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平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成50年

　子どもが健やかに成長できる社会をめざし、「子どもの最善の利益」が実現される社会にしてい
くために、平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」が制定されました。
　これらの法律に基づき、乳幼児期の教育・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などをめざした制度が『子ども・子育て支援新制度』です。
　大津市の子ども・子育てを取り巻くさまざまな課題に対応するため、「教育・保育提供区域」を設
定し、「子ども・子育て支援給付」及び「地域子ども・子育て支援事業」を適切に提供し、子育てしや
すい環境を整えます。

●小規模保育
少人数（定員６～19人）を対
象に、家庭的保育に近い雰囲
気のもと、きめ細かな保育を
行います

●家庭的保育
家庭的な雰囲気のもとで、少
人数（定員５人以下）を対象に
きめ細かな保育を行います

●居宅訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場
合や、施設が無くなった地域で保育を維
持する必要がある場合などに、保護者の
自宅で１対１で保育を行います

●事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業
員の子どもと地域の子どもを一緒に保
育します

●認定こども園（0～5歳）
教育と保育を一体的に行う施設

●幼稚園（3～5歳）
小学校以降の教育の基礎をつくるた
めの幼児期の教育を行う学校

●保育園（0～5歳）
就労などのため家庭で保育のできな
い保護者に代わって保育する施設

1 子ども・子育て支援新制度

　依然として出生数の減少や出生率の低下に伴い、確実に少子化が進んでいる状況となっている
なか、子ども・子育て支援新制度では、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざすとの考え
を基本に、乳幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等
を総合的に推進していくことがめざされています。
　本市では、平成21年度に「大津市次世代育成支援後期行動計画（大津っ子子育て応援プラン）」
を策定し、子どもの幸せを社会全体で支え合い、子どもが健やかに育つ環境づくりに取り組んでき
ました。しかし、本市においても、子どもを取り巻く環境も変化し続けていることから、これまでの取
組をふまえながら、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していく
ため、「大津市子ども・子育て支援事業計画」（以下、本計画という）を策定しました。

計画策定の背景と趣旨

　総人口及び年齢３区
分別人口推計の推移で
は、65歳以上人口のみ
が増加傾向にある一方、
０～14歳、15～64歳人
口は減少傾向で推移す
ると予想されます。

　未就学児童の就園状況をみると、０歳ではほぼ９割が家庭にいるものの、１・２歳で保育園在園者
数が急増しています。
　幼稚園へ通園可能となる３歳においては10％程度が幼稚園に在園していますが、「保育園など」
や「その他（家庭など）」が半数ずつになっています。
　４・５歳においては、幼稚園在園者が5割を超えて概ね半数となっており、「保育園など」とあわせ
てほぼすべての子どもが何らかの幼児教育施設に在園しています。

●時間外保育事業（延長保育）　●放課後児童健全育成事業　●地域子育て支援拠点事業　●一時預かり事業
●子育て短期支援事業　●病児・病後児保育事業　●子育て援助活動支援事業　●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　●妊婦健診事業
●実費徴収にかかる補足給付を行う事業　●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

大津市の子ども・子育てを取り巻く現状

2 計画の概要平成27年度から

※「教育・保育提供区域」については、P8を参照

　新制度の取組は、市町村が地域の状況やニーズを把握し、新制度のメニューの中から地域の
ニーズに見合ったものを計画的に整備し、実施することとなっています。
　大津市においても、大津市子ども・子育て会議で審議を重ね、新制度の開始（平成27年４月予
定）から５年間を計画期間とする「大津市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

新制度の取組は、大津市が中心となって進めます。

「教育・保育施設」「地域型保育事業」を拡充します！ 
（子ども・子育て支援給付）

地域型保育事業教育・保育施設

児童手当

地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます！
 (地域子ども・子育て支援事業)

施設（原則20人以上）より少人数の単位で、
０～２歳の子どもを預かる事業
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資料：政策調整部企画調整課
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資料：大津市幼児政策課（平成26年度）

