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新次世代育成支援行動計画（後期）及び子ども・子育て支援事業計画（第2期）
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■子育て援助活動支援事業
（ファミリー・  サポート・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育
て中の保護者を会員として、児童の預
かり等の援助を受けることを希望する
者と当該援助を行うことを希望する者
との相互援助活動に関する連絡、調整
を行う事業です。

■放課後児童クラブ
　（放課後児童健全育成事業）
保護者が労働等により昼間家庭にいな
い小学校に就学している児童に対し、
町立児童館（たけのこ・すぎのこ・や
まばと児童館）及び認定こども園２か
所などを利用して適切な遊び及び生活
の場を与えて、その健全な育成を図る
事業です。

■延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、保育所（園）や認定こ
ども園において、仕事の都合などで通常の開所時間での迎
えができない家庭のために、延長して保育を行う事業です。

■病児保育事業
病児について、病院に付設された専用スペース等において、
看護師等が一時的に保育等する事業です。

■妊婦健康診査
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診
査として、①健康状態の把握、②検査計測、 ③保健指導を実施
するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査
を実施する事業です。
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計画の策定にあたって1 計画の基本的な考え方２
　篠栗町では、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「ささぐり こども いきい
きプラン」を、平成 17 年度から平成 21 年度までの「前期計画」、平成 22 年度
から平成 26年度までの「後期計画」として策定し、子育て支援のための施策を総
合的に推進してきました。さらに、「子ども・子育て支援法」の制定ならびに改正「次
世代育成支援対策推進法」を踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社
会全体で支援する環境を整備することを目的に、平成27年度から平成31年度ま
での「ささぐり こども いきいきプラン 新次世代育成支援行動計画 ( 前期 ) 及び
子ども・子育て支援事業計画 (第 1期 )」を策定しました。この計画に基づき、篠
栗町における子育て支援のための施策を総合的に推進してきました。

計画策定の背景1

　これまで篠栗町では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりのた
め「ささぐり こどもいきいきプラン」に基づき、子育て支援に取り組んできました。
今後はさらなる関係機関等との連携・協働のもと、親子がともに育ち、また、住民
がお互いに支え合う地域をめざして、児童の健全育成と子ども・子育て支援事業を
進めていくことが必要となります。そのため、本計画においては前計画の考え方を
踏襲し、「笑顔きらきら、子ども輝くまちへ」を基本理念として計画の推進を図り
ます。

　篠栗町では、基本理念のもと、子ども・子育て支援施策を進める上での共通の考
え方として、以下の視点に立って取り組むこととします。

■子どもたちの幸せを第一に考え、篠栗町のすべての子どもたちが心身とも
に健やかに育つための環境 づくりを進める「子どもからの視点」

■すべての親が安心して子どもを産み、ゆとりを持って楽しく子育てができ
る環境づくりを進める「保護者からの視点」

■地域住民との連携と協力のもとに、子どもとその保護者を地域で支え合う
体制づくりを進める「地域からの視点」

基本理念1

基本的な視点２

　本計画は、改正「次世代育成支援対策推進法」第 8 条に定める「市町村行動計画」
と、「子ども・子育 て支援法」第 61 条に定める「市町村子ども・子育て支援事
業計画」を一体的に策定するものです。
　本計画は、上位計画である「第6次篠栗町総合計画【ささぐり みんなの羅針盤】」
との整合を図るとと もに、「地域福祉計画」や「ささぐり健康プラン (健康増進計画・
がん対策推進基本計画・母子保健計画 )」 などの関連計画との整合と連携を図るも
のとします。

計画の法的根拠と位置づけ２

　本計画の期間は、令和 2 年度から令和 6 年度までの5か年とします。

計画の期間３
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第１期
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子ども・子育て支援事業計画（第2期）

次期計画評価・見直し
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笑顔きらきら、子ども輝くまちへ
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具体的な取り組み３

