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（仮称）長野市子ども・子育て支援事業計画に係る施策等について（案） 

 

Ⅰ 施策の体系図 

  （仮称）長野市子ども・子育て支援事業計画に係る施策の体系図の概要は次のとおりです。 

  本事業計画は、基本理念のもと、基本目標及び基本施策を設定し、当該基本施策ごとに施策、 

個別事業を展開していきます。 

 

 

  

資料1－３ 

第４回長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

平成26年９月25日こども政策課作成 
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① 幼児期の教育・ 

保育の充実 

 

 

② 子育て支援 

の充実 

 

 

 

③ 専門的な支援 

の充実 

基本施策 

１）子ども・子育て支援事業の充実 

２）教育・保育の一体的提供の推進 

１）児童虐待防止対策の充実 

 

３）障害児支援等の充実 

２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

３）教育・保育の質の向上 

２）地域ぐるみの子育て支援の推進 

３）仕事と生活の調和の実現に向けた 

取組の推進 

１）計画的な教育・保育施設等の整備 



2 

 

Ⅱ 基本目標 

   本計画では、地域の実情に応じた質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が総合的かつ効

率的に提供され、基本理念が実現するため、次の３つの基本目標※を設定し、総合的に施策を推進します。 

 

 基本目標① 幼児期の教育・保育の充実 

 

安心して子どもを預けることができる幼稚園・保育所・認定こども園といった教育・保育施設の充実

に加えて、家庭的保育や小規模保育などさまざ事業も拡充し、それらの質の向上を図りつつ、子どもの

受け皿の整備を図り、幼児期の教育・保育の充実を目指します。 

乳幼児期から学童期にかけて、周囲の環境と関わり合う中で生活に必要な能力、態度を獲得していく

発達過程を通じて、一人一人がかけがえのない個性ある存在として認められ、自己肯定感をもって育ま

れることを目指します。 

 

 基本目標② 子育て支援の充実 

 

社会のあらゆる分野における全ての構成員が、全ての子どもの健やかな成長を実現するという目的を

共有しつつ、子どもの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心を高め、それぞれの役割を果たしてい

くことを目指します。 

保護者が子育ての第一義的責任を有することを前提としつつ、さまざまな状況の中で子どもと向き合

う親の思いに寄り添い、親としての成長を支援することで、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを

感じることを目指します。 

 

 基本目標③ 専門的な支援の充実 

 

障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもも含め、

一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指します。 

 

Ⅲ 基本施策 

基本目標を達成するため、次の９つの基本施策を設定します。 

 

基本目標① 幼児期の教育・保育の充実 

・基本施策１－1 計画的な教育・保育施設等の整備 

・基本施策 1－２ 教育・保育の一体的提供の推進 

・基本施策 1－３ 教育・保育の質の向上 

 

基本目標② 子育て支援の充実 

・基本施策２－１ 子ども・子育て支援事業の充実 

・基本施策２－２ 地域ぐるみの子育て支援の推進 

・基本施策２－３ 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 

 

基本目標③ 専門的な支援の充実 

・基本施策３－１ 児童虐待防止対策の充実 

・基本施策３－２ ひとり親家庭の自立支援の推進 

・基本施策３－３ 障害児支援等の充実 

 

Ⅳ 施策及び個別事業 

基本施策に係る「施策推進の背景と課題」を明らかにし、施策（23 施策）及び個別事業（86 事業）を

次の表のとおり展開します。 
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なお、個別事業のうち新規に設定する事業数は 13 事業であり、未来プランの施策を承継した事業数は

43 事業です。 

  

※基本目標等の施策の展開に係る数は次のとおりです。 

・基本目標数・・・３ 

・基本施策数・・・９ 

・施策数・・・・・23 

・個別事業数・・・86（うち新規 13） 

 

基本目標① 基本施策１-１ 計画的な教育・保育施設等の整備 

【施策推進の背景と課題】 

国から提示される基本指針等に沿って、教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「幼児期の学校教育・

保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を定めることが求められています。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、教育・保育施設及び地域型保育事業による確保の内容及び

実施時期を設定する必要があります。 

なお、３号認定については、満３歳未満児における保育需要の高まりを鑑み、子どもの数全体に占める保育

所、認定こども園又は地域型保育事業の利用者数の割合について、現在の保育の利用状況及び利用希望を踏ま

え、計画期間内の各年度における目標を設定することで、需要量の確保を図っていくことが必要です。 

０歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、取得中の育

児休業を途中で切り上げたりする状況がみられます。 

長野市においても、待機児童がゼロの状況が続くものの、年度途中での入所が難しいことから、年度初めの

入所のタイミングで職場に復帰した人が３割以上いる状況となっており、育児休業満了時が年度途中であって

も、希望者が円滑に利用できる提供体制を確保していく必要があります。 

 

【施策の展開】 

 

（１）教育・保育施設等の量の見込みと確保の方策 （施策コード 111） 

（２）産休及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 （施策コード 112） 

 

施策名 施策の内容 

（１）教育・保育施設等の

量の見込みと確保

の方策 

○安心して子どもを預けることができる幼稚園・保育所・認定こども園の教育・

保育施設の充実に加えて、家庭的保育や小規模保育などさまざ事業も拡充し、

質を確保した上で、子どもの受け皿の整備を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

１号認定及び２号認

定（幼児期の学校教

育の利用意向が強

い） 

（新規） 

（個別事業コード

（以下「コード」と

各年度における市全域及び各教育・保育提供区

域について、地域のニーズに応じた認定区分ご

との教育・保育の量の見込みを定めます。また、

設定した「量の見込み」に対応するよう、教育・

保育施設による確保の内容及び実施時期を設

定します。 

保育課 
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いいます。）1111） 

２号認定（上記以外） 

（新規） 

（コード 1112） 

各年度における市全域及び各教育・保育提供区

域について、地域のニーズに応じた認定区分ご

との教育・保育の量の見込みを定めます。また、

設定した「量の見込み」に対応するよう、教育・

保育施設による確保の内容及び実施時期を設

定します。 

 

保育課 

３号認定（０歳） 

（新規） 

（コード 1113） 

・各年度における市全域及び各教育・保育提供

区域について、地域のニーズに応じた認定区分

ごとの教育・保育の「量の見込み」を定めます。

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、

教育・保育施設及び地域型保育事業による確保

の内容及び実施時期を設定します。 

・満３歳未満児における保育需要の高まりを鑑

み、子どもの数全体に占める、認定こども園、

保育所又は地域型保育事業の利用者数の割合

について、現在の保育の利用状況及び利用希望

を踏まえ、計画期間内の各年度における目標を

設定することで、需要量の確保を図ります。 

 

保育課 

３号認定（１・２歳）

（新規） 

（コード 1114） 

・各年度における市全域及び各教育・保育提供

区域について、地域のニーズに応じた認定区分

ごとの教育・保育の「量の見込み」を定めます。

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、

教育・保育施設及び地域型保育事業による確保

の内容及び実施時期を設定します。 

・満３歳未満児における保育需要の高まりを鑑

み、子どもの数全体に占める、保育所、認定こ

ども園又は地域型保育事業の利用者数の割合

について、現在の保育の利用状況及び利用希望

を踏まえ、計画期間内の各年度における目標を

設定することで、需要量の確保を図ります。 

 

