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１ 確かな学力の育み                    

◆現状と課題 

近年、学力低下が問題視されており、その傾向として学力が二極化され、特に低学力

層の学力レベルの引き上げが課題になっていると言われています。その要因としては、

子どもの発達に起因するもののほか、環境的要因が大きいと考えられ、基本的生活習慣

の乱れや家庭学習習慣が定着していないこと、さらにテレビやコンピュータゲームなど

に接する時間の増大などが考えられます。また、90年代後半から問題視されている家庭

の経済格差は、子どもの教育格差だけでなく親の教育意識の低下などに繋がっているこ

とも懸念されています。 

平成 20年度に小学６年生及び中学３年生を対象に実施された全国学力・学習状況調

査は、日常の知識だけでなく技能の活用力や思考力を問う内容となっており、応用力の

重要性が求められています。  

調査結果に基づく北海道の状況は、小学校及び中学校の国語、算数・数学のいずれに

おいても平均正答率が全国よりも下回っており、この状況は本市においても例外ではあ

りません。 

また、１日当たりの学習時間についても、本市では、全国よりも低い状況となってお

り、読書時間についても同様の傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の授業時間以外に，普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか（児童）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
3時間以上

2時間以上、3時間未満

1時間以上、2時間未満

1時間以上、30分未満

30分未満

全くしない

【学校以外での学習時間】 

学校の授業時間以外に，普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか（生徒）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
3時間以上

2時間以上、3時間未満

1時間以上、2時間未満

30分以上、1時間未満

30分未満

全くしない

Ⅰ 子どもの生きる力を育てる 

自分らしく育つ 
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本市では、子どもの「生きる力」は「子どもが自立できる力」であると位置づけ、そ

れは人として社会で働き、生活していくことができる力であり、その土台となる「確か

な学力」は、基礎学力とコミュニケーション力が両輪となって形成されるものと考えま

普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか（児童）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
4時間以上

3時間以上、4時間未満

2時間以上、3時間未満

1時間以上、2時間未満

1時間未満

全く見たり、聞いたりしない

普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか（生徒）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
4時間以上

3時間以上、4時間未満

2時間以上、3時間未満

1時間以上、2時間未満

1時間未満

全く見たり、聞いたりしない

【メディアに接する時間】 

家や図書館で，普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，読書をしますか（生徒）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
2時間以上

1時間以上、2時間未満

30分以上、1時間未満

10分以上、30分未満

10分未満

全くしない

【子どもの読書時間】 

家や図書館で，普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，読書をしますか（児童）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

石狩市

全道

全国
2時間以上

1時間以上、2時間未満

30分以上、1時間未満

10分以上、30分未満

10分未満

全くしない
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す。 

すべての子どもの基礎学力の定着を図るため、学校では外部ボランティアの活用によ

る少人数指導(※)や習熟度別学習(※)など、子どもの個性に配慮したきめ細やかな指導

の充実が必要です。また、読み・書きなど、リテラシー(※)教育の重要性を認識し、読

書活動の奨励などを幼児教育と一体で取組むことが求められます。 

さらに、経済格差と教育格差の関連性が問題視されている状況を踏まえ、経済的な問

題や家庭環境などに関わりなく、地域資源やマンパワーの活用などにより、すべての子

どもの学ぶ機会が補完できるようなシステムの検討が望まれます。このほか、お茶の水

女子大学の研究によると、親の収入に関わらず、読み聞かせなど親の関わりが学力向上

に何らかの関連があるとの報告もあることから、望ましい生活習慣やメディアの影響の

普及啓発など、子どもの学力向上を視点とした家庭教育の意義を再認識することも必要

であると考えます。 

このように、幼児期から一貫して、家庭や地域と連携した総合的な基礎学力の向上に

努めることにより、「確かな学力」の育みに繋がるものと考えます。 

 

◆施策の方向 

 

 