1 2



平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成50年

　子どもが健やかに成長できる社会をめざし、「子どもの最善の利益」が実現される社会にしてい
くために、平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」が制定されました。
　これらの法律に基づき、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や待機児童対策の推進、地域で
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を総合的に推進していくことがめざされています。
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数が急増しています。
　幼稚園へ通園可能となる３歳においては10％程度が幼稚園に在園していますが、「保育園など」
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　４・５歳においては、幼稚園在園者が5割を超えて概ね半数となっており、「保育園など」とあわせ
てほぼすべての子どもが何らかの幼児教育施設に在園しています。
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（子ども・子育て支援給付）
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　本計画は、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です。国よ
り示された「子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の基本指針」に基づき、本
市が取り組むべき対策と達成すべき目標や実施時期を明らかにし、財政状況を勘案しながら集中
的かつ計画的に取組を推進します。

計画策定の法的根拠と位置づけ

　本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５か年とします。計画については、毎年度
進捗管理及び評価を行い、最終年度である平成31年度には当初の計画内容の達成状況の確認と
見直しを行います。

計画の期間

　本計画は、乳幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくもの
であり、計画策定担当課（幼児政策課）が中心となり、年度ごとに関係各課の施策や事業の実施状
況を把握するとともに、関係各課や幼稚園・保育園、学校等と連携し、本計画を着実に推進します。

庁内の推進体制

　本計画の進行管理については、循環型のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、年度
ごとに進捗状況を把握したうえで、施策の充実や見直しについての協議を行い、計画の円滑な推
進に努めます。また、計画の進捗状況の管理・評価を行う組織として、「大津市子ども・子育て会議」
に報告し、計画に基づく施策が適切に実施されているかを点検・評価します。

計画の進行管理

　多様化する保護者のニーズにきめ細かく対応していくために、行政サービスだけでなく、地域や
各種団体・各種機関、ボランティアやＮＰＯなどとの関わりが重要となることから、連携と協力関係
を構築します。そのためには、本計画の進捗状況や市内の多様な施設・サービス等の情報を広報媒
体やインターネットなどを通じて、地域や関係機関等への周知を図り、子育て支援に対する全市的
な意識の高揚に努めます。

地域・関係機関・都道府県等との連携

　本市は、これまでも総合計画において、子どもの幸せを社会全体で支え合い、子どもが健やかに
育つ環境づくりを進めてきました。また、次世代育成支援行動計画においても同義の理念を掲げ、
施策を展開してきました。
　これらの考え方は、まさに社会の希望であり、未来そのものである子どもの最善の利益を実現
し、その健やかな育ちにつなげようとするものです。
　そして、この「大津市子ども・子育て支援事業計画」においては、本市のこれまでの歩みにこめら
れた理念を継承・発展し、以下の基本理念を掲げ、計画の着実な推進を図ります。

　子どもたちを育む場所である家庭が笑顔であふれ、保護者が子どもの成長に喜びや生きがいを
感じて、保護者も保護者として成長していけるような支援を行います。
　そして、地域全体で子どもや子育て家庭への理解を深め、暮らしやすい、子育てしやすい環境を
めざし、次の理念を掲げます。

　子どもは社会の希望であり、未来です。
　子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支えることは、一人ひとりの子どもや家族の幸せにつな
がることはもとより、将来の社会を育むことにつながります。子ども自身が輝き、子どもを育む家庭
と地域とが笑顔であふれることにより、未来の社会が輝きます。
　現在と未来の社会をより良いものとするために
も、大津市は子ども・子育て支援に全力で取り組
みます。

計画の基本理念

すべての子どもが輝き、
家庭と地域が笑顔であふれるまち  大津

大津市総合計画

次世代育成支援行動計画

基 　 本 　 構 　 想  人を結び、時を結び、自然と結ばれる　結の湖都　大津
実行計画基本政策１　子どもの笑顔が輝くまちにします

～未来ある子どもの瞳が、
　夢と希望に輝く湖都・大津を目指して～
　　子どもの幸せを社会全体で支え合い、
　　子どもが健やかに育つ環境づくり

子ども・子育て支援
事業計画
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見直し

大津市子ども・子育て支援事業計画（本計画）

次期計画
（平成32年度～）
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　本計画は、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です。国よ
り示された「子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の基本指針」に基づき、本
市が取り組むべき対策と達成すべき目標や実施時期を明らかにし、財政状況を勘案しながら集中
的かつ計画的に取組を推進します。

