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第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画 主な変更点一覧 

 前回計画書  今回修正版 変更理由 

全般 障害者 全般 障がい者 表記が変更になっているため。 

― ― 37 新規追加 

【参考：認定区分】 

◆１号認定子ども：満３歳以上の学校

教育のみ（保育の必要性なし）の就

学前の子ども 

◆２号認定子ども：満３歳以上の保育

の必要性の認定を受けた就学前の子

ども 

◆３号認定子ども：満３歳未満の保育

の必要性の認定を受けた就学前の子

ども 

1 号認定～３号認定の区分がわ

からないとのご意見をいただい

たため、修正しました。 

現計画と同様に追加。 

38 実績 表中 

２号認定（０～２歳） 

３号認定（３～５歳児） 

38 実績 表中 

３号認定（０～２歳） 

２号認定（３～５歳児） 

正しい表記に修正しました。 

39 量の見込と確保量 

1・2歳 小計 計 

Ｒ2 350  385  856 

Ｒ3 355  391  851 

Ｒ4 355  392  861 

Ｒ5 355  392  842 

Ｒ6 355  394  866 

39 量の見込と確保量 

1・2歳 小計 計 

Ｒ2 327  362  833 

Ｒ3 336  372  832 

Ｒ4 342  379  848 

Ｒ5 348  385  835 

Ｒ6 355  394  866 

愛知県と調整した結果、令和２年

度の実際の申込状況を踏まえ、３

号認定（１・２歳）の量の見込み

から現在は就労していないが入

園後に求職活動を開始する予定

の人を除きました。 

45 （５）病児・病後児保育 

現状２段落目 

2,000円/人・日 

45 （５）病児・病後児保育 

現状２段落目 

１日当たり 2,000円/人 

単位がわかりにくいとのご意見

をいただいたため、修正しまし

た。 

47 量の見込 表中 

令和２年度～６年度 227人 

47 量の見込 表中 

令和２年度～６年度 224人 

平成 26～30 年までの平均値とし

ていたが、平成 27～30 年度まで

の平均値に算出しなおして修正

しました。 
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 前回計画書  今回修正版 変更理由 

52 実績 

放課後児童クラブとの一体的な放課後

子ども教室の平日実施に向けた取り組

みを行っている小学校数（Ｈ29年度） 

３教室 

52 実績 

放課後児童クラブとの一体的な放課後

子ども教室の平日実施に向けた取り組

みを行っている小学校数（Ｈ29年度） 

８教室 

 

 

実績値を修正しました。 

53 サービスの確保方策●２つ目 

現在のスタッフ体制（ボランティア） 

53 サービスの確保方策●２つ目 

現在のスタッフ体制 

実態がボランティアではないた

め、（ボランティア）の文言を削

除しました。 

 

 

55 また、平成 28年４月には保健センター
に子育て世代包括支援センター（母子
保健型）を開設し、生まれる前からの
「い～わ子育て応援事業」として、妊
娠届出時の面接相談や妊婦メール相談
を実施するとともに、必要に応じ継続
的な支援を行っています。出産後は、
すべての産婦に電話支援及び新生児・
乳児の訪問による支援を行っていま
す。 

55 また、平成 28年４月には利用者支援事

業（母子保健型）を実施し、平成 29年

４月には保健センターに子育て世代包

括支援センターを開設し、生まれる前

からの「い～わ子育て応援事業」とし

て、妊娠届出時の面接相談や妊婦メー

ル相談を実施するとともに、必要に応

じ継続的な支援を行っています。出産

後は、すべての産婦を対象に電話支援

及び新生児・乳児の訪問による支援を

行っています。 

 

 

現状の表記を正しく修正しまし
た。 

56 ■母子保健型注釈 ２行目 
保健所 

56 ■母子保健型注釈 ２行目 

保健センター 

 

 

 

 

正しい表記に修正しました。 
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 前回計画書  今回修正版 変更理由 