  新学習指導要領に対応した学習指導の環境を整え、地域の教育力の活用などにより、

学習意欲の向上と確かな学力の基本となる基礎学力や望ましい学習習慣の定着を図るた

めの活動を支援します。 
 関連する施策・事業 区分 概要 

①スクール・アシスタント・テ

ィーチャー（ＳＡＴ）事業 

 

継続 個に応じた指導の充実を図るため、地域住民・大学生の参画

による教科学習の指導補助（ボランティアを基本）を行いま

す 

②学力向上サポーター事業 新規 学力向上対策に取組む学校を対象に教員免許を持った地域

人材等を指導補助として配置し、ＴＴでの活用や放課後、夏

季休業中などの補充的な学習での活用を図ります 

③新学習指導要領に対応した

学習指導の充実 

 

新規 新学習指導要領に応じた学習指導を行うための環境整備を

実施し、各校で進める「総合的な学習の時間」の取組を支援

します 

  
 

１ 基礎学力を育むための教育活動の推進 

■リテラシー   言語により読み書きできる能力のこと。よく使われる「メディアリテラシ－」は、情報メディアを主体

的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する能力のこと。 

■少人数指導   少人数の学習集団を編成して、個々に応じたきめ細やかな学習指導を行うこと。 

■習熟度別学習  児童・生徒をその教科の習熟度に応じて、複数の学級をいくつかのクラスに編成し直したり、1つの学

級内で別々のコースで学習するなどして、学習の効率を上げようとする授業法。 
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④きめ細やかな学習支援モデ

ル事業 

新規 エキスパートサポーター（教員免許を有した非常勤職員）を

配置し、より学力向上に向けた支援体制を検証します 

⑤子どもの読書活動の推進 継続 学校、幼稚園、保育所での読み聞かせなど、地域ボランティ

アの活用や市民図書館との連携などを図りながら、子どもの

読書活動を推進します 

⑥家庭学習習慣の定着とフォ

ローアップ 

新規 放課後児童会などの児童を対象に、民間や地域の教育力を活

用して、土曜日や長期休業期間の午前中に学習活動を行うこ

とにより家庭学習習慣の定着とフォローアップを図ります 

⑦学校図書館の体制整備 拡充 学校司書の配置や蔵書の充実、市民図書館との連携など、学

校図書館機能の充実を図り、子どもが本に親しむ機会を提供

し主体的な学びを支援します 

 
 

 

地域住民等の参画を推進するなど、地域マンパワーの活用により、学校や地域における

教育活動の担い手の参画を支援します。 
関連する施策・事業 区分 概要 

①スクール・アシスタント・テ

ィーチャー（ＳＡＴ）事業【再

掲】 

継続 個に応じた指導の充実を図るため、地域住民・大学生の参画

による教科学習の指導補助（ボランティアを基本）を行いま

す 

②中学校部活動外部指導者の

活用支援 

継続 外部ボランティアの活用による運動部・文化部活動を充実し

ます 

③地域ボランティアの活用支

援 

継続 学校支援地域本部事業(※)などを活用し、教育活動を行うボ

ランティアの活用を支援します 

 
 
 
 子どもが学ぶことへ興味をもち、学ぶ力の基礎を育むことができたり、保育の質が高め

られるよう、教員や保育士一人ひとりの資質や能力の向上のため、研究・研修の機会の充

実・拡大を図ります。 
関連する施策・事業 区分 概要 

①教員や保育士の研修の支援 継続 本市の地域や教育課題等をテーマとする教員研修や保育所

連絡協議会など団体等の主体的な研修の機会を支援します 

 

２ 教育活動への地域住民等の参画の支援 

３ 教員や保育士の主体的な研究・研修活動への支援 

■学校支援地域本部事業 

学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボランティアなどへの参加をコーディネートし、学校の求めと地

