
次世代育成支援行動計画 

（新・健やか子どもプラン） 

平成２３年度事業進捗状況 
【長岡京市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

「新・健やか子どもプラン」とは・・・・・・】 

 平成 15 年 7 月、国では、少子化の進行に対し抜本的な対策を推進するため、

「次世代育成支援対策推進法」（以下、「次世代法」）を制定しました。 

 本市では、平成 17年 3月に「次代を担う子どもの権利と利益が最大限尊重さ

れ、子どもと親が地域の支援の中で健やかに成長できる、子育てが楽しい長岡

京を築いていく」ことを基本理念とする「長岡京市次世代育成支援行動計画～

新・健やか子どもプラン～」（以下、「前記計画」）を

策定し、その実現に向け５年間取り組んできました。 

 国は、「子どもと家族を応援する日本重点戦略」（平

成 19年 12月）を策定しました。この重点戦略では、

就労と出産・子育ての二者択一構造の解消には、「働

き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の実現」と、その社会的基盤とな

る「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を進

めていく必要があるとし、「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」を策定し、新たな取り組み進めていく方針です。 

 本計画は、全国的な動向も踏まえつつ、本市におけるこれまでの次世代育成

支援対策の取組みの進捗状況や課題を整理し、平成 23年 4月から新たな行動計

画（以下、「後期行動計画」という。）を策定し取り組んだ２年目になります。 

【平成２３年度事業概要報告書（案）】 

 平成 23年度において行動計画に掲げる施策に関する事業について、行政全般

にわたる関係部署からの報告を受けて、その報告をまとめました。 

 行動計画に伴う施策事業予算執行状況は、３ページに記載しています。 

行動計画全体の予算の内、基本目標１“子どもを生み、育てやすい環境づく

り”において８５％以上の予算を計上しています。基本目標別の予算額割合に

ついては、４ページの円グラフの通りです。 

各基本目標における施策の方向別の予算額割合についても、５、６ページに

記載しています。 

 個々の施策展開の進行については、１４ページ以降の調査票のとおりであり、

施策と予算の関係を掲載し、次世代育成関連事業の個々の取り組みを紹介して

います。 

実施事業数は９２事業となっています。 



保育サービス事業の進捗状況

策定時 目標値 現状

平成 平成 平成

２1年 2６年 2３年度末

定員 1,200 1,200 1,200

人
1,121

(入所者数)
1,200

(入所者数)

実施 0 － －

か所

人 0 － －

実施 2 3 2

か所 ※１

人 380 620 370

(利用者数) (延利用者数)

実施

か所

人 1 39 6(/月平均)

(延利用者数72 )

実施

か所

人 0 3 0

実施

か所

人 11(/月平均)

(延利用者数135)

実施 0 1 0

か所 ※2(病児) ※2(病児)

1 1 1

(病後児) (病後児)

定員 0 4 0

人 ※2(病児) ※2(病児)

4 4 4

(病後児) (病後児)

放課後児童健
全育成事業

実施 12 13 12

（留守家庭児
童会）

か所

人 709 652 654

保護者が仕事などの理由により、帰宅が夜間
にわたる場合や、休日に不在の場合などで、
子どもに対する生活指導や家事の面などで困
難が生じている場合に、子どもを児童養護施
設等で預かる事業。

1

事業名 概   要 単位

通常保育事業

保護者が働いていたり、病気などの理由で、
家庭で保育することができない児童を、保護
者に代わって保育所において保育を実施。

特定保育事業

保護者のパートタイムなどの就労により保育
が困難な就学前児童について、週２～３日程
度または、午前もしくは午後のみなどの柔軟
な保育を実施する事業。

39

0

病児・病後児
保育事業

現在保育所に通所中の子どもが病気の「回復
期に至らない場合」かつ当面症状に急変が認
められない場合（病児）、「回復期」にあり
集団保育できない場合（病後児）、一時的に
保育を行う事業。施設型には、医療機関など
に保育機能を付加するものと、保育所に病後
児保育室を併設し、専門の看護師や保育士等
を配置して行う保育所併設型がある。

就労等の理由で、昼間、保護者が不在である
概ね10歳未満の児童を学校やその他の施設
等で放課後一定時間保育する事業。

保育サービス等の目標事業量（２３年度末）

子育て短期支
援事業（トワ
イライトステ
イ事業）

休日保育事業

就労形態の多様化に伴い、日曜日・祝日など
に勤務している保護者のため、日曜日・祝日
などにおいて保育を実施。

1

2

1

1

0

延長保育事業

保護者が仕事等の都合により、通常の保育時
間（11時間）を超えて保育園で子どもを預
かってほしい場合に時間を延長して保育を実
施。

1 1

夜間保育事業

開所時間がおおむね午後10 時までの時間も
しくはそれを超えて保育を行う事業。

1

　※１　神足保育所を予定。

　※２　現在、病後児保育は済生会京都府病院で実施。今後病児保育については調整。



策定時 目標値 現状

平成 平成 平成

２1年 2６年 2３年度末

実施

か所

実施 5

か所 (駅前ｷｯｽﾞ含む)

