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計画について

　女性の社会進出や共働きの増加等により、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化し、少子
化が急速に進行しています。こうした変化に対応するため、本市では国の指針に基づき、平成 27年３月
に「東近江市子ども · 子育て支援事業計画」（以下「第１期計画」という。）を策定し、保育ニーズの増
加により課題となっていた待機児童の解消と市内全体の教育 · 保育環境の充実を目指して、本市の実情
に合わせた子育て支援を進めてきました。この第１期計画は、令和元年度で計画期間が終了することから、
第１期計画を推進する中で浮き彫りとなった課題や新たな時代のニーズを捉え、新たな施策を展開する
「第２期東近江市子ども · 子育て支援事業計画」を策定しました。

　計画策定の趣旨

　計画の期間と位置づけ
　計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。
　また、本計画は、「子ども · 子育て支援法」第 61条及び「次世代育成支援対策推進法」第 8条に基づ
き策定するもので、本市の一人一人の子どもが健やかに成長できる社会を実現するため、子どもと子育
て家庭を社会全体で支援することを目的とした計画です。
　さらに、「子どもの貧困対策推進法」を踏まえ、子どもがその生まれ育った環境に左右されることなく、
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指す計画とします。
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　第 1期計画は、４つの目標を掲げ、その達成に向け具体的な取組をしてきました。主な成果について
は以下のとおりです。

第 1期計画の目標 主な成果の内容

【目標１】
子どもが自ら育つ力を育む
教育 · 保育の環境づくり

●認定こども園や学童保育所の大規模な施設整備
●認定こども園化の推進による 2·3 号認定の定員拡大と待機児童数の減少
●市内３箇所の病児保育室の設置

【目標２】
安心して産み
健やかに育てられる環境づくり

●ハピネス（東近江保健センター・子育て支援センター）整備による妊娠期
から子育て期の一体的な相談支援と関係機関の連携強化
●スクーリング・ケアサポーターの配置による学校における相談体制の充実

【目標３】
全ての子育て家庭を支援する
ネットワークづくり

●「子育てコンシェルジュ」の配置による安心して子育て相談ができる環境
づくり
●虐待対応強化支援員の配置による専門性の向上と支援体制の強化
●見守りおむつ宅配便による子育て家庭の経済的負担の軽減と子育て家庭の
見守りや育児不安の解消

【目標４】
社会全体で子育てする
環境づくり

●結婚 · 妊娠 · 出産 · 育児の切れ目ない支援を行う子育て支援の拠点を３箇
所設置し、子育て支援団体のネットワークを整備
●防犯教室や交通安全教育の実施による子どもが犯罪や交通事故から自身の
身を守る力の育成

第１期計画の成果2
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課題の整理
　第１期計画の評価と検証を基に、取り組んできた事業の主な課題は以下のとおりです。

課題 主な課題の内容

【課題１】
教育 · 保育の充実と子どもの
居場所づくり

●待機児童の解消と教育保育人材の確保
●学童保育所の利用ニーズの増加
●不安や悩み、不登校や行き渋り傾向にある児童への支援

【課題２】
妊娠期からの切れ目のない
支援の充実

●子育ての不安や負担の解消
●地域における子育て支援の充実
●家庭の子育て力の向上のための支援

【課題３】
特に支援を必要とする子どもや
家庭を支える体制の強化

●特別支援教育のニーズ増加への対応
●「子どもの貧困」問題への対応
●児童虐待防止の推進と更なる支援体制の強化

【課題４】
仕事と子育ての両立支援と
子どもが安心して遊べる
地域づくり

●企業への子育てに関する理解の促進
●子どもの社会性や思いやりを育む多様な交流 · 体験の場の充実
●登下校（登降園）等の安全確保と子ども自身の交通安全、防犯意識の向上
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　「子ども · 家庭 · 地域」の３つの視点を大切にしながら、具体的な事業を推進します。

東近江市の子ども · 子育て支援の視点 ー子どもの成長にとって大切なことー

　この計画では、本市の有する水と緑の豊かな自然や悠久の歴史 · 文化を最大限にいかし、個性豊かな
まちに暮らす魅力あふれる人々の創意工夫 · 相互協力による「うるおいとにぎわい」の中で、子どもた
ち一人一人が元気に明るく、いきいきと輝くことのできるまちを目指します。
　また、本市で育った子どもたちが、「このまちで生まれてよかった」「このまちで生きていきたい」と
地域に愛着を持ち、本市の未来をつくる担い手として活躍することを願い、次のとおり本計画の基本理
念（目指すまちの姿）を掲げます。

