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第１章 計画策定にあたって
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１ 計画策定の背景

わが国では少子高齢化が進行しており、国では少子化に対応するために、様々な取り組み

が進められてきました。一方、近年は女性の社会進出の拡大を背景に、結婚・出産後も働き

続けることを希望している女性が増加しており、待機児童が発生するなど低年齢児からの保

育の必要性が高まっています。また、核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化により、

子育てに関する助言や支援、協力を得ることが困難な家庭も増えており、不安を抱える保護

者への包括的な対応が求められるなど、子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化し続けてい

ます。 

国では、少子化対策を迅速かつ重点的に進めるために、平成 15 年に「次世代育成支援対

策推進法」を制定し、同法に基づく行動計画を策定することを通じて、次世代を担う子ども

たちの育成を支援するための様々な事業を展開してきました。しかし、その後も依然として

出生数の減少が続いたため、平成 16 年には、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通

の新たな給付や、認定こども園法の改正などが盛り込まれた「子ども・子育て関連３法」が

制定されました。 

また、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を明確化していくために、

平成 28 年に「児童福祉法」が改正されました。さらに、平成 31 年には幼児教育・保育の

無償化を実施し、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、人格形成の基礎を培うことを目的とした「子ども・子育て支援法改正案」が

閣議決定されました。 

美浜町（以下、「本町」という）では、子ども子育てに関する施策を総合的に推進していく

ために、これまで「美浜町次世代育成行動計画」（平成17年度）、「美浜町次世代育成行動計

画（後期計画）」（平成22年度）、「美浜町子ども・子育て支援事業計画」（平成27年度）を

策定してきました。 

このたび、「美浜町子ども・子育て支援事業計画」が、令和元年度で計画期間が満了となる

ことに伴い、子どもの視点に立ち、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援するため

の環境を整備することを目的とし、「第２期美浜町子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本

計画」という）を策定します。 
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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、子ども・子育て支援にかかる総合的な計画として策定するものです。 

また、「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、貧困の状況にある子

どもへの必要な施策を推進するための「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条に基

づく「子どもの貧困対策についての計画」を内包し、子ども・子育て支援にかかる総合的な

計画として策定するものです。 

計画の策定にあたっては、本町の上位計画である「総合計画」をはじめ、「地域福祉計画」

及び「障害者計画」や「男女共同参画プラン」など、その他の関連計画との整合を図り策定し

ていきます。 

【美浜町】 

美浜町子ども・子育て 

支援事業計画 
整合 

【国】子ども・子育て支援法 

   次世代育成支援対策推進法 

   子どもの貧困対策の推進に関する法律 

●障害者計画 

●障害福祉計画・障害児福祉計画 

●健康づくり計画 

元気ばんざい！みはま21 

●地域防災計画 

●男女共同参画プラン

●地域福祉計画 

●生涯活躍のまち 基本構想・基本計画

総合計画 



4 

３ 計画期間

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。 

（年度） 

４ 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、町民の意向など町民ニーズを反映した計画とするためのアン

ケート調査を行いました。また、町民や学識経験者、関係機関、子育てに関わる団体の代表

者で構成する「子ども・子育て会議」の設置や、子育て団体や機関を対象とする団体アンケ

ートを行いました。 

令和１ 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 

美浜町総合計画

美浜町 
子ども・子育て
支援事業計画 

第２期子ども・子育て支援事業計画 

（本計画） 

第 5次美浜町総合計画 
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第２章 子ども・子育て支援の現状
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１ 統計からみる状況

（１）人口の状況

平成31年の年齢別人口（５歳階級別）をみると、男女ともに65～69歳が最も多く、一

方で、10代以下と20代後半～30代は少なくなっています。また、高齢者の人口は女性の

方が男性より多くなっています。 

■年齢別人口（５歳階級別） 

人口推計をみると、今後、総人口は減少していく一方、高齢化率は増加し続けていくこと

が見込まれます。 

■美浜町の人口推移と推計 

資料：国立社会保障人口問題研究所

（平成27年の国勢調査を基に推計）

資料：住民基本台帳（平成31年3月 31日）
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（２）世帯の状況

一般世帯数をみると、平成 17 年までは増加していましたが、その後減少し、平成 27 年

には9,304世帯となっています。また、1世帯当たり人員数は減少しており、平成27年に

は2.49人となっています。 

■一般世帯数及び１世帯当たり人員数の推移 

母子世帯数をみると、平成 22 年までは増加していましたが、その後減少し、平成 27 年

には101世帯となっています。父子家庭については横ばいで、平成27年では12世帯とな

っています。 

■ひとり親世帯数の推移 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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（３）出生の状況

出生数、出生率をみると、いずれも平成 25 年以降は減少が続いています。出生数はここ

5年間で毎年100人から 150人程度の新生児が生まれており、平成29年には 101人と

なっています。 

■出生数と出生率の推移 

母親の年齢別出産割合をみると、29 歳以下で出産する割合が減少傾向となっていました

が、平成28年では増加しています。 

■母親の年齢別出産割合の推移 

資料：愛知県衛生年報

資料：愛知県衛生年報
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（４）婚姻等の状況

婚姻数と離婚数をみると、ここ5年間で、婚姻数は増減を繰り返しながら、70～80件程

度で推移しています。 

離婚数については20～30件程度となっていますが、平成29年は35件と、平成24年

の約2倍となっています。 

■婚姻数と離婚数の推移 

未婚率をみると、女性、男性ともに、すべての年齢層で増加傾向にあります。 

■女性の未婚率の推移               ■男性の未婚率の推移   
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（５）女性の就労の状況

女性の就業率をみると、20代後半から30代前半に結婚・出産・子育てのため就業率が低

下するいわゆる「M字型カーブ」を描いています。平成 22年と平成 27年を比較すると、

45歳以上で就業率が増加しています。 

■女性の就業率の推移

資料：国勢調査 
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２ アンケート調査結果のまとめ

本調査は、より一層の子育て支援施策の充実に向けて、保育ニーズや美浜町の子育て支援

サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の生活実態、要望・意見などを把握する

ことを目的に、意向調査（アンケート調査）として実施しました。 

■調査概要 

区分 未就学児童調査 小学生児童調査 

調査対象者 就学前の子どもを持つ世帯・保護者 小学生の子どもを持つ世帯・保護者

調査期間 
平成30年 12月 17日～ 

平成 31年１月４日 

平成 30年 12月 17日～ 

平成 31年１月４日 

配布数

【保育所未利用者】175件 

【保育所利用者】447件 

（合計）622件 

767件 

回収数 468件 423件 

回収率 75.2％ 55.1％ 
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（１）子どもの育ちをめぐる環境について

①子育て家庭の状況 

○子育てに関わっている人は、「父母ともに」が未就学児童で61.1％、小学生児童で64.3％

と最も高く、次いで「母親」が未就学児童で32.3％、小学生児童で31.4％となっていま

す。 

○日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の状況についてみると、「緊急もしくは用事の際に

は祖父母等の親族にみてもらえる」が未就学児童で59.2％、小学生児童で59.8％と最も

高くなっています。 

■子育てに日常的に関わっている人

■日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の状況 

61.1 

32.3 

5.3 

41.9 

64.3 

1.1 

2.4 

4.3 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

保育所

幼稚園

認定こども園

その他

不明・無回答 未就学児童（N=468）

64.3 

31.4 

4.0 

36.9 

10.2 

7.1 

25.3 

2.4 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

放課後児童クラブ

学習塾

習い事教室

その他

不明・無回答 小学生児童（N=423）
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緊急時もしくは用事の際には
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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どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答
未就学児童（N=468）

小学生児童（N=423）
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90.2 

91.3 

1.9 

3.1 

7.9 

5.7 

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

未就学児童

（N=468）

小学生児童

（N=423）

いる／ある いない／ない 不明・無回答

②子育てや教育についての相談・情報提供 

○気軽に相談できる相手、場所の有無についてみると、「いる／ある」が未就学児童で90.2％、

小学生児童で 91.3％、「いない／ない」が未就学児童で 1.9％、小学生児童で 3.1％とな

っています。 

○気軽に相談できる相手、場所についてみると、「配偶者（パートナー）」が未就学児童で

82.2％、小学生児童で 83.2％と最も高く、次いで「祖父母等の親族」が未就学児童で

79.6％、小学生児童で79.0％となっています。 

■気軽に相談できる相手、場所の有無 

■気軽に相談できる相手、場所（上位５位） 

82.2 

79.6 

75.1 

30.6 

11.1 

83.2 

79.0 

75.1 

26.7 

9.1 

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

配偶者（パートナー）

祖父母等の親族

友人や知人

（未就学児）保育士／
（小学生）学校の先生

かかりつけの医師
未就学児童（N=422）

小学生児童（N=386）
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（２）保護者の就労状況について 

○母親の就労状況についてみると、「パート・アルバイト等で就労している」が未就学児童で

41.7％、小学生児童で51.3％と最も高くなっています。 

○現在就労していない母親の就労希望についてみると、未就学児童で「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40.7％、小学生児童で「子育てや家事な

どに専念したい（就労の予定はない）」が36.1％とそれぞれ最も高くなっています。 

■母親の就労状況

※「フルタイムで就労している」は「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中で

ある」の合算 

※「パート・アルバイト等で就労している」は「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）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（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、産休・育休・介護

休業中である」の合算 

※「就労していない」は「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」の合算 

■現在就労していない母親の就労希望 

25.9 

27.9 

41.7 

51.3 

26.3 

14.4 

6.2 

6.4 

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

未就学児童
（N=468）

小学生児童
（N=423）

フルタイムで就労している パート・アルバイト等で就労している

就労していない 不明・無回答

16.3 

36.1 

40.7 

24.6 

2.4 

3.3 

28.5 

24.6 

12.2 

11.5 

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

未就学児童
（N=123）

小学生児童
（N=61）

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、フルタイムで就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に、パートタイム・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労したい

不明・無回答
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（３）平日の幼稚園や保育所などの利用状況について 

○平日に利用している教育・保育事業についてみると、「保育所」が92.3％と最も高く、次

いで「認定こども園」が3.6％となっています。 

○平日に教育・保育事業を利用している理由についてみると、「子どもの教育や発育のた

め」が79.6％と最も高く、次いで「子育て（教育を含む）をしている方が就労してい

る」が65.7％となっています。 

■平日に利用している教育・保育事業（上位５位） 

■平日に教育・保育事業を利用している理由（上位５位） 

92.3 

3.6 

0.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

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

保育所

認定こども園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

企業主導型保育

その他の認可外保育施設 未就学児童（N=362）

79.6 

65.7 

2.2 

1.4 

1.1 

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

子どもの教育や発育のため

子育て（教育を含む）をしている方が
現在就労している

子育て（教育を含む）をしている方に
就労予定がある／求職中である

子育て（教育を含む）をしている方に
病気や障害がある

子育て（教育を含む）をしている方が
家族・親族などを介護している 未就学児童（N=362）
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56.1 31.2 9.4 

