
 

 

平成 29年度第 1回 上越市子どもの権利委員会 次第 

 

○と き  平成 29年 5月 30日（火） 

午前 9時 30分 

○ところ  上越市役所 401会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ あいさつ 

 

４ 委員自己紹介 

 

５ 委員長、副委員長の選任 

 

６ 議 事 

(1) 上越市子どもの権利に関する条例の概要と子どもの権利委員会について 

 

(2) 上越市第 2期子どもの権利基本計画の取組について 

 

(3) 上越市第 2期子どもの権利基本計画事業の平成 28年度の進捗状況及び平成 

29年度の取組内容について 

 

(4) 中学生版子どもの権利学習プログラムについて 

 

(5) その他 

 

７ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

・上越市子どもの権利に関する条例の概要と子どもの権利委員会について 資料 1-1 

・上越市子どもの権利に関する条例 資料 1-2 

・上越市子どもの権利に関する条例 逐条解説書 資料 1-3 

・上越市子どもの権利委員会規則 資料 1-4 

・上越市子どもの権利基本計画（概要版） 資料 2 

・上越市第 2期子どもの権利基本計画事業進捗管理表 資料 3 

・中学生版子どもの権利学習プログラムについて 資料 4 



 

上越市子どもの権利委員会委員名簿（第 5期） 

 

 敬称略              

選出区分 氏   名 選出団体 

第 1号 学識経験者 梅
うめ

野
の

 正
まさ

信
のぶ

 国立大学法人上越教育大学 

  大久保
お お く ぼ

 明子
あ き こ

 新潟県立看護大学 

第 2号 
関係行政機関

の職員 佐藤
さ と う

 洋
ひろし

 上越児童・障害者相談センター 

第 3号 事業者  熊田
くまた

 和子
かずこ

 上越商工会議所 

第 4号 教育関係者等 小山
こ や ま

 茂
しげる

 上越市小学校長会 

  古澤
ふるさわ

 博之
ひろゆき

 上越市中学校長会 

  熊倉
くまくら

 肇
はじめ

 新潟県高等学校長協会高田地区高等学校長会 

  奈良岡
な ら お か

 裕
ゆたか

 新潟県立上越特別支援学校 

  高橋
たかはし

 俊
とし

成
なり

 上越市私立保育園協会 

  金子
か ね こ

 孝子
た か こ

 上越少年サポートセンター 

第 5号 
ＰＴＡ等の代

表者 小林
こばやし

 桂
けい

 上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

第 6号 子ども支援活

動団体の代表

者 

 仲田
な か だ

 紀夫
の り お

 上越市町内会長連絡協議会 

 近藤
こんどう

 隆子
た か こ

 上越市民生委員・児童委員協議会連合会 

  秦
はた

 周司
しゅうじ

 上越人権擁護委員協議会 

  細山
ほそやま

 厚子
あ つ こ

 ＣＡＰ・じょうえつ 

  若
わか

林
ばやし

 明
あき

代
よ

 特定非営利活動法人マミーズ・ネット 

  本道
ほんどう

 さとみ 上越助産師会 

第 7号 
公募に応じた

市民 岩井
い わ い

 文弘
ふみひろ

  

  倉
くら

辻
つじ

 忠
ただ

俊
とし

  

  星野
ほ し の

 純子
じゅんこ

  

 

 
任期：平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 



上越市子どもの権利委員会（条例第19～22条）

上越市子どもの権利に関する条例（平成20年4月制定）

第5期子どもの権利委員の任期 （Ｈ29年度～Ｈ30年度）

目的
●上越市子どもの権利基本計画の進行管理及び評価
●子どもの権利の尊重及び保障に関する基本的事項及び重要事項を調査審議

虐待や子どもを被害者とする事件、あるいは子ども同士のいじめ問題が後
を絶たないなど、子どもを取り巻く様々な課題に対し、より主体的に取り組
むために制定

目的
子どもの権利の内容を明らかにするとともに、その権利の尊重及び保障

に関し必要な事項を定めることにより、子どもの心身の健やかな成長を地域
社会が支援し、もって子どもが安心し、かつ、自信を持って生きることがで
きる地域社会の実現に寄与する

上越市子どもの権利に関する条例の概要と
子どもの権利委員会について

資料1－1

H24.10 H27.4

第3期委員会

H29.4

第2期子どもの権利基本計画の期間 （Ｈ27年度～Ｈ31年度）

H32.3

第2期子どもの権利基本計画期間

第5期委員会

H31.3

第4期委員会



○上越市子どもの権利に関する条例 

平成20年3月28日 

条例第4号 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 子どもの権利(第4条―第9条) 

第3章 子どもの権利を尊重し、及び保障すべき主体となるものの責務(第10条―第14条) 

第4章 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策等(第15条―第18条) 

第5章 上越市子どもの権利委員会(第19条―第23条) 

附則 

人は、誰もが生まれながらにして幸せに生きる権利を持っています。 

しかし、世界に目を向ければ、貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取などにより困難

な状況に置かれている子どもが数多く存在しています。そのような子どもを救うため、児

童の権利に関する条約が国際連合で採択されました。 

我が国においてもこの条約を批准し、すべての子どもの保護と基本的人権の尊重を理念

として施策を推進してきましたが、今なお、虐待やいじめなどにより、子どもが苦しみ、

追い詰められ、さらには心ない人々の手によってその命までもが奪われてしまう事件が後

を絶ちません。 

平成17年1月1日、私たちは、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自立の

まちづくり」を基本理念として、新たな上越市を出発させました。この基本理念の下で人

と人、地域と地域が互いに支えあいながら共生する新しいまちづくりを進めていくために

は、すべての子どもがいきいきと自分の可能性を追求し、幸せな人生を送ることができる

ようにしていかなければなりません。 

私たちは、子ども自身が幸せに生きる権利を持っていることや他の子どもも同じ権利を

持っていることを自覚し、人を思いやる心を持ちながら、たくましく聡明に社会へ羽ばた

いていくことを望み、この条例を制定します。 

第1章 総則 

 

(目的) 

第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにするとともに、その尊重及び保障に関

し必要な事項を定めることにより、子どもの心身の健やかな成長を地域社会が支援し、

もって子どもが安心し、かつ、自信を持って生きることができる地域社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

(定義) 

資料１－２ 



第2条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者及びこれに準ずると認められる者

をいう。 

2 この条例において「保護者等」とは、子どもに対し親権を行使する者、里親その他子ど

もを養育する者をいう。 

 

(基本理念) 

第3条 子どもは、次代を担う地域社会の宝として、あらゆる場面において、この条例に定

める権利をはじめ、日本国憲法に定める基本的人権、児童の権利に関する条約(平成6年

条約第2号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令により定められた権利が尊

重され、及びこれらの権利の享受が保障されなければならない。 

2 子どもの権利の尊重及び保障は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

(1) 子どもの最善の利益が考慮され、かつ、子どもの心身の健やかな成長が促進される

こと。 

(2) 子どもが次代を担う地域社会の宝であることを認識され、地域社会で守られ、育て

られること。 

(3) 子ども又はその保護者等の出身、障害の有無、性別、年齢、国籍その他の事由によ

るいかなる差別もされないこと。 

(4) 子どもが虐待及びいじめによる危険から守られること。 

(5) 子どもの意見が最大限に尊重されること。 

(6) 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力をしようとする意識を持て

るようにすること。 

(7) 子どもが自らの権利を自覚するとともに、その権利を行使するに当たっては、他の

人のことも思いやり、尊重することができるようにすること。 

第2章 子どもの権利 

 

(安心して生きる権利) 

第4条 子どもは、一人の人間として家庭及び社会の中で尊重され、安心して健康に生きる

ため、次に掲げる事項が尊重され、及び保障されなければならない。 

(1) 命を大切にされ、愛情を受けてはぐくまれること。 

(2) 虐待及びいじめによる危険から守られること。 

(3) 心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 

(4) 心身を守るための支援を求めること。 

 

(自信を持って生きる権利) 

第5条 子どもは、一人の人間として自信を持って生きるため、次に掲げる事項が尊重され、

及び保障されなければならない。 



(1) 自分の個性及び可能性が認められ、大切にされること。 

(2) 多様な教育を受ける機会及び多様な学習の機会が大切にされること。 

(3) 自分の年齢に応じた遊びをし、文化、芸術及びスポーツに親しむこと。 

(4) 自分に影響を及ぼすあらゆる事項について、自らの意見を表明すること。 

(5) 自分の思想、良心、宗教等が大切にされ、及びこれらを事由として差別されないこ

と。 

(6) 自分の意見及び行動が不当に妨げられ、及び扱われないこと。 

 

(地域社会に参加する権利) 

第6条 子どもは、次代を担う地域社会の一員として健やかに成長するため、次に掲げる事

項が尊重され、及び保障されなければならない。 

(1) 地域活動、奉仕活動その他自らが生活する地域をよりよく知り、及び発展させるた

めの活動に参加する機会が大切にされること。 

(2) 前号に規定する活動の場において、自分の意見を述べ、及びその意見が適切に反映

されること。 

 

(特別な社会的支援を要する子どもの権利) 

第7条 特別な社会的支援を要する子どもは、尊厳を保ち、自立し、かつ、社会に積極的に

参加することができるよう、その権利が尊重され、及び保障されなければならない。 

 

(少数の立場に属する子どもの権利) 

第8条 少数民族、先住民その他の国籍、民族、宗教、言語等において少数の立場に属する

子ども及び当該立場に属する保護者等に養育されている子どもは、いかなる差別もされ

ず、その固有の文化を享受し、宗教を信仰し、及び言語を使用することができるよう、

その権利が尊重され、及び保障されなければならない。 

 

(知らされる権利) 

第9条 子どもは、自らの権利を理解することができるよう、その権利を知らされることが

尊重され、及び保障されなければならない。 

第3章 子どもの権利を尊重し、及び保障すべき主体となるものの責務 

 

(市の責務) 

第10条 市は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、あらゆる

施策を通じて子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めなければならない。 

2 市は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施に当たっては、国、他の地方公

共団体、子ども支援活動団体(子どもの心身の健やかな成長の支援又は子どもの福祉の向



上を主たる目的として活動する団体をいう。以下同じ。)その他の関係団体等と連携して

行うものとする。 

 

(保護者等の責務) 

第11条 保護者等は、子どもの心身の健やかな成長についての第一義的な責任を負うべき

存在であることを自覚し、その保護者等としての権利を行使する場面において、基本理

念にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めなければならない。 

2 保護者等は、子どもが他の子どもの権利を尊重することを指導するよう努めるものとす

る。 

3 保護者等は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協力するものと

する。 

 

(地域社会を構成する者の責務) 

第12条 市民、事業者、子ども支援活動団体その他地域社会を構成するもの(以下「地域社

会を構成する者」という。)は、地域社会の一員としてそれぞれの活動のあらゆる場面に

おいて、基本理念にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めるものと

する。 

2 市民は、子ども同士が互いの権利を尊重することを助長するよう努めるものとする。 

3 事業者は、その事業活動に従事する保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障するこ

とができるよう適切な配慮をするものとする。 

4 地域社会を構成する者は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協

力するものとする。 

 

(学校等の設置者及び管理者の責務) 

第13条 学校等(本市の区域内に存する学校及び児童福祉施設その他子どもの福祉の向上

を目的とする施設をいう。以下同じ。)の設置者及び管理者は、基本理念にのっとり、次

に掲げる事項が実現される教育等を行うよう努めなければならない。 

(1) 子どもがその権利を尊重され、及び保障されることを理解することができること。 

(2) 保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障すべきことを理解することができるこ

と。 

(3) 子ども同士が互いの権利を尊重することを助長すること。 

(4) 保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障することを助長すること。 

2 学校等の設置者及び管理者は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策

に協力するものとする。 

 

 



(教育関係者等の責務) 

第14条 教育、保育、社会福祉、医療及び保健に関する職務に従事する者(以下「教育関係

者等」という。)は、基本理念にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するようそ

の職務を遂行しなければならない。 

2 教育関係者等は、虐待及びいじめを発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待及びい

じめの早期発見並びに虐待及びいじめからの早期救済に努めなければならない。 

3 教育関係者等は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協力するも

のとする。 

第4章 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策等 

 

(施策の策定等に係る指針) 

第15条 市は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の策定及び実施に当たっては、

基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を

図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 子どもの最善の利益を考慮し、かつ、子どもの心身の健やかな成長を支援すること。 

(2) 子どもが地域社会で守られ、育てられることを支援すること。 

(3) 子どもが、あらゆる場面において、いかなる差別もされないようにすること。 

(4) 子どもの虐待及びいじめを防止し、並びに虐待及びいじめを受けている子どもを早

期に救済すること。 

(5) 子どもの意見を最大限に尊重すること。 

(6) 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力をしようとする意識を持て

るようにすること。 

(7) 子どもが自らの権利を自覚するとともに、その権利を行使するに当たっては、他の

人のことも思いやり、尊重することができるようにすること。 

 

(子どもの権利基本計画) 

第16条 市長は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の基本的な計画(以下「子どもの権利

基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 子どもの権利基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の長期的な目標 

(2) 子どもの権利の尊重及び保障に関する長期的かつ総合的な施策の大綱 

(3) その他子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

3 市長は、子どもの権利基本計画を定めるに当たっては、子どもの意見を反映するように

努めるとともに、あらかじめ上越市子どもの権利委員会の意見を聴かなければならない。 



4 市長は、子どもの権利基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならな

い。 

5 前2項の規定は、子どもの権利基本計画の変更について準用する。 

 

(市が実施する基本的な施策) 

第17条 市は、子どもの権利の尊重及び保障が推進されるよう、次に掲げる事項に関する

施策を実施するものとする。 

(1) 子どもの権利に関する知識の普及及び意識の啓発 

(2) 地域社会で子どもを守り、並びに子どもの権利の尊重及び保障を推進しようとする

社会環境の整備 

(3) 子どもがその権利を享受するために必要な社会環境の整備 

(4) 次に掲げる事項を助長するための教育及び学習の振興 

ア 子どもが自らの権利を理解すること。 

イ 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力しようとする意識を持つ

こと。 

ウ 他の人を思いやる意識を持つこと。 

(5) 虐待、いじめその他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置 

(6) 地域社会を構成する者が行う自発的な子どもの権利の尊重及び保障に関する活動

に対する支援 

(7) 子どもの権利の侵害に関する相談窓口の整備、関係機関等との連携体制の整備その

他子どもの権利の尊重及び保障に必要な体制の整備 

 

(施策の実施状況の公表) 

第18条 市長は、毎年、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施状況を議会に報

告するとともに、これを公表しなければならない。 

第5章 上越市子どもの権利委員会 

 

(設置) 

第19条 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事

項を調査審議するため、上越市子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

 

(所掌事項) 

第20条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 子どもの権利基本計画に関し、第16条第3項(同条第5項において準用する場合を含

む。)に規定する事項を処理すること。 

(2) 市長の諮問に応じ、子どもの権利の尊重及び保障に関する基本的事項及び重要事項



を調査審議すること。 

(3) 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施状況を監視するとともに、市の施

策が子どもの権利の尊重及び保障に及ぼす影響を評価すること。 

2 委員会は、前項各号に掲げるもののほか、子どもの権利の尊重及び保障に関し市長に意

見を述べることができる。 

 

(組織) 

第21条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織

する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 事業者 

(4) 教育関係者等 

(5) PTA等の代表者 

(6) 子ども支援活動団体の代表者 

(7) 公募に応じた市民 

(8) その他市長が必要と認める者 

 

(委員の任期) 

第22条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委任) 

第23条 前3条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成20年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成21年条例第12号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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前文 

 人は、誰もが生まれながらにして幸せに生きる権利を持っています。 

 しかし、世界に目を向ければ、貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取などにより困難な

状況に置かれている子どもが数多く存在しています。そのような子どもを救うため、児童の

権利に関する条約が国際連合で採択されました。 

我が国においてもこの条約を批准し、すべての子どもの保護と基本的人権の尊重を理念と

して施策を推進してきましたが、今なお、虐待やいじめなどにより、子どもが苦しみ、追い

詰められ、さらには心ない人々の手によってその命までもが奪われてしまう事件が後を絶ち

ません。 

 平成１７年１月１日、私たちは、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自

立のまちづくり」を基本理念として、新たな上越市を出発させました。この基本理念の下で

人と人、地域と地域が互いに支えあいながら共生する新しいまちづくりを進めていくために

は、すべての子どもがいきいきと自分の可能性を追求し、幸せな人生を送ることができるよ

うにしていかなければなりません。 

 私たちは、子ども自身が幸せに生きる権利を持っていることや他の子どもも同じ権利を持

っていることを自覚し、人を思いやる心を持ちながら、たくましく聡明に社会へ羽ばたいて

いくことを望み、この条例を制定します。 

【趣旨】 

○ 前文は、本条例を制定するに至った背景と条例に託す市民の思いを規定したもので、本

条例の解釈・運用の基本となるものである。 

【背景等】 

○ 児童の権利に関する条約は、１９８９年（平成元年）に国際連合総会において採択され、

日本は１９９４年（平成６年）に批准した。 

○ 「新たな上越市」とは、上越地域の旧１４市町村が平成１７年１月１日に合併した後の

上越市をいう。 

○ 上越市は、次代を担う子どもが健やかに育つ環境づくりを推進するため、平成１７年３

月に策定した、「次世代育成支援のための上越市行動計画」における主要施策として、本

条例の制定を位置付け、その制定に向けて取り組んできた。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにするとともに、その尊重及び保障に関

し必要な事項を定めることにより、子どもの心身の健やかな成長を地域社会が支援し、も

って子どもが安心し、かつ、自信を持って生きることができる地域社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

【趣旨】 

○ 本条は、本条例の制定目的を定めたものである。 

【解釈・運用】 

○ 本条例のめざす最終目的は、「子どもが安心し、かつ、自信を持って生きることができ

る地域社会の実現に寄与すること」である。 

○ 「安心し、かつ、自信を持って生きることができる」とは、子どもが健やかに成長し、

力強く生きていくためには、何かにおびえることなくのびのびと、他の人に惑わされるこ

となく、自身の思いや行動に自信が持てるようになることが大切であるという思いを表現

したものである。 

○ 「実現に寄与する」と表現したのは、本条例が、市と市民が協力してめざすべき地域社

会を作り上げていくための手段の一つと考えるからである。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、１８歳未満の者及びこれに準ずると認められる

者をいう。 

２ この条例において「保護者等」とは、子どもに対し親権を行使する者、里親その他子ど

もを養育する者をいう。 

【趣旨】 

○ 本条は、本条例における用語の意義を定めたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 「１８歳未満の者」とは、条例の属地主義の観点から、上越市の区域にいる１８歳未満

の人すべてを意味するものである。すなわち、住民登録や外国人登録のあるなしにかかわ

らず、市の区域内で居住している人のほか、市外から市内に通学・通勤する人であっても

１８歳未満であれば、市内にいる限り、すべて「子ども」と解釈されることはもちろん、

上越市を訪れた子どもであっても市の区域内にいる限り、本条例でいう「子ども」になる

と解釈されるものである。これは、市内にいる限り、子どもとして広く対象にして、その

権利を尊重し、保障していこうという考えに基づくものである。 
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○ 「これに準ずると認められる者」とは、１８歳未満の者と同等の権利を有することがふ

さわしいと、誰もが認めるような人を意味しており、主として、１８歳の誕生日を過ぎた

高校生や、通学の関係で市外の寮で暮らしている高校生のように市民が養育する子どもで

市外に居住している人を想定しているものである。これは、例えば、同じ市内の高校に通

う３年生でありながら誕生日の関係で１８歳になったら「子ども」に含まれなくなり、子

どもの権利の尊重及び保障の対象外となってしまうことは不合理であることから設けた規

定である。 

（第２項） 

○ 「保護者等」とは、民法（明治２９年法律第８９号）に規定する子どもに対し親権を行

う者いわゆる保護者のほか、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する里親そ

の他血縁関係の有無等にかかわりなく実態として子どもを養育する者を対象に位置付ける

ものである。 

○ 「養育」とは、子どもを養い育てることであるが、養い育てるためには、当然のことと

して子どもを監督し、保護することが前提であり、いわゆる監護という概念も含まれるも

のである。 

 

 （基本理念） 

第３条 子どもは、次代を担う地域社会の宝として、あらゆる場面において、この条例に定

める権利をはじめ、日本国憲法に定める基本的人権、児童の権利に関する条約（平成６年

条約第２号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）その他の法令により定められた

権利が尊重され、及びこれらの権利の享受が保障されなければならない。 

２ 子どもの権利の尊重及び保障は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

⑴ 子どもの最善の利益が考慮され、かつ、子どもの心身の健やかな成長が促進されるこ

と。 

⑵ 子どもが次代を担う地域社会の宝であることを認識され、地域社会で守られ、育てら

れること。 

⑶ 子ども又はその保護者等の出身、障害の有無、性別、年齢、国籍その他の事由による

いかなる差別もされないこと。 

⑷ 子どもが虐待及びいじめによる危険から守られること。 

⑸ 子どもの意見が最大限に尊重されること。 

⑹ 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力をしようとする意識を持てる

ようにすること。 

⑺ 子どもが自らの権利を自覚するとともに、その権利を行使するに当たっては、他の人

のことも思いやり、尊重することができるようにすること。 
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【趣旨】 

○ 本条は、本条例における子どもの権利の尊重及び保障に関する基本理念を明らかにする

ものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、市が保障する子どもの権利は、本条例の第２章に定める権利に限られ、法令で

国民一般あるいは子どもに保障されている他の権利は保障しないという誤ったイメージを

与えかねないことから、本条例で定める権利や法令で定められた権利のすべてを尊重し、

保障することを理念として明らかにしたものである。 

（第２項） 

○ 本項は、子どもの権利の尊重及び保障の基本となる考え方を明らかにしたものである。 

（第２項第１号） 

○ 本号は、その子どもにとって最も利益になることは何かが考慮された上で、心身の健や

かな成長が促進されることを理念の一つとして明らかにしたものである。 

（第２項第２号） 

○ 本号は、子どもを育てることは、第一義的にはその保護者等の責務であるが、次代を担

う子どもは、地域社会の宝であり、地域社会で守られ、育てられるものであることを念頭

に地域全体で子どもの権利を尊重し、保障することとするためのものである。 

（第２項第３号） 

○ 本号は、子どもが、本人やその保護者等に起因するあらゆる理由により誰からも差別さ

れないこととするものである。また、「その他の事由」には、本号で例示した理由のほか、

人種、言語、宗教その他の信条、社会的身分等も当然に含まれるものであり、いかなる理

由であっても差別されないことを意味するものである。 

（第２項第４号） 

○ 本号は、子どもに対する虐待やいじめが絶えない現状に鑑み、次代を担う地域社会の宝

である子どもが虐待やいじめによる危険から守られることとするものである。 

（第２項第５号） 

○ 本号は、子どもは、その意思があるにもかかわらず、子ども本人の意思が無視されやす

いため、子ども本人の意思が最大限に尊重されることが子どもの権利の尊重及び保障の第

一歩と考えたことから規定したものである。なお、「最大限に尊重される」とは、周囲に

迷惑をかけるような自己中心的その他公序良俗に反するような意見までをも尊重するとい

う趣旨ではない。 

（第２項第６号） 

○ 本号は、子どもの権利の尊重及び保障に当たり、子どもが自らの可能性を信じて自己の
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向上のために努力しようとする気持ちを持ち続けることが大切であるため、そのような意

