
 

 

 

 

 

 

 

草加市子どもプラン 
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１ 計画の策定に当たって 

（１）計画策定の背景と趣旨 

我が国の急速な少子高齢化の進展は、人口構造にひずみを生じさせ、労働力人口の減少や社

会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、社会経済への深刻な影響を与えるものとして懸

念されています。 

このような社会情勢の変化の中、これまで国では、平成 24 年（2012年）８月に子ども・

子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連３法を成立させ、平成 27 年（2015 年）４

月から幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める子ども・子

育て支援新制度をスタートさせました。 

しかしながら、25 歳から 44 歳までの女性就業率の上昇や、それに伴う保育所の申込者数

の増加などにより、平成 31 年（2019 年）４月時点の全国の待機児童数は１万 6,772 人と

なっており、保育を必要とするすべての子ども・家庭が利用できていない状況となっています。 

草加市においては、第四次草加市総合振興計画における草加の目指す都市像「快適都市～地

域の豊かさの創出～」の実現に向けて、第二次草加市次世代育成支援行動計画（前期計画）及

び草加市子ども・子育て支援事業計画を策定し、子育て支援を総合的に進めてきました。 

引き続き計画的に子ども・子育て支援施策を推進するため、両計画を一体的に取りまとめた

草加市子どもプランを策定し、社会状況の変化に対応しつつ、各計画と連携しながら、子ども・

子育て支援施策を総合的に推進していき、切れ目のない支援を目指していきます。 

 

（２）計画の定義・位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援対

策推進法による市町村行動計画を一体的に策定するものです。 

また、市総合振興計画の子ども・子育てに関連する分野の部門別計画として位置付けます。 

 

（３）計画の対象 

本計画の対象は、市内のすべての子ども・青少年とその家族、妊娠中の方、地域住民及び事

業主とします。「子ども」とは、児童福祉法第４条に基づき、概ね 18歳未満、「青少年」とは、

子ども・若者育成支援推進法の趣旨を踏まえ、中心となる年齢を概ね 10 歳から 24 歳までと

します。 

 

（４）計画の期間 

本計画は、５年ごとに策定するものとされていることから、令和２年度（2020 年度）から

令和６年度（2024 年度）までを計画期間とします。 
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（５）計画の策定体制 

本計画は、以下のとおり策定しました。 

①子育て支援に関するアンケート調査の実施 

②草加市子ども・子育て会議による審議 

③パブリックコメントの実施（予定） 
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２ 草加市の子どもを取り巻く状況 

・アンケート調査結果では、就労している保護者が増加しており、保護者の就労状況の変化等

により、保育の必要性がある家庭が増加することが考えられ、幼児教育・保育無償化による

ニーズの増加を適切に見込み、幼稚園、保育園の受け皿の確保とともに、教育・保育の質を

高めていく必要があります。 

・また、放課後児童クラブの利用を希望する割合が増加しており、放課後の居場所に対するニ

ーズがさらに高まることが予測される中、地域の人材や地域資源を活用した段階的な子ども

の居場所づくりが求められます。 

・妊娠、出産、産後、子育ての不安が解消され、安心して子どもを生み育てることができるよ

う、子育てに関する不安の軽減や知識の向上、支援が必要な家庭に対しては、医療・保健・

福祉・教育が連携し、切れ目のない支援を実施することが必要です。 

・さらに、子育ての相談窓口をはじめ、子育てに関する情報提供の充実を図る必要があります。 

・発達障がいをはじめ、発達に課題のある子どもと家族への継続した相談支援・発達支援・啓

発活動と研修等を、関係機関と連携し行っていくことが必要です。 

・障がいのある子どもや発達に課題のある子どもが、保育、教育、就労へと移行する際に、医

療機関や学校、児童発達支援センター等関係機関と情報を共有しながら連携することが必要

です。 

・子育ての不安に寄り添えるように、日頃から相談しやすい体制づくりと関係の構築を図るこ

とが必要です。 

・児童虐待防止の広報・啓発の充実に努めるとともに、要保護児童対策地域協議会の機能強化

を図り、子どもの虐待（疑いを含みます。）を発見した際に、速やかに通告し連携、支援でき

る体制を強化することが求められます。 

・生活に困難を抱える家庭への支援を行うことが必要です。特に、ひとり親家庭の生活の安定

と自立を支援するため、日常生活を支援し、相談体制を充実することが求められます。 
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３ 計画の理念・目標 