　両親家庭やひとり親家庭、障がいのある子どもを養育している家庭、専業主婦な
ど、子育てをしているすべての人が、安心して子育てができるよう、地域における
さまざまな子育て支援サービスを充実させるとともに、教育環境の整備や、育児に
関する情報提供及び相談体制の充実を図ります。
　また、安心して妊娠、出産、子育てができるよう、親子の健康づくりの支援や虐
待防止と早期発見及び事後フォロー等要保護児童への取り組みを図ります。
　障がい児施策の充実、子育てバリアフリーの視点を取り入れた住環境・道路環境
整備等、すべての人が地域で安心して生活ができるまちづくりを推進します。

ー４ー ー５ー

基本目標
夢をもち、心と体が
元気な子どもが育つまち1

（1）保育サービスの充実
① 一時預かり・延長保育
② 病児保育
③ 障がい児保育
④ 放課後児童クラブ（学童保育）
⑤ ファミリー・サポート・センター
⑥ 待機児童解消対策の推進
⑦ 幼稚園教諭・保育士の人材確保

（2）教育環境の整備
① 道徳教育の推進
② 個に応じた教育の推進
③ 有害環境対策
④ 幼稚園・保育所・小中学校の連携

　地域における子育て支援ネットワークの形成や交流活動の支援、また地域資源を
活用し安心して遊び、そして学び、いろいろな人とふれあいができる場所の整備充
実を図ります。
　地域において助け合いながら子育てや子どもの成長をともに見守る環境づくりに
も取り組み、子どもたちが未来に向かって明るく健やかに育つまちづくりを進めて
いくものとします。

基本目標
豊かな心を育む
よろこびとふれあいのまち2

（1）子どもの居場所づくり
① 児童館
② 篠栗町立図書館
③ 放課後子ども教室

（2）子どもたちの体験・
　　 交流事業
① 児童館での交流事業
② 乳幼児とのふれあい交流
③ 子どもたちの自立を促す体験学習

（3）子育て支援の体制づくり・  
     ネットワークの形成
① 地域子育て支援ネットワークの形成
② 子ども・子育て支援会議
③ 小学校区別地域づくり事業

（4）経済的負担の軽減
① 子育てに関する経済的負担の軽減
② ひとり親家庭への支援

（5）男女共同参画の推進
① 男女共同参画の推進
② DV等に関する相談機関の周知促進
③ 「子育て応援宣言企業」登録制度の周知

（6）生活環境の整備
① 道路交通環境の整備
② 交通安全教育の充実
③ バリアフリーの環境づくり
④ 犯罪被害の防止

（3）相談・教室による
　　 子育て支援と情報提供
① 訪問指導・支援
② 相談窓口の設置・情報提供の充実
③ 子育て教室
④ 子育てガイドブックの作成
⑤ 多様なメディアを通じた情報発信

（4）母と子の健康支援
① 妊産婦の健康・産後支援
② 乳幼児の健康支援
③ 不妊治療への支援
④ 子どもの基本的生活習慣の育成
⑤ 思春期保健対策
⑥ 小児救急医療
⑦ 食物アレルギー対応の充実

（5）支援を要する子どもや
　　  家庭への取り組み
① 虐待等通告窓口
② 要保護児童対策地域協議会
③ 養育支援訪問事業
④ いじめ・不登校対策の充実
⑤ 障がい児施策の充実
⑥ 子どもの貧困対策推進計画の策定
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量の見込みと確保方策4

ー６ー ー７ー

　「教育・保育提供区域」は、篠栗町全域を 1 区域として設定します。

教育・保育提供区域1 地域子ども・子育て支援事業3

■各年度における量の見込みと確保方策

子ども・子育て支援給付２

令和
６年度

令和
４年度

令和
２年度単位

人 /年

人 /年

人 /年

1号認定
（教育標準時間認定）

2号認定
（保育認定：3～5歳）

3号認定
（保育認定：0～2歳）

348 331 323

637 637 507

485 461 451

451 461 451

416 408 393

 321 337 393

【表の見方】上段 :量の見込み 下段 : 確保方策

令和
６年度

■利用者支援事業
子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保
健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助
言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する
事業です。

