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自民党県議団素案と民主・県民クラブ素案の比較表 

 自民党岡山県議団 素案 民主・県民クラブ 素案 修正理由等 

条例の名前 岡山県家庭教育応援条例 岡山県家庭教育等応援条例 「等」を付加し、狭義の家庭教育のみならず家庭におけ

る子育て支援や家庭学習の環境整備などの諸課題にも対

応する条例と位置づける。 

前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもは、親子の愛情や絆、家庭での触れ合いを通じ、基本的な生活

習慣や倫理観、自立心、自制心、社会のルール等を身に付け、知・徳・

体の調和のとれた人格を形成する。このように、家庭教育は、全ての教

育の出発点であり、子どもの健やかな育ちの基盤を作るために極めて重

要である。 

かつては、親同士や地域の人々とのつながりなどにより、子どもの育

ちや親の育ちが支えられていたが、少子化や核家族化の進行、地域のつ

ながりの希薄化など、家庭を支える環境が大きく変化し、家庭や地域の

教育力の低下が大きな問題となっている。 

岡山県では、これまでも家庭教育を支援する取組を行っているが、複

雑かつ多様化する社会環境に対応した支援を行うには、今こそ、各関係

者が連携を図り、各家庭の自主性を尊重しつつ、社会全体で家庭教育を

支えていくことが必要である。 

そこで、地域の宝であり、未来への希望である子どもたちのため、全

ての保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう応援する「家庭

教育応援県岡山」を目指し、ここに条例を制定する。 

 

 

子どもは、親子の愛情や絆、家庭で族や他者との触れ合い等を通じ、

基本的な生活習慣や倫理観、自立心、自制心、社会のルール等を身に付

け、知・徳・体の調和のとれた人格を形成する。また、学齢期において

は、学校のみならず、家庭や地域で適切な学びの機会を得ることは、子

どもの学力向上や健やかな育ちに極めて重要である。このように、家庭

教育は、全ての教育の出発点であり、子どもの健やかな育ちの基盤を作

るために極めて重要である。 

かつては、親同士や地域の人々とのつながりなどにより、子どもの育

ちや親の育ちが支えられていたが、少子化や核家族化の進行、地域のつ

ながりの希薄化など、家庭を支える環境が大きく変化している、家庭や

地域の教育力の低下が大きな問題となっている。 

近年、共働き世帯やひとり親世帯の増加といった家族形態の変容や、

経済的な問題などにより、家庭生活に余裕のない家庭が増えつつある。  

また、地域社会のつながりの希薄化等を背景として、保護者が子育て

の悩みや不安を抱えたまま、相談相手がいなくて地域で孤立してしまう

こともある。 

乳幼児期の子どもを持つ保護者の社会的な孤立感は児童虐待の要因

の一つとして指摘されており、学齢期の子どもを持つ親にとっては、不

登校やいじめ、暴力行為などの問題も深刻である。 

さらに、GIGA スクール構想や情報通信技術の進展に伴い、家庭学習の

あり様が変化しており、家庭における情報通信環境の整備に加え、保護

者の情報リテラシーの向上も求められている。 

岡山県では、これまでも家庭教育等を支援する取組を行っているが、

複雑かつ多様化する社会環境に対応した支援を行うには、今こそ、各関

係者が連携を図り、各家庭の自主性を尊重しつつ、社会全体で家庭教育

等を支えていくことが必要である。 

そこで、地域の宝であり、未来への希望である子どもたちのため、全

ての保護者が安心して家庭教育等を行うことができるよう応援する「家

庭教育応援県岡山」を目指しため、ここに条例を制定する。 

・規範意識に関する表記が中心だったため、この条例で

取り扱いたいと考える政策領域を見据え、関連する文章

を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・核家族化の進行や地域コミュニティの弱体化等の環境

変化が、家庭における子育てや教育に与える影響につい

て、私たちの問題意識に基づき課題を列挙した。 

 

 

 

 

 

・情報化の進展に伴う家庭学習のあり様の変化について

付記した。 

 

