
Ｐ．１～Ｐ．２　省略 Ｐ．１～Ｐ．２　省略

Ｐ．３ Ｐ．３

改　　訂　　案 現　　　行

名古屋市子ども・子育て支援事業計画の改訂　新旧対照

  第 2 章 子ども・子育て支援事業計画の 

基本的な考え方と実施計画 

 

 

 

 

 

  本市は、平成 20 年 4 月に「子どもの権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で

支援するまちの実現」を目指す「なごや子ども条例」を施行しました。 

「名古屋市子ども・子育て支援事業計画」は、なごや子ども条例の理念を尊重するとともに、

「基本指針」に即して、策定された計画です。 

「基本指針」は市町村が策定する「子ども・子育て支援事業計画」について、「全ての子ど

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状況に応じ、子ども・子育て支

援給付を保障する」こと、「地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期からの切れ

目のない支援を行う」こととしています。 

このため、市町村は、教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及

び潜在的な利用希望を把握した上で、設定区域における量の見込み、提供体制の確保の内容及

びその実施時期を記載した市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、教育・保育事業や地

域子ども・子育て支援事業を計画的に実施することとします。 

 

 

 

 

  名古屋市子ども・子育て支援事業計画はなごや子ども・子育て支援協議会（名古屋市子ども・

子育て会議）の委員の幅広い考えをお聞きしたほか、子ども・子育て会議のもとに、支援事業

計画部会を設けて具体的な計画作りを行いました。 

  このなごや子ども・子育て支援協議会（名古屋市子ども・子育て会議）や支援事業計画部会

には、子どもの保護者や子ども・子育て支援に関する事業に従事している方をはじめ、教育・

保育事業の代表者や学識経験者の方々に参加していただき、当事者の声を反映するよう努めま

した。 

1．子ども・子育て支援事業計画の基本理念等 

2．名古屋市子ども・子育て支援事業計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

  本市は、平成 20 年 4 月に「子どもの権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で

支援するまちの実現」を目指す「なごや子ども条例」を施行しました。 

「名古屋市子ども・子育て支援事業計画」は、なごや子ども条例の理念を尊重するとともに、

「基本指針」に即して、策定された計画です。 

「基本指針」は市町村が策定する「子ども・子育て支援事業計画」について、「全ての子ど

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、子ども・子育て

支援給付を保障する」こと、「地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期からの切

れ目のない支援を行う」こととしています。 

このため、市町村は、教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及

び潜在的な利用希望を把握した上で、設定区域における量の見込み、提供体制の確保の内容及

びその実施時期を記載した市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、教育・保育事業や地

域子ども・子育て支援事業を計画的に実施することとします。 

 

 

 

 

  名古屋市子ども・子育て支援事業計画はなごや子ども・子育て支援協議会（名古屋市子ども・

子育て会議）の委員の幅広い考えをお聞きしたほか、子ども・子育て会議のもとに、支援事業

計画部会（※）を設けて具体的な計画作りを行いました。 

  このなごや子ども・子育て支援協議会（名古屋市子ども・子育て会議）や支援事業計画部会

には、子どもの保護者や子ども・子育て支援に関する事業に従事している方をはじめ、教育・

保育事業の代表者や学識経験者の方々に参加していただき、当事者の声を反映するよう努めま

した。 

  ※支援事業計画部会の委員名簿、開催状況は参考資料として別掲 

第 2 章 子ども・子育て支援事業計画の 

基本的な考え方と実施計画 

1．子ども・子育て支援事業計画の基本理念等 

2．名古屋市子ども・子育て支援事業計画の策定体制 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．４ Ｐ．４

Ｐ．５～Ｐ．６　省略 Ｐ．５～Ｐ．６　省略

 

 

 

