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　本市では、平成 19 年 3 月に次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を
策定し、「子育ての第一義的責任は保護者にある」という基本認識のもとに、
次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに生まれ育つ環境づくりに取り
組んでまいりました。この計画において「きたなごや　子ども体験・発見・集
いの場プロジェクト」に位置付けた「児童センターきらり」は、平成 26 年 4
月に開所し、子育て支援の拠点施設として、笑顔あふれる子どもたちを始め、
多くの市民の皆様にご利用いただいているところでございます。
　さて、平成 27 年 4 月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートいたし
ます。本市においては、家庭・地域・学校及び行政がより強く連携、協働しな
がら、「子どもがすてきに育つまち　北名古屋」という大きな目標に向け、全
力で取り組んでまいります。
　市民の皆さまには、この趣旨にご賛同いただき、ぜひ、本事業計画に位置づ
けた取組へのご参加、ご協力をお願い申し上げます。
　最後に、この計画の策定にあたりまして、子ども・子育て会議委員として審
議を重ねてくださいました委員の皆さま、アンケート調査やパブリックコメン
トなどでご意見をお寄せいただいた皆さまに、心から厚くお礼を申し上げま
す。

　平成 27 年 3 月

北名古屋市長　長瀬　保

「子どもがすてきに育つまち
北名古屋」をめざして
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策定の趣旨
第 1 章
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第 1 節 計画の基本的性格

1　策定の背景・目的
	我が国では、急速な少子化の進行と子ども・子育て支援が質・量ともに不足している現状、
子育て家庭における孤立感と負担感の増加とともに、都市部を中心とする保育園等の待機児
童などが深刻な問題となっています。
	このような状況を背景に、平成 24年 8月には「子ども・子育て支援法」、「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、いわゆる子ども・子育て関連 3法が成立し、これら法律に
基づく『子ども・子育て支援新制度』が平成 27年 4月から施行されます。

　
【子ども・子育て支援新制度の 3 つの目的】
1．質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
2．保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
3．地域の子ども・子育て支援の充実

	この新制度を施行するにあたり、子ども・子育て支援法では、すべての自治体に教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実
施に関する計画（子ども・子育て支援事業計画）の策定を義務づけています。
	本市では、平成 22年 3月に次世代育成支援対策推進法に基づく「北名古屋市次世代育成支
援行動計画後期計画（平成 22～ 26年度）」を策定し、『子どもがすてきに育つまち・北名
古屋～いきいき成長応援プラン～』を基本理念として、本市に暮らす子どもが次代の担い手
として、豊かな心をもち、いきいきと主体的に生きるすてきな人に成長することを目指して、
計画に示した各種子育て支援施策を推進してきました。
	そして本市は、子ども・子育て支援法に基づく計画とともに、次世代育成支援対策推進法（平
成 37年 3月 31日まで延長）に基づく計画を一体とする「北名古屋市子ども・子育て支援
事業計画」を策定し、平成 27年度以降は、新しい計画に基づき、質の高い幼児期の教育・
保育やニーズに応じた子育て支援施策を計画的に推進します。

計画の基本的性格 3



図表 1　国の政策動向

年次 政策の概要

平成
15年

少子化社会対策基本法
少子化対策の理念を法定。内閣府への少子化社会対策会
議の設置や、地方公共団体の少子化対策の策定・実施責務、
事業主の雇用環境整備の努力責務も規定

次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援に関する 10年間の時限立法。市町村や
従業員 300人以上の事業主に行動計画策定を義務化

16年 少子化社会対策大綱
少子化社会対策基本法に基づき閣議決定。4分野の重点
課題に向けた 28の行動を設定

17年
子ども・子育て応援プラン
（17～ 21年度）

少子化社会対策大綱に基づく具体的実施計画。「全国どこ
でも歩いていける場所で気兼ねなく親子で集まって相談
や交流ができる」など「目指す姿」を描き、「中学校区に
1か所以上の子育て拠点施設」などの数値目標を設定

18年 「新しい少子化対策について」

少子化社会対策会議決定。平成 19年度から① 3歳未満
児の児童手当引上げ②こんにちは赤ちゃん事業の実施③
育児休業給付率の引上げ④放課後子ども教室、児童クラ
ブの予算拡充（放課後子どもプラン）⑤事業所内託児施
設設置への税制優遇措置などを実施

19年

認定こども園制度の開始
認定こども園は①幼稚園と同様の 4時間程度の教育②保
育に欠ける子に対する 8時間程度の長時間保育③通園児
に限定しない地域子育て支援事業の 3項目が認定の要件

「子どもと家族を応援する日
本」重点戦略

少子化社会対策会議決定。就労と結婚・出産・子育ての
二者択一構造の解決のために、「働き方の見直しによる仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」
と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の
両輪」として取り組む必要性を提起

仕事と生活の調和憲章・行動
指針

ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定。「10
年間で週労働時間 60時間以上の雇用者を半減」など 14
項目の数値目標を設定

20年

新待機児童ゼロ作戦

「仕事と生活の調和行動指針」の数値目標のうち、10年
後に① 3歳未満児への保育サービスの提供割合を 38％
（現行 20％）②小学 1年～ 3年生の児童クラブの提供割
合を 60％（現行 19％）という 2つの目標を目指し施策
展開

5つの安心プラン

社会保障の機能強化のための緊急対策。閣議決定。5つ
の柱のうち 1つを次世代育成支援とし、家庭的保育（保
育ママ）の制度化のための児童福祉法等改正など、緊急
対策を設定
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年次 政策の概要

平成
20年

社会保障国民会議最終報告
少子化対策は未来への投資とし、国民の希望する結婚、
出産・子育てを実現した場合の社会的追加コストは 1.5
～ 2.4 兆円と推計

持続可能な社会保障構築とそ
の安定財源確保に向けた「中
期プログラム」

社会保障国民会議最終報告を踏まえ閣議決定。子育て支
援の給付・サービスの強化を明記

21年
社会保障審議会少子化対策特
別部会	第 1次報告

「保育の必要性を市町村が認定し、保育が必要と判断され
た利用者と保育所が公的保育契約を締結する『新たな保
育の仕組み』」を提案。

22年 子ども・子育てビジョン

少子化社会対策大綱を改定したもので、目指すべき社会
への政策として 4つの柱、①子どもの育ちを支え、若者
が安心して成長できる社会、②妊娠、出産、子育ての希
望が実現できる社会、③多様なネットワークで子育て力
のある地域社会、④男性も女性も仕事と生活が調和する
社会（ワーク・ライフ・バランスの実現）と、12の主要
施策を設定

23年
子ども・子育て新システムに
関する中間取りまとめについ
て

幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・
一元的なシステムの構築について検討を行うために立ち
上げられた「子ども・子育て新システム検討会議」にお
いて、新システムの全体像、給付設計の在り方、幼保一
体化の在り方、質改善（機能強化）の在り方等を取りま
とめたもの

24年
子ども・子育て関連 3法の成
立

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子
ども・子育て支援を総合的に推進するもの

25年

待機児童解消加速化プラン
待機児童の解消に向け、子ども・子育て支援新制度の施
行を待たずに、地方自治体に対する支援策を講じるもの

少子化危機突破のための緊急
対策

「子育て支援」、「働き方改革」をより一層強化するととも
に、「結婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出す
ことにより、これらを『3本の矢』として推進するもの

26年

次世代育成支援対策推進法、
母子及び寡婦福祉法の改正

次世代育成支援対策推進法の有効期限の 10年延長、母
子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充を図るもの

放課後子ども総合プラン

共働き家庭等の「小 1の壁」を打破するとともに、次代
を担う人材を育成するため、すべての児童が放課後等を
安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで
きるよう、放課後児童健全育成事業（児童クラブ）及び
放課後子ども教室の計画的な整備等を進めるためのもの

計画の基本的性格 5
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1.41

満３歳以上の子ども
を持つ、保育を必要
としない、家庭で子
育てを行う家庭
《ニーズ》
学校教育 ＋ 子育て
支援

満３歳未満の子ども
を持つ、保育を必要
としない、家庭で子
育てを行う家庭
《ニーズ》
子育て支援

満３歳未満の子ども
を持つ、保育を必要
とする家庭
《ニーズ》
保育 ＋ 子育て支援

満３歳以上の子ども
を持つ、保育を必要
とする家庭
《ニーズ》
学校教育＋保育＋
児童クラブ＋子育て
支援

【子ども・子育て家庭の状況及び需要】

需要の調査・把握（ニーズ調査の実施）

市町村子ども・子育て支援事業計画

計画的な整備

【子どものための教育・保育給付】

【地域子ども・子育て支援事業】
地域子育て
支援拠点事業 一時預かり 乳児家庭

全戸訪問事業 延長保育事業 病児保育事業 児童クラブ その他

① 認定こども園（幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設）
　 （0～ 5歳）
② 幼稚園（3 歳以上）
③ 保育園（0～5歳）

① 小規模保育（利用定員 6人以上 １９ 人以下）
② 家庭的保育（利用定員5人以下）
③ 居宅訪問型保育（居宅での 1対 1での保育）
④ 事業所内保育（企業や病院等に設置）

特定教育・
保 育 施 設

地 域 型
保育事業

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連 3 法について」

図表 2　国における出生数と合計特殊出生率の推移

出典：平成 24 年人口動態統計月報年計

図表 3　新制度に基づく子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ）
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2　計画の位置づけ
	本計画は、子ども・子育て支援法第 61条の「市町村子ども・子育て支援事業計画」及び次
世代育成支援対策推進法第 8条の「市町村行動計画」として位置づけられます。
	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を含めた子ども・子育て関連 3法に基づく『子ども・
子育て支援新制度』について、本市として制度を計画的に運用していくためのものです。
	本計画の策定にあたっては、「北名古屋市総合計画」の 3つの基本理念（健康、快適、自立）、
将来像「健康快適都市～誰もが安全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、健康や福祉、
教育、まちづくりなど、さまざまな分野にまたがる次世代育成支援対策を総合的に実施する
ものです。
	「北名古屋市地域福祉計画」や「北名古屋市けんこうプラン 21」、「北名古屋市男女共同参画
プラン」、「北名古屋市障害者計画・障害福祉計画」など、関連計画等の内容との整合性を確
保し、策定しました。

3　計画の期間
	本計画の期間は、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に基づき、平成 27年度から平成
31年度までの 5か年とします。
	ただし、国や県の施策の動向、社会経済情勢の変化状況を見極めながら、必要に応じて見直
しを行うこととします。

4　計画策定の流れ
	この計画の策定にあたっては、市民へのアンケート調査を実施し、幼児期の教育・保育、子
育て支援に対する需要や課題などを把握しました。
	市の関係各課による事業の進捗状況の点検・評価に加えて、子ども・子育て支援法第 77条
に基づく「北名古屋市子ども・子育て会議」を設置し、計画案を審議し、策定に至りました。
	策定の流れは図表 4のとおりです。

計画の基本的性格 7



北名古屋市次世代育成支援行動計画後期計画
（平成２２～２６年度）

計 画 案 の 作 成

北名古屋市子ども・子育て支援事業計画
（平成２７年度～３１年度）の確定

北名古屋市子ども・子育て会議の
開催

パブリックコメントの実施

関係各課との検討・調整

市民へのアンケート調査
（幼児期の教育・保育、子育て支援
に対する需要や課題などを把握）

関係各課による事業の進捗状況の
点検・評価

図表 4　計画策定の流れ
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第 1 節 基本理念と基本的視点

1　基本理念
	この計画の基本理念は、子ども・子育て支援法の目的や子ども・子育て支援に関する基本的
認識等を踏まえつつ、市として一貫性のある子ども・子育て支援の推進を図るため、「北名
古屋市次世代育成支援行動計画」の基本理念と基本的視点を継承し、本市に暮らす子どもが
次代の担い手として、豊かな心をもち、いきいきと主体的に生きるすてきな人に成長するこ
とを目指して、「子どもがすてきに育つまち・北名古屋～いきいき成長応援プラン～」とし
ます。
	子ども・子育て支援は、児童の権利に関する条約の基本原則である「子どもの最善の利益」
が実現される地域社会を目指すものであり、かつ、子ども一人ひとりが本来もっている育つ
力を伸ばすことです。
	子育ての第一義的責任は、父母その他の保護者にあるとの基本認識のもと、本市は、保護者
と地域（地域住民、保育園、幼稚園、学校、自治組織、行政等）が連携しながら、市全体で、
子どもがいきいきとすてきに育つことを応援する取組をさらに進めます。

子どもがすてきに育つまち・北名古屋
～いきいき成長応援プラン～

基本理念

基本理念と基本的視点 11



2　基本的視点
　この計画は、次の 3 つの基本的視点に基づき、施策を推進します。

子どもの自立支援の環境づくり
	子どもは、家庭や学校・地域などで人権が尊重されることで、自らをかけがえのない存在で
あることを自覚し、他人の人権も尊重できるようになります。
	また、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高
い子どもを含め、すべての子どもを対象に、適切な支援を行うことにより、一人ひとりの子
どもの健やかな育ちを等しく保障する必要があります。
	このような考えに基づき、本市は、一人ひとりの子どもの育つ力を信頼・尊重し、適切な支
援を行い、自立を支援する環境づくりを進めます。

ゆとりある家庭づくり
	家庭は、子どもにとって、生きるための唯一ともいえる拠り所であると同時に、初めて接す
る社会でもあり、重要な役割をもった場です。
	また、親が子どもと向き合い、ゆとりをもってしっかりと、食習慣など生活習慣の基礎や危
険回避の意識を育てるとともに、社会のルールを守り、責任を果たすことなどのしつけがで
きる条件づくりが必要です。
	家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、保護者がしっかりと子どもと向き合い、
喜びを感じながら子育てができるよう、男女を問わず家庭と仕事がバランスよく両立し、や
りがいや充実感を感じながら生活することが大切です。
	このような考えに基づき、本市は、男女が互いに尊重し、助け合いながら、楽しく子育てと
仕事を両立する、ゆとりある家庭づくりを支援します。

頼もしい地域社会づくり
	地域は、家庭の次に重要な人間形成の場であり、大きな影響を与える社会です。
	“たくさんの人に抱かれた子どもは幸福になる”といわれているように、地域の大人たちが
積極的に関わり、“幸せな子ども”を育てることが求められています。
	また、保護者が子育てについての責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能
となるよう、地域社会が保護者に寄り添い、親としての成長を支援することが大切です。
	このような考えに基づき、本市は、子どもや家庭と地域が日常的に関わりをもち、さまざま
な人が子育て支援や子どもの成長をサポートするような、頼もしい地域社会づくりを進めま
す。

基本理念と基本的視点12



第 2 節 シンボルプロジェクト
　本市は、基本理念「子どもがすてきに育つまち・北名古屋」の実
現を目指して、本計画で取り組む事業等のうち、次の事業をシンボ
ルプロジェクトとして設定し、重点的・優先的に推進します。

	本市に暮らす子どもが次代の担い手として、豊かな心をもち、いきいき
と主体的に生きるすてきな人に成長することを目指す、本計画の理念を
具現化するための条例です。

　

	日本国憲法や国連で採択された児童の権利に関する条約が保障する子ど
もの権利を、より具体的に分かりやすく定めるものでもあります。

　

	理念を実現するため、子ども自身、家庭、地域住民、教育・保育施設、
企業、行政それぞれの役割を定めます。

　

	学識経験者や公募の市民、小学生・中学生・高校生などで構成する検討
委員会を設置し、条例に盛り込むべき項目等を議論したり、パブリック
コメント（市民からの意見提出制度）を実施し、広く市民などからの意
見を募った上で、制定に至るものです。

本市は、「子どもの最善の利益」が実現される地域社会を目指すため、その
一環として、子どもの幸せと健やかな成長に向けた子ども・子育て支援と地
域社会の役割に関する条例の制定を図ります。

子どもがすてきに育つまち・北名古屋

きたなごや子ども第一主義プロジェクト
（仮称）北名古屋市子ども条例の制定

【基本的視点】
1．子どもの自立支援の環境づくり
2．ゆとりある家庭づくり
3．頼もしい地域社会づくり

シンボルプロジェクト

基本理念

シンボルプロジェクト 13
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第 1 節 施策の体系
　この計画の施策の体系は、次のとおりです。

１ 子どもの自立
　 支援

子どもの
自立支援の
環境づくり

２ 親と子の健康
　 づくり

３ 家庭における
　 子育てへの支援

４ 子育てと社会
　 参加の両立支援

５ 子育てを支え
　 合う地域づくり

６ 子ども・子育て
　 に配慮したまち
　 づくり

１‒１ 子どもの人権の尊重
１‒２ 個に応じた指導の充実
１‒３ 多様な学習・生活体験の推進
１‒４ 子どもの出番・居場所づくり

２‒１ 妊娠・出産と子育てスタート支援
２‒２ 母子の疾病予防、早期発見・治療
２‒３ 健康的な生活習慣の確立
２‒４ 思春期の健康づくり

３‒１ 相談・情報提供体制の整備
３‒２ ひとり親家庭への支援
３‒３ 障害児施策の充実
３‒４ 経済的負担の軽減

４‒１ 質の高い幼児期の教育・保育の充実
４‒２ 放課後児童対策の充実
４‒３ 子育て世代の学習機会の充実
４‒４ 働きやすい環境づくりの整備

５‒１ 子どもを地域で育てる意識づくり
５‒２ 子育て拘留・コミュニティづくり
５‒３ 地域の子育て支援体制の整備
５‒４ 要保護児童・家庭への対応

６‒１ 子育てしやすい生活環境の整備
６‒２ 安全な遊び場の整備
６‒３ 子ども等の安全の確保

理 念 視 点 施 策 の 体 系

ゆとりある
家庭づくり

頼もしい
地域社会
づくり

子
ど
も
が
す
て
き
に
育
つ
ま
ち
・
北
名
古
屋

図表 5　施策の体系

施策の体系 17



第 2 節 将来の児童人口

１８,0００

１６,０００

１４,０００

１２,０００

１０,０００

８,０００

６,０００

４,０００

２,０００

０

４,８３０ ４,９３４ ５,０５０

５,１０３

５,３１４

５,１８９

５,０８３

５,３０７

５,２１８

５,０４２

５,３３３

５,２５６

５,０５２

５,３７７

５,２３６

５,０５３

５,４１２

５,１０８

５,２３２

５,０７７

５,２６４

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（推計人口：人） ０～５歳 ６～１１歳 １２～１７歳
図表 6　推計児童人口（各年 4 月 1 日現在）

