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柴田町子ども・子育て支援事業計画の策定にあたって 

 

 

 

少子高齢化や核家族化の進展、就労の多様化、地域コミュニティ意識の希薄化な

ど、子どもを取り巻くさまざまな環境の変化により、子育てに不安や孤立感を感じる家

庭は少なくなく、保育ニーズの多様化も進んでいます。このような社会情勢の中で、子

どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、子どもや保護者の幸せに直接つながり、

社会全体で取り組むべき最重要課題の一つです。 

 国では平成 24年８月に子ども・子育て関連３法を成立させました。これにより、子ども

の最善の利益が実現される社会を目指すとの考えを基本に、子ども・子育て支援の

質・量の充実、安心して子どもを産み育てる環境、全ての子どもが健やかに成長できる

社会の実現を推進するため、平成 27年４月から子ども・子育て支援新制度が施行され

ます。 

柴田町では、平成 17 年に次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援

地域行動計画」を、平成 22 年には「次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を策

定し、地域住民とのふれあいと支え合いのもとで、子育て親子が安心と喜びを感じるこ

とができるまちづくりを推進してきました。 

このたび、子育て支援新制度に基づき、平成 27年度から平成 31年度までの５年間

を計画期間とする「柴田町子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

 本計画を地域における子ども・子育て支援の基盤整備の基礎として、子どものより良

い育ちと成長に喜びと生きがいを感じることができる地域社会の実現に向けての施策

を、より一層推進してまいります。 

 最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました「柴田町子ども・子

育て会議」の委員の皆さまはじめ、「子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」、

「パブリックコメント」にご協力いただきました皆さまに心からお礼申し上げます。 

 

 平成 27年３月 

柴田町長 滝 口 茂 
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第 1章 計画策定にあたって 

 

1 計画策定の背景 -これまでの国の施策- 

平成２年の「1.57 ショック※」を境に国の少子化対策が本格化し、平成 6 年 12

月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について（エンゼルプラン）」が

発表され、以後 10年間の子育て支援施策の基本的枠組みが示されました。 

平成11年12月、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について（新

エンゼルプラン）」が策定され、平成 16 年度を目標に新たな少子化対策が推進され

ました。 

平成 15 年 7 月には、少子化の流れを変え、次代を担う子どもたちが健やかに生

まれ、成長する社会を形成するために、「少子化社会対策基本法」と「次世代育成支

援対策推進法」が制定され、新たな取り組みが展開されることとなりました。しか

し、少子化の流れが変わることはありませんでした。 

それまでの、主に子どもを生み育てる側の視点に立った取り組みだけでは少子化

をくい止めることができないことから、「子どもの最善の利益が実現される社会を目

指す」という考え方を基本に、社会全体で子育てを支えつつ、生活と仕事と子育て

の調和を重視する新しい方向性が示されました。 

この新しい考え方に沿って、平成 19 年 12 月、働き方の見直しによる仕事と生

活の調和の実現を目指す「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

が公表され、続いて、平成 22 年 1 月に「子ども・子育てビジョン」が少子化社会

対策基本法第 7 条の規定に基づく「大綱」として閣議決定されました。 

柴田町では、「次世代育成支援対策推進法」をうけ、平成 22 年３月に、平成２６

年度までを計画期間とした「柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を策

定し、将来を担う子どもたちが健やかに育つために、地域住民のふれあいと支え合

いのもとで、子育ての喜びが実感でき、誰もが安心して子育てができるまちづくり

を目的としてさまざまな施策を行ってきました。 

 

※一人の女性が生涯に生む子どもの数である「合計特殊出生率」が、昭和 41 年（1966 年）を下回

る史上最低（当時）となったこと。 
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２ 計画策定の趣旨 

平成 24 年 8 月、待機児童の解消や幼児教育・保育の充実を主な目的として、就

学前の子どもの教育・保育及び地域子育て支援にかかる新たな制度を実施するため、

「子ども・子育て支援法」を核とした「子ども・子育て関連 3 法」が制定されまし

た。この関連３法に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援

を総合的に推進していく「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年度から施行さ

れることとなりました。 

今、少子化のみならず子どもを取り巻くさまざまな環境の変化により、社会全体

で子ども・子育てを支援することは、より重要性を増していると考えられます。 

本計画「柴田町子ども・子育て支援事業計画」は、「子ども・子育て関連 3 法」を

うけ、柴田町において、子ども・子育て支援の質・量の充実、安心して子どもを産

み育てる環境、全ての子どもが健やかに成長できる社会を実現させるべく策定する

ものです。 

 

 

 

 

 

 

  

平成 27 年 4 月施行 

子ども・子育て支援新制度 

子ども・子育て関連 3 法（平成 24 年 8 月 22 日公布） 

 

•子ども・子育て支援法 

•就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律の一部を改正する法律（認定こども園法の一部改正法） 

•子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律（上記２法による児童福祉法等の改正） 
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３ 子ども・子育て支援法に基づく制度の概要 

平成 27 年度から始まる制度において、市町村は「子ども・子育て支援給付」と

「地域子ども・子育て支援事業」を実施することになります。 

 

（１） 子ども・子育て支援給付（３つの給付） 

 

種類 対象事業 

（ア）施設型給付※ 幼稚園、保育所、認定こども園 

（イ）地域型保育給付※ 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、 
事業所内保育 

（ウ）児童手当 （従来どおり） 

※（ア）施設型給付、（イ）地域型保育給付は、保護者の申請を受けた市町村が 

客観的基準に基づく保育の必要性を認定（認定区分）した上で給付。 
（子ども・子育て支援法第 19条） 

 

 

（２） 保育の必要性の認定区分 

 

新制度では、保護者の就労状況等により教育・保育を利用する子どもについて３

つの認定区分が設けられ、市町村が認定を行います。この認定区分に応じて、教育・

保育施設等（幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育）の利用先が決まってい

きます。 

 

区分 年齢 保育の必要性 主な利用施設 

１号認定 ３～５歳 なし（学校教育） 幼稚園、認定こども園 

２号認定 ３～５歳 あり（保育認定） 保育所、認定こども園 

３号認定 ０～２歳 あり（保育認定） 保育所、認定こども園、地域型保育 

（子ども・子育て支援法第 19条） 
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（３） 地域子ども・子育て支援事業 

 

市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村子ども・子育

て支援事業計画に従って、以下の事業を実施することとされています。 

表中【新規事業】とあるものは、新しい制度による新規の事業です。 

 

 事 業 名 

① 利用者支援事業 【新規事業】  

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 延長保育事業 

⑩ 病児保育事業 

⑪ 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 【新規事業】  

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 【新規事業】  

（子ども・子育て支援法第 59条） 

 

 

（４） 制度の対象となる子ども 

 

   

０歳 １～５歳 ６～11歳 12～17歳

乳児期 幼児期 小学生 中学生以上

幼児期の学校教育・保育

地域子ども・子育て支援事業
（右記・下記以外）

地域子ども・子育て支援事業
「放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）」

地域子ども・子育て支援事業「利用者支援事業」「養育支援訪問事業」

子ども・子育て支援法における「子ども」とは、
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者（第６条）
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４ 計画の位置づけ 

 

（１） 根拠となる法令、関連計画との関係 

 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村子ども・子育

て支援事業計画」に該当するもので、柴田町の子どもと子育て家庭を対象として、

町が今後進めていく施策の方向性・目標等を定めたものです。 

また、社会全体で子ども・子育て・親の育ちを支援していくため、新たな仕組み

を構築し、「幼児期の学校教育・保育の量的拡大・確保」「地域の子ども・子育て支

援の充実」「子ども・子育て施策の総合的実施」をめざすものです。 

策定にあたっては、「柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」における

取り組みを踏まえ、同時に上位計画や関連計画と整合性を持ったものとしています。 

 

   

 

  

子ども·子育て関連3法
◎子ども・子育て支援法

◎認定こども園法

◎関連整備法

■根拠法令

柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）

柴田町障害者福祉計画

柴田町食育推進計画

しばた男女共同参画プラン

など

■関連計画

柴田町
子ども·子育て支援事業計画

■上位計画

柴田町総合計画

整合

整合
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（２） 本計画と「柴田町次世代育成支援地域行動計画」との関係 

 

次世代育成支援対策推進法は、平成 17 年度から 26 年度までの 10 年間の時限

法として成立しました。その後、合計特殊出生率は持ち直しがみられたものの、出

生数自体は依然として減少傾向が続いており、社会全体でワーク・ライフ・バラン

スの浸透、女性が就労の場で活躍できる取り組みの促進、企業の仕事と子育ての両

立のための環境整備などを、より一層推進することが必要となっています。 

こうした状況から、次世代育成支援対策推進法を延長・強化するため、法律の有

効期限を平成 36 年度末まで 10 年間延長することや、事業主の特例認定制度の創

設などを盛り込んだ次世代育成支援対策推進法の一部改正が行われました。 

また、改正推進法と同時に、母子寡婦法（母子及び寡婦福祉法、後に母子及び父

子並びに寡婦福祉法に改称）、児童扶養手当法の一部改正が行われ、母子家庭及び父

子家庭に対する支援施策の充実を図ることになります。これら 3 つの改正法は平成

26 年 4 月に公布されました。 

一方、新たに制定された子ども・子育て支援法により、都道府県及び市町村にお

いて、子ども・子育て支援事業計画の策定が義務づけられたことは前述のとおりで

す。これに伴い、平成 26 年度末で計画期間が完了する次世代後期計画は、改正推

進法に基づき、法定計画（策定が義務）から各自治体の努力規定（策定は任意）に

変更されています。 

 

柴田町においては、「柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」は当初の

予定通り平成 26 年度末をもって終了としますが、当該計画にて定められた事業・

施策は本計画にて抱合・継承し、本計画を次世代育成支援対策推進法第８条に基づ

く「市町村行動計画」としても位置づけます。 
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次
期

柴田町子ども·子育て支援事業計画
平成27年度～平成31年度

柴田町次世代育成支援地域行動計画
（後期計画）

平成22年度～平成26年度

【基本目標】

１.子育てを応援する

子育てサービスの充実したまち

２.親と子どもの健康の

確保・増進を応援するまち

３.親と子どもの学び環境の

充実したまち

４.子育てを支援する生活環境が

整備されたまち

５.仕事と家庭が両立できるまち

６.子どもが安全に

安心して暮らせるまち

７.要保護児童等への

きめ細かな取組

第5次柴田町総合計画
平成２３年度～平成３０年度

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

整
合

幼児期の学校教育・保育、

量の見込みと確保方策

地域子ども・子育て支援事業

①利用者支援事業【新規】

②地域子育て支援拠点事業

③妊婦健康診査

④乳児家庭全戸訪問事業

⑤養育支援訪問事業

⑥子育て短期支援事業

⑦ファミリー・サポート・センター事業

⑧一時預かり事業

⑨延長保育事業

⑩病児保育事業

⑪放課後児童クラブ

⑫実費徴収に係る補足給付等【新規】

⑬多様な主体の参入促進【新規】

次世代育成支援に関する施策

保育の量的
拡大・確保

第５章

第６章

第７章

地域の子ども・
子育て支援の
充実

子ども・子育て
施策の
総合的実施
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５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。た

だし、計画期間中に状況等の変化により見直しの必要が生じた場合は、適宜、サー

ビス需要の見込みとする数値、サービス提供量の数値等を含め計画の見直しあるい

はサービス提供の調整を行います。 

計画最終年度には、それまでの成果と課題などを踏まえた見直しを行い、新たに

次期 5 年間の計画を策定します。 

 

 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 平成 32 年度～ 

本計画     

見直し 

 

次期計画     策定  

 

 

（参考）子ども・子育て支援法第 61条 

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子

ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 
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６ 計画の策定体制 

 

（１） 柴田町子ども・子育て会議の設置 

 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77 条に定められている「柴

田町子ども・子育て会議」（以下「子ども・子育て会議」といいます）を設置し、計

画内容、事業運営、施策推進に関する事項についての協議を行いました。 

 

    

 

 

（参考）子ども・子育て支援法第 77条 

市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

 一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を

処理すること。 

 二  特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を

処理すること。 

 三  市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理

すること。 

 四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

  

柴田町
（計画決定・実行機関）

子ども・子育て会議
（審議等機関）

報告

意見反映 運営事務 子ども家庭課
（事務局機能）

庁内関連部署

調整・
連携

町民アンケート（ニーズ調査）
関係機関・事業者意向調査
関連団体ヒアリング
パブリックコメント 等
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（２） 就学前児童及び小学生アンケートの実施 

 

本計画の策定にあたり、就学前児童及び小学生の保護者の子育てに関する意識・

意見を把握すること、また、子ども・子育て支援事業計画で定める教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業量を推計する基礎データを得ることを目的に、アンケ

ート調査を実施しました。 

 

○調査名：子育てしやすい環境づくりを進めるためのアンケート 

 

○調査対象： １．就学前児童のいる世帯  1,000 世帯 

   ２．小学生児童のいる世帯  1,000 世帯 

 

○調査期間： 1.就学前児童 平成 25年 12 月 3 日～12 月 16 日 

             2.小学生児童 平成 25年 11 月 26 日〜12 月 9 日 

 

○調査方法： 1.就学前児童は幼稚園・保育所を通して配布・回収 

       2.小学生児童は学校を通して配布・回収 

 

○配布・回収状況： 

種 別 配布数 回収数 回収率 

就学前児童 1,000 票 599 票 59.9％ 

小学生児童 1,000 票 871 票 87.1％ 
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第２章 柴田町の子ども・子育てを取り巻く環境 

 

１ 人口・世帯・人口動態・子どもの人数等 

 

（１） 総人口・年齢構成・人口の推移 

 

柴田町の平成 2５年 12 月末日における総人口は 38,604 人（男性 19,174 人、

女性 19,430 人）となっています。年齢構成では第１次ベビーブーム世代を含む

60 代前半が多く、そのジュニア世代にあたる 30 代も多くなっています。30 代以

下では年齢層が低くなるに従い人口が少なくなっています。 

■柴田町の人口ピラミッド 

 

（住民基本台帳 平成 25年 12月末日） 

  

778

840

923

1,022

1,149

1,211

1,276

1,375

1,298

1,047

1,085

1,288

1,625

1,402

1,079

855

537

273

87

23

1

778

816

844

882

948

1,039

1,187

1,267

1,216

1,011

1,148

1,337

1,709

1,410

1,129

965

821

562

257

99

5

05001,0001,5002,000

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

男性 女性

（人）

2,000     1,500      1,000      500         0 0          500      1,000      1,500  2,000
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総人口は平成 17 年～25 年の間で減少しています。 

平成 17 年から平成 25 年にかけての人口の伸び率は、生産年齢人口（15～64

歳）ではマイナス 8.2%、年少人口（０～14歳）ではマイナス 6.8％、老年人口（65

歳以上）ではプラス 22.8％となっています。相対的に、少子化よりも高齢化の方が

進行している傾向です。 

■総人口の推移（年齢３区分別） 

 
（住民基本台帳 各年 3月 31日現在） 

  

5,385 5,385 5,301 5,254 5,181 5,086 5,024 5,040 5,020

26,513 26,513 26,340 25,886 25,467 25,144 24,929 24,741 24,330

7,504 7,504 7,727 7,872 8,199 8,416 8,479 8,746 9,216

39,402 39,402 39,368 39,012 38,847 38,646 38,432 38,527 38,566

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

年少人口 生産年齢人口 老年人口 総人口

（人）
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（２） 世帯の状況 

 

町内の一般世帯数は増加しています。一方、一般世帯一戸あたりの一般世帯人員

は減少しています。柴田町ではこの 10 年間で核家族化がわずかながら進行したこ

とになります。 

■一般世帯数及び一戸あたり人員の推移 

 

（国勢調査） 

 

  

13,226 14,023 14,439

2.98 2.84 2.72 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成12年 平成17年 平成22年

一般世帯数（戸） 一般世帯人員（人）/一般世帯数（戸）

（人）（世帯）
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平成１２～22 年の核家族世帯の家族構成の推移では、「夫婦と子ども」の割合が

5.8 ポイント減少し、「夫婦のみ」が 4.3 ポイント、「女親と子ども」が 2.3 ポイン

ト増加しています。子どものいない夫婦やひとり親（母子）家庭が増えていること

がわかります。 

■核家族世帯の構成比 

 

 

（国勢調査） 

  

