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第６章 施策の展開 

１ 安心して子どもを産み育てるために  

 

 (1) 子育て支援サービスの提供  

 

   

  

①子育て支援事業の推進  

保護者の病気や育児疲れの解消などのため、一時的に家庭で保育できない子どもの

預かりや病気の回復期にある子どもの預かりを行うなど、次の子育て支援事業を推進

します。  

 

○一時預かり事業（幼稚園型）  

    幼稚園に通園する園児を、保育時間終了後、引き続き幼稚園で保育する体制の充

実に努めます。  

   

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

①  １号認定によ

る利用  
36,221 34,244 32,267 30,291 28,314 

②  ２号認定によ

る利用  
0 0 0 0 0 

確
保
方
策 

一時預かり事業

（幼稚園型）  
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

か所数  

市内  3 3 3 3 3 

市外  50 50 50 50 50 

計  53 53 53 53 53 

 

  

＜現状と課題＞  

核家族化の進行と女性の社会進出等に伴い、地域における人のつながりが薄れて

きています。こうした社会を背景に、子育ての不安や悩みを抱えながらも「身近に

相談できる人がいない」、「子育ての協力者がいない」などの理由で、育児への負

担や不安を感じている親が増えています。 

このため、利用者のニーズを踏まえた子育て支援サービスの充実と情報提供が求

められています。  

 

＜施策の方向性＞  

  次代を担う子どもと専業主婦家庭や母子家庭等すべての子育て家庭への支援を行

うために子育て支援サービスの充実と情報提供を行います。  

＜施策の展開＞  

第６章 施策の展開  
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第６章 施策の展開 

        ○一時預かり事業（一般型）  

            一時的に保育が必要となった乳児または幼児を保育所などで預かるサービスの充

実に努めます。  

 

○子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）  

        子育て支援を行いたい人と受けたい人を会員として組織し、会員相互の育児に関

する援助活動等を行う体制づくりに努めます。  

 

○夜間養護等事業（トワイライトステイ）  

        保護者が仕事、その他の理由により平日の夜間や休日に不在となり、家庭で子ど

もを養育することが困難となった場合の子どもの受入体制の充実に努めます。  

 

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  5,753  5,595  5,435  5,287  5,148  

確
保
方
策 

確
保
方
策 

一時預かり事業  
人数  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

か所数  9 9 9 9 9 

子育て援助活動

支援事業（就学

児を除く）  

人数  2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

か所数  1 1 1 1 1 

夜間養護等事業  
人数  70 70 70 70 70 

か所数  1 1 1 1 1 

計（人数）  7,770 7,770 7,770 7,770 7,770 

 

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  295 286 278 269 261 

確

保

方

策  

子育て援助活動

支援事業（就学

児のみ）  

人数  314 314 314 314 314 

か所数  1 1 1 1 1 

 

○病後児保育事業  

        仕事などで、病気の回復期にある子どもを保育施設などで一時的に預かる必要が

ある場合の子どもの受入体制の充実に努めます。  

  

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  181 190 197 203 206 

確保方策（か所数）  1 1 1 1 1 
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第６章 施策の展開 

○短期入所生活援助事業（ショートステイ）  

    保護者の病気や出張などの理由によって、家庭で子どもを養育することが一時的

に困難となった場合の子どもの受入体制の充実に努めます。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  0 0 0 0 0 

確保方策  

人数  5 5 5 5 5 

か所数  1 1 1 1 1 

 

○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業  

    母子保健推進員や保健師などが、生後 4 ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問し、発

育、発達などの子育て相談や保健事業の情報提供などを行い、安心して子育てがで

きるよう、支援に努めます。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  165 165 165 165 165 

確保方策（か所数）  1 1 1 1 1 

 

○養育支援訪問事業  

    乳児家庭全戸訪問事業などにより、養育支援が特に必要と思われる家庭に対し、

保健師等が訪問し指導助言などを行い、適切な養育ができるよう、支援に努めます。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量

の

見

込

み 専門相談支援  40 40 40 40 40 

育児・家事  

援助支援  
60 60 60 60 60 

確保方策（か所数）  2 2 2 2 2 
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第６章 施策の展開 

②利用者支援の推進（子育て相談）  

    子育てに関する様々な不安や悩みの相談を受けたり、子育て支援に関する情報提供

を行うため、こんにちは赤ちゃん事業、地域子育て支援センター事業を推進するとと

もに、広報紙等によるＰＲを強化し、相談窓口の周知を図ります。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

利用者支援事業  

（か所）  
1 1 1 1 1 

 

③経済的支援の推進  

    子育て家庭が安心して生活できる環境づくりをめざして、妊娠や出産、育児等にか

かる費用の助成等を行い、子育て家庭等の経済的負担の軽減に努めます。  

 

④医療費助成事業の推進  

    本市独自の乳幼児および児童の医療費助成は、国・道の動向や時代の推移を見なが

ら継続実施を図り、子育て支援の向上と健康増進に努めます。  

 

