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基本目標２

子どもを生み育てる喜びを家族や地域社会全体で分かちあうまちづくり

安全・安心な妊娠・出産，育児不安の軽減，疾病予防などの母子保健や福祉事業により，母と子の健
康づくりや子育て支援サービスの充実に取り組むとともに，学校教育や地域社会が一体となって，子ど
もの成長段階に応じた学力の育成などを通じ，子どもの人間性を養い，次代を担うすべての子どもの成
長を支えあうまちづくりを目指します。
また，子どもを生み育てる喜びを地域社会全体で分かちあえるように，男女共同参画の理念や仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての住民の理解を深めるとともに，若い人が結婚し，
安心して子育てをしていけるような地域環境の整備を図ります。

●訪問指導事業
●子どもの心と育児不安対策事業
●障がい児保育
●新婚家庭家賃助成事業
●いじめ対策，自殺対策等
●安心してインターネットを利用できる環境の整備
●仕事と子育ての両立支援のための広報啓発，情報提供　
●女性活躍の環境整備
●企業等の誘致
●結婚推進事業
●幼児育成指導事業

●子育て支援員制度普及促進事業
●子育てにやさしい環境整備事業
●住宅取得促進助成事業
●スクールカウンセラー派遣事業

基本目標４

子どもの安全・安心を支えあうまちづくり

交通事故や犯罪に巻き込まれる危険性の増加，また社会的環境の悪化等，子どもや子育て家庭を取り
巻く地域の環境は，決して安全とはいえない状況にあります。
そのため，子どもと子育て家庭にやさしい生活環境を整備するとともに，関係機関や地域住民等と連

携・協力して，防災対策や交通安全対策，防犯対策など，子どもを守るまちづくりを目指します。

●交通安全施設整備事業　　　　　　
●通学路や公園等における防犯灯の整備の推進
●登下校の安全対策　　　　　　　　
●子どもを犯罪等から守るための啓発活動

基本目標３

子どもの幸せを支えるまちづくり

心身ともに健やかに子どもが生まれ育つことは，子どもたちにとって一番の幸せであり，活力ある未
来社会を構築していくためにも必要不可欠なことです。そのため，誰一人取りこぼすことなく，すべて
の子どもが守られ，その子らしさが尊重されるよう，子どもの権利を守るまちづくりを目指します。
また，ひとり親家庭や経済的に困難を抱えている世帯，児童虐待，障がいのある子どもなど，特に支

援が必要な子ども及びその家庭に対して，子どもへの最善の利益がもたらされるような取組を推進します。

●子どもの権利条約の普及
●母親の育児不安や虐待等に関する相談体制の整備
●虐待防止ネットワークの形成
●学校における児童虐待防止対策の充実
●配偶者暴力（ＤＶ）防止対策の推進
●貧困家庭への自立支援
●外国籍の子どもへの支援
●発達障害の早期発見・継続支援

●障がいに対する理解の促進
●相談体制の充実
●特別支援教育

この計画は，行政はもちろんのこと，住民，地域団体，企業等それぞれが適切な役割を分担し，連
携・協力しながら一体となって進めていくことを目指します。
そのため，この計画の実施状況等に係る情報を，少なくとも毎年１回，広報やホームページ等により

住民にわかりやすく周知し，情報を共有することで，広く意見や提言をしやすい環境づくりに努め，市
民の皆様の参加と協力が得られる体制を図ることとします。

今後の計画の推進について
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子ども・子育て新制度をはじめとする子育て支援事業に
関することや，子育てについて困っていること等があり
ましたら，子ども福祉課にご相談ください。

第２期子ども・子育て支援事業計画第２期子ども・子育て支援事業計画

子育て上手常陸太田子育て上手常陸太田

令和２年度～令和６年度

常陸太田市

常陸太田市では，令和元年度までの前期計画において，教育・保育環境の整備，子ど
もの成長に応じた支援体制の充実などに取り組み，増加し多様化する子ども・子育て支
援に関するニーズ等に対応してきました。
前計画に引き続き，切れ目のない子育て支援の推進は，今後の地域づくりにおいても

