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基本目標３ 親と子が共に学び育つ 

３-１ 妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援（長岡版ネウボラ） 

《施策の方向》 

母子の健康の確保・増進に向けて、健康に関する正しい知識の普及及び疾病の早期

発見・早期治療に努めます。 

また、妊娠・出産期や子育て期の母親を包括的に支援するため、切れ目のない相談

体制の充実を図るとともに、不安や課題等を抱える母子等を早期に把握し、継続した

支援を行うことができる体制の強化に努めます。 

《具体的な取組》 

3-1-1 妊娠の届出・母子健康手帳の交付 

母子保健法に基づき、妊産婦の健康管理と健康増進を図るため母子健康手帳を交付

します。保健師や助産師が妊娠出産に関する情報提供をするとともに、自らの健康状

態を確認したり必要なサービスを活用するためのプランを作成し、妊娠中の不安の軽

減を図り、安心して子育てができるように支援します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

マタニティセルフプラン※の作成 未実施 実施 

 

3-1-2 妊婦への分煙・禁煙の啓発 

母子健康手帳発行時、本人や家族の喫煙状況を確認し、未熟児出生の予防や乳児突

然死症候群の予防のために、チラシなどで分煙や禁煙についての啓発を行います。［子

ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

妊婦の喫煙率 1.0％ 0％ 

 

  

                             
※ 「マタニティセルフプラン」・・・妊娠期から出産、子育て期を安心して過ごせるよう、妊婦自身

や家族がそれぞれできることをチェックしたり、利用できる市のサービスの中から自身でサービス

の利用を選定するためのプラン  
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3-1-3 マタニティマークの啓発事業 

妊婦が妊娠中であることを周囲に知らせることで、妊婦に優しい環境づくりを推進

します。「マタニティマークホルダー」やシールの配布を行うほか、封筒やポスター

への刷り込みなどで周知を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

啓発の 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

啓発の充実 実施 維持 

 

3-1-4 妊婦健康診査事業 

妊娠届出時に妊婦健康診査受診票を 14 回分交付することにより、妊婦の経済的負

担を軽減し、安心安全な出産ができるように医療機関での妊婦健康診査にかかる費用

を助成します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受診延べ人数 20,300 人 18,350 人 

 

3-1-5 妊婦歯科健診事業 

無料の受診票を発行することにより、妊婦の口腔の健康を守るとともに歯科保健に

対する健康管理意識を高め、家族で歯の健康に対する生活習慣を身に付けることがで

きるようにします。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受診率 47.0％ 50.0％ 

 

3-1-6 妊産婦・新生児訪問指導事業 

訪問を希望された妊産婦に助産師が訪問し、新生児の発育や授乳、育児の相談を行

い、安心して子育てができるように支援します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延べ訪問件数 3,170 件 3,150 件 
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3-1-7 未熟児訪問指導事業 

低出生体重児（体重 2,500ｇ未満）や養育上指導の必要があると医師が判断した病

気や障害等の新生児を持つ保護者に対して、保健師・助産師が家庭訪問を行います。

［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延べ訪問件数 50 件 継続 

 

3-1-8 未熟児養育医療の実施（再掲） 

出生時体重が 2,000グラム以下等で医師が入院治療が必要と認めた未熟児に対し、

医療の給付を行います。［福祉課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受給者数 50 人 継続 

 

3-1-9 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

乳児のいる家庭を保健師・看護師・栄養士などが訪問し、育児不安などの相談に応

じ孤立化を防ぐことで乳児の健全な育成環境の確保を図ります。生後４か月までの乳

児のいるすべての家庭を訪問します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問数 1,850 人 1,632 人 

 

3-1-10 養育支援訪問事業 

【育児支援事業】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児能力を向上させるための支援

（相談支援、育児等）を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 180 件 180 件 
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【産前産後家庭生活応援事業】 

産前産後の時期の家事または乳児の育児を支援することで、母親の心身の健康を維

持するとともに、子どもの健全な育成を図ります。沐浴補助や家事支援等の家事・育

児援助サービスの利用料の一部を助成します。令和 2 年度より、在宅に限らずサービ

スの利用ができるよう事業を拡充します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

利用件数 360 件 380 件 

【産後ケア訪問】 

養育困難家庭に対して出産直後から助産師が訪問し、育児相談や母体の健康管理、

沐浴、乳房マッサージ等のケアを実施しながら、育児知識を身につけてもらうよう支

援します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 30 件 30 件 

【産前産後よりそい訪問】 

身近に支援者がいない、不安が強い等、家庭や地域での孤立感のある養育者に対し

て子育て経験者等が、「話しやすい相談相手」として一緒に育児を手伝いながら寄り

添う支援を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 60 件 70 件 
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3-1-11 利用者支援事業（産後デイケアルーム ままリラ、ままナビ） 

