
第３章 計画の基本理念

３　施　策　体　系

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進 ・大和町子ども未来憲章の制定
1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

母子保健福祉法による母子 父子健康手帳の交付 妊婦健康診査受診票の交付

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査 子育 す やか相談（再掲 目標2 1 ⑤ ） 相談 家庭訪問す
こ
や
か

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

す
こ
や
か
で
た
く
ま

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

す
こ
や
か
で
た
く
ま
し
い
子
ど

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

す
こ
や
か
で
た
く
ま
し
い
子
ど
も
の
成

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

す
こ
や
か
で
た
く
ま
し
い
子
ど
も
の
成
長
を
応
援

1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

す
こ
や
か
で
た
く
ま
し
い
子
ど
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA 青少年健全育成団体 子ども会等既存団体の活性化

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

1-4-① 保護者への情報提供や相談体制の充実

1-4-② 障がい児保育、障がい児教育の充実

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立

・情報の提供（各種情報誌、ホームページ）（再掲 目標1-2-③ 目標3-3-①で） ・療育相談の窓口設置

・障がい児保育受入れ実践研修と保育の実施 ・小・中学校での心身障がい児教育と特別支援教育の推進
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-4 支援の必要な子ども

などへの適切な対応を

進めます （49～53頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

1-4-① 保護者への情報提供や相談体制の充実

1-4-② 障がい児保育、障がい児教育の充実

1-4-③ 教育相談体制の充実

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立

・情報の提供（各種情報誌、ホームページ）（再掲 目標1-2-③ 目標3-3-①で） ・療育相談の窓口設置

・特別支援、不適応児童生徒への対応

・障がい児保育受入れ実践研修と保育の実施 ・小・中学校での心身障がい児教育と特別支援教育の推進
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-4 支援の必要な子ども

などへの適切な対応を

進めます （49～53頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

1-4-① 保護者への情報提供や相談体制の充実

1-4-② 障がい児保育、障がい児教育の充実

1-4-③ 教育相談体制の充実

1-4-④ 児童虐待防止対策の推進

1-4-⑤ ひとり親家庭に対する支援

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立

・情報の提供（各種情報誌、ホームページ）（再掲 目標1-2-③ 目標3-3-①で） ・療育相談の窓口設置

・特別支援、不適応児童生徒への対応

・虐待防止ネットワーク体制の推進 ・虐待を受けたと思われる児童の安全の確認や送致

・総合相談窓口の開設 ・児童扶養手当（再掲 目標2-3-①で） ・母子・父子家庭医療費助成

・障がい児保育受入れ実践研修と保育の実施 ・小・中学校での心身障がい児教育と特別支援教育の推進
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-4 支援の必要な子ども

などへの適切な対応を

進めます （49～53頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

1-4-① 保護者への情報提供や相談体制の充実

1-4-② 障がい児保育、障がい児教育の充実

1-4-③ 教育相談体制の充実

1-4-④ 児童虐待防止対策の推進

1-4-⑤ ひとり親家庭に対する支援

1-4-⑥ 障がい児に対する支援

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立

・情報の提供（各種情報誌、ホームページ）（再掲 目標1-2-③ 目標3-3-①で） ・療育相談の窓口設置

・特別支援、不適応児童生徒への対応

・虐待防止ネットワーク体制の推進 ・虐待を受けたと思われる児童の安全の確認や送致

・総合相談窓口の開設 ・児童扶養手当（再掲 目標2-3-①で） ・母子・父子家庭医療費助成

・特別児童扶養手当（再掲 目標2-3-①で） ・障害児福祉手当 ・心身障害児通園事業もりの子クラブ

・障害児放課後レスパイト事業の推進 ・訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の推進

・障害児通園（児童デイサービス）事業の推進 ・障害児短期入所（ショートステイ）事業の推進

・障がい児保育受入れ実践研修と保育の実施 ・小・中学校での心身障がい児教育と特別支援教育の推進
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1-1 子どもの人権尊重と