（１）理念、視点 

第二次草加市次世代育成支援行動計画（前期計画）及び草加市子ども・子育て支援事業計画

で掲げた両計画の理念を発展的に継承し、「子どもも親もいきいき 子どもにやさしく 安心し

て子育てできるまち そうか」を本計画の理念とし、この理念を具現化するために、各施策を

進めていきます。 

理念の設定及び施策の展開に当たっては、子どもの最善の利益のもと、子どもにやさしいま

ちを実現するため、人権、安心、きずなの３つの視点を取り入れています。 

 

（２）基本施策分類 

基本施策分類１ 「子育ち」「子ども」を支援する 

次代を担う子どもたちが、社会の一員として自立するためには、心身ともに健やかに成長し、

自ら学び考え行動する力や、社会の発展に主体的に貢献する力を身に付けていくことが大切で

す。 

一人一人の子どもが個性を伸ばし成長できるよう、家庭、幼稚園・保育園、学校等、また地

域が一体となって、子どもの権利が守られ、全ての子ども・青少年が健やかな成長と学び、自

立に向けた支援に取り組んで行きます。 

 

基本施策分類２ 「子育て」「家庭」を支援する 

安心して子育てをするためには、教育・保育施設を利用する未就学児の家庭のみならず、在

宅の子育て家庭を含むすべての未就学児及び子育て家庭、また、概ね 18 歳未満とその家族、

妊娠中の方を対象として、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくことが必要です。 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が、孤立することがないよう、家庭環境等

の変化により多様化する相談に応え、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が受けら

れることで、妊産婦とその家族の出産・子育ての不安が軽減され、家族が健やかに生活できる

よう取組を進めます。 

また、すべての家庭がそれぞれの子育てに合ったサービスを利用できるよう、利用者に寄り

添った子育て支援に取り組みます。 

 

基本施策分類３ 配慮を必要とする子ども・家庭への支援 

障がいのある子ども等、配慮が必要な子どもや保護者を対象に、関係機関等が連携を図りな

がら、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、子どもの特性に合わせた継

続的な支援を充実します。「子どもの貧困」についても、国が示す方向性等を踏まえながら、相

談対応の充実や負担軽減などの支援施策の充実など、経済的困難を抱える家庭への対応を図り

ます。 
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基本施策分類４ 「地域」における子育て支援 

地域での子どもの安全確保や、子育て中の親子の孤立を防止するためには、地域における日

常的な見守りや支え合いが必要です。 

さまざまな子育て不安や負担感の軽減をできるよう、地域ぐるみで子どもや子育て家庭を見

守る体制や交流の場づくりなどの取組を進めます。また、子どもが安心して外出し、のびのび

と遊ぶことができるよう、安全・安心な環境の整備に努めていきます。 
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４ 施策の展開 

施策分類１ 「子育ち」「子ども」を支援する 

基本施策１ 子どもの人権の尊重 

「児童の権利に関する条約」が定められた後も、体罰や子ども同士のいじめなど、子ども

の人権を侵害する事件は社会的な問題となっています。 

このような状況を踏まえて、子どもの人権侵害の防止や、侵害を受けた子どもへの相談・

支援体制といった子どもの権利を擁護する体制を構築していきます。 

また、子どもの人権を尊重する意識の向上を図るため、市民や関係機関職員等への啓発を

進めます。 

 

【個別事業】 

①児童の権利に関する条約の普及  ②学校人権教育の推進 

③ＣＡＰプログラム 

 

基本施策２ 子どもの居場所づくり 

放課後や休日における学校の校庭や体育館の開放を実施するとともに、地域住民等の参画

を得て、子どもたちの放課後の遊びと学びの場として充実が図れるよう、放課後児童クラブ

と放課後子ども教室の一体的な実施等その運営方法も含めて検討していきます。 

また、児童館・児童センターにおいて、地域の住民と連携して、子どもの居場所や子育て

親子の拠点としての機能拡充を図るとともに、児童館・児童センター内の遊びだけでなく、

子どもが社会や地域に参加し、地域の中でさまざまな人や物事に触れ合い、体験や経験を重

ねることによって、子どもの豊かな心を育てるよう、学習の場や機会を提供します。 

加えて、図書館が子どもにとって居心地の良い場所であることは、青少年の健全育成、学

力の向上にも役立ち、読書を通じて物事を相対化・客観視するなど、子どもの主体的な学習

活動を支援していきます。 

 

