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計画の策定にあたって

「子ども・子育て支援新制度」ってなに？

1計画策定の趣旨
　本市では、共働き世帯の増加に伴い、保育所の入所希望者は増加傾向にあります。
　このような現状と、これまでの子育て支援施策の取り組みを踏まえ、本市で生まれ育つすべての子どもが健や
かに成長する環境と、地域全体で子育てを支える取り組みのさらなる充実を図ることを目的として、子育て支援
の指針・施策を明らかにするとともに、子育て支援策のより一層の充実を目指します。

2計画策定の背景
　平成元年の「1.57 ショック❶」以降、国の少
子化対策が本格化し、子育て支援にかかるさまざ
まな取り組みが展開されましたが、出生率低下
の要因改善や待機児童問題等仕事と子育てを両
立できる環境の整備は依然課題とされています。
　こうしたことから、幼児期の学校教育や保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に推進して
いく「子ども・子育て支援新制度」が平成 27年
度から施行されることになりました。

3計画の位置付け

　新制度は、すべての子どもに良質な子育て環境を保障し、健やかに成長することができる
社会の実現を目的として、「子ども・子育て関連 3法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくことを目的に平成 27年度（平成 27年
4月）から施行される制度です。

● 認定こども園、幼稚園、保
育所を通じた共通の給付
（施設型給付）及び小規模
保育等への給付（地域型保
育給付）の創設

●認定こども園制度の改善
・ 幼保連携型認定こども園の認可・指
導監督を一本化、学校及び児童福祉
施設としての法的位置づけ

● 地域の子ども・子育て支援
の充実（利用者支援、地域
子育て支援拠点等）

● 基礎自治体（市町村）が実
施主体

・ 市町村が地域のニーズに基づき計画
を策定、給付・事業を実施

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を
重層的に支える

●社会全体による費用負担
・ 消費税率の引き上げによる、国及び
地方の恒久財源の確保を前提

●子ども・子育て会議の設置
・ 有識者、地方公共団体、事業主代表・
労働者代表、子育て当事者、子育て
支援当事者等（子ども・子育て支援
に関する事業に従事する者）が、子
育て支援の政策プロセス等に参画・
関与（市町村等における設置は努力
義務）

新制度の
ポイント

新制度の目的

❶ 1.57 ショック：
厚生省がまとめた89年の人口動
態統計で、合計特殊出生率 (1 人
の女性が生涯に産む子供の数 )が
過去最低の 1.57 となったこと。 

根拠法

国

雲南市

●子ども・子育て支援法
●認定こども園の一部改正法
●子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係法律整備法

●子ども・子育て支援法に基づく基本指針

●雲南市総合計画

【本計画】

雲南市子ども・
子育て支援事業計画

調整
連携

【関連計画】
◆雲南市総合保健福祉計画
◆雲南市健康増進実施計画
◆雲南市男女共同参画計画
◆雲南市障がい者計画
◆雲南市障がい福祉計画
◆雲南地域介護保険事業計画

…など

　新制度は、すべての子どもに良質な子育て環境を保障し、健やかに成長することができる
社会の実現を目的として、「子ども・子育て関連 3法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくことを目的に平成 27年度（平成 27年
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4計画策定の期間
　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。

　本市においても少子高齢化は課題となっており、合計特殊出生率も、減少傾向から近年は改善がみられ
るものの、長期的には低水準で推移しています。

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

◎本市の合計特殊出生率の推移(期間平均)

　出生数は、近年増減を繰り返しながらで推移していましたが、平成 24年度では過去５年間で最
も少ない 245人に減少しています。人口千人あたりの出生率は、島根県の平均を下回って推移し
ています。

◎出生数及び人口千対出生率の推移
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雲南市

子ども・子育て
支援事業計画
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計画の基本理念と施策の体系