⑤婚活支援（結婚応援）の推進  

  国や北海道で実施している婚活セミナーやフォーラム等に関するイベント等の周

知を継続して実施します。  

  



 

45 

 

第６章 施策の展開 

 (2) 教育・保育サービスの充実  

 

   

 

 

 

①安定した教育・保育サービスの提供  

    幼稚園、認定こども園、認可保育所等の適正な定員確保に努めるとともに、安定し

た教育・保育サービスの提供に努めます。  

 

        ○幼稚園、認定こども園、保育所の充実  

            ニーズ量に対応した施設、事業量の適正な見直しを行います。  

     

    ○家庭的保育事業の推進  

      家庭的な雰囲気で、少人数を対象にきめ細かな保育を実施する、家庭的保育事業

を推進します。  

  

    ○小規模保育事業の推進  

      小規模な家庭的保育に近い雰囲気で、きめ細かな保育を実施する小規模保育事業

を推進します。  

 

    ○居宅訪問型保育事業の推進  

      住み慣れた居宅で１対１を基本とし、きめ細かな保育を実施する居宅訪問型保育

事業の充実を推進します。  

  

＜現状と課題＞  

女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、教育・保育施設へのニーズも多様化

しています。サービス利用者の生活実態とニーズを十分に踏まえて、安心して働く

ことができる教育・保育サービスの提供体制が必要となっています。 

さらに、専業主婦への子育て支援を含め誰もが必要なときに安心して利用できる

柔軟な教育・保育サービスの提供体制も求められています。  

 

＜施策の方向性＞  

多様化するニーズを的確に把握し、教育・保育サービスの質の向上と充実を図

り、サービスに関する積極的な情報提供と提供体制に努めます。 

  さらに、サービス利用者の経済的負担の軽減に努めます。  

＜施策の展開＞  
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第６章 施策の展開 

 ■１号認定  

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

北斗市  705 682 659 637 615 

他市町から  65 65 65 65 65 

計  770 747 724 702 680 

確
保
方
策 

確
保
方
策 

北斗市  

幼稚園  528 528 528 528 528 

確認を受け

ない幼稚園  
80 80 80 80 80 

他市町へ  233 233 233 233 233 

計  841 841 841 841 841 

      

  ■２号認定  

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

北斗市  465 470 475 481 486 

他市町から  7 7 7 7 7 

計  472 477 482 488 493 

確
保
方
策 

確
保
方
策 

北斗市  

保育園  471 478 485 492 499 

認可外保育

施設  
0 0 0 0 0 

他市町へ  20 17 14 11 9 

計  491 495 499 503 508 

 

  ■３号認定  

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

北斗市  414 406 397 389 381 

他市町から  3 3 3 3 3 

計  417 409 400 392 384 

確
保
方
策 

確
保
方
策 

北斗市  

保育園  417 410 403 396 389 

認可外保育

施設  
0 0 0 0 0 

他市町へ  12 10 8 6 5 

計  429 420 411 402 394 
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第６章 施策の展開 

        ○保育の質の向上  

            保育所保育指針等を踏まえた保育の質の向上を図るため、認可保育所との連携強

化を図ります。  

 

③特別保育事業の推進  

    保育サービス利用者のニーズの多様化により、次の特別保育事業を実施し、保育サ

ービスの充実に努めます。  

 

        ○延長保育事業（時間外保育事業）  

            親の就労形態の多様化に対応するため、保育時間の延長の確保に努めます。  

 

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  
実人数  47 46 46 46 46 

延人数  14,009 13,938 13,868 13,797 13,727 

確保方策  

実人数  50 50 50 50 50 

延人数  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

か所数  8 8 8 8 8 

 

        ○休日保育事業  

            親の就労形態の多様化に対応するため、ニーズ量に対応した実施施設の拡充を図

ります。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  808 821 835 849 863 

確保方策（か所数）  1 1 1 1 1 

 

        ○乳児保育促進事業  

            乳児保育の推進を図るため、乳児保育のための保育士を配置し、受入体制の確保

に努めます。  

 

        ○障害児保育事業  

            集団保育が可能な障がいのある子どもを受け入れる保育所の充実に努めます。  

 

        ○障害児保育特別対策事業  

            医療的ケアが必要な子どもを受け入れる保育所の充実に努めます。  
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第６章 施策の展開 

④経済的負担の軽減  

    本市独自の認可保育所の保育料を設定するとともに、多子世帯やひとり親世帯等に

配慮した保育料を国の幼児教育・保育の無償化とは別に設定し、保育サービス利用者

の経済的負担の軽減に努めます。  

 

⑤認定こども園の推進  

    親の就労形態及び少子化等による教育・保育に対するニーズの変化により、幼稚園、

保育所等において、就学前のすべての子どもを対象にして教育・保育を提供する認定

こども園について、家庭や地域の実情を見極めながら推進します。  
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第６章 施策の展開 

 (3) 子育て支援ネットワークづくり  

  

 

 

