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は じ め に 

 

 本町の子育て支援事業においては、「子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町」を基本理念

に、すべての子どもが幸せに育ち、すべての親がゆとりを持って子育てできるよう、子育て支

援を推進する環境づくりに取り組んでまいりました。  

  

しかしながら、核家族化の進行や将来的な不安感から、子育て世代の負担が実質的・心理的

に増大し、子育て世代を追い詰めているという現状があります。現在の本町の子育て支援事業

では、子育て世代をサポートしていく上で、不十分だと言わざるを得ないのが現状です。  

  

そこで本計画は、これからの子育て支援事業は、子育て世代の苦悩を理解し寄り添っていく

考えが求められることを念頭に置いて作成しました。また、子育て世代の課題を解決すること

は、町にとっても急務であります。若者の移住が活発化している中、子育て世代が暮らしにく

い町は、子育て世代に選んでもらいにくくなるでしょう。子育て世代が明るく子育てができる

ように、町としても精一杯取り組んでいく所存です。各種団体・地域・住民の皆様におかれま

しても、この計画に盛り込まれた施策を具現化していくには、皆様のご協力が不可欠です。な

にとぞ、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。  

  

最後に、「宝達志水町子ども・子育て支援におけるニーズ調査」にご協力をいただいた保護

者の皆様をはじめ、本計画の策定にあたり貴重なご意見を賜りました「宝達志水町子ども・子

育て会議」の委員の皆様方の他、関係機関、住民の皆様に心からお礼を申しあげます。  

  

 令和2 年３月 

 

宝達志⽔町⻑ 寳 達 典 久 
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第１章 計画の策定にあたって 
１ 計画策定の趣旨 

わが国の少子化は深刻に進んでおり、平成 30 年の合計特殊出生率は 1.42 と、依然

低いまま推移を続けています。その中で、子育てをめぐる環境は変化し続けており、特

に女性の社会進出が進んだことによる待機児童の慢性的な発生や、核家族化の進行や地

域とのつながりの希薄化により、地域の人々から子育てに関する助言や支援を得られな

いことが全国的に大きな課題となっています。このように、少子化や人口減少が進む中

で、いかに子どもにとって良い育ちの環境を整備するのかが重要となっています。 

国では、少子化対策として平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に

基づき、総合的な取組を進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化

を受け、平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」が制定され、子ども・子育てに

関する新たな支援制度が構築されました。新制度では、「子どもの最善の利益」が実現

される社会をめざすとの考えを基本に、制度・財源を一元化して新しい仕組みを構築し、

子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育

支援等を総合的に推進していくことが掲げられています。 

また、令和元年６月に「児童福祉法」及び「児童虐待防止法」が改正され、児童虐待

の発生予防や虐待発生時の迅速かつ的確な対応が明確化されました。 

さらに、令和元年 10 月には、重要な少子化対策の１つとして掲げられた、幼児教育・

保育の無償化が実施されました。幼児教育・保育の無償化は、幼児教育の負担軽減を図

ることで、すべての子どもたちに質の高い教育の機会を保障し、生涯にわたる人格形成

の基礎を培うことを目的としています。 

本町では、平成 27年 3 月に「宝達志水町子ども・子育て支援事業計画（前回計画）」

を策定し、住民、地域、行政の協働による子育て環境の整備に取り組んできました。し

かし、本町においても深刻な少子化や世帯規模の縮小、女性の社会進出による保育ニー

ズの増大等、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。 

以上のことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する

環境を整備することを目的に、「第 2期宝達志水町子ども・子育て支援事業計画（本計

画）」を策定しました。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計

画です。なお、本計画は、少子化解消推進対策とも深くかかわりを持つため、次世代育

成支援対策推進法に基づく「宝達志水町次世代育成支援行動計画（後期計画）」の考え

方を継承するものとします。 

また、本計画は、上位計画である「宝達志水町総合計画」や、その他関連計画との整

合性を図るとともに、「子どもの権利条約」が定めるあらゆる子どもの人権の尊重と子

どもの最善の利益を考慮して策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年とします。計画の最終年度

である令和６年度には、計画の達成状況の確認と見直しを行います。 

（年度） 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9          
第 2 期宝達志水町子ども・子育て支援事業計画 

（本計画）       
次期計画 

（令和７年度〜）    

宝達志水町総合計画 

関連計画 

・障害児分野    ・健康分野 

・男女共同参画   ・教育分野   等 

第２期宝達志水町子ども・子育て支援事業計画（本計画） 

評価・ 

次期計画策定 

計画 

策定 

整
合 

・子ども・子育て支援法 

・次世代育成支援対策推進法 

・子どもの権利条約 

整
合 宝達志水町地域福祉計画 
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1,470 1,403 1,332 1,298 1,237

7,775 7,586 7,394 7,192 7,021

4,739 4,803 4,834 4,847 4,896

13,984 13,792 13,560 13,337 13,154

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

第２章 子どもを取り巻く現状 
１ 統計による本町の状況 

（１）人口等の推移 

①人口 
総人口の推移についてみると、年々減少傾向にあり、平成 30 年度では 13,154 人

となっています。また、年齢３区分別に人口の推移をみると、「０～14歳」「15～64

歳」は年々減少している一方で、「65 歳以上」は増加傾向にあり、少子高齢化が進ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年少人口 
  年少人口についてみると、各年齢区分において減少傾向にあり、平成 30 年度では「０

～５歳」が 410 人、「６～11 歳」が 514 人、「12～14 歳」が 313 人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民課（各年度３月 31 日現在） 

資料：住民課（各年度３月 31 日現在） 

431 423 415 402 410

646 595 544 537 514

393 385 373 359 313

1,470
1,403

1,332 1,298 1,237

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

０～５歳 ６～11歳 12～14歳

（人）
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出生数 死亡数

（人）

238
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254 235

296
318 327 331 327

361

0
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400

500

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

転入者数 転出者数

（人）

（２）出生数、死亡数の推移 

  出生数の推移についてみると、増減を繰り返しており、平成 30 年度では 61 人とな

っている一方で、死亡数については平成 28年度をピークに減少傾向にあるものの、す

べての年度において出生数が死亡数を下回っているため、人口減少の１つの要因となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）転入者数、転出者数の推移 

  転入者数、転出者数の推移についてみると、すべての年度において転出者数が転入者

数を上回っており、平成 30 年度では転入者数が 296人、転出者数が 361 人となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民課（各年度３月 31 日現在） 

資料：住民課（各年度３月 31 日現在） 
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64.8 
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78.3 

68.5 

43.5 

21.1 

0.0
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平成27年

平成22年

(歳)

(％)

（４）婚姻件数、離婚件数の推移 

  婚姻件数、離婚件数の推移についてみると、婚姻件数は減少傾向にあり、離婚件数は

平成 28年度をピークに平成 29年度からは横ばいとなっており、平成 30 年度では婚

姻件数が 27件、離婚件数が 12件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）女性の就業率 

  女性の就業率についてみると、平成 22 年では、20 代以降増加を続け、20 代後半

から 50 代前半にかけて 7 割を超える高い就業率となっています。平成 27 年では、

平成 22 年と比べ、特に 35歳以降で就業率が上昇していますが、30 代前半で一旦就

業率が下がるM字型カーブを描いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

資料：住民課（各年度３月 31 日現在） 
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94 85 75 85 66

103 95 85 74 86
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96 93
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１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

（人）

（６）認可保育所の定員数と入所者数 

  認可保育所の入所者数についてみると、平成 30 年度までは減少傾向にありましたが、

平成 31 年度では増加に転じ、入所者数が 332 人、定員数が 450 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
（７）小学校の在籍状況 

  小学校の児童数についてみると、総児童数は年々減少傾向にあり、令和元年度では

511 人と平成 27年度と比べて 135 人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査（各年度５月１日現在） 

資料：健康福祉課（各年度４月１日現在） 

9 8 10 9 1445 50 43 50 53
52 62 68 52 63
79 62 63 71 57

72 80 62 68 76

82 70 78 63 69

339 332 324 313
332

450 450 450 450 450

0

200

400

600

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（人）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

４歳児 ５歳児 定員数
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２ 子ども・子育て支援新制度におけるニーズ調査結果の概要 

（１）調査概要 

●調 査 地 域 ：宝達志水町全域 

●調査対象者：本町在住の「就学前児童」をお持ちの世帯・保護者（就学前児童調査） 

本町在住の「小学生児童」をお持ちの世帯・保護者（小学生児童調査） 

●抽 出 方 法 ：住民基本台帳より就学前児童 315 世帯（うち 58世帯は町外の保育所・

幼稚園に通っている児童、または未就園児）、小学生児童 406 世帯の合

計 721 世帯を抽出。1 世帯に複数の児童がいる場合、「就学前児童」「小

学生児童」のそれぞれの長子とした。 

●調 査 期 間 ：平成 31 年２月 14日（木）～平成 31 年２月 28日（木） 

●調 査 方 法 ：就学前児童のうち、町外の保育所・幼稚園に通っている児童、または未就

園児をお持ちの世帯・保護者には郵送配布・郵送回収による郵送調査法 

それ以外の就学前児童、小学生児童をお持ちの世帯・保護者には保育所・

学校を通じた直接配布・直接回収 

●回 収 率： 

調 査 票 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

就 学 前 児 童 315 世帯 271 件 86.0％ 

小 学 生 児 童 406 世帯 371 件 91.4％ 

合  計 721 世帯 642 件 89.0％ 

 

（２）調査結果の見方 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点

以下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの

選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。この

ことは、本計画書内の分析文、グラフ、表においても反映しています。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選

択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 

100.0％を超える場合があります。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答

の判別が困難なものです。 

●本文中の設問の選択肢及びその他の自由記載で長文のものは、簡略化している場合が

あります。 

●クロス集計の最も高い数値の箇所は、網掛けをしてあります。 
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（３）結果の概要 
子どもを「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」または「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもら  

える」を選んだ方 

①祖父母等の親族にみてもらっている状況〈複数回答〉 

祖父母等の親族にみてもらっている状況についてみると、就学前児童、小学生児童と

もに「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心

して子どもをみてもらえる」が 49.2％、61.1％と最も高くなっています。          
 

 

 

 

 

 

 

 

②母親の就労状況〈単数回答〉 

母親の就労状況についてみると、就学前児童、小学生児童ともに「フルタイムで就労

している」が 42.4％、57.4％と最も高くなっています。  
          42.4 

57.4 

10.3 

1.3 

31.0 

29.9 

3.0 

0.0 

10.7 

6.7 

0.4 

0.3 

2.2 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

（N=271）

小学生児童

（N=371）

【母 親】

フルタイムで就労している
フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である
パート・アルバイト等で就労している
パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
不明・無回答

49.2 

28.1 

27.7 

28.5 

8.6 

2.3 

0.8 

61.1 

18.4 

22.0 

20.2 

5.4 

3.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的

制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な

負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが

心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

不明・無回答

就学前児童（N=256） 小学生児童（N=332）
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②で「以前は就労していたが、現在は就労していない」または「これまで就労したことがない」を選んだ方 

③現在、就労していない母親の就労希望〈単数回答〉 

現在、就労していない母親の就労希望についてみると、就学前児童では「１年より先、

一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」が 50.0%と最も高く、次いで「す

ぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 36.7％となっています。小学生児童では

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 46.2%と最も高く、次いで「１年よ

り先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい」が 23.1％となっています。       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 

15.4 

50.0 

23.1 

36.7 

46.2 

6.7 

15.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

（N=30）

小学生児童

（N=26）

【母 親】

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答

件数 ％ 件数 ％

１歳 4 26.7 0 0.0

２歳 3 20.0 1 16.7

３歳 2 13.3 1 16.7

４歳 1 6.7 0 0.0

５歳 1 6.7 1 16.7

６歳 2 13.3 1 16.7

７歳 1 6.7 0 0.0

８歳 0 0.0 0 0.0

９歳 0 0.0 0 0.0

10歳 0 0.0 1 16.7

不明・無回答 1 6.7 1 16.7

【母　親】

就労したい時の

末子の年齢

就学前児童

（N=15）

小学生児童

（N=6）
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平日、定期的に教育・保育事業を「利用している」を選んだ方 

④平日、教育・保育事業を利用している理由〈複数回答〉 

平日、教育・保育事業を利用している理由についてみると、「子育てをしている方が現

在就労している」が 85.8％と最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」が 56.5％

となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.5 

85.8 

4.5 

0.0 

0.8 

0.8 

0.4 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方に就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方に病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

不明・無回答

就学前児童（N=246）



11 

 

⑤現在の利用の有無にかかわらず、今後、平日の教育・保育事業として「定期的に」 

利用したいと考える事業〈複数回答〉 

今後、平日に定期的に利用したいと考える教育・保育事業についてみると、「認可保育

所（国が定める最低基準に適合した施設（定員 20名以上）、町内保育所等）」が 81.5％

と最も高く、次いで「認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」が 27.3％

となっています。 

また、「幼稚園（通常の就園時間の利用）」「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延

長して預かる事業）」「認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」をあわ

せると 45.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＊事業の利用には一定の利用者負担が発生する 

11.4 

6.3 

81.5 

27.3 

0.7 

0.4 

1.8 

0.7 

0.0 

2.2 

3.3 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業）

認可保育所（国が定める最低基準に適合

した施設（定員20名以上）、町内保育所等）

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を

併せ持つ施設）

小規模な保育施設（国が定める最低基準に

適合した、施設定員概ね６～19名の施設）

家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを

保育する事業）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に

運営する施設）

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような

保育者が子どもの家庭で保育する事業）

ファミリー・サポート・センター（地域住民が

子どもを預かる事業）

その他

不明・無回答

就学前児童（N=271）
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⑥土曜日と日曜日・祝日の、定期的な教育・保育事業の利用希望（一時的な利用は除く） 

〈単数回答〉 

土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望についてみると、土曜日、

日曜日・祝日ともに「利用する必要はない」がそれぞれ 46.5％、75.3％と最も高くな

っている一方で、土曜日では「ほぼ毎週利用したい」と「月に１～２回は利用したい」

をあわせると 51.3％となっています。 

また、希望する利用時間帯については、開始時間では土曜日、日曜日・祝日ともに「８

時」の割合が高くなっています。終了時間では土曜日、日曜日・祝日ともに「17時」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎希望する利用時間帯 〈数量回答〉 

《「ほぼ毎週利用したい」または「月に１～２回は利用したい」を選んだ方》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊事業の利用には一定の利用者負担が発生する 