　本計画は、子育て支援事業のさらなる展開と活動の推進を目指し、「雲南市次
世代育成支援行動計画（後期計画）」において定めた基本理念を踏襲します。

基本理念 基本目標 取り組み方針

地域で安心して
子育てできる
環境づくり

安
心
し
て
子
育
て
の
で
き
る

支
え
あ
い
の
あ
る
ま
ち

う
ん
な
ん

安
心
し
て
子
育
て
の
で
き
る

支
え
あ
い
の
あ
る
ま
ち

う
ん
な
ん

1 地域における子育て支援施策の充実

2  家庭の状況に応じた子どもへの支援の充実

3 子どもの安全の確保と生活環境の整備

1 多様な子育てニーズに対応する
      質の高い保育の推進

2 ワーク・ライフ・
      バランスの推進

1 子どもが心豊かに成長するための
     活動の推進

2  家庭・地域における教育力の向上

3 教育環境の充実

1 妊娠・出産期の支援

2 親子の健康づくりと食育の推進

基本目標 1

基本目標 2

基本目標 3

基本目標 4

多様な子育てニーズに対応する

地域における子育て支援施策の充実

取り組み方針

子育てと仕事を
両立できる
社会づくり

子どもの生きる
力を育てる
まちづくり

親子の健やかで
安心な暮らし
づくり
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計画の主な施策

1 子育て支援のネットワークづくり
2 子育て家庭への支援機能の充実

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

1 子どもの安全・安心の確保
2 快適な生活環境の整備

1 子育て支援施設の充実
2 子育て支援事業の充実

1 就労環境の整備
2 男女共同参画意識の啓発
3  産後の休業及び育児休業後における
子育て支援施設等の利用の確保

1 多様な体験・ふれあいの機会づくり
2 健全育成の推進
3 思春期保健対策の推進

1 子育て家庭への学習機会の充実
2 地域との連携による教育力の向上

1 教育環境の整備

1 安全・安心な妊娠・出産期の支援

1 乳幼児の健康管理の充実
2 食育の推進
3 子ども医療の充実

●地域ぐるみの子育て環境づくり
●ネットワークづくり　●情報提供の充実

●保育所地域活動事業　●子育て支援センター事業
●ファミリー・サポート・センター事業　●相談窓口の充実

●相談体制の充実　●児童虐待防止に向けた広報活動
●専門機関との連絡調整（要保護児童対策協議会）
●教育・保育相談事業　●親グループカウンセリング事業

●相談体制の充実　●母子・父子家庭への制度周知等

●障がい児保育　●療育システムの確立
●継続した支援体制の充実　●障がい福祉サービスの提供

●歩道整備等による歩行空間の確保
●ユニバーサルデザイン化の推進
●地域一体となった防犯対策　●防災への取り組み

●良質な賃貸住宅の確保　●良質で取得しやすい住宅地の確保　
●安全な公園や広場等の整備

●保育の質の充実　●保育所等の費用軽減
●計画的な子育て支援施設の整備

●待機児童解消　
● 特別保育事業 （延長保育事業・一時保育事業・休日保育事業等）
●病後児保育事業　●幼稚園における預かり保育事業　
●放課後児童クラブの充実　●児童手当等の支給

●再就職支援　●父親の育児参加の促進

●男女共同参画の促進　●職場への意識啓発（事業主）

●産休・育休後の保育所等の円滑な利用

●子育て家庭や親子の交流促進　●ブックスタート事業　
●子どもの体験活動や世代間交流
●保育体験学習（中学生・高校生）　
●子育て支援施設等での交流
●『夢』発見プログラムへの取り組み　
●身体教育医学研究所うんなんの取り組み

●放課後子ども教室　●青少年の異文化交流　
●青少年を取り巻く有害環境対策の取り組み

●思春期保健　●思春期の心の相談

●学校・地域が連携した家庭教育支援　●関係機関の連携強化

●学校と地域との連携　●ふるさと教育の推進

●保・幼・小・中の連携・協力
●保育所・幼稚園・小・中学校等の施設整備　●図書館の活用

●女性の健康づくり　●周産期における母子健康管理
●不妊治療の支援　●妊娠、出産、子育てに関する情報提供　
●生後4か月前の乳児全数訪問やハイリスク乳児への個別相談等

●こんにちは赤ちゃん事業　●妊婦・乳児健康診査
●乳幼児健康診査　●育児学習や交流の場の提供
●栄養指導、歯科指導等　●各種予防接種　
●発達クリニック事業　●母子保健推進員活動の充実

●栄養指導の実施　●健康づくり推進協議会　●食育の推進

●小児救急電話相談事業等　●子ども医療費の助成
●相談体制の充実　●関係機関の連携強化
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認定区分 認定って
なに？

注１：１号認定児童が、通常の利用時間を超えて保育を利用する場合は、預かり保育の利用となります。　注２：次表参照

認定区分 児童年齢 認定内容 利用できる施設 利用時間

1号認定 満 3歳以上 教育標準時間認定（教育を希望する場合） 幼稚園
認定こども園 4時間 注1

2 号認定 満 3歳以上
保育認定

保育の必要な事由 注2 に該当し、
保育所等での保育を希望する場合

保育所
認定こども園 8～ 11時間

3号認定 満 3歳未満
（0～ 2歳）

保育の必要な事由に該当し、
保育所等での保育を希望する場合

保育の必要事由

※同居の親族等が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合あり

教育・保育提供区域の考え方

以上のことから総合的に判断して、本市では市域全体を１つのサービス提供区域として設定します。
但し、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、小学校区ごとの利用となってい
ることから、小学校区単位で需給調整を図ることとします。

