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>> 任意記載事項と次世代育成支援行動計画について 

 

 

(1)市町村子ども・子育て支援事業計画に盛り込む内容（基本指針より） 

 
 

＜必須事項＞ 

１．区域の設定（教育・保育提供区域の設定） 

 ・「量の見込み」「確保方策」を設定する単位 
 

２．教育・保育の「量の見込み」、「確保策」、「実施時期」 

2-1 幼児期の教育・保育の量の見込み 

2-2 幼児期の教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
 

３．地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」、「確保策」、「実施時期」 

3-1 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

3-2 地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
 

４．幼児期の教育・保育の「一体的提供」と「推進方策」 

 ・認定子ども園の設置について、教育・保育の質的向上、地域子育て支援の役割 

 ・保幼小の連携、０～２歳・３～５歳の取り組みの連携 
 
 

＜任意記載事項（地域の実情に応じて定めることとされた事項）＞ 

１．計画の基本理念等（「計画の概要」に関することなど） 

・理念、目標、法令の根拠、計画の期間、計画達成状況の点検など 
 

２．産後の休業、育児休業後における特定教育・保育施設等の確保 

・産休や育休明けの保育等希望に対する円滑な対応 など 
 

３．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援関連（都道府県との連携） 

・児童虐待防止対策 

・母子家庭、父子家庭の自立支援推進 

・障がい児など特別な支援が必要な子どもの対策 
 

４．労働者の職業生活と家庭生活との両立のための施策 

・仕事と生活との調和の実現（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ）のための働き方の見直し など 
 

※その他、市町村が必要と考える項目 

  

既に議論・了承済み 

（変更の可能性はある） 

これからこれからこれからこれから議論議論議論議論する部分する部分する部分する部分    
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(2)次世代育成支援行動計画とは… 

1)次世代育成支援行動計画とは ～子どものための総合的計画（策定義務づけ） 

 

○次代を担う子どもたちが健やかに育まれることや、子育てを行う保護者がゆとりを持って安心

して子どもを産み育てられることを目指す計画。＝子どもとその家庭支援のための総合的な計

画（次世代育成支援対策推進法による） 

○１０年間の集中的・計画的な取り組みを推進するため、市町村には行動計画を策定する義務が

あった。（H17 から 10 年間） 

○計画の主な内容は… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)計画は子ども・子育て支援計画に引き継がれたが ～策定義務はなくなったが策定の必要あり 

○１０年間で終了する計画 → そのうち、教育・保育サービス分が「子ども・子育て支援事業

計画」として引き継がれたかたち。 

○しかし、国で検討した結果、次世代育成支援対策推進法を 10 年延長し、任意で策定する計画と

して位置づけた。（この 10 年で少子化の流れが変わったとまで言えないため延長） 

◎新しい次世代計画の中に、「放課後子ども総合プラン」が位置づけられた。 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

施策内容（国が示す柱） 

・地域における子育て支援（保育サービスなど） 

・母性と乳幼児の健康・保健関連 

・教育環境の整備関連（学校教育、家庭教育） 

・生活環境の整備関連（住宅、道路・交通、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰなど） 

・仕事と子育ての両立支援 

・子どもの安全の確保（交通安全、防犯など） 

・虐待防止、母子家庭支援、障がい児支援、 

放課後子ども総合プラン 

全ての就学児童が放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで

きるよう、総合的な放課後対策に取り組むもの 

・放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の拡充 

・放課後子供教室の拡充 

●次世代計画を策定して整備する市町村に対し、財政支援する 
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4 

 

(3)子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画の一体的策定 

○前述のように、市町村では「子ども・子育て支援事業計画」と「次世代育成支援行動計画」の

両計画を策定しなくてはならない状況である。 

○「次世代育成支援行動計画」は、法の基本理念において“家庭その他の場において、子育ての

意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われ

なければならない。”と掲げられている。 

○子ども・子育て支援事業計画に含まれる内容は、次世代育成支援行動計画の「一部分」ではあ

るが、子どもの健やかな成長、子育て家庭の喜びや安心できる環境づくりを進める点では同様

の方向性を持っている。 

○また、改正される次世代の行動計画策定指針(案)では、①事業計画と一体的に策定することが

可能であることや、②特定の事項のみ作成することを可能としている。 

○このため、子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画は一体的に策定するものと

する。この際、全ての項目を掲げるのではなく、必要な事項についてのみ、盛り込んでいくこ

とと考えている。（※必要な事項は今後検討するが、他分野の計画に掲げられているもの以外で設定を考えている） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（参考）「子ども・子育て支援法との関係」について示す内容 ～指針改正の案より 