【産後デイケアルーム ままリラ】 

妊婦や産後１年までの母子が、家庭的な雰囲気の中でリラックスできる場を開設

し、助産師・保健師・栄養士・母子保健推進員等が寄り添い、育児相談やお母さんの

体と心のケア、赤ちゃんの身体測定などを実施します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

ままリラでの相談支援、休息 実施 継続 

【ままナビ】 

子育てに対する悩みや不安を抱える妊産婦を対象に、安心して育児に向き合う

ことができるよう、保育士から具体的な子育ての技術や知識を学ぶ機会を提供し

ます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

拠点実施か所数 1 か所 1 か所 

子育て支援センターでの実施箇所数 10 か所 10 か所 

 

3-1-12 産前産後サポート事業（ままのまカフェ） 

子育ての駅や地域コミュニティセンターなどで、母子保健推進員が乳児と保護者を

愛称とした茶話会を開催し、ままたちの交流や、栄養士、歯科衛生士などによる子育

て相談やの場を提供します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延利用者数 2,000 人 2,000 人 

 

3-1-13 産後ケア事業（宿泊型）【新規】 

退院後の産婦の、育児等の不安の軽減や心身の回復を促すため、委託医療機関にお

いて宿泊型の産後ケアを行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

委託医療機関数 未実施 1 か所 
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3-1-14 多胎妊産婦への支援 

多胎児の妊産婦の負担感や孤立感の軽減を図るため、「ままリラ」「ままナビ」「ま

まのまカフェ」で相談支援や交流の場を提供するほか、子どもが３歳になるまで「産前

産後よりそい訪問」を実施します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

ままリラでの相談支援 実施 拡充 

ままナビ、ままのまカフェでの相談支援、
交流会 

未実施 実施 

産前産後よりそい訪問 実施 拡充 

 

3-1-15 乳幼児健康診査事業 

4 か月・10 か月の乳児と 1 歳 6 か月・3 歳の幼児に対して健康診査を実施し、運

動・発達・情緒などの病気の早期発見や、基本的な生活習慣の確立・むし歯予防・栄

養の指導を行います。 

また、乳幼児虐待の予防と早期発見のために、育児不安・育児困難に対する保護者

への相談支援を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受診率 4 か月児 98.0％ 99.0％ 

10 か月児 98.0％ 99.0％ 

1 歳 6 か月児  98.0％ 99.0％ 

3 歳児  97.0％ 98.0％ 

有所見者数 4 か月児 120 人 120 人 

10 か月児 120 人 120 人 

1 歳 6 か月児  600 人 600 人 

3 歳児  600 人 600 人 
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3-1-16 予防接種事業 

予防接種法に基づき、子どもたちを感染の恐れのある疾病から守るため、個別によ

る予防接種を行います。特に合併症を引き起こしたり、死亡する例もある麻しんの予

防接種については、早い時期に受けるよう指導します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

1 歳 6 か月までに麻しん（はしか）の予防
接種をしている子どもの割合 

91.0% 95.0％以上 

 

3-1-17 乳児健康相談事業（5～7 か月児） 

生後 5～７か月の乳児とその保護者を対象に、栄養士・保健師・歯科衛生士が乳児

期の発達を確認し、育児方法や離乳食・虫歯予防等の相談を行います。［子ども・子

育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

乳児相談受診率 96.5% 維持 

 

3-1-18 乳幼児歯科保健事業 

赤ちゃん相談時に、離乳食の食べさせ方など口腔衛生について指導しています。ま

た、1 歳 6 か月・3 歳児の歯科健診時には、おやつやブラッシング指導を実施し、親

への啓発に努めます。保健師や母子保健推進員による地区活動において、正しい歯磨

きとおやつのとり方など、具体的な体験を中心とした講習会を開催します。［子ども・

子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受診率 1 歳 6 か月児 98.0% 99.0％ 

2 歳児 77.0% 78.0％ 

3 歳児 98.0% 99.0％ 

虫歯のない者の割
合 

1 歳 6 か月児 99.0% 99.0％ 

2 歳児 95.0% 96.0％ 

3 歳児 88.0% 89.0％ 

歯科保健指導（3 歳児） 98.0% 99.0％ 

フッ素塗布事業 71.0% 75.0％ 
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3-1-19 子ども・子育て健康相談の実施 

保健師・助産師等が電話、窓口にて子育てや不妊治療・不育症に関する相談や情報

提供を実施し、不安の解消に努めます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

相談件数 400 件 継続 
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３-２ 子育て家庭への支援体制の充実 