日数 5,335

(延利用日数)

実施

か所

人

実施

か所

44

単位

4,028 4,600

5

地域子育て支
援拠点事業
（ひろば型、
センター型）

乳幼児と保護者の交流の場の提供と交流の促
進、子育てについての相談、情報の提供、子
育てに関する講習会等を行っている事業。ま
た、支援センターでは子育て全般に関する専
門的な支援を行う拠点として、関係機関や子
育て支援団体等と連携し、地域に出向いた活
動を実施。

1

－子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ事業）

保護者の病気や仕事等の社会的理由により一
時的に子どもの養育ができないときに、児童
養護施設等において一定期間（７日間程度）
預かり、保護者に代わって児童の養育を行う
事業。 －

11

0 3

一時預かり事
業

保護者の冠婚葬祭や病気、急な仕事が入った
等の緊急的保育サービスとして、一時的に子
どもを保育所で預かる事業。

概   要事業名

5

10

ファミリーサ
ポートセン
ター事業

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）
と、子育てのお手伝いをしたい人（提供会
員）が会員登録し、お互いに助け合う相互援
助組織。

4



 

■ 行動計画施策体系 

基本目標 施策の方向 主要施策 

１
．
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り 

(１)親子の健やかな成長を支え

る母子保健・医療体制づくり 

①安心・安全な妊娠・出産及び不妊治療のため

の支援 

②母子の健康保持・増進のための支援 

③食育の推進 

④歯科保健対策の充実 

⑤思春期保健対策の充実 

⑥小児医療体制の充実 

(２)支援の必要な家庭や子ども

の自立を支える環境づくり 

①児童虐待防止の推進と要保護児童への支援 

②ひとり親家庭への支援の充実 

③障がい児等の療育体制の充実 

(３)地域で安心・安全に子育てが

できる環境づくり 

①子どもと子育て家庭に配慮したまちづくり 

②子どもと子育て家庭にとって安心・安全な地

域環境づくり 

③子どもと子育て家庭にとって安心・安全な居

住環境づくり 

(４)子育ての経済的負担の軽減 ①医療費等の助成 

②就園・就学助成 

③保育料の適正化 

④各種手当等の支給 

⑤奨学金等の普及・啓発 

２
．
子
育
て
と
仕
事
を
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り 

(１)多様なニーズに対応した保

育サービスの推進 

①多様なサービスの充実と保育内容の質の向上  

②保育所施設の整備・充実 

③保育所運営に対する支援 

④放課後児童対策の充実 

(２)男女が共に子育てと仕事を

両立しやすい労働環境の推

進 

①継続就労可能な職場環境の整備のための働

きかけ 

②多様な就労形態に向けた働きかけ 

(３)男女が共同し取り組む子育

ての推進 

①男女共同参画に関する意識啓発、活動への推 

 進 

②男性の子育て・家庭生活への参加促進 

 

 



 

基本目標 施策の方向 主要施策 

３
．
地
域
で
支
え
る
子
育
て
の
環
境
づ
く
り 

(１)子育てに関する相談・援助体制

の充実 

①子育てに関する総合相談窓口の整備 

②専門機関における相談機能の充実と連携の強化 

③地域等における子育て相談支援機能の充実 

④子育て支援のためのネットワーク化の推進 

(２)子育てに関する情報提供の充実 ①多様な媒体、関係機関と連携した情報提供の

促進 

(３)子育てに関する学習機会の充実 ①家庭教育の情報提供と機会の充実 

②親子のふれあい体験機会の充実 

③親意識の醸成 

４
．
次
代
を
担
う
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
環
境
づ
く
り 

(１)子どもの人権尊重の視点に立

つ環境づくり 

①生命・人権を大切にする教育・保育の推進 

②相談・支援体制の充実 

③子どもの意見表明・意見反映の機会の提供 

(２)子どもの個性と能力を伸ばす

教育の充実 

①地域に開かれた学校づくりの推進 

②生きる力を育む学校教育の推進 

③特別支援教育の充実 

(３)子どもの社会性を育む遊び・交

流の場の充実 

①多様な体験機会の充実 

②スポーツ・レクリエーション活動の充実 

③遊び環境の整備・充実 

(４)子どもの健全な成長を支援す

る環境の充実 

①子どもの自立を促す支援事業の推進 

②子どもの健全育成活動の推進 

(５)子どもが安心・安全に暮らせる

環境の充実 

①交通安全対策の推進 

②子どもが犯罪等に巻き込まれない地域づくり 

 



