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基本計画の施策体系

基本目標

基本目標 1

創造性が豊かで行動力があり、
地域を担い未来へ通じる「人」を
育みます
〈教育・人づくり〉

基本目標 2

一人ひとりが互いに支え合い、
心のかよう地域社会を創ります

〈福祉・医療・人権〉

基本目標 5

時代にあった安全・安心な
生活基盤を築き、次世代への
礎を築きます
〈都市基盤整備〉

基本目標 6

協働と連携に基づいて
しなやかな「地域の経営」が
できる体制を整えます
〈地域自治・行政経営〉

基本目標 3

豊かな自然、歴史、文化を守り・
活かし、未来に引き継ぎます
〈環境・歴史・文化〉

基本目標 4

地域の魅力を掘り起こし、
暮らしを支える産業を興します
〈産業・観光振興〉

施策 SDGs該当分野

　基本構想で掲げた「将来のまちの姿」の実現に向けて、今後5年間で取り組む施策は以下のとおりで

す。また、各基本目標に関係するSDGsにおける17の目標を示しています。各基本目標に対応するSDGs分

野が多岐にわたることからもわかるように、それぞれの施策は様々な部署が関係しているため、目標の達

成に向けて全市をあげて部局横断的に取組を進めていきます。

１. 子育てに対する切れ目のない支援

２. 豊かな心身を育む教育の推進

３. 生涯学習の推進

４. 生涯スポーツの推進

５. 青少年の健全育成

１. 人権の尊重

２. 福祉の向上

３. 健康づくりの促進

４. 男女共同参画とワーク・ライフ・
　 バランスの促進

５. 医療の充実

１. 環境保全の推進

２. 歴史文化の保全と活用

３. 魅力的な景観形成の推進

４. ごみの減量と適正処理の推進

１. 観光の振興

２. 農業・水産業の振興

３. 商工業の振興

４. 創業支援と雇用の場の確保

１. 地域・公共の担い手の育成

２. 公有財産の効率的管理

３. 効率的・効果的な行政経営の推進と
　 市民サービスの向上

４. 持続可能な財政運営の確立

１. 計画的な土地利用の推進

２. みどり豊かで、安全・快適な市街地の形成

３. 移動基盤の整備・確保

４. 災害に強いまちづくり

５. 犯罪・事故に巻き込まれないまちづくり・
　 消費者教育の推進

６. 定住促進と市の魅力発信
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創造性が豊かで行動力があり、
地域を担い未来へ通じる「人」を育みます

