
鈴鹿市

1-1　子育て支援についての意識づくり

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

1 111-1
①こどもの権
利を尊重する
意識啓発

人権保育推進研修
会

各保育所から推進委員を選出し，人権意識
を高め人権保育推進に向けて，講演会・公
開保育への参加・ディスカッション・実践
検討等を通して検証を行います。

日常保育の一場面から実践を出し，検討する中
で，人権意識を高め合う。
　　6/11・7/29・10/30・11/19・1/18 実施
人権指定園にて保育観察をし，学んだ点・今後
に生かしていきたいこと等を話し合う。
　　7/25

人権保育推進委員が中心となり，各保
育所での課題を見つけ自らが推進して
いく。積み重ねができていない現状が
あるので，メンバーが変わっても，引
き継いでいくこと。

子育て支援課 3

2 112-1
②子育て支援
への理解の促
進

子育てボランティ
ア養成講座の実施

子育てをサポートしていただけるボラン
ティア養成講座を鈴鹿市社会福祉協議会と
実施します。

社会福祉協議会主催の子育てをサポートしてい
ただくボランティアを要請するためのボラン
ティア養成講座は開催されず，実施できなかっ
たが，ファミリーサポートセンター主催の会員
養成講座で講師として子育て支援事業を紹介し
た。

今後も依頼があれば，講座の講師を引
き受け，子育て支援事業を紹介する。

子育て支援課 3

基本目標１　子育て支援地域社会をつくるために
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1-2　地域における子育て支援の充実

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

3 121-1
①親子が交流
できる機会の
拡充

園庭開放（保育
所）

保育所の園庭を開放し，保育所の子どもと地域
のこどもがふれあいながら遊んだり，保護者間
の交流を図ります。

公立保育所・私立保育園において実施

低年齢児の利用の増加に伴い，子育て支援
の必要性が増えている等利用者のニーズの
多様化に対応できない。地域の関係者と協
議し，ニーズに的確に応えられる体制の整
備が必要。

子育て支援課 3

4 121-2
①親子が交流
できる機会の
拡充

園開放・子育て相
談活動

地域の親子を対象とした園開放を行い，在園児
との遊ぼう会の計画や参加型の保育参観を行
い，家庭教育の重要性や体験活動の充実など地
域で子どもを育てる環境の整備を進めます。

幼稚園の実態に応じて，未就園児の親子を対象に園
開放を行ったり，在園児の保護者の参加型・参画型
保育参観を行ったりして，子どもたちが滑らかに入
園できるよう，また保護者に園での活動を知ってい
ただき理解していただけるよう取り組んだ。また，
随時，子育てに関する相談活動を実施し，保護者に
対し今後の子育てのアドバイスを行ってきた。

幼稚園に求められる多様な機能に応えられ
る人材配置が必要である。教員や保護者へ
のカウンセリング，子育て講座等における
講演，指導・助言を行うアドバイザー等を
派遣し，教員の力量や保護者の子育てに関
する理解等を図っていく。保護者ボラン
ティア，地域ボランティア等の人材開発を
一層進める。

指導課 3

5 121-3
①親子が交流
できる機会の
拡充

地域子育て支援セ
ンター事業から地
域子育て支援拠点
事業に変更

子育て不安に対する相談・指導や，子育てサー
クルへの支援など地域の子育て家庭に対する育
児支援を行います。

主に０～３歳ぐらいの子どもを子育て中の親子を対
象に、自由に集える居場所をつくり、育て支援アド
バイザー等による相談や講演会の場を提供した。
実施か所　６か所
トゥインクル　月・火・木
サラダの国　月・火・水・木・金
ハピーの広場　月・火・木・金・土
プラス　ドゥ　元気っ子　月・水・金
スマイルキッズ　火・水・金
愛あい　月・火・金

設置か所数
H21　8か所

地域子育て支援拠点事業の創設により、現
在の地域子育て支援センター事業をひろば
型に移行するにあたり、事業の受託者を公
募し、プロポーザル方式により６か所とし
たが，まだまだ受け皿として足りないた
め，各施設間での連携を図る。

子育て支援課 3

6 122-1
②地域の子育て
への意識の高揚

児童委員・主任児
童委員活動支援

地域において児童の健全育成を行う者等と連携
し、地域活動に対する地域住民の参加を促進す
る活動を支援します。

地域によって活動内容は様々ですが、子育てサロン
活動などを通じて子育て家庭を支援し、親子の孤立
を防ぎ、育児不安のない、安心して子育て・子育ち
ができる地域づくりの取り組みを支援しました。

生活支援課 3

7 122-2
②地域の子育て
への意識の高揚

ファミリーサポー
トセンター事業

育児の支援を受けたい人と行いたい人を会員と
するファミリー・サポート・センターにより、
保育所までの送迎、保育所閉所後の一時的な預
かりなど、育児についての助け合いを行いま
す。

依頼会員379人／提供会員197人／依頼・提供会員
78人／活動実績1577回

設置個所数
H21　1か所

依頼会員・提供会員を増やすため，市内の
保育所・幼稚園・小学校へのＰＲをし，
ファミリー・サポート・センター事業の周
知を図る。

子育て支援課 3

8 122-3
②地域の子育て
への意識の高揚

「すこやかネット
ワーク」事業
平成19年度完了

学校が保護者や地域住民の意向を把握，反映す
るとともに，家庭・地域と連携・協力し，子ど
もの健全育成に向けた具体策について協議した
り，様々な活動を行ったりして，校区ぐるみで
子どもの育成を図ります。

市内全ての小中学校で，地域と共に「あいさつ運
動」「パトロール」「通学路危険か所点検」等の活
動や子ども健全育成の為のイベント等行った。本事
業により，それぞれの活動が定着するとともに，子
どもたちは地域の方々と触れ合う機会が増えてきて
いる。

各学校で，学習支援や学校環境整備，パト
ロールといった様々なボランティアを活用
し，子どもの健全育成に関する活動が定着
してきたため，平成19年度をもってこの事
業は終了した。

指導課 5

9 122-4
②地域の子育て
への意識の高揚

家庭支援ネット
ワーク事業

児童センター、保育所、幼稚園、小学校、中学
校、地域住民とのコラボレーション事業で、社
会や地域現状をふまえ、さまざまな支援が必要
な家庭についての情報共有や、支援のあり方に
ついて検討し、効果的な支援を実施していく。

平成20年度は，全体でのネットワーク会議は開催し
なかった。個別に小・中学校との連絡会を数回開催
し，支援が必要な家庭についての支援のあり方につ
いて情報共有した。

本事業は、平成２０年度をもって廃止と
し、今後は個別に関係小中学校・園及び地
域住民と話し合う機会をもち，引き続き連
携していく。

人権教育課 3
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10 123-1
③子育て支援に
関する地域活動
等の促進

男女共同参画市民
企画支援事業

市民団体や子育てサークル等が企画する子育て
支援事業について，事業費の補助や運営に関す
るサポートを行うことにより，さらに主体的な
活動を展開していけるように育成・支援を図り
ます。

平成20年度男女共同参画市民企画支援事業5事業に
事業費補助や運営に関するサポートを行い，活動の
場の提供と，団体・グループの人材育成や活動支援
を図った。

計画どおりに推進していく。 男女共同参画課 3

11 123-2
③子育て支援に
関する地域活動
等の促進

子育てサークル・
NPOへの支援

子育てサークルやＮＰＯ法人の活動を支援しま
す。

・地域の公民館（旭が丘公民館3回，玉垣公民館3
回）で出前保育を開催し，地域での子育てを担える
人材を育成し，サークル発足の援助を行う。

サークルに対して，活動内容等の支援を行
う

子育て支援課 3

12 123-3
③子育て支援に
関する地域活動
等の促進

子育てサークル・
NPOへの支援

子育てサークルやＮＰＯ法人の運営や活動を支
援します。

印刷工房に印刷機・コピー機を配置し，利用サービ
スを行った。簡単な打ち合わせ等に交流スペースを
提供した。
情報コーナーに啓発資料や活動チラシ等を配置し，
情報提供を行った。図書コーナーに図書・雑誌・行
政資料・ビデオ等をそろえ，貸し出しを行った。
ジェフリー登録グループ・団体へは，講座開催や事
業案内等の情報提供，貸しロッカーサービス，ホー
ムページでの活動内容紹介等を行った。ジェフリー
登録グループ・団体会議を開催し，情報交換を行っ
た。　「ジェフリーふぇすた」において，活動報告
や交流を図った。

引き続き，子育てサークルやNPO法人の運
営や活動を支援していく。

男女共同参画課 3

13 123-4
③子育て支援に
関する地域活動
等の促進

市民活動情報サイ
ト事業NPO支援事業

・市民活動団体が自己PRとイベントやお知らせ
などの情報発信が自由にできるインターネット
サービスを利用して，鈴鹿市民活動情報サイト
を運用する。

・市民活動情報サイトの既登録団体や，市内で活動
しているボランティア・市民活動団体を対象にした
サイトの操作説明会を，ネットワークと情報を持っ
ている「中間支援団体」と協働開催し，アクセスと
情報更新を呼びかけ，未登録団体にはサイトの登録
を促した。さらに，より多くの方に，市民活動団体
の活動を知っていただくために，鈴鹿市ボランティ
ア連絡協議会と連携を図り「ボランティア・市民活
動団体紹介パネル展」を開催した。（参加４７団体
のうち，１６団体が子どもに関する団体）
・行政の枠にはまらない講座内容の提供と幅広い団
体の参加が期待できることから，NPO支援講座（１
部「市民活動団体支援補助金交付団体報告会」と２
部「意見交換会」）を中間支援団体と協働で開催し
た。これらの事業において，子育てに関する団体紹
介や活動内容等が提供され，子育て支援に対する意
識の高揚が図られた。

これまで中間支援団体と協働開催してきた
NPO支援講座を，企画・運営の段階から公
募の実行委員形式を取り入れ，幅広い層か
らの委員を募り，さらなる活性化を図る。

地域課 3

14 123-5
③子育て支援に
関する地域活動
等の促進

地元大学との連携
の推進

子育て支援に関する調査・研究及び事業の推進
に当たりさまざまな機会をとらえて地元大学と
の連携を図ります。

・子育て支援センター「りんりん」
平成20年10月28日～平成21年1月6日（火・水曜日）
2年生50人実習生受入
・公立保育所10カ所
平成20年6月6日～7月11日，9月1日～6日（金曜日）
57人実習生受入
・学官連携協議会
平成21年1月29日　鈴鹿短期大学との意見交換
・実習生成果発表会
平成21寝1月20日　神戸保育所　学生40人

今後も継続して事業を実施していく。 子育て支援課 3
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1-3　仕事優先の意識の見直し

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

15 131-1
①男性の子育て
への参加の促進

ジェフリー男性セ
ミナー（父親への
意識啓発）

男性がともに仕事と家庭生活を両立させ，地域
活動にも積極的に参画できるように，固定的な
性別役割分担意識について見直すきっかけを提
供し，男女が協力して家事や子育てや介護を担
う意識と家庭の教育力が高まるよう，男性の意
識改革を促す講座や料理教室等の生活自立支援
に関する実習などを開催します。

平成20年8月23日にジェフリー男性セミナーとし
て，「お父さんと一緒に腕まくり」を開催し，お父
さんとお子さんが一緒に料理をした。

今後も継続して事業を実施していく。 男女共同参画課 3

16 131-2
①男性の子育て
への参加の促進

男女共同参画推進
啓発事業

男女共同参画プランや男女共同参画を推進する
条例（平成１７年度策定予定）に基づき，慣習
や社会制度の見直し，男女共の就業環境改善に
ついて，関係各課と協力しながら市民や企業に
対して各種の講座や講演会を開催，出前講座な
ど積極的な働きかけに努めます。

平成20年11月29日に市民講座2008（講演会）「子育
て中のお父さんがさらに人生を楽しむ方法」を開催
講師：小崎恭弘（神戸常盤大学短期大学部幼児教育
学科准教授

今後も継続して事業を実施していく。 男女共同参画課 3

17 131-3
①男性の子育て
への参加の促進

父子手帳の交付
すくすくファミリー教室（ﾌﾟﾚパパ・ママコー
ス）等において希望者に父子手帳を配布し，父
親の育児参加・父性の意識の高揚に努めます。

すくすくファミリー教室（ﾌﾟﾚパパ・ママコース）
等において希望者に父子手帳を配布し，父親の育児
参加・父性の意識の高揚に努めた。

今後もすくすくファミリー教室などの機会
に父子手帳を配布して，父親の育児参加・
父性の意識高揚に努めていきたい。

健康づくり課 3

18 131-4
①男性の子育て
への参加の促進

すくすくファミ
リー教室（プレパ
パ・ママコース）

妊娠・出産・育児についての正しい知識の普及
と，妊娠中の体や心・育児への不安の解消を図
り，地域でささえあう仲間づくりを支援しま
す。

妊娠・出産・育児についての構話，体操のほかに，
夫の妊婦体験，沐浴の体験学習等を取り入れて，日
曜日開催を設けて父親の参加率の向上を図り，子育
てへの参加を促した。。H20 年度の参加者数は２２
７名のうち夫の参加１４２名（６３．０％）だっ
た。

父親の参加率
H20　63％
H21　100％目
標

父親の子育ての参加がしやすいように，日
曜日開催を実施していく。

健康づくり課 3

19 132-1
②企業等による
子育て支援対策
の促進

特定事業主行動計
画の推進

次世代育成支援対策推進法に基づき，職員の
ニーズを反映した「仕事と子育ての両立支援」
や「働き方の見直し」等の行動計画を策定し職
場環境の整備を推進する。

「鈴鹿市特定事業主行動計画」の策定主体である各
組織（各任命権者）の関係部署で構成する計画推進
委員会を5月に開催し，平成19年度の推進状況の確
認と今後の取組について協議した。

全職員に対し，休暇制度の趣旨を周知し，
取得しやすい職場の状況を作っていく。

人事課 3

20 132-2
②企業等による
子育て支援対策
の促進

育児休業制度等の
普及・啓発

市民・事業者に対して，育児休業制度の主旨理
解と制度普及の進展を図る。

市内企業12社を訪問し，人事担当者に対して育児・
介護休業法の周知を図った。

訪問企業数を増やすとともに，育児・介護
休業制度の取組状況の聞き取りを行う。

産業政策課 3

21 132-3
②企業等による
子育て支援対策
の促進

労働条件の確保・
改善

市民・事業者に対して，労働基準が遵守される
よう制度の啓発推進を行う

市内企業12社を訪問し，人事担当者に対して育児・
介護休業法の周知を図った。

訪問企業数を増やすとともに，育児・介護
休業制度の取組状況の聞き取りを行う。

産業政策課 3

4



2-1　家庭における子育てへの支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

22 211-1
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

「子どもの部屋」
の活用

子育て中の女性にも社会参加の機会を確保する
ため，ジェフリーで開催する事業においては託
児を設置するよう努めるとともに，事業で使用
しない日は，親子が安心して集える場所として
開放し，交流や情報交換の場として活用しま
す。

ジェフリーすずか主催事業等において託児設置に努
めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子
育てに関する事業では，託児が設置され，多くの利
用があった。託児による専用利用のない日は，親子
やグループが交流や情報交換の場として利用した。
平成20年度「こどもの部屋」総利用数  1,527名
託児のよる専用利用件数　99件

