
みはら子育て応援プラン
（第２期三原市子ども・子育て支援事業計画）
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【概要版】
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子ども·子育て関連3法
◎子ども・子育て支援法
◎認定こども園法
◎関連整備法

（前期）
次世代育成支援行動計画
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平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

平成27（2015）年

平成28（2016）年

平成29（2017）年

平成30（2018）年

平成31（2019）年

【計画期間】

【根拠法令】

（後期）
次世代育成支援行動計画

（第１期）
三原市子ども・子育て支援事業計画

次世代育成支援対策
推進法

みはら子育て応援プラン

包含
【根拠法令】

継承

（第２期）三原市子ども・子育て支援事業計画

◎ 子どもの貧困対策の
推進に関する法律等

【新たに追加】

○目的

幼児期の教育・保育の量的・質的確保，地域における子ども・
子育て支援の充実などを総合的かつ計画的に推進する。

（根拠規定）子ども・子育て支援法第61条第1項

○計画期間
令和２年度～令和６年度（５年間）

○計画の対象
・概ね１８歳までの子どもとその保護者
・施策によっては，概ね２０歳未満の子どもと結婚・出産前の
市民も対象とする。

第１章 計画の概要（素案P.1～）

計画の概要

○市民へのアンケート調査やワークショップを実施し，幅広く
子育て当事者の意見を聴取

○学識経験者や，教育・保育・医療などの子ども・子育て支援に
従事する方，子育て当事者である保護者などで構成する

「三原市子ども・子育て会議」において計画の内容について審議

計画の策定体制

市民のニーズ
開催日程 内容

平成３０年１１月１４日 市民アンケート調査票の内容について

平成３１年３月２０日 市民アンケートの結果について

令和元年８月９日 第２期計画の骨子案について

令和元年１０月３０日 第２期計画の素案について

令和元年１１月２８日 第２期計画の素案について
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第２章第３節 子どもと子育て家庭を取り巻く状況とニーズ（素案P.21～）

○目 的：第２期計画の策定に向けて，市民の教育・保育サービスなどの利用状況や今後の利用希望，子どもと子育て家庭を
取り巻く状況等を把握するために実施

○調査対象：小学校入学前児童（０～５歳）の保護者
小学生（１～６年生）の保護者

○調査方法：郵送配付・郵送回収

○実施期間：平成３０年１１月２９日～１２月１７日

子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査

対象 配付数 回収数 回収率

小学校入学前児童の保護者 ２，０００票 ８７７票 ４３．９％

小学生の保護者 ２，０００票 ８１６票 ４０．８％

○目 的：長期総合計画後期基本計画の策定にあたり，市民の生の声を聞き，その内容を計画策定に活かすため実施
テーマのひとつが「子ども・子育て支援」であり，その意見を第２期計画に反映

○対 象：住民基本台帳から無作為に抽出した市民５，０００人のうち参加を希望した１７人

○実施期間：令和元年７月～８月（３回）

長期総合計画策定のための市民ワークショップ

○目 的：子どもの生活状況や日ごろ考えていること，保護者と子どもとの関わり，家庭の状況などを調査し，子どもの貧困の
実態把握と，今後の子ども・子育て支援施策の充実や改善につなげるため実施

○調査対象：小学校５年生の家庭（小学校５年生とその保護者），中学校２年生の家庭（中学校２年生とその保護者）

○調査方法：学校を通じて配付・回収

○実施期間：平成２９年１０月

三原市子どもの生活実態調査

次の３つの方法により市民ニーズを調査し，第２期計画に反映しました。
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産後支援の充実（こんにちは赤ちゃん事業など）

