ながの子ども
未来プラン
【平成22年度～平成26年度】
長野市次世代育成支援行動計画（後期行動計画）

概要版
「子どもたちが健やかに生まれ育ち、
次の世代を担う子どもたちを育むために」

平成２２年4月

長 野 市

ながの子ども未来プランとは
計画の位置付け

本市の少子化対策、
子育ち・子育て支援施策の総合的な指針です
本計画は、
「次世代育成支援対策推進法」
第8条第１項に基づく市町村行動計画として策
定された
「長野市次世代育成支援行動計画」
の
「後期行動計画」
として位置付けられます。
また、
本計画は、
本市の総合的なまちづくりの指針である
「第四次長野市総合計画」
を上
位計画とし、
他の個別計画との整合性を図りながら、
今後の本市の少子化対策、
子育ち・子
育て支援施策を総合的に推進するための指針となるものです。

計画期間

平成22年度～平成26年度の5年間です
本計画の計画期間は、
平成22年度から平成26年度までの5年間とします。
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前期行動計画

支援行動計画

家庭・地域・事業者・
市の役割と責務

20

見直し

後期行動計画

社会全体が一体となって進めるものです
子育ては、
家庭が第一義的責任を有するものですが、
そこでは、
様々な不安や負担を感じ
ることがあります。
しかし、
子どもを産み育てていくことは、
それらの不安や負担よりも大きな喜びや感動が
あるはずです。
そして、
日々成長していく子どもとともに、
親も一緒に成長していくことができ
れば、
こんなに素晴らしいことはありません。
この計画は、
社会の宝である子どもたちが健やかに育っていくことができるよう、
また、
親
が責任をもって子どもを育てていく過程を通じて、
一人の人間として成長していくことができ
るよう、
家庭、
地域、
事業者及び行政がそれぞれの役割を担いつつ、
社会全体が一体となっ
て進めていくものです。
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市民
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民間企業
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関係機関・団体
担当各課

ながの子ども未来プランが目指す姿
基本理念

－プランの基本的な考え方―

「子どもたちが健やかに生まれ育ち、
次の世代を担う子どもたちを育むために」
将来を担う子どもたちが、
健やかに生まれ育つことができるよう、
子育ち・子育てを社会全体
で支援するとともに、
子どもを産み、
育てることへの喜びを実感することができる家庭と社
会の実現を目指します。

計画全体の目標

－計画の成果を測る
“３つの指標”
－
本計画の成果を定量的に測定する指標として、成果指標を設定します。
この指標は、
本計
画が目指す基本理念の達成度を定量的に評価するための全体目標です。

指標１ 子育てが「楽しい」
と感じる保護者を増やす

楽しいと感じる保護者の割合

現状値

目標値

（H20）

（H2６）

就学前児童調査

74.1％

小学生児童調査

71.7％

（とても楽しい＋楽しいと感じる
ことが多い）

増 加

【現状値の出典】
平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果

指標２ 子育てに
「非常に不安や負担」
を感じる保護者を減らす

非常に不安や負担を感じる保護
者の割合

現状値

目標値

（H20）

（H2６）

就学前児童調査

10.1％

小学生児童調査

9.9％

減 少

【現状値の出典】
平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果
（参考）
H15年度 就学前7.9％、
小学生8.7％

指標３ 本市の合計特殊出生率を上げる

長野市の合計特殊出生率※

現状値

目標値

（H15～H19年） （H20～H24年）
1.43

1.50

【現状値の出典】
保健所・市区町村別合計特殊出生率・標準化死亡比
（H15～H19年）
（参考）
H15～H19年 長野県1.50 全国1.31
※合計特殊出生率：一人の女性が生涯に産む子どもの数。特に市町村規模の場合は、
転入・転出等各年によって大き
な変動があることから、
より安定した数値とするため、
５年間における出産可能年齢人口
（15歳
～49歳の女性）
の平均値を基に算出しています。

目指す姿の実現に向けて
施策体系

－目標達成のための
“７つの基本方針”
と
“２２の基本施策”
－

【基本理念】

【基本方針】

【基本施策】

1．職業生活と家庭生活との
両立の推進

ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

2．地域における子育ての支援

ア 地域における子育て支援サービスの充実

イ 仕事と子育ての両立の推進

イ 児童の健全育成

次代を担う子どもたちを育むために
子どもたちが健やかに生まれ育ち、

ウ 子育て支援のネットワークづくり
3．母性並びに乳児及び幼児等の
健康の確保及び増進

ア 子どもや母親の健康の確保
イ 「食育」
の推進
ウ 思春期保健対策の充実
エ 小児医療の充実
オ 不妊に対する支援

4．子どもの心身の健やかな
成長に資する教育環境の整備

ア 次代の親の育成
イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校における教育環境等の整備
ウ 家庭や地域の教育力の向上
エ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進