域の力をマッチングして、より効果的な学校支援を行い、教育の充実を図ろうとするもの。 
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教育基本法の改正により、幼児教育が小・中学校につながる学校教育の始まりとして明

確に位置づけられ、つづく学校教育法の改正では幼稚園教育の目標が明記されました。 
このため、幼児教育が果たす役割の重要性を再認識し、幼稚園教育要領(※)や幼児教育
振興アクションプログラム(※)のほか、保育所保育指針(※)の基本的な考えを踏まえ、幼
児教育の振興を図ります。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①私立幼稚園教育振興の支援 継続 市内私立幼稚園の特色ある教育振興に資するため交付金を

交付します 

②幼稚園就園奨励費 継続 幼稚園への就園を促進するため、幼稚園就園奨励費を支給

し、保育料の一部を助成することにより、保護者の経済的

負担を軽減します 

③幼（保）・小の連携 継続 一貫した教育の推進や小学校への円滑な接続を図るため、

幼稚園・保育所と小学校との連携・協力体制の整備を進め

ます 

④認定こども園の活用促進 拡充 認定こども園制度(※) の周知・活用に努めます 

⑤幼稚園の預かり保育等の推

進 

 

継続 幼稚園で行う預かり保育(※) や子育て支援活動を推進し

ます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 幼児教育の振興 

■幼稚園教育要領 

文部科学省が告示する幼稚園における教育課程の基準のことで、内容は「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の

５領域となっている。 

■幼児教育振興アクションプログラム   

幼児教育の振興に関する施策を効果的に推進するため，幼稚園，認定こども園における教育の条件整備を中心とした国（文

部科学省）の施策に関する計画を定めるとともに，地方公共団体において取り組むことが望まれる施策を示した，総合的な

行動計画。 

■保育所保育指針 

国（厚生労働省）が保育所における基本的な保育内容全般について基準をまとめたもので、幼稚園と同様に５領域からなる。 

■認定こども園  

幼稚園、保育所等のうち、就学前の子どもに教育・保育を提供する機能と地域における子育て支援を行う機能を備え、認定

基準を満たす施設で、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けた施設のこと。「幼保連携型」「幼稚園型」「保育

所型」「地域裁量型」の４つに分類される。 

■預かり保育 

幼稚園教育要領に位置づけられる、地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間終了後に希望する者を対象

に行う教育活動のことで、通常の教育課程に係る教育時間の前後や長期休業期間中などに、従来からも幼稚園が行ってきた

活動である。近年になって、女性の社会進出の拡大への対応として、職業等はもっているが子どもは幼稚園に通わせたいと

いう保護者に対する支援策としても行われるようになった。 
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障がいのあるなしに関わらず、幼児、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ

細やかな教育を行うための環境整備を推進します。 
関連する施策・事業 区分 概要 

①(仮称)石狩市教育支援セン

ターの設置による特別支援

教育(※)を進める体制の整備 

新規 特別支援教育コーディネーター・支援員等の配置などの体

制を整備し、特別支援学校との連携を図りながら、困り感

を持った児童生徒とその保護者の支援を充実します 

②幼稚園の障がい児教育 継続 市内幼稚園での障がい児の受け入れを推進します 

 
 
 

 日常の基本的な生活習慣は学力の定着を図るうえで必要不可欠であることから、家庭

教育が担う役割は大きく、幼児期から子どものしつけに関することや生活習慣、さらに

はメディアの影響などの今日的な課題まで、情報提供や啓発活動を行うほか、保護者が

主体的に学ぶ機会などを支援します。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①ぴよぴよ広場 継続 １歳半～３歳児の幼児とその保護者を対象とした家庭で

の教育に関する学習や交流の機会を提供します 

②望ましい生活習慣の普

及・啓発 

拡充 学校、保育所、幼稚園、健診などの場で、子どもの基本的

生活習慣などについて学習する機会を奨励するなどして、

普及・啓発に努めます 

③地域ファシリテーターの

活用 

新規 母親同士のエンパワメント(※) を図るため、ノーバディー

ズパーフェクトプログラム(※)を実施できるファシリテー

ター(※) が母親の集う場などでの活動を促進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 家庭教育の推進 