重要なことから，国の施策や本市の状況を踏まえ，地域社会全体で子どもを育てていく
という意識をもって，すべての子どもの最善の利益が実現される社会を目指して，上記
の基本理念の下に，「第２期子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

この計画は，常陸太田市として，お子さんや，子育てをしている
すべての人を応援するための計画です！

子どもが地域とともにのびのびと育つまち

概要版

基 本 理 念

主な施策

主な施策

主な施策

●地域における防犯パトロール活動の推進
●教育・保育施設における防災対策
●地域における防災対策
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子ども・子育て支援事業計画について1 施策の展開2

この計画は，以下の法的根拠に基づく計画です。
　●子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」
　●次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」
　●国の平成26年７月の通知に基づく「放課後子ども総合プラン」
また，上位計画である「常陸太田市総合計画」や，その他関連計画との整合，連携を図ります。

◆子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点
◆地域の実情に応じた視点
◆すべての子育て家庭を支援する視点

◆子どもが幸せに育つ視点
◆地域全体で子育てを支える視点
◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現の視点

計画の位置づけ

子育て基本条例との関連

計画の視点

計画の全体像

この計画は，子どもの最善の利益を実現するため，以下の視点に基づき策定しています。

この計画は，「常陸太田市子育て基本条例」の以下の基本理念を踏まえて策定しております。

保育の総合的な提供や，待機児童対策の推進，地域での子育て支援の充実を図るものです。幼児教
育・保育施設等へ市から給付を行い，幼児期の質の高い教育・保育を確保し，地域の子どもや子育て家
庭への支援事業を充実します。

基本目標１

１）教育・保育施設等
施設型教育・保育
●幼稚園，保育所，認定こども園

２）地域子ども・子育て支援事業
①利用者支援事業
②時間外保育事業（延長保育事業）
③放課後児童健全育成事業（児童クラブ）
④子育て短期支援事業（ショートステイ事業，トワイライトステイ事業）
⑤乳児家庭全戸訪問事業
⑥地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
⑦一時預かり事業
⑧病後児保育事業
⑨養育支援訪問事業
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）
⑪妊婦健康診査

地域型保育
●小規模保育
（定員は６人以上19人以下）
●家庭的保育
（保育者の居宅等において保育を行う。
　定員は５人以下）
●居宅訪問型保育
（子どもの居宅等において保育を行う）
●事業所内保育
（事業所内の施設等において保育を行う）

子ども・子育て支援制度の全体像子ども・子育て支援制度の全体像

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，育成される環境を整備するため，子どもとその家庭にか
かわる施策を体系化し，施策の幅広い展開を図るものです。

次世代育成支援制度の全体像次世代育成支援制度の全体像 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

基本理念 基本目標 施策の方向性及び基本施策

子
ど
も
が
地
域
と
と
も
に
の
び
の
び
と
育
つ
ま
ち

（1）安心して外出できる環境の整備
（2）安全・安心まちづくりの推進

1　子どもや子育て家庭にやさしい生活環境の整備

（1）子どもの交通安全を確保するための活動の推進
（2）子どもを犯罪等から守るための活動の推進
（3）子どもを災害から守るための活動の推進

2　子どもを守る地域力の推進

基本目標４

子どもの安全・安心を
支えあうまちづくり

基本目標１

子ども・子育て家庭を支えるまちづくり

変化する子育て世帯の状況を踏まえつつ，乳幼児期における発育・発達の各段階に応じた質の高い教
育・保育が提供できるよう，住民ニーズを勘案し，事業者と連携しながら教育・保育の提供体制を確保
します。

また，子育てを取り巻く家庭環境の違いや子どもの発達程度にかかわらず，子育てを行うすべての人
に対してきめ細かな多様な支援が提供できるよう，地域と連携しながら，人的・物的資源や情報資源を
確保し，サービス提供体制の整備を図ります。

