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〔〔碧碧南南市市次次世世代代育育成成支支援援地地域域行行動動計計画画〕〕         

 

 

総    論  

  

プランのねらい ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

〔Ⅰ〕少子化の動向とプランの目的 ・・・・・・・・・・・・ ３ 

（１）少子化の動向と対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

1 

（２）プランの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

〔Ⅱ〕プランの基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（１）プランの役割・性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 
（２）計画期間と計画対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 
（３）策定体制・推進体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

←少子化の流れと碧南市の取り組みを把握し、プラ

ンのねらいを明確にします。そして、プランの基本的

事項として、位置づけや役割、期間と対象などを示

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちをとりまく碧南の姿 ・・・・・・・・・・ １０ 

〔Ⅰ〕碧南市の歩みと概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

（１）碧南市の姿と人口等の動き ・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

2 

（２）碧南の子どもたちの状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

〔Ⅱ〕調査からみられる子どもたちの様子 ・・・・・・・・・ １７ 

（１）子どものいる世帯の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 
（２）子どもたちの過ごし方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 
（３）中高校生の日常生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 
（４）今後の碧南市の人口予測 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

 

←碧南市全体の状況及び動向、アンケート調

査などで得られた子どもと子育て家庭の状況

やニーズを再把握し、状況と課題をとらえて

プランに反映します。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 碧南のめざす次世代育成支援ビジョン ・・・・・・・ ２２ 

〔Ⅰ〕基本姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

（１）子育ち・子育て・親育ちのとらえ方 ・・・・・・・・・・・ ２２ 

3 

（２）基本視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 
（３）子どもと子育て家庭の思い ・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

〔Ⅱ〕重点課題と基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

（１）重点課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 
（２）基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 
（３）基本目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

〔Ⅲ〕施策の全体像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 

←碧南市がめざす次世代育成支援の方向を明確にし

ます。市民の皆さんと共に進めていけるように、子ども

と子育て家庭の思いをふまえて、取り組みの方向・目

標と全体像を示します。 

 

 

 

 

 

 

各    論 

    健
すこ

やかっこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

〔Ⅰ〕すくすく育つ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

（１）母子の健康の保持・増進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

1 

（２）育児相談・指導の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 
（３）心身の発達に遅れのある子どもへの支援 ・・・・・・・・・ ３６ 
（４）子どもの成長にあった保健活動 ・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

〔Ⅱ〕人として子どもをみつめる ・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

（１）子どもの権利の保護と虐待など多様な問題への対応 ・・・・ ３８ 
（２）大人が子どものことを知る ・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

 

←子どもの成長・発育にあった保健活動、母子の健康づく

りの取り組みと、次代の親の育成の観点から思春期の子

どもの心身の成長を支援する施策を示します。また、子ど

もを一人の人間としてみつめ、多問題を抱える子ども・家

庭への支援などの施策を示します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    育
そだ

ちっこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

〔Ⅰ〕碧南の子どもを育てる ・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

（１）保育サービスの充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

2 

（２）幼稚園・保育園の新たな取り組み・・・・・・・・・・・・・ ４６ 
（３）児童クラブ運営の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 
（４）保育料等の負担軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

〔Ⅱ〕子どもが育つ家庭環境を考える ・・・・・・・・・・・ ４７ 

（１）男女による子育ての推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 
（２）働きやすい職場環境づくり ・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

 

←親子の育ちを応援する視点で、日々の過

ごし方をふまえた保育サービス等の子育て支

援施策と、子どもが育つ家庭に関する施策を

示します。 

 

 

 

 

 

 輝
かがや

きっこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

〔Ⅰ〕遊びで学ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

（１）子どもの居場所・遊ぶ場の整備 ・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

3 

（２）地域で遊ぶ機会の拡充 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

〔Ⅱ〕可能性と個性を伸ばして成長する ・・・・・・・・・・ ５４ 

（１）幼児教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 
（２）学校教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 
（３）子どもたちの活動と健全育成活動の推進 ・・・・・・・・・ ５５ 

←豊かな人間性を身につけるために、子ども

には遊んだり、体験したりすることが重要であ

るとともに、子どもたちの活動を支援し、教育

環境向上のための施策をまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 やすらぎっこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

〔Ⅰ〕親子にやさしいまちで暮らす ・・・・・・・・・・・・ ６１ 

（１）人にやさしいまちの形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

4 

（２）安心して暮らせるまちづくりの推進 ・・・・・・・・・・・ ６１ 

〔Ⅱ〕親の安心が子どもにやすらぎを生む ・・・・・・・・・ ６２ 

（１）地域で親子が過ごす場の確保 ・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 
（２）子育てネットワークの活用 ・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 
（３）保護・援助が必要な家庭への支援 ・・・・・・・・・・・・ ６３ 

〔Ⅲ〕碧南の子育て・親育ちが未来につなぐ ・・・・・・・・ ６４ 

（１）碧南の子育て・親育ち支援体系の構築 ・・・・・・・・・・ ６４ 
（２）碧南を思う次世代の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

 

←子どもの育つ場所として碧南市が安心して生

活できるまちとなるための施策と、地域を軸にした

相談・情報の場や取り組みを広げていくための施

策を示します。次世代の育成も視野に入れて、碧

南らしい支援の仕方、取り組み方、次世代との関

わり方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資   料 

（１）計画の策定体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 
（２）関連データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 
（３）意識調査結果まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８５ 
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