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「（小牧市）子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

 

 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【地域子ども・子育て支援事業】 

地域子ども・子育て支援事業において、事業名の修

正及び新規事業があるため追記する。 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

・「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

事業内容が変更となるため。 

・平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため。 

4ｐ 

 

【基本目標３ 保育サービス・幼児教育を充実します】 

「幼年期教育推進会議」から「幼年期教育連携推進

会議」に変更する。 

 

【基本目標３ 保育サービス・幼児教育を充実しま

す】 

 平成２９年４月に会議の名称変更を行ったため。 

 

27ｐ 

【利用者支援事業】 

基本型と母子保健型を連携し、妊娠・出産、育児期

にわたり切れ目なく必要な情報提供や相談支援を実

施して、産前産後の支援の充実を図り、子育て世代包

括支援センターを設置するということを明記する。 

【利用者支援事業】 

子育て世代包括支援センターの整備に伴い、子育

て支援に関する情報提供及び相談支援を集約化する

ため。 

 

32ｐ 

【地域子育て支援拠点事業】 

中央子育て支援センターを移転し、機能の充実を図

るという内容を追記する。 

 

【地域子育て支援拠点事業】 

中央子育て支援センターを移転させ、総合的な子

育て支援施設を整備し、子育て機能を充実させるた

め。 

33ｐ 

【児童館事業】 

児童センターを移転し、機能の充実を図るという内

容を追記する。 

【児童館事業】 

児童センターを移転させ、総合的な子育て支援施

設を整備し、子育て機能を充実させるため。 

33ｐ 

【地域こども子育て条例の制定】 

地域こども子育て条例の名称が変更したため、「（仮

称）」を削除する。 

 

【地域こども子育て条例の制定】 

計画作成時は、「（仮称）地域こども子育て条例」

が正式名称だったが、平成２７年度に条例を制定し

たため。 

34ｐ 

【病児保育事業】 

「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

修正する。 

【病児保育事業】 

「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」

に事業内容が変更となるため。 

39ｐ 

【男性の家事・育児・介護への参加に関する事業】 

「参画」という表現を「参加」という表現に変更す

る。 

【男性の家事・育児・介護への参加に関する事業】 

現状に即した内容に表現を改める。 

 

39ｐ 

【すこやか子育て支援事業】 

 「すこやか子育て支援事業」から「第３子保育料無

料化」に変更する。 

【すこやか子育て支援事業】 

 平成２７年４月より、子ども・子育て支援新制度

が始まったことにより名称が変更されたため。 

40ｐ 



2 

「（小牧市）子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【実費徴収に係る補足給付事業】 

地域子ども・子育て支援事業において、新規事業が

あるため追記する。 

【実費徴収に係る補足給付事業】 

平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため。 

41ｐ 

 

【女性のための就労支援講座事業】 

「就労支援パソコン講座事業」から「就労支援講座

事業」に変更する。 

 

【女性のための就労支援講座事業】 

基本講座だけでは、なかなか就労支援につながら

ないため、パソコンに限定した講座だけではなく、

エントリーシートの書き方や、面接対策などの就労

支援に関わる講座を検討していくため。 

42ｐ 

【居宅介護事業】 

「地域福祉課」から「長寿・障がい福祉課」に変更

する。 

【居宅介護事業】 

 平成２９年４月に、市の組織改編があり部署名が

変更したため。 

45ｐ 

【発達に合わせた療育事業】 

「地域福祉課」から「長寿・障がい福祉課」に変更

する。 

【発達に合わせた療育事業】 

 平成２９年４月に、市の組織改編があり部署名が

変更したため。 

46ｐ 

【障害児通所支援】 

「地域福祉課」から「長寿・障がい福祉課」に変更

する。 

【障害児通所支援】 

 平成２９年４月に、市の組織改編があり部署名が

変更したため。 

46ｐ 

 

 

【障害児福祉手当・特別児童扶養手当の支給】 

「地域福祉課」から「長寿・障がい福祉課」に変更

する。 

【障害児福祉手当・特別児童扶養手当の支給】 

 平成２９年４月に、市の組織改編があり部署名が

変更したため。 

46ｐ 

 

 

【保育園の整備】 

保育園の整備内容を修正する。 

 

【保育園の整備】 

 中部地区に保育園の新設をする予定のため。 

 