夫婦のみ
28.2%

夫婦と

子ども
43.0%

男親と

子ども
2.4% 女親と

子ども
14.7%

平成12年

夫婦のみ
30.4%

夫婦と

子ども
39.9%

男親と

子ども
2.6%

女親と

子ども
16.7%

平成17年

夫婦のみ
32.5%

夫婦と

子ども
37.2%

男親と

子ども
2.7%

女親と

子ども
17.0%

平成22年
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（３） 自然動態・社会動態 

 

自然動態（出生－死亡）は年度による増減がありますが、近年はマイナスで推移

しています。 

社会動態（転入－転出）は平成 23、24 年と連続でプラスとなっています。町内

に転入する人がいることで、人口減少は比較的ゆるやかになっていると言えます。 

■自然動態・社会動態の推移 

   

（資料：柴田町人口動態より） 

  

53 67

△ 19

12

△ 47

38
4

△ 32

△ 105
△ 75
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△ 14
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△ 169

△ 270
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△ 400

△ 300

△ 200

△ 100

0
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自然動態 社会動態

(人)
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（４） 出生の状況 

 

出生率（人口千人あたりの出生数）は平成 20 年に一時的に全国平均を上回りま

したが、それ以外の年度は全国平均を下回っています。 

■出生者数・出生率 

 

（住民基本台帳） 

 

１人の女性が生涯に生む子供の数を示す「合計特殊出生率」は、宮城県平均を上

回っていますが、人口を維持するために必要とされる 2.07 には達していません。 

■合計特殊出生率 

 
（参考：厚生労働統計一覧人口動態統計特殊報告、及び demography.blog.fc2.com/平成 20-24年集計 より） 
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（５） 婚姻・離婚の状況 

 

婚姻件数、婚姻率は、平成 20 年に高い数値がみられます。前項の平成 20 年の

出生数の高さの要因と思われます。以降は年度により増減がありますが、極端な下

降傾向とは言えません。 

■婚姻件数及び婚姻率の推移 

  
（資料：戸籍事件表より） 

 

離婚件数、離婚率は、年度による大小がありますが、極端な増減の傾向は見られ

ません。ほぼ横ばいと言えますが近年は離婚が減る傾向にあります。 

■離婚件数及び離婚率の推移 

  
（資料：戸籍事件表より） 
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（６） 就労の状況 

 

女性の就労が、20 代でピークに達し、30 代の出産・育児期に落ち込み、子育て

が一段落した４0 代ごろから再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」が平成

22 年にはみられません。30 代女性の就業率が 10 年前に比べて目立って上がって

いることもわかります。 

■年齢別就業率の推移 

 

（国勢調査）％表示は平成 22年の数値 上段が女性、下段が男性 

 

女性は「パート・アルバイト・その他」「派遣社員」「家族従業者」の割合が男性

よりも高く、特に「パート・アルバイト・その他」が 45％以上を占めています。出

産・育児期にも就業を続ける率が高い要因の一つと思われます。 

■従業上の地位別従業者数の割合 

 
（平成 22年国勢調査） 
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（７） 子どもの人数 

 

0 歳～11 歳の子どもの将来の人口について、平成２２年から平成２５年の 1 歳

年齢ごと男女別人口を基に推計した結果は以下のとおりとなります。本計画の年度

中（平成 27～31 年度）にかけて、0歳～5 歳（未就学児）の人口が減少していく

と予想されます。一方、6 歳～11 歳（小学生）についてはほぼ横ばいの予想です。 

■児童人口の実績と推計 

 

   

（実績は各年度４月１日） 

  

(人）

平成２２年 平成23年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

０歳 319 294 298 291 285 278 271 265 259 255

１歳 342 329 303 319 303 296 289 282 276 270

２歳 326 339 340 307 323 307 300 293 286 280

３歳 314 326 338 332 304 321 305 298 291 284

４歳 307 320 324 343 335 307 325 308 301 294

５歳 297 316 321 328 348 339 311 329 312 305

０～５歳計 1,905 1,924 1,924 1,920 1,898 1,848 1,801 1,775 1,725 1,688

６歳 342 289 326 322 329 349 340 311 330 312

７歳 351 345 301 324 326 333 354 344 315 333

８歳 365 354 346 302 326 328 335 356 346 317

９歳 356 363 355 349 302 326 328 335 356 346

１０歳 348 354 358 353 346 299 323 325 332 353

１１歳 380 345 359 354 353 346 299 323 325 332

６～１１歳計 2,142 2,050 2,045 2,004 1,982 1,981 1,979 1,994 2,004 1,993

０～１１歳計 4,047 3,974 3,969 3,924 3,880 3,829 3,780 3,769 3,729 3,681

実績 　推　計

1,905 1,924 1,924 1,920 1,898
1,848

1,801 1,775
1,725

1,688

2,142

2,050 2,045
2,004 1,982 1,981 1,979 1,994 2,004 1,993

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

０～５歳

６～１１歳

推計
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２ 教育・保育施設の状況 

 

（１） 幼稚園・保育所の設置状況・利用状況 

 

町内には平成２６年３月現在私立３、公立１の幼稚園があります。定員数は私立

が合計 460 人、公立が 60 人で、平成 21 年以降変わっていません。 

幼稚園の設置状況 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

施設数 4 4 4 4 4 

 
（私立） 3 3 3 3 3 

 
（公立） 1 1 1 1 1 

定員 520人 520人 520人 520人 520人 

 
（私立） 460人 460人 460人 460人 460人 

 
（公立） 60人 60人 60人 60人 60人 

 

 

幼稚園の利用状況（入園者数） 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

定員数 520人 520人 520人 520人 520人 

 

3歳 75人 72人 87人 75人 85人 

4歳 182人 185人 183人 215人 246人 

5歳 200人 179人 187人 188人 217人 

利用状況合計 457人 436人 457人 478人 548人 

（各年度５月１日） 
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（２） 保育所の設置状況・利用状況 

 

町内には現在「船岡保育所」「槻木保育所」「西船迫保育所」の３つの公立保育所

があります。定員数は計４２０人で、平成 21 年以降変わっていません。 

 

保育所の設置状況 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

施設数 3 3 3 3 3 

 
（私立） 0 0 0 0 0 

 
（公立） 3 3 3 3 3 

定員 420人 420人 420人 420人 420人 

 
（私立） 0人 0人 0人 0人 0人 

 
（公立） 420人 420人 420人 420人 420人 

 

 

保育所の利用状況（入園者数） 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

定員数 420人 420人 420人 420人 420人 
 

0歳 27人 33人 29人 33人 28人 

1歳 47人 46人 56人 52人 47人 

2歳 51人 58人 55人 77人 61人 

3歳 78人 68人 74人 69人 84人 

4歳 85人 86人 90人 91人 92人 

5歳 103人 91人 97人 87人 95人 

利用状況合計 391人 382人 401人 409人 407人 

(各年度３月 31日） 
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（３） 幼稚園・保育所の利用人数推移 

 

幼稚園、保育所ともに、平成 23 年以降利用人数は増加しています。 

 

幼稚園・保育所の利用人数推移 

 

  

391 382 401 409 407

457 436 457 478 548

848 818
858 887

955

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

幼稚園

保育所

（人）
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

新制度の「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業の実施状況等は以下の

とおりです。 

 

● 地域子育て支援拠点事業 

親子が楽しく安心して楽しく遊べる場所として、平成 16 年より「柴田町子育て

支援センター（船迫こどもセンター内）」１か所を設置しています。 

 

実施か所数 １か所 

 

● 妊婦健康診査 

母子手帳交付者に妊婦健康診査助成券 14 回分を交付しています。 

これまでの利用者数と利用率 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用者数 305人 320人 294人 303人 302人 

利用率 93.0％ 99.7％ 95.8％ 100％ 100％ 

（人＝年間利用人数） 

 

● 乳児家庭全戸訪問事業 

乳児のいる家庭に保健師、助産師が訪問して保健指導を行っています。直近 3 年

の訪問率はほぼ 100％です。 

これまでの訪問者数と訪問率 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問者数 276人 302人 295人 294人 297人 

訪問率 91％ 94％ 100％ 99％ 100％ 
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● 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要と判断される家庭を訪問して保護者の育児、家事等の養育を

向上させるための支援を行っています。 

これまでの訪問家庭数 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問数 17件 15件 11件 13件 15件 

 

● ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

子育て支援センター（船迫こどもセンター）内に「ファミリー・サポート・セン

ター」を設置しています。平成 23 年度から実施しています。 

これまでの実績 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

依頼会員数 － － 24人 67人 96人 

提供会員数 － － 18人 39人 47人 

両方会員数 － － 2人 4人 6人 

契約件数 － － 46件 413件 633件 

 

● 一時預かり事業 

保育所その他の場所において子どもを不定期かつ一時的に預かる事業で、「船岡保

育所」「西船迫保育所」の 2 か所で行っています。 

これまでの実績 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施か所数 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

延べ利用件数 1,709件 1,741件 1,973件 1,482件 2,224件 

  



 

25 

● 延長保育事業 

平成２６年４月現在、町内４つの私立幼稚園が、通常の教育時間を超えた預かり

保育を行っています。 

 

実施か所数 4か所 

 

● 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）、槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内）、

船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内）、東船岡放課後児童クラブ（三名生児童館内）、

西住放課後児童クラブ（西住児童館内）の 5 か所で、低学年を対象に実施していま

す。 

これまでの実績 

 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施か所数 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所 

登録児童数 208人 230人 244人 211人 230人 
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４ ニーズ調査の結果概要 

本計画の策定にあたり、確保を図るべき教育・保育・子育て支援の「量の見込み」

を算出するため、教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の

利用希望」を把握すること、さらに今後の施策の方向性を定める参考とするため、

生活実態や要望・意見などを把握することを目的とした「子育てしやすい環境づく

りを進めるためのアンケート」（以下、ニーズ調査）を実施しました。就学前児童の

結果概要は以下のとおりです。 

 

（１） 保護者の就労状況 

 

父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 91.8％

と多数を占めています。 

母親の就労状況は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 42.4％で最も

多く、次いで「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 24.2％、

「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 22.0％

などとなっています。 

 

■父親の就労状況 

 

  

91.8

0.2

0.8

0.0

1.0

0.0

6.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

フルタイムで就労しており、育休・介

護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・

介護休業中である

パート・アルバイト等で就労してお

り、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労してお

り、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

無回答

n = 599 
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■母親の就労状況 

 

 

 

 

 

現在就労していない母親の就労希望は、「1年より先、一番下の子どもが( )歳になった

ころ（概ね就学前）に就労したい」が 40.0％で最も多く、「すぐにでも、もしくは 1 年

以内に就労したい」が 19.6％、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」

が 10.5％となっています。 

 

■現在就労していない母親の今後の就労希望 

 

  

24.2

6.3

22.0

0.7

42.4

3.5

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

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お

り、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労してお

り、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

無回答

n = 599 

10.5

40.0

19.6

29.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

無回答

n = 275 
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（２） 教育・保育事業の利用 

 

定期的な教育・保育事業の利用状況は、「利用している」が 59.4％、「利用していない」

が 39.9％となっています。 

 

■平日の定期的な教育・保育事業（幼稚園、保育所など）の利用状況 

 

  

59.4

39.9

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用している

利用していない

無回答

n = 599 
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定期的に利用している教育・保育事業は、「幼稚園」が 44.9％で最も多く、次いで「保

育所」が 42.7％、「幼稚園の預かり保育」が 5.1％などとなっています。 

 

■利用している教育・保育事業 

 

  

44.9

5.1

42.7

0.6

0.3

2.0

1.4

4.2

1.1

3.7

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

預かる事業のうち定期的な利用のみ）

保育所（認可保育所）（国が定める最低基準に適

合した施設で都道府県等の認可を受けた定員20人

以上のもの）

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持

つ施設）

家庭的保育（保育者の家庭等で5人以下の子ども

を保育する事業）

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではな

いが、自治体が認証・認定した施設）

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

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

無回答

n = 356 
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今後、定期的に利用したい教育・保育事業は、「幼稚園」が 54.8％で最も多く、「保育

所（認可保育所）」が 53.9％、「幼稚園の預かり保育」が 29.9％、「認定こども園」が

17.5％などとなっています。 

 

■今後、利用したい教育・保育事業 

 

  

54.8

29.9

53.9

17.5

7.3

2.0

5.5

6.2

1.7

7.2

1.0

0.5

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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

て預かる事業のうち定期的な利用のみ）

保育所（認可保育所）（国が定める最低基準に

適合した施設で都道府県等の認可を受けた定員
20人以上のもの）

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

した施設で市町村の認可を受けた定員概ね6～

19人のもの）

家庭的保育（保育者の家庭等で5人以下の子ど

もを保育する事業）

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所では

ないが、自治体が認証・認定した施設）

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

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）

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）

その他

無回答

n = 599 
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（３） 子どもが病気やケガのときの対応 

 

この1年間に子どもの病気やケガで事業を利用できなかったことが、「あった」が73.6％

と７割以上を占め、「なかった」は 20.8％となっています。 

 

■子どもが病気やケガで教育・保育事業を利用できなかった経験 

 

 

 

そのときの対処方法は、「母親が休んだ」が 62.6％で最も多く、「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」が 42.0％、「父親又は母親のうち就労していない方が子

どもをみた」が 30.9％などとなっています。 

■そのときの対処方法 

 

73.6

20.8

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

あった

なかった

無回答

n = 356 

20.2

62.6

42.0

30.9

0.4

0.0

0.4

0.4

3.1

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみても

らった

父親又は母親のうち就労していない方が子ども

をみた

病気・病後児の保育を利用した（注：町内では

実施していません）

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

n = 262 
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病児・病後児保育の利用については、「利用したいとは思わない」が 61.8％、「できれ

ば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 35.9％となっています。 

 

■病児・病後児保育の利用意向 

 

 

  

35.9

61.8

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

n = 170 
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（４） 不定期の教育・保育事業の利用 

 

不定期事業の利用について、「利用していない」が 81.6％で多数を占めます。 

 

■私用や親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業 

 

 

  

5.2

7.0

1.0

0.0

0.2

1.2

81.6

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

一時預かり（私用など理由を問わずに保育所な

どで一時的に子どもを保育する事業）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長し

て預かる事業のうち不定期に利用する場合の
み）

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）

夜間養護等事業：トワイライトステイ（児童養

護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事
業）

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

n = 599 
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今後、不定期事業の利用について、「利用する予定はない」が 48.7％、「利用したい」

が 43.7％となっています。 

利用する目的としては、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等」

が 71.8％で最も多く、「私用《買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等》、リ

フレッシュ目的」が 63.7％、「不定期の就労」が 25.6％となっています。 

 

■今後の不定期な事業の利用意向 

 

 

■事業を利用したい理由 

 

  

43.7

48.7

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

利用したい

利用する必要はない

無回答

n = 599 

63.7

71.8

25.6

4.2

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

私用｟買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等｠、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

n = 262 
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（５） 小学校就学後の放課後の過ごし方 

 

低学年では、「自宅」が 30.0％で最も多く、次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」

が 24.2％、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 17.0％などとな

っています。 

高学年では、「自宅」が 37.7％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」が 24.2％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が 17.9％などとな

っています。 

 

■低学年の時に放課後を過ごさせたい場所 

 

 

  

30.0

11.7

17.0

0.9

3.6

24.2

0.0

4.9

47.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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）

無回答

n = 223 
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■高学年の時に放課後を過ごさせたい場所 

 

  

37.7

12.1

24.2

0.9

4.5

17.9

0.0

4.9

44.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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）

無回答

n = 223 
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（６） 育児休暇の取得 

 

父親の育児休暇の取得状況は、「取得していない」が 84.3％、「取得した」が 7.0％とな

っています。 

 

■父親の育児休暇の取得状況につい 

 

 

 

 

母親の育児休暇の取得状況は、「働いていなかった」が 54.4％で最も多く、「取得した」

が 31.4％、「取得していない」が 11.9％となっています。 

 

■母親の育児休暇の取得状況について 

 

 

  

0.7

7.0

84.3

8.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

働いていなかった

取得した（取得中を含む）

取得していない

無回答

n = 599 

54.4

31.4

11.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

働いていなかった

取得した（取得中を含む）

取得していない

無回答

n = 599 
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（７） 家庭の子育て、地域の子育て環境 

 