識を持つことができるようにすることを理念の一つとしたものである。 

（第２項第７号） 

○ 本号は、子どもの権利の尊重及び保障は、大人が子どもに対して行うだけではなく、子

ども自身が自らの権利を自覚し、他の人に対する思いやりの心を持ち、お互いの権利を尊

重することが大切であるため、そのような意識を持ちながら子どもの権利を行使させるよ

うにすることを理念の一つとしたものである。 



- 6 - 

   第２章 子どもの権利 

【趣旨】 

○ 本章は、本条例に定める子どもの権利を明らかにしたものである。いずれの権利も日本

国憲法や法令により国民一般に認められた権利であるが、権利の主体が子どもとなった場

合に、ないがしろにされがちであることから、子どもを主体とした観点から今一度明確に

したものである。 

 

 （安心して生きる権利） 

第４条 子どもは、一人の人間として家庭及び社会の中で尊重され、安心して健康に生きる

ため、次に掲げる事項が尊重され、及び保障されなければならない。 

 ⑴ 命を大切にされ、愛情を受けてはぐくまれること。 

 ⑵ 虐待及びいじめによる危険から守られること。 

 ⑶ 心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 

 ⑷ 心身を守るための支援を求めること。 

【趣旨】 

○ 本条は、日本国憲法で保障される健康で文化的な生活を営む権利について、子どもを主

体として安心して生きるという観点から明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１号） 

○ 本号は、子どもが安心して生きるためには、保護者等や教育関係者等のほか、子どもの

周囲にいる大人により、その命が大切にされ、愛情を受けてはぐくまれることが基本であ

り、子どもの心身の健やかな成長に必要不可欠である。また、子どもの命が大切にされ、

愛情を受けてはぐくまれることで他の人を思いやる心もはぐくまれていくと考えられるこ

とから、これを権利として明らかにしたものである。 

（第２号） 

○ 本号は、子どもが虐待やいじめの被害にあう事件が後を絶たないこと、現代社会におい

てその危険が解消されていない現状を踏まえ、保護者等や教育関係者等のほか、子どもの

周囲にいる大人や子どもにより、子どもが虐待やいじめの被害から守られることが大切で

あることから、これを権利として明らかにしたものである。 

○ 「虐待」は、次に掲げる行為のほか、子どもの心身に有害な影響を及ぼす行為のすべて

をいうものである。 

・子どもの生命に危険のある身体的な暴行を加えること。 

・子どもにわいせつな行為をしたり、子どもにわいせつな行為をさせること。 

・子どもの健康状態や安全を損なうほどの減食、放置あるいは保護者等以外の同居人によ
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る虐待の放置といった、保護者等が子どもの養育を放棄すること。 

・子どもへの暴言や拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力と

いった、子どもに心理的な外傷を与える言動を行うこと。 

・子どもを保護者等の恣意的な判断で置き去りにすること。 

○ 「いじめ」による危険からも守られることを明記したのは、「いじめ」も「虐待」と同

様、その実態が明らかになりにくく、また、子どもからは言い出しにくく、子どもの心に

深い傷を与える行為であり、その後の子どもの成長に悪い影響を及ぼすことが危惧
ぐ

される

ことから、「虐待」と同様、「いじめ」による危険からも守られることを権利としたもの

である。 

（第３号） 

○ 高度情報化社会を迎え、ちまたにはたくさんの情報が氾濫し、その中には子どもの健や

かな成長に有害な情報も多くあり、これらの情報が子どもによる犯罪の増加や荒れる子ど

もの増加の原因の一つとなっていると考えられること、また、子どもが睡眠薬や覚せい剤、

合成麻薬等の薬物に対する正しい知識を持っていないために、安易に興味本位あるいは流

行として有害な薬物を使用してしまったことにより、身体や心に深い傷を負った事件や子

どもが心ない大人に騙され有害な労働を強いられていた事件などが後を絶たない状況にあ

る。本号は、このような状況を踏まえ、ちまたにあふれる様々な情報等の善し悪しの判断

を子ども自身ができない場合もあるため、有害な情報や薬物、労働等から守られることを

権利として明らかにしたものである。 

○ この権利により、大人は、ちまたにあふれる情報を選別し、有害な情報を流さない、有

害な薬物を売らない、持たせない、あるいは有害な労働をさせない、雇わない等の義務を

負うことになるものである。 

（第４号） 

○ 本号は、子どもは「虐待」や「いじめ」等、子ども自身だけでは解決できない問題に直

面しながらも友人、保護者等や周りの大人に助けを求めることを遠慮してしまう実態があ

ることから、「助けを求めること」は正しいことと理解してもらうことで、子どもが安心

して生きることを脅かす、すべてのことから守られるようにするため、支援を求めること

を権利として明らかにしたものである。 
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 （自信を持って生きる権利） 

第５条 子どもは、一人の人間として自信を持って生きるため、次に掲げる事項が尊重され、

及び保障されなければならない。 

⑴ 自分の個性及び可能性が認められ、大切にされること。 

⑵ 多様な教育を受ける機会及び多様な学習の機会が大切にされること。 

⑶ 自分の年齢に応じた遊びをし、文化、芸術及びスポーツに親しむこと。 

⑷ 自分に影響を及ぼすあらゆる事項について、自らの意見を表明すること。 

⑸ 自分の思想、良心、宗教等が大切にされ、及びこれらを事由として差別されないこと。 

⑹ 自分の意見及び行動が不当に妨げられ、及び扱われないこと。 

【趣旨】 

○ 本条は、前条に引き続き、日本国憲法で保障された健康で文化的な生活を営むためには、

自分の生き方を肯定的に考えることができるようすること、すなわち自信を持って生きる

ことができるようにすることが大切であるという観点から、子どもが、一人の人間として

の尊厳を保ちながら、自信を持って生きるために必要と考えられることを権利として明ら

かにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１号） 

○ 本号は、子どもが生まれながらに保持し、さらに成長の過程ではぐくまれる個性や可能

性が、保護者等をはじめ、周囲の人たちから認められ、大切にされることにより、自分に

対する自信が芽生え、それを糧に生きていくことが子どもの健やかな成長につながると考

え、これを権利として明らかにしたものである。 

（第２号） 

○ 本号は、子どもがいかなる差別もされず、平等に多様な教育と学習の機会が与えられる

ことが、子どもの考える力をはぐくみ、自信を持って生きることにつながると考え、これ

を権利として明らかにしたものである。 

（第３号） 

○ 本号は、子どもが自分の年齢に応じた遊びをし、文化、芸術やスポーツに親しむ機会が

大切にされることによって、多様な経験を積むことができ、その経験が自信を持って生き

ることにつながると考え、これを権利として明らかにしたものである。 

（第４号） 

○ 本号は、子ども自身に直接影響を及ぼす事項であっても、子どもの意思が無視されやす

いことを踏まえて、子ども自身に直接影響を及ぼすあらゆる事項について、意見を表明で

きることが自信を持って生きることにつながると考え、これを権利として明らかにしたも

のである。 
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（第５号） 

○ 本号は、日本国憲法ですべての国民に保障されている「思想、良心の自由」と「信教の

自由」に基づき、子ども自身の思想、良心、宗教等が大切にされ、これらを理由として差

別されたり、軽んじられたりしないことが、子どもが自信を持って生きることにつながる

と考え、これを権利として明らかにしたものである。なお、保護者等は、成長過程におけ

る子どもが健全な判断ができるように導いていかなければならないものである。また、「

宗教等」の「等」とは、すべての人が宗教を信仰しているわけではないことから、宗教を

信仰しないことも含んだ意味とするためのものである。 

（第６号） 

○ 本号は、子どもが表明した意見や自分の意思による行動を、社会通念上認められない理

由により妨げられたり、軽んじられてしまうことで、子どもが自信を持てなくなってしま

うことが危惧
ぐ

されることから、子どもの意見等を最大限に尊重し、それらを不当に妨げた

り、不当に扱わないようにすることが、子どもが自信を持って生きることにつながると考

え、これを権利として明らかにしたものである。 

○ 子どもが表明する意見等を不当に妨げたり、不当に扱うことは、大人が子どもに対して

行うだけでなく、年長の子どもが年少の子どもの意見を妨げること等も考えられ、子ども

同士の関係においても起こりうる。子どもの権利は、子ども同士の関係においても、尊重

されるべきものであり、子ども自身も、他の子どもが表明する意見等を不当に妨げたり、

不当に扱ってはならないものである。 

 

 （地域社会に参加する権利） 

第６条 子どもは、次代を担う地域社会の一員として健やかに成長するため、次に掲げる事

項が尊重され、及び保障されなければならない。 

 ⑴ 地域活動、奉仕活動その他自らが生活する地域をよりよく知り、及び発展させるため

の活動に参加する機会が大切にされること。 

 ⑵ 前号に規定する活動の場において、自分の意見を述べ、及びその意見が適切に反映さ

れること。 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもは、地域社会の一員でありながら、地域社会に参加する機会が限られる

ことを踏まえ、地域社会で守られ、育てられるべき存在である子どもが、地域社会の中で、

自己実現する方法を知ることによって地域社会の一員として健やかに成長するために大切

なことを権利として明らかにしたものである。 
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【解釈・運用】 

（第１号） 

○ 本号は、子どもが地域社会の一員として健やかに成長するためには、家庭や学校だけで

はなく、地域で開催される行事、会議、環境美化活動その他自分が生活している地域の伝

統や歴史、風土等を理解できる活動や地域の活性化と発展に資する活動に参加する機会が

大切にされることが不可欠であることから、これを権利として明らかにしたものである。 

○ 大人は、子ども自身がこの地域に生まれ、育ったことを誇りに思えるようにすることが

地域社会の活性化と発展につながることを認識し、子どもたちを地域社会の一員として認

め、活動への参加を助長することが大切である。 

（第２号） 

○ 本号は、前号に定めるそれぞれの活動の場において、子どもの意見を周囲の大人の独善

的な判断で妨げることなく、適切にいかしていくことが、子どもの地域社会に参加する意

欲を高めることにつながることから、それぞれの活動の場において、子どもが自由に自分

の意見を述べ、その意見が反映されることを権利として明らかにしたものである。 

 

 （特別な社会的支援を要する子どもの権利） 

第７条 特別な社会的支援を要する子どもは、尊厳を保ち、自立し、かつ、社会に積極的に

参加することができるよう、その権利が尊重され、及び保障されなければならない。 

【趣旨】 

○ 本条は、障害を有する子ども等の特別な社会的支援を必要とする子どもの権利を定めた

ものである。 

【解釈・運用】 

○ 「特別な社会的支援を要する子ども」とは、障害を有する子ども、虐待を受けている子

ども、病弱な子ども、事情があって親と離れて暮らしている子ども、経済的援助が必要な

家庭に育つ子ども等の子どもが生きていく上で特別な社会的支援を必要とする子どもをい

うものである。 

○ 特別な社会的支援を要する子どもであっても、子どもの概念に含まれることは当然であ

り、本条がないとしても、本章に定める子どもの権利はすべて保障されるものである。し

かしながら、特別な社会的支援を要する子どもは、社会生活の中で差別的な目で見られて

しまうことも考えられることから、他の子どもと同様に一人の人間として尊厳を保ちなが

ら、成長することができるように、これを改めて権利として明らかにしたものである。 

○ 本条の権利と第４条から第６条までの権利が相まって、特別な社会的支援を要する子ど

もが、学校や地域の中で分け隔て無く、それぞれの違いを皆で認め合い、安心して自信を

持って生きていくことを、地域社会で支援することが保障されるものである。 
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○ この権利は、タクシー利用料金等助成事業によるタクシー券の交付や燃料費の助成、福

祉バスの運行等の障害者の社会参加を促進するための事業や幼児ことばの相談室事業、経

済的理由によって就学困難と認められる児童や生徒の保護者に対する学用品の購入費や修

学旅行費の援助等の市が行う事業の根拠ともなるものである。 

 

 （少数の立場に属する子どもの権利） 

第８条 少数民族、先住民その他の国籍、民族、宗教、言語等において少数の立場に属する

子ども及び当該立場に属する保護者等に養育されている子どもは、いかなる差別もされず、

その固有の文化を享受し、宗教を信仰し、及び言語を使用することができるよう、その権

利が尊重され、及び保障されなければならない。 

【趣旨】 

○ 本条は、少数民族、先住民その他の国籍、民族、宗教、言語等において少数派に属する

子どもや少数派に属している保護者等に養育される子どもの権利を定めたものである。 

【解釈・運用】 

○ 少数派に属することとなる子どもや子ども自身は少数派に属さなくとも保護者等が少数

派に属している子どもが、いわれのない差別を受けたり、その文化や生活を異端の目で見

られてしまうことがあることを踏まえて、他の子どもと同様に尊厳を保ちながら成長する

ことができるように、これを権利として明らかにしたものである。 

 

 （知らされる権利） 

第９条 子どもは、自らの権利を理解することができるよう、その権利を知らされることが

尊重され、及び保障されなければならない。 

【趣旨】 

○ 本条は、本条例に定める権利をはじめ、法令で定められた子どもの権利があること、そ

してその権利が尊重され、保障されるものであることを子どもが知った上で、子どもの権

利を正しく理解していることが大切であることから、これを権利として明らかにしたもの

である。 

【解釈・運用】 

○ 子どもに対して誰がどのように分かりやすく知らせるかについては、保護者等、教育関

係者等や行政機関等がその機会や場所等を考慮し、客観的・総合的に判断すべきものであ

る。 
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   第３章 子どもの権利を尊重し、及び保障すべき主体となるものの責務 

【趣旨】 

○ 本章は、前章に定める子どもの権利を尊重し、保障していくためにそれぞれの主体が負

う規範としての責務を明示するものである。 

 

 （市の責務） 

第１０条 市は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、あら

ゆる施策を通じて子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めなければならない。 

２ 市は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施に当たっては、国、他の地方公

共団体、子ども支援活動団体（子どもの心身の健やかな成長の支援又は子どもの福祉の向

上を主たる目的として活動する団体をいう。以下同じ。）その他の関係団体等と連携して

行うものとする。 

【趣旨】 

○ 本条は、市が負う責務を明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、第３条に定める基本理念にのっとり、市が計画し、実施するあらゆる施策を通

じて、子どもの権利が尊重され、保障されるように努めることを義務付けたものである。 

○ 「努めなければならない」としたのは、社会情勢や財政状況等によりやむを得ず保障し

きれない状況もあり得るからであるが、市が努力義務であることに甘えて努力しないこと

を許す趣旨ではない。 

（第２項） 

○ 本項は、子どもの権利を尊重し、保障していくための施策の実施に当たっては、市だけ

でできることは限られていることから、国、県や近隣の市町村等の地方公共団体、さらに

は子ども支援活動団体やＮＰＯ法人等の関係団体等とも協力し合い、連携して行うことが

大切であるため、これを明らかにしたものである。 
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 （保護者等の責務） 

第１１条 保護者等は、子どもの心身の健やかな成長についての第一義的な責任を負うべき

存在であることを自覚し、その保護者等としての権利を行使する場面において、基本理念

にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めなければならない。 

２ 保護者等は、子どもが他の子どもの権利を尊重することを指導するよう努めるものとす

る。 

３ 保護者等は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協力するものと

する。 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもの権利を尊重し、保障すべき主体としての保護者等の負うべき規範とし

ての責務を定めたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、子どもの健やかな成長についての責任を第一に負うべき存在である保護者等に

その自覚を求めるとともに、保護者等として子どもを養育する場面において、子どもの権

利を尊重し、保障するよう努めることを責務としたものである。 

（第２項） 

○ 本項は、子どもが他の子どもの権利も尊重することが大切であることから、そのことを

子どもたちが進んで行うよう保護者等が指導するよう努めることを原則的な責務としたも

のである。 

（第３項） 

○ 本項は、市の施策の実施に当たっては、保護者等の協力が必要不可欠であることから、

市の施策への協力を原則的な責務としたものである。 

 

 （地域社会を構成する者の責務） 

第１２条 市民、事業者、子ども支援活動団体その他地域社会を構成するもの（以下「地域

社会を構成する者」という。）は、地域社会の一員としてそれぞれの活動のあらゆる場面

において、基本理念にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するよう努めるものと

する。 

２ 市民は、子ども同士が互いの権利を尊重することを助長するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、その事業活動に従事する保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障するこ

とができるよう適切な配慮をするものとする。 

４ 地域社会を構成する者は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協

力するものとする。 
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【趣旨】 

○ 本条は、子どもは次代を担う地域社会の宝であるとの認識の下、子どもの権利を尊重し、

保障すべき主体の一つとして地域社会の構成員を位置付け、果たすべき規範としての責務

を明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、子どもは次代を担う地域社会の宝であり、子どもは地域社会で育てるべきもの

との観点から、地域社会を構成する主体である市民、その活動に社会的責任を負う事業者、

子ども支援活動団体や地縁団体等の地域社会を構成する人や団体が、基本理念に沿って、

それぞれの活動のあらゆる場面において、子どもの権利を尊重し、保障するよう努力する

ことを原則的な責務としたものである。 

○ 町内会等の地縁団体も地域社会を構成する団体の一つであることから、本項に定める責

務を負うことになるものである。 

（第２項） 

○ 本項は、子ども同士が、互いの権利を尊重し合うことも大切であることから、市民がそ

れぞれの置かれた状況の中で、そのことを子どもたちが進んで行うよう助長することを原

則的な責務としたものである。 

（第３項） 

○ 本項は、事業者は従業者として保護者等を雇用していることから、雇用主として従業者

たる保護者等が適切に子どもの権利を尊重し、保障することができるよう、職場における

研修や休暇等について適切に配慮することを原則的な責務としたものである。 

○ 本条の責務の対象となる事業者は、条例の属地主義の観点から、市内に事務所や事業所

を有するすべての事業者である。条例の属地主義の観点からすれば、例え、本市に本社や

本店があっても、市外の支社や支店等では本条の規定が適用されないこととなるが、市は、

第１０条第２項の規定に基づき、他の地方公共団体とも協力しながら、市外の支社や支店

等においても本条の規定の趣旨が実現されるよう協力を求めていくものである。 

（第４項） 

○ 本項は、市の施策の実施に当たっては、市民、事業者、子ども支援活動団体その他地域

社会を構成する人や団体の協力が必要不可欠であることから、市の施策への協力を原則的

な責務としたものである。 



- 15 - 

 （学校等の設置者及び管理者の責務） 

第１３条 学校等（本市の区域内に存する学校及び児童福祉施設その他子どもの福祉の向上

を目的とする施設をいう。以下同じ。）の設置者及び管理者は、基本理念にのっとり、次

に掲げる事項が実現される教育等を行うよう努めなければならない。 

⑴ 子どもがその権利を尊重され、及び保障されることを理解することができること。 

⑵ 保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障すべきことを理解することができること。 

⑶ 子ども同士が互いの権利を尊重することを助長すること。 

⑷ 保護者等が子どもの権利を尊重し、及び保障することを助長すること。 

２ 学校等の設置者及び管理者は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策

に協力するものとする。 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもの成長に大きな影響を与える学校や児童福祉施設その他子どもの福祉の

向上を目的とする施設の設置者や管理者が果たすべき規範としての責務を明らかにしたも

のである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、学校等の設置者や管理者が教育等を行うに当たっては、子どもや保護者等に子

どもの権利の尊重及び保障について理解させ、それらを助長するよう努めることを責務と

して定めたものである。 

○ 「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園、小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（旧盲学校、旧ろう学校、旧養護学

校）、大学や高等専門学校をいうものである。 

○ 「児童福祉施設」とは、児童福祉法第７条に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援

施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲

ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設や児童家庭支援センターをいうものである。 

○ 「子どもの福祉の向上を目的とする施設」とは、児童福祉法第７条に規定する児童福祉

施設に含まれない、認可外保育施設、フリースクールや子どもの居場所を提供する施設等

をいうものである。 

（第１項第１号） 

○ 本号は、子どもがその権利を尊重され、保障されるべきものであることを理解すること

ができるようにすることを具体的目標としたものである。 

（第１項第２号） 

○ 本号は、親子活動や保護者会等の機会を活用して、子どもの健やかな成長に第一義的な
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責任を負う保護者等に、子どもの権利を尊重し、保障すべきことが理解されるようにする

ことを具体的目標としたものである。 

（第１項第３号） 

○ 本号は、子ども同士が互いの権利を尊重し合えるようにすることが大切であることから、

そのことを子どもたちが進んで行うよう助長することを具体的目標としたものである。 

（第１項第４号） 

○ 本号は、第２号において目標に掲げたとおり、保護者等に子どもの権利を尊重し、保障

すべきことを理解されるようにした後、次に、保護者等が子どもの権利を尊重し、保障す

るという行動を起こすことを助長することを具体的目標としたものである。 

（第２項） 

○ 本項は、市の施策の実施に当たっては、学校等の設置者と管理者の協力が必要不可欠で

あることから、市の施策への協力を原則的な義務としたものである。 

 

 （教育関係者等の責務） 

第１４条 教育、保育、社会福祉、医療及び保健に関する職務に従事する者（以下「教育関

係者等」という。）は、基本理念にのっとり、子どもの権利を尊重し、及び保障するよう

その職務を遂行しなければならない。 

２ 教育関係者等は、虐待及びいじめを発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待及びい

じめの早期発見並びに虐待及びいじめからの早期救済に努めなければならない。 

３ 教育関係者等は、市が実施する子どもの権利の尊重及び保障に関する施策に協力するも

のとする。 

【趣旨】 

○ 本条は、教師や保育士、医師、看護師等の直接的に子どもと接する機会が多いと想定さ

れる職業に就く人たちの果たすべき規範としての責務を明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、教師や保育士、医師、看護師等の直接的に子どもと接する機会が多く、その結

果、当然のことながら子どもの成長に影響を与えると想定される職業に就いている人たち

について、その職務の遂行に当たっては、子どもの権利を尊重し、保障することを責務と

したものである。 

（第２項） 

○ 本項は、教師、保育士、医師、看護師等の職業に就いている人は、直接的に子どもと接

する機会が多いことから、虐待やいじめを発見しやすい立場にあると考えられるため、早

期発見と早期救済に努めることを責務としたものである。 
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○ 本項の「救済」には、虐待やいじめを単にやめさせるだけでなく、その後の心のケアや、

心身の回復等も含まれるものである。 

（第３項） 

○ 本項は、市の施策の実施に当たっては、教育関係者等の協力が必要不可欠であることか

ら、市の施策への協力を原則的な責務としたものである。 
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   第４章 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策等 

【趣旨】 

○ 本章は、市が基本理念にのっとり、市の責務を果たすために行う施策を統一した方針の

下、総合的に展開するための基本的な事項を定めるとともに、施策の基本的な内容を明ら

かにしたものである。 

 