《施策の方向》 

子育てに関する様々な悩みや不安等について気軽に相談できる体制及び支援の充

実を図るとともに、子育て中の親同士をはじめ、多様な交流の場を創出し、子育ての

孤立化を防ぎ、地域で支え合う環境づくりを促進します。  

《具体的な取組》 

3-2-1 地域子育て支援拠点事業 

【子育ての駅の運営】 

雨天時・冬期間にも子どもたちが自由に遊べる広場と、保育士が常駐する地域子育

て支援センターを一体的に運営し、子育てに関する情報提供のほか、交流会、講座の

開催や子育て相談等を行います。多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる施設とし

て、事業運営を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

1 か月あたりの利用者数（市内居住者のみ） 19,159 人 20,408 人 

【保育園併設地域子育て支援センター等の運営】 

子育てに悩んでいる方や交流する機会を望んでいる方に保育園を開放し、育児等の

相談・指導や、子育てサークル等の育成・支援、子育てに関する情報の提供などを充

実させ、地域の子育て家庭における育児支援を行います。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

1 か月あたりの利用人数 4,260 人 4,471 人 

 

3-2-2 こども発達相談室の運営（再掲） 

就学前の子どもの成長や発達に関する不安や悩みごとの相談に応じています。毎日

のくらしの中で子どもとどのように接したらよいかを一緒に考え、子どもの発達を促

す支援を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

電話・来室相談件数 560 人 継続 
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3-2-3 こどもすこやか応援事業（再掲） 

保育士や心理士などが保育園・幼稚園・認定こども園を訪問し、配慮を要する子

どもや気になる子どもに早期に気づき、計画的かつ継続的な支援が適切に行われる

よう園支援をします。また、就学時には学校生活にスムーズに移行できるよう「す

こやかファイル」の引継ぎ等による支援を行います。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

すこやかファイル所持数（未就学児） 150 人 継続 

 

3-2-4 家庭児童相談室の運営 

18 歳未満の子どもやその家族に対して、養育における諸問題や親子関係、児童虐

待などの相談に応じます。電話・訪問・来所による相談対応を中心に、子育て支援セ

ンターでの保護者向けグループミーティングなども行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

相談対応件数 400 人 継続 

 

3-2-5 出産医療機関との連携 

妊娠中から出産・育児まで心身ともに安定した生活が送れるよう、切れ目のない支

援を実施するために、市内出産医療機関と定期的な連携会議を実施します。 

家族への支援を実施するために、市内出産医療機関共通のリーフレットを作成しま

す。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

出産医療機関との連携会議の開催 実施 継続 
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3-2-6 子どもサポートコール 

子ども・青少年相談センター内に「子どもサポートコール」（子どもに関する心配

ごと相談専用窓口）を設置し、いじめをはじめとする様々な相談に応じるとともに、

関係機関と連携し相談体制の強化を図ります。 

また、同センターに、子どもサポートカウンセラーを配置するとともに、各学校に

心ふれあい相談員を配置し、子ども及び保護者を支援するカウンセリング体制を整え

ます。［学校教育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

相談に対する対応 実施 充実 

 

3-2-7 外国人市民への子育て相談窓口 

外国人市民の生活相談窓口である長岡市国際交流センターを中心として、外国人市

民やその家族からの子育てについての悩みや相談を各担当課につなぎます。また、各

機関が行う子育て支援策を円滑に利用できるよう、言語や文化的配慮等の支援を各担

当課と連携して実施します。［国際交流課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

子育て等に関する相談件数 5 件 継続 

 

3-2-8 夜間・休日の小児救急医療体制整備 

子育て中の保護者の育児不安の解消及び、軽症患者の病院への受診集中の解消や、

急患診療従事者の負担軽減のため、長岡市中越こども急患センター及び長岡休日・夜

間急患診療所による小児救急受け入れ体制整備の確立を図ります。［健康課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

受診者数 中越こども急患センター 2,911 人 維持 

休日・夜間急患診療所 7,150 人 維持 
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３-３ 家庭の育児力・教育力の向上 

《施策の方向》 

様々な機会を通じて、子どもの成長や子育てに関する正しい知識や技術の習得、子

育てに関する情報交換等ができるための支援を行うとともに、家族が協力し合い、支

え合いながら子育てしていくことの重要性を啓発していくことで、家庭における育児

力・教育力の向上を図ります。 

《具体的な取組》 

3-3-1 パパママサークル事業 

妊娠中及び産後の生活や子育てについて学ぶことにより、知識を深めたり、子育て

について考える機会を提供します。また、赤ちゃんのお世話の仕方や沐浴実習や父親

の妊婦体験により妊娠・出産がゴールでなく育児の当事者であることを自覚してもら

う機会としています。夫婦で一緒に参加しやすい日を設定して開催します。［子ども・

子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

参加者数 672 人 維持 

 

3-3-2 父親・祖父母向けリーフレットの作成・配布 

父親・祖父母になる方を対象に、今時の子育てに関する情報や、母親が父親・祖父

母世代に言われてうれしかったことなどをまとめたリーフレットを作成し、乳児家庭

全戸訪問事業の際、父方・母方の祖父母に配布します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

配布数 5,400 部 維持 
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3-3-3 ブックスタート事業 

絵本の読み聞かせを通した親と子のふれあいや絆づくりのきっかけとして、0 歳児

とその保護者に、メッセージや説明を添えて絵本を手渡す「ブックスタート」を実施

します。読み聞かせボランティアが言葉を交わし合い、気持ちを通わせ、親子との交

流を深めていきます。［子ども・子育て課・中央図書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施人数 2,000 人 維持 

