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輝け！いがっ子応援プラン 伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）の 

進捗状況調査結果まとめ 

基本課題Ⅰ 
地域における子育て支援の充実 

 
基本課題Ⅱ 

親子の健康確保と増進 
 

基本課題Ⅲ 
教育環境の充実 

 
基本課題Ⅳ 

成長支援のための 
生活環境の整備推進 

           

（１）地域における子育て支援サービス

の充実 

 （１）子どもや母親の健康の確保  （１）次代の親の育成 

 

（１）子育てを支援する生活環境の整

備 

           

（２）乳幼児期の保育・教育の充実 

 １）保育サービスの充実 
 ２）保育の質の向上アクションプログ

ラム 

 

（２）食育の推進  （２）子どもの生きる力の育成に向け

た学校の教育環境等の整備 

 １）１人ひとりの能力を伸ばす教育
の推進 

 ２）豊かな心と健康な体の育成 
 ３）１人ひとりの子どもに対するケ

アの充実 
 ４）障がい児等に対する特別支援教

育の推進 
 ５）学校施設の充実と安全確保 
 ６）学校と地域との連携強化  

（２）子ども等の安全確保 

           

（３）保育所（園）施設の充実と安全確

保 

 （３）思春期保健対策の充実  （３）家庭や地域の教育力の向上 

 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の実現のため

の働き方の見直し 

           

（４）子育て支援のネットワークづくり 

 

（４）小児医療の充実  （４）子どもを取り巻く有害環境対策

の推進  

 

           

（５）要保護児童への対応等きめ細かな

取組の推進 

 １）ひとり親家庭等の自立支援の推進 
 ２）児童虐待防止対策の充実 
 ３）障がい児施策の充実  

  （５）児童の健全育成 

 １）子どもの居場所づくり 
 ２）子どもの活動支援 

 

 

資料 ３ 

施策体系図 
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主な現状・成果と課題 

基本課題Ⅰ 地域における子育て支援の充実 

 現 状 ・ 成 果 課     題 

（１）地域における子育て支
援サービスの充実 

○病児・病後児保育の受け入れについて、利用定員を１日３名に拡大

した。利用者は年々増加している。 

 

 

○「こんにちは赤ちゃん訪問」は認知度が上がり、今後の事業の参加

につながっている。 

○平成 24 年 4 月から「子育て包括支援センター」を開設したことに

より、市内９か所のセンターで相談を実施している。 

○放課後児童クラブの延長について、ニーズの高い施設から実施し、

保護者の負担を軽減できた。 

○今後も安定的に事業を継続するため、専門職の確保が課題で

ある。 

○ファミリーサポートセンター事業は、提供会員の確保が課題

である。 

○養育支援の対象者が増加しており、今後、各機関の連携が益々

必要である。 

○支援の必要なケースに対応して、関係機関につなげるよう連

携を図ることが必要である 

○ニーズに対応して、未設置校区への設置、開設時間の延長を

行うため、施設、人員の確保が必要である。 

（２）乳幼児期の保育・教育
の充実 

○保育所(園)においては、保育士の確保に努め、待機児童の減少を図る

ことができた。 

○保育所(園)での延長保育実施施設を、ニーズに合わせて１７か所に増

やした。 

○幼稚園においては、限られた施設数の中で質の向上を図っている。 

○幼稚園での預かり保育を、ニーズに合わせて午後 3 時まで実施して

いる。 

○保育所(園)での一時預かり事業実施施設を 15か所に増やした。 

○保育の質の向上を図るため、保育士や幼稚園教諭等の研修機会を増

やし、専門性の向上を図っている。 

○待機児童の完全な解消に至っていない。 

 

○休日保育については、近年ニーズが低下しているため、啓発

が必要である。 

 

○広域的な通園の状況から、幼児の送迎等が課題である。 

○年々、利用者が増加しているため、受け入れ態勢の整備が課

題である。 

○幼・保と小学校との連携活動も進めているが、相互の研修等

が必要である。 

（３）保育所（園）施設の充
実と安全確保 

○平成 24 年度に大山田東保育園を大山田西保育園に統合（大山田保

育園と改称）した。平成 25 年度には、諏訪保育所が園児の減少に

より閉園となった。 

○施設の建替え、耐震補強工事を行い、安心・安全な保育環境の確保

が図れた。 

○老朽化が進んでいる施設もあり、計画的な施設整備が必要で

ある。また、保育サービスの維持・向上を図るため、施設の

統合による適正配置や運営面での民間活力の導入、認定こど

も園の設置など、抜本的な保育所(園)の再編整備について検討

が必要である。 

（４）子育て支援のネットワ
ークづくり 

○サポーター養成講座や支援者への講座の開催により、子育て支援を

支える人材の育成が図れた。また、子育て支援サークルや地域の育

成団体などへの支援を行い、活動の活発化を図れた。 

 

