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計画の基底 
  

こども・あいプランは、子どもの権利の具現化を図るため、「子どもの権利条約」の基本

的な考え方を基底としています。 

 

 

 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保

障するために定められた条約です。１８歳未満を「児童（子ども）」と定義し、前文と本

文５４条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保す

るために必要となる具体的な事項を規定しています。１９８９年の第４４回国連総会にお

いて採択され、１９９０年に発効しました。日本は１９９４年に批准しました。 

 
 

  

○○生生ききるる権権利利  

子どもたちは健康に生まれ、安全、健やかに成長する権利を持っています。 

○○守守らられれるる権権利利  

子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。 

障がいをもつ子どもなどは特別に守られる権利を持っています。 

○○育育つつ権権利利  

子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々

な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにと

ても重要です。 

○○参参加加すするる権権利利  

子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグル

ープをつくったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員

としてルールを守って行動する義務があります。 

  

子どもの権利条約 ４つの柱 

子どもの権利条約 
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５年前と比べて、石狩市は安心して子育てできるまちになったと感じる割合 

（H20.9実施 次世代計画ニーズ調査(※)より） 

33.1% 26.2%

小学生世帯 就学前児童世帯 

Ⅰ 計画の概要 
  

１ 前期計画の総括 
次世代育成支援行動計画が平成 17年度にスタートし、前期計画の目標年である平成 21

年度までの５年間、子育て支援サービスの企画から運営に至るまで、市民との協働による

取組を通じて新たなサービスや人的なネットワークが形成され、本市の貴重な社会資源(※) 
が生まれました。 
また、ここ数年、出生数や比較的若い層の転入が増えたことにより、就学前児童を中心

として児童数が増加傾向にあります。 
このような状況を受け、市民会議での前期計画の総括では、本市の子育てにやさしいま

ちづくりへの取組が一つの成果に結びつきつつあるとのご意見をいただいたところです。  
一方、保育所の待機児童(※) の解消など喫緊の課題や子どもの居場所づくりなど、今後、
取組むべき課題も見えてきました。総じて、就学前児童を対象とした子育て支援施策につ

いては、概ね一定の成果が見られたものの、子どもの育ちに対する施策は手薄な感が否め

ず、喫緊の課題と併せて、後期計画で優先的に取り組むべき課題と考えます。 
また、前期計画期間に厚田、浜益との合併が行なわれたことにより、新たな文化や資源

が加わると同時に地域性やニーズが多様化され、バランス性のある施策等の展開が求めら

れています。 
これらのことを踏まえ、後期計画では、子育て支援環境のさらなる充実を図るとともに、

子どもの権利の実現を基本的な考えとし、子どもの育ちをどのように支えていくかを視点

とした子ども施策の総合計画の策定を進めることとし、子育て・子育ちにやさしいまちづ

くりがさらに確固たるものになるよう目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

石狩市児童人口の推計 

■社会資源  福祉ニーズを充足するために活用される施設・機関、個人・集団、資金、法律、知識、技能等々の総称。 

■待機児童  保育所（認可保育所）に入所することを希望し、入所資格を有するにもかかわらず、当該市区町村域内の保 

育所の施設定員を超過する等の理由で入所ができない状態にある児童のこと。 

■次世代計画ニーズ調査 市民ニーズ等を把握するため、平成20年９月１日～10月31日に実施した「石狩市次世代育成支

援行動計画（後期計画）策定のためのアンケート調査」のこと。 
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Ｈ1８ 1,469 1,599 1,675 1,727 1,855 1,831

Ｈ1９ 1,452 1,622 1,677 1,702 1,846 1,806

Ｈ２0 1,444 1,647 1,683 1,734 1,746 1,820

Ｈ２1 1,450 1,711 1,699 1,694 1,732 1,800

Ｈ２２ 1,467 1,686 1,723 1,681 1,719 1,805

Ｈ２３ 1,466 1,657 1,769 1,696 1,746 1,702

Ｈ２４ 1,453 1,684 1,824 1,715 1,705 1,693

Ｈ２５ 1,466 1,702 1,796 1,741 1,692 1,682

Ｈ２６ 1,481 1,702 1,765 1,788 1,708 1,708

3歳未満 就学前 小学校低学年 小学校高学年 中学生 高校生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