計画策定の法的根拠と位置づけ

　本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５か年とします。計画については、毎年度
進捗管理及び評価を行い、最終年度である平成31年度には当初の計画内容の達成状況の確認と
見直しを行います。

計画の期間

　本計画は、乳幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくもの
であり、計画策定担当課（幼児政策課）が中心となり、年度ごとに関係各課の施策や事業の実施状
況を把握するとともに、関係各課や幼稚園・保育園、学校等と連携し、本計画を着実に推進します。

庁内の推進体制

　本計画の進行管理については、循環型のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、年度
ごとに進捗状況を把握したうえで、施策の充実や見直しについての協議を行い、計画の円滑な推
進に努めます。また、計画の進捗状況の管理・評価を行う組織として、「大津市子ども・子育て会議」
に報告し、計画に基づく施策が適切に実施されているかを点検・評価します。
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すべての子どもが輝き、
家庭と地域が笑顔であふれるまち  大津
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次世代育成支援行動計画
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　計画の策定にあたり、総合計画や子ども・子育て支援法の基本指針、当計画の基本理念をふまえ
たうえで、子どもや子育てに関する各分野の施策を推進していくために、次の3つの視点を大事に
します。

　計画の基本理念に基づき、子どもや子育てに関する各分野の施策を推進していくために、次の5
項目を基本目標として設定します。

3 計画策定にあたっての視点 4 計画の基本目標

　すべての子どもが、その「いのち」を大切に育まれ、一人ひとりの発達に応じた健やかな育ち
を保障する視点を大事にします。

視点１ 子どもの育ち
～一人ひとりの子どもの健やかな育ちへの視点～

　安心して子育てができ、子どもを産み、育てたいと思うすべての人が、喜びと誇りを持って
子育てを行えるような子育て支援の視点を大事にします。

視点２ 子育ての支援
～保護者の子育てを支援し、笑顔あふれる家庭への視点～

　地域・社会・行政が「子どもの健やかな育ち」をつなぎます。
　保護者同士、家庭と地域、家庭と子どもの育ちを支える関係機関など、社会のすべての人が
つながることで、子どもが健やかに育つ環境がつくられるという視点を大事にします。

視点３ 地域とのつながり
～子どもを真ん中にし、人と地域をつなげる視点～

■ 視点の概念図

視点１

子どもの育ち

視点２

子育ての支援

視点３

地域とのつながり

　子どもの健やかな成長の大前提として、すべての子どもが持って生まれた「いのち」が大切に育まれ、尊重
され、愛されることが必要であると考えます。
　そして、一人ひとりの成長に応じた発達が保障されることで、健やかに育つ基礎ができます。
　特別に支援が必要な子どもを含めたすべての子どもへの発達の保障、妊娠・出産から学齢期まで成長に
応じた発達を保障するための施策など、子どもの健やかな成長につなげるための施策の充実に努めます。

子どもが健やかに成長するための支援の充実基本目標１

　乳幼児期は、子どもの生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、年齢に応じた質の
高い教育・保育は一人ひとりの子どもが健やかに育つために必要不可欠であるため、発達段階をふまえた
質の高い教育・保育のための制度、環境の充実に努めます。
　また、質の高い教育・保育の実践には、教育・保育に携わる職員の専門的な知識と技術や資質が不可欠で
あることから、職員の専門性と資質の向上に積極的に取り組みます。

質の高い教育・保育の充実基本目標２

　子育て・教育の原点は家庭であることから、保護者が子育てについての責任を果たすための適切な支援
が必要であると考えます。
　保護者の子育て不安や負担感、孤立感を和らげるとともに、保護者が子どもの成長を喜び、子どもと過ご
す生活を楽しめるよう、子育て家庭への支援の充実に努めます。

安心して産み、育てることに喜びが感じるための支援の充実基本目標３

　子どもの健やかな育ちに家庭や保護者が重要であるのと同様に、家庭環境を支える地域や関係機関との
連携も重要です。
　保護者同士、家庭と地域、家庭と子どもの育ちを支える関係機関とのつながりから、地域の特色を活かし、
安心安全で子育てしやすい環境の整備に努めます。