○今後、より一層、各団体間と行政とが連携・交流していくた

めの取組を検討することが必要である。 

○地域の支援者、支援団体などが高齢化しているほか、事業の

固定化が見られるため、担い手の育成や事業の見直しなどが

必要である。 
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 現 状 ・ 成 果 課      題 

（５）要保護児童への対応等
きめ細かな取組の推
進 

○ひとり親家庭に対し、母子自立支援員による相談、生活支援などを

行った。また、ひとり親家庭や生活保護世帯への利用料金の減免な

ど、放課後児童クラブを利用しやすい体制を整え、ひとり親家庭の

自立に向けた生活・就業支援の充実に努めた。 

○児童虐待やＤＶの防止のため、「伊賀市要保護児童及び DV 対策地

域協議会」を設置し、関係機関との連携を強化し、未然防止と迅速

かつ適切な支援の充実が図れた。 

○要経過観察となった幼児を対象とした発達支援教室「にこにこ教

室」、みどり保育園に併設するかしのみ園において療育支援事業を実

施し、支援の必要な児童に適切な支援を行うことで、社会生活への

円滑な参加と児童の健全育成の推進を図った。 

 

 

 

 

○相談件数は年々増加しているが、引き続き、市民への周知が

必要である。 

 

○こども発達支援センターなどと連携し、途切れのない支援体

制が必要である。 

 

基本課題Ⅱ 親子の健康確保と増進 

 現 状 ・ 成 果 課     題 

（１）子どもや母親の健康の
確保 

○従来の母子保健事業に加え、未熟児養育医療の事業が県から権限移

譲された。ハイトピア伊賀に保健センターができ、拠点となった。

乳幼児相談は参加者も多く、食事相談の希望も多いため栄養士２名

体制とした。また、各種事業を実施することで継続して母子にかか

わる機会を増加させることができた。 

○妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環として不妊治療費の一

部を助成し、経済的負担軽減を図れた。 

○育児不安を持つ保護者などは増加しており、継続的な支援が

必要である。 

 

 

 

○制度改正による所得制限の緩和などの影響を受け、特定不妊

治療費助成事業の申請件数は年々増加傾向にあるため、事業

を継続するとともに、広報に努める必要がある。 

（２）食育の推進 

○食育教室が定着し毎回 10 組～20 組の参加がある。 

 

 

○保育所(園)や幼稚園においては、野菜作りやその作物を給食で味わう

ことなどにより、食への関心を高めることができた。学校において

も、系統的に食育の取組を進めている。 

○子どもの成長にあわせ食事の悩みも変化してくるため、それ

に合わせた対応が必要である。 

 

（３）思春期保健対策の充実 
○助産師による講演会、学校における性教育などとともに、薬物乱用

防止のための教育を進めることができた。 

○今後も、関係機関の協力を得ながら、学習要領や系統性を考

えつつ保健教育の充実に努める必要がある。 

（４）小児医療の充実 

○小児救急医療体制として、応急診療所とともに、岡波総合病院にて

小児二次救急医療の診療体制が確保されている。 

○伊賀市救急相談ダイヤル２４事業を実施し、年間約 2,300 件の子ど

もの医療に関する相談を受けている。 

○応急診療所の運営に当たっては、看護師の確保が課題となっ

ている。 

○より一層の周知が必要である。 
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基本課題Ⅲ 教育環境の充実 

 現 状 ・ 成 果  課     題 

（１）次代の親の育成 

○中学校の課程の中で、保育実習、園児との交流を行うとともに、「自

分発見！中学生・ふれあい事業」で全中学校が職場体験学習を実施

した。 

○今後も、キャリア教育を推進するため、小・中学校の連携と

課題の共有をさらに進める必要がある。 

（２）子どもの生きる力の育
成に向けた学校の教
育環境等の整備 

○一人ひとりの能力を伸ばす教育として、少人数授業の実施によるき

め細かな指導、地域性を活かした特色ある教育、外部からの講師の

招へいなどを行った。また、外国語活動、情報教育の充実を図って

いる。 

○豊かな心と健康な身体の育成として、道徳教育、人権教育、福祉教

育、地域教育を進めるとともに、スポーツの指導・活動実践の促進

を図った。 

○一人ひとりの子どもに対するケアとして、スクールカウンセラーを

中心に相談や適応指導などを行った。外国人の子どもに対しても、

通訳の派遣やボランティアの活用等によって支援に努めた。 

○障がい児等に対する特別支援教育として、個別の支援教育に基づく

支援に努めている。また、関係機関とはサポートファイルを活用し

て途切れのない支援に努めている。 

○学校施設の充実と安全確保として、平成 24 年度から上野南中学校

が開校したほか、上野北部地区や阿山地区において小学校の統合に

向けた協議が行われている。安全確保については、耐震化や防犯カ

メラの設置を進めてきた。 

○学校と地域との連携強化として、すべての学校（園）で「学校（園）

マニフェスト」を作成するとともに、学校関係者評価を進めた。 

○指導の効果を検証しながら進めていくことが必要である。 

 