ブックスタート読み聞かせボランティア 

参加人数 
280 人 維持 

 

3-3-4 赤ちゃん向け絵本セット「ベビーパック」の貸出 

赤ちゃんのうちから本に親しんでもらう環境づくりに向け、本を選ぶ時間のない方

や、絵本選びに悩んでいる方が気軽に利用できるよう、司書が選ぶ赤ちゃん向け絵本

３冊をセットにして貸出します。［中央図書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

貸出数 
1,300 セット 

（８月から実施） 
2,100 セット 

 

3-3-5 家庭教育支援推進事業 

幼児、小学生、中学生及び高校生の親子または親を対象に、社会の価値観の多様化

や家族形態の変化に対応した家庭教育のあり方を学ぶ機会を提供することで、親子が

「ともに育ちあう」ことを目指します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

事業数 ６事業 維持 
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3-3-6 幼児家庭教育講座 

保育園、幼稚園、認定こども園で実施する保護者を対象とした講座に対し支援を行

うことで、幼児期の基本的な生活習慣のしつけ等を中心とした家庭教育について学ぶ

機会を保護者に提供し、家庭の教育力の向上を図ります。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

開催回数 56 回 維持 

参加者数 3,752 人 維持 

 

3-3-7 就学時家庭教育講座 

就学時健診時など、すべての保護者が集まる機会に、子育てや家庭教育に関わる共

通の内容を伝え、保護者の意識啓発を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施学校数 53 校 
55 校（対象児童のい

る学校全校） 

 

3-3-8 図書館における読み聞かせ事業等 

中央図書館や地域図書館において、幼児や保護者への定期的な読み聞かせを中心に、

季節の行事、映画会、工作など子どもたちが本に親しむ行事を実施します。［中央図

書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施回数 400 回 維持 

参加人数 8,400 人 維持 
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3-3-9 小中学校ＰＴＡ連合会への支援 

「家庭・学校・地域」が連携して地域に根ざしたＰＴＡ活動の取組を進め、児童生

徒の健全な成長の推進と家庭教育の充実を図るため、「長岡市出雲崎町小中学校ＰＴ

Ａ連合会」に補助金を交付し、活動を支援します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

連合会への支援 実施 維持 

 

3-3-10  まちなか絵本館の運営 

子育ての駅ちびっこ広場内で「まちなか絵本館」を運営し、保育士・図書館司書・

ボランティアが協働した取組を進め、絵本や育児書の貸出しや読み聞かせ、子どもの

本の読書相談、絵本を活用した講座等を実施し、絵本を通じた子育て支援の充実を図

ります。［子ども・子育て課・中央図書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

まちなか絵本館事業開催回数 16 回 維持 

 

3-3-11 食育の推進 

【地域における子どもたちへの食育の推進】 

食生活改善推進委員による多世代食育教室や児童館、児童クラブと連携した児童館

食育プログラム等での食に関わる体験を通じ、子ども達が食に関心を持ち、食を正し

く選択できる力が身につくよう支援します。［健康課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

児童館食育プログラム実施地区数 15 地区 維持 

 

  



第２部 基本目標別の施策                                 

88 

【保育園・幼稚園・認定こども園での食育の推進】 

各園において栄養バランスのとれた給食の提供や食育講座を実施し、家庭へ向けて

の食や健康に関するお便りの発行など、園児とその保護者が食と健康に興味を持つよ

うな取組を、園全体で推進します。［保育課・健康課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

家庭へ向けた保健、給食たより等の発行 

各園で特色のある食育活動の実施 
実施 維持 

【小中学校での食に関する指導の推進】 

小中学校では、栄養職員等を中心に栄養バランスのとれた給食を実施し、それぞれ

の計画に基づいて、発達段階に応じた「食に関する指導」の充実を図ります。また、

給食だより等で食に関する情報を発信していきます。［学校教育課・学務課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

給食だより等による食に関する情報発信
を小中学校全校で実施 

実施 維持 
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基本目標４ 地域の子育ての輪がつながる 

４-１ 子育て情報の効果的な発信とつなぐ支援 

《施策の方向》 

子育て家庭や子育てを支援する各種団体等に対し、様々な機会・媒体を通じて各種

制度や相談窓口をはじめ、子育てに関する情報を効果的に発信するとともに、アウト

リーチ等により支援につながりにくい子ども・家庭の把握に努めつつ、必要な支援に

つなぎます。 

《具体的な取組》 

4-1-1 利用者支援事業（子育てコンシェルジュ事業） 

子育ての駅等に子育てコンシェルジュ（子育てなんでも相談員）が常駐し、子育て

に関する相談・助言等を行い、必要に応じて関係機関に同行するなど連絡調整を行い

ます。また、幼稚園・保育園をはじめとした地域の子育て支援事業等の中から一人ひ

とりのニーズに応じた情報を提供します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施か所数 13 か所 13 か所 

