
第3章　前期行動計画の実績

1　前期行動計画の基本目標、基本施策の実績

　平成17年に策定した前期行動計画では、7つの基本目標を掲げ、それらに対応した24の

基本施策のもとで各種事業を推進してきました。

　前期行動計画の目標については、保育サービスの充実、母子の健康の確保・増進、生活環

境の整備、安全の確保といった面を中心として概ね達成していますが、児童館3か所、（目標）

が1か所減の2か所、家庭児童相談員2人（目標）が1人で据置き、乳児健康診査の実施回

数など、未達成となった事業もいくつかあります。

　重点的な取り組みとして位置づけた「ファミリーサポートセンターの運営開始」や「認可

保育園の定員拡大（40名東）」、さらには延長保育事業実施園の拡大等によって子育て支援サ

ービスの基盤整備が進みました。その一方で、重点的な取り組みとした「児童館の整備」は、

前述のとおり2か所増の目標に対して大曲児童センター1か所の整備となり、後期行動計画

での整備が検討課題となりました。

2　前期行動計画の主な目標達成事業と未達成事業

（1）地域における子育ての支援（基本目標）

ア　地域における子育て支援サービスの充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○ファミリーサポートセンター事業の推進（新規）…　　H19運営開始

　　○放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の充実・…　　H168か所→9か所

　　○一時保育事業の推進・・・・・・・・・・・・・…　　H161か所→2か所

　　○地域子育て支援センター事業の推進・・・・・・…　　H163か所→4か所

　　○子育てガイドのホームページ作成（新規）・・・…　　H16作成

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　●子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業）…　　受入施設側の体制が整わず未達成

　　●つどいの広場事業の推進（新規）…　　実施条件、体制整備の遅れにより未実施

　　●家庭児童相談の充実・・・…　　相談体制の検討により目標2名を1名で据置き

　　　　　　　1
イ　保育サービスの充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○通常保育事業の充実・・・・・・・・・・…　　H16定員565人→605人

　　○延長保育事業の推進・・・・・・・・・・…　　H162か所→6か所

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし
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ウ　子育て支援ネットワークづくり（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○子育てガイドのホームページ作成（新規：再掲）・・・…　H16作成

　　○子育て支援ネットワーク事業（新規）・・・・・・・・…　H18から実施

　■前期計画の目標を達成できなかった主な事業

　　該当なし

工　児童の健全育成（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○児童手当の支給・・…　　小学校3年までの支給がH18年度から6年まで拡大

　　○就学援助費の支給・・・・・・・・・・…　　実施

　　○体育事業の推進・・・・・・・・・・・…　　実施

■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　●児童館の整備、運営の充実・・・・・・…　　目標2か所増が1か所増となった

（2）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進（基本目標）

ア　子どもや母親の健康の確保（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

・　　○母子健康手帳の交付…　’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○新生児訪問指導の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○妊産婦等への母子保健推進員による訪問指導・・・…　　推進員30人体制で実施

　　01歳6か月児・3歳児健康診査の実施・・・・・・・・・・…　　目白12回実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　●乳児健康診査の推進・・・・・…　　月標年42回が医師の確保困難（北大からの派

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遣中止）によって年36回となった

イ　食下の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○地産地回の推進・・・・・・・・・・・…　．・・　・・・・・・…　　実施

　　○親と子の食育事業の推進（新規：児童家庭課）・・・・・・…　　H18から実施

　　○食に関する指導の推進（新規：給食センター）・・・・・・…　　H18から実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

ウ　思春期保健対策の充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○若年者への健康教育の推進・・・・・・・…　　’・・

　　○性教育の充実・・・・・・・…　　●’’”●’　●

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

・・・・・…@　実施

・・・・・…@　実施
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工　小児医療の充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○夜間急病センターの継続運営・・・・・・・・・・・・…　　1か所で実施

　　○乳幼児等医療費の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし

（3）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備（基本目標）

ア　次代の親の育成（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○乳幼児ふれあい体験の実施・・・・・・・・・・・・・…　　保育園で実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし　　　　　，　　　　　、

イ　子どもの生きるカの育成にむけた学校等の教育環境の整備（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○個に応じた多様な指導方法の充実・…　　∴・…　　実施

　　○英語指導助手（ALT）の活用・・・…　’・・…　　H161人→2人（H19から）

　　○学校施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

／■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし

ウ　家庭や地域の教育力の向上（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○青少年健全育成連絡協議会の支援・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○高齢者と子どもの世代間交流の推進・・・・・・・・・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

誰饗繍灘講数回剰：智醗ら拡大樽憲
　　●子どもITランド事業の推進・・…　　目標年40講座→H21廃止（ニーズの変化）

　　●学校施設の開放・・…　　目標14校から拡大→14校（据置き）

工　子どもを取り巻く有害環境対策の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○青少年健全育成に関する啓発・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○巡回指導活動の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかっ左事業