46.5 

75.3 

19.6 

1.1 

31.7 

20.7 

2.2 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日

日曜日・祝日

就学前児童

（N=271）

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 不明・無回答

件数 ％ 件数 ％

６時以前 0 0.0 0 0.0

７時 19 13.7 9 15.3

８時 74 53.2 28 47.5

９時 35 25.2 18 30.5

10時 2 1.4 1 1.7

11時 0 0.0 0 0.0

12時 0 0.0 0 0.0

13時 0 0.0 0 0.0

14時以降 0 0.0 0 0.0

不明・無回答 9 6.5 3 5.1

【就学前児童】

開始時間

土曜日

（N=139）

日曜日・祝日

（N=59）

件数 ％ 件数 ％

12時以前 7 5.0 0 0.0

13時 8 5.8 0 0.0

14時 1 0.7 1 1.7

15時 5 3.6 0 0.0

16時 24 17.3 10 16.9

17時 44 31.7 23 39.0

18時 39 28.1 21 35.6

19時 3 2.2 1 1.7

20時以降 0 0.0 0 0.0

不明・無回答 8 5.8 3 5.1

日曜日・祝日

（N=59）
【就学前児童】

終了時間

土曜日

（N=139）
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子どもが５歳以上の就学前児童の方のみ 

⑦小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）の時間をど

のような場所で過ごさせたいと思うか〈複数回答〉 

小学校高学年になったら、放課後を過ごさせたいと思う場所についてみると、「自宅」

が 59.4％と最も高く、次いで「放課後児童クラブ〔学童保育〕」が 37.5％となっていま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧子どもが生まれた時の保護者の育児休業取得状況〈単数回答〉 

子どもが生まれた時の保護者の育児休業取得状況についてみると、母親では「取得し

た（取得中である）」が 54.6％、父親では「取得していない」が 83.8％と、それぞれ最

も高くなっています。        
 

 

 

 

59.4 

23.4 

29.7 

1.6 

9.4 

37.5 

0.0 

12.5 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

就学前児童（N=64）

29.5 

2.2 

54.6 

2.2 

14.4 

83.8 

1.5 

11.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母 親】

【父 親】

就学前児童

（N=271）

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 不明・無回答
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３ 前回計画の評価 

第１期計画で設定した目標事業量に対する達成状況は以下の通りです。 

（１）教育・保育事業 

■教育事業【１号認定（３～５歳）】  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 9 人 9 人 8 人 7 人 7 人 

確保の内容 町外利用にて確保 

実績値 5 人 6 人 7 人 6 人  

 

教育事業【１号認定（３～５歳）】での受け入れについて、おおよそ見込み量通り

の結果となりました。 

 

■保育事業【２号認定（３～５歳）】  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 230 人 227 人 222 人 217 人 212 人 

確保の内容 265 人 265 人 265 人 265 人 265 人 

実績値 229 人 212 人 208 人 209 人  

 

保育事業【２号認定（３～５歳）】での受け入れについて、おおよそ見込み量通り

の結果となりました。 

 

■保育事業【３号認定（１・２歳児）】  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 105 人 105 人 105 人 105 人 105 人 

確保の内容 135 人 135 人 135 人 135 人 135 人 

実績値 105 人 127 人 121 人 106 人  

 

保育事業【３号認定（１・２歳児）】での受け入れについて、平成 28年度と平成

29年度では見込み量を大幅に上回る結果となりました。 

 

■保育事業【３号認定（０歳児）】  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 40 人 36 人 35 人 34 人 32 人 

確保の内容 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

実績値 39 人 36 人 35 人 43 人   
保育事業【３号認定（０歳児）】での受け入れについて、おおよそ見込み量通りの

結果となりました。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

■延長保育事業  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 87 人 83 人 79 人 74 人 73 人 

確保の内容 87 人 83 人 79 人 74 人 73 人 

実績値 79 人 116 人 116 人 107 人  

 

延長保育事業での受け入れについて、平成 28 年度以降見込み量を大幅に上回る

結果となりました。 

 

■放課後児童健全育成事業 

【低学年】   平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 80 人 78 人 72 人 69 人 64 人 

確保の内容 80 人 78 人 72 人 69 人 64 人 

実績値 95 人 85 人 77 人 85 人  

 

放課後児童健全育成事業【低学年】での受け入れについて、見込み量を上回る結

果となりました。 

 

【高学年】   平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 20 人 18 人 17 人 17 人 16 人 

確保の内容 20 人 18 人 17 人 17 人 16 人 

実績値 14 人 23 人 13 人 15 人  

 

放課後児童健全育成事業【高学年】での受け入れについて、おおよそ見込み量通

りの結果となりました。 

 

■子育て短期支援事業   平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

確保の内容 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

実績値 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日  

 

子育て短期支援事業での受け入れについて、利用実績はありませんでした。 
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■地域子育て支援拠点事業  ※この事業のみひと月あたりの利用人数を基準にしています。  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 350 人回 350 人回 350 人回 350 人回 350 人回 

確保の内容 350 人回 350 人回 350 人回 350 人回 350 人回 

実績値 154 人回 117 人回 180 人回 156 人回  

 

地域子育て支援拠点事業での受け入れについて、見込み量を大幅に下回る結果と

なりました。 

 

■一時預かり事業（幼稚園在園児対象型） 

幼稚園における在園児を

対象とした一時預かり 

（預かり保育） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

確保の内容 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

実績値 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日  

 

一時預かり事業（幼稚園在園児対象型）は町内に幼稚園がないため、実施してい

ません。 

 

■一時預かり事業（在園児対象型を除く） 

幼稚園以外での 

一時預かり 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 

量の見込み 150 人日 170 人日 190 人日 210 人日 230 人日 

確保の内容 

（保育所での一

時預かり、トワイ

ライトステイ、ファ

ミリーサポートセ

ンター〔未就学

児〕を含む） 

150 人日 170 人日 190 人日 210 人日 230 人日 

実績値 125 人日 119 人日 129 人日 128 人日  

 

一時預かり事業（在園児対象型を除く）での受け入れについて、見込み量を大幅

に下回る結果となりました。 

 

■病児・病後児保育事業  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 20 人日 30 人日 40 人日 50 人日 60 人日 

確保の内容 20 人日 30 人日 40 人日 50 人日 60 人日 

実績値 15 人日 11 人日 23 人日 37 人日  

 

病児・病後児保育事業での受け入れについて、見込み量を大幅に下回る結果とな

りました。 
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■ファミリーサポートセンター事業（就学児のみ）  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 2 人日 4 人日 5 人日 5 人日 6 人日 

確保の内容 2 人日 4 人日 5 人日 5 人日 6 人日 

実績値 36 人日 44 人日 20 人日 33 人日  

 

ファミリーサポートセンター事業（就学児のみ）での受け入れについて、見込み

量を大幅に上回る結果となりました。 

 

■妊婦健康診査  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 826 人 826 人 812 人 770 人 742 人 

確保の内容 826 人 826 人 812 人 770 人 742 人 

実績値 659 人 727 人 789 人 749 人  

 

妊婦健康診査での受け入れについて、見込み量を大幅に下回る結果となりました。 

 

■乳児家庭全戸訪問事業  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 59 人 59 人 58 人 55 人 53 人 

確保の内容 59 人 59 人 58 人 55 人 53 人 

実績値 61 人 64 人 60 人 69 人  

 

乳児家庭全戸訪問事業での受け入れについて、おおよそ見込み量通りの結果となり

ました。 

 

■養育支援訪問事業  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

確保の内容 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

実績値 25 人 17 人 20 人 20 人  

 

養育支援訪問事業での受け入れについて、おおよそ見込み量通りの結果となりま

した。 

 

■利用者支援事業  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

計画値 
量の見込み 0 か所 0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保の内容 0 か所 0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

実績値 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 

 

利用者支援事業の実施はありませんでした。 
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（３）関連事業の評価 

基本目標１ 地域における子育てを支える仕組みづくり 

（1）保育サービスの充実 

一時預かり事業、病後児保育事業及び放課後児童健全育成事業等の多様な保育サ

ービスを実施し、保護者の必要性にあわせた保育サービスを提供することができま

した。 

（2）子育て支援サービスの充実 

地域子育て支援センター事業やマイ保育園登録事業による育児支援を、保育所無

料化の推進、子ども医療費無料化の実施及び宝たち成長お祝い事業等による経済支

援事業を幅広く行いました。 

（3）子育て支援のネットワークづくり 

健康福祉課で子育て関連事業の集約を行っており、相談を受けた家庭に対して、

速やかに関係事業につなぐことができました。 

（4）児童の健全育成 

生涯学習課で宝達山クリーン登山やグッドマナーキャンペーン等を実施し、児童

の健全育成を図ることができました。  
基本目標２ 子どもの健やかな成長を育む環境づくり 

（1）家庭・地域の教育環境の向上 

家庭や教育環境の拡充を図ることができました。 

（2）子どもの安全を確保するための活動の推進 

児童の交通安全教育の実施、及び児童の安全に係る環境面の充実により、児童の

安全面での向上を図ることができました。  
基本目標３ 親と子の心とからだの健康づくり 

（1）母と子どもの健康の確保 

妊産婦・乳幼児健診や子ども医療費の医療機関窓口無料化等により、保護者と児

童の健康面・成長面に適切な支援を行うことができました。また、子どもが欲しく

てもなかなか妊娠ができない夫婦に対し、平成 30 年度から特定不妊治療の助成金

増額を行い、不妊治療への後押しを行いました。 

（2）思春期保健対策の充実 

児童生徒に対して、性に関する正しい知識の普及及び喫煙、薬物に関する教育の

推進を図りました。 

（3）食育の推進 

管理栄養士による指導等を通じて、離乳食や幼児食に関する保護者の不安の軽減

を図ることができました。また、子ども及び保護者の朝食の欠食率を概ね改善する

ことができました。  
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基本目標４ 配慮が必要な子ども・家庭を支える仕組みづくり 

（1）児童虐待防止対策の推進 

要保護児童等に関係する団体が連携し、適切な対処を行うことができました。 

（2）障害児の自立支援 

保護者の育てにくさ感のある子どもに対して、平成 30 年度から発達支援センタ

ーの保育所巡回・個別相談を月 1回から月 2回に増やし、手厚いサポートを行いま

した。また、保育所・小学校・中学校において支援体制を整備し、連携して対応す

ることができました。 

（3）ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭等に経済面・教育面での支援を行うことができました。  
基本目標５ 仕事と家庭を両立させる環境づくり 

（1）仕事と家庭（子育て）の両立 

企業・団体においては雇用に関する法制度の情報提供を通じて、家庭に対しては

男女の相互理解の学習機会を提供することで、仕事と家庭を両立させる環境づくり

に寄与することができました。  
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４ 宝達志水町の子育てにおける課題 

 統計データやニーズ調査結果、前回計画の評価から考えられる、本町の子育てにおけ

る課題は以下の通りです。 

＜課題その１＞ まち全体で子育てを支える意識の醸成 

 本町では、待機児童の発生もなく、子育て支援の施策に対する不満も少ないため、子

育て支援については充実していると考えられます。また、全国的にみると、比較的祖父

母等の親族に頼ることができる家庭が多く、各家庭での子育ては子どもにとってある程

度良好なものであると考えられます。 

 しかし、買い物をする場所や医療機関等が少なく、公共交通機関も限定されているた

め、利便性が低いことは大きな課題としてあがっているほか、家庭を超えた地域で子育

てをする環境が整っていないことも課題となっています。これからは、家庭だけでなく、

地域で、そしてまち全体で子育てを支える意識の醸成が必要です。 

＜課題その２＞ 多様化する子育て支援ニーズへの対応 

 保護者の就労環境の変化により、土曜日・日曜日の保育や、病気の際の保育等保育に

対するニーズが多様化しています。特に本町では女性の就業率が 30～34 歳を除いて

80％を超えており、働く女性が非常に多い傾向があるため、子育て支援に対するニー

ズは幅広いものになっています。 

 本町では、既に細かなニーズに対応した事業も展開していますが、保護者まで周知が

届いていないケースもあるため、情報提供の手法について今後検討が必要です。 

＜課題その３＞ 子育てを通じた親子の成長 

 本町では、親子で遊べる環境や、親子で参加できるイベントや体験事業が少ないこと

が、保護者の声としてあがっています。子育てを通して育つのは子どもだけではありま

せん。親も子育てを通じて、子どもとともに成長をしていきます。そのためには、ただ

子どもを育てるだけでなく、親子がともに学び成長ができる子育て環境を整備する必要

があります。 

また、子育ては連鎖していくものであり、今の子育て環境で育った子どもが、親にな

った時には、その子育て環境が影響を及ぼします。そのため、未来の親となる子どもが、

将来良い子育てを行うことができるよう、今の子育て環境を良くする必要があります。 

＜課題その４＞ 安心・安全の子育て環境づくり 

 本町における大きな課題として、道路や水路に危険な箇所があることや、害獣が増加

し、まちに降りてきているなど、子どもが生活する場の安全性の向上が求められていま

す。また、経済的困窮等により、子どもの健全な育成に支障をきたすケースも少なから

ずあります。 

 さらに、子育て家庭が抱える問題の細分化や多様化により、支援制度のはざまの家庭

が出てきていることもあり、すべての家庭が、安心して安全に子育てができる環境を整

える必要があります。 
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第３章 計画の基本的な方向 
１ 計画の基本理念 

子ども・子育て支援法の基本理念において、子ども・子育て支援は、保護者が子育て

についての第一義的責任を持つという基本認識のもとに、家庭、学校、地域、職域その

他の地域社会のあらゆる分野の人々がそれぞれの役割を果たすこと、また、すべての子

どもが健やかに成長するために良質かつ適切なものであって、地域の実情に応じて総合

的に提供されることとされています。 

 

子どもは、未来を担うかけがえのない宝であり、これからの本町の発展を考える上で

欠かせない貴重な人材です。しかしながら、少子化、核家族化、就労環境等、子どもや

子育て家庭を取り巻く環境がめまぐるしく変化する現代社会において、子育てに負担感

や孤独感を感じる親が増えてきており、子どもの健全な育成に影響を与えています。そ

のような中で、子どもが健やかに成長できるよう、家庭や地域、学校、認定こども園等

が子どもの視点に立ち、子どもたちの権利が十分尊重される子育て社会を構築していく

ことが望まれています。 

 

本町においては、前回計画である「宝達志水町子ども・子育て支援事業計画」並びに

その前身計画にあたる「宝達志水町次世代育成支援行動計画」において、すべての子ど

もが幸せに育ち、すべての親がゆとりを持って子育てできるよう、地域のみんなが子育

てを温かく見守り、一体となって子育て支援を推進するため、「子どもは宝、明るく、

笑顔がかがやく町」を基本理念として掲げ続けてきました。 

本計画においても、この流れを引き継ぎ、次世代計画との連続性並びに整合性を維持

するために、前回計画の基本理念を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町』『子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町』『子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町』『子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町』    
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２ 重点的視点 

  今後の子ども・子育て支援の施策を進めるにあたり、以下の５項目を重点的な視点

として定め、行政と住民や保護者、さらには関係団体や関係機関等と連携を図り、本

計画を実行します。 

＜視点その１＞ 子どもの視点 

   子ども・子育て支援の推進にあたり、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が

最大限に尊重されるよう配慮し、男女が協力して子育てをするという視点に立った取

組が重要です。 

 

 
 

＜視点その２＞ 保護者の視点 

   多様化するニーズを持った保護者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が重要で

す。 

 

 

  

＜視点その３＞ 次代の親づくりという視点 

   子どもは次代の親となるものという認識のもと、豊かな人間性を形成し、自立して

家庭を持つことができるよう、長期的な視点に立った児童の健全育成のための取組が

重要です。 

 

  

 

＜視点その４＞ 親子の健康づくりという視点 

   親子の健康維持のみならず、精神的なサポートを積極的に行い、親子を孤立させ

ないという視点が重要です。 

 
 