 

4-1-2 養育支援訪問事業（再掲） 

【育児支援事業】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上さ

せるための支援（相談支援、育児・家事支援等）を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 180 件 180 件 
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【産前産後家庭生活応援事業】 

産前産後の時期の家事または乳児の育児を支援することで、母親の心身の健康を維

持するとともに、子どもの健全な育成を図ります。沐浴補助や家事支援等の家事・育

児援助サービスの利用料の一部を助成します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

利用件数 360 件 380 件 

【産後ケア訪問】 

養育困難家庭に対して出産直後から助産師が訪問し、育児相談や母体の健康管理、

沐浴、乳房マッサージ等のケアを実施しながら、育児知識を身につけてもらうよう支

援します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 30 件 30 件 

【産前産後よりそい訪問】 

身近に支援者がいない、不安が強い等、家庭や地域での孤立感のある養育者に対し

て子育て経験者等が、「話しやすい相談相手」として一緒に育児を手伝いながら寄り

添う支援を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問件数 60 件 70 件 

 

4-1-3 子育て世帯への情報提供 

出産や子育て情報、保育園・幼稚園情報などを掲載した「子育てガイド」「おやこ

スマイルガイド」の作成・配布、子育てナビ、長岡市ホームページ、SNS の活用など

を通して、子育て情報を発信します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

対象者への提供 実施 維持 
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4-1-4 地域に対する情報提供等 

行事の際に地域の方へ情報提供を行い、地域との交流を図りながら園運営を行うこ

とで、子どもを大切にする社会的な機運を醸成する一助とします。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

情報提供 実施 維持 

 

4-1-5 青少年育成団体等への支援（再掲） 

地域の子どもに多様な社会体験や交流体験の場を提供し、地域の青少年健全育成活

動を推進している取組や団体等を支援するとともに、広報誌「はぐくみ長岡」を、学

校を含む関係機関等へ配布し、地域の青少年育成活動の活性化を図ります。［子ども・

子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

支援団体数 2 団体 維持 
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４-２ 地域全体での見守り・安全確保 

《施策の方向》 

交通安全・防犯施設等の整備や交通安全・防犯意識の高揚、自ら安全を守るための

対策の促進を図りつつ、地域ぐるみで子どもたちを見守るための活動の活性化を図り

ます。 

《具体的な取組》 

4-2-1 セーフティーリーダー（交通安全指導者）の育成  

市民ぐるみの交通安全運動の推進を目指し、地域で交通安全教育や交通安全思想の

普及・啓発活動がより積極的に推進できるよう、セーフティーリーダーの育成に努め

ます。［市民課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

セーフティーリーダー人数 195 人 220 人 

 

4-2-2 地域における防犯活動の支援  

地域における防犯関係団体（防犯協会等）が行う子どもたちの見守り活動や防犯パ

トロール、防犯意識の啓発活動などを支援します。［市民課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

防犯協会等への補助金の交付 49 件 49 件 

 

4-2-3 チャイルドシートの正しい使用の徹底  

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及

び正しい使用方法について、あらゆる機会を通じて普及啓発活動を行います。［市民

課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

子育ての駅における「チャイルドシート
講習会」の実施回数 

1 回 2 回 
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4-2-4 セーフティーパトロール事業  

児童生徒の登下校時における交通安全指導や防犯パトロールを行うセーフティー

パトロール団体に対して、報奨金を交付します。［学校教育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

交付団体数 全小学校区 全小学校区 

 

4-2-5 青少年育成員による街頭育成活動 （再掲） 

街頭育成活動は、青少年育成員が繁華街、ゲームセンター、コンビニエンスストア、

公園、神社等の青少年が集まりやすい場所を巡回し、非行を未然に防ぐことを目的に

思いやりのある温かな声かけを行う活動です。この活動を通して青少年がもつ心身と

もに健やかに成長を遂げていこうとする力を引き出すことにつなげるとともに、市民

の方から青少年の非行防止や健全育成に関心をもっていただく機会とします。［子ど

も・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

巡回実施回数 250 回 継続 
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４-３ 市民協働による子育て支援 

《施策の方向》 

子どもたちが地域の中で健やかに成長し、子育て家庭を地域全体で支えていくこと

ができるよう、地域における専門的人材との連携及び活動支援を行うとともに、多様

な子ども・子育て支援活動を行う各種団体等の活性化を図ります。 

《具体的な取組》 

4-3-1 主任児童委員の活動  

児童が「心豊かに」かつ「健やかに」成長できる環境づくりを推進するため、行政

をはじめ学校、地域、家庭の橋渡し役として活動するとともに、子どもふれあいネッ

トワーク会議※等への参加、各公立保育園等の第三者委員（相談窓口）としても協力し

ます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

主任児童委員数 61 人 維持 

 