　該当なし
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（4）子育てを支援する生活環境の整備（基本目標）

ア　良質な住宅及び居住環境の確保（基本施策）

■前期計画の目標を達成した事業の一部

　○公営住宅の整備・・・・・・・・・・・…

　○公営住宅のシックハウス対策の推進・・…

■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし

・・・・・…@　実施

・・・・・…@　実施

イ　安全な道路交通環境整備（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○通学路等歩道の整備・・・・・・・・・…

　　○冬期間の除雪の徹底・・・・・・・・・…

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし

・・・・・…@　実施

・・・・・…@　実施

ウ　安心して外出できる環境の整備（基本施策）

■前期計画の目標を達成した事業の一部

　○公共施設等のバリアフリー化・・・・・…

　○ベビーキープ、広いスペースの確保・・…

■前期計画の目標を達成できなかった事業

該当なし

・・・・・…@　実施

・・・・・…@　実施

工　安全・安心のまちづくりの推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○通学路等の街路灯など防犯設備の整備・・・・・・・・…　　実施

　　○子どもの安全を守る子ども110番の家等の推進・・・・・…　実施（関係団体による）

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

（5）職業生活と家庭生活の両方の推進（基本目標）

ア　多様な生き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等（基本施策）

■前期計画の目標を達成した事業の一部

　○男女平等参画社会の実現に向けた啓発・…

　○ハローワーク等関係機関との連携・・・…

■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし

・・・・・…@　実施

・・・・・…@　実施

イ　仕事と子育ての両立の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部
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　○ファミリーサポートセンター事業の推進（再掲）・…　　H19運営開始

　○通常保育事業の充実（再掲）・・・・・・・・・・…　　H16定員565人→605人

　○放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の充実（再掲）・…　　8か所→9か所

■前期計画の目標を達成できなかった事業

該当なし

（6）子ども等の安全の確保（基本目標）

ア　子どもの交通安全を確保するための活動の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○交通安全教室等の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○交通安全街頭指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

イ　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○通学路等の街路灯など防犯設備の整備（再掲）・・・・・・・…　　実施

　　○子どもの安全を守る子ども110番の家等の推進（再掲）・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

ウ　青少年の問題行動の対応（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○青少年健全育成連絡会議の開催・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○学校との連携（再掲）・　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　該当なし

（7）要保護児童への取り組みの推進（基本目標）

ア　児童虐待防止対策の充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○北広島市要保護児童対策地域協議会の運営・・・・・・・・・…　　実施

　　○虐待の早期発見と予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　　●虐待に関する相談の充実・…　　相談体制の検討により目標2名を1名で据置き

イ　母子家庭等の自立支援の推進（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○生活支援員の派遣（新規）・・・・…　　目標H17～→H19～
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　○教育訓練給付金（新規）・・・・・…　　目標H17～→H18～

　○母子自立相談の実施・・・・・・…　　相談員1人→1人

■前期計画の目標を達成できなかった事業

　●母子寡婦会への活動支援・…　　H18補助金廃止となったが行事出店時の労力を支援

ウ　障がい児施策の充実（基本施策）

　■前期計画の目標を達成した事業の一部

　　○こども発達支援センターの運営・・・・・・・・・・・・・・…　　実施

　　○障がい児デイサービス事業の実施（新規）・…　　目標H17～→H20～（H213か所）

　　○地域生活支援事業（日中一時支援事業）・・…　　目標H17～→H18～（H219か所）

　　○特別支援教育の導入・推進（新規）…　　目標H19～→H17実施、　H19～個人別計画

　■前期計画の目標を達成できなかった事業

　該当なし
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第4章　子どもと子育てを支援するまちづくりに向けた課題