【個別事業】 

① 放課後子ども教室  ② 冒険遊び場  ③ 地域による子どもの活動支援 

④ 児童館・児童センター ⑤ 図書館 
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基本施策３ 自ら学び、心豊かに、たくましく生きる「草加っ子」の育成  

子どもたちに基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に学習に

取り組む態度などの確かな学力を身につけさせるため、教育内容・方法の一層の充実を図る

ことが重要です。特に、自ら課題を発見し解決する力、コミュニケーション能力、物事を多

様な観点から論理的に考察する力などの育成を重視することが求められます。 

幼児期からの子どもの発達や学習の連続性を重視し、学ぶ意欲や自尊感情を高める取組を

推進し、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよくはぐくむ学校教育を含め

た教育環境を整備するとともに、市の特徴を活かした教育を推進します。 

また、少子化や核家族化の進行により児童生徒の人間関係が固定化しやすい中、小中連携、

一貫教育の実施により、新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、小学校から中学校へ

の接続を円滑化させます。同時に、保・幼・小・中に関係するものが一堂に会し、地域とし

て大切にしていく取組内容を共通理解し、より健全な児童生徒の育成を推進していきます。 

 

【個別事業】 

① 子ども教育の連携の推進  ② 自ら学ぶ「草加っ子」の育成 

③ 心豊かな「草加っ子」の育成 ④ たくましく生きる「草加っ子」の育成 

 

基本施策４ 子どもの体験学習の機会及び活動の充実 

子どもたちにとって学びと遊びは、創造性や自主性を身につける貴重な体験です。また、

子どもたちが自らの可能性を広げる上では、子どものときから多様な経験をすることが望ま

れ、社会や地域に参加し、地域の中でさまざまな人や物事に触れ合い、体験や経験を重ねる

ことによって、子どもの豊かな心を育てるよう、学習の場や機会を提供します。 

自然体験活動や社会体験活動など、さまざまな地域活動を通じて、子どもたちのふるさと

意識や情操を養うことに努め、市全体の取組として教育振興基本計画等を推進しています。 

 

【個別事業】 

① 多様な体験学習機会・活動  ② 学校における体験学習 
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基本施策５ 子どものための相談体制整備 

子どもの権利の趣旨について、さまざまな機会を活用し、幅広く市民への啓発を行うとと

もに、子どもの視点に立った施策の実現に努めます。 

児童虐待は、早期発見、重篤化防止の視点から初期段階による対応が求められており、ま

た、不登校、いじめ、非行など、主に教育分野で対応している問題には、背景に家庭環境が

起因する場合もあります。それゆえ、教育分野だけで対応するには限界があることなどから、

支援を必要とする子どもを早期に発見し、適切な支援につなげるため、関係機関が連携した

支援を行うためのスクールソーシャルワークが必要とされています。 

子ども自身・保護者などが、子どもの権利について、困った時に気軽に相談できる体制を

充実するとともに、子ども自身からの相談が受け入れやすいような配慮を行いサポートして

いきます。 

 

【個別事業】 

① 子どもの相談   ② 青少年カウンセリング 

③ 教育支援室での相談 

 

基本施策６ 青少年のための支援 

少子高齢化の進行、情報化の進展の中、社会環境は大きく変化する中、青少年を取り巻く

状況についても、いじめや不登校、子どもの貧困や近年ではひきこもりの長期化なども深刻

な問題となっています。 

また、スマートフォンなどICT機器やSNSの普及により、青少年の生活環境にも大きな

影響を与えているだけでなく、青少年が犯罪に巻き込まれる事態も生じています。 

こうした中、青少年が健やかに成長し、一人一人が自立し、社会で活躍できるように支援

していくことが重要です。 

 

【個別事業】 

① 青少年の活動支援   ② 思春期における心の問題に係る対策 

③ 青少年の健全育成 
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施策分類２ 「子育て」「家庭」を支援する 

基本施策１ 子育て家庭のための相談体制整備 

少子高齢化・核家族化の進行や地域社会の変化にともない、身近な地域に相談できる相手

がいないなど、子育てへの不安や負担が増大しているといわれます。 

親としての自覚を持ち、子どもと向き合いながら自分らしい子育てができるよう、家庭教

育に関する相談や、情報・学習機会の提供等を通して、家庭の教育機能を高めるとともに、

家庭・地域での子育てを支援し、社会全体で子どもを育てる活動を積極的に進めます。 

 

