
保健福祉部福祉総務課

計画書㌻

項　目
P.12
Ⅱ－２の表
中

登校拒否　を　不登校　に統一した表記がよ
いと考える。

反映す
る

学校に行かない・行けない等の状況を踏
まえ、不登校 の表記に統一します。

教育委員会

P.37
(1)子どもの
視点

子どもたちが誰からも愛されて成長できる施
策を　を削除し、子どもの視点にたった施策
を推進します。　に変更する。

反映せ
ず

次代を担う子どもを社会全体が子どもの
視点にたち支え合いながら育まなければ
ならないことと考えます。

P.37
(3)すべての
子どもと家
庭へ支援す
る視点

現在、ひとり親家庭が多いことから文中に
「ひとり親家庭」の言葉を表記するよう望
む。

反映せ
ず

すべての子どもと家庭には、母子・父
子・親のいない子・障がいのある子など
様々な形態があると考えます。

「子どもの権利条約について」は、まだまだ
周知されていないので子どもも大人も、子ど
もに権利があることを知る必要がある。より
積極的に取り組むことを表記するよう求め
る。

反映せ
ず

「子どもの権利条約」に基づくことが明記さ
れていますが、石狩市の子どもの権利条例を
制定した中で、子ども施策を進めるべきと考
えます。

反映せ
ず

P.42
在宅の子育
て家庭への
支援

産後支援ヘルパーの派遣事業と乳幼児健康支
援一時預かり事業については、ヘルパー　と
限定せず、ヘルパー等　として、幅広く支援
ができる体制づくりが必要と考える。

反映す
る

ヘルパー を ヘルパー等 に変更します。
意見の趣旨と同様、幅広い方々が支援で
きる体制づくりが必要と考えます。

健康づくり
課、児童家
庭課

P.39
P.64に関連
６．子ども
の主体性を
尊重する環
境づくり

左の理由

本計画は、子どもの幸せを第一に考えて
策定されており、条例の制定にとらわれ
ず、子どもの人権・権利をあらゆる分野
が連携し認識・理解しあいながら、周
知・啓発はもとより、子どもや大人、そ
れぞれの視点から主体性や社会性等が尊
重される環境づくりが優先と考えます。

教育委員会

石狩市次世代育成支援行動計画素案に対する意見検討結果

意見等の要旨
検討結

果
関係課等
協議経過
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計画書㌻

項　目
左の理由意見等の要旨

検討結
果

関係課等
協議経過

P.45
障がい児保
育の充実

障がい児保育については、公立・私立を問わ
ず、すべての保育所で障がいのある乳幼児を
受け入れるべきと考える。
さらに、放課後児童会についても、障がいの
ある児童を受け入れるべきと考える。

反映せ
ず

今後、国等において障がい（児）者への
各種の制度改正が予想されます。計画の
個別事業の「障がい・発達に遅れのある
子どもへの施策の充実」や「保育所の整
備」により進めることとしております。

教育委員
会、児童家
庭課、児童
館

P.46
子育てを支
援する就労
づくり

「児童館の充実」、放課後児童保育に関して
は、利用料の設定が必要と考えます。
費用負担のあり方でも検討されると考えます
が、実施内容の検討と設置場所の検討と共に
早急に検討すべきです。

反映せ
ず

現行サービスや新たな保育サービスな
ど、地域特性、適正配置等を含め費用負
担等を検討していく考えです。

児童館

P.51
特別支援教
育体制の整
備

児童ディサービス事業については、障がい児
の集団生活の適応訓練という位置づけから考
えると、当然、中高校生も含まなければなら
ないのではないかと思う。
事業の追加として、特別支援教育の対象とな
る児童生徒に関する障害特性を地域で理解す
るための周知、啓蒙を図る必要があると思う
ので入れるべきではないか。

反映せ
ず

児童ディサービス事業は、今後、国等に
おいて各種の制度改正が予想されること
から、その動向を見定めていきたいと考
えています。
　また、本計画の個別事業「地域と連携
した社会参加を促進する取組み」では、
地域の理解がなければならないことか
ら、周知・啓蒙も含まれると考えます。

こども発達
支援セン
ター、福祉
生活課

子育て、育児相談については、生活全般が夜
型になってきている現状から夜間相談日も設
ける必要性があると思うがどうか。

反映せ
ず

子どもにとって夜型生活になることは、
必ずしも良いことと思いませんが、近
年、子育て家庭の就労形態等が様々なこ
となど、計画の個別事業の「保健相談の
充実」で対応していく考えです。

健康づくり
課

乳幼児健診体制の充実に健診年齢を就学前ま
で拡大することが考えられないか。
実施することで、発達障がいなどの早期発見
につながり、適切な対応に結びつくと考えま
す。

反映せ
ず

必要に応じて就学前でも、育児相談・指
導を行っています。

健康づくり
課

P.56
思春期の子
どもの心の
健康

心の相談支援コーナーの設置については、平
成１８年度からとなっているが、石狩市の子
どもたちを取り巻く状況からも早期実施の必
要性があると考える。

反映せ
ず

現在、関係部局で一部対応しています
が、支援コーナーの設置については、体
制整備等が必要なことから平成18年度
を予定しております。

こども相談
センター、
教育委員会

P.53
育児相談・
指導の充実
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計画書㌻

項　目
左の理由意見等の要旨

検討結
果

関係課等
協議経過

P.58
子どもたち
の居場所づ
くり

こどもワールド整備事業は、「こどもが主体
で、大人がサポートし、協働で作りあげるも
のとする」　という内容にすることが必要と
考える。

反映せ
ず

意見内容が基本と思いますが、子どもだ
けの異年齢同士の共同作業、子どもの創
造・感性等、あらゆるものが生まれてく
ると考えています。

P.59
子ども等を
犯罪等から
守る活動の
推進

事業名の変更、「犯罪、いじめ等がおこらな
いための安心、安全な地域づくり」　に変更
する。
子どもを監視するような表現ではなく、子ど
もを守るための活動なので表現を変えるべき
と考える。

