
鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 　　５－１

基 １－１　子育て支援についての意識づくり
本 ①子どもの権利を尊重する意識啓発 ・・・・・ 1 人権保育推進研修会 (子育て支援課)

目 ②子育て支援への理解の促進 ・・・・・ 2 子育てボランティア養成講座の実施(子育て支援課)

標
1 １－２　地域における子育て支援の充実

①親子が交流できる機会の拡充 ・・・・・ 3 園庭開放(保育所)(子育て支援課)

・・・・・ 4 園開放・子育て相談活動(指導課)

子 ・・・・・ 5 地域子育て支援拠点事業(子育て支援課)

育 ②地域の子育てへの意識の高揚 ・・・・・ 6 児童委員・主任児童委員活動支援(生活支援課)

て ・・・・・ 7 ファミリーサポートセンター事業(子育て支援課)

支 ・・・・・ 8 ｢すこやかネットワーク｣事業(指導課)

援 ・・・・・ 9 家庭支援ネットワーク事業(人権教育課)

地 ③子育て支援に関する地域活動等の促進 ・・・・・ 10 男女共同参画市民企画支援事業(男女共同参画課)

域 ・・・・・ 11 子育てサークル・ＮＰＯへの支援(子育て支援課)

・・・・・ 12 子育てサークル・ＮＰＯへの支援(男女共同参画課)

社 ・・・・・ 13 市民活動状況サイト事業ＮＰＯ支援事業（地域課）

会 ・・・・・ 14 地元大学との連携の推進(子育て支援課)

を
つ １－３　仕事優先の意識の見直し
く ①男性の子育てへの参加の促進 ・・・・・ 15 ジェフリー男性セミナー(父親への意識啓発)

る 　　　　(男女共同参画課)

た ・・・・・ 16 男女共同参画推進啓発事業(男女共同参画課)

め ・・・・・ 17 父子手帳の交付(健康づくり課)

に ・・・・・ 18 すくすくファミリー教室(プレパパ・ママコース)(健康づくり課)

②企業等による子育て支援対策の促進 ・・・・・ 19 特定事業主行動計画の推進(人事課)

・・・・・ 20 育児休業制度等の普及・啓発(産業政策課)

・・・・・ 21 労働条件の確保・改善(産業政策課)



鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 　５－２①

基 ２－１　家庭における子育てへの支援
本 ①子育て負担を軽減するサービスの充実 ・・・・・ 22 ｢こどもの部屋｣の活用(男女共同参画課)

目 ・・・・・ 23 公民館における｢子育て支援学習｣の実施(生涯学習課)

標 ・・・・・ 24 一時保育事業(子育て支援課)

2 ・・・・・ 25 ファミリーサポートセンター事業(子育て支援課)

・・・・・ 26 地域子育て支援センター事業(子育て支援課)

・・・・・ 27 鈴鹿市子育て支援センター(りんりん)(子育て支援課)

・・・・・ 28 子育て支援短期利用事業(ショートステイ)(子育て支援課)

・・・・・ 29 園庭開放(保育所)(子育て支援課)

す ・・・・・ 30 つどいの広場(子育て支援課)

・・・・・ 31 預かり保育事業(幼稚園）(学校教育課）

べ ②子育てにかかる経済的支援 ・・・・・ 32 児童手当(子育て支援課)

・・・・・ 33 不妊治療費助成(子育て支援課)

て ・・・・・ 34 乳幼児医療費の助成(保険年金課)

・・・・・ 35 勤労者教育資金貸付事業(産業政策課)

の ・・・・・ 36 鈴鹿市中学校ランチサービス事業(学校教育課)

・・・・・ 37 私立幼稚園就園奨励費補助事業(学校教育課)

子 ・・・・・ 38 公立幼稚園就園奨励費補助事業(学校教育課)

２－２　働きながらの子育てへの支援
育 ①保育サービスの充実 ・・・・・ 39 通常保育事業(子育て支援課)

・・・・・ 40 延長保育事業(子育て支援課)

て ・・・・・ 41 低年齢児保育推進事業(子育て支援課)

・・・・・ 42 休日保育事業(子育て支援課)

家 ・・・・・ 43 保育所整備費補助事業(子育て支援課)

・・・・・ 44 家庭支援等推進保育事業(子育て支援課)

庭 ・・・・・ 45 子育て支援推進保育事業(子育て支援課)