【個別事業】 

① 子育て支援センターでの相談 ② 保健センターでの相談 

③ 保育園・幼稚園での相談  ④ 保育ステーションでの相談 

⑤ 地域における子育て相談事業 

 

基本施策２ 子育て応援保育サービス 

近年、女性の就労率の上昇や育児休業制度の普及などにより、子育て家庭においても共働

きが増えています。また、変則的な勤務に応じた保育や、急な用事や育児疲れ解消などを目

的とした保育など、ニーズも多様化しており、それらに柔軟に対応した保育サービスの提供

が求められています。 

 

【個別事業】 

① 幼稚園、保育園、認定こども園及び地域型保育 

② 地域子ども・子育て支援事業 

 

基本施策３ 子育て家庭に向けた情報提供 

子育ての不安を軽減し、楽しみや喜びを感じられる子育てへの支援として、子育てに関す

る相談や適切な情報提供が重要となります。 

子育てについて、身近なところで相談しやすい環境を整備するとともに、専門的または深

刻な相談にも対応できるよう相談窓口の体制を充実します。また、子育てに関する情報をき

め細かく提供するために、印刷物だけでなく、さまざまな媒体を活用し、常に新しい情報を

発信していきます。 

 

【個別事業】 

① 子育て支援センターによる情報提供  ② 子育て支援コーディネーター 

③ 市ホームページ・広報 
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基本施策４ 子育て家庭への経済的支援 

少子高齢化や単身化がさらに進行し、経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳

しい中、地域、市民に大きな影響を及ぼし、子育てにかかる経済的負担が増大しています。

教育や進学の機会を狭めることなく、子どもが安心して自分らしく生きていけるよう、子ど

もとその家庭を支援することが必要です。 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、現在行っている施策をより一層充実させるとと

もに、新たな支援の方策を検討します。 

 

【個別事業】 

① 児童手当制度   ② こども医療費制度 

③ 就学援助    ④ 入学準備金・奨学資金貸付制度 

 

基本施策５ 虐待の未然防止及び早期発見対応 

児童虐待は、子どもへの身体的な影響だけでなく、心の発達や人格の形成に深刻な影響を

与えます。虐待された子どもは、保護者から十分な愛情を感じることができずに成長するこ

とになり、その結果親子の信頼関係を築けないばかりか、脳の発達や人格形成に大きな影響

を及ぼし、社会的自立に困難をともなう場合があることが指摘されています。 

子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や関係機関等が連携して

未然防止をはじめ、早期発見・早期対応に取り組みます。 

 

【個別事業】 

① 子どもの虐待防止  ② 母子の安全確保  ③ ＤＶ対策 

④ 養育支援   ⑤ 要保護児童対策地域協議会 
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基本施策６ 母子保健の充実 

各成長発達段階での健康診査や相談を通して、疾病の早期発見と親子の健康維持、障がい

の早期発見、早期治療・療育につなげる取組を進めるとともに、妊娠時期からの健康教育や

相談事業を通じて、育児不安の軽減を図ります。健診未受診の乳幼児や妊産婦については、

状況把握を行い、支援が必要な場合は、適切な支援につなげます。 

また、食育については、他機関と連携しながら、ライフステージに応じて暮らしのさまざ

まな場面の中で食に関する情報提供や学習機会の充実を図ります。参加ができない保護者に

対しても、必要な情報が届くよう、情報提供の充実に努めます。 

さらに、令和２年（2020年）３月に子育て世代包括支援センターが設置されることによ

り、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行います。 

 

【個別事業】 

① 各種健康診査  ② 健康教育  ③ 予防接種 

④ 訪問指導   ⑤ 食育の推進 

 

 

基本施策７ 医療を受けやすい環境づくり 

少子社会にあって、少ない子どもを大切に育てるという傾向が強まり、小児科専門医、か

かりつけ医を選ぶ保護者が増えています。この状況において、疾患の治療にとどまらず、子

どもの生活習慣、成長とともに生じる健康に関する疑問や悩み、養育者の育児不安の解消の

ためのアドバイスなど、身近で頼れる存在としての役割が大きな比重を占めます。 

また、社会環境の変化から高齢出産が増加し、不妊に悩む方が多い一方、予期せぬ妊娠に

より、不安を抱えながら妊娠期を過ごしている女性もいる中で、さまざまな利用者に寄り添

った相談機能の充実を図るとともに、妊娠から出産、子育てまで、切れ目のない支援を実施

します。 

 

