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●計画策定の趣旨
杉戸町では、少子化、核家族化の進展などの家族構成の変化や地域のつながりの希薄化など、
子どもを産み育てていく環境の変化に対応するため、平成 17 年に「杉戸町次世代育成支援行
動計画」の前期計画を、平成 22 年には後期計画を策定し、未来を担う子どもが幸せに、たく
ましく成長できる環境づくりや、子育てに楽しみや喜びを実感し、子育てに夢や希望が持てる
まちづくりを推進してきました。
しかしながら、子ども・子育てを取り巻く環境は依然として厳しく、子育てに対する不安や
孤立感を感じる保護者は少なくないことから、子どもを産み育てたいという希望がかなうよう
社会全体で支援することが求められています。
この様な状況を踏まえ、本計画は子どもの健やかな成長を願い、その成長過程において適切
な環境が等しく確保されるように、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確
保、並びに関連する施策・事業を円滑に実施するために「杉戸町子ども・子育て支援事業計画」
を策定するものです。

●計画の位置づけ
○本計画は、子ども子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・
子育て支援事業計画」として策定するものです。
○また、次世代育成支援行動計画の根拠法である時限立法の「次世
代育成支援対策推進法」が平成 37 年３月まで 10 年間延長され
たことから、これまで推進してきた次世代育成支援行動計画の内
容を再編し計画に盛り込むことで、同法に基づく「杉戸町次世代
育成支援行動計画」でもあることとします。
○さらに、母子の保健に関する計画の策定が求められていることか
ら、
「杉戸町母子保健計画」を包含する計画として位置づけ、計画
を策定することとします。
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●計画の進捗管理
本計画の各施策の実施状況や達成度について、毎年度点検・評価を行い、計画の進捗を管理
します。また、必要に応じて見直しを行います。

●本計画の基本的な考え方である、基本理念、基本目標を次のように設定します。
計画の基本理念

基本目標

まちぐるみ みんなでつくる子育て支援のまち

～地域社会における子育て支援サービスの充実～
核家族化の進展、共働き家庭の増加、地域社会のつながりの希薄化など、子育て環境の変
化を踏まえ、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、保護者が子育てに喜びや生きが
いを感じることができるように支援します。また、一人ひとりの子どもの発達に応じた質の
高い教育・保育サービスを確保するとともに、多様な支援を求める子どもや保護者に対し、
町民・地域・町が一体となって、支援サービスの提供体制を確保します。

基本目標

笑顔が輝き 子も親も元気に暮らすまち

基本目標

のびのびと みんなが楽しく学ぶまち

～母性、乳幼児等の健康の確保と増進～
子どもの健やかな心身の確保は、妊娠・出産・育児の各ステージにおけるきめ細やかなサ
ポート、地域に密着した小児医療の充実によって達成していきます。保健分野や教育分野と
連携しながら、妊娠前からの、また乳幼児の食生活の重要性など、子育ての各段階に応じた
学習機会や情報提供を進めます。また、次代の親となる思春期の世代へは、正しい性や子育
てに対する教育・普及、心のケアなどの相談体制の充実を進めます。

～学校と地域との連携による教育力の向上～
学校と地域との連携により、児童の持つしなやかな感性や素直な心、成長する力を尊重し、
心身ともに健康で豊かな情操と想像力を養い、個性や自主性を育む教育力を向上します。

基本目標

みんなで守ろう 安心安全なまち

～子育て環境整備、子育て安全体制の整備～
地域のみんなで見守り、パトロール活動をするなど防犯体制を整備し、子どもを犯罪から
守る安全なまちづくりを進めます。また、地域社会や支援ネットワークと連携して、児童虐待
の防止やひとり親家庭の自立、障がいのある子どもと保護者の支援を進めます。

基本目標

いきいきと働き 地域で育つまち

～仕事と子育ての両立支援、地域活動への参加支援～
これまでの職場慣行や意識を変え、子育てや家庭生活と仕事が両立できる職場環境の整備
を進めます。また、子育て中の保護者が、生涯のライフワークとしての仕事、地域社会での
活躍の場を持ち、自分らしい人生を送ることができるよう、支援します。