基本理念 ー目指すまちの姿ー

計画の基本的な考え方4

うるおいとにぎわいが育む
子どもが未来に輝くまち　東近江市

子ども　「子どもが明るく健やかに育つ視点」
家　庭　「家庭や親が安心して子育てができる視点」
地　域　「地域とつながることができる視点」
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　施策体系図

【基本目標３】
全ての子育て
家庭を支援する
環境づくり

【課題３】
特に支援を
必要とする
子どもや家庭を
支える体制の強化

１
障害のある
子どもへの支援の充実

（１）学校・園における支援体制の充実
（２）障害の早期発見・ 理解促進に向けた取組の

充実
（３）障害児福祉計画との連携

２
子育てに困難を
抱える家庭への支援の充実

（１）貧困・ひとり親家庭等への支援
（２）子育て家庭の経済的基盤の安定
（３）外国にルーツのある子どもへの支援

３
子育て不安や負担の軽減と
児童虐待防止対策の充実

（１）孤立している保護者への支援
（２）児童虐待防止対策の充実

【基本目標２】
安心して産み

健やかに育てられる
環境づくり

【課題２】
妊娠期からの
切れ目のない
支援の充実

１
産前・産後からの
切れ目のない支援の充実

（１）母子の健康への支援と医療機関との連携
（２）妊娠・出産に関する正しい知識の啓発や支援

２
地域における
子育て支援の充実

（１）子育て支援ネットワークづくり
（２）親育ち支援

【基本目標１】
子どもが

健やかに育つ
教育 · 保育の
環境づくり

【課題１】
教育 · 保育の
充実と子どもの
居場所づくり

１
幼児期の教育・
保育環境の充実

（１）教育・保育の量の確保
（２）質の高い教育・保育の提供
（３）多様な保育の充実

２
放課後等の
子どもの活動の場の充実

（１）多様な放課後活動等の推進
（２）学童保育所と放課後子ども教室の推進

３
学校等における子どもの
健やかな育ちへの支援

（１）学校・家庭・地域の連携強化
（２）次世代の親の育成

【基本目標４】
社会全体で
子育てする
環境づくり

【課題４】
仕事と子育ての
両立支援と

子どもが安心して
遊べる地域づくり

１
ワーク・ライフ・バランス
の推進

（１）仕事と子育ての両立に向けた意識啓発
（２）企業への働きかけの推進

２ 交流・体験の機会創出
（１）子どもの交流の場づくり・遊び場づくり
（２）子どもの体験活動の充実

３
安心・安全な
地域環境づくり

（１）まちづくりにおける安心・安全対策
（２）登下校等地域における安心・安全への取組

子ども · 子育て支援事業

基本目標 課題 施策の方向性 主要施策

子ども　「子どもが明るく健やかに育つ視点」
家　庭　「家庭や親が安心して子育てができる視点」
地　域　「地域とつながることができる視点」

子ども・子育て支援の視点

うるおいとにぎわいが育む
子どもが未来に輝くまち　東近江市

基本理念

子ども · 子育て支援事業の実施に向けた量の見込みと確保方策

　量の見込みと確保方策及びその実施時期
（１）幼児期の教育・保育事業
（２）地域子ども・子育て支援事業
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教育 · 保育提供区域
　教育 · 保育提供区域とは、幼児期の教育 · 保育事業及び地域子ども · 子育て支援事業を計画的に推進す
るに当たり、基礎となる区域のことです。
　第１期計画では、小 · 中学校への進学実態等を踏まえ、９中学校区単位を提供区域とし、全市的に認
定こども園等の整備を進めてきました。その結果、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可
能な中学校区の範囲で、認定こども園等の施設整備が進みました。
　本計画では、第 1期計画での施設整備を基盤に、０～２歳児の教育 · 保育の提供体制を確保すること
を重視し、市全域を一つの提供区域とします。提供区域を一つとすることで、多様な事業者の参入を受
け入れることができ、柔軟な供給体制を確保することができます。
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　幼児期の教育 · 保育事業は、小学校就学前の乳幼児が幼児施設（保育所、
幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所）を利用する事業です。

幼児期の教育 · 保育事業6

認定区分 利用できる施設等

１号
認定

【教育標準時間認定】
子どもが満３歳以上で、認定こども園等で教育を希望

認定こども園、幼稚園
（教育標準時間）

２号
認定

【保育認定　満３歳以上】
子どもが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に
該当し、認定こども園等で教育 · 保育を希望