 

＜視点その５＞ すべての子どもと家庭への支援の視点 

   子どもを心身ともに健やかに育むためには、すべての家庭が安心して子育てできる

環境をつくるという視点が重要です。 

 

◆子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限尊重し、子どもが愛情豊かに健全に育

まれ、安全で親や家族が安心できる、地域における子育ての推進を図ります。 

◆子育てと仕事との両立支援のみならず、配慮が必要な子ども・家庭を支えるなど、すべて

の子どもと家庭への支援を推進します。 

◆子育ては“人づくり”であり、次の世代に親となる子どもたちに、親になることの心構え

等の教育や働きかけを支援します。 

◆社会環境の変化や保護者の価値観の多様化に伴い、子育て支援に係るニーズの多様化に対

応したサービスの推進に取り組みます。 

◆妊娠から出産、育児までの一貫した母子保健サービスを提供するほか、子育て世帯が精神

的に孤立しないように支援します。 
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３ 計画の基本目標 

 各施策の推進にあたっては、重点的視点に基づいた以下の５つの基本目標を掲げ、そ

れぞれの目標に応じた施策を推進します。 

 

＜基本目標１＞ 地域における子育てを支える仕組みづくり 

子どもや保護者の視点に立ち、様々な子育て支援サービスの充実を図るとともに、

地域における子育てネットワークの強化を図り、家庭と地域の子育て力の向上に努め

ます。 

また、親子がともに学び、成長ができる子育て環境の整備に努めます。 

 

＜基本目標２＞ 子どもの健やかな成長を育む環境づくり 

次代の担い手である子どもたちが、個性豊かにたくましく生きる力を伸ばし、力強

く未来を切り拓いていくことができるよう、学校教育環境の整備を進めるとともに、

学校、家庭、地域、行政が連携しながら、家庭や地域における教育環境や生活環境等

の向上に努めます。 

 

＜基本目標３＞ 親と子の心とからだの健康づくり 

親が安心して子どもを産むことができ、また、次代を担う子どもたちが健やかに成

長できるよう、医療や福祉、教育等が連携することにより、切れ目のない保健サービ

スの提供に努めます。 

 

＜基本目標４＞ 配慮が必要な子ども・家庭を支える仕組みづくり 

様々な課題や困難を抱える子どもや家庭に対して、地域が一体となってきめ細かな

支援を行うことで、すべての子どもや家庭を温かく見守ることができる仕組みづくり

を進めます。 

 

＜基本目標５＞ 仕事と家庭を両立させる環境づくり 

子育て中の保護者が仕事と家庭を両立させ、充実した毎日を過ごすことができるよ

う、だれもが働きやすい環境づくりに向けて、意識啓発や各種制度の普及啓発を進め

ます。 
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町 

重点的視点 

☆ 子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限尊重し、子どもが愛情豊かに健全に育まれ、安全 

で親や家族が安心できる、地域における子育ての推進を図ります。 

☆ 社会環境の変化や保護者の価値観の多様化に伴い、子育て支援に係るニーズの多様化に対応したサー

ビスの推進に取り組みます。 

☆ 子育ては“人づくり”であり、次の世代に親となる子どもたちに、親になることの心構え等の教育や

働きかけを支援します。 

☆ 妊娠から出産、育児までの一貫した母子保健サービスを提供するほか、子育て世帯が精神的に孤立し 

ないように支援します。 

☆ 子育てと仕事との両立支援のみならず、配慮が必要な子ども・家庭を支えるなど、すべての子どもと

家庭への支援を推進します。 

基本目標１ 

地域における子育てを支える 

仕組みづくり 

基本目標４ 

配慮が必要な子ども・家庭を 

支える仕組みづくり 

１．保育サービスの充実 

２．子育て支援サービスの充実 

３．子育て支援のネットワークづくり 

４．児童の健全育成 

５．親子で遊べる、学べる環境の整備 

１．家庭・地域の教育環境の向上 

２．子どもの安全を確保するための活動の推進 

１．親と子どもの健康の確保 

２．思春期保健対策の充実 

３．食育の推進 

１．児童虐待防止対策の推進 

２．障害児の自立支援 

３．ひとり親家庭への支援 

４．子どもの貧困対策の推進 

１．仕事と家庭（子育て）の両立 

基本目標 主な施策 

基本目標２ 

子どもの健やかな成長を 

育む環境づくり 

基本目標３ 
 

親と子の心とからだの健康づくり 

基本目標５ 

仕事と家庭を両立させる 

環境づくり 
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第４章 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業計画 
１ 教育・保育提供区域について 

子ども・子育て支援法では、本計画において「教育・保育」、「地域子ども・子育て支

援事業」を提供する区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定め、当該区域ご

とに「量の見込み」、「確保の内容」、「実施時期」を定めることとされています。 

区域の設定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の

教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件

を総合的に勘案するとともに、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移

動することが可能な区域を定めることとなっています。 

本町においては、効率的な資源の活用を可能とし、町内のニーズを柔軟に吸収できる

よう、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域を次の通り定めます。 

 

■教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

事業区分 提供区域 考え方 

教
育
 
保
育 １号認定（３～５歳：教育） 

町内全域 
利用実態や供給体制の状況を踏まえ、

町内全域とします。 
２号認定（３～５歳：保育） 

３号認定（０～２歳：保育） 

地
域
子
 
 
 
子
育
 
支
援
事
業 延長保育事業 町内全域 

教育・保育施設での利用が想定される

ため、教育・保育提供区域とします。 

放課後児童健全育成事業 

町内全域 
利用実態や供給体制の状況を踏まえ、

町内全域とします。 
子育て短期支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

一時預かり事業 町内全域 
教育・保育施設での利用が想定される

ため、教育・保育提供区域とします。 

病児・病後児保育事業 

町内全域 
利用実態や供給体制の状況を踏まえ、

町内全域とします。 

ファミリーサポートセンター事業 

妊婦健康診査 

乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

利用者支援事業 

実費徴収に係る補足給付を行う 

事業 
今後、必要性も含めて検討を行います。 

多様な主体が本制度に参入する 

ことを促進するための事業 
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２ 保育の必要性の認定について 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が、客観的基準に基づき教

育・保育施設利用のための認定（支給認定）をあらかじめ行った上で、給付を支給する

仕組みとなっています。 

 

■認定区分 

認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 
満３歳以上で、学校教育のみを希望する子ども 

（保育の必要性なし） 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 満３歳以上で、保育を必要とする子ども 
保育所 

認定こども園 

３号認定 満３歳未満で、保育を必要とする子ども 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

 

 

■保育の必要性の認定基準 

保育の必要性の認定（２号、３号の認定）にあたっては、以下の３点を勘案して運用

を行います。 

 

保育の必要性の認定基準 

事由 

①就労 

フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労等、基本的にすべての就労 

②就労以外の事由 

保護者の疾病・障害、妊娠・出産、同居または長期入院中の親族の介護・看護、

災害復旧、求職活動、就学、虐待やＤＶのおそれ、育児休業中で既に保育利用

中の子どもが継続利用、またそれらに類するものとして町が認める場合 

区分 

（保育の 

必要量） 

①保育標準時間 

主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 

（現行の 11 時間の開所時間に相当） 

②保育短時間 

主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 

（本町では就労の下限時間を 48 時間／月に設定） 

優先利用 
ひとり親家庭、生活保護世帯、失業等により就労の必要性が高いケース、虐待や

ＤＶのおそれのあるケース等 
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３ 幼児期の学校教育・保育 

（量の見込み、提供体制の確保内容、実施時期） 

（１）各年度における教育・保育の量の見込み 

■教育・保育の量の見込み 

 平成 30 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

認定こども園 

利用者 
358 人 359 人 338 人 337 人 323 人 303 人 

幼稚園 

利用者 
6 人 7 人 6 人 7 人 7 人 6 人 

合計 364 人 366 人 344 人 344 人 330 人 309 人 

※量の見込みは、ニーズ調査において算出した合計値から、各実績の割合等を勘案し見込んだ数値 

 

（２）教育・保育の提供体制の確保内容及びその実施時期 

提供体制、確保策の考え方       
 

 

 

 

 

 

○令和元年度現在、町内には幼稚園・幼保連携型認定こども園はありませんが、現在、幼稚園に

通園されている方は近隣他市の施設を利用されているため、今後も教育に係る見込み量につい

ては他市の施設において確保できるものとしています。 

○令和元年度における保育の定員数では、400 名（認定こども園４か所）の提供体制があるた

め、令和６年度までの見込み量を十分に満たすことが可能です。 

○令和２年度から令和６年度にかけては、子どもの人口の減少とともに見込み量も減少傾向にあ

るため、将来的には保育施設の再整備を進め、柔軟に子どもを受け入れることができる体制づ

くりに努めます。 
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■教育・保育：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 

令和２年度 令和３年度 

１号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
7 人 199 人 39 人 121 人 6 人 189 人 37 人 112 人 

②（他市町の子ども） 0 人 2 人 2 人 12 人 0 人 2 人 2 人 12 人 

③確保の 

内容 

教育・ 

保育 

施設 

町内 24 人 216 人 52 人 130 人 24 人 216 人 52 人 130 人 

町外 4 人 10 人 2 人 4 人 4 人 10 人 2 人 4 人 

（確認を

受けない

幼稚園） 

町内 － － － － － － － － 

町外 － － － － － － － － 

地域型保育事業 － － － － － － － － 

③－（①＋②） 21 人 25 人 13 人 1 人 22 人 35 人 15 人 10 人 

 

 

令和４年度 令和５年度 

１号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
7 人 205 人 36 人 96 人 7 人 196 人 34 人 93 人 

②（他市町の子ども） 0 人 2 人 2 人 12 人 0 人 2 人 2 人 12 人 

③確保の 

内容 

教育・ 

保育 

施設 

町内 24 人 216 人 52 人 130 人 24 人 216 人 52 人 130 人 

町外 4 人 10 人 2 人 4 人 4 人 10 人 2 人 4 人 

（確認を

受けない

幼稚園） 

町内 － － － － － － － － 

町外 － － － － － － － － 

地域型保育事業 － － － － － － － － 

③－（①＋②） 21 人 19 人 16 人 26 人 21 人 28 人 18 人 29 人  
 

令和６年度 

１号 ２号 
３号 

０歳 １・２歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
6 人 181 人 33 人 89 人 

②（他市町の子ども） 0 人 2 人 2 人 12 人 

③確保の 

内容 

教育・ 

保育 

施設 

町内 24 人 216 人 52 人 130 人 

町外 4 人 10 人 2 人 4 人 

（確認を

受けない

幼稚園） 

町内 － － － － 

町外 － － － － 

地域型保育事業 － － － － 

③－（①＋②） 22 人 43 人 19 人 33 人 

 

※表中の「③－（①＋②）」とは、量の見込みに対する提供体制の過不足を表しており、数値がマイナスの場合、待機児童が発生している

ことを示す。 
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４ 学校教育・保育の一体的な提供と体制の確保 

子ども・子育て支援新制度では、保護者の就労状況等にかかわらず、そのニーズや選

択に応じた多様で総合的な子育て支援を進めることをめざしています。幼稚園と保育所

の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う認定こども園は、教育・保育を一体

的に受けることが可能な施設として位置づけられ、国では、認定こども園の認可・認定

手続きの簡素化等により、新たな設置や移行をしやすくするなど、普及のための施策を

打ち出しています。 

本町においても、平成 31 年 4 月をもってすべての保育所は、保育所型認定こども

園に移行しました。保育においては今までと同様に十分な質を確保しながら、教育にお

いても 5歳児は英語や体育に取り組んでおり、今後は 5歳児以外のクラスにも教育の

視点を広げていきます。 

さらに、「新・放課後子ども総合プラン」において、小学生児童の学校教育と保育の

一体的提供として、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施や、小学校の空

き教室の活用が求められています。しかしながら、放課後子供教室においては、放課後

児童クラブの拡充を最優先とする方針から当面は設置をしない方針です。今後、放課後

子供教室の整備計画推進に必要性が生じた時は、子ども・子育て会議を通じて検討を行

います。小学校の空き教室の活用については、放課後児童クラブの現状と学校教育に支

障のない範囲等を多面的に考慮し、必要があれば学校施設の開放を検討します。 
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５ 地域子ども・子育て支援事業 

（量の見込み、提供体制の確保内容、実施時期） 

（１）各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

■地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

 
平成 30 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延長保育事業 107 人/年 110 人 103 人 103 人 98 人 93 人 

放課後児

童健全育

成事業 

低学年 85 人/年 83 人 81 人 79 人 75 人 76 人 

高学年 15 人/年 30 人 28 人 27 人 27 人 27 人 

子育て短期支援事業 0 人日/年 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

地域子育て支援拠点事業 156 人回/月 170 人回 159 人回 141 人回 135 人回 131 人回 

一 時 預 か

り事業 

幼稚園在園児対

象型 
0 人日/年 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

在園児対象型を

除く（ファミサポの未

就学児利用含む） 

128 人日/年 125 人日 119 人日 129 人日 124 人日 114 人日 

病児・病後児保育事業 37 人日/年 34 人日 34 人日 32 人日 30 人日 28 人日 

ファミリーサポートセンター事業 

（就学児のみ） 
33 人日/年 35 人日 33 人日 33 人日 32 人日 33 人日 

妊婦健康診査 749 人/年 700 人 672 人 644 人 616 人 602 人 

乳児家庭全戸訪問事業 69 人/年 50 人 48 人 46 人 44 人 43 人 

養育支援訪問事業 20 人/年 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

利用者支援事業 0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保内容及びその実施時期 

①延長保育事業 

提供体制、確保策の考え方     
 

■延長保育事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 110 人 103 人 103 人 98 人 93 人 

②確保の内容 110 人 103 人 103 人 98 人 93 人 

②－① 0 0 0 0 0 

施設数 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 

 

○延長保育事業については、現在、町内のすべての認定こども園において実施しており、今後

も利用者数の増加に対応できるよう体制の強化を図り、見込み量に対する提供体制を十分に

確保していきます。 
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②放課後児童健全育成事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

■放課後児童健全育成事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
低学年 83 人 81 人 79 人 75 人 76 人 

高学年 30 人 28 人 27 人 27 人 27 人 

②確保の内容 
低学年 83 人 81 人 79 人 75 人 76 人 

高学年 30 人 28 人 27 人 27 人 27 人 

②－① 0 0 0 0 0 

 

③子育て短期支援事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

■子育て短期支援事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

②確保の内容 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

②－① 0 0 0 0 0 

 

○放課後児童健全育成事業については、現在、町内２か所において実施しており、今後の見込

み量に対する提供体制は十分に確保できるものとしています。 

○子育て短期支援事業については、実施体制を整備していますが、利用実績は今までないため、

今後、広報等による周知に力を入れ、見込み量の確保に努めます。 
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④地域子育て支援拠点事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

 

■地域子育て支援拠点事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 170 人回 159 人回 141 人回 135 人回 131 人回 

②確保の内容 170 人回 159 人回 141 人回 135 人回 131 人回 

②－① 0 0 0 0 0 

施設数 一般型2か所 一般型2か所 一般型2か所 一般型2か所 一般型2か所 

 