５ 多様な教育ニーズへの対応 

■特別支援教育 

 従来の「特殊教育」の対象の障がいだけでなく発達障がいなどを含め、ひとり一人の教育ニーズを把握して、その持てる

力を高め、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行なうことで、平成19年4月から学校教育法に位置づけられ、すべ

ての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなった。 

■エンパワメント 

力をつけること。また，女性が力をつけ，連帯して行動することによって自分たちの置かれた不利な状況を変えていこ

うとする考え方。個人が自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること。 

■ノーバディーズパーフェクトプログラム 

 カナダにおける、０～５歳までの子どもをもつ親を対象に、参加者がそれぞれに抱えている悩みや関心のあることをグル

ープで出し合って話し合いながら、必要に応じてテキストを参照して、自分にあった子育てを学ぶプログラム。 

■ファシリテーター 

 グループなどで、参加者とともに学びながら、聞き手となり、話しやすい雰囲気をつくり、話の流れを整理したり参加者

の認識の一致を確認したりする行為をしながら、親同士が知り合い互いにサポートし合える関係を築く手助けをする人。 
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２ 子どもの居場所づくり                   

◆現状と課題 

少子化や都市化、情報化が進んだことにより、子どもを取り巻く環境は大きく変化して

います。安全で自由に遊べる場所（空間）、習い事や塾通いによる自由な時間（時間）、一

緒に遊ぶ仲間（仲間）の減少により、「３つの間」が失われていると言われています。さら

に、価値観の多様化やインターネット、携帯電話の急速な普及により、子どものコミュニ

ケーションの形態も変わりつつあり、ネットの世界がもうひとつの子どもの居場所になろ

うとしています。変わりつつある環境の中で、子ども自身が、どんな場所を居場所として

位置づけ、どのように行動していけばいいのか、自ら考え、選択していくことが困難にな

っているものと考えます。  

このような状況を踏まえ、子どもにとって身近な場所の安全・安心の確保は勿論のこと、

子どもがありのまま、主体的に参加したり、他者との交流を通じコミュニケーションを高

めるような機会を提供することにより、子どもが何処（何）を居場所としていいかを自力

で考え、行動できるよう支援していく必要があると考えます。 

 幼児期から学童期の子どもの居場所としては、遊びの支援と遊び場の整備が必要です。

このため、本市の資源を生かした様々な体験の機会の提供や、子どもと関わる大人の育 

成、さらに公園など身近な活動場所の環境整備が考えられます。 

 中高生などの多感な思春期では、物理的要素の他に、自分の存在感を肯定的に捉えたり、

周囲から認められていると感じることができるような心理的要素が求められます。  

平成20年度に実施した「中高生の居場所に関するリサーチ」の結果によると、中学生に

とっての居場所の条件は、友達と一緒に居られる場所（時間）だけでなく、１人になって

安心できる場所（時間）でもあり、さらに、友達との関わりの中で自分らしく居られるこ

とを実感できる場所でもあります。これらの傾向は高校生においても同様です。 

このため、思春期の子どもが自己実現を達成できるよう、子ども自身が参加し、積極的

な意見等の表明や体験の機会を提供することにより、心の居場所づくりに繋がると考えま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