 

 

○外部人材や関係機関、資料等を活用しつつ、各校で系統的な

取組を進めていくことが求められる。 

 

○今後も、増えるニーズに対応していくことが課題である。 

 

 

○今後も、関係機関との連携を密にし、一人ひとりに合った支

援を提供していくことが求められる。 

 

○統合について既存校を利用する方針としたことから、耐震補

強や経年劣化対応と同時に施設整備を検討していく必要があ

る。 

 

○今後は、これらのしくみを有効活用し、地域との連携のもと

で学校の課題を解決していくことが求められる。 

（３）家庭や地域の教育力の
向上 

○各種事業や「早寝早起き朝ごはん運動」などを展開するとともに、

家庭教育講演会、各地域に応じた講座、講演会などの取組を実施し、

家庭教育の重要性を啓発している。 

○子育ての仲間づくりとして、子育て支援センターでの交流機会、保

育所(園)や幼稚園の園庭開放などの機会を提供するとともに、サーク

ル活動への支援を行った。 

○健全育成や子どもへの見守り活動が各地域で展開されている。 

○「父子料理教室」「イクメン養成講座」「ウェルカムベビー教

室」などにより、父親の子育て参加を促している。今後も継

続し、市民へと広げていくことが必要である。 

○今後も、一人で悩んでいる保護者を巻き込めるようなしかけ

が必要である。 

 

○今後も、団体間の連携を図ることが必要である。 

（４）子どもを取り巻く有害
環境対策の推進 

○子どもをネット犯罪から守るため、携帯電話やスマートフォンなど

のトラブルについての研修など、関係機関が連携した取組を進めて

いる。 

 

 

 

 

 

○街頭補導や環境浄化を行っており、各活動団体と情報共有し

ながら、継続して取り組むことが求められる。 
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 現 状 ・ 成 果 課     題 

（５）児童の健全育成 

○子どもの居場所づくりに向けて、「放課後子ども教室」及び「放課後

児童クラブ」の計画的な設置・運営について検討した。また、市内

すべての小・中学校の体育館を開放している。また、児童館等にお

いて事業を展開し、子ども同士のつながりを深められている。さら

に、図書館活動やボランティアによる読み聞かせなど、子どもの読

書活動を推進している。 

○子どもの活動支援について、各地域の特色を活かし、郷土芸能や文

化活動、スポーツ活動、体験活動などを展開している。 

 

 

 

 

 

 

○子どもの数が減少しているなかで、地域と連携しながら、い

かに事業を継続実施していくかが課題である。 

 

基本課題Ⅳ 成長支援のための生活環境の整備推進 

 現 状 ・ 成 果 課      題 

（１）子育てを支援する生活
環境の整備 

○若年層定住及び子育て支援住宅をはじめとする市営住宅への子育て

家庭の優先入居を実施した。 

○平成 23 年度に上野紺屋町に「ふたば公園」を整備し、隣接する放

課後児童クラブと連携した活用を可能とした。また、古山地区市民

センターに、ベビーシート、多目的トイレを整備した。 

 

 

 

（２）子ども等の安全確保 

○交通安全協会などと連携し交通安全に関する啓発、教育を実施した。 

 

○防犯協会などと連携し「いかのおすし」の周知や防犯パトロール、

子どもＳＯＳの家の普及に努めた。 

○今後も、連携のもとで、交通安全と防犯を兼ねた教室を進め

ていくことが必要である。 

○今後も学校をはじめ、関係機関の連携と情報共有が求められ

る。 

（３）仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バラン
ス）の実現のための働
き方の見直し 

○伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携し、企業訪問を行った。 

○平成 24 年度１件、平成 25 年度２件の認可外保育施設の届出を受

理し、現在７施設となっている。 

○企業訪問では、企業の取組を促進しているが、労働者の立場

からの意識啓発には至っていないと考えられるため、今後労

働者向けのセミナーなどの開催について検討する必要があ

る。 

 


