
めざすまちの姿を実現するためにめざすまちの姿を実現するためにめざすまちの姿を実現するためにめざすまちの姿を実現するために 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ヒアリング調査から見えてきたことは・・・ 

理念：子どもは地域の宝、みんなで見守り育てよう！ 

・子どもの幸せを考えるまち 

・子育てを地域ぐるみで支えあうまち 

・次代の親を育成するまち 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿
 

 ＜ 論 点 ＞   

 

・連携した子育て支援ネットワークと、 

子育て支援の役割分担を、どのように考えるか 

  

・地域（生活圏域）での子育て支援を、どのように考えるか 

すべての子ども・子育て家庭に対し 

理念を実現するため 

資料資料資料資料２２２２－１－１－１－１ 

・連携した子育て支援ネットワーク 

  ≪資料２－２≫ 

・地域（生活圏域）での子育て支援 

  ≪資料２－３≫ 

・専門機関、関係部署の連携体制整備が急務 

・すべてを集約し、関係課へ繋いでもらえる所が必要 

・地域での子育て支援が充実する連携が必要 

・支援サポーターやコーディネーターが必要 



子ども・子育て家庭子ども・子育て家庭子ども・子育て家庭子ども・子育て家庭    

 

 

 

専門性の 

高い支援 

    

    

１．１．１．１．連携した子育て支援ネットワーク連携した子育て支援ネットワーク連携した子育て支援ネットワーク連携した子育て支援ネットワーク    

 

理念「子どもは地域の宝、みんなで見守り育てよう！」をめざすため 

⇒ 「地域での支えあい」と、関係機関による「公的な支援」が両輪として連携し、 

子ども・子育て家庭に対して取り組むことが必要ではないか。 

 

 

 

 

めざすべき支援方策のネットワーク （構想図） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料資料資料資料２２２２－－－－２２２２ 

民間・行政のかきねを越えたネットワークの構築民間・行政のかきねを越えたネットワークの構築民間・行政のかきねを越えたネットワークの構築民間・行政のかきねを越えたネットワークの構築    

地域の支え合い地域の支え合い地域の支え合い地域の支え合い    
 

◆保護者どうしの日々の交流

（ママ友・パパ友） 

◆あいさつ・声かけによる日々

の見守り 

◆まち協、自治会、子ども会な

ど地域活動での支え合い、

見守り 

◆幼稚園・保育園・学校への

保護者や地域住民の参画 

◆子育てボランティア活動 

◆民生委員児童委員活動 

◆身近な「たまり場」（子育て

サロン、コミュニティカフェ）

での交流 

◆消防団、自主防災組織等に

よる安全・安心の確保 

等 

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供による支援による支援による支援による支援    
（主な子育て支援施策） 

 

◆乳幼児健診、予防接種、周産

期・小児医療等による健康の確

保 

◆未就園児の育ちの支援と保護者

の不安の解消（地域子育て支援

拠点事業等） 

◆幼稚園・保育園・認定こども園・

小規模保育等による就学前教

育・保育の提供 

◆小学校・放課後児童クラブ・子ど

もセンター等による小学生への

教育・保育の提供 

◆障がい児への専門的な支援 

等 

地域に密着 

した支援 

地区ご 

との密 

な連携 

多機関 

多職種 

による 

連携 

◆妊娠期からの切れ目ない支援の展開 

◆事業所等での住民活動・支援の展開 

◆事業所等職員の地域連携の強化 

 

 

近江八幡市・ 

医療機関・民間事業所 

◆日々の窓口相談 

◆周産期保健・母子保健の相談 

◆子育て相談・発達相談 

◆利用者支援      等 

相談・コーディネート相談・コーディネート相談・コーディネート相談・コーディネート 

 ニーズをサービスにつなぐ 

◆中学校区のネットワーク会議を中心とした地域連携の強化 



    

    

    