・（次世代育成支援対策推進法は、）すなわち従来保育サービスや子育て支援事業の推進について法が示し

てきた役割・機能は恒久法たる支援法に引き継がれたのであり、今後は両法律が相まって、より手厚い

次世代育成支援が推進されることとなる。 

・なお、策定義務が任意化された市町村行動計画等については、各地域の実情に応じ必要な特定の事項の

みの作成とすることも可能である。 

・また、市町村行動計画等の策定にあたっては、支援法に基づく計画と一体的に策定することが可能であ

り、その策定手続きについても一体的に処理することも可能である。また、両者を別々に策定する場合

にあっても、内容において重複する部分については、法に基づく市町村行動計画等において、支援法上

の計画に基づき給付や事業を実施する旨を記載すればよいこととする。  

次世代育成支援 

行動計画 

子ども・子育て 

支援事業計画 策定は任意 必要な事項のみ 

盛り込むも可 

盛り込む 

●次世代計画の策定指針改定案では… 

◎放課後子ども総合プラン 

・放課後児童健全育成事業の整備目標 

・一体型の学童クラブ、子供教室の整備目標 

・放課後子ども教室の整備目標 
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(4)町の次世代育成支援行動計画(後期)の内容 

 

（参考記載：南風原町次世代育成支援行動計画（後期より）） 

 

２．基本理念 

次世代育成支援行動計画は 10 年間の計画であり、また町における子育て施策においても大きな目

標の変更はないことから、後期計画においても前期で掲げた理念や目標を引き続き掲げます。 

 

育つ喜び、育てる喜び、ちむぐくるのまち 南風原 
 

次代を担う子どもたち一人ひとりがのびのびと、そして健やかに育っていくためには、子どもたちを

支える良質な家庭や地域、環境が必要であり、子どもはその中で様々な力を身につけていくものです。 

また、家庭においては、親がゆとりを持って子育てができ、地域が子育て家庭にとってあらゆる面

で「安全」「安心」な場であることが求められています。 

保健や保育をはじめとした生活環境全般において、全ての子育て家庭に配慮し、安心して子どもを

生み育てることのできる環境づくりが必要です。 

さらに、都市化により薄れてきた隣近所や世代間の結びつきといった共同性の強化、地域活動の活

性化が、子どもとその家庭を見守り、育てていくことにもつながります。そのため、地域住民一人ひ

とりが子どもや子育て家庭と関わることで、ちむぐくる豊かな地域を育み、地域全体で子どもの「育

ち」や子育てを支えていくことが重要です。 

子どもと子育て家庭の幸せのために、関係機関や地域社会の一人ひとりが手をつなぎ、思いやりと

心のふれあいを深め、子どもが育つ喜び、子どもを育てる喜びに満ちあふれた、ちむぐくる豊かな地

域づくりを目指します。 

 

３．基本目標 

基本目標１ 地域における子育ての支援 

基本目標２ 母性並びに乳幼児の健康確保及び増進 

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

基本目標５ 職業生活と家庭生活の両立の推進 

基本目標６ 子ども等の安全の確保 

基本目標７ 子どもの権利擁護と要保護児童への支援 
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（参考記載：南風原町次世代育成支援行動計画（後期より）） 

 

４．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域における子育ての支援 

母性並びに乳幼児の 

       健康確保及び増進 

子どもの心身の健やかな 

  成長に資する教育環境の整備 

子育てを支援する生活環境の整備 

職業生活と家庭生活の両立の推進 

子ども等の安全の確保 

子育て支援サービスの充実 

保育サービスの充実 

子育て支援ネットワークづくり 

相談・情報提供の充実 

児童の健全育成のための取り組みの推進 

母子の健康確保及び増進 

食育の推進 

思春期保健対策の充実 

次代の親の育成 

子どもの生きる力の育成に向けた 

       学校の教育環境等の整備 

家庭や地域の教育力の向上 

子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

良好な居住環境の確保 

安全な道路交通環境の整備 

子育て家庭のためのバリアフリーの充実 

就労環境の改善促進 

仕事と子育ての両立の推進 

安全・安心なまちづくりの推進 

被害に遭った子どもの保護の推進 

子どもの権利を尊重する社会づくり 

児童虐待防止対策の充実 

ひとり親家庭の自立支援の推進 

障がい児施策の充実 

子どもの権利擁護と 

      要保護児童への支援 

育
つ

喜
び

、
育

て
る

喜
び

、
ち

む
ぐ

く
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の
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ち
 