⑤一時預かり事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

 

 

 

■一時預かり事業（幼稚園在園児対象型）：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」  

幼稚園における在園児を対象とした一時預

かり（預かり保育） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

②確保の内容 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

②－① 0 0 0 0 0 

施設数 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 

 

■一時預かり事業（在園児対象型を除く）：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

幼稚園以外での一時預かり 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 125 人日 119 人日 129 人日 124 人日 114 人日 

②確保の内容 
（認定こども園での一時預かり、トワイライトステ

イ、ファミリーサポートセンター〔未就学児〕を含む） 
125 人日 119 人日 129 人日 124 人日 114 人日 

②－① 0 0 0 0 0 

施設数 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 

 

○地域子育て支援拠点事業については、現在、町内２か所において実施しています。 

○今後も多くの方に利用していただけるよう、事業内容の改善や体制の強化を行い、見込み量に

対する提供体制を十分に確保していきます。 

○一時預かり事業（幼稚園在園児対象型）については、現在、町内に幼稚園がないため、事業

量を見込んでいません。 

○一時預かり事業（在園児対象型を除く）については、現在、町内すべての認定こども園にお

いて実施しており、毎年度一定の利用があるため、今後も体制の強化を図ることにより、見

込み量に対する提供体制は十分に確保できるものとしています。 
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⑥病児・病後児保育事業 

提供体制、確保策の考え方      
■病児・病後児保育事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 34 人日 34 人日 32 人日 30 人日 28 人日 

②確保の内容 34 人日 34 人日 32 人日 30 人日 28 人日 

②－① 0 0 0 0 0 

 

⑦ファミリーサポートセンター事業（就学児のみ） 

提供体制、確保策の考え方    
 

■ファミリーサポートセンター事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 35 人日 33 人日 33 人日 32 人日 33 人日 

②確保の内容 35 人日 33 人日 33 人日 32 人日 33 人日 

②－① 0 0 0 0 0 

 

⑧妊婦健康診査 

提供体制、確保策の考え方    
 

■妊婦健康診査：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」   

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① の見込み 700 人 672 人 644 人 616 人 602 人 

② 保の内容 700 人 672 人 644 人 616 人 602 人 

③ ① 0 0 0 0 0 

実施場所 各医療機関 各医療機関 各医療機関 各医療機関 各医療機関 

 

○病児・病後児保育事業については、現在、町内１か所において病後児保育のみ実施しており、

今後広報等による周知に力を入れ、利用を促すとともに体制の強化を図り、見込み量の確保

に努めます。 

○ファミリーサポートセンター事業については、毎年度一定の利用があるため、引き続き提供

体制の確保に努めます。 

○妊婦健康診査については、現在、各医療機関において無料で実施しており、今後も受診しや

すい体制の整備に努めることにより、見込み量に対する提供体制を十分に確保していきます。 
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⑨乳児家庭全戸訪問事業 

提供体制、確保策の考え方   
 

■乳児家庭全戸訪問事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」   

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 50 人 48 人 46 人 44 人 43 人 

②確保の内容 50 人 48 人 46 人 44 人 43 人 

②－① 0 0 0 0 0 

 

⑩養育支援訪問事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

■養育支援訪問事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」   
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

②確保の内容 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

②－① 0 0 0 0 0 

 

⑪利用者支援事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

■利用者支援事業：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」   

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

②確保の内容 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

○乳児家庭全戸訪問事業については、現在、保健師等が乳児のいる家庭を訪問しており、今後

の見込み量に対する提供体制は十分に確保できている状況です。 

○養育支援訪問事業については、実施状況が少数であるため、今後の見込み量に対する提供体

制は十分に確保できている状況です。 

○利用者支援事業については、現在、町内において実施していませんが、令和２年度からの母

子保健型の実施に向け、体制の整備に努めるとともに、住民に対して周知を図ります。 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

提供体制、確保策の考え方    
 
 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

提供体制、確保策の考え方    
 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業については、現在は整備されていませんが、今後は、宝

達志水町子ども・子育て会議において必要性を含めて検討します。 

○多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業については、現在は整備されてい

ませんが、今後は、宝達志水町子ども・子育て会議において必要性を含めて検討します。 
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第５章 子ども・子育て支援関連事業 
 

基本目標１ 地域における子育てを支える仕組みづくり 関連事業 

（１）保育サービスの充実 

多様な保育サービスの実施 39 ページ 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 39 ページ 

子育て短期支援事業 40 ページ 

一時預かり事業  40 ページ 

病後児保育事業  40 ページ 

ファミリーサポートセンター事業 41 ページ 

保育の質の向上 41 ページ 

保育施設整備 42 ページ 

（２）子育て支援サービスの充実 

地域子育て支援センター事業 43 ページ 

マイ保育園登録事業 43 ページ 

児童手当給付事業 44 ページ 

宝たち成長お祝い事業（出産祝金） 44 ページ 

宝たち成長お祝い事業（成長祝金） 45 ページ 

プレミアムパスポート事業 45 ページ 

（３）子育て支援のネットワークづくり 

地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成 46 ページ 

子育てパンフレットの作成・配布 46 ページ 

地域子育て世代間交流の推進 47 ページ 

（４）児童の健全育成 

放課後や週末等の居場所づくりの推進 48 ページ 

夏季及び冬季の休日等における子どもの居場所づくり 49 ページ 

様々な社会資源や団体の連携による児童の健全育成 49 ページ 

（５）親子で遊べる、学べる環境の整備 

児童遊戯施設整備事業【新規】 50 ページ 

 

基本目標２ 子どもの健やかな成長を育む環境づくり 関連事業 

（１）家庭・地域の教育環境の向上 

家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実 51 ページ 

世代間交流の推進 52 ページ 

（２）子どもの安全を確保するための活動の推進 

犯罪・事故等の被害から子どもを守るための取組の推進 53 ページ 

町内における防犯カメラの整備 53 ページ 

交通安全教育の実施 54 ページ 
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「子ども 110番の家」等の防犯ボランティア活動の支援 54 ページ 

公共施設等におけるバリアフリー化の推進 54 ページ 

防犯性の高い建物部品、優良防犯機器の普及促進  55 ページ 

防犯講習の実施 55 ページ 

通学路や公園等における防犯設備の整備 56 ページ 

 

基本目標３ 親と子の心とからだの健康づくり 関連事業 

（１）親と子どもの健康の確保 

訪問・保健指導の充実 57 ページ 

健康診査等の充実 58 ページ 

相談指導の充実 58 ページ 

妊娠期からの継続した支援体制の整備 59 ページ 

小児医療体制の充実 59 ページ 

子どもの事故予防のための啓発 59 ページ 

新生児全戸訪問事業 60 ページ 

子ども医療費給付 60 ページ 

未熟児養育医療の給付 61 ページ 

定期予防接種の周知及び費用負担 61 ページ 

任意予防接種の助成 62 ページ 

不妊治療及び不育治療の治療費助成 62 ページ 

グループワークの実施 63 ページ 

子育て世代包括支援センターの設置【新規】 63 ページ 

（２）思春期保健対策の充実 

性に関する正しい知識の普及 64 ページ 

喫煙や薬物に関する教育の推進 64 ページ 

学童期・思春期における相談体制の充実 65 ページ 

（３）食育の推進 

乳幼児期における食に関する学習機会や情報の提供 66 ページ 

食に関する学習機会や情報の提供 66 ページ 

 

基本目標４ 配慮が必要な子ども・家庭を支える仕組みづくり 関連事業 

（１）児童虐待防止対策の推進 

要保護児童への支援体制の充実 67 ページ 

虐待の早期発見・早期対応の充実 68 ページ 

虐待に関する情報の周知 68 ページ 

（２）障害児の自立支援 

療育体制の整備 69 ページ 

特別支援教育の充実 69 ページ 

認定こども園や放課後児童健全育成事業における障害児の受け入れ 70 ページ 
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特別児童扶養手当【県事業】 70 ページ 

育成医療【県事業】 71 ページ 

子育て支援連絡会 71 ページ 

（３）ひとり親家庭への支援 

相談体制の充実【県事業】 72 ページ 

ひとり親家庭等医療費給付 72 ページ 

児童扶養手当【県事業】 73 ページ 

ひとり親家庭の子どもへの学習支援事業 73 ページ 

（４）子どもの貧困対策の推進 

子どもの貧困対策を進めるための調査・研究【新規】 74 ページ 

生活困窮世帯への学習支援事業【県事業】 74 ページ 

関係機関への子どもの貧困対策についての周知啓発【新規】 75 ページ 

児童生徒就学援助支給制度 75 ページ 

 

基本目標５ 仕事と家庭を両立させる環境づくり 関連事業 

（１）仕事と家庭（子育て）の両立 

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 76 ページ 

家庭における男女共同参画意識の啓発 76 ページ 

各種制度の普及啓発 77 ページ 

 

【新規】  新規事業 

【県事業】 県で実施している事業だが、町が手続きの一部を行っている事業 
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１ 地域における子育てを支える仕組みづくり 

（１）保育サービスの充実 

核家族化の進行やライフスタイルの多様化により、保育サービスのニーズも多岐にわ

たっています。子育て家庭のニーズを的確に把握し、関係団体が実施する各種保育サー

ビスと連携を図りながら、保育の量的拡充と質の向上をめざします。 

また、一部の施設では老朽化が進んでおり、対策を講じていく必要があります。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 多様な保育サービスの実施 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○保護者の就労形態や生活実態の多様化に対応した延長保育、休日保育を

実施することにより、保護者の利便性及び児童の福祉の向上を図ります。 

【取組内容】 

○延長保育（2号認定、3号認定）、預かり保育（1号認定）、休日保育 

○実績（平成 30 年度） 

・利用者数：（継続型）７人、（緊急型）100 人 

・延長保育延べ利用者数：1,485 人 

【今後の取組】 

○延長保育の利用実績は増加傾向であり、引き続き実施します。 

施策名 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 拡充 

【目的】 

○就労等の理由により昼間保護者が不在の小学生に対して、安心して過ご

せる生活の場を提供し、支援員の指導のもとに健全育成を図ります。押

水児童クラブ（門前地内）、しお児童クラブ（杉野屋地内）を開設し、

運営を聖ヨハネ会に委託しています。 

【取組内容】 

○児童の保育、集団生活を通して児童の健全育成を図る 

○実績（平成 30 年７月） 

・放課後児童クラブ月間最多利用者数：（押水）54 人、（しお）46人 

【今後の取組】 

○利用者の増加により小学校高学年（５～６年）が利用できない状況が発

生しているため、希望者全員が利用できるよう支援体制を整えていきま

す。 

○しお児童クラブの施設老朽化により移設が必要なため、保護者が安心し

て預けられるよう、早期に更新計画の検討を行います。 

○今後も放課後に児童をみることができない親の代わりに支援員の指導

のもと安心して過ごせる場を提供し、児童の健全育成を図ります。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 子育て短期支援事業 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○保護者が疾病、冠婚葬祭、その他の理由により、家庭における子どもの

養育が困難となった場合等に、子どもを一定の期間預かることで、その

家庭の福祉の向上を図ります。 

【取組内容】 

○児童福祉施設等で一時的な養育、保護を行う事業（原則 7日以内） 

○実績（平成 30 年度） 

・延べ利用者数：０人 

【今後の取組】 

○事業の知名度向上及び施設の利便性の向上に取り組みます。 

施策名 一時預かり事業 継続 

【目的】 

○子どもの保護者または養育者が疾病その他特別な理由のため、家庭で保

育できない子どもを一時的に預かります。 

【取組内容】 

○認定こども園に通所していない子どもの一時的な保育 

○実績（平成 30 年度） 

・延べ利用者数：128人 

【今後の取組】 

○認定こども園に通所していない子どもを対象に一時的な保育を行い、保

護者の負担を軽減するために、引き続き取り組みます。 

施策名 病後児保育事業 継続 

【目的】 

○認定こども園に入所している子どもで、病気の回復期で集団保育ができ

ない子どもを預かり、働く保護者の支援を図ります。 

【取組内容】 

○相見保育所の病児保育室において看護師を配置し、病気の回復期の子ど

もを一時的に預かる事業（１日２人まで） 

○実績（平成 30 年度） 

・延べ利用者数：37人  

【今後の取組】 

○引き続き、病気の回復の子どもを預かり、保護者の負担軽減を図ります。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 ファミリーサポートセンター事業 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○地域住民同士の育児に関する互助援助活動を行い、子育ての負担軽減に

つなげる事業です。サービス提供者・利用者ともに登録する会員組織に

より運営を行っています。 

【取組内容】 

○生後２か月から小学校６年生までの子どもを持つ保護者対象に、保育施

設等の開始前及び終了後の子どもの預かりや、町内の認定こども園・小

学校・放課後児童クラブその他保育施設等への子どもの送迎、子どもの

軽度の病気や保育施設等の休業日その他の事由がある場合における子

どもの預かりなどの援助活動を行う 

○実績（平成 30 年度） 

・延べ利用者数：33 人 

【今後の取組】 

○事業の徹底した周知活動を行い、「まかせて会員」の増加を図ることで、

「おねがい会員」の希望に応えられるよう努めます。 

○今後も地域住民同士の育児に関する互助援助活動を行い、子育ての負担

軽減につなげていきます。 

施策名 保育の質の向上 継続 

【目的】 

○県及び県社協主催の各種研修会への参加を促進し、保育士のスキルアッ

プを図ります。 

【取組内容】 

○県社協保育部会主催の各種研修会への参加（年間65回） 

・町保育士会研修会（年 2回） 

・町保育士会実践研究発表会（年１回） 

【今後の取組】 

○保育士の個々のスキルアップを図るため、今後も積極的な参加を促進し

ていきます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 保育施設整備 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子どもが快適に認定こども園で過ごせるように、認定こども園構築物及

び設備の維持を適切に行います。また、子どもの集団・交流活動の質を

維持します。 

【取組内容】 

○認定こども園の状況を適切に把握し、必要な修繕を実施する 

○老朽化が著しく大規模改修が必要な施設は、改修計画を策定し、計画的

に改修する 

○実績（平成 30 年度） 

・施設数：４か所 

・修繕額：437万円（平成 30 年度） 

【今後の取組】 

○認定こども園数は、保育士の目が行き届きやすいよう、現状の志雄地区

2 施設、押水地区 2 施設を維持します。 

○今後も施設・遊具の損壊、設備の故障が保育に影響しないように、必要

に応じて適切な修繕を行います。 

○北大海第一保育所と中央保育所は老朽化が著しいので大規模改修を行

う予定です。北大海第一保育所は令和 2 年度、中央保育所は令和 3 年

度に改修を予定しています。 
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（２）子育て支援サービスの充実 

ライフスタイルの多様化や地域のつながりの希薄化、核家族化の進行、共働きの増加

等により、子育て経験者の支援やアドバイスを受ける機会が不足し、家庭や地域の子育

て機能が弱くなっています。また、金銭的な理由から第２子以降を授かる家庭が減少し

ており、少子化対策として、第２子以降を授かれるよう、金銭的な支援を行うことも必

要となっています。 

子育て家庭を支えるため、地域の中で子育てに関する情報提供や相談、支援を行える

環境づくりに努めるとともに、今後の国の動向を踏まえながら、手当の支給、医療費の

助成等、子育てに伴う経済的負担の軽減に努めます。 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 地域子育て支援センター事業 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子育てに関する悩みや相談に応じ、安心して子育てができる環境を整