現在の北広島市の子どもを取り巻く環境や平成21年に実施したニーズ調査、次期総合計画

（素案）などから次世代の育成支援に次のような課題が見られ、対策の推進が求められてお

ります。

1　子育て中の親の支援について

　北広島市への転入者は年’々減少傾向にありますが、平成20年度でも年間2千6百人余り（人

口の4．4％）が転入しており、人の移動が多いまちであります。しかも核家族化や少子化が進

行しており、隣近所や地域との関係の希薄化が推測され、子育てする親の孤立化が心配され

ます。

　21年ニーズ調査の結果によれば、子どもの身の回りについては、ほとんど母親が世話をし

ています（就学前で95．7％、小学生で91．3％）。育児不安や負担感を感じる方は、就学前児

童の保護者で36．5％、小学生で43．3％となっており、母親の育児不安解消や孤立化を防ぐた

め、子育ての相談をする場や子どもと共に交流する場が求められており、母親の負担軽減や

リフレッシュを図るために一時的に子どもを預かる事業も必要となっています。

　また、子どもが生まれて新たな社会との関わりや、子育てに関する情報が必要になること

から、子育て情報に関するホームページの充実却ガイドブック、マップなど子育て支援に関

する情報の提供が求められています。さらに、認知度の低い子育てサービスについてはPR

等による利用拡大が課題となっています。

2　保育サービスについて

　低迷する経済状況が続く中、子育てにかかる経費の増加などによって働く女性が増加して

いますが、21年ニーズ調査でも前回調査に比べ母親の就労率が高くなっています。

　保育園では3歳未満児を中心とした保育需要の増加が近年顕著であり、比較的若い世代の

多い大曲地区・西の里地区・四隣地区における保育需要が高く、地区別の認可保育所や定員

の適正化が課題となっています。

　留守家庭児童を預かる学童クラブでも入所児童は増加傾向にありますが、施設の老朽化や

狭小、学校からの距離など課題のあるクラブの移転や施設改善、放課後子ども教室との連携

についての検討が必要となっています。

　また、子育てをしている人が安心して働くことができるよう、ライフスタイルの多様化に

対応した様々な子育て支援サービスの充実を図ることが求められていることから、延長保育

や一時預かり事業の実施箇所の拡大や、病児・病後児保育事業、休日保育事業の実施も必要

となっています。

　なお、保護者からは保育サービスに係る費用の負担軽減を求める意見もあります。
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3　母と子の健康確保について

　近年、社会的環境の変化等から、晩婚化や若年出産の増加など妊娠・出産の環境が変わり、

都市化や核家族化によって母親が孤立し、育児不安や子どもの虐待、子どもの心の病気等の

問題が増加しています。

　母と子どもの心身の健康の確保・増進のため、妊娠・出産・育児に関する情報提供や保健

相談・指導の充実、乳幼児健診の推進等によって、安心して出産・子育てができる環境づく

りを進める必要があります。

　また、出産に影響を及ぼす喫煙や薬物乱用、過度のダイエットによる健康被害や性感染症

などの正しい知識の啓発も必要です。

4　子どもの健やかな育ちと教育環境について

　核家族化や少子化、女性の社会進出などが進む中で、子どもが創造性豊かに、たくましく

生きていくためには、他人とともに協調し、他人を思いやる心などの豊かな人間性、基本的

な生活態度、健康・体力など、「生きる力」を育むことが求められています。

　家庭における教育環境が著しく変化していることから、幼児の心身の調和のとれた発達を

促し、人格形成の基礎を培う幼児教育の充実が求められています。

　いじめや不登校などの問題を抱えている児童生徒に対応するため、悩みや課題を解決でき

るよう教育相談体制を充実するとともに、学校と家庭、関係機関、地域が緊密に連携し、児

童の健全育成の継続的な取組みを進める必要があります。

　学校教育では、学習意欲の向上や学習習慣の確立を通して基礎をしっかり身に付けさせ、

子どもたちが生き生きとして学校生活を送ることができ、創造性や能力を伸ばすことが求め

られています。

5　子育てを支援する生活環境について

　安全な道路や身近な公園等、子どもや子育てにやさしい生活環境の整備が大切です。

　21年ニーズ調査では、子どもの遊び場について、「雨の日や大雪の日に遊べる場所がない」、

「周辺の道路・交通が危険」、「遊び場に人・遊び仲間が少ない」との声が多く、いつでも安

心して子どもを連れて行ける場所が求められています。

　さらに、子ども同士がふれあい、元気に育っためには、身近なところで、子ども達が一緒

に集い、安全な環境下でのびのびと楽しく遊ぶことのできる場所が必要です。
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6　仕事と家庭生活の両立推進について

　妊娠・出産を機にそれまで就労していた女性の約7割が離職することに見られるように、

女性にとっては、1就労と出産・子育ての負担が少子化の一因と言われています。

　このため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のために、働き方の見

直しについて積極的に取り組むことや国、自治体、地域での支援を広げ℃いく必要がありま

す。

7　子どもの安全の確保について

　子どもを犯罪等の被害から守るため、不審者情報の提供や地域の防犯ボランティア等と関

係機関の連携、防犯ボランティア等に対する支援が求められています。

　また、子どもを交通事故から守るため、交通安全教育を推進して交通安全意識の浸透を図

ることやチャイルドシートの手しい使用方法の普及啓発等の対策を推進することが必要で｝九

8　支援が必要な子どもへの取り組みについて

　子どもの心身の発育、発達に深刻な影響を与える児童虐待の防止のため、要保護児童対策

地域協議会を活用した関係機関との連携による対応や、母子保健活動・乳児家庭全戸訪問事

業等を通じた児童虐待の発生予防など、早期発見・早期対応、適切な支援等の取り組みが必

要です。

　離婚の増加によってひとり親家庭が増加している中で、ひとり親家庭の児童の健全な育成

を図るためには、安心して子育てと仕事を両立できるように、子育て・生活支援策、就業支

援策、経済的支援並等を適切に実施していくことが必要です。

　また、発達の遅れや障がいのある子どもの健全な発達の支援と保護者に対する育児相談の

推進等、家族への支援を併せて行うことや、その体制の充実が求められています。
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第5章計画の考え方と施策・事業

