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概要版

～ 子育てするなら鹿嶋市で ～

鹿嶋市
子ども・子育て支援計画
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計画の概要
計画策定の趣旨1

国では、急速な少子化の進行と家庭や地域の環境変化を踏まえ、子どもと保護者に対して必要な
支援を行い、子ども一人ひとりが健やかに成長することができる社会を実現することを目的に、
平成27年度から子ども・子育て支援制度がスタートします。

●

計画の位置づけ2

計画期間3

本計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」とし
て位置づけられます。

●

任意の策定となった次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「次世代育成支援行動計画」、「放
課後子ども総合プラン」の内容も含めた計画であり、その他関係する計画の関連する事業も盛り
込むものです。

●

本市の全体的な計画である「第三次鹿嶋市総合計画」をはじめ、21かしま障がい者プラン、地域福
祉計画、健康かしま21等の関連する他の計画との調和を図ります。

●

この制度のもと、鹿嶋市は子ども・子育て支援制度の実施主体として、すべての子どもに良質な成
育環境を保障するため、それぞれの家庭や子どもの状況に応じ、教育・保育の提供や地域子ども・
子育て支援事業等を実施し、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を行います。

●

本計画により、市が教育・保育や子育て支援に関する事業の質・量ともに充実させるとともに、家庭、
学校、地域、職域などの社会のあらゆる場において、すべての人が子ども・子育て支援についての関
心や理解を深め、それぞれが協働しながら各々の役割を果たしていくまちづくりを推進します。

●

第三次鹿嶋市総合計画の目標をもと
に、鹿嶋市では、「子育てするなら鹿嶋市
で！」をキャッチフレーズにして、従来の
子育て支援や医療福祉費の充実に加え、
少子化対策として第３子以降に対する子
どもの育ちを支援してまいります。

子育てするなら鹿嶋市で！

住みよいかしま

子育て支援

少子化対策

保育・教育
の充実

平成27年度から平成31年度【５年間】
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少子化対策基本目標１

重点事業① 子宝手当の支給
平成27年度から、市独自の支援として、中学生（※）までの第３子以降のお子さんに対し
１人当たり月額２万円の子宝手当を支給します。 ※初年度は、未就学児を対象

重点事業② 第３子以降保育料等無料化
市独自の支援として、中学生までで第３子以降のお子さんが保育園、幼稚園、認定こども
園を利用した際の保育料等の無料化を実施します。

重点事業③ かしま婚活応援事業
（仮称）かしま婚活サポーターを育成するセミナーを開催し、結婚を希望する人を応援します。

高校卒業まで（18歳に到達後の最初の年度末まで）の児童を３人以上養育して
いる保護者（監護生計要件を満たす父母等）

中学校卒業までの第３子以降の児童一人につき月額20,000円を支給します。
※ただし、平成27年度は、小学校就学前の児童が支給対象となります。
　（支給対象年齢は、平成28年度以降順次引き上げる予定です。） 

（１）受給資格者

（２）支給金額

鹿嶋っ子は、鹿嶋市の宝です。鹿嶋の未来を担う鹿嶋っ子にあふれる地域社会とするため、子育て家庭
がより多くのお子さんを授かり、安心して産み育てられるような支援の充実に取り組んでいきます。

施策１ 多子世帯等への支援の充実

乳幼児とのふれあいは、他者への思いやり、親の愛情や家庭の温かさ、命の尊さ、男女が協力して家庭を
築き、子どもを生み育てることの意義などについて学ぶとても良い機会です。子どもの豊かな人間性を形
成し、次の世代を育む親づくりのための取り組みを推進します。
また、家庭を築き、子どもを産み育てたいと思う男女が、その希望を実現できるよう、関係機関や団体と
の連携のもと、地元で働く若者たちの出会いの機会の創出を図ります。

施策2 次代の親づくりの充実

子育て期にある世帯への住環境の整備、道路や施設環境の整備、子どもの安全な遊び場の確保、地域の
環境美化等に努め、子育てに配慮した妊産婦や子育て家庭が暮らしやすいまちづくりを推進します。

施策3 良好な生活環境の整備

核家族化の進行や働く女性の増加により、これまで以上に夫婦で協力して子どもを育てていかなければ
ならない時代になっています。
そのため、父親をはじめ、近隣の親族、市民、事業所が、子育てを支援する意識の啓発を図るとともに、ワー

ク・ライフ・バランスを推進し、一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、社会的な責任を果たすと
ともに、家庭や地域生活などにおいても、多様な生き方が選択・実現できる社会の実現を目指します。

施策4 ワーク・ライフ・バランスの推進
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子育て支援の充実

子育ち・こども福祉分野

基本目標 2

重点事業① 保育所保育料負担軽減

市独自の支援として、所得階層に応じた保育料の引き下げを継続します。

重点事業② 18歳までの子どもの医療費の一部助成（マル福の拡充）

平成27年度から所得に関わらず18歳までの医療費の一部を助成します。

新制度における教育・保育をはじめとする関連する事業について、ニーズに応えられる内の提供体制の
確保と充実を図るとともに、適切な評価と改善・努力を促進し、サービスの質の向上を目指します。