南
風

原
 

基本目標 施策の方向性 基本理念 
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(5)子ども・子育て支援事業計画の骨子案について 

必須事項や任意記載事項、次世代計画の一体的策定を考慮し、計画の骨子案を作成した。 

※ ☆印はこれから検討する項目 

 

１．計画策定の概要（任意） 

・計画策定の背景と趣旨、・次世代育成支援行動計画との関係 

・計画の期間、 ・他計画との関係（国、県、市町村計画）    など 

２．計画の基本的な考え方（任意） 

・基本理念、 ・基本目標、 ・教育・保育提供区域の設定（←これは必須） など 

３．子どもと子育て家庭の現状と課題（必須・任意にないが、町の状況資料は掲載必要と考える） 

・統計資料やニーズ調査結果より現状と課題 

・次世代計画の総括   ・現状と課題のまとめ  など 

４．事業計画 

(1) 幼児期の学校教育・保育事業の量の推進（見込みと確保の方策）（必須） 

・全体の見込みと確保方策 ・区域別の見込みと確保方策 

・０～２歳の年度別保育利用率（目標値） 

(2) 地域子ども・子育て支援事業の推進（量の見込みと確保の方策）（必須） 

・各事業の見込み量と確保方策（時間外保育事業、放課後児童健全育成事業 ほか） 

５．支援対策 

(1) 幼児期の学校教育・保育の一体的提供、推進（必須） 

・認定こども園の設置数や普及に関する考え方 

・保育の質の確保 

・保幼小連携の推進（教育・保育と小学校教育の円滑な接続、０～２歳、３～５歳の取り組み連携） 

(2(2(2(2))))    その他の対策その他の対策その他の対策その他の対策（任意・次世代計画の一部を盛り込む）（任意・次世代計画の一部を盛り込む）（任意・次世代計画の一部を盛り込む）（任意・次世代計画の一部を盛り込む）    

・任意記載事項や次世代計画から必要と考える事項を盛り込む 

・児童の居場所づくりとして、放課後子ども総合プランについて記載する 

６．計画の推進・管理体制（任意） 

・計画の点検・評価方法、ＰＤＣＡによるチェック、各課の役割 など 
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(6)「その他の対策」の記載事項について 

1)盛り込む対策の検討 

どんな対策を計画に盛り込むべきか、以下の視点で検討した。 

 

・国の示す任意記載事項を計画の中に盛り込むかどうか（計画推進に当たって重視する点をど

こにおくか） 

・課への相談や市民の声、課題などから、地域の子どもと子育て家庭支援のために必要と感じ

ていることはなにか 

・放課後子ども総合プランについて、目標値を含めて方策を記載する必要がある。（「放課後の

居場所づくり」の項目は必要） 

・基本理念は次世代計画の理念を引き継ぐかどうか。基本目標（重視する点）をどこにおくか。 

・教育・保育・児童の分野に絞って項目を検討する（基本的な考え方として、他課にわたる内

容は、それぞれの分野の施策や計画に委ねる。） 
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※次世代計画における施策の取扱方について 

基本目標１ 地域における子育ての支援 →計画に盛り込む 

1．子育て支援サービスの充実 

2．保育サービスの充実 

3．子育て支援ネットワークづくり 

4. 相談・情報提供の充実 

5．児童の健全育成のための取り組みの推進 

基本目標２ 母性並びに乳幼児の健康確保及び増進  →計画に盛り込む 

1．母子の健康確保および増進 

2．食育の推進（※盛り込むか検討中） 

3．思春期保健対策の充実 （※盛り込むか検討中） 

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備→教育委員会や男女共同参画計画で推進する 

1．次代の親の育成（男女共同参画、乳児とのふれあい体験） 

2．子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

(1)確かな学力の向上、多様な学習機会による育成の推進 

(2)豊かな心の育成 

(3)健やかな体の育成 

(4)信頼される学校づくり 

(5)幼児教育の充実  →計画に盛り込む（幼児期の教育・保育事業に関連するため） 

3．家庭と地域の教育力の向上 

4．子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備→道路やバリアフリーなどの整備に関する分野で推進する 