保育所，児童センターなど子育て支援関連施設の整備

子どもや子ども連れの親が安全・安心に通行できる

道路交通環境の整備

仕事と生活のバランスがとれた多様な働き方の実現，

働き方の見直しなど仕事と子育ての両立の推進

子育てに伴う経済的支援の充実

安心して妊娠・出産ができる医療体制の整備

放課後児童クラブ，放課後子ども教室の充実

（枠の拡大や時間の延長など）

保育サービスの充実（一時保育，延長保育，休日保育など）

小児救急医療などの小児医療の充実

％今回調査 n=877 前回調査 n=914

○「出会い・結婚」の支援
・市民ワークショップで多数の意見が出された。

○ 妊娠・出産・子どもの医療体制の充実
・市民ワークショップで多数の意見が出された。
・アンケート調査で５年前よりもニーズが高まった。

安心して出産できる医療体制の整備 ･･･ 第４位 ９.５％増加
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第２章第４節 第２期計画に向けて見えてきた課題とニーズ（素案P.41～）

１「出会い・結婚」からスタートする切れ目ない支援 ３ 子どもの貧困問題に関する施策の充実

○ひとり親家庭への支援
・子どもの生活実態調査から，ひとり親家庭の生活困難層の
割合が高いことがわかった。

○子どもの居場所の充実
・子どもの生活実態調査から，生活困窮層の子どもは，平日の
放課後を一人で過ごす割合が高いことがわかった。

・食の支援に関わる居場所や勉強のできる居場所のニーズが
あることもわかった。

※子どもの貧困対策については，第５章に記載
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●重点的に取り組む必要が高いと思う市の施策

●生活困窮の状況

アンケート調査で５年前に引き続きニーズが高い分野

○教育・保育サービスの充実 ･･･ 第２位
○経済的支援の充実 ･･･ 第５位

２ 教育・保育サービスの充実と経済的支援の充実
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家庭における教育の支援など

家庭の地域における教育力の向上

障害の原因となる疾病や事故の予防，早期発見・

治療や障害児の健全な発達支援などの障害児対策の充実

相談窓口や情報提供などの子育て支援の充実

子育て世代を対象にした良質な住宅の確保

産後支援の充実（こんにちは赤ちゃん事業など）

保育所，児童センターなど子育て支援関連施設の整備

子どもや子ども連れの親が安全・安心に通行できる

道路交通環境の整備

仕事と生活のバランスがとれた多様な働き方の実現，

働き方の見直しなど仕事と子育ての両立の推進

子育てに伴う経済的支援の充実

安心して妊娠・出産ができる医療体制の整備

放課後児童クラブ，放課後子ども教室の充実

（枠の拡大や時間の延長など）

保育サービスの充実（一時保育，延長保育，休日保育など）

小児救急医療などの小児医療の充実

％
今回調査 n=877 前回調査 n=914
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家庭における教育の支援など

家庭の地域における教育力の向上

障害の原因となる疾病や事故の予防，早期発見・

治療や障害児の健全な発達支援などの障害児対策の充実

相談窓口や情報提供などの子育て支援の充実

子育て世代を対象にした良質な住宅の確保

産後支援の充実（こんにちは赤ちゃん事業など）

保育所，児童センターなど子育て支援関連施設の整備

子どもや子ども連れの親が安全・安心に通行できる

道路交通環境の整備

仕事と生活のバランスがとれた多様な働き方の実現，

働き方の見直しなど仕事と子育ての両立の推進

子育てに伴う経済的支援の充実

安心して妊娠・出産ができる医療体制の整備

放課後児童クラブ，放課後子ども教室の充実

（枠の拡大や時間の延長など）

保育サービスの充実（一時保育，延長保育，休日保育など）

小児救急医療などの小児医療の充実

％
今回調査 n=877 前回調査 n=914

○地域で育てる環境づくり
・市民ワークショップで多数の意見が出された。

地域住民とのふれあいの中で子どもを育てていくことができ
るコミュニティづくり など

○情報発信の充実
・アンケート調査・市民
ワークショップの結果か
ら，子育てに関する情報
発信の充実を求める声が
多い。

・情報の受け取り方法とし
て，ＳＮＳを求める声が
多い。

４ 仕事と子育ての両立の推進

○アンケート調査で，５年前よりニーズが最も高まった。
仕事と子育ての両立の推進 ･･･ 第６位 １３％増加
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％今回調査 n=877 前回調査 n=914

