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１１  計計画画策策定定のの背背景景  

全国的な尐子高齢化のさらなる進行、核家族化や地域のつながりの

希薄化などが進むだけでなく、働き方の多様化など、子どもや子育て

家庭をめぐる環境は大きく変化し、保護者の子育てへの丌安感や負担

感、孤立感の高まりにつながっています。また、子どもにおいても、

自己肯定感や社会性を身につける機会の減尐にもつながるなど、子ど

もの育ちに大きな影響が懸念されています。 

こうしたなか、平成27年３月に策定した「西条市子ども・子育て支援事業計画」が令和元

年度で計画期間を終了することから、これまでの取組の成果、課題などを踏まえ、社会情勢

の変化や新たな課題に対応しながら、引き続き施策を推進するため「第２期西条市子ども・

子育て支援事業計画」（以下、「本計画」とします。）を策定するものです。 

 

２２  計計画画のの位位置置づづけけとと期期間間  

本計画は、「子ども・子育て支援法」「次世代育成支援対策推進法」「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づいて策定しています。また、

「第２期西条市総合計画」を上位計画とし、分野横断的に子ども・子育て支援を充実させて

いくものとします。 

計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 

年度 
平成27 28 29 30 

平成31 

令和元 令和２ ３ ４ ５ ６ 

西条市子ども・子育

て支援事業計画 
前期計画 第２期計画 

 

３３  計計画画のの策策定定体体制制  

本計画は、本市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業等の利用の現状分析とニー

ズ調査の実施結果を踏まえて、総合的に目標設定を行いました。また、計画策定の段階から

西条市子ども・子育て会議にて審議を行い、計画づくりを進めるとともに、計画素案を公開

し、広く市民の方々から意見を募り、計画を策定しました。 

計画策定の概要 
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１１  西西条条市市ににおおけけるる概概況況  

本市の人口は減尐傾向が続いており、0歳～17歳の子ども、親世代に相当する18～39歳も

同様の状況にあります。今後の人口予測でも尐子高齢化がより一層進むものと考えられます。 

人口の推移と今後の予測 

17,913 17,584 17,227 16,973 16,675 16,360 16,097 15,809 15,567 15,350

24,915 23,488 22,944 22,596 22,204 21,819 21,419 21,014

36,679 36,178 35,764 35,374 34,954 34,383 34,058 33,840 33,525

32,856 33,468 34,029 34,401 34,662 34,728 34,788 34,838 34,739 34,681

24,17424,569

34,681

112,363 111,799 111,194 110,236 109,235 108,365 107,472 106,524 105,565 104,570

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

(人)

0～17歳 18～39歳 40～65歳 65歳以上
 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）、西条市推計 

 

市内の保育所、認定こども園への平均入所者数は毎年2,900人前後で推移しています。 

保育所、認定こども園など教育・保育事業については、定員総数が徍々に拡充されており、

保育所等待機児童数は令和元年度現在もゼロとなっています。 

保育所・認定こども園の平均入所者数 

926 938 834 784 734

136 136 110

1,800 1,840 1,833 1,844
1,759

22574 125
8224

2914
19 28 22

2,764
2,879 2,905 2,911 2,857

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(人)

広域入所分

私立認定こども園

私立保育所

公立認定こども園

公立保育所

 
資料：保育・幼稚園課 

子どもと子育て家庭を取り巻く状況 
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２２  子子どどもも・・子子育育てて支支援援にに関関すするる市市民民のの意意識識  

子育て中の保護者の意識を反映した計画となるように、就学前児童や小学生の保護者を対

象にアンケート形式のニーズ調査を実施し、策定の基礎資料としました。 

 