①地域子育て支援拠点施設・子育て支援センターの充実  

    子育て中の親同士が気軽に交流し、情報交換や仲間づくりができる場を提供すると

ともに、子育て相談、子育て支援サービスの情報発信などを展開する地域子育て支援

センター・拠点施設・出張ひろばの充実を図ります。  

  公営住宅の集会所など活用可能な場所での子育て支援センターの出張ひろばを推

進します。  

 

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量の見込み  7,332  7,113  6,903  6,702  6,510  

確保方策（か所数）  5 5 5 5 5 

 

②子育て支援に関する意識啓発の促進  

    子育て支援ガイドブック「子育てナビ」や広報紙における子育てに関する情報の掲

載により、子育て支援に関する意識啓発を促進します。  

 

③子育てネットワークの推進  

    乳幼児期の子育て親子を対象に、親子のふれあいやコミュニケーションの場を提供

し、子育てネットワークづくりを推進します。  

 

④地域療育体制の充実  

    発達の遅れや障がいのある子どもとその家族が身近な地域で必要な療育や相談・支

援が受けられるよう、関係機関とのネットワークの構築を推進します。   

＜現状と課題＞  

核家族化や地域とのつながりの希薄化などから、子どもを産み、育てることに不

安を抱える親が増加しています。 

子育てを行う全ての家庭に対し、育児不安を解消するためのきめ細かな子育て支

援や教育・保育サービスを効果的・効率的に情報提供することが必要です。  

 

＜施策の方向性＞  

子育ての育児不安や孤立感などを解消するための支援として、子育てに関する情

報収集を行い、必要な情報の提供と助言の他、関係機関との連絡調整に努めます。 

＜施策の展開＞  
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第６章 施策の展開 

 (4) 子育てと仕事の両立の推進  

 

   

 

 

 

①放課後児童クラブの充実  

    就労などにより日中、家庭に保護者がいない子どもの安全確保、健全育成を図るた

め、放課後児童クラブの充実を図ります。  

 

区  分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

低学年  523 600 609 598 588 

高学年  141 135 177 189 211 

計  664 735 786 787 799 

確
保
方
策 

確
保
方
策 

人数  900 900 900 900 900 

か所数  21 21 21 21 21 

 

 

 

 

  

＜現状と課題＞  

ニーズ調査の結果から、多くの未就労の母親が、子どもの成長によって就労を希

望しており、就労中の母親についても、就労の継続の希望が多いことから、今後も、

共働き家庭の増加が予想されます。  

このことから、引き続き、仕事を持つ女性が安心して子育てと仕事の両立ができ

る環境づくりを進めていくことが求められています。  

 

＜施策の方向性＞  

  仕事を持つ女性が、安心して子育てと仕事の両立し、ワークライフバランスの実

現ができるよう、子育て支援サービスの提供に努めます。  

＜施策の展開＞  
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第６章 施策の展開 

②保育サービスの充実  

    多様化する就労形態に対応した、保育サービスの充実を図ります。  

 

        ○延長保育事業（再掲）  

            親の就労形態に対応した、保育時間の延長の確保に努めます。  

 

        ○乳児保育促進事業（再掲）  

            産休明けに仕事に復帰できるよう、乳児の受入体制の充実に努めます。  

 

        ○休日保育事業（再掲）  

            休日の仕事ができるように、休日保育のニーズ量に応じた、実施施設の拡充を図

ります。  

 

        ○短期入所生活援助（ショートステイ）事業（再掲）  

            保護者の病気や出張などの理由によって、家庭で子どもを養育することが一時的

に困難となった場合の子どもの受入体制の充実に努めます。  

 

        ○夜間養護等（トワイライトステイ）事業（再掲）  

            保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間や休日に不在となり、家庭で子ど

もを養育することが困難となった場合の子どもの受入体制の充実に努めます。  

 

        ○子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（再掲）  

            保育所や学校などの開設時間外などに託児が必要な場合に対応できる体制づくり

に努めます。  

 

        ○病後児保育事業（再掲）  

            仕事が休めない場合に、病気の回復期にある子どもを保育施設などで一時的に預

かることができるよう、子どもの受入体制の充実に努めます。  
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第６章 施策の展開 

２ 妊娠・出産期からの親子の健康を保つために  

 

 (1) 子どもと母親の健康の確保  

 

   

 

 

  

①各種健診等の実施  

    子どもと母親の健康を確保するため、次の健診等の充実に努めます。  

  

 ○妊産婦健康診査  

     妊産婦健康診査の健診料の助成を行い、妊産婦の健康管理の増進を図ります。  

 

区 分  令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

量
の
見
込
み 

妊婦健診  
人数  430  421  413  405  397  

回数  3,225  3,161  3,097  3,035  2,975  

産婦健診  
人数  280  274  269  264  258  

回数  420  412  403  395  387  

確保方策（か所数）  166  166  166  166  166  

 

  ○母子健康手帳  

      妊娠・出産・育児まで、一貫した健康状態等を記録する母子健康手帳を交付し、

母子の健康等の管理に努めます。  

 