え、就学前児童の健全な育成と児童福祉の向上を図ります。 

【取組内容】 

○相見保育所と南部保育所に併設し、子育てに関する各種相談、子育てサ

ークル等の育成及び支援、子育てに関する情報の収集及び提供を行う 

○実績（平成 30 年度） 

・登録者数：175 人  

・年間利用者：（乳幼児）1,998人 、（保護者）1,877人 

【今後の取組】 

○今後も引き続き保護者からの相談に応じて、必要な情報提供及び助言を

行うとともに、子育てサークル等を支援し、保護者の育児支援を図りま

す。 

施策名 マイ保育園登録事業 継続 

【目的】 

○妊娠期から子どもが認定こども園に入所するまでの不安の多い時期に、

保育士が継続的に支援を行い、保護者の育児不安の解消を図ります。 

【取組内容】 

○認定こども園に入所していない３歳までの子どもを持つ保護者を対象

に、育児体験（認定こども園の見学）、一時保育、育児支援（育児相談）

を行う 

○実績（平成 30 年度） 

・登録者数：43 人 

・一時保育利用者数：61 人 

【今後の取組】 

○今後も継続して取り組み、認定こども園にまだ入所していない子どもを

持つ保護者の不安軽減を図ります。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 児童手当給付事業 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学生までの

子どもを対象に児童手当を支給します。 

【取組内容】 

○給付額 

・０歳～３歳まで 月額 15,000円 

・３歳～小学校修了まで 月額 10,000円（第 1・2 子）、月額 15,000

円（第 3 子以降） 

・中学生 月額 10,000円 

・特例給付月額 5,000円（所得制限超過世帯） 

○実績（平成 30 年度） 

・支給対象人数：13,948人  

・給付金額：152,575千円  

【今後の取組】 

○今後も引き続き児童手当を支給することにより、家庭等における生活の

安定に寄与し、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を図ります。 

○児童手当の未支給児童が出ることのないよう、転入・転出・出生等の住

基異動をもれなく把握していきます。 

施策名 宝たち成長お祝い事業（出産祝金） 継続 

住民課 

【目的】 

○町の宝である子どもたちの成長を祝うとともに、子育てを支援し、若年

層の定住化を図ることを目的に、出産祝金（現金 10万円、商品券 5万

円）を支給します。  

【取組内容】 

○一律 15万円（商品券 5万円分含む） 

○実績（平成 30 年度） 

・受給者数：70 人  

・支給額：570万円  

【今後の取組】 

○金券の期限内利用の注意喚起とともにアンケートを引き続き実施しま

す。また、若年世代が町内の店舗を知る機会として、金券利用店舗の割

引サービスや目玉商品等を紹介するチラシを金券郵送時に同封します。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 宝たち成長お祝い事業（成長祝金） 継続 

住民課 

【目的】 

○町の宝である子どもたちの成長を祝うとともに、子育てを支援し、若年

層の定住化を図ることを目的に、当該年齢の子どもの保護者に成長祝金

を支給します。 

【取組内容】 

○６歳、12歳、15歳、18歳 一律３万円 

○実績（平成 30 年度） 

・受給者数：431 人  

・支給額：2,993万円  

【今後の取組】 

○支給者を対象に引き続きアンケートを実施します。 

施策名 プレミアムパスポート事業 継続 

健康福祉課 

情報推進課 

【目的】 

○石川県が18歳未満の子どもが2人以上いる世帯を対象に発行している

「プレミアムパスポート」（協賛店舗で割引等の特典を受けられる）に

ついて、本町においても運営主体である協議会に負担金を納め、協力し

ています。 

【取組内容】 

○ごみ袋（大 20枚）配布〔健康福祉課〕 

○ケーブルテレビ視聴料 毎年 2 か月間無料〔情報推進課〕 

○実績（平成 30 年度） 

・ごみ袋配布数：213 世帯  

・ケーブルテレビ減免対象者：48世帯 

【今後の取組】 

○引き続き事業の周知を図り、子育て世帯の生活を支援していきます。 
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（３）子育て支援のネットワークづくり 

様々な人々とのかかわりの中で子育てをしていくことは、子どもはもちろん、子育て

中の親の成長においても大きな影響を与えます。 

子育て支援サービス等の周知をはじめ、子育てを支援する活動団体の育成と活動支援

に努め、団体間の連携を深めるための支援を行い、団体活動を継続的かつ発展的に展開

するよう取り組みます。 

また、高齢者との交流機会の拡大に努め、高齢者の経験を生かした子育て機会の充実

を図ります。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 
地域における子育て支援サービス等のネットワー

ク形成 
継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを

効果的・効率的に提供するために、地域における子育て支援サービス等

のネットワークを形成します。 

【取組内容】 

○健康福祉課に、子育てに関する情報（認定こども園、子育て支援センタ

ー、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター、母子保健、要保

護児童等）を集約し、効果的な支援を図る 

【今後の取組】 

○今後も引き続き各関連機関のネットワークを充実させ、健康福祉課が情

報を集約することで、支援が必要な方々を必要な支援につないでいきま

す。 

○令和４年度までに子ども家庭総合支援拠点を設置し、さらなる子育て支

援の強化を図ります。 

施策名 子育てパンフレットの作成・配布 拡充 

【目的】 

○あらゆる子育て家庭を対象に、子育て支援サービス等の周知のため、子

育てパンフレットを作成し、詳細な情報提供に努めます。 

【取組内容】 

○子育てパンフレットの作成（毎年度更新） 

○母子手帳交付時、出生時、各種健診時に配布及び町ホームページに掲載 

【今後の取組】 

○現在は町ホームページでの公開や出生時等での配布のみであるため、子

育て家庭に見てもらえる機会をさらに広げられるよう、配布方法を検討

し、本町における子育て支援事業の周知に努めます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 地域子育て世代間交流の推進 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○地域の高齢者等が子育てに参加できるよう、交流の場の確保に努めま

す。 

【取組内容】 

○地区老人会の認定こども園行事への参加 

○認定こども園に通う子どもによる敬老会・老人施設への慰問 

【今後の取組】 

○今後も引き続き高齢者と子どもの交流及び高齢者の子育て支援の参加

を促していきます。 

○高齢者が子育て支援に参加できるような世代間交流となるよう努めま

す。 
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（４）児童の健全育成 
地域において子どもが自由に遊び、安全に過ごすことのできる放課後・週末等の居場

所づくりや、友達同士で円滑な人間関係を築くことができるよう、子どもだけの自発的

な遊びの場づくりが必要となっています。 

また、放課後や週末、夏期及び冬期の休日等において、自主的に参加し、自由に遊べ、

安全に過ごすことのできる居場所づくりを進めるため、図書館や児童館等の施設の活用

を推進します。併せて、ボランティア・体験活動等、青少年健全育成活動の促進を図る

とともに、関係機関・団体の連携による子どもの見守り活動等の充実を図ります。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 放課後や週末等の居場所づくりの推進 継続 

生涯学習課 

【目的】 

○健康づくりや学びの機会提供のため、放課後や週末等における子どもた

ちの安全・安心な居場所を設け、学習または文化活動、出前講座、地域

住民との交流活動等を実施します。〔図書館〕 

○子どもたちのコミュニケーション能力の向上と、心豊かで健やかに育ま

れる環境づくりのため、学校が違う子どもたちや異年齢の子どもたちの

交流・体験の場を提供します。〔公民館〕 

【取組内容】 

○計画の広報・啓発、子ども読書推進に関する事業、おすすめ本リスト配

布、館内整備〔図書館〕 

○子どもを対象とした公民館講座の実施〔公民館〕 

○実績（平成 30 年度） 

・図書館活動参加者数：109人  

・公民館講座参加者数：663 人  

【今後の取組】 

○休日の図書館事業の参加者数が増加しているため、今後も子どもの学

習、文化活動の場として、継続して広報・情報発信していきます。〔図

書館〕 

○放課後児童クラブ２か所に月１回配本しているほか、図書館事業とし

て、休日に手作り教室、おはなし会、紙芝居の公演等を行います。〔図

書館〕 

○子どもの好奇心や関心を高め、家庭・学校生活に生かそうという意欲に

つながるような講座の開催に努めます。〔公民館〕 

○公民館は本館の１館しかなく、徒歩圏外の子どもが参加するためには保

護者の送迎が必要であるため、参加しやすい日程で開催します。〔公民

館〕 

○多様な公民館講座の開催に努めます。〔公民館〕 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 夏季及び冬季の休日等における子どもの居場所づくり 継続 

生涯学習課 

【目的】 

○子どもが安心して遊ぶことができ、異年齢児間の交流や親同士の交流も図

れるよう、公民館、青少年施設等の公共施設での活動の充実を図ります。 

【取組内容】 

○夏休み中、クールシェアを取り組んでいる施設として、生涯学習センタ

ー内の一部を子どもたちの学習のために開放している 

○実績（平成 30 年度） 

・長期休業期間の学校外活動参加者数：21 人 

・公民館体験型学習参加者数：30 人 

【今後の取組】 

○夏季及び冬季の休日等に子どもが安心して自由に遊ぶことができ、年齢

の異なる子どもたちがいろいろな遊びを通じて交流することができる

よう、子どもの居場所づくりに継続して取り組みます。 

○「いしかわクールシェア」の施設となっている町図書館において、子ど

もの居場所づくりを今後も継続して行います。 

施策名 様々な社会資源や団体の連携による児童の健全育成 継続 

【目的】 

○家庭、学校、地域が一体となり、子どもたちが明るく心豊かに、健やか

に育まれるよう、地域ぐるみで青少年育成に取り組みます。 

【取組内容】 

○主な活動内容（平成 30 年度） 

・青少年健全育成町民会議・青少年育成委員会（年２回） 

・あいさつデーの実施（毎月１回） 

・あいさつ運動、愛のひと声運動強化週間の実施（年４回） 

・社会を明るくする運動（７月） 

・グッドマナ－キャンペーン（９月） 

・青少年育成委員による各イベント時の巡回指導（７グループ、年５回） 

○実績（平成 30 年度） 

・グッドマナーキャンペーン参加者数：1,385 人  

【今後の取組】 

○家庭、学校、地域が連携・協力して学校支援活動を推進し、学校を核と

した地域づくりや地域の教育力向上に努めます。 

○登校時の巡回及び見守りだけでなく、下校時における巡回にも力を入れ、

地域全体で子どもの安全を見守ろうとする意識の向上に取り組みます。 

○関係機関並びに学校、社会教育団体等の代表者で構成される青少年健全

育成町民会議が主体となって、子どもたちの豊かな心を育む教育事業を

推進します。また、青少年育成センターを中心に、地域で巡回指導を行

います。 
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（５）親子で遊べる、学べる環境の整備 

少子化や遊び場の減少、携帯型ゲームやモバイル端末の普及等により、一人で遊ぶ子

どもや、家の中で遊ぶ子どもが増加していますが、友達との交流や遊びを通じた運動な

どは心身の発達に重要です。 

子どもがいつでも安心して遊び、楽しみながら学べる屋内型の遊戯施設の整備の検討

を行います。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 児童遊戯施設整備事業 新規 

健康福祉課 

【目的】 

○平成 31 年 2 月に実施したニーズ調査において、「未就学児・就学児が

遊べる（運動・ゲーム等）施設」の整備を望む声が、就学前児童の保護

者で 72.0％、小学生児童の保護者で 50.9％と最も高く、多くの保護

者からニーズとしてあげられています。また、雨天時でも子どもたちが

親と一緒に遊び、学べる施設は、志雄地区のさくらドーム 21 しかない

のが現状です。屋内型の児童遊戯施設を整備することで、本町の子育て

支援のさらなる進展を図ります。 

【今後の取組】 

○雨天時でも遊べる屋内型の施設整備を検討します。施設方針は、子ども

が遊びながら知育・体育効果が期待できるもの、保護者も子どもと一緒

に遊べる・学べるものとします。 

○現有する施設のあり方を見直し、活用を図ります。 
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２ 子どもの健やかな成長を育む環境づくり 

（１）家庭・地域の教育環境の向上 

ライフスタイルや就労形態の多様化や核家族化、少子化、地域のつながりの希薄化等

により、家庭や地域の教育力が低下してきています。 

子どもの発達段階に応じた、家庭教育に関する学習機会や情報の提供を行うとともに、

学校等と連携を図りながら、家庭や地域における教育環境の向上に努めます。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実 継続 

生涯学習課 

【目的】 

○子どもたちが規則正しい生活習慣を身につけ、健やかに育まれるよう、

子育て家庭の子育て等に関する悩みや不安を解消し、子育てしやすい環

境づくりに取り組みます。 

【取組内容】 

○子育て支援センターにおいて、家庭教育支援チーム「ひなたぼっこ」の

メンバーによる母親からの子育て相談を実施（年 12回） 

○認定こども園において、紙芝居等を通じた「早寝・早起き・朝ごはん」

啓発活動を実施（年１回、町内全認定こども園を巡回） 

○実績（平成 30 年度） 

・わらべうたの会参加者数：265 人 

・ブックスタート参加者数：59人 

【今後の取組】 

○今後も、子育て支援センターでの子育て相談、紙芝居等による「早寝・

早起き・朝ごはん」啓発活動を継続して実施します。子育て経験者や元

保育士等が相談に応じることで、子育て家庭への支援につなげます。 

○家庭教育支援チーム「ひなたぼっこ」の支援活動の継続・活性化を図る

ため、広報等でチームの活動をＰＲするとともに、研修や新規メンバー

の募集を行い、人材育成・人材確保に努めます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 世代間交流の推進 継続 

生涯学習課 

【目的】 

○学校支援ボランティアの活動を通じて、子どもと地域住民の世代間交流

を図ります。 

【取組内容】 

○学校支援ボランティアに登録した地域住民が、登下校時の見守りや学校

行事支援等を行い、活動を通じて子どもと交流する 

○実績（平成 30 年度） 

・学校支援ボランティア登録人数：252 人  

・学習支援延べ人数：98人 

・部活動支援延べ人数：４人 

・図書活動支援延べ人数：437人 

・学校行事支援延べ人数：118人 

・登下校見守り延べ人数：5,319人  

【今後の取組】 

○活動を通じ、子どもとボランティアが顔なじみとなって世代間交流が進

むことにより、地域力の向上を図ります。 

○活動内容や場所等を見直すとともに、各学校の状況に応じて適切な事業

運営を実施します。 

 

 



53 

 

 

（２）子どもの安全を確保するための活動の推進 

  子どもを狙った犯罪や、子どもが巻き込まれる事故が後を絶たない状況の中、日頃か

ら地域で子どもを見守り、防犯意識を高めていく必要があります。 

子どもや子育て家庭が安心して生活できるよう、バリアフリーやユニバーサルデザイ

ンに配慮したまちづくり、子どもを事故や犯罪から守るための活動を推進します。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 
犯罪・事故等の被害から子どもを守るための 