 （施策の策定等に係る指針） 

第１５条 市は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の策定及び実施に当たっては、

基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図

りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

⑴ 子どもの最善の利益を考慮し、かつ、子どもの心身の健やかな成長を支援すること。 

⑵ 子どもが地域社会で守られ、育てられることを支援すること。 

⑶ 子どもが、あらゆる場面において、いかなる差別もされないようにすること。 

⑷ 子どもの虐待及びいじめを防止し、並びに虐待及びいじめを受けている子どもを早期

に救済すること。 

⑸ 子どもの意見を最大限に尊重すること。 

⑹ 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力をしようとする意識を持てる

ようにすること。 

⑺ 子どもが自らの権利を自覚するとともに、その権利を行使するに当たっては、他の人

のことも思いやり、尊重することができるようにすること。 

【趣旨】 

○ 本条は、市が行う施策の指針となる事項を明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

○ 本条は、施策の基本として目標とすべき事項を明らかにし、これらを基本とした各施策

が有機的に連携して効果を高められるよう、総合的・計画的に行うことを定めたものであ

る。 

（第１号） 

○ 本号は、子どもの健やかな成長を助長し、支援する上で、行政側の一方的な論理に陥る

ことのないようにすることが大切であることから、子どもにとって何が最善かを考慮する

ことを施策の目標としたものである。 

（第２号） 

○ 本号は、子どもは次代を担う地域社会の宝であることを念頭に、地域社会で守り育てる

ことを支援することを施策の目標としたものである。 
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（第３号） 

○ 本号は、子どもは生まれながらにしてすべて平等、対等な存在であり、本人やその保護

者等の社会的身分や出身その他あらゆる理由によって誰からも差別されないようにするこ

とを施策の目標としたものである。 

（第４号） 

○ 本号は、子どもが健やかに成長するために、子どもの心身に有害な影響を及ぼす虐待と

いじめを防止し、また、その行為を発見したときは早期救済に必要な措置を講じることを

施策の目標としたものである。 

（第５号） 

○ 本号は、子ども本人の意思を最大限に尊重することが、子どもの権利の尊重及び保障の

第一歩であり、施策相互の有機的な連携を図るためにも不可欠であることから、これを施

策の目標としたものである。 

（第６号） 

○ 本号は、子どもの権利の尊重及び保障を通じ、子どもが自信を持って生きていくために、

自らの可能性を信じながら、自身の成長のために努力する意識を持てるようにすることを

施策の目標としたものである。 

（第７号） 

○ 本号は、子どもが自身の持つ権利を知らされ、正しく理解すること、すなわち権利を自

覚することができるようにすると同時に、子どもの権利を行使するに当たっては、自分の

みならず他の人にも同じ権利があることを自覚し、他の人のことも思いやり、尊重するこ

とができるようにすることを施策の目標としたものである。 
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 （子どもの権利基本計画） 

第１６条 市長は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の基本的な計画（以下「子どもの権利

基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 子どもの権利基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の長期的な目標 

⑵ 子どもの権利の尊重及び保障に関する長期的かつ総合的な施策の大綱 

⑶ その他子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 市長は、子どもの権利基本計画を定めるに当たっては、子どもの意見を反映するように

努めるとともに、あらかじめ上越市子どもの権利委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、子どもの権利基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならな

い。 

５ 前２項の規定は、子どもの権利基本計画の変更について準用する。 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を総合的・計画的に推進するために、

市長が子どもの権利基本計画を定めることを義務とするとともに、基本計画を定めるに当

たっての手続等を明らかにしたものである。 

【解釈・運用】 

（第１項） 

○ 本項は、子どもの権利基本計画の策定義務を明らかにしたものである。 

（第２項） 

○ 本項は、子どもの権利基本計画に定めるべき事項を明らかにしたものである。 

（第３項） 

○ 本項は、子どもの権利基本計画を定めるに当たっては、まず、権利の主体である子ども

たちの意見を反映させることが大切であることから、子ども自らが意見を述べる機会を保

障し、その意見を反映させるよう努めることを義務とし、また、行政側の一方的な論理に

陥ることのないよう上越市子どもの権利委員会の意見を聴くことを義務としたものである。

なお、上越市子どもの権利委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条

の４に基づく附属機関として設置するものである。 

○ 子どもの権利基本計画を定めるまでの具体的な流れとしては、まず、①市が子どもの意

見を聴きながら素案を策定、②市長が素案を上越市子どもの権利委員会に諮問、③上越市

子どもの権利委員会が素案を検討し、その結果を市長に答申、④上越市子どもの権利委員

会の答申を尊重して市長が子どもの権利基本計画案を策定、⑤パブリックコメント制度で
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子どもの権利基本計画案について広く市民の意見を聴くとともに、地域自治区に関する事

項については地域協議会の意見を聴くことを想定しているものである。また、子どもの権

利基本計画の作成に当たっては、権利の主体である子どもたちの意見を十分に聴き、反映

させることが大切であることから、パブリックコメントの実施に際しても、子どもたちが

意見を述べやすいような手法をとるべきものである。 

（第４項） 

○ 本項は、子どもの権利基本計画を定めたときは、市民生活にも影響を与える基本的な計

画であることから、市民に対して速やかに公表することを義務付けたものである。 

（第５項） 

○ 本項は、子どもの権利基本計画は永久的なものではなく、社会情勢や施策の効果等を評

価しながら適宜見直しを行っていく必要があるとの認識から、子どもの権利基本計画の見

直し、変更に当たっては、当初の策定時と同様に上越市子どもの権利委員会の意見を聴く

こと等、一連の手続を行うことを義務付けたものである。 

 

 （市が実施する基本的な施策） 

第１７条 市は、子どもの権利の尊重及び保障が推進されるよう、次に掲げる事項に関する

施策を実施するものとする。 

⑴ 子どもの権利に関する知識の普及及び意識の啓発 

⑵ 地域社会で子どもを守り、並びに子どもの権利の尊重及び保障を推進しようとする社

会環境の整備 

⑶ 子どもがその権利を享受するために必要な社会環境の整備 

⑷ 次に掲げる事項を助長するための教育及び学習の振興 

ア 子どもが自らの権利を理解すること。 

イ 子どもが自らの可能性を信じ、自身の成長のために努力しようとする意識を持つこ

と。 

ウ 他の人を思いやる意識を持つこと。 

⑸ 虐待、いじめその他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置 

⑹ 地域社会を構成する者が行う自発的な子どもの権利の尊重及び保障に関する活動に対

する支援 

⑺ 子どもの権利の侵害に関する相談窓口の整備、関係機関等との連携体制の整備その他

子どもの権利の尊重及び保障に必要な体制の整備 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもの権利の尊重及び保障が推進されるために市が実施する基本的な施策の

内容を定めたものであり、本条に定められた施策に応じた個別の具体的な事業については、
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第１６条第２項第３号に掲げる事項として、子どもの権利基本計画で定めることを想定し

ているものである。 

【解釈・運用】 

（第１号） 

○ 本号は、第９条に定める知らされる権利に応じて、子どもに対してその権利が正しく理

解されるように周知を図るだけでなく、保護者等や地域社会を構成する者等、子どもの権

利を尊重し、保障する主体となる全ての人々が、子どもの権利を正しく理解することが大

切である。そして、子どもの権利が正しく理解されることによって、市民等が自発的に、

子どもの権利の尊重及び保障に資する活動を企画し、参加する意欲を高め、その機運が市

で実施する様々な施策と相乗的な効果を生み出す力となることから、市民等に対し、子ど

もの権利に関する知識を普及し、その意識を啓発することを市の施策としたものである。 

（第２号） 

○ 本号は、子どもは次代を担う地域社会の宝であり、地域社会で守り育てるものであると

いう意識を地域社会で高めることが子どもの権利の尊重及び保障にとって大切なことであ

ることから、地域社会を構成する者がその意識を高め、子どもの権利の尊重及び保障に関

する活動等を実施しやすい社会環境の整備を推進することを市の施策としたものである。 

（第３号） 

○ 本号は、子どもが子どもの権利を理解し、その権利を行使することを妨げられず、保護

者等や地域社会から愛情を受けて守られ、自信を持って生きていけることを実感できるこ

とが、権利を享受する上で大切であり、そのような権利の享受を推進する社会環境を作っ

ていくことを市の施策としたものである。 

（第４号） 

○ 本号は、子どもの権利の主体となる子どもがその権利を正しく理解し、その権利を享受

することができるようにするための教育と学習の振興を市の施策としたものである。 

○ 本号アは、子どもが互いの権利を尊重し合い、子どもがその権利を享受するためには、

まず、子どもが自らの権利を正しく理解することが大切であることから、子どもが子ども

の権利について理解することを助長することとしたものである。 

○ 本号イは、子どもが、子どもの権利を享受した結果として、健やかに成長し、自分の可

能性を信じ、自身が成長するための努力をしようとする意識を持つことが大切であること

から、これを助長することとしたものである。 

○ 本号ウは、第３条第２項第７号に定める基本理念に応じて、他の人のことも考え、お互

いに尊重し合えるように、思いやりの意識を持つことを助長することとしたものである。 

（第５号） 

○ 本号は、本条例において尊重し、保障することとする子どもの権利について、侵害があ
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った場合、第一に救済に動くべきは市であるとの認識の下、早期救済に必要な措置をとる

ことを市の施策としたものである。 

○ 市が自ら具体的な救済措置をとる権限がない場合にあっては、その権限のある、例えば

児童相談所や警察等の機関に速やかに通報し、早期救済の措置をとることとなるものであ

る。なお、判断力等が十分でない子どもに対して保護者等が子どもの意思に沿わない決定

をしたり、子どもの権利の行使を妨げる行為をすることは、合理的理由に基づくものや社

会通念上認められるものもあり、その場合は「侵害」とまでは言えないものと考えており、

あくまで社会通念上も認められないような行為を「侵害」とすることを想定しているもの

である。 

（第６号） 

○ 本号は、地域社会を構成する者が、子どもは地域社会で守り育てるものであるという意

識を高め、自発的な子どもの権利の尊重及び保障に関する活動を実施することが促進され

るように、情報の提供その他当該活動の支援に必要な措置をとることを市の施策としたも

のである。 

（第７号） 

○ 本号は、権利侵害に関する相談を受ける体制の整備や、関係機関等との連携体制の整備

等、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策を円滑に実施しやすくするための体制の整

備を施策とするものである。必要な体制の整備には、施策を統一的な目で見て一元的に指

導・管理するための内部体制の整備も含むものである。 

○ 「関係機関等」とは、児童相談所や教育事務所等の公的機関や子どもの健やかな成長に

資する活動を行っている民間団体や市民活動団体等をいう。 

 

 （施策の実施状況の公表） 

第１８条 市長は、毎年、子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施状況を議会に報

告するとともに、これを公表しなければならない。 

【趣旨】 

○ 本条は、子どもの権利に関する市民の理解を深めるため、毎年、施策の実施状況につい

て市民の代表者たる議会に報告し、併せて市民に公表することを定めたものである。 

【解釈・運用】 

○ 議会への報告は、議会の議決を要件とするものではない。 

○ 市民への公表は、広報じょうえつや市のホームページへの掲載を想定しているものであ

る。 
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   第５章 上越市子どもの権利委員会 

【趣旨】 

○ 本章は、地方自治法第１３８条の４に基づき、市長の附属機関として設置する上越市子

どもの権利委員会について基本的な事項を定めるものである。 

 

 （設置） 

第１９条 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事

項を調査審議するため、上越市子どもの権利委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

【趣旨】 

○ 本条は、上越市子どもの権利委員会の設置とその設置目的を定めたものである。 

 

 （所掌事項） 

第２０条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 子どもの権利基本計画に関し、第１６条第３項（同条第５項において準用する場合を

含む。）に規定する事項を処理すること。 

⑵ 市長の諮問に応じ、子どもの権利の尊重及び保障に関する基本的事項及び重要事項を

調査審議すること。 

⑶ 子どもの権利の尊重及び保障に関する施策の実施状況を監視するとともに、市の施策

が子どもの権利の尊重及び保障に及ぼす影響を評価すること。 

２ 委員会は、前項各号に掲げるもののほか、子どもの権利の尊重及び保障に関し市長に意

見を述べることができる。 

【趣旨】 

○ 本条は、上越市子どもの権利委員会の所掌事項について定めたものである。 

【解釈・運用】 

○ 上越市子どもの権利委員会は、子どもの権利基本計画の策定、見直しや変更について、

調査審議し、意見を述べるほか、定められた計画の実施状況を監視し、評価するとともに、

子どもの権利の尊重及び保障を推進するため、必要に応じて市長に意見を述べる建議機能

も併せ持つものである。 

○ 子どもの権利基本計画については、第１６条の解釈・運用で述べたように、上越市子ど

もの権利委員会の答申に基づき、市長が案を定めた後、さらにパブリックコメントで市民

の意見を聴くとともに、地域自治区に関する事項がある場合には、当該地域自治区に置か

れた地域協議会にも意見を聴くものである。 
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 （組織） 

第２１条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する２０人以内の委員をもって組

織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係行政機関の職員 

⑶ 事業者 

⑷ 教育関係者等 

⑸ ＰＴＡ等の代表者 

⑹ 子ども支援活動団体の代表者 

⑺ 公募に応じた市民 

【趣旨】 

○ 本条は、上越市子どもの権利委員会の委員について定めたものである。 

【解釈・運用】 

○ 委員の定数を２０人以内としたのは、第１号から第７号までに掲げた人たちからバラン

スよく意見を聴くために必要な人数を勘案したものである。 

○ 第５号の「ＰＴＡ等」とは、小学校、中学校等のＰＴＡや保育園の保護者会等をいうも

のである。 

○ 子どもも市民であることから第７号の委員として公募に応ずる権利を有していることは

当然であり、公募に応じた子どもがあれば、他の応募者と分け隔てすることなく、公正公

平に選任の対象として考えるものである。 

○ 第１６条の解釈・運用で述べたように、市長は、子どもの権利基本計画の素案を上越市

子どもの権利委員会に諮る前に子どもの意見を反映させることを想定しているが、上越市

子どもの権利委員会がその審議に当たり、子どもの意見を聴くことを妨げるものではない。

この場合、上越市子どもの権利委員会の判断で必要に応じて、参考人や関係者として、子

どもの意見を聴くことができるものである。 

 

 （委員の任期） 

第２２条 委員会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

【趣旨】 

○ 本条は、上越市子どもの権利委員会の委員の任期について定めたものである。 
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 （委任） 

第２３条 前３条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

【趣旨】 

○ 本条は、上越市子どもの権利委員会の委員長の選任その他運営に関する事項については、

規則に委任し、定めることを明らかにしたものである。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

【趣旨】 

○ 本条例の施行期日を定めるものである。 

【解釈･運用】 

○ 子どもを取り巻く社会環境の中で、虐待やいじめ等が後を絶たない現状に鑑み、地域社

会で子どもの健やかな成長を支援し、すべての子どもが安心して自信を持って生きていけ

る社会の実現に寄与するために、速やかに条例を施行させることが望ましい。また、本条

例によって課されることになる責務は規範的な責務であることを踏まえて、速やかに施行

させたとしても、問題は生じないと考えられることから、施行期日を平成２０年４月１日

としたものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市子どもの権利に関する条例 

逐条解説書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年 4月 

上 越 市 

資料１－３ 



  

   上越市子どもの権利委員会規則 

平成 20年 3月 31日 

規則第 34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上越市子どもの権利に関する条例（平成２０年上越市条例第４号）に

定めるもののほか、上越市子どもの権利委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（子どもの出席等） 

第４条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、子どもその他の関係者の出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めること

ができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、こども課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

資料１－４ 
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計画の構成 

 

第1章 計画の概要 

１．計画策定の背景と趣旨 

第 2 期基本計画策定の背景などを記載 

２．計画の位置付け 

本計画と他の行政計画との関係について記載 

３．計画の期間 

平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間とすることを記載 

 

第2章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

「すべての子どもたちが自信を持って成長できるまち」を目指し、目的を達成するための基本となる考え

方を記載 

２．基本目標 

基本理念を実現するための基本目標を記載 

３．子どもの権利基本計画体系図 

基本目標ごとに基本的な施策を体系図として表したものを記載 

 

第3章 基本的な施策 

基本目標を達成するため基本的な施策を定め、各施策の現状から課題を明確にするとともに、今後取り組

む施策の方向性と目標を定めた上で、具体的な取組内容を記載 

 

第4章 計画の推進及び評価・見直し 

１．庁内の推進体制 

計画を推進するための庁内関係部局との連携について記載 

２．市民、事業者、関係団体との連携・協働 

計画を推進するための市民、事業者、関係団体との連携について記載 

３．関係機関との連携強化 

計画を推進するための関係機関との連携について記載 

４．計画の評価・見直し 

上越市子どもの権利委員会における計画の進行管理及び評価などについて記載 

 

 

 

 

第１章 計画の概要                   ≪計画の１～２ページ≫ 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、子どもの権利条例第 16条に基づく基本計画として位置付ける。 

また、最上位計画である「上越市第 6 次総合計画」のほか、「上越市第 3 次人権総合計画」、「上越市子ども・子育

て支援事業計画」、その他関連計画とも整合を図り策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は、5 年を 1 期とし、平成 27年度から平成 31年度までを計画期間とする。 

H22 Ｈ23 Ｈ24 H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 H31 

          

 

 

 

・いじめや虐待など子どもの権利の侵害 

・子どもの主体性や自己肯定感の低下 など  

『上越市第２期子どもの権利基本計画』 

 

 

関連計画 

 

上
越
市
子
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画 

上
越
市
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女
共
同
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本
計
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上
越
市
総
合
教
育
プ
ラ
ン 

上
越
市
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防
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本
方
針 

そ
の
他
関
連
計
画 

上
越
市
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
条
例 

【基
本
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
】 

第 1 期 子どもの権利基本計画 第 2 期 子どもの権利基本計画 

 

上越市子どもの権利基本計画 
整合 

子どもを取り巻く課題に対して主体的に取り組むため

に、「上越市子どもの権利に関する条例」を施行 

（施策を計画的に推進するための基本計画の策定を義務付け） 

『上越市第１期子どもの権利基本計画』 

 

子どもを取り巻く諸課題 

上越市第 3 次人権総合計画 

上越市第 6 次総合計画 

上越市 

子どもの 

権利委員会 

 

アンケートの実施 

現状分析 

評価・検証 

計画に基づく事業の実施 

計画の１～２ページ 

計画の３～５ページ 

計画の６～３３ページ 

計画の３４～３５ページ 
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第２章 計画の基本的な考え方              ≪計画の３～５ページ≫ 

１ 基本理念 

 

 

 

子どもの権利を大切にすることは、ひいては未来の地域社会をよりよくすることにつながるという認

識のもと、すべての子どもたちが自信を持って成長できるまちを目指す。 

・子どもたちが安心して生きるため、虐待やいじめなどの権利の侵害から子どもを守ることが必要であるととも

に、万が一権利が侵害されたときには早期に救済されなければならない。⇒ 基本目標(3) 

・子ども自らが持っている力に気づき、その力を信じて意思を持って生きていくために、自分の権利を理解し、

誰もが互いの権利を大切に尊重し合うことが重要。⇒ 基本目標(1) 

・子どもたちの自立を促し、健やかな心と身体を育んでいくために、地域社会が子どもとの関わりを持ち、地域

全体で子どもを育成する環境づくりが必要。⇒ 基本目標(2) 

 

２ 基本目標 

  基本理念を実現するため、次の３つの基本目標を設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子どもの権利基本計画体系図 

  

基本理念 
    

 

 
基本目標 

  
基本的な施策 

   

 

        

 

     

 

す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
自
信
を
持
っ
て
成
長
で
き
る
ま
ち 

          

1 

子どもの権利の 
知識の普及と 
意識の啓発 

 

計
画
を
推
進
す
る
た
め
の
取
組
事
業 

            

            

   
 

   

1 

子どもの権利を 
大切にする 
意識づくり 

   

            

            

         

2 

子どもの権利の 
教育と学習の 
推進 

 

            

            

            

              

              

           

3 

子どもが健やか 
に成長するため 
の取組の推進 

 

            

            

       

2 

子どもの権利を 
大切にできる 
環境づくり 

   

            

            

         

4 

誰もが等しく 
権利を享受する
ための支援 

 

            

            

            

              

         
 

    

          

5 

虐待、いじめ、 
差別その他子ど
もの権利の侵害
からの早期救済
に必要な措置 

 

   
 

        

    
 

       

       

3 

子どもの権利の 
侵害からの 
早期救済 

   

            

            

         

6 相談体制の整備 

 

            

            

            

 

 

 

 

 

権 

利 

の 

尊 

重 

権
利
の
保
障 

重点施策 

すべての子どもたちが自信を持って成長できるまち 

(1)子どもの権利を大切にする意識づくり 

 学校や地域講座などで子どもの権利学習を実施し、知識の普及と意識の啓発を図るとともに、

学習内容の親への周知や様々な機会をとらえた啓発活動を通じて、誰もが子どもの権利を大切に

する意識づくりを推進する。 

(2)子どもの権利を大切にできる環境づくり 

子どもたちが地域に愛着を持ちながら、社会性を身につけるための社会参加の取組を推進する

とともに、子どもたちの健やかな育ちを支えるための支援の継続と普及を図り、子どもの権利を

大切にできる環境づくりを推進する。 

(3)子どもの権利の侵害からの早期救済 

いじめや虐待をしない・させない・許さないという市民意識を醸成し、子ども自身が相談でき

る環境づくりや保護者の子育ての不安感や負担感の軽減のための支援に取り組むとともに、関係

機関や地域と連携し、子どもの権利の侵害の未然防止と早期発見・早期救済を目指す。 
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第３章 基本的な施策                 ≪計画の６～３３ページ≫ 

 

基本目標を達成するため、基本的な施策を定め、各施策の現状から課題を明確にし、今後取り組む施策の方向

性と目標を定めたうえで、具体的な取組内容を示す。 

 

[評価指標の目標値について] 

平成 26年 2月に実施した子どもの権利に関するアンケート（※1）結果による現状値を踏まえ、次の区分によ

り目標値を設定しています。 

目 標 値 の 設 定 区 分 

○ア  評価指標の現状値が全国平均を下回っている場合は、全国平均値を目標とする。 

○イ  
評価指標の現状値が全国平均を上回っている場合は、全国平均もしくは上越市の 5 年間の

効果割合を現状値に上積みした割合を目標とする。 

○ウ  
評価指標の現状値と全国の平均値との差が過少で、全国平均値を目標とすることが適当で

ない場合は、アンケート結果から根拠を導いた目標とする。 

○エ  
全国平均値が不明であり、かつアンケート結果から目標とする根拠を導き出すことが困難

な場合は、アンケート結果の現状値と 100％（0％）の差を半減させることを目標とする。 

○オ  市の評価指標の現状値が概ね目標を達成しているため、現状維持を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[各取組内容の事業における新規・追加・拡充の表記について] 

新規 第 2期計画から新たに取り組む事業 

追加 第 1期計画期間中に取り組んできた事業のうち、第 1期計画に登載されていなかった事業 

拡充 第 1期計画から取組内容を拡充させる事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 「子どもの権利を大切にする意識づくり」 

 

 

 

【課題】 

 ○子どもの権利に関する大人の認知度を高めていくこと。 

【目標】（目指す状態） 

   子どもの権利について、広く市民から正しく理解され、子どもの権利を大切にする意識が高まっ 

ている状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

子どもの権利条例の認知度（大人） 24％ 44％ ○ア  

子どもの権利の内容の認知度（大人） 21％ 44％ ○ア  

「えがお」を使用した権利学習を知っている保護者の割合 16％ 58％ ○エ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 ○子ども自身が自らの権利に関する知識や意識を高めていくこと。 

【目標】（目指す状態） 

   子ども自身が子どもの権利の正しい知識を持ち、権利を尊重する意識と行動が身に付いている状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な施策１】 子どもの権利の知識の普及と意識の啓発 