  ○乳幼児健診  

      成長に応じた健診を行い、発達の確認、必要な発達支援に努めます。  

      また、保健・栄養等の相談支援も併せて行います。   

＜現状と課題＞  

子どもの成長過程において、健康を確保、増進することは大切なことであり、そ

れとともに母親の健康維持、推進を図ることも重要です。  

子どもと母親の双方の健康を確保するために、各種検診等を実施していますが、

今後も引き続き、母子の健康管理の向上を目指した取り組みが必要です。  

 

＜施策の方向性＞  

  母子保健施策の継続的推進と乳幼児を対象とした各種事業の推進に努めます。  

  また、安心して子育てができるよう相談・支援の場の提供をし、母子の心身の健

康の確保、増進に努めます。  

＜施策の展開＞  
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  ○幼児歯科検診  

      1 歳 6 ヶ月及び 3 歳児の歯科検診を行い、歯の健康増進に努めます。  

 

  ○両親学級  

      妊娠シミュレーションや沐浴実習などを行い、母親、父親、家族がそれぞれの役

割について学ぶ機会の提供に努めます。  

 

  ○母親教室  

      講義や実習、実技指導を行い、妊娠中の保健・栄養・分娩等について学ぶ機会の

提供に努めます。  

 

  ○予防接種  

      疾病予防のため、乳幼児に必要な予防接種を実施します。  

             

②相談・支援体制の充実  

    母子保健等に関する相談は電話相談のほか、次の訪問事業により相談・支援を推進

します。  

           

  ○妊産婦訪問事業  

      保健師が訪問し、妊娠、出産、育児に関する個別の相談に応じ、妊産婦の健康管

理に努めます。  

 

  ○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん）（再掲）  

      母子保健推進員や保健師などが、生後 4 ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問し、発

育、発達などの子育て相談や保健事業の情報提供などを行い、安心して子育てがで

きるように努めます。  

 

  ○養育支援訪問事業 (再掲）  

      乳児家庭全戸訪問事業などにより、養育支援が特に必要と思われる家庭に対し、

保健師等が訪問し指導助言などを行い、適切な養育ができるよう、支援に努めます。  

           

③子どもと母の健康づくりの推進  

    母と子のトリム教室や幼児体力づくり教室などの事業を行い、健康づくりの支援に

努めます。  
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 (2) 食育の推進  

 

   

 

 

  

①乳幼児期からの正しい食習慣、食生活の普及  

    もぐもぐ教室や乳幼児健診時において、健全で安全な食習慣、食生活の普及に努め

ます。  

 

②学校・保育園等における食育の推進  

    サケ稚魚の放流や田植え、野菜栽培などの体験学習などの機会を提供し、地域産業

や食料についての理解を深めるとともに、地場産品を活用した特色ある学校給食の提

供に努めます。  

    また、保育所における食育の計画づくりなどにより、乳幼児期の食育を推進します。 

 

③地域における食育の推進  

    食習慣などに関する食生活の改善を推進するため、食生活改善推進員などと連携し

食育に努めます。  

  

＜現状と課題＞  

子どもの健全な成長を支えるためには、望ましい食習慣を身につける食育は大変

重要なことですが、核家族化やライフスタイルの変化に伴い、食習慣の乱れから朝

食を食べない子どもが増えているという問題があります。  

子どもの発達段階に応じた栄養等を考慮して、健康的な食生活を送るためには、

親はもちろんのこと、子ども自身も食に対する正しい知識を持つことが大切です。  

 

＜施策の方向性＞  

  子どもの成長に応じた食に関する学習機会の提供、学校や保育園等での食の教育

を推進し、子どもたちが正しい知識を身につけられるよう、食育の推進に努めます。 

＜施策の展開＞  
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 (3) 思春期保健対策の推進  

 

   

 

 

  

①思春期教育の推進  

    思春期教室を行い、子どもたちが命の大切さを理解し、望まない妊娠や性感染症を

防ぐために、自分や相手を尊重した行動が取れるよう、思春期教育に努めます。  

    また、幼児期から児童期・思春期を見通した教育を行うため、保育園や幼稚園にお

いての年齢に応じた幼児教育を推進します。  

             

②思春期保健におけるネットワークの推進  

    学校やＰＴＡ、関係機関による性や薬物などに関する学習会やネットワークづくり

を目的とした会議を開催し、思春期保健の理解を進めるとともに、相談支援体制を整

えるためのネットワークづくりを推進します。  

             

③思春期の相談体制づくりの推進  

    身体や心、性に関する不安、悩み等に対する相談体制づくりを図り、思春期におけ

る子どもの支援に努めます。  

  

＜現状と課題＞  

思春期は、身体的にも精神的にも急激に発育・発達する時期であるとともに、子

どもから大人への人格形成に重要な時期である一方、精神的に不安定になりやすい

時期でもあります。  

また、情報化社会の中、インターネットやスマートフォンなどを通じて、思春期

の子どもたちが、有害な情報や危険に接する機会が増えたことで、性意識や性行動

に与える影響が看過できない状況にあります。  

思春期の子どもの心と身体の問題に対して、家庭、学校、保健・医療など地域で

連携して健全な育成に努める必要があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  思春期の子どもの健全な育成に向け、心の問題に適切に対応できるよう、家庭、