0.8 

2.5 

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

未就学児童

（N=362）

満足している まあまあ満足している やや不満である

不満である 不明・無回答 0

○利用している保育所・幼稚園等の満足度についてみると、『満足している』（「満足してい

る」「まあまあ満足している」の合算）が87.3％と大部分を占めています。 

■利用している保育所・幼稚園等に対する満足度 

○利用している保育所・幼稚園等に満足していない理由についてみると、「スタッフの対応

が不十分」が37.8％と最も高く、次いで「保育料が高い」「保育内容が充実していない

（預かり時間の短さや夜間・休日保育等がないなど）」がそれぞれ32.4％となっていま

す。 

■利用している保育所・幼稚園等に対する不満（上位５位） 

37.8

32.4

32.4

29.7

16.2

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

スタッフの対応が不十分

保育料が高い

保育内容が充実していない
（預かり時間の短さや夜間・

休日保育等がないなど）

スタッフの数が不十分

園の施設・設備が不満
未就学児童（N=37）
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（４）入園・入学する際の不安ごと 

○保育所・幼稚園等に入園する際の不安についてみると、「子どもが園に慣れてくれるか」

が未就学児童で68.8％、小学生児童で70.2%と最も高く、次いで未就学児童で「希望

の保育所等に入園できるか」が28.5％、小学生児童で「ママ友などの保護者間の付き合

いがある」が30.5%となっています。 

■保育所・幼稚園等に入園する際に不安に思ったこと 

68.8 

28.5 

8.8 

6.1 

14.4 

24.9 

22.7 

10.8 

3.3 

2.8 

70.2 

24.6 

6.6 

6.1 

15.1 

25.5 

30.5 

11.6 

2.4 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもが園に慣れてくれるか

希望の保育所等に入園できるか

利用する園の情報がない

利用する園について相談できる人がいない

経済的な負担が大きい

園の行事や当番の負担が大きい

ママ友などの保護者間の付き合いがある

特にない

その他

不明・無回答

未就学児童（N=362）

小学生児童（N=423）
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○小学校に入学する際の不安についてみると、「子どもが安全に登下校できるか」が56.0％

と最も高く、次いで「子どもが授業や勉強についていけるか」が55.3％となっていま

す。 

■小学校に入学する際に不安に思ったこと 

56.0

55.3

46.6

39.0

29.1

24.3

15.8

9.2

3.5

2.6

2.1

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

子どもが安全に登下校できるか

子どもが授業や勉強についていけるか

PTAなどの保護者の役回り

夏休みなどの長期休暇の子どもの居場所

子どもに友だちができるか

放課後の子どもの居場所

ママ友などの保護者間の付き合いがある

特にない

通学予定の小学校の情報がない

小学校への不安について
相談できる人がいない

その他

不明・無回答 小学生児童（N=423）
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24.8 

10.7 

72.0 

82.5 

3.2 

6.8 

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

①子育て支援センター

（N=468）

②野間分室

（N=468）

未就学児童

はい いいえ 不明・無回答

18.8 

9.0 

60.0 

64.5 

21.2 

26.5 

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

①子育て支援センター

（N=468）

②野間分室

（N=468）

未就学児童

はい いいえ 不明・無回答

（５）地域の子育て支援拠点事業の利用状況について 

○未就学児童の子育て支援センターと野間分室の利用状況についてみると、「はい」がそれぞ

れ24.8％、10.7％、「いいえ」がそれぞれ72.0％、82.5％となっています。 

○未就学児童の子育て支援センターと野間分室の利用意向についてみると、「はい」がそれぞ

れ18.8％、9.0％、「いいえ」がそれぞれ60.0％、64.5％となっています。 

■【未就学児童】子育て支援センターと野間分室の利用状況 

■【未就学児童】子育て支援センターと野間分室の利用意向 
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（６）幼稚園や保育所などの不定期の利用について 

○日中、私用、親の通院、不定期の就労等の理由で不定期に利用している事業についてみる

と、「利用していない」が91.0％と最も高く、大部分を占めています。 

○私用、親の通院、不定期の就労等の理由による、一時預かり等の今後の利用意向は、「利用

したい」が 27.4％となっています。利用したい理由については、「冠婚葬祭、学校行事、

子どもや親の通院など」が75.8％と最も高く、次いで「私用（買物、子どもや親の習い事、

リフレッシュ目的）」が52.3％となっています。 

■日中、不定期に利用している事業 

■一時預かり等の今後の利用意向 

■利用したい理由 

27.4 57.9 14.7 

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

未就学児童
（N=468）

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

91.0

2.6

1.1

0.9

0.0

4.7

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

利用していない

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

その他

ベビーシッター

不明・無回答 未就学児童（N=468）

75.8

52.3

32.0

3.1

1.6

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

冠婚葬祭、学校行事、
子どもや親の通院など

私用（買物、子どもや親の習い事、リ
フレッシュ目的）

不定期な就労

不明・無回答

その他
未就学児童（N=128）
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（７）地域での子育てについて 

○日頃からの近所付き合いについてみると、「会えばあいさつをかわす」が未就学児童で

52.4％、小学生児童で 48.2％と最も高く、次いで「たまに立ち話をする」が未就学児童

で15.8％、小学生児童で21.7％となっています。 

○地域における子育て支援の希望についてみると、「子どもが安心できる地域での見守り」

が未就学児童で62.6％、小学生児童で64.5％と最も高く、次いで「身近な地域での放課

後の居場所づくり」が未就学児童で42.5％、小学生児童で39.5％となっています。

■日頃からの近所付き合い 

■地域における子育て支援の希望 

30.6 

42.5 

4.9 

10.3 

62.6 

6.2 

8.5 

7.7 

1.5 

2.4 

27.2 

39.5 

3.8 

6.1 

64.5 

9.5 

4.7 

6.9 

1.7 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

地域でのちょっとした子どもの預かり

身近な地域での放課後の居場所づくり

子育て経験者などによる相談機会・場の設置

保護者同士の地域での交流機会の充実

子どもが安心できる地域での見守り

地域での多世代交流機会の充実

地域の人と接する機会が少なく、わからない

特に必要ない

その他

不明・無回答

未就学児童（N=468）

小学生児童（N=423）

8.3 

10.4 

8.8 

10.4 

15.8 

21.7 

52.4 

48.2 

6.4 

4.5 

8.3 

4.7 

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

未就学児童
（N=468）

小学生児童
（N=423）

常日ごろ家族ぐるみの付き合いがある

困っているときに相談したり助けあったりする

たまに立ち話をする

会えばあいさつをかわす

付き合いがほとんどない

不明・無回答
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78.0 

32.1 

31.0 

25.4 

26.1 

48.7 

11.3 

1.1 

0.4 

74.2 

35.0 

22.9 

26.0 

26.2 

46.8 

9.9 

0.5 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

外遊びを中心に遊ばせたい

自宅や友だちの家の中で遊ばせたい

子育て仲間など親同士の集まりの場で

遊ばせたい

地域の人と交流しながら遊ばせたい

地域の支援者が色々な遊びを教えてく

れるところで遊ばせたい

遊びの中で子どもの能力を伸ばすことを

中心に教えてくれるところで遊ばせたい

特に希望はない

その他

不明・無回答

未就学児童（N=468）

小学生児童（N=423）

○地域の中での子どもの遊ばせ方の希望についてみると、「外遊びを中心に遊ばせたい」が

未就学児童で78.0％、小学生児童で74.2％と最も高く、次いで「遊びの中で子どもの

能力を伸ばすことを中心に教えてくれるところで遊ばせたい」が未就学児童で48.7％、

小学生児童で46.8％となっています。

■地域での過ごし方の希望 
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（８）放課後の過ごし方について 

○放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方の希望についてみると、小学校低学年（１～３

年生）では、「自宅」が未就学児童で56.2％、小学生児童で69.0％と最も高くなっていま

す。小学校高学年（４～６年生）でも、「自宅」が未就学児童で51.0％、小学生児童で37.8％

と最も高くなっています。 

■小学校低学年（１～３年生）での放課後の過ごし方の希望 

※小学生児童は、現在子どもが低学年の保護者のみ回答 

■小学校高学年（４～６年生）での放課後の過ごし方の希望 

56.2 

34.3 

48.6 

12.9 

30.0 

0.0 

14.3 

16.7 

69.0 

34.5 

47.4 

12.9 

21.1 

0.9 

16.4 

7.8 

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
未就学児童（N=210）

小学生児童（N=232）

51.0 

29.5 

49.5 

9.5 

20.0 

0.0 

14.3 

26.2 

37.8 

18.0 

29.6 

3.5 

6.1 

0.0 

8.0 

53.2 

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

未就学児童（N=210）

小学生児童（N=423）
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（９）町の子育て支援施策に期待すること 

○美浜町の子育て支援施策に期待すること・重要なことについてみると、未就学児童で「子

どもに関する医療体制の充実」が44.2％、小学生児童で「犯罪や事故から子どもを守るた

めの対策」が51.3％とそれぞれ最も高くなっています。次いで未就学児童で「犯罪や事故

から子どもを守るための対策」が43.8％、小学生児童で「子どもに関する医療体制の充実」

が48.2％となっています。 

■子育て支援施策に期待すること・重要なこと 

20.7 

9.4 

10.7 

11.5 

44.2 

34.0 

22.0 

12.6 

7.9 

41.0 

19.4 

28.2 

43.8 

3.8 

1.9 

3.0 

16.5 

6.4 

12.5 

6.9 

48.2 

28.8 

29.8 

13.0 

6.1 

18.0 

5.2 

28.1 

51.3 

5.7 

1.4 

4.0 

0% 20% 40% 60%

子育てに関する相談、情報提供の充実

親子・親同士の交流の場の充実

家庭の教育力向上のための学習機会の充実

母子や子どもの健康のための
健診や訪問等の充実

子どもに関する医療体制の充実

地域における子どもの居場所の充実

児童虐待やいじめ等に対する対策の充実

障害のある子どもが安心できる
障害児施策の充実

ひとり親家庭に対する相談や生活支援

保育サービスの費用負担などの経済的な支援

保育所、幼稚園の箇所数や内容の充実

仕事と子育てを両立するための企業の
働き方改革への啓発

犯罪や事故から子どもを守るための対策

特にない

その他

不明・無回答

未就学児童（N=468）

小学生児童（N=423）
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３ 団体等アンケート結果のまとめ

