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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（191205→200214） 

 

191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

全般 「等」「など」 全般 「等」 基本的には「等」に統一しまし

たが、従来からの表記の関係

で「など」のままの部分もあり

ます。 

1 本市においても、平成 26 年度に「岩倉市子ど

も・子育て支援事業計画」、平成27年度に「岩倉

市放課後子ども総合プラン基本方針」を策定し、

本市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の推進に努めてきました。また、「第４次岩倉市

総合計画」（計画期間：平成 23年度～平成 32年

度）において、まちづくり戦略の一つとして“子

育て世代の移住・定住（世代循環）を促す”を掲

げるとともに、平成 23 年度には「就学前児童の

幼稚園と保育園のあり方基本方針」を策定し、岩

倉型の幼保連携の実現に取り組んできました。さ

らに、「岩倉市子ども条例」に基づく「岩倉市子ど

も行動計画」を平成 29 年度に改定し、子どもの

権利保障の理念を実現していくための取組も進

めています。 

しかしながら、家族構成や働き方の変化による

子育てに対する不安や教育・保育ニーズの高まり

等、子どもや子育てをめぐる様々な課題に取り組

む必要があります。 

このような課題に対応するため、子ども・子育

て支援法第 61 条において、市町村では５年を１

期とする「子ども・子育て支援事業計画」を定め

るものとされています。 

 

1 しかしながら、家族構成や働き方の変化による

子育てに対する不安や教育・保育ニーズの高まり

等、子どもや子育てをめぐる様々な課題に取り組

む必要があります。これらの課題に対応し、地域

の子ども・子育て支援を総合的、効率的に提供し

続けるために、子ども・子育て支援法第61条にお

いて、市町村では５年を１期とする「子ども・子

育て支援事業計画」を定めるものとされています。 

本市は、平成22年度に策定した「第４次岩倉市

総合計画」（計画期間：平成 23 年度～平成 32 年

度）において、まちづくり戦略の一つとして“子

育て世代の移住・定住（世代循環）を促す”を掲

げるとともに、平成23年度には「就学前児童の幼

稚園と保育園のあり方基本方針」を策定し、岩倉

型の幼保連携の実現に取り組んできました。平成

26年度に「岩倉市子ども・子育て支援事業計画」、

平成27年度に「岩倉市放課後子ども総合プラン基

本方針」を策定し、本市の教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の推進に努めてきました。

さらに、「岩倉市子ども条例」に基づく「岩倉市子

ども行動計画」を平成29年度に改定し、子どもの

権利保障の理念を実現していくための取組も進め

ています。 

 

内容、物事の時系列に合わせ

て文章を修正しました。 

資料３ 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

4 図表 1 世帯数・平均世帯人員の推移 

 

4 図表 2 世帯数・平均世帯人員の推移 

 

フォントの統一 

14 図表 3 女性の年齢別就業人口の推移 

図表 4 女性の年齢別就業人口比較（岩倉市・愛

知県・国） 

 

14 図表 5 女性の年齢別就業率の推移 

図表 6 女性の年齢別就業率比較（岩倉市・愛知

県・全国） 

 

 

15 888 15 788 数値を修正しました。 

 ― 16～17 【新規追加】 

「４ 保育園・認定こども園・幼稚園の利用状況」

を追加しました。 

 

追加に伴い、以下のタイトルの番号が変更になって

います。 

 

16 ①未就学児 

②小学生 

18 ①未就学児（子ども・子育て支援についてのアンケ

ート調査） 

②小学校（お子さんの放課後の過ごし方についての

アンケート調査） 

それぞれのアンケート調査の

タイトルを追加しました。 

 ― 20 「５－２ 子育てに関する不安」を追加しました。  

23 （１行目冒頭）この１年間で、 26 この１年間（平成29年11月～平成30年10月）で、 調査で想定する期間を具体的

に追加しました。 

 ― 37 「６ 計画策定にあたっての主な課題」を追加しま

した。 

現状のデータやアンケート調

査結果からの課題をまとめま

した。 

33 （２行目） 

その環境づくりに市全体で取り組んでいかなけれ

ばなりません。 

39 市全体で取り組んでいかなければなりません。 下線部削除しました。 

33 （５段落目最後） 

保護者と地域と行政とでつくっていくことが依然

として必要です。 

39 （５段落目最後） 

保護者と地域と行政とでつくっていくことが今後も

引き続き求められます。 

下線部修正しました。 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

34 表側年号のフォント 40 表側年号のフォント 他に合わせて修正しました。 

37～ 学校教育・保育 45～ 教育・保育 適切な言葉に修正しました。 

38 公立保育園（定員673人） 

実績表中 

公立保育園 

46 公立保育園（利用定員673人） 

実績表中 

公立保育園（利用定員） 

適切な言葉に修正しました。 

38 小規模事業所 46 小規模保育事業所 適切な言葉に修正しました。 

38 実績表中 

平成27年度 小規模保育事業所の定員 「９」 

46 実績表中 

平成27年度 小規模保育事業所の定員 「―」 

実績に合わせて修正しまし

た。 

39 表但し書き 

※２号認定の認定こども園の確保目標については、

１号認定の教育ニーズに対する確保目標量に計上

しています。 

47 表但し書き 削除 

 