	計画期間（平成 27年から平成 31年）の児童人口の推計は、過去 5年の住民基本台帳人口、
母親の年齢階級別の出生率を用いたコーホート変化率法※により行いました。
	この計画の対象者である「0～ 17 歳人口」は、平成 31年度には 15,701 人と推計され、
増加を見込みます。
	なお、年齢区分で見ると、「未就学児童（0～ 5歳）」と「中高生（12～ 17歳）」は増加を
見込む一方、「小学生（6～ 11歳）」は横ばい又は若干の減少を見込みます。

※コーホート変化率法・・・コーホート（同時出生集団）の一定期間における人口の変化率が将来にわたり維持されると仮定して、
将来人口を算出する方法

区　分
実　績 推　計 平成 26 →

31 年度の
増減平成

25 年度
平成

26 年度
平成

27 年度
平成

28 年度
平成

29 年度
平成

30 年度
平成

31 年度

0 ～ 5 歳 5,264 5,232 5,314 5,307 5,333 5,377 5,412 180

6 ～ 11 歳 5,077 5,108 5,103 5,083 5,042 5,052 5,053 −55

12 ～ 17 歳 4,830 4,934 5,050 5,189 5,218 5,256 5,236 302

合　計 15,171 15,274 15,467 15,579 15,593 15,685 15,701 427

単位：人

将来の児童人口18



第 3 節 子ども・子育て 
関連施策の総合的な展開

1　子どもの自立支援

　本市は、子ども一人ひとりの幸せを第一に考
え、子どもの権利を最大限に尊重しつつ、子ど
もの権利擁護と自立支援のための環境づくり
を図ります。

	 小学生の保護者に、「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）
について聞いたところ、『名前も知らなかった』との回答が 61.4％
と最も高く、次いで『名前だけは知っていた』が 27.6％、『名前も
内容も知っていた』が 10.4％【図表 7参照】

	 小学生の保護者に、子どもの権利擁護に関して、市や関係者が力を
入れるべきことを聞いたところ、『犯罪の取締りを強化する』が
48.6％、『学校内外の人権教育を充実する』が 40.6％、『人権が侵
害された被害者の救済・支援を充実する』が 35.0％と、これらが
上位 3つ【図表 8参照】

	 地域的なグループ活動への小学生の参加状況は、前回調査（平成
21年 2月）と同様に『子ども会活動』が 61.0％と最も多く、回
答率も前回から変化なし。次いで『参加したことはない』が
23.7％、『スポーツ活動』が 23.0％などと続く【図表 9参照】

	 小学生の保護者に、お子さんのために、近くにあったらよいと思う
ものを聞いたところ、前回調査と同様に『いつでも子どもが自由に
遊べる屋内施設』が 53.2％と最も多く、回答率は前回から上昇。
次いで、『木や小川があり、木登りや泥んこ遊びなどができる場所』
が 33.8％、『プールやグラウンドなどのスポーツ施設』が 29.1％
などと続く【図表 10参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 子 ど も の 人 権 の 尊 重
 個 に 応 じ た 指 導 の 充 実
 多様な学習・生活体験の推進
 子どもの出番・居場所づくり

子どもの自立支援 19



N＝1109

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

10.4 27.6 61.4
0.6

名前も内容も知っていた
名前も知らなかった

名前だけは知っていた
無回答

子どもの権利の意識を高め、
理解を深めてもらう啓発行動を推進する

学校内外の人権教育を充実する

課題に対応する専門の相談機関・施設を充実する

人権が侵害された被害者の救済・支援を充実する

犯罪の取締りを強化する

子どもの権利に関する情報の収集及び提供を充実する

関係機関と連携を図る

市が関係する条例を制定し、
子どもの権利を大切にするという姿勢を示す

その他

特にない

わからない

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

25.6

40.6

25.5

35.0

48.6

16.1

18.0

18.5

1.3

1.4

10.7

1.4

N＝1109

図表 7　「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）について【小学生保護者調査】

図表 8　子どもの権利擁護に関して、市や関係者が力を入れるべきこと【小学生保護者調査】
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無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2.9
2.8

23.0
21.6

12.0
9.0

61.0
59.8

4.0
3.0

7.8
4.8

0.5
0.5

23.7
26.9

1.1
1.2

今回調査　N＝1109
前回調査　N＝1067

スポーツ活動

文化・音楽活動

キャンプ等の野外活動

子ども会活動

清掃や高齢者訪問等の社会福祉活動

ホームステイ等の国際交流活動

その他

参加したことはない

ジャングルジムやブランコなどの遊具がある公園

かくれんぼや鬼ごっこができる空き地や原っぱ

木や小川があり、木登りや泥んこ遊びなどができる場所

遊具があり、遊び方を教えてくれる人がいる施設

読み聞かせや手作り体験ができる文化施設

いつでも子どもが自由に遊べる屋内施設

プールやグラウンドなどのスポーツ施設

その他

特にない

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

24.8
30.7

8.4
7.4

18.6
20.1

33.8
33.8

20.4
19.5

18.4
19.9

53.2
41.1

29.1
21.9

1.7
2.4

1.0
0.5

今回調査　N＝1109
前回調査　N＝1067

図表 9　地域的なグループ活動への小学生の参加状況【小学生保護者調査】

図表 10　子どものために近くにあったらよいと思うもの【小学生保護者調査】
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課　題
 『子どもの最善の利益』を具体化し、権利を擁護する取組

 子どもの自立を支援する一人ひとりに応じた学習・体験機会の拡充と子どもの

居場所づくり

 事業の内容 
1 － 1　子どもの人権の尊重

事業名 内　容 担当課 区分

（仮称）北名古屋市
子ども権利条例の制定

　「子ども・子育て支援に関するアンケート
（小学生用）」において、18.5％が条例制定を
求めており、子どもの幸せと健やかな成長に
向けた子ども・子育て支援と地域社会の役割
を明らかにすること等を目的に、住民の意見
等を反映した北名古屋市独自の条例の制定に
向け取り組みます。

児童課 新規

子どもの相談窓口の設置
　子どもが自ら相談できる窓口として、条例
の制定に合わせた窓口設置を検討します。

児童課 新規

「児童の権利に関する条約」
の広報・啓発

　「子ども・子育て支援に関するアンケート
（小学生用）」結果において、25.6％が子ども
の人権について啓発活動を望んでおり、さま
ざまな媒体・機会を活用して、「児童の権利
に関する条約」の広報・啓発活動を推進しま
す。

児童課 継続

男女共同参画を推進する
教育・学習等

　学校における男女共同参画に関する教育・
学習を推進します。
　子育てや子育ての社会化の必要性、子ども
の自立等について、広報、ホームページ及び
男女共同参画推進事業を通して、意識の醸成
を図ります。

市民活動推進課
学校教育課　

継続

子どもの自立支援22



1 － 2　個に応じた指導の充実

事業名 内　容 担当課 区分

保育園の地域交流活動

　地域のお年寄りの指導により、野菜作りが
各保育園で盛んになっているほか、学校・児
童館を通じて、小学生や中学生とのふれあい
の機会も増えています。
　今後も基礎的な生活習慣の獲得などを目的
に、自然体験や異世代交流など、各保育園に
おいて特色ある就学前教育を推進します。
　久地野保育園の異世代交流スペースの活用
など、保育園児が異年齢の子どもや若者、高
齢者などとのふれあいの場や機会の確保を図
ります。

児童課 継続

保育園での
動的な遊びや体操

　子どもの戸外で遊ぶ機会の減少がうかがえ
ることから、乳幼児期から体を動かす楽しさ
が体験できるよう、保育園で動的な遊びや体
操を積極的に取り入れます。
　特に、一人ひとりが楽しく取り組めるよう、
動きのある遊びの工夫をします。

児童課 継続

統合保育

　療育施設から保育園の年長児クラスへの移
行にあたっては、1対 1で加配保育士を配置
しており、今後も障害の程度に応じた担当保
育士の加配配置と施設整備を進め、障害の有
無に関わらず、ともに育ち合う統合保育を推
進します。
　また、保育園と療育施設が連携し、障害を
有する児童との交流を定期的に行います。

児童課 継続

学び支援事業

　全小中学校に市採用非常勤講師を配置し、
ティームティーチングや少人数指導の充実を
図るとともに、アフタースクール教室を開設
し基礎学力の補充に努めています。今後は非
常勤講師の研修等を充実し、少人数指導や
ティームティーチングの質的向上を目指しま
す。

学校教育課 継続
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事業名 内　容 担当課 区分

野外活動推進事業、
ゲストティーチャーの活用等

　野外活動推進事業、ゲストティーチャーの
活用など、体験的な学習や問題解決的な学習
を通じ、「よくわかる授業」、「楽しい授業」
の授業研究の充実を図り、児童・生徒の自ら
学ぶ意欲を引き出します。
　また、自然体験機会、高齢者や障害を有す
る人との交流機会などの拡充を図り、他人を
思いやる心に響く「心の教育」を推進します。

学校教育課 継続

スクールカウンセラー
派遣事業

　全小中学校にスクールカウンセラーを配置
し、カウンセリングを通して指導・助言を行っ
ており、心に悩みをもつ児童・生徒及び保護
者並びに教職員を対象に、カウンセラーによ
る精神医学・心理学等の専門的視野からの指
導・助言の充実を図ります。

学校教育課 継続

いじめ、不登校などの
悩みの相談・指導体制

　電話相談、家庭訪問、教育支援センターパ
レット等、教育支援活動を今後も推進してい
くほか、市及び学校でいじめ防止基本方針を
策定し、いじめの未然防止及び早期対応の体
制をさらに整備していきます。

学校教育課 継続

1 － 3　多様な学習・生活体験の推進

事業名 内　容 担当課 区分

体験活動ボランティア活動
支援センター事業

　地域で子どもを育てる環境の充実、人間性
豊かな青少年の育成を目的に、体験活動ボラ
ンティア活動支援センターにおいて、体験活
動の紹介と、青少年による奉仕活動・体験活
動を推進します。

生涯学習課 継続

情報教育、情報モラル教育

　ICT 機器を活用し「わかる授業」や情報モ
ラルの育成に取り組んでおり、今後も教職員
の指導力の向上など、情報化に対応した教育
を推進します。
　また、携帯電話やインターネット等の利用
に関して、家庭と連携を図りつつ、情報モラ
ルを身に付けさせる指導を適切に行います。

学校教育課 継続
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事業名 内　容 担当課 区分

職場体験学習

　全中学校で職場体験学習を実施し、その学
習を核に系統的なキャリア教育の計画を立て
た上で学習を実施しています。今後も児童・
生徒の発達段階に応じて、組織的・系統的に
勤労観・職業観を育成するキャリア教育を実
施します。

学校教育課 継続

外国語指導助手による
国際理解教育

　小中学校に外国語指導助手を派遣し、実践
的なコミュニケーション能力の育成を図って
います。今後も国際的な視野を広め、世界の
国や人々との相互理解を深めるため、外国語
指導助手による国際理解教育を実施します。

学校教育課 継続

環境学習
　各学校において、学習指導要領に基づいた
環境学習により、環境問題に関する知識の普
及を図ります。

学校教育課 継続

「読書への誘い」活動

　将来の社会を担う子どもに読書の喜びを
知ってもらうために、東・西図書館で、お話会、
紙芝居会、読み聞かせ、ストリーテリングな
ど各種の「読書への誘い」活動を展開します。
　また、図書館見学、司書体験などの体験活
動の充実を図ります。

生涯学習課 継続

芸術・文化活動

　北なごやパペットフェスタや北名古屋市民
音楽祭等により、子どもが芸術文化にふれる
機会を提供します。
　また、芸術活動団体の活動を応援します。

生涯学習課 継続

「文化財愛護少年団」の活動

　小学校 5年生、6年生の団員で構成される
「文化財愛護少年団」の活動を拡充、支援し
ていくことにより、継続的に実施していきま
す。

生涯学習課 継続

体験・交流事業

　地域の人々と連携した「きたっこスクール」
をはじめ、歴史民俗資料館・旧加藤家住宅等
を活用した生活文化の体験学習を充実しま
す。
　また、地域間交流事業として、大桑村児童
との合宿生活等を体験する「子ども交流セミ
ナー」を実施します。

児童課　　
生涯学習課

継続
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事業名 内　容 担当課 区分

子ども対象の教室・講座
　少年少女発明クラブを支援し、子どもたち
に楽しみながらものづくりに取り組める機会
を提供していきます。

児童課　　
生涯学習課

継続

児童・生徒の健康と
体力づくり

　学校の体育の授業やスポーツ行事、総合型
地域スポーツクラブなどで、児童・生徒の健
康と体力づくりに取り組みます。

学校教育課
スポーツ課

継続

土曜学習（英語教室）

　子どもたちの土曜日の教育活動の充実のた
め、全小学校の 3・4年生を対象に、英語に
慣れ親しむことを目的として、土曜日に英語
教室を実施しており、今後も継続実施を図り
ます。

生涯学習課 継続

1 － 4　子どもの出番・居場所づくり

事業名 内　容 担当課 区分

児童館等での
「中高生タイム」

　「中高生タイム」の実施施設・回数の拡充
を図るため、児童館職員の増員、児童館以外
で実施できる施設等について検討します。

児童課 継続

子ども会活動、
ジュニアリーダー育成

　子ども会の重要性や魅力を地域の方に伝
え、理解を図り、子ども会会員及び育成者の
増加を促し、子ども会の活性化を目指し、地
域交流、異年齢交流を深められる子ども会活
動を目指します。
　また、ジュニアリーダー育成講習会の充実
を図り、子どもが主体となった活動を目指し
ます。

児童課 継続

地域コミュニティ活動に
子どもの出番づくり

　地域社会を構成する一員として、地域の清
掃活動をはじめ、まつり、イベントに子ども
の役割を位置づけるなど、地域に子どもの出
番を多くします。
　また、実行委員、年少リーダーの育成を促
進させ、子どもが中心となって企画・運営す
る子どもフェスタを開催します。

児童課 継続
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事業名 内　容 担当課 区分

家庭教育事業

　家庭学習の手引きを作成、配布し、家庭で
の学習習慣の定着、規則正しい生活の意識向
上を図っており、家庭教育に関する講座や教
室などで、子どもの成長において、家庭での
手伝いが重要であることや家族全員で協力す
ることの重要性などを啓発します。

学校教育課
生涯学習課

継続

子どもによるまちづくり
ワークショップ等

　校外学習で行う社会見学（議場見学）等の
機会を活用し、子どもの豊かな感性の創出に
よる意見等を反映しつつ、親しまれる開かれ
た議会を目指します。

児童課　　
議事課　　

継続
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2　親と子の健康づくり

　本市は、長期的な視野に立ち、安心して子ど
もを生むことができ、生涯にわたり健康でいき
いきと暮らせるよう、親と子の健康づくりへの
支援を図ります。

	 就学前児童の保護者に、市の事業やサービスの認知状況と今後の意
向を聞いたところ、『パパママ教室』の認知度は 94.7％と高く、『保
健センターの情報・相談サービス』についても認知度が 80％を超
えている【図表 11参照】

	 就学前児童の保護者が市・県・国に期待することは、『子育てに伴
う経済的負担の軽減』の 47.9％に次いで、『保健医療サービスの充
実』が 44.8％と上位【図表 12参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 妊娠・出産と子育てスタート支援
 母子の疾病予防、早期発見・治療
 健 康 的 な 生 活 習 慣 の 確 立
 思 春 期 の 健 康 づ く り

保健センターの情報・相談サービス

パパママ教室（妊娠遍・育児遍）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

94.7
38.0

31.2

81.5
31.8

53.6

N＝1272

知っている 利用したことがある 今後利用したい

図表 11　市が実施している子育て支援サービスの認知状況・利用意向【就学前児童保護者調査】
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仕事や生活に必要な用事などで必要になった
ときに利用できる保育サービスの充実

子育てについての情報や相談が気軽に受けられる
場所や機会の提供

子育てと仕事が両立できる労働環境の整備促進

保健医療サービスの充実

子育てに伴う経済的負担の軽減

子どもが伸び伸びと遊べる場所づくり

幼児用トイレ・授乳室・スロープなど、子ども
連れに配慮した施設の整備・充実

その他

交通安全教育、道路の安全設備、歩道の整備

ゆとりある住環境の整備

子どもが犯罪の被害にあわないよう見守りの充実

虐待防止ネットワークの充実

大気や水の汚染防止など、有害な物質から
子どもを守る環境づくりの促進

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

44.8
52.8

6.1
4.9

40.1
44.9

47.9
54.8

41.4
44.3

23.4
21.3

18.2
13.9

6.5
6.2

15.3
11.1

43.6
41.0

13.8
8.1

31.2
32.0

1.4
0.8

7.6
2.0

今回調査　N＝1272
前回調査　N＝1024

図表 12　今後、市・県・国に期待すること【就学前児童保護者調査】

課　題
 妊娠中から出産直後、各種健診時等において、育児や子どもの発達に関する親

の不安を解消する取組の充実

 子どもたち等の健康的な生活習慣の確立を支援するため、食育の推進や各種健

診時の相談支援の充実

 思春期の心の問題への対処とともに、未成年の飲酒や喫煙、薬物等の影響の啓

発と防止
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 事業の内容 
2 － 1　妊娠・出産と子育てスタート支援

事業名 内　容 担当課 区分

パパママ教室等

　母子健康手帳発行時に、副読本やパンフ
レット及びマタニティマークを配布すること
により、妊娠・出産・育児に関する基本的な
知識の普及を図るとともに、パパママ教室等
の開催により、父親の育児参加を啓発します。

健康課 継続

妊婦、乳児健康診査
委託事業

　妊婦 14回、乳児 1回の健康診査、妊産婦
歯科健診 1回を医療機関委託で実施するとと
もに、受診率の向上に努めます。

健康課 継続

乳児家庭全戸訪問事業
（赤ちゃん訪問事業）

　生後 4か月児未満の乳児のいるすべての家
庭に赤ちゃん訪問員が訪問し、子育ての情報
提供や相談を行うとともに、必要性の高い家
庭は保健師や助産師が訪問し、支援体制を充
実させます。

健康課 継続

母性健康管理指導事項
連絡カード

　ポスター掲示や母子健康手帳交付時のリー
フレットの配布を通じて、母性健康管理指導
事項連絡カードについて説明し、使用するこ
とのメリットを伝えます。

健康課 継続

乳幼児の育児支援

　望ましい親子関係の育成と乳幼児の健全な
育成を図るため育児相談を実施します。
　さらに、随時医療機関と連携し、妊産婦や
疾病をもって生まれた乳児について適切な対
応を図ります。