子どもや子育てに対する支援の希望（抜粋） 

子どもに対する支援として 

あればよいと思うもの 

子育てをする上で必要としたり、 

重要だと思う支援 

 
就学前 小学生  就学前 小学生 

生活や就学のための経済的支援 53.1% 43.9% 
仕事と子育ての両立を図る支援

サービスが利用しやすいこと 
69.0% 43.5% 

仲間と出会え、一緒に活動でき

るところ 
45.1% 35.2% 

子どもの就学にかかる費用が軽

減されること 
68.4% 62.6% 

保護者が家にいないときに子どもを

預かる場や家事支援等のサービス 
45.0% 24.1% 

子どものことや生活のことな

ど、悩みごとを相談できること 
50.9% 42.0% 

進学や資格を取るための発展的

な学習の支援 
43.1% 53.5% 

事情があったときに、一時的に

子どもを預けられること 
43.4% 28.1% 

地域における子どもの居場所の

提供 
41.5% 27.5% 

住宅を探すための支援を受けられ

たり、住宅費を軽減されること 
28.5% 16.9% 

読み書き計算などの基礎的な学

習への支援 
38.5% 26.8% 

病気や障がいのことなどについて

専門的な支援を受けられること 
28.2% 26.8% 

資料：西条市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

主なアンケート結果 

○フルタイム、パート・アルバイトなどで働いている母親が前回調査より大きく増加しており、

現在働いていない母親についても就労を希望する人が増加しています。これに関連して、「子

育てと両立させながら仕事をしたい」という人が増えています。 

○今後利用したい施設は、「保育所(園)」「幼稚園」「幼稚園の預かり保育」「認定こども園」の

順となっています。また、施設を選ぶときに重視することは「自宅からの距離」「職員の対

応の良さ」「施設環境」「送り迎えのしやすさ」の順となっています。 

○子育てについては「楽しい」「まあ楽しい」と答える人が90％以上、子育てを地域の人に支

えられているという実感がある人は70％前後を占めています。 

○子どもに関する悩みや気になることは、「食事や栄養」「子どもの教育」「病気や発育発達」「子

どもの友だちづきあい」など、保護者自身の悩みや気になることは「自分の時間が十分取れ

ない」「子育てにかかる出費がかさむ」などが多くみられます。 

○子どもに対する支援として、「生活や就学のための経済的支援」や「進学や資格を取るため

の発展的な学習の支援」をあげる人が多く、子育てをする上で必要としたり重要と思う支援

では「仕事と子育ての両立を図る支援サービスが利用しやすいこと」、「子どもの就学にかか

る費用が軽減されること」「悩みごとを相談できること」などが多くみられます。 
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１１  めめざざすす姿姿  

子どもや子育て家庭をめぐる環境は依然として厳しく、子育てに対する丌安や孤立感を感

じる保護者は尐なくありません。また、子どもを生み育てたいという個人の希望がかなうよ

うにするために、社会全体で支援することが強く求められています。 

本計画では、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつ、地域

や社会全体が子どもや子育て家庭に寄り添い、互いに協力して子育て支援に取り組むととも

に、子どもの最善の利益が実現されること、また子育てをとおして保護者自身も親として育

まれていくようなまちづくりを目指します。 

 

 

 

２２  計計画画のの基基本本理理念念  

子どもの人権の尊重 

「子どもの最善の利益が実現される社会を目指す」との考えを基本に、子どもの視点に立

ち、子どもの育ちの過程に応じた支援を行います。 

すべての子どもと子育て家庭の支援 

「父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有する」との基本認識を念頭に、

就労状況や性別などにより様々に状況が異なる保護者に寄り添い、安心して子育てができる

よう支援します。 

地域社会全体での子育て支援 

子育てに関わるすべての人がその喜びを感じるために、家庭・地域・企業・行政などが連

携して、社会全体で子育てを支援していきます。 

子どもと家庭と地域が伸び伸び育つまちづくりを目指して 

計画の基本的な考え方 
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《《施施策策のの体体系系》》 

  