30.4%

25.5%

17.8%

12.5%

13.8%

0.0% 20.0% 40.0%

好きなことが自由にできる

安心できるから

１人になれる

自分らしくいられる

その他

自宅 

55.8%

24.4%

5.5%

3.2%

11.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

友達がいるから

楽しいから

自分らしくいられる

安心できる

その他

学校 

中学生にとって居心地のいい場所の理由 

（Ｈ20実施「中高生の居場所リサーチ結果」より） 

自分らしく育つ 

心身豊かに育つ 

守られる 

参加する 
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47.5%

33.1%

32.6%

17.9%

17.3%

16.4%

13.9%

13.6%

11.0%

9.1%

7.3%

8.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

雨や大雪の日に遊べる場所が
ない

周辺の道路・交通が危険

遊具などの種類が充実してい
ない

遊び場に人・遊び仲間が少な
い

遊び場が不衛生なときがある

自然の中で遊べる場所が少な
い

思いきり遊ぶための十分な広さ
がない

周辺の環境が悪くて不安

その他

遊具などの設備が古くて危険
である

近くに遊び場がない

特にない

59.4%

38.7%

33.4%

19.4%

3.6%

0.0% 40.0% 80.0%

子どもが放課後集って、子ども

同士で自主的な活動ができる場

子どもが土・日曜日に遊んだり

活動できる場

子どもに遊びを教えたり、しつけ
をしてくれる場

子どもが自分で悩みを相談でき

る場

その他

子どもの遊び場について日頃 

強く感じていることは何ですか？ 

（Ｈ20実施 次世代計画ニーズ調査より） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

放課後や土日に、家の近くで 

子どもが交流するなどの場としてどのようなものを望みますか？ 

（Ｈ20実施 次世代計画ニーズ調査より） 
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◆施策の方向 

 

 

 児童館や公園などの身近で安心できる場所や本市の恵まれた自然環境を生かし、子ども

が体験したり学ぶ機会を提供するとともに、異なる年齢の子どもや大人との交流を通して

コミュニケーション力を育成するほか、主体的に遊んだり活動する環境の整備に努めます。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①放課後子ども教室(※)の充実 継続 児童館を核に、放課後の子どもの安心な居場所づくりとと

もに、地域の人材を活用した多様な体験の機会を提供しま

す 

②子どもの体験活動 継続 身近な公園や、自然を生かして、団体等が主体的に実施す

る子どもの多様な体験活動や異世代交流活動を支援します 

③世の中学習の奨励 新規 地域人材の教育力を活用して、子どもが社会のことなどに

ついて学習できる機会を提供します 

 

 

 

 中高生が自己肯定感(※)を高めたり、コミュニケーションづくりや自己の将来の展望を

見出すきっかけづくりとして、主体的に参加して意見を述べたり、活動などを発表する機

会を提供します。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①児童館の中高生への開放 新規 中高生が主体的に活動できる場として、児童館に必要な機

能を整備するとともに主体的な活動を支援します 

②意見や発表の機会の提供 継続 中高生が主体的に参加し、自由な意見交流や趣味や特技な

どの発表の機会を提供します 

③体験や学習の機会の充実 新規 児童館などの施設やマンパワーを活用して、思春期の子ど

もを対象に、芸術、科学、ものづくりなどの体験の機会を

提供します 

 

 

 

 

 

 

１ 子どもの体験や学びの機会の充実 

２ 思春期の子どもの居場所づくり 

■放課後子ども教室 

地域の住民の参画を得て、主に小学１～６年生を対象に放課後や週末の安全で安心な活動拠点を確保し、様々な遊びや

体験活動、学習活動などを行なう事業。 

■自己肯定感  

自己評価、自尊感情ともいわれ、「自分は大切な人間だ」、「存在価値があり、世の中や他の人にとって必要な人間だ」

と思えること。 
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次代の子ども会等の核となる子どもリーダーの養成や、子どもと関わり、遊びの指導な

どを行う地域住民や学生など、マンパワーの発掘と活用を図ります。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①子どもリーダーの養成 継続 次代の子ども会の指導者づくりのため、子どもリーダーの