（1）教育・保育の提供区域の設定の趣旨及び内容 

   基本指針では、事業等を実施していくうえで計画的に提供体制を確保するために、「地域

の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域」を設定する

こと、また、「教育・保育事業と地域子ども・子育て支援事業で利用の実態が異なる場合に

は、実態に応じて」区域を設定することなどが必須事項とされています。 

本市では、検討の結果、教育・保育の提供区域の設定は行政区単位を基本とし、対象者数

が少ないなど、行政区で区域を設定した場合、合理的でない事業等については、市全域を区

域として設定することとしました。また、教育・保育事業及び教育・保育事業に付随する事

業である延長保育事業については、教育・保育施設の認可に及ぼす影響が大きいため、行政

区に加え、支所についても区域として設定し、より細かく整備等の対応を図れるようにしま

した。 

 

 

事業等名 区 域 

教育・保育事業 ＜認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育事業＞ 行政区＋支所 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

１ 利用者支援事業 行政区 

２ 時間外保育事業 行政区+支所 

３ 放課後児童健全育成事業 市全域 

４ 子育て短期支援事業 市全域 

５ 乳児家庭全戸訪問事業 行政区 

６ 養育支援訪問事業 市全域 

７ 地域子育て支援拠点事業 行政区 

８ 一時預かり事業 行政区 

９ 子育て援助活動支援事業 行政区 

１０ 病児保育事業 行政区 

１１ 妊婦健康診査 行政区 

◆事業ごとの教育・保育の提供区域 

3．名古屋市子ども・子育て支援事業計画の策定における 

基本的 な考 え方と 各事業計 画 

 

 

 

 

（1）教育・保育の提供区域の設定の趣旨及び内容 

   基本指針では、事業等を実施していくうえで計画的に提供体制を確保するために、「地域

の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域」を設定する

こと、また、「教育・保育事業と地域子ども・子育て支援事業で利用の実態が異なる場合に

は、実態に応じて」区域を設定することなどが必須事項とされています。 

本市では、検討の結果、教育・保育の提供区域の設定は行政区単位を基本とし、対象者数

が少ないなど、行政区で区域を設定した場合、合理的でない事業等については、市全域を区

域として設定することとしました。また、教育・保育事業及び教育・保育事業に付随する事

業である延長保育事業については、教育・保育施設の認可に及ぼす影響が大きいため、行政

区に加え、支所についても区域として設定し、より細かく整備等の対応を図れるようにしま

した。 

 

 

事業等名 区 域 

教育・保育事業 ＜認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育事業＞ 行政区＋支所 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

 

１ 利用者支援事業 行政区 

２ 時間外保育事業 行政区+支所 

３ 実費徴収に係る補足給付事業 市全域 

４ 多様な主体の参入促進事業 市全域 

５ 放課後児童健全育成事業 市全域 

６ 子育て短期支援事業 市全域 

７ 乳児家庭全戸訪問事業 行政区 

８ 養育支援訪問事業 市全域 

９ 地域子育て支援拠点事業 行政区 

10 一時預かり事業 行政区 

11 子育て援助活動支援事業 行政区 

12 病児保育事業 行政区 

13 妊婦健康診査 行政区 

3．名古屋市子ども・子育て支援事業計画の策定における 

基 本的 な考 え方と 各事 業計画 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．７ Ｐ．７

Ｐ．８～Ｐ．１７　省略 Ｐ．８～Ｐ．１７　省略

事業名 潜在家庭類型 算出方法 具体的算出における留意点

放課後児童健全育成

事業 

タイプＡ 

タイプＢ 

タイプＣ 

タイプＥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計児童数（人） 

 

× 

 

潜在家庭類型 

割合（％）

 

× 

 

利用意向率（％） 

小学校施設を活用した放課

後事業及び学童保育の利用

希望のうち、18時以降の利

用希望を、ニーズとして量

を見込む。 

子育て短期支援事業 全ての家庭類型  

地域子育て拠点事業 全ての家庭類型 

未就園の 0～2 歳時の保護

者のニーズから量を見込

む。 

一時預かり

事業(幼稚園

在園児) 