基本目標と施策の展開 

基本

理念 
子どもと家庭と地域が伸び伸び育つまちづくりを目指して 

１－１ 学校教育・保育の充実 

１－２ 地域子育てサービスの充実 

１－３ 保育サービスの充実 

１－４ 保育所における質の向上 

１－５ 子育て支援のネットワークづくり 

基本目標１ 

幼児期の教育・保育の

充実 

２－１ 子どもや母親の健康の確保 

２－２ 母子保健と児童福祉の相互協力 

２－３ 小児医療の充実 

基本目標２ 

妊娠・出産・子育てに

至る切れ目のない支援 

基本目標３ 

子どもの心身の健全な

成長に資する教育環境

の整備 

３－１ 子どもの生きる力を育む教育環境の整備 

３－２ 家庭や地域の教育力の向上 

３－３ 思春期保健対策の充実 

３－４ 児童の健全育成活動の推進 

３－５ 「食育」の推進 

基本目標４ 

子育てを支援する生活

環境の整備と子どもの

安全確保 

４－１ 安心して外出できる快適な環境の整備 

４－２ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動

の推進 

基本目標６ 

専門的な知識及び技術

を要する支援の推進 

６－１ 児童虐待防止対策の充実 

６－２ ひとり親家庭等への子育て支援の推進 

６－３ 障がい児事業の充実 

６－４ 発達支援の取組 

基本目標５ 

職業生活と家庭生活と

の両立（ワーク・ライ

フ・バランス）の推進 

５－１ 子育てと仕事の両立のための取組の推進 

基本目標７ 

経済的な支援の推進 ７－１ 経済的な支援の充実 
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基基本本目目標標１１ 幼幼児児期期のの教教育育・・保保育育のの充充実実 

尐子高齢化や核家族化の進展、ライフスタイルや価値観の変化のな

かで、多様化する子育て家庭の生活実態や意向を十分に踏まえ、教

育・保育環境の整備を図ります。 

 現行の保育サービスの見直し・充実を図るとともに、子育てをする

親同士の交流の場や地域の子育てに関する情報を提供するほか、次代

を担う子どもと子育て家庭を地域全体で支え合うため、地域住民によ

る自主的な活動の輪を広げ、ネットワークの形成を推進します。 

推進施策１－１ 
学校教育・保育の充実 

・幼稚園            ・保育所 

・認定こども園         ・地域型保育事業 

推進施策１－２ 
地域子育てサービスの充
実 

・地域子育て支援拠点事業の充実（地域子育て支援センターの推進） 

・新・放課後子ども総合プランの推進 

・放課後子ども教室推進事業   ・放課後児童健全育成事業 

・ファミリー・サポート・センター事業  ・児童館管理運営事業 

・子育て・子育ち等に関する啓発事業   ・子育て支援託児事業 

・読み聞かせ事業  ・利用者支援事業  ・産前産後ヘルパー派遣事業 

推進施策１－３ 
保育サービスの充実 

・通常保育   ・延長保育   ・一時預かり事業 

・障がい児保育   ・障がい児交流保育   ・休日保育 

・病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援デイサービス事業） 

・子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

・幼稚園における預かり保育   ・保育所における低年齢児保育 

・広域入所の実施        ・保育所地域活動事業 

・私立保育所施設整備補助 

推進施策１－４ 
保育所における質の向上 

・保育実践の改善・向上     ・子どもの健康及び安全の確保 

・保育士等の資質・専門性の向上 ・保育を支える基盤の強化 

推進施策１－５ 
子育て支援のネットワー
クづくり 

・子育てハンドブックによる情報提供 

・わくわく子育て応援サイト ハピ♡すく 

 

基基本本目目標標２２ 妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育ててにに至至るる切切れれ目目ののなないい支支援援 

子どもの健やかな心身の成長は、妊娠・出産・育児の各ステージにおけるきめ細かな支援

によって達成されます。子どもを安心して生み育てられるよう、母子の健康保持・増進、疾

病の予防や早期発見に対する体制の充実を図るとともに、子育てや子どもの心身の健康に関

する相談や情報提供に柔軟に対応できる体制づくりを進めます。 

 さらに、一人ひとりに合わせたきめ細かな保健サービスの提供とともに、必要な時に適切

な医療が受けられるよう、小児医療体制の充実を図り、保健・医療の連携を強化します。 

推進施策２－１ 
子どもや母親の健康の確
保 

・母子保健推進体制（すこやか親子推進連絡会議） 

・妊婦健診       ・乳児健診     ・３か月児健診 

・１歳６か月児健診   ・３歳児健診    ・５歳児相談事業 

・乳幼児相談      ・新米パパママ学級 ・育児支援事業 

・乳幼児発達相談事業  ・こんにちは赤ちゃん事業 

・家庭訪問指導事業   ・特定不妊治療助成事業 

・妊婦歯科健診     ・予防接種事業 

推進施策２－２ 
母子保健と児童福祉の相
互協力 

・保育サービスと母子保健との連携 

・子育て世代包括支援センター事業 
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推進施策２－３ 
小児医療の充実 

・小児医療体制の充実 

 