●基本理念、基本目標をもとに、次のような施策を展開します。
基本理念

基本目標

施

策

まちぐるみ
みんなでつくる
子育て支援のまち

○教育・保育サービスの充実
○地域子ども・子育て支援事業サー
ビスの充実
○みんなで子育てサポートの充実
○地域ぐるみの居場所、交流の場づくり

笑顔が輝き
子も親も
元気に暮らすまち

○子と親の健康サポート
○食べる楽しさ、食育の推進
○思春期の健康な体づくり
○小児医療ネットワークの充実

のびのびと
みんなが楽しく
学ぶまち

○地域で育む次代の親
○生きる力を育む学校教育の充実
○家庭・地域の連携による教育力の向上
○関係団体との協力による有害環境の排除

介護サービ
みんなで守ろう
安心安全なまち

いきいきと働き
地域で育つまち

○安全・安心なまちづくりの推進
○児童虐待防止ネットワークの充実
○障がい児の療育・保育・教育の充実

○職場・働く人の意識改革
○働く人への子育てサポートの充実
○ひとり親家庭への支援の充実

●教育・保育サービスの必要な子どもたちすべてが、サービスを受けられる環境づ
くりをします。
安心して仕事と子育ての両立ができるよう多様なニーズ、就労形態等に対応するため、教
育・保育における質、量の両面を充実させ、待機児童の解消に努めます。
○幼稚園舎の老朽化への対応、またより良い教育環境づくりを目指して、平成 27 年度に
中央第二幼稚園・東幼稚園・南幼稚園の３園を統合した統合幼稚園を整備します。
○平成 28 年に開園する統合幼稚園に保育園を併設し、
「統合幼稚園・保育園複合施設」と
して開園を目指します。

◆

教育・保育

量の見込みと提供体制

量の見込み

１号認定

２号認定

満３歳以上

満３歳以上

◆
３号認定
0歳児

１・２歳児

528人

278人

43人

188人

1,415人

268人

32人

121人

515人

271人

41人

183人

1,070人

328人

44人

149人

504人

264人

40人

178人

1,070人

328人

53人

170人

493人

259人
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◆

認定区分と提供施設

◆

認定区分

保育の必要性

該当年齢

提供施設

１号認定子ども

なし

３歳以上の未就学児童

幼稚園、認定こども園

２号認定子ども

あり

３歳以上の未就学児童

保育所、認定こども園

３号認定子ども

あり

３歳未満

保育所、認定こども園
地域型保育事業

●教育・保育サービスを補完し、母子の健全な育成のために、次のような様々な事
業を展開します。
☆利用者支援事業（新規）☆
身近な場所で情報提供及び相談・助言等
を行うとともに、関係機関との連絡調整等
を実施します。

☆地域子育て支援拠点事業☆
乳幼児及びその保護者が相互の交流を
行う場所を開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言をします。

☆妊婦健康診査☆

☆乳児家庭全戸訪問事業☆

妊婦に対し、健康診査や妊娠期間中の各
時期に必要な医学的検査を実施します。

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭
を訪問し、子育て支援に関する情報提供
を行います。

☆養育支援訪問事業☆
養育支援が特に必要な家庭に対し、そ
の居宅を訪問し、養育に関する指導・助
言等を行います。

☆一時預かり事業☆
一時的に保育が困難となった乳幼児に
ついて、保育園や幼稚園等において、一
時的に預かり保育を行います。

☆子育て援助活動支援事業☆
（ファミリー・サポート・センター）
乳幼児や小学生の保護者を対象に、預か
り等の援助を希望する方と、援助を行い
たい方との相互の連絡、調整を行ないます。

