
第４回 安城市子ども・子育て会議 

 

日時 平成２６年９月２９日（月）  

ＰＭ１：３０～３：３０ 

会場 市役所本庁舎３階 第１０会議室 

 

 

１ あいさつ 

 

  

 

２ 議題 

（１）次世代育成支援行動計画からの継承事業の検討について 

 

 

 

 

 

（２）施策の内容（重点項目）について 

 

 

 

 

 

３ その他 

（１）今後の日程 

会議 日程 

第５回 安城市子ども・子育て会議 平成２６年１１月１３日（木） 

  

 

 



１ 次世代育成支援行動計画からの継承事業の検討について 

 

（１） 継承事業の検討 

次世代育成支援行動計画（後期計画）では、２６０の具体的施策がありました。 

平成２２年に後期計画を策定してから５年が経過しており、事業自体が廃止になった 

施策もあります。 

そこで、次世代育成支援行動計画の考え方を継承しつつ、子育て支援に焦点を当てた 

新たな計画とするために、２６０の施策一つひとつを見直し、継承項目を検討しました。 

 

（２） 検討結果 

下記の１６７事業を除く９３事業を継承し、本計画に盛り込むこととしました。継承す

る項目は、別紙のとおりです。 

 

基準 内容 事業例 該当数 

【廃止】 現在廃止している事業 

地域子育て支援総合拠点施設の整備(子

育て支援課)  

朝食メニューコンクール(給食課) など     

4 

【国県】 
国、県が中心の事業で、市の裁量

がない事業 

児童手当の支給(子育て支援課)           

県遺児手当の支給(子育て支援課)など    
7 

【他計画】 
他の計画で掲載しており、その計

画がメインと考えられる事業 

絵本の読み聞かせの推進(中央図書館) 

「食育」の推進(農務課) など 
28 

【個別】 

継承しない個別の理由がある事業 

・全世代が対象の事業 

・統合のため 

・進捗管理することがなじまない 

・施設関係のため 

・制度変更のため 

職業相談の開催の協力(商工課)          

計画的な公営住宅の建替(建築課) 