取組の推進 
継続 

危機管理室 

【目的】 

○犯罪の防止及び地域住民の防犯意識の向上をめざします。 

【取組内容】 

○地区防犯委員やボランティアによる自主的な防犯活動の推進 

○集落内の定期的な見回り、町公用車への防犯用のマグネットの貼り付け

等 

【今後の取組】 

○今後も継続して、地区防犯委員やボランティアによる自主的な防犯活動

の推進と、集落内での定期的な見回り等により、地域住民の防犯意識や

犯罪の抑止力を高めるよう努めます。また、防犯意識を高めるために、

若年層が協力できる体制づくりを進めていきます。 

施策名 町内における防犯カメラの整備 継続 

【目的】 

○町内主要箇所に防犯カメラを設置し、犯罪、事故等の未然防止を図りま

す。 

【取組内容】 

○町が管理する防犯カメラを不特定多数の人が利用する施設や場所等に

設置 

○実績（防犯カメラ設置） 

平成 30 年度 宝達駅（東口、西口） ： 2 基 

令和元年度  免田駅        ： １基 

         敷浪駅（東口、西口） ： ２基 

【今後の取組】 

○犯罪や事故等の未然防止の抑止力として継続して取り組むほか、設置後

は計画的な運用を図り、安全・安心対策に取り組みます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 交通安全教育の実施 継続 

総務課 

【目的】 

○認定こども園、小中学校の子どもを対象に、歩行者としての心得や自転

車の安全走行に関する知識と技能を身につけさせるとともに、交通安全

についての興味と関心を高めます。 

【取組内容】 

○県、警察、交通安全協会と協力しながら、基本的な交通ルールやマナー

の理解と習得を図るため、交通安全教室を実施しています。 

【今後の取組】 

○実技指導を通して、交通ルールの確認や交通安全の理解を深めます。ま

た、小中学校において、警察及び交通安全協会による実技指導（４月）、

認定こども園において、県等による交通安全教室を実施します。 

施策名 
「子ども 110番の家」等の防犯ボランティア活動

の支援 
継続 

学校教育課 

【目的】 

○子どもを犯罪から未然に守るため、「子ども 110 番の家」等の防犯ボ

ランティア活動を支援します。 

【取組内容】 

○学校及び見守り防犯ボランティアとで緊急避難先の「子ども 110番の

家」の名簿の情報を共有する 

○実績（平成 30 年度） 

・子ども 110番の家：73 か所 

【今後の取組】 

○情報共有により犯罪の未然防止に大いに役立っているものの、人通りの

少ない地域においては、引き続き周囲の支援・協力が不可欠であり、今

後も継続して実施します。 

施策名 公共施設等におけるバリアフリー化の推進 継続 

関係各課 

【目的】 

○住民が認定こども園を等しく使用できるように、認定こども園のバリア

フリー化を推進します。 

【取組内容】 

○新設または大規模改修を行う認定こども園におけるバリアフリー化の

実施 

【今後の取組】 

○認定こども園 4 施設中 2 施設がバリアフリーとなっており、残る２施

設（北大海第一保育所、中央保育所）のバリアフリー化を行います。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 防犯性の高い建物部品、優良防犯機器の普及促進 拡充 

健康福祉課 

学校教育課 

【目的】 

○子ども及び学校関係者の安全確保のため、また、有事に備えるため、施

設の定期的な点検と、防犯性の高い機器を購入し、これらを使用した防

犯訓練を行います。 

【取組内容】 

○各学校における防犯カメラの設置、安全マニュアルの作成、夜間警備〔学

校教育課〕 

○不審者対策として、全認定こども園にネットランチャー、催涙スプレー

を設置し、時間外警備を委託により実施〔健康福祉課〕 

【今後の取組】 

○防犯カメラの設置により安全性は高まったものの、機器に頼りすぎない

よう、事故未然防止のため、見回りによる監視も検討します。〔学校教

育課〕 

○職員の防犯意識のさらなる向上を図るとともに、女性でも取り扱いやす

い防犯機器の導入及び警察や他団体との連携強化を図ります。〔健康福

祉課〕 

施策名 防犯講習の実施 継続 

危機管理室 

学校教育課 

生涯学習課 

【目的】 

○犯罪の防止や子どもの防犯意識の向上をめざします。〔危機管理室〕 

○学校支援ボランティアによる子どもの通学路の安全確保を図ります。

〔生涯学習課〕 

○子どもの安全確保及び事故の未然防止のため、学校行事を通して危険回

避行動を学びます。〔学校教育課〕 

【取組内容】 

○防犯教室の実施〔危機管理室〕 

○学校支援ボランティアによる登下校の見守り、通学路の安全指導、除雪

〔生涯学習課〕 

○各校における講話や避難訓練、護身術、防犯ブザー及び安全マップの作

成等〔学校教育課〕 

【今後の取組】 

○警察との連携により効果的な防犯となるよう、関係団体とともに防犯体

制の強化を継続し、取り組みます。〔危機管理室〕 

○今後は、登校時だけでなく下校時における見守りにも力を入れ、学校支

援ボランティア活動を通じて家庭、学校、地域が一体となり、地域ぐる

みで子どもの安全を見守る意識を高めるとともに、他団体と連携を図り

ながら、地域の課題として取り組みます。〔生涯学習課〕 

○今後も事故の未然防止のため、不審者侵入を想定した講話や避難訓練等

の各種取組を継続的に推進し、意識向上を図ります。〔学校教育課〕 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 通学路や公園等における防犯設備の整備 継続 

危機管理室 

地域整備課 

学校教育課 

健康福祉課 

【目的】 

○町内における夜間の防犯及び交通安全の確保並びに子どもの登下校や

散歩等における安全確保に努めるとともに、通学路等の道路の利便性向

上、安全面への配慮等を行います。 

【取組内容】 

○防犯灯の維持管理及び地区内の LED防犯灯の普及推進〔危機管理室〕 

○適正な維持管理及び通学路点検や道路パトロール等による危険箇所の

把握〔地域整備課〕 

○通学路安全対策協議会の開催及び通学路合同点検の実施〔学校教育課〕 

○認定こども園を通した散歩道の危険箇所の把握と、指定管理者、行政、

警察による現地での安全評価の実施〔健康福祉課〕 

【今後の取組】 

○引き続き集落内の防犯灯の LED化を計画的に進め、安全対策を図ると

ともに、町の管理外の道路での導入についても計画的に進めます。〔危

機管理室〕 

○公園等について電灯等の補修を行うとともに、通学路や町道に面してい

るブロック塀等について倒壊の危険性などの調査・把握を行い、必要に

応じて所有者への指導や補助金の検討を行います。〔地域整備課〕 

○計画的に通学路の安全点検を実施することにより、通学路の安全確保に

努めます。危険箇所の選定においては、地域住民の協力状況等、地域の

実情を考慮します。また、学校での安全指導も進めていきます。〔学校

教育課〕 

○認定こども園を通して散歩道の危険箇所を把握し、危険箇所については

指定管理者、行政、警察で安全点検を実施します。〔健康福祉課〕 
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３ 親と子の心とからだの健康づくり 

（１）親と子どもの健康の確保 

  妊娠出産後に不安を感じる保護者は多く、産婦の産後うつへの対策等、妊娠出産期に

おける育児不安の解消を図るための支援が必要とされています。また、配慮が必要な子

どもも全国的に増加傾向にあり、乳幼児期における疾病や障害の早期発見も強く求めら

れています。 

今後も健康診査等において、子どもの発育・発達の確認を行うとともに、疾病や障害

の早期発見・早期治療、子育て全般に関する情報提供及び相談・指導を行うなど、母子

の心身の健康づくりを支援する取組を推進します。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 訪問・保健指導の充実 継続 

健康づくり推進室 

【目的】 

○子どもの発育・発達の確認、疾病や障害の早期発見・早期治療、子育

て全般に関する情報提供及び相談・指導を実施します。 

【取組内容】 

○妊娠届出者への母子健康手帳の交付、妊娠届出時保健指導、妊婦・乳

児等訪問指導、未熟児訪問指導 

○実績（平成 30 年度） 

・母子健康手帳の交付数：61件 

・妊産婦訪問指導数：69件 

・新生児訪問指導数：４件 

・未熟児訪問指導数：８件 

・乳児訪問指導数：57件 

・幼児訪問数（ハイリスク者）：３件 

【今後の取組】 

○今後も対象者全数訪問をめざすとともに、特に未熟児、出産時の EPDS

（エジンバラ産後うつ病自己評価票）高得点の産婦に対し早期の訪問を

実施します。 

○母子の健康が確保されるよう、妊婦や乳幼児の保健医療に対する適時

適切な指導・助言を行います。また今後は、出生後からではなく、妊娠

期から継続的にフォローできるよう、出生前後からの効果的な支援を検

討します。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 健康診査等の充実 継続 

健康づくり推進室 

【目的】 

○子どもの成長・発達状態を明らかにし、最適な成長発達を遂げるよう健

康管理、保健指導を行うため、健康診査等の充実を図ります。 

【取組内容】 

○健康診査：妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、乳幼児健

康調査（1 か月児、10 か月児、4 か月児、1歳6か月児、3歳児）、健

康診査後のフォロー（精密検査の実施、個別相談及び認定こども園巡回） 

○実績（平成 30 年度） 

・妊婦健康診査延べ受診者数：749人 

・妊婦歯科健康診査受診数：16人 

・産後 50日以内の産婦の個別健康診査受診者数：59人（個別精密健康

診査は２人） 

・１か月児健康診査受診者数：59人 

・４か月児健康診査受診者数：59人（個別精密健康診査は２人） 

・10 か月児健康診査受診者数：50 人 

・1歳6か月児健康診査受診者数：64 人（個別精密健康診査は２人） 

・3歳児健康診査受診者数：72 人（個別精密健康診査は 13 人） 

【今後の取組】 

○集団健診の未受診者については受診勧奨により、次年度全員受診できて

いるため、今後も継続して未受診者への受診勧奨に努めます。3歳児健

診の精密検査受診率が 80％台となっているため、未受診者に対し早期

の個別勧奨を強化していきます。 

施策名 相談指導の充実 継続 

【目的】 

○乳幼児健康診査にて運動・社会性・言語・精神発達等に遅れが疑われる

など、育てにくさを感じている保護者に対して支援を実施するため、相

談指導の充実を図ります。 

【取組内容】 

○心理士による心理相談の実施（1歳6か月児健診、3歳児健診）、心理

士による個別相談及び認定こども園巡回（月 2回） 

○実績（平成 30 年度） 

・健診時及びその後の個別相談指導件数：195件 

・認定こども園巡回経過観察児・児童心理士による心理相談： 215件 

【今後の取組】 

○個別相談及び認定こども園巡回（月 2回）を今後も継続して実施します。 

○要支援児童に対し、関係者（認定こども園、学校、子育て支援課）が連

携して、成長・発達のための必要な支援を継続的に実施していきます。 



59 

 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 妊娠期からの継続した支援体制の整備 拡充 

健康づくり推進室 

【目的】 

○母子手帳の交付時に保健師が妊婦と面接することにより、妊婦の状況を

把握し、支援の有無を確認します。 

【取組内容】 

○母子手帳交付時の保健師による面接の実施、妊婦健康診査後の保健指導

の実施（要フォロー者のみ）、子育て支援連絡会の開催 

【今後の取組】 

○妊婦健診で要精密検査となった受診者に対しては、精密検査結果を確認

し、必要に応じて保健指導を実施します。 

○母子手帳交付時以降は妊婦に直接面接する機会がないため、交付時の機

会をとらえて保健師による面接を実施し、妊婦の状況及び支援の有無を

把握し、支援につなげます。 

○令和 2 年 4 月から子育て世代包括センターを設置し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援の提供体制を構築していきます。 

施策名 小児医療体制の充実 継続 

【目的】 

○かかりつけ医を持つことの必要性や夜間救急の電話相談等の情報を周

知啓発するため、また、休日における小児救急患者の受診機会を確保す

るため、小児医療体制の充実を図ります。 

【取組内容】 

○出生児訪問時や 4 か月児健診時にて、かかりつけ医や夜間救急等の説明

を実施、七尾市及び羽咋郡市の小児科医療機関（7 施設）で休日当番医

事業を実施（能登中部小児休日資料協議会による。当町も負担金を拠出） 

【今後の取組】 

○引き続き医療体制の充実を図るとともに、適正な受診についての周知を

図ります。また、石川県が実施する夜間小児救急電話相談について訪問

時に保護者へ啓発していきます。 

施策名 子どもの事故予防のための啓発 継続 

【目的】 

○子どもの事故予防の正しい知識に関する普及を図るため、啓発を行いま

す。 

【取組内容】 

○乳幼児健診時に事故予防のパンフレットを配布し、指導を行う 

・4 か月健診（年 12回）、1歳6か月児健診、3歳児健診（各年 4回） 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、乳幼児健診等の場を通じて、各月齢・年齢に応じた事

故の危険について、パンフレットを用いて説明し、保護者の意識づけを

行っていきます。 



60 

 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 新生児全戸訪問事業 継続 

健康づくり推進室 

【目的】 

○子育ての孤立化を防ぐために、保護者から様々な不安や悩みを聞き、子

育て支援に関する必要な情報提供を行います。 

【取組内容】 

○生後 2 か月までに全戸訪問を実施 

○支援が必要な産婦に対しては複数回訪問し、適切なサービス提供やグル

ープケアへの参加促進を行う 

○実績（平成 30 年度） 

・訪問件数：69件  

【今後の取組】 

○生後 2 か月までの全戸訪問を継続して実施します。不安を抱えやすい産

後 1 か月までの間に訪問するよう努めるとともに、未熟児や育児不安の

強い母親に対しては、早期の訪問と、継続支援を行います。 

施策名 子ども医療費給付 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子どもの通院や入院にかかる医療費の医療機関窓口無料化を行うこと

で、子育て世帯の経済的な支援を行うとともに、疾病の早期発見及び治

療を促進し、子どもの健康の増進及び福祉の向上を図ります。 

【取組内容】 

○子どもの通院・入院にかかる医療費の自己負担分を給付する 

○平成 27年 10 月から医療費の医療機関窓口無料化を実施している 

 【対象】0歳から 18歳に到達後最初の 3 月 31日まで 

 【内容】自己負担なし、所得制限なし、窓口無料化（一部償還払いもあ

り） 

○実績（平成 30 年度） 

・支給対象延べ人数：1,636人  

・給付金額：3,406万円  

【今後の取組】 

○子どもの通院・入院にかかる医療費の医療機関窓口無料化を継続して実

施し、子育て世帯の経済的な支援と疾病の早期発見及び治療につなげま

す。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 未熟児養育医療の給付 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○体の発育や機能が未熟な状態で生まれた新生児は速やかな入院治療が必