【個別事業】 

① 小児医療情報の提供 ② かかりつけ医・かかりつけ薬局（医師・歯科医・薬剤師） 

③ 医療費の負担軽減  ④ 不妊治療 
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基本施策８ 子育てのための社会環境づくり 

仕事と生活の調和の実現については、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲

章及び仕事と生活の調和推進のための行動指針において、労使をはじめ国民が積極的に取り

組むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動として広げていく必

要があるとされています。 

こうしたことを踏まえ、啓発のみではなく、働き方の見直しに向けたさまざまな取組を推

進するとともに、子育て家庭への就労支援や、男女がともに協力して家庭内での役割を担っ

ていくことができるよう、「男は仕事、女は家庭」などの固定的な性別役割分担意識の解消

に努めます。 

 

【個別事業】 

① 男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進 ② 一般事業主行動計画 

③ 家庭教育への支援 
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施策分類３ 配慮を必要とする子ども・家庭を支援する 

基本施策１ 障がいのある子どものために 

発達障がい児、障がい児など、心身に障がいがあり支援を必要とする子どもたちを地域社

会で包み込み、共生することや、その保護者への支援を推進するために、その家庭の状況に

応じたサービスの充実を図り、子どもがそれぞれの可能性を伸ばしながら成長できるよう、

適切な支援を行います。 

また、そのサービス内容に関して積極的かつわかりやすく広報し、各家庭が困った時に適

切なサービスを受けられるようにします。 

 

【個別事業】 

① 障がい児等の発達支援  ② 障がい児等の保育  

③ 児童発達支援センター  ④ きめ細かな特別支援教育の充実  

⑤ 障がい児福祉サービス  ⑥ 障がい児に係る経済的支援 

 

基本施策２ 外国籍及び日本語を母語としない子どものために 

言葉や文化の違いやコミュニケーション不足から生じる問題に対して、当該児童・生徒の

実態に合わせ、円滑かつ適正な行政サービスを受けられるよう、施策の充実や環境整備に努

めます。 

また、異なる文化の経験をもつ子どもたちが、地域の中で交流し、様々な国や文化を知り、

認め合う機会をつくります。 

 

【個別事業】 

① 国際相談コーナー 

② 小学校外国語・外国語活動及び中学校英語教育の充実 

③ 外国人学校の通学に係る経済的支援 
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基本施策３ 貧困状態にある子どものために 

子どもの貧困による格差の広がりは、教育や進学の機会を狭めるだけでなく、子どもが健

やかに育つための環境にも大きな影響を及ぼします。生まれた時点で共通のスタートライン

に立つことができ、成長する過程において子どもをサポートすることが、社会のあり方とし

ても重要です。子どもが安心して自分らしく生きていけるよう、子どもとその家庭を支援す

ることが必要です。 

子どもを貧困の連鎖から断ち切り、将来の自立した生活を確保するため、家庭の状況に左

右されることなく、すべての子どもの学びが保障されるよう支援します。 

相談環境の整備や、子どもの学習支援、保護者や子どもの生活支援など、経済的な困窮家

庭に対する支援の充実を図ります。 

 

【個別事業】 

① 相談事業の段階的な連携強化       ② 子ども教育連携推進事業 

③ 子どもの学習支援事業 

 

基本施策４ ひとり親家庭等の子どものために 

現在、全国でシングルマザーは123.2万世帯おり、平均年収は243万円、就業率は81.8％

前後となっています。（平成28年度（2016年度）全国ひとり親世帯等調査より） 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため、国や都道府県と連携しながら、就業に

向けた支援を推進するとともに、仕事と子育てを両立させることができるよう、相談体制や

経済的支援の充実に努めます。 

 

【個別事業】 

① ひとり親家庭等優先施策        ② ひとり親家庭等への経済的支援 

③ ひとり親家庭等の自立支援       ④ ひとり親世帯等の市営住宅優先的募集等 
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施策分類４ 「地域」における子育てを支援する 