地域・関係機関との連携の充実基本目標４

　「子どもの育ち」「子育ての支援」「地域とのつながり」のどの視点においても、必要なときに気軽に相談で
きる場所と、正確な情報を必要とする人へ提供できることが重要と考えます。
　子どもの育ちに関する情報、子育て支援の情報など、地域や家庭が施策を利活用するための情報と相談
体制の拡充に努めます。

相談・情報提供体制の充実基本目標５

5 6



　計画の策定にあたり、総合計画や子ども・子育て支援法の基本指針、当計画の基本理念をふまえ
たうえで、子どもや子育てに関する各分野の施策を推進していくために、次の3つの視点を大事に
します。

　計画の基本理念に基づき、子どもや子育てに関する各分野の施策を推進していくために、次の5
項目を基本目標として設定します。

3 計画策定にあたっての視点 4 計画の基本目標

　すべての子どもが、その「いのち」を大切に育まれ、一人ひとりの発達に応じた健やかな育ち
を保障する視点を大事にします。

視点１ 子どもの育ち
～一人ひとりの子どもの健やかな育ちへの視点～

　安心して子育てができ、子どもを産み、育てたいと思うすべての人が、喜びと誇りを持って
子育てを行えるような子育て支援の視点を大事にします。

視点２ 子育ての支援
～保護者の子育てを支援し、笑顔あふれる家庭への視点～

　地域・社会・行政が「子どもの健やかな育ち」をつなぎます。
　保護者同士、家庭と地域、家庭と子どもの育ちを支える関係機関など、社会のすべての人が
つながることで、子どもが健やかに育つ環境がつくられるという視点を大事にします。

視点３ 地域とのつながり
～子どもを真ん中にし、人と地域をつなげる視点～

■ 視点の概念図

視点１

子どもの育ち

視点２

子育ての支援

視点３

地域とのつながり

　子どもの健やかな成長の大前提として、すべての子どもが持って生まれた「いのち」が大切に育まれ、尊重
され、愛されることが必要であると考えます。
　そして、一人ひとりの成長に応じた発達が保障されることで、健やかに育つ基礎ができます。
　特別に支援が必要な子どもを含めたすべての子どもへの発達の保障、妊娠・出産から学齢期まで成長に
応じた発達を保障するための施策など、子どもの健やかな成長につなげるための施策の充実に努めます。

子どもが健やかに成長するための支援の充実基本目標１

　乳幼児期は、子どもの生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、年齢に応じた質の
高い教育・保育は一人ひとりの子どもが健やかに育つために必要不可欠であるため、発達段階をふまえた
質の高い教育・保育のための制度、環境の充実に努めます。
　また、質の高い教育・保育の実践には、教育・保育に携わる職員の専門的な知識と技術や資質が不可欠で
あることから、職員の専門性と資質の向上に積極的に取り組みます。

質の高い教育・保育の充実基本目標２

　子育て・教育の原点は家庭であることから、保護者が子育てについての責任を果たすための適切な支援
が必要であると考えます。
　保護者の子育て不安や負担感、孤立感を和らげるとともに、保護者が子どもの成長を喜び、子どもと過ご
す生活を楽しめるよう、子育て家庭への支援の充実に努めます。

安心して産み、育てることに喜びが感じるための支援の充実基本目標３

　子どもの健やかな育ちに家庭や保護者が重要であるのと同様に、家庭環境を支える地域や関係機関との
連携も重要です。
　保護者同士、家庭と地域、家庭と子どもの育ちを支える関係機関とのつながりから、地域の特色を活かし、
安心安全で子育てしやすい環境の整備に努めます。

地域・関係機関との連携の充実基本目標４

　「子どもの育ち」「子育ての支援」「地域とのつながり」のどの視点においても、必要なときに気軽に相談で
きる場所と、正確な情報を必要とする人へ提供できることが重要と考えます。
　子どもの育ちに関する情報、子育て支援の情報など、地域や家庭が施策を利活用するための情報と相談
体制の拡充に努めます。

