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こども・子育て
応援プラン

和泉市

和泉市こども・子育て支援事業計画及び
新次世代育成支援対策行動計画

和泉市こども・子育て
応援プランとは
　和泉市に生まれ育つ子どもが、た
くましく、すこやかに育ってほしい、
未来に夢と希望を持って育ってほし
いと考えます。
　また、子育ての主役となる保護者
が、子育ての悩みを抱えたまま孤立
することのないように、子育てに喜
びや楽しみを感じられるような“まち”
にしたいと考えます。
　本計画は、そんな思いを共通のも
のとして、市、市民や団体、保育・
教育関係者、企業など地域を構成す
るさまざまな人々が協働で子どもと
子育て家庭を応援する計画です。
　本計画は、これまでの「次世代育
成支援対策行動計画」を引き継ぐと
ともに、「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」を一体化したものです。
　次世代育成支援対策行動計画の成
果と課題を踏まえて、ひとり親家庭
の対策や母子保健対策など、新次世
代育成支援対策行動計画の取組の一
層の充実を図ります。
　また、多様な教育・保育ニーズ等
に対応するため、新規事業を含めさ
らに子育てしやすい環境づくりを進
めます。

概 要 版



計画策定の背景と目的 ……………………………………………………………
　国は、急速な少子化の進行や待機児童の増加、子育ての孤立感と負担感
の増加、幼児期の質の高い教育ニーズの高まりなどの子育てをめぐる環境
の変化に対応するため、平成24年8月に、「子ども・子育て支援法」を核
とする「子ども・子育て関連3法」を制定しました。この関連3法に基づき、
就学前の子どもの教育・保育及び地域子育て支援に関して新たな制度（子
ども・子育て支援新制度）が、平成27年度から始まることになりました。

　和泉市では、平成22年3月に「和泉市次世代育成支援対策行動計画（後
期計画）」を策定し、すべての子育て世帯が安心して子どもを産み、喜び
と楽しみを感じながら子育てを営むことができるまちづくりとともに、次
代の社会を担う子どもたちが、健やかに成長することができるまちづくり
をめざして、施策の総合的な推進を図ってきました。
　「和泉市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）」が計画期間を終了す
ることと、新たに「こども・子育て支援事業計画」を策定することが必要
となったことから、これまでの取組と課題を踏まえるとともに、質の高い
就学前の子どもの教育・保育の総合的な提供をはじめ、すべての子どもと
子育て家庭への支援の充実など、包括的な子ども・子育て支援のための計
画となるよう、「和泉市こども・子育て応援プラン」を策定しました。

子ども・子育て支援新制度とは …………………………………………………
●平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法

及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に
基づく制度のことをいいます。

【主な取組内容】
①保育の必要な0～2歳の子どもを対象とする小規模保育や家庭的保育などへの給付措置を行うことにより、量

的拡大・確保につなげ、待機児童問題の解消を図る。
②3～5歳の子どもには、就学前の教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」の普及促進を図るため、制

度を改善し、質の高い就学前の教育・保育の提供を図ります。
③保育の必要な子どもがいる家庭だけではなく、地域のニーズを踏まえた子育て支援の充実を総合的に推進しま

す。

計画の対象と期間 …………………………………………………………………
●本計画の対象は、生まれる前から乳幼児期を経て、青少年期に至るまでの、おおむね18歳までの子どもとそ

の家庭とします。
●子育て支援を行政と連携・協力して行う、事業者、企業、地域住民・団体等も対象になります。
●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。ただし、子ども人口の推移や事業の進

捗状況等により、計画期間内に一部事業を見直すこともあります。
●計画の最終年度には、それまでの成果と課題などを踏まえて見直し、新たに次期5年間の計画を策定します。

計画の概要1
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和泉市の計画の基本理念 …………………………………………………………
　地域の様々な人々とのふれあいや、行政をはじめ社会全体での子育て支援を通して、親も子も地域の人々も相
互に育ち合い、親子の笑顔があふれる和泉市、次代の社会を担う子どもたちが未来に夢と希望が持てる和泉市を
築いていくことをめざします。

ふれあい 育ち合い みんなでつくる
親子の笑顔といずみの未来

施策の体系 …………………………………………………………………………

計画の基本的な考え方2

 

 