不要な表現であったため削除

しました。 

40 （●２つ目） 

40人（認定こども園：10人、公立保育園：12人、

私立保育園：６人、地域型保育事業：12人）と 

 

（●４つ目） 

310人（認定こども園：110人、公立保育園：176人、

私立保育園：24人） 

46 （●２つ目） 

40人と 

 

 

（●４つ目） 

310人 

 

前ページ表に合わせて、表記

と数字を修正しました。 

 （●５つ目） 

民間保育園の定員を30人から60人 

 （●５つ目） 

保育園の定員を200人から230人 

前ページ表に合わせて、表記

と数字を修正しました。 

40 保育利用率 

Ｒ２ 31.3％ 

Ｒ３ 31.4％ 

Ｒ４ 31.5％ 

Ｒ５ 31.7％ 

46 保育利用率 

Ｒ２ 29.4％ 

Ｒ３ 29.9％ 

Ｒ４ 30.4％ 

Ｒ５ 31.1％ 

数値が間違っていたため、修

正しました。 

42～ 16,798人・日 

 

48 年間延べ利用者数16,798人 わかりやすい表現に修正しま

した。 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

43 一時保育事業の年間延べ利用者数 

年間6,090人・日分（21人×290日） 

 

確保目標量（文中・表中） 

6,090人 

49 一時保育事業の年間延べ利用者数 

年間延べ利用者数 5,868人分（15人×294日、6人

×243日） 

確保目標量（文中・表中） 

5,800人 

施設ごとの開催日数を精査

し、再計算しました。 

合わせて、確保目標量をきり

の良い数字に丸めました。 

44 （現状・２段落目） 

「にこにこフロアー」は、公立保育園１園において

も月1回開催しており、 

50 削除 実態に合わせて修正しまし

た。 

44 （確保目標量 Ｒ２～Ｒ６） 

24,842人・日 

50 （確保目標量 Ｒ２～Ｒ６） 

24,500人・日 

目標値としてきりの良い数字

に丸めました。 

45 （現状３段落目） 

平成30年度の実績では、年間延べ利用者数281人、

1日当たり平均 0.97人、定員充足率 24.2％となっ

ています。 

54 現状２段目に移動  

45-46 （表中及び●１つ目）量の見込み：358人 

（●２つ目）年間940人・日 

（●３つ目）平均定員充足率45.7％ 

51-52 （表中及び●１つ目）量の見込み：442人 

（●２つ目）年間1,160人・日 

（●３つ目）平均定員充足率37.0％ 

数値が間違っていたため修正

しました。 

48 （現状・冒頭） 

共働き・ひとり親家庭など、下校後に 

54 （現状・冒頭） 

保護者の就労等で、下校後に 

適切な表現に修正しました。 

48 （現状・４段落目） 

午前８時から午後６時までの時間帯（延長保育は午

前７時30分から午後７時まで）で 

54 （現状・４段落目） 

午前８時から午後６時までの時間帯（延長保育は午

前７時30分から午前８時まで、午後６時から午後７

時まで）で 

 

48 （実績・表中・利用者数） 

 

54 （実績・表中・利用者数） 実績データの時点を各年度平

日は 4月、夏休み等は 7月現

在に合わせて修正しました 

50-51 令和６年度には曽野小学校（定員120人）で小学校

敷地内に新たに放課後児童クラブを開設します。 

 

56-57 令和６年度には曽野小学校（定員 120人）に新たに

放課後児童クラブを整備します。 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

52-53 （表中・量の見込み） 

放課後児童クラブ利用希望者を除いた利用ニーズ 

 

59 （表中・量の見込み） 

削除 

上記に合わせて数値も変更 

放課後子ども教室の「量の見

込み」は、アンケートから得ら

れた『放課後子ども教室』ニー

ズから、より長い時間子ども

を預かる『放課後児童クラブ』

のニーズを差し引いたものと

していたが、それを含んだ「放

課後子ども教室」としていま

す。 

57、58 量の見込み 表 63,64 量の見込み 表 

確保目標量の欄を追加 

確保目標量の欄を追加し、量

の見込みに対応する数値を追

加しました。 

58 現状 

養育支援が特に必要であると判断した家庭にお

ける適切な養育の実施を確保するために、保健師・

保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、

助言等を行う事業です。 

平成 30 年度から事業を実施しており、新生児訪

問・未熟児訪問事業や赤ちゃん訪問事業、乳幼児健

康診査の機会を通じて把握した養育等の面でリス

クを抱えている家庭に対して、保健師等が定期的な

見守りとフォローアップを行っています。 

 