基本施策１ 地域における子育て支援 

地域コミュニティが希薄になりつつある現代において、地域社会における子どもを育てる

力が低下しており、その再生が求められています。そのためには、子どもや親にとって身近

な生活圏である地域が、日常的に子どもや親と接し、親の相談や子どもの健全育成などにお

いて重要な役割を担う必要があります。こうした状況を踏まえ、今後も地域で子育て家庭を

支援し、子どもの育ちを支えるという意識を高めるとともに、地域の市民団体や関係機関と

の連携強化に努め、子育て・子育ちの応援ができるあたたかい地域社会を築くことができる

よう、地域における子育て支援事業の充実を図ります。 

 

【個別事業】 

① 子育て支援ネットワーク活動拠点整備 ② 地域子育て支援拠点 

③ 児童館・児童センターでの子育て支援活動  

④ 公民館・文化センター等における子育て支援活動 

⑤ 子育て家庭を応援する協賛店舗、施設 

 

基本施策２ 地域とのふれあい・交流の促進 

少子化や家族規模の縮小などの進行により、子ども同士の交流の機会も減少し、かつての

ように他者との交流を通じて社会性を育む機会が少なくなっています。 

こうした子どもの豊かな人間性を育むためには、学校で学ぶことだけでなく、地域活動や

生涯学習など、さまざまな活動を行うことができる機会や場が必要となっています。 

地域に住む子どもたちをはじめ、地域に住む大人たちも参加できる異年齢や世代間交流の

機会などを充実し、子どもたちが他者の個性や考え方を理解する力を育むことができる環境

づくりを進めます。 

 

【個別事業】 

① 保育園・幼稚園・学校施設の開放  ② 子どもと高年者のふれあい 
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基本施策３ 生活環境の整備 

子どもや乳幼児等の親子連れに対する交通面での安全性に留意し、交通安全設備の設置、

道路の拡幅や歩道の設置、交差点の改良など安全な道路交通環境の整備を進めます。 

まちづくりの基本となる都市計画マスタープラン、より良い環境づくりに取り組むための

環境基本計画やみどりの基本計画に基づき、子育て環境の整備を進めます。 

 

【個別事業】 

① 生活道路の整備   ② みどりの創出 

 

基本施策４ 交通安全対策の推進 

交通事故を防止するには、交通ルールを身につけ、正しく実践することが大切であり、周

りの状況を観察、察知し、起こりうる様々な危険の可能性を未然に予測することと、それに

基づいて事前に危機を回避する行動をとる必要があります。 

だれもが安心して暮らせる住みよい社会を形成するため交通事故のない社会を目指す必

要があり、弱い立場にある歩行者等の交通弱者の安全を確保することが必要であるとともに、

交通安全教育や交通安全広報活動・交通安全運動を通じて地域住民自らが参加し安全で安心

な地域交通社会を構築しようとする前向きな取組と、自発的な交通安全活動への参加・協力

が求められています。 

 

【個別事業】 

① 道路交通環境の整備  ② 交通安全意識の普及・高揚 
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基本施策５ 防犯対策の推進 

身近な犯罪を抑止するには、住民・警察等の様々な主体により従来から行われてきたソフ

ト面の防犯活動をより一層推進するとともに、住宅・学校・公共施設等の整備や管理等のハ

ード面の取り組みを推進することが重要です。すなわち、従来は接点の乏しかった防犯活動

とまちづくりを相互に組み込み、犯罪が起こりにくく犯罪に対して抑止力のあるまちづくり

を行う「防犯のまちづくり」を推進することが求められています。 

また、子どもを取り巻く有害環境対策として、関係機関と地域住民が連携・協力をして、

関係業界に対する自主的措置を働きかけるとともに、各種メディアへの過度な依存による弊

害についての啓発、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学校及び家庭に

おける情報モラル教育を推進することが重要となっています。 

 

【個別事業】 

防犯意識の普及・高揚 

 

基本施策６ ユニバーサルデザインの推進 

子どもやベビーカーなどで乳幼児を連れた保護者は、道路の段差やエレベーター及びエス

カレーターのない施設、使用しづらいトイレなどの交通・生活環境に不安や負担を感じてお

り、日常生活においてさまざまな面で利用しやすい道路や交通機関などの環境づくりが求め

られています。 

公共施設、道路、公園などの整備や改修時には、ユニバーサルデザインの考え方を取り入

れるとともに、既存施設については、ベビーカーでの親子連れや、障がい者が利用しにくい

道路や交通機関、公共施設などのバリアフリー化を進めます。 

 

【個別事業】 

① だれもが利用しやすいまちづくり ② 妊産婦への心のバリアフリー化 
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５ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策、実施時期  

