
事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点 拡充 ページ数 １１１

計画上の位置づけは、第２期子ども・子育て支援事業計画に掲載されている事業に近しい事業を掲載してる場合があります。

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画における
令和４年度から取り組む新規事業等について

田辺公園拡張整備事業

内容
　田辺公園に緑と農にふれあう機能を新たに付加し、多様な市民交流の場として活用を図るため、Park-PFI制度を活用し、
事業に参画を希望する民間事業者の公募・選定を行うとともに、用地取得（買い戻し）を実施する。

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

公園の新設・整備事業

事業概要 ○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

計画上の位置づけ

新規事業等は、第４次京田辺市総合計画　まちづくりプラン分野別計画の体系ごとに掲載しています。

緑に包まれた美しいまち　＜緑＞

資料 ６
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ８ 区分 実施 ページ数 １１２

計画上の位置づけ

　平成30年に策定した京田辺市地球温暖化対策実行計画が令和4年度に中間年を迎えることから、計画の進捗状況、新た
な環境に対する社会情勢や市民ニーズの変化に対応するため、計画の見直しを行う。

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

京田辺市環境基本計画に基づく総合的な環境施策の充実

事業概要

○きょうたなべ環境市民パートナーシップ活動支援
○美化意識向上のための啓発
　・市民一斉清掃の推進など
○環境フェスタ
○地球温暖化防止活動の促進

地球温暖化対策実行計画策定事業

内容
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ８ 区分 実施 ページ数 ８３

計画上の位置づけ

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

ＨＰＶワクチンキャッチアップ等接種事業

内容

　国の積極的勧奨が再開されたＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス感染症）ワクチン接種について、対象者（令和４年度中に１２
歳～１６歳になる方）への個別通知により接種率の向上を図るとともに、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方
に対し、公平な接種機会を確保するため、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う。（令和４年度中に１７
歳～２５歳になる方）

感染症予防対策の充実

事業概要

○予防接種事業
○感染症に係る危機管理
○感染症に係る情報提供
○感染症予防事業

いきいき健康で明るいまち　＜健康＞

母と子の健康づくり支援
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ５ 区分 実施 ページ数 ８３

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 ５ 区分 実施 ページ数 １０４

子どもの虐待防止対策の充実

計画上の位置づけ

屈折検査導入事業（幼児視覚検査）

内容
　視覚異常を早期発見することを目的に、３歳６か月児健康診査において、視力検査に加え屈折検査を導入する。　（フォト
スクリーナの整備）

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

母と子の健康づくり支援

乳幼児期の健康診査事業

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

事業概要
○３か月児健康診査
○１歳６か月児健康診査
○３歳６か月児健康診査
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 ７ 区分 重点 ページ数 ９２

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ３ 区分 重点 ページ数 ９４

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ２ 区分 重点 ページ数 １０７

○家庭で学習環境が整えにくい子どもを対象に実施

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実

内容

　生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯に見られる「貧困の連鎖」を防止するため、当該世帯の児童・生徒を対象に学習
支援事業を行う。
　併せて、居場所づくりや親への養育支援などを通じて、子どもの将来の自立に向けたきめ細やかで包括的な支援を推進す
る。
　従来は事業実施の拠点は、新田辺駅近辺の中部拠点のみだったが、令和４年度から事業の定員を増加させるとともに南
部に拠点を設け、事業の充実を図る。

子ども生活・学習支援事業

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

計画上の位置づけ

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子どもの学習・生活支援充実事業
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 ２ 区分 重点 新規 ページ数 ９１

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ５ 区分 実施 ページ数 １０７

基本目標 Ⅲ

施策目標 （１）

施策番号 ４ 区分 重点 新規 ページ数 １０９

地域子育て支援センター松井山手での一時預かり事業

内容
　「地域子育て支援センター松井山手」を商業施設へと移転するとともに、買い物等をする際など短時間での子どもの一時
預かりを実施する。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