・狭義の意味での「家庭教育」にとどまらず、家庭におけ

る子育てや学習環境整備なども含めた施策を包含するた

め「等」を付加。以下同じ。 

（目的） 

第 1 条 

 

 

 

この条例は、家庭教育の支援について、基本理念及びその実現を図る

ために必要な事項を定め、家庭教育を支援するための施策（以下「家庭

教育支援施策」という。）を総合的に推進し、保護者が親として学び、成

長していくこと及び子どもが将来親になるために学ぶことを促すとと

もに、子どもの健全な育成のために必要な生活習慣の確立、自立心の育

この条例は、家庭教育等の支援について、基本理念及びその実現を図

るために必要な事項を定め、家庭教育等を支援するための施策（以下「家

庭教育等支援施策」という。）を総合的に推進し、保護者が親として学

び、成長していくこと及び子どもが将来親になるために学ぶことを促す

とともに、全ての親の家庭における子育てや教育、適切な家庭学習のた

・一律的に特定の価値観に応じた対応を当てはめるので

はなく、家庭状況に応じた支援、とりわけ子育て困難家庭

への支援がイメージできるような表現に改めた。 
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自民党県議団素案と民主・県民クラブ素案の比較表 

 

 

成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。 

 

めの環境整備を応援することに加え、悩みや困難を抱えている家庭に適

切な支援を行うことを通じて、子どもの健全な育成のために必要な生活

習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第 2 条 

 

 

 

 

 

 

この条例において「家庭教育」とは、保護者（親権を行う者、未成年

後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。）の責

任において、その子どもに対して行う教育をいう。 

２ この条例において「子ども」とは、おおむね 18 歳以下の者をいう。 

３ この条例において「学校等」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26

号）第１条に規定する学校（大学を除く。）、児童福祉法（昭和 22 年法

律第 164 号）第 39 条第１項に規定する保育所及び就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年

法律第 77 号）第２条第６項に規定する認定こども園をいう。 

４ この条例において、「地域活動団体」とは、社会教育法（昭和 24 年

法律第 207 号）第 10 条に規定する社会教育関係団体、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第１項に規定する地縁による団体

その他の団体で地域的な共同活動を行うものをいう。 

５ この条例において「事業者」とは、事業を行う法人その他の団体及

び個人をいう。 

この条例において「家庭教育等」とは、保護者（親権を行う者、未成

年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。）の

責任においてが、地域や関係機関と連携しながら、その子どもに対して

行う教育や多様な経験の機会を提供することなどをいう。 

２～５ 変更なし 

・狭義の家庭教育のみならず家庭における子育て支援全

般に対応する条例と位置づける。 

（基本理念） 

第 3 条 

 

 

 

 

 

家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任

を有するという基本的認識の下に、県、市町村、学校等、地域住民、地

域活動団体、事業者その他の社会の全ての構成員が、家庭の自主性を尊

重しつつ、それぞれの役割を果たすとともに、相互に協力しながら、一

体的に取り組むことを旨として行わなければならない。 

２ 家庭教育の支援は、一人一人の子どものかけがえのない個性を尊重

するとともに、多様な家庭環境に配慮して行わなければならない。 

３ 家庭教育の支援は、就学前における教育が生涯にわたる人格形成の

基礎を培う重要なものであることに鑑み、とりわけ就学前における家

庭教育に重点を置いて行わなければならない。 

 