（１）認定こども園及び保育園、地域型保育等の量の見込みと確保方策、実施時期 
 

（年間） 

 
令和２年

（2020 年） 

令和３年

（2021 年） 

令和４年

（2022 年） 

令和５年

（2023 年） 

令和６年 

（2024 年） 

３歳～５歳 

量 の 見 込 み 
（２号認定）①（人） 2,063 1,999 1,930 1,936 1,957 

０歳～２歳 

量の見込み 
（３号認定） 
① （ 人 ） 

０ 歳 307 304 301 298 297 

１・２歳 1,449 1,457 1,455 1,443 1,443 

確 保 方 策 
（ 既 存 ） 
② （ 人 ） 

3～5 歳 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 

０ 歳 336 336 336 336 336 

１・２歳 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 

 
 

 

（２）認定こども園及び幼稚園の量の見込みと確保方策、実施時期 
 

（年間） 

 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

令和６年度 

（2024 年度） 

量の見込み 
① （ 人 ） 

総見込数 3,635 3,522 3,401 3,411 3,448 

うち保育の 
必要性 
認定希望 

632 613 592 593 600 

確 保 方 策 ② （ 人 ） 4,779 4,779 4,779 4,779 4,779 
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（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策、実施時期 
（年間） 

事業名 
量の見込み 令和２年

（2020 年） 

令和３年

（2021 年） 

令和４年

（2022 年） 

令和５年

（2023 年） 

令和６年 

（2024 年） 確保方策 

利用者支援事業 

量の見込み（人） 2,511 2,472 2,423 2,416 2,428 

確 保 方 策 
（か所） 

3 3 3 3 3 

時間外保育事業 

量の見込み
（人） 

514 506 496 495 497 

確保方策（人） 514 506 496 495 497 

放課後児童健全
育成事業（放課
後児童クラブ） 

量の見込み 
（人） 

2,531 2,622 2,702 2,685 2,682 

確保 方 策 ( 人 ) 2,845 2,985 3,078 3,078 3,098 

子育て短期支援
事業 

量の見込み 
（人日） 

－ － － － － 

確保方策（人日） － － － － － 

乳児家庭全戸 
訪問事業 

量の見込み
（人） 

1,753 1,738 1,721 1,701 1,696 

確保方策（人） 1,753 1,738 1,721 1,701 1,696 

地域子育て支援
拠点事業 

量の見込み 
（人回） 

33,813 33,845 33,698 33,392 33,353 

実 施 箇 所 数 
（確保方策）（か所） 

9 9 9 9 9 

確保方策（人回） 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 

一時預かり事業 

量

の

見

込

み 

幼稚園（人日） 33,018 31,981 30,880 30,979 31,315 

２号認定の幼
稚園の定期的
利用（人日） 

12,669 12,271 11,848 11,886 12,015 

幼稚園型以
外（人日） 

9,558 9,538 9,470 9,394 9,394 

確

保

方

策 

幼稚園（人
日） 

33,018 31,981 30,880 30,979 31,315 

２号認定の幼
稚園の定期的
利用（人日） 

12,669 12,271 11,848 11,886 12,015 

幼稚園型以
外（人日） 

9,558 9,538 9,470 9,394 9,394 

 

 

 
（年間） 

事業名 
量の見込み 令和２年

（2020 年） 

令和３年

（2021 年） 

令和４年

（2022 年） 

令和５年

（2023 年） 

令和６年 

（2024 年） 確保方策 

病児病後児保育

事業 

量の見込み（人日） 192 189 186 184 184 

確保方策（人日） 192 189 186 184 184 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

量の見込み（人日） 2,852 2,815 2,787 2,741 2,725 

確保方策（人日） 2,852 2,815 2,787 2,741 2,725 

妊婦健康診査 

事業 

量の見込み（人） 1,753 1,738 1,721 1,701 1,696 

確保方策（人） 1,753 1,738 1,721 1,701 1,696 
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６ 個別計画 

（１）新・放課後子ども総合プラン 

①放課後児童クラブの年度ごとの量の見込み及び目標整備量 

 ※地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策参照 

 

②一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の令和５年度（2023 年度）に達成されるべき目標事業量 

国全体として、全ての小学校区で放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は

連携して実施することが目標として掲げられています。本市においては、現在「一体型」の教

室が 20 か所と、「連携型」の教室が 1 か所、それぞれ開設されていますので、引き続き、安

定的な運営を図っていきます。 

 