今後も継続して事業を実施していく。 男女共同参画課 3

23 211-2
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

公民館における
「子育て支援学
習」の実施

小学校就学前（乳幼児含む）及び小学校の子ど
もを持つ保護者を対象に、子育てについて共に
学びあう場と交流の場を提供することで、保護
者の子育てを支援します。

公民館28館にて実施し，のべ94回の講座を提供して
いる。
地域によっては，ボランティアが主体となって学習
メニューを作成し，子どもの年齢に応じた取組みも
なされている。

今後も継続して事業を実施していく。 生涯学習課 3

24 211-3
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

一時保育事業
保護者の疾病等の緊急時や，就労形態の多様化
に伴い家庭保育が困難となる場合等，保育所に
おいて一時的に児童を保育します。

公立保育所1か所，私立保育園14か所において実
施。

設置か所数
H21　28か所
　　　 84人

児童や子育て家庭が保育サービスを必要と
するときに利用できるようにするために
は，子育て家庭のニーズに対応する保育
サービスを提供できる体制が必要である。
必要となる費用が増大することが予想され
るため，受益者負担の見直し等を保育園と
調整し，費用対効果を検証する。

子育て支援課 3

25 211-4
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

ファミリー・サ
ポート・センター
事業

育児の支援を受けたい人と行いたい人を会員と
するファミリー・サポート・センターにより、
保育所までの送迎、保育所閉所後の一時的な預
かりなど、育児についての助け合いをおこない
ます。

依頼会員379人／提供会員197人／依頼・提供会員
78人／活動実績1577回

設置個所数
H21　1か所

依頼会員・提供会員を増やすため，市内の
保育所・幼稚園・小学校へのＰＲをし，
ファミリー・サポート・センター事業の周
知を図る。

子育て支援課 3

26 211-5
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

地域子育て支援セ
ンター事業から地
域子育て支援拠点
事業に変更

子育て不安に対する相談・指導や，子育てサー
クルへの支援など地域の子育て家庭に対する育
児支援を行います。

主に０～３歳ぐらいの子どもを子育て中の親子を対
象に、自由に集える居場所をつくり、育て支援アド
バイザー等による相談や講演会の場を提供した。
実施か所　６か所
トゥインクル　月・火・木
サラダの国　月・火・水・木・金
ハピーの広場　月・火・木・金・土
プラス　ドゥ　元気っ子　月・水・金
スマイルキッズ　火・水・金
愛あい　月・火・金

設置か所数
H21　8か所

地域子育て支援拠点事業の創設により、現
在の地域子育て支援センター事業をひろば
型に移行するにあたり、事業の受託者を公
募し、プロポーザル方式により６か所とし
たが，まだまだ受け皿として足りないた
め，各施設間での連携を図る。

子育て支援課 3

27 211-6
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

鈴鹿市子育て支援
センター事業

小学校就学前の子どもと保護者を対象とした，
出会い・ふれあい・学びあいを通して，みんな
で育てる｢子育てのひろば｣を提供します。

・開館時間等　火～土曜日（9時30分～16時30分）
・利用人数　31,260人
・親子教室（0歳児，1歳児，2歳以上）前期各3回，
中期各3回，後期各3回
・出前保育　15か所　286組
・作って遊ぼう　10回　312組
・赤ちゃん広場　12回　905組
・さくらんぼ（多胎児）広場　6回　43組
・子育て講座　11回

設置か所数
H21　8か所

「子どもたちがのびのびと遊べる場」「親
同士の交流や学びの場」「子育てについて
の相談の場」「子育ての情報を提供できる
場」としてみんなで「りんりん」をつくっ
ていく。

子育て支援課 3

基本目標２　すべての子育て家庭をささえるために
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28 211-7
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

子育て支援短期利
用事業(ショートス
テイ)

保護者が疾病等の理由で、一時的に児童の養育
が困難となった場合に児童養護施設などで一時
的に児童をお預かりします。

２歳未満児　　      実人員1人　　延日数4日
２歳以上児　　      実人員0人　　延日数0日
緊急一時保護の母親　実人員0人　　延日数0日

設置か所数
H21 7か所30
人

子育て支援課 3

29 211-8
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

園庭開放（保育
所）

保育所の園庭を開放し，保育所の子どもと地域
のこどもがふれあいながら遊んだり，保護者間
の交流を図ります。

公立保育所・私立保育園において実施

低年齢児の利用の増加に伴い，子育て支援
の必要性が増えている等利用者のニーズの
多様化に対応できない。地域の関係者と協
議し，ニーズに的確に応えられる体制の整
備が必要。

子育て支援課 3

30 211-9
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

つどいの広場

主に乳幼児(0～3歳)を持つ子育て中の親が、う
ち解けた雰囲気の中で気軽に集い交流するとと
もに、子育ての相談に応じる｢つどいの場｣の提
供を行います。

開設か所　　6カ所
トゥンクル・サラダの国・ハピーの広場・プラス
ドゥ元気っ子・スマイルキッズ・愛あい
開設日数　　1,027日
来所人数　 38,353人

設置か所数
H21　2か所

在宅保育の方への支援を中心に，平成２０
年度より６か所に増やし，市内全域で気軽
につどえる場の提供と子育て相談の充実を
図る。

子育て支援課 4

31 211-10
①子育て負担を
軽減するサービ
スの充実

預かり保育事業
（幼稚園）

幼稚園の保育時間は午後２時までで，その後は
降園となる。しかし，昨今の保護者の生活スタ
イルの多様化に伴い，午後２時を過ぎてから，
園児を預かってもらいたいとの要望が増えてい
る。幼稚園においては，保育所のように恒常的
に遅くまで保育することはないものの，各園の
実情に応じて保護者と相談したうえで，預かり
保育を実施した。

預かり保育の実施園　…　23園 学校教育課 3

32 212-1
②子育てにかか
る経済的支援

児童手当
小学校修了前までの児童を養育している方に児
童手当を支給します。

児童手当
被用者　     48,497件
非被用者　   15,727件
特例給付　    2,574件
小３修了前　205,881件

子育て支援課 3

33 212-2
②子育てにかか
る経済的支援

不妊治療費助成
不妊治療を行なっている夫婦に対象治療費の一
部を助成します。

20年度実績　76件 子育て支援課 3

34 212-3
②子育てにかか
る経済的支援

乳幼児医療費助成
事務事業

医療費を助成することにより,乳幼児の保護者
の医療費負担を軽減し,経済的支援を行う。

助成資格対象者（年度末）　１１，２０４人
助成額　３５２，２５２，８２７円

平成２１年９月から入院のみ小学校６年生
までに対象範囲を拡大します。

保険年金課 3

35 212-4
②子育てにかか
る経済的支援

勤労者教育資金貸
付事業

鈴鹿市が市内在住・在勤勤労者やその子弟の教
育のために，東海労働金庫鈴鹿支店に資金を供
給することにより，円滑な貸付が図れるように
する。

鈴鹿市が東海労働金庫鈴鹿支店に無利子で資金の貸
付けを行ったが，勤労者の利用実績はなかった。

労金と協議を行い同制度の内容精査，及び
勤労者への周知を図る。

産業政策課 3

36 212-5
②子育てにかか
る経済的支援

鈴鹿市中学校ラン
チサービス事業

生徒に対し，栄養面及び安全面に配慮した，弁
当を提供することにより，生徒の健全な発育を
図り，もって子育て支援に資することを目的に
希望者に販売する。

平成19年度　生徒利用率 5.5％
（内訳）10中学校生徒数　5,532人／ランチサービ
ス弁当の食数　50,343食
平成20年度　生徒利用率 6.7％
（内訳）10中学校生徒数　5,608人／ランチサービ
ス弁当の食数　62,754食

H20.6.7％
H21 7.0％目
標

今後も安全で安心なランチサービスの提供
ができるよう取り組んでいきたい。

学校教育課 3

37 212-6
②子育てにかか
る経済的支援

私立幼稚園就園奨
励費補助事業

保護者の経済的負担を軽減するとともに，幼稚
園教育の振興と充実を図るため，私立幼稚園に
在園する園児の保護者が負担する入園料及び保
育料に対して補助金を交付する。

（補助対象者）
・満３歳児　 20人　　・３歳児　　377人
・４歳児　　450人　　・５歳児    371人   計
1,218人
（補助額）９３,８８６,９００円

今後も継続し，事業を実施していく。 学校教育課 3

38 212-7
②子育てにかか
る経済的支援

市立幼稚園就園奨
励費国庫補助によ
る保育料の減免

公立幼稚園に就園させている家庭に対し,所得
に応じて保育料を助成する。

（補助対象者）
・４歳児　4人　・５歳児　20人　　　計　24人
（補助額）　529,700円

今後も継続し，事業を実施していく。 学校教育課 3
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2-2　働きながら子育てへの支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

39 221-1
①保育サービス
の充実

通常保育事業

保護者が就労等のために家庭において保育でき
ない児童を通常保育時間内で保育を行います。
また幼保一元化や総合施設等の問題を検討し，
公立保育所の整備計画を策定します。

公立保育所10か所・私立保育園30か所において，定
員4,425人で実施。また，教育委員会部局と幼保一
元化等を検討会議を開催。

定員
H21　4,210人

今後も継続し，事業を実施していく。 子育て支援課 4

40 221-2
①保育サービス
の充実

延長保育事業
保護者の就労形態の多様化に対応するため，通
常の開所時間を超えて保育を行います。

私立保育園28か所において，11時間の開所時間を超
えて延長保育を実施。

　 延長時間の内訳
　　　　30分延長　　12か所
　　　　１時間延長　11か所
　　　　２時間延長　 6か所 　計29か所

設置か所数
H21　24か所
　　　259人

児童や子育て家庭が保育サービスを必要と
するときに利用できるようにするために
は，子育て家庭のニーズに対応する保育
サービスを提供できる体制が必要である。
必要となる費用が増大することが予想され
るため，受益者負担の見直し等を保育園と
調整し，費用対効果を検証する。

子育て支援課 4

41 221-3
①保育サービス
の充実

低年齢児保育推進
事業（乳児保育事
業から変更）

安定的な保育が実施できるよう保育士を確保し
ながら，年度途中入所の需要等に対応する乳児
保育の一層の推進を図ります。

公立保育所　10か所　延べ　　246人
私立保育園　29か所　延べ　4,485人 の乳児が入所

子育て支援課 3

42 221-4
①保育サービス
の充実

休日保育事業
就労のため，休日に子どもを見られない保護者
のニーズに対応し，休日保育を実施します。

私立保育園　1か所において実施。

設置か所数・
定員

H21
2か所・60人

児童や子育て家庭が保育サービスを必要と
するときに利用できるようにするために
は，子育て家庭のニーズに対応する保育
サービスを提供できる体制が必要である。
必要となる費用が増大することが予想され
るため，受益者負担の見直し等を保育園と
調整し，費用対効果を検証する。

子育て支援課 3

43 221-5
①保育サービス
の充実

保育所整備費補助
事業

社会福祉法人の設置する保育所が，施設整備す
る際に必要な経費の一部を助成します。

私立保育所　2か所において実施。
　　次世代育成支援対策施設整備交付金
　　　・サラナ保育園（拡張）
　　　・白鳩保育園（大規模修繕）

子育て支援課 3

44 221-6
①保育サービス
の充実

家庭支援等推進保
育事業

家庭育児環境への配慮や，文化や言葉，生活習
慣の違い等への理解を図るなど，保育を行うう
えで特に配慮が必要な児童を受け入れている保
育所に対して，専門知識の習得や人材の育成な
どの支援を行います。

算所保育所及び一ノ宮保育所において，保育士の加
配により専門知識の習得や人材育成などの支援を行
い，入所児童の処遇の向上を行った。

子育て支援課 3

45 221-7
①保育サービス
の充実

子育て支援推進保
育事業

一定の基準の満たす認可外保育施設に対し運営
費補助を行います。

13施設が三重県知事へ届出済。内，10施設に対し運
営費補助金を交付。

子育て支援課 3

46 221-8
①保育サービス
の充実

特定保育事業
保護者の就労形態に応じた，多様な保育ニーズ
に対応するため，特定保育事業を実施します。

私立保育園　１か所において実施

設置か所数・
定員
H21　1か所18
人

児童や子育て家庭が保育サービスを必要と
するときに利用できるようにするために
は，子育て家庭のニーズに対応する保育
サービスを提供できる体制が必要である。
必要となる費用が増大することが予想され
るため，受益者負担の見直し等を保育園と
調整し，費用対効果を検証する。

子育て支援課 3

47 222-1
②子育て支援
サービスの充実

子育て支援短期利
用事業(トワイライ
トステイ)

保護者が仕事などにより帰宅が夜間になる場合
や休日勤務の場合に、児童養護施設などにおい
て一時的に児童をお預かりします。

利用実績なし
設置か所数

H21　7か所
子育て支援課 3

48 222-2
②子育て支援
サービスの充実

乳幼児健康支援一
時預かり事業

　保育所等に通所中の児童が病気の｢回復期｣で
あり，集団保育の困難な期間，病院等の専用ス
ペース等で一時的に，当該児童の保育を行いま
す。

延べ利用者数　　　　　702人
実利用者数　　　　  　382人
年間開設日数　　　　　290日

設置か所数

H21　2か所

市内の保育所・幼稚園へのＰＲをし，乳幼
児健康支援一時預かり事業の周知を図る。

子育て支援課 3
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49 222-3
②子育て支援
サービスの充実

放課後児童クラブ

両親就労家庭やひとり親家庭など，昼間保護者
のいない児童が安心して過ごせる場として，ま
た異年齢児集団の特性を生かした遊びや行事を
通じて，集団生活や生活習慣の指導とともに、
宿題の指導も行います。

公設民営　　 　　14か所
民設民営　　　   13か所
児童数　　　　 　1,099人

設置か所数
H21
20か所/900人

市内全小学校区(３０校区)の実施を目標と
し，共働き家庭の子育ての軽減を図り，よ
り安心安全な子どもの居場所づくりを提供
する。

子育て支援課 5
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2-3　児童虐待防止体制の充実

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

50 231-1
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

女性のためのフェ
ミニストカウンセ
リング

核家族など家族構成の変化に伴う子育て中の母
親の孤立化などが社会問題となっている昨今，
子育てに限らず，家庭や地域，職場での人間関
係などの女性からの相談を，専門の相談員が受
け，相談者の立場に立った助言を行い，相談者
自らが解決する力をつけていけるようサポート
を行います。

電話相談毎週１回／面接相談毎月２回
年間相談件数　219件

年々相談者が増加しているおり，それに対
応するため電話相談日を平成21年度より第
2・4火曜日の13時から17時の枠を増設す
る。

男女共同参画課 3

51 231-2
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

児童委員･主任児童
委員活動支援（再
掲）

児童虐待への取組として、発生予防、早期発
見・早期対応、再発防止、児童虐待防止等ネッ
トワークへの参画等、児童虐待防止対策につい
ての積極的な活動を支援します。

鈴鹿圏域虐待搾取等困難事例ネットワーク会議や鈴
鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会などに参画
し、児童虐待防止対策についての積極的な活動等の
取り組みを支援しました。

今後も補助金を通じて，支援を行う。 生活支援課 3

52 231-3
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

家庭児童相談室

　
児童虐待を受けているのではという通報を受け
たら、近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設
の職員その他の協力を得て、その児童の安全の
確認を行い、必要に応じ児童相談所へ送致す
る。

・児童虐待相談件数78件（身体的虐待33件／ネグレ
クト25件／心理的虐待13件／性的虐待2件）
・要保護児童・DV対策地域協議会の運営（代表者会
議2回／実務者会議3回／個別ケース会議（30家庭35
回・対象児数48人）
・日本虐待防止学会広島大会参加

