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　2014（平成26）年度から、2015（平成27）年度の子ども・子育て支
援制度創設に先駆けて利用者支援事業が実施されています。本事
業は、これまで一部の自治体等で先駆的に実施されていたものが、
子ども・子育て支援制度検討の途上で、国会審議による３党合意に
基づく修正により、急きょ制度化された事業です。

（中略）
　政府が2015（平成27）年３月に策定した少子化社会対策大綱で
は、2019（平成31）年度末までに利用者支援事業（基本型と特定型
の合計）を、全国に1,800か所整備することとしています。また、母
子保健型である子育て世代包括支援センターの整備については、
おおむね2020（平成32）年度末までに全国展開をめざすこととして
います。子ども・子育て支援制度の成否は、この利用者支援事業に
かかっているといっても過言ではないようです。本書が、そのために
いささかでもお役に立つことを願っています。

「はしがき」より

◆子育て支援制度の新事業である「利用者支援事業」に特化して、市町村職員向けに
具体的に解説した唯一の実務書。
◆各市町村の実情に合わせて事業施策が展開できるよう多様な先進事例も紹介。
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子育て支援（052159）2015.5 SE

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索詳 細・お申し 込 みはコチラ

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえお申し
込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりしました
個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　　　　  　　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については 次に示す方法にて支払います。　　　 平成　　　　年　　　　月　　　　日
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。10万円以下の場合、600円+税
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第1章  子ども・子育て支援制度の創設と利用者支援事業
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1. 子ども・子育て支援制度（保育・子育て支援部分）の概要
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3. 利用者支援事業の先行事例、調査研究

4. 利用者支援事業と制度外活動

5. 利用者支援事業と関係機関との協働・連携

6. 利用者支援事業の意義

7. 今後の展開に向けて
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１．事業の目的と意義

２．事業の対象

３．事業の担い手と内容

４．事業の類型

第3章  利用者支援事業ガイドラインの解説
　　　 － 利用者支援事業従事者の業務の理解 －

１．利用者支援専門員とは

２．利用者支援事業の取り組みに求められる基本姿勢

３．利用者支援事業における「利用者支援」と「地域連携」

４．基本型と母子保健型の連携

第4章  実施主体・管理運営者の留意事項

１． 広報について

２． 実施日（開設日）

３． 実施施設との関係

４． 研修等について

５． 利用者支援事業の運営管理

６． その他

第5章  利用者支援事業の実際
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4. 子育て支援総合コーディネートから利用者支援への取り組み

5. 母子保健型（子育て世代包括支援センター）

附録

〇子ども・子育て支援法（抄）

○利用者支援事業実施要綱

○利用者支援事業ガイドライン
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