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概要版

第2期
子ども・子育て支援
事業計画

子ども・子育て支援事業計画とは？

子ども・子育て支援事業の推進

計画の推進に向けて

計画の期間

　すべての子ども自身の「育ち」と子育て中の保護者の支援をするとともに、住民が子育てについ
て理解と認識を深め、家庭、保育や幼児教育の場、学校、事業者、行政機関などが相互に協力し、
地域社会が一体となって子ども・子育てを推進することを目的に、保健・医療、福祉、教育、住宅、
労働、まちづくり等のさまざまな分野にわたり、総合的な展開を図るものです。
　子育て家庭の子ども・子育て支援に関するニーズなどを踏まえ、基本指針の改正方針及び「子ど
も・子育て支援法の一部を改正する法律」（2019年（令和元年）10月1日施行）の事項を盛り込ん
だ「第2期千早赤阪村子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

計画の基本理念

　子育ての主体は家庭であることを前提としながら、家庭その他の場において、子育ての意義につ
いて理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるとともに、次代を担う子どもたちの最
善の利益を保障し、子どもや子育て家庭が、 地域みんなにあたたかく見守り支えられ、心身ともに
健やかに成長できるよう、各種施策に取り組みます。
　「みんなで支えあい、子どもの夢と未来を応援するまち・ちはやあかさか」の実現に向けて、4つ
の基本目標と9つの施策の方向を設定し、安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに育つまち
づくりを目指します。

　2020年度（令和2年度）を初年度として、2024年度（令和6年度）までの5年間を計画期間とし
ます。

みんなで支えあい、子どもの夢と未来を応援するまち・ちはやあかさか　毎年度、関係機関・団体と連携を図りながら、計画の基本目標の達成に向けて進行状況の把握、
点検を行い、子ども・子育て会議において評価を実施し、審議により、必要に応じて本計画の施策
の見直し・改善を図ります。
　また、認定こども園、学校、PTA、社会福祉協議会、医師会、歯科医師会、ボランティア団体、
民生委員・児童委員等の関係団体・機関、また自治会などの地域組織と、適切な役割分担のもと
連携を強化し、地域ぐるみで子育ち・子育て支援の推進を図ります。

保育の必要性がなく、教育ニー
ズがある認定区分
（認定こども園、幼稚園）

保育の必要性がある認定区分
（認定こども園、保育所）

保育の必要性があり、保育ニー
ズがある認定区分
（認定こども園、保育所）

育児不安や子育ての様々な相
談を受けながら、子育て支援を
行う事業
相談や情報提供等の必要な支
援、関係機関との連携・協働
の体制づくり等を行う事業
妊婦・産婦健康診査の受診券
を発行し、妊娠中・産後の健康
の保持・増進を図る事業

産婦及び乳児を対象に、保健
師が家庭を全戸訪問する事業

養育支援が必要な家庭に保健
師等が訪問し、適切な養育の実
施を確保するための事業

保育所等の通常の保育時間を
超えて延長して保育を行う事業

放課後や学校休業中に適切な遊
びや安心して生活する場所を提供
し、心身の健全な育成を図る事業
保護者が児童の養育が困難な
場合等に、児童養護施設などで
養育・保護を行う事業

※「病児・病後児保育事業」及び「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」は、今後も引き続きニーズ
の把握に努め、事業実施について検討していきます。
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1号認定
（3～5歳）

2号認定
（3～5歳）

3号認定
（0～2歳）

時間外保育事業
（延長保育事業）

放課後子ども
総合プラン事業

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

地域子育て支援
拠点事業

（地域子育て支援センター）

利用者支援事業
（子育て世代
包括支援センター）

乳児全戸訪問事業

養育支援訪問事業

妊産婦健康診査
事業

区 分
■ 教育・保育

■ 地域子ども・子育て支援事業

内 容 千早
赤阪村



【施策の方向❶】 地域における子育て支援の充実
基本施策  ①地域における子育て支援の充実　②地域における子育て支援ネットワークづくり
　　　　  ③相談体制の充実　④情報提供の充実

【施策の方向❷】 ワーク・ライフ・バランスの実現
基本施策  ①仕事と子育ての両立の支援　②家庭における子育て意識の醸成

【施策の方向❸】 支援を必要とする子どもへの取り組みの推進
基本施策  ①児童虐待防止対策の充実 
　　　　  ②障がいのある児童に対する施策の充実
　　　　  ③ひとり親家庭への支援の推進

【施策の方向❶】 子どもと親の健康保持及び増進
基本施策  ①子どもと親の健康の保持　②「食育」の推進 
　　　　  ③思春期保健対策の充実　④小児医療体制の充実

【施策の方向❷】 子育て家庭への経済的支援の充実
基本施策  ①子育てに関する経済的支援制度の充実

基本目標 ❶ ： すべての子育て家庭を応援する環境づくり

○社会や地域とのつながりの中で、親としての自信と責任を持ち、子どもを
　生み育てることに喜びや楽しさを実感できるような「親育ち」への支援
○「子育ち」「親育ち」「子育て」を地域が支えるという視点のもと、地域での主体的な助け合い・支
え合いが生まれるような、子どもを生み育てやすいまちづくりの推進
○家庭と仕事の両立が可能となるよう、保護者のニーズに応じた子育て支援サービスの充実
○関係機関との連携強化、相談支援体制の充実など、児童を虐待から守るまちづくり

