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宮崎市子ども・子育て支援プランとは

１　計画策定の背景と趣旨

国においては、平成 24年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法を制定し、「子

ども・子育て支援新制度」が平成 27年４月から開始されました。

また、平成 29年６月には、２年間で待機児童を解消するための「子育て安心プラン」、平成 30年９月には、

小学生児童の安全・安心な居場所の確保を図るための「新・放課後子ども総合プラン」が策定されました。令和

元年 10月からは、少子化対策の一環として、子育て世帯の経済的負担を軽減する幼児教育・保育の無償化が始

まりました。

本市においては、平成27年３月に市町村子ども･子育て支援事業計画となる「宮崎市子ども・子育て支援プラン」

（以下「第一期支援プラン」という。）を策定し、本市の総合的な子ども ･子育て支援を推進してきました。

平成 29年度には平成 28年度に実施した「市民意識調査」からのご意見等を基に中間見直しを行いました。「第

二期宮崎市子ども・子育て支援プラン」（以下「支援プラン」という。）は、第一期支援プランを引き継ぎ、５年

後の本市の姿を見据えながら、すべての子育て家庭が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長できる

まちを目指して策定したものです。

２　支援プランの位置付け

（１）計画の位置付け
この支援プランは、下記の法に基づいています。

子ども・子育て支援法（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第六十一条　市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

次世代育成支援対策推進法（市町村行動計画）

第八条　市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期

として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健や

かな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、

職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとす

る。

子どもの貧困対策の推進に関する法律（市町村計画）

第九条　（略）

２　市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、当該市町

村における子どもの貧困対策についての計画を定めるように努めるものとする。

（２）他の計画との関係
この支援プランは、「宮崎市地域福祉計画」や「宮崎市障がい者計画」、「宮崎市男女共同参画基本計画」、「宮

崎市教育ビジョン」など、関係する計画との整合・連携を図ります。

宮崎市子ども・子育て支援プランの位置付け

宮崎市総合計画

宮崎市地域福祉計画

宮崎市子ども・子育て支援プランの位置付け

宮崎市子ども・子育て支援プラン

宮崎市地方創生総合戦略

宮崎市子どもの未来応援基本方針

宮崎市教育ビジョン

宮崎市男女共同参画基本計画

健康みやざき市民プラン　　等

宮崎市障がい者計画・障がい福祉計画

宮崎市民長寿支援プラン

子ども・子育て支援プランの関連計画等

★宮崎市子ども・子育て支援プランの対象は・・・
障がい、疾病、虐待、貧困、家族の状況、その他の事情に

より社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、

すべての子どもや子育て家庭が対象です。

★宮崎市子ども・子育て支援プランの計画期間は・・・
支援プランの計画期間は、令和２（2020）年度を初年度と

し、令和６（2024）年度までの５年間です。

詳細は本編P１～P５
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子育て環境の現状と今後の課題

基礎データや平成 30年に行った「市民意識調査」、庁内での計画の評価検証等から、課題を抽出し、支援プラ

ンへ反映させました。

基本理念と基本的な視点、基本目標

１　基本理念
平成 27年３月に策定した第一期支援プランでは、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、地域や社会全体が保護者に寄り添い、互いに協力し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を願い、基本理念を「安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長できるまちづ