本調査は、より一層の子育て支援施策の充実に向けて、日ごろから子どもや保護者等と関

わっている保育施設及び子育て支援団体に対して、広く意見や要望を把握することを目的に、

意識調査（記述形式のアンケート調査）として実施しました。 

■調査概要 

区分 保育施設調査 子育て支援団体調査 

調査対象者 本町内にある保育施設 本町内で活動する子育て支援団体 

調査期間 令和元年10月～11月 

実施対象数 ７園 １７団体 

（１）保育所調査

①運営の課題について 

○子どもの減少に伴って園児数が減少し、集団生活の環境づくりが難しくなっています。 

○早番、延長保育を利用する保護者の増加や、休暇の取得しにくさなど、保育士の負担が多

くなっています。また、保育士の育成環境を整えることが求められています。 

○その他、施設の老朽化や、不安を抱えた保護者からの相談対応の充実も課題としてあげら

れています。 

②育みたい子どもについて 

○生きる力や強い心、自己肯定感がある子どもなど、困難なことも自ら乗り越えていける、

何事にも負けない心を持った子どもがあげられています。 

○他の人と助け合って生活できる、困っている人を助けられる、自分の思いを伝えることの

できるなど、他の人を思いやったコミュニケーションが取れる子どもがあげられています。 

○その他、豊かな心と丈夫な体がある、挨拶や返事ができる、自らやりたいことを見つけ、

色々なことに興味・関心を持つ、自然とふれあいのびのび遊び様々なことを感じられる等

があげられています。 
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③最近の子どもの状況ついて 

○スマートフォンやゲームに夢中になって、夜遅くまで起きている子どもが見られます。ま

た、屋外よりも室内で遊ぶことを好む傾向も見られます。保護者の生活習慣も影響してい

るようです。 

○返事をしない、落ち着きがない、極端に偏食があるなど、しつけがあまりされていない状

況も見られます。 

○子どもだけでは遊びをつくりだせない、危険を予測できないなど、想像力を働かせること

を苦手とする子どもも多いようです。 

○ケンカが少ないという意見がある一方、自分の気持ちを押し通してしまう、相手の気持ち

を考えられない子どもも見られます。 

④今後充実したいことについて 

○保護者に対しては、子どもの心と体の成長のために必要な情報や、療育に関する情報など

の周知や、働く保護者へのサポートがあげられています。 

○入所前に子どもを把握するための保健センターとの連携、大学生や教授と交流するための

日本福祉大学との連携といった、他の機関との連携があげられています。 

○子どもが主体となった保育への転換といった、保育の方針についてもあげられています。 

⑤０～2歳の入園の見通しについて 

○「今後、しばらくは緩やかに増加すると思う」が６園中4園と多くなっています。 

○就労する保護者が増加していることや、核家族が増え預けられる人がいないことが要因と

してあげられます。一方で、子どもの数自体が減っているため増加の見込みがない、とい

う意見も見られます。 

4 0 1 1 0 

0件 1件 2件 3件 4件 5件 6件

保育所（N=６）

今後、しばらくは緩やかに増加すると思う 今後５年以内は、緩やかに増加すると思う

今後５年以内に、緩やかに減少すると思う 今後、徐々に希望は収まっていくと思う

不明・無回答
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（２）子育て支援団体調査

①活動の課題について 

○団体のメンバーが減っていることや活動の負担が多いことが、ほぼ全ての団体の課題とし

てあげられています。 

○その他、保育所との連携のあり方の見直しや、活動場所が狭いことなども課題となってい

ます。 

②本町の子どもや保護者の様子について 

○子どもについては、素直、元気、心優しい、ボランティアやイベント等に前向きで楽しく

参加している、などがあげられています。一方で、全体的に大人しい、保護者から離れた

がらない、といった意見も見られます。 

○保護者については、共働きの家庭が増える中でも、協力的で団体の活動に感謝している人

が多くなっています。一方で、子育てや活動に対して他人事であったり、不満が多い保護

者も見られるようです。 

③子どもの成長を支えるために必要なことについて 

○地域ぐるみで子育てに関わっていけるよう、顔見知りの関係づくりや、様々な組織・団体

間の交流、多世代で交流できる場所等が求められています。 

○学校や保育所の役割と家庭の役割の認識など、保護者に対して子育ての考え方を伝えてい

くことが必要となっています。 

○スマートフォンや安全な利用や交通安全など、子どもが安心して過ごせる支援が求められ

ています。 

○その他、団体に対する金銭的な支援や環境づくり、様々な親子の居場所づくり等も挙げら

れています。 

④行政に求める支援について 

○活動場所の提供や団体の活動負担の軽減といった、活動に対する支援が求められています。 

○その他、行政内の横の連携や、町全体の教育プログラムの普及、子どもが本町で暮らし続

けるための仕事づくり等、広い視点からの意見も見られます。 
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４ 本町の子ども・子育て支援の現状のまとめ

課題１ 子育ち・子育て支援の充実

● ライフスタイルや価値観の多様化などにより、地域のつながりが希薄化し、地域で子育て

について学んだり、身近な人に気軽に相談する機会が減少しています。 

● 核家族化が進み、家庭の中でも子育ての支援を受けにくい状況がみられ、子育てに不安や

負担感を感じる保護者が多くなっています。 

● 情報化社会の進展により、子育てに関する情報があふれていますが、信ぴょう性が低いも

のや、過剰に不安を抱かせるものも多くなっています。 

● 本町の放課後児童クラブは東部・西部の２か所で実施しています。 

● 本町の女性の就業率をみると、結婚・出産・子育て期に一度落ち込むという、いわゆる「Ｍ

字カーブ」を描いています。 

● 地域の中で、家族ぐるみの付き合いをしたり、困っているときに相談したりするような付

き合いをしている人は少なく、多くの人があいさつをかわす程度の付き合いが多くなっ

ています。 

● 低学年児童に放課後児童クラブ（学童保育）を利用したいと回答している人は未就学児童

で３割、小学生児童で約２割となっています。また、未就学児童、小学生児童それぞれ約

４割の人が身近な地域での放課後の居場所づくりを求めています。

● 保育施設調査では、運営の課題として、不安を抱えた保護者からの相談対応の充実があげ

られています。 

● 子育て支援団体調査では、子どもの成長を支えるために必要なこととして、地域ぐるみで

子育てに関わってくための顔見知りの関係づくりや、様々な組織・団体間の交流、多世代

で交流できる場所等が求められています。

町のデータから

団体アンケートから

社会情勢等

アンケート結果から
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① 子育ての相談支援体制 

● すべての家庭で安心して子育てできるよう、子育ての相談支援体制の充実が求められま

す。 

● 子育て中の親子が地域で孤立しないよう、地域の支えあいによる子育ての視点から、子

育て支援を展開する必要があります。 

● 地域の子育て力の向上に向けて、役場をはじめ、保育所や幼稚園、こども園、地域、ボ

ランティア等が連携し、地域全体で子育てする体制を構築することが求められます。 

② 子育てに関する情報発信 

● 子育て中の保護者に、子育てに関する正しい知識や必要な情報が行き渡るよう、学習機

会の充実や効果的な情報発信が求められます。 

③ 地域交流 

● 育児不安の解消や子育て中の親子の地域参加を促すため、親子で参加できる交流できる

場やイベントなどを充実する必要があります。 

④ 子どもの居場所づくり 

● 各学区における放課後児童クラブの整備が求められます。 

● 放課後児童クラブを利用しない子どもについても、放課後や長期休暇期間中の居場所が

求められます。 

● 子どもが地域の中で健やかに成長できるよう、子どもが地域の人と関われる取り組みが

求められます。 

⑤ 仕事と子育ての両立 

● 男女がともに子育てと仕事を両立できるよう、社会全体の意識改革を進め、性別による

固定的な役割分担意識を解消する必要があります。 

● 父親が家庭に参画できるよう、父親が子育ての知識や技術を身につける機会の提供が求

められます。 

● ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、企業・事業所に協力を呼びかけることが求め

られます。 

課題と今後の方向性
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課題２ 教育・保育環境の充実

● 女性の社会進出に伴い共働き家庭が増加し、保育ニーズが増加するとともに、ライフスタ

イルや価値観の多様化から保育ニーズは多様化・複雑化しています。 

● 情報化やグローバル化など社会が目まぐるしく変化する中、子どもたちが力強く生きて

いくために、直面する様々な課題に対応できる力を育むことが重要になっています。

● 本町では、９割以上の子どもが保育所を利用していますが、入所の際の悩みとして、子ど

もが保育所に慣れてくれるかが不安だったという回答が最も高くなっています。 

● ８割以上の人が入所している保育所・幼稚園に満足していますが、満足していない人も１

割程度みられ、保育内容や職員の質の向上が望まれています。 

● 祖父母等の親族に日常的に子どもをみてもらえる人は、未就学児童、小学生児童それぞれ

約４割となっています。 

● 保育施設調査では、育みたい子どもとして、「困難に負けない生きる力を持った子ども」

や「他の人を思いやったコミュニケーションが取れる子ども」があげられています。 

● 保育施設調査では、今後充実したいこととして、保護者に対する様々な情報の周知や、働

く保護者へのサポートがあげられています。 

● 保育施設調査では、０～2歳の入園の見通しについて、働く保護者の増加や核家族化の進

行から「今後、しばらくは緩やかに増加すると思う」との回答が多くなっています。 

① 幼児期の教育・保育 

● 保育ニーズの増加・多様化に対応できる体制の整備が求められます。 

● 時間外の保育や休日の保育など、保護者のニーズに応じたきめ細やかなサービスの提供

が必要となっています。 

● 子どもの特性に合わせた保育の質の確保に向けて、職員の資質向上が求められます。 

● 保育所に入所する際の不安を解消できるよう、入所前からの相談支援体制を充実するこ

とや、小学校への円滑な接続に対する取り組みが求められます。 

② 学校教育 

● 子どもの個性や適性に応じた教育や、多様な体験、交流ができる機会を提供し、子ども

の生きる力を育むことが求められます。 

● 社会に対応する能力を育てるため、情報教育、語学教育等を進めていく必要があります。 

アンケート結果から

団体アンケートから

社会情勢等

課題と今後の方向性
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課題３ 母子保健対策の充実

● 働く女性の増加や出産年齢の上昇等により、健康管理が必要な妊婦が増加傾向にある中、

妊婦健康診査の重要性がいっそう高まっています。 

● 地域のつながりの希薄化や核家族化などにより、子育てに関する悩みを相談できず、一人

で抱え込んでしまう保護者がみられます。 

● 思春期は心身の成長にとって重要な時期であり、喫煙、飲酒等の健康を脅かす問題への正

しい認識が必要となります。昨今はインターネットを通じて様々な情報を得られますが、

確かな知識を身に着ける必要があります。 

● 本町の出生率はここ５年間で年々減少しています。 

● 本町では、ファミリー・サポート・センター事業により、病児・病後児保育の受け入れ体

制を整えていきます。

● 期待する、または重要な子育て支援施策として、子どもに関する医療体制の充実を希望す

る人が未就学児童、小学生児童でそれぞれ４～5割程度と高くなっています。

① 妊娠・出産・子育て期にわたる支援 

● 母子の健康確保に向けて、各種健診の充実や受診率向上への働きかけが求められます。 

● 地域で安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から子育て期までの切れ

目ない支援が必要となっています。 

② 思春期の保健対策 

● 子どもから大人への移行期である思春期においては、心と身体の発達についての理解を

深める教育の推進が求められます。 

● 子どもの心身の健康の確保に向け、喫煙・飲酒・薬物乱用を防止する教育に取り組む必

要があります。 

③ 小児医療体制 

● 子どもが病気になった際に、身近で安心して受診できる医療体制の整備が求められます。 

アンケート結果から

社会情勢等

町のデータから

課題と今後の方向性
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課題４ 安心して子育てできる生活環境の充実