養成を図ります 

②子ども会の育成 継続 石狩市子ども会育成連絡協議会の活動を支援し、子ども会

の育成を図ります 

③地域プレーリーダーの養

成・活動の支援 

新規 公園などで、子どもと一緒に遊んだり、遊びの企画や指導

を行う地域人材の養成と主体的な活動を支援します 

④子どもの健全育成の推進 継続 青少年健全育成協議会などが主体的に実施する子どもの

健全育成事業について支援します 

 

 

 不審者対策や事故を未然に防止するため、見回り体制の強化や迅速な情報配信と情報共

有が図られる体制を強化します。また、ネットの被害や依存の問題、さらに学校裏サイト

など、子どもがトラブルに巻き込まれないための対策を進めます。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①不審者等の情報配信 継続 不審者などの情報をすばやく市民や関係機関へ配信し、市

民や関係機関で情報共有し、犯罪等の未然防止に努めます 

②見回り体制の強化 新規 犯罪等の抑止を図るため、青色回転灯(※)の資格者や搭載

可能な公用車を増やし、見回り体制の強化を図ります 

③安全教育の充実の支援 拡充 事故や不審者から子ども自身が身を守るため、交通安全教

育・防犯教育などの充実を支援します 

④ネットパトロール 拡充 学校、(仮称)石狩市教育支援センターが連携したネットパ

トロールの実施と情報の共有化を推進します 

 

 

 

 

 

３ 地域スタッフ等の活用 

４ 安全・安心・見守り体制の構築 

■ 青色回転灯 

警察庁と国土交通省との申し合わせにより、一定の要件の下、自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯を装

着することを認めることとされ、平成１６年１２月１日から運用が開始されている。 

これには、警察から青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受

ける必要がある。  
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⑤子どもを見守るシステム 継続 不審者や交通事故等から子どもを守るため、スクールガー

ド(※)など、学校を核として地域で子どもを見守る運動を

展開します 

⑥メディアリテラシー教育の

推進 

新規 ケータイやネットゲームなどの危険性と望ましい利用の

仕方について、学校、家庭、地域が連携して啓発に努めま

す 

 

 

 

  子どもが主体的に活動できる環境の整備に努めます。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①大型児童センターの建設 新規 小学生だけでなく中高生や就学前の子どもなど、様々な年

齢の子どもの交流や、主体的な学びと体験の場を整備しま

す 

②公園の再整備 拡充 既存の公園の老朽化などに伴い、計画的な再整備（遊具や

外柵などの改修）を行います 

③学校施設等の開放 新規 放課後に体育館等を開放して、子どもが自由にスポーツな

どができる機会を提供します 

 

 

 

 子どもが地域で主体的に行動していくためには、子どもが利用しやすい場所の確保や、

子ども自身が参加して遊びや行事を企画したり、市の施策などに意見を述べる機会の提供

が望まれます。このため、子どもがまちづくりに参画できる機会の提供に努めます。また、

子ども向けの情報を提供し、子どもが「知る」機会に努めます。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①子どもによる企画・運営参加

の検討 

新規 生徒会と連携するなどして、子どもが関わる事業の企画な

ど市のまちづくりについて、子ども自身が参加できるシス

テムを検討します 

②子どもの意見発表などの機

会の提供 

継続 子ども主体のフォーラムなど、自由な意見や趣味・特技な

どを発表できる機会を提供します 

③子どもへの情報配信 新規 子ども向けのホームページなど、様々な媒体を活用して、

子どもの学びや成長に有益な情報提供の検討・実施に努め

ます 

５ 子どもが主に活動する場所の整備 

６ 子ども参加 

■スクールガード 

 地域住民などが子どもたちの下校時間に合わせ、通学路などの巡回パトロールや危険箇所の監視などを行う、学校安

全ボランティアのこと。 
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 子どもも大人も子どもの権利について理解し、子どもの主体性が尊重され、権利の侵害