１（１）① 妊婦健康診査事業 健康推進課 継続 継続

両親教室事業 健康推進課 継続 継続

不妊治療の給付事業 医療年金課 継続 拡大

１（１）② 新生児訪問の充実 健康推進課 質的改善 継続

乳幼児健診事業 健康推進課 継続 継続

親子健康相談事業 健康推進課 継続 継続

ことばの相談・心理発達相談 健康推進課 継続 継続

医師発達相談 健康推進課 継続 継続

発達障がい児等支援事業
（すくすく５歳児相談）

健康推進課 新規 継続

予防接種事業 健康推進課 継続 継続

１（１）③ 食育推進事業 健康推進課 新規 継続

１（１）④
育児支援事業(1歳3か月児教室)
【再掲】

健康推進課 継続 継続

乳幼児健診事業(3歳6か月児健診、
1歳8か月児健診)【再掲】

健康推進課 継続 継続

１  （１） ⑥ 子育て支援医療費助成事業 医療年金課 継続 継続

母子医療費支援事業 医療年金課 質的改善 継続

１（２）① 育児支援家庭訪問事業 健康推進課 継続 継続

長岡京市要保護児童対策地域協議会 こども福祉課 継続 継続

１（２）② 母子福祉団体補助事業 こども福祉課 継続 継続

母子家庭奨学金等支給事業
（府事業）

こども福祉課 継続 継続

母子家庭自立支援給付金事業 こども福祉課 継続 継続

母子自立支援相談事業 こども福祉課 継続 継続

１（２）③ 障がい者サービス利用支援事業 障がい福祉課 継続 継続

障がい者（児）移動支援事業 障がい福祉課 継続 継続

障がい者(児)デイサービス事業 障がい福祉課 継続 継続

障がい者（児）短期入所事業 障がい福祉課 量的拡大 継続

平成23年度
実績

継続
育児支援事業（母子健康手帳、子育
てふれあい教室、離乳食教室、10か
月児教室、１歳３か月児教室）

健康推進課 継続

基本目標
(施策の方向)
主要施策

事　業　名 担当課

長岡京市次世代育成支援行動計画　進行管理カルテ（施策一覧）

目　　標
(平成22～
26年度)

9 



平成23年度
実績

基本目標
(施策の方向)
主要施策

事　業　名 担当課

長岡京市次世代育成支援行動計画　進行管理カルテ（施策一覧）

目　　標
(平成22～
26年度)

福祉機器等給付事業 障がい福祉課 質的改善 継続

日常生活用具の給付・貸与 障がい福祉課 質的改善 継続

「障がい者福祉のしおり」の発行 障がい福祉課 継続 継続

障がい者等に対する就労支援のあり
方検討

障がい福祉課 縮小 継続

支援学校卒業予定者の進路に関する
支援

障がい福祉課 継続 継続

授産施設、共同作業所等の拡充 障がい福祉課 継続 継続

障がい者愛のタクシー扶助事業 障がい福祉課 継続 継続

心身障がい児通園事業
（集団療育の充実）

障がい福祉課 継続 継続

障がい児相談支援事業 障がい福祉課 継続 継続

障がい者ネットワーク連絡調整会議 障がい福祉課 質的改善 継続

重症心身障がい者及び自閉症に対す
る支援のあり方の検討

障がい福祉課 継続 継続

１（３）②
小学校学びの環境づくり事業(通学
路安全対策事業を統合(H23から)

学校教育課 継続 継続

幼児、小・中学校交通安全教育 土木課 縮小 継続

１  （ ４ ） ① 子育て支援医療費助成事業【再掲】 医療年金課 継続 継続

母子医療費支援事業【再掲】 医療年金課 質的改善 継続

１（４）② 幼稚園就園助成事業 教育総務課 継続 継続

幼稚園設備費補助事業 教育総務課 継続 継続

私立幼稚園心身障がい児教育振興補
助金事業

教育総務課 継続 継続

小学校就学の援助事業・中学校就学
の援助事業

学校教育課 継続 継続

１（４）③ 乳児保育委託助成事業 こども福祉課 継続 継続

１（４）④ 子ども手当等支給事業 こども福祉課 拡大 継続

障がい児福祉手当 障がい福祉課 継続 継続

生活助成金支給事業
（障がい者・母子家庭）

障がい福祉課 質的改善 継続

心身障がい者扶養共済補助制度 障がい福祉課 継続 継続

１（４）⑤ 技能修得資金等支給事業（府事業） 社会福祉課 継続 継続

母子家庭奨学金等支給事業（府事
業）【再掲】

こども福祉課 継続 継続

２（１）① 一時預かり補助事業 こども福祉課 継続 継続



平成23年度
実績

基本目標
(施策の方向)
主要施策

事　業　名 担当課

長岡京市次世代育成支援行動計画　進行管理カルテ（施策一覧）

目　　標
(平成22～
26年度)