教育・保育提供区域
幼稚園，保育所，認定こども園，時

間外保育事業，放課後児童健全育成事
業，地域子育て支援拠点事業は，常陸
太田地区，金砂郷地区，水府地区，里
美地区の４区域を設定します。

その他の事業は市全域を一つとし，
地域の事情に応じた柔軟な対応ができ
る体制をつくります。

認定区分
子ども・子育て支援制度では，幼稚園や保育所，認定こども園をはじ

めとする施設等の利用を希望する場合に認定を受ける必要があります。

教育・保育の量の見込み

１号認定（３歳～５歳，教育希望）
２号認定（３歳～５歳，保育必要・保育希望）
３号認定（０歳，保育必要・保育希望）
３号認定（１歳,２歳，保育必要・保育希望）

見込み
令和２年度

認定区分

245
577
74

309

625
602
84

343

確保量 見込み
令和６年度

204
549
77

306

640
647
90

367

確保量

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

見込み
令和６年度

1
158
586
14

188
1,080

312
2,522

793
86

223
2,562

1
158
640
14

188
1,300

768
6,500
1,300

86
260

2,562

確保量

0
0

54
0
0

220
456

3,978
507

0
37
0

差※

 1. 利用者支援事業
 2. 時間外保育事業
 3. 放課後児童健全育成事業
 4. 子育て短期支援事業
 5. 乳児家庭全戸訪問事業
 6. 地域子育て支援拠点事業
 7. 一時預かり事業【幼稚園】

【保育所等】
 8. 病後児保育事業
 9. 養育支援訪問事業
10. 子育て援助活動支援事業
11. 妊婦健康診査

単位
令和２年度

事業名

169
575
14

220
1,265

359
2,860

815
101
225

3,080

169
640
14

220
1,300

768
5,720
1,300

101
260

3,080

0
65
0
0

35
409

2,860
485

0
35
0

見込み 確保量 差※

－箇所
人
人

人日/年
人

人回/月
人日/年
人日/年
人日/年

件
人日/年

人回

－ －

※差は、「確保量」から「見込み量」を差し引いたものです。

ほとんどの事業において，見込み量に対して，十分な事業提供を確保できるとみており，ニーズに応
じてさらに体制を充実させていきます。

（1）子どもや母親の健康の確保
（2）食育の推進
（3）思春期保健対策の充実
（4）小児医療の充実

1　母と子の健康づくりの支援の充実

（1）児童の養育を支援するサービスの充実
（2）保育サービスの充実
（3）経済的負担の軽減
（4）子育て支援サービス等のネットワークづくり
（5）地域社会における子育て支援

（1）次代の親の育成
（2）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
（3）家庭や地域の教育力の向上
（4）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

3　子どもの生きる力の育成

（1）女性活躍の推進
（2）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

4　職業生活と家庭生活が両立しやすい環境づくりの推進

（1）雇用の場の確保や定住支援の充実
5　雇用の場や定住の確保，交流事業の推進

2　子育て支援サービスの充実

基本目標２

子どもを生み育てる喜びを
家族や地域社会全体で
分かちあうまちづくり

（1）子どもの権利条約の周知及び人権教育の推進
1　子どもの人権についての理解の醸成

（1）児童虐待防止対策の充実
（2）ひとり親家庭等の自立支援の推進
（3）障がいのある子ども達の支援体制の充実
（4）被害にあった子どもの保護の推進
（5）子どもの社会参加，意見表明の推進

2　配慮を要する子どもや家庭への支援の充実
基本目標３

子どもの幸せを支える
まちづくり

１号認定　満３歳以上，教育希望
　　幼稚園，認定こども園

２号認定　満３歳以上，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園

３号認定　満３歳未満，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園，地域型保育

●安心して子どもを生み，育てることができる環境を確保すること。
●地域社会の様々な場において，自主的な子育て支援の取組が促進されること。
●社会全体で子育て支援に取り組む意識の啓発が図られること。