家庭教育等の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責

任を有する一方、様々な困難の中で、保護者が家庭教育等としての主体

としての役割を十分に発揮できない場合もあるという基本的認識の下

に、県、市町村、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の社

会の全ての構成員が、家庭の自主性を尊重しつつ、それぞれの役割を果

たすとともに、相互に協力しながら、一体的に取り組むことを旨として

行わなければならない。 

２ 家庭教育等の支援は、一人一人の子どものかけがえのない個性を尊

重するとともに、多様な家庭環境に配慮して行わなければならない。 

３ 家庭教育等の支援は、各家庭がそれぞれの考え方に基づき、主体的

に家庭教育等を行うことができるよう、配慮して行わなければならな

い。 

３４ 家庭教育等の支援は、就学前における教育が生涯にわたる人格形

成の基礎を培う重要なものであることに鑑み、とりわけ就学前におけ

る家庭教育に重点を置いて行わなければならない。妊娠期から乳幼児

期、学齢期、高等教育期に渡り、切れ目ない支援を行わなければなら

ない。 

５ 家庭教育等の支援は、悩みや困難を抱え専門的支援を必要とする家

庭への支援に重点をおいて行う。 

・保護者に第一義的責任があることを強調するだけでな

く、その責任を果たすことが困難なケースもあるという

現実も付記。 

 

 

 

 

 

 

・家庭教育は、押し付けられるものではなく、各家庭が主

体的に行うという原則を明示した。 

 

・子どもが育つ、それぞれのステージにおいて、年齢に応

じた課題があることから、各年代を貫く「切れ目ない支

援」に表現を改めた。 

 

 

・行政として最も重点を置くのは、子育て困難家庭への

支援であることを明確にした。 
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自民党県議団素案と民主・県民クラブ素案の比較表 

（県の責務） 

第４条  

 

 

 

 

 

 

 

県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

家庭教育に関係する各部署が適切に連携することができる体制を整備

するとともに、家庭教育支援施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

２ 県は、前項の規定により家庭教育支援施策を策定し、及び実施しよ

うとするときは、市町村、保護者、学校等、地域住民、地域活動団体、

事業者その他の関係者と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、第１項の規定により施策を策定し、及び実施しようとすると

きは、保護者及び子どもの障がいの有無、保護者の経済状況その他の

家庭状況の多様性に配慮するものとする。 

県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

家庭教育に関係する各部署が適切に連携することができる体制を整備

するとともに、家庭教育等支援施策を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。 

２ 県は、前項の規定により家庭教育等支援施策を策定し、及び実施し

ようとするときは、市町村、保護者、学校等、地域住民、地域活動団

体、事業者その他の関係者と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、第１項の規定により施策を策定し、及び実施しようとすると

きは、保護者及び子どもの障がいの有無、保護者の経済状況その他の

家庭状況の多様性に配慮するものとする。 

 

（市町村との連携） 

第５条  

 

県は、市町村が家庭教育支援施策を策定し、又は実施しようとすると

きは、市町村と連携するとともに、市町村に対して情報の提供、助言そ

の他の必要な支援を行うものとする。 

県は、市町村が家庭教育支援等施策を策定し、又は実施しようとする

ときは、市町村と連携するとともに、市町村に対して情報の提供、助言

その他の必要な支援を行うものとする。 

 

（保護者の役割） 

第６条 

 

 

 

保護者は、基本理念にのっとり、就学前から子どもに愛情をもって接

し、子どもの健全な育成のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成

及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長して

いくよう努めるものとする。 

２ 保護者は、就学前における家庭教育を充実させるため、学校等と連

携及び協調を図るよう努めるものとする。 

保護者は、基本理念にのっとり、就学前から子どもに愛情をもって接

し、子どもの健全な育成のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成

及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長して

いくよう努めるものとする。 

２ 保護者は、就学前における家庭教育等を充実させるため、関係機関

等と連携及び協調を図るよう努めるものとする。 

・規範意識を強調する表現を修正。 

・「親としての成長」を強調する表現を削除。「親としての

成長」という表現が何を指すかわからない。 

 

・就学前のみ強調する表記を改めた。 

・学校だけでなく、多様な主体との連携・協調を付記。 

（学校等の役割） 

第７条 

 

 

 

学校等は、基本理念にのっとり、保護者、地域住民、地域活動団体等

と連携して、子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立

心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 学校等は、県又は市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよ

う努めるものとする。 

学校等は、基本理念にのっとり、保護者、地域住民、地域活動団体等

と連携して、子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立

心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 学校等は、県又は市町村が実施する家庭教育等支援施策に協力する

