
赤穂市子ども・子育て支援事業計画　新旧基本施策一覧 参考資料１

.

基本目標１　　子育てと仕事の両立が図られるよう支援します

施策の方向１ 保育サービスの充実 施策の方向1 安心して妊娠・出産・育児ができる支援の充実

1 教育・保育の提供体制の充実 継続 継続 1 健診事業の充実 52

2 延長保育の充実 継続 継続（拡充） 2 妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 53

3 土曜日午後保育の実施 継続 継続 3 マタニティマークの普及啓発 54

4 一時預かり事業の充実 継続 継続 4 予防接種事業の充実 55

5 病児病後児保育の実施 継続 継続 5 乳幼児の健康づくりに関する学習機会の充実 56

6 障がい児保育の整備 継続（44と統合） 継続 6 食育の推進 57

7 放課後児童健全育成事業（アフタースクール）の充実 継続 継続 7 子育て応援隊活動の推進 58

8 放課後子ども教室推進事業 継続 継続 8 親と子のふれあいを通じた家庭教育の充実 26

9 公立保育所の運営方針のあり方等の検討 継続 継続 9 小児医療の充実 60

10 幼稚園教育の充実 拡充 継続 10 小児医療機関の情報提供の充実 61

11 幼保一体化の検討・推進 継続 継続 11 不妊に関する支援の充実 62

12 利用者負担の適正化 継続 継続 12 かかりつけ医の推進 63

施策の方向2 子育て支援制度・サービスの充実 継続 13 乳幼児等医療費助成等の実施 64

13 子育て学習センターの充実 継続 施策の方向2

14 ファミリー・サポート・センター事業の推進 継続 継続（統合） 14 相談機関のネットワーク化 17

15 行催事の開催時の託児サービスの実施 継続 継続（統合） 15 子育てや家庭教育に関する情報提供の充実 24

16 子育てに関する情報提供機能の強化 継続（24と統合） 継続 16 各種子育て相談の充実 25

17 相談機関のネットワーク化 継続 継続 17 発達に遅れがみられる子どもへの相談・支援事業等の充実 42

18 子育て世帯の経済的負担の軽減 継続 継続 18 イベントの実施および情報の提供 31

19 就学援助の実施 継続 施策の方向3 子育て支援サービスの充実

施策の方向3 仕事と子育ての両立の推進 継続 19 一時預かり事業の充実 4

20 子育てと仕事の両立に向けた広報・啓発 継続 継続 20 病児・病後児保育の実施 5

21 ゆとりある労働環境づくり 継続 継続 21 放課後児童健全育成事業（アフタースクール）の充実 7 ◎新・放課後子ども総合プラン

22 就業・再就職の支援 継続 継続 22 放課後子ども教室推進事業 8

23 男女共同による子育ての推進 継続 継続 23 子育て学習センターの充実 13

基本目標２　　子どもと子育て家庭にやさしい地域づくりを推進します 継続 24 ファミリー・サポート・センター事業の推進 14

施策の方向1 家庭や地域の子育て力の向上 継続 25 検診受診時の託児サービスの実施 15

24 子育てや家庭教育に関する情報提供の充実 継続 継続 26 子育て家庭の経済的負担の軽減 18

25 各種子育て相談の充実 継続

26 親と子のふれあいを通じた家庭教育の充実 継続 施策の方向1 教育・保育サービスの充実

27 子育て支援の人材育成の促進 継続 継続 27 教育・保育の提供体制の充実 1 ◎指導主事等の配置、外国人幼児等

28 母親クラブの充実 継続 継続 28 延長保育の充実 2

29 地域・学校園所・大学の連携の推進 継続 継続 29 土曜日午後保育の実施 3

30 地域における子育て支援意識の醸成 継続 継続（統合） 30 障がい児保育の推進 44

31 イベントの実施および情報の提供 継続 継続 31 公立保育所の運営方針のあり方等の検討 9

32 若者の交流の場づくり 継続 継続（拡充） 32 幼稚園教育の充実 10

施策の方向2 子どもの安全を守る生活環境の整備 継続 33 幼保一体化の検討・推進 11

33 福祉のまちづくり推進 継続（34と統合） 継続 34 利用者負担の適正化 12

34 子ども連れの利用に配慮した施設整備と情報提供 継続（33と統合） 新設 35 ●幼児教育・保育の無償化への対応 ― ◎幼児教育保育無償化

35 地域での安心・安全ネットワークづくり 継続 施策の方向2 ワーク・ライフ・バランスの推進

36 地域における見守りの促進 継続（35と統合） 継続 36 子育てと仕事の両立に向けた広報・啓発 20

37 防犯灯の設置の促進 継続 継続 37 ゆとりある労働環境づくり 21

38 交通安全対策の推進 継続 継続 38 就業・再就職の支援 22

39 幼児2人同乗用自転車の購入助成 継続 継続 39 男女共同による子育ての推進 23

基本目標３　　すべての子どもが健やかに生まれ育つ環境を充実します

施策の方向1 きめ細やかな配慮を必要とする子育て環境への支援 施策の方向1 子どもの貧困対策及びひとり親家庭への支援の充実

40 養育支援訪問事業の推進 継続 継続 40 ひとり親家庭の自立支援の充実 50

41 障がいがある子どもの早期発見・早期支援 継続 継続 41 ひとり親家庭の経済的負担の軽減 51

