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【基本目標１】 子育て・子育ち安心戦略 

         ～自然減の抑制～ 

将来を担う子どもたちが健やかに生まれ、安心して家庭や地域で子育て・子育ちができ

る環境や、未来の社会をたくましく生きていくことができる「豊かな心」、「健やかな体」、

「確かな学力」を育むバランスがとれた教育を受けることができる環境づくりを推進しま

す。 

 

数値目標 基準数値 Ｈ３１目標数値 

合計特殊出生率 1.65（H26） 1.60 

婚姻届出件数 561 件（H26） 590 件 

 

 

子育て・子育ち安心戦略に関係する施策 

施策（１） 結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援体制の構築 

① めぐりあいと絆を結ぶ結婚支援 

② 希望をかなえる妊娠・出産支援 

③ 安心して子育てできる環境の実現 

施策（２） ふるさとへの愛着と豊かな社会性を身につける教育の推進 

① 「故郷」のふるさと学習の推進 

② 地域が支えるコミュニティスクールの推進 

③ 時代に対応した魅力ある学校教育の推進 

④ 夢をもち、未来にはばたくキャリア教育の推進 
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施策（１） 結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援体制の構築 

 結婚、妊娠、出産、子育てしやすい環境を整え、若者や子育て家庭に選ばれるまちづくりを推進し、

子育て・子育ちの支援の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ～希望をかなえる妊娠・出産支援～ 

・不妊・不育症※4治療費補助 

・マタニティクラスの開催 

・妊婦健康診査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 基準数値 Ｈ３１目標数値 

婚活イベント開催数 5 回（H26） 10 回 

出生数 340 人（H26） 340 人 

妊婦一般健康診査受診率 99.1％（H26） 100％ 

15 歳以下の子がいる世帯の転入世帯数 105 世帯（H26） 110 世帯 

 

 

                                                   
※4 不育症：流産等を繰り返し、子どもを得られない状態のこと。 

出会い 結婚

出産

妊娠

子育て・保育・幼児教育

～めぐりあいと絆を結ぶ結婚支援～ 

～安心して子育てできる環境整備～ 

 ・子育て支援センターの充実 

 ・保育サービスの充実 

 ・認定こども園等への支援 

 ・保育園の改築整備 
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具体的施策① めぐりあいと絆をむすぶ結婚支援 

未婚率の上昇・晩婚化に対応していくため、市民主体の結婚支援活動の促進を図るとともに、行政も

積極的に出会いの場を創出することで、若い世代の結婚の希望を実現します。 

実施事業 ◆農村女性活動推進事業       ◆めぐりあいセッティング事業 

戦略重点事業 

【めぐりあいセッティング事業】 

 婚活事業を実施している団体や市民と連絡・調整を図り、官民連携した多様な出会いの

場を創出します。 

 初対面でも交流できるよう共同作業を通じた交流会等の企画を支援します。 

 銀座ＮＡＧＡＮＯを活用した首都圏在住者対象の企画など、誰でも何時でも参加しやす

い企画を支援します。 

 婚活イベント参加のための「婚活セミナー」を企画・開催します。 

担当部署 
総務部（政策情報課）   健康福祉部（福祉課）   子ども部（子育て課） 

経済部（農政課）     消防部（消防課） 

 

 

具体的施策② 希望をかなえる妊娠・出産支援 

子どもが健やかに生まれ、安心して成長していくには、母子が心身ともに健康であることが大切です。

妊娠中の日常生活全般にわたる健康管理へのきめ細かな支援や、妊娠・出産・育児に対する不安の軽減

を図る心のケアに取組みます。 

実施事業 
◆母子保健推進事業（産後ケア事業、不妊・不育症治療費補助、マタニティクラスなど） 

◆未熟児養育医療給付事業 

戦略重点事業 

【産後デイケア事業】 

 産婦及び新生児が出産退院後の一定期間、病院・助産所において授乳指導や育児相談を

受ける費用の一部を補助します。 

【不妊・不育症治療費補助】 

 不妊・不育症に悩む夫婦への経済的な負担軽減を図ります。 

【マタニティクラス開催事業】 

 妊娠期における不安解消や、男性も参加しやすいマタニティクラスを開催し、安心して

子どもを産み、育てる環境づくりを推進します。 

担当部署 健康福祉部（健康づくり課） 
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具体的施策③ 安心して子育てできる環境の実現 