認定こども園、保育所
（保育標準時間、保育短時間）

３号
認定

【保育認定　満３歳未満】
子どもが満３歳未満で、「保育を必要とする事由」に
該当し、認定こども園等で保育を希望

認定こども園、保育所
（保育標準時間、保育短時間）、
地域型保育事業所

■認定区分と対象児童 · 施設

■量の見込みと確保予定数

区分 対象年齢 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

１号
認定

３～５歳 人
1,293 1,170 1,049 967 903

1,905 1,905 1,850 1,830 1,750

２号
認定

３～５歳 人
1,654 1,661 1,656 1,702 1,779

1,644 1,644 1,693 1,713 1,793

３号
認定

０歳 人
194 204 213 222 231

216 216 221 240 240

１·２歳 人
802 832 851 854 855

855 855 875 875 875

上段：量の見込み　下段：確保予定数

この計画では、「量の見込み」（どのくらいの需要があるか）を設定し、それに対応する「確保予定数」
（いつ・どのくらい供給するか）を定めて、計画的に子ども・子育て支援事業を進めていくんだよ。
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地域子ども · 子育て支援事業
　教育 · 保育のほか、子ども · 子育て支援法で定められた事業として、
子どもと子育て家庭を対象に各事業を展開します。
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■量の見込みと確保予定数

事業名 単位
令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

①利用者支援事業

基本型 箇所 8 10 12 13 13

母子保健型 箇所 1 1 1 1 1

特定型 箇所 1 1 1 1 1

②時間外保育事業
　〔延長保育事業〕

延べ人数
/年

30,194 30,194 31,010 31,010 31,010

③放課後児童健全育成事業
　〔学童保育所〕

人
1,552 1,658 1,744 1,756 1,723

2,026 2,101 2,161 2,201 2,201

④子育て短期支援事業
　〔ショートステイ〕

延べ人数
/年

92 105 105 105 105

⑤乳児家庭全戸訪問事業 件 /年 903 890 872 856 840

⑥養育支援訪問事業
延べ回数
/年

310 356 356 356 356

⑦地域子育て支援拠点事業
延べ人数
/年

70,757 70,821 70,910 70,913 70,962

⑧一時預かり事業

幼稚園型
〔預かり保育〕

延べ人数
/年

2,430 2,225 2,022 1,893 1,801

11,265 11,265 11,265 11,265 11,265

幼稚園型以外
延べ人数
/年

2,792 2,664 2,521 2,397 2,292

13,504 13,505 13,506 13,507 13,508

⑨病児保育事業 箇所 3 3 3 3 3

⑩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〕

延べ件数
/年

824 849 874 900 927

⑪妊婦健康診査事業
延べ回数
/年

12,460 12,208 11,984 11,760 11,564

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 延べ月数 279 270 260 256 256

⑬多様な主体が本制度に参入する
　ことを促進するための事業

箇所 4 4 4 4 4

※量の見込みと確保予定数の数字が一致しない場合は、上段に量の見込み、下段に確保予定数を記載しています。
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　基本目標ごとに定めた施策の方向性と主要施策の下、本計画の基本目標の達成に向けた具体的な事業を
推進します。３ページの主要施策ごとに取り組む主な事業は以下のとおりです。

【教育 · 保育の量の確保】 ………………………………
【質の高い教育 · 保育の提供】 …………………………
【多様な保育の充実】 ……………………………………
【多様な放課後活動等の推進】 …………………………
【学童保育所と放課後子ども教室の推進】 ……………
【学校 · 家庭 · 地域の連携強化】 ………………………
【次世代の親の育成】 ……………………………………

基本目標１　子どもが健やかに育つ教育 · 保育の環境づくり

●保育の量の拡充　●保育士等の人材の確保
●職員の質の向上　●保育アドバイザーによる相談支援
●一時預かり事業　●病児保育事業の充実
●子どもの体験活動の場の提供　●児童センターの活動の活性化
●学童保育所の充実　●放課後子ども教室の実施
●地域に開かれた学校づくりの推進　●学校における相談体制の充実
●「確かな学び」を育む教育の推進　●性教育の推進

基本目標 2　安心して産み健やかに育てられる環境づくり

【母子の健康への支援と医療機関との連携】 …………
【妊娠 ·出産に関する正しい知識の啓発や支援】 ……

【子育て支援ネットワークづくり】 ………………………

【親育ち支援】 ……………………………………………

●産前 ·産後支援　●乳幼児健康診査の推進
●妊娠 ·出産に関する正しい知識の普及
●不妊及び不育症治療に対する助成と啓発活動の推進
●ファミリー ·サポート·センターの利用促進
●子育てに関する関係機関 ·団体の充実
●図書館活動を活用した親育ちの促進
●家庭の教育力向上に向けた学習機会と情報の提供