【施策の方向❶】 子育てにやさしい生活環境の整備
基本施策  ①身近な遊び場の整備 
　　　　  ②子どもが安心して過ごせる生活環境の整備
　　　　  ③子育て世帯の移住定住の促進

【施策の方向❷】 地域で取り組む子どもの安全の確保
基本施策  ①子どもの安全を確保するための活動の推進
　　　　  ②子どもを犯罪などから守るための活動の推進

基本目標 ❹ ： すべての子どもが安心して生活できる環境づくり

○住民どうしの協力・連携関係の強化、交通安全対策や防犯対策への取組
みなど、地域社会の中で子どもが安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

基本目標 ❷ ： 親と子の健やかな成長を応援する環境づくり

○妊娠前から妊娠、出産、産後にわたる切れ目のない支援の一層の充実、安心して子どもを生み
育てられるまちづくり

【施策の方向❶】 子どもの成長を支える教育の充実
基本施策  ①幼児教育及び学校教育の充実　②次代の親の育成

【施策の方向❷】 家庭の教育力の向上
基本施策  ①家庭教育の充実 
　　　　  ②子育て家庭の交流を促進する事業の充実

基本目標 3 ： 親と子の学びと育ちを応援する環境づくり

○健やかな「子育ち」が促されるよう、質の高い幼児教育・保育を提供できる体制の充実
○「生きる力」が子どもに育まれるよう、創意工夫のある教育をはじめとした、家庭・地域・学校が
連携・協力した家庭や地域の教育力の向上

第2期千早赤阪村子ども・子育て支援事業計画の主要施策

　安心して子どもを産み育てられる環境づくりをさらに推進するため、
以下の主要施策を実施します。

妊産婦や乳幼児及びその保護者への保健指導や支援プラン
の作成、保健・医療・福祉の関係機関との連絡調整を実施
します。

すべての子どもとその家庭及び妊産婦への必要な支援を行
い、特に要支援児童・要保護児童等への支援強化を図りま
す。

子育て親子の交流の場の提供、相談、講習等を実施します。地域子育て支援拠点

子育て世代包括支援センター

子ども家庭総合支援拠点

〔1〕 げんきこども園の開園（2020年（令和2年）4月～）
　これまでの、公立幼稚園1園と私立保育園1園を廃園とし、
2020年（令和2年）4月に、新たに公私連携による幼保連携
型認定こども園を開設しました。

〔2〕 千早赤阪村子育て拠点の開設（2020年（令和2年）4月～）
　3つの拠点整備を行い、機能を集中することで更なる切れ目のない子育て支援を図ります。

〔3〕 保育料の独自無償化（2019年（令和元年）10月～）
　3号認定こどもの認可保育園、認定こども園等の保育料を、保護者の所得に
関係なく無償とします。また、幼稚園、認可保育園、認定こども園を利用する
子どもについて、世帯の子どもの人数や保護者の所得に関係なく、副食費につ
いて月額4,500円を上限に補助します。
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　また、認定こども園、学校、PTA、社会福祉協議会、医師会、歯科医師会、ボランティア団体、
民生委員・児童委員等の関係団体・機関、また自治会などの地域組織と、適切な役割分担のもと
連携を強化し、地域ぐるみで子育ち・子育て支援の推進を図ります。

保育の必要性がなく、教育ニー
ズがある認定区分
（認定こども園、幼稚園）

保育の必要性がある認定区分
（認定こども園、保育所）

保育の必要性があり、保育ニー
ズがある認定区分
（認定こども園、保育所）

育児不安や子育ての様々な相
談を受けながら、子育て支援を
行う事業
相談や情報提供等の必要な支
援、関係機関との連携・協働
の体制づくり等を行う事業
妊婦・産婦健康診査の受診券
を発行し、妊娠中・産後の健康
の保持・増進を図る事業

産婦及び乳児を対象に、保健
師が家庭を全戸訪問する事業

養育支援が必要な家庭に保健
師等が訪問し、適切な養育の実
施を確保するための事業

保育所等の通常の保育時間を
超えて延長して保育を行う事業

放課後や学校休業中に適切な遊
びや安心して生活する場所を提供
し、心身の健全な育成を図る事業
保護者が児童の養育が困難な
場合等に、児童養護施設などで
養育・保護を行う事業

※「病児・病後児保育事業」及び「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」は、今後も引き続きニーズ
の把握に努め、事業実施について検討していきます。
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2020年度 2024年度2021年度 2022年度 2023年度

1号認定
（3～5歳）

2号認定
（3～5歳）

3号認定
（0～2歳）

時間外保育事業
（延長保育事業）

放課後子ども
総合プラン事業

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

地域子育て支援
拠点事業

（地域子育て支援センター）

利用者支援事業
（子育て世代
包括支援センター）

乳児全戸訪問事業

養育支援訪問事業

妊産婦健康診査
事業

区 分
■ 教育・保育

■ 地域子ども・子育て支援事業

内 容 千早
赤阪村


