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1. 計画策定の概要 2. 計画の基本理念など

　この計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、
本町における待機児童の解消や地域の子ども・子育て支援の充実をめざし、その方向性を定めるものです。
　また、これまでの次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画『城里町次世代育成支援行動計画』
を継承し、母子保健・医療、福祉、教育などのさまざまな分野にわたり、総合的な子育て支援の展開を
定めるものです。

●計画の位置づけ ●施策体系

　本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間とします。

●計画の期間

　この計画は、子どもたちの幸せを第一に考え、父母その他の保護者が子育ての第一義的責任を果たす
ことを前提に、地域社会全体で包括的にすべての子どもと子育て家庭の育ちを支援していくことが重要
であるとの考えに基づき、基本理念を「子どもが健やかに育ち　子どもとともに親や地域が成長する　
子育て支援のまちづくり」と定めます。

子ども・子育て
支 援 事 業 計 画

子 ど も・子 育 て
支 援 事 業 計 画

次 世 代 育 成 支 援
行 動 計 画

新規策定新規策定

成果を踏まえ、
事業を継承

平成22年度～平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

見　直　し

城里町子ども・子育て支援事業計画城里町次世代育成支援
行動計画

（後期計画）

基本理念を踏襲しつつ、
子ども・子育て支援法に基づく
事業計画として位置付ける

1 ２

子育て支援
サービスの充実❶

子どもの生きる力を
育む環境づくり❷

子どもの心身の
健やかな成長のサポート❸

家庭や地域の
子育て力の向上支援❹

子どもの安全の確保❺
子育てを支援する
生活環境の整備❻
要保護児童への
対応などきめ細かな
取り組みの推進

❼

①保育サービスの充実
②地域での子育て支援体制の充実
③子育てに対する経済的支援

①結婚・妊娠・出産・育児に対する
　相談・指導の充実
②母子の健康管理と疾病予防
③思春期保健対策の充実
④医療体制の充実

①「生きる力」を育む教育の推進
②開かれた学校づくりの推進
③有害環境対策の推進

①ワークライフバランスの実現
②家庭の子育て力の向上
③地域の子育て力の向上

①子どもの交通安全の確保
②犯罪などの被害を防止する活動の推進

①親子が外出しやすい環境の整備
②安心・安全なまちづくりの推進

①児童虐待防止対策の充実
②ひとり親家庭などの自立支援の推進
③障がい児施策の充実

基 本 目 標 施 策 の 方 向 性

必要に応じ見直し
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3. 今後の子どもの人口 4. 子ども・子育て支援施策の展開

平成27年
0～2歳 3～5歳 6～8歳 9～11歳 12～14歳 15～17歳

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

3 4

●施策と展開

基本目標❶　子育て支援サービスの充実

■　施策の方向性
　　①結婚・妊娠・出産・育児に対する相談・指導の充実

出会いの場の創出、妊娠・出産に関する情報提供な
どの、切れ目ない支援

　　②母子の健康管理と疾病予防
乳児健康診査、乳幼児歯科検診、予防接種などの、
母子の健康確保

　　③思春期保健対策の充実
思春期保健教育、赤ちゃんとのふれあい体験などの、
健全な成長・成育の促進

　　④医療体制の充実
救急・医療に関する情報提供などの、安心して医療
にかかることのできる環境整備

基本目標❷　子どもの生きる力を育む環境づくり

■　施策の方向性
　　①「生きる力」を育む教育の推進
　　　町民交流・職員教育の実施などを通じて、自ら考える力や町への愛着を醸成
　　②開かれた学校づくりの推進
　　　学校評議会制度、学校施設の開放と活用などの、地域と連携する学校を整備推進
　　③有害環境対策の推進
　　　街頭指導活動の推進などの、子どもが健全に成長できる環境整備

基本目標❸　子どもの心身の健やかな成長のサポート

■　施策の方向性
　　①保育サービスの充実
　　　幼稚園、保育園、認定こども園などの、就学前児童の教育・保育の充実
　　②地域での子育て支援体制の充実
　　　子育て支援センター、放課後児童クラブなどの、子育て支援体制の充実
　　③子育てに対する経済的支援
　　　次世代育成支援金、多子世帯の保育料減免などの、各種手当の支給