○夫婦が協力して子育てをしていくための支援
・５年前より就労している母親が増加している。

フルタイム３.７％，パート・アルバイト４.５％増加
・父親の育児休業取得率は５年前とほとんど変わっていない。
・配偶者，パートナーの協力が少ないと回答した人の割合が
５年前より増加している。

５ 地域全体での子ども・子育て支援

○身近な地域での子どもの預かりや相談体制の充実
・アンケート調査で，身近な地域にあると良い活動としてニーズ
が高い。子育てを不安・負担に感じている人ほど必要として
いる。
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子どもと高齢者など異世代間の交流ができる活動

子育て家庭の家事を支援する活動

子育てをする親同士の仲間づくりを支援してくれる活動

子育ての悩みを気軽に相談できるような活動

公園などの花壇や樹木の管理，清掃などの美化活動

子どもとの関わり方やしつけ方を教えてくれる活動

交通安全や犯罪防止のためのパトロールをする活動

ちょっとした休憩やトイレ・おむつ替えなどの場を提供してく

れる活動

子どもに遊びを教えてくれる活動

買い物の間や不意の外出のときなどに子どもを預かってく

れる活動

同年代の子ども同士が交流できる活動

％
子育てを負担・不安に感じていない 子育てを負担・不安に感じている
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●重点的に取り組む必要が高いと思う市の施策

●母親の就労状況

●身近な地域にどんな活動があるとよいか



第３章 第２期計画の基本的な考え方（素案P.53～）

子どもと子育て家庭を取り巻く状況は変化を続けており，行政による「公助」の仕組みだけではなく，父親と母親，祖父母などが一緒に
子育てに関わっていく「家族ぐるみ」，地域の人々が子育てを支援していく「地域ぐるみ」，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
「事業者の協力や理解」が重要であることから，第２期計画の基本理念を次のとおり設定します。

基本理念

みんなで支える子育て応援都市・みはら
～未来を担うすべての子どものために，つどう・つながる・ささえあう～

基本理念を実現するため，次の５つの基本目標を設定し，子ども・子育て支援の充実に取り組みます。

基本目標

基本目標１

安心して子どもを
産み,育てることが
できる環境づくり

基本目標２

子どもが心豊かに
たくましく育つ
環境づくり

基本目標３

子どもの最善の
利益を支える
環境づくり

基本目標４

仕事と子育てが
両立する
環境づくり

基本目標５

子育てを
地域で支える
環境づくり
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第４章 基本目標ごとの取り組み（素案P.61～）

1-1結婚への支援

1-2母子保健対策の充実

1-3医療体制の充実

1-4教育・保育サービスの充実

1-5経済的支援の充実

1-6子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備

基本目標１ 安心して子どもを産み，育てることができる環境づくり

2-1子育てに関する学習機会の提供

2-2食育の推進

2-3社会活動や就職活動の推進

2-4豊かな心を育む教育活動の推進

2-5子どもの居場所の充実

2-6青少年健全育成の推進

本市で子どもを産み，育てる前段階である“結婚”から，妊
娠，出産，育児と，ライフステージの各段階に応じた切れ目
のない支援に取り組みます。

また，安心して子どもを預けることができるよう教育・保
育サービスの充実や，子育てに関する経済的負担の軽減，安
心・安全な遊び場の提供など，不安なく子育てができる環境
づくりを進めます。

○取組の方向性

○取組の方向性

子どもの豊かな心や感性を育む環境，地域の人々との交流
や実際に体験する機会，安心して過ごせる居場所などを提供
することで，子どもたち自らが学び，育つ環境づくりに取り
組みます。

また，次世代の親となる若者を含め，すべての市民が子育
てを楽しみ，子育てに真剣に取り組めるよう，学習や体験の
機会を提供します。

基本目標２ 子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

7
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基本目標３ 子どもの最善の利益を支える環境づくり

○取組の方向性

子ども・子育て支援は「子どもの最善の利益」が実現される
社会をめざすという考え方が基本です。
子どもの基本的な権利を阻害する虐待の防止に努め，障害の

ある子ども，ひとり親家庭や貧困家庭，外国人世帯に属する子
どもなど，支援を必要とする子どもや家庭に対して，「子ども
の最善の利益」となるよう適切な支援を行います。

