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概要版

平成27年４月より

子ども・子育て支援新制度がスタートします！
子ども・子育て支援新制度とは、子どもが健やかに成長できる社会を目指し、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を図るものです。
１．
「認定こども園」の普及

幼稚園と保育所のいいところをひとつに！

２．保育の場を増やし、待機児童を減らす

子育てしやすく、働きやすく！

３．子育て支援の量の拡充や質の向上

保護者への支援も！

４．子どもが減ってきている地域の子育て支援

地域の状況をふまえて！

幼児教育・保育施設等へ町から給付をおこない、幼児期の質の高い教育・保育を「個人への給付」と
して保障します。
※費用は施設等へ委託費として利用児童数に応じて給付
※財源は消費税の増収分が充てられ社会全体で子ども・子育て支援のために活用！

新制度の概要
幼稚園、保育所

にくわえて

さらに、 地域型保育

認定こども園

の普及に努めます。

を新設（0歳〜2歳のための保育を増やします。）

家庭的保育（保育ママ）・小規模保育・事務所内保育・居宅訪問型保育
新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援します。
地域子育て支援拠点 − 親子交流、子育て相談の場
一

時
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預

児
用

か
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支

り − 急用、パート就労などに合わせて利用しやすく
育 − 病中病後、体調不良児の保育
援 − 利用しやすく情報提供･援助･相談

放 課 後 児 童 ク ラ ブ − 増設と職員･施設･設備の質の向上

新制度利用について

（くわしくは制度案内パンフレット または 住民福祉課におたずねください。）

●保育所への入所要件緩和
フルタイム就労のほか、パートタイムやその他の事由が増えました。
●保育の申請と認定
保育所利用を希望の場合は、町に申請して町から認定証が交付されます。
●保育料のしくみ
原則として、保護者の所得に応じて保育料が定められます。
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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」として策定するものです！

計画の概要

計画策定の背景と趣旨
近年、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化しています。国の新制度に対応し、東伊豆町の子
どもたちの健やかな育ちと、子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的に、「東伊豆町子
ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

計画の期間と位置づけ
計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間です。
平成22

23

24
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29

30

31年度

東伊豆町次世代育成支援行動計画（後期計画）

東伊豆町子ども・子育て支援事業計画

計画の基本理念
東伊豆町に住む子どもたちが、「健やかに」、「豊かな心を育み」ながら育ち、保護者も子育てをさら
に楽しく感じることができるよう、以下の通り基本理念を定めます。
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国 で 定 め ら れ た サービス
子育て支援の「給付」とサービスの全体像
1．子ども・子育て支援給付
◆施設型給付

2．地域子ども・子育て支援事業

教育・保育

●認定こども園

●幼稚園

①時間外保育事業
②放課後児童健全育成事業
③地域子育て支援拠点事業

●保育園

④一時預かり事業

◇地域型保育給付

⑤子育て短期支援事業

○小規模保育

⑥病児･病後児保育事業

（定員は6人以上19人以下）

⑦ファミリー・サポート・センター事業

○家庭的保育

⑧利用者支援事業

（保育者の居宅等において保育を行う。

⑨乳児家庭全戸訪問事業

定員は5人以下）

⑩養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協

○居宅訪問型保育

議会その他の者による要保護児童等に対する

（子どもの居宅等において保育を行う）

支援に資する事業

○事業所内保育

⑪妊婦健康診査

（事業所内の施設等において保育を行う）

⑫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

児童手当

⑬実費徴収に係る補足給付を行う事業

◇ 教育・保育のサービスを受けるためには、利用のための認定が必要です ◇
０〜２歳
●専業主婦（夫）
●短時間の両親共働き
（フルタイム×短時間パートタイム
パートタイム×短時間パートタイム）
●両親共無業

1号
（幼児期の学校教育）

●ひとり親家庭
●両親共働き
（フルタイム×フルタイム
フルタイム×長時間パートタイム
パートタイム×長時間パートタイム）

3号

2号

（保育の必要性あり）

（保育の必要性あり）

保育園、認定こども園、
地域型保育事業

保育園、認定こども園

（１）教育・保育（幼稚園・保育園など）
平成27年度
１号 幼稚園、認定こども園
２号 保育園、認定こども園
３号

3−5歳

保育園、認定こども園、 0歳
地域型保育事業
1・2歳

３歳以上

平成31年度

35人

32人

159人

144人

36人

34人

53人

49人
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適切な整備に
努めていきます

（２）地域子ども・子育て支援事業
平成27年度

平成31年度

0人

24人

低学年

45人

33人

高学年

42人

32人

保護者の疾病など、身体上・精神上・環境上の理由により、
家庭において養育が一時的に困難となった児童について、児
童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。

0人

0人

1,836人

1,836人

0人

723人

子育てに関する不安や悩みの相談を受け付けているほか、親
子で自由に遊び、交流する場を提供しています。

1,840人
１か所

1,840人
１か所

発熱等の急な病気となった児童（病児）や病気回復期の児童
（病後児）で、保護者が家庭で保育ができない場合（就労・病
気等の理由による）、一時的に保育を行います。

0人

372人

児童の預かり、送迎時の支援等を受けることを希望する者
ファミリー・サポート・
（依頼会員）と、支援を行うことを希望する者（提供会員）と
センター事業
の相互援助活動を行う事業です。

0人

26人

利用者支援事業

子ども・子育て新制度において新たに位置づけられた事業で
す。町民が教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業を
円滑に利用することができるよう、利用希望者からの相談に
応じて必要な情報提供やアドバイスを行うとともに、関係機
関との連絡調整や情報集約を行う事業です。

