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『子どもがのびのびと個性豊かに育ち、 

育てられるまち』の実現を目指して 

 

 

現在、我が国においては、人口減少、少子・高齢化による家族形態の変化、就労の

多様化、地域のつながりの希薄化など、子どもを取り巻く環境が大きく変化していま

す。   

このような状況の中、子育てに不安や孤立感を感じる親の増加とともに、市民ニー

ズの多様化も進んでおり、地域で支え合う新たな仕組みを構築し、社会全体で子育て

を支援するというあり方が必要となってきております。 

本市では、次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、平成１７年に次世代育成支

援対策推進法に基づく「桶川市次世代育成支援行動計画（前期計画）」を策定し、平成

２２年に見直しを行い後期計画を策定しました。また、「子どもがのびのびと個性豊か

に育ち、育てられるまち」を目指し、子どもの利益を確保することを基本としながら、

親の仕事と子育ての調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、さらに関係機関、

地域住民、家庭等の連携を主体としたまちづくりに努めているところです。 

更に、施設面での取り組みとしては、新たな保育所の整備や新制度に向けた認定こ

ども園の整備など待機児童の解消に向けた取り組みを行っております。 

この度、幼児期の教育や保育の量の拡充と質の向上、並びに子育て支援の充実を図

るため子ども・子育て支援法に基づき、５年間を計画期間とする「桶川市子ども・子

育て支援事業計画」を策定しました。 

今後は、子ども・子育てのニーズを反映したこの計画の目標数値の達成に向け、着

実に子育て支援施策の推進を図ってまいります。計画の策定にあたり、ご尽力いただ

きました、こども育成審議会の皆様をはじめ、子ども・子育て支援事業に関するニー

ズ調査など、ご協力いただきました市民の皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

平成２７年３月 

                      桶川市長  
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