施策１ 幼児期における教育・保育の充実

子ども達が遊びを通して心身ともに健全に成長できるよう、各小学校及び各まちづくりセンター（公民
館）を拠点として活動する放課後児童クラブ、放課後子ども教室や休日子ども教室を全小学校区で実施す
るほか、保育時間の延長についても検討し、放課後こども総合プランとして更なる充実を目指します。

施策2 子どもの多様な居場所づくり

発育・発達において気になる子をできる限り早期に発見し、適切な療育・発達支援を行うことは、保護者
の不安軽減や保育力向上の効果もあいまって、子どものその後の社会生活にとって大きなプラスになる
と考えられます。
そのため、障がいのある子どもが、安心して生活することができるよう、「ノーマライゼーション」の理
念のもと、適切な環境づくりを推進します。

施策3 障がい児施策の充実

子どもの虐待の背景には、子育てによる地域や家庭での孤立感、子育て不安といったことに加え、社会的
要因等によっても児童虐待へ追い込まれてしまうことがあるといわれています。こうした子育て家庭の抱
える親の不安や悩みを把握し、子どもへの虐待行為を未然に防ぐための訪問・相談によるケア活動を行うと
ともに、早期に発見・対応できる体制づくりに努めます。

施策4 児童虐待防止対策の充実
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子育て家庭支援・地域社会分野

子育て家庭、地域の関連機関及び地域の人々の連携と協力を深めるため、情報提供や各種事業等を通じ
た支援の充実に努めるとともに、市民、地域、企業、各種団体が力を合わせた子育て家庭支援の取り組みを
推進します。

施策１ 子育て家庭への支援の充実

ひとり親家庭等の生活の現状把握に努め、生活支援や就業支援、経済的支援を行うとともに、情報の提
供や相談支援の充実を図ります。

施策2 ひとり親家庭等の自立支援の充実

子どもが交通事故や犯罪被害に遭うことなく、安心して安全に暮らせるよう、道路設備や防犯灯の整備
などのハード面での対策を推進するとともに、関係機関・団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的
な交通事故防止・防犯対策を推進します。

施策3 子どもの安全を守る環境づくり

母子保健・医療分野

子どもや子育て家庭がともに健やかな成長を育めるよう、子どもの成長段階にあわせた健診、指導を実
施することで、母子の健康維持に努めます。小児医療では、医療費の負担軽減に努めるとともに、今後も広
域での医療体制の充実に努め、地域でできる限り子どもの安全や健康を確保できるよう情報提供や相談
体制の充実を図ります。

施策１ 母親と子どもの健康の確保

思春期の性行動や薬物乱用、喫煙・飲酒等の問題は、子どもの心と体に大きく影響することから、喫煙、
薬物、性などに関する教育を実施します。
また、思春期には、心身の発達途上の不安定さゆえに、不安や悩みなどを抱え、いじめや不登校等により
学びたくても学べない児童・生徒に対し、関係機関が連携し、児童・生徒が安心して頼れる相談の場づくり
に努めます。

施策2 思春期保健対策の充実

子どもの健やかな心身の発達のため、自分に合ったバランスの良い食事、間食の取り方、本市の特産品
など食に関する情報について幼稚園や保育園の活動を通じて提供します。
また、家族団らんの機会となり、子どもたちの様子を知る機会となるため、保護者への啓発活動も行い
ます。

施策3 食育の推進
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教育・保育の確保基本目標 3
認定こども園、幼稚園、保育所における質の高い教育・保育を計画的に実施するため、
量の見込み（必要量）並びに提供体制の確保方策、実施時期等を定めます。

保育の必要性の認定
認定こども園、幼稚園、保育所の利用にあたっては、保護者が市へ申請し、市から保育の
必要性の認定を受けて、給付が支給される仕組みとなります。

１号認定：３歳以上で保育の必要性なし（両親のいずれかが専業主婦（夫） など）
２号認定：３歳以上で保育の必要性あり（両親が共働き など）
３号認定：３歳未満で保育の必要性あり（両親が共働き など）