学校、保健・医療、地域などの連携強化、教育の推進、相談体制の充実に努めます。 

＜施策の展開＞  
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３ 子どもを健やかに育てるために  

 

 (1) 次代の親の育成に向けた教育の推進  

 

   

 

 

  

①年齢や世代をこえた交流の促進  

    保育園や幼稚園において、年齢や世代をこえた交流を促進し、ふれあいを通しての

社会性の醸成を図ります。  

    また、中学生・高校生のインターンシップ（就業体験、ただし、中学生については

職場体験）による社会人との交流を通して、働くことの大切さの育成に努めます。  

         

②思春期教室  

    妊婦疑似体験や赤ちゃんふれあい体験を行い、乳児とその親との交流を通して、生

命の尊さ、親になることの喜びを感じる教育を推進します。  

           

③もうすぐ親になる夫婦や妊婦に対しての教育  

    出産を控えた夫婦等に対し、次の出産等に関する知識を学ぶ機会の提供に努めます。 

 

  ○両親学級（再掲）  

      妊娠シミュレーションや沐浴実習などを行い、母親、父親、家族がそれぞれの役

割について学ぶ機会の提供に努めます。  

 

  ○母親教室（再掲）  

      講義や実習、実技指導を行い、妊娠中の保健・栄養・分娩等について学ぶ機会の

提供に努めます。   

＜現状と課題＞  

少子化や核家族化により、身近で赤ちゃんの成長をみる機会や高齢者と接する機

会がなかったために、人間の尊厳や生命の尊さ、昔ながらの智恵の継承などを家庭

生活の中で学べないまま大人になってしまう人が増えています。  

これらのことを学び、次代の親になることへの自覚をもってもらうため、子ども

の頃から異年齢、世代間の交流や保育体験を通じて、赤ちゃんや自分より小さな子

どもとふれあう機会、高齢者と接する機会をもつことが必要です。  

また、もうすぐ親になる夫婦や妊婦に対しての教育も必要です。  

 

＜施策の方向性＞  

  子どもに対する異年齢や世代間の交流を通じた生命の尊さの育成、仕事をするこ

との大切さを知ってもらうための教育、若年夫婦に対する出産や子育ての教育を推

進します。  

＜施策の展開＞  
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 (2) 学校等における子どもの生きる力の育成  

 

   

 

 

  

①開かれた学校運営の推進  

    学校評議員制度を活用し、保護者や地域住民の意見を幅広く聞き、学校と地域との

連携による特色ある学校づくり、開かれた学校運営の推進を図ります。  

 

②適応指導教室の推進  

    不登校の児童生徒に対して、学校生活や社会生活に適応して生きる力を身に付けさ

せるため、適応指導教室における指導を推進します。  

 

③小規模校による特色ある教育の推進  

    特認校制度を活用し、小規模校ならではの少人数による地域の特性を活かした教育

活動を推進します。  

 

④切れ目のない子どもの支援の推進  

    幼保・小連携教育推進協議会の活動を通して、幼稚園、保育園、こども園、小学校

との連携強化を図ります。  

 

⑤きめ細やかな指導の推進  

    複数の教員の配置による、子ども一人ひとりの学習状況の把握ときめ細かい指導の

推進に努めます。  

 

⑥国際理解の推進  

    外国語指導助手の配置による、英語教育を通じての国際理解を図ります。  

  

＜現状と課題＞  

社会環境や生活様式など、様々な要因による、子どもたちの、知力、徳力、体力

の低下傾向に歯止めをかける必要があります。  

このため、学校、家庭、地域が連携し、「良く考え、心豊かに、たくましく調和の

とれた人間性を育む教育」を推進していくことが重要です。  

 

＜施策の方向性＞  

  子どもの生きる力を育む教育の推進、幼稚園、保育園、こども園、小学校の連携

強化による、切れ目のない支援の推進、保護者や地域住民の協力による地域に開か

れた学校づくりを目指した取り組みを行います。  

＜施策の展開＞  
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 (3) 家庭や地域における教育力の向上  

 

   

 

 

  

①保護者間が「連携する・学び合う・行動するＰＴＡ」の推進  

    ＰＴＡ活動を通して、保護者相互の交流や親睦を図り、研修会等で自らを高め、児

童生徒の健全育成と安全確保の推進を図ります。  

 

②子ども会や町内会育成部活動を通じての成長の推進  

    子ども同士の活動や地域の大人との世代間交流など、様々な活動や体験を通して、

子どもと地域が相互の理解を深めながら、互いに成長し合えるよう、子ども会や町内

会育成部活動の充実を図ります。  

 

③読み聞かせによる親子の絆の醸成  

    絵本の読み聞かせを通じて、小さな頃から本を読むことの楽しさを感じてもらい、

また、親子の絆を深めてもらえるよう、読み聞かせ事業の推進を図ります。  

      