3-1児童虐待等防止対策の推進

3-2ひとり親家庭の自立支援

3-3障害のある子どもへの施策の充実

3-4生活の困難を抱える家庭と子どもへの支援

基本目標４ 仕事と子育てが両立する環境づくり

○取組の方向性

就業している母親や共働き家庭が増加し，仕事と子育ての両立
の推進が求められています。
父親と母親が協力して子育てに取り組み，子育てに関する負担

や不安を軽減できるよう，事業者と連携して仕事と子育ての両
立を推進します。

4-1仕事と子育ての両立支援と働き方の見直し

4-2父親と母親が協力して子育てに取り組むための支援

基本目標５ 子育てを地域で支える環境づくり

○取組の方向性

子育てを楽しく感じられるよう，子育てに関する負担や不安を軽
減できるよう，市民（地域）と協働で，情報発信や相談体制の充実
などの子ども・子育て支援施策に取り組み，子育てを地域で支えて
いきます。
また，子育て家庭同士の地域での交流の場となる拠点の充実や，

地域に根差した子育て支援者への支援などを通して，地域全体で子
育てを支える環境づくりに取り組みます。

5-1子育てに関する情報提供の充実

5-2地域の子育て支援拠点の充実

5-3地域での子育てサポートの充実
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重点

重点

重点



第５章 子どもの貧困対策（素案P.93～）

教育の支援

子どもの貧困対策は，経済的な困窮状態にある家庭やその家族のみを対象とするのではなく，本市の全ての子どもと子育て家庭を念頭にお
いて，多様な施策を総合的に展開していく必要があります。
国が閣議決定した「子どもの貧困対策に関する大綱」の４つの重点施策に沿って，第４章の施策を整理し，事業を再掲することで，貧困の

連鎖を断ち切るため，子どもの貧困対策の事業として推進していきます。

・学習の支援

・教育負担の軽減

・早期の状況把握，対応

・相談体制の充実

・保護者の生活支援（保育などの確保）

・子どもの生活支援（居場所の充実）

・子どもの生活支援（食育の推進）

・子どもの就労支援

・住宅の支援

保護者に対する職業生活の安定と
向上に資するための就労の支援

生活の安定に資するための支援

・ひとり親家庭の親への就労支援

・ひとり親家庭の親の学び直し支援

・ふたり親世帯を含む就労機会の確保

経済的支援

・手当の支給，医療費等の助成

（１）支援の必要な家庭の早期発見と相談支援の充実
・健康診査事業や訪問事業を活用して乳幼児と保護者の心身の状況や養育環境の把握を行い，支援の必要な家庭の早期発見に努める。

・養育支援訪問事業に加え，子ども家庭総合支援拠点を設置し，相談・支援体制の充実を図る。
・地域の支え合いを推進するため，民生委員・児童委員などとの連携を深め，地域における早期発見と支援体制の充実を推進する。

（２）ひとり親家庭に対する情報提供と相談支援の充実
・手当の申請や現況届提出の機会などを活用し，ひとり親家庭が直面している問題を把握し，必要な支援の情報を適切に提供する。

・母子・父子自立相談員のスキルアップを図り，相談支援の充実に努める。

（３）子どもの居場所の充実
・放課後児童クラブや放課後子ども教室の充実，子ども食堂の開設支援を継続して実施する。
・児童館の機能充実を図り，自由に利用できる居場所を提供することで，子どもの孤立を抑制する。
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重点的に取り組む分野



第６章 子ども・子育て支援事業に係る量の見込み等（素案P.107～）

アンケート調査結果やこれまでの実績等をもとに算出した，第２期計画期間中のニーズ量（①量の見込み）は次のとおりです。
待機児童の解消を目標に，必要な受け皿（②確保方策）を確保していきます。

教育・保育事業（幼稚園，保育所，認定こども園など）

放課後児童クラブ
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（単位：人）

（単位：人）