虐待件数は減少しているが，継続対応件数
は増加傾向にある。また依然として危険を
伴う虐待ケースの対応が困難な状況であ
る。再発を予防するために，丁寧なフォ
ローができる体制づくり

子育て支援課 3

53 231-4
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

女性相談事業

児童虐待を未然に防ぐ対策の強化
児童が同居する家庭における配偶者の暴力は、
児童の心身の発達に著しい影響を与えるので、
早期に発見し保護する。

1　婦人相談員　１名配置
2　配偶者からの暴力被害女性の相談受理件数49件
3　配偶者からの暴力被害女性の相談処理状況一時
保護7件
4　母子生活支援施設への入所1件

暴力の精神的な影響が相談受理後も続く可
能性が考えられるため，相談体制を強化
と，相談技術の向上を図る。

子育て支援課 3

54 231-5
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

里親制度の普及・
啓発

児童虐待等により家庭での養育が不適切と判断
された児童を家庭に迎え入れ、愛情とまごころ
をこめて養育する里親制度の普及・啓発を図
る。

民生・児童委員，主任児童委員をはじめ、児童虐待
に関係者が集まる会合で、里親制度について説明
し、理解と協力を依頼した。

三重県健康福祉部内に申請の窓口があるた
め、今後も相談室において窓口の紹介及び
啓発活動を継続いたしたい。

子育て支援課 3

55 231-6
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

子どもを虐待から
守る家の普及・啓
発

知事が指定する「子どもを虐待から守る家」の
普及・啓発を図る。

民生・児童委員，主任児童委員をはじめ、児童虐待
に関係者が集まる会合で、里親制度について説明
し、理解と協力を依頼した。

三重県健康福祉部内に申請の窓口があるた
め、今後も相談室において窓口の紹介及び
啓発活動を継続いたしたい。

子育て支援課 3

56 231-7
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

育児支援家庭訪問
事業

児童虐待の未然防止や諸問題の解決を図るた
め，出産後間もない時期の家庭への援助などを
実施します。

低出生体重児への保健師による県との同行訪問，出
産前後小児保健指導事業で要訪問者への保健師によ
る訪問等で，乳児期の子育てに不安を抱える家庭の
早期発見と継続フォローを実施した。

年間延べ派遣
回数
H20　65回
H21　50回

健康づくり課 3

57 231-8
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

育児支援家庭訪問
事業

児童虐待の未然防止や諸問題の解決を図るた
め，出産後間もない時期の家庭への援助などを
実施します。

・家庭児童相談や婦人相談業務の中で，健康づくり
課と連携して家庭訪問を実施した。
・孤立（母の引きこもり等）を心配される子育て家
庭を把握し支援することを目的とし，アンケート形
式のハガキを出生届時に配布する「予防接種のしお
り」に封入した。返信された即時に礼状，バンビー
ズキッズリーフレットを送付した。

子育て支援課 3
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58 231-9
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

新生児母性訪問指
導

助産師会に委託し，発育・栄養・生活環境・疾
病予防について助産師が家庭訪問を行い，新生
児の心身共に健やかな成長発達の支援と，安心
して育児がしていけるよう母親の精神面も含め
支援します。

助産師会に委託し，発育・栄養・生活環境・疾病予
防について助産師が家庭訪問を行い，産後の母親の
育児不安の軽減のために支援を実施した。

年間延べ訪問
指導回数
H20　177件
H21　180件目
標

核家族化が進むなど，身近に相談する人の
少ないことから母親が子育てしやすいよう
今後も取り組んでいく。

健康づくり課 3

59 231-10
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

妊産婦・乳幼児訪
問指導

訪問を希望される方に対し，保健師が訪問し，
健康・育児に関する相談を行い，不安の軽減を
図ります。

訪問を希望される方に対し，保健師が訪問し，健
康・育児に関する相談を行い，母子の健康状態を把
握し，母親の心配事や育児不安への支援を行った。

今後も継続していく。 健康づくり課 3

60 231-11
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

乳幼児一般健康診
査・1歳6か月児健
康診査・3歳児健康
診査

乳児期（４か月，１０か月），医療機関におい
て公費負担で行う健診や，幼児期での健診の場
において，心身の成長を確認し，育児不安の軽
減と虐待防止をふくめた適正な母子関係を支援
します。

乳児健康診査（4か月，10か月）は医療機関におい
て公費負担で2回実施し，4013人の受診があり，幼
児健診については保健センターにおいて，それぞれ
24回ずつ実施し，1歳6か月児では1984人，３歳児で
は1883人の受診があり，保健指導・育児相談をとお
して，育児不安やストレスの軽減と，健康な母子の
関係づくりの支援を行った。

健康診査受診
率
H20　１歳
６ヶ月児
93.7％，３歳
児91％
H21　１歳
６ヶ月児
96％，３歳児
92％

今後も乳幼児健診については，保健指導・
育児相談を通して，育児不安やストレスの
軽減と，健康な母子の関係づくりのための
支援を行っていく。

健康づくり課 3

61 231-12
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

母子保健地域推進
員制度

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診査未
受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役としての
活動を通して市民の身近な相談役として，子育
てを支援します。

母子保健制度の普及，1歳6か月児健康診査未受診者
の受診勧奨，地域での活動を通して，子育てに不安
を抱える母親の身近な相談役として，地域に応じた
子育ての支援を行った。

今後も母親の身近な相談役の母子保健地域
推進委員活動を継続していく。

健康づくり課 3

62 231-13
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

すくすく広場

保健師による育児相談，身体計測，栄養士によ
る栄養相談，保育士による親子ふれあい遊びを
実施し，育児の不安解消と仲間作りを支援しま
す。

保健師による育児相談，身体計測，栄養士による栄
養相談，保育士による親子ふれあい遊びを実施し，
母親の育児不安の軽減と親同士の仲間づくりのため
の支援を行った。月に1回保健センターで開催し
1675人の参加があった。

育児不安の解消や仲間づくりのために今後
も継続していく。

健康づくり課 4

63 231-14
①児童虐待を未
然の防ぐ対策の
強化

子ども教育相談
いじめや虐待について面接･電話等で相談を受
け，解決に向けた支援を行います。

いじめに関する相談17件，虐待に関する相談5件に
対応した。

今後も，学校や家庭，青少年課，子育て支
援課等の他課との連携を深め，いじめや虐
待の未然防止・早期発見に努める。

鈴鹿市立教育研
究所 3

64 232-1
②保護救済体制
の充実

鈴鹿市児童虐待防
止等ネットワーク
委員会

保護救済体制の充実
児童虐待や非行などの要保護児童や配偶者等か
らの暴力（DV)問題に対応するため福祉・保
健・医療・教育などの関係機関が連携して、早
期発見や未然防止などの円滑な推進を図る｡

要保護・DV対策地域協議会　代表者会議開催年2回
実務者会議開催年3回　個別ケース会議開催年38回
（48名／30家庭）又、各種関係機関・団体からの要
請により研修会で児童虐待防止に関する講演を行
なった。

当該協議会を基軸にした各相談機関との連
携、及び児童虐待・DV等早期発見・対応に
つながるケースが増加している。今後も早
期発見・早期対応を実現したい。

子育て支援課 3
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2-4　社会的支援を要する家庭への支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

65 241-1
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

母子寡婦福祉資金
の貸付制度

母子及び寡婦の自立への助成と生活意欲の助長
を図るため，資金の貸し付けを行います。

就学支度資金14件，修学資金27件，生活資金4件，
事業継続資金1件

子育て支援課 3

66 241-2
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

児童扶養手当
母子家庭等に対し、児童扶養手当を支給しま
す。

受給資格者数
　
　　全部支給　　777人
　　一部支給　　773人
　　全部停止　　265人
　　合　　計　 1,815人

子育て支援課 3

67 241-3
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

母子相談
ひとり親家庭に関する相談に応じ、助言指導や
関係機関の紹介などを行います

求職・転職　　　　 10件
資格取得・職業訓練　5件
母子福祉資金　　　 45件

毎年，相談件数の増加や相談内容の多岐化
に対応するため，相談技術の向上を図る。

子育て支援課 3

68 241-4
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

助産施設及び母子
生活支援施設への
入所

１　経済的理由で入院助産を受けることができ
ない妊産婦を助産施設で支援する。
２　配偶者のいない女子等及びその子どもを保
護するため母子生活支援施設で生活の安定を支
援する。

1　助産施設の活用　2件
2　母子生活支援施設入所　1件

子育て支援課 3

69 241-5
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

一人親家庭等医療
費事業

医療費を助成することにより,一人親家庭等の
医療費負担を軽減し,経済的支援を行う。

助成資格対象者（年度末）
　3,558人（親　1,402人／子　2,156人）
助成額　86,449,937円

保険年金課 3

70 241-6
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

母子家庭に対する
公営住宅の優先入
居

母子家庭の居住の安定を図るため，市営住宅の
入居者抽選会において，一般世帯での抽選1回
に対し，母子家庭では抽選2回とし，抽選の機
会を増やす。（一般世帯で年 大3回抽選でき
るのに対し，母子家庭では年 大6回抽選でき
る。）また，随時での入居申込みでは，母子家
庭の受付日を3ヶ月早め，入居の時期を早くす
るといった優先的な措置を行う。

入居者抽選会において，2回の抽選を行った母子家
庭がのべ63世帯あり，そのうち，当選した母子家庭
が12世帯あった。また，随時での入居申込みで受付
日を3ヶ月早める措置をとった母子家庭が23世帯
あった。

随時での入居申込みにおいて，母子家庭の
受付日を3ヶ月早めるといった優先的な措
置を，さらに早く入居できるよう，検討す
る必要がある。

住宅課 3

71 241-7
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

公益信託交通遺児
育成援助基金事業

自動車等による事故を起因として，両親あるい
は片親を失った児童生徒に対し，学校への入
学，卒業を機会に就職進学支度金を支給するこ
とにより，遺児の激励と健全な育成を図る

中学校入学・・70,000円×１人＝70,000円
中学校卒業・・100,000円×1人＝100,000円

平成２０年度から支度金支給額を増額。
小学校入学　　　３→　５万円
中学校入学　　　５→　７万円
中学校卒業　　　７→１０万円

学校教育課 3

72 241-8
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

交通遺児見舞金事
業

交通遺児のために寄付のあった見舞金を,小中
学校に在籍する交通遺児に均等分配し, 日常の
学習のための経費として役立ててもらう。

1人当たり　23,900円の見舞金を15人に分配
（寄付金・・・358,726円）

寄付に基づく事業であるため特記なし 学校教育課 3

73 241-9
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

要保護及び準要保
護児童生徒援助費
補助事業

経済的な理由によって就学が困難な小中学校の
児童生徒の保護者に対して，就学のため必要な
経費を援助する。

（学用品費・通学用品費・給食費等）
小学校　854人　　44,814,577円
中学校　432人　　22,939,184円
（医療費）
小学校　148人　　　412,695円
中学校　 69人　　　268,170円

今後も継続し，事業を実施していく。 学校教育課 3

74 241-10
①ひとり親家庭
の子育てへの支
援

特別支援教育就学
奨励費補助事業
（障害児教育就学
奨励費補助事業よ
り事業名変更）

特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に
対して，就学のため必要な経費を助成する。

（学用品費・通学用品費・給食費等）
小学校　112人　　　3,341,557円
中学校　 31人　　　　772,584円

今後も継続し，事業を実施していく。 学校教育課 3
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75 242-1
②障害のあるこ
どもがいる家庭
の子育て

障害児自立支援事
業(居宅生活支援事
業より事業名変
更）

障害児の保護者からの申請に基づいて、当該児
の支援の必要性を鑑みて障害者自立支援法の
サービス（ホームヘルパー・ショートステイ・
日中一時支援・移動支援)を提供する。

実利用人数
　　居宅介護：8人，行動援護：3人
　　短期入所：13人　　日中一時支援事業：77人
　　移動支援事業：71人

障害福祉課 3

76 242-2
②障害のあるこ
どもがいる家庭
の子育て

障害児保育事業
障害のある子どもの保育に必要な環境整備を行
い，統合保育の推進を図ります。

環境改善事業の実施はなし。 子育て支援課 3

77 243-1
③障害の早期発
見・早期療育体
制の充実

鈴鹿市療育セン
ター

保護者からの申請や保健センター・各医療機
関・児童相談所等からの紹介に基づいて、当該
児の療育の必要性を家庭環境・障害受容の度合
い・医療の受診状況などの点から総合的に鑑み
て障害者自立支援法に基づいた児童デイサービ
スを提供する。また鈴鹿市社会福祉協議会への
運営委託を行い、円滑かつ適正な事業を展開で
きるように補助を行っている。

利用人数：肢体不自由児対象クラス　19人
          情緒障害児対象クラス　54人
          訓練（言語訓練，機能訓練のみ）6人

利用実績：延べ2346人の利用あり。

隣接する鈴鹿市休日応急診療所の移転に伴
い，平成２０年度に療育センターの増床工
事を行った。そのことにより，平成２１年
度より定員を２０名より３０名に増やし，
あわせて職員も増員し，児童デイサービス
の充実を図る。

障害福祉課 3

78 243-2
③障害の早期発
見・早期療育体
制の充実

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

乳児期（４か月，１０か月），医療機関におい
て公費負担で行う健診や，幼児期での健診の場
において，心身の成長を確認し，育児不安の軽
減と虐待防止をふくめた適正な母子関係を支援
します。

乳幼児の心身の心身の障害を早期発見し早期支援に
つなげるため，医師による診察，保健師・栄養士・
心理相談員等による保健指導，栄養，心理相談を実
施し心身の発育・発達の確認を行った。乳児健康診
査は医療機関において4か月と１０か月の２回公費
負担で実施し，4013人の受診があり，1歳6か月児・
3歳児健康診査については，保健センターでそれそ
れ24回ずつ実施し，1歳6か月児では，1984人，3歳
児では，1883人の受診があった。

健康診査受診
率
H20　１歳
６ヶ月児
93.7％，３歳
児91％
H21　１歳
６ヶ月児
96％，３歳児
92％

今後も，乳児期（４か月，１０か月），医
療機関において公費負担で行う健診や，幼
児期での健診の場において，心身の成長を
確認し，育児不安の軽減と虐待防止をふく
めた適正な母子関係を支援していきます。

健康づくり課 3

79 243-3
③障害の早期発
見・早期療育体
制の充実

母子保健地域推進
員制度

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診査未
受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役としての
活動を通して市民の身近な相談役として，子育
てを支援します。

1歳６か月児健康診査未受診者の受診勧奨を実施
し，健診未受診の受診と状況把握に努め，支援の必
要なケースの早期発見・早期支援を図った。

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診
査未受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役
としての活動を通して市民の身近な相談役
として母子保健推進員が，子育てを支援で
きるよう継続していきます。

健康づくり課 3

80 243-4
③障害の早期発
見・早期療育体
制の充実

就学指導

幼児や児童生徒の障がいの種類や程度等につい
て調査し，就学について検討するとともに，保
護者等に十分な情報を提供し，適性な就学指導
相談を行います。

126名の幼児児童生徒の就学指導相談を実施した。

今後も保護者等に十分な情報を提供し，適
正な就学指導相談を行う。特に発達障がい
のある子の就学について，子育て支援課，
健康づくり課，医療機関等とも連携し，途
切れのない橋渡しができるよう努める。

教育研究所 3

81 243-5
④外国人の家庭
への子育て支援

外国人児童学習支
援教室（実施主
体：ボランティ
ア）

ボランティアによって運営される学習支援教室
を支援することにより，外国人児童の就学率の
向上を目指します。

外国人児童学習支援教室１団体に対し，助成金によ
る補助ならびに，運営に関する相談等の支援を行い
ました。

今後も補助金を通じて，支援を行う。 市民対話課 3
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2-5　子育て家庭をささえる相談・情報提供の充実