子育てに対する
切れ目のない支援

現状・課題
　若い世代の「晩婚化」「非婚化」を背景に、出生率の減少が進んでいます。結婚、出産は本人の意思に

基づくことが大前提ですが、それらを支えてきた社会的なつながりが希薄になっていたり、経済的な基盤

が不安定なために、意思はあってもやむを得ず諦めている人もいることから、一定の支援が必要です。ま

た、子育てについて、親や祖父母世代との日常的な交流の減少や、地域コミュニティのつながりの希薄化

などを背景に、孤立感を感じる親も少なくなく、地域ぐるみで子育てするという意識の醸成と環境の整

備が求められています。

　本市では、妊娠期から子育て期までの総合相談機能をもつ「子育て世代包括支援センター」におい

て、児童の保健福祉の推進を目的として子育て世代地域包括ケアシステムの整備を進める必要がありま

す。「子育て世代包括支援センター」では総合相談・支援、子育て支援ケアマネジメント、包括的ケアマネ

ジメントを行い、虐待予防の取組を推進するとともに、子育て支援人材を養成する体制づくりを進める

など、妊娠・出産・子育てに至るまで切れ目のない支援を行う体制整備を図っています。

　今後は、本市がめざす地域包括ケアシステムの一環として、安心して妊娠・出産・子育てができる地域

づくりをめざした地域包括ケアを推進するために、地域全体が子育てに関わる仕組みづくりを推進しま

す。また、児童に関して、放課後の居場所づくりや健全育成の観点から、広々とした公園や広場の整備を

総合的に検討することも重要です。

施策

1
SDGs 該当分野

目標

〈教育・人づくり〉

1

（資料）近江八幡市健康推進課

近江八幡市子育て世代地域包括ケアシステム～妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援～

子育て世代包括支援センター
（母子保健型・基本型）

保育所・幼稚園・子ども園 小中学校
放課後児童クラブ

子ども発達支援センター

妊婦・親子

コミュニティー
センター

ファミリーサポート
センター

二次医療機関
助産所・医院（産科・小児科・

歯科等）・薬局

地域住民・企業・社会福祉法人・NPO等

利用者
支援員

〈子どもが健やかに育つための〉
◎集団の場における子どもの発達保障
◎児童の健全育成・学力保障

〈安全な妊娠出産、子どもの健康を守るための〉
◎周産期医療体制、小児医療体制

〈親が安心して子育てできるための〉
◎地域ぐるみの子育て支援
　（社会資源）

育ちの場

地域の居場所

受診・専門相談

保育・教育
発達支援

医療・助言
心身のケア

交流の場、遊びの場
見守り支援

めざす姿 （今後10年間で、この施策で近江八幡市がめざす姿）

取組方針 （めざす姿の実現に向けて、近江八幡市として取組を進めていく基本的な方針）

取組方針

①結婚・妊娠・出産を望む人への総合的なサポート

主な取組

　結婚・妊娠・出産を望む人への総合的なサポートや、子育てを支える人材の確保・養成と活用、児

童の居場所の総合的な整備などを通じて、地域社会全体で子育てを応援する気運が醸成され、妊

娠・出産・子育てに対する切れ目のない支援が実現し、安心して子育てできる環境が整っています。

結婚・出産を望む人への総合的なサポートを進めるため、職
場や地域における環境整備や取組の支援を行います。また、
将来の妊娠・出産に向けた思春期教育の充実を図ります。

②安心して子育てできる環境の充実
全ての親が孤立せず安心して子育てできる環境の充実に
向け、「子育て世代包括支援センター」を中心に、妊娠か
ら出産・子育てまで、切れ目のない支援を進めるととも
に、学校園や保護者を含め、幅広い子育て（支援）の担い
手間での交流によるニーズの集約や、地域ケア会議によ
る地域課題の抽出と施策化を進めることにより、子育て
世代地域包括ケアシステムの整備・充実を図ります。

③児童の居場所の総合的な整備
児童の居場所について、放課後児童クラブだけにとどまら
ない総合的なあり方を検討し、整備を進めていきます。

●近江八幡市子ども・子育て支援事業計画
●おうみはちまん健やか親子21計画

ライフデザインの取組、妊婦健診、不妊治療等
に係る費用の助成（経済的な負担の軽減）、
妊娠・出産に関する相談、専門相談機関への
紹介、教育現場における命の教育の推進、等

指標 （めざす姿の実現状況、あるいは実現に向けた取組状況を把握する指標）

関連する市の計画

指標 現状値 目標値（5年後） （参考）目標値（10年後）

①新たな子育て世代地域包括ケアシステムの
整備の状況【地域ケア会議で出された意見
等を計画・施策に反映する仕組みの構築】

②新たな子育て世代地域包括ケアシステムの
整備の状況【互助による親子の居場所の
整備】

③新たな子育て世代地域包括ケアシステムの整
備の状況【ゆったりとした気分で子どもと過
ごせる時間があると回答した母親の割合】

総合相談機能の強化、妊産婦等支援プラン
の策定と支援、ハイリスク者に対する適正な
ケアマネジメントの実施、地域ケア会議の実
施、待機児童数や保育ニーズの推移を十分に
考慮した施設整備、等

放課後児童クラブの整備、公園等の整備、等

 

４か月児： 83.3%
１歳８か月児： 76.1％
３歳６か月児：64.5％

４か月児： 85.3％
１歳８か月児： 78.1％
３歳６か月児： 66.5％

４か月児： 87.3％
１歳８か月児： 80.1％
３歳６か月児：68.5％

なし

０か所

あり

4か所

あり

11か所

計画の見方
今後取り組む施策により10年後の本市の
望ましい状態を示しています。基本構想で示した基本目標を

示しています。

各施策についての現状と課題、
本市のこれまでの取組等を示
しています。

めざす姿の実現に向けて、取り組む
施策方針及び方針に基づく代表的な
取組を示しています。

めざす姿の実現状況、あるいは実現
に向けた取組状況を把握するための
代表的な指標を示しています。

各施策に関連する市の主要な
個別計画を示しています。

各施策に対応するSDGsの
該当分野を示しています。

施策名を示して
います。

目標
めざす姿

取組方針

指標

関連する市の計画

施策

現状・課題

SDGs該当分野

基 本 計 画
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創造性が豊かで行動力があり、
地域を担い未来へ通じる「人」を育みます