№ 取組 8 事業  

１ 子どもの権利チラシの配布  

２ 広報紙、ホームページへの掲載 （追加） 

３ 子どもの権利講座の開催 （追加・拡充） 

４ 子どもの権利学習の周知 （追加・拡充） 

５ 人権都市宣言の啓発  

６ 地域人権懇談会 （拡充） 

７ 人権に関する講話会等への講師の派遣  

８ 人権に関する図書・ビデオの周知及び貸し出し  

 

 
【基本的な施策２】 子どもの権利の教育と学習の推進 

（※1）「子どもの権利に関するアンケート」 

●調査期間：平成 26年 2月～3月 

●調査対象：大人（児童・生徒の保護者及び一般）3,000人、子ども（小学 3年生か

ら高校生までの児童・生徒）2,600人の計 5,600人を対象に調査を実施 

●回収率：全体 63.6％（大人 69.2％、子ども 57.1％） 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

子どもの権利条例の認知度（子ども） 31％ 51％ ○ウ  

子どもの権利の内容の認知度（子ども） 39％ 62％ ○ウ  

「えがお」の学習が役に立っていると感じる子ど

もの割合 
43％ 72％ ○ウ  

 
№ 取組 7 事業  

１ 子どもの権利学習の実施 （拡充） 

２ 保育関係職員（児童福祉施設含む）に対する研修  

３ 教職員に対する研修  

４ 市職員に対する研修  

５ 上越市学校同和教育推進協議会による取組  

６ 同和教育研究指定区域制度による同和教育の取組  

７ 学校における人権教育への支援  
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基本目標２ 「子どもの権利を大切にできる環境づくり」 
 

 

 

【課題】 

      ○地域と子どもとの関わりを持たせる仕組みや取組を充実させること。 

     

【目標】（目指す状態） 

子どもが安全で安心して暮らすことができ、地域全体で子どもの成長を見守る中で、子どもが 

地域に愛着を持ちながら、健やかに成長できる状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

地域が安全で安心して暮らせると感じる子どもの割合 97％ 97％以上 ○オ  

地域の行事などに参加する子どもの割合 75％ 78％ ○イ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○対象となる人が確実に支援を受けられるよう、一層の制度の普及を図ること。 

 

【目標】（目指す状態） 

   対象となる人が必要な支援を受けることができる状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

必要な支援や助成が受けられていないと感じる

人の割合 
12％ 6％ ○エ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な施策３】子どもが健やかに成長するための取組の推進 

 

№ 取組 16 事業  

１ こども発達支援センター  

２ 児童扶養手当給付事業 （拡充） 

３ 子ども医療費助成事業 （拡充） 

４ ひとり親家庭等支援事業 （追加・拡充） 

５ 私立幼稚園教育振興事業  

６ 就学支援委員会  

７ 特別支援学級  

８ 学習指導支援事業  

９ 奨学金貸付事業  

10 就学援助費補助事業  

11 通学援助費  

12 上越市自立支援協議会の運営  

13 障害児福祉手当  

14 特別児童扶養手当  

15 通所交通費の助成  

16 障害児日中一時支援  

 

№ 取組 11 事業  

１ ボランティアだよりキッズの作成・配布  

２ 学校運営協議会制度（コミュニティスクール）の推進 （追加） 

３ 職場体験等の実施  

４ 謙信キッズプロジェクト （拡充） 

５ 学びの輪プロジェクト（すこやかな暮らし応援事業） （拡充） 

６ 青少年健全育成センター事業  

７ 地域青少年育成会議  

８ 子ども・児童安全教室  

９ 安全安心まちづくり推進パトロール  

10 安全メール （拡充） 

11 110番協力車制度  

 

【基本的な施策４】誰もが等しく権利を享受するための支援 
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基本目標３ 「子どもの権利の侵害からの早期救済」 

 

 

 

 

【課題】 

○いじめをいじめと認識していない子どもに対し、いかにアプローチしていくこと。 

○いじめを受けた時に、相談できなかった子どもを減らしていくこと。 

 

【目標】（目指す状態） 

いじめをしない、させない、許さないという市民意識が醸成され、すべての児童・生徒が安心して 

学校生活を送れる状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

いじめを受けた時、相談できなかった子どもの割合 35％ 11％ ○ア  

市のいじめ対応について満足していない人の割合 25％ 12％ ○エ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○保護者の子育ての不安感や負担感を軽減すること。 

○しつけと虐待の違いや虐待の定義を周知していくこと。 

○虐待を早期発見できる仕組みをつくること。 

 

【目標】（目指す状態） 

虐待をしない、させない、許さないという市民意識が醸成され、関係機関との連携により、 

速やかに救済措置を取られる状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

子どもを虐待していると思う保護者の割合 13％ 9％ ○ア、○イ  

市の子どもの虐待対応について満足していない人の割合 19％ 9％ ○エ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な施策５-①】虐待、いじめ、差別その他の子どもの権利の侵害からの 

早期救済に必要な措置（いじめ） 
 

重点施策 

№ 取組 ６事業  

１ いじめ問題対策協議会の運営 （新規） 

２ いじめ防止対策等専門委員会の設置 （新規） 

３ いじめ等に関する調査委員会の設置 （新規） 

４ 教員の指導力向上 （追加） 

５ やすづか学園（やすづか学園運営費補助事業）  

６ 子どもに対する各種相談窓口の周知 （追加・拡充） 

 

№ 取組 12 事業  

１ 上越市要保護児童対策地域協議会の運営  

２ 虐待予防の啓発活動 （拡充） 

３ 家庭相談員の配置  

４ 児童虐待に関する研修  

５ ファミリーサポートセンター （追加・拡充） 

６ ファミリーヘルプ保育園の運営 （追加） 

７ 病児・病後児保育 （追加） 

８ 親子コミュニケーション支援 （追加） 

９ 配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者及びその同伴児への支援 （追加） 

10 母子生活支援施設  

11 児童養護施設（若竹寮）管理運営事業  

12 大人への各種相談窓口の周知 （追加・拡充） 

 

【基本的な施策５-②】虐待、いじめ、差別その他の子どもの権利の侵害からの 

早期救済に必要な措置（虐待） 
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【課題】 

   ○「どこに相談すればよいかわからない」「気軽に相談できる雰囲気ではない」という人を 

なくしていくこと。 

   ○いつでも気軽に相談できることを、子どもにわかりやすく周知していくこと。 

 

【目標】（目指す状態） 

   開かれた相談窓口の開設により、誰もが相談しやすい環境が整備されている状態。 

評 価 指 標 現状 目標 設定区分 

相談窓口の充実について満足していない人の割合 19％ 9％ ○エ  

相談できると感じる子どもの割合 85％ 95％ ○ア  

 

 

第４章 計画の推進及び評価・見直し          ≪計画の３４～３５ページ≫ 

１ 庁内推進体制 

関係部局相互の連携のもと総合的かつ効果的な推進に努めるとともに、関係部局においては、計画の趣旨を

踏まえ、子どもの権利の視点を取り入れた施策の展開を図る。学校や教育関係者については、子どもの成長過

程において大きな影響を与え、また直接的に子どもと接する機会が多く、そこでの子どもの権利に関する教育

や指導・助言等が重要であることから、教育委員会との連携を強化する。 

 

２ 市民、事業者、関係団体との連携・協働 

子どもをはじめとする市民、事業者、子どもと身近に関わっている関係団体等からの理解を得ながら、連携

や協働を推進する。 

関係団体等との連携や協働にあたっては、それぞれの立場を尊重し、目的や課題を共有し、役割を明確にす

るなど子どもの権利条例に則った関係づくりに努める。 

 

３ 関係機関との連携強化 

国・県をはじめとする関係機関との連携強化を図る。 

各施策の実施にあたっては、それぞれの実施主体が中心となり、関係機関が必要に応じて連携・協力しなが

らより効果的となるよう努める。 

 

４ 計画の評価・見直し 

(１) 上越市子どもの権利委員会 

子どもの権利に関する施策の推進に必要な事項を審議するため、子どもの権利条例に基づき設置する「上

越市子どもの権利委員会」において、計画の進行管理及び評価を行う。 

(２) 評価及び結果の公表 

本計画の実施状況について、毎年度把握するとともに自己評価を実施し、上越市子どもの権利委員会に

おいて進捗状況の検証・評価を行い、その結果を公表する。 

評価にあたっては、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ＝計画、Ｄｏ＝実施、Ｃｈｅｃｋ＝評価、Ａｃｔｉｏｎ＝改善）

サイクルに基づき、年度の評価を次年度の施策に反映する。 

計画の最終年度には、子どもの視点やアンケート調査の結果などアウトカム（事業実施の結果もたらさ

れる成果）の視点からの検証を行い、第 2期計画全体の評価を行う。 

(３) 計画事業の見直し 

計画事業の実施状況や社会情勢を踏まえ、上越市子どもの権利委員会において、毎年度の評価の中で必

要に応じて見直しを行うこととします。 

計画に位置付けのない新規事業の実施や、計画事業の統廃合などについても同様とする。 

(４) 基本計画の見直し 

第 2期計画全体の評価を踏まえて、計画の最終年度に次期基本計画を策定する。 

 

    

 

№ 取組 12 事業  

１ 保育園での相談  

２ 子育てひろばでの相談  

３ こどもセンターでの相談  

４ 子育てインフォ事業 （追加） 

５ 家庭相談員による相談 （追加） 

６ フリーダイヤル相談電話の導入 （新規） 

７ 思春期電話相談  

８ 女性相談員による相談 （追加） 

９ 教育相談等事業  

10 ＪＡＳＴ（じょうえつあんしんサポートチーム） （追加） 

11 民生委員・児童委員、主任児童委員活動  

12 各種相談窓口の周知 （追加・拡充） 

 

【基本的な施策６】相談体制の整備 

 

全７１事業中 新規 ４ 追加 １７ 拡充 １４ 

 

 

 個別事業の年度ごとの 

実施状況の進捗管理 

平成 29 年度 

平成 30 年度 

平成 31 年度 

平成 27 年度 

平成 28 年度 
Action 

 

第 3 期子どもの権利基本計画 

アンケート調査の実施 

実施状況と達成目標の検証 

第 3期計画の検討・策定 

Check 

Do 

Plan 

事業実施が 

もたらす成果 

 
 
 

事業の実施に

よる意識や 

環境の変化 

上越市子どもの 

権利委員会 

評価 

検証 

＜評価のイメージ＞ 
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資料３

上越市第2期子どもの権利基本計画事業進捗管理表

１　子どもの権利を大切にする意識づくり

１　子どもの権利の知識の普及と意識の啓発 【評価指標】子どもの権利条例の認知度（大人）　24％⇒44％

【評価指標】子どもの権利の内容の認知度（大人）　21％⇒44％

【評価指標】「えがお」の学習を知っている保護者の割合　16％⇒58％
1 子どもの権利チラシの配布 子どもの権利の普及・啓発のた

め、子育てをしている人向け、子ど
もに関わる人向け、一般市民向け
の3種類のチラシを様々な機会を
捉えて配布する。

市民の子どもの権利に対する意識
と知識を高める。

チラシ配布枚数 ・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝1,160枚／年
・一般向け
＝平成24年度に全戸配布

・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝2,300枚／年
・一般向け
＝計画期間中に1回全戸
配布

啓発チラシをより多くの人に配布してい
くことで、市民全体の子どもの権利を大
切にする意識を高める。

子育てをしている人向けのチ
ラシは各種保健事業を通じ
て、子どもに関わる人向け及
び一般向けのチラシは各種
会合などの機会をとらえ配布
する。

・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝1,440枚／年
・一般向け
＝200枚／年（平成27年
度に全戸配布実施済）

○

保健事業や講座等
の機会を捉え、チラ
シを配布して市民の
「子どもの権利」に対
する意識と知識を高
めることができた。

→

子育てをしている人向け
のチラシは各種保健事
業を通じて、子どもに関
わる人向け及び一般向
けのチラシは各種会合
などの機会を捉え配布
する。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

2 追 広報紙、ホームページへの掲
載

市の広報紙やホームページなど、
各種情報提供媒体を活用し、子ど
もの権利ついての啓発活動を行
う。

市民の子どもの権利に対する意識
と知識を高める。

広報紙に子どもの権利に
関する記事を掲載

なし 年1回 広報紙に子どもの権利に関する記事を
掲載し、広く市民の目に触れることで、
子どもの権利に関する認知を高める。

記事のボリューム、内容等を
検討し、広報上越に子どもの
権利について掲載する。

・子どもの権利に関する
ホームページに、平成27年
度子どもの権利基本計画
事業進捗管理票を掲載し
た。
・11月9日有線放送、11月
11日ＦＭ-Ｊにおいて、子ど
もの権利に関する取組につ
いて紹介した。
・広報上越11月1日号巻頭
特集記事「知ろう　学ぼう
子どもの教育」において、上
越市子どもの権利に関する
条例の取組みを掲載した。

○

ホームページやFMを
活用し、子どもの権
利についての広報啓
発をすることができ
た。また、啓発活動
を推進するため、有
線放送での周知を初
めて行った。 →

市の広報媒体を利用
し、子どもの権利につい
ての啓発活動を進め
る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 追 拡 子どもの権利講座の開催 子どもの権利チラシを活用して、
子どもとかかわりを持つ大人（組
織・団体）向けの「子どもの権利講
座」を開催する。

子どもと関わりのある大人が、子
どもたちをめぐる課題の認識を持
つとともに、子どもの権利について
の理解と知識を深める。

講座の開催回数 年3回 年5回 5年間で23地区すべての民生・児童委
員地区協議会で講座を実施する。
（平成26年度末時点で4地区実施済）

子どもと関わる市民が多数
当該講座を受講できるよう、
28年度から年間開催回数を5
回→7回に増やす。

子どもの権利に関する講座
を5回実施した。
・民生・児童委員地区協議
会での講座…2地区
・小・中学校ＰＴＡでの講座
…2校
・民生児童委員協議会連
合会児童部会での講座…
1回

△

・民生・児童委員地
区協議会での講座に
ついて、開催回数が
目標を2回下回っ
た。年度の早い段階
で講座開催案内を
行っていく。

→

小・中学校のPTA宛に、
講座案内を行う。また、
民生・児童委員地区協
議会へ開催案内を行
う。 上越市子ど

も・子育て支
援事業計画

こども課

4 追 拡 子どもの権利学習の周知 小学校と中学校の授業で子どもの
成長に応じて学ぶ「子どもの権利
学習」の学習結果を家庭に持ち帰
り、子どもと保護者が子どもの権
利について話し合う取り組みを行
う。

保護者の子どもの権利に対する理
解を深める。

「えがお」の学習結果を家
庭に持ち帰り、子どもと保
護者が子どもの権利につ
いて話し合う取組

実施(平成26年度～） 継続実施 継続した取組みにより、保護者の子ど
もの権利学習の認知を高めるととも
に、子どもの権利に対する理解を深め
る。

中学生の「えがお」が1種類し
かないため1年生において子
どもの権利学習を実施してい
るが、中学3年生まで継続し
て学習することが望ましいこ
とから、中学生版「えがお」を
改訂し、3学年分作成する。
新版「えがお」の学習は、28
年度は試行校において実
施、29年度から市立の全中
学校において実施する。これ
までと同様、学習結果を家庭
に持ち帰ることで、家庭にお
ける子どもの権利学習の認
知を高めていく。

・11月～12月にかけて、市
立小学校全学年、中学1年
生において「えがお」の学習
を行い、結果を家庭に持ち
帰り、子どもと保護者が子ど
もの権利について話し合う
取組を促した。
・11月～2月にかけて、中
学生版「えがお」3学年の試
行授業を6校で行った。 ○

義務教育のうち7年
間を通じて子どもの
権利学習を継続して
行うことで、子ども自
身が子どもの権利に
関する認知を高める
ことができている。平
成29年度からは、中
学校3年生までの9
年間、子どもの権利
に関する学習を行
う。今後も継続して
実施する。

→

中学生の「えがお」が1
種類しかないため1年生
において子どもの権利
学習を実施していたが、
中学3年生まで継続して
学習することが望ましい
ことから、中学生版「え
がお」を改訂し、3学年
分作成する。新版「えが
お」の学習は、平成28
年度は試行校において
実施、平成29年度から
市立の全中学校におい
て実施する。これまでと
同様、学習結果を家庭
に持ち帰ることで、家庭
における子どもの権利学
習の認知を高めていく。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5 人権都市宣言の啓発 平成20年12月18日に行った人権
都市宣言について、市民に広く周
知・発信する。

市民及び企業等の人権意識を向
上させる。

広報紙等の様々な媒体を
利用して、人権都市宣言
の周知を図る記事を掲載

年3回
・広報紙1回
・町内回覧板での広告
・ＨＰ掲載

年3回 目標を達成することで、市民が人権都
市宣言の趣旨を理解し、人権感覚の向
上が見込まれる。

回覧板未配布の町内会に周
知を図る必要がある。回覧板
を見ることが少ない市民にも
啓発を図るため、これまでの
広報上越やホームページに
加え、新聞など新たなツール
の活用を考える必要がある。

・広報上越11月15日号に
「人権週間」に合わせて記
事を掲載した。また上越タ
イムス「市民の窓」に広報と
同内容の記事を掲載した。
・町内回覧板で啓発した。
・ホームページに人権都市
宣言紹介ページを継続して
掲載した。
・平成29年度からの活用に
向けて、新たに啓発リーフ
レットを作成した。

○

広報上越や町内回
覧板による周知を引
き続き行ったほか、
新たに新聞への掲載
や平成29年度以降
を見据えた啓発リー
フレットを作成するな
ど、広く市民等に周
知するための取組が
できた。

→

これまでの広報上越、
ホームページ、新聞へ
の掲載や町内回覧板を
活用しての啓発のほか、
機会を捉えて市民等に
啓発リーフレットを配付
するなど、新たなツール
も加えて啓発していく。

第三次人権
総合計画

共生まち
づくり課

6 拡 地域人権懇談会 人権総合計画に基づき、13区在住
の市民が、同和問題に対する正し
い認識を持ち、併せて「女性」、「子
ども」、「障害者」、「外国人」など
様々な人権問題についての理解
を深めるための懇談会を実施す
る。

人権・同和問題についての関心や
理解を、地域間の格差が生じない
よう、市民全体に深めていく。

各区単位で開催する地域
人権懇談会の実施回数
及び参加者数

年2回・52人 年2回・60人
（13区を7年で一巡）

目標を達成することで、人権問題につ
いての、市内の各地域における意識格
差が解消され、市全体の人権感覚の
向上が見込まれる。

町内会、民生・児童委員、企
業等の定期的な集会を利用
して、人権啓発DVDの上映を
行う。集客方法、講師人選、
会場確保等を工夫して、多く
の方から利用していただく。

3回開催・110人
・7月25日 板倉区　19人
・9月12日 合併前上越市
21人
・12月13日 合併前上越市
70人 ○

平成28年度から地
域懇談会の対象範
囲を拡大して実施し
たことで、目標を上
回る成果が得られ
た。今後も民生・児
童委員や町内会長、
人権擁護委員、企
業の人権担当者が
集う場などで開催を
促していく。

→

民生・児童委員や町内
会長、人権擁護委員、
企業の人権担当者が集
う場などで開催を促すチ
ラシを配付し、効果的に
周知していく。 第三次人権

総合計画
共生まち
づくり課

Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

1



Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

7 人権に関する講話会等への
講師の派遣

人権問題に対する市民の正しい
理解と認識を深め、差別意識の払
拭を図るため、第3次人権総合計
画に基づき、3か年計画で市内全
小学校区において講話会を開催
する。

人権問題に対する市民の正しい理
解と認識を深め、差別意識の払拭
を図るため、第3次人権総合計画
に基づき、3か年計画で市内全小
学校区において講話会を開催す
る。

１年間の小学校区におけ
る講話会の開催数

年17回 年17～18回（市内52小学
校区を3年で一巡）

講話会を3か年で市内全小学校区を一
巡することを継続することから１年17～
18回としたもの。

人権に関する講話会を継続
して開催し、人権問題に対す
る市民の正しい理解と認識を
深める。

計画通り17校区で開催し、
515人が参加した。

○

開催小学校区で、地
域青少年育成会議
等の地域団体の協
力を得て講話会を開
催することができた。
今後も継続して講話
会を開催していく。

→

人権に関する講話会を
継続して開催し、人権
問題に対する市民の正
しい理解と認識を深め
る。市内16小学校区で
「人権を考える講話会」
を開催する。

上越市総合
教育プラン
第三次人権
総合計画

社会教育
課

8 人権に関する図書・ビデオの
周知及び貸し出し

同和問題をはじめとする人権問題
に対する市民の正しい理解と認識
を深め、差別意識の払拭を図るた
め、人権に関する図書及びビデオ
の貸出を行う。

同和問題をはじめとする人権問題
に対する市民の正しい理解と認識
を深め、差別意識の払拭を図るた
め、人権に関する図書及びビデオ
の貸出を行う。

図書及びビデオの貸出件
数
周知の方法

年22件
(ビデオ4件、図書18冊)

年40件 過去5年間の実績から計算した貸出回
数を目標として設定したもの。市民の
正しい理解と認識を深めるために、一
人でも多くの方から利用いただく。

人権に関する図書及びビデ
オの貸出を行い、同和問題
をはじめとする人権問題に対
する市民の正しい理解と認
識を深め、差別意識の払拭
を図る。
ホームページ、現地学習会
で事業の一層の周知を行
い、図書・ビデオの利用増加
に努める。

貸出件数：図書4件、ビデ
オ2件、DVD102件
現地学習会において、社会
教育指導員が現地説明の
後に、図書・ビデオの紹介と
貸出方法の案内を行った。

○

当課で所蔵している
図書やビデオの貸出
は少なかったもの
の、視聴覚ライブラ
リーが所蔵するDVD
等の貸出ＤＶＤ啓発
映像教材の紹介も
検討する。

→

・人権に関する図書等
の貸出を通じて、同和
問題をはじめとする人権
問題に対する市民の正
しい理解と認識を深め、
差別意識の払拭を図
る。
・ホームページ、現地学
習会で事業の一層の周
知を行い、利用増加に
努める。

上越市総合
教育プラン
第三次人権
総合計画

社会教育
課

２　子どもの権利の教育と学習の推進 【評価指標】子どもの権利条例の認知度（子ども）　31％⇒51％

【評価指標】子どもの権利の内容の認知度（子ども）　39％⇒62％

【評価指標】「えがお」の学習が役に立っていると感じる子どもの割合　43％⇒72％

1 拡 子どもの権利学習の実施 子どもの権利学習教材「えがお」を
使用した子どもの権利学習を市内
の公立全小中学校の授業に取り
入れて実施する。

子どもの権利について、子ども自
身が正しい知識を持ち、権利を尊
重する意識と行動を身につける。

小・中学校すべての学年
で「えがお」を使用した子
どもの権利学習を実施

小学校＝全学年で実施
中学校＝1年生のみ実施

小学校＝全学年で実施
中学校＝全学年で実施

小中学校すべての学年において、子ど
もの権利に関する授業を継続して実施
することで、子ども自身の子どもの権利
の認識を深めることができる。

中学生の「えがお」が1種類し
かないため1年生において子
どもの権利学習を実施してい
るが、中学3年生まで継続し
て学習することが望ましいこ
とから、中学生版「えがお」を
改訂し、3学年分作成する。
新版「えがお」は、28年度は
試行校において実施、29年
度から市立の全中学校にお
いて実施する。