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

82 251-1
①相談体制の充
実

女性のためのフェ
ミニストカウンセ
リング(再掲)

核家族など家族構成の変化に伴う子育て中の母
親の孤立化などが社会問題となっている昨今，
子育てに限らず，家庭や地域，職場での人間関
係などの女性からの相談を，専門の相談員が受
け，相談者の立場に立った助言を行い，相談者
自らが解決する力をつけていけるようサポート
を行います。

電話相談毎週１回／面接相談毎月２回
年間相談件数　219件

年々相談者が増加しているおり，それに対
応するため電話相談日を平成21年度より第
2・4火曜日の13時から17時の枠を増設す
る。

男女共同参画課 3

83 251-2
①相談体制の充
実

児童委員･主任児童
委員活動支援

担当区域内の児童、妊産婦及びその家族等につ
いて相談に応じ、それぞれの抱える問題に応じ
て利用できる制度、施設、サービス等について
助言し、問題の解決に努めます。特に専門的な
判断、治療、処遇等を必要とする問題について
は、速やかに適切な関係機関の援助が受けられ
るよう連絡・調整を行う活動を支援します。

児童委員自身の知識を広げる活動を行うとともに，
地域の児童関係機関・施設等への支援体制づくり
や、小・中学校等との協力体制づくりの取り組みを
支援しました。

今後も補助金を通じて，支援を行う。 生活支援課 3

84 251-3
①相談体制の充
実

家庭児童相談室
平成18年10月から家庭児童相談室長を配置し、
家庭児童相談員とともに、児童及びその家族の
相談に対して、適切な助言、指導を行う。

相談業務…受理件数250件，養護49件，保健2件，障
害69件，非行21件，育成90件，その他19件

前年度に引き続き，児童相談所に積極的に
協力いただきながら，市で対応できる体制
を構築していく。機関との連携を継続して
いく。

子育て支援課 3

85 251-4
①相談体制の充
実

女性相談事業
女性相談員を配置し、女性の相談に対して、適
切な助言、指導を行う。

1 女性相談員　1名配置
2 女性相談受理件数　119件
　（人間関係109件　住居問題4件　経済関係11件
医療関係11件  売春2件）
3 女性相談処理状況
　家庭へ送還7件　その他期間・施設への移送6件
助言指導126件

相談内容が多岐にわたり，一つ一つが複雑
化している。そのため，相談体制の強化
と，相談技術の向上を図る。

子育て支援課 3

86 251-5
①相談体制の充
実

すくすく広場

保健師による育児相談，身体計測，栄養士によ
る栄養相談，保育士による親子ふれあい遊びを
実施し，育児の不安解消と仲間作りを支援しま
す。

保健センターでの月１回開催し，保健師による育児
相談・栄養士による栄養相談を実施し，母親の子育
ての悩みや不安の相談に応じ，1675人の参加があっ
た。

保健師による育児相談，身体計測，栄養士
による栄養相談，保育士による親子ふれあ
い遊びを実施し，育児の不安解消と仲間作
りを支援する場としてすくすく広場を継続
します。

健康づくり課 3

87 251-6
①相談体制の充
実

電話相談
乳幼児の成長・発達・子育てについて，また，
年齢を問わず心身の健康について電話での相談
に保健師・栄養士が応じます。

乳幼児の成長・発達・子育てについて，また，年齢
を問わず心身の健康について電話での相談に保健
師・栄養士が応，112件の相談に応じます。

今後も乳幼児の成長・発達・子育てについ
て，また，年齢を問わず心身の健康につい
て電話での相談に保健師・栄養士が応じて
いきます。

健康づくり課 3

88 251-7
①相談体制の充
実

こども発達相談
（児童相談）

精神発達面の心配のある子どもと保護者を対象
に心理相談員による精神発達面の観察を行い，
今後の対応について相談に応じます。

保健センターにおいて，心理相談員により，精神発
達面の心配のある親子に対し面接を行い，心配ごと
などの聞き取りと，児に対して発達検査を実施し，
その結果に応じて必要な専門機関への紹介や指導実
施した。

今後もこども発達相談では，精神発達面の
心配のある子どもと保護者を対象に心理相
談員による精神発達面の観察を行い，対応
について相談に応じていきます。

健康づくり課 3

89 251-8
①相談体制の充
実

ことばの相談
言語発達に心配のある子どもと保護者を対象
に，言語聴覚士による言語発達の観察を行い，
今後の対応について相談に応じます。

言語発達に心配のある子どもと保護者を対象に，言
語聴覚士による言語発達の観察を行い，言語発達検
査等で発達状況を把握し，関わり方などの助言を
行った。

ことばの相談では，言語発達に心配のある
子どもと保護者を対象に，言語聴覚士によ
る言語発達の観察を行い，今後の対応につ
いて相談に応じていきます。

健康づくり課 3
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90 251-9
①相談体制の充
実

母子保健地域推進
員制度

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診査未
受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役としての
活動を通して市民の身近な相談役として，子育
てを支援します。

地域での親子のつどいの場の提供等により，身近な
相談役として子育ての相談に応じ，地域での子育て
支援を実施した。

母子保健地域推進員制度を通じて，母子保
健制度の普及，１歳６か月児健康診査未受
診者の受診勧奨，行政とのパイプ役として
の活動を通して市民の身近な相談役とし
て，子育てを支援していきます。

健康づくり課 3

91 251-10
①相談体制の充
実

少年相談活動の充
実

学校や家庭での子どもたちの健全な子育てを支
援するため，子どもたちの問題行動等について
教職員や保護者そして児童生徒本人からの相談
に応じるとともに，実際に問題行動のみられた
児童生徒やその保護者に対して，教育的な指導
や助言を実施したり，関係機関との連携を図っ
たりすることで，問題行動の解決に向けた取組
みを実施する。

平成２０年度に実施された相談活動は，４４件で
あった。その内訳は，小学生２件。中学生４２件で
あった。相談内容としては，暴力行為・万引き・怠
学・外泊家出・飲酒・喫煙など非行に関する相談が
中心であった。そして，保護者についてもあわせて
相談支援を行い，本人の生活改善や学校・家庭と連
携した子どもをはぐくむ環境づくりを行った。ま
た，「いじめＳＯＳテレホン＆メール」へのいじめ
相談は，電話相談４件，メール相談４件の合計８件
あり，いじめの未然防止・早期対応・早期解決に取
り組んだ。

相談活動については，学校・家庭との連携
のもとに子どもの問題行動の未然防止・早
期対応を図っていく上で効果的であること
から，引き続き，学校との連携のもとに実
施していく。また，相談機能の充実に向
け，相談窓口の周知に努めていく。

青少年課 3

92 251-11
①相談体制の充
実

子ども教育相談
不登校や不適応，発達障がいなどについて，面
接・電話等で相談を受け，解決に向けた支援を
行います。

電話相談460件，面接相談917件，訪問相談781件が
あり，1341回の不登校等の不適応に関する相談，
817回の発達相談に応じた。

今後も不登校や不適応，発達障がいなどに
ついての様々な相談に応じ，より専門性の
高い支援ができる体制を目指す。

鈴鹿市立教育研
究所 3

93 251-12
①相談体制の充
実

医師による学校支
援

医師が学校を訪問し，不登校，集団不適応，発
達障がいに関する教職員への相談に対し，適切
な指導・助言を行ないます。

年間7回，医師を学校に派遣し，事例検討会におい
て，教職員に，不登校，集団不適応，発達障がい等
に関する指導・助言を行った。

今後も，医師を学校に派遣し，事例検討会
において，不登校，集団不適応，発達障が
い等に関する対応の仕方について指導・助
言を行い，学校を支援する。

鈴鹿市立教育研
究所 3

94 251-13
①相談体制の充
実

臨床心理士による
学校支援

臨床心理士が学校を訪問し，発達障がいに関す
る教職員への相談に対し，適切な指導・助言を
行ないます。

臨床心理士を学校に派遣し，年間317人の幼児児童
生徒へのかかわり方について，教職員に指導・助言
を行った。

今後も専門家を学校へ派遣し，指導・支援
の充実を図る。

鈴鹿市立教育研
究所 3

95 251-14
①相談体制の充
実

不登校児童生徒支
援事業

けやき・さつき教室の2つの教育支援センター
を拠点として，様々な体験活動や学生相談員の
派遣に取り組みます。

1020回の不登校相談に対応し，けやき・さつき教室
での日常活動や体験活動（年間10回）を提供した
り，学生相談員を派遣（61回）したりした。

今後も，けやき・さつき教室での日常生活
や体験活動を提供したり，学生相談員を家
庭等に派遣する。

鈴鹿市立教育研
究所 3

96 251-15
①相談体制の充
実

学校の教育相談体
制作り支援事業

小中学校にスクールカウンセラーや心の教室相
談員・子どもと親の相談員を配置し，学校，家
庭，関係機関等と連携した教育相談事業を充実
し，子育て支援を推進します。

スクールカウンセラーを中学校10校・小学校1校に
配置，心の教室相談員を小学校26校，子どもと親の
相談員を小学校4校に配置，スクールソーシャル
ワーカーを小学校4校，中学校2校に配置し，児童生
徒等の相談活動等に活用した。

今後は，スクールカウンセラー，心のサ
ポーター（心の教室相談員，ハートフル相
談員）を配置し，児童生徒や教職員，保護
者支援に取り組む。

鈴鹿市立教育研
究所 3

97 252-1
②情報提供体制
の充実

子育て情報誌
子育て支援情報を総合的にまとめた子育て情報
誌を定期的に見直し，更新を行います。

平成17年に作成した「りんりんＢｏｏｋ」を情報を
再収集し，2000部再版した。

「りんりんＢｏｏｋ」の改訂と子育て支援
施設のリーフレットの作成

子育て支援課 3
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98 253-1
③子育て支援
コーディネート
体制の確立

子育て支援総合
コーディネート事
業

地域における多様な子育てサービス情報を一元
的に把握するとともに、子育て家庭に対する総
合的な情報を提供、利用援助などの支援を行い
ます

・連絡調整会議の開催（5/27・10/28・2/20）
・子育て情報紙「バンビーキッズ」の発行（月
1,950部）
・広報啓発リーフレットの改訂発行（子育て情報誌
「りんりんBook」・子育て応援パンレット）
・指導者向け研修会
・地域で子育てを（旭が丘・白子公民館）
・市民講座「子育て中のお父さんがさらに人生を楽
しむ方法」（男女共同参画課との共催／90人）
・子育て応援はがき封入
・「BABYinME」活動の推進

コーディネー
ター数
Ｈ20年度1人
Ｈ21年度2人

・連絡調整会議をきっかけとした関係機関
との常時の情報交換や行動の連携
・子育て情報紙「バンビーキッズ」のコン
テンツの見直し
・「BABY in ME」活動の広報・啓発活動
・待ちのホームページから攻めの情報提供
となるメール配信の検討
・指導者向け研修会の内容の充実
・ 子育て支援総合コーディネート事業の
在り方の検討及び要綱制定

子育て支援課 2
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3-1　教育・学習による子どもの成長への支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

99 311-1
①家庭教育への
支援の充実

家庭教育支援総合
推進事業

家庭教育支援の充実を図るため，親等に対する
様々な機会を活用して，家庭教育に関する学習
機会を提供します。

関係各課が家庭教育のための講座，講演会を実施。
（5課54講座実施）また，NPO，幼小中学校PTA（26
講座実施）およびPTA家庭教育学級（67講座実施）
が子育て支援の講座，講演会等を実施。

生涯学習課 3

100 312-1

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

国際理解教育の推
進

生徒児童の異文化への理解を深め，価値観の違
いを尊重できる態度を育成します。また，外国
人とのコミュニケーション能力を高めるため，
外国語教育や外国人との交流活動の充実を図り
ます。

アメリカのオハイオ州から，鈴鹿市英語援助指導員
（ＳＥＦ）を招聘し，市内の幼小中学校へ派遣し
て，国際理解教育，英語教育への活用を図った。小
学校に対しては国内で採用した７名の英語アシスタ
ントを派遣した。ＳＥＦは中学校１０校で2159時間
授業に参加した。小学校へは８校52時間，幼稚園８
園へ派遣した。英語アシスタントは小学校２９校へ
１２８２時間派遣した。

中学校では学校規模によりＳＥＦが授業に
いる回数に差が出てきているので，派遣方
法を工夫する。学習指導要領改訂により，
平成２３年度から小学校外国語活動が全面
実施されることを受けて，指導者研修を開
催したりカリキュラムや指導案集の作成を
行う。また，平成２３年度見向けて英語ア
シスタントの増員を図る。

指導課 3

101 312-2

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

鈴鹿国際交流協会
補助事業

　（財）鈴鹿国際交流協会が実施する国際理解
教育の推進に関する事業に対し，補助金を交付
する。

（財）鈴鹿国際交流協会では，国際理解教育の推進
のため，以下の事業が実施された。（青少年ベル
フォンテン市派遣事業）

今後も補助金を通じて，支援を行う。 市民対話課 3

102 312-3

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

おはなし会
乳幼児，小学校低学年児童を対象に，絵本や紙
芝居の読み聞かせを行う。

毎月第１・第３土曜日と第２日曜日の１４時３０分
から，及び第４土曜日の１０時３０分から，定期的
に３０分間のおはなし会を，読み聞かせボランティ
アの協力により実施した。　計　44　回，参加者の
べ　1,150人
夏休みには「夏休みおはなし会」を７月１９日
（土）に，冬休みには「クリスマスおはなし会」を
１２月２０日（土）に各１時間実施した。参加者計
１８０人　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
た，４月２４日には，児童閲覧室において乳幼児を
対象に，読み聞かせのフロアーワーク「よみきかせ
やさんの日」を職員により実施した。参加者８０人
（参加者数は親子の合計）

計画どおりに継続して推進していく 図書館 3

103 312-4

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

園庭開放・子育て
相談活動

地域の親子を対象とした園開放を行い，在園児
との遊ぼう会の計画や参加型の保育参観を行
い，家庭教育の重要性や体験活動の充実など地
域で子どもを育てる環境の整備を進めます。

幼稚園の実態に応じて，未就園児の親子を対象に園
開放を行ったり，在園児の保護者の参加型・参画型
保育参観を行ったりして，子どもたちが滑らかに入
園できるよう，また保護者に園での活動を知ってい
ただき理解していただけるよう取り組んだ。また，
随時，子育てに関する相談活動を実施し，保護者に
対し今後の子育てのアドバイスを行ってきた。ま
た，就学前教育関係者に保育を公開し，幼児期にお
ける大切な育ち，環境について研修を深め，幼小連
携を図りながら小一プロブレム解決に向けた取組を
した。

教員や保護者へのカウンセリング，子育て
講座等における講演，指導・助言を行うア
ドバイザー等を派遣し，教員の力量や保護
者の子育てに関する理解等を図っていく。
すずか夢工房事業の出前講座や子どもたち
の興味関心に応じたゲストティーチャ―を
招聘して，子どもたちの生きる力を育む教
育環境の充実を図っていきたい。

指導課 3

基本目標３　子ども自身の成長をささえるために
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104 312-5