保育課 

施策名 施策の内容 

（２）産休及び育休後の教

育・保育施設の円滑

な利用の確保 

○産前・産後休業及び育児休業中の保護者に対し、様々な機会を通じて教育・保

育施設の利用に関する情報提供及び相談支援を行います。 

○産後の休業及び育児休業の取得状況に応じた年度途中での利用希望状況の把

握に努めるとともに、教育・保育施設等と連携しながら、年度途中からでも計

画的に受入が可能な体制整備について検討します。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

育休明け入所予約制

度 

（コード 1121） 

産休明け、育児休業終了後の職場復帰が決まっ

ている場合、年度途中の入所申請について、４

月当初の入所申込と同時に申込み、予約するこ

とにより、働く母親の育児や仕事復帰への不安

保育課 
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を解消します。また、年度中途に生まれる子の

予約も受け付け、４月当初に予約分も含む入所

児童数に応じた保育士を配置します。 

 

保育士資格保有者の

活用 

（コード 1122） 

保育士合同面接会の実施等、ハローワークの連

携を強化するとともに、保育士資格を持つ潜在

的な人材に働きかけを行うため、就労条件等を

含めた処遇を検討するとともに、保育現場就労

前に、研修や職場体験の機会を設けます。 

 

保育課 

  

基本目標① 基本施策１－２ 教育・保育の一体的提供の推進 

【施策推進の背景と課題】 

幼稚園及び保育所の機能や特長をあわせ持ち、保護者の働いている状況に関わりなく、教育・保育を一

体的に受けられ、また、就労状況が変わった場合も、通いなれた園を継続して利用できる施設として、認

定こども園があります。現在、本市には、幼保連携型認定こども園が６園(私立)、保育所型認定こども園

が１園(公立)あります。 

これまで、あまり普及が進まなかった幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督(都道府県、

指定都市、中核市)を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけするとともに、認定こども

園への財政措置を「施設型給付」として、一本化します。 

今後も、施設・事業者の意向を尊重しつつ、利用者のニーズに応じて、幼保連携型認定こども園の設置

を促進していく必要があります。 

また、乳幼児期の子どもの発達は、連続性を有するものであることを踏まえると、特に満３歳到達前後

及び教育・保育施設から小学校への入学の接続期において、子どもの発達状況等を十分把握した上で、一

人一人の子どもの状況に応じた教育・養育支援につなげていくことが求められます。 

本市では、「幼保小連携会議」を設置し、小学校への接続を見通した連携体制の強化やカリキュラムの

作成に取り組んでおり、引き続き、発達の連続性を踏まえた教育・保育の一体的な提供に向けて推進を図

る必要があります。 

 

【施策の展開】 

 

（１）認定こども園の整備促進（施策コード 121） 

（２）発達の連続性を踏まえた関係機関の連携促進（施策コード 122） 

 

施策名 施策の内容 

（１）認定こども園の整備

促進 

○市内の幼稚園及び保育所を運営する事業者に対し、認定こども園への移行に

関する各種制度等の情報提供を行うとともに、移行に伴い必要となる施設整

備の財政的支援を行います。 

○幼保連携型認定こども園については、長野市が認可を行うこととなることか

ら、教育・保育提供区域における教育・保育ニーズを踏まえつつ、条例に定

める基準に適合する施設について認可を行います。 
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個別事業等 

事業名 内容 担当課 

認定こども園（幼保

連携型） 

（新規） 

（コード 1211） 

就学前の子どもに関する教育・保育や地域おけ

る支援を総合的に提供する機能を備えた認定

こども園の設置が推進されよう支援し、幼保一

元化を推進します。 

 

保育課 

施策名 施策の内容 

（２）発達の連続性を踏ま

えた関係機関の連携

促進 

○幼稚園、保育所、小学校の連携した取組を推進するための体制強化を図りま

す。 

○長野市における幼児期の教育及び小学校教育の接続の在り方を明確にし、す

べての幼稚園、保育所及び小学校で共通した考え方に基づいた実践を行いま

す。 

 ○教育・保育施設及び地域型保育事業を利用しない家庭も含めたすべての子ど

もと保護者に対する支援について、関係機関と幼稚園、保育所、小学校等と

の連携した取組を促進します。(０～２歳に係る取組と３～５歳に係る取組の

連携) 

具体的な取組（主な実施事業） 

事業名 内容 担当課 

幼保小連携会議 

（コード 1221） 

・幼稚園及び保育所並びに長野市立小学校が相

互に連携を図りながら協力することにより、幼

児期の教育と小学校における教育の円滑な接

続を図ります。 

・小学校との円滑な接続の機会拡充のための人

員体制の確保を図ります。 

 

学校教育課 

保育課 

こども広場運営 

（コード 1222） 

教育・保育施設等の情報提供及び必要に応じて

相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を図ります。 

 

保育課 

地域子育て支援セン

ター運営 

（コード 1223） 

教育・保育施設等の情報提供及び必要に応じて

相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を図ります。 

 

保育課 

おひさま広場運営

（コード 1224） 

園開放や講演会・講習等を通じて、幼稚園教

諭・保育士や在園児との交流を深めるとととも

に、地域の教育・保育、子育て支援サービスの

情報提供を行います。 

 

保育課 

 

基本目標① 基本施策１－３ 教育・保育の質の向上 

【施策推進の背景と課題】 

子ども・子育て支援法では、「支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するも
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のであって、良質かつ適切なものでなければならない」としており、教育・保育や地域の子育て支援の拡充の

みならず、質の向上を進めていくこととしています。 

質の高い教育・保育を提供するためには、幼稚園、保育所及び認定こども園と小学校等との連携のための取

組の促進、幼稚園教諭、保育士等に対する研修の充実等による資質の向上、処遇改善を始めとする労働環境へ

の配慮並びに施設・事業者に対して、適切な指導監督、評価等を通じて、質の高さを担保していく必要があり

ます。また、障害児等特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育等を利用できるよう必要な配慮を行う必

要があります。 

【施策の展開】 

（１）職員配置の充実（施策コード 131） 

（２）職員の職務能力向上に向けた取組の推進（施策コード 132） 

（３）障害児等の受入体制の強化（施策コード 133） 

 

施策名 施策の内容 

（１）職員配置の充実 
○子どもの年齢に応じてきめ細かな教育・保育が可能な職員配置の改善に努め

ます。 

○不足している保育士及び保育従事者の確保を図るため、一度職場を離れた有

資格者の活用等を促進するとともに、育児経験者等に対し必要な研修を行い、

保育士をサポートする人材の養成を図ります。 

○障害児など特別な支援が必要な子どもが安全・安心して教育・保育等を利用

できるよう、保育士加配の改善に努めます。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

教育・保育施設等の

運営基準の設定 

（新規） 

（コード 1311） 

教育・保育施設および地域型保育事業の運営基

準において、国基準を上回る基準を設定する等

により、手厚い職員配置の確保に努めます。 

保育課 

子育て支援員の育

成・確保 

（新規） 

（コード 1312） 

育児経験豊かな主婦等を主な対象に、本市の子

ども・子育て支援事業等に実際に従事するため

の必要な研修・講習を行い、研修をした者を(仮

称)「子育て支援員」として市が認定します(子

育てサポーター養成講座の拡充)。 

 

保育課 

保育士資格保有者の

活用 

（新規） 

（コード 1313） 

保育士合同面接会の実施等、ハローワークの連

携を強化するとともに、保育士資格を持つ潜在

的な人材に働きかけを行うため、就労条件等を

含めた処遇改善を図るとともに、保育現場就労

前に、研修や職場体験の機会を設けます。 

 