― ― 60 
 

新規追加 
（15）子育てのための施設等利用給付

の円滑な実施の確保 
令和元年 10月から実施された幼児

教育・保育の無償化にあたり、保育
園・認定こども園（保育部）を利用す
る人は無償化にあたって必要な手続き
はありませんが、認定こども園（教育

部）は、保育の必要性があって預かり
保育を利用する人のみ、幼稚園は全て
の人が手続きをする必要があります。
また、保育の必要性があって認可外保
育施設等を利用する人は、無償化にあ
たって全ての人が手続きをする必要が
あります。 
給付申請手続きにおいては、保護者

にとってのわかりやすさや利便性を考
慮しつつ、各利用施設の協力のもと申
請書類の取りまとめを依頼するものと

します。また、過誤請求・支払いの防
止に努めつつ、施設等利用給付の公正
かつ適正な支給を行います。 

幼保無償化に伴い、掲載必須項目
を追加しました。 

66 ②児童虐待の発生予防、早期発見、早

期対応等●４つめ 

児童虐待の早期発見、早期対応等のた

めに、引き続き、保健センター、保育

園、幼稚園、認定こども園、小規模保

育事業所、学校、児童館等の関係部署・

機関との緊密な連携を図ります。また、

保健センターを通じて医療機関と市が

効果的に情報の提供及び共有を行うた

めの連携を図ります。 

66 ②児童虐待の発生予防、早期発見、早
期対応等 ●４つめ 

児童虐待の早期発見、早期対応等のた
めに、引き続き、保健センター、保育
園、幼稚園、認定こども園、小規模保
育事業所、学校、児童館、放課後児童
クラブ等の関係部署・機関との緊密な
連携を図ります。また、保健センター
を通じて医療機関と市が効果的に情報
の提供及び共有を行うための連携を図

ります。 

現状に合わせて内容を追加しま

した。 
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 前回計画書  今回修正版 変更理由 

67 （２）犯罪、いじめ、児童虐待等の被

害に遭った子どもへの適切な対応 

現 状 

これまで、犯罪、いじめ、児童虐待等

の被害に遭った子どもに適切に対応す

るため、子どもと親の相談員やスクー

ルカウンセラーを小中学校に配置し、

子どもやその保護者がカウンセリング

を受けられる機会を整えてきました。

また、平成 31年に児童生徒を取り巻く

人間関係や家庭環境の問題を学校・家

庭・関係機関のさまざまな人たちと連

携して、解決を目指して支援を行う専

門職であるスクールソーシャルワーカ

ーを教育委員会に配置して、子どもや

保護者の相談に応じてきました。 

67 （２）犯罪、いじめ、児童虐待等の被

害に遭った子どもへの適切な対応 

現 状 

これまで、犯罪、いじめ、児童虐待等

の被害に遭った子どもに適切に対応す

るため、子どもと親の相談員やスクー

ルカウンセラーを小中学校に配置し、

子どもやその保護者が悩みの相談を受

けられる機会を整えてきました。また、

平成 31 年度には児童生徒を取り巻く

人間関係や家庭環境の問題の解決を目

指して関係機関等と連携して、支援を

行う専門職であるスクールソーシャル

ワーカーを学校教育課に配置しまし

た。 

 

 

 

現状の表記を正しく修正しまし

た。 

67-68 施策の方向性 ●２つ目 

●引き続き学校に子どもと親の相談員

やスクールカウンセラーを配置し、

児童・生徒や保護者のカウンセリン

グを行います。また、引き続き教育

委員会にスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、「学校へ行きたがらな

い」、「学校で人間関係がつくれな

い」、「いじめられているかもしれな

い」といった悩みを抱える子どもや

保護者からの相談に対応していきま

す。 

67 施策の方向性 ●２つ目 

●引き続き学校に子どもと親の相談員

やスクールカウンセラーを配置し、

「学校へ行きたがらない」、「学校で

人間関係がつくれない」、「いじめら

れているかもしれない」といった悩

みを抱える子どもや保護者からの相

談に対応していきます。また、引き

続き教育委員会にスクールソーシャ

ルワーカーを配置し、子どもに関わ

る様々な問題に対して関係機関等と

連携しながら解決を図ります。 

 

