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は じ め に 

 

近年，急速に少子高齢化が進む状況の下，核家族化の進

展や共働き世帯の増加，地域のつながりの希薄化などによ

り，子育ての負担や不安，孤立感が高まり，教育・保育サ

ービスや地域における子育て支援などのニーズが多様化

しています。このため国において，平成27年度から子ど

も・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援

制度」がスタートし，令和元年10月から子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため，幼児教育・保育の無償

化が実施されました。 

本町におきましては，平成31年３月に各分野の行政計

画の最上位に位置づけた「第５次利根町総合振興計画」を策定し，その計画に整合さ

せながら令和２年３月に「第２期利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し

ました。この総合戦略は，本町の急激な少子高齢化の進展に的確に対応するとともに，

将来にわたって活力ある地域を維持していくための施策を全庁的に推進して行くも

ので，子育てを応援する施策では，子ども・子育て支援計画とはまた違った視点から

５年後の目標値を定め，事業を推進してまいります。 

「第１期利根町子ども・子育て支援事業計画」では，平成27年度から令和元年度ま

での５年を１期とし事業を推進することで，家庭や地域が共に支えあいながら，子ど

もを健やかに産み育てることのできる環境づくりに努め，心身両面で孤立しがちな子

育て家庭を支援してきました。さらに，令和２年度から令和６年度までを第２期とす

る本計画では，「第５次利根町総合振興計画」に設定されている「安心して子どもを産

み 健やかに子育てできる 環境づくり」を基本方針として掲げ，社会情勢や国の動

向に対応しながら，子育て世帯のニーズ調査結果を取り入れた本計画を策定しました。 

本町で育っていくすべての子どもたちと，その子育て環境を支援していくため，家

庭・地域社会・行政など町民全体の連携で支援体制をつくりあげていきたいと考えて

おりますので，町民の皆様，関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に，本計画の策定にあたり，「利根町子ども・子育て支援事業に関するニーズ

調査」にて貴重なご意見をいただきました町民の皆様をはじめ，利根町子ども・子育

て支援会議委員ならびに関係各位に対しまして，心からお礼を申し上げます。 

 

令和２年３月 

利根町長 佐々木 喜章 
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