基本理念

基本目標１

子ども・子育て家庭
を支えるまちづくり

1　教育・保育提供区域の設定
2　幼児期の教育・保育サービスの提供体制の整備
3　地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備
4　教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の整備
5　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保
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子ども・子育て支援事業計画について1 施策の展開2

この計画は，以下の法的根拠に基づく計画です。
　●子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」
　●次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」
　●国の平成26年７月の通知に基づく「放課後子ども総合プラン」
また，上位計画である「常陸太田市総合計画」や，その他関連計画との整合，連携を図ります。

◆子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点
◆地域の実情に応じた視点
◆すべての子育て家庭を支援する視点

◆子どもが幸せに育つ視点
◆地域全体で子育てを支える視点
◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現の視点

計画の位置づけ

子育て基本条例との関連

計画の視点

計画の全体像

この計画は，子どもの最善の利益を実現するため，以下の視点に基づき策定しています。

この計画は，「常陸太田市子育て基本条例」の以下の基本理念を踏まえて策定しております。

保育の総合的な提供や，待機児童対策の推進，地域での子育て支援の充実を図るものです。幼児教
育・保育施設等へ市から給付を行い，幼児期の質の高い教育・保育を確保し，地域の子どもや子育て家
庭への支援事業を充実します。

基本目標１

１）教育・保育施設等
施設型教育・保育
●幼稚園，保育所，認定こども園

２）地域子ども・子育て支援事業
①利用者支援事業
②時間外保育事業（延長保育事業）
③放課後児童健全育成事業（児童クラブ）
④子育て短期支援事業（ショートステイ事業，トワイライトステイ事業）
⑤乳児家庭全戸訪問事業
⑥地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
⑦一時預かり事業
⑧病後児保育事業
⑨養育支援訪問事業
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）
⑪妊婦健康診査

地域型保育
●小規模保育
（定員は６人以上19人以下）
●家庭的保育
（保育者の居宅等において保育を行う。
　定員は５人以下）
●居宅訪問型保育
（子どもの居宅等において保育を行う）
●事業所内保育
（事業所内の施設等において保育を行う）

子ども・子育て支援制度の全体像子ども・子育て支援制度の全体像

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，育成される環境を整備するため，子どもとその家庭にか
かわる施策を体系化し，施策の幅広い展開を図るものです。

次世代育成支援制度の全体像次世代育成支援制度の全体像 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

基本理念 基本目標 施策の方向性及び基本施策
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も
が
地
域
と
と
も
に
の
び
の
び
と
育
つ
ま
ち

（1）安心して外出できる環境の整備
（2）安全・安心まちづくりの推進

1　子どもや子育て家庭にやさしい生活環境の整備

（1）子どもの交通安全を確保するための活動の推進
（2）子どもを犯罪等から守るための活動の推進
（3）子どもを災害から守るための活動の推進

2　子どもを守る地域力の推進

基本目標４

子どもの安全・安心を
支えあうまちづくり

基本目標１

子ども・子育て家庭を支えるまちづくり

変化する子育て世帯の状況を踏まえつつ，乳幼児期における発育・発達の各段階に応じた質の高い教
育・保育が提供できるよう，住民ニーズを勘案し，事業者と連携しながら教育・保育の提供体制を確保
します。

また，子育てを取り巻く家庭環境の違いや子どもの発達程度にかかわらず，子育てを行うすべての人
に対してきめ細かな多様な支援が提供できるよう，地域と連携しながら，人的・物的資源や情報資源を
確保し，サービス提供体制の整備を図ります。

