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（１）　施策目標2　健康や体力を維持増進する力を
育成します
「健康を保持増進する取組の充実」
(8)の次

【追加】
たばこに関する正しい知識の普及啓発　【健康局】

たばこ（未成年喫煙対策・受動喫煙防止対策等）に関する正しい知識
についての普及啓発推進のため、ホームページや各区保健福祉セン
ターで実施する健康講座など様々な機会を通じてたばこの健康への悪
影響を発信していきます。

112
・
122

1　提供区域の設定
地域子ども・子育て支援事業
2　児童いきいき放課後事業・留守家庭児童対策事
業（放課後児童健全育成事業）

児童いきいき放課後事業・留守家庭児童対策事業（放課後児童健全育
成事業）
⇒児童いきいき放課後事業・留守家庭児童対策事業（放課後児童健全
育成事業）

122
2　児童いきいき放課後事業・留守家庭児童対策事
業
※以下

※上記のうち国の放課後児童健全育成事業補助対象量
⇒※上記のうち国の放課後児童健全育成事業補助対象量（留守家庭
児童対策事業及び一部の児童いきいき放課後事業が該当）
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（1）人口・出生・世帯等の状況
①人口の推移
図３・図４・図５

別紙１のとおり
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（１）施策目標３　学習意欲を高め確かな学力を向上
します
「学習内容の充実」
(24)学校図書館活性化事業

(24)学校図書館活性化事業⇒(24)学校図書館の活性化事業

児童の読書習慣を確立し、言語力や論理的思考能力を育むため、ま
た、自ら学び考え、生涯にわたって学び続ける意欲を獲得するため、学
校図書館の活性化を進め、市民協働による児童の読書環境の整備を
行います。・・・
⇒児童生徒の読書習慣を確立し、言語力や論理的思考能力を育むた
め、また、自ら学び考え、生涯にわたって学び続ける意欲を獲得するた
め、全小中学校において、昼休みや放課後を活用して、学校図書館の
開館日数や回数を増加させるなど、学校図書館の充実を図り、学校図
書館 の活性化 を進 め、市民協働による児童の読書環境の整備を行いま
す。・・・

修正案等

大阪市こども・子育て支援計画素案からの変更点（案）

1　パブリック・コメントで寄せられたご意見をもとに変更した項目

第3章　基本施策と個別の取組み

1　こども・青少年の「生きる力」を育成します

第4章　事業計画

修正箇所

第1章　計画の策定にあたって

1　こども・青少年の「生きる力」を育成します

3　素案公表後の取組みや状況の変化に伴う変更

第3章　基本施策と個別の取組み

2　最新の内容に更新

6・7

2－1　大阪市の現状

修正箇所 修正案等

修正箇所 修正案等

資料２－４

変更理由 項目数

１　パブリック・コメントで寄せられたご意見をもとに変更した項目 3

２　最新の内容に更新 1

３　素案公表後の取組みや状況の変化に伴う変更 10

４　趣旨・内容についてより明確にするため表現等を変更 8

５　他の計画・指針との整合性 11

６　語句等の修正 5

1
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58
・
78

（１）施策目標６　家庭・学校・地域の連携により教育
環境を充実します
「共に学び育つ教育環境の充実」
(66)インクルーシブ教育システム構築推進事業

(66)インクルーシブ教育システム構築推進事業⇒(66)特別支援教育の
充実

68
（1）施策目標２　妊娠中や出産時期からの子育て支
援を充実します
「妊娠期から産後間もない時期の訪問等による支援」

・・・あわせて、産後のストレスやうつ症状等を早期に発見し、関係機関
が連携しながら適切な支援を行います。
⇒・・・あわせて、産後のストレスやうつ症状等を早期に発見し、関係機
関が連携しながら適切な支援を行い、必要な方には、出産直後に産後
ケア事業による支援を行います。

68

（1）施策目標２　妊娠中や出産時期からの子育て支
援を充実します
「妊娠期から産後間もない時期の訪問等による支援」
(83)の次

【追加】
産後ケア事業　【こども青少年局】

出産直後に体調不良や育児不安があり、家族などから援助が受けられ
ない方を対象に、ショートステイ（宿泊型）やデイケア（通所型）の利用を
通じて、母親への心身のケアや育児のサポートなどの支援を行います。