サービスの確保方策 

保健師、助産師等の専門職が対象家庭を訪問し、

保護者の心身の健康や児童の養育に関する相談、助

言、指導等を行う本事業について、平成 30 年度と

同様の利用者数を見込み、必要に応じて対応してい

きます。 

 

64 現状 

養育支援が特に必要であると判断した家庭におけ

る適切な養育の実施を確保するために、養育支援員

がその居宅を訪問し、育児や家事の支援を行う事業

です。 

平成30年度から事業を実施しており、支援対象家庭

において、養育支援員が必要と認められる育児・家

事支援を行っています。 

 

 

 

サービスの確保方策 

 保健師、助産師等の専門職や関係機関からの情報

により、子育てに対して強い不安や孤立感を抱えて

いる、不適切な養育状態にあるなど特に支援が必要

な家庭に対し、養育支援員が訪問し育児や家事支援

を行う本事業について、平成30年度と同様の利用者

数を見込み、必要に応じて対応していきます。 

現状に合わせて文章を修正し

ました。 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

60 （15）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施

の確保 

66 「サービスの確保方策」タイトルの追加 他と体裁を整えるため、追加

しました。 

60 （２行目） 

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、 

66 （２行目） 

利用する人は必要な手続きはありませんが、 

適切な表現に修正しました。 

63 （●３つ目） 

令和元年 10 月における小規模保育事業所が開設し

ました。 

 

令和３年度には私立保育園の定員枠の拡大が予定

されており、これに伴い、０～２歳児の定員が計49

人増えることになります。 

69 （●３つ目） 

令和元年 10 月に小規模保育事業所が開設し、19 人

定員が増えました。 

 

令和３年度には保育園の定員枠の拡大が予定されて

おり、これに伴い、０～２歳児の定員が計30人増え

ることになります。 

適切な表現に修正しました。 

数値を修正しました。 

64 （１）妊婦や母親、子どもの健康の保持・増進 70 タイトル追加 

現状 

 

65 ●未成年者の喫煙や飲酒、薬物乱用の防止について

学校との連携や教育支援に努めます。 

71 削除 他の項目と対象が大きく異な

るため、削除しました。 

66 ●児童虐待による死亡事例などの重大事例が発生

した場合は、県の協力を得て検証を行い、再発防

止に努めます。 

72 削除 実態に合わせて削除しまし

た。 

67 引き続き教育委員会にスクールソーシャルワーカ

ーを 

74 引き続き学校教育課にスクールソーシャルワーカー

を 

正確な表現に修正しました。 

69 （②障がい児の教育・保育等の充実・●２つ目） 

保育園への専門職による巡回指導や 

76 （②障がい児の教育・保育等の充実・●２つ目） 

保育園や認定こども園等への専門職による巡回指導

や 

パブリックコメントでの指摘

を受けて修正しました。 

70 （④必要な生活支援の実施・●３つ目） 

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。 

77 （④必要な生活支援の実施・●３つ目） 

医療的ケア児支援の協議の場で支援体制を検討しま

す。 

 

適切な表現に修正しました。 
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191205 
頁数 

前回計画案 
200214 
頁数 

今回修正版 変更理由 

71 （（５）外国につながる幼児への支援・配慮・現状） 

追加 

77 （（５）外国につながる幼児への支援・配慮・現状） 

このうち、子どもの状況をみると、０～５歳の外国

籍の子どもは116人（０～５歳の全市民に占める割

合4.7％）、６～11歳の外国籍の子どもは139人

（６～11歳の全市民に占める割合5.9％）と外国籍

の子どもの割合も、全市民に占める外国籍市民の割

合と同程度となっています。 

外国籍市民が多い状況に対して、 

外国籍市民の子どもの状況を

追加しました。 

72 （現状・１段落目） 

就労している父親はほぼ 100％です。一方、就労し

ている母親（産休・育休中を含む）は６割を超え、 

 

（現状・２段落目） 

女性活躍推進法の改正法を公布しました。 

 

（施策の方向②・●２つ目） 

ワーク・ライフ・バランス賛同企業 

78 （現状・１段落目） 

父親の就労状況はほぼ100％です。一方、就労してい

る母親（産前休業・産後休業、育児休業中を含む）

は６割を超え、 

（現状・２段落目） 

女性活躍推進法を改正しました。 

 

（施策の方向②・●２つ目） 

あいちワーク・ライフ・バランス賛同企業 

適切な表現に修正しました。 

74 （１ 計画の推進体制 概念図） 

タイトル：追加 

主体：修正 

（２ 計画の進行管理） 

ＣＨＥＣＫ：岩倉市子ども・子育て会議における毎

年度の点検・評 

80 （１ 計画の推進体制 概念図） 

タイトル：子ども・子育て環境の向上 

主体：子ども・子育て支援事業者 追加 

（２ 計画の進行管理） 

ＣＨＥＣＫ：岩倉市子ども・子育て会議における毎

年度の点検・評価 

適切な表現に修正しました。 

 

 