健康課 継続

ハイリスク妊産婦への
家庭訪問

　ハイリスク妊産婦と判断されるケースは、
保健師が、早期から家庭訪問等の支援を行い
ます。

健康課 継続

一般不妊治療費助成
　広報・ホームページで、一般不妊治療費助
成制度について周知を図ります。

健康課 継続

産後ヘルパー派遣事業
　産後体調不良等のために、家事や育児を行
うことが困難な世帯を対象に、産後ヘルパー
派遣事業等を実施します。

健康課 継続

多胎児の親への育児支援
　多胎児サークル活動の PR による参加促進
を図ります。

児童課
健康課

継続

ブックスタート事業
　乳児期から親子で本に親しむきっかけ作り
に、乳児健康診査時に絵本を配布し、親子の
コミュニケーションを支援します。

生涯学習課 継続
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2 － 2　母子の疾病予防、早期発見・治療

事業名 内　容 担当課 区分

乳幼児健康診査

　乳幼児の疾病の早期発見のため、4か月児、
10 か月児、1歳 6 か月児、3歳児を対象に
健康診査を実施します。
　また、健康教育や育児相談、発達相談を合
わせて実施し、子育て支援に努めます。

健康課 継続

未受診児受診勧奨
　電話・訪問・手紙等により、未受診児の状
況確認と受診勧奨を実施します。

健康課 継続

乳幼児訪問指導
　育児や子どもの発達に心配のある親を対象
に、保健師が家庭訪問を実施し、育児不安や
悩みの軽減を図ります。

健康課 継続

予防接種
　医療機関と連携を取り、安全・円滑に実施
できるよう努めます。予防接種の効果と副反
応について、情報提供に努めます。

健康課 継続

乳幼児の事故防止教育
　事故防止の方法についてパンフレットを配
布し、健康教育を行うことで、知識の普及を
行います。

健康課 継続

乳幼児突然死症候群（SIDS）
予防教育

　母子健康手帳発行時や乳児健診時に、SIDS
予防のパンフレットを配布し、知識の普及を
行います。

健康課 継続

育児相談
　育児や発達に関する個別相談の充実を図り
ます。

健康課
児童課

継続

健診事後教室
　育児や発達に心配のある親子を対象に、親
子で楽しく遊び、発達を促す教室を行います。

健康課 継続

要観察児等の支援実施
　健診等で支援が必要とされた子どもとその
親を対象とした「たんぽぽ教室」を実施し、
専任保育士、臨床心理士を配置します。

児童課 継続

子育て情報
配信システム事業

　育児中の保護者へ、予防接種や最新の子育
て情報などを保健センターから配信します。

健康課 新規
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2 － 3　健康的な生活習慣の確立 	

事業名 内　容 担当課 区分

保育園や学校における
「食育」

　保育園や学校の給食に旬のより安全性の高
い地場素材の活用、郷土料理の取り入れなど、
本物のおいしさ、健康によい食文化にふれる
機会づくりを行います。
　また、学校給食巡回指導の実施など、給食
を通して正しい食習慣の定着を図ります。

健康課　　
児童課　　
学校教育課

継続

離乳食講習会・栄養相談
　栄養士による離乳食指導・個別相談を実施
し、児童の発達段階に合った食生活ができる
よう支援します。

健康課 継続

かかりつけ医の普及
　乳幼児健康診査で、かかりつけ医の有無を
確認するなど、かかりつけ医の普及に努めま
す。

健康課 継続

小児専門医、救急時の
医療機関の紹介

　子育て情報誌、赤ちゃん訪問時の配布パン
フレットなどで、近隣の小児専門医、救急時
の医療機関の連絡先を紹介します。

健康課 継続

保育園・幼稚園での
歯みがき指導等

　保育園・幼稚園での歯みがき指導、学校で
の定期健診・歯科保健指導など、乳児期から
連続した歯の健康づくりを実施します。
　また、保育園、幼稚園の年長から小学生に
フッ化物洗口を導入し、むし歯予防に努めま
す。

児童課　　
学校教育課

継続

生活リズムの確立支援
　乳幼児健診時に生活リズムのパンフレット
を配布し、健康教育や個別相談を行います。

健康課 継続
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2 － 4　思春期の健康づくり

事業名 内　容 担当課 区分

乳幼児ふれあい学習

　学校・地域において、小中学生が乳幼児と
ふれあう学習を実施します。長期休暇での実
施（年 3回）から、回数を増加し、より多く
の小中学生に参加を促します。

児童課 継続

学校の健康教育

　児童・生徒の健康の保持・増進を図るため、
健康診断を実施します。
　また、学校と保健センター等が連携して、
健康教育を推進します。

学校教育課
健康課　　

継続

性についての
正しい知識の習得

　平成 25年度より、全中学校で思春期教室
の実施を進めています。児童保護者に対して、
健康教育における性教育の重点指導、思春期
セミナーの実施などにより、性や命の大切さ、
性感染症や予防の知識について、年齢に応じ
た教育を推進します。

健康課　　
学校教育課

継続

薬物乱用防止教育

　学校において、薬物が体に及ぼす影響につ
いて学習する薬物乱用防止教育を充実しま
す。
　また、薬物の害について、駅前での啓発活
動やホームページ等による知識普及を図りま
す。

学校教育課
健康課　　
家庭支援課

継続

防煙教育等

　保育園・幼稚園・学校では、今後とも全面
禁煙を実施します。
　また、保育園や幼稚園、学校と保健センター
等が連携して、子どもが酒・たばこに興味を
示す前に防煙教育等を実施します。防煙教育
の実施校を増やします。

健康課　　
学校教育課

継続
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3　家庭における子育てへの支援

　本市は、父母その他の保護者が子育てについ
ての第一義的責任を有するという基本的認識の
下に、子育て家庭の孤立等の問題を踏まえて、
広くすべての子どもと家庭における子育てへの
支援を図ります。

	 就学前児童の保護者に、子育てをどのように感じることが多いかを
聞いたところ、『楽しいと感じることが多い』が 60.8％と最も多く、
前回調査からは若干上昇。次いで『楽しいと辛いが同じくらい』が
30.8％で、『辛いと感じることの方が多い』は 3.6％【図表 13参照】

	 就学前児童の保護者で北名古屋市を子育てしやすいまちと感じてい
る方は、『そう思う（17.1％）』と『どちらかというとそう思う
（39.9％）』を合わせると 57.0％で、前回調査からの大きな変化な
し【図表 14参照】

	 就学前のひとり親家庭に必要な支援を聞いたところ、『親が面倒を
みられないときの支援』が 43.9％、『経済的な支援』が 39.0％、『安
定的な就業の支援』が 29.3％と、これらが上位 3つ【図表 15参照】

	 就学前児童の保護者に、市の事業やサービスの認知状況と今後の意
向を聞いたところ、『市で発行している子育て情報誌』と『市の子
育て支援ホームページ』は、いずれも認知度を上回る利用希望【図
表 16参照】

	 就学前児童の保護者が市・県・国に期待することは、『子育てに伴
う経済的負担の軽減』が 47.9％、『保健医療サービスの充実』が
44.8％、『子育てと仕事が両立できる労働環境の整備促進』が
43.6％、『子どもが伸び伸びと遊べる場所づくり』が 41.4％など、
前回調査と比べて、求める取組に分散傾向が見られる【図表17参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 相談・情報提供体制の整備
 ひ と り 親 家 庭 へ の 支 援
 障 害 児 施 策 の 充 実
 経 済 的 負 担 の 軽 減
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2.0
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2.1

楽しいと感じることの方が多い
辛いと感じることの方が多い

楽しいと辛いが同じくらい

わからない 無回答
その他

今回調査 N＝1272

前回調査 N＝1024

今回調査 N＝1272

前回調査 N＝1024
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15.1
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そう思う
どちらかというとそう思わない

どちらかというとそう思う

わからない 無回答
そう思わない

0.9

安定的な職業の支援

親が面倒をみられないときの支援

社会の偏見の解消、理解の向上

子どもや子育てに関わる地域活動に参加しやすい配慮

ひとり親家庭の交流機会の充実

相談体制の充実

住む場所の確保

経済的な支援

その他

特にない

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

29.3

43.9

17.1

12.2

22.0

14.6

12.2

39.0

0.0

4.9

22.0

N＝41

図表 13　子育ての満足度【就学前児童保護者調査】

図表 14　北名古屋市は子育てしやすいまちと思うか【就学前児童保護者調査】

図表15　お子さんを育てるために必要な支援【ひとり親家庭のみ　複数回答】【就学前児童保護者調査】
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パパママ教室（妊娠遍・育児遍）

保健センターの情報・相談サービス

いきいき子育て講座など家庭教育委関する講座

教育支援センター・家庭相談・児童相談

保育園の園庭等の開放

子育て支援センター

病児・病後児保育

児童館

ファミリー・サポート・センター

市で発行している子育て情報誌

赤ちゃん訪問・家庭訪問

子育て相談

市の子育て支援ホームページ
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43.9

39.9
61.5
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40.2
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55.9
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62.8
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39.6

84.2
46.1

81.5
53.6

94.7
31.2

76.5
48.6

43.5
61.8

知っている
今後利用したい

N＝1272
図表 16　市が実施している子育て支援サービスの認知状況・利用意向【就学前児童保護者調査】
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仕事や生活に必要な用事などで必要になった
ときに利用できる保育サービスの充実

子育てについての情報や相談が気軽に受け
られる場所や機会の提供

子育てと仕事が両立できる労働環境の整備促進

保健医療サービスの充実

子育てに伴う経済的負担の軽減

子どもが伸び伸びと遊べる場所づくり

幼児用トイレ・授乳室・スロープなど、子ども
連れに配慮した施設の整備・充実

その他

交通安全教育、道路の安全設備、歩道の整備

ゆとりある住環境の整備

子どもが犯罪の被害にあわないよう見守りの充実

虐待防止ネットワークの充実

大気や水の汚染防止など、有害な物質から
子どもを守る環境づくりの促進

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

44.8
52.8

6.1
4.9

40.1
44.9

47.9
54.8

41.4
44.3

23.4
21.3

18.2
13.9

6.5
6.2

15.3
11.1

43.6
41.0

13.8
8.1

31.2
32.0

1.4
0.8
7.6

2.0

今回調査　N＝1272
前回調査　N＝1024

図表 17　今後、市・県・国に期待すること【就学前児童保護者調査】

課　題
 認知度の高い子育て支援センター事業をはじめ、各種子育て相談の場の充実

 子育て情報誌とともに、平成 26 年度に開設した市の子育て支援サイトを通じた、

情報提供の充実

 ひとり親家庭への支援や障害児に対する発達支援に関する受け入れ体制の強化

や支援機能の充実
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 事業の内容 
3 － 1　相談・情報提供体制の整備

事業名 内　容 担当課 区分

利用者支援事業
（子育てコンシェルジュの設置）

　子ども及びその保護者が、保育園や幼稚園
等での教育・保育や、一時預かり、児童クラ
ブ等の事業の中から適切なものを選択し円滑
に利用できるよう、身近な場所で支援を行う
子育てコンシェルジュを設置します。

児童課 新規

子育て支援センター事業

　地域における子育て支援の核である子育て
支援センターでは、保健センターなどと連携
し、家庭や地域における子育て機能の低下や
子育て中の親の孤独感や不安感の増大といっ
た問題に対応していきます。
　また、子育てクラブなどを通じて、子育て
サークルの育成支援の充実を図ります。

児童課 継続

養育支援家庭訪問事業
　育児支援の必要がある家庭に対し、子ども
の健全な発達を促すことを目的に、保育士等
を派遣します。

家庭支援課 継続

家庭・児童相談

　家庭における人間関係の健全化・児童養育
支援の充実を図るため、児童コーディネー
ター、家庭相談員、家庭児童相談員を配置し、
相談・指導・援助を行います。

家庭支援課 継続

園庭開放や
親子あそびの開催等

　保育園の園庭開放や、児童館の親子遊びの
開催などにより、子育てへの相談や悩みの対
応を図るとともに、必要に応じ関係機関の紹
介を行います。

児童課 継続

子育て情報誌配布
　赤ちゃん訪問時に子育て情報誌を配布し、
地域の子育てに関する情報源として、より身
近に役立つ情報を提供します。

児童課
健康課

継続

子育て支援サイト
　子育て支援サイトについて、地域の子育て
に関する情報源として、より身近に役立つ情
報を提供します。

児童課 継続

民生委員・児童委員、
主任児童委員の相談等活動

　子育て家庭にとって身近な相談的役割を担
う民生委員・児童委員、主任児童委員のさら
なる積極的な活動を推進します。

社会福祉課 継続
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3 － 2　ひとり親家庭への支援

事業名 内　容 担当課 区分

母子家庭等自立支援給付金

　自立支援教育訓練促進給付金や高等職業訓
練促進給付金を中心に、離婚前相談や手当現
況届出の際に広く周知し、利用者増を図りな
がら母子・父子家庭の自立を推進します。

家庭支援課 継続

母子・父子自立支援員の
設置

　母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親
家庭への支援を実施します。

家庭支援課 継続

ひとり親家庭等
日常生活支援

　日常生活を営むのに、特に大きな支障が生
じているひとり親家庭で、その児童又はその
家族がサービスを必要とする場合に、ホーム
ヘルパーを派遣します。

家庭支援課 継続

母子寡婦福祉協議会活動
　母子、寡婦家庭同士の交流に向けて、母子
寡婦福祉協議会の活動の充実を図り、参加を
促進します。

家庭支援課 継続

児童扶養手当等

　児童扶養手当、県遺児手当、市遺児手当、
母子・父子家庭医療費の助成など各種制度の
周知を図り、ひとり親家庭の経済的負担の軽
減に取り組みます。

児童課　　
国保医療課

継続

ひとり親家庭子育て
短期支援事業

　母子・父子家庭で、児童を養育している保
護者が疾病等の社会的な事由により、家庭に
おける児童の養育が一時的に困難になった場
合で他に養育者がいない児童を、児童福祉施
設等において一時的に養育することにより児
童及び家庭の福祉の向上を図ります。

家庭支援課 継続

3 － 3　障害児施策の充実

事業名 内　容 担当課 区分

ひまわり園・ひまわり西園
における児童発達支援事業

　心身障害児通園所に児童と保護者が一緒に
通園し、日常生活の基本的動作の習得や集団
生活に適応することなどができるよう児童発
達支援の提供を行います。
　また、子どもの成長に応じた親の関わり方
などの情報交換の機会を提供します。

児童課　　
家庭支援課

継続
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事業名 内　容 担当課 区分

ひまわり西園の建て替え
　ひまわり西園の建て替えに併せて、児童発
達支援に関する受け入れ体制の強化や支援機
能の充実を図ります。

児童課 新規

特別支援教育

　北名古屋市教育支援委員会及び入園支援委
員会では、障害の状況に応じた適切な支援に
ついて助言をします。
　また、発達支援教育連絡協議会を中心とし、
関係部局区との連携を図り、子どもの教育的
ニーズに応じた指導を行い、持てる力を可能
な限り伸ばすことのできるきめ細やかな教育
を進めます。
　さらに、児童・生徒への個別対応を図るた
め、特別支援員を必要とする学校への配置に
努めます。

児童課　　
学校教育課

継続

発達障害を有する児童の
総合的な支援体制の整備

　発達障害に対する啓発や PR を行うととも
に、支援体制や発達障害への理解促進を図り
ます。
　また、市の発達障害関係の事業について、
ライフステージごとに支援体制、相談体制な
どを関係各課で整理し、かつ、事業相互の連
携を図ります。

児童課　　
健康課　　
学校教育課
社会福祉課
家庭支援課

継続

家庭相談員や作業療法士
による子育て相談等

　子どもの発達や成長面での不安、悩みに対
し、家庭相談員や作業療法士による子育て相
談、臨床心理士・言語聴覚士の発達相談など、
療育施設での相談体制の充実を図ります。
　また、各種研修機会の拡充を図り、療育施
設の職員や保育園職員の資質の向上に努めま
す。
　さらに、児童コーディネーターを配置し、
療育施設・保育園・学校・相談支援事業所等
との連携を強化します。

児童課　　
家庭支援課

継続

障害児保育

　障害を有する児童の処遇向上を図るため、
加配保育士の配置、保育士の専門性向上や、
他機関との連携による障害児保育を推進しま
す。

児童課 継続

障害福祉サービス

　障害者総合支援法に基づき、居宅介護（ホー
ムヘルプサービス）、短期入所（ショートス
テイ）などにかかる給付を行い、障害を有す
る児童の家庭を支援します。

児童課　　
社会福祉課

継続
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事業名 内　容 担当課 区分

地域生活支援事業

　障害者総合支援法に基づき、相談支援・地
域活動支援センター・移動支援・日中一時支
援・生活サポート支援・日常生活用具給付等
を実施します。

社会福祉課 継続

保護者同士の交流
　療育施設を拠点に、障害を有する児童の保
護者同士の交流機会と学びの場を提供しま
す。

児童課　　
社会福祉課

継続

特別児童扶養手当等

　障害を有する児童を扶養する家庭を支援す
るため、特別児童扶養手当、障害児通園通学
費助成、特別支援教育就学奨励費、障害（児）
者扶助料の支給、障害者医療費自己負担分の
支給、障害者タクシー利用等補助事業など経
済的な支援制度の周知・活用を図ります。

児童課　　
国保医療課
学校教育課
社会福祉課

継続

3 － 4　経済的負担の軽減

事業名 内　容 担当課 区分

各種手当の支給
　国の政策動向を把握しつつ、児童手当をは
じめとする各種手当の支給について、適切に
対応していきます。

児童課 継続

私立幼稚園就園奨励費
補助の実施

　園児の保護者に対し、その世帯状況に応じ
た助成を継続します。

児童課 継続

子ども医療費の助成
　未就学児、小・中学生の入・通院費など、
各種制度の周知と支給を適切に対応していき
ます。

国保医療課 継続

教育に対する
経済的支援の実施

　就学児童入学祝品支給・就学援助費・私立
高等学校等就学助成など、教育に対する経済
的支援の継続に努めます。

学校教育課 継続

保育環境の整備・充実

　園児が安全・快適に保育園での生活が送れ
るよう、施設のバリアフリー化、設備の充実・
改善などを計画的に進めるとともに、老朽化
が進んでいる施設から計画的に建て替えを行
います。また、公設民営化による効率的な保
育園の運営を検討します。

児童課 継続
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4　子育てと社会参加の両立支援

　本市は、平成 27 年 4 月からの子ども・子育
て支援新制度の施行に合わせて、ニーズに応じ
た幼児期の教育・保育、子育て支援事業の充実
を図るとともに、企業による取組を促しながら、
子育てと社会参加の両立支援を図ります。

	 現在未就労の就学前児童の母親に今後の就労希望を聞いたところ、
『一番下の子どもが〔　　〕歳になったころに就労したい』との回
答が53.8%と最も高く、次いで『子育てや家事などに専念したい（就
労の予定はない）』が 24.4%、『すぐにでも、もしくは 1年以内に
就労したい』が 16.6%【図表 18参照】

