


21.5
21.3

19.8
19.5

12.9

15.2
14.6
13.7

（％）

22.0

17.0

12.0

年少人口（０歳～14歳）割合の推移

全　国

三重県
多気町
勢和村

昭和60年　　　　　平成２年　　　　平成７年　　　　平成12年

計画を推進するために

　この計画を推進していくために、以下の点に力を入れていきます。また、行政をはじめ、家庭、地域、職場
では、以下の点を踏まえて行動することが大切です。

事業名・事業内容
現状

（平成16年度）
目標

（平成21年度）

計画に基づいて、以下のとおり実施目標を設定します。

子育て支援センター事業
児童館等において、乳幼児の保育に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を

行うとともに、子育てサークルの支援等を行います。

ファミリーサポート・センター事業

一時保育事業

つどいの広場事業

通常保育事業（保育園の整備）

延長保育事業

休日保育事業

乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育）

特定保育事業

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

地域において子育てを手助けしてほしい人（依頼会員）と、子どもを預かるなどの育
児を手伝いたい人（援助会員）との連絡調整を行うとともに、講習やその他必要な援
助を行います。

冠婚葬祭、保護者の傷病や入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童を、

保育園等において保育します。

公共施設の空きスペース、商店街の空き店舗などを活用し、主に０～３歳児と親が気

軽に集まれる「つどいの広場」を整備します。

地域のニーズに応じた保育サービスの提供体制を整備し、質の高いサービスを提供す

すために、保育園の統合や多機能化などを進めます。

保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応するため、３歳未満児を対象に、
週に２～３日程度、または午前か午後など、必要に応じた時間の特別保育を実施しま
す。

保護者が昼間家庭にいない小学校低学年児童を対象に、授業終了後に空き教室などを

利用して、適切な遊び及び生活の場を与えます。

１か所

定員20人
２か所

１か所

１か所

２か所

定員590人

　-

定員630人

　-

　-

　-

保護者の勤務時間等により、通常の保育時間を超えた受け入れを行います。

日曜・祝日の勤務により、保護者が子どもをみられない場合などは、休日保育

事業を実施します。

病気が回復期にある子どもで、集団保育が困難な場合や、家庭における家事や

育児が困難な場合に、病院や保育園等で預かります。

　-
定員20人
３か所

定員15人
１か所

定員15人
２か所
定員25人
１か所

定員30人

-

定員20人
１か所
定員10人
１か所

　-

定員10人
２か所

○総合的な施策の推進
　　各課や関係機関の連絡・調整体制を確保して連携し、幅広い内容が盛り込まれたこの計画を推進していきます。

○国や県との連携
　　国や県との連携の下に進める事業も、円滑に進められるよう連携を強化します。

○広域圏との連携
　　広域的な観点からの子育て支援環境づくりにも力を入れて、計画を推進していきます

それぞれが、それぞれの立場で・・

地域では・・

○子育ての第一義的責任を担います
○しつけや教育を通じた子どもの人間形成、子どもの健康、生活習慣の確立
　などについての基礎的な役割を果たします
○子育てに有効なサービスなどの情報を入手して、必要に応じて活用します
○男女（父母）がともに子育てを担います

家庭では・・

職場では・・

○一般事業主行動計画の策定をはじめ、子育てし
　ながらはたらきやすい職場環境をつくります

行政は・・
○計画全体が推進されるよう、計画の周知と啓発
　を行います
○計画の進捗状況を点検し、結果を公表します
○計画の評価と分析を行い、新たな課題や取組方
　針等を研究し、計画を見直します

○地域の子どもは地域で育てる意識を高め、地域
　の子どもに関心を持ち、子育て支援に参加・協
　力します
○子どもが地域で様々な経験を積みながら成長で
　きる環境や機会をつくります

子
育
て
支
援
推
進
都
市
を
め
ざ
し
て

○鈴鹿市は、子育て支援の先進都市をめざして取り組んでいます。その一環として市は平
　成１６年度に「子育て支援総合推進モデル市町村事業」を導入しました。これは、次世
　代育成支援行動計画において各種の子育て支援事業に積極的に取り組もうとする市町村
　を国が指定するもので、全国で49市町村が指定されたものです。このため、鈴鹿市では
　通常の市町村が目標を設定するサービスよりも多くのメニューについて目標を設定して
　います。

○また、「子育て支援総合推進モデル市町村事業」では、計画づくりと目標設定のほかに
　子育て支援の普及啓発セミナーや取り組み事例の作成が求められ、鈴鹿市でもこれに取
　り組んできました。特に、取り組み事例については、市内の子育て支援情報を整理した
　「子育て情報誌」もあわせて作成し、だれもが安心して子育てができる鈴鹿市の実現を
　めざしています。