子ども・子ども・子ども・子ども・子育て子育て子育て子育て家庭家庭家庭家庭    

妊娠～乳幼児期における 

主な関係機関 

地域における子育て支援 

 

 

 

２．２．２．２．子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援の担い手の担い手の担い手の担い手    

 

理念「子どもは地域の宝、みんなで見守り育てよう！」をめざすため 

⇒ 子ども・子育て支援の担い手としての役割を明確にすることが必要ではないか。 

    

 

 

それぞれの果たすべき役割 （●：担うべき主な役割・支援） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子ども支援課子ども支援課子ども支援課子ども支援課 

○児童手当・子育て相談 
○ひとり親支援 
●利用者支援    等 

子どもセンター子どもセンター子どもセンター子どもセンター 
子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター 

○子育て相談 
●遊び・仲間づくりの場 
●親育ちの場    等 

健康推進課健康推進課健康推進課健康推進課 

●母子保健施策・健診 
●ハイリスク者支援  等 

子ども家庭相談室子ども家庭相談室子ども家庭相談室子ども家庭相談室 

○児童虐待防止 
○育児家庭訪問支援 
●ハイリスク者支援  等 

幼児課幼児課幼児課幼児課 

○幼稚園・保育園・こども園 
●幼児期の教育・保育  等 

障がい福祉課障がい福祉課障がい福祉課障がい福祉課 

福祉福祉福祉福祉総合相談課総合相談課総合相談課総合相談課 

学区まちづくり協議会学区まちづくり協議会学区まちづくり協議会学区まちづくり協議会 

○子育てサロン 
○遊び・仲間づくりの場 
●地域のつながり   等 

自治会自治会自治会自治会 

○コミュニティカフェ 
○世代間交流 
●地域での見守り   等 

民間事業所民間事業所民間事業所民間事業所 
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ・団体・団体・団体・団体 

○宅幼老所・一時預かり 
●地域社会への貢献  等 

医療機関医療機関医療機関医療機関 
産婦人科医院産婦人科医院産婦人科医院産婦人科医院 

○医療（予防、治療） 
●専門的診断・判断  等 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会 

○地域間連携 
●ボランティアの連携 等 

子ども発達支援センター子ども発達支援センター子ども発達支援センター子ども発達支援センター 

○発達相談・専門療育 
○支援者連携と指導 
●早期からの発達支援 等 



 

 

 

１１１１．．．．地域（生活圏域）での子育て支援地域（生活圏域）での子育て支援地域（生活圏域）での子育て支援地域（生活圏域）での子育て支援    

 

まちの姿「子育てを地域ぐるみで支えあうまち」をめざすため 

⇒ 自治会単位、中学校区単位、全市域のそれぞれで、すべての子ども・子育て家庭に対する 

取り組みが強化・充実されることが必要ではないか。 

 

 

地域の子育て力を強化するための取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料資料資料資料２２２２－３－３－３－３ 

○自治会単位の子育て拠

点や、事業所による宅
幼老所の構築促進 

○企業の子育て支援の取

り組みの促進 
○子育てサポーターの育

成・連携     等 

地域住民地域住民地域住民地域住民 
居住者、地域で働く人、団体、
ボランティア、企業等 

○官庁街エリア整備に合わせた子育て支援の充実 
（保健福祉関係各課の連携強化とワンストップ相談の

実現、子育て支援拠点の強化、市民との協働事業の強

化、新たな保育サービスの整備等） 
○虐待防止施策・発達支援施策の充実 
○保育所の定員枠の増強、地域型保育事業の普及促進 
○放課後児童クラブ事業の充実 
○利用者支援事業の実施            等 
 