看護師巡回相談の充実(子ども課)など 

128 

                  合計 167 



除外事業一覧

次世代 事業名 主担当課
削除
理由

備考

9 特定保育事業 子ども課 個別 「10一時預かり」へ統合

10 一時預かり事業（幼稚園） 子ども課 個別 「10一時預かり」へ統合

13 地域子育て支援拠点事業(つどいの広場) 子育て支援課 個別
「40地域子育て支援拠点事業」へ統
合

14
地域子育て支援拠点事業（にこにこラン
ド）

子育て支援課 個別
「40地域子育て支援拠点事業」へ統
合

17 子育て支援総合拠点施設整備 子育て支援課 廃止

21 乳児保育事業の充実 子ども課 個別 「1通常保育事業の推進」へ統合

27 障害児保育事業の充実 子ども課 個別
「96統合保育・交流保育の推進」へ
統合

28 保育園地域活動事業の充実 子ども課 個別
「8幼稚園・保育園地域活動事業」へ
統合

30 看護師巡回相談の充実 子ども課 個別 進捗管理することがなじまない

35
子育てサークルやボランティアグループと
の連携

子育て支援課 個別
「55子育て支援ネットワーク会議の
開催」へ統合

36 町内ふれあい交流活動の支援 社協総務課 他計画 安城市地域福祉計画

40 生涯学習情報誌の作成・発行 生涯学習課 他計画 第2次安城市生涯学習推進計画

46 おはよう！ふれあいラジオ体操会 スポーツ課 他計画 スポーツ振興計画

50 スポーツスクール・教室の開催 スポーツ課 他計画 スポーツ振興計画

54 子ども手当の支給 子育て支援課 国県

55 就学援助費の支給 学校教育課 国県

62 青少年街頭指導委員研修会の開催 生涯学習課 個別 「60街頭指導活動」へ統合

63 社会を明るくする運動の充実 社会福祉課 個別 進捗管理することがなじまない

67 「家庭の日」 生涯学習課 個別 進捗管理することがなじまない

70 妊婦歯科健康診査の推進 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

71 パパママ教室の推進 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

72 マタニティサロンの開催 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

78 予防接種の推進 健康推進課 国県

82 赤ちゃんサロンの開催 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

87 親子栄養スクールの開催 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画



除外事業一覧

次世代 事業名 主担当課
削除
理由

備考

88 パパママ教室（クッキング）の開催 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

90
カミカミ教室（離乳食後期と歯の話）の開
催

健康推進課 個別 「78離乳食教室の開催」へ統合

91 食育指導の推進 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

93 朝食メニューコンクール 給食課 廃止

94 「食育」の推進 給食課 他計画 第2次安城市食育推進計画

94 「食育」の推進 農務課 他計画 第2次安城市食育推進計画

95 思春期健康教育の推進 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

96 思春期保健相談の推進 健康推進課 他計画 第2次健康日本21安城計画

103 高齢者との世代間交流 子ども課 個別 「8地域活動事業」へ統合

104 高齢者と子どもの交流イベント 社会福祉課 個別 全世代が対象のため

107 青少年の家 生涯学習課 個別
「36青少年の家における自主活動の
支援」へ統合

109 子ども議会の開催 議事課 個別 進捗管理することがなじまない

110 就業のための講習会の開催 商工課 個別 全世代が対象のため

111 新就職者研修講座の開催協力 商工課 個別 全世代が対象のため

112 創業支援体制の整備協力 商工課 個別 全世代が対象のため

113 ＪＡあいち中央結婚情報センターとの連携 農務課 個別 全世代が対象のため

114 基礎を理解する指導計画の改善・充実 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

115 個に応じた多様な指導方法の充実 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

116 学級を基盤としたきめ細かな指導の充実 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

120 道徳教育の時間の確保 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

121 社会人活用事業の実施 学校教育課 個別 「20総合学習の活性化」へ統合

124
多様な体験活動の機会の充実（水生生物教
室）

環境首都推進
課

廃止

124
多様な体験活動の機会の充実（浄水場施設
見学）

水道工務課 廃止

124 多様な体験活動の機会の充実(歴史博物館) 文化振興課 個別 「20総合学習の活性化」へ統合

127 地域の外国人との交流 学校教育課 個別 「20総合学習の活性化」へ統合



除外事業一覧

次世代 事業名 主担当課
削除
理由

備考

127 国際交流事業の推進 市民協働課 他計画 安城市多文化共生プラン

129 体育授業の充実 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

130 健康教育（保健）の充実 学校教育課 個別 進捗管理することがなじまない

138 市立幼稚園授業料の減免 子ども課 個別 制度変更のため

144 絵本の読み聞かせの推進 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

145 図書の団体貸出の推進 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

146 手作り紙芝居教室の開催 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

147 おかあさんのための絵本講座の開催 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

148 ブックスタート事業 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

149 乳幼児の読書推進事業の推進 中央図書館 他計画 安城市子ども読書活動推進計画

151 市民との協働による講座などの開催 生涯学習課 他計画 第2次安城市生涯学習推進計画

154 総合型地域スポーツクラブ育成事業 スポーツ課 他計画 スポーツ振興計画

169 計画的な公営住宅の建替 建築課 個別 施設関係のため

170 宅地供給の促進 区画整理課 個別 施設関係のため

170 宅地供給の促進 南明治整備課 個別 施設関係のため

174 公園施設の維持管理 公園緑地課 個別 施設関係のため

175 地域の道路や歩道の整備 土木課 個別 施設関係のため

176 交通安全施設の整備 維持管理課 個別 施設関係のため

176 交通安全施設の整備 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

177 公共交通機関のバリアフリー化の促進 都市計画課 個別 施設関係のため

178 建築物のバリアフリー化の促進 建築課 個別 施設関係のため

180 防犯灯の設置の補助 市民安全課 個別 施設関係のため

181 市営住宅の防犯灯の整備 建築課 個別 施設関係のため

182 公園などの公園灯の整備 公園緑地課 個別 施設関係のため

183 事業所育児講座の支援 子育て支援課 廃止