基基本本目目標標３３ 子子どどもものの心心身身のの健健全全なな成成長長にに資資すするる教教育育環環境境のの整整備備 

次代の親を育成する観点から、子どもや家庭をもつことの意義や重要性について理解を深

めるため、子どもの発達段階に応じ適切な子育てができるよう、親子のきずなを深める体

験・交流活動などの機会の充実を図ります。 

 また、幼尐時からの食生活・生活習慣や、思春期における性感染症や薬物使用などに関す

る正しい知識の普及・啓発に努め、子どもを含めた市民に対する保健予防を推進します。 

推進施策３－１ 
子どもの生きる力を育む
教育環境の整備 

・「確かな学力」と「豊かな心」の育成   ・様々な教育の推進 

・特別支援教育（障がい児教育）の推進  ・防災教育（12歳教育）の推進 

・学校評議員活動の充実         ・幼児教育の推進 

・学校施設の整備（小中学校施設長寿命化事業） 

推進施策３－２ 
家庭や地域の教育力の向
上 

・ブックスタート事業の推進    ・子育て学習講座 

・家庭教育の推進         ・親子ふれあい交流体験事業 

・通学合宿事業          ・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

・郷土の歴史・文化とふれあう機会の充実 

推進施策３－３ 
思春期保健対策の充実 

・思春期保健対策の推進 

・次代の親づくりの推進 

推進施策３－４ 
児童の健全育成活動の推
進 

・青尐年育成センター事業の推進  ・家庭児童相談室事業 

・ハートなんでも相談員設置事業  ・スクールカウンセラー活用事業 

・いじめ・不登校対策の充実    ・青尐年健全育成協議会の活動 

・愛護班連絡協議会の活動     ・西条市ＰＴＡ連合会の活動 

・ＶＹＳ活動支援事業 

推進施策３－５ 
「食育」の推進 

・食育の推進           ・保育所における食育の推進 

・学校教育における食育の推進 

 

基基本本目目標標４４ 子子育育ててをを支支援援すするる生生活活環環境境のの整整備備とと子子どどもものの安安全全のの確確保保 

子どもが安心して過ごせる、また子どもを安心して生み育てるためには、住環境、交通環

境、建築物等の整備や防犯に考慮した安全・安心な地域社会の形成が重要です。住み慣れた

地域において交通事敀や凶悪な犯罪などに巻き込まれないよう、地域の子どもの安全確保に

ついて関係機関・団体と連携した取組を推進します。 

 また、子どもをはじめ、地域の人すべてが安全に、かつ安心して外出し、様々な社会活動

に参加できるよう、道路交通環境の安全確保をはじめ、公共施設や公共交通機関のバリアフ

リー化などの環境整備を推進します。 

推進施策４－１ 
安心して外出できる快
適な環境の整備 

・児童遊園等設置・管理運営事業の推進  ・豊かな自然環境の保全と活用 

・公共施設への授乳室の設置       ・公営住宅への優先入居促進 

推進施策４－２ 
子どもを犯罪等の被害
から守るための活動の
推進 

・児童生徒の安全確保の推進  ・防犯機器等の整備  ・交通安全教室の開催 

・警察・学校・地域等関係機関とのネットワークの充実 

・「まもるくんの家」設置事業の推進    ・防犯灯の整備促進 

・防犯体制の充実 
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基基本本目目標標５５ 職職業業生生活活とと家家庭庭生生活活ととのの両両立立（（ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス））のの推推進進 

子育てしやすい就労環境を促進するため、育児休業などの各種法制度の普及・定着や、子

育てしやすい就業形態の導入など、企業に対し子育てに対する理解や協力を働きかけ、男女

がともに子育ての楽しさと難しさを共有することができる就労環境の整備に努めます。 

推進施策５－１ 
子育てと仕事の両立のた
めの取組の推進 

・働き方の見直しについての意識啓発 

・子育てしやすい職場環境づくりの推進 

・子育てと仕事の両立支援 

 