＜現状と課題＞  

子どもにとって生活の場の基本は家庭であり、子どもの健やかな成長にとって家

庭やそれを取り巻く地域の果たす役割は、大変重要なものとなっています。  

しかし、近年、親が子育てに自信を持てなかったり、自覚や責任に欠けたりする

状況がみられるなど、家庭における教育力が低下していく状況が懸念されています。

その原因の一つとして、核家族化や地域でのつながりの希薄化などが影響している

のではないかと考えられます。  

家庭や地域における教育力の向上には、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を担

い、互いに連携・協力していく必要があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  町内会、ＰＴＡなどの連携強化や、自主的な活動を通じた、家庭や地域における

教育力の向上を図ります。  

＜施策の展開＞  
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 (4) 児童の健全育成の推進  

 

   

①スポーツ活動の推進  

    各種のスポーツ教室やスポーツ大会、スポーツ少年団活動に関わる指導者の交流等

を推進するとともに、スポーツ活動を通して児童の体力の向上と心身の健全な育成に

努めます。  

 

②文化、芸術活動の推進  

    学校内外において子どもたちの余暇の時間で、地域の文化団体・サークル等の方々

と文化や芸術活動などの体験型の活動の環境整備に努めます。  

 

③地域における健全育成の推進  

    子どもがのびのびと過ごすことができるよう、地域行事やイベントへの参加・体験

ができる環境づくりを、町内会などと連携・協力し、児童の健全育成に努めます。  

 

④放課後児童クラブの推進（再掲）  

    共働きなどで放課後に家に帰っても誰もいない児童が、仲間と遊んだり、勉強した

りして、安心して放課後を過ごすことができるよう、環境づくりに努めます。  

 

⑤子ども学習体験の充実  

    学校のない日に地域の文化団体・サークルと連携し、子どもたちへ文化・芸術など

に触れる体験学習の機会の提供に努めます。    

      

⑥情報モラル教育の充実  

    携帯電話やインターネット等情報機器の正しい利用法について理解し、子どもたち

が有害情報等に巻き込まれることのないよう、地域、学校及び家庭における情報モラ

ル教育を推進します。  

 

⑦指導活動の推進  

    青少年の非行を未然に防止するため、関係機関と連携し、街頭などでの指導活動を

推進します。   

＜現状と課題＞  

様々な体験活動は、子どもたちが、規範意識や社会性、他人を思いやる心などを

身に付けながら自己を確立するために重要な活動で、その機会を充実させる必要が

あります。  

幼児期から学童期を通して、学校内外における文化・芸術活動や、スポーツ活動

など、多様な体験型の活動を提供するとともに、子どもの主体的な学びや活動を支

援する環境の整備が必要となります。  

 

＜施策の方向性＞  

  学校以外の場での安心安全な子どもの活動の幅を広げ、スポーツ、文化、芸術な

ど多様な学びの推進及び機会の提供に向け、環境整備に努めます。  

＜施策の展開＞  
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４ 安心で快適な生活を送るために  

 

 (1) 安全で良好な生活環境の整備  

 

   

 

 

 ①安全な通学路の確保  

    子どもの歩行等の安全を確保するため、歩道の整備や危険な箇所の信号機の設置に

努めます。  

    また、通学路等を中心とした、除排雪の充実に努めます。  

 

②安心して遊ぶ場所の充実  

    地域と十分協議を進め、子どもたちが身近で自然に親しむことができる、地域の特

色をもった公園の整備を推進するとともに、子どもたちが安全に遊ぶことができるよ

う、公園に設置している遊具の安全点検に努めます。  

 

③放課後児童クラブ事業の充実（再掲）  

    放課後に保護者のいない家庭の小学生を対象とする、放課後児童クラブ事業の充実

に努めます。  

        

④子ども学習体験の充実（再掲）  

     学校のない日に地域の文化団体・サークルと連携し、子どもたちへ文化・芸術など

に触れる体験学習の機会の提供に努めます。    

  

＜現状と課題＞  

地域において安心して子育てをするためには、住居や道路、公園などの生活環境

が良好であることが大切です。  

今後、子育て世帯がゆとりをもって安心・安全な生活ができるようにするために、

安全な通学路の確保、安心して遊べる場所の充実、そして子育てしやすい居住環境

の確保を図る必要があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  安心して子育てができる生活環境を整えるため、道路や公園、住宅の整備を推進

します。  

＜施策の展開＞  
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 (2) 安心して外出できる環境の整備  

 

   

 

 

  

①交通安全対策の充実  

    子どもたちを交通事故から守るため、関係機関・団体との連携・協力体制の強化を

図り、総合的な交通事故防止対策を推進します。  

 

②防犯灯、街灯の整備  

    町内会等に対し、防犯灯、街灯の整備や電気料に対する助成を行い、夜間等の外出

の安全確保に努めます。  

 

③公共施設等のバリアフリー化の推進  

    誰もが安心して外出できるよう、道路、公園、公共施設等において、段差の解消等

のバリアフリー化を推進します。          

 