教育・保育提供区域
幼稚園，保育所，認定こども園，時

間外保育事業，放課後児童健全育成事
業，地域子育て支援拠点事業は，常陸
太田地区，金砂郷地区，水府地区，里
美地区の４区域を設定します。

その他の事業は市全域を一つとし，
地域の事情に応じた柔軟な対応ができ
る体制をつくります。

認定区分
子ども・子育て支援制度では，幼稚園や保育所，認定こども園をはじ

めとする施設等の利用を希望する場合に認定を受ける必要があります。

教育・保育の量の見込み

１号認定（３歳～５歳，教育希望）
２号認定（３歳～５歳，保育必要・保育希望）
３号認定（０歳，保育必要・保育希望）
３号認定（１歳,２歳，保育必要・保育希望）

見込み
令和２年度

認定区分

245
577
74

309

625
602
84

343

確保量 見込み
令和６年度

204
549
77

306

640
647
90

367

確保量

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

見込み
令和６年度

1
158
586
14

188
1,080

312
2,522

793
86

223
2,562

1
158
640
14

188
1,300

768
6,500
1,300

86
260

2,562

確保量

0
0

54
0
0

220
456

3,978
507

0
37
0

差※

 1. 利用者支援事業
 2. 時間外保育事業
 3. 放課後児童健全育成事業
 4. 子育て短期支援事業
 5. 乳児家庭全戸訪問事業
 6. 地域子育て支援拠点事業
 7. 一時預かり事業【幼稚園】

【保育所等】
 8. 病後児保育事業
 9. 養育支援訪問事業
10. 子育て援助活動支援事業
11. 妊婦健康診査

単位
令和２年度

事業名

169
575
14

220
1,265

359
2,860

815
101
225

3,080

169
640
14

220
1,300

768
5,720
1,300

101
260

3,080

0
65
0
0

35
409

2,860
485

0
35
0

見込み 確保量 差※

－箇所
人
人

人日/年
人

人回/月
人日/年
人日/年
人日/年

件
人日/年

人回

－ －

※差は、「確保量」から「見込み量」を差し引いたものです。

ほとんどの事業において，見込み量に対して，十分な事業提供を確保できるとみており，ニーズに応
じてさらに体制を充実させていきます。

（1）子どもや母親の健康の確保
（2）食育の推進
（3）思春期保健対策の充実
（4）小児医療の充実

1　母と子の健康づくりの支援の充実

（1）児童の養育を支援するサービスの充実
（2）保育サービスの充実
（3）経済的負担の軽減
（4）子育て支援サービス等のネットワークづくり
（5）地域社会における子育て支援

（1）次代の親の育成
（2）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
（3）家庭や地域の教育力の向上
（4）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

3　子どもの生きる力の育成

（1）女性活躍の推進
（2）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

4　職業生活と家庭生活が両立しやすい環境づくりの推進

（1）雇用の場の確保や定住支援の充実
5　雇用の場や定住の確保，交流事業の推進

2　子育て支援サービスの充実

基本目標２

子どもを生み育てる喜びを
家族や地域社会全体で
分かちあうまちづくり

（1）子どもの権利条約の周知及び人権教育の推進
1　子どもの人権についての理解の醸成

（1）児童虐待防止対策の充実
（2）ひとり親家庭等の自立支援の推進
（3）障がいのある子ども達の支援体制の充実
（4）被害にあった子どもの保護の推進
（5）子どもの社会参加，意見表明の推進

2　配慮を要する子どもや家庭への支援の充実
基本目標３

子どもの幸せを支える
まちづくり

１号認定　満３歳以上，教育希望
　　幼稚園，認定こども園

２号認定　満３歳以上，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園

３号認定　満３歳未満，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園，地域型保育

●安心して子どもを生み，育てることができる環境を確保すること。
●地域社会の様々な場において，自主的な子育て支援の取組が促進されること。
●社会全体で子育て支援に取り組む意識の啓発が図られること。

基本理念

基本目標１

子ども・子育て家庭
を支えるまちづくり

1　教育・保育提供区域の設定
2　幼児期の教育・保育サービスの提供体制の整備
3　地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備
4　教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の整備
5　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保



2 3 4

子ども・子育て支援事業計画について1 施策の展開2

この計画は，以下の法的根拠に基づく計画です。
　●子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」
　●次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」
　●国の平成26年７月の通知に基づく「放課後子ども総合プラン」
また，上位計画である「常陸太田市総合計画」や，その他関連計画との整合，連携を図ります。