1号認定【3-5歳：教育標準時間認定】1

１号認定については、市内の幼稚園、認定こども園により必要な事業量は確保できる見込みです。●

市内施設の供給力に余裕があることから、他市町村の１号認定児童の受け入れも可能な見込みです。●

2 号認定【3-5歳：保育認定】2

２号認定については、市内保育所の認定こども園への移行、保育所の新設及び定員の拡大などに
より必要な事業量は確保できる見込みです。

●

既存の施設については、保護者の多様なニーズに即した利用ができる認定こども園への移行を検討
します。

●

※児童数（3-5歳）

差（②－①）

量の見込み【①：必要量】

確保方策（特定教育保育施設）【②】

728人

1,742人

H26年度（実績） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

133人

880人

747人

1,771人

132人

880人

748人

1,772人

130人

880人

750人

1,777人

114人

880人

766人

1,815人

108人

880人

772人

1,829人

※児童数（3-5歳）

2号認定

2号認定【教育ニーズ】

差（②－①）

量の見込み【①：必要量】

確保方策（特定教育保育施設）【②】

H26年度（実績） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

885人

1,742人

178人

1,081人

250人

653人

903人

1,771人

222人

1,126人

250人

654人

904人

1,772人

218人

1,126人

252人

656人

908人

1,777人

199人

1,126人

257人

670人

927人

1,815人

192人

1,126人

258人

676人

934人

1,829人
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3 号認定【0-2歳：保育認定】3

３号認定については、市内保育所の認定こども園への移行、保育所の新設や定員の拡大、さらには
小規模型保育所の開設により、必要な事業量は確保できる見込みです。

●

引き続き、計画期間中に保育所の定員拡大、既存施設の幼保連携型認定こども園への移行の働きかけ
等を行い、必要な事業量の確保に努めます。

●

保護者の多様なニーズに応えるため、給付対象施設以外の市内の認可外保育所、事業所内保育所にお
ける保育の提供体制の確保を図ります。

●

H26年度（実績） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

※児童数（0-2歳）

差（②－①）

認可外保育施設

特定地域型保育事業

特定教育・保育施設

確保方策【②】

0-2歳保育利用率

3号認定（0歳）

3号認定（1･2歳）

量の見込み【①：必要量】

※児童数（0歳）

※児童数（1･2歳）

29.6%

58人

466人

524人

578人

1,193人

1,771人

19人

45人

34人

629人

708人

38.1%

138人

551人

689人

623人

1,185人

1,808人

43人

45人

34人

664人

743人

38.4%

135人

565人

700人

607人

1,216人

1,823人

32人

45人

34人

664人

743人

38.7%

132人

579人

711人

593人

1,246人

1,839人

49人

45人

34人

664人

743人

38.6%

129人

565人

694人

580人

1,216人

1,796人

64人

45人

34人

664人

743人

38.6%

126人

553人

679人

570人

1,189人

1,759人

地域子ども・子育て支援事業の展開
子どもや子育て家庭の状況に応じ、地域子ども・子育て支援事業を計画的に
実施するため、事業の量の見込み（必要量）に基づき、提供体制の確保を図ります。

②地域子育て
　支援拠点事業

①利用者支援事業

③妊婦健康診査

⑤養育支援訪問事業

④乳児家庭
　全戸訪問事業

事業名 事業概要 平成31年度（目標年度）の
実施予定・利用見込み

子どもと保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等の情報提供、相談・助言、関係機関との
連絡調整等を実施する事業です。

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助
を行います。

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健
康診査を実施します。

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、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。

養育に関する指導・助言等を行います。

国の動向を踏まえて
実施を検討

７か所で実施
【年間延べ45,192回の利用】

【年間延べ7,980回の受診】

【年間延べ570家庭に訪問】

保健師や家庭相談員により実施
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⑥子育て短期支援事業
　（ショートステイ事業）

事業名 事業概要 平成31年度（目標年度）の
実施予定・利用見込み

保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時
的に困難となった児童について、児童養護施設等において
必要な保護を行います。

７か所で実施
【年間延べ55回の利用】

⑧-1一時預かり事業
　（在園児対象）

認定こども園、幼稚園の在園児に対して、教育時間の前
後や土曜・日曜・長期休業期間中などに保育（教育活動）を
実施します。

７か所で実施
【年間延べ68,595日の利用】

⑧-2一時預かり事業
　（在園児対象型以外の
　一時預かり）

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった
乳幼児について、主として昼間、認定こども園、保育所（園）、
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター
事業）により、一時的に預かり、必要な保護を行います。

16か所の保育所
30か所のファミサポ全員
【年間延べ3,411日の利用】

⑩延長保育事業
保育所等の在園児に、通常の利用日及び利用時間以外の

日及び時間に、認定こども園、保育所（園）等において保育を
実施します。

12か所で実施
【年間実利用者318人が利用】

⑪病児保育事業
病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保育できない場

合に、病院・保育所などに付設されたスペースで保育を実施
します。

２か所で実施
【年間延べ960日の利用】

⑫実費徴収に係る補足
　給付を行う事業

保護者が認定こども園、幼稚園、保育所等に支払うべき、
日用品・文房具などの物品購入費用、行事の参加費用等につ
いて、世帯所得の状況等を勘案して助成する事業です。

国の動向を踏まえて
実施を検討

⑬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、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。

国の動向を踏まえて
実施を検討

⑭子どもを守る地域ネッ
　トワーク機能強化事業
　（その他要保護児童等の
　支援に資する事業）

要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、調整
機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化、
ネットワーク機関間の連携強化を図る事業です。

国の動向を踏まえて
実施を検討

⑨放課後児童健全育成
　事業（放課後児童クラブ）

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、
授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えます。

26か所で実施
【定員数950人】

⑦子育て援助活動支援
　事業（ファミリー・
　サポート・センター事業）
　【就学児対象】

小学生の保護者を会員とし、預かり等の援助を希望する
方と援助を行うことを希望する方との間の相互援助活動
に関する連絡、調整を行います。

１か所で実施
【年間延べ1,329日の利用】
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