基基本本目目標標６６ 専専門門的的なな知知識識及及びび技技術術をを要要すするる支支援援のの推推進進 

障がいのある子ども一人ひとりが、社会の一員として主体性を発揮し、生きがいのある生

活を送ることができるよう、福祉、医療、教育等の各分野が一体となり、社会全体として障

がいのある子どもたちの自立を生涯にわたって支援する体制づくりを図ります。 

 家庭・地域・学校など様々な場面において、子どもの権利に対する理解を深め、児童虐待

の防止等に努めるとともに、子どもの人権が侵害されないよう、適切な対応を図る相談支援

体制など対策の充実を図ります。 

推進施策６－１ 
児童虐待防止対策の充実 

・要保護児童対策地域協議会 

推進施策６－２ 
ひとり親家庭等への子育
て支援の推進 

・母子生活支援施設管理運営事業  ・母子・父子自立支援員による自立支援 

・母子家庭等自立支援給付金（教育訓練、高等職業訓練） 

・母子父子寡婦福祉資金の貸付   ・母子家庭・父子家庭小口資金貸付事業 

・児童扶養手当支給        ・ひとり親家庭等新入学児童祝金支給事業 

・ひとり親家庭学習支援ボランティア派遣事業 

推進施策６－３ 
障がい児事業の充実 

・特別児童扶養手当        ・障害児福祉手当 

・障害児通所事業（児童発達支援及び放課後デイサービス） 

・地域生活支援事業        ・補装具費や日常生活用具の給付 

・在宅寝たきり等心身障害者（児）介護手当  ・障害者紙おむつ等の支給 

推進施策６－４ 
発達支援の取組 

・乳幼児発達相談事業（再掲）   ・保育所・幼稚園での支援 

・小学校での支援         ・東部・西部ウイングサポートセンター 

 

基基本本目目標標７７ 経経済済的的なな支支援援のの推推進進 

子育てに必要な費用は教育、保育、医療等多岐にわたり、子育てに関する経済支援はニー

ズの高い分野です。特に、ひとり親家庭や障がいのある子どもがいる家庭などは、より多く

の支援を必要としています。日常生活全般における精神的・経済的負担の軽減を図るため、

子育て家庭が経済的基盤を確立し、自立した生活を送ることができるよう、きめ細かな福祉

サービスの充実を図ります。 

推進施策７－１ 
経済的な支援の充実 

・こども医療費助成       ・ひとり親世帯等医療費助成 

・奨学金貸付事業        ・就学援助事業 

・特別児童扶養手当（再掲）   ・障害児福祉手当（再掲） 

・出産育児一時金        ・保育所保育料の軽減 

・児童手当支給         ・愛顔(えがお)の子育て応援事業 
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令和２年度から令和６年度の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みと確保方策の検討にあたっては、保護者を対象としたニーズ調査の結果、児童数の将来推

計、教育・保育施設の配置状況、地域の実情等を踏まえ、設定しています。 

 

１１  教教育育・・保保育育事事業業  

①教育（１号認定、３～５歳） 

既存の幼稚園と認定こども園、幼稚園から移行した認定こども

園で確保します。 

単位：人（利用定員） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 640 641 620 614 599 

②確保量 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 特定教育・保育施設 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 確認を受けない幼稚園 200 200 200 200 200 

③過丌足(②-①) 560 559 580 586 601 

 

②保育（２号認定、３～５歳） 

既存幼稚園の認定こども園化や預かり保育事業の実施・充実、民間の認定こども園・保育

所(園)等の拡充など、提供体制の確保に努めます。 

単位：人（利用定員） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 1,798 1,799 1,730 1,715 1,669 

 幼児期の学校教育の利用希望が強い 232 230 223 221 215 

 上記以外 1566 1569 1507 1494 1454 

②確保量 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913 

 特定教育・保育施設 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913 

③過丌足(②-①) 115 114 183 198 244 

子ども・子育て支援の提供体制 
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③保育（３号認定、０～２歳） 

民間の認定こども園や保育所(園)、地域型保育事業の拡充など、

提供体制の確保に努めます。 

 

単位：人（利用定員） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 1,115 1,086 1,091 1,068 1,047 

 ０歳 125 122 119 117 114 

 １・２歳 990 964 972 951 933 

②確保量 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 

 ０歳 231 231 231 231 231 

  特定教育・保育施設 213 213 213 213 213 

  特定地域型保育事業 18 18 18 18 18 

 １・２歳 845 845 845 845 845 

  特定教育・保育施設 792 792 792 792 792 

  特定地域型保育事業 53 53 53 53 53 

 保育利用率＊ 45.7% 46.9% 47.0% 47.9% 49.0% 

③過丌足(②-①) -39 -10 -15 8 29 

 ０歳 106 109 112 114 117 

 １・２歳 -145 -119 -127 -106 -88 

＊保育利用率：満３歳未満の児童数に占める３号認定の利用定員数（確保量）の割合 

 