◆子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点
◆地域の実情に応じた視点
◆すべての子育て家庭を支援する視点

◆子どもが幸せに育つ視点
◆地域全体で子育てを支える視点
◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現の視点

計画の位置づけ

子育て基本条例との関連

計画の視点

計画の全体像

この計画は，子どもの最善の利益を実現するため，以下の視点に基づき策定しています。

この計画は，「常陸太田市子育て基本条例」の以下の基本理念を踏まえて策定しております。

保育の総合的な提供や，待機児童対策の推進，地域での子育て支援の充実を図るものです。幼児教
育・保育施設等へ市から給付を行い，幼児期の質の高い教育・保育を確保し，地域の子どもや子育て家
庭への支援事業を充実します。

基本目標１

１）教育・保育施設等
施設型教育・保育
●幼稚園，保育所，認定こども園

２）地域子ども・子育て支援事業
①利用者支援事業
②時間外保育事業（延長保育事業）
③放課後児童健全育成事業（児童クラブ）
④子育て短期支援事業（ショートステイ事業，トワイライトステイ事業）
⑤乳児家庭全戸訪問事業
⑥地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
⑦一時預かり事業
⑧病後児保育事業
⑨養育支援訪問事業
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）
⑪妊婦健康診査

地域型保育
●小規模保育
（定員は６人以上19人以下）
●家庭的保育
（保育者の居宅等において保育を行う。
　定員は５人以下）
●居宅訪問型保育
（子どもの居宅等において保育を行う）
●事業所内保育
（事業所内の施設等において保育を行う）

子ども・子育て支援制度の全体像子ども・子育て支援制度の全体像

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，育成される環境を整備するため，子どもとその家庭にか
かわる施策を体系化し，施策の幅広い展開を図るものです。

次世代育成支援制度の全体像次世代育成支援制度の全体像 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

基本理念 基本目標 施策の方向性及び基本施策

子
ど
も
が
地
域
と
と
も
に
の
び
の
び
と
育
つ
ま
ち

（1）安心して外出できる環境の整備
（2）安全・安心まちづくりの推進

1　子どもや子育て家庭にやさしい生活環境の整備

（1）子どもの交通安全を確保するための活動の推進
（2）子どもを犯罪等から守るための活動の推進
（3）子どもを災害から守るための活動の推進

2　子どもを守る地域力の推進

基本目標４

子どもの安全・安心を
支えあうまちづくり

基本目標１

子ども・子育て家庭を支えるまちづくり

変化する子育て世帯の状況を踏まえつつ，乳幼児期における発育・発達の各段階に応じた質の高い教
育・保育が提供できるよう，住民ニーズを勘案し，事業者と連携しながら教育・保育の提供体制を確保
します。

また，子育てを取り巻く家庭環境の違いや子どもの発達程度にかかわらず，子育てを行うすべての人
に対してきめ細かな多様な支援が提供できるよう，地域と連携しながら，人的・物的資源や情報資源を
確保し，サービス提供体制の整備を図ります。

教育・保育提供区域
幼稚園，保育所，認定こども園，時

間外保育事業，放課後児童健全育成事
業，地域子育て支援拠点事業は，常陸
太田地区，金砂郷地区，水府地区，里
美地区の４区域を設定します。

その他の事業は市全域を一つとし，
地域の事情に応じた柔軟な対応ができ
る体制をつくります。

認定区分
子ども・子育て支援制度では，幼稚園や保育所，認定こども園をはじ

めとする施設等の利用を希望する場合に認定を受ける必要があります。

教育・保育の量の見込み

１号認定（３歳～５歳，教育希望）
２号認定（３歳～５歳，保育必要・保育希望）
３号認定（０歳，保育必要・保育希望）
３号認定（１歳,２歳，保育必要・保育希望）

見込み
令和２年度

認定区分

245
577
74

309

625
602
84

343

確保量 見込み
令和６年度

204
549
77

306

640
647
90

367

確保量

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

見込み
令和６年度

1
158
586
14

188
1,080

312
2,522

793
86

223
2,562

1
158
640
14

188
1,300

768
6,500
1,300

86
260

2,562

確保量

0
0

54
0
0

220
456

3,978
507

0
37
0

差※

 1. 利用者支援事業
 2. 時間外保育事業
 3. 放課後児童健全育成事業
 4. 子育て短期支援事業
 5. 乳児家庭全戸訪問事業
 6. 地域子育て支援拠点事業
 7. 一時預かり事業【幼稚園】