82
（３）施策目標２　子育てしながら社会参画に再チャレ
ンジできる取組を充実します
「出産後や子育て等の人生設計への支援」

妊娠中や子育て中の保護者を対象に、出産後や子育て後の長期的な
人生設計や、仕事と生活の調和のとれた自分に合った人生設計ができ
るよう、また、子育て中や子育て後に就業などの社会参画に再チャレン
ジできるよう、相談や情報提供を行います。
⇒妊娠中や子育て中の保護者など、出産後や子育て後の長期的な人
生設計や、仕事と生活の調和のとれた自分に合った人生設計ができる
よう、 また、子育 て中 や子育 て後 に就業 などの社会参画 に再 チャレンジ
 できるよう、相談や情報提供 を行 います、学習の場を提供します。

82

（３）施策目標２　子育てしながら社会参画に再チャレ
ンジできる取組を充実します
「出産後や子育て等の人生設計への支援」
(126)ママの再チャレンジ応援事業

(126)ママの再チャレンジ応援事業⇒(126)ママの就労支援事業

妊娠中や子育て中の保護者を対象に、子育て中や子育て後に就業な
どの社会参画に再チャレンジできるよう、相談や情報提供を行います。
⇒妊娠中や子育て中の保護者を対象に、仕事と生活の調和のとれた人
生設計ができるよう就職準備セミナー、育休復帰セミナー、就職活動サ
ポートセミナーなどの講座を実施します。

82

（３）施策目標２　子育てしながら社会参画に再チャレ
ンジできる取組を充実します
「出産後や子育て等の人生設計への支援」
(127)子育て後等の人生設計への支援

(127)子育て後等の人生設計への支援⇒(127)チャレンジ応援等

妊娠中や子育て中の保護者を対象に、出産後や子育て後の長期的な
人生設計や、仕事と生活の調和のとれた自分に合った人生設計ができ
るよう、相談や情報提供を行います。
⇒出産後、子育て後になにかやってみたいという女性を対象に相談や
情報提供、起業のための講座などを行います。

86

（１）施策目標１　問題行動の未然防止、早期発見の
ための仕組みを充実します
「立ち直りを支援する取組の充実」
(133)　個別指導教室（仮称）の設置

(133)　個別指導教室（仮称）の設置⇒(133)　生活指導サポートセン
ター（個別指導教室）の設置

出席停止期間中の児童生徒に対して、・・・
⇒生活指導サポートセンターのスタッフが、日常的に学校からの生活指
導に関する相談窓口的役割を果たすとともに、学校内における生活指
導体制の確立・強化を図っていきます。あわせて、出席停止期間中の
児童生徒に対して、・・・

122地域子育て支援拠点事業 別紙２のとおり

124一時預かり事業（幼稚園在園児対象以外） 別紙３のとおり

3　こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットを確立します

2　安心してこどもを生み・育てられるよう支援する仕組みを充実します

修正箇所 修正案等

第4章　事業計画
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（１）施策目標２　健康や体力を維持増進する力を育
成します
「健康的な生活習慣の形成支援」
(13)学校における食育の推進

・・・、小中一貫した継続性にも配慮しながら食育を推進します。・・・
⇒・・・、小中一貫した継続性にも配慮しながら学校給食を中心とした食
育を推進します。・・・

55

（1）施策目標５　成長の糧となる多様な体験や学習
ができる機会を充実します
「多様な体験や学習機会の提供」
(50)塾代助成事業

家庭の経済状況がこどもの学習環境に影響を与えることなく、こどもた
ちが学力や学習意欲を・・・
⇒家庭 の経済状況 がこどもの学習環境 に影響 を与 えることなく、こども
たちが学力や学習意欲を・・・

65はぐくみ指標「25～44歳の女性の有業率」 別紙４のとおり

78
（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「発達障がいのあるこどもへの支援体制の強化」

・・・保育所や学校園においては、保育士や教員への研修の実施によ
り・・・
⇒・・・幼稚園・保育所・認定こども園、学校等においては、教員・保育士
等への研修の実施により・・・

78

（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「共に育つ地域づくりの推進」
(117)特別支援養育や障がいのあるこどもの保育の
推進