多様化する保護者の就労形態に沿った保育サービス（乳幼児保育、延長保育、一時的保育、休日保育、

病児・病後児保育、障がい児保育、食育推進活動、子育て相談、保育所整備）の充実を図るとともに、

子育て支援センターを通じ子育て家庭の孤立や育児不安を解消するなど、家庭を地域全体で支援してい

く環境づくりを進めます。 

実施事業 

◆青少年対策事業       ◆子育て支援センター運営事業   ◆子育て応援事業 

◆児童センター運営事業    ◆放課後児童クラブ運営事業    ◆放課後子ども教室推進事業 

◆児童手当給付事業      ◆児童扶養手当給付事業  ◆子育て世帯臨時特例給付金給付事業 

◆乳幼児等医療費給付事業   ◆子ども相談事業         ◆保育所運営事業 

◆特別保育事業        ◆民間保育所運営等事業      ◆幼児教育振興事業 

◆保育所維持整備事業     ◆多子世帯保育料軽減事業     ◆母子保健推進事業 

◆予防接種事業        ◆母子父子福祉支援事業      ◆ブックスタート事業 

戦略重点事業 

【県外で実施する定期予防接種の費用助成】 

 県外医療機関で実施した定期予防接種の費用を助成します。 

【子育て応援事業】 

 子育て支援センターの子育て講座や交流事業等の充実を図ります。 

 子育て応援ガイドブックを発行し、妊娠からの子育てに関する情報を提供し、親の不安

や悩みの解消を図ります。 

【子育て情報発信事業】 

 結婚から子育てまで切れ目のない支援情報を市公式サイトなどで発信します。 

【中野市版ネウボラ※5事業】 

 妊娠から子育てまでの支援をワンストップで行う切れ目のない母子保健体制を充実しま

す。 

【子育てを支える気運の醸成】 

 子ども・子育て支援を社会全体で推進するための「都市宣言」をします。 

【ブックスタート事業】 

 乳幼児期からの読書の習慣づけを推進するため、読み聞かせ用の絵本をプレゼントしま

す。 

【多子世帯保育料軽減事業】 

 第３子以降の保育料を全額減免するなど、多子世帯の経済的負担を軽減します。 

【噴水設置事業】 

 子育て家庭やカップルが水遊びできる公園整備について研究します。 

担当部署 
健康福祉部（健康づくり課）   子ども部（子育て課）（子ども相談室）（保育課） 

建設水道部（都市計画課）    教育委員会（図書館） 

                                                   

※5 ネウボラ：フィンランドで制度化されている妊娠・出産・子育てに関する支援施設。妊娠、出産から就学前までの育

児を切れ目なく継続的に支援するのが特長。ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味。 
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施策（２） ふるさとへの愛着と豊かな社会性を身につける教育の推進 

 子どもたちがものや人とかかわりながら意欲を持って学び、ふるさとへの愛着と豊かな社会性を身に

つけ、心身ともに健やかに成長できる教育環境の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 基準数値 Ｈ３１目標数値 

地域行事に参加している児童の割合 小学 6 年生：91.9％（Ｈ26） 維持・向上 

コミュニティスクール指定校数 ０校（Ｈ26） 小学校：2校 

外国語指導助手（ＡＬＴ）配置人数 
小学校：0人（Ｈ26） 

中学校：4人（Ｈ26） 

小学校：2人 

中学校：4人 

将来の夢・目標を持っている 

児童生徒の割合 

小学 6 年生：86.1％（Ｈ26） 

中学 3 年生：70.1％（Ｈ26） 

小学６年生：90％以上 

中学３年生：75％以上 

 

協議 

運営委員会 

協働 

学校支援ボランティア 

・時代に対応した 
 ＩＣＴ活用教育 

・国際化に対応できる 
 外国語教育 

・食育の推進 

時代に対応した魅力ある学校教育の推進 

「故郷」のふるさと学習の推進 

夢をもち、未来にはばたくキャリア教育の推進 

地域が支えるコミュニティスクールの推進 

・中学生の職場体験学習など 

・地域の自然を学ぶ 
 「十三崖チョウゲンボウ探鳥会」 
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具体的施策① 「故郷」のふるさと学習の推進 