	 就労希望時期（子どもの年齢）は、『3歳』との回答が 49.4%と最
も高く、次いで『4歳』が 17.7%、『7歳～』が 15.8%【図表 19
参照】

	 就学前児童保護者に、希望した時期に希望した保育サービスを利用
することができたかを聞いたところ、『利用できた』が 64.4％で、『利
用できなかった』との回答は 20.0％となっており、前回調査から
の大きな変化なし【図表 20参照】

	 平日に定期利用するものとして、今後も利用を続けたい、もしくは、
新たに利用したいものを聞いたところ、『認可保育園』との回答が
45.6%と最も高く、次いで『幼稚園』が 41.4%、『認定こども園』
が 14.4%【図表 21参照】

	 小学生の保護者に、放課後の過ごし方の現状と高学年における意向
を聞いたところ、放課後の過ごし方について、『児童クラブ』の利
用の現状は14.7%、高学年になってからの利用希望は5.3％に低下。
一方、『放課後子ども教室』は現状 14.0％に対して、高学年になっ
てからの利用希望は 24.7％に上昇【図表 22参照】

	 小学生の保護者に、土曜日と日曜日・祝日などの児童クラブの利用
希望を聞いたところ、低学年の間の利用希望（低学年の間は利用し
たいと高学年になっても利用したいを合わせた割合）は、『土曜日』
15.3％、『日曜日・祝日』6.7％、『夏休み・冬休みなどの長期休暇中』
41.2％【図表 23参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 質の高い幼児期の教育・保育の充実
 放 課 後 児 童 対 策 の 充 実
 子 育 て 世 代 の 学 習 機 会 の 充 実
 働 き や す い 環 境 づ く り の 整 備
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N＝616

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

24.4 53.8 16.6 5.2

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい
一番下の子どもが〔　〕歳になったころに就労したい

無回答

N＝311
（無回答除く）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
3.9

49.4 17.7 9.3 15.8
2.31.6

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳～

今回調査 N＝803

前回調査 N＝733

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

64.4

67.8

5.1

6.3

20.0

19.8

5.0

2.5

5.5

3.7

利用できた
利用できなかった

育児休業を切り上げるなど調整して利用できた
無回答その他

図表 18　現在未就労の母親の今後の就労希望【就学前児童保護者調査】

図表 19　就労希望時期（子どもの年齢）【就学前児童保護者調査】

図表 20　希望した時期に希望した保育サービスを利用することができたか【就園児のみ】【就学前児
童保護者調査】
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認定こども園

幼稚園

認可保育園

家庭的な保育

事業所内保育施設

その他の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他の園等

利用する必要はない

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

14.4

41.4

45.6

1.3

3.1

1.8

0.7

7.1

1.9

11.8

2.9

N＝1272

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事・熟・スポーツクラブ

児童館

児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

放課後子ども教室

その他（公共施設、公園など）

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

14.0
24.7

78.9
56.8

26.3
20.9

9.3
7.8

61.4
52.2

14.7
5.3

0.3
0.5

0.0
17.1

2.4
21.9

N＝1109

現状
高学年の意向

図表 21　平日に定期利用するものとして、今後も利用を続けたい、もしくは、新たに利用したいも
の【複数回答】【就学前児童保護者調査】

図表 22　放課後の過ごし方の現状と高学年における意向【複数回答】【小学生保護者調査】
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日曜日・祝日

土曜日

夏休み等

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

5.3
4.2

10.0

4.8 88.4

10.5

4.9

4.1

80.5

1.9

30.7 54.7

低学年の間は利用したい
利用希望はない

高学年になっても利用したい
無回答

N＝1109
図表 23　土曜日と日曜日・祝日などの児童クラブの利用希望【小学生保護者調査】

課　題
 ニーズに応じた幼児期の教育・保育サービスの充実とともに、病児保育をはじめ、

地域子育て支援事業の充実と活用促進

 6 年生までの対象拡大を踏まえた児童クラブの基盤整備をはじめ、放課後児童対

策の充実

 ワーク・ライフ・バランスの実現を支援する環境づくり

 事業の内容 
4 － 1　質の高い幼児期の教育・保育の充実

事業名 内　容 担当課 区分

子ども・子育て支援新制度
等に基づく教育・保育

　子ども・子育て支援新制度に基づく特定教
育・保育施設（保育園、幼稚園、認定こども園）
の充実とともに、地域型保育事業、現行制度
で運営される幼稚園、認可外保育施設など、
市内の教育・保育施設等が一体となって、教
育・保育ニーズに応えていきます。

児童課 新規

休日保育
　民営委託による日曜日の休日保育の実施を
検討します。

児童課 新規
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事業名 内　容 担当課 区分

一時預かり事業（幼稚園型）
　幼稚園における「一時預かり事業（幼稚園
型）」の委託を実施します。

児童課 新規

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

　親の病気、残業などの場合に児童養護施設
等において一時的に預かるショートステイ
（宿泊を伴う預かり）、トワイライトステイ（夕
方から夜間の預かり）について、実施を検討
します。

児童課 新規

待機児童の解消
　待機児童ゼロを目標に、老朽化施設の建て
替えと公設民営化などを計画的に進めます。

児童課 継続

幼稚園と保育園の連携強化

　子ども・子育て支援新制度に合わせ、幼稚
園の意向を踏まえながら、幼保一体化に向け
認定こども園の設置を検討していきます。
　また、幼稚園と保育園の連携を強化し、利
用者のニーズに合った、質の高い保育・教育
を提供します。

児童課 継続

質の高い
保育サービスの提供

　質の高い保育サービスを提供できるよう、
年間研修計画や園内研究等により保育園職員
の資質の向上に努めます。

児童課 継続

認可外保育施設の
指導・監督及び補助金の交付

　良好なサービスが提供されるよう認可外保
育施設の保育内容の指導・監督などを県と共
に実施します。
　また、事業者に対し児童福祉の向上を図る
ため、補助金を交付します。

児童課 継続

一時預かり、病児保育等
（地域子ども・子育て支援事業）

　民間医療機関に委託して病児保育事業を開
始しており、事業の周知と利用促進を図ると
ともに、私立幼稚園への一時預かり事業の委
託を行うなど、核家族化や女性の社会進出の
増加に伴い多様化する保育ニーズに対応しま
す。

児童課 継続

子育てボランティアの育成

　子育てボランティアを児童館・子育て支援
センター等で広く周知し、参加者を募集しま
す。
　また、研修を充実させ、ボランティアの育
成を図ります。

児童課 継続
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4 － 2　放課後児童対策の充実

事業名 内　容 担当課 区分

放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）

　児童福祉法の改正に伴う事業対象の拡大
（小学 6年生まで）を踏まえて、必要な施設・
設備の整備を順次進めます。

児童課 継続

放課後子ども教室
　市民との協働で、小学校での放課後子ども
教室を実施します。

学校教育課
生涯学習課
児童課　　

新規

ファミリー・サポート・
センター事業

　児童クラブで対応できない需要について
は、ファミリー・サポート・センターの周知・
利用を促進します。

児童課 継続

クラブボランティア育成
　児童クラブを支援するクラブボランティア
の育成を図ります。

児童課 継続

4 － 3　子育て世代の学習機会の充実

事業名 内　容 担当課 区分

子育て講座

　子育て支援センター、保健センター、保育
園等において、乳幼児をもつ親を対象に学識
経験者による、子育てに関する講演会を開催
します。
　父親向け講座を開催し、父親の子育て参加
を促していきます。

児童課
健康課

継続

いきいき子育て講座
　子育て中の方やこれから親になろうとする
方を対象に、「いきいき子育て講座」を開催し、
子育ての支援を図ります。

生涯学習課 継続

親子教室
　親子のふれあいを深め、子どもの豊かな感
性を養うことを目的に、生涯学習講座（前期・
後期）で親子教室を実施します。

生涯学習課 継続
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4 － 4　働きやすい環境づくりの整備

事業名 内　容 担当課 区分

男女共同参画推進事業

　男女共同参画情報紙の発行、ホームページ
や各種パンフレットを活用するなど、男女の
固定的な役割分担意識の是正に努めます。
　また、団体との協働による男女共同参画推
進事業を開催します。

市民活動推進課 継続

就職支援セミナー等

　ハローワーク以外にも、国が設置を進めた
サポートステーションにおいて、求職活動者
対策が行われていることから、広報やホーム
ページ等において、このサポートステーショ
ンを含めた関係機関の周知を図ります。

商工農政課 継続

育児・介護休業法、ファミ
リーフレンドリー企業等の
普及

　広報やホームページ、各種パンフレットな
どを活用し、事業所や商工会などへ、育児・
介護休業法、ファミリーフレンドリー企業等
の普及を呼びかけます。

商工農政課 継続
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5　子育てを支え合う地域づくり

　本市は、地域社会全体で子育てや子どもの育
ちに関わり、地域が子育て家庭に寄り添って、
子育てを支え合う地域づくりを図ります。

	 就学前児童の保護者に、お子さんに関わる自主的な地域活動への参
加意向を聞いたところ、『自分にあうグループがあれば、参加して
協力したい』が 47.8％と最も多く、回答率は前回から上昇。次いで、
『親子で参加する催しに参加したい』が 31.2％、『有料で任せられ
る活動があれば、子どもだけ参加させたい』が 21.2％などと続く【図
表 24参照】

	 就学前児童の保護者が子育てする上で地域の人に望みたいことは、
『子どもが危険な目にあいそうなときに手助けや保護をしてほしい』
が 74.5％、『子どもが良くないことをしているときは、積極的にし
かってほしい』が 55.7％と、これらが上位 2つ【図表 25参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 子どもを地域で育てる意識づくり
 子育て交流・コミュニティづくり
 地 域 の 子 育 て 支 援 体 制 の 整 備
 要 保 護 児 童・ 家 庭 へ の 対 応

グループをつくるなど、積極的に関わっていきたい

自分にあうグループあれば、参加して協力したい

親子で参加する催しに参加したい

有料で任せられる活動があれば、子どもだけ参加させたい

参加する予定はない

その他

わからない

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

31.2
20.3

3.3
1.9

47.8
33.2

21.2
10.7

9.3
4.8

3.2
1.9

16.1
21.6

1.8
5.6

今回調査　N＝1109
前回調査　N＝1067

図表 24　お子さんに関わる自主的な地域活動への参加意向【複数回答】【就学前児童保護者調査】
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出会ったときに声をかけるなど、積極的に
子どもに関わってほしい

「いまどきの親は」など、一方的に批判しないでほしい

子どもが良くないことをしているときは、
積極的にしかってほしい

子どもが主体的に参加できる活動の機会をつくってほしい

育児などで困ったことがあった場合に相談にのってほしい

地域の人にあまり関わってほしくない

子どもが危険な目にあいそうなときに
手助けや保護をしてほしい

「うるさい」などと言わないで、子どもが
伸び伸び遊ぶことを認めてほしい

その他

特にない

緊急の用事などのときに、一時的に子どもをみてほしい

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

28.1
19.7

4.5
3.3

2.0
1.2

55.7
70.5

36.0
25.5

74.5
75.0

18.6
7.0

43.7
36.8

15.3
7.7

44.3
49.1

0.2
0.2
1.3
0.8

今回調査　N＝1272
前回調査　N＝1024

図表 25　子どもの保護者が地域の人に望みたいこと【就学前児童保護者調査】

課　題
 子どもに関わる自主的な地域活動への参加意識の高まりを踏まえつつ、子育て

サークルの活動への支援など、親同士の交流やコミュニティづくりを支援する

取組の充実

 さまざまな機会を通じて、地域住民が子育ての現状を知ったり、支援に関わる

場面を増やすこと

 要保護児童や家庭に対し、地域ぐるみでの取組の強化
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 事業の内容 
5 － 1　子どもを地域で育てる意識づくり

事業名 内　容 担当課 区分

はぐみんカード事業

　地域社会全体で子育て家庭を支え、地域で
子育てを応援するという気運を盛り上げるた
め、愛知県と協働し、「はぐみんカード」を
協賛店舗や施設で提示すると、お店が独自に
設定している特典が受けられるという取組を
推進します。

児童課 継続

広報北名古屋や
子育てだよりへの
啓発記事掲載

　広報や子育てだより、ホームページのほか、
平成 26年度に立ち上げた子育て支援サイト
を活用し、子育ての楽しさを伝える具体的な
内容の啓発記事の掲載などにより、「子育て
は楽しい」という市民意識の醸成に努めます。

児童課 継続

地域での異世代交流活動

　児童複合施設（あさひ子どもふれあいセン
ター、風と光こどもの国、久地野ほほえみ広
場）を拠点に、高齢者とのふれあいの場を設
け、地域での異世代交流活動を推進します。

児童課 継続

保育園の園庭開放
　保育園の園庭を開放し、親子で遊んだり、
親同士の交流の場を提供します。

児童課 継続

PTAや保護者会等への
父親参加

　男女共同参画を推進する上で、PTA活動や
保護者会などに父親が参加しやすいよう、活
動の曜日・時間、役割分担などを考慮します。

児童課　　
学校教育課

継続

思い出ふれあい
（回想法）事業

　回想法スクール修了者（いきいき隊）と園
児・児童が、昔の遊びや暮らしの伝承、昔話
等をとおして、世代間の交流を深めることを
目的に実施します。
　子どもたちには高齢者に接することで、学
び敬う機会となり、高齢者には子どもたちか
ら元気をもらう機会となります。

高齢福祉課
児童課　　

継続

子育て応援・
世代間交流事業

　2歳 6か月児のむし歯予防教室に参加した
親子を対象に、高齢者とのふれあいの場を設
けることにより、子育て支援を行うと同時に
地域での世代間交流を図ります。

健康課 新規
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5 － 2　子育て交流・コミュニティづくり

事業名 内　容 担当課 区分

子育てサークルの活動支援

　自主的な子育てサークルに対して、身近な
活動場所の提供や情報提供、サークル同士の
交流機会の提供など、活動への支援に努めま
す。

児童課 継続

子育て広場やサロン室の
開放、子育てクラブ等

　子育て広場やサロン室の開放、子育てクラ
ブの開催など、子育て支援センターを拠点に
子育ての大切さを啓発します。
　また、親同士の交流の場の充実を図り、学
びの場の活用を促進します。

児童課 継続

自主活動グループの育成

　児童館で開催する親子遊び、保育園・幼稚
園保護者会や学校 PTA 活動などを機会とす
る交流を促進するとともに、自主活動グルー
プを育成します。

児童課 継続

各種交流事業
　ひよこサークル（親子ふれあい広場）など、
各種交流事業の PR を強化し、参加を促進し
ます。

児童課
健康課

継続

学校支援地域本部事業

　子どもたちの「生きぬく力・学力」の向上、
家庭の「教育力」の向上、地域の「絆」の強
化を目指し、学校・家庭・地域が力をあわせ
て教育を推進するため、地域コーディネー
ターを配置し、学校支援ボランティア活動を
推進します。

生涯学習課 継続

コミュニティ・スクール
事業

　学校運営協議会制度の導入を進めており、
地域とともにある学校づくりを進めるため
に、地域の人々を学校運営への参画に促す学
校運営協議会の全校設置を進め、保護者・地
域・学校が一体となったより良い学校づくり
を目指します。

学校教育課 継続
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5 － 3　地域の子育て支援体制の整備

事業名 内　容 担当課 区分

ファミリー・サポート・
センター事業

　0歳児から小学 6年生の児童を対象に、会
員制で育児の相互援助活動を行うファミ
リー・サポート・センター事業を推進します。
　また、保育士や看護師等の資格の有無を問
わず、より多くの方に援助会員として参加を
呼びかけるとともに、新設される子育て支援
員を活用した事業の拡大を目指します。

児童課 継続

児童館の「地域ふれあい会」

　児童館が児童健全育成の地域活動の拠点と
なり、地域の各種団体のネットワークによっ
て、子育てのしやすい地域づくりを図るため、
全児童館で「地域ふれあい会」を開催し、地
域の子育ての情報交換と支援、児童館行事へ
の参加・協力を促進します。

児童課 継続

託児ボランティアの育成
　ファミリー・サポート・センターの援助会
員の講習を兼ね、託児ボランティアの養成講
座を開催します。

児童課 継続

青少年育成会議

　青少年の健全育成を図るため、毎年度重点
目標を掲げ、あいさつ運動や啓発活動などを
実施しており、今後も広く市民の総意を結集
し市の施策と呼応して、次代を担う青少年の
健全な育成を図ります。

家庭支援課 継続

民生委員・児童委員、
主任児童委員の活動

　身近な地域で子育てを支援する体制づくり
として、民生委員・児童委員や主任児童委員
の活動の充実を図ります。

社会福祉課 継続

5 － 4　要保護児童・家庭への対応

事業名 内　容 担当課 区分

DV対策基本計画の策定
　男女共同参画プランにおいて、DV相談及
び児童虐待への対応を踏まえたDV対策基本
計画を検討します。

市民活動推進課 新規
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事業名 内　容 担当課 区分

ひきこもり対策訪問支援

　外出が困難なひきこもり者に対する支援機
能を強化するために、その保護者・家族から
の依頼により訪問支援員が家庭訪問を実施
し、ひきこもり者及び保護者・家族に対し支
援を行い、ひきこもり者が社会参加できるよ
うに促します。

家庭支援課 新規

居場所支援

　ひきこもり、ニート、不登校及び非行犯歴
のある若者に対して、人とのふれあいの機会
と場の提供を行います。
　また、身近な地域における居場所として社
会参加の支援を行うことにより、地域住民と
ふれあい、顔見知りになることにより、地域
で声かけや見守りができる体制づくりを図り
ます。

家庭支援課 新規

児童虐待防止相談及び
要保護児童への対応

　虐待の相談や通報等の情報提供を受け、児
童虐待防止相談及び要保護児童への対応を行
うとともに、地域や身の回りで虐待が疑われ
る場合などの通告義務や通告先を広く周知
し、協力を呼びかけて児童虐待対策の充実を
図ります。
　また、地域や関係機関との連携を強化し、
虐待予防及び早期発見、早期対応に努めると
ともに、虐待の原因を探り、継続的な家庭支
援を図ります。

児童課　　
家庭支援課
健康課　　

継続

要保護児童対策地域協議会

　定期的に要保護児童対策地域協議会を開催
するとともに、迅速な対応ができるよう適切
な時期の個別ケース検討会議の充実を図りま
す。
　また、関係機関等とのネットワークを強化
し、必要に応じ、学識経験者からの指導・助
言を受けるなど、増加する虐待ケースの対応
に努めます。

