
第二次子ども・子育て未来プラン体系表（案） 【資料３】

基本目標 基本施策 施策の方向性 参考指標 取組・事業 所管課所室

１　施設型給付・地域型保育給付

２　休日保育事業

３　公立保育所の民間移行

４　へき地保育所の運営の安定化

５　認定保育施設助成事業

６  保育所における教育の充実

７　幼保小研修会の充実および
　　幼児と児童の交流活動の推進

学校教育課

★年度当初待機児童数 追加　３歳未満児定員拡大推進事業

追加　保育士人材確保推進事業

主管課所室：子ども育成課
追加　保育士資格・幼稚園教諭・免許状取得支
援事業

１　利用者支援事業 子ども未来センター

２　延長保育事業

３　放課後児童健全育成事業

４　子育て短期支援事業 子ども総務課

５　乳児家庭全戸訪問事業 子ども健康課

６　養育支援訪問事業 子ども未来センター

７　地域子育て支援拠点事業 子ども未来センター他

８　一時預かり事業

９　病児保育事業

10　ファミリー・サポート・センター事業 子ども未来センター

11　妊婦健康診査 子ども健康課

12　在宅子育てサポート事業 子ども未来センター

13　保育所在宅子育て支援事業 子ども育成課

14　地域子育て支援ネットワーク事業 子ども未来センター

15　子育て支援情報の提供
子ども未来センター、
子ども総務課

追加　ファミリー・サポート・センター利用料助成事業 子ども未来センター

追加　ブックスタート推進事業 子ども育成課

主管課所室：子ども総務課 追加　子育てサービス利用者支援事業
子ども未来センター、
子ども健康課

①意識調査(小学校）：平日の放課後の子どもの過ごし方 １　放課後児童健全育成事業【再掲】

②意識調査（小学校）：児童館、児童センターを利用しない理由 ２　放課後子ども教室推進事業

３　児童厚生施設整備事業

主管課所室：子ども育成課 追加　放課後児童クラブの整備 子ども育成課

①意識調査（就学前）： １　妊産婦健康診査【再掲】

「妊娠・出産・育児についての不安への対応に満足している人」の割合 ２　両親学級

②意識調査（就学前）：「話し相手や相談相手のいない母親」の割合 ３　妊産婦相談

③意識調査（就学前）：子育て支援サービスの認知度・利用度 ４　乳幼児健康診査

　・子ども健康課の教室 ５　経過観察クリニック

　・子ども健康課の相談・訪問 ６　健康教育・健康相談

７　母子の訪問指導

８　むし歯予防教室

９　育児相談

10　秋田市親子よい歯のコンクール

11　乳児家庭全戸訪問事業【再掲】

12　乳児フッ化物塗布事業

13　幼児発達支援事業

14　予防接種事業 健康管理課

追加　妊娠期からの相談支援事業（秋田市版ネウボ
ラ）

子ども健康課

主管課所室：子ども健康課 追加　産前・産後サポート事業 子ども育成課

①意識調査（就学前）：「食事や栄養について」不安に思っている人の割合 １　離乳食教室

２　幼児食教室

３　マタニティ食生活講座

４　保育所の給食を通した食育応援

５　保育所調理師クッキング教室の実施

主管課所室：子ども健康課 ６　学校等における食育の推進 学校教育課

①意識調査（就学前・小学校）：
１　市立秋田総合病院における小児科初期診療部門
周知

子ども総務課

「病気や発育・発達に関すること」に悩んでいる人、特に不安に思っている
人の割合

２　未熟児養育事業（医療の給付）

主管課所室：子ども健康課 ３　小児慢性特定疾病支援事業

子ども育成課

子ども育成課

子ども育成課

子ども育成課

子ども育成課