要な場合があるため、医師が入院養育を必要と認めた未熟児の保護者に

対し医療費給付を行い、速やかな治療に結びつけます。 

【取組内容】 

○医師が入院養育を必要と認めた未熟児の保護者に対し、町が医療費を負

担し、無料とする 

○実績（平成 30 年度） 

・給付件数：２件 

・給付金額：19万円  

【今後の取組】 

○医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対し、速やかに治療が行えるよ

う、入院養育にかかる医療費の無料化を継続して実施します。 

施策名 定期予防接種の周知及び費用負担 継続 

健康づくり推進室 

【目的】 

○乳幼児・児童の感染症予防、重症化予防のため、予防接種法に基づく定

期予防接種が乳幼児・児童にもれなく実施されるよう、定期予防接種の

周知及び費用負担を行います。 

【取組内容】 

○定期予防接種の費用負担 

・ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、BCG、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、

B型肝炎、子宮頸がん 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、乳幼児健診時に予防接種状況を確認し、未接種者に対

し接種勧奨を行うことで接種率向上に努めます。 

○麻しん風しん予防接種についても、今後も引き続き未受診者に対し、は

がき、電話による個別勧奨を行い、接種率 100％に向けて取り組んでい

きます。 

○令和元年8月出生児から、ロタウイルスの定期予防接種を始めています。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 任意予防接種の助成 拡充 

健康づくり推進室 

【目的】 

○予防接種にかかる費用の一部の助成により、感染や重症化の予防及び病

気の蔓延化防止を図ります。 

【取組内容】 

○インフルエンザ、ロタウイルス（令和 2 年 8月生まれから定期化）、 

先天性風しん症候群 

○実績（平成 30 年度） 

・インフルエンザ接種：1,268件 848人 190万円 

・ロタウイルス接種：108件 51 人 53.5万円 

・風しん接種：12件 12 人 5.6万円  

【今後の取組】 

○今後も引き続き、乳児訪問時に任意予防接種について説明し、保護者に

周知を行います。 

○現在接種費用の助成を行っていないおたふくかぜワクチンについて、接

種費用の助成を実施します。また、先天性風しん症候群ワクチンについ

て、接種助成の対象となる抗体価基準が他市町と比べ厳しくなっている

ため、基準の見直しを行います。 

施策名 不妊治療及び不育治療の治療費助成 拡充 

健康福祉課 

【目的】 

○不妊治療及び不育症（一般的には流産や死産を 2回以上繰り返す）治療

を受けた夫婦に対し、治療費の一部助成を行い経済的負担の軽減を行い

ます。 

【取組内容】 

○一般不妊治療費助成（タイミング療法、薬物治療、手術療法、人工授精等） 

・助成額：治療費の半額で上限５万円まで（年間） 

○特定不妊治療費助成（対外受精、顕微授精等） 

・助成額：１回の治療につき上限 30万円 

○不育治療費助成 

・助成額：上限 30万円（年間） 

○実績（平成 30 年度） 

・一般不妊治療費助成：1件 0.3万円 

・特定不妊治療費助成：5件 135万円 

・不育治療費助成：０件 

【今後の取組】 

○特定不妊治療費については、１回の助成額が上限 30万円では治療費の

総額に及ばない場合もあり経済的負担が大きくなっていることから、助

成額の拡大を検討します。 

○流産や死産を繰り返す不育治療について、広報活動をしていきます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 グループワークの実施 継続 

健康づくり推進室 

【目的】 

○初めて育児を行う母親や孤立して育児を行う母親が、同じ立場の母親と

語る機会をつくることで、育児不安を軽減し、安心して子育てができる

よう支援します。 

【取組内容】 

○母親が自分の気持ちを語り、同じ立場の人の話を聞くことで、自分自身

を振り返り安心感を持って育児ができるよう、グループケアを実施する 

○実績（平成 30 年度） 

・グループケア参加者数：19人 

【今後の取組】 

○育児不安の強い母親をグループワークへの参加につなげることが難し

いため、参加しやすい情報提供及び内容のあり方を検討します。 

施策名 子育て世代包括支援センターの設置 新規 

【目的】 

○地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を

提供する体制を構築します。 

【取組内容】 

○妊産婦及び乳幼児等の実情の把握 

○妊娠・出産・子育てに関する各種相談、必要な情報提供・助言・保健指

導 

○支援プランの作成（手厚い支援を必要とする者） 

○保健医療または医療機関、福祉の関係機関との連絡調整 

【今後の取組】 

○令和 2 年 4 月のセンター設置に向けて準備に取り組み、地域の特性に

応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため

の体制を構築していきます。 
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（２）思春期保健対策の充実  

  思春期は、一生のうちでも身体面、精神面の発達や変化が著しい時期であり、この時

期の心やからだの健康の問題が、生涯の健康に大きな影響を及ぼすことが指摘されてい

ます。 

性や性感染症予防に関する正しい知識の普及をはじめ、喫煙や薬物に関する教育の推

進を図るとともに、学童期・思春期における心やからだの問題についての相談体制の充

実を図り、思春期の心やからだの健全な育成に努めます。 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 性に関する正しい知識の普及 継続 

学校教育課 

【目的】 

○性に関する健全な考え方を育み、性や性感染症予防に関する正しい知識

の普及を図ります。 

【取組内容】 

○小学校において保健体育の授業で性や性感染症に関する授業を実施す

る 

○中学校において学内掲示や保健体育の授業で性に関する知識の普及を

行う 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、小中学生に対し、教科書やビデオ等を利用した授業を

行い、性や性感染症に関する正しい知識の普及に努めます。 

施策名 喫煙や薬物に関する教育の推進 継続 

【目的】 

○喫煙や薬物に関する教育を推進することにより、喫煙や薬物に関する正

しい知識の普及を図るとともに、子どもの規範意識を高めます。 

【取組内容】 

○小中学校において薬物乱用防止教室を開催する（年１回以上） 

【今後の取組】 

○薬物及びタバコやアルコール等の身近なものが身体に及ぼす影響につ

いて、具体的な事例紹介と疑似体験を通じて子どもへの普及啓発を図

り、規範意識を高めることができるよう、今後も継続して実施します。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 学童期・思春期における相談体制の充実 継続 

学校教育課 

健康づくり推進室 

【目的】 

○各種相談を通じて、勉学や人間関係等の様々な悩みごとを解決に導き、

不登校となっている子どもが集団行動をとれるようケア対応を行いま

す。 

【取組内容】 

○教員、いじめ対応アドバイザー、スクールカウンセラーが各種相談対応

にあたる 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、教員、いじめ対応アドバイザー、スクールカウンセラ

ーが、個々の子どもにあわせたきめ細かな心のケア・カウンセリングを

行い、子どもの問題解決につながるよう、相談体制の充実を図ります。

〔学校教育課〕 

○自殺対策計画の一環として、行政・学校関係者・医療関係者・福祉関係

者が連携を図ります。〔健康づくり推進室〕 
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（３）食育の推進 

  朝食の欠食や孤食・偏食等、食生活の乱れや肥満児の増加等、心身の健康問題が子ど

もたちに生じています。また、幼少期には問題がなくとも、成人後すぐに生活習慣病に

かかる人も増加しており、幼少期からの正しい食生活を送ることが必要とされています。 

保健分野や教育分野をはじめとする様々な分野と連携し、乳幼児期から思春期におけ

る発達段階に応じた食に関する学習や情報提供等を行うことで、食を通じた心身ともに

健康な子どもの育成や家族との良好な関係づくりに取り組みます。 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 乳幼児期における食に関する学習機会や情報の提供 継続 

健康づくり推進室 

健康福祉課 

【目的】 

○乳幼児期における食に関する学習機会及び情報の提供を通じて、保護者

に対し正しい食の知識の啓発を図ります。 

【取組内容】 

○4 か月児健診時、保護者に離乳食の試食を実施 

○子育て支援センターにおいて毎月第 4木曜日に栄養相談を実施 

○乳幼児健診（4 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児）時に保護者の栄養相

談を実施 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、乳幼児期における食に関する学習機会及び情報の提供

を通じて、保護者に対し正しい食の知識の啓発を図ります。また、個々

に応じた対応を行うことにより、保護者の離乳食や幼児食に関する不安

の軽減に取り組みます。 

施策名 食に関する学習機会や情報の提供 継続 

【目的】 

○幼児期から思春期において、調理実習等の体験を通じて食の大切さや知

識を学ぶとともに、各種団体と連携して食生活の重要性の啓発を図りま

す。 

【取組内容】 

○子ども料理教室の開催 

○認定こども園やスーパーにおいて食育に関するチラシの配布 

○園児や小中学生及び保護者に「食に関するアンケート調査」を行い、そ

の結果を保護者に配布し、広報に掲載 

○実績（平成 30 年度） 

・子ども料理教室参加者数：子ども 140 人、保護者 6人 

【今後の取組】 

○平成 30 年に実施した「食に関するアンケート調査結果」では、平成

18年度調査より朝食の欠食率が減少したものの、夕食後の間食が多い、

朝食をとらない保護者が多い、朝食・夕食を一人で食べる割合が多いな

ど、食育に関する課題も多くみられるため、認定こども園、学校、地域、

行政がそれぞれ必要な食育を推進します。  
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４ 配慮が必要な子ども・家庭を支える仕組みづくり 

（１）児童虐待防止対策の推進 

子どもは健康に生まれ、健やかに成長することができる権利を持っており、あらゆる

種類の差別や虐待から守られなければなりません。 

保健、福祉、医療、教育、警察等関係機関の連携のもと、子どもの虐待の発生予防を

するほか、早期発見・早期対応に努めます。また、虐待に関する相談体制の強化・充実

を図るとともに、広く虐待防止に係る情報の提供に努めます。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 要保護児童への支援体制の充実 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○要保護児童が適切な支援を受けながら良好な家庭環境で生活すること

ができるよう、子育てに関係する機関が情報及び考え方の共有を図ると

ともに、児童相談所と行政が連携して要保護児童への支援を行います。 

【取組内容】 

○要保護児童対策地域協議会の開催（年１回） 

・関係機関が要保護児童に関する情報や考え方を共有 

○進行管理会議の開催（年３回） 

・児童相談所と定期的に要保護児童に関する情報を共有し、今後の進展を

想定及び目標設定を行う 

○主任児童委員との意見交換会の開催（年１回） 

・情報共有を図る 

○中学校及び小学校の巡回（年１回） 

・主任児童委員と合同で学校を巡回し、情報共有を図り信頼関係を構築す

る 

○個別ケース会議の開催（随時） 

・対象児童にかかわっている団体が参加し、情報や目的を共有 

○虐待の未然防止活動（随時） 

・関係団体とともにリスク要因のある家庭の見守り及びフォローを行う 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、要保護児童等に対し、行政と子育て支援の関係団体が

連携し、適切な対処を行うことができるよう取り組みます。 

○関係行政機関や民間団体と連携し、個々のケースの解決につながるよう

な取組に向けた虐待防止ネットワークの強化を図っていきます。 

○虐待に関する相談先などについて啓発活動を行い、住民への周知徹底を

図ります。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 虐待の早期発見・早期対応の充実 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○子どもの年齢が低いほど虐待のリスクが高いため、早い段階で虐待への

兆候をつかみ、保護者への働きかけを行います。 

【取組内容】 

○健康診査や産婦訪問を通じて育児不安や家庭関係に悩み孤立している

母親を把握し、予防的な介入を行う 

【今後の取組】 

○特に育児不安や産後うつが現れやすい産後１か月以内にすべての産婦

を訪問することが難しいため、体制の整備を行いつつ、産後訪問から必

要な支援につなげていきます。 

施策名 虐待に関する情報の周知 継続 

【目的】 

○児童虐待の防止や早期発見のため、児童虐待に関する情報の周知を行い

ます。 

【取組内容】 

○どのような行為が虐待であるか、虐待を目撃した場合の対処法等を広報

やホームページ、ケーブルテレビで周知する。11 月の虐待防止月間に

はオレンジリボンキャンペーンとして、文化祭参加者にチラシ等の配布

を行う 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、虐待に関する情報の周知に努めます。 
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（２）障害児の自立支援 

  障害等により支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活

できるよう支援体制を整えることが必要です。 

発達障害を含む支援の必要な子どもが自立し、社会参加に必要な力を養うため、庁内

の関係課の連携や地域の関係機関との連携強化を図りながら、特別支援教育の充実等の

取組を進めます。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 療育体制の整備 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○障害のある子どもに対し、障害の種類や程度に応じた適切な療育支援や

居場所づくりが行えるよう、保健、福祉、医療、教育等の関係機関の連

携強化に努め、療育体制を整えます。 

【取組内容】 

○日中一時支援、放課後等デイサービス 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、障害の種類や程度に応じた適切な療育支援や居場所づ

くりのための療育体制を整えることで、障害のある子どもの生活能力の

向上及び社会との交流促進を図ります。 

○利用ニーズが高まっている放課後等デイサービスについて、町外の事業

所と連携を図ります。 

施策名 特別支援教育の充実 継続 

学校教育課 

【目的】 

○特別支援学級に在籍する子どもが学習への意欲を高め、安定した学校生

活を送ることができるよう、特別支援教育の充実を図ります。 

【取組内容】 

○専門相談員の指導による、校内検討会の開催 

○各小学校への特別支援教育支援員の配置 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、特別支援教育支援員が子どもに対し適切な支援を行え

るよう、情報伝達や連携を強化し、支援体制の整備に取り組みます。 

○不足している支援員の人材確保に努めるとともに、教職員の資質向上に

努めます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 
認定こども園や放課後児童健全育成事業における 

障害児の受け入れ 
拡充 

健康福祉課 

【目的】 

○すべての子どもが等しく認定こども園や放課後児童クラブを利用でき

るよう環境を整備します。 

【取組内容】 

○職員への関連スキルの習得促進 

○児童心理士による認定こども園巡回指導 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、職員に対し研修への参加を促進することにより職員の

スキル向上を図るとともに、発達障害者支援センターの巡回指導により

個々の子どもへの適切な対応が行われるよう努めます。 

○今後は、他団体との情報連携を強化し支援の充実を図るとともに、令和

２年度から放課後児童クラブにおいても児童心理士が巡回指導を行い

ます（予定）。 

施策名 特別児童扶養手当（県事業） 継続 

【目的】 

○障害のある子どもを養育している保護者に対し手当を支給することに

より、保護者の経済的負担の軽減と児童の福祉の増進を図ります。 

【取組内容】 

○精神または身体に障害のある 20 歳未満の子どもを養育している保護

者に手当を支給する 

○実績（平成 30 年度） 

・支給人数：52 人 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、障害のある子どもの保護者に対し、手当を支給するこ

とにより、保護者の経済的負担の軽減と児童の福祉の増進を図ります。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 育成医療（県事業） 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○障害のある子どもを養育している保護者に対し、手術等の障害の改善に