近江八幡市近江八幡市近江八幡市近江八幡市 

子ども子ども子ども子ども    

子育て家庭子育て家庭子育て家庭子育て家庭    

自治会単位の子育て力の強化 

公的サービスを担う公的サービスを担う公的サービスを担う公的サービスを担う 
機関・団体機関・団体機関・団体機関・団体 

（学校法人・社会福祉法人（学校法人・社会福祉法人（学校法人・社会福祉法人（学校法人・社会福祉法人・・・・NＰＯ法人ＰＯ法人ＰＯ法人ＰＯ法人等）等）等）等） 

中学校区単位の子育て力の強化 

全市レベルの子育て力の強化 

○地域子育て支援拠点の運

営強化 
○一時預かり保育の強化 
○親育ち施策の強化 
○ファミリーサポートセン
ターの周知促進 

○職員（教諭・保育士等）、

子育てコーディネーター
の確保・育成 

○地域に開かれた園（校）

づくり 
○認定こども園化への普及

促進 
○ネットワーク会議を中心
とした地域連携の強化 

○放課後等デイサービス事

業による障害児支援 
○学生など多様な世代の参

画の促進      等 

地域の取

り組みへ

支援 

地域拠点

としての

協力 

担い手の質・

量の確保のた

めの支援 

法人とし

て可能な

公的事業

の協力 



２．２．２．２．（仮称）地域のつながり再構築事業（仮称）地域のつながり再構築事業（仮称）地域のつながり再構築事業（仮称）地域のつながり再構築事業 （参考図） 
 

現在、市では、高齢者・障がい者・子どもなど、すべての地域住民が安心して暮らせる地域包

括ケアシステムの構築をめざし、各課連携による取り組みを進めています。 

具体的な取り組みとして、福祉総合相談課が中心となり、福祉トータルサポートセンター基本

構想に基づく市民共生の拠点機能整備の一つとして、「（仮称）地域のつながり再構築事業」を検

討しています。この事業は、地域の助け合いにより、すべての地域住民の居場所や活動拠点をつ

くることを目指しています。 

この再構築事業の理念図を、子育て支援からの視点で加工したものが、次頁の参考図です。 

子ども・子育て支援事業計画の「子育てを地域ぐるみで支えあうまち」を実現するため、今後、

モデル的な事業として取り組んでいくことが望まれると考えます。 

 

▼ 福祉トータルサポートセンター基本構想（子育て支援に関わるもののみ抜粋） 

 

 

 

 

 

 

        

福祉トータルサポートセンター基本構想では、福祉トータルサポートセンターの機能とし

て、下記の点を目指しています。 

・総合相談窓口の機能 

・子どもの育ちを地域で支える拠点機能 

・高齢者・障がい者等の雇用の場の創出推進機能 

・市民共生の拠点機能 

 

「子どもの育ちを地域で支える拠点機能」～身近な相談拠点のネットワーク化 

 家庭環境や障がいの有無などにかかわらず、すべての子育て家庭が身近な地域で気軽に

相談でき、必要に応じて専門的な支援やサービスを適切に利用できるよう、保健分野や子

育て分野の関係機関が把握した子どもや家庭の課題とその解決に向けた取り組みを共有で

きるネットワークを構築するとともに、子どもの成長を地域で支援する施設機能の整備を

進めます。 

 ≪取組項目≫ 

  〇 子育て支援におけるネットワークと相談機能の強化 

 

「市民共生の拠点機能」～共助による福祉の担い手の充実 

 子どもや高齢者、障がい者、外国人住民をはじめ、すべての市民が互いに尊重し合い、

助け合いながら暮らす地域の確立を目指し、相互理解や交流、さまざまな地域福祉活動へ

の参加促進を図るとともに、共助による福祉の担い手を充実させていくために必要な拠点

機能の整備を推進します。 

 ≪取組項目≫ 

  〇 共助による福祉の推進に向けた地域資源の充実 



【地域の現状と課題
 ・家族構成が大きく変化（核家族化
 ・地域のつながりの希薄化（雇用環境の変化、転居
 ・担い手や資源の不足（

【地域に求められること
 ・子ども、障がい者、高齢者などすべての市民が安心して暮らせるよう

ひとりの違いを認め、支えあう地域）
 ・地域の担い手が不足する中、元

を抱える人など
 ・地域住民が生きがいや役割を持って健康で自立した生活を続け、持続可能な地域をつくること。

子育て家庭、

らし高齢者

者の困り事を解消

【運営主体】
 まちづくり団体、民生委員や福祉協力
員によるグループ、自治会、老人クラ
ブ、ママサークル、

【担い手】
 同世代の保護者
 高齢者 
学生（中学生、

≪アドバイザー≫

 専門家（助産師、

 サポートスタッフ（

    