48ｐ 

 

 

【就学前施設と小中学校との連携の推進】 

 「幼年期教育推進会議」から「幼年期教育連携推進

会議」に変更する。 

【就学前施設と小中学校との連携の推進】 

 平成２９年４月に会議の名称変更を行ったため。 

 

50ｐ 

 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みにおい

て、事業名の修正及び新規事業があるため追記する。 

 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

・「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

事業内容が変更となるため。 

・平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため。 

56ｐ 

 

 

 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みにおい

て、事業名の修正及び新規事業があるため追記する。 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

・「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

事業内容が変更となるため。 

・平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため。 

57ｐ 

 



3 

「（小牧市）子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【教育・保育提供区域の設定】 

・「第三保育園」から「レイモンド小牧保育園」に変

更し、地域型保育事業の内容を追記する。 

・平成３１年度、「外山幼稚園」が幼保連携型認定こ

ども園へ移行予定と追記する。 

【教育・保育提供区域の設定】 

・平成２９年４月より「第三保育園」が「レイモン

ド小牧保育園」へ名称変更したこと。 

・計画策定時に地域型保育事業の認可がなく表記が

されてなかったため、平成２９年４月現在の地域型

保育事業数を追記した。 

・平成３１年度、「外山幼稚園」が幼保連携型認定こ

ども園へ移行予定のため。 

58ｐ 

 

 

【教育・保育提供区域の設定】 

 旭ヶ丘第二幼稚園が旭ヶ丘第二こども園へ移行し

たことに伴い変更する。 

【教育・保育提供区域の設定】 

 旭ヶ丘第二幼稚園が平成２９年４月より幼稚園か

ら認定こども園へ移行したため修正した。 

59ｐ 

 

 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・事業内容に地域型保育事業の内容を追記した。 

・事業内容に認定こども園の内容を追記した。 

・平成３０年度以降の量の見込みを上方修正するとと

もに確保の内容についても修正する。 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成２７年度より地域型保育事業の設置を開始し

たため、平成２９年４月現在の内容を追記した。 

・「外山幼稚園」が平成３１年度より認定こども園へ

移行予定のため。 

・平成３０年度以降の量の見込みと確保の内容につ

いて、過去の実績をベースに数値を見直した。 

60ｐ 

 

 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みを上方修正するとと

もに確保の内容についても修正する。 

・提供体制について、平成２９年４月現在の状況に修

正する。 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みと確保の内容につ

いて、過去の実績をベースに数値を見直した。 

・「旭ヶ丘第二幼稚園」が平成２９年４月より幼稚園

から認定こども園へ移行したため修正した。 

61ｐ 

 

 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みを上方修正するとと

もに確保の内容についても修正する。 

・提供体制について、平成２９年４月現在の状況に修

正する。 

 

 

 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みについて、過去の

実績をベースに数値を見直した。また、新たに施設

を設置することにより提供体制が整うことから確保

の内容についても見直した。 

・提供体制について、味岡保育園、レイモンド小牧

保育園が指定管理園から私立保育園へ移行したため

修正した。 

62ｐ 

 

 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みを上方修正するとと

もに確保の内容についても修正する。 

・提供体制について、平成２９年４月現在の状況に修

正する。 

【保育園、認定こども園、地域型保育事業】 

・平成３０年度以降の量の見込みと確保の内容につ

いて、過去の実績をベースに数値を見直した。 

・提供体制について、村中保育園が指定管理園から

私立保育園へ移行したため修正した。 

63ｐ 

 



4 

「（小牧市）子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

 

 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【幼稚園、認定こども園】 

・事業内容に認定こども園の内容を追記した。 

・平成３０年度以降の量の見込みを上方修正するとと

もに確保の内容についても修正する。 

 

 

【幼稚園、認定こども園】 

・旭ヶ丘第二幼稚園が平成２９年４月より幼稚園か

ら認定こども園へ移行したため修正した。 

・「外山幼稚園」が平成３１年度より幼稚園から認定

こども園へ移行予定のため修正した。 

・平成３０年度以降の量の見込みについて、過去の

実績をベースに１号と２号の割合を見直した。確保

の内容については、認定こども園化に伴い定員数の

見直しが行われたのでそれに伴い修正した。 

64ｐ 

 

 