０か所

１か所

乳児家庭全戸訪問事業

乳児のいる全ての家庭に保健師、助産師等が訪問し、子育て
支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。

70人

70人

養育支援訪問事業及び要
保護児童対策地域協議会
その他の者による要保護
児童等に対する支援に資
する事業

養育支援訪問事業は、児童虐待防止や育児不安を抱えている
など、養育支援が特に必要とされる家庭を訪問し、養育に関
する指導や相談支援を行います。
要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童など
に対する支援に資する事業は、その他要保護児童等の支援に
向け、東伊豆町要保護児童対策地域協議会の機能強化を図る
など、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業に取り組
むものです。

48人

48人

妊婦健康診査

母体とお腹の中の赤ちゃんの健康状態を確認し、病気の早期
発見と安全な出産のために実施する健診事業です。

70人

70人

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

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する
調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保
育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。

実費徴収に係る補足給付
を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設
等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教
育・保育に必要な物品の購入に要する費用等を助成する事業
です。

事業名

内

容

時間外保育事業
（延長保育）

保育園の通常開所時間を超えて預けることができる事業です。

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

保護者が昼間就労などにより家庭にいない小学校児
童を対象に、授業の終了後に指導員の活動支援のも
と、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図
る事業です。

子育て短期支援事業

一時預かり事業

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター）
病児・病後児保育事業

幼稚園
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳
預かり保育
幼児について、主として昼間において、幼稚園など
の場所で、一時的に預かるものです。
（注）東伊豆町立幼稚園では現在、在園児のみ預り その他
保育を実施しています。
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施策の内容

東 伊 豆 町 の 取 り 組み
国で定められたサービス以外に、子ども・子育て支援に対する町の取り組みを紹介します。

安心して子どもを育てられるまち
保育サービス等の充実はもちろんのこと、不安

（１）地域における子育ての支援と

や悩みを抱え子育て家庭が孤立することがないよ

ネットワークづくり

う、子育てサークル等を通して子育て中の親子同

（保育の資質向上

士の交流機会を提供し、身近な地域でのふれあい

など）

（２）親子のふれあい促進

を促進します。

（育児サークル

また、男性も女性も互いに思いやり支え合いな

など）

（３）仕事と子育ての両立の推進

がら仕事や子育てができるよう、学校教育等を通

（学校教育での男女共同参画推進

など）

して、男女共同参画について啓発を行います。

親子の健康が保たれるまち
妊娠期の心身の健康維持のために、妊婦健康診

（１）子どもや母親の健康の確保

査への助成や相談等を推進するとともに、健診や

（乳児健康診査、乳児健康相談

教室等を実施し、子育て中の保護者に対して必要

妊婦相談、歯科保健の充実

な知識の普及に努めます。

（２）保健・医療等の充実
（乳幼児医療体制の充実
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など）

など）

子どもが健やかに育つ教育があるまち
未来を担う子どもたちの心身の健やかな成長を

（１）次世代の親の育成

促すために、道徳教育の充実や学校環境の整備に

（小中高校生と乳幼児とのふれあい、

努めます。また、地域における子どもたちのふれ

パパママ教室

あい等を通して、次世代の親の育成について推進

など）

（２）学校の教育環境等の整備

します。

（幼児教育と学校教育の連携の推進、
学校間の交流の拡大

など）

支援が必要な子育て家庭にやさしいまち
発育や発達に心配のある子どもがスムーズに生

（１）児童虐待防止対策の充実

活を送れるよう、支援施策等の情報提供や相談・

（母親・父親への訪問ヒアリング

指導体制の強化を図ります。また、関係機関等で

など）

（２）母子家庭等の自立支援の推進

連携を強化し、問題点等の把握・解決策について

（母子家庭の就労支援

検討します。

など）

（３）障害児施策の充実
（障害児の就学相談・指導の充実

安全・安心に暮らせるまち
子どもたちが地域で安心して暮らすことができ

（１）生活環境の整備

るよう、居住環境や公共施設など、生活環境の整

（外出環境の調査の実施

備を推進します。また、交通安全教室や町内のパ

など）

（２）交通安全の確保

トロール活動を通して、子どもたちを交通事故や

（交通安全教室の開催

犯罪から守ります。

など）

（３）防犯に向けた活動の推進
（パトロール活動の強化
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など）

など）

お問い合わせ
子育てに関することで、お困りのことが
ありましたら、ご相談ください！

新制度
について

子ども・子育て新制度
について詳しく知って
おいたほうがいいね。

住民福祉課の窓口で、制度についてお答えします。
また、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」ホー
ムページもあわせてごらんください。
（http://www8.cao.go.jp/shoushi/
shinseido/index.html）

子育て全般
について

安心して子育てのサー
ビスを利用したいな。

まずは住民福祉課（0557−95−6204）へご相談く
ださい！
○保育園や緊急時の預け先等に関すること
→住民福祉課（0557−95−6204）
○健康診断など母子保健等に関すること
→保健福祉センター（0557−22−2300 ）
○幼稚園、小中学校の教育環境、子ども広場等に関
相談先や他の子と交流

すること

の場もあるといいな。

→教育委員会（0557−95−6207）

東伊豆町子ども・子育て支援事業計画
編集・発行：東伊豆町 住民福祉課
〒413−0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
TEL：0557−95−6204
FAX：0557−95−5691
E-mail：fukushi@town.higashiizu.shizuoka.jp
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