くり」とし、様々な子育て支援を推進してきました。

支援プランにおいても、第一期支援プランからの事業の継続性を重視しつつ、地域や社会全体で健全な子育て

ができるまちづくりを目指すことから基本理念を第一期支援プランより継承します。

基本理念
安心して子どもを産み育て、

子どもが健やかに成長できるまちづくり

２　基本的な視点
すべての推進施策に関わる共通事項を宮崎市における子育て支援についての「基本的な視点」として設定します。

基本的な視点① 子どもの最善の利益を確保する

未来を担う子どもたちの健やかな育ちが等しく保障され、心豊かに成長できるよう子どもの人権が守られる、

いわゆる「子どもの最善の利益」を確保します。

基本的な視点② すべてのみやざきっ子の成長を支える

郷土に誇りと愛着を持つ感性豊かな「みやざきっ子」の育成に向け、教育環境の充実はもちろんのこと、地域・

家庭・関係機関が連携して、子どもたちの成長を見守ります。

基本的な視点③ 必要な支援がすべての家庭に行き渡る

すべての家庭の子育てに対する不安を取り除き、安心して子どもを産み、育てることができるよう、支援を必

要とする家庭に必要な情報が行き渡ることを意識した情報提供の充実に全庁的に取り組みます。

３　基本目標
計画の基本理念を実現するために、次の５つを基本目標として設定し、子育て支援施策を展開します。

基本目標１ 安心して子育てできる幼児教育・保育サービスの提供

乳幼児期は、家庭から地域や教育・保育施設へと子どもの世界が広がり、様々な人や環境と出会うなど、大変

重要な時期です。また、遊びを通して学ぶ幼児期から教科の学習へと移行する就学期は、子どもにとって大きな

環境変化の時期です。

すべての子どもが健やかに成長できるよう、質・量ともに充実した幼児教育・保育サービスを提供し、幼児期

から就学期への円滑な移行に努めます。

基本目標２ 子育て家庭への生活支援と相談機能の充実

核家族化が進行する中で、子育て家庭は、子育てに関する助言やサポートを祖父母等から得る機会が減少して

います。子育て家庭の孤立化を防ぎ、地域における相談機能や子育て支援サービスを充実させることが重要です。

共働き世帯やひとり親家庭、障がい児のいる家庭、外国につながる子どもなどを含む、すべての子育て家庭の

不安を取り除き、子育てしやすい環境となるよう、子育て家庭への支援と相談機能の充実に努めます。

基本目標３ 子どものための居場所の確保・充実

子どもは遊びを通して様々な経験を積みながら成長していきます。また、共働き世帯の増加に伴い、放課後や

学校が休みの際の子どもの居場所の確保が求められています。

子どもたちが安心してのびのびと遊ぶことのできる遊び場と放課後の子どもの安全な居場所の確保に努めま

す。

基本目標４ 妊娠・出産・子育て期における切れ目のない支援の充実

妊娠、出産は、家族にとって大きな変化のときであり、それぞれの妊産婦や家庭の状況に応じた支援が必要です。

すべての妊産婦の不安を解消し、安心して子どもを産み・育てることができるよう、保健・医療・福祉等の関

係機関が連携し、妊娠・出産・子育て期における切れ目のない支援の充実に努めます。

基本目標５ 地域のみんなで子どもを見守り・育てる体制の強化

すべての子どもたちが、生まれ育った環境にかかわらず、自らの未来に希望を持って、健やかに成長できるよう、

地域全体で、地域の子どもたちをわが子として見守り育てる体制を強化し、貧困や虐待等、きめ細かな対応が必

要な子育て家庭や子どもたちへの支援の充実に努めます。

詳細は本編P６～P67

詳細は本編P68～ P71
施策の展開については、
本編P72～ P109
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基 本 理 念  安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長できるまちづくり

第二期宮崎市子ども ・ 子育て支援プラン

推 進 施 策 の 体 系

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画

基本目標１
安心して

子育てできる
幼児教育・

保育サービスの提供

基本目標２

子育て家庭への
生活支援と

相談機能の充実

基本目標３

子どものための
居場所の
確保・充実

基本目標４
妊娠・出産・

子育て期における
切れ目のない
支援の充実

基本目標５

地域のみんなで
子どもを見守り・育てる

体制の強化

〈子ども・子育て支援給付〉 〈地域子ども・子育て支援事業〉

基本的な視点①　子どもの最善の利益を確保する
基本的な視点②　すべてのみやざきっ子の成長を支える
基本的な視点③　必要な支援がすべての家庭に行き渡る

推進施策１－（１）
　教育・保育内容の質の向上

推進施策１－（２）　
　認定こども園、幼稚園、保育所
　と小学校との連携の推進

推進施策２－（１）
　地域における子育て支援の推進

推進施策２－（２）　
　ワーク・ライフ・バランスの推進

推進施策２－（３）　
　ひとり親家庭の自立支援

推進施策２－（４）　
　障がい児など特別な支援が必要な
　子どもに対する施策の充実

推進施策４－（１）　
　妊娠・出産期からの親子の成長への
　切れ目のない支援

推進施策４－（２）　
　子どもの健康の保持と増進

推進施策５－（１）　
　子どもの貧困対策の推進

推進施策５－（２）　
　虐待などのない社会づくりに
　向けた取組の推進

推進施策３－（１）　
　安全・安心な活動場所など、子どもの
　健全な発達のための良質な環境整備

推進施策３－（２）　
　放課後の子どもの居場所の確保
　【新・放課後子ども総合プラン】

●施設型給付
　　認定こども園　幼稚園　保育所

●子育てのための施設等利用給付
　　未移行の幼稚園

　　認可外保育施設

　　預かり保育等の利用

●地域型保育給付
　　小規模保育事業　家庭的保育事業

　　居宅訪問型保育事業

　　事業所内保育事業

●子どものための手当
　　児童手当

１ 利用者支援事業

２ 地域子育て支援拠点事業
（地域子育て支援センター）

３ 妊婦健康診査

４ 乳児家庭全戸訪問事業

５ 養育支援訪問事業

 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

６ 子育て短期支援事業
（ショートステイ）

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）

８ 一時預かり事業（幼稚園）

  　　　　　〃 　　　（その他）

９ 延長保育事業

10 病児保育事業

11 放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

12 実費徴収に係る補足給付を行う事業

４　推進施策の体系

6 7



子ども・子育て支援事業計画

教育・保育提供区域の見直し

第一期支援プランにおいては、14区域の教育・保育提供区

域を設定し、プランの実施をしましたが、本支援プランでは、

教育・保育提供区域を越えた利用実態を踏まえ、教育・保育施

設や地域子ども・子育て支援事業のニーズに即したものとなる

よう、８区域に見直しました。

教育・保育
提供区域

地域自治区

① 中央部 中央東・中央西・小戸・檍
② 中北部 大宮・東大宮・住吉・北
③ 中西部 大淀・大塚・大塚台・生目台・小松台・生目
④ 南　部 赤江・本郷・木花・青島
⑤ 佐土原 佐土原
⑥ 田　野 田野
⑦ 高　岡 高岡
⑧ 清　武 清武

SDGsとの一体的な取組について

平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて全会一致で採択されたSDGs（SustainableDevelopment

Goals（持続可能な開発目標）の略称）は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

のために令和 12（2030）年までを期限とする 17の国際目標（Goals）です。支援プランにおいても、「安心して

子どもを産み育て、子どもが健やかに成長できるまちづくり」という基本理念の下、「すべての子どもや子育て家庭」

のための施策を展開していくことから、SDGsの 17のゴールのうち、主に次のゴールに取り組んでいきます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

宮崎市　福祉部　子ども未来局　子育て支援課
〒880-8505　宮崎市橘通西１丁目１番１号

電話（0985）21‒1765

支援プランで取り組む主なゴール
目標１ 貧困をなくそう
目標２ 飢餓をゼロに
目標３ すべての人に健康と福祉を
目標４ 質の高い教育をみんなに
目標５ ジェンダー平等を実現しよう
目標８ 働きがいも経済成長も
目標 10 人や国の不平等をなくそう
目標 11 住み続けられるまちづくりを
目標 16 平和と公正をすべての人に
目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう

詳細は本編P111～ P165


