシステムの検討を行った。

こども相談センター



事業名 取組状況 所管課基本施策

・児童虐待防止ネットワーク
づくり

平成14年度から、行政、学校、幼稚園、保育所、民生委員、児童相談所、警察等の関係機関で構成する「石狩市虐待
防止対策対連絡協議会」を設置し、個別のケース会議等により、要保護児童等への各支援機関の役割や処遇などにつ
いて検討や支援活動を行い、各関係機関の協力体制の強化に努めた。

こども相談センター

・研修等の充実
日本こども虐待防止学会第11回学術集会、北海道家庭児童相談員研修会、中央児童相談所管内家庭児童相談員研修
会、児童虐待防止シンポジウム、中央地区里親研修、江別保健所主催児童虐待対応者研修、全国母子自立支援員研修
大会等の虐待等に関する研修等に関係職員が参加し、虐待等への適切な対応方法の取得に努めた。

こども相談センター

(2)ひとり親家庭への支援

①ひとり親家庭日常生活支援
・ひとり親家庭等日常生活支
援事業

NPO法人北海道子育て支援ワーカーズと奉仕派遣員の委託契約を締結し、一時的に育児困難な家庭にヘルパーの派遣
を行い、ひとり親家庭等の日常生活に対する支援を図った（委託金額　25万円）。また、ひとり親家庭への公的支援
の通知文書と一緒にひとり親家庭等日常生活支援事業に関する案内パンフレットを配布したり、広報を通じて、ひと
り親家庭等日常生活支援事業の周知に努めた。

こども相談センター

・母子家庭への各種支援制度
の周知

広報や個別相談の際に、母子家庭等日常生活支援事業や母子寡婦福祉資金の周知を図ることや、就労支援としてハ
ローワークや資格取得のためのサービスと併せて一時保育など両立支援のため必要なサービスの情報提供を行うこと
により、母子家庭の社会的自立に向けた支援に努めた。

こども相談センター

②ひとり親家庭等の経済的負
担の軽減

・児童扶養手当、医療費助成
事業

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、児童扶養手当の支給（受給者数　599人、支給額　25,995万円）、ひ
とり親家庭等の児童に対する医療費の助成（助成件数　9,436件（受給者数　1,690人）、支給額　2,558万円）を
行った。

こども家庭課

(3)児童等の自立支援の整備

①不登校などへの支援体制の
整備

・「ふらっとくらぶ」の体制
整備

不登校児童への早期の対応と学校復帰の支援を行う適応教室「ふらっとくらぶ」に指導員２人と訪問相談員１人を配
置することにより、専門指導員による訪問指導・相談活動の充実に努めた。

スポーツ・青少年課

・早期発見、予防等に関する
カウンセリング等の充実

市内各中学校に配置しているカウンセラーと連絡会議を実施したり、学校関係者を集めての不登校対策会議を開催す
ることにより、不登校等への早期発見につとめ、学校復帰の支援を行った。

こども相談セン
ター、スポーツ・青
少年課

②学校を核とした悩み・相談
への支援体制の拡充

・スクールカウンセラー等の
配置

市内５中学校にスクールカウンセラー（心の教室相談員を含む。）を配置し、児童生徒、保護者等が抱える悩みの相
談を行った。

スポーツ・青少年課

・子育ち支援事業の充実

学校・学級復帰を目的とした支援を指導員が行う「自立支援教室」を樽川中学校及び花川北中学校に設置した。ま
た、学校を核とした地域で見守り育てるシステム作りの充実を目的として、虐待、いじめ、不登校等の支援が必要な
児童や家庭に対し、全庁的に連携を図り、横断的に対応できる新たなネットワークづくりについて検討をした。さら
に、子どもに関係のある機関がそれぞれ行うことができる支援について協議を行う「サポートチーム協議会」を実施
した（年３回）。

こども相談セン
ター、スポーツ・青
少年課

６．子どもの主体性を尊重する環境づくり
(1)子どもの社会活動・地域づくりへの支援

①地域やNPO法人等の協力によ
る地域活動への参画の推進

・ボランティア活動やNPOを
活用した社会参加・参画

「いしかりふるさと探検隊スリーラインキャンプ２００５」、「ふるさと新発見バスツアー」、「「未来のいしかり
へ･･･私たちの提言」作文コンクール」、「次世代トークの広場～未来都市・いしかりを描こう～」等各種事業を市
民団体等と協働で実施することを通じて、子どもの主体性や地域性を養う事業を行った。

子育て支援課

(2)子どもの権利に関する条約の推進

①子どもの権利に関する条約
等の普及、啓発

・子どもに関する権利条約等
の普及・啓発

・子どもに関する権利条約の
セミナー等の開催

市内５中学生代表による意見発表の場である「いしかりヤングフォーラム」において、子どもの権利条約についての
講演を行うことにより、その周知・啓発を行った。

子育て支援課


