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３ 子育て支援・子育ち支援の重層的な輪を広げます 

３－１ 子どもの視点に立った遊び場の整備や居場所づくりに取り組みます 

 

＜現状と課題＞ 

子どもたちが心身ともに豊かに育っていくためには、子どもが自主的に参加

して遊び、学ぶことのできる居場所づくりや、親子がのびのびとふれあえる場、

中学生や高校生の活動拠点として活用できる場づくりなど、より良い環境を提供

し、子どもを支援する体制を整えていくことが必要です。 

アンケート調査においても「雨の日に遊べる場所がない」、「近くに遊び場が

ない」が上位に上げられており、遊び場に関するニーズは非常に高いものとなっ

ています。 

さらに、子どもを健やかに育てていくためには、地域ぐるみで子どもを見守

ることが大切です。そのためには、子どもに関わる家庭、学校、地域の連携を強

化し、親同士が交流を深め、地域の子どもの問題や子育てについて情報を交換し

合い、子どもの遊び場や居場所づくりの検討を進め、子どもたちが学習や遊びな

どの活動しやすい環境を整えることが必要です。 
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○子どもの遊び場について 

子どもの遊び場について
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遊び場に遊具などの種類が少ない

いつも閑散としていて寂しい

砂場やトイレが不衛生に感じる

遊び場周辺の交通環境が危険

特にない

一緒に遊ぶ同じ歳ぐらいの仲間がいない

緑や水とふれあえる自然が少ない

遊具などの設備が古くて危険

遊び場やその周辺の環境が悪い

その他

 

（資料:小学校児童用アンケート調査） 

 

＜施策の方向＞ 

身近な遊び場や室内の遊び場などに対する要望の高さをふまえ、子ども同士

の協調性や社会性を育む場となる安全な遊び場づくりを子どもの視点に立って

計画的に整備していきます。 

また、中・高生を含め、子どもたちが気兼ねなく自由に使用し、集うことが

できる「居場所づくり」をめざします。 
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＜個別施策＞ 

施策・事業 内 容 

３－１－①子どもの視点に立った遊び 

     場づくりの推進と環境整備 

     の推進 

 遊び場が有効に活用されるよう、子どもの意見を反映させる仕組み作りな

ど、子どもの視点に立った遊び場づくりの取り組みと、遊具の整備やその安

全性の確認をはじめ、明るく清潔な環境づくりを推進します。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

遊び場所の整備 

 

（都市建設課） 

既成市街地での未利

用地や緑地 

親子が気軽に足を運び

安全に楽しむことがで

きる公園づくりの計画と

整備 

○ 継続 継続   

公園・広場の維持管

理 

 

（都市建設課） 

公園・広場 安全で快適に公園・広

場が利用できるよう住

民の協力を得て、維持

管理体制の充実を図る

○ 継続 継続   

３－１－②児童館や公民館などの柔軟 

     な運営による居場所づくり 

 子どもの居場所づくりの拠点機能を担う児童館のほか、公民館などの公共

施設の柔軟な運営を図り、子どもの居場所づくりに努めます。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

児童館活動の充実 

 

（教育総務課） 

各児童館 ・地域児童等の健全育

成の拠点としての活動

の推進と中高校生の居

場所づくり 

・地域に開かれた子育

て関連の交流ゾーンを

目指す 

○ 継続 継続 利用者数 

魅力ある図書室づくり

と読書普及活動 

（公民館） 

児童生徒・町民 各部門ごとに良書の蔵

書に努める 

○ 継続 継続   

３－１－③放課後や休日の学校施設の 

     開放促進 

 放課後や休日に身近な遊び場を提供するため、学校施設の開放を促進しま

す。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

放課後や休日の学校

施設の開放 

（教育総務課） 

地域住民 学校施設の開放事業 ○ 継続 継続 利用者数 
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３－２ 子育てにやさしいバリアフリーのまちづくりを進めます 