未就学児の保護者に子育てをどのように感じているかをたずねたところ、「どちらかとい

うと、喜びや楽しみの方が大きい」が 57.6％で最も多く、「喜びや楽しみの方が大きい」

が 32.2％となりました。 

 

■子育てをどのように感じているか 

 

 

 

子どもの年齢別にみると、「0 歳」では「喜びや楽しみが大きい」が過半数で、「1歳」

以降では「どちらかというと、喜びや楽しみの方が大きい」が過半数と、比率が逆転す

る様子がうかがえます。2 歳以降では、負担を感じる率が少し高くなります。 

 

  

32.2

57.6

8.5

0.7

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

喜びや楽しみが大きい

どちらかというと、喜びや楽しみの方が大きい

どちらかというと、不安や負担の方が大きい

とても不安や負担を感じている

無回答

n = 599

合計 喜びや楽し
みが大きい

どちらかと
いうと、喜
びや楽しみ
の方が大
きい

どちらかと
いうと、不
安や負担
の方が大
きい

とても不安
や負担を
感じている

不明

599 193 345 51 4 6
100.0% 32.2% 57.6% 8.5% 0.7% 1.0%

44 27 17 0 0 0
100.0% 61.4% 38.6% 0.0% 0.0% 0.0%

65 20 40 5 0 0
100.0% 30.8% 61.5% 7.7% 0.0% 0.0%

86 30 47 9 0 0
100.0% 34.9% 54.7% 10.5% 0.0% 0.0%

83 21 51 9 0 2
100.0% 25.3% 61.4% 10.8% 0.0% 2.4%

97 28 56 10 2 1
100.0% 28.9% 57.7% 10.3% 2.1% 1.0%

114 36 68 8 0 2
100.0% 31.6% 59.6% 7.0% 0.0% 1.8%

105 30 63 10 1 1
100.0% 28.6% 60.0% 9.5% 1.0% 1.0%

4 1 3 0 0 0
100.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4歳

5歳

6歳

7歳以上

問24　子育てをどのように感じているか

全体

問2　子供の年
齢

0歳

1歳

2歳

3歳
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子育てについて気軽に相談できる人がいるかどうかをたずねたところ、「祖父母等の親

族」が 67.4％で最も多く、「近所の友人や知人」が 13.9％、「近所ではない友人や知人」

が 10.2％などとなりました。 

 

■子育てについて気軽に相談できる人 

 

 

 

 

居住地区別にみると、「柴田小学校区域」では、「近所の友人や知人」が比較的高くなっ

ています。 

   

  

67.4

13.9

10.2

1.8

0.0

0.0

0.3

1.5

3.8

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

祖父母等の親族

近所の友人や知人

近所ではない友人や知人

保育所の職員、幼稚園の教諭

かかりつけの医師

民生委員・児童委員

町の子育て相談窓口

その他

特にいない

無回答

n = 599

合計
祖父母等
の親族

近所の友
人や知人

近所では
ない友人
や知人

保育所の
職員、幼稚
園の教諭

かかりつけ
の医師

民生委員・
児童委員

町の子育
て相談窓
口

その他 特にいない 無回答

599 404 83 61 11 0 0 2 9 23 6

100.0% 67.4% 13.9% 10.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.3% 1.5% 3.8% 1.0%

171 116 24 21 1 0 0 2 2 3 2

100.0% 67.8% 14.0% 12.3% 0.6% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 1.8% 1.2%

170 115 19 15 6 0 0 0 3 10 2

100.0% 67.6% 11.2% 8.8% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 5.9% 1.2%

13 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0

100.0% 46.2% 38.5% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0%

117 83 16 11 0 0 0 0 3 3 1

100.0% 70.9% 13.7% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 2.6% 0.9%

27 21 4 1 1 0 0 0 0 0 0

100.0% 77.8% 14.8% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

93 57 15 10 3 0 0 0 1 6 1

100.0% 61.3% 16.1% 10.8% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 6.5% 1.1%

8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0

100.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

居
住
地
区
別

船岡小学校区域

槻木小学校区域

柴田小学校区域

船迫小学校区域

西住小学校区域

東船岡小学校区域

無回答

問25　子育てをする上で気軽に相談できる人はいるか

全体
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日常的に子どもをみてくれる親族・知人がいるかどうかたずねたところ、「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」が 50.6％で最も多く、「日常的に祖父

母等の親族にみてもらえる」が 34.7％などとなっています。また、「いずれもいない」

が 10.2％となっています。 

 

■日常的に子どもをみてくれる親族・知人 

 

 

 

居住地区別にみると、「柴田小学校区域」「西住小学校区域」では「日常的に祖父母等の

親族にみてもらえる」が比較的多くなっています。 

 

  

34.7

50.6

0.0

3.5

10.2

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

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

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子供をみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもない

無回答

n = 599

合計

日常的に
祖父母等
の親族に
みてもらえ
る

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

日常的に
子どもをみ
てもらえる
友人・知人
がいる

緊急時もし
くは用事の
際には子
供をみても
らえる友
人・知人が
いる

いずれもな
い

無回答

599 208 303 0 21 61 6

100.0% 34.7% 50.6% 0.0% 3.5% 10.2% 1.0%

171 55 84 0 5 24 3

100.0% 32.2% 49.1% 0.0% 2.9% 14.0% 1.8%

170 55 95 0 8 11 1

100.0% 32.4% 55.9% 0.0% 4.7% 6.5% 0.6%

13 7 6 0 0 0 0

100.0% 53.8% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

117 43 54 0 6 13 1

100.0% 36.8% 46.2% 0.0% 5.1% 11.1% 0.9%

27 15 10 0 0 2 0

100.0% 55.6% 37.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.0%

93 31 52 0 2 7 1

100.0% 33.3% 55.9% 0.0% 2.2% 7.5% 1.1%

8 2 2 0 0 4 0

100.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

居
住
地
区
別

船岡小学校区域

槻木小学校区域

柴田小学校区域

船迫小学校区域

西住小学校区域

東船岡小学校区域

無回答

問26　子どもをみてもらえる親族・知人の有無

全体
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町の子育て支援について特に期待することをたずねたところ、「保育所や幼稚園にかかる

費用を軽減してほしい」が 72.3％で最も多く、「安心して子どもが医療機関にかかれる

体制を整備してほしい」が 40.1％、「保育所を増やしてほしい」が 37.2％、「児童館な

ど、親子が安心して集まれる身近な場所、イベントの機会がほしい」が 28.4％などと

なりました。 

 

■町の子育て支援について特に期待すること 

 

  

28.4

19.2

37.2

25.7

72.3

20.9

40.1

18.0

8.7

4.2

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

児童館など、親子が安心して集まれる身近な場

所、イベントの機会がほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報が得られ

るセンターなどを作ってほしい

保育所を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる費用を軽減してほしい

地域の保育サービスを充実して欲しい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備

してほしい

育児休暇の取得促進など、企業に対して育児との

両立環境の改善を働きかけてほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答

n = 599
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５ 柴田町の子ども・子育て支援の課題 

親族・知人の協力の大きさと核家族化の進行 

近年の柴田町は、町外からの人口流入とも相まって世帯数が増加している一方、1

世帯あたり人員は減少を続けており、核家族化が少しずつ進んでいると言えます。 

ニーズ調査では、子育てについての相談先や、日常的に子どもをみてもらえる相

手として祖父母等の親族をあげている人が多く、これまでは親族・知人による支援

が大きな力になっていることがうかがえますが、今後はこの状況を続けることが困

難になることも考えられます。 

また、親族・知人の助けを受けられる度合いについて、町内の地区によって違い

がみられることは今後考慮すべき点であると思われます。 

 

子育て中の就労と乳児期を過ぎてからの不安感 

母親の就労状況では、以前は就労していたが、現在は就労していないが 42.4％で

一番多く、パート・アルバイトで就労している女性も 22.0％と多いことがわかりま

す。一方、母親の育児休暇の取得状況では、「働いていなかった」が 54.4％で最も

多く、次いで「取得した」が 31.4％となり、出産直後は育児しやすい状況にあると

も言えます。一方、子どもが 2 歳になる頃から、育児に不安を感じ始める人の存在

も認められました。これは、就労を続けるにあたっての子育ての不安感と言えるの

かもしれません。 

 

保育への潜在ニーズの存在 

平成 26 年 4 月 1 日現在の柴田町の待機児童数は 31 人となっています（宮城県

集計資料）。待機児童のほとんどが 0～2 歳児であり、家庭・地域の環境や女性の就

労状況などから考えると、育児休暇が明けた後、乳児期を過ぎた後の保育に対する

ニーズが多いと考えられます。 

 

今後、少子化の進行や環境の変化等により、家族だけでは子育てが難しい家庭が増える

一方で、都市化の進行などにより、地域コミュニティの弱体化や安心して遊べる場所が

少なくなるなど、地域の子育て力の低下が危惧されます。子育て支援については、量的

なサービス拡充もさることながら、子育て家庭や子どもと地域住民が関わる機会を増や

すなどして、地域資源を活用した子育て機能の充実が重要になると考えられます。  
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第３章 子ども・子育て支援の基本的な考え方 

 

１ 基本方針 

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の住民等

から、日々の子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難な状況となってい

ます。柴田町においても例外ではなく、子育て家庭に子育ての負担や不安、孤立感

をもたらしています。 

このような社会情勢の中で、子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一

人ひとりの子どもや保護者の幸せに直接つながり、社会全体で取り組むべき最重要

課題の一つです。 

柴田町では、子ども、子育て支援を質・量ともに充実させるために、家庭、学校、

地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての関係者が連携し、多様かつ

総合的な子育て支援を進めます。また、親自身が親として成長していく「親育ち」

のために、実際に子育てを経験する過程において周囲から様々な支援を提供してい

きます。 

そうした取り組みを継続して行い、家庭を築き、子どもを産み育てるという人々

の希望がかなえられるとともに、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を

目指します。 

 

    

  

核家族化の進展・地域のつながりの希薄化
祖父母や近隣の住民等から、
日々の子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難

子どもの健やかな育ちと子育てを支える

子育ての負担や不安、孤立感

社会的背景

子育て家庭の
状況

社会全体で
取り組むべき
重要課題

柴田町の
基本方針

子育て支援を
質・量ともに

充実

地域社会の
連携による

多様かつ総合的な
子育て支援

「親育ち」の
ための

周囲からの
支援
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２ 基本理念 

柴田町では、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ育成される社会の実

現を図るため、平成 22年３月に「柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」

を策定し計画の実現に取り組んできました。 

 

子育て家庭の支援は地域社会の重要な役割であると考えます。 

子育ては親や家庭が主体的に行っていくことが第一であるとの基本認識のもと、

子育てが喜びであり、楽しみであることを実感でき、一人ひとりの子どもが心身共

に健やかでたくましく育つことができる地域社会の実現に向けて、次世代育成支援

地域行動計画ではその基本理念を「みんなで育てよう きらりと光るしばたの子」と

しました。 

 

この理念にある、「みんなで育てよう」は、前述の「基本方針」における「家庭、

学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての関係者が連携し、多

様かつ総合的な子育て支援を進める」にも合致しており、町は、社会の様々な構成

員との協働により、行政が行うべき支援に力を尽くすという決意の表れでもありま

す。 

 

同時にこの理念は、子ども・子育て支援法の趣旨である「一人ひとりが個性ある

存在として認められ、自己肯定感を持って育まれることが可能となる環境を社会全

体で整備する」「地域や社会が保護者に寄り添いながら、親としての成長を支援する」

と合致するものでもあります。 

以上により、本計画においても、これからも変えることのない大切な姿勢として

次世代育成の理念を継承していくこととします。 

 

 

  

基本理念

みんなで育てよう
きらりと光るしばたの子
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第４章 教育・保育提供区域の設定 

 

１ 教育・保育提供区域の定義 

教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法にかかる教育・保育事業を提供す

る基礎となる市町村内の区域（子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項）で、保護者

や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を基本に、地理的条件、人口、

交通事情などの社会的条件、教育・保育の整備状況などを総合的に勘案した上で、

市町村が独自に設定します。 

柴田町においても、サービスを計画的に提供するための基礎的な範囲として設定

します。なお、運用にあたり、次の事項が定められています。 

 

1 教育・保育提供区域は、教育・保育事業に共通の区域設定が基本。 

ただし、施設状況や利用実態に応じて、「子どもの認定区分ごとの設定」「地域子ども・子育
て支援事業ごと（13事業のうち、11事業）の設定」も可能。 
 

2 教育・保育提供区域は、教育・保育事業を認可する際の需給調整の判断基準となる。 

各提供区域の中で供給が不足する区域がある場合、その区域内に認可基準を満たす申請
があれば、原則、認可しなければならない（※）。 

 

※①社会福祉法人、学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基

礎、社会的信望、社会福祉事業の知識や経験に関する要件を満たすことを求める。②その上で、欠格

事由に該当する場合や、供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。 
 

3 施設や事業の利用は、提供区域内での利用が原則。ただし、区域外の施設・事業の利
用も可能。 

  

需要（量の見込み） 供給（確保の状況）＞ 需要（量の見込み） 供給（確保の状況）＜

需要

供給 需要

供給

原則認可・認定

（適格性・認可基準を満たす申請者である場合）

認可・認定を
行わないことができる

（＝需給調整）

認可・認定
申請

認可・認定
申請
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２ 教育・保育提供区域の設定 

柴田町では、認定区分（1 号、2 号、3 号）ごとの教育・保育提供区域と、地域

子ども・子育て支援事業（区域設定の必要な 11 事業）の提供区域を、次のとおり

設定します。 

 

■教育･保育の提供区域 

事業区分（子どもの認定区分） 区域設定 考え方 

１号認定 

（３歳以上・教育のみ） 

1区域 

（町内全域） 

現在の施設配置や利用実態から、細
かい区域に分けず、町内全域で提供
の調整を行うことが現実的と考えられ
る。 

２号認定 

（３歳以上・保育あり） 

1区域 

（町内全域） 

１号認定と同等の考え方により町内全
域で対応する。 

３号認定 

（０～２歳・保育あり） 

1区域 

（町内全域） 

１号認定と同等の考え方により町内全
域で対応する。 

 

■地域子ども・子育て支援事業（法定事業）の提供区域 

地域子ども・子育て支援事業 区域設定 考え方 

①利用者支援に関する事業
（新） 

１区域 

（町内全域） 

相談支援、情報提供という事業特性か
ら、町内全域で対応する。 

②地域子育て支援拠点事業 
１区域 

（町内全域） 

現状の拠点配置状況及び利用には地
域の制約もないことから町内全域で対
応する。 

③妊婦健康診査 
１区域 

（町内全域） 

健診は各所の医療機関で受診可能で
あり、区域を設定して行う事業ではない
ため町内全域で対応する。 

④乳児家庭全戸訪問 
１区域 

（町内全域） 

訪問型の事業であり区域設定の必要
がないため町内全域で対応する。 
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地域子ども・子育て支援事業 区域設定 考え方 

⑤養育支援訪問事業 
１区域 

（町内全域） 

児童相談所、保健所、医療機関ほか庁
内各部署の全町的な連携が必要であ
ることから、町内全域で対応する。 

⑥子育て短期支援事業 
１区域 

（町内全域） 

一時的・不定期の保育サービスを提供
する事業であり、区域を特定しての提
供にあたらないことから町内全域で対
応する。 

⑦ファミリー・サポート・センター
事業 

（子育て援助活動支援事業） 

１区域 

（町内全域） 

会員の募集も、希望・提供の調整も全
町レベルで行うことから町内全域で対
応する。 

⑧一時預かり事業 
１区域 

（町内全域） 

一時的・不定期の保育サービスを提供
する事業であり、区域を特定しての提
供にあたらないことから町内全域で対
応する。 

⑨延長保育事業 
１区域 

（町内全域） 

通常の保育時間を超えて保育を行う事
業であり、保育事業と切り離せない事
業であるため保育の提供区域と同じ１
区域で対応する。 

⑩病児保育事業 
１区域 

（町内全域） 

一時的・不定期の保育サービスを提供
する事業であり、区域を特定しての提
供にあたらないことから町内全域で対
応する。 

⑪放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

１区域 

（町内全域） 

６小学校区のうち実施のない地区もあ
り、今後は利用の便も考慮しながら全
町レベルで供給整備を行う必要性があ
ることから、町内全域で対応する。 

 

