第５章

子ども・子育て支援関連施策の展開

本章では、第３章で示した計画の理念と３つの基本目標にもとづく施策の方向性を示し、それぞれの
施策の方向性のもとに、計画期間中に本市が計画する各種施策の展開内容を示します。
なお、本章で示す施策展開では、第４章で示した子ども・子育て支援新制度に基づく事業を、平成２
２年度から２６年度まで行ってきた七尾市児童福祉総合計画後期計画から継承する各種施策とともに、
個別の施策として位置付け、推進していきます。

１ 施策の体系
基本
理念

基本目標

子どもの視点に立ち、

【子ども】

基本施策

(1) 質の高い幼児教育・保育の提供
１．幼児期の教育・保育の充実
(2) 多様な保育サービスの充実

(1) 児童の健全育成
２．子どもの心身の健やかな成長
に資する教育力の向上

(2) 子どもの豊かな心の育成
(3) 次世代の親の育成
(4) 子どもの居場所づくり

３．要保護児童へのきめ細かな取
り組みの推進

(1) 児童虐待防止対策の充実
(2) 特別な配慮を必要とする子どもに対する施策の充実

(1) 子どもや母親の健康の保持

Ⅱ
家族が支えあい、

【家庭】

みんなで支えあう

楽しく子育てできるよう応援する

わくわく子育て

すべての子どもの学びと育ちを応援する

Ⅰ

施策方針

１．母性及び乳幼児等の健康の保
持及び増進

(2) 小児医療の充実
(3) 食育の推進
(4) 思春期保健対策の充実

(1) 親と子の育ちの応援
２．親育ちの環境づくりの推進

(2) 家庭教育の支援
(3) 子育て家庭への相談・支援体制の充実

(2) 経済的支援の充実

(1) 地域における子育て支援とネットワークづくり

Ⅲ

(2) 子育てサポーターの育成

子育て家庭を応援する

地域社会全体で支えあい、

【地域】

心豊かな七尾っ子

(1) ひとり親家庭の自立支援
３．すべての家庭が安心して子育
てできる環境の整備

１．地域における子育ての応援
(3) 世代間交流の促進
(4) 子育てに関する市民活動の支援

２．職業生活と家庭生活との両立
の支援

(1) ワーク・ライフ・バランスの推進
(2) 男女共同参画による子育ての推進

(1) 子どもの事故防止対策の充実
３．子どもの安全の確保
(2) 子どもを犯罪等から守るための活動の推進
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２ 施策の展開

基本目標Ⅰに対応する施策の展開

Ⅰ

１

子どもの視点に立ち、すべての子どもの学びと育ちを応援する

幼児期の教育・保育の充実
すべての子どもが発達段階に応じた幼児期の教育・保育を受けることができるよう、教育・保育

の量の確保や質の向上に努めます。

（１）質の高い幼児教育・保育の提供
〔主な事業〕 認定こども園、保育園等の設置・運営
公開保育の実施
保育士・幼稚園教諭等の研修の実施

（２）多様な保育サービスの充実
〔主な事業〕 延長保育
一時預かり
病児・病後児保育
休日保育
ショートステイ（短期入所生活援助事業）
トワイライトステイ（夜間養護等事業）
子育て応援サービス券の交付

２

子どもの心身の健やかな成長に資する教育力の向上

子どもたちが様々な活動を通じて健やかに育つよう、身近な場所で安全に遊び、学べる居場所づ
くりや地域の人々とともに様々な体験活動を行うことができる機会づくりを進めます。

（１）児童の健全育成
〔主な事業〕 放課後児童クラブの設置・運営
非行・被害防止講座の開催
ピュアキッズスクールの開催
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（２）子どもの豊かな心の育成
〔主な事業〕 農業体験・自然体験活動の実施
奉仕活動等の推進
ふるさと学習の推進
文化活動や演劇鑑賞機会の充実

（３）次世代の親の育成
〔主な事業〕 児童生徒と乳幼児とのふれあい体験（赤ちゃんふれあい教室）の実施
異年齢交流活動の実施

（４）子どもの居場所づくり
〔主な事業〕 児童館の管理運営
保育園施設開放による親子ふれあいの場の提供
中高生の居場所づくり

３

要保護児童へのきめ細やかな取り組みの推進

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの総合的な
支援策の充実と関係機関・団体と連携強化を図ります。また、障害児や保護者の養護が不適切な環
境に置かれている児童など、保護を要する児童が地域で安心して共に生活できるよう、保健・医療・
福祉・教育等の各種施策の連携により総合的な取り組みを推進します。

（１）児童虐待防止対策の充実
〔主な事業〕 要保護児童対策地域協議会の運営
虐待防止啓発活動の実施

（２）特別な配慮を必要とする子どもに対する施策の充実
〔主な事業〕 育児支援体制の充実と関係機関の連携
母子保健福祉連絡会の開催
障害児の自立や社会参加に向けた療育相談
ポーテージ教室の実施
障害児保育の実施（健やか児療育連絡会）
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基本目標Ⅱ
基本目標Ⅱに対応する施策の展開