除外事業一覧

次世代 事業名 主担当課
削除
理由

備考

184 男女共同参画社会推進事業の推進 市民協働課 他計画 第3次安城市男女共同参画プラン

187 労働相談の開催協力 商工課 国県

188 職業相談の開催協力 商工課 個別 全世代が対象のため

189 地域職業相談室の活用 商工課 個別 全世代が対象のため

190 ハローワークなど関係機関との連携 商工課 個別 全世代が対象のため

217 交通事故・事故防止情報の提供 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

218 交通安全広報活動の充実 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

219 幼児交通安全クラブ運営事業 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

220 交通安全ポスター 市民安全課 個別 進捗管理することがなじまない

220 交通安全教育の充実 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

221 犯罪・被害情報の提供 市民安全課 個別 全世代が対象のため

222 地域安全広報活動の充実 市民安全課 個別 全世代が対象のため

223 パトロール活動 公園緑地課 個別 全世代が対象のため

223 パトロール活動 市民安全課 個別 全世代が対象のため

223 パトロール活動の推進 社会福祉課 個別 「52スクールガード事業｝へ統合

225 地域安全教育 市民安全課 個別 全世代が対象のため

226 学校安全教育などの推進 子ども課 個別 「9安全教育などの推進」へ統合

228 交通安全事業の指導者派遣業務 市民安全課 他計画 安城市交通安全計画

232 主任児童委員、民生児童委員による支援 子育て支援課 個別 進捗管理することがなじまない

238 児童扶養手当の支給 子育て支援課 国県

240 ひとり親家庭等医療費の助成 国保年金課 国県

241 母子寡婦福祉資金の貸付 子育て支援課 国県

244 徘徊知的障害児（者）家族支援事業の充実 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画

245 当事者団体への支援 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画

246 移動支援事業の充実 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画



除外事業一覧

次世代 事業名 主担当課
削除
理由

備考

247 肢体不自由児童生徒介護員派遣事業の充実 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画

249 特別児童扶養手当の進達事務 障害福祉課 国県

250 障害児福祉手当の支給 障害福祉課 国県

251 障害者扶助料の支給 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画

252 重度心身障害児（者）医療費の助成 国保年金課 他計画 第4次障害者福祉計画

253 修学旅行費の助成 社協総務課 個別 進捗管理することがなじまない

254 補装具の交付及び日常生活用具の給付 障害福祉課 個別 全世代が対象のため

255 精神障害者医療費助成事業 国保年金課 他計画 第4次障害者福祉計画

256 短期入所事業 障害福祉課 他計画 第4次障害者福祉計画

257 療育センター運営の充実 子ども課 個別
「95子ども発達支援センターの整
備」へ統合

258 サルビア学園運営の充実 子ども課 個別
「95子ども発達支援センターの整
備」へ統合



２ 重点項目について 

９７事業（継承９３事業・新規４事業）の中から、特に重点的に取り組む事業を、 

以下の基準に基づき検討しました。 

重点項目の基準 

①国が示す必須記載項目は、重点項目とする。 

②その他、今後、市として事業を拡大していく予定のあるものを重点項目とする。 

 

  

 

子ども・子育て支援事業計画 重点項目１６事業（案） 

必須/その他 具体的施策 

  

①必須記載項目 

12事業 

1 通常教育・保育事業の推進 

2 一時預かり事業の充実 

3 時間外保育事業の充実 

4 病児・病後児保育事業の充実 

5 放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の推進 

6 新規 利用者支援事業の推進 

7 地域子育て支援拠点事業の充実 

8 
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

の充実 

9 子育て短期入所生活支援事業（ショートステイ）の充実 

10 妊婦健康診査事業 

11 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 

12 養育支援訪問事業の推進 

②その他 

4事業 

1 幼稚園・保育園の施設整備 

2 幼稚園・保育園と小学校の連携 

3 地域ぐるみの親子ふれあい活動の充実 

4 新規（仮称）子ども発達支援センターの整備 

 



子ども・子育て支援事業計画のキャッチフレーズに関する 

事前アンケート調査結果について 

 

会議の開催にあたり、事前アンケートをお送りし、１４名の皆さまから回答をいただき

ました。ご協力ありがとうございました。 

子ども・子育て支援事業計画のキャッチフレーズとして「幸せと未来をつなぐ 子育て

のまち・安城」がふさわしいと思うと回答された方は５名で、最も多い回答でした。 

 

１ キャッチフレーズとして一番ふさわしいと思う番号と理由 

 

 

＜選んだ理由＞ 

案①について ・子育て世代だけでなく、子どもがいない人にも縁や絆が広がっていくこ

とが重要だと考えるから。 

・ゴロがいいから。 

案②について ・次世代育成支援行動計画の考えを踏襲しているから。 

       ・「助け合い」「支え合い」「育み合い」により、ひろがってほしいという理

念が市民に伝わりやすいと思うため。 

案③について ・「みんなで幸せに」というフレーズは老若男女すべてが含まれており、「子

育てしたくなるまち」という表現で安城市の子育て支援についてのアピ

ールもできるから。短い言葉の方が覚えやすいから。 

       ・簡単で分かりやすいし、皆で幸せになれば子ども達も安心して住みやす

くなると思うから。 

（人） 

 



案⑤について ・親族との助け合いのない核家族化傾向にあることから、「地域全体で子育

てを支える」というフレーズがよいと思う。また、「助け合い」という心

を育てるという意味でも良いと思う。 

       ・町内会、子ども会などが中心になって子どもを守っていくことが大事だ

と思うから。地域で顔なじみになれば、防犯にも役立つと思うから。 

案⑥について ・キャッチフレーズとして分かりやすい。子育てを通して安城の未来が明

るくなるように感じる。 

       ・一番分かりやすい。キャッチフレーズは頭に残ることが必要だと思うか

ら。 

       ・短期的でなく、長期的に考えているキャッチフレーズだと思うから。 

       ・子育てをする今の時代だけでなく、子どもの育った未来のことまで考え

ることができることは良いと思うから。 

 

 

２ その他、会議の進行や内容、計画全般についてのご意見 

・会議に出席している方に、それぞれの立場からの意見をもっとお聞きしたいと思う。 

・意見を出すだけでなく、議論の場になるとよいと思う。 

・現場の保育者等の意見を反映させる仕組みを作っていけると良いと思う。 

・時間の制限もあるが、議題によっては委員の皆さんの意見を聞くことも大切だと思う。 

・それぞれの立場から、色々な考えや意見を聞けて、視野が広がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