１号 

タイプＣ’ 

タイプＤ 

タイプＥ’ 

タイプＦ 該当区域の利用実績を活用

し、量を見込む。 

2 号 

タイプＡ 

タイプＢ 

タイプＣ 

タイプＥ 

一時預かり事業 

（幼稚園在園児以外）
全ての家庭類型 

未就園の 0～2 歳時の保護

者のニーズから量を見込

む。 

子育て援助活動支援事業で

の対応事業量も含む。 

病児保育事業 

タイプＡ 
タイプＢ 
タイプＣ 
タイプＥ 

 

 

③事業ごとの量の見込み方（実態調査結果を活用しないもの） 

事業名 算出方法 

利用者支援事業 事業実施場所の目標数 

実費徴収に係る補足給付事業 生活保護受給世帯等の児童数の見込み 

多様な主体の参入
促進事業 

新規参入施設等への 
巡回支援 

新規開設した地域型保育事業所数の見込み 

認定子ども園特別 
支援教育・保育事業 

特別な支援が必要な1号認定子どもの見込み

乳児家庭全戸訪問事業 各区の推計人口 

養育支援訪問事業 

養育支援ヘルパー事業 0～5 歳児の推計人口×対象者率の見込み 

特定妊婦訪問支援事業 0 歳児の推計人口×対象者率の見込み 

新生児・乳児訪問指導、 
妊産婦訪問指導 

0 歳児の推計人口×対象者率 

妊婦健康診査 0 歳児の推計人口×14 回 

事業名 潜在家庭類型 算出方法 具体的算出における留意点

放課後児童健全育成

事業 

タイプＡ 

タイプＢ 

タイプＣ 

タイプＥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計児童数（人） 

 

× 

 

潜在家庭類型 

割合（％）

 

× 

 

利用意向率（％） 

小学校施設を活用した放課

後事業及び学童保育の利用

希望のうち、18時以降の利

用希望を、ニーズとして量

を見込む。 

子育て短期支援事業 全ての家庭類型
 

地域子育て拠点事業 全ての家庭類型

未就園の 0～2 歳時の保護

者のニーズから量を見込

む。 

一時預かり

事業(幼稚園

在園児) 

１号 

タイプＣ’ 

タイプＤ 

タイプＥ’ 

タイプＦ 該当区域の利用実績を活用

し、量を見込む。 

2 号 

タイプＡ 

タイプＢ 

タイプＣ 

タイプＥ 

一時預かり事業 

（幼稚園在園児以外）
全ての家庭類型

未就園の 0～2 歳時の保護

者のニーズから量を見込

む。 

子育て援助活動支援事業で

の対応事業量も含む。 

病児保育事業 

タイプＡ 
タイプＢ 
タイプＣ 
タイプＥ 

 

 

 

③事業ごとの量の見込み方（実態調査結果を活用しないもの） 

事業名 算出方法 

利用者支援事業 事業実施場所の目標数 

乳児家庭全戸訪問事業 各区の推計人口 

養育支援訪問事業 

養育支援ヘルパー事業 0～5 歳児の推計人口×対象者率の見込み 

特定妊婦訪問支援事業 0 歳児の推計人口×対象者率の見込み 

新生児・乳児訪問指導、

妊産婦訪問指導 
0 歳児の推計人口×対象者率 

妊婦健康診査 0 歳児の推計人口×14 回 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．１８ Ｐ．１８