保育課 

施策名 施策の内容 

（２）職員の職務能力向上

に向けた取組の推進 

○各施設における職員研修の実施を促進するとともに、関係機関・団体等が実

施する外部研修への積極的な参加の働きかけを行います。 
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○幼稚園教諭と保育士の合同研修を行うなど、情報や共通の課題を共有すると

ともに、幼稚園・保育所等それぞれの教育・保育の特徴を把握しつつ、職務

能力の向上に向けた取組を促進します。 

○職員の定着・確保を図るため、職員の処遇改善に向けた取組を推進します。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

職員研修の促進 

（コード 1321） 

長野市保育士研修計画に基づき、「専門的な知

識・技術」を習得するための研修に取り組みま

す。 

幼稚園・公私立保育所職員合同研修の企画立案

及び未満児・障害児研修等職場外研修の実施を

行います。 

私立施設職員の研修の充実を図るため、公定価

格の質の改善に組み込まれている以上の財政

的支援を検討します。 

 

保育課 

園の自己評価の促進 

（コード 1322） 

長野県福祉サービス第三者評価基準を基に、公

立保育所運営の自己評価を行います。評価園を

選定し、第三者内部評価委員による評価を行

い、園の質の向上に取り組みます。 

私立施設については、質の改善に取組む一環と

して、第三者評価の受審等の働きかけを行いま

す。 

 

保育課 

職員処遇改善事業 

（コード 1323） 

公定価格に基づく職員処遇改善を図るととも

に、公立保育所嘱託保育士等の賃金を含めた処

遇改善に取り組みます。 

 

保育課 

施策名 施策の内容 

（３）障害児等の受入体制

の強化 

○幼稚園や保育所において、障害のある子どもの受入を拡充できる体制の強化

を図り、集団生活のなかで健やかな成長が育まれる環境づくりに努めます。 

○幼稚園教諭や保育士をはじめ、教育・保育施設職員の障害に対する正しい知

識の習得や理解促進を図り、専門的な対応が可能な体制の強化を図ります。 

○学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の発達障害について、関係

機関職員の理解を深め、障害の状態に応じてその可能性を最大限に伸ばすこ

とができる適切な教育的支援に努めます。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

障害児保育事業 

（コード 1331） 

研修等を通じて、障害に対する理解を深め、幼

稚園教諭・保育士の職務能力向上や加配等を図

るとともに、医療ケアの必要な子どもの公立保

育所の受入体制の整備を図ります。 

 

保育課 
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保育所・幼稚園等の

施設訪問 

（コード 1332） 

発達相談員、保健師、作業療法士等の専門職に

よる支援チームが、保育所等を巡回訪問し、発

達について専門的な支援が必要な子どもや、発

達障害の子どもに応じた対応方法について助

言を行うことで、園における支援体制を整えま

す。 

 

保育課 

子育て支援課 

健康課 

 

基本目標② 基本施策２－１ 子ども・子育て支援事業の充実 

【施策推進の背景と課題】 

妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行うためには、その中核を担う教育・保育施設等の充実と併せて、

地域における質の高い子ども・子育て支援機能の維持・確保が必要です。 

特に、満３歳未満児の子どもを持つ子育て家庭や養育支援が必要な家庭等に対するきめ細かな支援は、子育

て家庭の不安の解消や虐待防止にもつながります。 

子ども・子育て支援法で定められた基本指針では、地域子ども・子育て支援事業について、市町村は、子ど

も・子育て支援に係る現在の利用状況や今後の利用希望を把握・分析し、量の見込みを定めるとともに、需要

に対応した提供体制の確保と実施時期を定めることとしています。 

本市においても、ニーズ調査等の結果を踏まえ、適切に量を見込むとともに、地域の実情に応じた提供体制

の確保を図り、その上で多子世帯の保育料軽減、福祉医療費給付の継続など、各種経済支援の充実を図る必要

があります。 

【施策の展開】 

（１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策（施策コード 211） 

（２）経済的支援の充実（施策コード 212） 

 

施策名 施策の内容 

（１）地域子ども・子育て

支援事業の量の見

込みと確保の方策 

 

○ 計画期間における「地域子ども・子育て支援事業量の見込み」を「現在の

利用状況」に「利用希望」を踏まえて設定します。 

○ 従来の幼稚園、保育所、認定こども園等の教育・保育施設のみならず、す

べての子育て家庭を支援するため、家庭で子育てをする保護者も利用できる

「一時預かり」や身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て

支援拠点」、放課後児童クラブなど、地域の様々な子育て支援の確保・充実を

図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

利用者支援事業 

（新規） 

（コード 2111） 

「特定型」（主に、行政機関の窓口等を活用）

について、こども広場及び地域子育て支援セン

ター等の運営者や利用者の意向等を踏まえ、確

保方策を検討していきます。（現在は、保育課

及びこども相談室が利用者支援の役割を果た

していることから、箇所数を当面２箇所として

います。） 

保育課 
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延長保育事業（時間

外保育事業） 

（コード 2112） 

公立保育所（運営委託含む）については延長保

育事業を指定した園（９園）において、私立保

育所については全ての園において、それぞれ 11

時間開所を超える延長保育（時間外保育）を実

施していることから、引き続き延長保育に取り

組むことにより、保育提供区域ごとに量の見込

みを確保していきます。 

 

保育課 

放課後子ども総合プラ

ン 

（コード 2113） 

・一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放

課後子供教室を計画的に整備を進め、放課後等

における全ての児童を対象とした居場所の確

保と世代間や異学年交流、体験活動を促進しま

す。 

・小学校の放課後の空き時間帯を利用するなど

更なる余裕教室等の活用を促進します。 

・開所時間の延長や高齢者等の地域住民等の一

層の参画・促進を図ります。 

 

こども政策課 

子育て短期支援事業 

（コード 2114） 

保護者の病気や妊娠･出産、家族の介護、冠婚

葬祭等のため、家庭において児童を養育するこ

とが一時的に困難になった場合、児童養護施設

又は乳児院において一定期間預かり、養育しま

す。また、保護者の仕事等の理由により、平日

の夜間等に不在となり、家庭において児童を養

育することが一時的に困難なった場合も、児童

養護施設において一時的に預かり、養育しま

す。今後も広報紙等によって周知に努め、利用

を促進します。 

 

子育て支援課 

はじめまして赤ちゃん

事業（乳児家庭全戸訪問

事業） 

（コード 2115） 

訪問家庭の要望に応じ日程を確保するととも

に、その家庭の状況に応じて継続して訪問、支

援を実施するため、保健所、保健センター等の

保健師のほか、訪問事業を委託することによ

り、量の見込みに対する訪問・支援体制を確保

します。 

 

健康課 

養育支援訪問事業 

（コード 2116） 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育

を支援する必要がある乳児等やその保護者や

妊産婦に対して、保健師等による養育に関する

相談、指導、助言を行うとともに、ヘルパーに

よる乳幼児の保育や、家事支援等を行い、要支

援者の身体的、精神的負担の軽減を図ります。 

 