・・・・・ 46 特定保育事業(子育て支援課)

を ②子育て支援サービスの充実 ・・・・・ 47 子育て支援短期利用事業(トワイライトステイ)(子育て支援課)

・・・・・ 48 乳幼児健康支援一時預かり事業(子育て支援課)

さ ・・・・・ 49 放課後児童クラブ(子育て支援課)

２－３　児童虐待防止体制の充実
さ ①児童虐待を未然に防ぐ対策の強化 ・・・・・ 50 女性のためのフェミニストカウンセリング(男女共同参画課)

・・・・・ 51 児童委員・主任児童委員活動支援(生活支援課)

え ・・・・・ 52 家庭児童相談室(子育て支援課)

・・・・・ 53 女性相談事業(子育て支援課)

る ・・・・・ 54 里親制度の普及・啓発(子育て支援課)

・・・・・ 55 子どもを虐待から守る家の普及・啓発(子育て支援課)

・・・・・ 56 育児支援家庭訪問事業(健康づくり課)

た ・・・・・ 57 育児支援家庭訪問事業(子育て支援課）

・・・・・ 58 新生児母性訪問指導(健康づくり課)

め ・・・・・ 59 妊産婦・乳幼児訪問指導(健康づくり課)

・・・・・ 60 乳児一般健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査

に (健康づくり課)

・・・・・ 61 母子保健地域推進員制度(健康づくり課)

・・・・・ 62 すくすく広場(育児相談・栄養相談)(健康づくり課)

・・・・・ 63 子ども教育相談(教育研究所)

②保護救済体制の充実 ・・・・・ 64 鈴鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会(子育て支援課)



鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 　５－２②

基 ２－４　社会的支援を要する家庭への支援
本 ①ひとり親家庭の子育てへの支援 ・・・・・ 65 母子寡婦福祉資金の貸付制度(子育て支援課)

目 ・・・・・ 66 児童扶養手当(子育て支援課)

標 ・・・・・ 67 母子相談(子育て支援課)

2 ・・・・・ 68 助産施設及び母子生活支援施設への入所(子育て支援課)

・・・・・ 69 一人親家庭等医療費の助成(保険年金課)

す ・・・・・ 70 母子家庭に対する公営住宅の優先入居(住宅課)

・・・・・ 71 公益信託交通遺児育成援助基金事業(学校教育課)

べ ・・・・・ 72 交通遺児見舞金事業(学校教育課)

・・・・・ 73 要保護及準要保護児童生徒援助費補助事業(学校教育課)

て ・・・・・ 74 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課）

②障害のある子どもがいる家庭の子育てへの・・・・・ 75 障害児自立支援事業(障害福祉課）

の 　支援 ・・・・・ 76 障害児保育事業(子育て支援課)

③障害の早期発見・早期療育体制の充実 ・・・・・ 77 鈴鹿市療育センター(障害福祉課)

子 ・・・・・ 78 乳児一般健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査

(健康づくり課)

育 ・・・・・ 79 母子保健地域推進員制度(健康づくり課)

・・・・・ 80 就学指導(教育研究所)

て ④外国人の家庭への子育ての支援 ・・・・・ 81 外国人児童学習支援教室（実施主体ボランティア）

(市民対話課)

家
２－５　子育て家庭をささえる相談・情報提供の充実

庭 ①相談体制の充実 ・・・・・ 82 女性のためのフェミニストカウンセリング(男女共同参画課)

・・・・・ 83 児童委員･主任児童委員活動支援(生活支援課)

を ・・・・・ 84 家庭児童相談室(子育て支援課)

・・・・・ 85 女性相談事業(子育て支援課)

さ ・・・・・ 86 すくすく広場(児童相談・栄養相談)(健康づくり課)

・・・・・ 87 電話相談(健康づくり課)

さ ・・・・・ 88 児童相談(健康づくり課)

・・・・・ 89 ことばの相談(健康づくり課)

え ・・・・・ 90 母子保健地域推進員制度(健康づくり課)

・・・・・ 91 少年相談活動の充実(青少年課)

る ・・・・・ 92 子ども教育相談(教育研究所）

た ・・・・・ 93 医師による学校支援(教育研究所)

・・・・・ 94 臨床心理士による学校支援（教育研究所）

め ・・・・・ 95 不登校児童生徒支援事業(教育研究所)

・・・・・ 96 学校の教育相談体制づくり支援事業(教育研究所)