子ども健康課

子ども健康課

子ども健康課

④意識調査：【新規】子育てが地域に支えられていると思う人の割合

２
妊娠・出産期か
らの切れ目の
ない支援

２-１
妊産婦・乳幼
児に関する
切れ目のな
い保健対策
の充実

妊娠期、出産期、新生児
期および乳幼児期を通じ
て母子の健康が確保され
るよう、健康診査等の充
実を図る

２-２
食育の充実

乳幼児期から発達段階
に応じた食に関する学習
の機会や情報提供を進
めるとともに、食事づくり
等の体験活動などの取
組を進める

２-３
小児医療等
体制の充実

安心して子どもを生み、
すこやかに育てることが
できる環境の整備

１
教育・保育、地
域の子育て支
援の総合的な
提供

幼児期における教育・保
育の量の拡充と質の向
上を進め、教育・保育環
境の充実を図る。

1-1
質の高い教
育・保育の提
供

１-２
地域におけ
る子育て支
援の充実

地域子ども・子育て支援
事業をはじめとした地域
における様々な子育て支
援サービスの充実

１-３
放課後児童
対策の充実

放課後の子どもの遊び・
生活の場を確保するとと
もに、放課後児童クラブ
および放課後子ども教室
の連携を充実に努める

①意識調査(就学前）：
子ども教育に関することで悩んでいたり、不安に思っている保護者の割合

②意識調査(就学前）：
保育所や幼稚園に、希望したときに入れないことに悩んでいる、不安に
思っている親の割合

③意識調査(就学前）：現在利用している教育・保育事業の満足度

①意識調査(就学前）：地域子育て支援事業の認知度・利用度

②意識調査(就学前）：子育てに関しての不安感や負担感を非常に感じる
人の割合

③意識調査(就学前）：希望した時期に希望した保育サービスを利用でき
た利用者の割合

★・・・意識調査以外の参考指標

1



第二次子ども・子育て未来プラン体系表（案） 【資料３】

基本目標 基本施策 施策の方向性 参考指標 取組・事業 所管課所室

①意識調査(小学校）：
１　動物とのふれあいや飼育体験等の機会の提
供

大森山動物園

　　「子ども教育に関すること」で悩んでいたり、不安に思っている人の割合
２　社会教育施設を活用した体験活動機会の提
供

生涯学習室

３　保育士体験事業の受け入れ 子ども育成課

４　「はばたけ秋田っ子」教育推進事業 学校教育課

５　子どもの読書活動の推進

６　子ども読書活動推進事業

７　ブックスタート推進事業 子ども育成課

８　精神保健福祉相談・教育事業 健康管理課

９　スクールカウンセラー配置事業

10　「心の教室相談員」配置事業

11　思春期講座 子ども未来センター

12　小学校フッ化物洗口事業

13　小・中学校情報教育環境の整備

14　学校訪問指導、教職員研修会の充実

15　学校評議員活用事業

主管課所室：学校教育課 16　通学区域の弾力化 学事課

①意識調査（小学校）：子どもの地域活動への参加割合 １　児童家庭相談、女性相談 子ども未来センター

②意識調査（小学校）:子育て支援サービスの認知度・利用度 ２　家庭教育相談事業

　・家庭教育に関する学級・講座 ３　乳幼児学級等

４　家庭教育学級

５　親のためのセミナー 生活総務課

６　放課後子ども教室推進事業【再掲】

７　子ども会世話人の活動支援

８　子ども会活動の表彰

９　世代間交流事業 生涯学習室

10　老人保健福祉月間における小学生の取組 長寿福祉課

11　幼児スポーツ教室

12　総合型地域スポーツクラブの設立支援と育成

13　スポーツ少年団の育成・支援

