こども･
子育て

こどもの明るい声が響くまち

目標

基本目標１

地域の中で子育てができ、
こどもが育つ仕組みをつくろう

取組

いつでも気兼ねなく相談しあえ、
支え合える関係づくりをすすめる。

基本目標２

誰でも集える、世代間交流・
ふるさとづくりの場をつくろう
地域に対する愛着を深め、
ふるさとづくりを促進する。

取組

子育て支援団体・協力者の
ネットワークをつくろう

基本目標３

子育て支援団体・協力者のネットワークを
つくり、協力体制を強化する。

取組

こどもの人権を尊重する
地域づくりをしよう

基本目標４
取組

こども虐待とドメスティックバイオレンス
（ＤＶ）を防止する普及・啓発活動に取り組む。

～このような現状と課題を踏まえています～

～

充実してきたこと

～

～

課題と感じていること

～

○ 子育て中に孤立しやすい親子がいる
のではないかと心配している。
○ イベントなどの開催状況を知らない
人が多い。
○ 参加者が固定化していて、初めての
人にとっては参加しにくいことが
ある。
○ 地域活動のスタッフ確保に苦労して
いる。
○ こどもや子育てについて気軽に相談
できる場所が必要だ。
○ 母親同士や子育て経験者や子育てに
詳しい人達等との関係が薄くなった。

○ 就学前のこどもと親を対象にした
サロンやサークルが大幅に増えた。
○ サークル同士の連絡会が行われる
ようになり、情報交換や活動の共同
実施につながっている。
○ 地域子育て支援拠点「すきっぷ」が
開所して、子育て関係の情報を受け
取りやすくなった。
○ 保育所が増えた。
○ 泉区社会福祉協議会で、活動団体に
助成等を行っている。

具体的な取組内容はこちら
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基本目標

１
地域の中で子育てができ、こどもが育つ仕組みをつくろう

（具体的な取組）
○いつでも気兼ねなく相談しあえ、支え合える関係づくりをすすめる。
誰が

期待される取組（例）
・ご近所同士で気軽に相談しあえる関係をつくる。

地域住民
活動団体

・こどもと一緒に、近所の人同士のあいさつ運動を行う。
・子育て中の家庭が地域の活動に参加できる機会を増やす。
・幼稚園、保育園、学校等の児童・生徒を対象にした学校支援・
見守り等のボランティアを充実する。
・子育て中の家庭の相談に応じる。

関係機関

・近所の人同士のあいさつ運動に協力する。

（学校・幼稚園・ ・子育て中の家庭が地域の活動に参加できる機会を増やす。
保育園・
・地域の中で生活する一員として、地域活動等の運営などに参加
「すきっぷ」など）

する。

・学校支援・見守り等のボランティアを積極的に受け入れる。
誰が

区役所

計画期間中に取り組むこと

推進のスケジュール（年度）
22 23 24 25 26 27

・子育て中の家庭の相談に応じる。

◎
実施

・地域で行うあいさつ運動を
支援する。【目標：全地区】

◎
実施

・子育て中の家庭が地域の
△ ◎
活動に参加できる機会を増やす。 検討 実施

区社協

・小・中・高校等でこどもとふれ
あう学習プログラムを提案・
実施する。【目標：全地区】

◎
実施

ケアプラザ

・子育てに関わる情報提供、関係
機関の紹介を行う。

◎
実施
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基本目標

２
誰でも集える世代間交流・ふるさとづくりの場をつくろう

（具体的な取組）
○地域に対する愛着を深め、ふるさとづくりを促進する。
誰が

地域住民
活動団体

期待される取組（例）
・世代間交流の場をとおして、子育てノウハウや地域文化の伝達
を図る。
・世代間交流や、泉区の特色を活かした文化交流が生まれる機会
をつくる。
・子育てに関する自主グループを地域で支える。

関係機関

・学校の余裕教室等を利用して世代間交流の場を提供する。
（学校・
「すきっぷ」など）
誰が

区役所

区社協
ケアプラザ

計画期間中に取り組むこと

推進のスケジュール（年度）
22 23 24 25 26 27

・子育てに関する自主グループを
支援する。

◎
実施

・学校の余裕教室等を利用した
世代間交流の場作りを支援
する。

△ ◎
検討 実施

・世代間交流や、泉区の特色を
活かした交流事業を支援する。

◎
実施

・地域子育て支援拠点等と協力し
◎
て、ボランティア育成に取組む。 実施
・子育て世代を対象にした交流
事業を実施する。

52

◎
実施

基本目標

３
子育て支援団体・協力者のネットワークをつくろう

（具体的な取組）
○子育て支援団体・協力者のネットワークをつくり、協力体制を強化する。
誰が

地域住民
活動団体

期待される取組（例）
・ネットワークづくりの会議に参加し、情報を発信する。

・ネットワークづくりの会議を活用して、情報共有をすすめる。
・ネットワークづくりの会議に参加し、ボランティアやグループ
関係機関
を支援する。
（幼稚園・保育園・
学校・「すきっぷ」
・ネットワークづくりの会議を活用して、情報提供をする。
など）
誰が

区役所

区社協

計画期間中に取り組むこと

推進のスケジュール（年度）
22 23 24 25 26 27

・既存の会議を統合して、ネットワ
ークづくりの会議を立ち上げる。 ◎
実施
【目標：年２回開催】
・住民や活動団体と協力して子育て
に関するネットワークをつくる。 ◎
実施
【目標：全地区】
・既存の会議を統合して、ネットワ
ークづくりの会議を立ち上げる。 ◎
実施
【目標：年２回開催】
・地域での子育てのネットワークが
◎
できるよう支援する。
実施
【目標：全地区】
・ネットワークづくりの会議に参加 ◎
実施
する。

ケアプラザ

・地域ごとの子育てに関するネット ◎
実施
ワークに参加する。
・地域ごとの子育て支援マップ等を ◎
実施
作成し、配布する。
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基本目標

４
こどもの人権を尊重する地域づくりをしよう

（具体的な取組）
○こども虐待とドメスティックバイオレンス（DV）の防止する普及・啓発
活動に取り組む。
誰が

地域住民
活動団体

関係機関
（幼稚園・保育園・
「すきっぷ」・
児童相談所など）

期待される取組（例）
・子育てサロンや親子の居場所などで子育てなどに関する相談に
応じたり、必要に応じて専門機関を紹介する。
・こども虐待とDVの正しい知識と連絡先を普及・啓発する。
・子育てなどに関する相談に応じ、必要に応じて適切な関係機関
につなぐ。
・関係機関同士の連携を深める。
・こども虐待とDVの正しい知識と連絡先を普及・啓発する。
・こども虐待防止月間（11月）のキャンペーン活動に協力する。

誰が

区役所
区役所
区社協
ケアプラザ

計画期間中に取り組むこと
・こども虐待やDV等が発生した
ときは、関係機関や専門家と
連携して、迅速に対応する。

推進のスケジュール（年度）
22 23 24 25 26 27
◎
実施

・こども虐待とDVの正しい知識と ◎
相談先の普及・啓発活動を行う。 実施
・こども虐待防止月間（11月）
キャンペーン活動を行う。

◎
実施

＊ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）とは…
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第１条において、「『配偶者からの
暴力』とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下同じ。）からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。」
とされています。
広義には元夫婦や恋人間の暴力、同居している家族からの暴力等も含み、一部実態調査も行われ
ています（詳しくは内閣府ホームページを御覧ください）。
この計画では、こども・子育て分野で取り上げましたが、ＤＶはこどものいる家庭に限って起こ
るものではありません。
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