に ②情報提供体制の充実 ・・・・・ 97 子育て情報誌(子育て支援課)

③子育て支援コーディネート体制の確立 ・・・・・ 98 子育て支援総合コーディネート事業(子育て支援課)



鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 　５－３

基 ３－１　教育・学習による子どもの成長への支援
本 ①家庭教育への支援の充実 ・・・・・ 99 家庭教育支援総合推進事業(生涯学習課)

②子どもの生きる力をはぐくむ教育環境の ・・・・・ 100 国際理解教育の推進(指導課)

目 　充実 ・・・・・ 101 鈴鹿国際交流協会補助事業(市民対話課)

標 ・・・・・ 102 おはなし会(図書館)

3 ・・・・・ 103 園庭開放・子育て相談活動(指導課)
・・・・・ 104 チャレンジ１４(指導課)

・・・・・ 105 子ども読書活動の推進(指導課)

子 ３－２　地域における交流等の充実
①地域活動等への参加促進 ・・・・・ 106 ジュニアリーダー等育成事業(生涯学習課)

ど ・・・・・ 107 小中学校全国大会等出場派遣費に対する補助金交付事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(スポーツ課)

も ・・・・・ 108 鈴鹿市スポーツ少年団活動に対する補助金交付事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(スポーツ課)

自 ②地域での体験活動等の機会の充実 ・・・・・ 109 親子向け文化事業の開催(鈴鹿市文化振興事業団)(文化課)

・・・・・ 110 鈴鹿市少年野球選手権大会(スポーツ課)

身 ・・・・・ 111 鈴鹿市少年相撲大会(スポーツ課)

・・・・・ 112 鈴鹿市親子水泳教室(スポーツ課)

の ・・・・・ 113 夏季休業中における学校プール運営事業(スポーツ課)

・・・・・ 114 鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会(スポーツ課)

成 ・・・・・ 115 鈴鹿市ジュニアバレーボール選手権大会(スポーツ課)

・・・・・ 116 鈴鹿市ジュニア強化育成事業(中学生競技力向上トレーニング

長 ・・・・・ 117 講習会)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(スポーツ課)

鈴鹿市少年サッカー選手権大会(スポーツ課)

を ・・・・・ 118 鈴鹿市ミニバスケットボール選手権大会(スポーツ課)

・・・・・ 119 コスタリカ杯少年サッカー大会(スポーツ課)

さ ・・・・・ 120 総合型地域スポーツクラブ(スポーツ課)

・・・・・ 121 保育所地域活動事業(子育て支援課)

さ ３－３　子ども自身の主体的活動の充実への支援
①子どもの遊び場の充実 ・・・・・ 122 都市公園整備事業(市街地整備課)

え ②子どもの年齢に応じた居場所の確保 ・・・・・ 123 一ノ宮団地・玉垣児童センター運営(人権政策課)

・・・・・ 124 江島カルチャーセンター児童図書室の運営(鈴鹿市文化振興

る 事業団) 　　　(文化課)

・・・・・ 125 子どもの居場所づくり事業(人権教育課)

た ３－４　次代の親としての成長への支援
①親となるための学習機会の充実 ・・・・・ 126 異世代交流事業(指導課)

め ・・・・・ 127 異世代交流事業(子育て支援課)

・・・・・ 128 チャレンジ１４(指導課)

に ②親となるために必要な意識づくり ・・・・・ 129 思春期の食育事業(健康づくり課)

３－５　子ども自身の声を聞く相談の充実
①子どもの相談体制の充実 ・・・・・ 130 少年相談活動の充実(青少年課)

・・・・・ 131 子ども教育相談(教育研究所)

・・・・・ 132 学校の教育相談体制づくり支援事業(教育研究所)
②教育現場での諸問題に対する対応の充実・・・・・ 133 不登校対策事業(教育研究所)



鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 ５－４

基 ４－１　健康な子育てへの支援
本 ①主体的な健康づくり支援 ・・・・・ 134 母子健康手帳の交付(健康づくり課)

目 ・・・・・ 135 すくすくファミリー教室(プレパパ・ママコース)(健康づくり課)

標 ・・・・・ 136 父子手帳の交付(健康づくり課)

4 ・・・・・ 137 妊産婦・乳幼児訪問指導(健康づくり課)

・・・・・ 138 ことばの相談(健康づくり課)