家庭支援課
社会福祉課
児童課　　
学校教育課
健康課　　

継続

虐待の通告義務の周知
　虐待発見者の通告義務について、保育園や
幼稚園、学校のほか、広く市民に周知し、虐
待の早期発見に努めます。

家庭支援課 継続

要支援乳幼児家庭の把握
　乳幼児健康診査や育児相談、家庭訪問等に
より、育児困難家庭や虐待等を把握します。

健康課 継続
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6　子ども・子育てに配慮したまちづくり

　本市は、子ども連れの親などが安心して外出
でき、子どもが安全に遊べるよう、子ども・子
育てに配慮したまちづくりを図ります。

	 子育てをする中で有効だと感じる支援・対策は、『保育サービスの
充実』が 58.7％に次いで、『子育てしやすい住居・まちの環境面で
の充実』が 58.1％と上位【図表 26参照】

	 市・県・国に期待することは、前回調査と同様に、『保健医療サー
ビスの充実』が 54.0％と最も多く、次いで『子育てに伴う経済的
負担の軽減』が 46.0％、『子どもが犯罪の被害にあわないよう見守
りの充実』が 43.9％、『子どもが伸び伸びと遊べる場所づくり』が
43.4％などと続く。前回調査と比べて、『児童クラブの充実』をあ
げた方が減少【図表 27参照】

（アンケート調査より）市民の実態とニーズ

施策の基本目標

 子育てしやすい生活環境の整備
 安 全 な 遊 び 場 の 整 備
 子 ど も 等 の 安 全 の 確 保

保育サービスの充実
子育て支援のネットワークづくり

地域の子育て支援の充実

地域における子どもの活動拠点の充実
妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心
子どもの教育環境の充実

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実
仕事と家庭生活の両立支援の充実

子どもを対象にした犯罪・自己の軽減
要保護児童に対する支援の充実

その他
無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

58.7
50.3

19.5
27.4
36.8

29.8
46.1

58.1
55.8

44.5
11.9
10.8

1.5

N＝1272

図表 26　子育てをする中で有効だと感じる支援・対策【複数回答】【就学前児童保護者調査】
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児童クラブの充実

子育てについての情報や相談が気軽に受け
られる場所や機会の提供

子育てと仕事が両立できる労働環境の整備促進

保健医療サービスの充実

子育てに伴う経済的負担の軽減

子どもが伸び伸びと遊べる場所づくり

幼児用トイレ・授乳室・スロープなど、子ども
連れに配慮した施設の整備・充実

その他

交通安全教育、道路の安全設備、歩道の整備

ゆとりある住環境の整備

子どもが犯罪の被害にあわないよう見守りの充実

虐待防止ネットワークの充実

大気や水の汚染防止など、有害な物質から
子どもを守る環境づくりの促進

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

54.0
52.1

3.2
3.5

43.9
44.3

46.0
46.3
43.4
44.1

29.5
23.2

4.7
4.8

5.1
4.9
12.9
10.9

30.7
26.9

7.1
5.6

14.1
27.5

2.1
1.3
5.4
4.2

今回調査　N＝1109
前回調査　N＝1067

図表 27　市・県・国に期待すること【複数回答】【小学生保護者調査】

課　題
 子どもや子ども連れに配慮したまちづくりの計画的な推進

 防犯に関する市等への期待は比較的高く、子どもの安全を守るため、防犯灯な

どの設備面と見守りボランティアなどの活動の両面で、防犯の取組の推進
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 事業の内容 
6 － 1　子育てしやすい生活環境の整備

事業名 内　容 担当課 区分

公共施設等の整備事業

　公共施設等の新設にあたっては、男女トイ
レにベビーシート・ベビーキープの設置、授
乳室の設置、託児スペースの確保等に努めま
す。

総務課　　
健康課　　
児童課　　
都市整備課
生涯学習課
スポーツ課

継続

各種交通安全施設

　市道の交通量の多い路線や児童・生徒の通
学路を中心に、歩道やガードレール・カーブ
ミラーの設置等、各種交通安全施設等の整備
を計画的に進めます。また、地域の実態にあっ
た交通規制の強化を関係機関へ要請します。

防災交通課
都市整備課
施設管理課

継続

駅舎と周辺整備事業

　妊婦や子ども連れ客が利用しやすいよう、
駅前広場、駐車場、段差のない歩道、利用し
やすいエレベーターやエスカレーターの整
備、駅舎・車両等のバリアフリー化を関係機
関に要請します。

都市整備課 継続

人にやさしいまちづくり
事業

　学校その他公共施設、商業施設等の改修に
併せて、バリアフリー化を関係機関に要請し
ます。

総務課　　
健康課　　
高齢福祉課
防災交通課
児童課　　
都市整備課
施設管理課
生涯学習課
スポーツ課

継続

環境美化活動
　学校や自治会、市内事業所などと連携を図
りながら、環境美化の活動を推進します。

環境課 継続

市内循環バス
「きたバス」の運行

　路線バスの運行による交通機関の整備を行
うことで、利便性と安全・安心を兼ね備えた
質の高い生活環境を創出します。

防災交通課 継続
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6 － 2　安全な遊び場の整備

事業名 内　容 担当課 区分

既存施設を活用した
遊び場づくり

　公共施設や公園など地域の施設を開放し、
子どもが活用しやすいように検討します。
　また、子ども会等と連携し、既存施設を活
用した移動児童館を実施するとともに、安全
管理を行うボランティアの確保に努めます。

児童課　
施設管理課
学校教育課
生涯学習課

継続

公園・広場・緑地等の
充実・整備

　児童等が安心して遊べる場として、また、
防災面の強化を図るため、市街地や集落内に、
緑の基本計画に基づく身近な街区公園や児童
遊園の計画的な整備、広場等の保全に努めま
す。

防災交通課
都市整備課

継続

児童遊園の管理・
運営の促進

　市民協働モデル事業を進め、地域の住民に
よる清掃管理等自主的な管理・運営を推進し
ます。

市民活動推進課
施設管理課

継続

6 － 3　子ども等の安全の確保

事業名 内　容 担当課 区分

地域防犯パトロール等

　小学校では、保護者やスクールガードによ
る付添登下校、見守り・見回りなどの不審者
対策を実施しており、今後も地区の防犯支部、
小学校 PTA、保育園保護者会の連携による地
域防犯パトロールを支援するとともに、西枇
杷島警察署による市内警らパトロールを行い
ます。
　また、スクールガード活動の充実、子ども
110番の家等を拡充します。

学校教育課 継続

小学生への防犯教室、
中学生への護身術教室等

　小学生への防犯教室、中学生への護身術教
室の内容の充実、防犯ブザーの配布など、犯
罪に対する子どもの防衛能力の育成に努めま
す。

学校教育課 継続

安全なまちづくり条例の
施行

　「安全なまちづくり条例」に基づく事業を
実施します。

防災交通課 継続
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事業名 内　容 担当課 区分

交通安全教育
　交通安全関係機関・団体等との連携のもと、
保育園、学校、地域社会等あらゆる機会をと
らえ、交通安全教育の徹底に努めます。

防災交通課
児童課　　
学校教育課

継続

チャイルドシート貸出
　北名古屋市交通安全協会の協力を得て、
チャイルドシートの貸出を行います。

防災交通課 継続

交通安全施設整備の要望

　交通事故の発生原因の分析などを徹底し、
信号機や横断歩道など、交通安全施設の充実・
整備を関係機関へ要請し、交通事故の防止に
努めます。

防災交通課 継続

防犯灯等の整備

　夜間における犯罪の未然防止と通行の安全
性確保のため、必要な箇所に防犯灯等の整備
を進め、犯罪のない明るいまちづくりに努め
ます。

防災交通課 継続

防犯の日パトロール等
　地域安全情報等の迅速な周知、セーフティ
パトロール、防犯の日パトロールを実施し、
市内の犯罪抑止に努めます。

防災交通課
学校教育課

継続

公共施設の耐震化
　広く耐震化の必要性を啓発し、利用者の安
全を図るために、公共施設の耐震化を計画的
に進めます。

総務課
児童課

継続

防災訓練と防災施設・
設備の整備

　保育園や幼稚園、学校、児童館、療育施設
における防火・防災意識の高揚が図れるよう
周知に努めます。なお、避難所に指定してい
る小学校に、防災倉庫や備蓄品等を整備して
いきます。

防災交通課
児童課　　
学校教育課

継続

有害情報の排除

　関係機関と連携し、青少年に対する有害図
書・がん具の販売や性を売り物にした営業の
規制、暴力や性を対象とする有害情報の排除
などに努めます。

家庭支援課 継続
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第 4 節 幼児期の教育・保育と 
子ども・子育て支援の充実

◇　量の見込みに対する確保方策等を設定
　各事業の量の見込みに対して、どの程度の量を確保するのか、どのような供給態勢を確保す
るのか、新制度への移行調査の結果等を踏まえつつ、確保方策（提供体制の確保の内容）及び
実施時期を設定します。

◇　教育・保育提供区域の設定
　教育・保育提供区域は、地域の実情に応じて、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件
や教育・保育の整備の状況等を総合的に勘案して設定するもので、この区域ごとに、各事業の
量の見込みと確保策を定めます。

◇　家庭類型の分類
　就学前児童の保護者へのニーズ調査結果に基づき、対象となる子どもの父母の有無、就労状況
を踏まえて、回答者の家庭をタイプＡからタイプＦまでの８種類の「家庭類型」に分類します。

◇　各事業（幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業）の利用意向の集計
　各事業（幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業）について、ニーズ調査結果
に基づき、事業対象者に該当する「家庭類型」ごとに利用意向を集計します。
　なお、一部事業（利用者支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、妊婦健康診査）
については、ニーズ調査結果によらずに、量の見込みの推計を行います。

◇　量の見込みの推計　＝　推計児童人口　×　家庭類型　×　事業の利用意向
　計画期間（平成 27 年度～31 年度）の推計児童人口と家庭類型ごとの割合を掛け合わせ、将
来の家庭類型ごとの児童人口を算出し、それに各事業の利用意向を掛け合わせることによって、
各事業の量の見込みを設定します。

　本市は、幼児期の教育・保育と子ども・子育て支援の充実に向け
て、次のとおり、各事業についてニーズ調査結果等に基づき量の見
込み（必要量）を設定し、見込みに応じた確保方策（確保の内容・量）
及び実施時期を設定します。
　「量の見込み」の推計と確保方策等の設定の流れは、次のとおり
です。
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【家庭類型の分類について】
	ニーズ調査結果に基づき、対象となる就学前児童の父母の有無、就労状況を踏まえて、タイ
プAからタイプ Fまでの 8種類の「家庭類型」に分類するもので、家庭の就労状況による
保育の必要性の判定をはじめ、各事業の利用対象者を抽出するために行うものです。
	新制度における国の基準として、保育短時間（1日 8時間）の利用対象者として、パートタ
イムの就労時間の下限は、1か月当たり 48時間以上 64時間以下の範囲で、市町村が定め
ることが基本となっており、本市は新制度における下限時間については、60時間と設定し
ます。

1　教育・保育提供区域の設定
　「量の見込み」、「確保方策」を設定する単位となる教育・保育提供区域を定
めます。

教育・保育提供区域とは
	教育・保育提供区域とは、地域の実情に応じて、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条
件や教育・保育の整備の状況等を総合的に勘案して設定するものです。
	子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育提供区域ごとに、教育・保育施設及び地域子
ども・子育て支援事業の量の見込みと確保策を記載することとなっています。

	

本市の区域設定の考え方
	本市の教育・保育提供区域の設定にあたっては、区域内の量の調整に柔軟に対応できること
や、利用者の細かなニーズ（勤務状況に合わせた保育園利用、教育・保育の特性を踏まえた
選択肢）に柔軟に対応できることなどのメリットから、市全域を 1つの区域として、量の
見込みと確保方策等を定めていきます。
	児童クラブについては、従来どおり、小学校区を基本単位として、必要な需給調整を図りま
す。
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2　教育・保育の量の見込みと確保方策等
	国から示された基本指針等に沿って、幼児期の教育・保育について「量の
見込み」を定めます。
	また、設定した量の見込みに対応するよう、特定教育・保育施設、地域型
保育事業の確保方策及び実施時期を設定します。

対象事業
　量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する事業は次
のとおりです。

図表 28　幼児期の教育・保育

認定区分 対象事業 事業概要

1
号

子どもが
満 3歳以上
保育の必要なし

専業主婦（夫）
家庭、就労時
間が短い家庭

認定こども園
及び幼稚園

認定こども園（幼稚園と保育園の機能を
併せ持つ施設）及び幼稚園で、教育標準
時間（1日 4時間程度）の幼児教育を実
施

共働きである
が、幼児期の
教育を希望す
る家庭

2
号

子どもが
満 3歳以上
保育の必要あり

共働きの家庭
認定こども園
及び保育園

認定こども園及び保育園で、両親ともに
フルタイムで就労する場合、又はそれに
近い場合は、保育標準時間（1日 11時間）
までの利用に対応
両親の両方又はいずれかがパートタイム
で就労する場合は、保育短時間（1日 8
時間）までの利用に対応

3
号

子どもが
満 3歳未満
保育の必要あり

共働きの家庭
認定こども園
及び保育園、
地域型保育事業

認定こども園及び保育園で、両親ともに
フルタイムで就労する場合、又はそれに
近い場合は、保育標準時間（1日 11時間）
までの利用に対応
両親の両方又はいずれかがパートタイム
で就労する場合は、保育短時間（1日 8
時間）までの利用に対応
地域型保育事業（定員 6人以上 19 人以
下の小規模保育、定員 5人以下の家庭的
保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）で、
上記と同様の対応
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見込みと確保方策等
　幼児期の教育・保育の量の見込み、特定教育・保育施設、地域型保育事業等の確保方策及び
実施時期を次のとおり設定します。

　①　1 号認定（3 歳以上保育の必要なし。2 号認定で幼児期の教育を希望する方を含む。）

	1 号認定（3歳以上保育の必要なし。2号認定で幼児期の教育を希望する方を含む。）は、
量の見込みとともに、特定教育・保育施設（幼稚園・認定こども園）、確認を受けない幼稚
園（新制度に移行せず、現行制度で運営）による確保方策等を次のとおり設定します。
	市内の私立幼稚園は、現段階では確認を受けない幼稚園（新制度に移行せず、現行制度で運
営）として運営される予定であり、量の見込みに対して、既存の幼稚園の定員枠で確保可能
となっています。

図表 29　1 号認定

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み
《必要利用定員総数》※

1,239 人
（150 人）

1,211 人
（146 人）

1,234 人
（149 人）

1,261 人
（152 人）

1,291 人
（156 人）

確保方策 1,375 人  1,375 人 1,375 人 1,375 人 1,375 人

確認を受けない幼稚園 1,375 人  1,375 人 1,375 人 1,375 人 1,375 人

単位：4 月 1 日現在利用定員総数
※（　）内は、2 号認定で幼児期の教育を希望する方を再掲

　②　2 号認定（3 歳以上保育の必要あり）

	2 号認定（3歳以上保育の必要あり）は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（保育園・
認定こども園）による確保方策等を次のとおり設定します。
	既存の保育園が新制度の特定教育・保育施設に移行し、量の見込みの確保を図ります。

図表 30　2 号認定

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み
《必要利用定員総数》 1,256 人 1,207 人 1,230 人 1,258 人 1,287 人

確保方策 1,365 人 1,365 人 1,365 人 1,365 人 1,365 人

特定教育・保育施設 1,365 人 1,365 人 1,365 人 1,365 人 1,365 人

単位：4 月 1 日現在利用定員総数
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　③　3 号認定（3 歳未満保育の必要あり）

	3 号認定（3歳未満保育の必要あり）は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（保育園・
認定こども園）、地域型保育事業、認可外保育施設（新制度に移行せず、現行制度で運営）
による確保方策等を次のとおり設定します。
	既存の保育園が新制度の特定教育・保育施設に移行し、認可外保育施設（現段階では、新制
度に移行せず現行制度で運営）と合わせて、量の見込みの確保を図ります。

図表 31　3 号認定
【0 歳】

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み《必要利用定員総数》 61 人 60 人 60 人 60 人 59 人

確保方策 59 人 59 人 59 人 63 人 63 人

特定教育・保育施設 24 人 24 人 30 人 36 人 36 人

地域型保育事業 6 人 12 人 15 人 18 人 18 人

認可外保育施設 29 人 23 人 14 人 9 人 9 人

単位：4 月 1 日現在利用定員総数

【1・2 歳】

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み《必要利用定員総数》 474 人 489 人 486 人 483 人 479 人

確保方策 532 人 532 人 557 人 583 人 605 人

特定教育・保育施設 427 人 427 人 449 人 471 人 493 人

地域型保育事業 13 人 37 人 49 人 61 人 61 人

認可外保育施設 92 人 68 人 59 人 51 人 51 人

単位：4 月 1 日現在利用定員総数
 

　④　0 ～ 2 歳児童の保育利用率

	0 ～ 2歳児童の保育利用率は、平成 25年度現在で 14.2％（0～ 2歳人口 2,612 人のうち、
保育園入所児童 372人）となっており、国から示された基本指針等に沿って、計画期間に
おける 0～ 2歳児童の保育利用率を次のとおり定めます。

図表 32　0 ～ 2 歳児童の保育利用率

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推計児童人口（0 ～ 2 歳） 2,687 人 2,740 人 2,718 人 2,703 人 2,676 人

保育園児童数（量の見込み） 535 人 549 人 546 人 543 人 538 人

保育利用率 19.9％ 20.0％ 20.1％ 20.1％ 20.1％

推計児童人口は 4 月 1 日現在
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3　地域子ども・子育て支援事業の量の見込
みと提供体制の確保

	国から示された基本指針等に沿って、計画期間における地域子ども・子育
て支援事業の量の見込みを定めます。
	設定した量の見込みに対応するよう、事業ごとに確保方策及び実施時期を
定めます。

	
対象事業

　量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する事業は次
のとおりです。

図表 33　地域子ども・子育て支援事業

対象事業 事業概要 対象児童等

1
時間外保育事業
（延長保育事業）

11時間等を超えて保育を行う事業 0 ～ 5 歳

2
放課後児童健全育成
事業（児童クラブ）

放課後、自宅に帰っても保護者がいない小学生に、
遊びを主とする健全育成活動を行う事業

1～3年生、
4～ 6 年生

3 子育て短期支援事業
親の病気、残業などの場合に児童養護施設等におい
て一時的に預かるショートステイ（宿泊を伴う預か
り）、トワイライトステイ（夕方から夜間の預かり）

0 ～ 18 歳

4
地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター事業）

公共施設や保育園等の地域の身近な場所で、	乳幼
児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報
提供等を実施する事業