「子育て支援」から「子ども支援」へ 

前期計画の総括を踏まえ、平成22年度からスタートする後期計画「こども・あいプラン」

では、今後５年間において、子育て・子育ちを取り巻く喫緊の課題解消を重点施策として

取組むとともに、既存の施設やサービス、人的なネットワークなど、社会資源の効果的な

活用と市民との協働を柱とした「石狩らしい」子育て・子育ち支援の充実を進めます。さ

らに子どもや家族が安心して幸せに暮らせる環境が保障され、誰もが「移り住んで子ども

を育ててみたい」「大人になって家庭を築いてみたい」と思えるまちづくりを目指します。 
特に、こども・あいプランでは「子ども支援」に着目し、貧困や家庭環境など子どもを

取り巻く様々な格差に関わらず、すべての子どもが自立できるよう地域全体で見守り支え

るまちづくりを進めるとともに、子どもも自治の主役であるという基本的な考えのもと、

主体的に学んだり、遊んだり、まちづくりへ参加する機会の保障に努め、これらの取組を

通じ、子どもの権利の具現化を目指します。 
 
 

子どもの人口の推計 
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３ 計画の位置づけ 

こども・あいプランは、子ども施策の総合計画である。 

次世代育成支援行動計画は、次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）(※) に基
づき、次代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境づくりを進めるため、市町村

に策定が義務付けられた法定計画で、前期５年と後期５年で構成されます。  
こども・あいプランは、次世代育成支援行動計画の後期計画として位置付けされるとと

もに、本市における子ども施策の総合計画としての性格を有し、子どもの最善の利益を保

障することを基本的な考えとし、福祉、教育などの分野を横断的に網羅した計画です。  
このため、自治基本条例(※)の趣旨や理念を踏襲するとともに、上位計画である市の総合
計画はもとより、地域福祉計画、障がい福祉計画、新教育プラン(※) など他の個別計画で
示された考え方や施策を反映するよう努めました。 
特に、新教育プランについては、計画の策定時期が同じであったことや、子ども施策を

進めていく上で教育が占めるウェートが高く、課題の共通認識や子ども支援を総合的に推

進するために連携強化を図る必要があったことから、教育委員会との合同作業により策定

を行いました。 
また、市民の意見については、アンケート調査やパブリックコメント、さらに、いしか

り子ども総合支援会議での意見などを参考としてニーズ把握に努め、計画に取り入れまし

た。 
 

４ 計画の期間 

この計画の期間は、平成22年度から平成26年度までの５年間です。 
また、計画策定後、社会情勢の変化や他の計画の見直しに応じて弾力的に改訂を行いま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ｈ17～Ｈ21 

前期計画 後期計画 

Ｈ22～Ｈ26 

こども・あいプラン 

■次世代育成支援対策推進法 

日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、国、地方公共団体、事業主及び

国民の責務を明らかにし、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生

まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として制定された法律。 

■石狩市自治基本条例   

石狩市の最高規範として位置づけられ、市民と市、市民同士が協働してよりよいまちづくりを行うために、共通の目標や 

理念、決まりごとなどを定めた条例。 

■新石狩市教育プラン  

石狩市が目指す教育の理念や方向性を明確にし、教育行政を計画的に推進するための計画。 
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５ 計画の点検・評価 

  
  法第８条第７項の規定により、計画の実施状況の評価を行い、必要に応じて検討を加

え、計画を変更するなどの措置に努める必要があることから、利用者等の視点に立った

点検・評価を実施し、その結果を毎年度の予算編成や事業実施に反映させていくよう努

めていきます。 
  このため、点検・評価の一連の課程を開かれたものとし、市民や関係者の意見などを

反映させるため、いしかり子ども総合支援会議(※) において行うこととします。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■いしかり子ども総合支援会議 

次世代育成支援行動計画の進行管理や、子ども施策の企画・立案や計画の策定などを行い、子育て関係団体、ＮＰＯ，教

育関係者、市民など30名以内の委員で構成される市民会議。 
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Ⅱ 計画の基本的な考え 
  