子育て支援課 

健康課 

地域子育て支援拠点事

業 

（コード 2117） 

・現在、15 箇所ある地域子育て支援センター施

設を地域子育て支援拠点事業と同様の目的で

開設しているこども広場（２箇所）とほぼ全園

（幼稚園・保育所・認定こども園）において、

園開放等のおひさま広場（市の独自施策）を開

保育課 
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設しています。 

・本事業については、不定期の利用が多く、ま

た、幼稚園や保育所のようにほとんどの子ども

が確実に利用する施設とは異なるため、これま

での実績を踏まえて、確保の内容を定めるもの

とします。なお、利用日及び利用時間帯の利便

性の向上を図るとともに、利用者への周知徹底

を図ることにより、一定の利用者数の確保を図

ります。 

一時預かり事業 

(一般型・余裕活用型・

訪問型) 

（コード 2118） 

幼稚園型の一時預かり事業については、市内全

ての幼稚園において預かり保育として実施し

ており、引き続き、私学助成により預かり保育

を実施するとともに、新制度に移行する幼稚園

（認定こども園含む）については、市から「一

時預かり事業」を委託することにより、量の見

込みを確保していきます。 

ながの子ども未来プランにおいて、保育所にお

いて一時預かり事業を 13 園（延べ 19,000 人）

設置することを目標値として定め、順次拡大し

てきました。現在、12 箇所の一時預かり指定園

があり、もう１箇所設置することにより、目標

値を達成することができます。本事業は利用が

不定期であることから、これまでの実績を踏ま

えるとともに、指定園の拡大を図りつつ、量の

見込みを確保していきます。 

 

保育課 

病児・病後児保育事業 

（コード 2119） 

病後児を専用のスペースで預かる事業として、

現在、１箇所（ゆりかご）設置していますが、

利用実績は極めて低調であることから、利用者

に対して周知徹底を図るとともに、利便性の向

上を図るために、医療機関等の協力を得て、市

の南部に実施施設の１箇所増を行い、計２箇所

で量の見込みを確保していきます。 

 

保育課 

ファミリー・サポート・

センター事業（子育て援

助活動支援事業） 

（コード 21110） 

利用が不定期かつ有償であることから、これま

での実績を踏まえるとともに、提供会員数及び

両方会員数の拡充を図ることにより、量の見込

みの確保を図ります。 

保育課 

妊婦健診事業 

（コード 21111） 

里帰り等、妊婦の状況に応じて、妊婦がどこで

も健診が受けられるよう、長野県医師会との委

託契約により、長野県内統一単価、統一内容に

より実施します。また、県外の医療機関につい

ては、償還払いにより実施することにより、量

の見込みに対する受診体制を確保します。 

 

 

 

健康課 
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施策名 施策の内容 

（２）経済的支援の充実 

 

○多子世帯の保育料軽減、福祉医療費給付など、各種経済支援の充実を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

多子世帯の保育料軽

減 

（新規） 

（コード 2121） 

18 歳未満の児童が３人以上いる世帯のうち、当

該世帯の３人目以降で、かつ、３歳未満児の児

童の利用者負担の無償化を図ります。 

保育課 

福祉医療費給付事業 

（コード 2122） 

小学校６年生までの児童に対して、医療機関等

で支払った保険診療の自己負担分を給付する

制度で、今後、市民のニーズ、県の動向等を踏

まえつつ、対象範囲の拡大の検討を進めます。 

 

厚生課 

 

基本目標② 基本施策２－２ 地域ぐるみの子育て支援の推進 

【施策推進の背景と課題】 

子どもは生まれながらにして自然に成長していく力とともに、周囲の環境と関わり合う中で生活に必要な能

力等を獲得していきます。 

しかしながら、少子化による子どもの数の減少とともに、兄弟姉妹の数も減少していることから、地域にお

いて異年齢の子どもを含めた多様な体験・交流活動機会の充実が求められます。 

子育てにおいては、保護者が家庭の中のみならず、地域の中で、男女ともに、保護者同士や地域の人々との

つながりを持ち、地域社会に参画し、地域の子育て支援に役割を果たしていくことも重要です。 

長野市では、子育て家庭が積極的に地域の子育て支援活動に参加できるよう、サークル活動等の活性化と各

種情報提供の充実に取り組んできた結果、子育てに関するサービスの内容がわからないとする保護者の割合が

減少しました。 

また、子育てサークル同士の交流会を実施することにより、子育て家庭同士の交流の輪を広げることにも寄

与しており、今後も全地区での実施を目指して取り組んでいきます。 

一方、就学後の児童については、留守家庭の増加や不審者問題など、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、

放課後等に安心して遊ぶことのできる居場所づくりが喫緊の課題となっていることから、長野市版放課後子ど

もプランで推進してきた放課後児童クラブ及び放課後子供教室のより一体的・連携した取組を実施していくこ

とが必要となります。 

国においても、平成 26 年７月に放課後子ども総合プランを策定し、全ての児童が放課後等を安全・安心に

過ごし、多様な体験・活動ができる場所の計画的な整備を目指しており、これらを踏まえ、母親クラブなどの

地域組織の育成や地域資源を生かした様々な交流・体験活動の機会の充実など、地域との連携を通じた子ど

も・子育て支援活動の一層の活性化を図る必要があります。 

【施策の展開】 

（１）子育て支援ネットワークづくり（施策コード 221） 

（２）地域における子ども・子育て支援活動の活性化（施策コード 222） 
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施策名 施策の内容 

（１）子育て支援ネットワ

ークづくり 

○地域子育て支援センターをはじめ、さまざまな拠点において、子育て親子同

士等の交流機会の拡充を図るとともに、自主的なサークル活動等の活性化を

支援します。 

○子育て家庭の積極的な地域活動への参加を促進するため、さまざまな団体等

が行っている活動に関する情報提供の充実を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

地域子育て支援拠点

事業 

（再掲） 

（コード 2211） 

地域において子育て親子の交流と遊びの場を

提供し、交流を促進するとともに、子育て等に

関する相談や講習会等を実施します。 

保育課 

保育所地域活動事業 

（コード 2212） 

高齢者との交流や、卒園児・未就園児との交流

などを通じ、地域に開かれた事業活動を展開し

ます。 

 

保育課 

子育てガイドブック

の作成 

（コード 2213） 

子育て家庭のニーズを踏まえ、「子育てガイド

ブック」をより分かりやすく、使いやすいもの

とするため、内容の充実を図ります。 

 

子育て支援課 

子育てサークル等の

ネットワーク化への

支援 

（コード 2214） 

地域で活動している子育てサークル等を対象

に、情報提供を行うとともに、交流の場の提供

を図ることにより、ネットワーク化を促進しま

す。 

 

保育課 

長野市子育て情報ホ

ームページの作成充

実 

（コード 2215） 

長野市ホームページ内の「ながの子育て情報」

に、子育てに関するサービスやお知らせなどを

随時掲載するとともに、子育ての疑問に対する

アドバイスなど、市民のニーズに応え、情報の

内容の充実を図るとともに、わかりやすい発信

に努めます。 

 

子育て支援課 

施策名 施策の内容 

（２）地域における子ど

も・子育て支援活動

の活性化 

○地域全体で子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支えるまちづくりを推進す

るため、ファミリー・サポート・センターの活性化を図るとともに、多様な

活動を行う団体等の活性化を図ります。 

○子どもが安心して過ごせる場所として、留守家庭児童に加え、希望児童も対

象とする放課後子ども総合プランの拡充を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

「ファミリー・サポ

ート・センター」運

営事業 

(子育て援助活動支

援事業) 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育ての手 

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）による子育ての 

相互援助活動(児童の預かり等)を行います。 

保育課 
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（再掲） 

（コード 2221） 

地域活動団体に対す

る活動支援 

（コード 2222） 

地域における子育てに関連する支え合い活動

をする団体の情報を集約し、必要な人と結び付

ける体制整備を支援します。 

 