❶教育・保育提供区域とは

　子ども・子育て支援法では、事業計画の策定
にあたって、地理的な条件や人口、交通事情や
社会的な条件、保育施設の整備状況などを総合
的に勘案して、需要の見込量やその確保方策を
「教育・保育提供区域」ごとに設定することが求
められています。

❸本市における区域設定の考え方
区域設定にあたって、本市における施設配置及び利用の現状により、次のように整理しました。

❷区域設定の考え方

　区域については、一般的には小学校区単位、
中学校区単位、合併前の旧市町村単位、市町村
単位（市町村全域を１つの区域として設定する）
などが検討されます。

● 保育所・幼稚園等に通園している児童は、比較
的広範囲から通園している。

● 地域間の実態差については、区域をできるだけ
広範囲にとらえて需給調整を図る必要がある。

● 地域によっては、対象児童の人口が少なく、施
設利用の見込量が非常に少ない地域がみられる。

● 各事業、それぞれの利用者ニーズが異なるため、
区域の設定にあたっては、広域性、地域性を加
味する必要がある。

●就労（フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の
   労働など、基本的にすべての労働を含む）
●妊娠・出産　
●保護者の疾病、障がい　
●同居または長期入院している親族の介護・看護
（常時）
●災害復旧

● 継続的な求職活動（起業準備を含む）　
● 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）　
● 虐待やＤＶのおそれがあること　
● 育児休業取得時に、既に保育所を利用しており、継続
利用が必要であると認められること　

● その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
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地域子ども・子育て支援事業

　地域子ども・子育て支援事業とは、地域の子ども・子育て家庭を対象とする事業で、
市町村が地域の実情に応じて実施するものであり、以下の13事業が法定されています。

事　業　名 事　業　内　容 現 状 と 確 保 方 策

時間外保育事業
（延長保育事業）

保育所利用者を対象に、通常の保育
時間以降に保育を希望する場合に提
供します。

現在、延長保育を行っている施設は７施設と
なっており、計画期間内に実施箇所の拡大に取
り組みます。

放課後児童クラブ
（放課後児童健全育成事業）

保護者が仕事などで日中いない小学
校児童を対象に、授業終了後などに
適切な遊びや生活の場を提供し、健
全育成を図ります。

市内全 16小学校区中８小学校区で実施してい
ます。今後は高学年の受け入れとともに、需要
を見極めながら開設や移送を検討します。

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者が、さまざまな理由により児
童の養育が困難となった場合に、児
童養護施設などにおいて宿泊を伴う
養育・保護を行います。

現在実施していませんが、保護者ニーズ等を踏
まえ、今後検討していきます。

子育て支援センター
（地域子育て支援拠点事業）

子育て中の親子の交流や育児相談、
情報提供等を実施します。

現在、大東、加茂、木次、三刀屋、掛合にて行っ
ており、さらなる充実と、センター間の連携や
その周知を図り、利用を促進します。

一時預かり事業
保護者が一時的に保育が困難となっ
た場合に、保育所等において、一時
的な預かりを行います。

今後は認定こども園への移行した園の中から、
計画期間内に実施か所数を増やして、充実を図
ります。

病児・病後児
保育事業

病気にかかっている子どもや回復し
つつある子どもを医療機関や保育所
の付設の専用スペースなどで一時的
に預かります。

今後はニーズに合わせて、関係機関と連携を図
り、病後児保育施設の増設及び「病児」受け入
れ施設開設に取り組みます。

ファミリー・サポート・
センター事業

子育ての手助けが欲しい人（依頼会
員）、子育ての手伝いをしたい人（提
供会員）、両方を兼ねる人（両方会員）
が登録し、子育ての相互援助活動を
行います。

平成 26年 10月現在、４か所で実施しており、
今後は会員の確保と利用促進を図りながら、継
続実施します。

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

生後４か月までの乳児のいるすべて
の家庭を訪問し、養育環境等の把握
をし、援助を行います。

事業内容の充実を図りながら、現行体制で継続
実施します。

妊婦健康診査 妊婦が定期的に行う健診費用を助成
します。

事業内容の充実を図りながら、現行体制で継続
実施します。

養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭を訪問し
て、保護者の支援（相談支援、育児・
家事援助など）を行います。

事業内容の充実を図りながら、現行体制で継続
実施します。

利用者支援事業
子育てや教育・保育の利用に必要な
情報の提供、助言などを含めた支援
を行います。

事業内容の充実を図りながら、実施箇所の拡大
に取り組みます。

実費徴収に係る
補足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案し
て、日用品、文房具その他必要な物
品の購入、及び行事への参加費用等
を助成します。

国から示される具体的な運営指針等を踏まえ、
今後、検討していきます。

本制度への多様な主体の
参入を促進する事業

子育て支援施設等への民間事業者の
参入を促進します。

国から示される具体的な運営指針等を踏まえ、
今後、検討していきます。