反映す
る

意見と同様に考えております。犯罪等の
ないまちは、すべての市民の願いです。
事業名を「子どもたちを見守る体制の整
備」に変更します。

P.61
ひとり親家
庭日常生活
支援

事業名の母子家庭をすべて「ひとり親家庭」
に訂正したほうがよいと考える。
母子家庭等日常生活支援事業の　ヘルパー
の部分を　ヘルパー等と　変更する。

反映す
る

制度上の名称が一部、「母子」の表記が
あります。それ以外は「ひとり親家庭」
に変更します。
　ヘルパー を 家庭奉仕員等 に変更しま
す。

児童家庭
課、こども
相談セン
ター

P.62
(3)児童等の
自立支援の
整備

事業名　(3)児童等の自立支援の整備　を　不
登校等に対する支援　に変更する。
文中の最後の部分を変更する。「子どもや家
庭が自立できるよう支援します。」　を「子
どもや家庭を支援します。」
理由として、「自立」の意味をどう解釈する
かは人によって異なるので、文中で使用する
のはふさわしくないと思う。事業概要中の
「自立」も同様です。

一部反
映する

子どもの抱えている問題を不登校だけで
なく、広く捉え、遊び型非行・悩みなど
への対応を考慮し、子どもの立ち直りを
支援すること ＝ 自立支援と考えます。
なお、子どもの悩みや問題行動への対応
を考え、次の内容を計画に加えます。
・スクールカウンセラーの配置等整備
・子育ち支援事業の充実・整備

教育委員会

事業概要の部分について、「学校復帰の支
援」 を 「児童生徒への支援」 と変更する。
理由として、学校復帰が目的ではなく児童生
徒の教育権や社会参加を保障することを優先
すべきと考える。

反映す
る

適応指導教室は、何らかの理由により学
校に行けない児童生徒（遊びや非行など
の怠学を除く）に、学校教育を補完する
役割として、「心の居場所や学習機会」
を提供することを目的としています。
　その基本には、学校に通学していただ
きたいとの願いがありますが、個々の事
情や状況を見ながら、結果を急ぐことな
く、柔軟に支援してくことから、「児童
生徒への支援」に変更します。

教育委員会
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計画書㌻

項　目
左の理由意見等の要旨

検討結
果

関係課等
協議経過

P.64
子どもの権
利に関する
条約の推進

子どもの権利条約のセミナーの開催が、１７
年度の予定事業として掲載されています。
「石狩市子どもの権利条例」の制定を視野に
入れた計画が必要です。

反映せ
ず

前段の「子どもを尊重する環境づくり」
での説明と同様の考えです。

教育委員会

石狩市の素案の補足という意味合いで、述べ
たいと思います。
現在、我家は、ふらっとくらぶ、カウンセ
ラーの方達の支援を受けています。その部分
では、満足もし、助かっています。
しかしながら、ふらっとくらぶの支援を受け
ている児童生徒の数は、そう多くはありませ
ん。フリースクールや子ども達の居場所がな
い地域では、家庭で過ごす子どもたちが大多
数でしょう。また、外出が困難であるという
状況の子ども達もいます。
ふらっとくらぶは原則「学校復帰」でありま
すが、柔軟性を持った対応で、近年、通う子
ども達の数も少しずつ増えていると聞いてお
ります。
　１月１６日付けの道新の１面に掲載された
ように、「不登校施設も正規校に」という国
の動きも出てきています。
　ふらっとくらぶのような適応指導教室やフ
リースクールなど、学校以外の教育機関を正
規の学校に位置づける。保護者、子どもに多
様な義務教育の選択肢を提供するのが狙いだ
そうです。注目していきたいところです。
　子どもが学校に対する不安・拒否の感情が
強い場合の「学校復帰策」は、あまり意味を
成しません。そういう場合には、学校以外の
育ちの場や学びの場を求めたほうが子どもの
ためには有益であると考えます。
　あらゆる社会資源の活用を市民とともに、
考えて行ってはいかがでしょうか。
・ 公的施設の利用を低料金、あるいは無料
・ フリースクールへの通学費用の援助
・ 自助グループ（不登校の親の会や子ども達
の居場所）の周知
・ 外出困難な子ども達への支援を行っている
訪問型のフリースクールと行政との協働
ホームエディケーション（家庭で育つ）も教
育の一つのあり方と考えます。また、スクー
ルカウンセラーが、学校その他の支援の調整
役となれる、スクールソーシャルワーカー的
要素を持って、活動できれば、より配置の意
味や存在が生かされるのではないかと思いま
す。
　あげればきりが無いほど、支援の方法は多
様です。要は個々の子ども達にとって、今、
どのような支援が必要かは様々です。
　どうか、今回のパブリックコメントが実の
あるものに結びつきますように。
　地方財政が厳しい中、予算にも限りがある
ことでしょう。行政と市民が知恵を絞って、
子ども達の未来を明るく豊かなものにしたい
と思います。機会を設けてくださった石狩市
に、深く敬意を表します。
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