● 世帯規模の縮小、地域との関係性の希薄化等により、家に閉じこもって子育てする保護者

もみられます。ゆとりを持った子育てをするため、親子で外出できる環境整備が必要です。 

● 近年、登下校中の子どもが犯罪や交通事故に巻き込まれる事件が社会問題となっており、

地域や多様な機関が連携した対策が求められます。 

● 地域のつながりの希薄化により、地域の防犯力の低下が懸念されています。

● 地域での過ごし方の希望では、子どもを外遊びさせたいと希望する人が最も多くなって

います。 

● 期待する、または重要な子育て支援施策として、子どもを犯罪や事故から守るための対策

を上げる人が多くなっています。 

● 子どもが小学校に入学した際の不安について、登下校の安全と回答する人が最も高くな

っています。また、未就学児童、小学生児童でそれぞれ６割以上の人が地域の子どもの見

守り活動が必要だと回答しています。

● 子育て支援団体調査では、子どもの成長を支えるために必要なことについて、スマートフ

ォンや安全な利用や交通安全など、子どもが安心して過ごせる支援が求められています。

① 子育てに配慮したまちづくり 

● 子どもが外でのびのびと遊ぶことができる遊び場の整備が求められています。 

● 子どもや子ども連れが利用しやすいよう、道路や公共施設等のバリアフリーやユニバー

サルデザイン化を進める必要があります。 

② 交通安全・防犯対策 

● 交通事故をなくすため、すべての町民に対し、交通安全意識の啓発を行うことが求めら

れます。 

● 定期的な通学路の安全点検や安全対策のチェックが必要です。 

● 子どもを事故や犯罪から守るため、地域の見守り体制を強化する必要があります。 

● 地域の防犯力の向上のために、子どもの安全を脅かす不審者等の情報を関係機関間で共

有し、情報発信するなどの取り組みが必要です。 

アンケート結果から

団体アンケートから

社会情勢等

課題と今後の方向性
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課題５ きめ細かな対応が必要な家庭への支援

● 児童虐待の相談対応件数は一貫して増加しており、国では児童福祉法等の改正が平成28

年、平成29年と2年連続で行われ、児童虐待の防止と対策の強化が図られています。 

● 全国的にいじめの認知件数が増加傾向となっており、特にＳＮＳ等を介したいじめが深

刻化しています。 

● 平成27年時点でおよそ７人に１人の子どもが「相対的な貧困」の状態にあると言われて

おり、特に母子世帯での貧困率が高くなっています。 

● 特別支援学校や特別支援学級に在籍している子どもが増加傾向にあります。 

● 外国にルーツを持つ子どもや保護者が増加しており、言語や文化の違いに配慮した支援

が必要となっています。 

● 本町においても５年前に比べ、母子世帯が増加しています。 

● 保育施設調査では、今後充実したいこととして、療育に関する情報提供があげられていま

す。 

① 児童虐待防止対策 

● 子どもを虐待から守るため、住民への意識啓発や相談窓口の充実、関係機関が連携した

早期発見・早期対応の体制づくりが求められます。 

② いじめ・不登校対策 

● いじめ・不登校対策として児童生徒が相談しやすい体制づくりや、きめ細やかな対応が

求められます。 

③ 障害のある子どもがいる家庭への支援 

● 障害や疾病を早期に発見し、一人ひとりの状況や障害の程度に応じた支援にむすびつけ

ることや、切れ目のない相談支援体制を構築することが求められます。 

④ 外国にルーツのある家庭への支援 

● 地域で暮らす外国にルーツのある家庭が生活に困らないよう、多言語による情報提供や

相談体制の充実、住民の異文化に対する理解促進が求められます。 

団体アンケートから

社会情勢等

町のデータから

課題と今後の方向性
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第３章 計画の基本的な考え方
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１ 基本理念

●● 第２期子ども・子育て支援事業計画 基本理念 ●● 

地域でみんなが活躍でき、共生を実現するまち みはま 

平成26年に策定された「第５次美浜町総合計画」においては、住む人や訪れる人の心にあ

たたかさや安らぎを与え、そこに住むことの魅力につながるよう、「ひと・まち・自然、健康

に輝くまち みはま」を町の将来像としています。また、「住んでよかったと実感できる子育

て環境の充実」が戦略プロジェクトの１つとして掲げられ、子育て支援の充実が図られてい

ます。 

近年、急激な社会情勢の変化を背景に、子どもたちを取り巻く環境はめまぐるしく変化し

ています。未来の美浜町を担う子どもたちが様々な変化に柔軟に対応し、心身ともに健やか

に育つためには、美浜町が子どもたちにとって最善の環境となるよう、家庭、学校、地域、企

業、行政などが互いに連携し、それぞれの役割を果たしていくことが重要です。同時に、子

ども自身が、自らの未来に夢や希望を持って成長できるよう支援していくことも大切です。 

本計画では、総合計画を踏まえつつ、心身の状況や家庭環境などの違いに関わらず、すべ

ての子どもの育ちを社会全体で支える体制を強化するため、「地域でみんなが活躍でき、共生

を実現するまち みはま」という基本理念を掲げます。 

●● 第５次美浜町総合計画 ●● 

町の将来像   ひと・まち・自然、健康に輝くまち みはま 

戦略プロジェクト 住んでよかったと実感できる子育て環境の充実 
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２ 基本目標

基本理念「地域でみんなが活躍でき、共生を実現するまち みはま」の実現に向けて、本町

の子ども・子育て支援施策の充実を図るための５つの基本目標を設定します。 

子育ち・子育て支援の充実 

子どもが健やかに成長できるよう、行政による子育て支援サービスの充実を図るとともに、

地域の資源や人材を活かした、多様な子育て支援や子ども居場所づくりに取り組みます。 

また、男女がともに仕事と子育てを両立できるような環境づくりに取り組みます。 

質の高い教育・保育の提供 

子どもが自らの力で明るい未来を拓くことができるよう、子ども一人ひとりの個性や成長・

発達段階に応じた教育・保育を推進するとともに、各段階の接続が円滑に進むよう、幼保小

の連携を強化します。 

また、保護者の働き方やライフスタイルに応じた多様な保育サービスを展開するとともに、

増加する保育ニーズに対応できる体制を構築します。 

母親と子どもの健康の確保・推進

安心して妊娠・出産を迎え、ゆとりを持って子育てができるよう、妊娠・出産・子育て期に

わたる母子の健康づくりや、思春期の子どもの心身の健康づくりへの支援に取り組みます。 

また、子どもが病気の際に安心して受診できる医療体制の維持・拡大を図ります。 

基本目標1

基本目標２

基本目標３
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安心・安全な生活環境の整備 

子どもや子育て中の親子が地域で快適に過ごせるよう、子育てに配慮した居住環境の整備

に取り組むとともに、乳幼児連れの親子が気軽に外出できる環境づくりに取り組みます。 

また、子どもの安心・安全を守るため、ハード面とソフト面の両面から交通安全対策や防

犯対策に取り組みます。 

きめ細かな対応が必要な家庭への支援 

すべての家庭が地域で安心して子育てできるよう、ひとり親家庭、生活困窮家庭、障害の

ある子どもがいる家庭など、特に支援の必要性が高い家庭に対して、状況に応じたきめ細か

な支援を行います。 

また、近年大きな社会問題となっている児童虐待への迅速な対応に向けて、関係機関との

情報共有や連携の強化を図ります。 

基本目標４

基本目標５
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３ 施策体系

地
域
で
み
ん
な
が
活
躍
で
き
、
共
生
を
実
現
す
る
ま
ち

み
は
ま

基本理念

施策１ 良好な居住環境の確保
施策２ 安心して外出できる環境の整備
施策３ 交通安全・防犯対策の充実

施策１ 就学前の教育・保育の推進
施策２ 多様な保育サービスの充実
施策３ 子どもの健全育成
施策４ 生きる力を育む学校教育の推進

施策１ 母子保健対策の充実
施策２ 思春期保健対策の充実
施策３ 小児医療の充実

施策１ 子育て支援の充実
施策２ 家庭や地域の子育て力の向上
施策３ 子どもの居場所づくり
施策４ ワーク･ライフ･バランスの実現に向けた環境づくり

施策１ 児童虐待防止対策の充実
施策２ いじめ・不登校対策の充実
施策３ ひとり親家庭・生活困窮家庭への支援の充実
施策４ 特別な支援を必要とする子育て家庭への支援

基本目標１ 子育ち・子育て支援の充実

基本目標２ 質の高い教育・保育の提供

基本目標３ 母親と子どもの健康の確保・推進

基本目標４ 安心・安全な生活環境の整備

基本目標５ きめ細かな対応が必要な家庭への支援
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第４章 施策の展開
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基本目標１ 子育ち・子育て支援の充実