■提供区域設定を行わない事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を
行う事業(新） 

－ 
区域ごとに対応する事業ではないた
め、設定はない。 

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
（新） 

－ 
区域ごとに対応する事業ではないた
め、設定はない。 
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第５章 教育・保育施設の需要量及び確保の方策 

 

１ 「量の見込み」と「確保方策」について 

教育・保育の提供については計画期間中の各年度に利用希望が発生すると想定し

た量（量の見込み）に対して提供する町の計画数（確保方策）を表として示してい

ます。 

 

教育・保育の「量の見込み」算出方法 

 

国の示した作業の手引きに沿って算出しました。 

算出方法の概要は以下のとおりです。 

 

    就学前児童数推計（人） ×  潜在家庭類型の算出（％） ×  利用意向率の算出（％）  

 

○就学前児童数の推計 

計画期間中の就学前児童数を過去の実績値を基に推計。 

 

○「潜在家庭類型」を分類・算出 

ニーズ調査をもとに、父母の配偶者の有無及び就労状況により分類した「現在の

家庭類型」に、母親の将来の就労意向等を反映し、「潜在家庭類型」の分類ごとの

構成割合を算出。 

 

○各家庭の教育・保育施設や地域型保育事業の利用意向率を算出 

ニーズ調査の回答をもとに施設や事業の利用意向割合（率）を算出。 
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○「家庭類型別児童数」の算出 

「就学前児童数（推計）」×「潜在家庭類型割合（％）」＝「家庭類型別児童数（人）」 

 

○「量の見込み」の算出  

「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向率（％）」＝「量の見込み（人）」 

 

 

地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」算出方法 

地域子ども・子育て支援事業については、事業ごとに、算定の対象とする子ども

の年齢、家庭類型などが異なりますが、基本的には上記と同様の考え方で算出方法

が示されています。ただし、ニーズ調査では見込みが算出されない事業もあり、そ

の場合は町で独自の推計を行っています。 

 

 

市町村ごとの検討 

「教育・保育」「地域子ども・子育て支援事業」のいずれも、計画策定にあたって

は地域の実態等も鑑み市町村ごとに見込み量の設定を検討していくこととされてい

ます。 
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２ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策 

計画期間中に利用希望が発生すると想定した数「幼児期の学校教育・保育の量の

見込み」と、その見込みに対して教育・保育施設、地域型保育事業等により町が計

画する供給数「確保方策」、及び実施時期を次の通り定めます。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査による算定値を基本としています。３号認定１-２歳についてはニーズ調査結果と利

用実績の差分の約５０％を提供すべき潜在ニーズとして算定、０歳についてはニーズ調査結果

と利用実績の差分５０％、及び同調査での母親の育児休業取得率を控除して算定しました。 

 
 

平成 27年度 

認定区分 

1号認定 2号認定 3号認定 

3-5歳 

教育のみ 

3-5歳 

教育希望 

3-5歳 

保育あり 

1-2歳 

保育あり 

0歳 

保育あり 

利用希望が 

発生すると想定した数 
（①量の見込み･需要量） 

374人 

（546人） 

212人 56人 
140人 406人 

町の計画する

供給数 
（②確保方策） 

特定教育・

保育施設 
0人 307人 120人 30人 

確認を受け

ない幼稚園 
580人    

特定 

地域型保育 
  0人 24人 10人 

③認可外保育施設   0人 12人 5人 

需給の過不足 （②＋③）－① 66人 ▲99人 ▲56人 ▲11人 
※2号認定の教育希望は幼稚園を利用し、実際上の不足は生じない。各年度同。 

 

 

 

なお、計画各年度における満３歳未満の子どもの想定保育利用率※は以下のとおりです。 

 
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 

推計児童数 
（０～２歳） 

881人 860人 840人 821人 805人 

保育利用率 20.9％ 24.2％ 25.4％ 28.3％ 28.8％ 

※国の基本指針では、３号認定の「保育利用率」の目標値を設定することとされています。保育利用率は「②確保方策（３
号認定）÷推計人口（０～２歳）」により算出した数値としています。 
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平成 28年度 

認定区分 

1号認定 2号認定 3号認定 

3-5歳 

教育のみ 

3-5歳 

教育希望 

3-5歳 

保育あり 

1-2歳 

保育あり 

0歳 

保育あり 

利用希望が 

発生すると想定した数 
（①量の見込み･需要量） 

364人 

（531人） 

207人 55人 
136人 395人 

町の計画する

供給数 
（②確保方策） 

特定教育・

保育施設 
60人 307人 120人 30人 

確認を受け

ない幼稚園 
520人    

特定 

地域型保育 
  0人 39人 19人 

③認可外保育施設   0人 10人 2人 

需給の過不足 （②＋③）－① 80人 ▲88人 ▲38人 ▲4人 
 

 

平成 29年度 

認定区分 

1号認定 2号認定 3号認定 

3-5歳 

教育のみ 

3-5歳 

教育希望 

3-5歳 

保育あり 

1-2歳 

保育あり 

0歳 

保育あり 

利用希望が 

発生すると想定した数 
（①量の見込み･需要量） 

362人 
（527人） 

202人 53人 
135人 392人 

町の計画する

供給数 
（②確保方策） 

特定教育・

保育施設 
60人 307人 120人 30人 

確認を受け

ない幼稚園 
520人    

特定 

地域型保育 
  0人 44人 19人 

③認可外保育施設   0人 10人 2人 

需給の過不足 （②＋③）－① 83人 ▲85人 ▲28人 ▲2人 
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平成 30年度 

認定区分 

1号認定 2号認定 3号認定 

3-5歳 

教育のみ 

3-5歳 

教育希望 

3-5歳 

保育あり 

1-2歳 

保育あり 

0歳 

保育あり 

利用希望が 

発生すると想定した数 

（①量の見込み･需要量） 
350人 

（510人） 
193人 51人 

131人 379人 

町の計画する

供給数 
（②確保方策） 

特定教育・

保育施設 
60人 307人 120人 30人 

確認を受け

ない幼稚園 
520人    

特定 

地域型保育 
  0人 63人 19人 

③認可外保育施設   0人 10人 2人 

需給の過不足 （②＋③）－① 99人 ▲72人 0人 0人 
 

 

平成 31年度 

認定区分 

1号認定 2号認定 3号認定 

3-5歳 

教育のみ 

3-5歳 

教育希望 

3-5歳 

保育あり 

1-2歳 

保育あり 

0歳 

保育あり 

利用希望が 

発生すると想定した数 
（①量の見込み･需要量） 

342人 
（499人） 

193人 51人 
128人 371人 

町の計画する

供給数 

（②確保方策） 

特定教育・

保育施設 
60人 307人 120人 30人 

確認を受け

ない幼稚園 
520人    

特定 

地域型保育 
  0人 63人 19人 

③認可外保育施設   0人 10人 2人 

需給の過不足 （②＋③）－① 110人 ▲64人 0人 0人 

 

【課題・実施の方針】 

町内には認定こども園がなく、幼稚園、保育所の計画期間中の移行も現在予定がありません。 

教育施設を利用する子どもの保育ニーズは幼稚園での一時預かりでの対応となります。 

・平成２８年度に、公立幼稚園の「特定教育・保育施設」移行を見込みます。 

・３号認定（１-２歳、０歳の保育あり） 

平成２７年度から、現在柴田町で実施している認可外保育施設から１か所、家庭的保育事業か

ら２か所の、「特定地域型保育」移行を見込みます。 

・平成２８年度、３０年度に小規模保育事業者の参入を見込みます。併せて家庭的保育事業者

の参入も視野に入れて進めます。 
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３ 教育・保育の一体的提供推進 

ニーズ調査による教育・保育の需要量の見込み算定では、保育が必要とされる 2

号認定において幼児期の教育を希望する層の存在が認められました。 

 

保護者の子育てに関するニーズは多様化してきています。 

幼稚園は「集団生活のなかで充実した就学前教育を受けさせたい」場合につかう

もの、保育所は「働いている間子どもを預かってほしい」場合につかうものといっ

た利用意向の別はなくなりつつあり、「幼児教育」と「子育て支援」の役割をそれぞ

れ担ってきた「幼稚園」と「保育所」に対して、両方のニーズに応えてほしいとい

う保護者からの要望が強くなってきていると思われます。 

今回の新制度では、幼稚園と保育所に加えて、双方の特性をあわせ持つ「認定こ

ども園」の普及が促されていますが、それは待機児童の解消策というだけでなく、

保護者ニーズの多様化に対応する側面もあると捉えられます。 

 

柴田町においては、現在のところ既存施設の「認定こども園」移行の予定はあり

ませんが、上記のようなニーズの高まりを見ながら、認定こども園の普及について

は適宜対応を検討する必要があると考えます。 

ただし、私立の幼稚園においては、運営者の事業に対する考え方（建学の精神な

ど）や、教育・保育に対する方針があり、それに対する保護者の共感が利用につな

がっていることを考慮すると、一律的な認定こども園への移行を促進することは適

当でないとも考えられることから、認定こども園への移行については、それぞれの

施設・運営事業者の意向を尊重することとします。 

 

教育・保育の一体的な提供の推進は、単に幼稚園・保育所の施設的な統合ではな

く、子どもが健やかに育成されるような教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と

施設整備（ハード的整備）を一体的に捉えた環境整備が重要であり、今後、その観

点も踏まえて検討をすすめていくこととします。 

 

  



第６章 地域子ども・子育て支援事業 

54 

第６章 地域子ども・子育て支援事業 

国の基本指針等に沿って、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量

の見込み」（利用希望などの想定数）を定めます。設定した「見込み量」に対応する

よう、地域子ども・子育て支援事業等によるサービス供給（確保の方策）及び実施

時期を以下の通り定めます。 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業の提供 

 

① 利用者支援事業 

 

子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、子育てや教育・保育の利用に必要

な情報の提供、助言などを含めた支援を行う事業です。新制度による新規事業です。 

 

 

 
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 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

 

【課題・実施の方針】 

事業実施にあたっては「利用者支援」と「地域連携」を共に実施する基本形か、主として行政機

関の窓口等を活用した「利用者支援」の特定型のいずれかで行うとされています。 

子育て支援センターでの実施とし、専門的な知識と豊富な経験を持ち、町の各種事業内容に精

通した専門職員（保育士）を配置して様々な方向からの子育て情報を提供し、子育て中の保護

者が、子育ての問題や悩み解決の糸口を見いだせるように支援します。 
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② 地域子育て支援拠点事業 

 

公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親

子の交流や育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査の算定結果を基に、事業の主な対象と考えられる０-２歳児の人口推計及び利用希

望率、利用希望回数を勘案して見込みました。 

 

 

 
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 

利用希望の 

想定数 

（量の見込み） 

15,624人 14,901人 14,554人 14,225人 13,948人 

町の計画数 

（確保方策） 
15,624人 14,901人 14,554人 14,225人 13,948人 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

ニーズ調査の結果から、育児やしつけの仕方がわからない、子どもの発育・発達・健康・教育に

ついて心配、仕事が十分にできない、経済的な負担が大きい等、不安感や負担感を持ちながら

子育てしている保護者が多く見られます。さらには就学前児童保護者の１３．０％、小学校児童

保護者の８．７％が、子育ての仲間がいないと回答しています。 

子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として、子育て支援ネットワークや子育て支援活

動を行う団体等と連携しながら、子育て支援に関する情報の収集と提供に努め、家庭や地域に

おける子育て機能の低下、子育て保護者の孤独感や不安感の緩和に努めます。 
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③ 妊婦健康診査 

 

妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。妊婦の健康の保持及び増進を

図るため、健康状態の把握、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必

要に応じた各種検査を実施します。 

 

 

【需要量の見込み】 

子どもが生まれる前の年度から妊婦健診の受診が始まるため、児童人口の推計による０歳児

人口がその前の年度の妊婦健診の数になると想定して見込みました。 

 

 

 
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 

利用対象の 

想定数 

（量の見込み） 
271人 265人 259人 255人 248人 

町の計画数 

（確保方策） 
271人 265人 259人 255人 248人 

実施体制 

実施場所：県内産婦人科医療機関 

実施内容：対象者全員、１４回分助成券 

       多胎児は児の人数×１４回分 

検査項目：診察、血液検査、超音波検査等 

実施時期：妊娠初期から３９週まで 
（年間） 

 

 

【課題・実施の方針】 

妊娠中の健康を保持し、安心して出産に臨み、子どもを産み育てるために、妊娠週数に合わせ

て、妊婦健康診査を実施します。 

母子手帳交付時に妊婦健康診査助成券、１４回分を交付します。 
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④ 乳児家庭全戸訪問事業 

 

子育てについての情報提供や養育環境の把握、相談・助言等の援助を行う等の目

的で、生後 4 か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する事業です。 

 

 

【需要量の見込み】 

人口推計で、各年度で生まれる人口（０歳児人口）を対象に実施するものとして見込みました。 

 

 

 
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 

訪問対象の 

想定数 

（量の見込み） 
278人 271人 265人 259人 255人 

町の計画数 

（確保方策） 
278人 271人 265人 259人 255人 

実施体制 保健師９名 

（年間） 

 

 

【課題・実施の方針】 

赤ちゃんが生まれた家庭を訪問して、保健師が保健指導を行います。 

出生児全員を対象に実施して、乳児の健康状態や養育環境等について把握し、子育てについ

ての情報提供や相談・助言等を行うことによりきめ細やかな相談体制を整備します。 
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⑤ 養育支援訪問事業 

 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上

させるための支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う事業です。 

 

 

【需要量の見込み】 

事業内容から、事前に需要量を見込むことは現実的ではありませんが、町内の事業実績（過去

５年の対象児童数０-18歳人口に対する利用者数→発生率平均 0.2％）を使用し、今後の人口

推計を乗じて見込みました。 

 

 

 
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 

需要発生の 

想定数 

（量の見込み） 
13人 13人 12人 12 人 12 人 

町の計画数 

（確保方策） 
13人 13人 12人 12 人 12 人 

実施体制 

実施内容：町保健師による訪問、面接等 

実施期間：必要と思われる期間 

実施場所：保健センター等 

（年間） 

 

 

【課題・実施の方針】 

乳児家庭全戸訪問事業で把握した「養育が必要と認められる児童や保護者」について、関係機

関がその子どもと家庭に関する情報や考え方を共有したうえで相談を受け、適切な連携のもと

で指導して支援を行います。 

保健師が訪問して実施します。 
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⑥ 子育て短期支援事業 

 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困

難となった場合等に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴う養育・保護を行う事業

です。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査では数値が算定されず、現在実施がないことから実績による見込み算定も困難で

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 

需要発生の 

想定数 

（量の見込み） 
0人 0人 0人 0人 0人 

町の計画数 

（確保方策） 
0人 0人 0人 0人 0人 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

ニーズ調査の利用意向を基に算定する国の算定方式では需要の見込みが「０」となり、実際に

同調査で「子どもを泊まりがけで預けたことがあった 27.0％」のうち 90.7％は「親族・知人にみて

もらった」となっています。事業利用の意向はさほど多くないことが伺えます。また、対処方法と

して、「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」は０％、「仕方なく子どもを同行させた 13.6％」が

見られるものの少数でした。 

現在は事業を実施していませんが、今後はニーズ量の推移を見極め、実施を検討します。 
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⑦ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）：就学児対象 

 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。 

ここでは、ファミリー・サポート・センター事業のうち、就学児を対象とする預

かり等について取り扱っています。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査では数値が「０」となりましたが、平成 23年度より実施されており、利用実績もあるこ

とから、過去の利用実績を基に見込みました。 

低学年は直近（平成 25年度）の実績 355人を基に、低学年の推計人口×３％の利用率×12か

月分。 

高学年は直近（平成25年度）の実績が1人であったことから、12か月間同数が発生する可能性

も想定して見込みました。 

 

 

 
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 

低学年の利用 

希望の想定数 

（量の見込み） 
363人 374 人 385人 397 人 409 人 

高学年の利用 

希望の想定数 

（量の見込み） 
12人 12人 12人 12 人 12 人 

（上記合計） 375人 386 人 397人 409 人 421 人 

子育て援助活

動支援事業に

よる町の計画数 

（確保方策） 

375人 386 人 397人 409 人 421 人 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