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

チャレンジ１４
中学生〔主に２年生〕が地域の事業所や施設で
３日，勤労・福祉体験を行います。

平田野(5学級161人)，創徳(7学級212人)，白鳥(5学
級157人)，神戸(8学級285人)，大木(5学級161人)，
千代崎(6学級197人)，白子(9学級289人)，鼓ヶ浦(5
学級154人)，天栄(4学級143人)，鈴峰(4学級115人)
が実施。
平田野(34事業所)，創徳(69事業所)，白鳥(33事業
所)，白子(77事業所)，千代崎(57事業所)，神戸(96
事業所)，大木(76事業所)，鼓ケ浦中学校(68事業
所)，天栄(41事業所)，鈴峰(39事業所)で実施し
た。
この結果，生徒1874人58学級が590事業所の協力を
得て実施することができた。
ニート，フリータという言葉に象徴される若い世代
の職業観に対して，中学生の多感な時期に，職業体
験学習を行うことで，職場の厳しさ，責任感，仲間
の温かさに触れることは，子どもの成長において大
変有意義であった。失敗から学ぶこと，責任ととも
に仕事を任される喜びを体験したことは，子どもた
ちの感想にもよく表れていた。

生徒アンケー
ト「進路を考
え
る機会になっ
たか。」＝
70％
以上，「よ
かったか。」
＝80％以上

学校行事の関係上，平田野(９月１７日～
１９日)，創徳(１月２１日～２３日)，白
鳥(９月　９日～１１日)，白子(９月　９
日～１１日)，千代崎(１１月１１日～１３
日)，神戸(１１月１１日～１３日)，大木
(１１月１１日～１３日)，鼓ケ浦(６月
４日～　６日)，天栄(９月１０日～１２
日)，鈴峰(５月２０日～２２日)のよう
に，９月，１１月に集中した。
隣接する校区においては，受け入れ事業所
が重なったり，連続したりして，調整が必
要である。20年度は調整会議を開催した
が，どうしても上記のような重なりは避け
られなかった。

指導課 3

105 312-6

②子どもの生
きる力をはぐ
くむ教育環境
の充実

子ども読書活動の
推進

「鈴鹿市子ども読書活動推進計画」を策定し，
子どもが自主的な読書活動を行えるよう，読書
のきっかけづくりや読書習慣の形成に努める。

平成１８年度に策定した「鈴鹿市子ども読書活動推
進計画」にもとづき，子ども読書活動の推進に取り
組んできた。その結果，4年連続，鈴鹿市の学校が
読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰校として選ば
れている。
学校図書館支援センターを設置し，学校図書館支援
センタースタッフを１名置き，協力校と連携し，学
校図書館教育の推進や学校図書館運営の在り方に係
る実践研究を行ったり，「学校図書館支援センター
だより」を年１１回発行したり，学校訪問により，
情報提供と図書館運営支援を行った。また，全小学
校に年13回，図書館司書の資格を有する学校図書館
巡回指導員を派遣し，地域協働の学校図書館運営の
支援，環境整備，読書活動の推進に取り組んだ。

学校図書担当者のコーディネートにより，
学校図書館巡回指導員の専門性を活かした
図書館運営支援を充実させ，さらに地域ボ
ランティアの運営協力と連携し，図書館教
育活動を充実させる。また，学校図書館准
記指導員の派遣を中学校に広げるよう検討
していく。

指導課 3
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3-2地域における交流等の充実

番号 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

106 321-1
①地域活動等へ
の参加促進

ジュニアリーダー
等育成事業

中学生または高校生でジュニアリーダーとして
活動したい者に対して養成講習会を行います。

鈴鹿ジュニアリーダー会の活動に対する補助を行う
とともに，リーダーの自主研修会や小中学生を対象
とした新規研修会（保護者説明会を含む）により，
活動するメンバーを募集している。45名の小中学生
が参加。

生涯学習課 3

107 321-2
①地域活動等へ
の参加促進

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

　全国大会等（東海，西日本大会等に準ずる大
会（中体連は除く））へ出場する小・中学生と
引率する随行員の交通費及び宿泊料の一部を負
担することにより，全国大会等への参加を促進
し，スポーツ少年団等の活動の振興と競技力の
向上を図る。

・小・中学生の全国大会等（東海大会以上）出場派
遣補助

　　≪出場者数≫　　482名

目標を立てる
ものでないた
め削除

平成21年度より，当該補助金交付事業を廃
止し，全国大会等出場激励金を交付する。

スポーツ課 3

108 321-3
①地域活動等へ
の参加促進

鈴鹿市スポーツ少
年団活動に対する
補助金交付事業

　スポーツ少年団の活動に対して補助を行うこ
とで，団体の円滑な運営を図るとともに，指導
者の育成とスポーツを通じて，青少年の健全育
成を図る。

・平成19年度スポーツ少年団登録状況
　　　【登録団】　38団　　【登録団員数】　894
名

・スポーツ少年団活動補助　290千円
・スポーツ少年大会開催補助　　240千円
・スポーツ少年団駅伝大会開催補助　　97千円

登録団体
Ｈ20　38団
Ｈ21　Ｈ19実
績（37団）の
3％増

スポーツ課 3
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110 322-2
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市少年野球選
手権大会

市内の少年野球愛好者を一堂に会し、相互の親
睦・交歓と野球の技術向上を図るとともに、青
少年の健全育成を図る。

・鈴鹿市野球少年団育成協議会に事業を委託
・第23回鈴鹿市少年野球選手権大会
　　≪参加チーム数≫　20チーム

スポーツ課 3

111 322-3
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市少年相撲大
会

市内の小学生相撲愛好者を一堂に会し、相互の
親睦・交歓と相撲の技術向上を図り、国技を通
じて日本の伝統文化に触れるとともに青少年の
健全育成を図る。

・鈴鹿市相撲連盟に事業を委託
・第17回鈴鹿市少年相撲大会
　　≪参加者数≫
　　【団体】　19チーム
　　【個人】　小4／15名，小5／30名，小6／15
名，中学生／3名　計63名

スポーツ課 3

112 322-4
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市親子水泳教
室

泳げない子どもに泳ぎを身につけさせ、安全で
楽しい水泳技能を修得させ、体力の向上を図る
とともに、親子が一緒に楽しみながらふれあう
ことができる場を提供し、健康で明るい家庭づ
くりを支援する。

・財団法人三重県体育協会に事業を委託
・第38回鈴鹿市親子水泳教室
　　≪参加者数≫
　【子ども】55名　【親】37名　【計】92名

スポーツ課 3

親子向けのコンサート，演劇等の開催

○ロバの音楽座「らくがきブビビのコンサート」
　古楽器等による親子向けコンサート。古楽器や創
作楽器での素朴な音楽や遊びを通じて子どもたちの
情操教育の一助となった。
○ロバの音楽座「０～３歳児のための初めての音楽
会『ポロンポロン』」
　幼児のための情操コンサート。らくがきブビビの
オプション，幼児向けのワークショップ。親子のコ
ミュニケーションに役立った。この種の事業のニー
ズは大きい。
○文化財探訪セミナーⅠ
　親子向け鈴鹿文化財見学ツアー。勾玉作りは好評
であった。開催時期を夏休中にした方がよい。
○大谷芳照が描くグリフアート展in suzuka
　鈴鹿在住のアーティスト大谷芳照氏が描く独自の
絵画「グリフアート」の展示会及び墨絵ワーク
ショップ（小中高生）。地元の伝統工芸・鈴鹿墨で
アートを創作する大谷氏の作品を広く紹介できた。
子どもたちが墨を使っての創作の楽しさを体験でき
た。
○青島広志のおしゃべりコンサート
　作曲をはじめマルチタレントとして活躍する青島
広志の演奏会，市内の児童合唱団も共演。２つの少
年少女合唱団が青島氏の指導を受け，かつステージ
で共演できる機会を提供できた。
○佐渡裕指揮　シエナ・ウインド・オーケストラ演
奏会
　市民会館開館４０周年記念事業，日本トップの指
揮者とブラスバンドによる演奏会。 高レベルの演
奏を楽しみ，また 後には観客も楽器を持参してみ
んなで演奏した。素晴らしい内容で２００９年度の
再開催につながった。
○ブラス・クリニック
　小中学生ブラスバンド部員へのパート別講習会。
ブラスバンド部員にとってあこがれのプレイヤーか
ら直接指導を受け，レベルアップとともに活動への
モチベーションが上がるなど，大いに効果があっ
た。教育委員会，学校との連携など事業団だからこ
そできる事業であり２１年度も継続したい。

文化課322-1
②地域での体
験活動等の機
会の充実

109 3

一流アーティストとの交流を通し，子ども
に夢を育み成長に活力を与える貴重な体験
の機会提供として，世界的指揮者による吹
奏楽公演とクリニックは21年度も引き続き
行う予定。また児童向けの演劇や，親子向
け鈴鹿文化をめぐるバスツアーも予定。こ
のほか新しい取り組みとして，足利市や呉
市の高校ブラスバンドとの交流講習会のほ
か，小学校への演劇授業等を予定してい
る。

親子向け文化事業
の開催（鈴鹿市文
化振興事業団補助

事業）
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113 322-5
②地域での体
験活動等の機
会の充実

夏季休業中におけ
る学校プール運営
事業

夏季休業中、地区の児童（園児）に学校プール
を開放し、水に親しませる機会をつくること
で、体力づくりと能力に応じた泳力を身につけ
させ、心身ともに健全な児童（園児）の育成を
図る。

　29小学校の学校プール運営委員会に，夏季休業中
における学校プールの管理運営及び指導を委託。

　　≪プール利用者数≫　29,384名

学校プール開放運営委員会の環境が整うと
ころに，重点的に事業を委託する。

スポーツ課 3

114 322-6
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市少年ソフト
ボール選手権大会

市内の少年ソフトボール愛好者を一堂に会し、
相互の親睦・交歓とソフトボールの技術向上を
図るとともに、少年の健全育成を図る。

・鈴鹿市少年ソフトボールリーグ協会に事業を委託
・第14回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会
　　≪参加チーム数≫　7チーム

スポーツ課 3

115 322-7
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市ジュニアバ
レーボール選手権
大会

市内のバレーボールを愛好するジュニアバレー
ボールチーム並びに選手相互の交流と親睦を深
め、体力及び精神力の向上を図り、青少年の健
全育成を図る。

・鈴鹿市ジュニアバレー育成会に事業を委託
・第21回ジュニアバレーボール選手権大会
　　≪参加チーム数≫　19チーム

スポーツ課 3

116 322-8
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市ジュニア強
化育成事業（中学
生競技力向上ト
レーニング講習
会）

市内中学校の運動部顧問および生徒を対象に、
「メンタルトレーニング」「アスレチックト
レーニング」について専門指導者からトレーニ
ング指導を行うことにより、市内ジュニア層の
技術力向上を図る。

平田野中学校において，鈴鹿市体育協会とのタイ
アップで専門指導者を招き，メンタルトレーニング
講習会とアスレティックトレーニング講習会を実
施。

　　≪受講者数≫　97名

スポーツ課 3

117 322-9
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市少年サッ
カー選手権大会

市内のサッカー愛好者を一堂に会し、相互の親
睦・交歓とサッカーの技術向上を図るととも
に、青少年の健全育成を図る。

・鈴鹿市サッカー協会少年部に事業を委託
・第36回鈴鹿市少年サッカー選手権大会

　≪参加チーム数≫　　23チーム
スポーツ課 3

118 322-10
②地域での体
験活動等の機
会の充実

鈴鹿市ミニバス
ケットボール選手
権大会

市内のミニバスケットボール愛好者を一堂に会
し、相互の親睦・交歓とミニバスケットボール
の技術向上を図るとともに、青少年の健全育成
を図る。

・鈴鹿市ミニバスケットボール育成者連絡協議会に
事業を委託
・第21回鈴鹿市ミニバスケットボール選手権大会
　　≪参加チーム数≫
【男子】15チーム【女子】17チーム【計】32チーム

参加人数の増
加
Ｈ21年度 参
加チーム数の
増加を目指し
ます。

スポーツ課 3

119 322-11
②地域での体
験活動等の機
会の充実

コスタリカ杯少年
サッカー大会

2002ＦＩＦＡワールドカップ出場したコスタリ
カ代表チームが、準備キャンプを鈴鹿市で実施
したことを記念し、少年サッカー大会を開催す
ることで、コスタリカ国との友好と少年の夢を
育み、また青少年の健全育成を図る。

・鈴鹿市サッカー協会少年部に事業を委託
・第7回コスタリカ杯少年サッカー大会
　　≪参加チーム数≫　24チーム

スポーツ課 3

120 322-12
②地域での体
験活動等の機
会の充実

総合型地域スポー
ツクラブ

市内各地域において、子どもから高齢者・障害
者や様々なスポーツを愛する人々が参加できる
「総合型地域スポーツクラブ」を開設運営する
ことにより、生涯スポーツの振興と豊な地域コ
ミュニティづくりを目指す。

・河曲（河っこチャレンジクラブ），若松（若松
ジュニアふれあいクラブ）に対し，事業を委託

開設運営され
ている地区
Ｈ21　１地区
の増加を図り
たい

立ち上げ（新規設立）に伴うリーダー不足
と，地域全体（自治会，学校，体育振興会
等）の協力体制の確立が課題。

スポーツ課 3

121 322-13
②地域での体
験活動等の機
会の充実

保育所地域活動
老人福祉施設訪問世代間交流事業や地域におけ
る異年齢児交流などを実施します。

保育所は地域に開かれた社会資源として，地域の需
要に応じた幅広い活動を推進しています。
保育所体験特別事業，異年齢児交流事業等を実施。
　　公立保育所　10か所
　　私立保育園　30か所

子育て支援課 3
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3-3子ども自身の主体的活動の充実への支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

122 331-1
①子どもの遊び
場の充実

都市公園整備事業
都市公園が市民にとって安全で快適な憩いの場
となるよう、公園施設の新設・改良を実施し
た。

市内にある公園の広場改良・フェンスの設置及び修
繕・樹木の植栽管理・トイレの改良，遊具の新設及
び改修，危険遊具の撤去等を行った。

平成20年度実績
公園施設等整備　　　　　35か所
公園施設等修繕　　　 　118か所
公園植栽管理等委託　   122か所

何らかの遊具のある公園が，市内に212か
所ある。全国的に公園遊具による事故が起
きている昨今，これまで以上に改修・修繕
あるいは撤去を行っていくことが重要であ
るが，限られた予算の中では限界がある。
今後は，公園遊具の安全な利用に向けて，
すべての公園の遊具について改修・修繕の
順位づけを行い対応していく。

市街地整備課 3

123 332-1
②子どもの年
齢に応じた居
場所の確保

一ノ宮団地・玉垣
児童センター運営

児童に健全な遊び場を与えて，その健康を増進
し，情操を豊かにするために，児童館を運営す
る

平成20年度児童センター利用人数
  一ノ宮団地児童センター　7,853人
  玉垣児童センター　11,906人

人権政策課 3

124 332-2
②子どもの年
齢に応じた居
場所の確保

江島カルチャーセ
ンター児童図書室
の運営（鈴鹿市文
化振興事業団補助
事業）

主に小学生以下を対象とした児童図書の貸出

使用可能日数　      289日
使用日数　　　　    289日
入場人員  　 　  12,750人
１日平均入場人員　　 44人
図書貸出数　　　 42,282冊
１日平均貸出数　　　146冊

当該施設のＰＲとして，地元小学校へ利用
案内チラシを配布予定。また，子どもたち
が，より利用しやすいような環境づくり
を，引き続き図書館と連携しながら工夫し
ていく必要がある。