■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を提供し、子
育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行
う事業です。

■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、子育て
支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

■一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時
的に困難となった乳幼児について、主
として昼間において、認可保育所、も
しくは幼稚園や認定こども園で一時的
に預かり、必要な保護を行う事業です。

1

令和
２年度

1

平成
30年度

1

333

6,5286,5286,528

20,00020,00012,353

1,15200

278299306

見込み
（実施か所数）

見込み
（実施か所数）

見込み
（人日／年）

見込み
（人日／年）

見込み
（人／年）

■養育支援訪問事業等
【養育支援訪問事業】
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、
養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の
適切な養育の実施を確保する事業です。

【子ども家庭総合支援拠点事業】
子育て世代包括支援センターと連携し、効果的・効率的に、
リスクの程度に応じた適切な相談支援ができる体制を構築
します。

727271
見込み
延利用者数
（人日／年）

見込み
延利用者数
（人日／年）

見込み
延利用者数
（人日／年）

100

14140

今後のニーズにより検討

見込み
(実施か所数 )

確保方策
延利用者数
（人回／年）

幼稚園・認定こ
ども園在園児

それ以外

■子育て短期支援事業
保護者の疾病等の理由により家庭にお
いて養育を受けることが一時的に困難
となった児童について、児童養護施設
等に入所させ、必要な保護を行う事業
（短期入所生活援助事業（ショートステ
イ事業）及び夜間養護等事業（トワイ
ライトステイ事業））です。

【短期入所生活
援助事（ショー
トステイ事業）】

【夜間養護等事
業（トワイライ
トステイ事業）】

※平成 30 年度は実績値
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令和 2 年度～ 令和 6 年度

［概要版］

新次世代育成支援行動計画（後期）及び子ども・子育て支援事業計画（第2期）

令和
６年度

■子育て援助活動支援事業
（ファミリー・  サポート・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育
て中の保護者を会員として、児童の預
かり等の援助を受けることを希望する
者と当該援助を行うことを希望する者
との相互援助活動に関する連絡、調整
を行う事業です。

■放課後児童クラブ
　（放課後児童健全育成事業）
保護者が労働等により昼間家庭にいな
い小学校に就学している児童に対し、
町立児童館（たけのこ・すぎのこ・や
まばと児童館）及び認定こども園２か
所などを利用して適切な遊び及び生活
の場を与えて、その健全な育成を図る
事業です。

■延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、保育所（園）や認定こ
ども園において、仕事の都合などで通常の開所時間での迎
えができない家庭のために、延長して保育を行う事業です。

■病児保育事業
病児について、病院に付設された専用スペース等において、
看護師等が一時的に保育等する事業です。

■妊婦健康診査
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診
査として、①健康状態の把握、②検査計測、 ③保健指導を実施
するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査
を実施する事業です。

535

令和
２年度

374

平成
30年度

193

1439548

956957

278299333

見込み
（人日／年）

見込み
（人日／年）

見込み
利用園児数
（実人数）（人）

444410

159144137

見込み
延利用者数
（人日／年）

見込み
対象者数
（人／年）

未就学児童
延利用者数

340253182見込み
（人）

おねがい会員
（育児の援助を依
頼したい人）数

1038061見込み
（人）

見込み
（実人数）（人）

まかせて会員
（育児の援助を提
供する人）数

小学１年生

132117108見込み
（実人数）（人）小学２年生

1158873見込み
（実人数）（人）小学３年生

343434見込み
（実人数）（人）小学４年生

131313見込み
（実人数）（人）小学５年生

775見込み
（実人数）（人）小学６年生

小学生児童
延利用者数

※平成 30 年度は実績値

ささぐり こども いきいきプラン［概要版］
新次世代育成支援行動計画（後期）及び子ども・子育て支援事業計画（第2期）
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