相談・情報提供体制の充実基本目標５

5 6



5 計画の体系 6 事業計画の量の見込みと提供体制

　子ども・子育て支援法第61条により、市
町村は子ども・子育て支援事業計画におい
て、地理的条件や人口、交通事情その他の
社会的条件及び教育・保育施設の整備状
況等を総合的に勘案して「教育・保育提供
区域」を設定することが義務付けられてい
ます。
　本市においては、教育・保育施設の整備
状況及びニーズ調査の結果をふまえ、教
育・保育施設の供給量、利用範囲のバラン
スなど、日常的な生活の利便性が確保され
ている「保健福祉ブロック」を基本的な教
育・保育提供区域として考えます。

教育・保育提供区域

視点１

子どもの育ち
視点２

子育ての支援
視点３

地域とのつながり

①妊娠・出産、乳幼児から学齢期、思春期までの一
人ひとりの成長と発達を総合的に支援する一貫
した支援体系と体制の構築

②特別に支援が必要な子どもの早期発見、早期対
応の維持・発展

③子どもの人権を尊重し、「いのち」をまもるため
の施策の充実

④すべての子どもに対する発達の保障や教育・保
育の機会均等・公平性の確保

子どもが健やかに成長するための支援の充実基本目標１

①心豊かに次代を生きる力を培う幼児教育・保育
の実践

②子どもが子どものなかで共に育ちあうためのさ
まざまな環境の整備

③一人ひとりの発達を保障する適切な支援
④子どもの育ちや学びを見通した保幼小中連携の

推進
⑤保育者の資質向上のための研究・研修の実施

質の高い教育・保育の充実基本目標２

①子育ての喜びを感じるための意識の醸成
②親育ちの過程を支える支援

③男女が共に子育てを行えるための環境の整備
④経済的負担の軽減と就労支援

安心して産み、育てることに喜びが感じるための支援の充実基本目標３

①地域の子育て支援の拠点づくりとネットワーク
づくり

②地域の特色を活かした子育て活動支援
③安心・安全な生活環境の整備

地域・関係機関との連携の充実基本目標４

①多様な施設や子育て支援事業の円滑な利用に
ついての情報提供

②子育ての悩みについていつでも気軽に相談でき
る場や人材の確保

③教育・保育施設等の苦情受付･解決の体制強化

相談・情報提供体制の充実基本目標５

すべての子どもが輝き、
家庭と地域が笑顔であふれるまち  大津

基本理念

子ども・子育て
支援事業の展開

子ども・子育て支援施策の充実

■ 認定区分と教育・保育施設の確保方策の基本的な考え方

（１）教育・保育に関する提供区域の設定
（２）教育・保育の確保方策の考え方
（３）教育・保育の提供体制の確保及び実施時期等
（４）地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保及び実施時期等
（５）教育・保育の提供及び推進体制の確保について

区 域 学 区

志賀 小松・木戸・和邇・小野

中北部 雄琴・日吉台・坂本・下阪本・唐崎

中部 滋賀・山中比叡平・藤尾・長等・逢坂・中央

中南部 平野・膳所・晴嵐・富士見

南部 石山・南郷・大石・田上

東部 上田上・青山・瀬田・瀬田南・瀬田東・瀬田北

北部 葛川・伊香立・真野・真野北・堅田・
仰木・仰木の里・仰木の里東

【１号認定：３～５歳・教育を希望】（利用施設：幼稚園、認定こども園）
○市立幼稚園については希望者全員の入園を原則としているため、十分な確保体制があります。

3歳児の子育て環境の整備について検討・実施を行います。

【２号認定：３～５歳・教育の希望が強い】（利用施設：幼稚園、認定こども園）
○幼稚園在園児等を対象とした一時預かり事業を併用した利用を想定し、確保を行います。

【２号認定：３～５歳・保育の必要性認定】（利用施設：保育園、認定こども園）
○全区域で計画的な施設整備を行い、早期の確保体制を整えます。

【３号認定：０～２歳・保育の必要性認定】（利用施設：保育園、認定こども園、地域型保育事業）
○全区域で計画的な施設整備を行い、早期の確保体制を整えます。また、ニーズの顕在化等を注

視し、利用定員の変更等も視野に入れて確保を行います。
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