親 ・・・・・ 139 すくすく広場(育児相談・栄養相談)(健康づくり課)

・・・・・ 140 子ども発達相談(健康づくり課)

子 ・・・・・ 141 電話相談(健康づくり課)

・・・・・ 142 健康教育(健康づくり課)

の ・・・・・ 143 すくすくファミリー教室(マタニティクッキングコース)(健康づくり課)

・・・・・ 144 すくすくファミリー教室(子育てコース)(健康づくり課)

健 ・・・・・ 145 歯科健康教育の実施(健康づくり課)

・・・・・ 146 歯の衛生週間事業(歯の無料健診・相談とフッ素塗布，母と子

康 のよい歯のコンクール)(健康づくり課)

・・・・・ 147 エンパワーメントを推進する事業の (健康づくり課)

づ ②妊娠，出産，育児期の健康づくり ・・・・・ 148 育児支援家庭訪問事業(健康づくり課)

・・・・・ 149 育児支援家庭訪問事業（子育て支援課）

・・・・・ 150 妊婦一般健康診査(健康づくり課)

く ・・・・・ 151 ペリネイタルビジット(出生前後小児保健指導)(健康づくり課)

・・・・・ 152 新生児母性訪問指導(健康づくり課)

り ・・・・・ 153 乳児一般健康診査(健康づくり課)

・・・・・ 154 １歳６か月児健康診査(健康づくり課)

の ・・・・・ 155 ３歳児健康診査(健康づくり課)

・・・・・ 156 妊産婦・乳幼児フォローアップ事業(健康づくり課)

た ・・・・・ 157 幼児健康診査事後フォロー教室(健康づくり課)

・・・・・ 158 母子保健地域推進員制度(健康づくり課)

め ・・・・・ 159 予防接種(健康づくり課)

４－２　子どもの健康のための支援
に ①子どもの年齢に応じた健康づくりへの支援・・・・・ 160 すくすくファミリー教室(離乳食コース)(健康づくり課)

・・・・・ 161 すくすくファミリー教室(おやつクッキングコース)(健康づくり課)

②小児医療の充実 ・・・・・ 162 鈴鹿市応急診療所(健康づくり課)

③思春期保健対策の充実 ・・・・・ 163 思春期の食育事業(健康づくり課)
・・・・・ 164 思春期子育て講座・研修講座(教育研究所)



鈴鹿市次世代育成支援行動計画体系図 　　５－５

基 ５－１　安全な子育て環境づくり
本 ①安全なまちづくりの推進 ・・・・・ 165 防犯ホイッスル・防犯ブザーの配布(青少年課)

目 ・・・・・ 166 危険区域表示板の設置(青少年課)

標 ・・・・・ 167 防犯訓練・防犯教室(青少年課)

5 ・・・・・ 168 ｢子ども安全安心メール｣配信システムの導入(青少年課)

・・・・・ 169 校区危険箇所の公開(青少年課)

子 ・・・・・ 170 ＣＡＰプログラムの導入(青少年課)

育 ・・・・・ 171 校内緊急時通報装置設置事業（青少年課）

て ・・・・・ 172 鈴鹿市青少年対策推進本部の設置(青少年課)

の ・・・・・ 173 少年相談活動の充実(青少年課)

安 ②交通安全教育の推進 ・・・・・ 174 講師派遣による交通安全教室(指導課)

全 ・・・・・ 175 講師派遣による交通安全教室(防災安全課)

・ ③地域協力による安全対策の促進 ・・・・・ 176 防災井戸端教室(防災安全課)

安 ・・・・・ 177 講師派遣による防災講座(防災安全課)

心 ・・・・・ 178 子どもを守る家活動補助事業(生涯学習課)

を ・・・・・ 179 安全安心パトロール隊の結成(青少年課)

さ ・・・・・ 180 青色回転灯装着車によるパトロールの実施(青少年課)

さ
え ５－２　安心して子育てできる環境づくり
る ①子育てを支える住環境の充実 ・・・・・ 181 勤労者住宅資金貸付事業(産業政策課)

た ・・・・・ 182 子育て世帯に配慮した市営住宅の確保(住宅課)

め ②子育てバリアフリーの推進 ・・・・・ 183 バリアフリーのまちづくり推進事業　(障害福祉課）

に ③地域協力による安心なまちづくりの推進 ・・・・・ 184 図書類等自動販売機の点検パトロールの実施(青少年課)