文化課 3

125 332-3
②子どもの年
齢に応じた居
場所の確保

子どもの居場所づ
くり事業

児童センターとのコラボレーション事業で，学
校五日制にともなう土曜日の居場所づくりとし
て，子どもたちがまち・人・自然に出あう活
動，ものを作る活動，野菜を育てる活動を柱
に，関わり合いの中から，一人一人が自分らし
く表現したり，仲間とつながったりしていく場
の確保を行う。

平成２０年度，であい広場は37回実施し延べ1934人
が参加した。また，キラキラ子ども村は１1回実施
し延べ1383人の参加があった。障害のある子どもや
外国にルーツをもつ子どもたちの休日が豊かにな
り，様々な体験を通じて，人とふれあう機会や学ぶ
機会が増えた。

参加者の拡大と活動内容の充実，また保護
者との連携やボランティアの確保が重要で
ある。

人権教育課 3
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3-4次代の親としての成長への支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

126 341-1
①親となるた
めの学習会の
充実

異世代交流事業

近年の少子化や核家族化の進展の中で，子ども
たちは異世代や異年齢者と接する機会が減少
し，相互理解が十分ではありません。こうした
異世代間の溝を埋める取り組みとして，小中学
校と保育所や幼稚園との交流を推進し，幼児へ
の慈しみの心の涵養に努めるとともに，個々の
保護者の相談や保護者同士の情報交換の機会を
つくる。

幼稚園や小学校では，各行事，清掃活動等におい
て，縦割り班活動を行い，異年齢交流を行った。ま
た，小学校の総合的な学習の時間等の発表会に，校
区内の幼稚園児を招待し，交流を行った学校もあ
る。さらに，登校時に，異年齢の集団登校を行って
いる学校がある。
中学校では，職場体験学習や家庭科・総合的な学習
の時間等で，園児と遊んだり，一緒に活動したりし
て，幼児理解を図っている。また，小中学校で連携
をしている学校では，小中の子どもたちが一緒の班
になり，校区内の道路や幼稚園，公園等を掃除する
活動を行っている。このように，異年齢で活動する
機会をもつことで，年上の子どもが年下の子どもを
慈しむ気持ちを育成している。

計画どおりに進めていく。 指導課 3

127 341-2
①親となるた
めの学習会の
充実

異世代交流事業

近年の少子化や核家族化の進展のなかで，子ど
もたちは異世代や異年齢者と接する機会が減少
し，相互理解が十分ではありません。こうした
異世代間の溝を埋める取り組みとして，中学
校・高等学校と保育所や幼稚園との交流を推進
し，幼児への慈しみの心のかん養に努めます。

保育所地域活動の一環として，公立保育所・私立保
育園において異年齢児交流事業を実施。

子育て支援課 3

128 341-3
①親となるた
めの学習会の
充実

チャレンジ１４
中学生〔主に２年生〕が地域の事業所や施設で
３日，勤労・福祉体験を行います。

平田野(5学級161人)，創徳(7学級212人)，白鳥(5学
級157人)，神戸(8学級285人)，大木(5学級161人)，
千代崎(6学級197人)，白子(9学級289人)，鼓ヶ浦(5
学級154人)，天栄(4学級143人)，鈴峰(4学級115人)
が実施。
平田野(34事業所)，創徳(69事業所)，白鳥(33事業
所)，白子(77事業所)，千代崎(57事業所)，神戸(96
事業所)，大木(76事業所)，鼓ケ浦中学校(68事業
所)，天栄(41事業所)，鈴峰(39事業所)で実施し
た。
この結果，生徒1874人58学級が590事業所の協力を
得て実施することができた。
ニート，フリータという言葉に象徴される若い世代
の職業観に対して，中学生の多感な時期に，職業体
験学習を行うことで，職場の厳しさ，責任感，仲間
の温かさに触れることは，子どもの成長において大
変有意義であった。失敗から学ぶこと，責任ととも
に仕事を任される喜びを体験したことは，子どもた
ちの感想にもよく表れていた。

生徒アンケー
ト「進路を考
え
る機会になっ
たか。」＝
70％
以上，「よ
かったか。」
＝80％以上

学校行事の関係上，平田野(９月１７日～
１９日)，創徳(１月２１日～２３日)，白
鳥(９月　９日～１１日)，白子(９月　９
日～１１日)，千代崎(１１月１１日～１３
日)，神戸(１１月１１日～１３日)，大木
(１１月１１日～１３日)，鼓ケ浦(６月
４日～　６日)，天栄(９月１０日～１２
日)，鈴峰(５月２０日～２２日)のよう
に，９月，１１月に集中した。
隣接する校区においては，受け入れ事業所
が重なったり，連続したりして，調整が必
要である。20年度は調整会議を開催した
が，どうしても上記のような重なりは避け
られなかった。

指導課 3

129 342-1
②親となるた
めに必要な意
識づくり

思春期の食育事業
思春期の児童を対象に，食に関する正しい知識
を普及し，自己の体の健康についての意識の高
揚を図り，健全育成を支援します。

児童生徒の，生活習慣病予防のために開催する健康
教室に委員として参加して，児童生徒とその保護者
に栄養相談を実施し，将来を含めた自己の健康への
意識を高めるための支援を行うため企画や運営に携
わった。

思春期の栄養
教室開催数
Ｈ20　0回
Ｈ21 ２回目
標

思春期の児童を対象に，食に関する正しい
知識を普及し，自己の体の健康についての
意識の高揚を図り，健全育成を支援してい
きます。

健康づくり課 3
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3-5 子ども自身の声を聞く相談の充実

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

130 351-1
①子どもの相
談体制の充実

少年相談活動の充
実

学校や家庭での子どもたちの健全な子育てを支
援するため，子どもたちの問題行動等について
教職員や保護者そして児童生徒本人からの相談
に応じるとともに，実際に問題行動のみられた
児童生徒やその保護者に対して，教育的な指導
や助言を実施したり，関係機関との連携を図っ
たりすることで，問題行動の解決に向けた取組
みを実施する。

平成２０年度に実施された相談活動は，４４件で
あった。その内訳は，小学生２件。中学生４２件で
あった。相談内容としては，暴力行為・万引き・怠
学・外泊家出・飲酒・喫煙など非行に関する相談が
中心であった。そして，保護者についてもあわせて
相談支援を行い，本人の生活改善や学校・家庭と連
携した子どもをはぐくむ環境づくりを行った。ま
た，「いじめＳＯＳテレホン＆メール」へのいじめ
相談は，電話相談４件，メール相談４件の合計８件
あり，いじめの未然防止・早期対応・早期解決に取
り組んだ。

相談活動については，学校・家庭との連携
のもとに子どもの問題行動の未然防止・早
期対応を図っていく上で効果的であること
から，引き続き，学校との連携のもとに実
施していく。また，相談機能の充実に向
け，相談窓口の周知に努めていく。

青少年課 3

131 351-2
①子どもの相
談体制の充実

子ども教育相談
いじめや虐待等人権問題について面接･電話等
で相談を受け，解決に向けた支援を行います。

いじめに関する相談17件，虐待に関する相談5件に
対応した。

今後も，学校や家庭，青少年課，子育て支
援課等の他課との連携を深め，いじめや虐
待の未然防止・早期発見に努める。

鈴鹿市立教育研
究所 3

132 351-3
①子どもの相
談体制の充実

学校の教育相談体
制作り支援事業

小中学校にスクールカウンセラーや心の教室相
談員・子どもと親の相談員を配置し，学校，家
庭，関係機関等と連携した教育相談事業を充実
し，子育て支援を推進します。

スクールカウンセラーを中学校10校・小学校1校に
配置，心の教室相談員を小学校26校，子どもと親の
相談員を小学校4校に配置，スクールソーシャル
ワーカーを小学校4校，中学校2校に配置し，児童生
徒等の相談活動等に活用した。

今後は，スクールカウンセラー，心のサ
ポーター（心の教室相談員，ハートフル相
談員）を配置し，児童生徒や教職員，保護
者支援に取り組む。

鈴鹿市立教育研
究所 3

133 352-1

②教育現場で
の諸問題に対
する対応の充
実

不登校対策事業
けやき・さつき教室の2つの教育支援センター
を拠点として，様々な体験活動や学生相談員の
派遣に取り組みます。

1020回の不登校相談に対応し，けやき・さつき教室
での日常活動や体験活動（年間10回）を提供した
り，学生相談員を派遣（61回）したりした。

今後も，けやき・さつき教室での日常生活
や体験活動を提供したり，学生相談員を家
庭等に派遣する。

鈴鹿市立教育研
究所 3
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4-1健康な子育てへの支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

134 411-1
①主体的な健康
づくり支援

母子健康手帳の交
付

母子のすこやかな成長を支援するため，妊娠届
出のあった人に母性意識の高揚と成長の記録と
して交付します。

妊娠の届出をした方に母子健康手帳セット（母子健
康手帳・母子保健のしおり・副読本）を市民課・各
地区市民センター・健康づくり課にて交付し，母子
保健事業を有効に活用できるよう，事業の紹介チラ
シ等で情報提供に努めた。

母子のすこやかな成長を支援するため，妊
娠届出のあった人に母性意識の高揚と成長
の記録として今後も母子健康手帳を交付し
ます。

健康づくり課 3

135 411-2
①主体的な健康
づくり支援

すくすくファミ
リー教室（ﾌﾟﾚパ
パ・ママコース）

妊娠・出産・育児についての正しい知識の普及
と，妊娠中の体や心・育児への不安の解消を図
り，地域でささえあう仲間づくりを支援しま
す。

妊娠期に自ら健康を保ち，母子保健事業を有効に活
用できるよう，母子保健制度の説明，助産師の講
話，沐浴の体験学習，夫の妊婦体験を1クール2回を
年5クール実施し，妊婦227人・配偶者142人の参加
があった。

父親の参加率
Ｈ20　63％
Ｈ21　100％

妊娠・出産・育児についての正しい知識の
普及と，妊娠中の体や心・育児への不安の
解消を図り，地域でささえあう仲間づくり
のてを支援していきます。

健康づくり課 3

136 411-3
①主体的な健康
づくり支援

父子手帳の交付
すくすくファミリー教室（ﾌﾟﾚパパ・ママコー
ス）等において希望者に父子手帳を配布し，父
親の育児参加・父性の意識の高揚に努めます。

すくすくファミリー教室（ﾌﾟﾚパパ・ママコース）
等において希望者に父子手帳を配布し，妊娠・出
産・育児に関する知識を取得することにより，父親
の育児参加・父性の意識の高揚に努めた。

すくすくファミリー教室（ﾌﾟﾚパパ・ママ
コース）等において希望者に父子手帳を配
布し，父親の育児参加・父性の意識の高揚
に努めていきます。

健康づくり課 3

137 411-4
①主体的な健康
づくり支援

妊産婦・乳幼児訪
問指導

訪問を希望される方に対し，保健師が訪問し，
健康・育児に関する相談を行い，不安の軽減を
図ります。

訪問を希望される方に対し，保健師が訪問し，健
康・育児に関する相談を行い，母子の健康状況を把
握し，必要な指導と健康づくりのための情報提供を
行った。

訪問を希望される方に対し，保健師が訪問
し，健康・育児に関する相談を行い，不安
の軽減を図っていきます。

健康づくり課 3

138 411-5
①主体的な健康
づくり支援

ことばの相談
言語発達に心配のある子どもと保護者を対象
に，言語聴覚士による言語発達の観察を行い，
今後の対応について相談に応じます。

言葉発達に心配のある子どもと保護者を対象に，言
語聴覚士が個別に相談を行い，言語発達検査等で発
達状況を把握し，関わり方などの助言等，相談内容
の充実を図った。

言語発達に心配のある子どもと保護者を対
象に，言語聴覚士による言語発達の観察を
行い，今後の対応についてことばの相談で
応じていきます。

健康づくり課 4

139 411-6
①主体的な健康
づくり支援

すくすく広場

保健師による育児相談，身体計測，栄養士によ
る栄養相談，保育士による親子ふれあい遊びを
実施し，育児の不安解消と仲間作りを支援しま
す。

保健師による育児相談，身体計測，栄養士による栄
養相談，保育士による親子ふれあい遊びを実施し，
育児の不安等の相談に応じ健康づくりのために情報
提供を行った。

今後もすくすく広場では保健師による育児
相談，身体計測，栄養士による栄養相談，
保育士による親子ふれあい遊びを実施し，
育児の不安解消と仲間作りを支援していき
ます。

健康づくり課 3

140 411-7
①主体的な健康
づくり支援

こども発達相談
（児童相談）

精神発達面の心配のある子どもと保護者を対象
に心理相談員による精神発達面の観察を行い，
今後の対応について相談に応じます。

心理相談員により，精神発達面の心配のある親子に
対し個別面接を行い，心配ごとなどの聞き取りと児
に対して発達検査を実施し，その結果に応じて必要
な専門機関を紹介し，相談内容の充実を図った。

こども発達相談では，精神発達面の心配の
ある子どもと保護者を対象に心理相談員に
よる精神発達面の観察を行い，今後の対応
について相談に応じていきます。

健康づくり課 3

141 411-8
①主体的な健
康づくり支援

電話相談
乳幼児の成長・発達・子育てについて，また，
年齢を問わず心身の健康について電話での相談
に保健師・栄養士が応じます。

乳幼児の成長・発達・子育てについて，また，年齢
を問わず心身の健康について電話での相談に保健
師・栄養士が応じ，112件の相談に応じた。

乳幼児の成長・発達・子育てについて，ま
た，年齢を問わず心身の健康について電話
での相談に保健師・栄養士が応じていきま
す。

健康づくり課 3

142 411-9
①主体的な健
康づくり支援

健康教育

公民館主催の乳幼児学級や育児サークルなどの
依頼に応じ子どもの健康や子育てについての講
話やグループワークなどを行い，知識の普及に
努めます。

公民館主催の乳幼児学級や育児サークルなどの依頼
に応じ子どもの健康や子育てについての講話やグ
ループワークなどを行い，知識の普及に努め，28回
実施し，88１人の参加があった。

公民館主催の乳幼児学級や育児サークルな
どの依頼に応じ子どもの健康や子育てにつ
いての講話やグループワークなどで健康教
育を行い，知識の普及に努めていきます。

健康づくり課 4

基本目標４　親子の健康づくりのために

24



143 411-10
①主体的な健
康づくり支援

すくすくファミ
リー教室（マタニ
ティクッキング
コース）

妊娠中・産後の栄養についての正しい知識の普
及を行い，栄養についての不安の解消と，地域
でささえあう仲間づくりを支援します。

保健センターにて4回実施し，栄養士による妊娠
中・産後の食生活についての講話と調理実習を行
い，妊婦の健康への意識の向上と不安の軽減が図ら
れた。

妊娠中・産後の栄養についての正しい知識
の普及を行い，栄養についての不安の解消
と，地域でささえあう仲間づくりを支援し
ていきます。

健康づくり課 3

144 411-11
①主体的な健
康づくり支援

すくすくファミ
リー教室（子育て
コース）

親子のふれあい遊びを通して，子どもとの接し
方や育児についての知識の普及を行い，子育て
の不安を解消し，地域でささえあう仲間づくり
を支援します。

保健センターにて10回実施し，保健師による母子保
健制度の紹介，グループワーク，保育士による親子
ふれあい遊び，手作りおもちゃの作成を行い，701
人の参加があり，健康づくりへの意識の向上が図ら
れ，親同士の交流の場になった。

本事業では，親子のふれあい遊びを通し
て，子どもとの接し方や育児についての知
識の普及を行い，子育ての不安を解消し，
地域でささえあう仲間づくりを支援してい
きます。

健康づくり課 3
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145 411-12
①主体的な健
康づくり支援