平成27～31年にかけて、就学前児童と就学児童の合計は減少傾向と見込まれます。
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5 6

■　施策の方向性
　　①親子が外出しやすい環境の整備

公園・緑地の整備、親子づれへの理解促進などの、
子どもの外出環境の整備

　　②安心・安全なまちづくりの推進
防犯・交通安全設備の整備、防災対策の推進などの、
安全・安全な生活環境の整備

基本目標❻　子育てを支援する生活環境の整備

■　施策の方向性
　　①児童虐待防止対策の充実

要保護児童対策地域協議会などの、児童虐待の未然
防止と早期発見・対応の促進

　　②ひとり親家庭などの自立支援の推進
親子すこやか交流事業などの、自立した生活の支援

　　③障がい児施策の充実
障がい児保育事業、特別支援教育の充実などの、障
がい児が地域で暮らすための支援

基本目標❼　要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進

5. 法定事業と今後の対応

 「子ども・子育て支援法」に定められる事業とは以下のとおりです。
本町ではいずれの事業においても、全町1区を単位とした提供体制を整備していきます。

●事業内容

事　業　名 今後の展開事　業　内　容

教育・保育事業 小学校就学前の児童に、教育・保育を提供する事業
幼稚園、保育所（園）、認定こども園など 体制維持

利用者支援事業
教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの利用につ
いて、専門の相談員を配置し、情報集約と提供、必要な
相談・助言等を行う事業

新規実施

地域子育て支援
拠点事業

地域の身近な場所において、乳幼児親子が気軽に集える
場を提供し、親子の交流や学びの講座、育児相談などを
行う事業。子どもセンターなど

体制維持

妊婦健康診査 妊婦を対象に個別健診を実施し、その診査費の一部を公
費負担することにより、安全・安心な出産を支援する事業 体制維持

乳児家庭全戸訪問事業 概ね生後4か月までの乳児のいる家庭を保健師・助産師
が訪問し、相談や指導を行う事業 体制維持

養育支援訪問事業 子育てに対する不安や孤立感などにより、養育支援が必
要となる家庭に、専門的な訪問指導を行う事業 体制維持

子育て短期支援事業
（ショートステイなど）

保護者の疾病等により、児童の養育が困難となった場合
に、児童養護施設等で養育・保護を行う事業

実施しない
他事業で対応

ファミリー･サポート･
センター事業

一時預かりなどの援助を「行いたい人（提供会員）」と「受
けたい人（依頼会員）」からなる相互援助活動の調整を
行い、子育て支援を行う事業

実施しない
他事業で対応

一時預かり事業
・幼稚園での一時預かり事業
　　幼稚園在園児を対象に保育を行う事業
・幼稚園以外での一時預かり事業
　　一時的に乳幼児の保育を行う事業

体制維持

延長保育事業 保育所や認定こども園の通常保育時間を超えて保育を
必要とする児童に、保育を行う事業 体制維持

病児・病後児保育事業 病気のために集団で保育を受けることが困難な児童を、
一時的に預かる事業

体調不良型のみ
体制維持

放課後児童クラブ
保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童に対し、
放課後に、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成
を図る事業

高学年利用を検討

実費徴収に係る
補足給付事業

保育料以外に、教材費、園外活動等の行事費、給食費な
ど低所得者の負担軽減を図るため、公費による補助を行
う事業

状況に応じ新規実施

多様な主体が本制度に
参入することを促進す
るための事業

新規施設事業者が安定的かつ継続的に事業を運営できる
よう、実地支援、相談・助言、連携施設のあっせんなど
を行う事業

新規実施

■　施策の方向性
　　①ワークライフバランスの実現
　　　就業環境の改善に向けた意識啓発などの、仕事と生活の両立支援
　　②家庭の子育て力の向上
　　　家庭教育に関する学習機会の充実などの、子育てに対する知識などの普及
　　③地域の子育て力の向上
　　　多様な交流・体験機会の充実などの、地域全体で子どもを育む環境整備