0 ～ 2 歳

5 一時預かり事業

幼稚園における在園児を対象とした一時預かり
（預かり保育）

3 ～ 5 歳
（ 幼 稚 園 ）

保育園その他の場所での一時預かり 0 ～ 5 歳

6 病児保育事業
病院等付設の専用スペース等で看護師等が一時的
に保育する事業

0 ～ 5 歳、
1～ 6 年生

7
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）

依頼会員と援助会員で構成する子どもの送迎・預
かりサービス

0 ～ 5 歳、
1～3年生、
4～ 6 年生

8 利用者支援事業
子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑
に利用できるよう、身近な場所で支援を行う事業

0 ～ 5 歳、
1～ 6 年生

9 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

0歳
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対象事業 事業概要 対象児童等

10 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

若年の妊婦及び妊
婦健康診査未受診
や望まない妊娠等
の妊娠期からの継
続的な支援を特に
必要とする家庭等

11 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

妊婦

12
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、特定教育・
保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、
文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に
要する費用又は行事への参加に要する費用等を助
成する事業

事業者

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※

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促
進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を
活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を
促進するための事業

事業者

　※12及び 13の事業は、量の見込み及び確保方策等は設定しませんが、必要なサービスを提供していきます。
	

量の見込みと確保方策等
　地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保方策及び実施時期を次のとおり設定します。

　①　時間外保育事業（延長保育事業）

	11 時間等の開所時間の始期及び終期前後の保育需要への対応を図る事業です。
	市内保育園の既存の受け入れ体制のほか、新たに整備を予定する地域型保育事業等で、量の
見込みを 100％確保すると想定します。

図表 34　時間外保育事業（延長保育事業）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 135 人 135 人 135 人 136 人 137 人

確保方策 135 人 135 人 135 人 136 人 137 人

単位：利用者数
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　②　放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

	放課後、自宅に帰っても保護者がいない小学生に、遊びを主とする健全育成活動を行う事業
です。
	環境整備を図り、高学年まで対象を拡大します。

図表 35　放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 905 人 909 人 899 人 902 人 895 人

小学 1 ～ 3 年生
（6 ～ 8 歳） 730 人 737 人 727 人 730 人 721 人

小学 4 ～ 6 年生
（9 ～ 11 歳） 175 人 172 人 172 人 172 人 174 人

確保方策 730 人 909 人 899 人 902 人 895 人

小学 1 ～ 3 年生
（6 ～ 8 歳） 730 人 737 人 727 人 730 人 721 人

小学 4 ～ 6 年生
（9 ～ 11 歳） − 172 人 172 人 172 人 174 人

単位：利用者数

　③　子育て短期支援事業（ショートステイ）

	子育て短期支援事業は、保護者の疾病や仕事等により、家庭において子どもを養育していく
ことが一時的に困難な場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設にお
いて養育・保護を行います。
	これまでの実績やニーズ調査からの量の見込みはありません。このため、本市においては、
現在のところひとり親家庭のみを対象としています。今後、その他の家庭については、必要
に応じて、児童養護施設などでの実施を検討します。

図表 36　子育て短期支援事業（ショートステイ）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

単位：年度当たり延べ利用者数

　④　地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

	地域子育て支援拠点事業は、公共施設や保育園等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の
交流・育児相談等の基本事業を実施するものです。基本的な事業として、①	交流の場の提供・
交流促進、②	子育てに関する相談・援助、③	地域の子育て関連情報提供、④	子育て・子育
て支援に関する講習等があります。
	確保方策は、既存の施設 4か所で、量の見込みを 100％確保すると想定します。
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図表 37　地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 80,977 回 82,574 回 81,911 回 81,459 回 80,645 回

確保方策 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所

単位：年度当たり延べ利用回数

　⑤　一時預かり事業

	一時預かり事業は、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児又は幼児に
ついて、主として昼間において、保育園その他の場所で一時的に預かる事業です。
	保育園での一時預かりに加え、私立幼稚園での預かり保育を充実します。
　
　ア　幼稚園在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）
図表 38　幼稚園在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 27,159 人 26,539 人 27,035 人 27,645 人 28,286 人

1 号認定による利用 86 人 84 人 86 人 88 人 90 人

2 号認定による利用 27,073 人 26,455 人 26,949 人 27,557 人 28,196 人

確保方策 27,159 人 26,539 人 27,035 人 27,645 人 28,286 人

単位：年度当たり延べ利用者数

　イ　保育園その他の場所での一時預かり（トワイライトステイ、ファミリー・サポート・センターの未就学児の利用を含む）

図表 39　保育園その他の場所での一時預かり

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 3,122 人 3,120 人 3,134 人 3,158 人 3,178 人

確保方策 3,122 人 3,120 人 3,134 人 3,158 人 3,178 人

一時預かり事業 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人

子育て援助活動支援事業 2,008 人 2,006 人 2,020 人 2,044 人 2,064 人

子育て短期支援事業（※） 14 人 14 人 14 人 14 人 14 人

単位：年度当たり延べ利用者数　　※　母子・父子家庭を対象に実施

　⑥　病児保育事業

	病児保育事業は、地域の児童が発熱等で急に病気になった場合、病院・保育園等に付設され
た専用スペース等において、看護師等が一時的に保育する事業、及び保育中に体調不良となっ
た児童を保育園の医務室等で看護師等が緊急的な対応等を行う事業です。
	市内医療機関に委託し、現在は小学 3年生までを対象に実施しています。児童福祉法の改
正によって、小学 6年生まで対象が拡大されたことに伴い、見直しを検討します。
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図表 40　病児保育事業

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 3,358 人 3,353 人 3,370 人 3,398 人 3,420 人

確保方策 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所

単位：年度当たり延べ利用者数

　⑦　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）の就学児童対象部分

	児童の預かり等の援助を希望する者（依頼会員）と、援助を行うことを希望する者（援助会
員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。
	NPO法人に委託しファミリー・サポート・センターを設置しています。現行では、就学児
童の年間利用が 1,000 件程度と少ないため、研修の充実による個人スキルの向上を図ると
ともに、新設される子育て支援員の活用による援助会員の拡大を目指します。

図表 41　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 2,945 人 2,936 人 2,911 人 2,917 人 2,916 人

確保方策 2,945 人 2,936 人 2,911 人 2,917 人 2,916 人

単位：年度当たり延べ利用者数

　⑧　利用者支援事業

	利用者支援事業は、子ども・子育て支援に係る情報提供、利用希望に基づく相談について、
子ども又は子どもの保護者が身近な場所で必要なときに支援が受けられる事業を行います。
	平成 28年度以降、市内 1か所に利用者支援員（子育てコンシェルジュ）を配置し、各種情
報提供と相談支援を行います。

図表 42　利用者支援事業

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所

確保方策 − 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所

単位：実施か所数

　⑨　乳児家庭全戸訪問事業

	乳児家庭全戸訪問事業は、生後 4か月までの乳児のいる家庭に助産師・保健師が訪問し、
育児相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握等を行う事業です。
	平成 25年度実績は 946 人となっており、既存の体制（赤ちゃん訪問員や助産師、保健師
による訪問）を基礎として、事業を実施します。
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図表 43　乳児家庭全戸訪問事業

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 918 人 901 人 896 人 895 人 884 人

確保
方策

実施体制 34 人 34 人 34 人 34 人 34 人

実施機関 市 市 市 市 市

委託団体 − − − − −

単位：年度当たり対象者数　※実施体制は、訪問に係る保健師等の人数

　⑩　養育支援訪問事業

	養育支援訪問事業は、養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育
能力を向上させるための支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う事業です。
	平成 25年度実績は 140 人となっており、北名古屋市要保護児童対策地域協議会を通じた
関係機関の連携強化を図りつつ、既存の体制（保健師等による訪問）を基礎として事業を実
施します。

図表 44　養育支援訪問事業

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み 200 人 200 人 205 人 205 人 210 人

確保
方策

実施体制 4 人 4 人 4 人 4 人 4 人

実施機関 市 市 市 市 市

委託団体 − − − − −

単位：年度当たり対象者数　※実施体制は、訪問に係る保健師等の人数

　⑪　妊婦健康診査

	妊婦に対して健康診査を実施する事業は、母子保健法第 13条で、自治体が必要に応じて妊
産婦に対して健康診査を行うことを規定されていることを根拠に実施している事業です。
	平成 25年度実績は 889人（第 1回健診受診者数）で総利用回数は 11,294 回となっており、
今後も既存の体制を基礎として、医療機関での個別受診を想定しています。

図表 45　妊婦健康診査

区　分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量の見込み※ 950 人
（12,350 回）

950 人
（12,350 回）

940 人
（12,220 回）

940 人
（12,220 回）

900 人
（11,700 回）

確保
方策

実施場所 医療機関 医療機関 医療機関 医療機関 医療機関
実施体制 委　託 委　託 委　託 委　託 委　託

検査項目 県内統一
検査項目

県内統一
検査項目

県内統一
検査項目

県内統一
検査項目

県内統一
検査項目

実施時期 随　時 随　時 随　時 随　時 随　時

単位：年度当たり対象者数、総利用回数
※（　）内は、利用回数 13回（平成 25年度一人当たり利用回数 12.7 回を元に設定）を人数に乗じて算出
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4　教育・保育の一体的提供及び教育・保育
の推進に関する体制の確保

	本市は、保育園と幼稚園でこれまで培ってきた知識・技能を活かしつつ、幼児期における子
ども一人ひとりの育ちを支援する質の高い教育・保育を一体的に提供します。
	質の高い教育・保育の一体的な提供にあたっては、需給バランスやニーズに考慮しつつ、必
要に応じて認定こども園の整備を検討し、保護者の就労の有無に関わらず地域の子どもや家
庭が利用できる施設として、育ちと学びの連続性を踏まえた教育・保育を受けることができ
るようにします。
	幼稚園、保育園、認定こども園においては、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型
認定こども園教育・保育要領、学習指導要領についての理解を深めるとともに、研修や会議
等を通じて異なる施設相互の連携を強化しつつ、市内の施設全体として、小学校就学後を見
据えた教育・保育の連続性・一貫性を確保します。

	

5　産後の休業及び育児休業後における特定
教育・保育施設等の円滑な利用の確保

　本市は、保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設、地域型保育事業
を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供するとともに、計画的に教育・保育施設、
地域型保育事業を整備します。

6　子どもに関する専門的な知識及び技術を
要する支援に関する県との連携

　本市は、児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障害のある児
童など特別な支援が必要な子どもの施策の充実など、県が行う施策との連携を図るとともに、
市の実情に応じた施策を関係する各機関と連携を密にして展開します。

7　労働者の職業生活と家庭生活の両立のた
めの雇用環境の整備に関する施策との連携

　本市は、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しを図るために、県、地域の企業、
労働者団体、労働局、子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域の実情に応じた取組
を進めます。
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	すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、
国は「放課後子ども総合プラン」を策定し、児童クラブ及び放課後子ども教室を計画的に整
備するとの方向性を示しています。
	本市においても、児童クラブの量の見込み（必要事業量）に対する確保方策を推進するほか、
放課後子ども教室についても、平成 28年度から小学校で放課後子ども教室を市民との協働
（市民のコーディネーターやスタッフ等としての参加）で実施し、すべての児童の安全・安
心な居場所づくりに努めます。
	放課後子ども総合プランの推進にあたっては、児童クラブ及び放課後子ども教室のプログラ
ムの共通化など、一体的な実施を検討します。
	確保方策としては、小学校の余裕教室の活用等も検討しつつ、市の教育部門と福祉部門が連
携して取り組んでいきます。
	児童クラブの対象児童を小学 6年生までに拡大します。

第 5 節 国の「放課後子ども総合プラン」 
に基づく本市の取組
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第 1 節 計画の推進に向けて

1　計画の周知

子どもへの周知
	この計画は、「子どもの最善の利益」が実現される地域社会を目指すものであり、かつ、子
ども一人ひとりが本来持っている育つ力を伸ばすことです。
	子どもの主体的・積極的な参画によりこの計画を推進するために、保護者や地域と連携しな
がら、子どもに計画内容の周知を図ります。

保護者への周知
	この計画は、子育ての第一義的責任は、父母その他の保護者にあるとの基本認識のもと、男
女が互いに尊重し、助け合いながら、楽しく子育てと仕事を両立する、ゆとりある家庭づく
りを支援するものです。
	広報・ホームページ等を通じて、計画の理念や子ども・子育て支援に関わる事業等の周知に
努めます。

市民・団体等への周知
	この計画は、子どもがいきいきと学び・遊び、子育て保護者が安心・信頼して働き・暮らせ
る頼もしい地域社会づくりを目指しています。
	市全体で、子どもがいきいきとすてきに育つことを応援する取組をさらに進めるため、広報・
ホームページ等を通じて、市民や団体等への計画内容の周知を図ります。
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2　推進及び点検・評価の体制

市内部の推進体制
	次世代育成支援に関する施策は、従来の「児童福祉」の範囲を超えて広範多岐なものです。
	本計画を着実に推進していくために、児童課が中心になって、年度ごとに関係各課の施策・
事業の実施状況を把握し、公表するとともに、評価、再調整などの継続的な取組を行います。
必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討も行います。

市民・関係団体等との協働体制
	次世代育成支援と子ども・子育て支援の取組の推進及び点検・評価にあたっては、市民・関
係団体等の参画が必要です。
	子ども・子育て支援法第 77条に基づく「北名古屋市子ども・子育て会議」を定期的に開催し、
計画の進捗状況に関する情報を共有化し、施策・事業の点検・評価、円滑な実施への提言を
いただくとともに、地域における実践につなげるなど、市民・関係団体等との協働により推
進します。
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資料 1 北名古屋市の 
子ども・子育ての現状

　北名古屋市の子ども・子育ての現状を統計データに基づき整理すると、次の
とおりです。

1　子どもや子どものいる家庭の状況
1 ー 1　人口の推移

図表 46　年齢 3 区分別人口の推移（単位：人、世帯）
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51,951

12,882

18,859

51,562

12,869

16,555

52,353

12,705

16,388

52,590

12,722

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

区　分
本　市 県 全　国

平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 26 年 平成 26 年

0 ～ 14 歳
12,722 12,705 12,839 12,882 12,869 1,062,002 16,666,491

15.6% 15.6% 15.6% 15.5% 15.5% 14.2% 13.0%

15 ～ 64 歳
52,590 52,353 52,299 51,951 51,562 4,755,468 80,051,166

64.4% 64.1% 63.6% 62.7% 61.9% 63.6% 62.3%

65 歳以上
16,388 16,555 17,122 18,032 18,859 1,661,080 31,720,621

20.1% 20.3% 20.8% 21.8% 22.6% 22.2% 24.7%

総人口 81,700 81,613 82,260 82,865 83,290 7,478,550 128,438,278

世帯数 32,385 32,618 33,067 33,568 34,023 3,096,802 55,952,365

世帯人員 2.52 2.50 2.49 2.47 2.45 2.41 2.30

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）
　　　全国及び県は、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 26 年 1 月 1 日現在）
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1 ー 2　児童数の推移
図表 47　0 ～ 11 歳人口の推移（単位：人）
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5,108

5,232

5,135

5,182

5,161

5,212

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

就学前児童（0～5歳） 小学生（6～11歳）

区　分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 増減（平成 22 ～ 26 年）

就
学
前
児
童

0 歳 927 855 877 886 927 0

1 歳 862 919 855 866 867 5

2 歳 885 875 916 854 837 −48

3 歳 871 876 866 908 858 −13

4 歳 853 853 880 869 890 37

5 歳 814 804 847 881 853 39

小計 5,212 5,182 5,241 5,264 5,232 20

小
学
生

6 歳 920 852 821 838 883 −37

7 歳 847 895 856 809 828 −19

8 歳 879 863 898 857 806 −73

9 歳 827 826 855 895 849 22

10 歳 841 844 824 847 898 57

11 歳 847 855 850 831 844 −3

小計 5,161 5,135 5,104 5,077 5,108 −53

合　計 10,373 10,317 10,345 10,341 10,340 −33

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）
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1 ー 3　世帯構成
図表 48　世帯構成の状況（単位：世帯、％）

区　分
本　市 県 全　国

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 22 年 平成 22 年

一般世帯数※ 27,099 28,589 31,805 2,929,943 51,842,307

核家族世帯
17,499 18,395 19,972 1,684,702 29,206,899

64.6% 64.3% 62.8% 57.5% 56.3%

夫婦のみの世帯
5,402 6,174 6,913 557,931 10,244,230

19.9% 21.6% 21.7% 19.0% 19.8%

夫婦と子どもからなる世帯
10,235 10,069 10,609 897,439 14,439,724

37.8% 35.2% 33.4% 30.6% 27.9%

男親と子どもからなる世帯 
331 378 406 36,261 664,416

1.2% 1.3% 1.3% 1.2% 1.3%

女親と子どもからなる世帯
1,531 1,774 2,044 193,071 3,858,529

5.6% 6.2% 6.4% 6.6% 7.4%

その他の親族世帯
3,248 3,233 2,809 295,221 5,308,648

12.0% 11.3% 8.8% 10.1% 10.2%

非親族世帯
147 237 378 25,987 456,455

0.5% 0.8% 1.2% 0.9% 0.9%

単独世帯
6,205 6,724 8,646 923,424 16,784,507

22.9% 23.5% 27.2% 31.5% 32.4%

資料：国勢調査
※不詳を含む

図表 49　子どものいる世帯の状況（単位：世帯、％）

区　分
本　市 県 全　国

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 22 年 平成 22 年

一般世帯数※ 27,099 28,589 31,805 2,929,943 51,842,307

6 歳未満親族のいる一般世帯数
3,556 3,896 3,952 315,189 4,877,321

13.1% 13.6% 12.4% 10.8% 9.4%

18 歳未満親族のいる一般世帯数
7,765 7,986 8,589 744,350 11,989,891

28.7% 27.9% 27.0% 25.4% 23.1%

資料：国勢調査
※不詳を含む
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1 ー 4　婚姻動向
図表 50　婚姻動向（単位：件）

700

600

500

400

300

200

100

0

585

161

545

129

603

181

635

160

588

151

584

190

574

202

531

167

580

154
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152

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

婚姻件数 離婚件数

区　分
本　市 県 全　国

平成
16 年

平成
17 年

平成
18 年

平成
19 年

平成
20 年

平成
21 年

平成
22 年

平成
23 年

平成
24 年

平成
25 年

平成
25 年

平成
25 年

婚姻件数 585 545 603 635 588 584 574 531 580 514 42,302 660,613

婚姻率
（人口千人当） 7.5 7.0 7.7 7.9 7.3 7.2 7.0 6.5 7.0 6.2 5.8 5.3

離婚件数 161 129 181 160 151 190 202 167 154 152 13,077 231,383

離婚率
（人口千人当） 2.1 1.7 2.3 2.0 1.9 2.3 2.5 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8