が起きない社会を目指すため、子どもの権利の普及・啓発のためのプログラムについて検

討、実施します。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①子どもの権利の普及・啓発プ

ログラムの検討、実施 

新規 子どもの権利条約の基本的な考え方に基づき、子どもの権

利が守られるよう、ＣＡＰ(※)などを活用したプログラム

の実施など、普及・啓発に努めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 子どもの権利の普及・啓発 

■ＣＡＰ 

 子どもへの暴力防止プログラム（Child Assault Prevention）とは、虐待や性暴力に対して、子ども自身が実践でき

る護身術として、アメリカ合衆国で考案されたものである。略称、ＣＡＰ。日本では、主として公立小学校（学校ま
たはPTA主催）や自治体，市民団体による企画などで実施され、人権教育として行われている。 
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３ 子どもの豊かな心と健やかな体を育む             

◆現状と課題 

 子どもが「生きる力」を身につけるためには、前述した「確かな学力」のほかに、「豊か

な心」と「健康・体力」をバランスよく育成していく必要があります。子どもの、知・徳・

体のバランスが取れた発達が教育の目標であることは、教育基本法でも明確に規定されて

います。 

本市の食習慣について、全国学力・学習状況調査結果によると、「朝食を毎日食べる」児

童の割合は約 84％、生徒の割合は約 83％で「どちらかといえば、している」を加えると、

児童で93％、生徒で約92％となり、北海道での水準とほぼ同程度でなっています。 

 また、児童生徒の体力に関する全国調査によると、我が国の子どもの体力・運動能力は

昭和 60年頃から低下傾向にあり、平成 18年度の調査では、北海道の児童生徒は、体格は

多くの学年で全国平均を上回っているものの、体力・運動能力では全国平均より低い傾向

が見られます。子どもの体力の低下は、将来的に国民全体の体力低下につながり、生活習

慣病の増加などが懸念され、本市においても同様の課題として捉えています。 

 子どもの居場所づくりについても触れましたが、子どもの遊びの環境やコミュニケーシ

ョンの形態が変わってきており、直接的な体験の機会が少なくなってきていると言えます。 

 こうした状況において、芸術や文化に触れる機会は子どもの豊かな感性を育て、郷土を

愛する心を養うことにより、自立に必要な、調和の取れた人間形成に繋がると考えます。 

  

◆施策の方向 

 

 

心の教育など、子どもの感性を高めるためのプログラムや読書に触れる機会を充実しま

す。また、働くことや家族を持って子どもを育てるなど、大人になるための体験の機会を

提供します。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①情操教育プログラム 拡充 小中学生を対象に、音楽朗読や幅広いジャンルの鑑賞、演

奏体験のプログラムを実施します 

②ブックスタート事業 継続 10ヶ月健診の会場でブックスタート・パックを無料配布

し、全ての家庭において本の読み聞かせを通じた親子のふ

れあいの時間をもつことができるよう支援します 

１ 子どもの豊かな心を育む取組 

心身豊かに育つ 
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③おはなし会 継続 家庭や地域、幼稚園、保育所、市民図書館など様々な場所

で、子ども達がおはなしを楽しむ機会を、ボランティアの

協力を得ながら提供します 

④子どもが文化芸術に触れる

機会の充実 

継続 子どもたちが、絵画や音楽、俳句などに親しめる機会を充

実します 

⑤異年齢交流の推進 拡充 中学生による保育体験や高校生・大学生による育児や子ど

もに関わるボランティア体験など、異年齢交流の機会を支

援します 

⑥キャリア教育(※)の支援 継続 中学生による職場体験活動、小学生による職場見学などを

通して働くことの大切さやコミュニケーションを学ぶ機

会を支援します 

⑦国際文化に触れる機会の提

供 

継続 国際交流協会等との連携を図りながら、姉妹都市との交流

を中心に、子どもが国際文化に触れる機会を推進します 

⑧沖縄県恩納村中学生との交

流 

継続 気候や文化の異なる地域の人々との交流を通じ、子どもの

視野を広げ豊かな感性を育てる機会を提供します 

⑨子どもの権利等の奨励プロ

グラム 

拡充 命の大切さ、子どもの権利などの普及、啓発を図るため、

地域人材やプログラムなどの情報の提供を行います 

 