4-3-2 母子保健推進員の活動  

行政と地域のパイプ役として、また身近な相談者としてボランティア活動をしてい

ます。妊産婦や乳児のいる家庭を訪問して地域の子育てサービス等の情報を提供し、必

要時、保健師と連携しながら相談に応じます。また、子育ての駅やコミュニティセンタ

ーで、ままのまカフェを開催し、保護者同士が交流できる場を提供します。［子ども・

子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

訪問活動件数 3,400 件 3,400 件 

子育て支援活動実施回数 230 回 230 回 

 

  

                             
※ 「子どもふれあいネットワーク会議」・・・いじめ、暴力行為、非行などの問題行動や不登校、児

童虐待など子どもをめぐる様々な問題に対して、学校、関係機関、地域が連携して児童生徒を総合

的に支援するための「子どもふれあいネットワーク事業」として、年１回関係者で各チームの活動

報告や事例検討を行うもの 
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4-3-3 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）  

育児の援助を受けたい市民（依頼会員）と育児の援助を行いたい市民（提供会員）

との相互援助活動に関する連絡、調整を行い、保護者の短期的就労時や保育施設の開

始前、終了後の預かり、児童クラブへの送迎など、子育て援助の多様なニーズに対応

します。［子ども・子育て課］ 

※H30 から障害のあるお子さんは中学生まで対象とする  

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

年間利用延日数 3,043 日 2,667 日 

 

4-3-4 親子サークル活動への支援  

子育て家庭が中心となり、自主的に親子が集い、遊びや情報交換等を行う親子サー

クルを運営しています。子育ての駅では「出前ふれあいタイム」として、依頼があっ

た親子サークルに保育士が出張し、手遊びなどを行います。また、図書館では、図書

館ボランティア等が子育てサークルの依頼を受け地域へ出向き、絵本の読み聞かせ、

紙芝居、手遊びなどを行います。［子ども・子育て課・中央図書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

出張回数 4 回 維持 

出張読み聞かせ回数 8 回 維持 

 

4-3-5 スポーツ・レクリエーション団体の育成 

ジュニアスポーツクラブやスポーツ少年団を育成するため、（公財）長岡市スポー

ツ協会を通じて長岡市スポーツ少年団本部への事業補助を行います。［スポーツ振興

課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

スポーツ少年団数 121 団体 121 団体 
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4-3-6 子育てに携わる人材の育成 

【公立私立保育園合同研修の実施】 

公立・私立合同で研修を実施し、長岡市全体の保育士の資質向上を図ります。［保

育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

参加者数 258 人 維持 

【子育てサポート講座の実施】 

ファミリー・サポート・センターの活動や子どもの保育に興味のある人を対象に、

子どもを預かるために必要な知識を習得する講座を開催し、地域の子育て支援活動に

携わる人材を育成します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施回数 3 回 3 回 

参加者数 35 人 35 人 

【読み聞かせボランティアの養成】 

ブックスタート会場での説明や、学校・保育園・図書館等で読み聞かせなどをする

ボランティアを養成する講座を開催します。［中央図書館］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施回数 3 回 維持 

参加者数 100 人 維持 
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4-3-7 児童館の運営（再掲） 

地域における児童の「健全育成活動の拠点施設」として、児童に健全な遊びを与え、

その健康を増進し、また、情操を豊かにするために内容の充実を図ります。 

「地域の中で地域の子どもたちを見守り育む」ということを理念に、地域コミュニ

ティが主体となって運営し、児童数の推移や地域の実情に応じ、必要箇所数を維持し

ていきます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

児童館数 39 か所 39 か所 

 

4-3-8 放課後児童クラブの実施（再掲） 

保護者の就労などで留守家庭の小学生を対象に、安全・安心な居場所としての生活

の場を提供し、育成支援を行います。 

「地域の中で地域の子どもたちを見守り育む」ということを理念に、地域コミュニ

ティが主体となって運営し、地域の実情に応じ、子どもたちの日常の活動場所として

一層の充実を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

登録者数 3,209 人 3,367 人 

実施か所数 52 か所 53 か所 

 

4-3-9 放課後子ども教室推進事業（再掲） 

地域コミュニティが主体となり、児童クラブ等と連携しながら、小学生の放課後の

居場所づくりとして、地域ボランティアを講師に、学習活動、スポーツ、文化活動を

実施します。また、多世代との交流を図ることを目的に、子どもたちが心豊かで健や

かに育まれる環境づくりを目指します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

開催教室数 19 教室 23 教室 
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4-3-10 やまっ子クラブ運営事業（再掲） 

児童数が減少し大小様々な集落が点在する山古志地域において、放課後に児童が集

う場がないことから、小学生が放課後や長期休業日に、スポーツや文化活動を通して、

交流できる場を提供します。 

地域住民中心の団体が主体となり、子どもたちの健全育成・放課後の居場所づくり

を行います。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施回数 235 回 維持 

参加者数 1,435 人 維持 

 