5．子育てを支援する
生活環境の整備

ア 安全・安心なまちづくりの推進

6．子ども等の安全の確保

ア 子どもの交通安全を確保するための活動の推進
イ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
ウ 被害に遭った子どもの保護の推進

7．要保護児童などへの
きめ細かな取組の推進

ア 児童虐待防止対策の充実
イ ひとり親家庭の自立支援の推進
ウ 障害児施策の充実
エ 外国籍児童への支援

重点的な取組

－後期行動計画における
“３つの重点プロジェクト”
－
社会情勢の変化や長野市の現状を踏まえ、
後期行動計画では、以下の3点に特に重点的
に取り組んでいきます。

重 点１ 仕事と生活の調和の実現に向けた取組
重 点２ 地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進
重 点３ 子どもの安全と人権を守るための取組

重点１

仕事と生活の調和の実現に向けた取組
こんな声が増えています。

●共働きなのに、
家事・育児はすべて私の役割？
●オレだってもっと育児に関わりたいのに、
職場が理解をしてくれない・
・
●結婚したい人はいるのに、
今の収入では踏み切れない・
・
・
だから、
長野市は取り組みます！

取組１ 子育てを応援する企業を支援します
子育て支援優良事業者表彰制度の創設や子育て雇用安定奨励金の交付拡大
など、
子育て支援に積極的に取り組む事業者等の支援の充実を図ります。

取組2 働き方の見直しを促進します
出前講座などにより、
事業主に対し、
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）
の実現に対する意識啓発を図るとともに、男性・女性ともに働き方の見直しを
促進します。

取組3 若年者の就労を支援します
事業主による若年者の雇用を促進します。
また、
若年者の就労を支援する関係
機関のネットワーク強化を図ります。

取組4 多様な保育サービスの充実を図ります
延長保育や夜間保育、病児・病後児保育など、
多様な働き方を支える保育サービ
スを提供する保育所等の拡充を進めます。

重点2

地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進
こんな声が増えています。

●子育てしていてとても不安だし、
すごく負担に感じる・
・
・
●親として成長できていない親も多いんじゃないかなぁ。
●こんな時代だからこそ、
地域全体で子どもを育てていくこと
が大切だよね！
だから、
長野市は取り組みます！

取組１ 様々な体験を通じた
「子育ち」
と
「次代の親の育成」
を進めます
放課後子どもプランや職場体験、
乳幼児とのふれあい体験といった様々な体験
を通じて、
子どもたちの健やかな育ちと親になることへの意義や大切さへの理解
を促進します。

取組2 地域活動を支えるリーダー・指導者を育てます
成人指導者や子ども会リーダーなど、
地域活動を支え、
子どもたちを指導するリ
ーダー・指導者の育成を図ります。

取組3 地域の子育て支援活動が活発に行われる環境づくりを進めます
便利で見やすい子育て支援情報誌・ホームページの作成や子育てサークルなど
のネットワーク化を促進し、
子育てに関する情報提供の充実や交流の場づくりを進
めます。

重点3

子どもの安全と人権を守るための取組
こんな声が増えています。

●最近、
子どもだけで外で遊んだり出かけたりしづらくなったよね。
●虐待のニュースを見るたびに、
いたたまれない気持ちになる。
●自分の子どもがいじめや犯罪の被害に遭わないか、
とても不安・
・
・
だから、
長野市は取り組みます！

取組１ 子どもの安全と人権を守るための体制を強化します
いじめ撲滅に向けた取組や児童虐待防止対策のためのネットワーク強化など、
地域社会全体で子どもの安全と人権を守るための体制強化を図ります。

取組2 子どもや親の悩み・不安を受け止める体制を強化します
いじめや不登校、児童虐待、
犯罪被害等に悩んだり不安に感じている子どもや
親が気軽に相談でき、解決に向けて共に取り組むことができる体制づくりを推進し
ます。

取組3 子どもに関わる従事者等の専門性を高めます
保健・医療・福祉・教育等の各分野の従事者や保護者等に対し、
子どもの安全と
人権にかかわる専門的な知識の普及と理解の促進を図ります。

計画の推進体制
庁内の関係各課や地域の協議会はもとより、
市民の皆様や地域、
事業所等のご意見を参
考にしながら、
効果的な施策展開を図ります。

ながの子ども未来プラン
施策展開
進捗確認・評価
自主的な
取組の促進

次世代育成支援対策
協議会

連携

庁内計画推進委員会

市民、保育園・幼稚園の保護者、
子
育て関係団体、経営者・労働関係
団体の代表などで構成

子育て支援事業所
連絡協議会

連携

長野県経営者協会長野支部、長野
県中小企業団体中央会、長野商工
会議所、長野市商工会、長野商工
会議所女性会、長野青年会議所、
南長野青年会議所の代表で構成

情報提供

意見・要望

意見聴取

市民・地域・事業所等
詳しい内容は
「ながの子ども未来プラン」
（本編）
をご覧ください。
市ホームページ
（http://www.city.nagano.nagano.jp/）
からダウンロードできます。
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