地域社会の中で・・・
⇒障がい児保育巡回指導講師派遣や発達障がい児等特別支援教育
相談等を実施し、地域社会の中で・・・

79
（2）施策目標５　長期にわたり療養を必要とするこど
もと家庭への支援を充実します
「相談や支援体制の充実」

・・・また、同じ立場の相談者等・・・
⇒・・・また、同じ立場の養育経験者等・・・

79

（2）施策目標５　長期にわたり療養を必要とするこど
もと家庭への支援を充実します
「相談や支援体制の充実」
(119)小児慢性特定疾病児等にかかる相談事業

・・・また、同じ立場の相談者等・・・
⇒・・・また、同じ立場の養育経験者等・・・

87

（１）施策目標２　犯罪の被害からこどもや青少年を守
る取組を充実します
「地域での見守り活動の推進」
(134)市職員による犯罪抑止と被害者の保護（あんし
んパトロール）にかかる拡充整備事業

(134)市職員による犯罪抑止と被害者の保護（あんしんパトロール）にか
かる拡充整備事業
⇒(134)市職員によるあんしんパトロール事業

修正箇所

2　安心してこどもを生み・育てられるよう支援する仕組みを充実します

3　こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットを確立します

修正案等

4　趣旨・内容についてより明確にするため表現等を変更

第3章　基本施策と個別の取組み

1　こども・青少年の「生きる力」を育成します
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3
（3）計画の位置づけ
こども・子育て支援計画の図

別紙５のとおり

33
（2）子育てをめぐる課題
①身近な地域の子育て支援　８行目

・・・また、大阪市ではひとり親家庭が増加傾向にあります。各家庭の状
況に応じたきめ細かな子育て支援を充実していく必要があります
⇒・・・また、大阪市ではひとり親家庭など多様な家族形態の子育て家
庭があることから、各家庭の状況に応じたきめ細かな子育て支援を充実
していく必要があります。

33
（2）子育てをめぐる課題
②仕事と生活の調和　１行目

・・・子育てする中で、保育所などこどもを預ける施設を増やす、といった
仕事と子育ての両立への支援が特に重要と考えています。大阪市の女
性の就業率は国とほぼ同じ傾向にあり、35歳から39歳頃に・・・
⇒・・・子育 てする中 で、保育所などこどもを預ける施設を増やす、といっ
た仕事と子育ての両立への支援が特に重要と考えています。大阪市の
女性の就業率は国とほぼ同じ傾向にあり、30歳から34歳頃に・・・

61

（２）施策目標４　勤労観・職業観を醸成し、自らの進
路を選択・決定する力を育成します
「進路選択や生活設計する力の育成」
(73)キャリア形成支援(若者のためのライフデザイン
支援事業)

大学生等を対象に、将来を考え、可能性を広げられるよう、ライフデザイ
ンを支援する事業として将来の仕事や生活のあり方について、学生自
身が考えた企画・提案を大学等から募集し、同世代の学生を対象に講
演会等を実施します。
⇒大学生等が自ら、将来の仕事や生活のあり方について考えたり、将
来を担うこどもたちに夢を与える事業を企画・実施することにより、若い
世代が共感できる訴求力のある取組みを提供します。

61

（２）施策目標４　勤労観・職業観を醸成し、自らの進
路を選択・決定する力を育成します
「進路選択や生活設計する力の育成」
(74)キャリア形成支援(体験型指導プログラムの構築)

中学生・高校生を対象に、主体的に人生をプランニングし、学び、考え
を広げ、可能性を引き出すことができる体験型指導プログラムの開発を
行います。
⇒中学・高校生が将来の可能性を認識し、自分自身の将来について考
える機会を提供する体験型指導プログラムを構築します。

64 【説明文】　3行目

・・・家庭の責任を一人で担わなければならないひとり親家庭が増加す
るなど、
⇒・・・家庭の責任を一人で担わなければならないひとり親家庭の数が
高い水準で推移するなど、