唱歌「故郷」を生んだ郷土についての学習をはじめ、特色あるふるさとの歴史・文化の学習や地場農

畜産物を活用した食育の取組を通じ、郷土に誇りと愛着のもてる教育を推進します。 

実施事業 

◆青少年対策事業（ふるさと冒険クラブ） ◆生涯学習推進事業（公民館事業含む） 

◆図書館運営事業            ◆博物館運営事業 

◆健康づくり推進事業（食育推進事業） 

戦略重点事業 

【食育推進事業】 

 地域の農業者などと連携し、農業体験や地域の食材を使った食育など、地域への愛着を

育む事業を推進します。 

【郷土学習の推進】 

 ふるさとへの誇りと愛着が持てるよう、「信州なかの」の歴史や特性をいかした学習を進

めます。 

担当部署 
健康福祉部（健康づくり課）   豊田支所（地域振興課） 

教育委員会（生涯学習課）（公民館）（図書館）（博物館） 

 

 

具体的施策② 地域が支えるコミュニティスクールの推進 

子どもや学校が抱える課題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな学びを創造し地域の絆をつなぐ仕

組みとして、地域社会全体で子どもと学校を支えるコミュニティスクールの取組を推進します。 

実施事業 ◆コミュニティスクール推進事業 

戦略重点事業 【コミュニティスクール推進事業】 

 保護者や地域住民が学校運営に参画して教育活動を支援する学校運営委員会を設置し、

子どもの豊かな育ちを支援するためのコミュニティスクールの取組を推進します。 

担当部署 教育委員会（生涯学習課） 
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具体的施策③ 時代に対応した魅力ある学校教育の推進 

外国語指導助手（AＬT）による国際化に対応できる外国語教育やＩＣＴを活用した教育を充実させ、

子どもたちの学習意欲の向上を図り、変化の激しい社会の中で自ら学び考える力を身につけることがで

きる環境づくりを推進します。 

実施事業 
◆一般教育振興事業（小学校、中学校）      ◆教育用コンピュータ整備事業（小学校、中学校） 

◆外国語教育推進事業（小学校、中学校） 

戦略重点事業 

【外国語教育推進事業】 

 小中学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、聞く、話す力を身につけるとともに、

国際化社会に対応できるコミュニケーション能力を養います。 

 外部検定試験の受験を促進し、総合的な外国語力の向上を図ります。 

 中学生の海外短期留学制度を導入し、異文化への関心や外国語学習の意欲を高めます。 

【ＩＣＴ活用教育推進事業】 

 校内のネットワーク環境を整備するとともに、児童生徒がタブレット端末等を活用した

ＩＣＴ教育を通して、現代社会に必要な力を身につける教育を充実します。 

担当部署 教育委員会（学校教育課） 

 

 

具体的施策④ 夢をもち、未来にはばたくキャリア教育の推進 

時代の変化に対応できるたくましい子どもを育て、郷土愛を軸とした職業体験や、地域の方から学ぶ

機会を持つことにより、子どもたち一人ひとりの個性や能力を伸ばし、社会で発揮できる力を育成する

教育を推進します。 

実施事業 ◆キャリア教育推進事業（小学校、中学校）     ◆将来を語ろうプロジェクト 

戦略重点事業 

【「夢の教室」開催事業】 

 一流のアスリートの実体験から、将来に夢や目標を持ち、努力することの大切さを学ぶ

「夢の教室」を開催します。 

【キャリア教育推進事業】 

 地域の様々な職業を持つ関係者と連携し、社会で役割を持ち働くことの大切さを学ぶた

め職業体験学習や講演会等を実施します。 

【将来を語ろうプロジェクト】 

 生徒が自分の将来について具体的に考え・想像させ、将来の仕事やライフスタイルの方

向性を見出すため、社会人、大学生と語り合う場を創出します。 

担当部署 総務部（政策情報課）   教育委員会（学校教育課） 

 

 

 

 