柴田町では平成 23年９月にファミリー・サポート・センターを設立して事業を実施しています。 

保育所や幼稚園の送迎、保育所・幼稚園・学校等の開始前や終了後の託児、保護者の用事の

ときの託児等、子育ての援助を受けたい人（利用会員）の登録と利用件数は年々増加していま

すが、子育ての援助を行いたい人（提供会員）の登録件数はなかなか増加してきません。 

広報等による事業内容の周知や、子育てサポーターの育成に努めるなどして提供会員の増加

を図り、利用会員に対する恒常的なサービス提供ができる体制を構築します。 
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⑧ 一時預かり事業 

 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった

乳児又は幼児について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業

です。 

 

幼稚園預かり保育 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査による算定では 1号認定が 1,600人前後で推移しました。一方、利用実績（1号認定

にあたるもの）は平成 21-25年度に 608、636、782、1,082、1,531人で利用量が伸びる傾向にあ

るため、ニーズ調査結果を需要量の見込みとしてそのまま採用しています。 

２号認定にあたる量の見込みについては、過去の利用実績の最大値にて見込みました。 

 

 

 
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 

利用希望の 

想定数 

（量の見込み） 

（1号認定） 

1,718人 1,672 人 1,661 人 1,606 人 1,569 人 

利用希望の想

定数 

（量の見込み） 

（2号認定） 

18人 18人 18人 18 人 18 人 

一時預かり事業

（在園児対象

型）による町の

計画数 

（確保方策） 

1,736人 1,690 人 1,679 人 1,624 人 1,587 人 

実施か所数 4か所 4か所 4か所 4 か所 4か所 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

保護者の就労形態や、家庭の一時的な事情により、預かり保育が必要な入園児童について、

町内４か所の私立幼稚園全てで実施しています。 

今後も同体制で実施する方向です。 

  



第６章 地域子ども・子育て支援事業 

62 

幼稚園預かり以外 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査の算定結果を参考とし、過去５年間の保育所での一時預かり利用者数、乳幼児一

時預かり利用者数、過去３年間のファミリー・サポート・センターでの対応実績も勘案して見込み

ました。 

 

 

 
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 

利用希望の 

想定数 

（量の見込み） 

3,409人 3,322 人 3,269 人 3,179 人 3,110 人 

一時預かり事業 

(在園児対象型

以外)による 

町の計画数 

（確保方策） 

5,760人 5,760 人 5,760 人 5,760 人 5,760 人 

子育て援助活

動支援事業（フ

ァミリー・サポー

ト・センター）に

よる町の計画数

（確保方策） 

277人 270 人 266人 259 人 253 人 

確保方策 

（合計） 
6,037人 6,030 人 6,026 人 6,019 人 6,013 人 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

保護者の就労形態や家庭の事情により、一時的に子育てが困難になる場合や、育児疲れによ

り保護者のリフレッシュが必要な場合等に、現在２か所の保育所で一時預かりを実施していま

す。 

平成 27年度からは３か所に実施施設を増やして実施し、多様化する保育ニーズに対応してい

きます。 

併せてファミリー・サポート・センターによる対応も従来どおり継続します。 
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⑨ 延長保育事業 

 

保育所利用者を対象に、通常の保育時間以降に保育を希望する場合に提供する事

業です。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査の算定結果は、町内の延長（時間外）保育の利用実績（平成 22-25年度、422人、

420人、1,030人、1,196人）を下回りました。実際の利用が増加の傾向にあることから、直近の

利用実績を基に見込みました。 

なお、推計では児童人口は減少傾向にありますが、利用実績の伸びを勘案し計画年度中の見

込み量は減少させません。 

 

 

 
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 

需要発生の 

想定数 

（量の見込み） 

1,375人 1,380 人 1,400 人 1,401 人 1,411 人 

町の計画数 

（確保方策） 
1,375人 1,380 人 1,400 人 1,401 人 1,411 人 

実施か所数 3か所 3か所 3か所 3 か所 3か所 

（年間） 

 

 

【課題・実施の方針】 

入所児童保護者の就労状況に合わせ、通常の保育時間の延長を行っています。 

現在は、３か所の保育所で月曜日から金曜日の午後６時から午後７時まで実施しており、今後

も継続して実施します。 
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⑩ 病児保育事業 

 

病児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを医療機関

や保育所の付設の専用スペースなどで一時的に預かる事業です。 

 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査の算定結果を参考値としましたが、現在実施していないことから利用実績等による

見込み算定の検証も困難でした。 

どうしても家族や親族等での対応が困難な場合の対応につき今後考慮していく方向で、ニーズ

調査での「病児保育利用（町外）の希望 0.4％」「仕方なく子どもだけで留守番させて対応した

0.4％」等の率を勘案して見込みました。  

 

 

 
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 

需要発生の 

想定数 

（量の見込み） 
8人 8人 8人 8人 8人 

病児保育事業

による 

町の計画数 

（確保方策） 

0人 0人 0人 0人 8人 

子育て援助活

動支援事業（病

児・緊急対応強

化事業）による 

町の計画数 

（確保方策） 

0人 0人 0人 0人 0人 

（年延べ） 

 

 

【課題・実施の方針】 

現在は実施していませんが、潜在的ニーズの存在は考えられるため、今後はニーズの推移を

見極め、実施を検討します。 
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⑪ 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

 

保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な育成を受けら

れない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全育成を図る事業です。 

 

【需要量の見込み】 

ニーズ調査による算定値を基本としています。 

 

 

 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 

利用希望の

想定数 

（量の見込み） 

低学年 321人 337 人 331 人 324 人 314人 

高学年 25人 24 人 25人 26 人 26人 

町の計画数 

（確保方策） 

低学年 310人 310 人 310 人 315 人 315人 

高学年 5人 5 人 5人 26 人 26人 

実施か所数 5か所 5 か所 5か所 5 か所 5か所 

(年間登録人数） 
 

 

放課後子ども 

総合プラン 

福祉部局（子ども家庭課）と教育委員会が連携を深め、放課後児童ク

ラブと、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動を

行う放課後子供教室を連携して実施できるよう整備を進めます。 

 

 

【課題・実施の方針】 

児童館や小学校の余裕教室を利用して、船岡、槻木、船迫、東船岡、西住の５か所で開設して

います。利用時間は、平日は授業終了後から午後６時まで、土曜日は午前９時から正午まで、

長期休業日等は午前９時から午後６時までです。土曜日や長期休業日の午前８時から午前９時

まで、平日の午後６時から午後７時まで、土曜日の正午から午後６時までを延長保育時間として

設定し、別料金を付加して実施しています。 

現在は小学３年生までを対象児童にしていますが、一部の児童クラブでは定員を超える申し込

みがあり、小学６年生までを対象児童とする平成27年度以降は、利用教室の整備が急務となっ

ています。 

また、町内６小学校のうち、柴田小学校地区に児童クラブが未設置であることから、平成 26年

に国より示された「放課後子ども総合プラン」に沿い、全ての小学校区に児童クラブを設置する

ことを目標として今後検討します。 

なお、放課後子供教室についても、教育委員会と連携しながら学校の余裕教室等を活用した実

施に向けて検討していきます。  
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

新制度による、平成 27 年度からの新規事業です。世帯の所得の状況等に勘案し

て物品購入に要する費用等の全部又は一部を助成する事業です。 

 

【実施の方針】 

幼稚園や保育所の保育料は、国が定める公定価格を基に各市町村が条例により利用者負担

額を設定することとなっています。ただし、施設によっては、実費徴収などの上乗せ徴収を行う

場合があると想定されます。 

本事業は、教育・保育施設が上乗せ徴収を行う際、実費負担の部分について低所得者の負担

軽減を図るため、公費による補助を行うものです。 

柴田町においては、国の財源確保が確定する時期を待って事業実施を検討します。 

 

 

 

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 

 

新制度による、平成 27 年度からの新規事業です。特定教育・保育施設等への民

間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定

教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です 

 

【実施の方針】 

保育の実施体制の拡充は本町の課題の一つでもありますが、町内への民間事業者の新規参

入には事業継続の観点から難しい面もあると思われます。 

一方、不定期・一時的・小規模な保育サービスについては、ニーズも認められ、町としても多様

な事業者の参入を望みたいところです。 

特定地域型保育事業にあたる「家庭的保育事業（保育ママ）」「居宅訪問型保育事業（ベビーシ

ッター）」等は、大規模な施設の設置を伴わないことから、新規参入や新規事業の立ち上げの可

能性を町としても探っていく方向です。 

新規事業者が円滑に事業を実施できるよう、実地支援、相談・助言、他の保育事業等の連携施

設あっせん等も検討します。 

多様な主体の参入にあたっては質的な担保も重要であり、ガイドラインの作成や第三者評価、

保護者による評価など、サービスの質的向上を図る対応も準備する必要があると考えます。 

併せて、地域の、保育士の有資格者、育児経験者や NPO等への働きかけや、事業開始にかか

る情報提供等を行うなどが考えられます。 
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第７章 次世代育成支援に関する施策 

 

本計画では、次世代育成支援対策推進法の趣旨に則り、平成 26 年度末で計画期

間が終了する「柴田町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」の事業内容を評価・

検証し継承します。これにより、本計画を本町の子ども・子育て施策を総合的に実

施していくための計画とします。 

事業の概要及び実施の方針は以下のとおりです。 
※項番等は次世代育成支援地域行動計画（後期計画）での掲載に準じています。 

 

１ 子育てを応援する子育てサービスの充実したまち 

 

（１） 保育体制の整備 

通常保育事業 1-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の仕事や病気などに

より、家庭において児童を保

育できないと認められる場合

に、保護者に代わり保育を行

うために保育所を運営してい

ます。また保育サービス充実

のため、乳児保育・障害児保

育を３保育所で実施していま

す。 

平成 26年度入所定員 

・船岡保育所（160人） 

・槻木保育所（130人） 

・西船迫保育所（130人） 

■課題：保育所増築等による定員増が困難となって

いる。今後、保育所の１人当たりの面積基準等を勘

案し、定員の変更を検討する。 

■教育・保育の量的拡大・確保にて実施 

子ども家庭課 

延長保育事業 1-1-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の就労形態の多様化

に対応するために、通常の

開所時間を超えて保育を行

っています。 

平成 25年度実績 

（月平均利用人数） 

 船岡：43人 槻木：33人 西船迫：24人 

■⑨延長保育事業にて実施 

子ども家庭課 
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（２） 多様な保育サービスの提供 

特定保育事業 1-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の就労、職業訓練、

就学等により、週２、３日程

度家庭保育が困難となる未

就学児童に対して保育を行

っています。 

平成 25年度実績 

・利用件数 船岡：160件 西船迫：124件 

・利用延べ人数 船岡：862人 西船迫：848 人 

■課題：槻木地区で事業が実施されていない。 

平成 26年度に保育室増設して、平成 27年度から実

施予定。 

■⑧一時預かり事業にて実施 

子ども家庭課 

一時預かり事業 1-2-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の傷病、災害、事故、

出産、看護、介護、冠婚葬祭

等により、緊急一時的に家

庭保育が困難となる場合や

育児疲れのリフレッシュのた

め、未就学児童に対して保

育を行っています。 

・利用件数 船岡：149件 西船迫： 132件 

・利用延べ人数 船岡：279人 西船迫：235 人 

■課題：槻木地区で事業が実施されていない。 

平成 26年度に保育室増設して、平成 27年度から実

施予定。 

■⑧一時預かり事業にて実施 

子ども家庭課 

ファミリー・サポート・センター事業 1-2-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育ての援助を受けたい方

と援助を行いたい方が共に

会員となり、有償で子育て家

庭を応援する仕組みです。

計画期間内の設立を目指し

ます。 

平成 23 年９月に設立。事務局を子育て支援センタ

ー（船迫児童館内）に設置。 

提供会員47人、依頼会員96人、両方会員６人（H25

年度）合計 149人 

・援助活動件数 633件 

■課題：協力会員の増を図る必要がある。 

■⑦ファミリー・サポート・センター事業にて実施 

子ども家庭課 

家庭的保育事業 1-2-4 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

日中、家庭での保育が困難

な就学前児童を保護者に代

わって、保育者の居宅等で

保育します。 

平成 25 年度は宮城県主催の家庭的保育者の養成

研修への参加者を募集したが、参加者がなかった。 

■課題：担い手の確保が課題となっている。 

■教育・保育の量的拡大・確保にて実施 

子ども家庭課 
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（３） 子育て相談体制の充実 

子育て支援センターの運営 1-3-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

在宅乳幼児とその保護者

を対象に、ふれあい遊びや

保育所・幼稚園児との交

流、育児相談などを通じ

て、子育て支援を行ってい

ます。子育て支援拠点とし

ての機能強化と子育て中

の保護者の様々な相談ニ

ーズに応えるため、専門的

な知識と豊富な経験を持つ

相談員を配置し、相談業務

の充実を図ります。 

子育て家庭に対する育児不安についての相談、子

育てサークルへの支援、育児支援活動を実施。 

平成 25年度実績 

・育児相談：27 件・子育て講座：４回（92 人参加）・子

育てサークルへの支援（６サークル）・その他：コンサ

ート１回(67 人)、親子ストレッチ教室３回（76 人）、親

子観劇会２回（169名）など 

■②地域子育て支援拠点事業にて実施 

子ども家庭課 

 

 

（４） 子育て情報提供の充実 

ようこそ赤ちゃんセミナーの開催 1-4-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

妊娠中の健康を保持し、安

心して出産に臨み、子ども

を産み育てるために妊婦

学級（プレママコース、もう

すぐママコース）を実施して

います。 

平成 25年度 

プレママコース ３回、延べ 13人 

もうすぐママコース ３回、延べ 12人 
健康推進課 

広報紙の発行 1-4-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育て支援に関する取り組

みや情報をわかりやすく町

民の皆さんにお知らせする

ため、「広報しばた」を毎月

発行しています。また、町

や公共機関等からの子育

てに役立つお知らせや各

種教室の参加者募集など

を掲載した「広報しばた・お

知らせ版」を月２回発行し

ています。 

毎月発行する「広報しばた」と月２回発行する「広報

しばた・お知らせ版」に、子育て支援に関する取り組

みや情報を掲載する。 

まちづくり政策課 
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ホームページの運営 1-4-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

インターネットにより子育て

支援に関する役立つ情報

等の提供を行っています。 

町のホームページの「くらしの便利帳」や「保育所・

児童館日記」で子育て情報などを提供。 

また、メール配信サービスで各種情報を携帯電話等

に配信する。 

子ども家庭課 

 

 

（５） 地域における子育てネットワークづくり 

子育て支援ネットワーク事業 1-5-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育て中の保護者が気軽

に相談できる機会を設け、

保護者同士が交流・情報

交換できる場を提供し、保

護者自らが課題を解決して

いく力を育むため、子育て

サポーター養成・派遣事

業、３歳児子育て学びサー

クル、３歳児ワールドを行っ

ています。 

平成 25年度実績 

・子育てサポーターの養成・派遣事業 

 子育てサポーター研修会、子育て応援者養 

 成講座  ※サポーター登録数 22人 

・にこにこワールド（３歳児ワールドの名称を変更） 

 翌年度に３歳になる児童と保護者を対象に、親子

体操教室、わらべうたと読み聞かせ講演会、うた遊

びと劇「みんなおいで」を実施。 

 ３回延べ参加者 161人 

子ども家庭課 

にこにこママ応援事業 1-5-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子どもの言葉と心を育むた

め、読み聞かせが親子の

ふれあいやコミュニケーシ

ョンを図る大切なツールで

あることを知っていただくた

めに、ブックスタートボラン

ティアが、絵本の読み聞か

せを行っています。４か月

児健診にきた親子が対象

です。絵本２冊を進呈して

います。 

平成 25年度実績 

ブックスタートボランティア数 11名 

絵本進呈数 614冊 

実施回数 12回 

生涯学習課（図

書館事業） 
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（６） 子どもを社会で育てる意識の醸成 

広報紙の発行 1-6-1（1-4-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育て支援に関する取り組