「ひとりの町民」として

の意識を高めます

（33～34頁）

1-1-① 子どもの権利に関する総合的な施策の推進

1-1-② 子どもの参加型のまちづくりの推進

1-1-③ 子どもの権利擁護に関わる町民意識の高揚

1-2-① 成長段階に応じた食育の推進と食生活改善を通じた健康づくり

1-2-② 「歯と健康」の教育の推進

1-2-③ 子どもと母親の健康保持のための母子保健事業の充実

1-2-④ 年齢に応じた思春期保健教育の推進

1-2-⑤ 乳幼児の発達支援事業の充実

1-2-⑥ 子育てふれあい事業の推進

1-2 子どもの成長段階に

応じた一貫性のある健

康づくりを進めます

（35～42頁）

1-3 学びと豊かな体験の

機会を充実します

（43～48頁）

1-4 支援の必要な子ども

などへの適切な対応を

進めます （49～53頁）

1-3-① 幼児教育の充実

1-3-② 個性を伸ばす教育の推進

1-3-③ 信頼される開かれた学校づくり、安全な学校づくりの推進

1-3-④ 子どもの豊かな心の育成とボランティア活動の普及・促進

1-3-⑤ 地域文化の伝承による地域活性化の推進

1-3-⑥ 青少年の育成推進と子どもの職場体験機会の充実

1-3-⑦ PTA、青少年健全育成団体、子ども会等既存団体の活性化

1-3-⑧ 安全で良好な保育、教育環境の整備

1-4-① 保護者への情報提供や相談体制の充実

1-4-② 障がい児保育、障がい児教育の充実

1-4-③ 教育相談体制の充実

1-4-④ 児童虐待防止対策の推進

1-4-⑤ ひとり親家庭に対する支援

1-4-⑥ 障がい児に対する支援

・大和町子ども未来憲章の制定

・子ども議会

・大和町子ども未来憲章の制定に基づく啓発 ・児童虐待防止の啓発

・保育所等における食育教育の推進 ・望ましい食習慣の定着 ・食文化の継承 ・親子料理教室

・すくすく健康診査 ・子育てすこやか相談 ・児童歯科教室

・母子保健福祉法による母子・父子健康手帳の交付 ・妊婦健康診査受診票の交付

・マタニティーセミナー（再掲 目標2-1-⑥ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標2-1-⑥で）

・乳児一般健康診査受診票の交付 ・すくすく健康診査 ・乳幼児健康診査の未受診者把握

・子育て情報誌ぽっかぽかの配付とホームページへの掲載 （再掲 目標1-4-① 目標3-3-①で） ・１歳６か月児健康診査

・３歳児健康診査 ・子育てすこやか相談（再掲 目標2-1-⑤で） ・相談・家庭訪問

・思春期保健の推進 ・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-3-④で）

・発達に遅れのある子どもへの総合的支援 ・ことばの教室

・子育てセミナー ・絵本読み聞かせ ・読書活動の推進

・幼児教育の充実 ・私立幼稚園への助成 ・幼稚園・保育所・小学校の連携 ・児童館での子育て支援事業の推進

・わかりやすい授業の創造と確かな学力の向上 ・中学校部活動及びスポーツ少年団、地域文化活動の充実

・教職員の指導力の向上 ・地域との連携（学校評価システムの構築）

・思春期ふれあい体験学習（再掲 目標1-2-④で） ・世代間交流事業 ・道徳教育の充実 ・総合的な学習の充実

・地域人材を活用した総合的な学習の推進

・体験学習活動事業 ・青少年交流事業 ・職場体験学習〈進路指導〉 ・まほろば少年少女合唱団

･PTA指導者研修 ・児童健全育成町民会議の推進 ・子ども会育成事業 ・ジュニアリーダー育成事業

・児童館や保育所、学校施設の改修 ・危機管理体制の確立

・情報の提供（各種情報誌、ホームページ）（再掲 目標1-2-③ 目標3-3-①で） ・療育相談の窓口設置

・特別支援、不適応児童生徒への対応

・虐待防止ネットワーク体制の推進 ・虐待を受けたと思われる児童の安全の確認や送致

・総合相談窓口の開設 ・児童扶養手当（再掲 目標2-3-①で） ・母子・父子家庭医療費助成

・特別児童扶養手当（再掲 目標2-3-①で） ・障害児福祉手当 ・心身障害児通園事業もりの子クラブ

・障害児放課後レスパイト事業の推進 ・訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の推進

・障害児通園（児童デイサービス）事業の推進 ・障害児短期入所（ショートステイ）事業の推進

・障がい児保育受入れ実践研修と保育の実施 ・小・中学校での心身障がい児教育と特別支援教育の推進



第３章 計画の基本理念

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2 1 ⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

子育てすこやか相談（再掲 目標1 2 ③で）

喜
び
と

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）
喜
び
と
ゆ
と
り
が

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2 2 ③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