子育てに対する
切れ目のない支援

現状・課題
　若い世代の「晩婚化」「非婚化」を背景に、出生率の減少が進んでいます。結婚、出産は本人の意思に

基づくことが大前提ですが、それらを支えてきた社会的なつながりが希薄になっていたり、経済的な基盤

が不安定なために、意思はあってもやむを得ず諦めている人もいることから、一定の支援が必要です。ま

た、子育てについて、親や祖父母世代との日常的な交流の減少や、地域コミュニティのつながりの希薄化

などを背景に、孤立感を感じる親も少なくなく、地域ぐるみで子育てするという意識の醸成と環境の整

備が求められています。

　本市では、妊娠期から子育て期までの総合相談機能をもつ「子育て世代包括支援センター」におい

て、児童の保健福祉の推進を目的として子育て世代地域包括ケアシステムの整備を進める必要がありま

す。「子育て世代包括支援センター」では総合相談・支援、子育て支援ケアマネジメント、包括的ケアマネ

ジメントを行い、虐待予防の取組を推進するとともに、子育て支援人材を養成する体制づくりを進める

など、妊娠・出産・子育てに至るまで切れ目のない支援を行う体制整備を図っています。

　今後は、本市がめざす地域包括ケアシステムの一環として、安心して妊娠・出産・子育てができる地域

づくりをめざした地域包括ケアを推進するために、地域全体が子育てに関わる仕組みづくりを推進しま

す。また、児童に関して、放課後の居場所づくりや健全育成の観点から、広々とした公園や広場の整備を

総合的に検討することも重要です。

施策

1
SDGs 該当分野

目標

〈教育・人づくり〉

1

（資料）近江八幡市健康推進課

近江八幡市子育て世代地域包括ケアシステム～妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援～

子育て世代包括支援センター
（母子保健型・基本型）

保育所・幼稚園・子ども園 小中学校
放課後児童クラブ

子ども発達支援センター

妊婦・親子

コミュニティー
センター

ファミリーサポート
センター

二次医療機関
助産所・医院（産科・小児科・

歯科等）・薬局

地域住民・企業・社会福祉法人・NPO等

利用者
支援員

〈子どもが健やかに育つための〉
◎集団の場における子どもの発達保障
◎児童の健全育成・学力保障

〈安全な妊娠出産、子どもの健康を守るための〉
◎周産期医療体制、小児医療体制

〈親が安心して子育てできるための〉
◎地域ぐるみの子育て支援
　（社会資源）

育ちの場

地域の居場所

受診・専門相談

保育・教育
発達支援

医療・助言
心身のケア

交流の場、遊びの場
見守り支援

めざす姿 （今後10年間で、この施策で近江八幡市がめざす姿）

取組方針 （めざす姿の実現に向けて、近江八幡市として取組を進めていく基本的な方針）

取組方針

①結婚・妊娠・出産を望む人への総合的なサポート

主な取組

　結婚・妊娠・出産を望む人への総合的なサポートや、子育てを支える人材の確保・養成と活用、児

童の居場所の総合的な整備などを通じて、地域社会全体で子育てを応援する気運が醸成され、妊

娠・出産・子育てに対する切れ目のない支援が実現し、安心して子育てできる環境が整っています。

結婚・出産を望む人への総合的なサポートを進めるため、職
場や地域における環境整備や取組の支援を行います。また、
将来の妊娠・出産に向けた思春期教育の充実を図ります。

②安心して子育てできる環境の充実
全ての親が孤立せず安心して子育てできる環境の充実に
向け、「子育て世代包括支援センター」を中心に、妊娠か
ら出産・子育てまで、切れ目のない支援を進めるととも
に、学校園や保護者を含め、幅広い子育て（支援）の担い
手間での交流によるニーズの集約や、地域ケア会議によ
る地域課題の抽出と施策化を進めることにより、子育て
世代地域包括ケアシステムの整備・充実を図ります。

③児童の居場所の総合的な整備
児童の居場所について、放課後児童クラブだけにとどまら
ない総合的なあり方を検討し、整備を進めていきます。

●近江八幡市子ども・子育て支援事業計画
●おうみはちまん健やか親子21計画

ライフデザインの取組、妊婦健診、不妊治療等
に係る費用の助成（経済的な負担の軽減）、
妊娠・出産に関する相談、専門相談機関への
紹介、教育現場における命の教育の推進、等

指標 （めざす姿の実現状況、あるいは実現に向けた取組状況を把握する指標）

関連する市の計画

指標 現状値 目標値（5年後） （参考）目標値（10年後）

①新たな子育て世代地域包括ケアシステムの
整備の状況【地域ケア会議で出された意見
等を計画・施策に反映する仕組みの構築】

②新たな子育て世代地域包括ケアシステムの
整備の状況【互助による親子の居場所の
整備】

③新たな子育て世代地域包括ケアシステムの整
備の状況【ゆったりとした気分で子どもと過
ごせる時間があると回答した母親の割合】

総合相談機能の強化、妊産婦等支援プラン
の策定と支援、ハイリスク者に対する適正な
ケアマネジメントの実施、地域ケア会議の実
施、待機児童数や保育ニーズの推移を十分に
考慮した施設整備、等

放課後児童クラブの整備、公園等の整備、等

 

４か月児： 83.3%
１歳８か月児： 76.1％
３歳６か月児：64.5％

４か月児： 85.3％
１歳８か月児： 78.1％
３歳６か月児： 66.5％

４か月児： 87.3％
１歳８か月児： 80.1％
３歳６か月児：68.5％

なし

０か所

あり

4か所

あり

11か所

計画の見方
今後取り組む施策により10年後の本市の
望ましい状態を示しています。基本構想で示した基本目標を

示しています。

各施策についての現状と課題、
本市のこれまでの取組等を示
しています。

めざす姿の実現に向けて、取り組む
施策方針及び方針に基づく代表的な
取組を示しています。

めざす姿の実現状況、あるいは実現
に向けた取組状況を把握するための
代表的な指標を示しています。

各施策に関連する市の主要な
個別計画を示しています。

各施策に対応するSDGsの
該当分野を示しています。

施策名を示して
います。

目標
めざす姿

取組方針

指標

関連する市の計画

施策

現状・課題

SDGs該当分野

基 本 計 画
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目標

〈教育・人づくり〉

1

創造性が豊かで行動力があり、
地域を担い未来へ通じる「人」を育みます

基 本 計 画