 

 

 子どもが遊びを通じて、体力の向上が図られるよう、学校施設を開放して子どもが主体

的に運動したり、身近な公園などで外遊びを通じて体力向上が図られるような取組を支援

します。また、子ども会などの活動で運動メニューを奨励します。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①学校施設等の開放【再掲】 新規 放課後に体育館等を開放して、子どもが自由にスポーツな

どができる機会を提供します 

②子どもたちのスポーツ活動

の推進 

継続 わんぱくスポーツスクールを始め、海洋性や冬季スポーツ

等を体験する機会を充実するほか、スポーツ少年団体活動

を支援します 

③外遊びや運動メニューの奨

励 

新規 子ども会や保育所、幼稚園などが行う活動において、体を

使って遊んだり、運動するメニューを奨励します 

④体力・運動能力に関する実態

の把握等 

新規 小中学校の児童生徒の体力・運動能力に関する調査の実施

と結果分析を踏まえた対策を検討します 

 

２ 子どもの体力・運動能力の向上 

■キャリア教育 

 将来を担う若者たちに勤労観、職業観を育み、自立できる能力をつけることを目的とする意味合いが深くなっており、

これに基づいたインターンシップ推進や地域人材の活用などが行われ、一般的にこれらを総じて「キャリア教育」と

呼称されている。 
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  妊産婦の栄養指導や子どもの発達段階に応じた食育を推進するほか、栄養士をはじめ

関係機関や地域の団体との連携による食育ネットワークづくりに努めます。 

関連する施策・事業 区分 概要 
①食生活に関する正し知識の

普及、啓発 

継続 乳幼児健診や教室などを通して、妊産婦をはじめ、子ども

の成長段階に応じた食に関する正しい知識と望ましい食

習慣の支援及び、子どもや家庭の心身の健康増進に努めま

す 

②食育推進のための連携体制

の充実 

新規 食育に関わる関係者や地域団体と情報を共有し、地域全体

で推進が図られる取組を進めます 

③学官協働によるプログラム

の開発と実践 

継続 大学等と連携により食に関するプログラムを開発・研究

し、市内の保育所や幼稚園、学校などで実践します 

④栄養教諭(※)等を中心とした

食に関する指導の充実 

継続 栄養教諭及び学校栄養職員による食に関する指導の充実

と食育を進める学校活動を支援します 

⑤体験メニューの奨励や食に

関する普及啓発 

新規 食に関する体験活動の奨励や地域全体で子どもの食に関

する望ましい習慣の普及啓発を推進します 

 

 

 

 

  十代の性感染症等の予防のほか、薬物や喫煙防止に関する正しい知識の普及・啓発を

学校などと連携して取組みます。 

 関連する施策・事業 区分 概要 
①性や感染症予防等に関す

る正しい知識の普及 

継続 性の問題行動や性感染症の予防のため、命や性に関する正し

い知識の普及・啓発プログラムの整備を行います 

②薬物等、喫煙防止の推進 継続 心や身体を蝕む薬物乱用や喫煙を、地域・保健・家庭・学校

が連携し、防止・啓発活動を進めます 

③思春期の子どもの相談体

制の整備 

継続 十代のメンタルケアを行うため、臨床心理士などを配置しカ

ウンセリングを行える体制を整備します 

 

 

 

３ 食育の推進 

■栄養教諭 

 児童・生徒の発育において、栄養状態の管理や、栄養教育の推進をめざして2005年に新たに設けられた職である。

栄養教諭は正規教員であり、栄養教諭普通免許状（専修、一種、二種）を有していなければならない。 この教育職

員免許状を取得するにあたっては、栄養士資格を有していることが前提となっている。 

４ 思春期保健対策 