マタニティセミナ （再掲 目標1 2 ③ 目標2 1 ⑥で） 幼児学級 子育て講座 ファミリ スク ルセミナ

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で
き
る
子

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で
き
る
子
育
て
を

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減 養育費・教育費の軽減の検討

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で
き
る
子
育
て
を
支
援
し
ま

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で
き
る
子
育
て
を
支
援
し
ま
す

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

2-3-④ 地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

・育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ ・再就業の斡旋・相談の充実

・フレックスタイムや在宅就労等の就労形態の多様化への働きかけ ・母性健康管理指導事項連絡カードの交付

喜
び
と
ゆ
と
り
が
実
感
で
き
る
子
育
て
を
支
援
し
ま
す

2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-4 子育てと社会参加の

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

2-3-④ 地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請

2-4-① 就労形態の多様化に対応した延長保育、一時保育サービスの充実

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

・育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ ・再就業の斡旋・相談の充実

・フレックスタイムや在宅就労等の就労形態の多様化への働きかけ ・母性健康管理指導事項連絡カードの交付

・保育所における延長保育事業
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を
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2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-4 子育てと社会参加の

両立を支援します

（65～68頁）

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

2-3-④ 地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請

2-4-① 就労形態の多様化に対応した延長保育、一時保育サービスの充実

2-4-② 低年齢児の保育需要に対応するための受け入れ態勢の充実

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

・育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ ・再就業の斡旋・相談の充実

・フレックスタイムや在宅就労等の就労形態の多様化への働きかけ ・母性健康管理指導事項連絡カードの交付

・保育所における延長保育事業

・乳児・低年齢児保育の充実
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が
実
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を
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2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-4 子育てと社会参加の

両立を支援します

（65～68頁）

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

2-3-④ 地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請

2-4-① 就労形態の多様化に対応した延長保育、一時保育サービスの充実

2-4-② 低年齢児の保育需要に対応するための受け入れ態勢の充実

2-4-③ 病後児保育事業への取り組みの推進

2-4-④ 子育てへの男女共同参画の促進

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

・育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ ・再就業の斡旋・相談の充実

・フレックスタイムや在宅就労等の就労形態の多様化への働きかけ ・母性健康管理指導事項連絡カードの交付

・保育所における延長保育事業

・乳児・低年齢児保育の充実

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-1-①で）

・ワーク・ライフ・バランスの推進 ・男女がともに担う子育て促進
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を
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2-1 子育て支援環境を充

実します

（54～57頁）

2-1-① 保育所の受け入れ態勢の充実と新たな保育制度への対応

2-1-② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

2-1-③ スクールバスの運行

2-1-④ 救急医療を含む小児医療体制の充実

2-1-⑤ 親の育児不安の解消のための相談体制の充実

2-1-⑥ 妊娠・出産・育児に関わる総合的な教育・相談の充実

2-2-① 民生委員児童委員、主任児童委員及び保健師、保育士、学校等の連携に

2-2-② つどいの広場事業など親子の集いの機会の充実

2-2-③ 育児学級や家庭教育等の充実

2-2 子育て家庭の「親」と

しての成長を応援しま

す（58～60頁）

2-3 子育てを経済的に支

援します

（61～64頁）

2-4 子育てと社会参加の

両立を支援します

（65～68頁）

2-3-① 子育てにかかる各種支援制度の周知

2-3-② 保育費用等の軽減、養育費・教育費の軽減の検討

2-3-③ 奨学資金貸付制度の充実

2-3-④ 地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請

2-4-① 就労形態の多様化に対応した延長保育、一時保育サービスの充実

2-4-② 低年齢児の保育需要に対応するための受け入れ態勢の充実

2-4-③ 病後児保育事業への取り組みの推進

2-4-④ 子育てへの男女共同参画の促進

・通常保育 ・特別延長保育 ・特別保育事業 ・保育所での一時保育事業の導入（再掲 目標2-4-①で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-4-③で）

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（施設型〉（再掲 目標2-4-③で）

・放課後児童健全育成事業

・スクールバスの運行

・24時間小児救急医療体制の整備

・子育てすこやか相談（再掲 目標1-2-③で）

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-2-③で） ・妊産婦・新生児訪問（再掲 目標1-2-③で）

・保健推進員の育成 ・保健推進員活動 ・大和町養護部会 ・地域ボランティアの母子保健事業における活動の推進

・子育てつどいの広場

・マタニティセミナー（再掲 目標1-2-③ 目標2-1-⑥で） ・幼児学級 ・子育て講座 ・ファミリースクールセミナー

・児童手当 ・こども手当 ・児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑤で） ・特別児童扶養手当（再掲 目標1-4-⑥で）

・保育料の負担軽減 ・幼稚園就園奨励費の拡充要望

・大和町奨学資金貸付制度の充実

・育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ ・再就業の斡旋・相談の充実

・フレックスタイムや在宅就労等の就労形態の多様化への働きかけ ・母性健康管理指導事項連絡カードの交付

・保育所における延長保育事業

・乳児・低年齢児保育の充実

・乳幼児健康支援一時預かり事業での病後児保育（派遣型）（再掲 目標2-1-①で）

・ワーク・ライフ・バランスの推進 ・男女がともに担う子育て促進

30



第３章 計画の基本理念

3-1 子どもの視点に立っ
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 ・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