現状の表記を正しく修正しまし

た。 
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 前回計画書  今回修正版 変更理由 

68 

２ 行

目 

施策の方向性 ●３つ目 

●家庭児童相談室と、学校、児童館、

保育園、幼稚園、認定こども園その

他の関係機関との連携によりケース

検討会議を開催し、個別ケースへの

対応・支援方策を検討するとともに、

関係機関における情報共有を図るな

ど相談及び支援体制の充実に努めま

す。 

68 

１ 行

目 

施策の方向性 ●３つ目 

●家庭児童相談室と、学校、保育園、

幼稚園、認定こども園、児童館、放

課後児童クラブその他の関係機関と

の連携によりケース検討会議を開催

し、個別ケースへの対応・支援方策

を検討するとともに、関係機関にお

ける情報共有を図るなど相談及び支

援体制の充実に努めます。 

 

ご意見をいただき、放課後児童ク

ラブを追加しました。 

68 （３）ひとり親家庭に対する生活支援 

施策の方向性 ●１つ目 

福祉手当 

68 （３）ひとり親家庭に対する生活支援 

施策の方向性 ●１つ目 

児童扶養手当 

現状の表記を正しく修正しまし

た。 

69 施策の方向性 ●６つ目 

●ひとり親家庭が地域の中で孤立する

ことのないように、ひとり親家庭に

対する理解の促進を図ります。 

69 施策の方向性 ●６つ目 

●ひとり親家庭が地域の中で孤立する

ことのないよう、ひとり親家庭同士

の交流機会の提供等に努めます。 

 

 

 

内容がわかりにくいとのご意見

をいただいたため、修正しまし

た。 

69 （４）障害児の健全な成長の促進 

現 状 

２段落目 

本市では、障害の原因となる疾病や発

達の遅れなどを早期に発見し、早期に

対応するため、各種健康診査や赤ちゃ

ん訪問事業等を行うとともに、必要に

応じて保健師や作業療法士による指導

の実施や療育・医療機関につなげてい

ます。 

69 （４）障がい児の健全な成長の促進 

現 状 

２段落目 

本市では、障がいの原因となる疾病や

発達の遅れなどを早期に発見し、早期

に対応するため、各種健康診査や新生

児・乳児訪問を行うとともに、必要に

応じて保健師や作業療法士による相

談・指導の実施や療育・医療機関につ

なげています。 

 

現状の表記を正しく修正しまし

た。 
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 前回計画書  今回修正版 変更理由 

― ― 70 新規追加 

③相談支援体制など保護者支援の充実 

●児童発達支援センターの整備を検討

します。 

内容を追加しました。 

― ― 72 新規追加 

④必要な生活支援の実施 

●医療的ケアを必要とする子どもの相

談があった場合は、医療的ケア児支

援の協議の場で受け入れ体制を検討

します。 

内容を追加しました。 

― ― 74 新規追加 

第５章 計画の推進 

内容を追加しました。 

 

●その他ご意見・ご提案シートでいただいた意見等 

 意見の要旨 市の考え方 

42 

43 

45 

47 

単位の表記方法 

「16,798人・日」という表記は、「1日あたり 16,798

人」という意味だと思われるが、その場合、一般的に

は「16,798 人/日」という表記になるのではないか。

表記方法を統一して分かりやすい表記にするとよい。 

 『市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の

算出等のための手引き』に基づき、各事業の量の見込みの表記を

「人・日」としています。 

45 （5）病後・病後児保育事業 

 対象が小学校 3年生までであるのはなぜか。 

 4 年生以上も必要と思われるが、今まで要望はなか

ったのか。 

 全体の中でも小学生の利用実績が少ないため、現状では対象児

童を小学校 3年生までとしています。 

 対象児童を小学校 4年生以上とする要望はありませんでした。 

58 （12）養育支援訪問事業 

量の見込みについて、対象家庭の見守りが 1年以上

に渡って必要となる場合が考えられるため、量の見込

みは毎年少しずつ増えていき、数年後から横ばいにな

るのではないか。 

 養育支援訪問事業の量の見込みについては、平成 30年度の実績

から各年度 18人を見込むこととします。 

養育支援訪問事業の対象となる家庭への支援の期間は、通常 3

か月としており、さらに支援が必要となる場合は期間を 6 か月と

しています。 
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