２２  地地域域子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業  

事業名 事業概要 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延長保育事業 
認定こども園・保育所(園)で、通
常の利用時間を超えて保育を実
施する事業 

344人 340人 333人 329人 321人 

一時預かり事業 

在園児を対象に、幼稚園での通常
の就園時間に加え、延長して預か
る事業 

延べ5,855人 延べ5,874人 延べ5,671人 延べ5,614人 延べ5,469人 

保護者の就労等により家庭にお
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
一時的な保育を行う事業 

延べ5,600人 延べ5,535人 延べ5,424人 延べ5,344人 延べ5,212人 

子育て援助活動

支援事業 

育児など子育ての援助をしてほ
しい人と援助したい人が会員と
なる組織を設立し、地域の子育て
援助活動を支援する事業 

延べ1,295人 延べ1,267人 延べ1,239人 延べ1,214人 延べ1,185人 

子育て短期支援

事業 

保護者の疾病等の理由により家
庭での養育が一時的に困難に
なった児童について、一定期間の
養育を行う事業 

延べ349人 延べ345人 延べ337人 延べ332人 延べ323人 

病児・病後児保

育事業 

病気にかかっている子どもや回
復しつつある子どもを病院等の
医療機関や保育施設などで看護
師等が一時的に預かる事業 

病児・病後児対応型 
延べ1,320人 

体調丌良児対応型 
延べ103人 

 
延べ1,305人 

 
延べ102人 

 
延べ1,279人 

 
延べ100人 

 
延べ1,260人 

 
延べ99人 

 
延べ1,229人 

 
延べ96人 
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事業名 事業概要 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

地域子育て支援

拠点事業 

乳幼児とその保護者が交流する
場所を開設し、子育てについての
相談、情報の提供、助言などの援
助を行う事業 

延べ18,820人 

8か所 

延べ18,602人 

8か所 

延べ18,230人 

8か所 

延べ17,962人 

8か所 

延べ17,516人 

8か所 

利用者支援事業 

教育・保育施設や地域子育て支援
事業等の利用についての相談に
応じて情報提供・助言をし、関係
機関との連絡調整等を行う事業 

基本型・特定型 

1か所 

母子保健型 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

 

2か所 

乳児家庭全戸訪

問事業 

生後４か月までの乳児のいるす
べての家庭を訪問し、子育て支援
に関する情報提供や養育環境等
の把握を行う事業 

679人 666人 652人 640人 621人 

養育支援訪問事

業 

養育支援が特に必要な家庭を訪
問し、保護者の養育能力を向上さ
せるための支援を行う事業 

28人 27人 26人 26人 25人 

妊婦一般健康診

査事業 

妊婦の健診に係る費用の一部を
助成し、経済的な負担を軽減する
事業 

延べ9,067回 延べ8,901回 延べ8,710回 延べ8,544回 延べ8,294回 

放課後児童健全

育成事業 

保護者が昼間家庭にいない小学
校児童に対し、授業終了後に適切
な遊び及び生活の場を与えて、健
全な育成を図る事業 

1,873人 1,801人 1,756人 1,692人 1,673人 

 

 

１１  推推進進体体制制  

福祉・保健・教育・医療などの関係各課が連携し、全庁的な体制のもと、本計画の推進を

図ります。また、計画の推進は、家庭をはじめ、地域、企業、その他の関係団体などとの連

携・協働により取り組んでいきます。 

 

２２  計計画画のの進進行行管管理理  

計画の進捗管理については、関係団体や学識経験者、市民代表等からなる「西条市子ども・

子育て会議」において、計画の進捗状況を確認いただくとともに、計画推進にあたっての意

見・助言等をいただき、その後の計画推進に反映していきます。 

 

第２期西条市子ども・子育て支援事業計画 

（概要版） 

令和２年３月 

《編集・発行》 西条市 こども健康部 子育て支援課 

 

計画の推進に向けて 