【現状・課題】 

核家族化やライフスタイルの多様化により地域のつながりが薄れつつある中、子育てに対

する不安や負担感・孤立感を感じる保護者が増加傾向にあります。行政をはじめ、家庭や関

係機関・団体、地域、住民が一体となって子育てを支援する体制の構築が課題となっていま

す。 

また、人とふれあう機会が少なくなった現代の子どもたちにとって、身近な地域の人々と

の交流は貴重な経験であり、子育ちの視点から重要となっています。子どもたちが地域の中

で健やかに育つことができるよう、地域交流の促進や地域における子どもの居場所づくりが

求められています。 

加えて、近年は子育て家庭においても共働き世帯が増えているため、男女がともに協力し、

子育てに関わっていくことが求められます。そのため、仕事と家庭を両立するための環境整

備が必要になっています。 

施策１ 子育て支援の充実  
【施策の方向性】 

すべての家庭が安心して子育てできるよう、様々な子育て支援サービスの充実に取り組む

とともに、子育て支援についての情報提供を行い、必要とするサービスにつなげる総合的な

子育て支援を行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

1
ファミリー・サポート・セン
ター事業  

子育ての援助を依頼したい人（依頼会員）と協力

したい人（協力会員）が会員になり、互いに援助

しあう会員組織であるファミリー・サポート・セ

ンターの活動を支援します。 

健康・子育て課

２
地域子育て支援拠点
事業（子育て支援セ
ンター事業） 

保護者の育児負担の軽減が図れるよう、地域子育

て支援センターにおいて育児講座や子育てサー

クルの実施、育児相談等を行います。 

健康・子育て課

生涯学習課 

３ 利用者支援事業

子どもや保護者が、教育・保育事業や地域の子育

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、子育て支援に関する情報提供を

行うとともに、関係機関との連絡調整等を行いま

す。 

健康・子育て課

生涯学習課 

４ 親子ふれあいひろば 
未就園児を対象に、親子の遊びを通して、子育て

に関する情報交換と仲間づくりを行う場を提供

します。 

生涯学習課 
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No. 事業名 事業内容 担当課 

５
親子で参加できるイベ
ントの開催  

子育て家庭の地域参加を促し、子育ての孤立化を

防ぐため、親子で参加できるイベントや親子教室

の充実を図ります。 

生涯学習課 

６
子育てボランティアへの
支援 

子育て中の親子が交流でき、また悩みを気軽に相

談できる、子育てボランティアサークルの活動に

対する支援を行います。 

社会福祉協議会

生涯学習課 

健康・子育て課

７ 子育て相談の充実 

子育て支援センター、保健センター、保育所等に

おいて、来所や電話等による子育て相談や子育て

の情報提供を行うとともに、多様な相談に対応す

るため、職員の資質向上に取り組みます。 

健康・子育て課

学校教育課 

生涯学習課  

８ 児童手当の支給  

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援す

ることを目的とし、中学校修了前の子ども（15歳

到達後の最初の3月31日までの間にある児童）

を養育している人に、児童手当を支給します。 

健康・子育て課

施策２ 家庭や地域の子育て力の向上 
【施策の方向性】 

すべての子育て家庭が、地域の中で子どもの成長に喜びや生きがいを感じながら子育てで

きるよう、地域や住民と連携を強化し、地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、家庭

の子育て力の向上に向けて、子育て情報の効果的な発信に取り組みます。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

9
美浜町子育て支援 
アプリの活用促進 

子育てに関する情報収集や予防接種のスケジュ

ール管理、子育ての記録などが行える子育て支援

アプリの活用を促進します。 

健康・子育て課

10
子育て家庭教育に関
する学習機会の充実 

家庭の子育て力の向上を図るため、公民館等にお

いて家庭教育に関する講座・教室を開催します。

生涯学習課 

学校教育課 

11 世代間交流の促進 
地域の様々な世代間交流活動を通して地域住民

の連帯感を深め、地域の子育て力の向上を図りま

す。 

健康・子育て課

生涯学習課 

12
保育所地域活動事
業  

保育所の有する専門機能を活用した世代間交流

や異年齢児交流を促進し、地域住民の子どもや子

育てに対する理解を深めます。 

健康・子育て課
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施策３ 子どもの居場所づくり 
【施策の方向性】 

子どもたちが地域の中で様々なことを体験し、学び、伸びやかに成長していくことができ

るよう、国の「新・放課後子どもプラン」を踏まえながら、放課後や休日等に安心して過ごせ

る居場所づくりや、地域で遊び、学ぶことができる機会の確保に取り組みます。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

13
放課後児童健全育
成事業（放課後児
童クラブ）  

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生

を対象に、放課後や長期休暇中の遊びや生活の場

を提供します。 

また、関係機関との連携を図り、障害のある子ど

もの受け入れを行います。 

運営主体については、利用者の利便性向上のた

め、民間等への委託も検討します。 

健康・子育て課

学校教育課 

14 放課後子ども教室 
放課後の子どもの居場所をつくるため、小学生を

対象に校庭や教室を開放し、学習・体験・交流活

動を行うことを検討します。 

健康・子育て課

学校教育課 

15
放課後児童クラブと放
課後子ども教室の連
携 

放課後児童クラブと放課後子ども教室が連携し、

すべての小学生が放課後子ども教室のプログラ

ムに参加できる体制の整備に努めます。 

健康・子育て課

学校教育課 

16 児童館機能の充実 
健全な遊びを通して子どもの健康を支え、情操を

育てるため、児童館を活用した教室の開催等、子

どもの居場所づくりを行います。 

健康・子育て課

17
地域による子どもの居
場所づくり 

高齢者サロン等を長期休暇中の子どもたちの居

場所として活用するなど、多様な世代の地域住民

と子どもが交流できる地域の居場所づくりを進

めます。 

社会福祉協議会

福祉課 

健康・子育て課

18 子ども食堂 

地域の開かれた場所において、子どもに食事を提

供すると共に、子どもを含む多様な世代の地域住

民の交流の場である子ども食堂のＰＲ等支援を

行います。 

社会福祉協議会

福祉課 

健康・子育て課

19
おもちゃ図書館・おも
ちゃ病院の開設 

地域のボランティアの協力により、おもちゃで遊

ぶ、おもちゃを借りる、おもちゃの修理を行う「お

もちゃ図書館うみは」、「おもちゃ病院（トイクリ

ニックみはま）」を開設。親子の交流の場、子育て

支援ボランティアとの情報交換の場として今後

も継続した開設を進めていきます。 

社会福祉協議会

福祉課 
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No. 事業名 事業内容 担当課 

20 放課後等デイサービス 
小学校入学後の障害のある子どもの居場所や療

育の提供のため、事業者との契約により、放課後

等デイサービスを実施します。 

福祉課 

21 保育所施設の開放
未就園児を対象に、保育所の園庭や保育室を開放

し、親子の遊び場、仲間づくりの場を提供すると

ともに、入所児童との交流を図ります。 

健康・子育て課

22 学校施設開放の促進 子どものスポーツ活動の場として、土曜日・日曜
日に学校施設を開放します。 

生涯学習課 

学校教育課 

施策４ ワーク･ライフ･バランスの実現に向けた環境づくり 

【施策の方向性】 

男女がともに協力して子育てができるよう、性別による固定的な役割分担意識の解消を図

るとともに、男女が希望に応じて仕事と子育ての両立ができるよう、町内の企業・事業所に

対し、多様な働き方の推進や長時間労働の是正等についての働きかけを行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

23
男女共同参画に関す
る情報提供 

ホームページや広報等を活用し、男女共同参画に

関する情報を提供するとともに、男女共同参画に

関する講演会等を開催し、町民の意識向上を図り

ます。 

企画課 

24 事業主への意識啓発
県の機関等と連携し、労働者や企業等に育児・介

護休業制度や長時間労働の是正、多様な働き方等

についての普及・啓発を行います。 

産業課 

25 県の制度の周知 県の労働施策等の周知を図ります。 産業課 
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基本目標２ 質の高い教育・保育の提供