③放課後子ども教室の令和５年度（2023 年度）までの実施計画 

全 21 小学校に放課後子ども教室が整備されましたが、そのうち 18 校については、週１回

のみの開催となっていることから、今後、検討を行い、可能な限り拡充を図っていきます。 

 

④放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、又は連携による実施 

学校区ごとに放課後児童クラブと放課後子ども教室のスタッフ同士が連携し、定期的な協

議の場を設け、放課後児童クラブと放課後子ども教室の児童がともに活動する場を提供でき

るよう努めます。 

 

⑤小学校の余裕教室等の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室への活用 

各小学校の教室の使用状況を考慮した上で、各小学校や教育委員会と協議を行い、可能な限

り放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の活動場所の確保を図っていきます。 

 

⑥放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に係る教育委員会と福祉部局の具体的な連携 

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の効果的な実施に向けて、引き続き、各小学校や

教育委員会と協議を行うとともに、会議等の場において、引き続き、関係者間の共通理解や情

報共有を図っていきます。 
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⑦特別な配慮を必要とする児童への対応 

特別な配慮を必要とする児童への対応については、放課後児童クラブにおきましては、現

在も、必要に応じて放課後児童支援員を加配するとともに、学校、子育て支援センター、放課

後等デイサービス等の関係機関において連携しています。また、保護者との面談や職員間の

情報共有、適正な支援方法に関する研修等を実施しておりますが、今後も、支援体制の充実を

図っていきます。 

また、放課後子ども教室におきましても、現在も全ての教室において、児童サポーター等の

協力のもと、特別な配慮を必要とする児童を可能な限り受け入れる体制を構築しています。

今後も、引き続き、現在の体制を維持していくとともに、適切な対応を図っていきます。 

 

⑧地域の実情に応じた放課後児童クラブの開室時間の延長地域の実情に応じた放課後児童クラ

ブの開室時間の延長に係る取組 

現在、全ての放課後児童クラブで、小学校の授業のある日や土曜日を除く夏休みなどの学

校休業日は午後 7 時まで開室しています。今後は、保護者のニーズを伺いながら、開室時間

の延長について検討していきます。 

 

⑨放課後児童クラブの役割の向上 

子どもの主体性を尊重し、子どもの社会性等をさらに向上するため、放課後児童支援員を

対象とする研修等を通じて、引き続き、児童の安全管理体制や子どもの発達段階や特性に応

じた遊びや生活に関すること等の充実を図り、放課後児童クラブの質を高め、役割の向上に

努めます。 

 

⑩利用者や地域住民への周知の推進 

 日常の児童の様子や保育内容については、おたよりや保護者会などを通じて利用者へ情報

提供を行っています。今後は、市のホームページにおける放課後児童クラブの掲載内容を充

実させるとともに、放課後子ども教室との連携を進め、地域の人々との交流促進に努めます。  



22 

 

（２）母子保健計画 目標事業量 

評価指標 現状値（平成 30 年（2018 年）） 目標値 

乳幼児健康診査の受診率 

4 か月児健診 94.7% 

10 か月児健診 88.6% 

1 歳 7 か月児健診 95.9% 

3 歳 3 か月児健診 95.8% 

4 か月児健診 98.0% 

10 か月児健診 90.0% 

1 歳 7 か月児健診 97.0% 

3 歳 3 か月児健診 95.0% 

相談事業の参加者数 651 人 増加 

健診の事後相談数 1,762 人 増加 

健康教育 274 人 増加 

EPDS９点以上の母の割合 

(新生児訪問) 
15% 減少 

フォローの必要な家庭への 

訪問指導 
662 件 増加 

子どものかかりつけ医をも

つ親の割合 

3～4 か月児 82.5% 

１～3 歳児 90.0% 

3～4 か月児 85.0% 

1～3 歳児 95.0% 

 

 

 

７ 計画の推進に向けて 

本計画は、子ども未来部の担当課だけではなく、健康、教育、まちづくり、防犯・防災など

広範囲にわたっています。そのため、各部署間の連携を深め、計画の効率的かつ効果的な推進

を図ります。 

計画に基づく取組の実施に当たっては、適切な進行管理を進めるために、具体的施策の進行

状況について把握するとともに、施策の実施状況について点検、評価し、この結果を公表する

とともに、これに基づいて対策を実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 