④子ども連れにやさしいトイレ等の整備の推進  

    おむつ替えや親子での利用に配慮したトイレ等の整備を推進します。  

  

＜現状と課題＞  

安心して子育てをするためには、妊産婦、乳幼児連れの家族などすべての人が安

心して外出できるよう、道路、公共施設などの段差解消等のバリアフリー化が必要

です。  

また、防犯灯、街灯等の道路整備により、子どもや妊産婦、乳幼児連れの家族な

どが安心して外出できる環境づくりを推進する必要があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  歩道、公共施設などのバリアフリー化や防犯灯、街灯等の道路整備により、子ど

もや妊産婦、幼児連れの家族などが安心して外出できる環境の整備を推進します。  

＜施策の展開＞  
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 (3) 安全・安心なまちづくりの推進  

 

   

 

 

  

①交通安全対策の推進  

    地域住民や関係機関の連携・協力により、次の交通安全対策を推進します。  

           

  ○交通安全教室の実施  

      保育園及び幼稚園、小中学校において交通安全教室を実施し、子どもに対して交

通安全意識の向上を図ります。  

             

  ○地域と一体となった交通安全の推進  

      地域住民や交通安全指導員による登下校時の見守りや町内会による交通安全旗  

の掲出など、地域の協力による交通安全の推進を図ります。  

 

②防犯体制の強化  

    地域住民や関係機関との連携・協力により、次の防犯体制の強化を図ります。  

 

  ○防犯意識の向上  

      青色回転灯装着車両のパトロールや町内会による夜間防犯パトロールを展開し、

市民の防犯意識の向上に努め、不審者等が近寄りにくい地域づくりを推進します。  

 

  ○地域と一体となった防犯対策の推進  

      ＰＴＡ、学校、地域及び警察と連携を図り、通学路などにおける子どもの見守り、

「こども 110 番の家」設置等により、安全確保に努めます。  

  

＜現状と課題＞  

弱者である子どもたちを、交通事故や犯罪の被害から守っていく必要があります。 

子どもたちが安心して移動できる道路環境づくりや気楽に外出できる環境整備が

求められています。  

 

＜施策の方向性＞  

  地域住民や関係機関と連携しながら、交通安全や防犯体制を推進し、子どもたち

が安心して外出できる環境整備に努めます。  

＜施策の展開＞  



 

63 

 

第６章 施策の展開 

５ 支援を必要とする子どもや家庭のために  

 

 (1) 児童虐待防止対策の推進  

 

   

 

 

  

①早期発見による虐待の未然防止  

    こんにちは赤ちゃん事業や健診事業などを最大限に活用し、育児不安について気軽

に相談できる機会を提供し、必要な子育て支援サービスの情報提供に努めます。  

    また、特に支援の必要な家庭に対して保健師等の訪問による養育支援（養育支援訪

問事業）を行います。  

 

②児童虐待防止対策の充実  

    北斗市要保護児童対策地域協議会等関係機関との連携強化を図り、児童虐待の早期

発見、早期対応に努め、被虐待児やその家庭に対して継続的な援助・支援を行います。  

 

③児童虐待の早期発見に向けた地域の協力  

    民生委員児童委員をはじめとした地域の関係機関等と連携して、児童虐待の早期発

見に努めます。  

  

＜現状と課題＞  

児童虐待は全国的にも大きな問題です。この児童虐待の中には、子育てに対する

不安などから虐待におよぶケースも多く見受けられます。  

児童虐待を未然に防ぐためには、このような育児不安を抱えている親を支援して

いく必要があり、また、地域住民や関係機関などと連携し、早期発見に努める必要

があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  育児不安を抱えている親に対する相談や育児支援により、児童虐待の未然防止に

努めるとともに、地域住民や関係機関との連携強化を図り、児童虐待の早期発見に

努めます。  

＜施策の展開＞  
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 (2) ひとり親家庭等に対する自立支援の推進  

 

   

 

 

  

①母子又は父子家庭やＤＶ被害者の相談・支援  

    母子又は父子家庭やＤＶ被害者に対して母子・父子自立支援員・児童家庭相談員に

よる相談を行い、必要な支援を行います。  

 

②母子・父子家庭などへの経済的支援  

    母子・父子家庭などの子どもの健全育成、子育てを支援するため、次の各種手当な

どの経済的支援を行います。  

 

  ○遺児手当・遺児育英資金  

      病気や事故で生計の中心者がなくなった家庭に対して遺児手当・遺児育英資金を

支給します。  

 

  ○ひとり親家庭等医療費助成制度  

      子どもとひとり親に対して医療費の助成をします。  

 

  ○奨学金制度  

      高等学校や大学等に進学する場合に、学資の貸付けを行います。  

 

  ○母子・父子・寡婦福祉資金  

      母子又は父子家庭に対する生活資金や修学資金などの貸付けを行います。  

 