Ｐ．１９　省略 Ｐ．１９　省略

Ｐ．２０ Ｐ．２０

Ｐ．２１　省略 Ｐ．２１　省略

Ｐ．２２ Ｐ．２２

Ｐ．２３～Ｐ．２５　省略 Ｐ．２３～Ｐ．２５　省略

Ｐ．２６ 新設

Ｐ．２７ 新設

【2】利用者支援事業（基本型：エリア支援保育所事業（モデル事業を含む））

【3】利用者支援事業（特定型：保育案内人）

【4】時間外保育事業

【2-1】利用者支援事業（基本型：エリア支援保育所事業（モデル事業を含む））

【2-2】利用者支援事業（特定型：保育案内人）

【3】時間外保育事業

【4】実費徴収に係る補足給付事業

②確保方策 助成の実施

①量の見込み

　生活保護受給世帯等に対して、教育・保育を利用するために必要な日用品、文房具等の購入に
要する費用又は行事への参加に要する費用等について助成する事業を実施する。

全市 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

910人 950人 1,000人 1,040人 1,040人

【5-1】多様な事業者の参入促進・能力活用事業（新規参入施設等への巡回支援）

巡回指導の実施②確保方策

①量の見込み

　地域型保育事業等を実施する事業者に対し、巡回指導を実施するなど、多様な事業者の能力を
活用した特定教育・保育施設等の運営の支援を行う。

全市 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

19か所 19か所 19か所 19か所 0か所

4



改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．２８ 新設

Ｐ．２９ Ｐ．２６

Ｐ．３０ Ｐ．２７

Ｐ．３１ Ｐ．２８

Ｐ．３２ Ｐ．２９

Ｐ．３３ Ｐ．３０

Ｐ．３４ Ｐ．３１

Ｐ．３５ Ｐ．３２

Ｐ．３６　省略 Ｐ．３３　省略

【5】放課後児童健全育成事業

【6】子育て短期支援事業

【7】乳児家庭全戸訪問事業

【8】養育支援訪問事業(養育支援ヘルパー事業）

【9】養育支援訪問事業(特定妊婦訪問支援事業）

【10】養育支援訪問事業（新生児・乳児訪問指導、妊産婦訪問指導）

【11】地域子育て支援拠点事業
（なごやつどいの広場事業、地域子育て支援センター事業、児童館の子育て支援
　事業等）

【5-2】多様な事業者の参入促進・能力活用事業
　　　（認定こども園特別支援教育・保育事業）

認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受け入れ体制を構築する。

全市 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

①量の見込み

②確保方策
子ども一人一人の状態に応じた適切な教育・保育の機会の提供の拡大を図るた

め、職員の加配に必要な費用の補助を実施

13人 15人 17人 19人 21人

【6】放課後児童健全育成事業

【7】子育て短期支援事業

【8】乳児家庭全戸訪問事業

【9-1】養育支援訪問事業(養育支援ヘルパー事業）

【9-2】養育支援訪問事業(特定妊婦訪問支援事業）

【9-3】養育支援訪問事業（新生児・乳児訪問指導、妊産婦訪問指導）

【10】地域子育て支援拠点事業
（なごやつどいの広場事業、地域子育て支援センター事業、児童館の子育て支援
　事業等）
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．３７ Ｐ．３４

Ｐ．３８、Ｐ．３９　省略 Ｐ．３５、Ｐ．３６　省略

Ｐ．４０ Ｐ．３７

Ｐ．４１、Ｐ．４２　省略 Ｐ．３８、Ｐ．３９　省略

Ｐ．４３ Ｐ．４０

Ｐ．４４　省略 Ｐ．４１

Ｐ．４５ Ｐ．４２

Ｐ．４６、Ｐ．４７　省略 Ｐ．４３～Ｐ．４４　省略

【12】幼稚園における預かり保育事業

【13】一時預かり事業

【14】病児保育事業

【15】妊婦健康診査

【11-1】幼稚園における預かり保育事業

【11-2】一時預かり事業

【12】病児保育事業

【13】妊婦健康診査

6



改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．４８ Ｐ．４５
 

 

 