・11月～12月にかけて、市
立小学校全学年、中学1年
生において「えがお」の学習
を行い、結果を家庭に持ち
帰り、子どもと保護者が子ど
もの権利について話し合う
取組を促した。
・11月～2月にかけて、中
学生版「えがお」3学年の試
行授業を6校で行った。 ○

義務教育のうち7年
間を通じて子どもの
権利学習を継続して
行うことで、子ども自
身が子どもの権利に
関する認知を高める
ことができている。平
成29年度からは、中
学校3年生までの9
年間、子どもの権利
に関する学習を行
う。今後も継続して
実施する。

→

中学生の「えがお」が1
種類しかないため1年生
において子どもの権利
学習を実施していたが、
中学3年生まで継続して
学習することが望ましい
ことから、中学生版「え
がお」を改訂し、3学年
分作成する。新版「えが
お」の学習は、平成28
年度は試行校において
実施、平成29年度から
市立の全中学校におい
て実施する。これまでと
同様、学習結果を家庭
に持ち帰ることで、家庭
における子どもの権利学
習の認知を高めていく。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

2 保育関係職員（児童福祉施
設含む）に対する研修

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、職員
の資質向上のための研修を実施
する。

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、子ども
と関わりが深い保育関係職員（児
童福祉施設含む）の資質向上を図
るとともに、保育関係職員全体の
子どもの権利に関する理解を深め
る。

研修会参加者数 各保育園（施設）1人以上 各保育園（施設）1人以上 毎年、全保育園の職員1人以上（5年間
で約320人）が研修に参加することで、
保育職員全体の子どもの権利に関す
る理解を深めていく。

年度の早いうちに実施し、各
園・施設等において年間を通
し継続的にすべての職員が
子どもの権利に配慮した対
応ができるようにする。

・6月23日「子どもの権利に
関する職員研修会」実施
（1-2-4市職員に対する研
修と同時実施。人権・権利
に関する条例と自治体の取
組事例）
　・講師：上越教育大学大
学院　教授　梅野　正信
様
　・保育関係職員57名
　・市関係課職員20名

○

すべての市立保育
園から1名以上が参
加したことから、保育
園全体で子どもの権
利に関する理解を深
めることができた。 →

年度の早いうちに実施
し、各園・施設等におい
て年間を通し継続的に
すべての職員が子ども
の権利に配慮した対応
ができるようにする。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 教職員に対する研修 子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、職員
の資質向上のための研修を実施
する。

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、子ども
と関わりが深い学校教職員の資質
向上を図るとともに、学校教職員
全体の子どもの権利に関する理解
を深める。

研修会参加者数 市内公立小中学校1人（74
人）以上

市内公立小中学校1人以
上

毎年、全小中学校の教員1人以上（5年
間で約370人）が研修に参加すること
で、学校教職員全体の子どもの権利に
関する理解を深めていく。

全小中学校から1人以上参
加とする子どもの権利に関す
る研修会を年1回開催し、子
どもの権利に関する理解を
深める。

・6月20日に「子どもの権利
研修会」を開催し、全小中
学校の人権教育、同和教
育担当者が参加した。(74
人）
講師：上越教育大学大学
院　教授　梅野　正信
様、人権教育強調週間に
ついての実践発表：大和
小、高士小、板倉中、城北
中
・すべての小中学校におけ
る人権教育強調週間取組
を集約した。

○

すべての小中学校の
担当者が参加したこ
とから、小中学校全
体で子どもの権利に
関する理解を深める
ことができた。

→

・「子どもの権利研修
会」
・「えがお」を活用した子
どもの権利学習の実施
(全小中学校)
・人権教育強調週間の
取組状況の集約(全小
中学校）

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課（教育セ
ンター）

4 市職員に対する研修 子どもの権利に配慮した対応、各
施策への反映など、子どもと関わ
りの深い仕事に従事している職員
に対し、資質向上のための研修を
実施する。

子どもの権利に配慮した対応、各
施策への反映など、子どもと関わ
りが深い関係課職員の資質向上
を図るとともに、市職員全体の子
どもの権利に関する理解を深め
る。

研修会参加者 各関係課から1人 各関係課から1人 各関係課の参加職員が課の職員に周
知を図ることで、市職員全体の子ども
の権利に関する理解を深めていく。

平成27年度の研修テーマは
「セクシャルマイノリティの子
どもたちへの対応」であった。
今後も、子どもを取り巻く新
たな課題等をテーマに研修
を行う。

6月23日「子どもの権利に
関する職員研修会」実施
（1-2-2保育関係職員に対
する研修と同時実施。人
権・権利に関する条例と自
治体の取組事例）
　・講師講師：上越教育大
学大学院　教授　梅野　正
信　様
　・保育関係職員57名
　・市関係課職員20名

○

関係課から1名以上
が参加したことから、
子どもと関わりが深い
関係課全体で、子ど
もの権利に関する理
解を深めることができ
た。 →

年度の早いうちに実施
し、各課等において年間
を通し継続的にすべて
の職員が子どもの権利
に配慮した対応ができる
ようにする。

こども課

2



Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

5 上越市学校同和教育推進協
議会による取組

部落差別をなくし、真に人権尊重
の社会を実現するために、同和教
育に関する研究協議を行い、上越
市立幼稚園、小学校、中学校の同
和教育推進に資する取組を行う。

・市教委学校訪問での指導（年1
回、すべての学校を訪問）
・各校における年間指導計画の改
善（副読本と手引きの活用）等

・部落差別を無くし、真に人権尊重
の社会を実現するために、同和教
育に関する研究協議を行い、上越
市立幼稚園、小学校、中学校にお
ける同和教育の推進に資する取
組を行う。
次の、研究協議を行う。
（１）研修、啓発活動推進に関する
事項
（２）情報の提供・交換に関する事
項
（３）その他必要な事項

年間指導計画の改善・研
修授業の実施校数

市内公立全小中学校（74
校）

市内公立全小中学校 人権教育、同和教育を着実に進めるた
めに、各校における研究授業や実践に
基づく年間指導計画の見直しと改善が
必要であるため。

・市教委学校訪問での指導
（年1回、すべての学校を訪
問）
・各校における年間指導計画
の改善（副読本と手引きの活
用）等

・市教委の授業改善支援
訪問では、市内の全学校・
園すべてを訪問した。その
うち27校では共同参観で、
48校では一般参観で、人
権教育、同和教育の授業
公開があり、指導を行った。
（共同参観では、訪問した
指導主事以外にもその学
校の全職員が授業を参観
している。一般参観では、
訪問指導主事だけが参観
している。）
・全ての学校で年間指導計
画が整備されている。
・8月24日に上越市学校同
和教育推進協議会主催の
フィールドワークを行い、教
職員30人が参加した。

○

授業改善支援訪問
ですべての小中学校
を訪問し、共同参観
または一般参観授
業において人権教
育、同和教育の授業
公開を行った。このこ
とにより意識の醸成と
より深い理解につな
がった。

→

・市教委学校訪問での
指導（年1回、すべての
学校を訪問）
・各校における年間指
導計画の改善（副読本
と手引きの活用）等

上越市人権
総合計画

学校教育
課

6 同和教育研究指定地区制度
による同和教育の取組

同和教育研究指定地区制度に基
づき、順次中学校区単位で地区を
指定し、実践調査研究や各種資料
の作成等により、人権教育に関す
る指導方法・内容についての研修
を充実させる。

同和教育研究指定地区制度に基
づいて、順次中学校区単位で地区
を指定し、実践調査研究や各種資
料の作成等により、人権教育に関
する指導方法・内容についての研
修を充実させるため。

実施中学校区数 毎年3～4中学校区を指定 5年間で新たに16中学校
区を指定（7年間で全中学
校区を指定）

7年間で全中学校区を指定することに
よって、市内すべての子どもが小中学
校に通う間に指定研究の取組の対象と
する。

指定2年目の牧・清里中学校
区、雄志・八千浦中学校区
と、指定1年目の大島・浦川
原中学校区、直江津東中学
校区の研修の取組について
指導・支援を行うとともに、成
果発表研修会を開催し、他
の学校や地域に報告する。

・5月26日に同和教育研究
指定地区制度説明会を開
催した。
・2月23日に同和教育研究
指定地区校成果発表研修
会を開催した。
・牧・清里中学校区、雄志・
八千浦中学校区が発表を
行った。
・雄志・八千浦中学校区で
は、学校運営協議会委員
も現地学習会に参加した。
（市内初の取組）

○

指定中学校区の成
果発表研修会を開
催し、他の学校や地
域に報告することを
通して、同事業の推
進と理解が深まっ
た。

→

指定2年目の大島・浦
川原中学校区、直江津
東中学校区の成果発表
研修会に実施。指定1
年目の安塚・三和中学
校区の研修の取組につ
いて指導、支援を行う。 上越市総合

教育プラン
上越市人権
総合計画

学校教育
課

7 学校における人権教育への
支援

学校における人権教育を支援する
ため、学校教育重点説明会、転
入・新規採用職員説明会等におい
て、人権教育への指導を行うほ
か、教育センターが実施するカウ
ンセリング技能向上のための研修
を充実する。また、人権問題に関
する研究会への参加を奨励するな
ど、情報提供に努める。

学校における人権教育の推進の
ため、教師自身の意識を高め人権
感覚を磨く研修会の開催や、研究
会についての情報提供が必要で
あるため。

研修会等参加者数 市内公立小中学校1人（74
人）以上

市内公立小中学校1人以
上

研修内容を各校に持ち帰り実践に生か
す。

学校教育重点説明会、転入・
新規採用職員説明会等にお
いて、人権教育への指導を
行うほか、教育センターが実
施するカウンセリング技能向
上のための研修を充実す
る。また、人権問題に関する
研究会への参加を奨励する
など、情報提供に努めるとと
もに、研修後は各校で確実
に復命を行い資料を回覧す
るように呼びかける。

・教育センターが開催したカ
ウンセリング研修には、夏期
110人(延べ人数)、冬期
152人の参加があった。
・人権教育、同和教育に関
する研修について、学校・
園に案内し、市内から多く
の参加者があった。人権・
同和センター「越佐にんげ
ん学校」の講座に市内60
校が参加、8月4日に妙高
市で開催された県同和教
育研究協議会新潟県研究
集会には、市内から215人
が参加した。
・2月21日開催の上越市学
校教育実践上の重点説明
会、3月30日開催の転入・
新規採用管理職説明会に
おいて人権教育、同和教
育の重点について説明を
行った。

○

教師自身の意識を
高め人権感覚を磨く
研修会の開催や研
究会についての情報
提供により、学校に
おける人権教育の推
進につながっている。

→

学校教育重点説明会、
転入・新規採用職員説
明会等において、人権
教育への指導を行うほ
か、教育センターが実
施するカウンセリング技
能向上のための研修を
充実する。また、人権問
題に関する研究会への
参加を奨励するなど、
情報提供に努めるととも
に、研修後は各校で確
実に復命を行い資料を
回覧するように呼びかけ
る。

上越市総合
教育プラン

学校教育
課

２　子どもの権利を大切にできる環境づくり

３　子どもが健やかに成長するための取組の推進

1 ボランティアだよりキッズの作
成・配布

子どもたちの社会参加の意欲を高
めるため、小・中学生を対象にボ
ランティアに関する情報を提供す
る。

子どもの社会参加意欲を向上させ
るとともに、自ら責任を持って行動
するというボランティア本来の意義
の浸透を図る。

子どもボランティア活動に
関する効果的な情報発信
回数

年1回 年1回 ボランティアの意義や大切さを伝え、参
加を促すことにより、市民が主役のまち
づくりの推進に寄与する。

「ボランティアだよりキッズ」
の活動情報を検討しながら、
多くの小中学生がボランティ
アを通じて社会参加を促せる
ような情報を掲載・発信して
いく。

ボランティアだよりキッズを
見て参加した小・中学生
は、参加者121人の内29
人であり、チラシの配布によ
り参加者が増え、ボランティ
アの体験に寄与した。

○

ボランティアだより
キッズの掲載情報が
例年似かよった内容
が多かったため、清
掃ボランティアを初
めて掲載した。
来年度も引き続き、
小・中学生が興味を
持つ体験ボランティ
アの情報収集・発信
を行っていく。

→

ボランティアだよりキッズ
の掲載情報を引き続き
検討しながら、より多くの
小・中学生のボランティ
ア活動を通じた社会参
加を促せるような情報を
掲載・発信していく。 上越市子ど

も・子育て支
援事業計画

共生まち
づくり課

【評価指標】地域が安全で安心して暮らせると感じる子どもの割合　97％⇒97％以上

【評価指標】地域の行事などに参加する子どもの割合　75％⇒78％
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

2 追 学校運営協議会制度（コミュ
ニティ・スクール）の推進

市立の全小中学校をコミュニティ・
スクールに指定し、校長、教職員、
保護者、地域住民、学識経験者な
どで構成する「学校運営協議会」
を設置する。協議会では、学校運
営の基本方針の承認、教育活動
に関する意見交換、学校評価など
を行い、地域とともにある学校づく
りを進める。

コミュニティ・スクールの実施によ
り、学校、家庭、地域がそれぞれ
の教育を充実するとともに、連携し
て教育を推進する。

・年度末に取りまとめる各
学校運営協議会の取組
情報
・学校運営協議会代表者
懇談会等の情報交換会

すべての公立小中学校で
実施

すべての公立小中学校で
実施

学校運営協議会の運営により、学校が
家庭や地域と連携して子どもをよりよく
育てることができる環境づくりを進め
る。

学校運営協議会の運営によ
り、学校が家庭や地域と連携
して子どもをよりよく育てるこ
とができる環境づくりを推進
する。

10月13日に学校運営協議
会代表者懇談会を開催し
た。「地域とともにある学校
～コミュニティ・スクールと
地域学校協働活動の一体
的推進に向けて」という演
題で講演を聴講し、学校・
地域間の連携の在り方につ
いて改めて考えた。その
後、講演内容も踏まえなが
ら、各校での実態につい
て、グループ別に情報交
換・協議を行った。

○

学校運営協議会制
度を導入して5年が
経過した。学校職員
も委員も入れ替わる
ことがあるため、今後
も意図的・計画的に
研修を進める必要が
ある。 →

ファシリテーションなど、
学校運営協議会での
「熟議」の充実を図る研
修を設定するとともに、
家庭教育支援や、社会
に開かれた教育課程、
小中連携、一貫教育等
の視点から、コミュニ
ティ・スクールの在り方
について、研修や情報
交換を進めながら明ら
かにしていく。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

3 職場体験等の実施 地域社会への参加、人権感覚を
養う学習の一環として中学2年生
を対象に職場体験、地域の見学
等を行う。

職場体験 の受入れ体制など教育
条件の整備・充実を図り、キャリア
教育の一環としての職場体験を通
して、望ましい勤労観をはぐくみ、
働くことの意義や自分の将来を明
確に考えることができる生徒を育
てる。

ゆめチャレンジ事業で職
場体験を実施

すべての中学校の2年生
が5日間
※文部科学省が職場体験
充実のポイントとして「体験
の5日間の実施」としてい
る。

すべての中学校の2年生
が5日間
※文部科学省が職場体験
充実のポイントとして「体験
の5日間の実施」としてい
る。

地域社会への参加体験を行うことで、
子ども自身の人権感覚を養う。

継続して、全ての中学２年生
が５日間の職場体験を行うこ
とができるようにする。

・上越市内の全ての中学校
2年生1,514人が7月4日～
8月26日の期間の6期に渡
り、全487か所の事業所で5
日間の職場体験学習を
行った。
・「社会の中での仕事の大
切さと将来とのかかわりがわ
かった」、「自分の将来につ
いて興味や関心を高めた」
等のアンケートの肯定的評
価が95％以上であった。

○

来年度も上越市内
の全ての中学校2年
生が5日間の職場体
験ができるよう、事業
所を開拓していく。

→

上越市キャリア・スター
ト・ウィーク実行委員会
を中核に、実施校の担
当者による職場体験推
進部会を編制すること
で、きめ細かな事業を
展開する。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

4 謙信ＫＩＤＳプロジェクト 各種体験活動を通して、児童・生
徒の育成を図る。

体験活動への参加を通じて、様々
なことに関心を持つ児童・生徒を
育成する。（成人者に対して実施し
ている自発的に行動できる人材の
育成事業への参加につなげてい
く。）

・募集定員に対する申込
率
・参加者の事業終了後の
自己目標達成度

・募集人数に対する申込
率
1,233人（申込件数）／864
人(募集定員)≒143％

※他の2項目については
平成27年度から把握する
ため、今後目標とする基準
値を設定する。

毎年の募集人数に対する
申込率が上回っているこ
と。

※他の2項目については
平成27年度から把握する
ため、今後目標とする基準
値を設定する。

・児童が興味を持つ内容の体験活動が
提供できているのかどうかを図る目安
として、募集定員に対する申込率とした
もの。
・体験活動への参加を通じて「自己目
標の達成度」をアンケートを通じて確認
し、事業の実効性を図る。

講座で取り上げる上越市の
特色についての理解度やほ
かの活動への興味などを講
座終了後のアンケート項目
に追加する。

・定員に対する申込率
≒196％（申込人数1,130
人／定員575人）
・アンケート回答者のうち、
自己目標達成度99％、講
座に参加した満足度92％
・アンケート新規設定項目
のほかの活動への興味度
95％（積極参加39％、興
味あるものへの参加
56％）、上越市の特色への
理解度67％

○

地域の特色につい
て、より深く理解でき
るような学びの機会
を提供できるよう取
組を継続する。

→

各講座において、上越
市との関係性をより強調
できるよう内容を検討し
て実施する。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

5 学びの輪プロジェクト（すこや
かな暮らし応援事業）

保護者を対象に、家庭環境や育
児など家庭教育を題材とした講座
を行い、家庭の教育力の向上を図
る。

家庭環境や育児など家庭教育を
題材とした講座を行い、家庭の教
育力を向上させる。

定員に対する申込率
100％

定員に対する申込率
100％

定員に対する申込率
100％

子どもの成長について理解を深め、子
育て中の悩みや課題を共有し、自己の
課題解決につなげる。

「家庭教育支援講座」を28地
区公民館で実施するテーマ
学習に位置付け、企画実施
する。

28地区すべての地区公民
館において、子どもとの対話
法や食育などに関する講座
を実施した。（30講座）
定員628人に対し申込人数
587人。定員に対する申込
率は94%。

○

保育園・小中学校の
教育機関等と連携の
強化を図り、地域の
実情に応じた学習内
容の把握に努めた。 →

「家庭教育支援講座」を
28地区公民館で実施
するテーマ学習に位置
付け、企画実施する。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

6 青少年健全育成センター事
業

街頭指導や環境浄化活動を通し
て、防犯や非行防止の呼びかけを
行い、青少年の健全育成を推進す
る。

青少年の健全育成、非行防止を
図るため、市内を巡回し青少年へ
の声がけによる街頭指導を行う。

青少年健全育成委員が
街頭指導「愛の一声運
動」で、あいさつを含めた
声かけの回（人）数
※内容について、あいさ
つの数は増加に、注意指
導の数が減少することが
望ましい

年間4,983回（人）
注意・指導623回(人)

年間6,000回（人）以上 青少年へ声掛けをすることにより、地域
で見守っている大人がいるという安心
感を持たせ、非行防止につなげるもの
で、例年の目標値を設定したもの。
※回（人）数はあいさつ、注意・指導の
合算で延べ人数。

青少年健全育成委員の資質
向上を図るために、委員の
要望を生かし青少年の置か
れている環境や対処の仕方
に関する研修会を４回実施
する。

4回の研修会のうち、2回の
全員研修会は70％を超え
る参加者を得て実施でき
た。また、10月の関東・甲
信越静地区研修大会・新
潟大会にも参加し、県内外
の取組を知り青少年の置か
れている状況の理解を深め
た。
年度末実績　7,626回（人）

○

一方的に話を聞く研
修内容ではなく、参
加者の発表や施設
見学を取り入れた研
修会を計画した。結
果、多くの参加者を
得て充実した研修と
なった。

→

青少年健全育成委員の
資質向上を図り、現在
青少年の置かれている
環境や実態を理解する
ため、現場視察等を取り
入れた研修会を４回実
施する。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

7 地域青少年育成会議
　

中学校単位で設置されている青少
年育成会議が、地域の青少年育
成に主体的に関わり、学校等の教
育機関と連携し、地域の総合的な
教育力の向上を目指して地域の
特色を活かした活動を行う。

「地域の子どもは地域が育てる」こ
とに資する活動を通して、地域の
教育力の向上を図る。

コーディネーターの資質
向上のための研修会実
施数

年4回 年4回 育成会議の活動の中核となるコーディ
ネーターの資質向上により、育成会議
の活発化と地域での教育力の向上が
期待できるため。

コーディネーターの資質向上
のため、引き続き研修会（自
主開催を含む。）を4回実施
する。

計画どおり年4回研修会（う
ち自主的開催2回）を実施
した。

○

自主的に開催するノ
ウハウの習得も含
め、コーディネーター
の資質向上に向け、
取組を継続する。

→

コーディネーターの資質
向上のため、引き続き
研修会（自主開催を含
む。）を年4回実施す
る。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

8 安全教室 保育園、幼稚園、認定こども園、
小学校に安全教育指導員を派遣
し、犯罪から自らの身を守るため
の方法などを指導する。

犯罪弱者である子どもに犯罪の被
害にあわないための知識を習得さ
せ、市民生活の安全・安心の確保
を図る。

開催回数 幼稚園・保育園・認定こど
も園
＝37園中36園で実施
小学校＝53校中45校で実
施（未開催の学校は学校
独自で実施）

幼稚園・保育園・認定保育
園
＝申込のあった園に対し
100％実施
小学校＝申込のあった学
校に対し100％実施

安全教育指導員を派遣し、自らの身を
守るための方法などを指導している。
幼・保は全園の半数を毎年の対象園と
して希望園に対して実施している。小学
校は1年生を対象学年とし毎年希望校
に対して実施している。

幼稚園・保育園・認定こども
園、学校に対して、犯罪被害
に遭わないための指導・助言
を行う。
・幼稚園、保育園・認定こども
園では、防犯と交通安全を統
合した親子向け教室を、申込
園に対して実施する。
・小学校へは、低学年を対象
とした防犯教室のシナリオを
配布し、学校の日程で防犯
指導が出来るようにする。

・小学校低学年を対象とし
た防犯教室の指導案を配
布した。
・必要に応じ、学校等への
助言を行った。
・親子防犯・交通安全教室
を実施した。
　申込・実施園：12園
　受講者：園児・保護者等
842人

○

・子の安全確保には
親の日頃の指導・管
理が重要であること
から、今後も親子教
室を継続する。
・専門性を要する指
導のため、申し込み
のあった幼稚園・保
育園及び小学校に
対し、子どものみを対
象とした防犯教室を
再開する。

→

・親子防犯・交通安全
教室を実施する。
・申し込みのあった幼稚
園及び保育園に対し、
安全教室を実施する。
・申し込みのあった小学
校に対し、1年生を対象
とした防犯教室を実施
する。

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進計
画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課