☆時間外保育事業☆
保護者の就労形態の多様化等に伴い、11
時間の開所時間を超えて必要とされる保育
需要に対応します。

☆病児保育事業☆
病児について、病院、保育所等に付設され
た専用スペースにおいて、看護師等が一
時的に保育等をする事業を行います。

☆放課後児童健全育成事業☆
保護者が昼間いない家庭の小学生に対し、
放課後、適切な遊び及び生活の場を与え
て、その健全な育成を図ります。

☆

まちぐるみ

みんなでつくる子育て支援のまち

●みんなで子育てサポートの充実
○子育て支援センター事業の推進
○幼稚園・保育園での相談事業の推進
○「ぽっぽはうす」の開催
○子育て支援ガイドブックの作成・配布
○保育園の第三者評価制度の導入検討

☆

笑顔が輝き

●思春期の健康な体づくり
○学校教育と保健センターの連携による
健康教室の推進

☆

のびのびと

●地域ぐるみの居場所、交流の場づくり
○児童館、公民館活動の充実
○子どもの遊び場の充実
○青少年相談員活動の推進
○生涯学習センター・町立図書館での子ど
も向け事業の推進
○放課後子ども教室の充実
○放課後児童クラブとの連携
○子ども会、スポーツ少年団活動の促進
○子ども向けスポーツ事業の開催
○なかよし広場事業の推進

子も親も元気に暮らすまち

●子と親の健康サポート
○母子健康手帳の交付
○ママパパ教室の開催
○妊産婦・乳幼児訪問指導の実施
○乳幼児健診、健康相談、予防接種の実施
○杉戸町母子愛育会活動の推進

●家庭・地域の連携による教育力の向上
○学校施設の開放
○国体記念運動広場の整備
○スポーツ少年団指導者・母集団研修
○あいさつ運動の推進

☆

●食べる楽しさ、食育の推進
○幼稚園・保育園、学校での食育の推進
○地産地消の推進
○アグリパークでの子ども向け事業推進
○離乳食教室、栄養相談の実施
、
・学校乳幼児健診、新生児訪問、両親学級

●小児医療ネットワークの充実
等の母子保健を充実します。特に親の育児不
○子ども医療費支給制度の充実
安の解消を図るため、乳幼児健診の場を活用
○小児休日診療の充実
し、親への相談指導を実施します。
○小児救急医療体制の充実

みんなが楽しく学ぶまち

●地域で育む次代の親
○家庭教育に関する学習機会の提供
○乳幼児とのふれあいの機会の整備
○「すぎの子憲章」の啓発

☆

☆

●生きる力を育む学校教育の充実
○地域に信頼された開かれた学校づくり
○幼・保・小連携の推進
○就学前教育の充実
○施設・設備の充実
●関係団体との協力による有害環境の排
除

☆

みんなで守ろう

●安全・安心なまちづくりの推進
○杉戸町子ども 110 番「ホッとハウス」
○保育園等における交通安全指導の実施
○青少年非行防止パトロールの実施
○交通安全施設の整備
○交通安全教育の実施
○防災行政無線を活用した防犯の推進
●児童虐待防止ネットワークの充実
○相談支援体制の充実
○要保護児童対策地域協議会活動の推進
○虐待防止活動の推進
○DV 被害者の支援体制の整備・充実
○女性相談窓口の充実

☆

いきいきと働き

●職場・働く人の意識改革
○ワーク・ライフ・バランスの推進
○育児・介護休業法の普及
○就労情報の提供
○男女共同参画意識の啓発

安心安全なまち

☆

●障がい児の療育・保育・教育の充実
○幼稚園・保育園・放課後児童クラブでの
受け入れの充実
○特別支援教育の充実
○児童デイサービスの利用促進
○乳幼児健康診査等による早期発見
○乳幼児健全発達支援相談指導事業
○ラッコ教室の推進
○きらきら教室の推進

地域で育つまち

☆

●働く人への子育てサポートの充実
○多様な保育サービス等の充実
○法制度・サービスなどの広報活動の充実
●ひとり親家庭への支援の充実
○児童扶養手当の支給
○ひとり親家庭児童就学支度金支給制度
の情報提供、周知
○母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
制度、教育訓練給付金・高等技能訓練促
進費の周知
○ひとり親家庭等医療費助成の充実
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