1．良好な居住環境の確保 

2．安全な道路交通環境の整備 

3．子育て家庭のためのバリアフリーの充実 

基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 →男女共同参画計画などで推進する 

1．就労環境の改善促進 

2．仕事と子育ての両立の推進 

基本目標６ 子ども等の安全の確保 →防犯、交通などの環境整備に関する分野で推進する 

1．安全・安心なまちづくりの推進 

2．被害に遭った子どもの保護の推進 

基本目標７ 子どもの権利擁護と要保護児童への支援 →計画に盛り込む 

1．子どもの権利を尊重する社会づくり 

2．児童虐待防止対策の充実 

3．ひとり親家庭の自立支援の推進 

4．障がい児施策の充実 
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2)盛り込む内容の視点 

 

○居場所づくり○居場所づくり○居場所づくり○居場所づくり・・・学童クラブや放課後子ども教室などの小学生の放課後対策    

・共働き家庭が多くを占める現代において、小学生の放課後対策は充実が必要。学童クラブの利

用や放課後子ども教室、さらには地域における居場所づくりなどは重要と考える。 

・「放課後総合子どもプラン」について次世代計画に掲げる必要がある（国からの財政支援の関係） 

 

○保護を要する児童への対応・・・○保護を要する児童への対応・・・○保護を要する児童への対応・・・○保護を要する児童への対応・・・児童虐待、ひとり親家庭、障がい児への対応    

・児童虐待、ひとり親家庭への対応策は、本課の業務であり、より支援を必要とする家庭への対

応として計画に盛り込む必要があると考える。 

・障がい児については、「障がい者計画」にも含まれているが、障がい児への教育・保育では、特

別な支援が必要であり、本計画でその対策を掲げる必要があると考える。 

・本計画の任意記載事項の中にも、これら３つに関する項目が示されている。（県との連携） 

 

○幼稚園や保育所等のあり方・・・○幼稚園や保育所等のあり方・・・○幼稚園や保育所等のあり方・・・○幼稚園や保育所等のあり方・・・幼稚園の３，４歳児ニーズ、５歳児保育ニーズへの対応    

・ニーズ調査から算出された教育・保育事業の量の見込みでは、幼稚園における３歳児、４歳児

からのニーズと保育所における５歳児保育ニーズが多くみられた。また、０歳児、１歳児とい

った低年齢児保育も望まれており、ニーズに対応した整備が必要である。 

・上記については事業計画の「確保方策」として数値で示すこととなるが、対策の中でも方針を

示した方が良いと考える。 

 

○○○○人材の確保人材の確保人材の確保人材の確保・・・・・・・・・・・・保育士の確保、幼稚園教諭の確保、学童の指導員の確保など    

・教育・保育事業を展開するにあたっては、確保方策だけではなく幼稚園教諭や保育士の確保が

必要となる。人材が不足している現状がある中、県の対策だけではなく、市町村においても人

材確保の方策が必要と考える。（「保育の質の確保」は必須事項であり、計画に掲げることとな

っている） 

・教育・保育事業のほか、学童クラブや放課後子ども教室（地域人材の確保）、ファミリーサポー

トセンターのサポーターも確保し、受け入れる態勢を整える必要がある。 

 

○○○○母子保健関連母子保健関連母子保健関連母子保健関連・・・・・・・・・・・・妊婦健診、乳児訪問など、子どもと母親の健康の保持・増進    

・本計画の基本指針では、「妊娠期からの切れ目ない支援」が必要と示されており、子どもの育ち

や子育てにおいて、母子保健分野は非常に重要である。 

・母子保健分野は「健康２１計画」においても掲げられているが、妊婦健診事業、乳児家庭全戸

訪問事業、養育支援訪問事業は、本計画の「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられて

いる。（見込みと確保策を掲げることが必須） 
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○子育て支援ネットワーク化の推進・・・○子育て支援ネットワーク化の推進・・・○子育て支援ネットワーク化の推進・・・○子育て支援ネットワーク化の推進・・・関係機関の地域連携    

・保育や子どもの健全育成等に関わっている関係機関では、それぞれ子どもの成長・育成を第一

に考えた取り組みを行っているが、関係機関の連携は薄い。市における子どもの育ちを考え、

支えていくための連携を強化するため、子育て支援のネットワーク体制を構築する。 

 

○相談、情報提供・・・○相談、情報提供・・・○相談、情報提供・・・○相談、情報提供・・・子育て相談、教育・保育施設入所相談、様々な事業等の周知が必要    

・子育てでの不安や悩みは多岐にわたる。小さな相談事から専門的な相談まで、各種相談に対応

できる体制や連携が必要である。 

・教育保育事業や地域子ども・子育て支援事業、そのほか子どもと子育て家庭のための取り組み

を市町村が実施したとしても、その情報が子育て家庭に行き届いていなければ意味がない。情

報提供は様々な手段で対応し、確実に住民に周知されるように進める必要がある。 
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(8)基本理念、基本目標について 