基本目標３　全ての子育て家庭を支援する環境づくり

【学校 · 園における支援体制の充実】 …………………

【障害の早期発見 · 理解促進に向けた取組の充実】 …
【障害児福祉計画との連携】 ……………………………

【貧困 ·ひとり親家庭等への支援】 ……………………

【子育て家庭の経済的基盤の安定】 ……………………
【外国にルーツのある子どもへの支援】 ………………
【孤立している保護者への支援】 ………………………

【児童虐待防止対策の充実】 ……………………………

●特別支援教育の充実
●学校 ·園におけるインクルーシブ教育の推進　
●心身の発達に関する相談及び支援　●障害に関する啓発
●障害のある子どもとその家庭への各種手当の支給 ·医療費の助成
●障害のある子どものいる家庭への支援
●生活困窮家庭の子どもへの学習·生活支援　
●子どもの貧困対策推進のための体制整備
●児童手当の支給　●子どもの医療費の助成
●外国にルーツのある子どもへの日本語指導・生活指導
●地域子育て支援拠点事業の推進
●子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
●児童虐待防止に関する啓発　●子育て短期支援事業の体制整備

基本目標４　社会全体で子育てする環境づくり

【仕事と子育ての両立に向けた意識啓発】 ……………
【企業への働きかけの推進】 ……………………………
【子どもの交流の場づくり· 遊び場づくり】 ……………
【子どもの体験活動の充実】 ……………………………

【まちづくりにおける安心 · 安全対策】…………………

【登下校等地域における安心 · 安全への取組】 ………

●男女共同参画の推進啓発　●父親対象事業の推進
●仕事と子育ての両立に関する啓発　●働きやすい職場環境の整備
●公園緑地の遊具管理　●学校 ·幼児施設の遊具管理
●地域に根ざした魅力ある教育及び保育活動の充実
●青少年の体験活動促進
●学校 ·幼児施設での安全管理の徹底
●公共施設におけるユニバーサルデザイン化の推進
●交通安全教育の推進　●地域ぐるみの防犯体制の強化

子ども · 子育て支援事業8
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重点事業9
　子育て家庭の不安の解消と未来を担う子どもの育成を図る上で、特に重要かつ緊急に取り組むべき事
業を「重点事業」と定め、本計画期間において戦略的に取り組みます。

第２期東近江市子ども · 子育て支援事業計画（概要版）　令和２年３月
発行　滋賀県東近江市 こども未来部 こども政策課　〒５２７－８５２７　滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号
ＩＰ ：０５０－５８０１－５６４３　　ＴＥＬ：０７４８－２４－５６４３　　ＦＡＸ：０７４８－２３－７５０１

幼児教育 ·
保育の充実

●保育士等の人材確保
●民間事業者の活用

●職場環境の改善による就労の定着

●幼児教育センターを拠点とした
　研修の実施

●保育の量の確保

待機児童解消のために ···

安定した園運営のために ···

人材育成のために ···

多様化する保育ニーズに対応
するために ···

子育て世代包括
支援センターの
体制整備

●専門職による相談 · 面談 · 訪問

●妊産婦や乳幼児の継続的な状況把握
●支援プランの策定

妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援のために ···

胎児 · 乳幼児にとって良好な
成育環境を実現するために ···

特に支援を
必要とする

子どもへの支援

●特別支援教育コーディネーターによる
　学校 · 園生活支援

●学校 · 園生活のサポート
●多様な文化を尊重した教育 · 保育の実施

●早期発見と見守りのできる地域づくり
●専門職の雇用と相談員のスキルアップ

障害のある
子ども等への支援のために ···

外国にルーツのある
子ども等への支援のために ···

虐待から子どもを守る
体制の強化のために ···

子どもの未来
応援施策

●確実に相談窓口や支援機関につながる
　仕組みづくり
●地域の人材との連携を強化 

●児童生徒の学力向上の促進

●就労や能力開発のための支援
●ホームフレンドの派遣

●仕事と子育ての両立支援
●経済的支援によるサポート

支援体制の整備のために ···

貧困の連鎖を断ち切るために ···

ひとり親家庭の自立 ·
環境の改善のために ···

自立を促進するために ···

1

2

3

4


