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１．策定の経過 

 
 

年 月日 内容 

１月９日～

23日 

市民意識調査の実施（就学前児童保護者、小学生児童保護者、

中高生、20～30歳市民、ひとり親家庭） 

６月24日 庁内ヒアリングの実施 

７月21日 第１回 碧南市次世代育成支援対策地域協議会 

８月10日 第１回 次世代育成支援行動計画策定部会 

９月９日 第１回 次世代育成支援行動計画策定推進会議 

10月８日 第２回 次世代育成支援行動計画策定推進会議 

10月13日 第２回 碧南市次世代育成支援対策地域協議会 

11月４日 市民インタビュー（棚尾児童センター、東部児童センター） 

11月24日 第３回 碧南市次世代育成支援対策地域協議会 

平成21年 

12月21日～ 

1月21日 
パブリックコメントの実施 

平成22年 

２月19日 第４回 碧南市次世代育成支援対策地域協議会 
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２．碧南市次世代育成支援対策地域協議会 

 
（１）碧南市次世代育成支援対策地域協議会規程 

 

碧南市次世代育成支援対策地域協議会規程 

（平成１６年５月１１日訓第１６号） 

 

（設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第２１条第１項の規定に

基づき、碧南市次世代育成支援対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

 (1) 次世代育成支援行動計画の策定に関すること。 

 (2) 市の次世代育成支援対策の推進に必要となる措置に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 協議会に、会長を置く。 

２ 会長は、市長が任命する。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、福祉こども部こども課において処理する。 

   附 則 

 この訓は、平成１６年５月１３日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日訓第８号） 
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この訓は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年２月１７日訓第４号） 

この訓は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年７月５日訓第１６号） 

この訓は、平成２１年７月１５日から施行する。 

 

 

（２）碧南市次世代育成支援対策地域協議会 名簿 

 

選出団体等 肩書 氏名 

民生委員児童委員協議会 会長 杉浦 近往 

主任児童委員部会   中根 潮美 

民間保育園長会 へきなん保育園長 水野 裕子 

ＮＰＯ法人 アイディアＣ体創協会 会長 有本 征世 

医師会 副会長 板倉 尚子 

歯科医師会 副会長 杉浦 和明 

衣浦東部保健所 健康支援課長 野場 洋子 

小中学校校長会 中央中学校長 宮原 英明 

小中学校幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 新川幼稚園ＰＴＡ副会長 三石 敬子 

保育所父母の会連絡協議会 会長 小澤 千恵子 

青少年育成推進員連絡会 会長 長谷川 哲巳 

安城養護学校 地区別懇談会   杉浦 有美 

刈谷公共職業安定所 碧南出張所長 荒川 俊昭 

青年会議所 理事長 
高橋和宏（平成21年） 

石川鋼逸（平成22年） 

衣浦三水会   菅原 優 

碧南警察署 生活安全課長 片桐 良夫 

刈谷児童相談センター センター長 萬屋 育子 

母子寡婦福祉会 副会長 杉浦 春代 

市民代表   山本 光子 

市民代表   杉浦 由佳 

■コーディネーター（顧問）   

岡崎女子短期大学 准教授 大岩 みちの 

（敬称略、順不同） 
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３．碧南市次世代育成支援行動計画策定推進会議 

 
（１）碧南市次世代育成支援行動計画策定推進会議委員 
 

役職 職 氏名 

会長 福祉こども部長 高橋 正実 

委員 総務部経営企画課長 中山 修 

委員 総務部財務課長 金原 功 

委員 市民協働部防災安全課長 鈴木 友喜広 

委員 福祉こども部福祉課長 杉浦 幹雄 

委員 健康推進部国保年金課長 鈴木 計彦 

委員 健康推進部健康課長 祢宜田 拓治 

委員 経済環境部商工課長 鈴木 哲夫 

委員 建設部建築課長 天野 優 

委員 開発水道部公園緑地課長 杉浦 憲一 

委員 教育部学校教育課長 生田 弘幸 

委員 教育部生涯学習課長 鈴木 重幸 

委員 教育部スポーツ課長 杉本 広則 

事務局 福祉こども部こども課   

 
（２）碧南市次世代育成支援行動計画策定部会委員 
 

役職 職 氏名 

部会長 こども課長 永谷 洋二 

部会員 経営企画課課長補佐 金沢 宏治 

部会員 財務課課長補佐 小杉 充 

部会員 防災安全課係長 鈴木 勝哉 

部会員 福祉課係長 新美 勉 

部会員 国保年金課係長 金原 厚夫 

部会員 健康課係長 中根 みはる 

部会員 商工課課長補佐 遠山 隆夫 

部会員 建築課課長補佐 鈴木 厚男 

部会員 公園緑地課係長 亀島 弘樹 

部会員 学校教育課係長 多田 宏明 

部会員 生涯学習課係長 杉浦 智彦 

部会員 スポーツ課課長補佐 中根 雄介 

事務局 こども課   



 

 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

へきなん次世代ハートプラン 

碧南市次世代育成支援対策地域行動計画 

【後期計画】 

 

発行：碧南市 

編集：碧南市福祉こども部こども課 

 

住所：〒447-8601 愛知県碧南市松本町28 

TEL ：0566－41－3311（代表） 

FAX ：0566－48－2940 

 

発行年月：平成22年3月 

 