みや情報をわかりやすく町

民の皆さんにお知らせする

ため、「広報しばた」を毎月

発行しています。また、町

や公共機関等からの子育

てに役立つお知らせや各

種教室の参加者募集など

を掲載した「広報しばた・お

知らせ版」を月２回発行し

ています。 

毎月発行する「広報しばた」と月２回発行する「広報

しばた・お知らせ版」に、子育て支援に関する取り組

みや情報を掲載する。 

まちづくり政策課 

広聴事業 1-6-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

「まちづくり町民懇談会」の

開催や「町長へのメッセー

ジ」により、子育て支援に

関する意見や提言をお寄

せいただいています。 

平成 25年度実績 

「町長へのメッセージ」による、子育て支援に関する

意見や提言を４件いただいた。 まちづくり政策課 

ホームページの運営 1-6-3（1-4-4 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

インターネットにより子育て

支援に関する役立つ情報

等の提供を行っています。 

町のホームページの「くらしの便利帳」や「保育所・

児童館日記」で子育て情報などを提供。また、メー

ル配信サービスで各種情報を携帯電話等に配信す

る。 

■課題：町ホームページの子育て関連情報が課ごと

になっており、分散していることから、情報を得やす

い子育て専用サイトの構築が課題となる。 

子ども家庭課 
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地域における出前講座や健康相談の開催 1-6-4 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

地域からの要望により、保

健師・栄養士・歯科衛生士

による乳幼児の心身の発

達に関する出前講座や健

康相談等を実施していま

す。 

また、生活に身近な場所で

気軽に育児に関する相談

や仲間づくりができるよう、

子育て支援センターが町内

各地で実施している移動な

かよし広場事業に保健師

が出向き、相談に応じてい

ます。 

平成 25年度 

保健師、歯科衛生士を講師として派遣し、健康教育

を実施。 

・子育てサークル等 ５回実施、参加者 50組 

・小学校及び保育所 10回実施、参加者 1,027 人 

・子育てサポーター １回実施、参加者 13人 

健康推進課 

 

 

２ 親と子どもの健康の確保・増進を応援するまち 

（１） 出産や育児不安への相談体制の充実 

母子健康手帳交付 2-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

妊娠をした方に対し、母性

の健康保持増進のため、

母子健康手帳を交付しま

す。 

出産時や子どもの健康保

持増進のための健診相談・

予防接種等の記録をする

手帳ともなっています。 

平成 25年度 

週１回母子健康手帳交付を実施 

交付日に来所出来ない方へは随時に交付を実施 

交付数 289人 
健康推進課 

妊婦歯科健診 2-1-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子どもが産まれる前の妊娠

期から歯の健康づくりのた

め、健診・相談を実施して

います。 

平成 25年度 

対象者 321人、受診者 95人（29.6％） 
健康推進課 
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ようこそ赤ちゃんセミナーの開催 2-1-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

妊娠中の健康を保持し、安

心して出産に臨み、子ども

を産み育てるために妊婦

学級（プレママコース、もう

すぐママコース）を実施して

います。 

平成 25年度 

プレママコース ３回、延べ 13人 

もうすぐママコース ３回、延べ 12人 
健康推進課 

こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業） 2-1-4 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

赤ちゃんが生まれた家庭を

訪問し、保健師・助産師が

保健指導を行っています。 

平成 25年度 

保健師、在宅助産師による訪問を実施 

訪問件数 297件 

■④乳児家庭全戸訪問事業にて実施 

健康推進課 

養育支援訪問事業 2-1-5 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

こんにちは赤ちゃん事業

（乳児家庭全戸訪問事業）

で把握した「養育支援が必

要と認められる児童や保護

者」の相談や指導を行って

います。 

平成 25年度 

乳児家庭全戸訪問事業の結果、支援が必要となっ

た方へ保健師が訪問指導を実施 

実人数 15人、訪問延べ人数 21人 

■⑤養育支援訪問事業にて実施 

健康推進課 

乳幼児相談 2-1-6 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳幼児を養育している保護

者の育児不安を軽減する

ために、保健師・栄養士・

歯科衛生士が身近な相談

に応じています。 

平成 25年度 

月１回 

相談者（延べ）  乳児 156人、幼児 151人 健康推進課 
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４か月児・１歳お誕生相談・１歳６か月児・３歳６か月児健診 2-1-7 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳幼児を養育している保護

者が、子どもの健康を保

持・増進できるように、ま

た、育児不安の軽減のた

め、月齢に合わせて各種

健診・相談を実施していま

す。 

平成 25年度  月１回 

４か月児健診 対象 310人、受診者 303人（97.7％） 

１歳お誕生相談 対象 296人、受診者 248人 

（83.8％） 

１歳６か月児健診  対象 317人、受診者 289 人 

（91.2％） 

３歳６か月児健診  対象 333人、受診者 322 人 

（96.6％） 

健康推進課 

２歳児歯科健診 2-1-8 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

むし歯罹患率が高くなる年

齢に合わせて、歯科健診・

相談を実施しています。 

平成 25年度 

月１回  虫歯予防重点 

対象者 305人、受診者 278人（91.8％） 
健康推進課 

にこにこマンマ離乳食 2-1-9 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳児を養育している保護者

が、子どもの健康を保持・

増進できるように、教室を

開催しています。 

平成 25年度 

４回実施、36組参加 

離乳食試食が好評 健康推進課 

母と子の遊びの教室の開催 2-1-10 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

１歳６か月児健診等で発達

上の課題を抱えた親子に

対し、フォローアップするた

めの教室を実施していま

す。 

平成 25年度前期 10回・後期 10回実施 

実人数 17人、延べ人数 181人 

健康推進課 
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地域における出前講座や健康相談の開催 2-1-11（1-6-4 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

地域からの要望により、保

健師・栄養士・歯科衛生士

による乳幼児の心身の発

達に関する出前講座や健

康相談等を実施していま

す。 

また、生活に身近な場所で

気軽に育児に関する相談

や仲間づくりができるよう、

子育て支援センターが町内

各地で実施している移動な

かよし広場事業に保健師

が出向き、相談に応じてい

ます。 

平成 25年度 

保健師、歯科衛生士を講師として派遣し、健康教育

を実施。 

・子育てサークル等 ５回実施、参加者 50組 

・小学校及び保育所 10回実施、参加者 1,027 人 

・子育てサポーター １回実施、参加者 13人 

健康推進課 

 

 

（２） 子どもや親の健康の確保 

妊婦健康診査 2-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

妊娠中の健康を保持し、安

心して出産に臨み、子ども

を産み育てるために、妊娠

週数に合わせて、妊婦健

康診査を実施しています。 

平成 25年度 

母子健康手帳交付者289人に妊婦健康診査助成券

14回分を交付 

健診受診者延べ件数 3,027 回（２月末現在） 

■③妊婦健康診査にて実施 

健康推進課 

妊婦歯科健診 2-2-2（2-1-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子どもが産まれる前の妊娠

期から歯の健康づくりのた

め、健診・相談を実施して

います。 

平成 25年度 

対象者 321人、受診者 95人（29.6％） 
健康推進課 

乳児健康診査 2-2-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳児を養育している保護者

が、子どもの健康を保持・

増進できるように、月齢（２

か月・８か月）に合わせて

健診を実施しています。 

平成 25年度  医療機関委託 

２か月児健診 対象 280人、受診者 264人（98.7％） 

８か月児健診 対象 279人、受診者 238人（85.3％） 健康推進課 
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４か月児・１歳お誕生相談・１歳６か月児・３歳６か月児健診 2-2-4（2-1-7 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳幼児を養育している保護

者が、子どもの健康を保

持・増進できるように、ま

た、育児不安の軽減のた

め、月齢に合わせて各種

健診・相談を実施していま

す。 

平成 25年度  月１回 

４か月児健診 対象 310人、受診者 303人（97.7％） 

１歳お誕生相談 対象 296人、受診者 248人 

（83.8％） 

１歳６か月児健診 対象 317人、受診者 289 人 

（91.2％） 

３歳６か月児健診 対象 333人、受診者 322 人 

（96.6％） 

健康推進課 

２歳児歯科健診 2-2-5（2-1-8 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

むし歯罹患率が高くなる年

齢に合わせて、歯科健診

を実施しています。 

平成 25年度 

月１回  虫歯予防重点対象者 305人、 

受診者 278人（91.8％） 

健康推進課 

子どものための予防接種 2-2-6 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

感染のおそれのある病気

にかからないために、各種

予防接種を実施していま

す。 

平成 25年度 

集団及び個別接種 

ＢＣＧ 対象者 303人、接種者 268人（88.4％） 

個別接種 

３種混合 接種者 300人 

麻しん風しん 対象者 624人、接種者 608人 

（97.4％） 

２種混合 対象者 301人、接種者 227人（75.4％） 

日本脳炎 対象者 2,645 人、接種者 1,501 人 

（56.7％） 

不活化ポリオ 接種者 329人 

４種混合 対象者 915人、接種者 904人（98.8％） 

子宮頸がん予防 対象者 495人、接種者 99 人 

（20.0％） 

ヒブ   接種者延べ数 1,424 人 

小児用肺炎球菌 接種者延べ数 1,375 人 

健康推進課 
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（３） 食育の推進 

食育推進計画の推進 2-3-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳幼児期、学童期、思春期

の各ライフステージに合わ

せて、関係各課で食育事業

を推進しています。 

平成 25 年３月に第２期柴田町食育推進計画を策定

（計画期間：平成 24年度～平成 28年度） 

基本目標 

・食を通した健康づくり 

・安全安心な食の選択 

・伝え育む食 

健康推進課 

にこにこマンマ離乳食 2-3-2（2-1-9 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳児を養育している保護者

が、子どもの健康を保持・

増進できるように、教室を

開催しています。 

平成 25年度 

４回実施、36組参加 

離乳食試食が好評 健康推進課 

 

 

（４） 思春期保健対策の推進 

子どもとふれあい共に遊ぶ体験事業 2-4-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

生徒に父性や母性の育成

を図るため、思春期保健事

業として、保育体験や妊婦

疑似体験等を実施していま

す。生命の大切さを考える

機会を提供し、生徒の健全

な心身の育成を図っていま

す。 

平成 25年度 

町内中学校の３年生に対し、クラス毎に実施 

妊婦疑似体験 11回、出席者 329人 

保育体験 11回、出席者 340人 
健康推進課 
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（５） 救急医療体制の確保 

休日・夜間の救急医療体制確保 2-5-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

休日は内科・外科・歯科

が、夜間は内科・外科が当

番医を決めて急患に備えて

います。 

平成 25年度 

休日（日曜及び祝日：71 日）は内科・外科・歯科の３

診療科目で当番医を決めて対応 

夜間救急については、救急病院での対応 

■課題：平日夜間の一次医療の確保が必要。 

健康推進課 

 

 

３ 親と子どもの学び環境の充実したまち 

（１） 親になるための学習環境の整備 

ようこそ赤ちゃんセミナーの開催 3-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

妊娠中の健康を保持し、安

心して出産に臨み、子ども

を産み育てるために妊婦学

級（プレママコース、もうす

ぐママコース）を実施してい

ます。 

平成２５年度 

プレママコース ３回、延べ 13人 

もうすぐママコース ３回、延べ 12人 
健康推進課 

家庭教育の支援充実 3-1-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

家庭における基本的なしつ

けの重要性、親としての責

任の自覚などについて保護

者が学ぶ場を提供するた

め、就学前児童の保護者

が小学校に集まる機会を活

用し、子育て講座を実施し

ています。 

①講話（60分） 

テーマ：「ついつい言っていませんか？早く早く

と・・・」 

講師：沼辺幼稚園兼村田幼稚園長 伊藤 誠 氏  

②親子ふれあい遊び（10分） 

柴田町子育てサポーターによるわらべ歌、手遊び体

験 

 

全小学校で開催 

就学前児童の保護者参加者数 321人 

※講座に集中して参加してもらうため、各小学校に

託児室を設置した。（託児 20名） 

生涯学習課 
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（２） 親が参加しやすい学習環境の整備 

子育て支援ネットワーク事業 3-2-1（1-5-1 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育て中の保護者が気軽

に相談できる機会を設け、

保護者同士が交流・情報交

換できる場を提供し、保護

者自らが課題を解決してい

く力を育むため、子育てサ

ポーター養成・派遣事業、３

歳児子育て学びサークル、

３歳児ワールドを行ってい

ます。 

平成 25年度実績 

・子育てサポーターの養成・派遣事業 

 子育てサポーター研修会、子育て応援者養 

 成講座  ※サポーター登録数 22人 

・にこにこワールド（３歳児ワールドの名称を変更） 

 翌年度に３歳になる児童と保護者を対象に、親子

体操教室、わらべうたと読み聞かせ講演会、うた遊

びと劇「みんなおいで」を実施。 

 ３回延べ参加者 161人 

子ども家庭課 

特定保育事業 3-2-2（1-2-1 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の就労、職業訓練、

就学等により、週２、３日程

度家庭保育が困難となる未

就学児童に対して保育を行

っています。 

平成 25年度実績 

・利用件数 船岡：160件 西船迫：124件 

・利用延べ人数 船岡：862人 西船迫：848人 

■課題：槻木地区で事業が実施されていない。 

平成 26年度に保育室増設して、平成 27年度から実

施予定。 

■⑧一時預かり事業にて実施 

子ども家庭課 

男女共同参画社会の推進 3-2-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

性別に関わりなく、その個

性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画

社会を推進しています。託

児付きで男女共同フォーラ

ムを開催し、啓発活動に努

めると共に、男女の固定的

性別役割分担意識を是正

し、教育現場等での指導を

行うため、小中学生に男女

平等副読本を配布していま

す。 

平成 25年度実績 

災害発生後の家庭や職場の状況、避難所開設、避

難所生活の場面を想定し、どのような課題があり、

どのような備えが必要かを学び、多様性に配慮した

采配ができるリーダー育成を目指した講座を開催し

た。講座は柴田町社会福祉協議会の託児ボランテ

ィアに託児を依頼し、子育て中の女性が参加しやす

いよう配慮した。 

【講座】 

「男女共同参画の視点による防災ワークショップ」 

日時：平成 25年 11月 25日(月) 

9:30～12:00 

参加人数：49人 

■課題：男女共同参画について分かりやすく記載し

たリーフレットを作成する。 

まちづくり政策課 
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（３） 子どもの活動の場や機会の確保 

児童館の運営 3-3-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

放課後等に児童を対象に

適切な遊びと生活の場を提

供し、児童の健全育成を行

います。船迫児童館、槻木

児童館（槻木小学校内）三

生名児童館、西住児童館で

実施しています。 

平成 25 年度までは船迫児童館、槻木児童館の２か

所で、平成 26 年４月からは三生名児童館、西住児

童館を加えた４か所の児童館において、児童に適

切な遊びの提供と子育て保護者に対する支援を行

う。 

■課題：子育て支援センターと連携して子育て家庭

の支援をするとともに、遊びを通して児童の健全育

成を支援する、本来の児童館機能を充実させる必

要がある。 

子ども家庭課 

放課後児童クラブ事業 3-3-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

両親が共働きなどで、日

中、保護者が常時留守の

家庭の小学１年生から３年

生を対象に、学校の放課後

に遊びや指導を通して健全

な育成を図るため、実施し

ています。 

・船岡、槻木、船迫、東船岡、西住の 5か所 

・授業終了後から平日は午後６時まで、長期休業日

等は午前９時から午後６時まで 

・時間延長：年間を通して平日午後７時、長期休業

日等の午前８時から午前９時まで 

・土曜日：槻木、船迫で、午前９時から正午に加え、

午前８時から午前９時までと正午から午後６時まで

の延長を試行で実施。 

■課題：登録児童数の増加に伴い、クラブ室増設を

検討しなければならない。また、平成 27 年度から対

象学年が６年生までとなるため対応が必要となる 

また、放課後子ども総合プランの推進を視野に入

れ、放課後子供教室との連携についても検討が必

要となる。 

■⑪放課後児童クラブにて実施 

子ども家庭課 

小中学校の学校開放 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

地域の体育施設を利用して

スポーツ活動ができるよう

に、体育館や校庭、武道館

を開放しています。 

平成 25年度 

利用団体数 2,567（内ｽﾎﾟ少･子ども会 1,119） 

利用人数 43,373人（（内ｽﾎﾟ少･子ども会 24,056人） 
生涯学習課 
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（４） 生きる力の養成と個性を大切にした教育の推進 