 

1)基本理念 

 

○子ども・子育て支援事業計画は、次世代育成支援行動計画と同様に、子どもの利益が最大限尊

重されることや、子どもを産み育てやすい環境整備を目指す点で同様の性格を有する計画であ

ります。また、「子ども・子育て支援事業計画」と「次世代育成支援行動計画」を一体的につく

ること、子どもと子育て家庭の「育つ喜び、育てる喜び」のために、さまざまな支援策を講じ

る計画であることから、本計画においても次世代計画で掲げていた基本理念を継承したいと考

えます。 

 

 

  基本理念 

育つ喜び、育てる喜び、ちむぐくるのまち 南風原 
 

 

・子どもたち一人ひとりがのびのびと育っていくためには、子どもたちを支える良質な家庭環境

や地域環境が必要であり、子どもはその中で様々な力を身につけていくものです。また、家庭

においては、親がゆとりを持って子育てができるように、地域が子育て家庭にとって「安心」

「安全」な場であることが求められています。 

・幼児期の教育・保育環境、地域での子育て支援など、全ての子育て家庭に配慮し、安心して子

どもを生み育てることのできる南風原町であるように、支援策を進めてまいります 

・また、子どもと子育て家庭の幸せのために、関係機関や地域社会の一人ひとりが手をつなぎ、

思いやりと心のふれあいを深め、子どもが育つ喜び、子どもを育てる喜びに満ちあふれた、ち

むぐくる豊かな地域づくりを目指します。 

 

2)基本目標 

 

 

＝基本目標＝ 

基本目標１ 地域における子育ての支援の充実 

基本目標２ 母性並びに乳幼児の健康確保及び増進 

基本目標３ 子どもの権利擁護と要保護児童への支援 
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3)施策の体系（P7 の「５．支援対策」に盛り込む柱立ての案） 

目標１：地域における子育ての支援の充実 

 

①ニーズに対応した教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

ｱ)０歳児、１歳児の保育の拡充 

ｲ)保育所における５歳児保育の拡充 

ｳ)公立幼稚園の複数年保育の実施 

ｴ)公立幼稚園における一時預かり事業の充実（預けやすい環境整備） 

②幼児期の学校教育・保育の一体的提供、推進（必須） 

ｱ)認定こども園の設置数や普及に関する考え方 

ｲ)保育の質の確保 

ｳ)保幼小連携の推進 

a)教育・保育と小学校教育の円滑な接続 

b)０～２歳、３～５歳の取り組み連携 

③子どもの居場所づくり 

ｱ)放課後子ども総合プランの推進（放課後児童健全育成事業（必須）、放課後子ども教室） 

ｲ)地域における居場所の確保、充実（児童館、地区公民館） 

④人材の確保の推進 

ｱ)保育士の確保（認可保育所、公立幼稚園の一時預かり事業） 

ｲ)幼稚園教諭の確保 

ｳ)放課後の居場所における人材確保（学童クラブの指導員、地域人材） 

ｴ)ファミリーサポートセンターのサポーターの確保 

⑤集い、交流による子育て支援の充実 

ｱ)地域での子育てネットワークの構築 

ｲ)地域子育て支援センターの充実 

⑥相談、情報提供の充実 

ｱ)相談機能の充実 

・関係機関等による各種相談の充実 

・利用者支援事業の実施（必須） 

ｲ)情報提供の充実 

・周知・広報の強化 

・関係機関との連携による情報の提供（民生委員児童委員、自治会、保育所、学校など） 

・母子保健との連携による相談・情報提供 

（親子手帳の交付時、乳児家庭訪問時、乳幼児健診時の教育・保育等情報提供、相談の実施） 
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目標２：母性及び乳幼児の健康確保及び増進 

①安全な妊娠、出産、育児への支援（妊婦健診事業（必須）、医療機関との連携・情報共有、育児学級など） 

②子どもの健康支援（乳幼児健診、乳児家庭全戸訪問事業（必須）、養育支援訪問事業（必須）、母子保健推進

員の資質向上） 

③食育の推進（離乳食実習、保育所や幼稚園、学校での食育、食育についての連携） 

④思春期保健の推進 

 

 

 

目標３：要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

①児童虐待防止対策の充実 

②ひとり親家庭の支援の充実 

③特別な支援が必要な子どもに対する支援の充実 

 

 

 

 

 