4-3-11 青少年育成団体等への支援（再掲） 

地域の子どもに多様な社会体験や交流体験の場を提供し、地域の青少年健全育成活

動を推進している取組や団体等を支援するとともに、広報誌「はぐくみ長岡」を、学

校を含む関係機関等へ配布し、地域の青少年育成活動の活性化を図ります。［子ども・

子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

支援団体数 2 団体 維持 

 

4-3-12 子ども食堂運営費補助金（再掲） 

市民団体等が運営する「子ども食堂」を応援するため、運営や立ち上げに要する経

費について、１団体あたり５万円を限度に補助金を交付します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

交付団体数 8 団体 20 団体 

子ども食堂運営団体数 10 団体 20 団体 

 

  



                  基本目標４ 地域の子育ての輪がつながる 

99 

４-４ 子育て支援ネットワークづくり 

《施策の方向》 

地域で子育て支援活動を行っている団体同士の交流機会の充実を図り、連携した取

組の促進や活動の幅を広げるためのネットワークづくりを支援します。 

《具体的な取組》 

4-4-1 子育ての駅サポーターの交流  

子育ての駅での行事や交流会を通して、地域の子育て支援団体やサポーター同士の

交流を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

子育ての駅サポーター交流会開催回数 2 回 2 回 

 

4-4-2 子ども会等のネットワークづくり 

子どもフェスティバルを開催し、小学生の交歓と子ども会などの少年団体等相互の

交流を深めます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施回数 1 回 維持 

 

4-4-3 子ども食堂運営団体への支援 

市民団体による子ども食堂の広がりを後押しするため、市民を対象とした情報交換

会の開催や、子ども食堂の開設相談対応、子ども食堂開設にかかる様々な情報提供な

ど、後方支援を実施します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

情報交換会開催回数 1 回 維持 
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基本目標５ 子育てと仕事の調和がとれた生活ができる 

５-１ 多様な働き方ができる就労環境 

《施策の方向》 

妊娠・子育て中の従業者のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、事業者及び

従業者に対し、仕事と子育ての両立を支援する各種制度の周知と利用促進を図るとと

もに、多様な働き方ができる就労環境づくりを促進します。  

《具体的な取組》 

5-1-1 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の啓発  

「ながおか働き方プラス応援プロジェクト」において、企業向けセミナーや働き方

改革相談員による企業訪問により普及啓発に取り組みます。［産業支援課］ 

市民（学生）を対象に情報提供や、意識啓発のためのセミナー等を実施します。［人

権・男女共同参画課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

企業向けセミナー開催回数 4 回 維持 

参加者数 64 人 維持 

延べ企業訪問数 300 件 維持 

学生向けセミナー開催回数 2 回 維持 

 

5-1-2 ハッピー・パートナー企業への応援 

建設工事入札参加資格の登録の資格審査において、建設業者が社会的な責任を果た

すために実施している取組に長岡市独自の評価項目を設定し、点数を加点しています。

ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）に加点をすることで、建

設業者が女性技術者・職員を育成、ワーク・ライフ・バランスを推進することを支援

します。［契約検査課・人権・男女共同参画課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

ハッピー・パートナー登録加算の実施 実施 維持 

ハッピー・パートナー企業数 108 社 拡大 
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５-２ 保育サービスの充実 

《施策の方向》 

保育ニーズに応じた提供体制の充実を図るとともに、柔軟な働き方に対応した多様

な保育サービスの充実を図ります。 

《具体的な取組》 

5-2-1 一時保育事業  

短期間勤務や病気、出産、介護、葬儀のほか、育児疲れの解消など、多様化する保

育ニーズを踏まえ、一時的に子どもの預かりを実施します。［保育課・子ども・子育

て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延べ利用人数 保育園一時保育 4,370 人 4,722 人 

子育ての駅の一時保育 2,683 人 2,236 人 

 

5-2-2 延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、認定を受けた保育時間を超えて延長保

育を行います。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実利用児童数 4,166 人 5,304 人 

 

5-2-3 幼稚園・認定こども園預かり保育（私立） 

正規の教育時間外に、在園児を保育する預かり保育を実施します。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延べ利用者数 106,630 人 121,402 人 
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5-2-4 未満児保育事業 

低年齢化する保育ニーズを踏まえて地域の実情を勘案しながら、認可保育園、認定

こども園等の施設整備や職員配置体制の整備を図ります。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施園数 54 園 維持 

 

5-2-5 病児・病後児保育事業 

市内の保育園・幼稚園に通園し、または市内の小学校に通学している０歳から小学

生までの児童が、病気等で集団保育ができないとき、保育を行います。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施か所数 7 か所 8 か所 

延べ利用人数 1,588 人 1,803 人 

 

5-2-6 休日保育事業 

保護者の就労形態の多様化に伴い、日曜日や祝日などに勤務している保護者のため、

休日の保育を実施します。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施園数 4 園 4 園 

 