14　学校体育施設の開放事業

主管課所室：生涯学習室 15　民生委員・児童委員活動推進事業
福祉総務課
地域福祉推進室

★広報啓発活動の実施回数 １　情報モラル指導の充実 学校教育課

★巡視回数 ２　環境浄化活動

３　街頭巡回指導

４　少年相談活動

５　青少年健全育成広報活動

主管課所室：少年指導センター ６　地区少年指導委員会活動

①意識調査：父親の育児や家事の参加状況 １　若年者就業支援事業

２　若年者正規雇用促進事業

３　あきた結婚支援センターとの連携による結婚支援 子ども総務課

４　男女共生意識の啓発 生活総務課

５　父親の育児参加の啓発 子ども未来センター

６　両親学級【再掲】 子ども健康課

主管課所室：子ども総務課
追加　ふたりの出会い応援事業（シングルズカフェ秋
田）

子ども総務課

①意識調査：ワーク・ライフ・バランスの認知度「名前も内容も知っている」 １　ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発 子ども総務課

②意識調査（就学前）： ２　育児休業制度等の周知および啓発 企業立地雇用課

３　積極的に取り組む企業の社会的評価 子ども総務課

４　男女共生意識の啓発【再掲】 生活総務課

③意識調査：仕事と子育ての両立で大変なこと 追加　元気な子どものまちづくり企業認定・表彰制度

主管課所室：子ども総務課 追加　秋田市版イクボス宣言プロジェクト

①意識調査： １　子育てにやさしい施設の認定 子ども総務課

子育てに関しての不安感や負担感「非常に感じる」人の割合 ２　地域保健・福祉活動推進事業 企業立地雇用課

３　地域子育て支援ネットワーク事業【再掲】 子ども総務課

主管課所室：子ども総務課 ４　在宅子育てサポート事業【再掲】 子ども未来センター

学校教育課

学事課

学校教育課

生涯学習室

子ども育成課

スポーツ振興課

少年指導センター

企業立地雇用課

子ども総務課

中央図書館明徳館

「仕事と子育てを両立させるうえで大変だと感じることは何か」の質問に
「家族・職場の理解が得られない」と答える割合

４-２
社会全体で
子育て家庭
を応援するし
くみづくりの
推進

社会全体で子育て家庭を
応援する気運を高め、子
育て家庭の孤立感の解
消に努める

３-４
次代の親の
育成

若年者の就職を支援する
とともに、家庭を築き、子
どもを生み育てたいと思
う若者の希望を実現する
ための環境整備を進める
など、次代の親の育成に
取り組む

３
次代を担う子ど
も・若者の育成
支援の充実

４
ワーク・ライフ・
バランスの推進

４-１
ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

ワーク・ライフ・バランスを
実現している企業の社会
的評価等の取組を推進
する

３-１
子どもの生き
る力の育成
に向けた教
育環境等の
整備

子どもが個性豊かに生き
る力を伸ばすことができ
るよう、学校の教育環境
等の整備に努める

３-２
家庭や地域
の教育力の
向上

学校・家庭・地域の連携、
協力のもと、家庭や地域
の教育力を総合的に高
め、社会全体の教育力の
向上に取り組む

３-３
青少年健全
育成活動の
推進

子どもたちが有害情報等
に巻き込まれることのな
いよう、地域が一体となっ
て対策を進める
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第二次子ども・子育て未来プラン体系表（案） 【資料３】