第一幼稚園の運営 3-4-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

自然・社会体験などの取り

組みや個々の園児の能力

が生かされるようカリキュラ

ムを作成し、心身共に健康

な幼児の育成を図っていま

す。 

平成 25年度 

教育目標、経営方針のもとに、個々の園児の能力

が生かされるような特色ある園づくりに務めた。 

（定員 60名・４歳児 30名、５歳児 30名） 
教育総務課 

私立幼稚園就園奨励費助成 3-4-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者負担の軽減を目的

とし、園児を対象に私立幼

稚園を通じて助成していま

す。 

平成 25年度 

幼児を私立幼稚園に通園させている保護者に対し

て、保護者の経済的負担軽減のため、幼稚園を通

して就園奨励費の助成をした。 

（対象児童数 346名・11園） 

教育総務課 

私立幼稚園に対する助成 3-4-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

町内私立幼稚園の健全な

運営と保護者負担の軽減

を目的とし、運営費の一部

を助成しています。 

平成 25年度 

町内に設置されている私立幼稚園の設置者に対し

て、幼児教育の振興のため運営費の一部を助成し

た。（対象施設３園） 

教育総務課 

心をはぐくむ教育活動 3-4-4 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

総合学習の取り組みとし

て、小中学校において、地

域の方々を招いて体験学

習などを行っています。 

平成 25年度 

総合学習の取り組みとして、小中学校において、地

域の方々を招いた体験学習などを行った。 
教育総務課 

子ども読書活動推進事業 3-4-5 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

「柴田町子ども読書活動推

進計画」に基づき、子どもの

読書活動の効果的な推進

を図ります。平成 21年度は

読み聞かせボランティア養

成講座を実施しました。 

柴田町子ども読書推進事業の取り組み状況調査 

図書室以外の図書配置や図書の展示工夫 

図書ボランティアによる読み聞かせ 
生涯学習課 
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小学校・中学校の図書整備 3-4-6 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

図書を購入し、小中学校図

書室の充実を図っていま

す。 

幼稚園、小中学校図書室の充実を図るため、計画

的に図書の購入に努める。 教育総務課 

子どもとふれあい共に遊ぶ体験事業 3-4-7 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

生徒に父性や母性の育成

を図るため、思春期保健事

業として、保育体験や妊婦

疑似体験等を実施していま

す。生命の大切さを考える

機会を提供し、生徒の健全

な心身の育成を図っていま

す> 

平成 25年度 

町内中学校の３年生に対し、クラス毎に実施 

妊婦疑似体験 11回、出席者 329人 

健康推進課 

問題を抱える子ども等の自立支援事業 3-4-８ 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

不登校・暴力行為・いじめ・

児童虐待など問題行動を

未然に防止し、又は早期発

見、早期対応などの取り組

みのため、相談員を小中学

校に派遣し、保護者と連携

協力して児童生徒を支援し

ています。 

平成 25年度 

不登校・暴力行為・いじめ・児童虐待など問題行動

を未然に防止し、又は早期発見、早期対応などの

取り組みのため、相談員を小中学校に派遣し、保

護者と連携協力して児童生徒を支援した。（相談

員３名、延べ相談日数 348 日、延べ相談件数 634

件） 

教育総務課 
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（５） 地域活動の推進 

コミュニティ活動の推進 3-5-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

行政と連携を図りながら地

域住民の連帯意識を高め、

よりよい環境づくりを推進す

る自治会・町内会活動を支

援しています。地域住民が

主体となった子育て支援と

青少年の健全育成への取

り組みなど、地域の問題や

生活課題を解消するための

活動を促進するよう情報提

供や相談体制を図っていま

す。 

平成 25年度 

まちづくり推進センターを核として主に以下の通り

実施。 

・団体のパンフレット設置や行事・団体紹介・助成

金情報などの掲示板掲示、各種相談対応、助成

金申請等手続きや実践方法などのサポート 

・各種情報やセンター登録 30団体の HP掲載によ

る情報発信 

・各種体験会、展示会、イベントの実施 

・地域計画策定の支援：Ｈ25年度で23行政区で策

定、計 37行政区で策定完了 

・提案制度の運用：３件の採択提案を支援、実施 

・地域づくり支援員を設置、地域支援を実施 

■課題：人と人とのつながりを基盤とした地域コミ

ュニティ再生に向けた地域支援の効果的なあり

方、体制 

まちづくり政策課 

 

 

（６） 有害環境対策の推進 

青少年のための柴田町民会議 3-6-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

地域住民の自主的な活動

や各種ボランティア団体と

の連携の中核的組織として

設置し、違法ビラ剥がし､落

書き消し活動､大型スーパ

ーやコンビニ等の巡回パト

ロールを行い、青少年健全

育成の地域環境づくりを推

進しています。 

青少年の安全と健全育成に向けて活動し、組織

の強化と町民への周知活動に努めた。 

・全体事業：あいさつ運動（町内小中学校での声

掛け） 

・３部門事業として、食育事業、落書き消し、巡回

パトロール等を実施。 
子ども家庭課 
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４ 子育てを支援する生活環境が整備されたまち 

（１） 子育てにやさしい生活環境の整備 

防犯灯の新設と維持管理 4-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

町を明るくし、子どもが被害

者となる犯罪や事故が起き

ない環境づくりのため、実

施しています。 

平成 25年度 

防犯灯の整備を計画的に進めた。また、地域（各

行政区）で進める防犯灯整備について、協議・アド

バイスしながら実施に当たっては、整備費の７割を

支援した。 

・新設：町 31灯、地域 31灯 

・既存防犯灯の LED化：町 130灯、地域 33灯 

■課題：町と地域の役割分担を踏まえた中長期的

な防犯灯整備計画、地域への適切な支援の仕組

み 

まちづくり政策課 

 

 

（２） 公園の整備 

都市公園等の維持管理 4-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子どもの遊びや健康づくり

の場である都市公園施設を

快適に利用できるよう、清

掃、樹木の剪定・害虫駆

除、草刈、遊具施設等の定

期点検・改修を行っていま

す。 

平成 25年度 

・都市公園については、公園設置行政区の公園愛

護協力会で草刈や清掃等を実施した。 

（団体数 32団体） 

・樹木剪定 （5公園 232本） 

・病害虫駆除（12公園 4,350 本） 

・遊具更新 （10公園 15基） 

・遊具点検 （54公園） 

■課題：維持管理においては、利用者や地域住民

との協働をより深めていく 

都市建設課 
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５ 仕事と家庭が両立できるまち 

 

（１） 男女共同参画社会の推進 

男女共同参画社会の推進 5-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

性別に関わりなく、その個

性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画

社会を推進しています。託

児付きで男女共同フォーラ

ムを開催し、啓発活動に努

めると共に、男女の固定的

性別役割分担意識を是正

し、教育現場等での指導を

行うため、小中学生に男女

平等副読本を配布していま

す。 

災害発生後の家庭や職場の状況、避難所開設、

避難所生活の場面を想定し、どのような課題があ

り、どのような備えが必要かを学び、多様性に配

慮した采配ができるリーダー育成を目指した講座

を開催した。講座は柴田町社会福祉協議会の託

児ボランティアに託児を依頼し、子育て中の女性

が参加しやすいよう配慮した。 

【講座】 

「男女共同参画の視点による防災ワークショップ」 

日時：平成 25年 11月 25日(月) 

9:30～12:00 

参加人数：49人 

■課題：男女共同参画について分かりやすく記載

したリーフレットを作成する。 

まちづくり政策課 

 

 

（２） 子育ての経済的支援 

児童手当の支給 5-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

次代の社会を担う子どもの

健やかな育ちを支援するた

めに中学校修了前の児童

を養育している保護者に手

当てを支給しています。 

児童を養育している者に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する。 

※支給対象児童数（平成 26年３月 31日現在）  

・０歳から３歳未満 755人 

・３歳以上小学生 2,572 人 

・中学生     917人     

・特例給付  53人  合計 4,297 人 

子ども家庭課 

児童扶養手当 5-2-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

母子家庭等における経済

的な支援のため、支給して

います。 

・支給額（児童１人につき月額） 

 全部支給 41,020 円 

 一部支給 41,010 円～9,680円 

※受給資格者数…377人（平成 25年度末） 

子ども家庭課 
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特別児童扶養手当 5-2-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

20 歳未満の重度又は中度

の障がい児を養育している

家庭の経済的支援のため、

支給しています。 

・支給額（児童１人につき月額） 

 １級 49,900 円 ２級 33,230 円 

※受給資格者数…97人（平成 25年度末） 
子ども家庭課 

母子父子家庭への医療費助成 5-2-4 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

母子家庭や父子家庭の医

療費の助成を行っていま

す。 

母子・父子家庭の児童及び児童を扶養する母、父

又は父母のいない児童を対象として医療費を助

成。 

・母子・父子家庭の児童が 18歳の年度末まで 

 通院 1,000円以上、入院 2,000円以上を超える額

を助成 

※母子・父子家庭医療対象世帯数…349 世帯（平

成 25年度末） 

子ども家庭課 

子ども医療費助成事業 5-2-5 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

乳幼児の医療費の一部を

小学校就学前まで助成して

医療を確保し、福祉の増進

を図っています。 

現在、中学生までの入院（入院時の食事療養費は

除く）と通院を助成（所得制限あり）。 

[平成 25年度末現在] 対象者 4,094人、助成件数

43,719 件、助成金額 76,629,960 円 

H25 年 10 月から対象児童の年齢引き上げ（中学

校３年生まで）を行った。 

■課題：医療の適正な受診が望まれる。 

健康推進課 

心身障害者医療費助成 5-2-6 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

障がい者の医療費に係る

家計費負担を軽減するた

め、対象となる障がいのあ

る児童の保護者に医療費

を助成しています。 

【助成対象者】 

・特別児童扶養手当１級 

・療育手帳 A 

・知的障害者福祉法に定める職親に委託されてい

る方で、療育手帳 B 

・身体障害者手帳１級又は２級、内部障害で３級 

【対象者数】717名（うち障がい児 34名） 

就学前の障がい児の入院・通院、小学１年～中学

３年の障がい児の入院については、窓口負担のな

い子ども医療にて助成（ただし所得制限限度額に

差異があるため、子ども医療で所得制限により非

該当でも心障医療で該当する場合は心障医療に

て助成） 

福祉課 
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私立幼稚園就園奨励費助成 5-2-7（3-4-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者負担の軽減を目的

とし、園児を対象に私立幼

稚園を通じて助成していま

す。 

平成 25年度 

幼児を私立幼稚園に通園させている保護者に対

して、保護者の経済的負担軽減のため、幼稚園を

通して就園奨励費の助成をした。（対象児童数

346名・11園） 

教育総務課 

私立幼稚園に対する助成 5-2-8（3-4-3 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

町内私立幼稚園の健全な

運営と保護者負担の軽減

を目的とし、運営費の一部

を助成しています。 

平成 25年度 

町内に設置されている私立幼稚園の設置者に対

して、幼児教育の振興のため運営費の一部を助

成した。（対象施設３園） 

教育総務課 

就学援助制度 5-2-9 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

経済的理由によって、就学

困難な児童生徒の保護者

に対して、町が学用品費や

給食費などを一定の範囲

内で援助しています。 

平成 25年度 

経済的理由によって、就学困難な児童生徒の保

護者に対して、町が学用品費や給食費などを一定

の範囲内で援助した。（対象児童生徒数 325 名） 
教育総務課 

奨学金の貸し付け（柴田町育英会事業） 5-2-10 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

経済的理由により、就学が

困難な学生・生徒に奨学金

を定額無利子で貸し付けて

います。 

経済的理由により、就学が困難な学生・生徒に奨

学金を定額無利子で貸し付けた。（25 年度貸与者

数 18名） 

■課題：償還金を原資として貸付を行うため、償還

が滞ると貸付が不能となる。 

教育総務課 
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（３） 子育て支援サービスの充実 

通常保育事業 5-3-1（1-1-1 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の仕事や病気など

により、家庭において児童

を保育できないと認められ

る場合に、保護者に代わり

保育を行うために保育所を

運営しています。また保育

サービス充実のため、乳児

保育・障害児保育を３保育

所で実施しています。 

平成 26年度入所定員 

・船岡保育所（160人） 

・槻木保育所（130人） 

・西船迫保育所（130人） 

■課題：保育所増築等による定員増が困難となっ

ている。今後、保育所の１人当たりの面積基準等を

勘案し、定員の変更を検討する。 

■教育・保育の量的拡大・確保にて実施 

子ども家庭課 

延長保育事業 5-3-2（1-1-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の就労形態の多様

化に対応するために、通常

の開所時間を超えて保育を

行っています。 

平成 25年度実績 

（月平均利用人数） 

 船岡：43人 槻木：33人 西船迫：24人 

■⑨延長保育事業にて実施 

子ども家庭課 

特定保育事業 5-3-3（1-2-1 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の就労、職業訓練、

就学等により、週２、３日程

度家庭保育が困難となる未

就学児童に対して保育を行

っています。 

平成 25年度実績 

・利用件数 船岡：160件 西船迫：124件 

・利用延べ人数 船岡：862人 西船迫：848人 

■課題：槻木地区で事業が実施されていないため、

実施方法等の検討が必要。平成 26 年度に保育室

増築実施設計予算計上。 

■⑧一時預かり事業にて実施 

子ども家庭課 

一時預かり事業 5-3-4（1-2-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

保護者の傷病、災害、事

故、出産、看護、介護、冠

婚葬祭等により、緊急一時

的に家庭保育が困難となる

場合や育児疲れのリフレッ

シュのため、未就学児童に

対して保育を行っていま

す。 

平成 25年度実績 

・利用件数 船岡：149件 西船迫： 132件 

・利用延べ人数 船岡：279人 西船迫：235人 

■課題：槻木地区で事業が実施されていないため、

実施方法等の検討が必要。平成 26 年度に保育室

増築実施設計予算計上。 

■⑧一時預かり事業にて実施 

子ども家庭課 
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放課後児童クラブ事業 5-3-5（3-3-２に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

両親が共働きなどで、日

中、保護者が常時留守の

家庭の小学１年生から３年

生を対象に、学校の放課後

に遊びや指導を通して健全

な育成を図るため、実施し

ています。 

・船岡、槻木、船迫、東船岡、西住の５か所 

・授業終了後から平日は午後６時まで、長期休業日

等は午前９時から午後６時まで 

・時間延長：年間を通して平日午後７時、長期休業

日等の午前８時から午前９時まで 

・土曜日：槻木、船迫で、午前９時から正午に加え、

午前８時から午前９時までと正午から午後６時まで

の延長を試行で実施。 

■課題：登録児童数の増加に伴い、クラブ室増設を

検討しなければならない。また、平成 27年度から対

象学年が６年生までとなるため対応が必要となる。

また、放課後子ども総合プランの推進を視野に入

れ、放課後子供教室との連携についても検討が必

要となる。 

■⑪放課後児童クラブにて実施 

子ども家庭課 

ファミリー・サポート・センター事業 5-3-6（1-2-3 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育ての援助を受けたい方

と援助を行いたい方が共に

会員となり、有償で子育て

家庭を応援する仕組みで

す。計画期間内の設立を目

指します。 

平成 23 年９月に設立。事務局を子育て支援センタ

ー（船迫児童館内）に設置。 

提供会員 47人、依頼会員 96人、両方会員６人（平

成 25年度）合計 149人 

・援助活動件数 633件 

■課題：協力会員の増を図る必要がある。 

■⑦ファミリー・サポート・センター事業にて実施 

子ども家庭課 

家庭的保育事業 5-3-7（1-2-4 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

日中、家庭での保育が困難

な就学前児童を保護者に

代わって、保育者の居宅等

で保育します。 

平成 25年度 

宮城県主催の家庭的保育者の養成研修への参加

者を募集したが、参加者がなかった。 

■課題：担い手の確保が課題となっている。 

子ども家庭課 

なかよし広場事業 5-3-8 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子育て親子の交流の場の

提供と親同士の交流促進

を図るため、子育て支援セ

ンターにおいて、実施して

います。 

平成 25年度実績 

なかよし広場 10：30～11：00 

・元気っき（月曜日） 35回 1,754 人 

・年齢別  （水曜日）  25回 745人 

・お楽しみ（第１・３金曜日） 12回 524人 

移動なかよし広場：生涯学習センター等 

  17回  485人 

一緒に遊ぼう：町内保育所、児童館 

  ６回  167人 

子ども家庭課 
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６ 子どもが安全に安心して暮らせるまち 

 