歯科健康教育の実
施

幼児の歯科保健に関する正しい知識の普及を行
い，虫歯予防の意識の高揚を図り，歯の健康づ
くりを支援します。目標事業量：歯の健康教室
開催数・平成２１年度年間２回

歯の健康教室
開催数
Ｈ20　未実施
Ｈ21　年間２
回

他の事業との調整，事業内容，スタッフの
確保について検討を進める。

健康づくり課 2

146 411-13
①主体的な健
康づくり支援

歯の衛生週間事業
（歯の無料健診・
相談，母と子のよ
い歯のコンクー
ル）

歯の衛生週間にちなみ，歯科医師会との共催に
より，歯の無料健診・相談，母と子のよい歯の
コンクールを実施し，虫歯予防と，歯の健康に
ついての意識の高揚に努めます。

歯科医師会との共催により，保健センターにて，母
と子のよい歯のコンクールを実施し15組の参加が
あった。また，歯科医師による歯の健診・相談と歯
科衛生士による口腔内の健康チェックを実施し202
人の参加があり，歯の健康づくりへの意識づくりが
図られた。

歯の衛生週間にちなみ，歯科医師会との共
催により，歯の無料健診・相談，母と子の
よい歯のコンクールを実施し，虫歯予防
と，歯の健康についての意識の高揚に努め
ていきます。

健康づくり課 3

147 411-14
①主体的な健
康づくり支援

エンパワーメント
を推進する事業の
実施

あらゆる母子保健事業を通じて，その人自身の
力をエンパワーしていけるような支援ができる
システムをめざします。

幼児健診事後フォロー教室を卒業された保護者に対
して，情報の交換や悩みを共有できる場を提供し，
自主的な活動のためのサポート・支援を行った。

平成20年度は新規で参加する方が少なく，
以前から参加している保護者の方が多く，
話の内容も学校の悩みが中心になっていっ
た。そのため会の見直しが必要になってき
た。今後は新たに卒業された保護者の意向
を聞きながらサポートのあり方を考えてい
きた。

健康づくり課 3

148 412-1
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

育児支援家庭訪問
事業

児童虐待の未然防止や諸問題の解決を図るた
め，出産後間もない時期の家庭への援助などを
実施します。

低出生体重への保健師による県との同行訪問，出産
前後小児保健指導事業での要訪問者への保健師によ
る訪問等により，より早い時期での要フォロー者の
発見と継続支援を実施した。

年間延べ派遣
回数
Ｈ20　65回
Ｈ21　50回目
標

今後も，児童虐待の未然防止や諸問題の解
決を図るため，出産後間もない時期の家庭
への援助などを実施していきます。

健康づくり課 3

149 412-2
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

育児支援家庭訪問
事業

児童虐待の未然防止や諸問題の解決を図るた
め，出産後間もない時期の家庭への援助などを
実施します。

・家庭児童相談や婦人相談業務の中で，健康づくり
課と連携して家庭訪問を実施した。
・孤立（母の引きこもり等）を心配される子育て家
庭を把握し支援することを目的とし，アンケート形
式のハガキを出生届時に配布する「予防接種のしお
り」に封入した。返信された即時に礼状，バンビー
ズキッズリーフレットを送付した。

子育て支援課 3

150 412-3
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

妊婦一般健康診査
妊娠中に5回医療機関において健診を公費負担
で行い，必要な支援を行います。

妊婦と胎児の健康を支援し，妊娠中の健診受診を促
すため，妊娠中に5回医療機関において健診を公費
負担で行い，11710人の受診があった。

今後は，妊婦と胎児の健康の支援し，妊婦
中の健診受診をより受けやすくするため，
妊娠中に14回医療機関においての健診を公
費負担で受けれるよう回数を増やす。ま
た，妊婦健診の県外助成も行い，妊婦健診
をより受けやすいように取り組んでいく。

健康づくり課 3

151 412-4
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

ぺリネイタルビ
ジット（出産前後
小児保健指導事
業）

妊産婦のもつ育児不安の解消のため，産婦人科
医と小児科医の連携のもと，小児科医より育児
に関する保健指導を受ける機会を提供します。

出産前後の妊産婦の育児不安を解消するため，育児
に不安のある妊産婦に対して，産婦人科医から小児
科医への紹介を行い，小児科医による保健指導を実
施した。

年間延べ指導
件数
Ｈ20　50件
Ｈ21 100件目
標

健康づくり課 3

152 412-5
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

新生児母性訪問指
導

助産師会に委託し，発育・栄養・生活環境・疾
病予防について助産師が家庭訪問を行い，新生
児の心身共に健やかな成長発達の支援と，安心
して育児がしていけるよう母親の精神面も含め
支援します。

産婦の体調，母乳，新生児のミルク，湿疹，おへそ
のこと等，不安がある方の家庭を助産師が訪問し，
子育てと健康づくりへの支援を行った。

年間延べ訪問
指導回数
Ｈ20　177件
Ｈ21 180件目
標

新生児母性訪問については，助産師会に委
託し，発育・栄養・生活環境・疾病予防に
ついて助産師が家庭訪問を行い，新生児の
心身共に健やかな成長発達の支援と，安心
して育児がしていけるよう母親の精神面も
含め支援していきます。

健康づくり課 3
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153 412-6
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

乳児一般健康診査
乳児期（４か月，１０か月）に医療機関におい
て健診を公費負担で行い，発育・発達を確認し
必要な支援を行います。

乳児期の心身の発育・発達を確認するため，医療機
関機関において4か月児と10か月児健康診査の2回，
公費負担で実施し，4013人の受診があった。

乳児期（４か月，１０か月）に医療機関に
おいて健診を公費負担で行い，発育・発達
を確認し必要な支援を行っていきます。

健康づくり課 3

154 412-7
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

１歳６か月児健康
診査

心身の発育・発達を確認し，適正な母子関係を
支援し必要に応じフォローアップします。ま
た，より支援の必要な方に対しサービスを提供
できるよう，未受診者についての状況把握と受
診勧奨を行います。

心身の発育・発達を確認し，適正な母子関係を支援
するために，保健センターにおいて，健康診査を24
回実施し，1984人の受診があった。また，未受診者
については，はがきの送付，母子保健推進員等によ
る受診勧奨を行った。

健康診査受診
率
H20　93.7%
H21　　96%目
標

１歳６カ月児健診では，心身の発育・発達
を確認し，適正な母子関係を支援し必要に
応じフォローアップします。また，より支
援の必要な方に対しサービスを提供できる
よう，未受診者についての状況把握と受診
勧奨を行っていきます。

健康づくり課 3

155 412-8
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

３歳児健康診査

心身の発育・発達を確認し，適正な母子関係を
支援し必要に応じフォローアップします。ま
た，より支援の必要な方に対しサービスを提供
できるよう，未受診者についての状況把握と受
診勧奨を行います。

心身の発育・発達を確認し，適正な母子関係を支援
するために，保健センターにおいては，健康診査を
24回実施し，1883人の受診があった。また，未受診
者については，はがきの送付，訪問等により受診勧
奨を行った。し必要に応じフォローアップします。
また，より支援の必要な方に対しサービスを提供で
きるよう，未受診者についての状況把握と受診勧奨
を行います。

健康診査受診
率
Ｈ20　91%
Ｈ21　92%目
標

３歳児健診では，心身の発育・発達を確認
し，適正な母子関係を支援し必要に応じ
フォローアップします。また，より支援の
必要な方に対しサービスを提供できるよ
う，未受診者についての状況把握と受診勧
奨を行っていきます。

健康づくり課 3

156 412-9
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

妊産婦・乳幼児
フォローアップ事
業

妊産婦・乳幼児の健診・相談の事後フォローと
して，電話・面談・家庭訪問により，支援しま
す。

妊産婦・乳幼児の健診・相談の後，フォローの必要
な対象者に対して，電話・面談・家庭訪問により，
親子の健康づくりへの取り組みの支援を実施した。

妊産婦・乳幼児の健診・相談の事後フォ
ローとして，電話・面談・家庭訪問によ
り，支援していきます。

健康づくり課 3

157 412-10
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

幼児健康診査事後
フォロー教室

幼児健診後，子どもの発達に心配を持つ方や育
児不安の大きい方等を対象に，遊びを通して子
どもの成長を見守り，保護者の不安が軽減でき
るよう支援します。

年齢別に4教室，それぞれ月１回，遊びや発達相談
をとおして，子どもへの関わり方，成長の見守りの
支援を実施し，437組の参加があった。

幼児健診後，子どもの発達に心配を持つ方
や育児不安の大きい方等を対象に，遊びを
通して子どもの成長を見守り，保護者の不
安が軽減できるようフォロー教室を実施し
て支援していきます。

健康づくり課 3

158 412-11
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

母子保健地域推進
員制度

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診査未
受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役としての
活動を通して市民の身近な相談役として，子育
てを支援します。

母子保健地域推進員に，1歳6か月健診の未受診への
受診勧奨，地域での親子のつどいの場の提供等の活
動を依頼して，健康づくりや子育て支援を実施し
た。

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診
査未受診者の受診勧奨，行政とのパイプ役
としての活動を通して市民の身近な相談役
として，子育てを支援していきます。

健康づくり課 3

159 412-12
②妊娠，出産，
育児期の健康づ
くり

予防接種
予防接種法による予防接種を個別接種で実施
し、病気の予防を図ります。

接種は，協力医療機関で行っており，知識の普及・
意識の向上を図り，社会的免疫獲得のめやすとされ
る接種率になるよう広報等による啓発を行っていま
す。

予防接種の接
種率
Ｈ20　97%
Ｈ21　90%目
標

計画どおりに推進していくことで，社会的
免疫を充足し病気のまん延防止に繋がるこ
とから，接種漏れ者の発生をを防ぐため，
きめ細かい啓発活動に努める。

健康づくり課 4
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4-2　子どもの健康のための支援

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

160 421-1

①子どもの年
齢に応じた健
康づくりへの
支援

すくすくファミ
リー教室（離乳食
コース）

離乳食についての正しい知識の普及を行い，栄
養・育児についての不安の解消と，地域でささ
えあう仲間づくりを支援します。

乳児期の健康づくりのため，保健センターにおいて
栄養士による離乳食の講義，試食や栄養相談を実施
し，12回の開催で358組の参加があった。

離乳食についての正しい知識の普及を行
い，栄養・育児についての不安の解消と，
地域でささえあう仲間づくりを支援してい
きます。

健康づくり課 3

161 421-2

①子どもの年
齢に応じた健
康づくりへの
支援

すくすくファミ
リー教室（おやつ
クッキングコー
ス）

食生活改善推進協議会に委託し旬の素材を使っ
た手づくりおやつについての知識の普及を行
い，親子でのふれあいと地域でささえあう仲間
作りを支援します。

幼児期の健康づくりのため，保健センターにおい
て，食生活改善推進協議会会員により，親子の手作
りの食事やおやつの調理実習を行い，4回開催で50
組の参加があった。

今後も，食生活改善推進協議会に委託し旬
の素材を使った手づくりおやつについての
知識の普及を行い，親子でのふれあいと地
域でささえあう仲間作りを支援していきま
す。

健康づくり課 3

162 422-1
②小児医療の充
実

鈴鹿市応急診療所
休日、及び夜間の急な疾病について，応急診療
を実施する。（土・休日・年末年始の夜間は小
児科専門医による診療）

疾病に対する応急的な診療を行う場として，また安
心安全な市民生活が営まれるよう，診療業務を行っ
ている。

医科医療は，年々利用者が増大しているた
め，「かかりつけ医」での早期受診を啓発
し，一次救急体制の維持に努める。歯科医
療は，民間サービスとの整合性，また利用
者の減少による必要性について，関係機関
との調整は必要である。

健康づくり課 3

163 423-1
③思春期保健対
策の充実

思春期の食育事業
思春期の児童を対象に，食に関する正しい知識
を普及し，自己の体の健康についての意識の高
揚を図り，健全育成を支援します。

思春期における健康への意識を高めるため，鈴鹿市
児童生徒の生活習慣病対策推進委員会が，生活習慣
病予防のために開催する健康教室に委員として参加
して，教室の企画や運営に携わった。

思春期の栄養
教室開催数
Ｈ20　0回
Ｈ21　2回目
標

健康づくり課 3

164 423-2
③思春期保健対
策の充実

思春期子育て講
座・研修講座

今日的な教育課題，社会的な情勢を踏まえ，公
開講座と教職員対象の研修講座を開催します。

教育講演会として，地域医療に身を捧げた医師の生
き方を学ぶ研修講座「地域医療に身を捧げた47年間
－霧多布人になった医師－」を開催し，教職員，一
般等合わせて943名の参加があった。公開講座「思
春期の子ども理解－親子の中で大切にしたいこと
－」を開催し，93名の参加があった。

今後も，子育てについて考える研修講座を
企画する。

鈴鹿市立教育研
究所 3
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5-1　安全なまちづくりの推進

番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

165 511-1
①安全なまちづ
くりの推進

防犯ホイッスル・
防犯ブザーの配布

子どもを狙った犯罪の未然防止のため，また，
不測の事態が生じたときに身を守る一つの手段
として，防犯ホイッスル・防犯ブザーを配布
し，その活用を進める。

平成１６年度に全公立小学校児童に防犯ホイッスル
（赤い笛）を配布するとともに，平成１７年度に
は，全公立幼稚園児に防犯ブザーを配布した。ま
た，平成１７年度以降は，毎年新入学児童に配布し
ている。
一方，幼稚園長などの意見も参考にし，平成２０年
度からは，幼稚園児への防犯ブザーの配布から，防
犯ホイッスルの配布へと変更した。防犯ホイッスル
の携行については，登下校時に首から下げて携行す
ることの徹底を，パトロールの際に呼び掛けるとと
もに，学校における指導の徹底や防犯教室での防犯
ホイッスル活用方法の指導を行っている。

防犯ホイッス
ル傾向率１０
０％
Ｈ20　85％～
90％
Ｈ21　95％～
100％

防犯ホイッスルの携行については，不審者
による犯罪から身を守るための抑止力や危
険を知らせる手段として効果的であり，子
どもたちに「自分の命は自分で守る」力を
培っていく上でも重要であることから，引
き続き防犯教室をはじめ，指導の徹底を
図っていく。

青少年課 4

166 511-2
①安全なまちづ
くりの推進

危険区域表示板の
設置

日常生活における子どもの安全確保のため，
池，用水路，側溝，川，海，などに危険区域表
示板（赤い板に，「ここはあぶない」と書かれ
たのも）を設置する。

小学校区を基本として学校・保護者・地域による危
険か所点検を実施するとともに，子どもの遊び場に
とって危険と思われる場所に危険か所表示板を設置
するとともに，これまで設置されており老朽化して
いる表示板を交換するなどし，事故の未然防止図っ
ている。

危険個所点検については，鈴鹿市ホーム
ページに掲載している危険個所マップの見
直しを定期的に行い，実態に応じた情報発
信が行えるようにするとともに，各学校や
ＰＴＡ等が実施する危険か所点検の結果に
基づき，必要なか所への危険か所表示板の
設置を行い，事故の未然防止を図る。

青少年課 4

167 511-3
①安全なまちづ
くりの推進

防犯訓練・防犯教
室

「自分の命は自分で守る」力を育てるととも
に，登下校時等での不審者からの声かけや学校
への不審者侵入等の危機に対する危険予測・回
避能力を培うため，全小学校にて不審者に声を
かけられたときの対処についての講義，児童と
のロールプレイ，防犯機器・用具を利用したシ
ミュレーションなどを，鈴鹿警察署職員ととも
に実施する。