厚生課 

ながの子育て家庭優

待パスポート事業 

（コード 2223） 

18 歳までの子どもがいる世帯に対して、長野県

内すべての協賛店から、協賛店舗ごとに定めら

れた子育て支援サービスを受けられるパスポ

ートカードを配布します。また、長野市内の協

賛店を掲載したパンフレットを合わせて配布

します。 

 

子育て支援課 

放課後子ども総合プ

ラン 

（再掲） 

（コード 2224） 

・一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放

課後子供教室を計画的に整備を進め、放課後等

における全ての児童を対象とした居場所の確

保と世代間や異学年交流、体験活動を促進しま

す。 

・小学校の放課後の空き時間帯を利用するなど

更なる余裕教室等の活用を促進します。 

・開所時間の延長や高齢者等の地域住民等の一

層の参画・促進を図ります。 

 

こども政策課 

職業体験機会の創出 

（コード 2225） 

中学校において、職場体験学習を通じて、就業

意識の醸成を図ります。 

 

学校教育課 

乳幼児とふれあう機

会の提供 

（コード 2226） 

保育所等において中学生や高校生が乳幼児と

触れ合う機会を提供し、将来の母親・父親の意

識づくりの醸成を図ります。 

 

保育課 

 

基本目標② 基本施策２－３ 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 

【施策推進の背景と課題】 

共働き家庭が増加し続けているなか、就労の継続を希望しながらも、仕事と子育ての両立が困難であること

の理由により、出産を機に退職する女性も少なくありません。 

一方、子育て期にある 30 代、40 代の男性で長時間労働を行う人の割合は依然として高く、父親の子育て参

画に対する意識・意欲の高まりに対し、実現できていない状況がうかがえます。 

長野市では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、生活時間の充実と男女が協力して子育てすることの

推進に取り組んできましたが、厳しい経済状況等を背景に成果が上がらない状況となっています。 

経済団体への出前講座や子育て支援優良企業表彰制度など、企業に対する意識啓発と子育て家庭が働きやす

い環境づくりの促進に向けた事業が協議中であり、早期実施を進めていかなければなりません。 

また、延長保育や一時預かりなど、保護者の就労形態に応じた多様な保育の整備が進んでおらず、その整備

促進が求められます。 

小学校就学後についても、安全・安心な放課後等の居場所の確保という課題に直面し、保育サービスの拡充

のみならず、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごすことができる居場所についても整備を進めていく必
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要があります。 

子どもの最善の利益を第一義としたうえで、仕事と子育ての両立のための基盤整備を図っていく必要があり

ます。 

【施策の展開】 

（１）働き方の見直しの促進（施策コード 231） 

（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備（施策コード 232） 

 

施策名 施策の内容 

（１）働き方の見直しの促

進 

○仕事と生活の調和の実現に向け、事業主や保護者、地域住民に対し、子育て

支援や働き方の見直しへの意識啓発を図ります。 

○事業者に対し、各種法令・制度の遵守、活用に向けた広報・啓発を行います。 

○仕事と生活の調和の実現に向けた事業所の積極的な取組に対し、支援・評価

するしくみづくりを推進します。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

経済団体等との連携

による事業主への意

識啓発 

（コード 2311） 

経済団体と連携し、事業所に対して出前講座を

実施し、育児休業や介護休業制度等の周知を図

ります。 

こども政策課 

子育て雇用安定奨励

金交付事業 

（コード 2312） 

仕事と子育ての両立を支援する制度を実施し

た中小企業者に対し、奨励金を交付し働き易い

雇用環境づくりを支援します。 

 

産業政策課 

トライアル雇用者常

用雇用促進奨励金制

度 

（コード 2313） 

安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促

進を図るため、事業主に奨励金を交付します。 

産業政策課 

仕事と子育ての両立等

に取り組む企業に配慮

した入札制度 

（コード 2314） 

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇

用環境の整備や、子育てをしていない従業員も

含めた多様な労働条件の整備などに取り組む

企業を、入札制度において配慮していきます。 

 

契約課 

 

施策名 施策の内容 

（２）仕事と子育ての両立

のための基盤整備 

○仕事と子育ての両立のため、潜在的ニーズを含めた保育及び放課後子ども総

合プランの充実を図ります。 

○多様な働き方に対応するきめ細やかな子育て支援の展開を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

延長保育事業 

（再掲） 

（コード 2321） 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用

日及び利用時間以外の日及び時間において、保

育所等で保育を実施します。 

 

保育課 
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夜間保育事業 

（再掲） 

（コード 2322） 

保護者の就労などにより、夜間においても保育

が必要となる児童に対し保育を行う園の拡大

を検討します。 

 

保育課 

病児・病後児保育事

業 

（再掲） 

（コード 2323） 

病気の回復期に至らない児童（病児）や回復期

の児童（病後児）について、専用のスペースで

預かりを行う施設の拡大を図ります。 

保育課 

一時預かり事業 

(一般型・余裕活用

型・訪問型) 

（再掲） 

（コード 2324） 

幼稚園・保育所等において児童を一時的に預か

る事業を実施する園の拡大を図ります。また、

指定園での一時預かりの料金体系を見直し、利

用者にとってより利用しやすいものとします。 

保育課 

子育て短期支援事業 

（再掲） 

（コード 2325） 

保護者の病気や妊娠･出産、家族の介護、冠婚

葬祭等のため、家庭において児童を養育するこ

とが一時的に困難になった場合、児童養護施設

又は乳児院において一定期間預かり、養育しま

す。また、保護者の仕事等の理由により、平日

の夜間等に不在となり、家庭において児童を養

育することが一時的に困難なった場合も、児童

養護施設において一時的に預かり、養育しま

す。今後も広報紙等によって周知に努め、利用

を促進します。 

 

子育て支援課 

放課後子ども総合プラ

ン 

（再掲） 

（コード 2326） 

・一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放

課後子供教室を計画的に整備を進め、放課後等

における全ての児童を対象とした居場所の確

保と世代間や異学年交流、体験活動を促進しま

す。 

・小学校の放課後の空き時間帯を利用するなど

更なる余裕教室等の活用を促進します。 

・開所時間の延長や高齢者等の地域住民等の一

層の参画・促進を図ります。 

 

こども政策課 

 

基本目標３ 基本施策３－１ 児童虐待防止対策の充実 

【施策推進の背景と課題】 

社会経済環境の変化に伴う子育て家庭を取り巻く環境の変化により、子育ての負担や不安、孤立感が高まっ

ており、こうした状況の中で、子どもの心身の健やかな発達を妨げ、ひいては生命をも脅かす児童虐待の発生

が後を絶ちません。 

長野市では、児童虐待の防止に向け、関係機関による要保護児童対策協議会を開催するとともに、養育支援

訪問の実施や児童関係者への児童虐待に関する研修を実施しています。 

引き続き、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用しながら虐待予防に努める

とともに、関係機関との連携を強化しつつ、早期発見・早期対応につなげていくことが重要です。 

特に、専門性を有する場合には、遅延なく児童相談所の対応を求めるほか、社会的養護施策との連携した取
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組を進めていくことが重要であり、それらとの連携・協力体制の強化を図っていく必要があります。 