78

（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「相談や支援体制の充実」
(114)の次

【追加】
保育所職員等への研修　【こども青少年局】

保育所・保育施設等の保育士等が、様々な障がいのある児童の特性や
支援について理解し、保育場面における支援が早期に実施されるよう
研修を実施します。

78

（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「相談や支援体制の充実」
(114)の次

【追加】
(66)特別支援教育の充実　【教育委員会事務局】⇒58ページ再掲

5　他の計画・指針との整合性

第1章　計画の策定にあたって

1　はじめに

2　安心してこどもを生み・育てられるよう支援する仕組みを充実します

修正箇所 修正案等

第3章　基本施策と個別の取組み

1　こども・青少年の「生きる力」を育成します

2－2　大阪市における主な課題
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78

（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「発達障がいのあるこどもへの支援体制の強化」
(116)の次

【追加】
発達支援プログラム冊子の普及・活用　【こども青少年局】

発達障がいのある児童の特性の理解と効果的な支援方法についてまと
めた冊子「できた！わかった！たのしいよ！」を幼稚園、保育所等に配
布し、支援の充実を図ります。また、本市ホームページに掲載し、広く情
報を発信していきます。

78

（２）施策目標４　障がいのあるこどもと家庭への支援
を充実します
「発達障がいのあるこどもへの支援体制の強化」
（116）の次

【追加】
発達障がい支援体制の充実　【教育委員会事務局】

発達障がい等のある幼児児童生徒への支援体制として、就労に関する
相談やコーディネートを行うジョブアドバイザーの配置、教員への研修
の実施及び啓発資料の配布を行います。

85

（１）施策目標1　問題行動の未然防止、早期発見の
ための仕組みを充実します
【取組の方向】3行目

・・・学校、地域、関係機関等が連携して適切に支援する体制の充実を
図ります。いじめや暴力行為等の未然防止に努めるとともに、・・・
⇒
・・・学校、地域、関係機関等が連携して適切に支援する体制の充実を
図ります。また、「大阪市いじめ対策基本方針」「児童生徒の問題行動
への対応に関する指針」を策定し、いじめや暴力行為等の未然防止に
努めるとともに、・・・
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（１）施策目標２　健康や体力を維持増進する力を育
成します
「基礎体力の向上と運動習慣の形成」
(15)地域スポーツ施設の管理運営

また、廃棄物の焼却処理に伴い、発生する熱エネルギーを活用して水
泳等の場を提供し、当該エネルギーの活用に関する知識の普及及び
啓発により、循環型社会形成に関する意識の高揚を図るとともに、市民
の健康を増進します。
⇒また、廃棄物の焼却処理に伴い発生する熱エネルギーを活用した水
泳等の場を提供し、又は当該エネルギーの活用に関する知識の普及
及び啓発を行うことにより、循環型社会の形成に関する市民の意識の
高揚を図るとともに、市民の健康を増進します。

52

（1）施策目標４　社会で共に生きていく力を育成しま
す
「自らの安全を守る力の育成」
(35)防災教育の推進

・・・地域・保護者・関連機関などと連携した防災教育を実施します。
⇒・・・地域・保護者・関連機関などと連携した防災（減災）教育を実施し
ます。

77

（２）身近な地域における子育て家庭への支援の充
実
施策目標３　ひとり親家庭への支援を充実します
「相談や支援体制の充実」
(112)相談・情報提供機能の充実

・・・母子・父子福祉センター「愛光会館」、母子寡婦福祉相談所員な
ど、・・・
⇒・・・母子・父子福祉センター「愛光会館」、ひとり親家庭等福祉相談
所員など、・・・
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（２）身近な地域における子育て家庭への支援の充
実
施策目標５　長期にわたり療養を必要とするこどもと
家庭への支援を充実します
【基本認識】1行目、3行目
【取組の方向】1行目、２行目

小児慢性特定疾患⇒小児慢性特定疾病
その疾患⇒その疾病

89
（1）施策目標3　不登校等の問題に適切に対応する
仕組みを充実します
「個々の状態に応じたケアの推進」

・・・適応指導教室、児童通所ルーム・パル、ほっとスペース事業を・・・
⇒・・・様々な事業を・・・

3　こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットを確立します

6　語句等の修正

3　こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットを確立します

1　こども・青少年の「生きる力」を育成します

2　安心してこどもを生み・育てられるよう支援する仕組みを充実します

修正案等

修正箇所 修正案等

第3章　基本施策と個別の取組み

修正箇所
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