基本目標１

基本目標３

基本目標４

基本目標５

基本目標６

基本目標２

豊かな心と生きる力
を育む人づくり

配慮が必要な子どもと家庭
に対するきめ細かな支援

子どもを生み育てることが
楽しく感じられる地域づくり

健やかに安心して暮らすことが
できる親と子との健康づくり 

子育てと就労・地域活動が
いきいきとできる環境づくり

(1) 就学前保育・教育の充実
(2) 学校教育の場における子育ち支援
(3) 豊かな人間性や社会性を育む体験機会の提供

子育て家庭を支える
環境づくり

子どもの幸せ・成長
を見守り、応援する

親の子育てを
見守り、応援する

地域の子育て力
を高める

(1) 児童虐待の防止と総合的な支援
(2) いじめや不登校等の対応
(3) 障がいのある子どもと家庭への支援
(4) ひとり親家庭支援施策の推進
(5) その他援護が必要な家庭に対する支援

(1) 子育てに関する相談・情報提供体制の充実
(2) 地域における子育て家庭への支援
(3) 親育ちへの支援
(4) 子育て家庭に対する経済的支援

(1) 保育・教育ニーズに対応した支援の強化
(2) 仕事と生活の調和の推進
(3) 家庭や地域生活における男女共同参画の推進

(1) 安心して妊娠・出産できる体制づくり
(2) 親子の健康の確保
(3) 思春期保健対策の充実
(4) 小児医療の充実

(1) 子どもの安全確保
(2) 青少年の健全育成の推進
(3) 地域における子育てネットワークの育成・支援
(4) 子育て支援人材の育成の推進

視点 

【基本目標】 【施策の方向】
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重点施策 ……………………………………………………………………………
●これまでの取組による課題や、就学前の子ども及び小学生の保護者に対するアンケート調査結果等を踏まえて、

重点施策を大きく6つの分野に設定しました。

　就学前の保護者の共働き世帯の増加や、母親の就労ニーズ、保育
所や幼稚園の預かり保育への希望が高いことなどを踏まえるととも
に、待機児童の解消を図るため、教育・保育的な観点と子どもの育
ちの観点を重視し、認定こども園の整備や保育所の定員枠の拡大な
どを進めます。

待機児童の解消1

　保護者が子育てと仕事の両立、あるいは生涯学習やボランティア活動など地域活動にも参画し、いきいき
と生活できるよう、また、親子同士でふれあえるよう、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を図ります。

地域子ども・子育て支援事業の拡充2

　不安定な家庭環境の中で、育児に不安を抱えながらも周囲からのサポートが得られなかったり、子どもに
対して育てにくさを感じることにより育児ストレスが高まっているなど、今後児童虐待発生につながる可能
性がある保護者を、乳幼児健診や保育所、幼稚園、認定こども園など関係各課や関係機関と連携しながら把
握することで、適切な支援を図ります。
　また、児童虐待により尊い命が失われることがないよう、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図り
ます。

育児に課題を抱える保護者への支援と児童虐待防止の推進3

　就学前の障がいのある子どもが、可能性を伸ばし健やかに育成できるよう、教育・保育施設における受け
入れの充実を図るとともに、小・中・高等ライフステージごとにつながりのある支援が利用できるよう、関
係各課や関係機関等との連携や相談体制の強化を図ります。とりわけ、増加している発達障がいについては、
早期発見・早期療育が重要なことから、その支援体制の強化を図ります。

障がいのある子どもに対する支援の充実4

　子どもの豊かな情操や思いやりの心、社会性などとともに、失敗してもやり直したり、機転をきかしたり、
たくましく生きる力を身につけられるよう、地域のさまざまな人や団体等の協力を得て、乳幼児期、小中学
生、高校生など、その時期に適した多様な体験の機会の提供を進めます。

子どもが元気に育つための環境づくり5

　子どもを交通事故や犯罪から守るため、保護者をはじめ地域住民や地域団体等と連携し、見守り・支援体
制の強化を図るとともに、交通安全施設等の整備に努めます。とりわけ、自転車による被害者や加害者とな
らないよう、対策の強化を進めます。

子どもが安全に育つための環境づくり6
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●子ども・子育て支援事業計画では、幼稚園や保育所、認定こども園や、地域子ども・子育て支援事業について
「教育・保育提供区域」を設定し、その区域ごとの「見込量」と「確保方策」及び実施時期を設定することになっ
ています。

●就学前及び小学生の人口は、今後減少
傾向を示し、平成26年3月末現在では
22,485人が、平成31年では20,801
人と推計されます。

●北西部及び中部地域は、今後も緩やか
に増加しますが、北部及び南部地域は
減少を続けるものと推計されます。

●計画の最終年である平成31年の就学
前及び小学生の人口は、北部地域がお
よそ2,800人、北西部地域が6,700人、
中部地域が11,000人、南部地域が
300人と推計されます。