  「なごや子ども条例」では、第14 条で、虐待、体罰、いじめ等の防止、相談及び救済のた

めに必要な措置を講じることを、また、第15 条においては子どもが健やかに育つために支援

することを定めています。近年、子育て家庭や子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、

発生する問題も複雑化しています。「子どもに関する総合計画」との調和を図り、虐待の発生

予防や早期発見のための事業の拡充等の検討、妊娠期からの切れ目のない支援のための連携な

ど、さまざまな施策を推進し、社会的養護やひとり親施策、障害児施策については、施策ごと

の個別計画との整合性を図り、児童虐待防止や社会的養護体制の充実、ひとり親家庭の自立支

援、障害児施策の充実に取り組んでいきます。 

 

 
 
                          

 

  「なごや子ども条例」第13 条では事業者に対し、ワーク・ライフ・バランスについて労働

者と事業者が相互理解を深め、仕事と子育てとを両立できる働き方ができるように職場環境を

整えていただくようお願いしています。社会全体で子育てしやすいまちづくりを推進するため

本市では「子育て支援企業認定・表彰制度」を実施し、子育てにやさしい活動を積極的に行っ

ている企業を認定し、その中から特に優れた活動を行っている企業を表彰を行い、仕事と生活

の調和の視点を持った職場の環境づくりや、仕事と子育ての両立ができる働き方の啓発に向け

た取組みを行っています。「子どもに関する総合計画」と整合性を図りながら、施策を推進し

ていきます。 

4．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策等

5．労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために 

必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 

 

 

    

    

  「なごや子ども条例」では、第14 条で、虐待、体罰、いじめ等の防止、相談及び救済のた

めに必要な措置を講じることを、また、第15 条においては子どもが健やかに育つために支援

することを定めています。近年、子育て家庭や子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、

発生する問題も複雑化しています。「子どもに関する総合計画」との調和を図り、虐待の発生予

防や早期発見のための事業の拡充等の検討、妊娠期からの切れ目のない支援のための連携など、

さまざまな施策を推進し、社会的養護やひとり親施策、障害児施策については、施策ごとの個

別計画との整合性を図り、下記のとおり児童虐待防止や社会的養護体制の充実、ひとり親家庭

の自立支援、障害児施策の充実に取組んでいきます。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

   すべての子育て家庭に子どもの虐待につながる可能性があるとの認識に立ち、子どもの虐

待防止を目的とした啓発に多様な手法で取組むとともに、子どもの虐待を社会全体で防ぐ体

制の強化などの施策を進めます。 

   急増する児童虐待相談をはじめとする児童相談に迅速・的確に対応するために、児童福祉

司や児童心理司の増員等による体制強化を進めるとともに、新たな児童相談所を設置します。

 

（２）社会的養護体制の充実 

   家庭環境に恵まれない子どもや適切な養育を受けられない子どもには良好な成育環境が

必要であり、国の示す「平成４１年度までの１５年間で、施設の本体施設、グループホーム

（地域小規模児童養護施設等）、里親等の割合を３分の１ずつにしていく」目標を達成するた

め、より家庭的な環境で養護を進められるよう里親等委託や児童養護施設の小規模化、地域

分散化を推進します。 

   また、被虐待や障害等の多様な困難を抱える子どもを支援するための施設の養育力向上を

はかるとともに、児童養護施設等に入所している児童及び退所した児童の自立を支援するな

ど社会的養護の施策を進めます。 

 

（３）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

   平成２５年度に実施した「名古屋市ひとり親世帯等実態調査」による母子家庭の世帯の年

間総収入は、平成２５年国民生活基礎調査による全世帯の平均年収の５割弱となっています。

   また、名古屋市の施策で期待することは、母子家庭、父子家庭ともに、「相談事業の充実」、

「経済的支援の充実」、「子どもの学習・教育支援」となっています。 

   ひとり親世帯の多くは、子育てなどを他の家族に頼れない状況にあることから、仕事と子

4．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する 

  施 策 等 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．４９
育てを両立していくための保育サービスの充実など、子育て支援や家事等の生活上の負担を