【保育所等】
 8. 病後児保育事業
 9. 養育支援訪問事業
10. 子育て援助活動支援事業
11. 妊婦健康診査

単位
令和２年度

事業名

169
575
14

220
1,265

359
2,860

815
101
225

3,080

169
640
14

220
1,300

768
5,720
1,300

101
260

3,080

0
65
0
0

35
409

2,860
485

0
35
0

見込み 確保量 差※

－箇所
人
人

人日/年
人

人回/月
人日/年
人日/年
人日/年

件
人日/年

人回

－ －

※差は、「確保量」から「見込み量」を差し引いたものです。

ほとんどの事業において，見込み量に対して，十分な事業提供を確保できるとみており，ニーズに応
じてさらに体制を充実させていきます。

（1）子どもや母親の健康の確保
（2）食育の推進
（3）思春期保健対策の充実
（4）小児医療の充実

1　母と子の健康づくりの支援の充実

（1）児童の養育を支援するサービスの充実
（2）保育サービスの充実
（3）経済的負担の軽減
（4）子育て支援サービス等のネットワークづくり
（5）地域社会における子育て支援

（1）次代の親の育成
（2）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
（3）家庭や地域の教育力の向上
（4）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

3　子どもの生きる力の育成

（1）女性活躍の推進
（2）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

4　職業生活と家庭生活が両立しやすい環境づくりの推進

（1）雇用の場の確保や定住支援の充実
5　雇用の場や定住の確保，交流事業の推進

2　子育て支援サービスの充実

基本目標２

子どもを生み育てる喜びを
家族や地域社会全体で
分かちあうまちづくり

（1）子どもの権利条約の周知及び人権教育の推進
1　子どもの人権についての理解の醸成

（1）児童虐待防止対策の充実
（2）ひとり親家庭等の自立支援の推進
（3）障がいのある子ども達の支援体制の充実
（4）被害にあった子どもの保護の推進
（5）子どもの社会参加，意見表明の推進

2　配慮を要する子どもや家庭への支援の充実
基本目標３

子どもの幸せを支える
まちづくり

１号認定　満３歳以上，教育希望
　　幼稚園，認定こども園

２号認定　満３歳以上，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園

３号認定　満３歳未満，保育の必要認定，保育を希望
　　保育所，認定こども園，地域型保育

●安心して子どもを生み，育てることができる環境を確保すること。
●地域社会の様々な場において，自主的な子育て支援の取組が促進されること。
●社会全体で子育て支援に取り組む意識の啓発が図られること。

基本理念

基本目標１

子ども・子育て家庭
を支えるまちづくり

1　教育・保育提供区域の設定
2　幼児期の教育・保育サービスの提供体制の整備
3　地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備
4　教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の整備
5　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保
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基本目標２

子どもを生み育てる喜びを家族や地域社会全体で分かちあうまちづくり

安全・安心な妊娠・出産，育児不安の軽減，疾病予防などの母子保健や福祉事業により，母と子の健
康づくりや子育て支援サービスの充実に取り組むとともに，学校教育や地域社会が一体となって，子ど
もの成長段階に応じた学力の育成などを通じ，子どもの人間性を養い，次代を担うすべての子どもの成
長を支えあうまちづくりを目指します。
また，子どもを生み育てる喜びを地域社会全体で分かちあえるように，男女共同参画の理念や仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての住民の理解を深めるとともに，若い人が結婚し，
安心して子育てをしていけるような地域環境の整備を図ります。