延長保育事業 こども福祉課 継続 継続

障がい児保育事業 こども福祉課 継続 継続

保育所地域活動事業 こども福祉課 継続 継続

ファミリーサポートセンター事業 こども福祉課 継続 継続

乳幼児健康支援一時預かり事業
(病後児保育)

こども福祉課 継続 継続

簡易保育施設補助事業 こども福祉課 継続 継続

駅前保育施設運営助成事業 こども福祉課 継続 継続

２（１）② 保育所運営事業
健康福祉政策監
こども福祉課 継続 継続

２（１）③ 民間保育所運営助成事業
健康福祉政策監
こども福祉課 継続 拡大

２（１）④ 留守家庭児童会育成事業
文化・スポーツ
振興室

継続 継続

２（３）① 男女共同参画フォーラム
女性交流支援セ
ンター

継続 継続

子育て女性支援講座
女性交流支援セ
ンター

新規 継続

男女共同参画フロア運営事業
市民協働・男女共同
参画政策監 新規 継続

３（１）① Webコンテンツ子育てガイド管理事
業

こども福祉課 継続 継続

３（１）②
子育て等相談事業
（家庭児童相談室）

こども福祉課 継続 継続

地域子育て支援センター事業 こども福祉課 継続 継続

教育支援センター事業
(教育相談、適応指導教室)

教育支援セン
ター

継続 質的改善

３（１）④ 学習ボランティア養成・支援事業 中央公民館 継続 継続

民間社会福祉活動振興助成 社会福祉課 継続 継続

地域福祉活動団体支援事業
(民生児童委員協議会)

社会福祉課 継続 継続

地域福祉活動団体支援事業
(社会福祉協議会)

社会福祉課 継続 継続

文庫連絡会補助事業 図書館 継続 継続

地域子育て支援センター事業
【再掲】

こども福祉課 継続 継続

つどいの広場助成事業 こども福祉課 継続 拡大

子育て支援活動応援事業 こども福祉課 継続 継続

子育て支援活動事業(幼児家庭教育学級
ぴよぴよクラブの企画運営)

中央公民館 継続 継続

３（２）① Webコンテンツ子育てガイド管理
【再掲】

こども福祉課 継続 継続
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長岡京市次世代育成支援行動計画　進行管理カルテ（施策一覧）
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(平成22～
26年度)

３（３）① 家庭教育学級 中央公民館 継続 継続

３（３）②
子育て支援活動事業
(子育てふれあいルームの開放)

中央公民館 継続 継続

４（１）① 障がい者児の人権を考えるひろば 障がい福祉課 継続 継続

４（１）③
教育支援センター事業
（私の主張発表大会）

教育支援セン
ター

継続 継続

４（２）②
教育支援センター事業(英語暗唱大

会、小学生アイデア作品展)
教育支援セン
ター

継続 継続

４（２）③
小学校就学の援助事業・中学校の援
助支援事業

学校教育課 継続 継続

教育支援センター事業
（就学指導委員会）

教育支援セン
ター

継続 継続

４（３）① 長岡京市少年少女発明クラブ 中央公民館 継続 継続

図書館行事推進事業 図書館 量的拡大 継続

自然とのふれあい事業 環境政策監 継続 継続

児童館各種体験学習教室事業 北開田児童館 継続 継続

市老人クラブ連合会「多世代の交
流」事業

高齢介護課 継続 継続

放課後子ども教室推進事業
文化・スポーツ
振興室

継続 継続

西山ファミリー環境探検隊事業 環境政策監 新規 継続

保育所地域活動事業【再掲】 こども福祉課 継続 継続

４（３）② 指導者育成事業
文化・スポーツ
振興室

継続 継続

総合型地域スポーツクラブ育成事業
文化・スポーツ
振興室

継続 継続

４（３）③ 児童館機能の充実事業 北開田児童館 継続 継続

公園緑地整備事業 公園緑地課 継続 継続

４（４）② 青少年健全育成推進協議会事業
文化・スポーツ
振興室

継続 継続

４（５）①
小学校学びの環境づくり事業(通学路安
全対策事業を統合(H23から)【再掲】

学校教育課 継続 継続

幼児、小・中学校交通安全教育
【再掲】

土木課 縮小 継続