9 安全安心まちづくり推進パト
ロール

犯罪の抑止と防犯意識の啓発を
図るため、児童・生徒の下校時間
帯を重点にした市の青色回転灯
パトロール車16台による巡回を行
う。

街頭犯罪の未然防止及び防犯意
識の高揚を図るためパトロールを
実施する。

青色パトロール車16台に
よるながらパトロールの
実施回数

実施時間数（年間）
　　　1,055時間
実施回数（年間）
　　　16台で762回の運行

週１回以上 青色パトロール車の許可条件である週
1回以上の運行を行う。パトロールによ
り、防犯意識の啓発を図る。

週1回以上のパトロールを継
続して実施する。

木田庁舎2台、各総合事務
所1台の合計15台でパト
ロールを実施した。
【実施回数】
　2,290回（週平均2.9回）

○

週1回以上のパトロー
ルを実施することが
できた。今後も週1回
以上のパトロールを
実施する。

→

週1回以上のパトロール
を実施する。 上越市みん

なで防犯安
全安心まち
づくり推進計
画

市民安全
課

10 拡 安全メール 市内で発生した犯罪、災害、火
災、交通事故、その他（クマ・サル
の出没）情報をメール配信により
情報提供することにより、被害の
連鎖や拡大を抑止する。

市内で発生した犯罪、災害、交通
事故などの情報を迅速に提供し、
市民の自主的な防犯・防災活動を
促し、市民の安全安心の確保を図
る。

安全メール登録者数（件） 5,876件 6,200件 登録件数を増やすことで、市内で発生
した犯罪、災害、交通事故等の被害の
連鎖を抑止する。

登録件数を6,500件以上とす
る。
・広報上越や携帯電話会社
等と連携し登録者増加に向
けた広報活動を行う。
・情報提供に関しては、必要
な情報を提供し、被害の拡大
防止や注意喚起を行う。

登録者数の増加に向け、広
報上越への掲載や防犯指
導の際に周知した。

【登録者数】
　7,568人
【安全メール発信数】
　260件
　　防犯情報　18件
　　防災情報　11件
　　交通安全情報　9件
　　火災情報　98件
　　その他（行方不明、クマ
等）　124件

○

引き続き登録者増
加に向け、様々な機
会を通じ広報を行
う。

→

・登録件数を6,500件以
上とする。(安全安心ま
ちづくり推進計画掲載事
業のため変更不能）
・広報上越等を活用し
登録者増加に向けた広
報活動を行う。
・情報提供に関しては、
必要な情報を提供し、
被害の拡大防止や注意
喚起を行う。

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進計
画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課

11 110番協力車制度 地域住民の協力による自主的な
防犯活動の一環として、趣旨に賛
同する方の車両に「110ばん協力
車」のステッカーを貼り付けてもら
い、車両運行中に不審者又は助
けを求める子どもを発見した場合
に警察その他関係機関への通報
及び子どもの保護活動を行う。

市民ぐるみで犯罪の抑止と防犯意
識の啓発を図り、犯罪のない安全
で安心なまちづくりを実現する。

協力車登録台数 4,536台 毎年、前年度より登録台
数が増加

協力車の登録台数の増加により、犯罪
の抑止につなげる。

登録台数の増加に向け、広
報活動を実施する。

登録台数の増加に向け、広
報上越への掲載や防犯指
導の際に周知した。

【新規登録台数】
　10７台
【累計登録台数】
4,98４台

○

広報上越、防犯講
話での広報活動を実
施したことが、登録台
数の増加につながっ
たことから、更なる広
報活動を実施する。 →

登録台数の増加に向
け、広報活動を実施す
る。 上越市みん

なで防犯安
全安心まち
づくり推進計
画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課

４　誰もが等しく権利を享受するための支援 【評価指標】必要な支援や助成が受けられていないと感じる人の割合　12％⇒6％

1 こども発達支援センター
（児童発達支援事業）

　
　

乳幼児の発達及び発育を懸念す
る保護者からの相談に応じるとと
もに、必要な乳幼児に対し発達を
促す療育サービス等を提供する。
また、日常生活場面で障害等を理
由に活動や参加が制約されること
がないようその子なりの活動参加
に向けた環境調整等を図る。

事業が日常生活の生きる力につ
ながるよう、関係者と方向性を共
有した中で支援を展開する。

療育登録児にかかる個別
支援計画の作成割合

100% 100% 療育サービスを提供する乳幼児対し個
別支援計画（親や在籍園等と共有）を
作成し、定期的に内容を評価していくこ
とで、子どもを中心とした一貫した支援
に繋げていくことができるため。

・子どもの発育・発達に不安
のある保護者からの相談に
応じるとともに、必要な乳幼
児に対し発達及び発育の支
援を行う。
・園での指導方針と結びつい
たセンター個別支援計画を
作成していく。

【実施園数】
全園

○

センター主体ではな
く、園が主体となって
子どもへの支援方法
を考え、実践していく
ことの重要性を園側
に広めることができ
た。

→

・発育・発達を懸念する
保護者からの相談に応
じるとともに、必要な乳
幼児に対し発達及び発
育の支援を行う。
・園での指導方針と結び
ついたセンター個別支
援計画を作成する。

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども発達
支援セン
ター

2 拡 児童扶養手当給付事業
　

ひとり親家庭等の父または母等に
対して手当を給付する。

ひとり親家庭等の生活の安定と子
育てにかかる経済的負担の軽減
を図る。

広報紙による制度の周知
回数

年1回 年2回 制度の周知回数を増やすことで、未申
請者の申請を促す。

現行の8月に加え、申請が増
える年末頃、広報紙で制度
の周知を行う。

・申請漏れが起こらないよ
う、市民課と連携し、対象
者に手続きの案内を行っ
た。
・広報上越8月1日号で制
度の周知を行った。
・平成28年8月分以降、第
2子、第3子以降にかかる
手当を加算する（児童扶養
手当法改正による）。この制
度改正をホームページに掲
載し、対象者へ文書で周知
した。

○

市民課等と連携し、
ひとり親になるタイミ
ングを捉え、制度の
周知と申請案内を
行った。

→

申請漏れが起こらない
よう、市民課等と連携
し、対象者に手続きの
案内を行う。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 拡 子ども医療費助成事業

　

入院、通院ともに0歳から中学校
卒業までの子どもの医療費に対
し、自己負担金から一部負担金を
控除した額を助成する。

疾病の早期発見と早期治療を促
すとともに、子育て支援として保護
者の経済的な負担を軽減する。

申請漏れ件数 0件
住民票異動リストとの突合
により確認する

0件
住民票異動リストとの突合
により確認する

対象となるすべての子どもが医療機関
に受診しやすい環境を整える。

・平成28年9月1日から、対象
者を高校卒業相当年齢（18
歳到達後最初の3月31日ま
で）に拡充する。
・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対して随
時案内を行う。

・出生及び転入による受給
資格者について、市民課と
連携し、手続きの案内を
行った。
・住民票の異動状況を把握
し、未申請者に対し随時案
内を行った。
・拡充に伴う未申請者に対
し、郵送により申請を促し
た。

○

拡充に伴う未申請者
へ通知を行ったが、
半数がいまだ未申請
となっているため、再
度通知を行う必要が
ある。 →

・引き続き市民課と連携
し、対象者に手続きの
案内を行う。
・住民票の異動状況を
随時確認し、未申請者
に対し、随時案内を行
う。
・未申請者に対し、通知
を行い、制度の周知を
図る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5



Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

4 追 拡 ひとり親家庭等支援事業 ひとり親家庭等の経済的負担の
軽減を図るため医療費助成を行う
とともに、母子自立支援員による
就労支援や資格取得のための費
用などを助成する。

医療費助成を行うことで、疾病の
早期発見・早期治療を促すととも
に、ひとり親世帯の経済的な負担
を軽減する。
合わせて、ひとり親家庭の経済的
自立を促すことで、生活の安定を
図る。

制度の周知回数 年2回 年4回 制度の周知回数を増やすことで、未申
請者・未利用者の申請を促す。

引き続きハローワークとも連
携をしながら、こども課にお
いても就労支援を行っている
PRをする必要がある。新規
申請者及び現況届出時に
「無職」のひとり親に対し、就
労支援を働きかけていく。

・児童扶養手当定期支払
通知等に就職支援案内を
同封し、対象者全員に支援
制度の案内を行った。（4月
及び12月定期支払通知、
7月現況届書類送付、10
月の現況届裁定結果通
知、毎月の新規認定通知
等に同封）
・児童扶養手当申請者のう
ち無職の人に対し、制度を
説明し、案内チラシを配布
した。
・自立支援プログラム作成：
10件

○

これまで年3回だった
就労支援制度チラシ
の対象者全員への
配布を年4回に増や
したが、自立支援プ
ログラムの作成件数
は伸びなかった。一
方、ハローワークの就
労自立促進事業に
おける児童扶養手当
受給者の就職件数
が目標の22件に対し
46件の実績となって
おり、就労を希望す
るひとり親はハロー
ワークの就労支援を
受けたものと考えら
れる。

→

引き続きハローワークと
も連携をしながら、こども
課においても就労支援
を行っているPRをする
必要がある。新規申請
者及び現況届出時に
「無職」のひとり親に対
し、就労支援を働きかけ
ていく。 上越市子ど

も・子育て支
援事業計画

こども課

5 私立幼稚園教育振興事業 公立・私立間の保護者負担の格
差是正を図り、もって私立幼稚園
教育の普及・充実を図るため、私
立幼稚園及び園児保護者へ助成
を行う。

幼児教育を受ける権利を平等に享
受できるよう、保護者の所得に応
じた保育料補助を行い、幼児教育
の振興を図る。

申請漏れ件数 0件
幼稚園に対して未申請理
由を確認し、当該補助金
交付対象者になりえる人
に申請を促す

0件
幼稚園に対して未申請理
由を確認し、当該補助金
交付対象者になりえる人
に申請を促す

公立・私立間の負担均衡を図る目的と
しているため、周知不足を理由とした申
請漏れによる補助金未受給を無くす必
要があるため

子ども・子育て支援新制度に
移行しない私立幼稚園に対
し、支援が必要な保護者の
把握に努め、対象者全員に
所得状況に応じた補助を行
う。

申請漏れ件数
0件

○

幼稚園に対して未申
請理由を確認し、当
該補助金交付対象
者になりえる人に申
請を促す。 →

子ども・子育て支援新制
度に移行しない私立幼
稚園に対し、支援が必
要な保護者の把握に努
め、対象者全員に所得
状況に応じた補助を行
う。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

教育総務
課

6 就学支援委員会 ・特別な教育的支援を要する児童
生徒の自立と共生を目指す特別
支援教育を推進する。
・特別な教育的支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対し、十分
な教育を受ける機会を保障し、当
該幼児、児童及び生徒の保護者
及び教育諸機関等に支援を行うこ
とにより、当該幼児、児童及び生
徒の適切な就学を図るため、上越
市就学支援委員会を置く。
・幼児、児童及び生徒一人ひとり
の適切な就学についての判断及
び具体的な支援方策についての
提言を行う。

特別な教育的支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対し、十分な
教育を受ける機会を保障し、当該
幼児、児童及び生徒の保護者及
び教育機関等に支援を行うことに
より、当該幼児、児童及び生徒の
適切な就学を図る。

管理職や就学相談員に
国の就学基準に基づいた
判断や支援方策について
周知徹底し、適切かつ円
滑な就学支援が行えるよ
うにする。
就学支援委員会を開催
し、個々のケースについ
て慎重に審議を行う。
幼児、児童及び生徒一人
ひとりの適切な就学につ
いての判断及び具体的な
支援方策についての提言
を行う。

実施 継続実施 管理職や就学相談員に就学基準に基
づいた判断や支援方策を周知すること
で、保護者や本人への情報提供が適
切に行え、合意のもと、就学先を決定し
たり、児童生徒の障害の状態に応じた
指導や支援を行ったりすることができる
ため。

管理職向け研修会で、制度
を周知したり、就学相談員向
け研修で、制度や相談手続、
就学基準などについて研修
する。
就学支援委員会を開催し、
個々のケースについて慎重
に審議を行う。
幼児、児童及び生徒一人ひ
とりの適切な就学についての
判断及び具体的な支援方策
についての提言を行う。

10月18日,19日に、就学支
援委員会を開催し、就学相
談申し込みケースの最終審
議を行った。最終判断の確
認・判断は、幼児児童生徒
合わせて319人実施した。
就学先判断を保護者と学
校に通知し、保護者の意向
を確認し、合意のもと、就学
先を決定した。

○

就学相談申し込み
件数は微増してい
る。計画的に就学相
談を進め、保護者や
本人との合意のもと、
就学先決定や指導、
支援内容を決定でき
るよう、各担当者向
けの研修会を開催し
周知を図る。

→

就学相談員向け、コー
ディネーター向け、管理
職向け研修会を年度当
初に開催し、就学相談
の目的や方策について
周知を図る。
こども発達支援センター
等関係機関との連携を
進め、円滑に相談が行
えるようにする。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

7 特別支援学級 小・中学校に特別支援学級を設置
し、教育上特別な支援を必要とす
る児童･生徒に対し、学習上また
は生活上の困難を克服するため
の教育を行う。

就学支援委員会の判断を基とした
就学相談により、個々の児童生徒
に応じて入級を決定し、障害によ
る学習上または生活上の困難を
克服するための教育を充実する。

就学支援委員会の判断
を基とした就学相談によ
り、個々の児童生徒に応
じて入級を決定し、障害
による学習上または生活
上の困難を克服するため
の教育を充実する。

実施 継続実施 就学支援委員会の判断を基とした就学
相談により、個々の児童生徒に応じて
入級を決定し、障害による学習上また
は生活上の困難を克服するための教
育を充実する。

就学支援委員会の判断を基
とした就学相談により、個々
の児童生徒に応じて入級を
決定し、障害による学習上ま
たは生活上の困難を克服す
るための教育を充実する。

教育上特別な支援を必要
とする児童生徒に対し、学
習上または生活上の困難
を克服するための教育を
行った。
（特別支援学級在籍：小学
校286人、中学校151人）

○

就学支援に従い、教
育上特別な支援を
要する児童生徒が
適切な支援を受けら
れるよう学習環境を
整える。 →

・新任特別支援学級担
任向け研修会を実施
し、特別支援学級の目
的、運営等について周
知を図る。
・特別な支援を要する
児童生徒に対し、身辺
自立の支援を行うため、
介護員を配置する。

学校教育
課

8 学習指導支援事業 教育補助員や介護員配置を行
い、学習障害、注意欠陥多動性障
害及び高機能自閉症など発達障
害のある児童・生徒へのきめ細か
い指導を行うことにより、児童・生
徒の学習を充実させ、生きる力を
育てる。

児童・生徒の学習を充実させ、生
きる力を育てる。

特別な支援を要する児童
生徒の在籍数及び障害
の実態に応じた職員配置
人数

教育補助員72人（小中）
介護員71人（小中）

教育補助員67人
介護員69人
※特別な支援を要する児
童・生徒数が児童・生徒の
総数に比例して減少傾向
にあり、教員補助員・介護
員の配置人数も減少

特別な支援を要する児童生徒の在籍
数及び障害の実態に応じ教育補助員・
介護員を適正配置することで、きめ細
かい指導を行う。

・通常学級における特別な支
援を要する児童・生徒が多数
在籍する学校に、教育補助
員を設置し、特別支援学級
設置校で特に介護を必要と
する児童・生徒が在籍する学
校に、介護員・看護師を配置
する。適切な対応が行えるよ
う研修を実施する。
・教育補助員74人、介護員76
人、看護師2人を配置する。

・教育補助員を74人、介護
員を76人、学校看護師を２
人配置した。
・教育補助員が授業担当
者の指示を受けて個別指
導を行う「取り出しの学習指
導」を行っているすべての
学校訪問を行い、指導・助
言をした。
・研修会を２回実施。
・巡回相談活用調査におい
て、効果があったと回答し
た学校が100％であった。

○

・継続して研修会を
実施する。
・継続して教育補助
員が授業担当者の
指示を受けて個別指
導を行う「取り出しの
学習指導」を行って
いる学校を訪問し、
指導・助言を行う。

→

・継続して年２回の研修
会を実施し、資質の向
上を図る。
・教育補助員が授業担
当者の指示を受けて個
別指導を行う「取り出し
の学習指導」を実施して
いる学校訪問を実施し、
教育補助員の指導や支
援に対する助言や、学
校体制に対する指導を
行い、効果的な指導が
できるようにする。

学校教育
課

9 奨学金貸付事業 経済的な理由により就学が困難な
学生・生徒に対して、奨学金を貸
付けることにより、教育の機会均
等の確保を図り、地域社会に有用
な人材の育成に寄与する。

学資の貸付を通じ、教育の機会均
等を図る。

制度周知回数 年1回

【参考】H26末
延べ116人
残高87,736千円

年1回 社会情勢や個人的問題などが大きく影
響する事業であることから、人数や金
額の設定を避け、制度を周知する回数
を目標とした。

制度の周知を徹底する。
周知方法：学校へ募集要項
等送付(中学校、高校、専修
学校、大学)、広報上越への
掲載、上越市ホームページ
への登載。
応募者の増加を目指し、制
度の周知方法の検討及び応
募要項等の見直しについて
検討する。

奨学金の募集開始時期に
合わせて、市ホームペー
ジ、広報上越での周知に加
え、市内の中学・高校をは
じめ近隣市の高校、県内お
よび近隣県の大学、専門学
校等９５余りの学校等に募
集要項の配置を依頼。県
奨学金ガイド等を活用し、
奨学金制度の周知を行うこ
とができた。

【周知回数】　1回

○

・関係機関と連携し
ながら、奨学金制度
の周知を徹底して行
うことができた。

→

制度の周知を徹底す
る。
周知方法：学校へ募集
要項等送付(中学校、
高校、専修学校、大
学)、広報上越への掲
載、ホームページへの
登載。
応募者の増加を目指
し、制度の周知方法の
検討及び応募要項等の
見直しについて検討す
る。

学校教育
課
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

10 就学援助費補助事業 経済的に困窮する世帯の教育費
の一部負担軽減を図るため、学用
品費や給食費などの支援を行う。

学校教育法に定める援助を行い、
保護者の収入状況にかかわらず、
等しく平等な教育を受ける機会を
保障する。

制度周知回数 年3回

【参考】H26支給実績
小学校
　1,410件101,968千円
中学校
   　906件 98,456千円

年3回 社会情勢や個人的問題などが大きく影
響する事業であることから、人数や金
額の設定を避け、制度を周知する回数
を目標とした。

必要な援助を行うため、制度
の周知を徹底し、対象者の
申請漏れがないようにする。
周知方法：市内全児童生徒
に学校から制度案内を配付
するほか、広報上越にも掲
載し周知を図る。

4月と9月と1月に、市内小
中学校の全児童生徒に制
度案内を配布したほか、広
報上越にも記事を記載し、
制度周知に努めた。

【周知回数】　3回

○

制度の周知を徹底し
て、援助が必要な児
童生徒に援助費を
支給することができ
た。

→

年3回、市内小中学校
の全児童生徒に制度案
内を配布する。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

11 拡 通学援助費 遠距離通学する児童・生徒の通学
費を援助し、保護者の負担軽減を
図る。

遠距離通学する児童・生徒の通学
費を援助し、保護者の負担軽減を
図る。

制度周知回数 1回
【参考】H26実績
小学校21,356千円
中学校36,817千円

2回 学校経由で制度周知を図り、確実に対
象地域の児童・生徒の通学補助申請
ができるようにする。

各学校と連携しながら周知を
図り、申請漏れがないように
する。
周知方法：学校が該当児童
生徒保護者に周知する。
補助金交付申請時期の見直
しを行い、より早い段階で対
象者を把握できるように努め
る。

学校と連携し、制度の周知
及び対象者の把握を行うこ
とで、対象となる児童・生徒
の通学費を援助し、保護者
の負担軽減と通学時の安
全を確保することができた。

○

継続して通学費の援
助を行うことで、保護
者の経済的負担を
軽減する。

→

学校を通した制度の周
知を徹底することで、対
象者の申請漏れを防
ぎ、確実に児童・生徒の
通学補助ができるように
する。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

12 上越市自立支援協議会の運
営

　

・障害のある人（児童含む）の福祉
向上を目的とし、個別の相談支援
からニーズや課題を抽出し、その
解決・改善に向けた検討を行う。
・協議会に子ども関連の部会を設
置し、幼児期から学童期までの課
題について検討する。

障害のある人の生活を地域全体
で支えるため、関係者の連携強化
を図り、住み慣れた地域で安心し
て暮らすことができるまちづくりに
向けた事業を実施する。

子ども関連部会における
目的の達成度

子ども関連部会における
目的が達成されている。

子ども関連部会における
目的が達成されている。

子ども関連部会における目標が達成さ
れることで、子どもが安心して暮らすこ
とができるまちづくりに寄与する。

自立支援協議会の専門部会
として、引き続き月1回開催
し、地域課題を抽出・整理
し、課題解決に向けて関係
機関と連携し、福祉施策に反
映させる。

・子ども関連部会を8回開
催。
部会において、それぞれの
課題を抽出、整理し、福祉
施策の反映に向け検討を
進めた。
・放課後等デイサービスの
見学会（10月）を実施し、
サービスの周知を実施。
・障害児の放課後の過ごし
を検討するため、試験的に
バスケット教室を実施（2
月）

○

子ども部会におい
て、障害児の支援に
向けた課題抽出、及
び支援策の検討を
実施した。平成29年
度も引き続き、部会
を通じ障害児の支援
に向けた検討を継続
する。

→

自立支援協議会の専門
部会として、引き続き月
1回開催し、地域課題を
抽出・整理し、課題解決
に向けて関係機関と連
携し、福祉施策に反映
させる。 上越市障害

者福祉計画
福祉課

13 障害児福祉手当 精神または身体に著しい重度の
障害があり、日常生活において常
時介護を必要とする児童（20歳未
満）に対し、手当を支給する。

重度障害児に対して、その障害の
ため必要となる精神的、物質的な
特別な負担の軽減の一助として手
当てを支給することにより、特別障
害児の福祉の向上を図る。

窓口等での制度周知の
徹底

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落ち
がないか、職員間で確認
する。

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落ち
がないか、職員間で確認
する。

申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

関係機関と連携を図りなが
ら、申請漏れのないよう、窓
口等での制度周知の徹底に
努める。

関係機関と連携を図り、窓
口等での制度周知を徹底
し、申請漏れはなかった。

○

申請漏れがないよ
う、制度内容を窓口
等で周知することで、
日常生活の安定に
つなげる。 →

関係機関と連携を図り
ながら、申請漏れのな
いよう、窓口等での制度
周知の徹底に努める。

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

14 特別児童扶養手当

　