【施策の展開】 

（１）関係機関との連携及び相談体制の強化（施策コード 311） 

（２）虐待の発生予防、早期発見、早期対応（施策コード 312） 

（３）社会的養護施策との連携（施策コード 313） 

 

施策名 施策の内容 

（１）関係機関との連携及

び相談体制の強化 

○児童福祉、母子保健担当部局をはじめ、庁内関係各課との連携強化を図りま

す。 

また、要保護児童対策協議会の組織体制の充実を図るため、関係機関や民間

団体など幅広い参加を得つつ、効果的な組織運営に努めます。 

○虐待相談対応における組織的かつ適切なアセスメントを確保するため、各関

係機関との連携を密にし、情報共有を図ると共に、市職員の各種講習会等へ

の参加により資質向上を図ります。 

○児童相談所をはじめ、関係機関との連携を強化し、専門性や権限が必要な場

合等の迅速かつ適切な対応につなげます。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

長野市要保護児童対

策協議会運営 

（コード 3111） 

組織体制を充実し、県中央児童相談所、医師会、

警察署等の関係機関による連携・情報共有を推

進することで、児童虐待の早期発見・早期対応

を図ります。 

 

子育て支援課 

児童相談体制の充実 

（コード 3112） 

虐待通報への対応、関係機関との連絡調整、個

別ケースに対する状況把握等をより積極的に

行うため、相談員の増員を検討します。 

 

子育て支援課 

児童虐待に対する専

門性の向上 

（コード 3113） 

児童関係者に対して、虐待について理解し、対

処方法等を学ぶための研修会等を開催し、虐待

に関する知識の普及を図ります。 

 

子育て支援課 

施策名 施策の内容 

（２）虐待の発生予防、早

期発見、早期対応 

 

 

○虐待の発生予防に向け、各種健診等の母子保健事業や医療機関、民生委員・

児童委員等との連携、乳児家庭への訪問活動を通じて、妊娠、出産及び育児

期に支援を必要とする家庭を早期に把握するとともに、特に必要な家庭に対

する支援につなげます。 

○こども広場等を活用し、親同士が気軽に参加・交流できる機会を拡充し、子

育て家庭の不安軽減と孤立防止を図ります。 

○市民、関係機関等に対し、児童虐待防止法の趣旨や通報義務等について周知

を図り、地域における見守りや声かけの促進と通報による早期発見・早期対

応につなげます。 
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個別事業等 

事業名 内容 担当課 

こども相談室 

（コード 3121） 

０歳から 18 歳までの子どもに関する総合的な

相談窓口として、様々な相談を最初に受け付

け、関係機関等と連携して、適切な支援に結び

つけます。 

 

子育て支援課 

マタニティセミナー 

（コード 3122） 

妊娠・出産のための母体保護に関する知識の普

及及び参加者同士のコミュニケーションの促

進を図ります。 

 

健康課 

はじめまして赤ちゃ

ん事業 

（再掲） 

（コード 3123） 

生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師ま

たは保健師が訪問し、様々な不安や悩みを聞

き、子育て支援に関する情報を提供するととも

に、親子の心身の状況や養育環境等を把握し、

助言します。 

 

健康課 

養育支援訪問事業

（再掲） 

（コード 3124） 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育

を支援する必要がある乳児等やその保護者や

妊産婦に対して、保健師等による養育に関する

相談、指導、助言を行うとともに、ヘルパーに

よる乳幼児の保育や、家事支援等を行い、要支

援者の身体的、精神的負担の軽減を図ります。 

 

子育て支援課 

健康課 

乳幼児健康教室・講

習会 

・７－８か月健康教

室 

・２歳児健康教室 

・親子よい歯サポー

ト教室 

・離乳食講習会 

（コード 3125） 

母親同士の交流促進および乳幼児期の発達チ

ェックによる障害の早期発見を図ります。 

フッ化物塗布、歯科検診・ブラッシング実技指

導を体験することにより、正しい磨き方・食生

活等むし歯予防・歯周病予防の習慣付けをしま

す。 

離乳食の進め方を中心に乳幼児の栄養管理に

ついて知識の普及を図ります。 

健康課 

 

妊産婦・乳幼児健康

相談 

（コード 3126） 

妊娠出産期から乳幼児期の健康や、育児に関す

ることについて、相談を受け付けます。 

健康課 

地域子育て支援拠点

事業 

（再掲） 

（コード 3127） 

地域において子育て親子の交流と遊びの場を

提供し、交流を促進することにより、親子の孤

立化を防ぐとともに、子育て等に関する相談や

情報提供、講習会等を実施します。 

 

保育課 

児童虐待防止法の周

知 

（コード 3128） 

市民が虐待について理解し、その疑いがある場

合に通報してもらうため、市広報などを活用し

周知を図ります。 

 

子育て支援課 

施策名 施策の内容 

（３）社会的養護施策との
○児童養護施設との連携により、社会的養護が必要な子どもや家庭に対する支
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連携 

 

援の充実を図ります。 

○里親制度の充実を図るため、県との連携・協力しながら、里親支援に対する

周知や理解促進を図り、新たな里親の拡充を目指します。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

母子生活支援施設の

運営 

（コード 3131） 

母子家庭の保護者及び子どもを入所させ、保護

するとともに、自立促進のための生活指導や支

援を行います。また、ＤＶ被害など緊急一時的

に避難が必要な母子を保護します。 

 

子育て支援課 

一時里親事業の実施 

（コード 3132） 

家庭に恵まれない児童に対して里親会員が愛

情と誠意をもって養育をすることで、家庭の雰

囲気に接する機会として、年 2回児童養護施設

に入所している児童に対して行う。 

 

子育て支援課 

 

基本目標３ 基本施策３－２ ひとり親家庭の自立支援の推進 

【施策推進の背景と課題】 

全国的には、これまで増加傾向にあった離婚件数、離婚率が平成 15 年以降減少傾向に転じているものの、

厳しい社会経済状況等を背景に、ひとり親家庭は、特に就労において困難な状況に置かれていることから、ひ

とり親家庭への支援施策の見直しを行い、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立できるよう支援を図って

います。 

長野市では、ひとり親家庭の自立支援に向け、各種手当の支給等の経済的支援のほか、職業訓練や雇用促進

等の就労支援、リフレッシュのための施策等に取り組んでいます。 

しかしながら、平成 24年度に実施した未来プランの中間評価に係るアンケート調査の結果をみると、ひと

り親家庭にとって自立しやすい地域だと思うひとり親家庭は減少しており、ニーズを踏まえた更なる取組が必

要です。 

【施策の展開】 

（１）子育て・生活支援の充実（施策コード 321） 

（２）就労支援の充実（施策コード 322） 

（３）経済的負担の軽減（施策コード 323） 

 

施策名 施策の内容 

（１）子育て・生活支援の

充実 

 

○母子・父子自立支援員を設置し、生活全般や就業、各種制度の利用等に関す

る相談指導を行います。 

○ひとり親家庭が安心して子育てをしながら生活し、働くことができるよう、

保育施設や子育て支援事業の利用促進を図るとともに、家事援助や身の回り

の世話などの生活支援の充実を図ります。 

○学習や進学の意欲が低下したり、十分な教育が受けらない状況にある児童に

対して学習支援していくしくみを検討します。 
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個別事業等 

事業名 内容 担当課 

母子・父子自立支援

員の設置 

（コード 3211） 

ひとり親家庭で、児童を扶養している人及び寡

婦の生活相談、自立支援等の各種相談に応じ

て、悩み事の解決や自立を図ります。 

 