【現状・課題】 

乳幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、教育・保育施

設で養われる生きる力や生活習慣の基礎・規範意識が、その後の発達においても重要となり

ます。 

児童期においては、子ども一人ひとりの能力や可能性を伸ばし、人格を形成していく時期

ですが、近年は子どもを取り巻く社会情勢が大きく変化しているため、社会の変化に柔軟に

対応し、力強く生き抜く力を育むことが求められます。 

また、共働き家庭の増加やライフスタイル・価値観の多様化等により、保育ニーズが増大・

多様化しているため、保護者のニーズに対応できる体制の整備に取り組む必要があります。 

施策１ 就学前の教育・保育の充実 
【施策の方向性】 

幼児期の子どもの発達を支えるため、保育所・幼稚園において、子ども一人ひとりの発達

段階や個性に応じた質の高い教育・保育の提供を行います。 

また、小学校への円滑な移行ができるよう、保育所・幼稚園と小学校との連携を強化し、

子どもの育ちや学びの連続性の確保に努めます。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

26
就学前教育・保育
の提供 

多様化する保育ニーズに対応できるよう、保育所

の受け入れ体制の充実を図るとともに、発達段階

に応じた幼児教育・保育の提供を行います。  

健康・子育て課

27 統合保育事業 
保育所において、軽・中度の障害がある子どもを

受け入れ、障害のない子どもと一緒に保育を行い

ます。 

健康・子育て課

28
幼児教育アドバイザ
ーの設置  

教育・保育に関する専門性をもった指導主事・幼

児教育アドバイザーの配置に努め、幼児教育・保

育の質の向上を図ります。 

健康・子育て課

学校教育課 

29 合同研修 
保育士、幼稚園教諭、小中学校の特別支援アシス

タント、学校生活支援員の資質向上に向け、保育

所、幼稚園、学校との研修の連携に努めます。 

健康・子育て課

30
多様な主体の参入
促進 

新規参入を希望ずる施設等があった場合に、支援

チームを設け、新規施設等に対する実地支援、相

談、助言などを行うとともに、新規参入が見込ま

れた場合は、参入者の施設等から事業実施の必要

性を総合的に検討します。 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

31
就園・就学時打ち
合わせ  

就園・就学に不安がある子どもについて関係各課

で情報を共有し、必要に応じて保育所訪問・就学

相談等を行います。 

学校教育課 

健康・子育て課

32
小学校への円滑な
接続 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、保育所、

幼稚園、こども園から小学校への円滑な接続を図

るため、幼保小間の連携の強化を図ります。 

学校教育課 

健康・子育て課

33
教育・保育施設の
整備、再編 

老朽化が進む教育・保育施設を把握し、必要に応

じて改修を行います。 

また、施設における受入人数等状況に合わせて縦

割り保育を導入するなど効率化を図るとともに、

子どもたちの教育・保育環境の充実を図るため、

認可保育所の再編に取り組みます。 

健康・子育て課

34
幼児教育・保育の
無償化 

国の制度に準じ、幼児教育・保育の無償化を実施

していきます。 
健康・子育て課

施策２ 多様な保育サービスの充実 
【施策の方向性】 

増加・多様化する保育ニーズに対応するため、多様な保育サービスの提供体制を確保する

とともに、保護者が安心してサービスを利用できるよう、サービスの質の充実に取り組みま

す。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

35 延長保育事業
保護者の仕事等の都合により、保育所の通常の開

所時間外に保育が必要な場合において、保育所等

で子どもを預かります。 

健康・子育て課

36 乳児保育事業 産前産後休業や育児休業終了後の就労に対応す

るため、０歳児からの保育事業を実施します。 
健康・子育て課

37
一時預かり事業（幼
稚園型） 

保護者の要請に応じて、通常の教育時間の前後や

長期休業期間中等に、幼稚園で子どもを預かりま

す。 

健康・子育て課

38
一時預かり事業（幼
稚園型以外） 

保護者の疾病や冠婚葬祭、介護・育児疲れ解消等

の理由により、児童の保育が困難になった場合に

おいて、保育所等で子どもを一時的に預かりま

す。 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

39 病後児保育事業 

病気回復期の子どもで、保護者の就労等の理由で

保護者が保育できない際に、保育施設等で子ども

を預かります。ファミリー・サポート・センター

事業の活用と並行し、事業実施を検討します。 

健康・子育て課

施策３ 子どもの健全育成 
【施策の方向性】 

子どもの健やかな育ちを支援するため、家庭・学校・地域と連携し、地域における様々な

交流・体験活動を提供します。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

40
健全育成に関する啓
発  

様々な機会を活用し、青少年の健全育成に関する

啓発を行い、町民の意識向上を図ります。 
生涯学習課 

41 おはなし会 子どもの感性や想像力を育てるため、絵本等の読

みきかせを実施します。 
生涯学習課 

42
多様な体験活動の
機会の充実  

環境保全活動や農業体験等の自然とふれあう体験

などを通じ、児童の健全育成を図ります。 

◆自然観察会等の開催  

◆ゴミゼロ運動の実施 

◆みはまクリーンパートナーの推進 

◆農漁体験の実施 

環境課 

産業課 

43 職場体験の充実  
中学生を対象に様々な職場体験を実施し、職業観・

勤労観の向上を図るとともに、社会の仕組み等に

対する理解を深めます。 

学校教育課 

44
ボランティア保育体験
の実施  

中学生が命の尊さや子育ての喜びを感じ、親の役

割を考えることができるよう、ボランティア保育

体験を実施します。 

学校教育課 

健康・子育て課

45 スポーツ活動の推進 
スポーツ少年団活動への支援やスポーツスクール

の開催など、児童生徒が健全にスポーツに取り組

むための環境を整備します。 

生涯学習課 

46
子ども会等地域活動
の機会の充実及び補
助  

集団活動を通じて子どもの自主性、創造性、社会

性を育むため、子ども会などの地域活動を支援し

ます。 

社会福祉協議会

学校教育課 

生涯学習課 

健康・子育て課

47
インターネット利用に
関する啓発  

子どもが安心・安全にＳＮＳ等を利用できるよう、

子どもや保護者に対し、ＳＮＳ等に潜む危険性に

ついて啓発するとともに、フィルタリングの利用

促進に取り組みます。 

学校教育課 

健康・子育て課
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施策４ 生きる力を育む学校教育の推進 

【施策の方向性】 

子どもの豊かな心や生きる力を育むため、子ども一人ひとりの個性や成長に応じた指導を

行うとともに、思考力・判断力・表現力などを養うための特色ある教育を推進します。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

48 学校教育の推進 
小中学校において、基礎的な人間形成の定着のた

めの指導方法の工夫・改善を図り、一人ひとりの個

性と能力に応じた学校教育を推進します。 

学校教育課 

49 情報教育の推進 
小中学校においてＩＣＴ教育推進の環境整備を行

うとともに、情報教育アドバイザーの派遣により、

児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。 

学校教育課 

50 外国語指導の強化 

小学校において１年生から英語教育を実施すると

ともに、児童の英語のコミュニケーション能力の

向上に向け、外国語活動指導員の派遣を行います。

また、中学校に外国人英語講師を派遣し、英語担当

教師と生徒の語学力向上を図ります。 

学校教育課 

51
学校における外部人
材の活用 

小中学校の活性化を図るため、外部人材や社会人

講師の積極的な活用に努めます。 
学校教育課 

52 開かれた学校づくり  
小中学校ＰＴＡ連絡協議会や学区との連携を図る

ため、あらゆる機会を活用して、保護者や地域住民

に教育活動の情報を提供します。 

学校教育課 

生涯学習課 

53 支援体制の充実 
小中学校に学校生活支援員やスクールカウンセラ

ーを配置し、学校における教育支援・相談機能の充

実を図ります。 

学校教育課 

54 学校施設の整備 
老朽化が進む施設を把握し、必要に応じて改修を

行います。 
学校教育課 

55 特別支援教育の充実

障害のある子どもの教育の充実を図るため、小中

学校において特別支援教育を推進します。 

また、障害のある子どもが学校生活を円滑に送れ

るよう、小学校に特別支援学級アシスタントを配

置します。 

学校教育課 

56 通級指導教室の充実

小中学校の通常学級に在籍する障害のある子ども

の特性に合わせた個別指導を行う通級指導教室の

拡充に努め、適切な支援が行える体制づくりに努

めます。 

学校教育課 

57 交流教育の推進 
障害のある子どもと障害のない子どもとの相互理

解を深めるとともに、障害のある子どもの社会性

を養うため、交流教育を推進します。 

学校教育課 
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基本目標３ 母親と子どもの健康の確保・推進

【現状・課題】 

安全・安心な出産と乳児期の健やかな育ちにおいては、定期的な健康診断の受診や様々な

機会を活用した相談対応といった母子保健施策が大切となります。また、身体面、精神面が

著しく発達する思春期においては、健全で豊かな心身を育むための教育や相談が必要です。 

さらに、住み慣れた地域で適切な医療を受けることができるよう、小児医療体制を強化す

ることが求められます。 

施策１ 母子保健対策の充実  
【施策の方向性】 

母親が妊娠期を健康に過ごし、安心して出産・子育てができるよう、各種健康診査や訪問・

相談事業を実施するとともに、保護者が子育てを学ぶ機会の提供や、妊娠から出産、子育て

期までの心身の健康づくりのサポートを行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

58 母子健康手帳の交付 

母子の健康管理に役立てることを目的に、妊娠届出

時に母子健康手帳を交付するとともに、保健サービ

スに関する情報提供とマタニティーカルテの作成

をします。 

交付時に子育てに対する悩みや不安への相談に対

応します。 

健康・子育て課

59
不妊治療費助成事
業 

妊娠を希望する人に対し、不妊症に関する治療に要

する費用の一部を助成します。 
住民課 

60 妊産婦健康診査 
妊産婦と胎児の健康増進や妊婦の生活習慣改善を

目的として健康診査を行うとともに、受診票の交付

により、経済的負担の軽減と受診勧奨を図ります。

健康・子育て課

61 妊婦健康相談  
希望に応じて、医師や栄養士、保健師による妊婦相

談（面談・電話）や、助産師による母乳相談などを

行うとともに、家庭訪問を実施します。 

健康・子育て課

62 産婦家庭訪問  
保健指導が必要な妊産婦について、保健師や助産師

が自宅等を訪問し、母子の心身の健康づくりについ

て保健指導を行います。 

健康・子育て課

63
新生児家庭訪問・未
熟児訪問 

助産師及び保健師が新生児や未熟児の家庭を訪問

し、育児に関する情報提供や不安や悩みの相談に応

じるとともに、母子の健康状態や養育環境の把握を

行います。 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

64
乳児家庭全戸訪問
事業 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を保健

師等が訪問し、育児に関する情報提供や不安や悩み

の相談に応じるとともに、母子の健康状態や養育環

境の把握を行います。 

健康・子育て課

65 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要と認められる乳幼児家庭を保

健師等が訪問し、子育てに関する相談・助言等を行

うとともに、必要に応じて適切な機関につなげま

す。 

健康・子育て課

66 予防接種事業  
感染症予防のため、予防接種法に基づき定期予防接

種を実施します。 
健康・子育て課

67
乳児健康診査 
（委託健診） 

疾病等の早期発見を目的に乳児が県内医療機関で

健康診査を受けられるよう受診券の交付（２回）を

実施します。 

健康・子育て課

68
乳幼児健康診査・歯
科健康診査 

疾病等の早期発見や保護者の育児不安の軽減を目

的に、乳幼児健診や歯科健康診査を実施します。 

◆４か月児健康診査（３～４か月児） 

◆１歳６か月児健康診査（１歳６か月～１歳７か月）

◆３歳児健康診査（３歳児） 

◆１歳歯っぴー教室 

◆２歳・２歳６か月歯科健康診査・フッ素塗布 

健康・子育て課

69 健診事後教室 

言葉などの発達の遅れを心配している親子を対象

に、集団生活を通じて、子どもとの関わり方や子ど

もの発達などを学ぶ教室を開催します。 

◆わんわん教室（１歳６か月児事後教室） 

◆うさぎ教室（２歳６か月児事後教室） 

健康・子育て課

70
健康診査未受診児の
フォロー 

訪問や面談等により、健康診査未受診児や経過観察が
必要な児童、未就園児の状況を把握し、問題の早期把
握・早期支援につなげます。 

健康・子育て課

71 産後ケア事業 
出産直後の母親をサポートする産後ケア事業の情

報収集に努め、必要に応じて事業の実施を検討しま

す。 

健康・子育て課

72 パパママ教室 

妊娠中の母体の変化をはじめ、出産や産後の生活に

ついて学ぶ教室を開催します。 

また、妊婦体験や沐浴指導を通じてパパも子育てに

ついて学ぶ教室を開催します。 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

73
育児に関する教室等
の実施 

子どもの発達や子どもとの遊び等を学ぶ教室を開

催します。 

◆わいわい育児広場（６～７か月児） 

◆すくすく計測 

健康・子育て課

74
育児に関する健康相
談等の実施 

子育ての不安の軽減に向けて、乳幼児に関する健康

相談を実施します。 

◆子育て相談 

◆２歳児健康相談 

◆栄養士による栄養相談 

◆心理士による発達相談 

◆子育て応援ホットライン 

健康・子育て課

75
子育て世代包括支援
センター 

妊娠期から子育て期に切れ目ない支援を行うため、

子育て家庭の様々なニーズに対して総合的な相談

支援や、ワンストップの窓口対応を行う子育て世代

包括支援センターを整備します。 

健康・子育て課

76 母子保健推進会議
地域の妊産婦と子どもの健康を見守るサポーター

役である母子保健推進員の育成に向けて、母子保健

推進会議を実施します。 

健康・子育て課

77
小児生活習慣病予
防健康事業  

肥満等により指導が必要な小学生に対し、生活習慣

病予防のための指導を行います。 

学校給食センター

学校教育課 

78
学校等における歯科
保健対策 

保育所や幼稚園、こども園、小学校において、フッ

素洗口を行うとともに、小中学生を対象に歯科保健

に関する意識向上を図る取り組みを実施します。 

健康・子育て課

学校教育課 

79 食育の推進 

子どもの健全な食生活の実現と心身の成長を目的

に、食育に関する取り組みを実施します。 

◆食育の出前講座 

◆親子料理教室  

◆食生活推進員による栄養実習 

◆保育所・小中学校を対象とした食生活指導 

学校教育課 

健康・子育て課

学校給食センター

産業課 

80
おむつ等育児用品助
成事業 

子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やか

な成長に寄与するとともに子育て支援及び定住促

進を図ることを目的におむつ等育児用品の購入費

用及び任意の予防接種費用の助成をします。 

健康・子育て課
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施策２ 思春期保健対策の充実 
【施策の方向性】 