精神または身体に障害のある児
童（20歳未満）を在宅で監護・養育
する人に対し、手当を支給する。

手当を支給することにより、児童の
福祉の増進を図る。

窓口等での制度周知の
徹底

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落ち
がないか、職員間で確認
する。

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落ち
がないか、職員間で確認
する。

申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

関係機関と連携を図りなが
ら、申請漏れのないよう、窓
口等での制度周知の徹底に
努める。

関係機関と連携を図り、窓
口等での制度周知を徹底
し、申請漏れはなかった。

○

申請漏れがないよ
う、制度内容を窓口
等で周知することで、
日常生活の安定に
つなげる。 →

関係機関と連携を図り
ながら、申請漏れのな
いよう、窓口等での制度
周知の徹底に努める。 上越市障害

者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

15 通所交通費の助成 施設等へ定期的に通所する障害
のある児童の保護者に対し、経済
的負担の軽減を図るため、通所に
かかる交通費の一部を助成する。

身体・知的・精神に障害のある児
童の保護者に対し、通所交通費に
係る経済的負担を軽減することに
より、住み慣れた地域で生きがい
を持って暮らせるようにする。

関係機関と連携を図りな
がら、窓口等での制度周
知を徹底する

実施 継続実施 申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

利用される方については、申
請漏れがないよう、窓口等で
声がけするよう努める。

申請漏れがないよう、他の
福祉サービスを申請される
際に声がけを行い、窓口に
おいて周知を図るよう努め
た。

○

関係機関と連携を図
りながら、窓口等での
制度周知を徹底する

→

関係機関と連携を図り
ながら、窓口等での制
度周知を徹底する

上越市障害
者福祉計画

福祉課

16 障害児日中一時支援 日中介護者がいないため、一時的
に見守り等が必要な障害のある児
童等に、施設等で活動の場の提
供などの支援を行う。

日中介護者がいないため、一時的
に見守り等が必要な障害のある児
童等に活動の場を提供すること
で、自立生活及び社会参加を促進
する。

活動の提供場所 障害児日中一時支援事業
による活動の場の提供

指定放課後等デイサービ
ス事業所による活動の場
の提供

利用者のニーズを汲み取り、サービス
提供の場の移行を図る。

関係機関と連携を図りなが
ら、放課後等デイサービスへ
の移行を進めていく。

放課後等デイサービスの定
員超過時に、日中一時
サービスへの振替を行うこ
とにより、障害のある児童等
への活動の場を提供した。
利用実人数：28人

○

関係機関と連携を図
りながら、放課後等
デイサービスへの移
行を進めていく。

→

利用者のニーズを汲み
取り、サービス提供の場
の移行を図る。 上越市障害

者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

３　子どもの権利の侵害からの早期救済

５-①　虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置（いじめ） 【評価指標】いじめを受けたとき、相談できなかった子どもの割合　35％⇒11％

【評価指標】市のいじめ対応について満足していない人の割合　25％⇒12％

1 新 いじめ問題対策協議会の運
営

関係機関が連携して、いじめの防
止啓発と早期発見・早期解決のた
め、子ども、保護者、地域などへ効
果的な手立てを講ずるための協議
会を運営する。

いじめの防止等に関係する機関及
び団体の連携を図るため。

協議会開催回数 なし 年2回開催し、啓発や対策
の評価と改善を行う

関係機関の取組計画と取組状況、成
果や課題を共有し、常に有効な取組を
推進するため

関係機関が連携して、いじめ
の防止啓発と早期発見・早
期解決のため、子供、保護
者、地域などへ効果的な手
立てを講ずるための協議会
を運営する。

5月11日に、第1回上越市
いじめ問題対策連絡協議
会を開催し、関係機関の取
組計画を共有した。
2月13日に、上越市いじめ
問題対策連絡協議会を開
催し、関係機関の取組につ
いての成果や課題を共有し
た。

○

引き続き、関係機関
の取組計画、成果と
課題を共有する。

→

関係機関が連携して、
いじめの防止啓発と早
期発見・早期解決でき
るよう、上越市いじめ問
題対策連絡協議会を年
2回実施する。

上越市いじ
め防止基本
方針

学校教育
課

重点施策
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

2 新 いじめ防止対策等専門委員
会の設置

いじめ防止対策推進法の規定に
基づく組織として、「いじめ防止対
策等専門委員会」を設置し、いじ
めの防止等のための対策を実効
的に行い、重大事態に係る事実関
係を明確にするための調査などを
行う。

・いじめ防止等のための対策につ
いて専門的知見から調査研究する
ため。
・重大事態にかかる事実関係を明
確にするための調査を行うため。

委員会の設置 なし 設置 いじめ防止等のための教育委員会の
取組の審議及び、重大事態の解決に
向けて、適切な対応を行うため

いじめ防止対策推進法の規
定に基づく組織として、いじ
めの防止等のための対策を
実効的に行い、重大事態に
係る事実関係を明確にする
ための調査などを行う。

いじめの重大事態の発生が
なかったが、2月20日に委
員会は開催し、上越市のい
じめ防止等の対策につい
て、専門的知見から審議し
た。

○

いじめの重大事態が
発生した場合は、調
査を行う。
教育委員会の諮問
によって、上越市の
いじめ防止等の対策
について専門的知見
から審議する。

→

いじめの重大事態が発
生した場合は、調査を
行う。
教育委員会の諮問に
よって、上越市のいじめ
防止等の対策について
専門的知見から審議す
る。

上越市いじ
め防止基本
方針

学校教育
課

3 新 いじめ問題再調査委員会の
設置

いじめ防止対策推進法の規定に
基づく組織として、｢いじめ問題再
調査委員会」を設置し、法に規定
する調査を行う。

いじめ防止対策専門委員会の調
査結果について、必要に応じて再
調査を行うため。

委員会の設置 なし 設置 重大事態の解決に向けて、適切な対応
を行うため

いじめ防止対策専門委員会
の調査結果について、必要
に応じて再調査を行う。

いじめの重大事態の発生が
なかったため、委員会は開
催しなかった。

○

いじめ防止対策専門
委員会の調査結果
について、必要に応
じて委員会を開催す
る。 →

いじめの重大事態が発
生した際、いじめ防止対
策専門委員会の調査結
果について、必要に応じ
て再調査を行う。

上越市いじ
め防止基本
方針

総務管理
課

4 追 教員の指導力向上 学級活動、児童会活動、生徒会活
動等による児童生徒の自主的な
特別活動の推進に向けて、教員
の指導力向上を図るための研修
会を企画・開催する。

児童生徒の自己肯定感や所属意
識を高め、他を尊重する態度をは
ぐくむための指導力を高められる
よう支援する。

研修会の実施回数 3回 3回 特別活動を中心に、子供の主体性を発
揮させ、集団生活への満足度を高める
とともに自己肯定感を高めることが、い
じめを生まない土壌となる。そのための
理論や方法論を実践から学ぶことが教
師に求められているため。

特別活動を中心に、子どもの
主体性を発揮させ、集団生
活への満足度を高めるととも
に自己肯定感を高めること
が、いじめを生まない土壌と
なる。そのための理論や方
法論を実践から学ぶ機会を
提供する。

12月14日に大手町小学校
（2年2組ふれあい）、2月6
日に春日新田小学校（6年
4組学級活動）、2月7日に
附属中学校（2年1組国語）
の計３回講座を行った。 ○

前上越教育大学橋
本教授のご指導を得
ながら、公開授業を
もとに、学級づくり、
学級経営について理
解を深めた。参加者
総計76人。アンケー
ト結果：大変有意義
だった63%、有意義
だった35%。

→

指導者を招いて、3回講
座を実施する。公開授
業、協議、指導。9月26
日中学校（学級活動）、
9月27日小学校（学級
活動）、2月9日中学校
（国語）。

学校教育
課

5 やすづか学園（やすづか学
園運営費補助事業）

自然と地域の中での生活・学習を
通して、子どもたちが傷ついた心
を癒し、自信を取り戻して自立でき
るよう支援する。
※やすづか学園…小学4年生から
中学3年生までのいじめや不登校
に悩む児童・生徒を対象とした全
寮制フリースクール

不登校などで悩みや不安を抱える
児童・生徒が、いきいきと学園生活
を送ることができ、自信を取り戻せ
るよう支援する。

運営費の補助 学園の継続（事業の継続） 学園の継続（事業の継続） 適正な運営がなされ、子どもたちの本
来の元気を回復させ、在籍校への復帰
や進学を支援していくため。

就学を希望する市内の児童
生徒への支援を図るととも
に、学園の収支状況を把握
し経営環境の改善を進める。
国のフリースクールに対する
支援の動向を踏まえながら、
教育委員会とともによりよい
運営体制を探る。

在籍児童生徒10人がいき
いきと学園生活を送ること
ができるよう支援した。
2人が修学し、希望する進
路に進むことができた。

○

運営費補助金を適
正に交付することで、
学園運営の支援を
行う。
また、就学する市内
児童生徒に対し、教
育委員会で補助金
交付による就学支援
を行う。

→

・教育委員会と連携し、
就学を希望する市内の
児童生徒への支援を図
るとともに、学園の収支
状況を把握し経営環境
の改善を進める。
・国のフリースクールに
対する支援の動向を踏
まえながら、教育委員
会とともによりよい運営
体制を探る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

6 追 拡 子どもに対する各種相談窓
口の周知

子どもに対し、「えがお」などで各
種相談窓口の周知を行う。

子どもが悩みや不安を抱えたとき
に、「相談場所がわからない」、「誰
にも相談できない」という理由で、
一人で悩むことがないようにする。

「えがお」での相談窓口の
周知
・子どもほっとライン
・新潟県いじめ相談電話

実施
（平成26年度より相談窓口
を追加記載）

継続実施 全公立小中学校で配布される「えがお」
に相談窓口の電話番号を掲載すること
で、相談できずにいる子どもを減らす。

中学生版「えがお」を中学3
年間に改訂し、中学3年まで
継続して「えがお」学習を実
施することで、相談先の浸透
を図る。
（平成28年度は試行、平成29
年度から市立全中学校で実
施）

11月～12月にかけて、市
立小学校全学年、中学1年
生の「えがお」の学習の中で
相談場所の周知を行った。

○

相談窓口を掲載した
「えがお」の学習を行
い、相談場所の周知
を図ることができた。

→

中学生版「えがお」を中
学3年間に改訂し、中学
3年まで継続して「えが
お」学習を実施すること
で、相談先の浸透を図
る。
（平成29年度から市立
全中学校で実施）

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

５-②　虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置（虐待） 【評価指標】子どもを虐待していると思う保護者の割合　13％⇒9％

【評価指標】市の子どもの虐待対応について満足していない人の割合　19％⇒9％

7 上越市要保護児童対策地域
協議会の運営

児童相談所、庁内関係課をはじ
め、学校や警察などの関係機関が
連携して虐待予防の啓発と早期発
見に努めるとともに、情報を共有し
ながら保護者や関係者へ適切な
支援・指導を行う。

要保護児童等に対する支援の内
容を検討し、要保護児童等の適切
な保護又は支援を行うことで、児
童の健全な育成を図る。

要保護児童対策地域協
議会が管理するすべての
児童等について、重症度
判定基準に沿った支援・
管理ができたかを評価す
る。

要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての児
童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並び
に支援方針を確認しなが
ら、必要な指導・支援を
行っている。

要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての児
童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並び
に支援方針を確認しなが
ら、重症度判定基準に沿っ
た指導・支援を行ってい
る。

要保護児童対策地域協議会が管理す
るすべてのケースに対して、漏れなく適
切に対応していくため、各ケースごとに
重症度判定を行い、判定基準に沿った
指導・支援ができているかを確認し、評
価できるようにする必要があるため。

要保護児童対策地域協議会
において、すべての要保護
児童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並びに
支援方針の確認を行うととも
に、重症度の判定・見直しを
定期的に行い、判定基準に
基づいた支援・管理を行う。

要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての児
童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並び
に支援方針を確認しなが
ら、虐待の程度や家庭状況
に応じた指導・支援を行っ
た。

○

引き続き、関係機
関、庁内関係課と情
報共有することがで
きた。

→

要保護児童対策地域
協議会において、すべ
ての要保護児童等につ
いて、関係機関との定
期的な情報共有並びに
支援方針の確認を行う
とともに、重症度の判
定・見直しを定期的に行
い、判定基準に基づい
た支援・管理を行う。

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

8 拡 虐待予防の啓発活動 11月の虐待予防推進月間を中心
に、啓発物品の配布、広報紙や
ホームページへの掲載により市民
への意識啓発を行うほか、様々な
機会を通じて虐待予防の啓発チラ
シを配布する。

市民への児童虐待に関する意識
啓発を行うことで、児童虐待の発
生予防・早期発見につなげる。

周知の方法 広報紙掲載回数　年1回
啓発チラシの作成　なし

広報紙掲載回数　年1回以
上
啓発チラシの作成　実施

市民への児童虐待に関する意識啓発
を行うことで、児童虐待の発生予防・早
期発見につなげる。

・11月の児童虐待予防推進
月間に合わせ、広報誌への
掲載及びラジオ放送などによ
り、児童虐待防止啓発に取り
組む。

広報紙への掲載やラジオ
放送及び啓発チラシ等を学
校・保育園等に配布し、児
童虐待防止に関する啓発
を行った。

○

広報紙への掲載やラ
ジオ放送など機会を
とらえて児童虐待防
止に関する啓発を行
えた。

→

・11月の児童虐待予防
推進月間に合わせ、広
報紙への掲載やラジオ
放送及び啓発チラシを
学校・保育園等に配布
し、児童虐待防止啓発
に取り組む。

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

重点施策
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

9 家庭相談員の配置 家庭相談員を配置し、子育てに関
する相談をはじめ、情報提供を行
うことで、虐待の予防や早期発見
に努め、合わせて虐待を発見した
場合に迅速・適切な対応を行う。

子育てに関する情報提供や相談
を行うことで、子育て不安の解消
や負担感の軽減を図り、虐待予防
や虐待の早期発見につなげる。ま
た、虐待を発見した場合は、早期
かつ適切に対応することで、児童
の健全育成を図る。

被虐待児童数 361人 前年度より被虐待児童数
が減少

家庭相談員の資質向上により、子育て
に関する相談に適切に対応すること
で、虐待予防が図られるとともに、支
援・指導が必要な家庭への適切な関わ
りにより、被虐待児童数を減少させて
いく。

・継続的に関わる要保護児
童等の状態を定期的に確認
し、必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を
図るための研修を実施する。

・相談員3名体制で、児童
虐待や子育ての悩みに関
する相談に応じた。
・県内家庭児童相談員の
研修会に参加するとともに
保育園及び関係課職員対
象の研修会を開催した。
・被虐待児童数　333人

○

・家庭相談員3名体
制を確保し、支援体
制の充実を図る。
・研修会への参加及
び実施により、家庭
相談員の資質向上
を図られた。

→

・継続的に関わる要保
護児童等の状態を定期
的に確認し、必要な支
援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向
上を図るための研修を
実施する。

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画
上越市男女
共同参画基
本計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

10 児童虐待に関する研修 保育園や子育てひろばの保育士、
幼稚園・小学校・中学校の教職員
等を対象に、児童虐待に関する研
修会を実施する。

子どもとの関わりが深い実務者の
資質向上を図り、児童虐待の発生
予防・早期発見につなげるととも
に、児童や保護者への適切な対
応を行う。

研修会参加者数 各園・学校1名以上の参加 各園・学校1名以上の参加 毎年、全小中学校・全保育園等の実務
者1人以上が研修に参加（5年間で約
690人）することで、各学校・保育園等に
おいて児童虐待の早期発見と適切な
対応を行うとともに、職場全体の児童
虐待に関する意識を高める。

全小中学校、全保育園から1
人以上参加とする児童虐待
に関する研修会を年1回開催
し、虐待の早期発見と適切な
対応を行うとともに、職場全
体の児童虐待に関する意識
を高める。

・4月28日　私立保育園等
職員対象研修会を開催し
た。
　参加者数31人

・5月13日　公立保育園職
員対象研修会を開催した。
　参加者数46人

・4月19日、9月30日　小
中学校職員等対象研修会
を開催した。
　参加者数81人

○

研修会の実施によ
り、家庭相談員の資
質向上を図られた。

→

引き続き、全小中学
校、全保育園から1人
以上参加とする児童虐
待に関する研修会を年
1回開催し、虐待の早期
発見と適切な対応を行
うとともに、職場全体の
児童虐待に関する意識
を高める。

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

11 追 拡 ファミリーサポートセンター 育児の援助を受けたい人（依頼会
員）と育児の援助を行いたい人（提
供会員）との相互援助活動を連
絡、調整する。

地域の子育ての相互援助活動を
支援することにより、仕事と育児を
両立させ、安心して働くことのでき
る環境づくりを推進する。

依頼会員のニーズに対す
る提供会員の紹介割合

100% 100% 依頼会員のニーズに見合った提供会
員を紹介し、育児の相互援助活動を推
進する。

・依頼会員のニーズに見合っ
た提供会員を紹介できるよ
う、引き続き、提供会員の募
集を図る。
・提供会員を確保するため、
ホームページの活用やチラ
シ配布のほか、各種種団体
などに募集を呼びかける。
・提供会員養成講座の未受
講者を減らすため、講座を年
4回開催する。

・依頼会員のニーズに見
合った提供会員を確保する
ため、広報上越に会員募集
の記事を掲載するほか、各
種団体等を対象に説明会
を行った。
（年38回開催）

・提供会員養成講座の未
受講者を減らすため、講座
を年4回開催した。
（延べ参加者数181人）

【提供会員の紹介割合】
100%
【会員数（3月末現在）】
依頼会員　383人
提供会員　197人
両方会員　 50人
合計　　　　630人

○

・各種団体等への説
明会や提供会員養
成講座の開催などに
より、提供会員が前
年比で32人増加し
た。
・依頼会員のニーズ
に見合った提供会員
を100％調整した。

→

・依頼会員のニーズに
見合った提供会員を紹
介できるよう、広報上越
に会員募集の記事を掲
載するほか、各種団体
を対象に説明会を行う。
・提供会員養成講座の
未受講者を減らすた
め、講座を年4回開催
する。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市子ど
もの権利基
本計画

こども課

12 追 ファミリーヘルプ保育園の運
営

家庭において、一時的に保育を受
けることができない児童について、
昼間、夜間又は24時間の保育
サービスを実施する。

保護者の育児疲れの解消や急病
時など、緊急又は一時的な保育
ニーズに対応する。

ファミリーヘルプ保育園の
利用申込数に対する受入
れ状況

100% 100% 利用要件に合致した場合については
100％受け入れることで、緊急及び一時
的な保育ニーズに対応し、児童を安心
して預けられる環境整備が図られるた
め。

・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れると
ともに、緊急及び一時的な保
育ニーズに対応し、利用者
が安心して預けることができ
る環境づくりを行う。
・昼間保育事業において、短
時間の利用に対する時間区
分及び使用料を設定し、利
用者の利便性の向上を図
る。

・緊急又は一時的な児童の
受入れに対応できる態勢を
常に整え、保育サービスを
提供した。
・昼間保育事業において、
短時間の利用に対する時
間区分及び使用料を設定
し、利用者の利便性の向上
を図った。

【利用申込数に対する受入
率】
100％
【延利用者数】
8,276人
前年度比1,548人の増

○

利用者に対し、適切
に保育サービスを提
供した。

→

・緊急又は一時的な保
育ニーズに柔軟に対応
し、利用者が安心して児
童を預けることができる
環境づくりを行う。
・利用要件に合致した
場合については100％
受け入れる。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市男女
共同参画基
本計画

保育課

13 追 病児・病後児保育 保育園、幼稚園及び小学校1～3
年生に在籍している児童が病気中
及び病気回復期にあって、集団保
育が困難でかつ保護者の都合に
より家庭で保育が困難な場合に保
育等を行う。

病気中及び病気の回復期にあっ
て、集団保育等が困難な児童を受
け入れし、保育等を行うことで、保
護者の子育てと就労の両立を図
る。

病児・病後児保育室の利
用申込数に対する受入れ
率

100% 100% 病児・病後児保育室の利用希望に対
し、100％受け入れすることで、専門ス
タッフにより病気等の子どもが安心して
保育等を受けられる。

・利用申込みに対して、
100％受け入れを行う。
・利用対象の児童の年齢を
小学6年生まで拡充し、保育
等を行う。

・利用申込みに対する受入
体制を確保し、必要なサー
ビスを提供した。
・利用対象の児童の年齢を
小学6年生まで拡充した。
・がんぎ通り保育室を福祉
交流プラザに移転し、感染
症対応の保育室を設置し
た。

【利用申込数に対する受入
率】
100％
【延利用者数】
・病児保育室　3,783人
　前年度比963人の増
・病後児保育室　1,275人
　前年度比236人の増

○

利用申込みに対して
100％の受け入れる
ことで保護者の子育
てと就労の両立が図
られた。

→

利用申込みに対する受
入体制を確保し、必要
なサービスを提供する。
・利用申込みに対して、
100％受け入れる。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

保育課
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

14 追 親子コミュニケーション支援 こども発達支援センター利用者の
保護者を対象に、子どもの特性に
合わせた対応方法の習得をグ
ループワーク形式で行うほか、孤
立感や不安感の軽減につながる
よう、保護者同士の交流や意見交
換の場を提供する。

親子間のコミュニケーションがより
スムーズにとれるよう、それぞれの
家庭での個々具体の行動や場の
状況における子どもとのより良い
関わり方について一緒に考える。
また、同じ悩みを抱える親同士が
話し合い等をする中で、孤立感の
軽減や今後の仲間同士のサポー
トグループづくりにつなげていく。

開始前後のアンケートに
て評価

・悩みを話すことができた
と回答した割合
→参加者全員
・子どもとのコミュニケー
ションが改善したと回答し
た人数
→増加

・悩みを話すことができた
と回答した割合
→参加者全員
・子どもとのコミュニケー
ションが改善したと回答し
た人数
→増加

保護者が学び、保護者同士で交流をも
つことで、子どもの特性理解や子育て
の不安が軽減され、子どもに対して落
ち着いた対応が行える。

就学前、就学後それぞれ1グ
ループ（6～8名）ずつ計2グ
ループの親子コミュニケー
ション支援を行う。

・年4回の就学前グループ
及び年2回の就学後グルー
プによる親子コミュニケー
ション支援を実施した。
【28年度アンケート結果】
・悩みを話すことができたと
回答した割合→参加者全
員
・子どもとのコミュニケーショ
ンが改善したと回答した割
合→93％

・乳幼児健診時のセミナー
や公立保育園、私立保育
園保護者を対象にしたミニ
演劇等を実施した。
参加者843人

○

会の内容をいかに自
分の子の課題として
とらえてもらえるかを
今後も検討し継続し
たい。

→

・就学前、就学後それ
ぞれ１グループ（6～8
名）づつ計2グループの
親子コミュニケーション
支援を行う。

・私立保育園・幼稚園、
認定こども園を対象に
事業を拡充し、一層の
切れ目ない子どもの育
ちの支援を実行してい
く。

上越市子ど
もの権利基
本計画

こども発達
支援セン
ター
すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

15 追 配偶者等からの暴力（ＤＶ）被
害者及びその同伴児への支
援

関係部局をはじめ、新潟県配偶者
暴力支援センターや警察とのネッ
トワーク強化を図り、ＤＶ被害者及
び同伴児童の支援に努める。

被害者の安全確保と同伴者の支
援に努めることにより、安心した生
活を送れる状態にする。

相談員の資質向上のた
めの研修会参加

県などが主催する研修会
等へ7回参加し、資質の向
上及び他市との連携構築
に努めた。

年5回参加 研修会への参加は、単に資質向上だ
けでなく、相談業務という特殊性から、
他市等の相談員との連携・ネットワーク
づくりが重要であるため。

相談員が適切・的確な相談
を行うため、県などが開催す
る研修会への継続的な参加
を図り、スキルアップと他市と
の連携体制の継続を引き続
き行う。

・県などが主催する10回の
研修会・講座に参加し、相
談員のスキル向上と、他市
等との連携体制の構築を
図った。 ○

・相談員のスキル
アップや、相談者に
対する適切な相談・
支援につなげていく
ため、県などが主催
する研修会・講座に
継続的に参加してい
く。

→

・寄せられる相談に対
し、相談員が適切・的確
に対応していくため、県
などが主催する研修会・
講座へ継続的に参加
し、スキルアップと他市
との連携体制の継続を
引き続き図っていく。