地域における子育て支援体制の充実事業

事業概要 ○幼保連携型認定こども園の整備に併せて、地域子育て支援センターを整備

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり

地域における子育て支援の推進

計画上の位置づけ

子育てしやすく未来を育む文化薫るまち　＜文化・教育＞
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 ８２

基本目標 Ⅰ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 ８５

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 ９１

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 ９４

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 １０３

子どもの虐待防止対策の充実

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

計画上の位置づけ

心身を健やかに育む子育て環境の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

母と子の健康づくり支援

内容
　地域子育て支援センター松井山手に併設する多目的ホールにおいて、妊娠から出産、子育て期において切れ目なくきめ
細かい支援を行うため、子育てに関する講習会・親子教室等の実施や子育て相談を行う。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育て世代包括支援センターの運営事業

事業概要
○妊産婦・乳幼児等の状況を継続的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門職が対応し、必要
な支援の調整や関係機関と連携する等、切れ目のない支援を行う

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育てに係る意識の啓発及び情報提供の充実

多目的ルーム（はぐはぐルーム）運営事業

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ４ 区分 重点 新規 ページ数 ８８

事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ４ 区分 重点 新規 ページ数 ８８

内容

計画上の位置づけ

計画上の位置づけ

民間保育園等の整備事業

事業概要
○今後も就学前児童数の増加が見込まれる中、待機児童の発生を抑制するため、保育園等を民設民営方式
で整備する

仕事と子育ての両立支援

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

　令和５年４月に小規模保育事業所への移行を目指す認可外保育施設「まゆあい」の運営費用を補助する。
　運営事業者：NPO法人そよかぜ子育てサポート
　場所：近鉄興戸駅東側

仕事と子育ての両立支援

小規模保育運営支援事業

内容
　０～２歳児の保育ニーズに対応するため、株式会社ニチイ学館が新たに設置する小規模保育事業所「（仮称）ニチイキッズ
たなべ保育園」の運営費用を補助する。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

民間保育園等の整備事業

事業概要
○今後も就学前児童数の増加が見込まれる中、待機児童の発生を抑制するため、保育園等を民設民営方式
で整備する

保育施設認可化移行運営支援事業
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ３ 区分 重点 新規 ページ数 ８８

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ２ 区分 重点 新規 ページ数 １１１

仕事と子育ての両立支援
計画上の位置づけ

内容

　平成29年9月に策定した「こどもが輝く京田辺の実現に向けた基本方針」に基づき、京田辺市立大住幼稚園を改築し、北部
地域の拠点となる市立幼保連携型認定こども園を整備する。
　併せて、保護者の利便性の向上と保育者の負担軽減を図るため、ＩＣＴを活用した登降園管理システムを導入する。
　令和４年度　新築工事、仮設園舎賃貸借等
　令和５年度　開園

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

市立幼保連携型認定こども園の整備事業

事業概要
○市立大住幼稚園を建て替えに併せて北部地域の拠点となる市立幼保連携型認定こども園として整備する
○体調不良児対応型の病児保育事業の実施
○一時保育事業の実施

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

（仮称）大住こども園等整備事業

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 １１１

計画上の位置づけ

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

内容
　京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、市立幼稚園園舎の長寿命化改修等を行う。
　　※薪幼稚園はＲ３国補正予算で対応

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

インフラ長寿命化計画策定事業

○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

市立幼稚園長寿命化事業（三山木幼稚園）
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 １１１

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

計画上の位置づけ

市立小学校長寿命化事業（田辺小学校、薪小学校）

内容

　京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、令和５年度に実施予定の田辺小学校北校舎、本館の長寿命化改修及び薪小
学校の体育館部分改修の実施計画を策定する。
　田辺小学校北校舎、本館の大規模改修
　　・令和４～７年度　 仮設校舎
　　・令和４年度　　　　仮設校舎建設事業、本館・北校舎大規模改修実施設計
　　・令和５年度　　　　本館・北校舎　大規模改修、中校舎長寿命化実施設計
　　・令和６年度　　　　中校舎　長寿命化改修
 　 ・令和７年度　　　　仮設校舎解体・撤去
　薪小学校の体育館大規模改修
　　・令和４年度　　　　体育館改修実施設計
　　・令和５年度　　　　体育館　大規模改修