（１） 交通安全の確保 

交通安全推進事業 6-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

交通事故抑止のため、交通

指導隊による登校時朝７時

から８時まで街頭指導を町

内 10 か所の通学路交差点

等で実施しています。また、

町内の小学校で開催される

交通安全教室では、交通ル

ールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践の習慣づけを

図りながら交通事故防止を

呼びかけています。 

平成 25年度実績 

小学校の街頭、春・秋等の交通安全運動、各種イ

ベント、交通安全教室等において、交通指導隊や

関係団体が連携し実施（交通指導隊員出動延べ

人数：2,524人） 

交通安全施設整備：カーブミラー、転落防止柵、ガ

ードレール、道路照明灯、路面表示等 

まちづくり政策課 

 

 

（２） 子どもの安全の確保 

安全・安心な教育環境の整備 6-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

防犯教育・防災教育の充実

と施設整備の安全対策を

進め、児童生徒の安全確

保に努めています。 

平成 25年度実績 

防犯実動隊によるパトロール・街頭指導等を延べ

26回にわたり実施した（内訳：夜間 26回、薄暮 23

回、その他イベント時３回。防犯実動隊員出動延

べ人数：240 人）。警察職員や少年補導員と防犯

実動隊が連携し町内保育所や幼稚園で防犯教室

「イカのおすし」を実施した（施設数７所）。また駅・

銀行・大型店舗等における自転車盗難・振り込め

詐欺・万引き等の防止キャンペーンは８件にわた

り実施した。 

まちづくり政策課 
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防犯対策推進事業 6-2-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

防犯実動隊員による夜間

の防犯パトロールや幼児を

対象とした防犯教室、防犯

診断を行うと共に、防犯週

間等に合わせた啓蒙活動

を展開しています。 

平成 25年度 

防犯実動隊を核として主に以下の活動を進めた。 

防犯実動隊活動 11 

・夜間や薄暮パトロール・街頭指導等を延べ 240

人により実施 

・警察職員や少年補導員と防犯実動隊が連携し

町内保育所や幼稚園で防犯教室「イカのおすし」

を実施（施設数７か所） 

・駅・銀行・大型店舗等における自転車盗難・振り

込め詐欺・万引き等の防止キャンペーン実施 

地域安全マップ作製指導者養成講座実施：防犯ボ

ランティア団体、防犯協会、各行政区、防犯実動

隊、交通指導隊等 32人参加 

各種啓発：広報紙掲載、ポスター掲示、チラシの

回覧、メール配信等 

まちづくり政策課 

「子ども 110 番の家」事業 6-2-３ 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

子どもの犯罪被害を未然に

防止するため、通学路周辺

の民家や店舗に駆け込み、

助けを求めることができる

よう、地域の協力をいただ

いています。 

警察において、子どもたちの通学路に緊急避難場

所として「子ども 110 番の家」を設置。本町におい

ては防犯連絡所（160 か所）にこれを設置し、うち

28 か所にて「子ども 110 番の家」ステッカーを防犯

連絡所表示看板に貼付するなど、犯罪被害防止

のため家などに駆け込みやすい環境づくりを進め

た。 

まちづくり政策課 
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７ 要保護児童等へのきめ細かな取り組み 

（１） 障がい児等支援対策の推進 

児童デイサービス事業 7-1-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

障がいの克服に必要な機

能訓練と生活指導を行う児

童福祉法のサービスとして

「むつみ学園」にて実施して

います。 

児童福祉法の児童発達支援事業として、心身に

障がいがある子どもに対し、生活習慣の確立、小

集団への適応訓練を実施。 

・角田市、大河原町、村田町、蔵王町の 1市 4町 

平成 25年度実績 

・利用児童数 20人 

■課題：職員資格の専門性への対応が課題となっ

ている。 

子ども家庭課 

居宅介護（ホームヘルプ） 7-1-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

障がい児等の生活支援とし

て自宅での身体介護や家

事援助、通院等の移動介

護などを行う障害福祉サー

ビス事業者により、障害者

総合支援法のサービスとし

て実施されています。 

平成 25年度 

障害福祉サービス 

 居宅介護（ホームヘルプ） ２名 

 行動援護              １名 

 短期入所             20名 

障がい児通所支援：身近な地域で、専門的な支援

が受けられるよう、児童福祉法のサービスとして

実施されている。 

 児童発達支援          13名 

 放課後等ディサービス   18名 

福祉課 
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日中一時支援事業 7-1-3 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

障がい児等の日中におけ

る活動の場を確保し、家族

の負担軽減と多様な福祉

サービスの提供など、生活

支援を行う民間の障害福祉

サービス事業者により、障

害者総合支援法のサービ

スとして実施されています。 

平成 25年度 

登録者数 

デイケア事業           46名 

レスパイトサービス事業  43名 
福祉課 

特別児童扶養手当 7-1-4（5-2-3 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

20 歳未満の重度又は中度

の障がい児を養育している

家庭の経済的支援のため、

支給しています。 

・支給額（児童１人につき月額） 

 １級 49,900 円 ２級 33,230 円 

※受給資格者数…97人（平成 25年度末） 
子ども家庭課 

心身障害者医療費助成 7-1-5（5-2-6 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

障がい児の医療費に係る

家計費負担を軽減するた

め、対象となる障がいのあ

る児童の保護者に医療費

を助成しています。 

【助成対象者】 

・特別児童扶養手当１級 

・療育手帳 A 

・知的障害者福祉法に定める職親に委託されてい

る方で、療育手帳 B 

・身体障害者手帳１級又は２級、内部障害で３級 

【対象者数】717名（うち障がい児 34名） 

 

就学前の障がい児の入院・通院、小学１年～中学

３年の障がい児の入院については、窓口負担のな

い子ども医療にて助成（ただし所得制限限度額に

差異があるため、子ども医療で OV で非該当でも

心障医療で該当する場合は心障医療にて助成） 

福祉課 

特別支援教育への支援 7-1-6 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

発達障がい等により、特別

に支援が必要な児童生徒

に対して、学校生活上の介

助や学習活動のサポートを

行っています。 

４小学校、３中学校へ特別支援教育支援員を配置

し、発達障がい等により特別に支援が必要な児童

生徒に対して、学校生活上の介助や学習活動の

サポートを行った。 

教育総務課 
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（２） ひとり親家庭等の自立支援 

民生児童委員・主任児童委員による支援 7-2-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

各担当地区内のひとり親の

家庭や家庭状況により、支

援を要する児童の援護な

ど、日常生活での問題につ

いて相談指導を行っていま

す。また、幼児と母親を対

象とした子育て支援も行っ

ています。主任児童委員

は、児童福祉に関する事項

を専門的に担当していま

す。 

各担当地区内のひとり親家庭状況により、支援を

要する児童の援護や、日常生活での問題につい

て相談指導を行いました。また、幼児と母親を対

象とした子育て支援や託児事業補助を行う。 

福祉課 

児童扶養手当 7-2-2（5-2-2 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

母子家庭等における経済

的な支援のため、支給して

います。 

・支給額（児童１人につき月額） 

 全部支給 41,020 円 

 一部支給 41,010 円～9,680円 

※受給資格者数…377人（平成 25年度末） 

子ども家庭課 

母子父子家庭への医療費助成 7-2-3（5-2-4 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

母子家庭や父子家庭の医

療費の助成を行っていま

す。 

母子・父子家庭の児童及び児童を扶養する母、父

又は父母のいない児童を対象として医療費を助

成。 

・母子・父子家庭の児童が 18歳の年度末まで 

 通院 1,000円以上、入院 2,000円以上を超える額

を助成 

※母子・父子家庭医療対象世帯数…349 世帯（平

成 25年度末） 

子ども家庭課 

奨学金の貸し付け（柴田町育英会事業） 7-2-4（5-2-10 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

経済的理由により、就学が

困難な学生・生徒に奨学金

を定額無利子で貸し付けて

います。 

経済的理由により、就学が困難な学生・生徒に奨

学金を定額無利子で貸し付けた。 

（25年度貸与者数 18名） 
教育総務課 
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就学援助制度 7-2-5（5-2-9 に同じ） 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

経済的理由によって、就学

困難な児童生徒の保護者

に対して、町が学用品費や

給食費などを一定の範囲

内で援助しています。 

平成 25年度 

経済的理由によって、就学困難な児童生徒の保

護者に対して、町が学用品費や給食費などを一定

の範囲内で援助した。（対象児童生徒数 325 人） 
教育総務課 

 

 

（３） 児童虐待の防止 

要保護児童対策地域協議会 7-3-1 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

虐待を受けている子どもの

早期発見や適切な保護を

図るため、関係機関がその

子どもと家庭に関する情報

や考え方を共有し、適切な

連携のもとで対応していま

す。 

平成 24 年６月より、家庭児童相談員１人を配置

し、子育て・家庭内の悩み事の相談や虐待通報対

応にあたった。平成 25年度は、個別ケース検討会

議を２回開催し、実務・支援担当者合同会議、代

表者会議を各１回開催した。 

■課題：児童虐待への周知啓発が課題となってい

る。 

子ども家庭課 

問題を抱える子ども等の自立支援事業 7-3-2 

事業・施策の内容 課題・実施の方針 担当課 

不登校・暴力行為・いじめ・

児童虐待など問題行動を

未然に防止し、又は早期発

見、早期対応などの取り組

みのため、相談員を小中学

校に派遣し、保護者と連携

協力して児童生徒を支援し

ています。 

不登校・暴力行為・いじめ・児童虐待など問題行動

を未然に防止し、又は早期発見、早期対応などの

取り組みのため、相談員を小中学校に派遣し、保

護者と連携協力して児童生徒を支援した。（相談

員３名、延べ相談日数 348 日、延べ相談件数 634

件） 

教育総務課 
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第８章 計画の推進体制 

 

子どもと子育て家庭に関する問題やニーズを常に把握し、地域における保育・教

育・福祉・保健・医療などの関係機関・団体等による活動や子育て支援団体等と、

より一層の連携を強化し、地域の子育て支援を進めます。 

 

１ 関係機関等との連携 

本計画は、福祉、教育、保健・医療、生活など広範囲に関わるものであり、計画

の推進にあたっては、行政だけでなく企業や関係団体が連携しながら進めていくこ

とが重要です。 

庁内の体制 

各施策を効果的かつ確実に進めていくために、福祉、教育、保健・医療をはじめ

とする関係各課や関係機関との横断的な推進体制の強化を図ります。 

すべての職員が子どもやその家庭の状況に配慮し職務を遂行するよう、知識と意

識を高めていきます。 

町民・機関との協働 

社会全体で子育て支援に取り組むために、家庭、地域、学校、企業、関係団体等

が本計画の基本理念を共有し、子ども・子育て支援に主体的な取り組みが行えるよ

う、計画内容の広報・啓発に努めます。 

町の所管によらない関係機関とも連携を強化し、施策に関する問題やニーズを把

握しながら計画実施に反映していきます。 

国・県との連携 

町は、町民に最も近い行政として、子どもやその家庭のニーズを的確に把握し、

国や県に対し施策や制度の提案・提言、必要な行政上の措置の要請を行うとともに、

近隣市町村とも連携を図りながら施策を推進します。 
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２ 計画の達成状況の点検・評価 

子ども・子育て会議の運営 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標

をもとに毎年の進捗状況を庁内で点検するとともに、子ども・子育て会議で協議し

ながら、事業の見直しを含めた着実な推進を図ります。 

 

計画の公表、町民意見の反映 

本計画は、町のホームページへの掲載、広報での概略紹介などを行い、取り組み

や事業の進捗状況も公表していくことで、町民への浸透を図ります。 

また、実施事業やさまざまな活動の現場、家庭への訪問機会や保護者の事業利用・

来訪などあらゆる場面を通じての意見・要望把握に努め、利用者の立場に立った施

策・事業の推進を図ります。 

 

 

計画の達成状況の点検・評価 

 

  

①立案・
公表

②計画の
実施

③点検・
評価

④評価

結果検討

⑤計画の
見直し

広報・ホームページ
等で公表・浸透

様々な機会で
意見・要望把握

子ども・子育て会議

次期計画へ
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資料編 

 

柴田町子ども・子育て会議条例 

○柴田町子ども・子育て会議条例 

平成 25年 6月 14日 

条例第 21号 

(設置) 

第 1条 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)第 77条第 1項の規定に基づき、柴

田町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。 

(定義) 

第 2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法において使用する用語の

例による。 

(組織) 

第 3条 子ども・子育て会議は、委員 10人以内で組織する。 

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(4) その他町長が特に必要と認める者 

(委員の任期) 

第 4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、3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 5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によって定める。 

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

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。 

(会議) 

第 6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

http://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c216RG00000623.html#l000000000
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2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

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、議長の決するところ

による。 

(庶務) 

第 7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども家庭課において処理する。 

(委任) 

第 8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25年 7月 1日から施行する。 

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31年柴田町条例第 47号)の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

  

http://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c216RG00000623.html#l000000000
http://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c216RG00000623.html#l000000000
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柴田町子ども子育て会議 委員名簿 

 

№ 氏      名 役       職 構 成 

１  安 藤 義 憲 熊野幼稚園長（私立幼稚園） 事業に従事する者 

２  加 藤 久 美 子 船岡保育所長（保育所） 事業に従事する者 

３  大 橋 美 幸 
保育ルームすまいるきっず園長 

（認可外保育園・保育ママ事業者） 
事業に従事する者 

４  大 塚 歌 織 育児サークル（チェリー） 
子ども保護者 

（未満児） 

５  遠 藤 路 子 保育所保護者（船岡保育所） 
子ども保護者 

（保育所） 

６  上 関 文 子 幼稚園保護者（たんぽぽ幼稚園） 
子ども保護者 

（幼稚園） 

７  加 藤 直 美 小学校保護者（船岡放課後児童クラブ） 
子ども保護者 

（小学校） 

８  児 玉 芳 江 

NPO 等子育て支援団体等（NPO しばた子育

て支援ゆるりん） 

※柴田町次世代育成支援対策地域協議会委員 

学識経験者 

９  大庭 三余子 柴田町社会福祉協議会 学識経験者 

10  武 田 則 男 
元 船岡小学校校長 

※柴田町次世代育成支援対策地域協議会委員 
学識経験者 

平成 26年 4月 1日現在 
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用語解説 

 

用  語 定義・概要 

子ども・子育て関連３法 ①「子ども・子育て支援法」（以下、この項で「法」という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児童福

祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

市町村子ども・子育て支援事

業計画 

５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て

支援についての需給計画をいい、新制度の実施主体として、特別区を

含めた全市町村が作成することになる。（法第61条） 

幼保連携型認定こども園 学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設

とし、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施

設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、学校法人、

社会福祉法人に限られる（株式会社等の参入は不可）。 

（認定こども園法第２条） 

※ここで言う「学校教育」とは、現行の学校教育法に基づく小学校就学

前の満３歳以上の子どもを対象とする幼児期の学校教育を言い、「保

育」とは児童福祉法に基づく乳幼児を対象とした保育を言う。 

子ども・子育て支援 全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保される

よう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う

者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援（法第７条） 

教育・保育施設 「認定こども園法」第二条第六項に規定する認定こども園、学校教育

法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規

定する保育所をいう。（法第７条） 

施設型給付 認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共通の給付。 

（法第11条） 

特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・保

育施設」を言い、施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園

は含まれない。（法第27条） 
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用  語 定義・概要 

地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う

事業。（法第７条） 

地域型保育給付 小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。 

（法第11条） 

特定地域型保育事業 市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認

する事業者が行う「地域型保育事業」を言う。（法第29、43条） 

小規模保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上19人以

下で保育を行う事業。（法第７条） 

家庭的保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人以下で、家

庭的保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保育

を行う事業。（法第７条） 

居宅訪問型保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳児・

幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。 

（法第７条） 

事業所内保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、

事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの

保育を行う事業。（法第７条） 

保育の必要性の認定 保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づ

き、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組み。 

（法第19条） 

【参考】認定区分 

・１号認定子ども：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の

就学前子ども 

・２号認定子ども：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前

子ども（保育を必要とする子ども） 

・３号認定子ども：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前

子ども（保育を必要とする子ども） 
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用  語 定義・概要 

「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設及び

地域型保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型に

従い、市町村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号認定子ども、３

号認定子どもごとの利用定員を定めた上で給付の対象となることを確

認する制度。（法第31条） 

※認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育事業は

市町村が行う。 

地域子ども・子育て支援 

事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事

業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ等の事業。 

（法第59条） 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月 

発行：柴田町 編集：柴田町子ども家庭課 

 