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

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

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

3 1 ③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

子

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

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

子
育
て
支
援

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

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

3-2 子育てにやさしいバ

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

子
育
て
支
援
・
子
育

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

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

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（72～74頁）

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

子
育
て
支
援
・
子
育
ち
支
援
の

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

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大
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援
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的
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た遊び場の整備や居

場所づくりに取り組み

ます

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3 地域の子育て力・子

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）
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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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3-② 地域子育て支援センターの設置促進と地域における子育て支援

3-3 地域の子育て力・子

育ちを高めます

（75～77頁）

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）

・地域子育て支援センターの設置促進 ・子育て支援ネットワークづくり
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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

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3-② 地域子育て支援センターの設置促進と地域における子育て支援

3-3 地域の子育て力・子

育ちを高めます

（75～77頁）

3-3-③ ファミリーサポートセンターの設置促進と子育て支援者の育成

3-3-④ 次世代育成支援、子育ての社会化に関わる意識の啓発

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）

・地域子育て支援センターの設置促進 ・子育て支援ネットワークづくり

・ファミリーサポートセンターの設置促進 ・子育てサポーターの育成（再掲 目標2-2-①で） ・学校開放講座

・次世代育成支援シンポジウムの開催

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
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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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3 4 ① 地域協議会等を通じた住民意見の聴取

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3-② 地域子育て支援センターの設置促進と地域における子育て支援

3-3 地域の子育て力・子

育ちを高めます

（75～77頁）

3-3-③ ファミリーサポートセンターの設置促進と子育て支援者の育成

3-3-④ 次世代育成支援、子育ての社会化に関わる意識の啓発

行動計画の推進体

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）

・地域子育て支援センターの設置促進 ・子育て支援ネットワークづくり

・ファミリーサポートセンターの設置促進 ・子育てサポーターの育成（再掲 目標2-2-①で） ・学校開放講座

・次世代育成支援シンポジウムの開催

・地域協議会の開催
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た遊び場の整備や居

場所づくりに取り組み

ます

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3-4-① 地域協議会等を通じた住民意見の聴取

3-4-② 全庁的な計画推進体制の確立

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3-② 地域子育て支援センターの設置促進と地域における子育て支援

3-3 地域の子育て力・子

育ちを高めます

（75～77頁）

3-3-③ ファミリーサポートセンターの設置促進と子育て支援者の育成

3-3-④ 次世代育成支援、子育ての社会化に関わる意識の啓発

3-4 行動計画の推進体

制を確立します

（78頁）

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）

・地域子育て支援センターの設置促進 ・子育て支援ネットワークづくり

・ファミリーサポートセンターの設置促進 ・子育てサポーターの育成（再掲 目標2-2-①で） ・学校開放講座

・次世代育成支援シンポジウムの開催

・地域協議会の開催

・推進体制の整備
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ます

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

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

3-1-③ 放課後や休日の学校施設の開放促進

3-2-① 交通環境のバリアフリー化の推進

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

3-2-③ 公共施設等のバリアフリー化の推進

3-2-④ 子どもにとって安全な社会環境づくり

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（72～74頁）

3-4-① 地域協議会等を通じた住民意見の聴取

3-4-② 全庁的な計画推進体制の確立

3-3-① 次世代育成支援に係る情報の提供

3-3-② 地域子育て支援センターの設置促進と地域における子育て支援

3-3 地域の子育て力・子

育ちを高めます

（75～77頁）

3-3-③ ファミリーサポートセンターの設置促進と子育て支援者の育成

3-3-④ 次世代育成支援、子育ての社会化に関わる意識の啓発

3-4 行動計画の推進体

制を確立します

（78頁）

・遊び場所の整備 ・公園・広場の維持管理

・児童館活動の充実 ・魅力ある図書室づくりと読書普及活動

・放課後や休日の学校施設の開放

・違法駐車対策 ・国・県等の道路関係機関との連携

・多子・ファミリー向け住宅環境整備推進

・歩行空間のバリアフリー化 ・利用しやすい公共施設等の整備促進 ・歩道設置・道路改良

・危険箇所の点検 ・犯罪の起こりにくい環境づくり ・防災対策 ・子ども１１０番の家協力世帯の拡大

・子育て情報の発信・収集（再掲 目標1-2-③ 目標1-4-①で）

・地域子育て支援センターの設置促進 ・子育て支援ネットワークづくり

・ファミリーサポートセンターの設置促進 ・子育てサポーターの育成（再掲 目標2-2-①で） ・学校開放講座

・次世代育成支援シンポジウムの開催

・地域協議会の開催

・推進体制の整備
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