資料：人口動態調査
婚姻率及び離婚率は各年 10 月 1 日現在の人口で算出

1 ー 5　未婚率
図表 51　15 ～ 49 歳未婚率（単位：％）
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50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

未婚率（15～49歳　男性） 未婚率（15～49歳　女性）

47.1
52.0 52.3 49.8 47.7

37.8
41.4 42.0 39.7 37.8

資料：国勢調査
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図表 52　年齢階級別未婚率（単位：％）

区　分

本　市 県平均 全国平均

男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性

平成 12 年 平成 22 年 平成 12 年 平成 22 年 平成 22 年 平成 22 年

15 ～ 19 歳 99.6% 99.5% 99.3% 99.1% 99.2% 98.9% 99.0% 98.9%

20 ～ 24 93.7% 90.8% 88.4% 86.5% 92.2% 87.7% 91.4% 87.8%

25 ～ 29 67.5% 66.0% 51.8% 50.1% 69.4% 55.1% 69.2% 58.9%

30 ～ 34 40.1% 41.7% 22.1% 27.1% 44.8% 29.4% 46.0% 33.9%

35 ～ 39 23.5% 32.1% 10.4% 19.9% 33.6% 18.8% 34.8% 22.7%

40 ～ 44 16.2% 25.8% 6.2% 13.9% 26.6% 13.8% 28.0% 17.1%

45 ～ 49 12.1% 19.4% 3.1% 9.6% 20.4% 9.7% 22.0% 12.4%

合　計 52.3% 47.7% 42.0% 37.8% 51.4% 40.1% 52.0% 42.7%

資料：国勢調査

1 ー 6　出生数等
図表 53　出生数（単位：人）
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資料：人口動態統計

図表 54　合計特殊出生率（単位：人）

区　分 平成 20 年～平成 24 年

本　市 1.65

県 1.51

全　国 1.38

資料：人口動態保健所・市区町村別統計
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1 ー 7　女性の労働力率
	
図表 55　女性の労働力率（単位：％）
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資料：国勢調査

2　教育・保育施設の状況
2 ー 1　保育園

	
図表 56　公立保育園の状況（平成 26 年 4 月 1 日現在）

名称 所在地 対象年齢 平　日 土曜日

能田保育園 能田南屋敷 366 番地 6 か月児～ 午前 7 時 15 分～
午後 7 時 15 分

午前 7 時 15 分～
午後 7 時 15 分

鹿田北保育園 鹿田永塚 167 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

熊之庄保育園 熊之庄大畔 35 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

久地野保育園 久地野北浦 69 番地 6 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 7 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 7 時 30 分

久地野保育園分園 久地野戌亥 15 番地 1 11 か月児～
2 歳児

午前 8 時～
午後 6 時 30 分

午前 8 時～
午後 6 時 30 分

薬師寺保育園 薬師寺樋口 40 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

鹿田南保育園 鹿田大門 213 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 7 時

午前 7 時 30 分～
午後 7 時

六ツ師保育園 六ツ師宮西 66 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

九之坪北保育園 九之坪市場 21 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

徳重保育園 徳重中道 32 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 7 時

午前 7 時 30 分～
午後 7 時

西之保保育園 西之保西出 55 番地 6 か月児～ 午前 7 時 15 分～
午後 7 時 45 分

午前 7 時 15 分～
午後 7 時 45 分

沖村保育園 沖村山ノ神 27 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

九之坪南保育園 九之坪辰巳 88 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

弥勒寺保育園 弥勒寺西一丁目 72 番地 6 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 7 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 7 時 30 分

中之郷保育園 中之郷栗島 122 番地 11 か月児～ 午前 7 時 30 分～
午後 6 時 30 分

午前 7 時 30 分～
午後 1 時

一時保育実施園：能田保育園、鹿田南保育園、弥勒寺保育園
資料：児童課
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図表 57　病児保育の状況（平成 26 年 4 月 1 日現在）
名　称 所在地 利用日・時間 対象年齢

病児・病後児保育事業
（こぐま病児保育室） 熊之庄八幡 117 − 1

月・火・木・金曜日
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
水・土曜日
午前 8 時 30 分～午後 0 時 30 分

生後 6 か月から小学校 3
年生までの児童

資料：児童課

図表 58　入所児童数の推移（各年 4 月 1 日現在）（単位：人、か所）

区　分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

保育園数 14 14 14 14 14

収容定員 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

総　数 1,652 1,605 1,613 1,631 1,632

3 歳未満 304 343 313 318 341

年少（3 歳児） 435 400 431 439 388

年中（4 歳児） 417 442 424 449 449

年長（5 歳児） 496 420 445 425 454

保　育
利用率

3 歳未満 11.4% 12.9% 11.8% 12.2% 13.0%

3 歳以上 53.1% 49.8% 50.1% 49.4% 49.6%

参　　考
児童人口

3 歳未満 2,674 2,649 2,648 2,606 2,631

3 歳～ 5 歳 2,538 2,533 2,593 2,658 2,601

資料：児童課

2 ー 2　幼稚園
	
図表 59　幼稚園の状況（平成 26 年 5 月 1 日現在）

名　称 所在地
師勝幼稚園 井瀬木 1086 番地

名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 熊之庄射矢重 95 番地
栄和幼稚園 二子栄和 20 番地

師勝はなの樹幼稚園 鹿田 1751 番地の 7
西春幼稚園 西之保棒地 37 番地

資料：児童課

図表 60　入所児童数の推移（各年 5 月 1 日現在）（単位：人）

区　分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

3　歳 442 466 453 471 457

4　歳 430 438 475 450 468

5　歳 418 429 437 473 436

合　計 1,290 1,333 1,365 1,394 1,361

資料：学校基本調査

北名古屋市の子ども・子育ての現状 85



2 ー 3　小学校・中学校
	
図表 61　小学校児童数、学級数の推移（各年 5 月 1 日現在）（単位：人）

区　分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年
学校数 10 10 10 10 10
学級数 179 179 181 184 183

児童総数 5,073 5,089 5,066 5,098 5,071
1 年生 885 831 810 829 861
2 年生 845 879 837 807 813
3 年生 816 836 883 847 793
4 年生 830 811 830 889 831
5 年生 828 825 807 842 883
6 年生 807 828 834 824 830

特別支援 62 79 65 60 60

資料：学校基本調査

図表 62　中学校生徒数、学級数の推移（各年 5 月 1 日現在）（単位：人）
区　分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年
学校数 6 6 6 6 6
学級数 73 74 79 81 80

生徒総数 2,155 2,263 2,363 2,438 2,408
1 年生 755 779 797 806 784
2 年生 703 754 777 809 803
3 年生 667 703 758 791 788

特別支援 30 27 31 32 33

資料：学校基本調査

2 ー 4　児童館
	
図表 63　児童館 1 日当たり平均利用数（単位：人）

名　称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度
井瀬木児童館 69 64 62 60 63
六ツ師児童館 53 62 57 59 55
鹿田児童館 68 62 63 82 73

久地野児童館 105 81 81 81 83
熊之庄児童館 65 74 82 92 88
西之保児童館 70 87 76 69 72
九之坪児童館 24 30 37 39 45
宇福寺児童館 51 52 49 44 48

鍜治ケ一色児童館 53 58 71 72 68
沖村児童館 43 47 45 36 33

合　計 601 617 623 634 628

資料：児童課
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2 ー 5　児童クラブ
	
図表 64　児童クラブ月当たり平均利用者数（単位：人）

名　称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度
師勝児童クラブ（ほほえみ・ゆめっ子） 50 74 84 74 68

師勝東児童クラブ 43 41 43 50 34
師勝西児童クラブ（ほほえみ・ゆめっ子） 59 66 73 81 83
師勝南児童クラブ（ほほえみ・ゆめっ子） 66 71 64 66 84

師勝北児童クラブ 64 57 51 47 52
西春児童クラブ（ほほえみ・ゆめっ子） 72 78 87 81 89

鴨田児童クラブ 36 54 56 49 59
栗島児童クラブ 46 50 49 55 62
五条児童クラブ 66 70 69 69 80
白木児童クラブ 41 54 58 56 49

合　計 543 615 634 628 660
資料：児童課

2 ー 6　子育て支援センター
	
図表 65　子育て支援センター

名　称 所在地
東子育て支援センター 子育て広場「こあら」 能田南屋敷 366 番地（あさひ子どもふれあいセンター内）
西子育て支援センター 子育て広場「にこにこ」西之保高野 79 番地 （児童センターきらり内）
北子育て支援センター 子育て広場「光の広場」弥勒寺西一丁目 72 番地 （風と光こどもの国内）
南子育て支援センター 子育て広場「星の広場」久地野北浦 69 番地 （久地野ほほえみ広場内）

支援活動 概　要
出前子育て支援 市内 3 か所で出前子育て支援を実施

子育て相談 電話相談、面接相談（予約制）、発達相談（予約制）を実施
子育て講座 子育てに関する専門家の講座を開催（予約制）

サークル支援 自主的に活動する子育てサークルを支援（交流会の開催）
父親支援 お父さんと遊ぼう、パパママ教室（育児編）を開催

資料：児童課

2 ー 7　心身障害児通園所（児童発達支援事業）
	
図表 66　心身障害児通園所（児童発達支援事業）

名　称 所在地
ひまわり園 能田南屋敷 366 番地（あさひ子どもふれあいセンター内）

ひまわり西園 法成寺蚊帳場 27 番地

項目 概　要

事業内容 ・日常生活における基本的動作の支援・援助　・集団生活への適応性の支援・援助
・創作的な活動の支援・援助　　　　　　　　・食事の支援・援助

開園日・時間 月～金曜日（祝日・年末年始を除く。）午前 9 時～午後 2 時
定　員 各 20 名

資料：児童課
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資料 2 北名古屋市の施設一覧
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図表 67　北名古屋市の施設一覧

　子ども・子育てに関係する市内の主な施設は、次のとおりです。
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保育園 児童館
1 九之坪北保育園 37 児童センターきらり
2 九之坪南保育園 38 九之坪児童館
3 徳重保育園 39 宇福寺児童館
4 西之保保育園 40 鍜治ケ一色児童館
5 沖村保育園 41 沖村児童館
6 弥勒寺保育園 42 鹿田児童館
7 中之郷保育園 43 久地野児童館
8 熊之庄保育園 44 熊之庄児童館
9 久地野保育園 45 井瀬木児童館

10 久地野保育園分園 46 六ツ師児童館
11 能田保育園 その他（保健・体育・文化・福祉・その他の施設）
12 鹿田北保育園 47 保健センター
13 鹿田南保育園 48 市民グラウンド
14 薬師寺保育園 49 ソフトボール球場
15 六ツ師保育園 50 健康ドーム

幼稚園 51 総合体育館
16 師勝はなの樹幼稚園 52 市民プール
17 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 53 ジャンボプール
18 栄和幼稚園 54 二子テニスコート
19 師勝幼稚園

55
東図書館

20 西春幼稚園 歴史民俗資料館
小学校・中学校

56
西図書館

21 西春小学校 文化勤労会館
22 五条小学校 西公民館
23 鴨田小学校 57 東公民館
24 栗島小学校 58 心身障害児通園所ひまわり西園
25 白木小学校

59
あさひ子どもふれあいセンター

26 師勝小学校 心身障害児通園所ひまわり園
27 師勝南小学校 東子育て支援センター
28 師勝北小学校

60
風と光こどもの国

29 師勝東小学校 北子育て支援センター
30 師勝西小学校 61 西子育て支援センター
31 西春中学校 62 南子育て支援センター
32 白木中学校 63 コッツ山公園
33 天神中学校 64 文化の森物語の広場
34 師勝中学校 65 東部休日急病診療所
35 訓原中学校 66 愛知県立西春高等学校
36 熊野中学校 67 こぐま病児・病後児保育室
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資料 3 次世代育成支援行動計画
の目標指標の達成状況

　平成 22 年 3 月に策定した「北名古屋市次世代育成支援行動計画後期計画 
（平成 22 ～ 26 年度）」の目標指標の達成状況は、次のとおりです。

図表 68　次世代育成支援行動計画の目標指標の達成状況

事業名 指　標 平成 20 年
度実績

平成 25 年
度実績

～平成 26
年度目標 担当課

（仮称）北名古屋市
子ども権利条例の制定 条例制定 − 未制定 制定 児童課

保育園の地域交流活動 異世代交流実施園 12 園 14 園 全園 児童課

体験活動ボランティア活動
支援センター事業

わくわく教室開催回数 12 回 / 年 12 回 / 年 12 回 / 年 生涯学習課

登録指導者数 32 人 28 人 40 人 生涯学習課

登録団体数 60 団体 46 団体 65 団体 生涯学習課

子ども会活動、
ジュニアリーダー育成

ジュニアリーダー養成
参加者数 12 人 / 年 15 人 / 年 30 人 / 年 児童課

地域コミュニティ活動に
子どもの出番づくり

子どもまつり開催の
有無 −

開催
（こども
フェスタ）

開催 児童課

パパママ教室等

受講率
（全妊婦に占める割合） 11.2% 22.6% 17% 健康課

男性出席率（出席者に
占める男性の割合） 63.6% 88.4% 70% 健康課

妊婦、乳児健康診査委託事業 受診率 − 93.6% 85% 健康課

赤ちゃん訪問事業 訪問率 99.1% 98.0% 100% 健康課

乳幼児健康診査

4 か月児受診率 99.7% 97.8% 100% 健康課

1 歳 6 か月児受診率 97.4% 97.7% 98% 健康課

3 歳児受診率 94.9% 95.5% 95% 健康課

要観察児等の支援実施 たんぽぽ教室の開設 − 84 回実施
640 人参加 提供 児童課

保育園や学校における「食育」安全でおいしい給食の
提供 提供 提供 提供

学校教育課
児童課
健康課
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事業名 指　標 平成 20 年
度実績

平成 25 年
度実績

～平成 26
年度目標 担当課

乳幼児ふれあい学習

中学生対象に
春夏冬休み実施 3 回 / 年

健康課 5 回
/ 児童館 10
館：10 回

6 回 / 年 児童課
（健康課）

保育園との交流 2 園で実施
健康課 1 回
/10 保育園：
73 回実施

8 回 / 年 児童課
（健康課）

子育て支援センター事業

センター延利用者数 59,432 人
/ 年

58,780 人
/ 年

65,000 人
/ 年 児童課

電話相談件数 92 件 / 年 83 件 / 年 100 件 / 年 児童課

電話・面接・
発達相談件数 112 件 / 年 2,711 件

/ 年 100 件 / 年 児童課

要保護家庭育児支援
家庭訪問事業 派遣件数 − 2 件 / 年 5 件 / 年 家庭支援課

母子家庭自立支援給付金事業 給付件数 0 件 / 年 6 件 / 年 6 件 / 年 家庭支援課

障害児通所支援 延利用者数（2 園合計） 4,047 人
/ 年

5,595 人
/ 年

5,488 人
/ 年 児童課

特別支援教育 特別支援員配置校 8 校 11 校 16 校 学校教育課

発達障害を有する方の
総合的な支援体制の整備

ライフステージごとの
支援体制等の構築 − 実施 構築

社会福祉課
児童課
健康課

学校教育課

3 人乗り自転車の貸出 貸出台数 − 44 台 / 年 50 台 / 年 児童課

保育環境の整備・充実 多機能型施設への
建て替え − 未実施 施設整備 児童課

新待機児童ゼロ作戦

通常保育事業
入所児童数合計 1,728 人 1,631 人 1,711 人 児童課

通常保育事業
3 歳未満児童数 296 人 318 人 296 人 児童課

通常保育事業
3 歳以上児童数 1,432 人 1,313 人 1,415 人 児童課

延長保育事業
実施か所数 6 か所 14 か所 6 か所 児童課

特定保育、一時保育、
病後児保育等

特定保育事業
実施か所数 2 か所 3 か所 5 か所 児童課

病児・病後児保育事業
（病児・病後児対応型）
実施か所数

1 か所 1 か所 1 か所 児童課

病児・病後児保育事業
（病児・病後児対応型）
定員数

4 人 4 人 4 人 児童課
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事業名 指　標 平成 20 年
度実績

平成 25 年
度実績

～平成 26
年度目標 担当課

特定保育、一時保育、
病後児保育等

一時預かり事業
実施か所数 5 か所 3 か所 5 か所 児童課

一時預かり事業
定員数 32 人 24 人 32 人 児童課

地域子育て拠点事業
実施か所数 14 か所 14 か所 14 か所 児童課

保育サービスの利用者
満足度調査等

利用者満足度調査
実施園 − - 全園 児童課

幼稚園と保育園の連携強化 連携強化 − 意見交換会
実施 強化 児童課

放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）

放課後児童健全育成事
業（児童クラブ）
実施か所数

10 か所 14 か所 12 か所 児童課

放課後児童健全育成事
業（児童クラブ）
利用児童数

629 人 731 人 735 人 児童課

ファミリー・サポート・
センター事業

ファミリー・サポート・
センター事業
実施か所数

1 か所 1 か所 1 か所 児童課

子育て講座
開催回数 5 回 / 年 健康課 5 回

児童 3 回 6 回 / 年 児童課
健康課

父親向け講座開催回数 8 回 / 年 健康課 1 回
児童 11 回 8 回 / 年 児童課

健康課

男女共同参画推進事業 セミナー開催回数 3 回 / 年 1 回 / 年 3 回 / 年 市民活動推進課

子育て支援サポーター
養成事業 子育てサポーター数 254 人 228 人 300 人 児童課

はぐみんカード事業 登録店舗数 123 店 118 店 130 店 児童課

子育てサークルの活動支援 子育てサークル数 11 団体 8 団体 12 団体 児童課

児童館の「地域ふれあい会」 地域ネットワーク
づくり

各児童館に
お い て 年 3
回 の 会 議、
年 3 ～ 5 回
の児童館行
事参加協力

実施

地域交流の
促 進、 各 種
団体の交流
か ら、 地 域
ネットワー
クづくりを
行う

児童課

（仮称）児童センターの整備 施設整備 − 整備 整備
都市整備課
施設管理課

児童課

DV 対策基本計画の策定 計画策定 − 策定せず 策定 市民活動推進課
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事業名 指　標 平成 20 年
度実績

平成 25 年
度実績

～平成 26
年度目標 担当課

公共施設等の整備事業

男女トイレにベビー
シート・ベビーキープ
の設置、授乳室の設置、
託児スペースの確保等

− 整 備（ 児 童
センター） 整備

総務課　　
健康課　　
高齢福祉課
児童課　　
施設管理課
都市整備課
生涯学習課
スポーツ課

児童館運営事業 民営の児童館数 7 館 9 館 全館 児童課

地域防犯パトロール等 自主防犯活動の
実施団体数 19 団体 16 団体 20 団体 防災交通課

学校教育課

小学生への防犯教室、
中学生への護身術教室等 防犯教室開催数 6 回 / 年 16 回 / 年 12 回 / 年 学校教育課

安全なまちづくり条例の施行 条例施行と条例に
基づく事業の実施 − H21 制定 実施 防災交通課
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資料 4 計画策定の経緯