子どもの健全で豊かな人間性を育むため、学校と連携し、児童生徒や保護者が思春期の心

身の悩みを気軽に相談できる体制づくりに取り組むとともに、喫煙・飲酒・薬物などの害か

ら身を守るための教育を行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

81 思春期健康教育 
学校教育との連携を図りながら、様々な機会を活用

し、思春期の健康問題についての正しい知識の普及

啓発に努めます。 

学校教育課 

82
思春期保健電話相
談  

一般健康相談において、思春期の保健相談に応じま

す。 

健康・子育て課

学校教育課 

83
喫煙・飲酒・薬物乱
用防止教育 

未成年者の飲酒・喫煙・薬物乱用に対する学習機会

の充実を図るとともに、未成年者の問題行動防止に

向けて、家庭、学校、地域が一体となって取り組み

を推進します。 

学校教育課 

健康・子育て課

施策３ 小児医療の充実 
【施策の方向性】 

子どもの健康を守るため、現在の医療体制の維持に努めるとともに、子どもの急病時に適

切な対応が可能となるよう、小児救急体制の整備を図ります。 

また、適切な医療に向けて、かかりつけ医を持つことの必要性を周知します。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

84
小児救急医療体制の
整備 

安心して子どもを産み育てる環境を整備するため、

24 時間体制の小児科医等の確保について関係機

関等へ要請を行います。 

健康・子育て課

85
救急医療休日当番
医制度

休日でも安心して医療にかかることができるよう、

南知多町と協力して休日当番医制度を実施すると

ともに、制度に参加してもらえる医師の確保に努め

ます。 

健康・子育て課

86 医療情報の提供 地域の医療情報の発信を行うとともに、様々な機会

を活用し、かかりつけ医の必要性を啓発します。 
健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

87 子ども医療費の支給 
中学校修了（０歳～満15歳に達する日以後の最初

の３月31日）までの子どもの保険診療による自己

負担分を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

住民課 

88
母子家庭等医療費の
支給  

母子・父子家庭等の子ども（18歳に達する年度末

まで）と母父等の保険診療による自己負担分を助成

し、経済的負担の軽減を図ります。 

住民課 
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基本目標４ 安心・安全な生活環境の整備

【現状・課題】 

子どもや子育て家庭が地域で安心・安全に暮らしていくには、子どもがのびのびと育つこ

とができる居住環境の整備や親子で外出しやすい環境づくりが求められます。子育て世帯に

配慮した住宅環境や子どもにとって魅力的な遊び場の整備とともに、子どもや保護者の視点

にたったユニバーサルデザインのまちづくりが求められています。 

また、地域の防犯力の低下が懸念される中、子どもが事故や犯罪にあう事件が後を絶ちま

せん。地域住民の交通安全・防犯意識の向上とともに、地域の見守り体制の強化が重要な課

題となっています。 

施策１ 良好な居住環境の確保 
【施策の方向性】 

子どもや子育て中の親子がのびのびと遊べる場を整備するとともに、遊び場の安全確保に

取り組みます。 

また、子育て世帯が生活しやすい住宅環境の整備に向け、子育て世帯に配慮した町営住宅

の運営を行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

89 児童厚生施設の充実
子どもが自由に遊び、多くの仲間とふれあうことが

できる児童厚生施設（児童遊園、ちびっこ広場、児

童館等）の充実を図ります。 

健康・子育て課

都市整備課 

90
都市公園施設等の 
整備 

身近な地域の中で子どもが安心して遊べるよう、公

園・緑地の整備を行うとともに、遊具等の安全点検・

更新に取り組みます。 

都市整備課 

91
子育て世帯に配慮し
た運営 

子育て世帯向けの町営住宅運営に取り組みます。 
都市整備課 
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施策２ 安心して外出できる環境の整備 
【施策の方向性】 

子育て中の親子が外出先で困ることのないよう、道路や公共交通機関、公共施設等におい

て、段差の解消等のバリアフリー化を進めるとともに、子どもや子ども連れに配慮した施設

の整備に取り組みます。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

92
建築物のバリアフリー
化の推進 

子どもや子ども連れが利用しやすいよう、公共施設

等のバリアフリー化に取り組みます。 
全庁 

93
子育て世帯の視点に
立った施設整備 

子育てに配慮したまちづくりを進めるため、公共施

設等において、授乳室、授乳スペース、多目的トイ

レ、ベビールーム等の整備を行うとともに、整備施

設の情報提供を行います。 

全庁 

94 託児つき講座の開催 
就学前の子どもをもつ保護者が生涯学習に参加し

やすいよう、生涯学習における託児つき講座を開催

します。 

生涯学習課 

施策３ 交通安全・防犯対策の充実  
【施策の方向性】 

子どもを交通事故や犯罪等の被害から守るため、関係機関との連携により総合的な交通安

全対策・防犯対策を推進します。また、通学路の整備や防犯灯の設置、地域の見守り体制の

強化等により、事故や犯罪の起きにくい環境を整備します。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

95
交通安全意識の向
上 

保育所、幼稚園、こども園、小中学校等での交通安

全教室や地域での交通安全キャンペーン等を実施

し、町民の交通安全意識の向上を図ります。 

防災課 

健康・子育て課

学校教育課 

96
通学路等の安全確
保 

子どもにとって安全で歩きやすい交通環境をつく

るため、歩道の設置や防護柵・道路反射鏡等の交

通安全施設の整備を進めます。 

建設課 

97 登下校時安全対策 登下校時の安全確保に向け、小学校１年生､４年

生、中学校１年生にヘルメットを支給します。 
学校教育課 

98
地域防犯活動の連
携強化 

防犯連絡責任者や美浜町を良くする会等の地域ボ

ランティア団体等との連携により、地域での防犯

啓発活動を行います。 

防災課 



57 

No. 事業名 事業内容 担当課 

99
園・校における防犯
対策の推進 

子どもを犯罪の被害から守るため、保育所、幼稚

園、こども園、小中学校に緊急ネットワークによ

り不審者等の情報提供を行うとともに、緊急通報

装置による防犯設備の整備を行います。 

防災課 

健康・子育て課

学校教育課 

100
防犯灯の設置及び
管理

防犯灯の維持管理を行うとともに、見通しの悪い

場所での防犯灯の整備を進めます。 
防災課 

101
「通学路こども 110
番の家」の充実 

子どもを犯罪や危険から守る「通学路こども110

番の家」について、子どもが利用しやすいよう、看

板を設置するなどの工夫を行うとともに、新たな

協力者を確保するための周知・啓発を行います。

学校教育課 

102
地域の見守り活動の
推進 

子どもの安全を確保するため、青色回転灯を装備

した自動車による自主防犯パトロール（青色パト

ロール）を強化します。 

防災課 
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基本目標５ きめ細かな対応が必要な家庭への支援

【現状・課題】 

児童虐待は子どもの心身の発達や人格形成に大きな影響を与えるものであり、社会全体で

取り組むべき重要な課題です。社会的な関心の高まり等により児童虐待の相談件数は増加し

ており、内容も複雑化しており、国では、児童虐待の防止に向け、平成 28 年、平成 29 年

に児童福祉法が改正されています。本町においても地域の子育て支援の充実に取り組むとと

もに、福祉、医療、保健、教育、警察等の関係機関の連携体制を強化し、未然防止から、早期

発見・早期対応、その後の見守りに至るまでの切れ目のない総合的な支援を行う必要があり

ます。 

また、いじめの深刻化も大きな社会問題となっており、被害者に寄り添ったきめ細やかな

対応が求められます。 

そのほか、ひとり親家庭、生活困窮家庭、障害のある子どもがいる家庭、外国人家庭など、

特に支援の必要性が高い家庭も増加傾向にあることから、それぞれの状況や悩みに応じた適

切な支援に取り組むとともに、必要な支援につながる体制づくりが求められます。 

施策１ 児童虐待防止対策の充実 
【施策の方向性】 

児童虐待の未然防止に向けて、様々な機会を活用し、家庭の養育状況の把握や保護者の育

児不安の解消に努めます。 

また、虐待の早期発見・早期対応に向けて、庁内で連携を図るとともに、要保護児童対策

地域協議会を中心とした各関係機関間の連携を強化し、保護から自立支援に至るまでの切れ

目のない支援を行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

103
児童虐待の未然防
止と早期発見・対応 

母子健康手帳交付時や、健康相談、健康診査、訪

問指導等の様々な機会を活用した子育てに関す

る相談対応、関係機関や民生児童委員と連携によ

り、虐待の未然防止・早期発見や必要な支援への

つなぎを行います。 

また、虐待の通告義務や通報の仕方についての啓

発を行い、地域の見守り力の向上を図ります。 

健康・子育て課

学校教育課 

生涯学習課  

104
ＤＶ防止に関する意
識啓発

児童虐待とDV（配偶者等からの暴力）は密接な

関係にあることから、児童虐待の予防的な取り組

みとして、DV防止に関する情報提供や学習機会

の設置を進めます。 

福祉課 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

105 相談体制の整備 関係機関と連携し、児童虐待に関するきめ細かな

相談体制の整備に取り組みます。 
健康・子育て課

106
子ども家庭総合支援
拠点 

子育てに問題を抱える家庭の実情把握を行うと

ともに、相談支援を一体的に担うための機能を有

する「子ども家庭総合支援拠点」の整備に関する

情報収集を行い、設置を検討します。 

また、多様化・複雑化する悩みに対応できるよう、

研修等の充実により各相談窓口の相談員の専門

性の向上に努めます。 

健康・子育て課

107
要保護児童対策地
域協議会 

関係機関との情報共有等により、要保護児童対策

地域協議会の機能強化を図るとともに、虐待の未

然防止と早期発見から早期支援につなぐ体制づ

くりに取り組みます。 

健康・子育て課

学校教育課 

108 被害者の保護 
虐待等の被害を受け、家庭での生活が困難な子ど

もに対して、県の養育家庭制度の利用につなげま

す。 

健康・子育て課

施策２ いじめ・不登校対策の充実 

【施策の方向性】 

いじめ・不登校問題に対して、児童生徒に対するいのちを大切にする教育や、相談しやす

い環境づくりに取り組むとともに、早期発見・早期対応のための関係者の連携により、適切

な対応についての検討を行います。 

また、学校に行きづらい児童生徒に対し、学習支援やカウンセリング等を行い、児童生徒

の心理に寄り添ったきめ細やかなサポートを行います。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

109
「いのちの教育」の推
進 

児童生徒が自分や他の人のいのちや人権を大切

にできるよう「いのちの教育」を推進します。 
学校教育課 

110
スクールカウンセラーの
派遣 

スクールカウンセラーの派遣により、児童生徒や

保護者等の心のケアを実施します。 
学校教育課 

111
スクールソーシャルワー
カーの派遣 

スクールソーシャルワーカーの派遣により、重大

な困難を抱えた家庭に対し、社会保障等の相談を

行います。 

学校教育課 

112
いじめ・不登校への対
応 

いじめ･不登校の問題について、家庭や地域との

連携を強化した取り組みを推進します。 
学校教育課 
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No. 事業名 事業内容 担当課 