5-2-7 地域型保育事業 

子ども・子育て支援新制度により創設された市町村の認可事業で、原則として３歳

未満児を対象とした少人数の保育を実施します。児童数や職員配置基準により、小規

模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業等があります。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施園数 12 園 維持 
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5-2-8 トワイライトステイ事業【新規】 

夜間においても母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を

整備するため、一定の事由により児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設、

保育所等で子どもの預かりを実施します。［保育課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

延べ利用人数 未実施 1,750 人 

 

5-2-9 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業・就学前児童対象）（再掲） 

育児の援助を受けたい市民（依頼会員）と育児の援助を行いたい市民（提供会員）

との相互援助活動に関する連絡、調整を行い、保護者の短期的就労時や保育施設の開

始前、終了後の預かりなど、子育て援助の多様なニーズに対応します。［子ども・子

育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

利用延日数（就学前児童対象） 1,289 日 1,049 日 
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５-３ 放課後の預かりサービスの充実 

《施策の方向》 

子どもたちが放課後等において、安全に安心して過ごせる場所の充実を図ります。 

《具体的な取組》 

5-3-1 放課後児童クラブの実施（再掲） 

保護者の就労などで留守家庭の小学生を対象に、安全・安心な居場所としての生活

の場を提供し、育成支援を行います。 

「地域の中で地域の子どもたちを見守り育む」ということを理念に、地域コミュニ

ティが主体となって運営し、地域の実情に応じ、子どもたちの日常の活動場所として

一層の充実を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

登録児童数 3,209 人  3,402 人 

実施か所数 52 か所 53 か所 

 

5-3-2 民間児童クラブの運営費補助 

多様化する利用者ニーズに対応するため、地域の実情に応じて行政と民間が連携し

ながらよりよい放課後の環境づくりを進めます。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

実施か所数 1 か所 維持 

 

5-3-3 放課後児童クラブの障害児受入体制の充実（再掲） 

放課後発達支援コーディネーターを配置し、配慮を必要とする児童への対応につい

て児童厚生員へ助言、指導、相談を行うとともに、学校・家庭・その他関係機関等と

の連携を図りながら、配慮を必要とする児童一人ひとりの特性に応じた適切な対応が

行われるよう受入れ体制の充実を図ります。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

放課後発達支援コーディネーター配置数 1 人 維持 
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5-3-4 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業・小中学生対象）（再掲） 

育児の援助を受けたい市民（依頼会員）と育児の援助を行いたい市民（提供会員）

との相互援助活動に関する連絡、調整を行い、保護者の短期的就労時や保育施設の開

始前、終了後の預かり、児童クラブへの送迎など、子育て援助の多様なニーズに対応

します。［子ども・子育て課］ 

※H30 から障害のあるお子さんは中学生まで対象とする  

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

利用延日数（小中学生対象） 1,754 日 1,627 日 

 

5-3-5 放課後等デイサービス事業（再掲） 

小学校・中学校・高等学校等に就学している障害のある子どもを対象に、放課後や

休業日・長期休暇中において、生活能力の向上や集団生活への適応のための訓練を行

うとともに、社会との交流を促進するための支援を行います。 

必要な量に応じたサービスを提供するため、社会福祉法人や NPO 法人等と連携し

ながら、新規事業者の参入を促します。［子ども・子育て課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

1 か月あたりの利用人数 325 人 充実 

 

5-3-6 総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート事業（再掲） 

総合支援学校及び高等総合支援学校に在籍する児童・生徒の健全育成とその保護者

の介護負担の軽減を図るため、授業日の放課後や長期休業期間の日中に同校の施設を

利用して、児童・生徒の一時預かりを行います。［福祉課］ 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

登録者数 70 人 70 人 

延べ利用者数 2,100 人 2,100 人 
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５-４ 男女共同参画の推進 

《施策の方向》 

性別にかかかわらずその能力を発揮し、職場や地域で活躍するとともに、男女が共

に協力し合いながら家事や育児に主体的に携わることができる社会の実現に向けた

取組を推進します。 

《具体的な取組》 

5-4-1 女性が活躍する社会の推進 

働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に

発揮できるよう、各種セミナー等を行います。【人権・男女共同参画課】 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

セミナー開催回数 4 回 維持 

 

5-4-2 男女平等推進センター「ウィルながおか」の運営 

男女平等推進センター「ウィルながおか」は、男女平等と共同参画を目指したまち

づくりを実現するための具体的・実践的な活動の拠点となる施設です。 

「ウィルながおか相談室」では、夫婦や家族のこと、自分の生き方などの悩み相談

を実施しています。のびやかに自分らしく生きられるよう、相談者に寄り添いながら

悩みの解決方法を一緒に考えます。【人権・男女共同参画課】 

■目標事業量等 

指標 
実績見込み 

（令和元年度） 
目標 

（令和 6 年度） 

男女平等推進センター「ウィルながおか」
の運営 

実施 維持 

 

 