和泉市の将来の子ども人口 ………………………………………………………

教育・保育提供区域の設定 ………………………………………………………

■本市の就学前及び小学生人口の推計

事 業 名 提供区域
教育・保育給付　 4地域※

時間外（延長）保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の保育の実施 4地域※

放課後児童健全育成事業
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提供 小学校区

子育て短期支援事業
保護者が疾病等の理由により、家庭において児童の養育が困難になった場合に、児童養護施設等に
おいて養育・保護

市内全域

地域子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、相談、情報の提供や助言等 市内全域

一時預かり事業
認定こども園や保育所において一時的に乳幼児を預かり、必要な保育を実施 市内全域

病児・病後児保育事業
病児または病後児について、病院や保育所等の専用スペース等で一時的に保育を実施 市内全域

子育て援助活動支援事業
乳幼児や小学生等の児童を有する保護者等を会員として、預かり等の希望者と援助することを希望
する会員との相互援助活動に関する連絡・調整等

市内全域

利用者支援事業
子どもまたはその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等 市内全域

妊婦健康診査事業
妊婦が定期的に行う健診費用を助成 市内全域

乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、養育環境の把握や情報提供等 市内全域

養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導や助言等 市内全域

※4地域とは、北部・北西部・中部・南部の各地域のことです。

量の見込みと確保方策（子ども・子育て支援事業計画）3

0
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15,000

20,000

25,000
（人）

０歳 １～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳 総数

推計実績

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
1,503 1,493 1,459 1,430 1,404 1,385

3,403 3,261 3,186 3,141 3,074 3,016

4,969

5,774 5,817 5,779 5,800 5,713 5,629

6,126 5,915 5,765 5,800 5,843 5,802

5,0825,2435,5145,5955,679

22,485 22,081 21,703 21,414 21,116 20,801

5



教育・保育 単位 H27 H28 H29 H30 H31

1号認定・2号認定　　　　　
（3～5歳、教育希望）

見込量 人 2,936 2,882 2,775 2,692 2,656
確保方策 人 3,688 3,721 3,681 3,681 3,681

2号認定
（3～5歳、保育必要）

見込量 人 2,310 2,273 2,204 2,153 2,145
確保方策 人 2,189 2,275 2,230 2,197 2,189

3号認定
（1・2歳、保育必要）

見込量 人 1,327 1,318 1,299 1,287 1,275
確保方策 人 1,228 1,318 1,303 1,292 1,281

3号認定
（0歳、保育必要）

見込量 人 376 371 366 363 360
確保方策 人 332 371 366 364 363

※新制度では、3つの区分認定に応じて、幼稚園や保育所などの利用できる施設が決まります。施設等の利用を
希望する場合は、認定を受ける必要があります。

※認定区分と利用施設
　1号認定：満3歳以上、教育を希望　⇒　幼稚園、認定こども園
※幼稚園での教育を希望される場合で、子ども・子育て支援新制度に移行せずに、現行制度のまま継続する幼稚園を利用される場合は、
　1号認定を受ける必要はありません。

　2号認定：満3歳以上、保育の必要性認定、保育を希望　⇒　保育所、認定こども園
　3号認定：満3歳未満、保育の必要性認定、保育を希望　⇒　保育所、認定こども園、地域型保育
※地域型保育とは、新制度に新たに位置づけられた市町村の認可で事業を行うことができる施設。「小規模保育」
「家庭的保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業があります。

●1号認定と幼稚園での教育を希望する場合については、新制度に移行した幼稚園及び認定こども園とともに、
現行制度のまま継続する幼稚園において確保します。

●2号・3号認定については、待機児童の解消と保育ニーズに対応するため、各施設の定員増や認定こども
園への移行促進、小規模保育事業の適正な実施に努め確保します。なお、就学前人口は減少傾向のため、
面積や職員配置の基準を順守しながら、定員の弾力的な運用を行うこともあります。

※新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされており、
現行の幼稚園・保育所の利用者負担の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定め
ることとなります。

●地域型保育事業の認可に関する需給調整の考え方
　教育・保育提供区域の見込量に基づき、地域型保育事業の認可にあたっての需給調整を行います。申請された
教育・保育提供区域において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員総数が、計画で定める
見込量に既に達しているか、申請された地域型保育事業所の設置によって見込量を超える場合、地域型保育事業
の認可をしないことがあります。