 

＜現状と課題＞ 

子育て世帯が、生活にゆとりを感じながら暮らすためには、身近な生活環境

における公園や緑地の整備・維持管理を定期的に行い、安全で利用しやすい環境

づくりが重要です。さらに、妊産婦や子どもたちが、安全で快適に生活していく

上で、現在の社会にはさまざまな障壁（バリア）が存在します。道路、公園、公

共交通機関、公的建築物等において、おむつ交換所の設置や子育て世帯が安心し

て利用できるトイレ等の整備等、バリアフリー
※ 

 化を進めていく必要があります。 

現代社会において、経済の発展に伴った車両の増加は著しく、その車両が起

こす悲惨な交通事故の犠牲者もまた、増加傾向にあります。子どもの交通安全を

確保するには、道路環境の整備の他、交通安全教育を徹底し、子ども一人ひとり

に交通安全意識の普及を図り、交通ルールと正しい交通マナーの実践を習慣付け

るとともに、家庭においても交通安全のアドバイスを行うなどして、警察、学校、

自治会など関係団体と連携した地域で交通事故防止に向けた取り組みを推進す

ることが必要です。 

子どもが日常生活のなかで被害者となる連れ去りや性的いたずらが年々増え

続けています。子どもを狙った犯罪を回避するためには、保護者の配慮はもちろ

ん、子ども自らが「自分の身は自分で守る」ことを意識し防犯の習慣をつけさせ

ること、地域ぐるみの協力体制、犯罪防止に配慮した環境設計が必要になります。 

 

＜施策の方向＞ 

乳幼児をはじめ子連れでも安心して外出し、施設利用ができるよう、高齢者

や障がい者を対象とした福祉のまちづくり事業と連携し、子どもや子育て家庭に

やさしい子育てバリアフリーのまちづくりに取り組みます。また、子どもが安心

して行動できるよう、安全なまちづくりに地域一体となって取り組みます。 

 

 

 

 

 

 
※バリアフリー：高齢者や障がい児・者等の日常生活や社会生活における、物理的、心理的、情報に関わ

る障壁（バリアー）を取り除いていくこと。 
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＜個別施策＞ 

施策・事業 内 容 

３－２－①交通環境のバリアフリー化 

     の推進 

 公共交通機関について、関係機関との連携を図りながら、バリアフリー化

を推進します。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

違法駐車対策 

 

（警察署） 

町道ほか ・警察署による駐車違

反の取締りや違法駐

車追放キャンペーンを

実施する 

○ 推進 継続   

国・県等の道路関係

機関との連携 

（都市建設課） 

町道ほか 道路の新設・改良にあ

わせて、乳幼児や高齢

者等に配慮した道路の

整備や交通安全施設

の設置に努める 

○ 拡充 継続   

３－２－②子育てしやすい居住空間の 

     バリアフリー化の推進 

 子育て家庭にとって暮らしやすく安全な居住環境づくりについて支援策を

検討していきます。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

多子・ファミリー向け

住宅環境整備推進 

（都市建設課） 

既存町営住宅等 既存町営のバリアフリ

ー化、住宅環境等整備

  調査検討 検討   

３－２－③公共施設等のバリアフリー 

     化の推進 

 道路やその他公共施設をはじめ、多くの人が利用する公共的施設を中心に、

事業所の理解、関係機関との連携を図りながら、子どもや子ども連れにやさ

しいバリアフリー化を推進します。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

歩行空間のバリアフ

リー化 

 

（都市建設課） 

町道等 視覚障がい者との共

存を図りながら歩道の

形状を改良し、子ども

の自転車やベビーカー

の通行環境を整える 

○ 推進 継続 バリアフリー

化率、歩行

満足度 

利用しやすい公共施

設等の整備促進 

 