子育て支援課 

こども相談室 

（再掲） 

（コード 3212） 

０歳から 18 歳までの子どもに関する総合的な

相談窓口として、様々な相談を最初に受け付

け、関係機関等と連携して、適切な支援に結び

つけます。 

 

子育て支援課 

保育所や放課後子ど

も総合プラン利用へ

の配慮 

（コード 3213） 

保育所や放課後児童クラブ・放課後子供教室の

利用に際して優先的に利用できるよう配慮し

ます。 

保育課 

こども政策課 

子育て短期支援事業

（再掲） 

（コード 3214） 

保護者の病気や妊娠･出産、家族の介護、冠婚

葬祭等のため、家庭において児童を養育するこ

とが一時的に困難になった場合、児童養護施設

又は乳児院において一定期間預かり、養育しま

す。また、保護者の仕事等の理由により、平日

の夜間等に不在となり、家庭において児童を養

育することが一時的に困難なった場合も、児童

養護施設において一時的に預かり、養育しま

す。今後も広報紙等によって周知に努め、利用

を促進します。 

 

子育て支援課 

養育支援訪問事業 

（再掲） 

（コード 3215） 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育

を支援する必要がある乳児等やその保護者や

妊産婦に対して、保健師等による養育に関する

相談、指導、助言を行うとともに、ヘルパーに

よる乳幼児の保育や、家事支援等を行い、要支

援者の身体的、精神的負担の軽減を図ります。 

 

子育て支援課 

健康課 

「ファミリー・サポ

ート・センター」運

営事業 

（再掲） 

（コード 3216） 

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）によ

る子育ての相互援助活動を推進します。 

保育課 

母子生活支援施設の

運営 

（再掲） 

（コード 3217） 

母子家庭の保護者及び子どもを入所させ、保護

するとともに、自立促進のための生活指導や支

援を行います。また、ＤＶ被害など緊急一時的

に避難が必要な母子を保護します。 

子育て支援課 

施策名 施策の内容 

（２）就労支援の充実 

 

○ハローワークと連携しながら、就業情報の提供や相談等による就業支援の充

実を図ります。 

○職業能力の開発に資する資格や技能等の習得に向けた訓練を受けるための支

援の充実を図ります。 
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○ひとり親家庭の保護者を雇用する事業主への優遇措置や在宅就業支援等、ひ

とり親家庭の就業促進を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

自立支援教育訓練給

付金事業 

（コード 3221） 

母子家庭の母又は父子家庭の父が自立のため

に受ける教育訓練の受講料の一部を支給しま

す。 

 

子育て支援課 

高等職業訓練促進給

付金事業 

（コード 3222）    

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に

有利な資格を取得するため、養成機関で修業す

る期間のうち、一定期間について給付金を支給

します。 

 

子育て支援課 

トライアル雇用者常

用雇用促進奨励金制

度 

（再掲） 

（コード 3223） 

安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促

進を図るため、事業主に奨励金を交付します。 

産業政策課 

施策名 施策の内容 

（３）経済的負担の軽減 

 

○ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童扶養手当の支給及び貸付

金の貸付けを行うとともに、各種助成・給付制度等についての周知を図りま

す。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

児童扶養手当の支給 

（コード 3231） 

18 歳までの児童を養育しているひとり親また

は養育者に、児童扶養手当を支給します。 

 

子育て支援課 

母子父子寡婦福祉資

金の貸付 

（コード 3232） 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子

及び父子並びに寡婦家庭の経済的自立、福祉増

進を図るための資金を貸付けます。 

 

子育て支援課 

ひとり親家庭児童へ

の通学費援護金の支

給 

（コード 3233） 

通学定期を購入して鉄道及び路線バスで高等

学校等へ通学している児童がいるひとり親家

庭へ通学費の半額を支給します。 

子育て支援課 

長野市遺児等激励金

給付事業 

（コード 3234） 

父もしくは母が死亡し、又は重度の障害者とな

った児童の保護者に激励金を支給します。 

子育て支援課 

 

基本目標３ 基本施策３－３ 障害児支援等の充実 

【施策推進の背景と課題】 

障害等により特別な支援が必要な子どもの育ちのためには、身近な地域で専門的な医療・療育の提供や、保

健、医療、福祉、教育分野の円滑な連携により、成長・発達に応じた一貫した総合的な支援が求められます。 

長野市では、障害のある子どもたちへの支援として、相談支援体制や障害福祉サービスの充実、各種手当等
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の支給のほか、母子保健と連携し、障害の早期発見・早期療育につなげるとともに、障害の特性に応じた教育

や保育等に取り組んでいます。 

障害福祉サービスでは、障害児相談支援等として利用計画の作成や利用状況のモニタリングを実施するな

ど、継続的できめ細かな支援を行っています。 

しかしながら、平成 24年度に実施した未来プランの中間評価に係るアンケート調査の結果では、障害のあ

る子どもを育てていく上で、希望が持てる保護者の割合が減少しています。そのため、特別な支援が必要な子

どもに関する、関係機関の連携を強化することで、より専門的な支援を提供するとともに、地域社会の理解を

深める取組を進めていく必要があります。 

【施策の展開】 

（１）障害等の早期発見と相談支援・療育体制の充実（施策コード 331） 

（２）障害児等の教育・保育・障害福祉施設等での受入体制の強化（施策コード 332） 

（３）特別支援教育の充実（施策コード 333） 

（４）障害等に対する理解促進（施策コード 334） 

 

施策名 施策の内容 

（１）障害等の早期発見と

相談支援・療育体制

の充実 

○保健、福祉、医療、教育分野における関係機関の連携強化と情報共有の仕組

みづくりを推進するとともに、乳幼児期からの一貫した相談支援体制の充実

を図ります。 

○関係機関との連携を深めながら、年齢や障害の状況にあったきめ細かな相談

指導や専門的な医療・療育の提供が行える体制の充実を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

こども相談室 

（再掲） 

（コード 3311） 

０歳から 18 歳までの子どもに関する総合的な

相談窓口として、様々な相談を最初に受け付

け、関係機関等と連携して、適切な支援に結び

つけます。 

 

子育て支援課 

発達支援あんしんネ

ットワーク事業 

（コード 3312） 

発達について、専門的な支援が必要な子どもや

保護者に対して、関係者が集まり、情報を共有

するとともに総合的な支援方法を検討し、関係

機関が連携し支援を強化するために、保健セン

ターごとに「地域発達支援会議」を開催します。 

また、発達相談員、保健師、作業療法士等の専

門職による支援専門チームが保育所等を巡回

訪問し、園や家庭での対応方法をについて助言

を行います。 

 

子育て支援課 

乳幼児健康診査 

・４か月児健康診査 

・９～10 か月児健康

診査 

・乳児一般健康診査 

・1歳６か月児健康診

乳幼児期に総合的な健診を実施し、発育状況の

確認及び疾病・障害等の早期発見及び保護者の

育児不安等を軽減します。 

健康課 
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査 

・３歳児健康診査 

（コード 3313） 

乳幼児健康教室・講

習会 

・７－８か月健康教

室 

・２歳児健康教室 

・よい歯サポート教

室 

・離乳食講習会 

（再掲） 

（コード 3314） 

 