●教育・保育の一体的提供及び供給体制の確保方策
　教育・保育施設等の拡大については、既存施設の認定こども園化による利用定員枠の増、既存施設の利用定員
枠の増（定員変更・増改築等）、地域型保育事業の新設により行います。
　また、教育・保育内容については、家庭での教育とともに、人格形成の基礎なる乳幼児期の教育・保育の重要
性を踏まえ、質の高い教育・保育サービスの提供に向け、関係機関等と連携して、「保育所と幼稚園、認定こど
も園、小・中学校との連携」や「幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援」に取り組みます。

●質の向上のための取組
　教育・保育の質の向上を図るため、「職員配置の充実」や「職員の資質向上に向けた研修の充実」「運営に関す
る自己評価、外部評価、第三者評価等の導入支援」「定期的な情報交換の実施」などに取り組みます。

乳幼児期の教育・保育 ……………………………………………………………
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地域子ども・子育て支援事業 単位 H27 H28 H29 H30 H31

時間外（延長）保育
事業

見込量 人 29,459 30,784 32,168 33,519 35,130
確保方策 人 31,360 33,600 35,840 35,840 35,840

放課後児童
健全育成事業

見込量 人 1,813 1,804 1,687 1,658 1,610
国の基準※ 人 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749
確保方策 人 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131

子育て短期支援事業
見込量 人日 51 56 62 68 75

確保方策 人日 120 120 120 120 120

地域子育て支援
拠点事業

見込量 人回 / 月 4,407 3,966 3,570 3,213 2,892
確保方策 か所 11 11 11 11 11

一時預かり
事業

幼稚園
在園児対象

見込量 人日 16,336 17,969 19,726 21,742 23,917
確保方策 人日 20,000 20,000 20,000 24,000 24,000

幼稚園
在園児以外

見込量 人日 3,500 3,676 3,860 4,053 4,053
確保方策 人日 4,000 4,000 4,000 4,060 4,060

病児・病後児保育事業
見込量 人 96 106 117 128 141

確保方策 人 480 480 480 480 480

ファミリー・サポート・
センター事業

見込量 件 1,684 1,516 1,365 1,229 1,106
確保方策 件 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440

利用者支援事業 設置か所数 か所 － 1 1 1 1

妊婦健康診査事業
対象者数 人 1,455 1,427 1,408 1,393 1,380
健診回数 回 18,559 18,205 17,961 17,766 17,595

乳児家庭全戸訪問事業
0歳児童数 人 1,493 1,459 1,430 1,404 1,385

訪問数 人 1,493 1,459 1,430 1,404 1,385
養育支援訪問事業 訪問家庭数 件 25 25 25 25 25

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業

研修 回 2 2 2 2 2
代表者会議 回 1 1 1 1 1
実務者会議 回 20 20 20 20 20

※国の基準とは、条例基準定員の数値で、確保方策とは、平成26年度時点の定員にさらに施設措置を行った後の数値であり、向こう5年を目
途に基準は満たされると推測していますが、地域によってニーズ量を満たしている施設やニーズ量に対応できていない施設は存在します。

地域子ども・子育て支援事業 ……………………………………………………

●放課後児童健全育成事業については、平成27年度から施設整備に努めるとともに、国の基準（高学年の
受入、40人規模、1.65㎡/ 人）に対応できるまでの間、現行の定員数を使用する経過措置を設け、対象
者の受入を行います。

●地域子育て支援拠点事業については、いずみ・エンゼルハウス事業の6か所の設置をめざします。
●病児・病後児保育事業については、併せて2か所の設置をめざします。
●新規事業である利用者支援事業については、積極的な広報・啓発活動を実施し、利用者に広く周知を図り

ます。
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●本計画の推進にあたっては、多分野にわたる総合的な取組が必要となることから、関係各課との連携・調整を
とりながら、施策の効果的・効率的な推進に努めます。

●市、市民（家庭）、地域社会、事業者、NPO や市民活動団体などさまざまな社会の構成員が連携するとともに、
本計画の理念を共有し、地域の子どもと子育て家庭の支援にかかわるという共通認識を持ち、主体的に取り組
めるよう、さまざまな機会を活用し計画内容の広報・啓発を進めます。

●計画の進行管理については、本計画の検討・策定にあたった「和泉市こども・子育て会議」を、市民参画によ
る評価体制としても位置づけ、本計画の進捗状況を評価します。

●6つの基本目標、23の施策の方向ごとに、主な取組の事業の実施状況について、毎年度進捗状況把握・評価シー
トにより、関係各課が把握し自己評価を行います。

●教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業については、数値による把握・評価を行います。
●子ども人口の推移や、子ども・子育て支援事業に関するニーズの変化、事業の進捗状況、国制度の動向等を踏

まえ、必要に応じて量の見込みと確保方策等について見直しを行います。

こども・子育て
応援プラン

和泉市
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