よう努めるものとする。 

・様々な障がいを持つ児童生徒がいることなどにも配慮

し、「心身の調和のとれた」という表現を削除。 

（地域住民の役割） 

第８条 

 

 

 

 

 

 

地域住民は、基本理念にのっとり、互いに協力し、家庭教育を行うた

めに良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴史、伝統、文化、

行事等を通じ、子どもの健全な育成に努めるものとする。 

２ 地域活動団体は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携し、

及び協働して、家庭教育を支援するための取組を積極的に行うように

努めるものとする。 

３ 地域住民及び地域活動団体は、県及び市町村が実施する家庭教育支

援施策に協力するよう努めるものとする。 

地域住民は、基本理念にのっとり、互いに協力し、家庭教育等を行う

ために良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴史、伝統、文

化、行事、交流の場づくり、ボランティア活動等を通じ、子どもの健全

な育成に努めるものとする。 

２ 地域活動団体は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携し、

及び協働して、家庭教育等を支援するための取組を積極的に行うよう

に努めるものとする。 

３ 地域住民及び地域活動団体は、県及び市町村が実施する家庭教育等

支援施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 

・「居場所づくり」に繋がる多様な活動を付記。 

（事業者の役割） 

第９条 

 

 

 

事業者は、基本理念にのっとり、家庭教育における保護者の役割の重

要性に鑑み、その雇用する従業員の仕事と家庭生活との両立が図られる

よう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は、県及び市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよ

う努めるものとする。 

事業者は、基本理念にのっとり、家庭教育等における保護者の役割の

重要性に鑑み、その雇用する従業員の仕事と家庭生活との両立が図られ

るよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は、県及び市町村が実施する家庭教育等支援施策に協力する

よう努めるものとする。 
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自民党県議団素案と民主・県民クラブ素案の比較表 

（保護者、学校等、

地域住民等の連携

した活動の促進等） 

第 10 条 

県は、保護者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関

係者が相互に連携し、協力して取り組む家庭教育を支援するための活動

の促進を図るとともに、県民皆で支え合う環境づくりを推進するものと

する。 

 

県は、保護者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関

係者が相互に連携し、協力して取り組む家庭教育等を支援するための活

動の促進を図るとともに、県民皆で支え合う環境づくりを推進するもの

とする。 

 

（親としての学び

の支援） 

第 11 条 

 

 

県は、親としての学び（保護者が、子どもの発達段階に応じて重視す

べき家庭教育の内容、子育ての知識その他の親として成長するために必

要なことを学ぶことをいう。次項において同じ。）を支援する学習方法の

開発及びその普及を図るものとする。 

２ 県は、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他関係者が親

としての学びの機会を提供することを支援するものとする。 

全文削除 ・個別・具体的な施策は条例に書き込まず、条例の趣旨に

基づき、担当部局が毎年度の事業の中で計画、実施する。

または、中期総合計画等に落とし込み、複数年度に渡る部

局横断的な取組を計画、実行することとする。 

・「親としての学び」は、親がそれぞれの子育て体験等を

通じて自主的に身に付けるもので、行政などが押し付け

るものではない。また、「親になるための学び」は、将来

親になることを前提にしていると考えられ、憲法１３条

の自己決定権、憲法１９条の思想良心の自由を侵害する

懸念がある。結婚することを前提としていると思われる

ことから、個人の自由意志に基づく婚姻を保障した憲法

24 条にも反する。 

・「子どもが将来親になるために学ぶこと」を目的とする

法律は本素案が引用する学校教育法、児童福祉法、社会教

育法にも規定されておらず、どの法律を根拠にした条例

なのかわからない。 

・家庭の役割や子育ての意義を学ぶことを、「親になるた

めの学び」に結びつけていることは問題。家庭の役割や子

育ての意義を学ぶことにより、「子育てが大変そうだから

子どもを作らないでおこう」や「家庭を大事にする人たち

がいるのは分かるが、私は１人で自由に生きていこう」と

考えるのも１つの選択なので、その選択を排除している

ことは条文として不適切。また、子どもを作りたくても作

れない人への配慮も欠ける表現。 

（親になるための

学びの支援） 

第 12 条  

県は、親になるための学び（子どもが、親の役割、子育ての意義その

他の将来親になることについて学ぶことをいう。次項において同じ。）を

支援する学習方法の開発及びその普及を図るものとする。 

２ 県は、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他関係者が、

親になるための学びの機会を提供することを支援するものとする。 

 