基本目標❹　家庭や地域の子育て力の向上支援

■　施策の方向性
　　①子どもの交通安全の確保

交通安全に対する意識啓発などの、子どもの
交通事故防止の推進

　　②犯罪などの被害を防止する活動の推進
防犯対策の意識と普及啓発などの、子どもを
犯罪被害から守る体制整備

基本目標❺　子どもの安全の確保
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防止と早期発見・対応の促進

　　②ひとり親家庭などの自立支援の推進
親子すこやか交流事業などの、自立した生活の支援

　　③障がい児施策の充実
障がい児保育事業、特別支援教育の充実などの、障
がい児が地域で暮らすための支援

基本目標❼　要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進

5. 法定事業と今後の対応

 「子ども・子育て支援法」に定められる事業とは以下のとおりです。
本町ではいずれの事業においても、全町1区を単位とした提供体制を整備していきます。

●事業内容

事　業　名 今後の展開事　業　内　容

教育・保育事業 小学校就学前の児童に、教育・保育を提供する事業
幼稚園、保育所（園）、認定こども園など 体制維持

利用者支援事業
教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの利用につ
いて、専門の相談員を配置し、情報集約と提供、必要な
相談・助言等を行う事業

新規実施

地域子育て支援
拠点事業

地域の身近な場所において、乳幼児親子が気軽に集える
場を提供し、親子の交流や学びの講座、育児相談などを
行う事業。子どもセンターなど

体制維持

妊婦健康診査 妊婦を対象に個別健診を実施し、その診査費の一部を公
費負担することにより、安全・安心な出産を支援する事業 体制維持

乳児家庭全戸訪問事業 概ね生後4か月までの乳児のいる家庭を保健師・助産師
が訪問し、相談や指導を行う事業 体制維持

養育支援訪問事業 子育てに対する不安や孤立感などにより、養育支援が必
要となる家庭に、専門的な訪問指導を行う事業 体制維持

子育て短期支援事業
（ショートステイなど）

保護者の疾病等により、児童の養育が困難となった場合
に、児童養護施設等で養育・保護を行う事業

実施しない
他事業で対応

ファミリー･サポート･
センター事業

一時預かりなどの援助を「行いたい人（提供会員）」と「受
けたい人（依頼会員）」からなる相互援助活動の調整を
行い、子育て支援を行う事業

実施しない
他事業で対応

一時預かり事業
・幼稚園での一時預かり事業
　　幼稚園在園児を対象に保育を行う事業
・幼稚園以外での一時預かり事業
　　一時的に乳幼児の保育を行う事業

体制維持

延長保育事業 保育所や認定こども園の通常保育時間を超えて保育を
必要とする児童に、保育を行う事業 体制維持

病児・病後児保育事業 病気のために集団で保育を受けることが困難な児童を、
一時的に預かる事業

体調不良型のみ
体制維持

放課後児童クラブ
保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童に対し、
放課後に、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成
を図る事業

高学年利用を検討

実費徴収に係る
補足給付事業

保育料以外に、教材費、園外活動等の行事費、給食費な
ど低所得者の負担軽減を図るため、公費による補助を行
う事業

状況に応じ新規実施

多様な主体が本制度に
参入することを促進す
るための事業

新規施設事業者が安定的かつ継続的に事業を運営できる
よう、実地支援、相談・助言、連携施設のあっせんなど
を行う事業

新規実施

■　施策の方向性
　　①ワークライフバランスの実現
　　　就業環境の改善に向けた意識啓発などの、仕事と生活の両立支援
　　②家庭の子育て力の向上
　　　家庭教育に関する学習機会の充実などの、子育てに対する知識などの普及
　　③地域の子育て力の向上
　　　多様な交流・体験機会の充実などの、地域全体で子どもを育む環境整備

基本目標❹　家庭や地域の子育て力の向上支援

■　施策の方向性
　　①子どもの交通安全の確保

交通安全に対する意識啓発などの、子どもの
交通事故防止の推進

　　②犯罪などの被害を防止する活動の推進
防犯対策の意識と普及啓発などの、子どもを
犯罪被害から守る体制整備

基本目標❺　子どもの安全の確保
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