母親同士の交流促進および乳幼児期の発達チ

ェックによる障害の早期発見を図ります。 

フッ化物塗布、歯科検診・ブラッシング実技指

導を体験することにより、正しい磨き方・食生

活等むし歯予防・歯周病予防の習慣付けをしま

す。 

離乳食の進め方を中心に乳幼児の栄養管理に

ついて知識の普及を図ります。 

健康課 

障害者相談支援セン

ターの設置 

（コード 3315） 

障害者相談支援センターの相談員が、障害児や

その家族からの相談を受け、有効な支援が受け

られるよう関係機関との連携を図ります。 

 

障害福祉課 

障害児相談支援・計

画相談支援 

（コード 3316） 

指定障害児相談支援事業所等の相談支援専門

員が、障害福祉サービス利用の具体的な計画を

作成し地域での生活を支援します。 

 

障害福祉課 

母子専門相談 

（コード 3317） 

医師、助産師、作業療法士、保健師、管理栄養

士、歯科衛生士等の専門職が、心身や環境に何

らかの問題を持つ妊産婦や乳幼児に対して、専

門的・総合的及び継続的な相談を実施します。 

 

健康課 

乳幼児発達健診 

（コード 3318） 

・医師、言語聴覚士、発達相談員等の専門職が、

乳幼児健診や健康教室の結果、精神面、行動面、

言語面等で発達に障害あると疑われる子ども

に対し、判定、指導、助言を行い、障害の発生

予防及び障害の軽減を図ります。 

 

健康課 

発達相談・すくすく

広場・あそびの教室 

（コード 3319） 

乳幼児の精神運動発達や言語発達について、保

護者の疑問や不安への対応、子どもに応じた適

切な保健指導等を行います。 

 

健康課 

個別・グループ療育 

（コード 33110） 

臨床心理士や言語聴覚士、作業療法士、発達相

談員、保健師等による相談指導、技術習得支援

等を行います。 

 

健康課 

施策名 施策の内容 

（２）障害児等の教育・保

育・障害福祉施設等

での受入体制の強化 

○幼稚園や保育所において、障害のある子どもの受入を拡充できる体制の強化

を図り、集団生活のなかで健やかな成長が育まれる環境づくりに努めます。 

○幼稚園教諭や保育士をはじめ、教育・保育施設職員の障害に対する正しい知

識の習得や理解促進を図り、専門的な対応が可能な体制の強化を図ります。 

○学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の発達障害について、関係
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機関職員の理解を深め、障害の状態に応じてその可能性を最大限に伸ばすこ

とができる適切な教育的支援に努めます。 

○障害児が通所する施設の充実に努めます。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

障害児保育事業 

（再掲） 

（コード 3321） 

研修等を通じて、障害に対する理解を深め、幼

稚園教諭・保育士の職務能力向上や加配等を図

るとともに、医療ケアの必要な子どもの公立保

育所の受入体制の整備を図ります。 

 

保育課 

保育所・幼稚園等の

施設訪問 

（再掲） 

（コード 3322） 

発達相談員、保健師、作業療法士等の専門職に

よる支援チームが、保育所等を巡回訪問し、発

達について専門的な支援が必要な子どもや、発

達障害の子どもに応じた対応方法について助

言を行うことで、園における支援体制を整えま

す。 

 

保育課 

子育て支援課 

健康課 

障害児通所支援 

（コード 3323） 

障害児に対し、児童発達支援（未就学児童）、

医療型児童発達支援（医学的管理下での支援が

必要な児童等）、放課後等デイサービス（就学

児童）、保育所等訪問支援を提供します。 

 

障害福祉課 

障害児自立サポート事

業 

（コード 3324） 

障害児が自主性、社会性、創造性などを身につ

けることを支援し、保護者の家庭での介護負担

を軽減します。 

障害福祉課 

障害者（児）施設医

療ケア事業 

（コード 3325） 

障害福祉サービス事業所における医療的ケア

が必要な障害児の受入に向けた看護師配置に

かかる経費を補助します。 

 

障害福祉課 

短期入所行動障害児

援護事業 

（コード 3326） 

強度行動障害がある障害児が短期入所を利用

する場合の職員加配に要する経費の一部を補

助します。 

 

障害福祉課 

心身障害児親子交流

保育事業 

（コード 3327） 

心身障害児施設入所者及び保護者と交流保育

園園児との定期的な交流を促進します。 

保育課 

障害児親子交流体験 

（コード 3328） 

入園とならない障害児を対象とした受入可能

公立保育園の園児との交流を促進します。 

 

保育課 

施策名 施策の内容 

（３）特別支援教育の充実 
○幼稚園、保育所及び学校をはじめ関係機関との連携を深めながら、乳幼児期

を含め、早期からの就学相談や教育相談を通じて、保護者や子どもに対し、

十分な情報提供を行います。 

○特別支援教育コーディネーターの養成・活用や特別支援学校との連携強化を

図るなど、障害特性に応じたきめ細かな特別支援教育の充実に努めます。 
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○庁内及び関係機関が連携し、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等に

ついて共通理解を深め、合意形成を図りながら、ライフステージを通じた一

貫した支援を行います。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

長野市教育センター

研修講座の開催 

（コード 3331） 

教職員の指導力、支援力向上を図るための特別

支援教育講座を実施します。 

学校教育課 

特別支援教育支援員

の配置 

（コード 3332） 

市立小・中学校に対し、特別支援教育支援員を

配置します。 

学校教育課 

特別支援教育巡回相

談員 

（コード 3333） 

臨床心理士や教育相談関係者などの専門家に

よる学校訪問及び主として発達障害にかかる

対応の教職員や保護者等への助言を行います。 

 

学校教育課 

幼保小連絡会議、小

中連絡会 

（コード 3334） 

幼稚園・保育園から小学校への円滑な接続、中

学校就学、高校入学に当たっての情報交換を実

施します。 

 

学校教育課 

 

教育支援委員会 

（コード 3335） 

保健、医療、教育に携わる委員による就学相談、

就学判断を実施します。 

 

学校教育課 

長野市障害ふくしネ

ットこども部会 

（コード 3336） 

保健、福祉、教育に携わる関係者のこども部会

への参加による障害への理解や福祉分野との

連携の必要性に対する理解促進を図ります。 

 

障害福祉課 

施策名 施策の内容 

（４）障害等に対する理解

促進 

○保護者の障害に対する理解や受容に向けた支援を行い、子どもの状況に応じ

た適切な子育てや、将来を見据えた早期療育の促進を図ります。 

○地域住民に対し、障害に対する理解を深めるための広報・啓発活動や障害児

とふれあう機会の創出を図ります。 

個別事業等 

事業名 内容 担当課 

障害理解の学習会の

開催 

（コード 3341） 

地域からの依頼により民生児童委員等を対象

にした学習会や、障害ふくしネットと連携した

公開学習会を開催します。 

 

障害福祉課 

障害理解に関するリ

ーフレット作成 

（コード 3342） 

障害当事者の立場から、社会的障壁に関するリ

ーフレットを作成し、市内小学校等に配布しま

す。 

 

障害福祉課 

障害者週間事業 

（コード 3343） 

毎年 12月３日から12月９日までの障害者週間

で障害理解に関する講演会等を開催します。 

また、広報ながので啓発活動を行います。 

障害福祉課 
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発達障害等のしおり

の作成 

（コード 3344） 

発達障害についての理解を深めるために、発達

障害のサポートに関するしおりの作成や、「こ

ども相談室だより」を作成して啓発に努めま

す。併せて、ホームページへの掲載も行います。 

 

子育て支援課 

 