【幼稚園、認定こども園】 

・事業内容に認定こども園の内容を追記した。 

・平成３０年度以降の量の見込みを修正するとともに

確保の内容についても修正する。 

 

 

【幼稚園、認定こども園】 

・旭ヶ丘第二幼稚園が平成２９年４月より幼稚園か

ら認定こども園へ移行したため修正した。 

・平成３０年度以降の量の見込みについて、過去の

実績をベースに１号と２号の割合を見直した。確保

の内容については、認定こども園化に伴い定員数の

見直しが行われたのでそれに伴い修正した。 

65ｐ 

 

 

【幼稚園、認定こども園】 

・平成３０年度以降の量の見込みを修正する。 

・平成３１年度、「外山幼稚園」が幼保連携型認定こ

ども園へ移行予定と追記する。 

 

【幼稚園、認定こども園】 

・平成３０年度以降の量の見込みについて、過去の

実績をベースに１号と２号の割合を見直した。 

・「外山幼稚園」が平成３１年度より認定こども園へ

移行予定のため。 

66ｐ 

 

 

【幼稚園、認定こども園】 

平成３０年度以降の量の見込みを修正する。 

【幼稚園、認定こども園】 

平成３０年度以降の量の見込みについて、過去の実

績をベースに１号と２号の割合を見直した。 

67ｐ 

 

【時間外保育事業】 

平成３０年度以降の量の見込みを上方修正すると

ともに、確保の方策についても上方修正する。 

 

【時間外保育事業】 

新たに実施場所や人員を確保し提供体制が整う見

込みであるため、量の見込みと確保の内容について

見直した。 

68ｐ 

 

 

【病児保育事業】 

体調不良児対応型病児保育事業の実施にあたり、平

成３０年度以降の量の見込みと確保の内容を修正す

る。 

【病児保育事業】 

平成２８年度より体調不良児対応型病児保育事業

を開始し、平成３０年度に新たに実施場所や人員を

確保し提供体制が整う見込みであるため、量の見込

みと確保の内容について見直した。 

75p 



5 

「（小牧市）子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【利用者支援事業】 

基本型と母子保健型を連携し、妊娠・出産、育児期

にわたり切れ目なく必要な情報提供や相談支援を実

施して、産前産後の支援の充実を図る旨を明記する。 

それに併せて、量の見込み及び確保の内容を上方修正

する。 

【利用者支援事業】 

 子育て世代包括支援センターの整備に伴い、育児

に関する情報提供及び相談支援を実施するため。 

 

77ｐ 

 

 

 

【養育支援訪問事業】 

 量の見込みを上方修正すると共に、確保の内容につ

いても上方修正する。 

【養育支援訪問事業】 

 訪問を必要とする親子が近年増加傾向にあるた

め。 

79ｐ 

 

【実費徴収に係る補足給付事業】 

実費徴収に係る補足給付事業の実施にあたり、平成

３０年度以降の量の見込みと確保の内容を修正する。 

【実費徴収に係る補足給付事業】 

平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため、昨年度の実績をベースに対象となる

量の見込みと確保の内容について見直した。 

81ｐ 

 

 

【幼保小連携の取組みの推進について】 

 「幼年期教育推進会議」から「幼年期教育連携推進

会議」に変更する。 

【幼保小連携の取組みの推進について】 

 平成２９年４月に会議の名称変更を行ったため。 

 

82ｐ 

 

【用語解説】 

「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

修正する。 

【用語解説】 

「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」

に事業内容が変更となるため。 

94ｐ 

 

【表紙】 

 計画の変更の改訂時期、及び変更に伴う説明を追記

する。 

【表紙】 

中間年の見直しに係る計画変更があったため。 

 

【裏表紙】 

 計画の変更の改訂時期を追記する。 

【裏表紙】 

中間年の見直しに係る計画変更があったため。 

 

 

【目次】 

・「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

修正する。 

・実費徴収に係る補足給付事業を、第５章４（１２）

と追記する。 

・第５章４（１２）～第５章５（３）のページ数を修

正する。 

【目次】 

・「病児・病後児保育事業」から「病児保育事業」に

事業内容が変更となるため。 

・平成２８年度より実費徴収に係る補足給付事業を

開始したため。 

・第５章４（１２）の追記に伴い、ページ数が増え

たため。 

 