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 14 か所 16 か所 18 か所 19 か所 20 か所 20 か所 

定   員 
各 45 人 

計 630 人 

各 45 人 

計 720 人 

各 45 人 

計 810 人 

各 45 人 

計 855 人 

各 45 人 

計 900 人 

各 45 人 

計 900 人 

 

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 26 か所 28 か所 28 か所 28 か所 28 か所 28 か所 

定   員 78 人 84 人 84 人 84 人 84 人 84 人 

 

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 １か所 １か所 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 

定   員 ６人 ６人 ６人 20 人 20 人 20 人 

 

平成 16 年度 平成 21 年度 

設置箇所数：１か所 設置箇所数：１か所 

 

平成 16 年度 平成 18 年度 

未実施 年間延べ派遣回数（訪問回数）：50 回 

 

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 未実施 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

 

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 ７か所 ７か所 ８か所 ８か所 ８か所 ８か所 

 

平成 16 年度 平成 21 年度 

コーディネーター数：２名 コーディネーター数：２名 

 

平成 16 年度 平成 21 年度 

設置箇所数：７か所 

受入可能人数：30 人 

設置箇所数：７か所 

受入可能人数：30 人 

 

平成 16 年度 平成 21 年度 

設置箇所数：７か所 

受入可能人数：47 人 

設置箇所数：７か所 

受入可能人数：50 人 

 

年   度 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 

実施箇所数 未実施 未実施 １か所 １か所 １か所 １か所 

定   員 未実施 未実施 18 人 18 人 18 人 18 人 

 

子育て支援事業の実施目標

○放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）　　　　

○一時保育

○病後児保育

○ファミリーサポートセンター事業

○育児支援家庭訪問事業

○つどいの広場

○地域子育て支援センター

○子育て支援総合コーディネート事業

○子育て短期支援事業（ショートステイ）

○子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

○特定保育事業
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子育て支援についての意識づくり
　　○　子どもの権利を正しく理解するよう啓発します
　　○　社会みんなで子育てを支援することを啓発します
　
地域における子育て支援の充実
　　○　幼稚園、保育園の園庭開放、各種イベントの開催などを通じて親子の交流、親同
　　　　士、子ども同士の交流機会の拡充に努めます
　　○　ファミリーサポートセンター事業など、地域で子育て支援に協力できる機会の周
　　　　知に努めます
　　○　子育てサークル等、子育て支援に関する地域活動等を促進します
　　　　
仕事優先の意識の見直し
　　○　夫婦で参加できる子育てセミナーの充実、男女共同参画意識の醸成などにより、男
　　　　性の子育て参加を促進します
　　○　企業等による子育て支援対策を促進します

すべての子育て家庭をささえるために

子育ての安全、安心をささえるために

親子の健康づくりのために

子ども自身の成長をささえるために

基本目標３

子育て支援地域社会をつくるために

教育・学習による子どもの成長への支援
　　○　親の学習機会の充実や「家庭の日」の周知など、
　　　　家庭教育への支援の充実に努めます
　　○　子ども自らが考え、主体的に判断し、他人と力
　　　　をあわせて問題を解決する力（生きる力）を育
　　　　む学校教育の充実を図ります
　
地域における交流等の充実
　　○　子どもたちが自主的に参加し、活動できる地域
　　　　活動の展開を支援します
　　○　子どもたちの、地域での体験活動等の機会の充
　　　　実を図ります
　　　　　
子ども自身の主体的活動の充実への支援
　　○　子どもの遊び場の充実を図ります
　　○　子どもの年齢に応じた居場所の確保を図ります

健康な子育てへの支援
　　○　親と子の主体的な健康づくりを支援する相談事業等の充実に努めます
　　○　妊娠、出産、育児期を通じた一貫した母子保健サービスを提供し、健康づくり
　　　　を支援します
　
子どもの健康のための支援
　　○　子どもの発達の過程に応じた食生活の知識の普及など、子どもの健康づくりを
　　　　支援します
　　○　小児医療を地域全体で支えていく体制づくりに努めます
　　○　思春期保健対策の充実に努めます

安全な子育て環境づくり
　　○　危険箇所の情報提供、子どもをねらった犯罪を防ぐ対策の充実など、安全なまちづくりを推進します
　　○　子どもの交通安全教育を推進します
　　○　地域協力により子どもを守る安全対策を進めます
　
安心して子育てできる環境づくり
　　○　子育てしやすい良好な住環境の確保に努めます
　　○　歩道の段差解消や、ユニバーサルデザインによるまちづくりなど、人にやさしいまちづくりを推進します。
　