上越市男女
共同参画基
本計画

共生まち
づくり課
（男女共同
参画推進
センター）

16 母子生活支援施設 生活の支援が必要な母子を入所・
保護するとともに、自立の促進の
ためにその生活を支援する。

生活の支援が必要な母子世帯を
保護し、施設での安全で安心な生
活を確保しながら、早期に自立で
きるよう支援を行う。

引き続き、生活の支援が必
要な母子に対し、安全で安心
な生活の場を確保し、定期的
に指導を行い、早期に自立
できるよう支援する。

生活の支援が必要な母子
に対し、安全で安心な生活
の場を確保し、定期的に指
導を行い、早期に自立でき
るよう支援を行った。
【H28年度の措置状況】
・入所：3世帯
・退所：3世帯
3月末の上越市措置世帯
数＝6世帯

○

入所者の状況に応じ
た自立支援計画に
基づく指導・支援を
行うことにより、3世帯
の自立・退所につな
げることができた。

引き続き、生活の支援
が必要な母子に対し、
安全で安心な生活の場
を確保し、定期的に指
導を行い、早期に自立
できるよう支援する。 上越市子ど

も・子育て支
援事業計画

こども課

17 若竹寮管理運営事業 入所児童の養護及び自立のため
の援助を行う。

保護者のいない児童や虐待されて
いる児童、その他環境上養護を要
する児童を養護し、併せて自立の
ための援助を行う。また、退所した
者に対する相談や自立のための
援助を行う。

・児童が安全で安心な生活を
送るための支援・指導及び
施設内外の環境整備を行
う。
・入所児童の健全育成や社
会性を図るため、地域行事
に参加するほか、施設内行
事を行う。
・自活を想定した生活実習を
行う。

・日常生活の中での児童の
安全・安心を確保するため
の指導及び施設の環境整
備を行った。
・地域行事に参加するほ
か、日常生活の中で体験を
中心とした自立のための指
導を行った。
・児童が積極的に係をもち
施設内行事を行った。
・高校3年児を対象とした家
庭生活実習室での生活実
習を行った。

○

児童が日常生活の
中でいろいろな体験
を通して、自立、自
活ができる力を養え
るよう支援する。

・平成29年4月より指定
管理者が業務を行う
が、引き続き児童が安
全で安心した生活を送
るため、支援・指導及び
施設内外の環境整備を
行う。
・入所児童の健全育成
や社会性を図るため、
地域行事に参加するほ
か、施設内行事を行う。
・自活を想定した生活
実習を行う。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課
（若竹寮）

18 追 拡 大人への各種相談窓口の周
知

大人に対し、広報紙やホームペー
ジなどで各種相談窓口の周知を
行う。

相談窓口の周知を図り、相談の利
用を促進することで、子育てに関
する不安感や負担感の軽減を図
り、虐待予防につなげる。

・広報紙やホームページ
掲載による相談窓口の周
知
・虐待予防の啓発チラシ
への相談窓口の掲載

なし 実施 相談したい時に相談先が分かるように
相談窓口を周知することで、相談の利
用促進を図り、虐待予防につなげる。

引き続き、最新の相談先情
報を市ホームページ等で周
知する。
必要に応じて「ハンドブック」
を改訂する。

・各種相談先を掲載した、
子どもの権利啓発チラシを
配布した。
・すこやかなくらし支援室に
て配布する啓発チラシに、
児童虐待の通報先、相談
先を掲載した。
・要保護児童対策地域協
議会発行の「上越市子ども
の虐待防止ハンドブック」に
子育て・虐待等に関する相
談先を掲載し、関係機関に
周知した。
・広報紙、ホームページ、
FMーJで機会を捉え周知し
た。

○

・広報上越11月1日
号で、上越市子ども
の権利条例について
掲載し、子どもの権
利の周知を行った。
・引き続き、乳幼児
健診会場や、こども
センター等で啓発チ
ラシを配布する。ま
た広報紙、ホーム
ページ、FMーJ等で
周知する。

→

・引き続き、乳幼児健診
会場や、こどもセンター
等で啓発チラシを配布
する。また広報紙、ホー
ムページ、FMーJ等で周
知する。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

６　相談体制の整備 【評価指標】相談窓口の充実について満足していない人の割合　19％⇒9％

【評価指標】相談できると感じる子どもの割合　85％⇒95％

1 保育園での相談 保育園において、常時、子育て相
談に応じ、助言・その他の援助を
行う。

常時、子育て相談に応じることで、
子育ての不安感等を緩和し、安心
して子育てができる環境づくりを推
進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% 保育園において、常時、相談窓口を開
設することで、子育ての不安感等の緩
和を図る。

・こどもセンターの催しでの周
知や子育て支援サイトを活
用し、事業を周知する。
・子育ての不安感や孤立感
を緩和するため、保護者から
の相談に対する面談を100%
実施する。

子育ての不安感等を緩和
するため、保護者からの相
談に対する面談を100％実
施した。

【相談件数】
2,922件

○

地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての不
安感等の緩和につな
げることができた。 →

子育ての不安感や孤立
感を緩和するため、保
護者からの相談に対す
る面談を100%実施す
る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

保育課

※施設の維持・管理を行う事業であるため目標値を設定しない。

※施設の維持・管理を行う事業であるため目標値を設定しない。

重点施策
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

2 子育てひろばでの相談 子育てひろばにおいて、常時、子
育て相談に応じるほか、栄養士な
ど専門職員による相談窓口を定期
的に開設し、助言その他の援助を
行う。

常時、子育て相談に応じるほか、
栄養士など専門職員による相談窓
口を開設することで、子育ての不
安感等を緩和し、安心して子育て
ができる環境づくりを推進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% 子育てひろばにおいて、常時、相談に
応じるほか、専門職員による相談窓口
を開設することで、子育ての不安感等
の緩和を図る。

・こどもセンターの催しでの周
知や子育て支援サイトを活
用し、事業を周知する。
・子育ての不安感や孤立感
を緩和するため、保護者から
の相談に対する面談を100%
実施する。

子育ての不安感等を緩和
するため、保護者からの相
談に対する面談を100％実
施した。

【相談件数】
3,329件

○

地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての不
安感等の緩和につな
げることができた。 →

子育ての不安感や孤立
感を緩和するため、保
護者からの相談に対す
る面談を100%実施す
る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 こどもセンターでの相談 こどもセンターにおいて、、常時、
子育て相談に応じるほか、栄養士
など専門職員による相談窓口を定
期的に開設し、助言その他の援助
を行う。

常時、子育て相談に応じるほか、
栄養士など専門職員による相談窓
口を開設することで、子育ての不
安感等を緩和し、安心して子育て
ができる環境づくりを推進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% こどもセンターにおいて、常時、相談に
応じるほか、専門職員による相談窓口
を開設することで、子育ての不安感等
の緩和を図る。

・こどもセンターの催しでの周
知や子育て支援サイトを活
用し、事業を周知する。
・子育ての不安感や孤立感
を緩和するため、保護者から
の相談に対する面談を100%
実施する。

子育ての不安感等を緩和
するため、保護者からの相
談に対する面談を100％実
施した。

【相談件数】
1,667件

○

地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての不
安感等の緩和につな
げることができた。 →

子育ての不安感や孤立
感を緩和するため、保
護者からの相談に対す
る面談を100%実施す
る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

4 追 子育てインフォ事業 転入者や初めて子育てをする親な
ど、子育てに関し不安を抱える保
護者に対して、地域資源の紹介や
子育てサービスのコーディネート、
諸手続やサービス利用時の同行
支援を行う。

子育て世帯が感じる不安感・負担
感の軽減を図る。

周知機会 ・出生・転入手続きの際に
子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハ
ンドブックを配布

・出生・転入手続きの際に
子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハ
ンドブックを配布

・転入者・出生者へ事業を周知すること
で、相談の利用が促され、潜在化する
保護者の子育て不安の軽減・解消を図
る。

・こどもセンターの催しでの周
知や子育て支援サイトを活
用し、事業の周知を図る。
・転入手続きや妊娠届出の
際にハンドブックを配布する
ことで、子育てに関する情報
を入手しやすくする。

・利用者の個別ニーズを把
握し、それに基づいて情報
集約・提供、相談、利用支
援等を実施した。
・子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハン
ドブックを作成し、転入や妊
娠届の際に配布した。
・保育園等の入園に関する
セミナーを年2回開催した。
【参加者数】
149人

○

・転入手続きや妊娠
届出の際に、子育て
情報のハンドブックを
配布したことで、子育
て情報を入手しやす
い環境を整えた。
・セミナーについて
は、内容や回数等を
見直して実施する。 →

・利用者の個別ニーズ
を把握し、それに基づい
て情報集約・提供、相
談、利用支援等を実施
する。
・子育てに関する各種
施設やサービスを紹介
するハンドブックを作成
し、転入や妊娠届の際
に配布する。
・保育園等の入園に関
するセミナーを年3回開
催する。
・妊婦等を対象に、出産
後の子育て等に関する
セミナーを年2回開催す
る。

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5 追 家庭相談員による相談 家庭相談員を配置し、子育てに関
する相談、情報の提供、助言・指
導を行う。

子育てに関する情報提供や相談
を行うことで、子育て不安の解消
や負担感の軽減を図り、虐待予防
及び虐待の早期発見につなげる。

被虐待児童数 361人 前年度より被虐待児童数
が減少

家庭相談員の資質向上により、子育て
に関する相談に適切に対応すること
で、虐待予防が図られるとともに、支
援・指導が必要な家庭への適切な関わ
りにより、被虐待児童数を減少させて
いく。

・継続的に関わる要保護児
童等の状態を定期的に確認
し、必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を
図るための研修を実施する。

・相談員3名体制で、児童
虐待や子育ての悩みに関
する相談に応じた。
・県内家庭児童相談員の
研修会に参加するとともに
保育園及び関係課職員対
象の研修会を開催した。
・被虐待児童数　333人

○

・引き続き、相談員3
名体制を維持し、児
童虐待や子育ての
悩みに関する相談に
応じる。
・県主催の研修会に
参加する。

→

・継続的に関わる要保
護児童等の状態を定期
的に確認し、必要な支
援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向
上を図るための研修を
実施する。

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画
上越市男女
共同参画基
本計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

6 新 フリーダイヤル相談電話の導
入

子どもの権利侵害に関する通話
料無料の相談電話の導入を検討
する。

子どもの権利侵害に対して速やか
で効果的な救済・回復を支援す
る。

フリーダイヤル相談電話
の導入・開設

なし 開設 相談電話をフリーダイヤルとすること
で、市民がより相談しやすい環境を整
える。

・県内の状況や他機関での
対応状況などを踏まえ、フ
リーダイヤル化の方針の協
議を進める。

・すこやかなくらし包括支援
センターでのフリーダイヤル
相談電話の導入について
は、すでに導入している家
庭相談員の直通電話を活
用することとし、フリーダイヤ
ル電話の導入には至らな
かった。
・「子どもほっとライン」の受
付時間を夜間・土日対応で
きるよう、24時間相談体制
を整えた。

△

フリーダイヤル相談
電話の導入・開設に
は至らなかったが、
市で業務を委託して
いるあんしんコールセ
ンターにおいて、24
時間受付ける相談
電話を設置でき、い
つでも相談できる体
制を整えることができ
た。

→

引き続き、フリーダイヤ
ル相談電話の導入を検
討するも、相談しやすい
情報ツールを合わせて
検討する。

こども課

7 思春期電話相談 上越助産師会の助産師が電話相
談及び来所相談に応じる。（週5回
開設）

生涯を通じた健康づくりの推進に
向け、次世代を担う思春期におけ
る知識の普及や不安の軽減を図
るため、個々の生活に合わせた適
切な支援や保健指導を行う。

相談先の周知回数 思春期保健事業時に1回 思春期保健事業・命きず
なを考える講座において
相談先を周知する。

機会をとらえて相談窓口を周知し、中
高生からの相談に応じることで思春期
おける不安の軽減と正しい知識の普及
を図る。

思春期保健事業及び命きず
なを考える講座における周
知を継続していく。

思春期保健事業を8校、命
きずなを考える講座を16校
において実施し、相談先の
周知を行った。 ○

助産師会の協力によ
り、相談先を周知す
るこができた。

→

思春期保健事業及び命
ずなを考える講座にお
いて相談窓口を周知す
る。

上越市健康
増進計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市男女
共同参画基
本計画

健康づくり
推進課

8 追 女性相談員による相談 配偶者からの暴力や、家庭・職
場・人間関係の悩みなど様々な問
題に対し女性相談員が相談、助
言・指導を行う。

・相談機関の存在を知らずに悩み
を抱えている人に相談窓口につい
て周知し、相談者の安心・安全を
図る。

相談窓口の周知 ・年４回（6、9、12、3月）町
内会を通じて、情報紙
「ウィズじょうえつ」で女性
相談窓口の周知を行っ
た。また9月号では、配偶
者等からの暴力防止に向
けた啓発記事を掲載し
た、。
・市ホームページで女性相
談窓口の周知を実施した。

情報紙「ウィズじょうえつ」
やホームページでの周知

相談窓口を周知することで、潜在的に
悩みを抱えている人に対して、身体的
暴力だけでない暴力もあることを認知さ
せるとともに女性相談窓口の存在を
知ってもらうことで、市民の不安解消と
安全確保を図る。

年4回町内会へ班回覧してい
る情報紙「ウィズじょうえつ」
で相談窓口の周知を行う。
（うち1回は配偶者等からの
暴力防止に向けた啓発記事
を掲載予定）

・男女共同参画情報紙を
発行し、相談窓口を周知し
た。うち、9月15日号で、Ｄ
Ｖ防止に関する啓発記事を
掲載した。（全町内会への
回覧、市内施設などに配
置。10,000部×年4回発
行）
・男女共同参画推進セン
ター講座の参加者に対し、
相談窓口の周知チラシを配
付した。

○

・引き続き相談窓口
の周知とＤＶ防止を
啓発していく必要が
あるため、情報紙を
発行し活用するととも
に、男女共同参画推
進センター講座の参
加者への周知・啓発
も引き続き行ってい
く。

→

・引き続き相談窓口の
周知を図っていく必要が
あるため、情報紙や啓
発資料を作成・配布す
る。
情報誌（10,000部×年
4回）、女性相談カード
（2,000部）、若年層向
けのデートＤＶ防止啓発
小冊子（3,000部）

上越市男女
共同参画基
本計画

共生まち
づくり課
（男女共同
参画推進
センター）
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Ｈ29年度

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的
基本
目標

基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要

指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

実施目標
実施目標設定の意図

（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ28年度
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

担当課
実績

9 教育相談等事業 ・学校訪問カウンセラーによる学
校での教育相談、電話による教育
相談「子どもほっとライン」、面談で
の教育相談「来所相談」により、児
童生徒・保護者等の友人関係や
生活などの悩みの軽減、解消を図
る。
・不登校児童生徒適応指導教室を
開設し、不登校児童生徒の学校復
帰、希望する進路実現のための助
言・支援を行う。

・いじめや不登校、生徒指導上の
問題等について、児童生徒や保護
者、教職員に対して相談を行い、
早期解決を図る。
・不登校児童生徒に対し、個別指
導や体験活動、教育相談などを行
い、自立心と集団生活への適応能
力を高め、学校復帰や希望する進
路を実現する。

不登校児童生徒適応指
導教室通級生の学校復
帰、希望進路の実現度

学校復帰　66.7%
希望進路の実現度　90.0%

学校復帰　70.0%
希望進路の実現度
100.0%

全ての児童生徒が、元気に学校生活を
できるようにしたい。そのために、教育
相談活動の一層の充実とともに、通常
の学校生活を実現できずに困っている
全ての児童生徒が、学校復帰、あるい
は希望する進路に進むことができるよ
うにすることを目標として取り組む。

・保護者や校長、学級担任等
と連絡の機会をi増やし、そこ
で得た情報等を児童生徒へ
の働きかけに生かす。
・個別指導をさらに児童生徒
の実態に応じた内容にした
り、体験活動を参加児童生
徒が一層互いに関われる内
容にしたりする。
・不登校に悩む児童生徒や
保護者、教職員に対して、丁
寧な聞き取りや援助・助言を
行う。

・通室児童・生徒数  22人
（昨年度31人）
・学校復帰　63.7%
・希望進路の実現度
100.0%
・保護者や校長、学級担任
等との面談を、学期末や年
度末に実施した。
・南適応指導教室と北適応
指導教室の合同体験学習
を10月と12月に行い、通室
児童生徒同士の交流を深
めた。

△

・学校復帰には至っ
ていないが、適応指
導教室にほぼ毎日
通室できるようになっ
た児童生徒　6人
・通室する児童生徒
や保護者に寄り添っ
た相談やきめ細やか
な指導・支援を行う
ことで、自信をもた
せ、集団への適応能
力の向上につながる
ようにする。

→

・保護者や校長、学級
担任等と連絡の機会を
増やし、そこで得た情報
等を児童生徒への働き
かけに生かす。
・通室する児童生徒や
保護者に寄り添った相
談やきめ細やかな指
導・支援を行い、自信を
もたせ、集団への適応
能力の向上につながる
ようにする。

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課（教育セ
ンター）

10 追 ＪＡＳＴ（じょうえつあんしんサ
ポートチーム）

いじめや虐待問題に迅速・的確に
対応し、早期解決を図るための
チームを組織して機動的な教育相
談体制を整え、学校支援を強化す
る。

学校だけでは解決が困難なケース
に対し、学校が主体となって早期
に解決できるようにする。

生徒指導上の諸問題を
学校や関係機関と連携
し、早期解決が図られた
割合

56% 毎年、早期解決の割合が
前年度より向上

生徒指導上の諸問題を学校や関係機
関と連携することで、解決が困難な
ケースを解決することができる。

生徒指導上の問題や発達障
害が疑われるケースなどに
ついて、JAST内での連絡・
調整を密にするとともに、関
係機関と連携を迅速に行い、
早期解決を図る。

・学校からの要請に応じ、学
校訪問による指導、ＳＳＷ、
カウンセラー、指導主事の
派遣、適応相談室での指
導などを適宜行った。
・市内全小中学校の管理
職、養護教諭、生徒指導
担当対象に虐待の通告に
関する研修会を実施し、教
職員の資質向上を図った。

△

・年度末に相談を受
けた件数が年度をま
たいで対応した件数
が多かった。
・虐待や障害に伴う
相談が急増し、長期
にわたってかかわら
なくてはならない事
例が多かった。

→

・すこやかなくらし包括
支援センターとの一層の
連携を図り、生徒指導
上の課題解決に向けた
学校の支援を充実す
る。 学校教育

課（教育セ
ンター）

11 民生委員・児童委員、主任児
童委員活動

子どもに関する相談・支援を行い、
関係機関と連携し、問題の早期解
決に努める。

多様化・深刻化している子どもたち
をめぐる課題について、研修など
を利用し理解を深め、次代を担う
子どもたちの健やかな育ちのた
め、児童委員・主任児童委員活動
の一層の充実を図る。

各種研修を利用し、必要
な知識の習得や対応方
法を学ぶ

子どもに関する研修会の
実施
（市民児協連児童部会、全
国主任児童委員研修会、
主任児童委員活動研修
会、児童虐待防止研修
会、児童委員活動研修
会、全国児童委員研究協
議会）

子どもに関する研修会の
実施
（市民児協連児童部会、全
国主任児童委員研修会、
主任児童委員活動研修
会、児童虐待防止研修
会、児童委員活動研修
会、全国児童委員研究協
議会）

各種研修を充実させることで、近年、多
様化・複雑化しているこどもたちをめぐ
る課題について、理解を深めるととも
に、児童委員活動の一層の充実を図る
ことができるため。

常に住民の立場に立ち、子
どもに関する相談・支援を実
施する。

・8月1日～2日　全国主任
児童委員活動研修会（市
民児協連代表2人出席）
・8月19日　市民児協連児
童部会（「こどもが暴力から
自分を守るために」）（主任
児童委員33人出席）
・10月7日　主任児童委員
活動研修会（主任児童委
員11人出席）
・11月22日　児童虐待防
止研修会（主任児童委員6
人出席）
・2月3日～4日全国児童委
員研究協議会（市民児協
連代表1人出席）
・2月24日　児童委員活動
研修会（児童委員・主任児
童委員21人出席）

○

引き続き、研修を実
施することで、子ども
たちを取り巻く現状や
課題について理解を
深める。
主任児童委員と児
童委員がより一層連
携することで、児童
福祉課題に取り組む
ことができる環境づく
りに努める。

→

常に住民の立場に立
ち、子どもに関する相
談・支援を実施する。

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

(12) (追) (拡) 各種相談窓口の周知
（事業№5-6、5-18の再
掲）

・子どもに対し、「えがお」などで各
種相談窓口の周知を行う。
・大人に対し、広報紙やホーム
ページなどで各種相談窓口の周
知を行う。

・子どもが悩みや不安を抱えたとき
に、「相談場所がわからない」、「誰
にも相談できない」という理由で、
一人で悩むことがないようにする。
・大人に対して相談窓口の周知を
図り、相談の利用を促進すること
で、子育てに関する不安感や負担
感の軽減を図り、虐待予防につな
げる。

・「えがお」での相談窓口
の周知
・広報紙やホームページ
掲載による相談窓口の周
知
・虐待予防の啓発チラシ
への相談窓口の掲載

「えがお」での周知：実施
広報紙やホームページで
の周知：なし
虐待予防の啓発チラシで
の周知：なし

「えがお」での周知：継続
実施
広報紙やホームページで
の周知：実施
虐待予防の啓発チラシで
の周知：実施

・全公立小中学校で配布される「えが
お」に相談窓口の電話番号を掲載する
ことで、相談できずにいる子どもを減ら
す。
・相談したい時に相談先が分かるよう
に相談窓口を周知することで、相談の
利用促進を図り、虐待予防につなげ
る。

引き続き、最新の相談先情
報をホームページ等で周知
する。
必要に応じて「ハンドブック」
を改訂する。

（再掲）
・11月～12月にかけて、市
立小学校全学年、中学1年
生の「えがお」の学習の中で
相談場所の周知を行った。
・各種相談先を掲載した、
子どもの権利啓発チラシを
配布した。
・すこやかなくらし支援室に
て配布する啓発チラシに、
児童虐待の通報先、相談
先を掲載した。
・要保護児童対策地域協
議会発行の「上越市子ども
の虐待防止ハンドブック」に
子育て・虐待等に関する相
談先を掲載し、関係機関に
周知した。
・広報紙、ホームページ、
FMーJで機会を捉え周知し
た。

○

・相談窓口を掲載し
た「えがお」の学習を
行い、相談場所の周
知を図ることができ
た。（再掲）
・広報上越11月1日
号で、上越市子ども
の権利条例について
掲載し、子どもの権
利の周知を行った。
（再掲）
・引き続き、乳幼児
健診会場や、こども
センター等で啓発チ
ラシを配布する。（再
掲）

→

・中学生版「えがお」を
中学3年間に改訂し、中
学3年まで継続して「え
がお」学習を実施するこ
とで、相談先の浸透を
図る。
（平成29年度から市立
全中学校で実施）（再
掲）
・引き続き、乳幼児健診
会場や、こどもセンター
等で啓発チラシを配布
する。（再掲）

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

新 追 拡
4 17 13

全71事業
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