全小学校で防犯訓練（不審者侵入訓練）・防犯教室
（連れ去り防止教室）を，鈴鹿警察署や民間警備会
社，ＮＰＯ法人と連携しながら実施した。そして，
全小学校での児童に不審者から声をかけられたとき
の対処や，いぞという時のためのホイッスルや防犯
ブザー等の携行の必要性などについて認識させると
ともに，教職員や保護者にも危機管理に向けた意識
の向上を図った。また，教職員対象の防犯訓練の実
施や，緊急時通報装置（スクールガード）を導入し
た学校では，その装置を活用した防犯訓練も実施し
た。

実施小学校の
割合
１００％
Ｈ20　100%
Ｈ21　100%

子どもの安全安心の確保に向け，引き続き
全小学校で，鈴鹿警察署や学校パトロール
隊など地域と連携した防犯訓練・防犯教室
の充実を図る。また，パトロール隊員など
への防犯研修などを実施し，地域での安全
安心対策のリーダー養成などに取り組む。

青少年課 5

168 511-4
①安全なまちづ
くりの推進

「子ども安全安心
メール」配信シス
テムの導入

子どもに危険が及ぶ恐れのある事件などの情報
を携帯電話やパソコンに電子メールで配信し，
子どもの安全確保及び地域における防犯意識の
高揚を図ります。

家庭・学校・地域・警察等から寄せられた子どもに
危険が及ぶ恐れのある情報を，内容や配信に関して
警察と協議した上で，鈴鹿市のメールモニター全員
へ電子メールを配信した。平成20年度は，痴漢被害
等の情報を27回配信した。
防犯メール受信者の拡大に向け，会議などでメール
モニターへの加入を呼び掛けたり，加入方法を提示
したりした。不審者情報をできるだけ早く確実に見
てもらうために，防災無線をメール配信時直後に流
し，情報の迅速化を図ることができた。

学校やパトロール隊への不審者情報が，よ
り迅速に伝達されるよう不審者情報の配信
の際に，各学校や地区市民センターに不審
者情報の配信について防災無線で連絡する
体制を継続するとともに，年間２回のすず
か安全安心パトロール隊連絡会議や年間３
回程度の情報発信誌を配布などし，安全安
心の意識の持続を図る。また，引き続き，
メールモニターの拡大にも努め，不審者情
報の配信先の拡充を図る。

青少年課 5

基本目標５　子育ての安全・安心をささえるために
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169 511-5
①安全なまちづ
くりの推進

校区危険か所の公
開

幼小中学校区の通学路を中心に危険か所として
「昨年度からこれまでに，２回以上不審者情報
が寄せられたか所」，「子どもが侵入でき，問
題行動の発生が懸念される空家・空き店舗」，
「昨年度からこれまでに，児童が交通事故に
あった場所」，「雨天時に増水や冠水などで児
童の登下校に危険のあるか所」，「その他，児
童の登下校で大変憂慮される状況が見られるか
所」について調査し，鈴鹿市のホームページの
地理情報システム「危険か所マップ」として公
開している。

各小学校区で危険か所点検を実施し，発見された危
険か所について，鈴鹿市ホームページの危険か所
マップに掲載し，情報提供を行った。平成20年度10
月実施調査では，「昨年度からこれまでに，２回以
上不審者情報が寄せられたか所」26件，「子どもが
侵入でき，問題行動の発生が懸念される空家・空き
店舗」32件，「昨年度からこれまでに，児童が交通
事故にあった場所」50件，「雨天時に増水や冠水な
どで児童の登下校に危険のあるか所」55件，「その
他，児童の登下校で大変憂慮される状況が見られる
か所」５６件の合計２１９か所の危険か所を確認し
た。

危険か所点検を定期的に実施し，新たな危
険か所について危険か所マップに掲載する
とともに，改善されたか所について削除す
るなど，効果的な情報発信に努める。

青少年課 5

170 511-6
①安全なまちづ
くりの推進

ＣＡＰプログラム
の導入

子どもたちの権利を奪おうとする虐待やいじ
め，誘拐などあらゆる暴力に子どもたち自身
が，心とからだと知識をもって立ち向かうため
の防止教育プログラムであるＣＡＰプログラム
を小学校で実施する。このプログラムは，児童
生徒の受ける「子どもワークショップ」と子ど
もたちを支援する大人（保護者，教師等）が受
ける「大人セミナー」で構成されている。

平成20年度は，６小学校でＣＡＰプログラムとし
て，子どもセミナー，大人セミナーを実施し，子ど
もの安全安心対策の充実を図った。

鈴鹿警察署と連携した防犯教室の実施とと
もに，各学校の実態に応じてＣＡＰプログ
ラムや民間警備会社による防犯教室の実施
などを積極的に実施することにより，自分
の命は自分で守る力の育成に努める。

青少年課 4

171 511-7
①安全なまちづ
くりの推進

学校用緊急通信シ
ステム（スクール
ガード）の設置，
（Ｈ１８年度よ
り，「校内緊急時
通報装置設置事
業」と変更いたし
ました。

不審者などの不法侵入・児童の怪我や事故発生
時に，職員が携帯しているリモコンのボタンを
押すだけで，職員室へ通報できる無線式緊急通
報システム（スクールガード）を全小学校へ設
置する。

平成20年度は，８校の小学校へ校内緊急時通報装置
を設置した。（愛宕，井田川，明生，郡山，石薬
師，牧田，清和，旭が丘）特に，スクールガード設
置校は，システムを活用した防犯訓練の実施を行う
とともに，すべての実施校に対して，定期的に動作
確認を行うなど，緊急時の対応について生かせるよ
うに努めた。

全小学校(30
校）
Ｈ20　30校
Ｈ21　30校

平成20年度にすべての小学校にスクール
ガードが導入されたことから，定期的な動
作確認やシステムを活用した防犯訓練を実
施し，緊急時の円滑な対応と子どもの安全
安心の確保に努める。

青少年課 5

172 511-8
①安全なまち
づくりの推進

鈴鹿市青少年対策
推進本部の設置

青少年の健全育成・非行防止活動の推進に向け
て，学校・家庭・地域・関係機関・行政とが連
携を強化し，横断的・総合的な青少年対策を推
進していく。そのため，子どもの安全安心を確
保するためのネットワークづくりや，地域と協
働した環境美化活動等の取組みを実施し，「地
域の子どもは地域で育てる」といった気運の高
揚を図る。そして，一人ひとりの市民が社会の
一員として青少年の健全育成活動に参加・参画
できる体制づくりを図り，「心豊かでたくまし
いこども」を育成する。

平成20年度は，５つの重点事業と３９の主要施策を
決定した。また，２回の推進会議と本部会議を開催
し，施策の進捗管理と課題の見直しを実施するとと
もに，有識者による「子どもの安全安心対策懇話
会」を設置し，今後の本市青少年対策の方向性など
について専門的な意見を頂戴した。そして，今後の
青少年対策の方向性について答申が出された。ま
た，鈴鹿市清掃協同組合の回収車両等１４２台にパ
トロール中マグネットステッカーを貼付するなど，
安全安心ネットワークの充実強化を図るなど，各部
局や関係機関と横断的・総合的に連携を図った青少
年対策を推進した。

今後の青少年対策の基本的な方向性を明確
にした「子どもの健全育成推進基本計画」
を策定し，重点項目を位置付け，目指す姿
や目標数値とともに，学校，家庭，地域住
民，関係機関，行政の果たす役割を定め，
清松園対策の充実強化を図る。

青少年課 4

173 511-9
①安全なまち
づくりの推進

少年相談活動の充
実

学校や家庭での子どもたちの健全な子育てを支
援するため，子どもたちの問題行動等について
教職員や保護者そして児童生徒本人からの相談
に応じるとともに，実際に問題行動のみられた
児童生徒やその保護者に対して，教育的な指導
や助言を実施したり，関係機関との連携を図っ
たりすることで，問題行動の解決に向けた取組
みを実施する。

平成２０年度に実施された相談活動は，４４件で
あった。その内訳は，小学生２件。中学生４２件で
あった。相談内容としては，暴力行為・万引き・怠
学・外泊家出・飲酒・喫煙など非行に関する相談が
中心であった。そして，保護者についてもあわせて
相談支援を行い，本人の生活改善や学校・家庭と連
携した子どもをはぐくむ環境づくりを行った。ま
た，「いじめＳＯＳテレホン＆メール」へのいじめ
相談は，電話相談４件，メール相談４件の合計８件
あり，いじめの未然防止・早期対応・早期解決に取
り組んだ。

相談活動については，学校・家庭との連携
のもとに子どもの問題行動の未然防止・早
期対応を図っていく上で効果的であること
から，引き続き，学校との連携のもとに実
施していく。また，相談機能の充実に向
け，相談窓口の周知に努めていく。

青少年課 3
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174 512-1
②交通安全教
育の推進

講師派遣による交
通安全教室

幼稚園・小中学校に交通教育指導員等の講師を
派遣し，交通安全教育を実施します。

防災安全課をとおして，交通安全指導員，鈴鹿モビ
リティ研究会，鈴鹿警察署の協力のもと幼稚園と小
中学校において，道路の歩き方，信号の渡り方，自
転車の乗り方，交通ルール等，それぞれの発達段階
に応じた交通安全教室や実地指導を行った。効果を
高めるために，年に複数回行ったり，学年別に行う
園や学校もある。平成２０年度は幼稚園２３園３６
回，小学校２８校３８回，中学校６校７回実施し
た。

すべての学校・園で交通安全教室が実施さ
れるように啓発をする。交通安全教室の希
望が増えてきているので，年間を通して，
早い段階から申し込みができることを周知
する。

指導課 3

175 512-2
②交通安全教
育の推進

講師派遣による防
災講座

幼稚園・小中学校に講師を派遣し，災害から命
をまもるための防災啓発を実施します。

実施回数　59カ所／80回 63カ所 防災安全課 4

176 513-1
③地域協力に
よる安全対策
の促進

防災井戸端教室
収容避難所となる小学校への備蓄物資や防災井
戸の説明をとおして，防災啓発を実施します。

実施回数　 8回 防災安全課 3

177 513-2
③地域協力に
よる安全対策
の促進

講師派遣による防
災講座

幼稚園・小中学校に講師を派遣し，災害から命
をまもるための防災啓発を実施します。

実施回数　11回 防災安全課 3

178 513-3
③地域協力に
よる安全対策
の促進

子どもを守る家活
動補助事業

鈴鹿市PTA連合会が実施している「子どもをま
もる家」活動に関し，地域の登録者に対する災
害見舞金保険料相当額の補助を行います。

平成20年度登録実績　2,246件 生涯学習課 3

179 513-4
③地域協力に
よる安全対策
の促進

安全安心パトロー
ル隊の結成

学校や保護者・地域の連携による子どもをまも
る活動の活性化に努める。

小学校区を中心としたパトロール隊が３０校すべて
の小学校区に組織され，約４,１００名の方々にパ
トロール活動に参画していただいているとともに，
各小学校パトロール隊によるすずか安全安心パト
ロール連絡会議を年間２回開催し，パトロール隊相
互の連携強化を図った。また，小学校区青色回転灯
パトロール隊も１５小学校区で組織され，機動力の
ある活動を拡充することができた。

年間２回のすずか安全安心パトロール隊連
絡会議の開催や，年間３回程度の安全安心
だよりの発行など情報共有を進めるととも
に，パトロール活動に携わるリーダー養成
を図る。また，青色回転灯パトロールカー
を登録する小学校パトロール隊の拡充を図
る。

青少年課 5

180 513-5
③地域協力に
よる安全対策
の促進

青色回転灯装着車
によるパトロール
の実施

小学校低学年児童の下校時や児童の登校時を中
心に，通学路や校区内のパトロール活動を日常
的に実施し，不審者から子どもを守り，子ども
と地域の安全・安心を確保するとともに，子ど
もたちへの声かけ運動を推進し，青少年の健全
育成・非行防止活動を推進する。

毎日，小学校低学年児童を中心とした青色回転灯パ
トロール車を活用したパトロール活動の充実強化を
図った。そのため，朝のパトロール活動の実施にあ
たり，臨時職員を雇用するなどし，きめ細かなパト
ロール活動により，不審者などによる犯罪や事件の
未然防止に努めた。また，小学校ごとの青色回転灯
パトロール隊の設置にも取組み，１５小学校区に拡
充することができた。

引き続き登下校時の青色回転灯パトロール
活動を実施するとともに，小学校区での青
色回転灯パトロール隊の拡充にも努め，子
どもの安全安心の確保の充実強化を図る。

青少年課 3
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番号1 番号2 施策の方向 事業名 取り組みの内容 施策の方向に対する具体的な取り組みの実績 目標事業量 今後の取り組みや改善内容 所管課 進捗・到達度

181 521-1
①子育てを支え
る住環境の充実

勤労者教育資金貸
付事業

鈴鹿市が市内在住・在勤勤労者の持家促進ため
に，東海労働金庫鈴鹿支店に原資を供給するこ
とにより，円滑な資金の貸付が図れるようにす
る。

鈴鹿市が東海労働金庫鈴鹿支店に無利子で資金の貸
付けを行ったが，勤労者の利用実績はなかった。

労金と協議を行い同制度の内容精査，及び
勤労者への周知を図る。

産業政策課 3

182 521-2
①子育てを支え
る住環境の充実

子育て世帯に配慮
した市営住宅の確
保

平成12年度以降の建替えする市営住宅について
は，人と人が出会え，交流できるスペースとし
て，広場及び集会所を設置する。また，高齢
者，障がい者及びファミリーに配慮した整備と
して，段差解消等のバリアフリー化を実施す
る。

平成20年度で退去のあった市営住宅において，70戸
で，その退去後に段差解消等のバリアフリーを実
施。

住宅課 3

183 522-1
②子育てバリア
フリーの推進

バリアフリーのま
ちづくり推進事業

歩道や交差点における段差を解消したり，歩道
に点字ブロックを敷設して，障害者や高齢者が
障害のない人と同じように暮らせるまちづくり
を推進する。

工事実施個所：甲斐道伯線歩道改良工事，平田駅前
歩道整備工事，秋永中瀬古郡山線歩道改良工事　他
５路線

障害福祉課 3

184 523-1
③地域協力によ
る安心なまちづ
くりの推進

図書類等自動販売
機の点検パトロー
ルの実施

三重県より任命された立ち入り調査員により，
鈴鹿市内に３８台設置されている青少年にとっ
て有害となる図書類等を販売する自動販売機
（遠隔装置付自動販売機を含む）への収納状況
を定期的に巡回し，三重県青少年健全育成条例
の規定に基づき，適正に管理されているかを確
認している。また，青少年にとって有害な環境
として認められる場合には，三重県に報告し業
者指導の措置を申し入れ，有害環境対策を実施
ている。

毎月，定期的に立ち入り調査員によって，有害な図
書類を販売する自動販売機や書店等への巡回・パト
ロールを実施し，三重県青少年健全育成条例の規定
の範囲内での設置が維持されているかどうか確認す
るとともに，三重県に状況報告を行っている。そし
て，条例違反が認められる場合には，三重県によっ
て業者への指導が行われている。

引き続き，立入調査を実施し，青少年に
とっての有害環境の改善に努める。また，
発見された有害環境については，三重県に
も連絡し，環境改善に努める。

青少年課 4

　　〔進捗・達成度メルクマール〕

　　　　1　遅れている　　  2　やや遅れている　　　　3　計画通り進行している　　　　4　ほぼ達成している　　　　5　達成している
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