●訪問指導事業
●子どもの心と育児不安対策事業
●障がい児保育
●新婚家庭家賃助成事業
●いじめ対策，自殺対策等
●安心してインターネットを利用できる環境の整備
●仕事と子育ての両立支援のための広報啓発，情報提供　
●女性活躍の環境整備
●企業等の誘致
●結婚推進事業
●幼児育成指導事業

●子育て支援員制度普及促進事業
●子育てにやさしい環境整備事業
●住宅取得促進助成事業
●スクールカウンセラー派遣事業

基本目標４

子どもの安全・安心を支えあうまちづくり

交通事故や犯罪に巻き込まれる危険性の増加，また社会的環境の悪化等，子どもや子育て家庭を取り
巻く地域の環境は，決して安全とはいえない状況にあります。
そのため，子どもと子育て家庭にやさしい生活環境を整備するとともに，関係機関や地域住民等と連

携・協力して，防災対策や交通安全対策，防犯対策など，子どもを守るまちづくりを目指します。

●交通安全施設整備事業　　　　　　
●通学路や公園等における防犯灯の整備の推進
●登下校の安全対策　　　　　　　　
●子どもを犯罪等から守るための啓発活動

基本目標３

子どもの幸せを支えるまちづくり

心身ともに健やかに子どもが生まれ育つことは，子どもたちにとって一番の幸せであり，活力ある未
来社会を構築していくためにも必要不可欠なことです。そのため，誰一人取りこぼすことなく，すべて
の子どもが守られ，その子らしさが尊重されるよう，子どもの権利を守るまちづくりを目指します。
また，ひとり親家庭や経済的に困難を抱えている世帯，児童虐待，障がいのある子どもなど，特に支

援が必要な子ども及びその家庭に対して，子どもへの最善の利益がもたらされるような取組を推進します。

●子どもの権利条約の普及
●母親の育児不安や虐待等に関する相談体制の整備
●虐待防止ネットワークの形成
●学校における児童虐待防止対策の充実
●配偶者暴力（ＤＶ）防止対策の推進
●貧困家庭への自立支援
●外国籍の子どもへの支援
●発達障害の早期発見・継続支援

●障がいに対する理解の促進
●相談体制の充実
●特別支援教育

この計画は，行政はもちろんのこと，住民，地域団体，企業等それぞれが適切な役割を分担し，連
携・協力しながら一体となって進めていくことを目指します。
そのため，この計画の実施状況等に係る情報を，少なくとも毎年１回，広報やホームページ等により

住民にわかりやすく周知し，情報を共有することで，広く意見や提言をしやすい環境づくりに努め，市
民の皆様の参加と協力が得られる体制を図ることとします。

今後の計画の推進について
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子ども・子育て新制度をはじめとする子育て支援事業に
関することや，子育てについて困っていること等があり
ましたら，子ども福祉課にご相談ください。

第２期子ども・子育て支援事業計画第２期子ども・子育て支援事業計画

子育て上手常陸太田子育て上手常陸太田

令和２年度～令和６年度

常陸太田市

常陸太田市では，令和元年度までの前期計画において，教育・保育環境の整備，子ど
もの成長に応じた支援体制の充実などに取り組み，増加し多様化する子ども・子育て支
援に関するニーズ等に対応してきました。
前計画に引き続き，切れ目のない子育て支援の推進は，今後の地域づくりにおいても

重要なことから，国の施策や本市の状況を踏まえ，地域社会全体で子どもを育てていく
という意識をもって，すべての子どもの最善の利益が実現される社会を目指して，上記
の基本理念の下に，「第２期子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

この計画は，常陸太田市として，お子さんや，子育てをしている
すべての人を応援するための計画です！

子どもが地域とともにのびのびと育つまち

概要版

基 本 理 念

主な施策

主な施策

主な施策

●地域における防犯パトロール活動の推進
●教育・保育施設における防災対策
●地域における防災対策
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