基本目標 基本施策 施策の方向性 参考指標 取組・事業 所管課所室

★児童生徒の交通事故（被害）件数 １　まちあかり・ふれあい推進事業

２　防犯活動の推進

３　秋田市立小学校警備持病

４　秋田っ子まもるメールの配信

５　スクールガード養成講習会の実施

６　通学時における安全確保と適切な指導

７　被害を受けた子どもへの対応 学校教育課

８　各種防災訓練の拡充 防災安全対策課

９　交通安全教育事業

主管課所室：子ども総務課 10　交通安全普及・啓発事業

①意識調査：子どもとの外出の際、困ること １　人にやさしい歩道づくり事業 道路建設課

　・歩道や信号、暗い通りの有無について ２　公園のバリアフリー化

②意識調査：「居住が狭いこと」で悩んでいる人の割合 ３　公園遊具施設長寿命化等整備事業

４　土崎駅、新屋駅、市立病院・
　　山王官公庁周辺地区のバリアフリー化

都市計画課

５　既設市営住宅建替事業

６　市営住宅優先入居制度

主管課所室：子ども総務課 ７　子育てにやさしい制度の認定【再掲】 子ども総務課

１　子どもを守る地域ネットワーク強化事業
　　（要保護児童対策地域協議会）

２　児童家庭相談

３　養育支援訪問事業【再掲】

主管課所室：子ども未来センター ４　乳児家庭全戸訪問事業【再掲】 子ども健康課

１　ひとり親家庭自立支援事業

２　母子父子寡婦福祉資金貸付事業

主管課所室：子ども総務課 ３　児童扶養手当支給事業

１　障がい児通所支援

２　日中一時支援事業
　　（放課後支援型・短期入所型）
３　障害者総合支援法における障害福祉
　　サービスの提供

４　各種サービスの情報提供

５　障がい児等療育支援事業

６　公立保育所障がい児保育事業

７　市立保育所等障がい児保育事業

８　保育士サポート研修

９　放課後児童健全育成事業【再掲】

10　小・中学校就学奨励事業

11　小・中学校特別支援学級新設経費

12　特別支援教室推進事業 学校教育課

主管課所室：障がい福祉課 13　すこやか障がい児療育支援事業 障がい福祉課

１　適応指導センター「すくうる・みらい」運営事業 学校教育課

２　若者自立支援事業 子ども総務課

主管課所室：子ども総務課

①意識調査：子育てに関して、特に経済的負担を感じている人の割合 １　乳幼児・小中学生の医療費助成

　・子育てに関する出費が多いこと ２　特定不妊治療費助成事業

３　母子父子寡婦福祉資金貸付事業【再掲】

４　児童扶養手当支給事業【再掲】

５　認定等保育施設保育料助成事業

６　すこやか子育て支援事業

７　幼稚園就園奨励事業

８　幼稚園預かり保育料助成事業

９　修学一時金緊急支援金交付事業 福祉総務課

10　ファミリー・サポート・センター利用料助成事
業

子ども未来センター

12　児童手当支給事業 子ども総務課

主管課所室：子ども総務課 追加　第２子保育料無償化事業 子ども育成課

子ども総務課

障がい福祉課

子ども育成課

学事課

子ども総務課

生活総務課

学事課

交通政策課

公園課

住宅整備課

子ども未来センター

各種手当や医療費の助
成など、経済的支援の充
実に努める。特に子育て
に係る経済的負担が大き
い多子世帯を対象に支
援の拡充に努める

６
子ども・若者と
家庭へのきめ
細かな支援

６-１
児童虐待防
止対策の充
実

児童虐待等の発生予防、
早期発見・早期対応等の
取組を推進する

６-２
ひとり親家庭
の自立支援
の推進

ひとり親家庭に対して、就
業支援や経済的支援な
どを柱とする総合的な自
立支援策を推進する

６-３
障がい児等
に対する支
援の充実

関係機関との連携を図り
ながら、教育・保育施設
等での受入れ体制の整
備を図る

６-４
社会参加に
困難を有す
る子ども・若
者への支援

関係機関との連携のも
と、社会参加に困難を有
する子ども・若者の自立
支援に取り組む

６-５
子育てに係
る経済的支
援の充実

５
安全安心な
生活環境
の整備

５-１
子どもの安
全確保

子どもを交通事故や犯罪
の被害から守るため、地
域・学校・関係機関等と
の連携を強化しながら対
策を進める

５-２
子育てを支
援する生活
環境の整備

歩道等の道路交通環境
の整備や子育て世帯の
居住の安定を図るなど、
子育てを支援する生活環
境の整備に取り組む

★障がい福祉サービス等を必要とする障がい児に対する当該サービスの
提供率

★職業体験提供事業所数・参加者数

★講座受講者数

★虐待相談実件数
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