42 発達に遅れがみられる子どもへの相談・支援事業等の充実 継続 継続 42 就学援助の実施 19

43 特別支援教育の充実 継続 新設 43 ●学習支援の推進 ―

44 障がい児保育の推進 継続（6と統合） 新設 44 ●相談支援ネットワークの充実 ―

45 療育事業の充実 継続 施策の方向2 児童虐待防止対策の推進

46 障がい児（者）福祉サービスの充実 継続 継続 45 虐待の予防と早期発見への取り組みの強化 48

47 障がいのある子どもの社会参加の促進 継続 継続 46 養育支援訪問事業の推進 40

48 虐待の予防と早期発見への取り組みの強化 継続 継続 47 配偶者等からの暴力（DV）の防止と相談支援体制の確立 49

49 配偶者等からの暴力（DV）の防止と相談支援体制の確立 継続 新設 48 ●社会的養護の推進 ―

50 ひとり親家庭の自立支援の充実 継続 施策の方向3 障がいのある子どもへの支援の充実

51 ひとり親世帯の経済的負担の軽減 継続 継続（新規） 49 障がいのある子どもの早期発見・早期支援 41

施策の方向2 子どもや母親の健康の確保 継続 50 特別支援教育の充実 43

52 健診事業の充実 継続 継続 51 療育事業の充実 45

53 妊産婦・新生児訪問指導の充実 拡充 継続 52 障がい児（者）福祉サービスの充実 46

54 マタニティマークの普及啓発 継続 継続 53 障がいのある子どもの社会参加の促進 47

55 予防接種事業の充実 継続 新設 54 ●相談支援体制の充実 ―

56 乳幼児の健康づくりに関する学習機会の充実 継続 新設 55 ●医療的ケアの推進 ― ◎医療的ケア児の支援体制

57 食育の推進 継続

58 子育て応援隊活動の推進 継続 施策の方向1

59 保健センターの充実 廃止 継続 56 心豊かな子どもの育成をめざした教育の推進 65

施策の方向3 小児医療体制の整備 継続 57 子どもが学ぶ機会の充実 66

60 小児医療の充実 継続 継続 58 学校等における思春期の保健対策の充実 67

61 小児医療機関の情報提供の充実 継続 継続 59 健康教育・保健指導の充実 68

62 不妊に関する支援の充実 継続 施策の方向2

63 かかりつけ医の推進 継続 継続 60 特色ある学校づくりの推進 69

64 乳幼児等医療費助成の充実 継続 継続 61 幼保小連携教育の推進 70

基本目標４　　子どもたちの生きる力と豊かな心を育みます 継続 62 学校の組織力と教職員の資質向上の推進 71

施策の方向1 豊かな心と健康なからだの育成推進 新設 63 ●外国人児童生徒が学びやすい環境の推進 ― ◎外国人児童生徒

65 心豊かな子どもの育成をめざした教育の推進 継続 施策の方向3

66 子どもが学ぶ機会の充実 継続 継続 64 心の問題に配慮した相談体制の充実 75

67 学校等における思春期の保健対策の充実 継続 継続 65 児童・青少年の健全育成の推進 76

68 青少年に対する健康教育・保健指導の充実 継続 継続 66 有害情報から子どもを守る体制の整備 77

施策の方向2 学校教育環境の整備

69 特色ある学校づくりの推進 継続 施策の方向1

70 幼保小連携教育の推進 継続 継続 67 母親クラブの充実 28

71 学校の組織力と教職員の資質向上の推進 継続 継続 68 地域・学校園所・大学の連携の推進 29

72 指導相談活動の充実 廃止 継続 69 子育て支援の人材育成の促進 27

施策の方向3 青少年の健全な育成のための環境整備 継続 70 地域における子育て支援意識の醸成 30

73 身近な遊び場の整備・充実 継続 継続 71 若者の交流の場づくり 32

74 児童館の整備・充実 継続 継続 72 児童館の整備・充実 74

75 心の問題に配慮した相談体制の充実 継続 新設 73 ●地域における居場所づくりの促進 ―

76 児童・青少年の健全育成の推進 継続 施策の方向2

77 有害情報から子どもを守る体制の整備 継続 継続 74 地域での安心・安全ネットワークづくり 35

継続（統合） 75 バリアフリー化の推進 33・34

継続 76 身近な遊び場の整備・充実 73

継続 77 防犯灯の設置の促進 37

継続 78 交通安全対策の推進 38

継続 79 幼児2人同乗用自転車の購入助成 39

新設 80 ●施設・通学路の安全対策の充実 ―

●新設施策 ◎基本指針項目

青少年の健全な育成のための環境整備

地域の子育て力の向上

基本目標１　　子どもを安心して生み育てられる支援の充実

基本目標２　　子育てと仕事の両立ができる環境の整備

基本目標３　　生まれ育った環境に左右されることのない育ちの支援

基本目標４　　子どもたちの生きる力と豊かな心の育成の推進

相談・情報提供体制の充実

◎虐待防止対策・社会的養育

◎障害児福祉計画

子どもの安全を守る生活環境の推進

コメント
基本理念　　　　こども・家庭・地域を育む子育て応援都市・あこう

基本理念　　　　子どもと子育て家庭を地域全体で応援するまち赤穂
　　　　　　　　～すべての子どもの可能性を開花できるまちをめざして～

1期施策
NO

1期評価

豊かな心と健康なからだの育成推進

基本目標５　　地域ぐるみで子どもや子育て家庭を支援する環境の推進

学校教育環境の整備

第2期計画（案）第1期計画