家庭における子育てへの支援
　　○　一時保育やファミリーサポートセンターなど、子どもを一時的に預けられるサービス
　　　　を充実します
　　○　児童手当や乳幼児医療費の助成など、子育てにかかる経済的支援の充実に努めます
　
働きながらの子育てへの支援
　　○　働く親の多様なニーズに対応する保育サービスの充実に努めます
　　○　子どもが病気の時などの緊急時の子育て支援サービス、昼間に保護者がいない小学校
　　　　児童を受け入れる児童クラブの充実を図ります
　　　　　　
児童虐待防止体制の充実
　　○　児童虐待を未然に防ぐ対策の強化を図ります
　　○　鈴鹿市児童虐待防止ネットワーク委員会を充実し、保護救済体制を強化します

社会的支援を要する家庭への支援
　　○　ひとり親（母または父）家庭の子育てへの支援を充実します
　　○　在宅福祉サービスの充実など、障害がある子どもがいる家庭の子育てを支援します
　　○　障害の早期発見・早期治療・早期相談体制の充実を図ります
　　○　外国人の家庭の子育てへの支援の充実を図ります
　　
子育て家庭をささえる相談・情報提供の充実
　　○　気楽に相談できる体制を充実します
　　○　情報提供体制の充実を図ります
　　○　地域における子育てサービス情報を提供する拠点を設置するなど、子育て支援総合
　　　　コーディネート体制の確立に努めます

５つの
基本目標

次代の親としての成長への支援
　　○　子どもたちが、将来親となるための学習機
　　　　会の充実を図ります
　　○　子どもたちが、将来親となるための意識を
　　　　形成する教育や啓発を行います　
　　　　
子ども自身の声を聞く相談の充実
　　○　学校などで、子どもの相談を受ける場を充
　　　　実します
　　○　いじめや不登校など、子どもの心の問題へ
　　　　の対応を充実します

基本
目標 １

基本
目標 ２

基本
目標 ３

基本
目標 ４

基本
目標 ５



鈴鹿で育つ、鈴鹿の未来

○日本では、生まれてくる子どもの数が減少し、小子化が進みつつ
　あります。少子化が社会にもたらす影響は、人口の減少による将
　来の社会の担い手世代の減少や、子ども自身の成長への影響など
　様々な問題が指摘され、心配されています。

○国は、少子化対策を具体化するために、平成15年７月に「次世代
　育成支援対策推進法」を制定するとともに、平成16年には「少子
　化社会対策大綱」を策定し、それに基づく実施計画として「少子
　化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について（子
　ども子育て応援プラン」を策定しています。

○鈴鹿市では、平成13年３月に「親と子のみらいプラン（鈴鹿市児
　童育成計画）」を策定して子育て支援に取り組んできましたが、
　働く親への子育て支援に偏りがちであったこれまでの考え方を見
　直すとともにさらに前進した取り組みを進めていくために、主に
　以下のような視点を踏まえた計画を策定しました。

○この計画では、未来を担う子どもたちが鈴鹿市での生活を通じて成長
　し、豊かな人間性を育むことを大切考えています。
　
○子どもたちが、家庭、学校、地域での生活の中でいろんな人とふれあ
　い、様々な体験をしながら成長し、自らの未来に希望を持って成長で
　きるよう支援することが大切だと考えています。そのためには、子ど
　もたちの権利を正しく理解し、尊重し、愛情を持って接していくこと
　が必要です。

○こうした考えから、計画の理念を、上記のように設定しました。

計画の基本的な視点

①子どもの権利が守られるために
　　全ての子育て支援サービスが、親だけでなく子どもにとっても有益なものとなる
　ように考えます。

②社会全体で子育てをささえるために
　　家庭、学校、地域、企業、行政等が協力し、社会全体で子育てを支援していく考
　え方を重視します。

③子ども自身の豊かな人間形成のために
　　鈴鹿市の環境や特性を活かしながら、鈴鹿の子どもが鈴鹿で成長していく環境づ
　くりを重視します。

～未来を担う子どもたちの
　豊かな人間形成をめざして～

①子どもの視点を大切に！
　　親支援に偏ることなく、何よりも子どもの立場、子どもの権利を
　　大切に考えます
　

②全ての子どもと、全ての子育て家庭を支援！
　　働く親だけでなく、すべての子育て家庭への支援を考えます

③次代の親を育てる！
　　子どもたちが、次代の親となることを大切に考えます

④社会みんなで子育てを支える！
　　子育て家庭を、社会全体で支えることを考えます

明日の鈴鹿市を担う子どもたちの
健やかな成長のために

鈴鹿市次世代育成支援行動計画

計画の理念