＜現状と課題＞  

離婚件数等の増加に伴い、ひとり親家庭が増加しており、そのほとんどは母子家

庭です。  

ひとり親は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うこととなり、

特に母子家庭では、収入、子どもの養育の面等で厳しい状況にあり、様々な問題を

抱えることになります。  

ひとり親家庭の支援には、様々な経済的支援のほか、自立に向けた支援が必要と

なっています。  

また、配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ））の被害者に対

する支援も必要です。  

 

＜施策の方向性＞  

  ひとり親家庭等に対する相談体制の充実を図るとともに、ひとり親家庭が自立す

るための支援を推進します。  

＜施策の展開＞  
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  ○児童扶養手当  

      母子又は父子家庭に対して児童扶養手当を支給します。  

 

③母子・父子家庭の自立支援  

    母子家庭の母又は父子家庭の父の就職をより効果的に促進するため、次の給付金を

助成し、母子・父子家庭の自立支援に努めます。  

 

  ○自立支援教育訓練給付金  

      母子家庭の母又は父子家庭の父の就労に効果的な資格取得にかかる受講料の一 

部を助成します。  

 

  ○高等職業訓練促進給付金  

      母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師等の高度な技能を取得する場合に助成 

します。  
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 (3) 障がい児の健全な成長の促進  

 

   

 

 

  

①障がい児の健全育成の充実  

    保育所、幼稚園及び放課後児童クラブにおける障がい児の受入促進により、障がい

児の健全育成の充実に努めます。  

 

②障がい児の義務教育等の充実  

    発達の遅れや障がいのある幼児に対して、保健・医療・福祉関係機関等と連携し     

て、教育相談を推進するとともに、小・中学校における特別支援教育等の教育環境の

整備など、義務教育の充実に努めます。  

 

③障害の特性に配慮した教育の充実  

    障害の重度・重複化、多様化に対応するため、医療機関等との密接な機能連携を図

るとともに、教育研修の充実を図り、専門性の高い教員の配置に努めます。  

 

④発達障がい児支援の推進  

    地域の支援拠点として、北海道発達障害者支援センターを活用し、発達障がいのあ

る児童や家庭に対する総合的な支援を推進します。  

  また、保護者が発達障がいについて相談しやすい体制や情報提供に努めます。  

 

⑤障がい児療育の充実  

    発育や発達の遅れを可能な限り早期に発見するため、乳幼児健康診査の一層の充実

を図るなど、母子保健活動に努めます。  

    また、健康診査の結果、経過観察を必要とする乳幼児に対する継続的な相談や訪問

指導を行い、発達の遅れや障がいのある乳幼児に対しては、早期療育への円滑な移行

を図ります。  

 

  

＜現状と課題＞  

自閉症やアスペルガー症候群等の発達に障がいがある子どもが増えています。  

すべての子どもは等しい権利を持っているため、障がいの有る無しにかかわらず、

健全な成長を支えていく必要があります。  

 

＜施策の方向性＞  

  障がいのある子どもの健全な成長のために、障がいのある子どもとその家族の支

援に努めます。  

＜施策の展開＞  
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⑥療育カルテの普及  

    発達障がいのある子どもに対し、幼児期から児童を経て就労の段階までの成長記録

と支援の経過・成果等が「保健・医療・福祉・教育・就労機関等」に引き継がれ、共

通理解のもとで一貫した支援を受けることができるよう、療育カルテの普及に努めま

す。  

 

⑦経済的負担の軽減  

    障がいのある子どもを持つ家庭に対して、次の各種手当の支給などをし、経済的負

担の軽減を図ります。  

 

  ○障害児福祉手当  

      一定の要件を満たした重度の障がいのある子どもに、障害児福祉手当を支給しま

す。  

 

  ○特別児童扶養手当  

      一定の要件を満たした障がいのある子どもの親又は養育者に特別児童扶養手当  

を支給します。  

 

  ○重度心身障がい者医療費制度  

      一定の要件を満たした障がいのある子どもに医療費の助成を行います。  

 

⑧障がいのある子どもに対する保健指導  

    障がいのある子どもの成長に応じた、保護者等への育児不安に対する相談や保健指

導を行います。  
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６ 子どもの権利を大切にするために  

 

 

 

   

 

 

 

①子どもの権利を大切にする意識の向上  

  子どもが自立した社会性のある大人へ成長するよう、子どもの権利の学びを支援し

ます。  

 

②子どもの意見表明・参加の促進  

  行政や学校、地域などあらゆる場面で、子どもが意見表明し、参加する機会を充実

させ、子どもに住み良いまちづくりを実践していきます。  

＜現状と課題＞  

子どもの意見表明や参加などの経験を通して自立した社会性のある大人へと成長

するための環境づくりを進めるとともに、権利侵害に対する迅速、適切な救済や、

子どもの権利に関する理解促進を図るなど、条例の理念の実現に向けた、家庭、学

校・施設、地域における子どもの権利の保障を進めるために取組む必要があります。 

 

＜施策の方向性＞  

  子どもの権利を守る取り組み、権利の学びの支援、子どもが意見表明しやすい環

境づくりに努めます。  

＜施策の展開＞  