Ⅱ

１

家族が支えあい、楽しく子育てできるよう応援する

母性及び乳幼児等の健康の保持及び増進

子どもを安心して生み育てられ
られ、子どもが健やかに成長できるよう、妊娠
妊娠・出産から子育てまで
の母と子の健康の保持及び増進
増進を図ります。

（１）子どもや母親の健康の保持
〔主な事業〕 妊産婦健康診査
婦健康診査の実施
育児相談
育児相談の実施
乳幼児家庭訪問
乳幼児家庭訪問による育児情報の提供や健康状態の
の把握
むし歯予防健診
歯予防健診の実施
ブラッシング
ブラッシング教室の実施

（２）小児医療の充実
〔主な事業〕 小児休日当番医体制の充実
小児休日当番医体制
小児救急制度等
小児救急制度等の教育

（３）食育の推進
〔主な事業〕 妊娠中からの食習慣の形成支援
妊娠中
食育教育
食育教育の実施
離乳食
離乳食、幼児食相談の実施
「早寝
早寝 早起き 朝ごはん」の推進
郷土料理
郷土料理や行事食の普及啓発
ふれあい
ふれあい食体験（収穫体験、調理体験）の実施

（４）思春期保健対策の
思春期保健対策の充実
〔主な事業〕 性教育の実施
性教育
喫煙・アルコール・
・アルコール・薬物乱用防止教育の実施
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２

親育ちの環境づくりの推進

子育てをする親が自信と責任を持ち主体的に子育てができるよう、また、子育ての楽しさが実感
できるよう、子育てに関わる相談や情報提供、学習機会や親同士の交流の場などの充実を図り、親
育ち力の強化に向けて取り組みます。

（１）親と子の育ちの応援
〔主な事業〕 親としての意識の向上支援
親同士の交流活動の場の充実
ブックスタート、ブックリスト
出産祝金の交付

（２）家庭教育の支援
〔主な事業〕 家庭教育についての情報交換の場の提供

（３）子育て家庭への相談・支援体制の充実
〔主な事業〕 子育て総合相談窓口の設置
児童相談の充実
女性相談・女性なんでも相談の充実
子育て支援コーディネーターの配置
子育て支援情報の提供

３

すべての家庭が安心して子育てできる環境の整備
すべての家庭が安心して子育てができるよう、経済的支援の充実と各種制度の周知を図ります。

また、ひとり親家庭の経済的支援、就労支援、生活支援を通じて、生活の安定と自立に向けて支援
を行います。

（１）ひとり親家庭の自立支援
〔主な事業〕 児童扶養手当の支給
医療費の助成
放課後児童クラブの利用支援
ひとり親の能力開発支援
ひとり親の資格取得支援
ひとり親家庭の日常生活支援
ひとり親の就業支援

（２）経済的支援の充実
〔主な事業〕 児童手当の支給
子ども医療費の助成
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基本目標Ⅲ
基本目標Ⅲに対応する施策の展開

Ⅲ

地域社会全体で支えあい、子育て家庭を応援する

１

地域における子育ての応援

子どもが身近な地域において
において心身共に健やかに成長することができるよう
することができるよう、また、子育て家庭の
孤立化や育児不安を解消できるよう
できるよう、子育てを応援できる地域づくりを進めます
めます。

（１）地域における子育て支援とネットワークづくり
〔主な事業〕

地域子育
地域子育て支援拠点（子育て支援センター）の充実
充実
赤ちゃんの
ちゃんの駅の設置
ひと声運動
声運動の実施
家庭・
・地域・学校の連携強化

（２）子育てサポーターの育成
〔主な事業〕 ファミリー・サポート・センターの設置
ファミリー・サポート・センターの
児童厚生員等
児童厚生員等の研修
地域で
で子育てできる人材の発掘・育成

（３）世代間交流の促進
〔主な事業〕 幼児と
と高齢者の交流活動の推進
公民館
公民館における地域交流の推進

（４）子育てに関する市民活動の支援
〔主な事業〕 みらい子育てネットの活動支援
みらい
子育てサークルの
てサークルの育成支援
絵本の
の読み聞かせ等のボランティアの育成支援
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２

職業生活と家庭生活との両立の支援

するため、男女共に働き方の見直しを含めた啓発活動
啓発活動を進めます。また、
仕事と家庭生活とを両立するため
家庭において父親、母親がともに
がともに育児や家事の責任を担い、協力し合えるよう
えるよう、男女共同参画によ
る子育てを推進します。

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進
〔主な事業〕 育児休業制度の普及啓発
育児休業制度
七尾市勤労者育児休業等
七尾市勤労者育児休業等の生活資金融資制度の利用促進
利用促進

（２）男女共同参画による子育ての
男女共同参画による子育ての推進
〔主な事業〕 父親の
の保育参加の促進
育児出前講座
育児出前講座の実施

３

子どもの安全の確保

子どもたちを不慮の事故や交通事故
交通事故、犯罪から守るため、警察、認定こども
こども園、保育園、幼稚園、
学校、地域、関係民間団体と連携
連携・協力体制の強化を図り、総合的な事故防止対策
事故防止対策を推進します。

（１）子どもの事故防止対策の充実
〔主な事業〕 子どもの
どもの事故防止の啓発活動の実施
子どもの
どもの事故予防指導の実施
交通安全教室
安全教室の実施
交通指導
交通指導の実施

（２）子どもを犯罪等から守るための活動の推進
子どもを犯罪等から守るための活動の推進
〔主な事業〕 子ども
ども 110 番の家の設置
学校安全運動
学校安全運動の推進

- 45 -