（都市建設課ほか） 

公共施設・事業所等 公共施設に子ども連れ

でも利用しやすい子ど

もサイズの便器・手洗

い器、ベビーベッド、授

乳スペース、施設内の

ベビーカー等の整備・

設置等を関係機関の

協力を得ながら推進す

る。また、事業所等に

も働きかける。 

○ 拡充 継続   

歩道設置・道路改良 

（歩道含む） 

 

（都市建設課） 

町道等 歩道設置、改良等によ

りネット構築 

○ 調査・検討・

推進 

継続   
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施策・事業 内 容 

３－２－④子どもにとって安全な社会 

     環境づくり 

 子どもにとって安全な空間づくりのため、地域での見守り活動の普及拡大

とネットワーク化を推進します。 

 また、交通安全教育を含め、安全対策に関する意識啓発の機会を充実しま

す。 

個別事業名 対象者 事業内容 
実施内容等 

評価指標
計画策定前 前期計画 後期計画 

危険箇所の点検 

 

（都市建設課） 

町内 町内の交通・防犯上の

危険箇所の点検 

○ 継続 継続   

犯罪の起こりにくい環

境づくり 

（都市建設課） 

町内 夜間の安全性を高める

防犯灯（街路灯）の整

備 

○ 拡充 拡充   

防災対策 

（総務まちづくり課） 

（保育所、幼稚園、学

校施設等） 

保育所、幼稚園、学

校施設等 

町防災計画による予防

対策と保育所、幼稚

園、学校施設等での定

期的な避難訓練の実施

○ 継続 継続  

子ども 110 番の家協

力世帯の拡大 

（学校、PTA） 

協力世帯 子どもが助けを求めら

れる協力世帯を広げる

○ 継続 継続 協力世帯

数 

交通安全教育の推進

と活動 

（総務まちづくり課） 

（教育総務課）（PTA) 

特に通学の児童生徒

を中心に 

・基本的な交通ルール

習得のための安全教室

の開催 

・PTA 等との交通安全

街頭指導 

○ 継続 継続   

チャイルドシート着用

の普及 

（交通安全協会、総

務まちづくり課） 

乳幼児がいる親 ・チャイルドシート着用

の徹底（2000 年４月か

ら、自動車に６歳未満

の乳幼児を乗せる際、

チャイルドシートの着用

が義務化） 

・後部座席に正しく装着

する習慣を、子どもが

生まれる時から親が身

につけるよう働きかけ

る 

○ 継続 継続 着用率 

防犯パトロール隊活

動 

（総務まちづくり課） 

町内各地区 登下校時におけるの防

犯パトロール等の実施

  ○ 拡充   
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３－３ 地域の子育て力・子育ち力を高めます 

 

＜現状と課題＞ 

子育てはそれぞれの家庭が第一義的な責任を負うものの、次世代育成支援、

子育ての社会化の視点から、地域を挙げて、子育てや子どもの育ちに取り組んで

いくことが求められます。 

こうした機能は、かつて地域が有するものとして確立されていましたが、核

家族化が進み、地域において、人と人とのつながりが希薄化している昨今では、

昔のように、同居している祖父母や、近所の知人などに、保育園の送り迎えを頼

んだり、一時的に預かってもらうことが容易にできない状況にあります。 

このため、町民の意識高揚を図り、相互扶助意識に基づく地域としての子育

て力や子育ち力を再生していく必要があります。 

また、子育て・子育ちにかかわる支援策を総合的に進めるためには、福祉部

門を中心に行政内部の施策の充実と相互連携を強化することはもとより、住民が

積極的にかかわる実践的な活動を働きかけ、仲間づくりや情報交換のための子育

てサークルの育成や、地域との適正な役割分担のもとに相互に連携していくこと

が必要です。 

 

＜施策の方向＞ 

次世代育成支援の必要性について住民各層の意識を高めていくとともに、次

世代育成にかかわる情報の共有化を図り、地域での実践的な活動を広めながら地

域としての子育て力、子育ち力の再生・向上をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