    

    

    

    

    

    

    

【地域の現状と課題】 
家族構成が大きく変化（核家族化
地域のつながりの希薄化（雇用環境の変化、転居
担い手や資源の不足（

【地域に求められること】
子ども、障がい者、高齢者などすべての市民が安心して暮らせるよう
ひとりの違いを認め、支えあう地域）

・地域の担い手が不足する中、元
を抱える人などすべての地域住民が

・地域住民が生きがいや役割を持って健康で自立した生活を続け、持続可能な地域をつくること。

子育て家庭、一人暮

らし高齢者や障がい

者の困り事を解消 

【運営主体】 
まちづくり団体、民生委員や福祉協力
員によるグループ、自治会、老人クラ
ブ、ママサークル、NPO、等

【担い手】 
同世代の保護者 

 
中学生、高校生、看護学生）

≪アドバイザー≫

専門家（助産師、看護師、

サポートスタッフ（育成

家族構成が大きく変化（核家族化、子どもを知らない親の増加
地域のつながりの希薄化（雇用環境の変化、転居
担い手や資源の不足（子どもの預かり拠点の不足

】 
子ども、障がい者、高齢者などすべての市民が安心して暮らせるよう
ひとりの違いを認め、支えあう地域）をつくること

・地域の担い手が不足する中、元気高齢者が活躍できる場をつくるとともに
すべての地域住民が共生できる場をつくること。

・地域住民が生きがいや役割を持って健康で自立した生活を続け、持続可能な地域をつくること。

・子育て家庭の自宅訪問（見守り）や傾聴

・買い物、ごみ出し、電球交換、季節家電

の入れ替え等の

一人暮

や障がい

 

まちづくり団体、民生委員や福祉協力
員によるグループ、自治会、老人クラ

、等 

高校生、看護学生） 

≪アドバイザー≫ 

看護師、保健師、利用者支援

育成、確保） 

、子どもを知らない親の増加
地域のつながりの希薄化（雇用環境の変化、転居）※高齢者、障がい者などの孤立化

子どもの預かり拠点の不足）※地域活動の担い手、地域住民の居場所が不足

子ども、障がい者、高齢者などすべての市民が安心して暮らせるよう
をつくること。 

気高齢者が活躍できる場をつくるとともに
共生できる場をつくること。

・地域住民が生きがいや役割を持って健康で自立した生活を続け、持続可能な地域をつくること。

＜

自治会館、空き家など

※※※※    コミュニティカフェとは、地コミュニティカフェとは、地コミュニティカフェとは、地コミュニティカフェとは、地

つながりづくり、生きがいづくりの場となっています。つながりづくり、生きがいづくりの場となっています。つながりづくり、生きがいづくりの場となっています。つながりづくり、生きがいづくりの場となっています。

＜訪問活動の拠点＞

育て家庭の自宅訪問（見守り）や傾聴

・買い物、ごみ出し、電球交換、季節家電

の入れ替え等の家事サポート

保健師、利用者支援員） 

、子どもを知らない親の増加）※独居高齢者
※高齢者、障がい者などの孤立化
※地域活動の担い手、地域住民の居場所が不足

子ども、障がい者、高齢者などすべての市民が安心して暮らせるよう、
 

気高齢者が活躍できる場をつくるとともに
共生できる場をつくること。 

・地域住民が生きがいや役割を持って健康で自立した生活を続け、持続可能な地域をつくること。
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