1　経緯
　計画策定の経緯は、次のとおりです。

図表 69　計画策定の経緯

年 月　日 調査・会議等

平成 25 年

8 月 2 日 北名古屋市児童福祉事業運営協議会及び次世代育成支援対策地域協議会合
同会議

9 月 計画対象者へのアンケート調査

11 月 8 日 平成 25 年度第 1 回北名古屋市子ども・子育て会議

平成 26 年

2 月 20 日 平成 25 年度第 2 回北名古屋市子ども・子育て会議

7 月 4 日 平成 26 年度第 1 回北名古屋市子ども・子育て会議

11 月 5 日 平成 26 年度第 2 回北名古屋市子ども・子育て会議

12 月 22 日～
1 月 16 日 パブリックコメントの実施

平成 27 年

1 月 29 日 平成 26 年度第 3 回北名古屋市子ども・子育て会議

2　各種調査の概要
　計画の策定にあたり実施した各種調査の概要は、次のとおりです。

図表 70　計画対象者へのアンケート調査の概要

種　類 配布対象数
回収数

有効票 回収率

就学前児童の保護者調査 2,000 1,272 1,272 63.6%

就学児童（小学生）の保護者調査 2,000 1,109 1,109 55.5%

総　計 4,000 2,381 2,381 59.5%

【概要】子ども・子育て支援法に基づく「北名古屋市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、就学
前児童及び就学児童（小学生）の各保護者を対象に、保育や子育て支援等のニーズを把握するために、平成
25 年 9 月に郵送法により実施しました。

計画策定の経緯94



3　北名古屋市子ども・子育て会議委員名簿
図表 71　北名古屋市子ども・子育て会議委員名簿

氏　　名 区　　分 備　考

◎大野　義純

学識経験者

社会教育委員長

　高柳　利清 社会福祉協議会長

　井上　稔
自治会長会代表

平成 26 年度就任

　丹羽　幸雄 平成 25 年度退任

　犬飼　伸佳 子ども会連絡協議会長

　鈴木　裕美 みらい子育てネット北なごや会長

　繁松　末子
母子寡婦福祉協議会長

平成 26 年度就任

　吉崎　美保子 平成 25 年度退任

　沢田　裕子 民生委員協議会理事

　春日井　まち子 主任児童委員

○菊谷　和美 主任児童委員

　 田　あけみ 主任児童委員

　木全　和子 前主任児童委員

　功刀　由紀子 愛知大学地域政策学部教授

　鈴木　岩雄 名古屋芸術大学人間発達学部准教授

　小島　裕司 白木小学校長

　川口　清生 事業主の代表 北名古屋市商工会理事

　森下　晃吉 労働者の代表 株式会社　福祉の里

　半谷　敦嗣

子どもの保護者

小学校 PTA 会長
平成 26 年度就任

　池戸　大仁 平成 25 年度退任

　髙山　幸大
幼稚園保護者代表

平成 26 年度就任

　大野　幹雄 平成 25 年度退任

　水野　智子
保育園保護者会連絡協議会長

平成 26 年度就任

　篠田　美帆 平成 25 年度退任

　松山　まみ子
児童福祉保護者代表

平成 26 年度就任

　天野　英子 平成 25 年度退任

　木場　佐知子 児童クラブ保護者代表

　谷口　公子

子ども・子育て
支援事業者

託児グループめばえ代表

　塚﨑　真澄 しかつ子育てネットワーカーの会代表

　松本　正子 幼稚園事業者代表

　水野　美保 NPO 法人 子育てネットワーク あすなろ代表

◎会長　○職務代理　任期　平成 25 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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4　北名古屋市子ども・子育て会議条例
平成 25年 9月 30日

条例第 40号
　（設置）
第 1条　子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という。）第 77条第 1
項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、北名古屋市子ども・子育て会議（以下「子
ども・子育て会議」という。）を置く。

　（所掌事項）
第 2条　子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を処理する。
　⑴　法第 77条第 1項各号に規定する事項
　⑵　前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他市長
が必要と認める事項

　（組織）
第 3条　子ども・子育て会議は、委員 25人以内で組織する。
2　子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
　⑴　法第 6条第 2項に規定する保護者
　⑵　事業主を代表する者
　⑶　労働者を代表する者
　⑷　子ども・子育て支援（法第 7条第 1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。）
に関する事業に従事する者

　⑸　子ども・子育て支援に学識経験のある者
　⑹　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
　（任期）
第 4条　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2　委員は、再任されることができる。
　（会長）
第 5条　子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。
2　会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職
務を代理する。

　（会議）
第 6条　子ども・子育て会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

4　会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、若しくはその意見を聴き、
又は資料の提出を求めることができる。
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　（苦情解決の処理）
第 7条　児童福祉施設（児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第 7条第 1項に規定する児
童福祉施設をいう。）に対する保護者等からの苦情及び相談に関する事項について対応するた
め、委員において各児童福祉施設を分担し、別に市長が定めるところにより苦情解決の処理
にあたる。

　（庶務）
第 8条　子ども・子育て会議の庶務は、福祉部において処理する。
　（雑則）
第 9条　この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長
が子ども・子育て会議に諮って定める。

　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、平成 25年 10月 1日から施行する。
　（北名古屋市児童福祉事業運営協議会設置条例及び北名古屋市次世代育成支援対策地域協議
会条例の廃止）

2　北名古屋市児童福祉事業運営協議会設置条例（平成 18年北名古屋市条例第 97号）及び北
名古屋市次世代育成支援対策地域協議会条例（平成 18年北名古屋市条例第 163号）は、廃
止する。

　（任期の特例）
3　この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第 4条第 1項の規定にかかわら
ず、平成 27年 3月 31日までとする。

　（北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
4　北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18年北名
古屋市条例第 44号）の一部を次のように改正する。　　

　　　〔次のよう〕略
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資料 5 用語解説
〈 あ　行 〉

ICT 機器
　ICTは、Information	and	Communication	Technology の略称で、コンピュータやプロジェクタ
など、情報通信技術を使った機器のこと

預かり保育
　幼稚園において、教育課程に係る教育時間終了後に希望する者を対象に行う教育活動

育児・介護休業法
　育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することに
よって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的す
る法律で、平成 7年 6月に育児休業法を改正して成立

遺児手当
　父親又は母親と死別した場合、父親又は母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合な
どの要件に該当する児童を監護・養育している方に手当を支給するもの

NPO
　Non	Profit	Organization（非営利活動組織）の略称で、市民・民間の支援のもとで社会的な公益
活動を非営利で行う組織・団体

〈 か　行 〉

回想法スクール
　作業療法士や保健師を中心に「小学校」「お手伝い」などテーマを設定し、懐かしい生活用具や文具、
玩具を題材に10人程度のグループ単位で、参加者の体験や記憶を引き出して脳を活性化させることで、
認知症の予防や外出を支援して虚弱等の高齢者の減少に役立てるもの

学習指導要領
　文部科学省が告示する各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準
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家庭児童相談員
　要保護児童、児童虐待、DVなど難しい事案に対し、実際に子供や親たちと対面し、子供にとって
最も適切と思われる解決策を決め、関係機関と連携し必要に応じて子どもや保護者をサポートし、子
どもの健全な成長を助ける必要に応じて子どもや保護者をサポートし、子どもの健全な成長を助ける
大切な存在となるため、相談や指導、援助を行う者

家庭相談員
　人間関係や家族関係、性格・生活習慣の問題、発達や言葉の遅れなど、問題を抱えた児童を育てる
上でのさまざまな問題を抱える親に対し、相談や助言、指導を行う者

家庭的保育
　主に満 3歳未満の乳児・幼児を対象とし、定員 5人以下で、家庭的保育者の居宅その他の場所にお
いて保育を行う事業

北名古屋市けんこうプラン 21
　健康増進法に基づく市の計画で、市民の健康寿命の延伸を目指す健康づくり運動の総合的な指針と
して策定した計画で、平成 23年 3月に第 2期計画（平成 23年度～ 32年度）を策定

北名古屋市障害者計画・障害福祉計画
　障害者基本法第 11条第 3項に基づく「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法第 88条に基づ
く「市町村障害福祉計画」にあたるもので、両計画を一体の計画として策定して、障害者施策を総合
的に展開するもので、平成 27年 3月に第 4期計画（平成 27年度～ 29年度）を策定

北名古屋市総合計画
　市の行財政運営の長期的な指針となる最上位の計画として策定された市の計画で、平成 20年 3月
に平成 20年度～ 29年度の計画を策定

北名古屋市地域福祉計画
　社会福祉法に基づく地域福祉の推進計画として、市が策定した計画で、平成 23年 3月に第 2期計
画（平成 23年度～ 27年度）を策定

北名古屋市男女共同参画プラン
　市の男女共同参画に関する施策を推進するための計画で、平成 20年 2月に平成 20年度～ 29年度
の計画を策定し、平成 25年 4月に改訂版を策定
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教育支援センター
　不登校児童生徒の学校復帰に向けた指導・支援を行う機関

教育・保育提供区域
　子ども・子育て支援法第 61条第 2項に基づき、市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の
社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める
区域

居宅介護（ホームヘルプサービス）【障害者総合支援法関係サービス】
　障害児（者）の自宅で、ホームヘルパーが入浴、排せつ、食事の介護を行うサービス

居宅訪問型保育
　主に満 3歳未満の乳児・幼児を対象とし、住み慣れた居宅において、1対 1を基本とする保育を行
う事業

ゲストティーチャー
　指導者として特別に学校に招いた一般の人のこと

言語聴覚士
　言葉によるコミュニケーションに問題がある方に対して、その対処法を見出すために検査・評価を
実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行う専門職

合計特殊出生率
　15～ 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の
間に生むとしたときの子どもの数に相当

高等職業訓練促進給付金
　母子家庭が自立した生活が送れるよう、母親の就労を支援するために、給付金を支給するもので、
就職に有利な資格を取得するために 2年以上のカリキュラムを修業する場合に支給

子育てコンシェルジュ
　子育てに関する情報を、保護者等に分かりやすく案内し、適切なサービスの利用に結び付ける役割
の者
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子ども・子育て支援法
　すべての子どもに良質な成育環境を保障する等のため、子ども及び子育ての支援のための給付の創
設並びにこれに必要な財源に関する包括的かつ一元的な制度の構築等の所要の措置を講ずることを趣
旨とする法律で、平成 24年 8月に成立

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
　児童福祉法について①児童福祉法第 24条等について、保育所での保育については、市町村が保育
の実施義務を引き続き担うこととすること、②指定制に代えて都道府県の認可制度を前提としながら、
大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組みを導入すること、③小規模保育等を市町村認
可事業とすること、④その他所要の規定の整備、などを行うための法律で、平成 24年 8月に成立

子ども・子育て支援新制度
　平成 24年 8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「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で、①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、②認定こども園制度の改善（幼保
連携型認定こども園の改善等）、③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実などを図る制度

子ども 110 番の家
　犯罪被害にあい、又はあいそうになって助けを求めた子どもを保護し、警察への通報等を行うボラ
ンティア活動

〈 さ　行 〉

作業療法士
　身体又は精神に障害を有する方、又はそれが予測される方に対し、その主体的な生活の獲得を図る
ため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療、指導及び援助を行う専門職

事業所内保育
　主に満 3歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、事業所の従業員の子どものほか、
地域の保育を必要とする子どもの保育を行う事業

施設型給付
　子ども・子育て関連 3法に基づく、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付
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次世代育成支援対策推進法
　次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成
支援対策を迅速かつ重点的に推進することを趣旨とする法律で、平成 15年 7月に成立し、平成 17
年 4月から平成27年 3月までの 10年間の時限立法。平成26年度に公布された次代の社会を担う子
どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律に基づき、法律の
有効期限を平成 37年 3月 31日まで 10年間延長

児童コーディネーター
　児童虐待や不登校、障害その他のあらゆる児童相談に応じ、子どもや保護者への情報提供や助言、
支援を行うとともに、児童相談所、保育園や学校などとの連携や子育て支援、福祉サービスの調整役
となる職員

児童の権利に関する条約
　18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている基本的人権を、その生存、成
長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説し、児童の人権の尊重及び確
保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したもの。1989年の第 44回国連総会において
採択され、1990年に発効。日本は 1994年に批准

児童扶養手当
　母子世帯等の生活の安定を助け、自立を促進することを目的として、父母の離婚、父の死亡などによっ
て、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給するもの

就学児童入学祝品支給
　児童の健全な育成に寄付するため、市が小学校に入学する児童に祝品を支給する制度

ジュニアリーダー
　地域のリーダーとして活動する中・高校生のこと

主任児童委員
　民生委員児童委員のうち、児童福祉に関する事項を専門に担当し、地域を担当する民生・児童委員
と一体となって、児童福祉を推進する活動を実施する者

小規模保育
　主に満 3歳未満の乳児・幼児を対象とし、定員 6人以上 19人以下の少人数で保育を行う事業
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情報モラル
　情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で、身に付けておくべき考え方や態度のこと

障害者総合支援法
　地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる法律で、平成 24年 6月に成立し、平成
26年 4月 1日に完全施行

スクールガード
　各小学校区を中心に活動する学校安全ボランティアのこと

総合型地域スポーツクラブ
　子どもから高齢者まで（多世代）、さまざまなスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトッ
プレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、地域住民により自主的・主
体的に運営されるスポーツクラブのこと

その他の親族世帯
　「夫婦と両親からなる世帯」や「夫婦とひとり親からなる世帯」、「夫婦、子どもと両親からなる世帯」、
「夫婦、子どもとひとり親からなる世帯」など

〈 た　行 〉

体験活動ボランティア活動支援センター
　子どもが学校や地域で行う体験活動やボランティア活動を支援する機関

短期入所（ショートステイ）【障害者総合支援法関係サービス】
　自宅で介護する人が病気の場合などに、在宅の障害児（者）に短期間、夜間も含め、施設で入浴、
排せつ、食事の介護等を行うサービス

地域型保育給付
　子ども・子育て関連 3法に基づく、小規模保育等への給付
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地域活動支援センター【障害者総合支援法関係サービス】
　創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等により、障害を有する方等の地域生
活支援の促進を図る施設

DV
　一般的には、「夫婦や恋人など親密な関係にある、又はあった異性に対して振るわれる暴力」という
意味で使用されることが多く、身体的なものだけでなく、精神的なものまで含む概念として用いられ
る場合もあり

ティームティーチング
　複数の教員によって行われる教科指導や学級運営のこと

特定教育・保育施設
　子ども・子育て支援法第 27条に基づき、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認す
る「教育・保育施設」のこと

特定地域型保育事業
　子ども・子育て支援法第 29条に基づき、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者
として確認する事業者が行う事業のこと

特別支援教育
　障害を有する幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善
又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの

特別支援教育就学奨励費
　特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費につ
いて、家庭の経済状況等に応じて補助するもの

特別支援員
　障害を有する児童生徒に対する学習支援、安全確保などの学習活動上のサポートを行う者
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特別児童扶養手当
　知的障害、又は身体障害、精神障害（政令で認める程度以上）の状態にある 20歳未満の児童につ
いて、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するもの

〈 な　行 〉

日常生活用具給付【障害者総合支援法関係サービス】
　日常生活上の便宜を図るため、重度障害を有する方に特殊寝台や特殊マット、入浴補助用具等を給
付又は貸与するサービス

日中一時支援【障害者総合支援法関係サービス】
　家族の一時的な就労支援及び一時的な休息を目的に、障害を有する方等の日中における活動の場を
提供する「日中支援」と、障害を有する児童の放課後又は長期休暇時に活動する場を確保し、家族の
就労支援及び一時的な休息を図る「タイムケア」からなるサービス

乳幼児突然死症候群（SIDS）
　それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気

認定こども園
　平成 18年 10月 1日に施行された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律（認定こども園法）」に基づき、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能と地域
における子育て支援を行う機能を併せ持つ施設

認定こども園法の一部改正法
　幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及
び児童福祉施設としての法的な位置づけをもたせたもので、平成 24年 8月に成立

〈 は　行 〉

発達障害
　自閉症※、アスペルガー症候群※その他の広汎性発達障害※、学習障害※、注意欠陥多動性障害※
その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの

※自閉症
3歳くらいまでに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定の
ものにこだわることを特徴とする行動の障害
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※アスペルガー症候群
知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないもの
※広汎性発達障害
自閉症と同質の社会性の障害を中心とする発達障害の総称
※学習障害
全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のもの
の習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指すもの
※注意欠陥多動性障害
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な
活動や学業の機能に支障をきたすもの

バリアフリー
　英語の「バリア（障壁）」と「フリー（自由な・～からのがれる）」を一緒にした言葉で、障壁とな
るものを取り除き生活しやすくすること

非親族世帯
　2人以上の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯

ファミリーフレンドリー企業
　仕事と育児・介護とが両立できるようなさまざまな制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者
が選択できるような取組を行う企業のこと

保育所保育指針
　厚生労働省が告示する保育所における保育の内容やこれに関する運営等について定めたもの

保育ママ
　家庭的保育事業として、保育園と連携しながら、自身の居宅等において少数の、主に 3歳未満児の
保育を行う保育士又は看護師の資格を持つ人のこと

放課後子ども教室
　放課後や学校休業日に、小学校の施設等を利用し、地域の協力を得ながら開設している、子どもた
ちが安全に安心して過ごせる居場所

放課後子ども総合プラン
　共働き家庭等の「小 1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての就学
児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心と
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した放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等を進めることを目的に、国が定めた計
画で、平成 26年 8月に策定

母性健康管理指導事項連絡カード
　主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えることを目的とす
るカード

〈 や　行 〉

幼稚園教育要領
　文部科学省が告示する各幼稚園で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準

幼保連携型認定こども園教育・保育要領
　内閣府・文部科学省・厚生労働省が告示する学校と児童福祉施設の両方の位置づけを持つ幼保連携
型認定こども園として特に配慮すべき事項を定めたもの

〈 ら　行 〉

臨床心理士
　カウンセラー、セラピスト、心理職などさまざまに呼ばれている心理学の専門家で、財団法人日本
臨床心理士資格認定協会が認定する資格の所持者

〈 わ　行 〉

ワークショップ
　課題や解決策等の関連を図式化するなどの共同作業をグループで行いながら、問題解決を進める手
法

ワーク・ライフ・バランス
　働く人が、仕事とそれ以外の生活を自身が望む調和のとれた状態にできること
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