この計画は、基本理念を実現するため、子どもに関わる様々な施策・事業を、子育ちや

子育てを支える視点として体系化し、目標達成に向け今後５年間で集中的に取り組む行動

計画です。一方、社会情勢の変化や市民の声に柔軟に対応することも必要なことから、位

置づける施策・事業などについては固定化せず、柔軟性をもたせることにより、ニーズ等

の変化などにも適宜対応できることとします。 

１ 基本理念 

子育ても子育ちも最終的な目標は「自立」ですが、行政による支援（公助）だけでなく、

地域全体で見守り、支えることが必要です（共助）。 
この計画は、子どもの「生きる力」(※)を育み、自立した社会性のある大人に成長し、

次代のまちづくりを担うことを願い、親は、子育ての第一義的な責任を自覚し子どもと

共に自立に努め、地域は、子育て・子育ちを社会全体で協働して支え合うまちづくりを

進めていこうとするものです。 

さらに、子どもの権利を具現化するものでもあり、その基本的な考え方に基づいて施

策等の取組に努めていくよう配慮しなければなりません。 

これらのことを踏まえ、子どもと親と地域の望ましいあるべき姿を次のように示しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子ども」は、子どもの権利条約の基本的な柱となる「生きる権利」「育つ権利」「参

加する権利」「守られる権利」が保障され、社会人として自立できることを表していま

す。 

■ 生きる力   中央教育審議会では、「自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力」

と「自ら律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくま

しく生きるための健康や体力」としている。 

健康に生まれ、健やかに生きる 

学んだり、遊んだり、自分らしく成長する 

安心して、心身ともに豊かに成長する 

生きる力を備え自立した大人に成長する 

子ども 

 

    

子どもと共に安心して暮らし、学

び、自立する 

 

親       

子どもと親の育ちを見守り、支え

る 

 

地域 



 
7 

「親」は、安心して子どもを産み育て、楽しく子育てをしながらも、親として自立す

ることを表しています。 

「地域」は、子育て子育ちを補完するなどして、子どもと親の自立を支える役割を担

います。 

   すなわち、子どもの最善の利益が保障され、自立した子どもの育みと親育ちを、地

域全体で見守り支え合うまちづくりを、この計画の目指すべき基本理念としました。 

２ 計画の基本視点 

  

 全ての施策を貫く視点を、次にように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続性と多様性 

子どもの成長に沿った、切れ

目のない支援を行うため連続

性のある取組に努めます。ま

た、個々のニーズに対応した、

多様なサービスを追及します 

 

子どもの権利の実現 

全ての取組の基本的な考えと

して、子どもの主体性を尊重

し、子どもの権利の具現化を

目指します 

 

石狩らしさ 

既存の地域ネットワークや施

設、サービスの活用など、本市

の資源を最大限に活用し、「石

狩らしい」取組を目指します 

 

協働 

市民や関係団体などの主体性

を尊重し、役割と責任を分担

して、相互に補完・協力して

取組ます 
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３ 基本目標 

 計画の基本理念を実現するため、市民の皆さんにも分かりやすいよう、目標を以下の

３つとして定めます。 

 

 

 

子どもが心身ともに健康に成長し、社会人として自立するためには「生きる力」の育

みが望まれます。「生きる力」は、家庭や学校、地域での関わりや体験などから学び、

体得していくものであると考えます。 

本市では、この「生きる力」に必要な「確かな学力」「コミュニケーション力」「心身

の健やかな育成」を重点テーマとして捉え、学校での教育活動を始め、地域のマンパワ

ーや既存施設などの活用により、基礎学力の定着や、子どもの居場所づくりを通じた人

とのふれあいや表現の機会の提供、さらに子どもの情操と体力の向上に努めます。 

また、子どもにとって最善の利益が保障されるよう、様々な局面において子どもの主

体性に配慮するとともに、施策などを検討する課程で、子どもの意見が反映されたり、

子ども自身が参加できる仕組を検討します。 

 

 

 

すべての子どもが自分らしく生きることができるよう、配慮が必要な子どもへのきめ

細やかな支援や、児童虐待やいじめ、不登校など、要保護児童(※)等の把握と切れ目な

い支援体制の整備、さらにひとり親家庭の自立を支えるための取組に努めます。 

 

 

  

 

すべての家庭が健康かつ、安心して楽しく子育てができ、自立していくまでを地域社

会がやさしく見守り支えていくことが大切です。 

このため、社会資源を最大限に活用し、子育てサービスの充実や子育てにやさしいま

ちづくりへの気運が高められる取組や環境の整備に努めます。  

また、仕事と子育ての両立をサポートするため、保育サービスの拡大を図り待機児童

の解消に努めるとともに、急な仕事や子どもの疾病など、緊急時におけるサポート体制

の強化を図ります。 

このほか、子育ての最終目標は自立であるといった基本的な考えのもと、親にとって

「してもらう型の支援」のみならず「参加する支援」を目指し親育ちに努めます。 

 