つながる治療等にかかる費用を助成することにより、保護者の経済的負

担の軽減と児童の福祉の増進を図ります。 

【取組内容】 

○身体に障害のある 18歳未満の子どもが、手術等によってその障害の改

善が見込まれる場合、その医療費を助成する 

○実績（平成 30 年度） 

・支給対象人数：５人 

・給付金額：34万円  

【今後の取組】 

○今後も引き続き、障害のある子どもの保護者に対し、障害の改善にかか

る医療費を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減と児童の福

祉の増進を図ります。 

施策名 子育て支援連絡会 継続 

【目的】 

○子育て支援連絡会の開催を通じて関係機関が連携・情報共有を行い、必

要な支援や支援機関に適切につなげることにより、発育及び発達、養育

環境等に問題を抱える乳幼児等の健全育成を図ります。 

【取組内容】 

○子育て支援連絡会の開催（年 2回、9月と 2 月） 

・支援が必要な乳幼児に対し、発達障害者支援センター「パース」からの

助言をもとに、関係機関が連携し、情報を共有する 

【今後の取組】 

○今後も引き続き連絡会を開催し、支援が必要な子どもに対して理解を深

めるとともに、その結果を教育委員会につなぎ、就学支援を行います。 

○対象者が小学校入学以降も切れ目のない支援を受けることができるよ

う、学校等と連携して就学後の情報共有に努めます。 
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（３）ひとり親家庭への支援 

近年の不安定な社会風潮や不透明な経済情勢等から、離婚等を原因とするひとり親家

庭は今後も増加するものと考えられますが、ひとり親家庭の親は生計を支えながら家事

と育児をこなさなければならず、肉体的にも精神的にも大きな負担を抱えています。 

児童の健全な育成と保護者の負担軽減を図るため、ひとり親家庭の自立に向けた就労

支援や精神的な負担の軽減、様々な悩みを解決するための相談支援の充実を図ります。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 相談体制の充実（県事業） 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○ひとり親家庭の母親または父親に対し、能登中部保健福祉センターの専

門員及び町母子寡婦福祉協議会のメンバーが、経済的な困りごと等の

様々な相談に対応し、必要に応じて適切な支援機関につなぎます。 

【取組内容】 

○毎月第２木曜午前 10時半～午後３時（町民センター「アステラス」に

て）要予約制 

【今後の取組】 

○ひとり親家庭が抱える不安や負担の軽減につながるよう、今後も引き続

き、相談にのったり、話を聞いたりする場の提供を行い、必要に応じて

支援機関につなぎます。 

施策名 ひとり親家庭等医療費給付 継続 

【目的】 

○ひとり親家庭の母親・父親・児童、または父母のいない子どもの通院や

入院にかかる医療費を給付することで、経済的な支援と疾病の早期発見

及び治療の促進を行うことにより、子どもの健康と福祉の増進を図りま

す。 

【取組内容】 

○母親または父親に対し、月額 1,000円の自己負担を控除した額を給付 

○子どもに対し、自己負担分を給付（医療機関窓口無料化または償還払い） 

○実績（平成 30 年度） 

・支給対象人数：160 人  

・給付金額：357万円  

【今後の取組】 

○今後も引き続き、医療費の給付を通じてひとり親家庭等を経済的に支援

し、疾病の早期発見及び治療を促進していきます。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 児童扶養手当（県事業） 継続 

健康福祉課 

【目的】 

○父母が婚姻を解消した子ども等を監護している母親または父親、及び父

母に代わってその子どもを養育している人に対し手当を支給すること

により、経済的支援を行います。 

【取組内容】 

○父母の婚姻の解消等でひとり親等になった子どもの早期把握により、制

度説明と早期手続きを促す 

・支給対象：０歳から 18 歳に達して最初の 3 月 31 日までの間にある

子ども 

・支給額：所得に応じて変動 

・支給月：年６回 

○実績（平成 30 年度） 

・支給対象人数：78人  

【今後の取組】 

○継続して、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減に努めます。 

○申請における面談で必要事項の確認を行い、申請書記載には記入漏れ、

記載間違い等がないか十分な確認を行います。 

施策名 ひとり親家庭の子どもへの学習支援事業 継続 

【目的】 

○ひとり親家庭の子どもは、親の離別・死別等により、精神面や経済面で

不安定な状況におかれていることで学習や進学の意欲の低下等を招き、

子どもの将来に不利益な影響を与えかねないことから、子どもが気軽に

相談できる場を提供し、子どもの学習の意欲向上と精神的安定を図りま

す。 

【取組内容】 

○平成 28年度から町の事業となり、町社会福祉協議会に委託している 

・子どもが学習及び進路について気軽に相談できる場を提供し、学習サポ

ーターが対応する 

・小学生：サマースクール ３回（年間） 

・中高生：約 12回（年間） 

○実績（平成 30 年度） 

・小学生：参加者数 3 人 実施回数３回 サポーター数 3 人  

・中学生：参加者数 3 人 実施回数 12回 サポーター数 3 人 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、子どもに学習及び進路について気軽に相談できる場所

を提供します。 

○参加者が減少しているため、制度の周知に努めるとともに、学習サポー

ターの確保が難しいため、退職した教員や大学生に声かけをするなど学

習サポーターの増員を図ります。 
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（４）子どもの貧困対策の推進 

近年、全国的に「子どもの貧困対策」の重要性が問われるようになっており、経済的

に困難を抱える子育て家庭の子どもたちに、十分な教育や食を提供することや金銭的な

支援を行うこと、保護者の自立支援に取り組むことなどが必要とされています。 

子どもの貧困対策に取り組むために現状の把握や、先進事例等の調査を進めるととも

に、経済的に困難を抱える子育て家庭に対する支援体制の構築について進めます。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 子どもの貧困対策を進めるための調査・研究 新規 

健康福祉課 

【目的】 

○貧困が子どもの将来に悪影響を及ぼさないように、子どもの貧困対策に

取り組みます。 

【今後の取組】 

○国や先進事例の取組について情報収集を進めるとともに、町内の経済的

に困難を抱える子育て家庭の把握を行い、本町の子どもの貧困対策の取

組方針を定めます。 

施策名 生活困窮世帯への学習支援事業（県事業） 継続 

【目的】 

○経済的な理由で、十分な学習を受けることができない子どもに、学習機

会を設け、すべての子どもが「確かな学力」を身につけられるように支

援を行います。 

【取組内容】 

○ひとり親家庭の子どもへの学習支援事業と合同で行う 

○対象者は、小学生・中学生・高校生で、生活保護受給世帯、就学援助受

給世帯、教育費負担軽減奨学金受給世帯に該当する世帯の子ども 

○子どもが学習及び進路について気軽に相談できる場を提供し、学習サポ

ーターが対応する 

・小学生：サマースクール ３回（年間） 

・中高生：約 12回（年間） 

【今後の取組】 

○今後も引き続き、子どもに学習及び進路について気軽に相談できる場所

を提供します。 

○参加者が減少しているため、制度の周知に努めるとともに、学習サポー

ターの確保が難しいため、退職した教員や大学生に声かけをするなど学

習サポーターの増員を図ります。 



75 

 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 関係機関への子どもの貧困対策についての周知啓発 新規 

健康福祉課 

【目的】 

○まだ認知度の高くない子どもの貧困問題について、住民及び子育て支援

に関する団体等に周知啓発を行います。 

【今後の取組】 

○広報やケーブルテレビを積極的に利用し、子どもの貧困問題について積

極的に周知します。また、子どもに関係する団体等に対して、積極的に

啓発活動を行います。 

施策名 児童生徒就学援助支給制度  継続 

学校教育課 

【目的】 

○経済的な理由で、小中学校への就学が困難と認められる児童・生徒の保

護者に学用品費や給食費など就学に必要な経費の一部を援助します。  

【取組内容】 

○就学援助を受けることができる方 

本町に住所を有し、かつ、町立小中学校に在学している児童生徒の保護

者で次の①～⑤のいずれかに該当する方 

 ①生活保護を受けている人 

②町民税が非課税、または減免されている人 

③固定資産税、国民健康保険税、国民年金の掛け金が減免などされている人 

 ④児童扶養手当を受給されている人 

 ⑤同一の生計を営む世帯全員の前年の総所得金額等が、宝達志水町教育

委員会で定める認定基準所得基準金額に満たない人（認定基準所得金

額は家族構成や年齢によって異なります）  

○就学援助費の支給対象は次のとおり 

①学用品費、通学用品費、校外活動費  

②新入学児童生徒学用品費など（小中学校１年生に限る）  

③修学旅行費  

④学校給食費  

【今後の取組】 

○義務教育を円滑に受けることができるように制度の周知を行い、就学援

助による支援が十分得られるように取り組みます。 
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５ 仕事と家庭を両立させる環境づくり 

（１）仕事と家庭（子育て）の両立 

  すべての人が、仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれた多様な

働き方を選択できる環境を整備するとともに、働き方の見直しを進めることが求められ

ています。 

家庭の子育て機能を高めるために企業等の理解と支援を求めていく一方で、子育て世

帯における仕事と家庭（子育て）の両立を図るための意識啓発や各種制度の普及啓発を

進めます。 

 

主な施策 方向性 担当課 

施策名 ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 継続 

企画振興課 

【目的】 

○企業・団体に対し、雇用に関する法制度の情報提供の普及に努め、啓発

を行います。 

【取組内容】 

○公共施設等への関係機関が発行するポスター掲示やパンフレット設置 

【今後の取組】 

○公共施設等のポスター掲示は掲示物が多いため、より効果的な周知が行

えるよう、紙媒体以外での周知方法について検討します。 

施策名 家庭における男女共同参画意識の啓発 継続 

生涯学習課 

【目的】 

○男女が互いの人格を尊重し、相手の立場を理解し、助け合えるような人

間形成を図れるよう、家庭教育に関する学習機会を提供します。 

【取組内容】 

○子ども対象：放課後児童クラブ等において、子どもにもわかりやすい紙

芝居等の上演や意見交換等を通じて、男女共同参画啓発活動を実施する 

○大人対象：ふらっとミニセミナー（講演会）の開催 

【今後の取組】 

○男女が互いに相手を思いやり、固定的な性別役割分担意識にとらわれる

ことなく自分の個性と能力を発揮できるよう、今後も引き続き、子ども

から大人まで幅広い世代に対し講演会や出前講座を実施することを通

じて、男女平等の意識啓発活動を行います。 
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主な施策 方向性 担当課 

施策名 各種制度の普及啓発 拡充 

企画振興課 

健康福祉課 

【目的】 

○企業・団体に対し、雇用に関する法制度の情報提供とその普及に努め、

啓発を行います。〔企画振興課〕 

○子育て支援事業の周知、認知度拡大を図ります。〔健康福祉課〕 

【取組内容】 

○公共施設等へ関係機関が発行するポスター掲示やパンフレットの設置

〔企画振興課〕 

○保護者が多様な教育・保育サービスや地域子ども・子育て支援事業の中

から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう支援を行う〔健康福祉

課〕 

【今後の取組】 

○公共施設等のポスター掲示は掲示物が多いため、より効果的な周知が行

えるよう、紙媒体以外での周知方法について検討します。〔企画振興課〕 

○今後も引き続き、広報やホームページ等での子育て情報提供を充実し、

子育て支援情報の周知を図ります。また今後は、母子手帳交付時や乳幼

児健診時等の機会をとらえて、これから利用が見込まれる事業のパンフ

レット等を配布することにより、個別の情報周知の強化を図ります。〔健

康福祉課〕 
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第６章 計画の推進    
１ 計画の推進体制 

本計画では、幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みや提供

体制の確保の内容及びその時期等を定めました。計画の推進にあたっては、教育・保育

事業に対する住民のニーズに応えていくため、必要なサービスの量の確保・拡大と多様

化も含む質の向上の実現をめざしていきます。 

そのため、地域の関係機関と連携して横断的な施策に取り組むとともに、認定こども

園や子育て家庭、事業者、関係団体、学校、住民等、幅広い意見を取り入れながら取組

を広げていきます。   
■実施主体の協力・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係団体 

子ども・子育て支援 

事業所 

子どもは宝、明るく、笑顔がかがやく町 

子育て家庭 

＜子ども ・ 保護者＞ 

行 政 

認定こども園 

学校 
住民 
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２ 計画の進行管理 

本計画を実効性のあるものとして推進するためには、計画に基づく施策の進捗状況と

ともに、計画全体の成果を検証することが重要です。 

そのため、「宝達志水町子ども・子育て会議」や庁内関係課において、その進捗状況

を確認・評価していきます。 

また、施策の実施にあたっては、柔軟で総合的な取組が必要であることから、検証し

た結果に基づき、必要に応じ改善を図るため、各年度に施策の見直しを行い、計画を修

正していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内関係課 

宝達志水町子ども・子育て会議 

毎年度の進捗・課題等の報告 

 

課題等から具体的な取組を検討する 

 
 

子育て支援にかかわる団体 

保護者の代表 

教育・保育施設の代表 

学校関係者 

行政機関         等 

 

計画全体の進捗管理・評価 

 

検討内容 

・優先度の高い取組に対して、計画の見直しや施策提言

を行う 

・各事業を実施する現場の課題を吸い上げ、計画の推進

に反映する 

・各団体で実践できる取組を推進し、住民への普及を行

う                   等 
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資料編資料編資料編資料編    

１１１１    宝達宝達宝達宝達志水町子ども・子育て会議条例志水町子ども・子育て会議条例志水町子ども・子育て会議条例志水町子ども・子育て会議条例    

 

平成26年３月24日 

条例第１号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24 年法律第65号。次条第２項において「法」という。）

第77条第１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、宝達志水町子ども・子育て会議

（以下「会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 会議は、委員15 人以内で組織する。 

２ 会議の委員は、子どもの保護者（法第６条第１項に規定する子どもの保護者（同条第２項に

規定する保護者をいう。）をいう。）、事業主を代表する者、子ども・子育て支援（法第７条第１

項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。）に関する事業に従事する

者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町

長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第３条 会議の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（議事） 

第５条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

４ 会議は、必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。 
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（会議の運営） 

第７条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長

が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後、最初に委嘱される委員の任期は、第３

条第１項の規定にかかわらず、平成28年３月31日までとする。 

３ 施行日以後に最初に開かれる会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、町長が招集する。 
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２２２２    宝達志水町子ども・子育て会議委員名簿宝達志水町子ども・子育て会議委員名簿宝達志水町子ども・子育て会議委員名簿宝達志水町子ども・子育て会議委員名簿    

                                          （敬称略） 

区 分 氏 名 所属及び役職等 

子どもの保護者 

表  茜 
宝達志水町立保育所保護者会代表 

（相見保育所） 

土 上  飛 鳥 
宝達志水町立保育所保護者会代表 

（南部保育所） 

豊 田  理 恵 認定こども園１号認定児の保護者代表 

木 全  慎 一 郎 
宝達志水町 PTA 連合会副会長 

（樋川小学校 PTA 会長） 

子ども・子育て支

援に関する事業

に従事する者 

側 垣  二 也 

児童福祉施設代表 

（社会福祉法人聖ヨハネ会しお子どもの家 

理事長・園長） 

飯 貝  孝 介 
幼稚園施設代表 

（学校法人はくい幼稚園 園長） 

下 次  勇 
宝達志水町社会福祉協議会事務局長 

（町立保育所指定管理者） 

中 村  厚 子 
宝達志水町保育士会会長 

（宝達保育所長） 

屶 網  直 樹 
宝達志水町校長会代表 

（宝達小学校長） 

清 水  康 功 
事業主代表 

（参天製薬株式会社能登工場） 

子ども・子育て支

援に関し学識経

験のある者 

井 下  久 美 石川県七尾児童相談所児童福祉司 

柏 﨑  直 美 宝達志水町主任児童委員 
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