全文削除 

（人材養成等） 

第 13 条 

 

県は、家庭教育に関する支援を行う人材の養成、資質の向上及び相互

の連携の推進を図るものとする。 

 

13 条→11 条 

県は、家庭教育等に関する支援を行う人材の養成、資質の向上及び相

互の連携の推進を図るものとする。 

・11 条、12 条を削除したため、繰り上がり。 

（相談体制の整備

等） 

第 14 条 

県は、家庭教育に関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充実、

相談窓口の周知その他の必要な施策を講ずるものとする。 

14 条→12 条 

県は、家庭教育等に関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充

実、相談窓口の周知その他の必要な施策を講ずるものとする。 

・11 条、12 条を削除したため、繰り上がり。 

（広報及び啓発） 

第 15 条 

 

県は、家庭教育の支援に関する社会的気運を醸成するため、家庭教育

において保護者の果たす役割及び社会の全ての構成員が家庭教育を支

援することの重要性について、県民の理解を深めるとともに、意識を高

15 条→13 条 

県は、家庭教育等の支援に関する社会的気運を醸成するため、家庭教

育において保護者の果たす役割及び社会の全ての構成員が家庭教育等

・11 条、12 条を削除したため、繰り上がり。 

・「保護者の果たす役割」を強調することが、「子育て困難

家庭」の保護者を追い詰める強い表現になりかねないこ
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 めるための広報及び啓発を行うものとする。 を支援することの重要性について、県民の理解を深めるとともに、意識

を高めるための広報及び啓発を行うものとする。 

とから、シンプルな表現に改めた。 

（個人情報の取り

扱い） 

新設 

 

 第 14 条 

 県は、支援家庭の個人情報やプライバシーに関する情報（以下「個人

情報等」という。）の取得、利用、管理について、「岡山県個人情報保護

条例」に基づき適切に行うこととする。 

・支援を行う際の個人情報保護に関する規定を追加。 

（情報通信環境の

整備） 

新設 

 第 15 条 

 県は、情報通信技術を使った家庭学習が円滑に行われるよう、家庭や

地域における通信環境の整備に努め、そのための必要な支援を行うこと

とする。 

・GIGA スクール構想の進展に伴い、家庭学習における情

報通信技術の活用が進むことに対応し、家庭における通

信環境の整備に関する規定を追加。 

（財政上の措置） 

第 16 条 

県は、家庭教育支援施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず

るものとする。 

 県は、家庭教育等支援施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

 

（年次報告） 

第 17 条 

知事は、毎年度、家庭教育支援施策の実施状況を取りまとめ、議会に

報告するともに、公表するものとする。 

 知事は、毎年度、家庭教育等支援施策の実施状況を取りまとめ、議会

に報告するともに、公表するものとする。 

 

（家庭教育を実践

する日） 

第 18 条  

県は、家庭教育を重点的に実践するため、岡山県家庭教育応援の日（11

月の第３日曜日）を定め、家庭教育についての県民の関心及び理解を深

めるための啓発活動その他の事業を実施するよう努めるものとする。 

 全文削除 ・記念日を作る必要性を感じない。作っても形骸化する

懸念がある。 

 

附則 

（施行日） 

１ この条例は、令和  年  月  日から施行する。  変更なし  

 ２ 県は、この条例の施行後３年を超えない期間ごとに、県民の意見、

社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認められるときは、この条例

の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のする。 

変更なし  

 