1　計画の基本理念と視点

（1）基本理念

　子育てには子どもの成長に伴い喜びや感動があります。みんながそうした喜びや感動を分

かち合えるよう、地域が一体となって、孤立しがちな子育てや育児の悩みを抱える家庭を支

援し、子育ての不安感や負担感の軽減を図り、子育てがしやすいまち、子育てが楽しいまち

を目指．し、子どもが健やかに育つまちづくり進めます。

◆すべての親が安心して子育てできる環境づくり

　北広島市の未来のために、すべての市民が安心して子育てができるような環境づくりを進

めていきます。

◆すべての人が串の大切さを感じる環境づくり

　豊かな心で、笑いに満ちたあたたかな雰囲気の中で、豊かな子育てをすることができ、親

も子も幸せを感じられ、『いのち』あることの大切さをもう一度認識できる、まちになるよう

に取り組んでいきます。
　　　　　　　　　＼

◆すべての子どもが健やかに育つ環境づくり

　北広島市は、クラーク博士の「青年よ大志を抱け」の遺志を引き継ぎ、大きな夢と希望を

持つまちです。この地で生まれ、遊び、学び、育つ、次代を担う人材の育成に努めます。

基本メッセージ
みどりが輝き心が笑う

　　　　　　　大志が育つまちづくり

（2）行動計画策定にあたっての基本的な視点

本計画を策定するにあたり、以下（ρ4点を行動計画の基本的な視点としました。

　　ゆゆむゆむゆむのむゆのゆゆむのゆのりのむのりゆゆるゆゆやゆのゆのめのゆりゆゆゆむり　のゆりゆのむのゆのりゆむゆゆゆゆゆゆのののゆむのゆゆむ
　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

諭子どもの視点　　　　　　　　　　』
i「生きること」の大切さと「生きるための」力を育むために．　　　：

1②親の視点　　　　　　　　　　　　　　i
i親が「笑う」ことが、子どもの幸せと喜びのバ。メ汐＿とするために．　：

i講論「こころ」を＿とあたた＿支えるため観　i
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2 施策の体系と推進許適

（1）地域における子育ての支援 ア地域における子育て支援サービス

@の充実

①居宅において児童の養育を

@支援する事業

イ保育サービスの充実
②保育所等施設で児童の養育を

@支援する事業
ウ子育て支援のネットワークづくり

工児童の健全育成
③保護者からの相談に応じ、必要な

@情報の提供及び助言を行う事業

④子育て支援事業に関する情報

@の提供

（2）母性並びに乳児及び幼児等

@の健康の確保と増進
ア子どもや母親の健康の確保

イ「食育」の推進

ウ思春期保健対策の充実

工小児医療の充実

（3）子どもの心身の健やかな成

@長に資する教育環境の整備
ア次代の親の育成

イ子どもの生きる力の育成に向

@けた学校等の教育環境の整備
①確かな学力の向上

②豊かな心の育成

③健やかな心身の育成

④学校環境の整備

⑤幼児教育の充実，

ウ家庭や地域の教育力の向上 ①家庭教育への支援の充実

工子どもを取り巻く有害環境対策の

@推進　　　　　　　　・

②地域の教育力の向上

（4｝子育てを支援する生活環境

　の整備

⇒

［〉

⇒

ア良質な住宅及び居住環境の確保

イ安全な道路交通環境の整備

ウ安心して外出できる環境の整備 ①公共施設等のバリアフリー化

②子育て世帯に優しいトイレ等の

　整備

③子育て世帯への情報提供

工安全・安心まちづくりの推進等

⇒

（5）職業生活と家庭生活の両立

@　の推進 ア仕事と生活の調和の実現のため
@　の働き方の見直し

①仕事と生活の調和の実現に向けた

@市民等の理解や合意形成を促進す
@るための施策の実施

イ仕事と子育ての両立のための

@基盤整備

［〉

（6｝子ども等の安全の確保 ア子どもの二士安全を確保する

　　ための活動の推進

イ子どもを犯罪等の被害から守る

　ための活動の推進

ウ青少年の問題行動の対応

　　　　し

（7）要保護児童への取り組みの

@推進
ア児童虐待防止対策の充実

イひとり親家庭の自立支援の推進

ウ障がい児施策の充実

ゆ

⇒

推

進

事

業
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