軽減する支援に取組んでいくとともに、ひとり親が経済的に自立し、子どもが心身ともに健

やかに成長できるように、平成２６年度に策定した「第３期ひとり親家庭等自立支援計画」

に基づき、ひとり親家庭への支援施策を進めます。 

 

（４）障害児施策の充実等 

   身近な地域で障害の早期発見、早期療育が可能となるよう早期療育体制の充実をはかると

ともに、障害児やその家族に対して個々の状況に応じたきめ細かい支援の施策を進めます。

   また、保育所等における障害児の成長・発達の促進をはかるため、健常な子どもとともに

集団保育が可能な障害のある子どもの保育を推進します。 

 

 

 

 

    

     

  「なごや子ども条例」第13 条では事業者に対し、ワーク・ライフ・バランスについて労働

者と事業者が相互理解を深め、仕事と子育てとを両立できる働き方ができるように職場環境を

整えていただくようお願いしています。社会全体で子育てしやすいまちづくりを推進するため、

本市では「子育て支援企業認定・表彰制度」を実施し、子育てにやさしい活動を積極的に行っ

ている企業を認定し、その中から特に優れた活動を行っている企業を表彰を行い、仕事と生活

の調和の視点を持った職場の環境づくりや、仕事と子育ての両立ができる働き方の啓発に向け

た取組みを行っています。「子どもに関する総合計画」と整合性を図りながら、施策を推進して

いきます。 

5．労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする 

ために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．５０ Ｐ．４６
  

第 4 章 計画の推進体制 
 

 

 

 

 

 

 

  個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果については、以下の点について、なごや子ども・

子育て支援協議会(名古屋市子ども・子育て会議)において毎年度、点検及び評価を行います。

（ア）教育・保育事業･･･認定区分ごとの利用人数や施設の整備 

（イ）地域子ども・子育て支援事業･･･事業の利用状況や整備状況等 

 

 

 

 

  計画の見直しにおいては、基本指針に基づき、上記（１）（ア）及び（イ）について、計画

の量の見込みとの乖離が著しく大きく、見直しの必要があるとなごや子ども・子育て支援協

議会（名古屋市子ども・子育て会議）において認められる場合は、「量の見込み」及び「確保

の内容」について、見直しを行います。見直しの時期は、およそ計画期間の中間年である３

年目を目安とします。 

特に、教育・保育事業については、計画に基づく認可等を行う必要があり、事業者及び利

用者に対して、大きな影響を及ぼします。また、待機児童解消状態を維持することを前提と

した確保方策の設定が必要となるため、早期の見直しも可能とします。 

1．点検及び評価 

2．計画の見直し 

 

 

 

 

 

   

    

（１）計画全体の成果の点検及び評価 

   個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果については、以下の点について、なごや子ど

も・子育て支援協議会(名古屋市子ども・子育て会議)において毎年度、点検及び評価を行い

ます。 

  （ア）教育・保育事業･･･認定区分ごとの利用人数や施設の整備 

  （イ）地域子ども・子育て支援事業･･･事業の利用状況や整備状況等 

 

（２）個別事業の進捗状況 

    個別事業の進捗状況については、事業の性質により以下の2 種類に分けて点検を行

います。 

  ① 計画期間の5 年間をかけて、最終的に量の見込みに対する確保方策を満たすことを

目的としている事業 

     毎年度、進捗状況を点検し、以下の 4 区分で評価を行います。目標の「達成」又

は「未達成」の評価については、計画期間の最終年度である平成 31 年度末（※）

における確保方策の達成状況により判断します。 

     ※教育・保育施設及び地域型保育事業と時間外保育事業は、平成29 年度までに

必要な供給量を確保することを目標としているため、目標の「達成」又は「未

達成」の評価については、平成29 年度末時点の供給量に基づいて判断しま

す。 

進捗状況 基準 

☆☆☆ 順調に推移している 

☆☆ 概ね順調に推移している 

☆ やや遅れが生じている 

－ 遅れが生じている 

  ② 年度ごとに発生するニーズをその年度で満たすことを目的としている事業 

     進捗状況の点検に馴染まないため、毎年度、実績に基づいて、目標の「達成」又は

「未達成」を評価します。 

     乳児家庭全戸訪問事業などがこれにあたります。 

第 4 章 計画の推進体制 

1．点検及び評価 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．５１ 

 