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

インフラ長寿命化計画策定事業

事業概要 ○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 １１ 区分 実施 ページ数 ９２

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ５ 区分 実施 ページ数 ９５

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 ７ 区分 実施 ページ数 １０４

計画上の位置づけ

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

内容
　不登校児童生徒の居場所づくりとして開設しているポットラックについて、不登校問題のさらなる対策として相談機能の拡
充を図るとともに、学習支援事業を充実する。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

豊かな人間性を育む教育の推進

事業概要 適応指導教室（ポットラック）の充実

適応指導教室充実事業

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの虐待防止対策の充実
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ６ 区分 重点 新規 ページ数 ８８

事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ２ 区分 重点 新規 ページ数 ８８

計画上の位置づけ

計画上の位置づけ

仕事と子育ての両立支援

仕事と子育ての両立支援

内容

　令和2年11月に策定した「京田辺市中学校給食基本計画」に基づき、（仮称）京田辺市学校給食センターの整備を進める。
　・令和２年度～令和４年度　基本設計・実施設計
　・令和４年度～令和５年度　中学校給食施設等新築工事
　・令和６年度～　　　　　　　　中学校完全給食開始

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

公立中学校における給食実施事業

事業概要
○学校給食による食育の重要性や経済的な困窮対策、子育て支援などの社会的経済情勢の変化から、中学
校給食の早期実現を目指す

放課後児童クラブ運営補助事業（新規施設への補助）

内容
　三山木地域において増加している留守家庭児童会へのニーズに応え、新たに児童の受入れを行う民間事業者に対し、事
業費補助を行う。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

留守家庭児童会施設の整備事業

○入会希望者の増加に対応するため、留守家庭児童会施設を整備する

中学校給食施設整備等事業
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まちづくりプランの推進のために　＜市民協働・行財政運営＞

事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施 ページ数 ９５

心身を健やかに育む子育て環境の充実

計画上の位置づけ

教育・保育内容の充実

事業概要

○保幼小中の連携の取り組みの推進（幼小接続カリキュラムの活用）
○保育内容の充実
○家庭支援推進保育事業
　・特に配慮を要する児童の家庭を支援するため、家庭支援推進保育士等を配置
○図書館活動の充実
　・図書の充実　　　　　　・点字図書作成
　・子どもの本の講座など　・移動図書館
　・障がいのある人への対面朗読　など
○地域子育てセミナーの開催支援
○特色ある園づくり
○職場体験事業

小学校プールのあり方検討事業

内容
　小学校プールの民間委託や集約化等を視野に入れつつ、今後のあり方を検討するとともに、民間施設での授業運営を試
行する。（田辺小学校）

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ２０ 区分 実施 ページ数 ９０

事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点 新規 ページ数 １１１

仕事と子育ての両立支援

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

小学校給食運営事業

事業概要
○小学校給食運営事業
　・生きた教材として給食を活用した食育（お茶育）の推進や地産地消に配慮した安全で安心な給食の提供

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

小学校給食室のあり方検討事業

福祉施設等長寿命化計画策定事業

内容

　福祉施設等について、今後の維持保全の方向性を検討するとともに、整備内容、時期、費用等の具体的な個別施設計画
として「福祉施設等長寿命化計画」を策定する。
 対象施設：社会福祉センター、児童館（３館）、高齢者施設（２所）、保健センター、保育所（４所）、三山木福祉会館、南山学
園
　令和4年度　施設の実態把握調査
　令和5年度　基本方針の検討
　　　　　　　　 長寿命化計画の策定

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

インフラ長寿命化計画策定事業

事業概要 ○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

計画上の位置づけ

計画上の位置づけ

内容
　現行の単独調理方式のまま改築するのか共同調理方法とするのか等、施設の状況やコスト等を踏まえ、今後のあり方を
検討する。
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