Ⅲ 子育てにやさしいまちづくり 

Ⅰ 子どもの生きる力を育てる 

Ⅱ 子どもと家庭の救済・支援 

■要保護児童  適切な保護や支援が必要な児童をいい、被虐待をはじめ非行、不登校の児童などをいう。 
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４ 計画の体系 

  基本目標を達成するために、今後５ヵ年で取組むべき施策を次のように体系付けます。 

  また、各施策を推進することによって具現化される子どもの権利の視点を併せて表記します。 

 

 

 

 

 

施策２ 子どもの居場所づくり 

施策３ 子どもの豊かな心と健やかな体を育む 

子どもの豊かな心を育む取組 
子どもの体力・運動能力の向上 
食育の推進 

施策１ 子どもセーフティネット 

こども見守りネットワークの機能強化 
要保護児童等の相談・支援体制の充実 
児童虐待等の未然防止と普及啓発 

施策１ 確かな学力の育み 

基礎学力を育むための教育活動の推進 
教育活動への地域住民等の参画の支援 
教員や保育士の主体的な研究・研修活動への支援 
幼児教育の振興 
多様な教育ニーズへの対応 
家庭教育の推進 

安全・安心・見守り体制の構築 

基本目標Ⅱ 子どもと家庭の救済・支援 

基本目標Ⅰ 子どもの生きる力を育てる 

守られる 

自分らしく育つ 

心身豊かに育つ 

参加する 

守られる 

子どもの権利の視点 

思春期保健対策 

心身豊かに育つ 

自分らしく育つ 

子どもの体験や学びの機会の充実 
思春期の子どもの居場所づくり 
地域スタッフ等の活用 

子ども参加 
子どもの権利の普及・啓発 

子どもが主に活動する場所の整備 
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施策３ ひとり親家庭の自立支援 

ひとり親相談と生活支援の充実 
母子家庭等の経済的負担の軽減 
母子家庭の就労支援 

施策２ 配慮が必要な子どもの自立支援 

医療、福祉、教育、保健、地域との連携体制の充実 
児童デイサービスの充実 
子どもの発達に応じた相談・支援体制の充実 
教育や保育の機会の拡充 

施策１ 仕事と子育ての両立支援 

施策２ 楽しく子育てできる環境づくり 

施策３ 安全で快適な出産・育児と 

子どもの健康づくり  

保育サービスの充実 
緊急時のサポート体制の整備 
働き方等の見直しを図るための普及・啓発 

身近な場所で相談や仲間づくりができるシステム 
子育てを地域で支えあうサービスの充実 
サービス情報等の充実 
子どもに関する経済支援の充実 

子どもの安らかな発達の促進と育児不安の軽減 
小児保健医療水準の維持・向上 

妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保 

基本目標Ⅲ 子育てにやさしいまちづくり 

自分らしく育つ 

健やかに生まれる 
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５ 重点施策 

 教育委員会と合同策定を進める中で浮き彫りとなった子どもを取り巻く共通の課題や、

子育て環境の維持・向上を図るうえでの喫緊の課題などを踏まえ、こども・あいプランに

おいて５年間で重点的に取組むべき施策を次のとおり示します。 

 

１ 確かな学力の育み 

   ①学力向上サポーター事業 

   ②きめ細やかな学習支援モデル事業 

③家庭学習習慣の定着とフォローアップ 

   ④子どもの読書活動の推進 

⑤学校図書館の体制整備 

⑥家庭教育の推進 

  

２ 子どもの居場所づくり 

   ①思春期の子どもの居場所づくり 

   ②地域プレーリーダーの養成・活動の支援 

   ③子どもの安全・安心な居場所の確保（防犯対策） 

   ④子どもが主体的に活動できる空間の整備・改修 

   ⑤子ども参加 

  

３ 子どもの体力・運動能力の向上 

①学校施設等の開放 

②外遊びや運動メニューの奨励 

③食育の推進 

  

４ 子どもの発達に応じた相談・支援体制の整備 

   ①５歳児発達スクリーニングの実施検討 

  

５ 仕事と子育ての両立支援 

①待機児童の解消 

②認定こども園の活用促進 

  

６ 楽しく子育てできる環境づくり 

①子育てカフェの整備 

②子育てニーズの把握 