   

    

  計画の見直しにおいては、基本指針に基づき、上記（１）（ア）及び（イ）について、計

画の量の見込みとの乖離が著しく大きく、見直しの必要があるとなごや子ども・子育て支援

協議会（名古屋市子ども・子育て会議）において認められる場合は、「量の見込み」及び

「確保の内容」について、見直しを行います。見直しの時期は、およそ計画期間の中間年で

ある３年目を目安とします。 

特に、教育・保育事業については、計画に基づく認可等を行う必要があり、事業者及び利

用者に対して、大きな影響を及ぼします。また、待機児童解消状態を維持することを前提と

した確保方策の設定が必要となるため、早期の見直しも可能とします。 

2．計画の見直し 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．５２ 新設
 

 

 

 

 

   

    

氏  名 所属団体等 

○  伊東 世光 公益社団法人名古屋民間保育園連盟 

○  伊藤 一美 特定非営利活動法人子ども＆まちネット 

☆  加藤 義人 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

政策研究事業本部名古屋本部 

○  加藤 義彦 公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会 

☆  川口 紘子 市民委員 

◎☆ 近藤 正春 桜花学園大学 保育学部 

○  佐藤 佳子 名古屋市立小中学校長会 

☆  塩谷 亮介 市民委員 

☆  原 史子  金城学院大学人間科学部 

○  廣石 見依子 名古屋市立小中学校ＰＴＡ協議会 
（廣石委員 平成26 年5 月31 日まで） 
（服部委員 平成26 年6 月1 日から） ○  服部 豊美 

   ※委員氏名は五十音順（敬称略） 

   ※名前の前の印 ◎部会長 ○協議会委員 ☆臨時委員 

   ※市民委員は第1 回開催後に委嘱したため、第2 回からの参加 

参考資料 

1．支援事業計画部会委員名簿 
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改　　訂　　案 現　　　行

Ｐ．５３ 新設
 

   

    

回 開催年月日 内  容 

第1 回 平成25 年8 月9 日 

・支援事業計画部会の役割について 

・スケジュールについて 

・国が提示する基本指針（概要案）と市町村子ども・

子育て支援事業計画について 

・ニーズ調査の項目について 

第2 回 平成25 年9 月9 日 

・ニーズ調査票（案）について 

・区域の設定と支援事業計画のイメージについて

・関係団体からの部会でのヒアリングについて 

第3 回 平成25 年11 月12 日 ・支援事業計画にかかる区域の設定について 

第4 回 平成25 年12 月10 日 

・支援事業計画にかかる区域の設定について 

・子ども・子育て家庭意識・生活実態調査の第 1

次集計結果について 

第5 回 平成26 年1 月21 日 

・支援事業計画にかかる区域の設定について 

・各事業にかかる提供のあり方について 

・部会のヒアリング等定性調査について 

第6 回 平成26 年2 月25 日 

・支援事業計画にかかる量の見込みについて 

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う基準条例

の制定について 

第7 回 
平成26 年4 月17 日 

※協議会と同時開催 

・「支援事業計画」の策定に向けた検討状況につい

て 

第8 回 平成26 年6 月5 日 

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う基準条例

の制定について 

・名古屋市支援事業計画（仮称）にかかる確保方策

について 

第9 回 
平成26 年7 月24 日 

※協議会と同時開催 

・「名古屋市子ども・子育て支援事業計画（案）」に

ついて 

 

2．支援事業計画部会開催状況 
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