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はじめに 

 少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などに起因した

子育てをめぐる問題は、日々、ニュースやＳＮＳで発信され、

今までにないほど素早く、そして細分化され顕在化する時代と

なっており、その解決のためには、行政だけでなく地域全体で

こうした問題に取り組むことが求められています。 

国においても、「子ども・子育て支援新制度」が平成 27

（２０１５）年 4 月から施行され、また、児童虐待の防止

等に関する法律や子どもの貧困対策の推進に関する法律を 

令和元（２０１９）年に改正するなど、未来を担う子どもたちの健やかで健全な育成

のための、様々な支援策を実施しています。 

本市では、これまで実施してきた施策を分析・評価した上で、新たな課題や市民ニ

ーズに的確に応えていくために、子ども・子育て支援事業や次世代育成支援施策など、

子どもに関する計画を包括した「那須塩原市子ども子育て未来プラン（計画期間：平

成 2７（２０１５）年度～平成３１（２０１９）年度）」を策定し、子どもたちが健

やかに生まれ育つ環境の整備に取り組んでまいりました。そしてこの度、これまでの

５年間で浮かび上がった新たな課題や市民ニーズに更に応えていくために、子どもの

権利条例に定められる行動計画も包括し、令和２（２０２０）年度から令和６（２０

２４）年度までの 5 年間を計画期間とする「第２期那須塩原市子ども・子育て未来プ

ラン」を策定しました。 

本計画では、８つの基本方針を掲げ、子ども・子育て支援に関する施策の総合的な

推進を図り、人口減少や少子高齢化が進む中、この市で「うまれ」、「まなび」、「そ

だち」、地域を「になう」ことができるまちづくりを目指します。 

今後も、市民・地域・企業や関係機関・団体などと協働し、計画の推進に努めてま

いりますので、皆様方の一層の御理解・御協力をお願い申し上げます。 

結びに、計画策定に当たり、ニーズ調査や子育て世帯生活実態調査で貴重な御意見・

御提言をいただいた市民の皆様、市子ども・子育て会議の委員の皆様など、御協力いた

だきました全ての皆様に厚く御礼を申し上げ、挨拶といたします。  

 

 

令和２（２０２０）年 3 月 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎
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