113
いじめ・非行防止連
携協定の締結 

「学校警察連携制度」の協定を締結した美浜町教

育委員会と半田警察署が連携し、児童生徒のいじ

めや非行の防止などに取り組みます。 

学校教育課 

114
いじめ・不登校対策
協議会 

学校、町教育委員会、知多福祉相談センター、半

田警察署、県派遣スクールカウンセラー、適応指

導教室指導員、民生児童委員等で構成された「い

じめ・不登校対策協議会」において、いじめの問

題への取り組み状況を検証・協議し、本町のいじ

め防止対策の充実を図ります。 

学校教育課 

115
教職員研修における
自殺対策の意識づけ

いじめ防止をはじめ、児童生徒の自殺の要因とな

る問題について教職員への研修を行い、自殺対策

への意識啓発に努め、資質の向上を図ります。 

学校教育課 

施策３ ひとり親家庭・生活困窮家庭への支援の充実 
【施策の方向性】 

ひとり親家庭や生活困窮家庭に対し、「子どもの貧困対策」の視点を持って、子育て支援を

はじめ、生活支援、就業支援、経済的支援など、自立に向けた総合的な支援を行います。ま

た、家庭の状況に応じた適切な対応ができるよう、関係機関等と連携した相談支援体制の充

実を図ります。 

No. 事業名 事業内容 担当課 

116
保育所入所に際して
の配慮  

保育所入所の選考において、ひとり親家庭へ配慮

した入所を行います。 
健康・子育て課

117
町営住宅入居に際し
ての配慮 

20歳未満の子どもを扶養している母子・寡婦世

帯等に対し、町営住宅への優先入居を行います。
都市整備課 

118
経済的に困難を抱え
た家庭への支援 

知多福祉相談センターと連携し、生活困窮者自立

支援制度における家庭を対象とした児童の養育

相談、保護者の就労支援等を実施します。 

福祉課 

健康・子育て課

119
ひとり親家庭等の自
立支援の推進 

ひとり親家庭の自立支援について、子育て短期支

援事業、保育などを利用する際の配慮等、各種支

援策を推進するほか、県と連携して、子育て・生

活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的

支援策などの総合的な自立支援を推進します。 

福祉課 

健康・子育て課

120
関係機関のネットワー
クの強化 

生活困窮者や無職者等の課題が深刻化する前に

早期発見し、複合的な課題に対応するため、様々

な関係機関が横断的な連携を図ります。 

福祉課 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

121
相談窓口及び制度
の周知・啓発 

就労や学習支援、経済的な助成等、生活困窮者や

無職者等を適切な支援につなげるための制度や

相談窓口について、周知・啓発を図ります。 

福祉課 

健康・子育て課

学校教育課 

122
母子寡婦福祉資金
の貸付  

ひとり親家庭、寡婦家庭の生活の安定や自立支援

等のために必要な資金の貸付けを行うとともに、

利用促進に向け、制度の周知を行います。 

健康・子育て課

123
小中学校就学援助
制度

子どもを小中学校へ通学させる上で、経済的に困

窮している保護者に対し、学用品費・学校給食費

等を援助します。 

学校教育課 

124 各種手当の支給 

児童の健全な育成と福祉の増進を図るため、ひと

り親家庭であるか、父母のいずれかが重度の障害

の状態にあるなどの子ども（18 歳に達する年度

末まで）の養育者に対し、手当を支給します（児

童扶養手当（県制度）・遺児手当）。 

健康・子育て課

施策４ 特別な支援を必要とする子育て家庭への支援 

【施策の方向性】 

障害のある子どもがいる家庭や外国にルーツを持つ家庭が地域の中で安心して子育てでき

るよう、関連機関と連携し、相談支援体制の強化を図ります。 

また、障害を早期に発見し、適切な支援が行えるよう、乳幼児健診等から必要な支援につ

なぐ体制を整備するとともに、福祉、教育、医療、保健等の各種施策の円滑な連携により、一

人ひとりの発達や障害の程度に応じた総合的な支援を行います。 

①障害のある子どもがいる家庭への支援 

No. 事業名 事業内容 担当課 

125 障害の早期発見

乳幼児健診や経過観察健診等における発達相談

等を通じて、発達に不安のある子どもの早期発見

に努めるとともに、保護者に対する相談支援の充

実を図ります。 

健康・子育て課

126
障害児相談支援の
充実 

すべての通所支援利用者が、障害児相談支援によ

る適切なケアマネジメントが受けられる体制の

整備を進めます。 

地域の中核的な療育支援施設となる児童発達支

援センターの設置に向けて、広域的な検討を進め

ます。 

福祉課 

健康・子育て課
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No. 事業名 事業内容 担当課 

127
障害児福祉サービス、
障害児通所支援等
の充実 

障害のある子どもとその家族が適切な支援を受

けられるよう、障害児福祉サービスや障害児通所

支援（児童発達支援・医療型児童発達支援、放課

後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援等）

の充実を図るとともに、重度の障害のある子ども

に対する支援の充実に取り組みます。 

福祉課 

健康・子育て課

128 医療的ケアの充実 

医療的ケアを必要とする子どもが必要な支援を

受けられ、家族の負担が軽減されるよう、医療的

ケアに対応したサービスの確保と質の向上、関係

機関の連携体制の確立を図ります。 

福祉課 

健康・子育て課

129 各種手当の支給 
障害者（児）の家計負担軽減と福祉の増進を図る

ため、各種手当を支給します（特別児童扶養手当

（県制度）、障害者福祉手当）。 

健康・子育て課

福祉課 

130
修学旅行費の助成
事業  

特別支援学級の児童及び生徒に対し、修学旅行費

を助成します。 
学校教育課 

②外国にルーツのある家庭への支援 

No. 事業名 事業内容 担当課 

131
外国にルーツのある家
庭に対する支援 

学校等からの依頼により、外国人児童生徒や保護

者への支援体制の整備を検討します。 

学校教育課 

健康・子育て課

企画課 

132 異文化理解の促進 
多様な文化や慣習についての相互理解を深める

ため、地域で暮らす外国人と日本人が交流する機

会を設けるよう努めます。 

企画課 

学校教育課 

健康・子育て課
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第５章 教育・保育等の量の見込みと

確保の内容
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１ ニーズ量の設定

（１）量の見込みの算出について

国の方針では、子ども・子育て支援にかかる現在の利用状況と潜在的な利用希望を勘案し、

５年間の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（ニーズ量）とそれに

対する確保の内容（提供体制）・実施時期等を盛り込むこととされています。 

①量の見込み算出の手順 

本計画における教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについては、

未就学児童の保護者を対象者とした「美浜町子ども・子育てに関するアンケート調査（平成

30年度実施）」の結果をもとに、国が示した「市町村子ども・子育て支援事業計画における

「量の見込み」の算出等のための手引き」の手順に沿って算出することを基本とし、必要に

応じて利用実績や本町の地域特性を考慮して設定しています。 

【教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み推計のフロー】 

美浜町子ども・子育てに関するアンケート調査の実施

人口の推計 

家庭類型別児童数の算出 

教育・保育の量の見込みの算出 

・延長保育事業 

・放課後児童健全育成事業 

・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 

・病児・病後児保育事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

・利用者支援事業 

・妊産婦健康診査 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・実費徴収に係る補足給付を行う事業 

・多様な主体の参入促進事業 

家庭類型別の各事業の利用意向率の算出 

・１号認定（幼稚園・認定こども園利用） 

・２号認定①（幼稚園・認定こども園利用） 

・２号認定②（保育所・認定こども園利用） 

・３号認定 

 （保育所・認定こども園・地域型保育利用） 

確保方策・確保量の検討 

【家庭類型】 

タイプＡ  ：ひとり親家庭 

タイプＢ  ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ  ：フルタイム×パートタイム 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム（短時間）

タイプＤ  ：専業主婦（夫） 

タイプＥ  ：パートタイム×パートタイム 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム（短時間）

タイプＦ  ：無業×無業 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

量の見込みの調整（実績等の考慮） 

確保方策・確保量の検討 

家庭類型の算出（潜在的な就労意向も勘案） 



65 

②子ども人口の推計 

量の見込みの算定の基礎となる令和２～６年度までの人口推計については、平成 27 年～

31年（各年３月末）の住民基本台帳及び外国人登録人口をもとに、コーホート変化率法によ

り算出しました。 

本町の子ども人口は年々減少することが予想され、令和６年度では 1,530 人になると予

想されています。 

【子ども人口の推計】

実績 推計 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

１年 
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

０歳 136 113 130 100 108 109 105 102 97 94

１歳 155 137 124 143 110 116 117 113 109 105

２歳 165 159 138 127 143 111 118 118 115 111

３歳 163 168 167 140 134 148 115 122 123 119

４歳 149 163 167 169 141 134 149 116 122 123

５歳 160 151 168 164 164 141 134 148 116 122

６歳 188 161 151 165 160 163 139 133 147 115

７歳 162 186 157 150 166 159 161 138 132 146

８歳 193 162 190 155 151 167 159 162 138 132

９歳 187 193 160 185 160 151 166 159 161 138

10 歳 205 187 195 159 189 161 152 167 160 163

11 歳 222 207 190 198 160 191 163 154 170 162

０～５歳 928 891 894 843 800 759 738 719 682 674

６～11 歳 1,157 1,096 1,043 1,012 986 992 940 913 908 856

合計 2,085 1,987 1,937 1,855 1,786 1,751 1,678 1,632 1,590 1,530

資料：住民基本台帳からコーホート変化率法による推計（各年３月末） 

（２）教育・保育提供区の設定

国の方針では、量の見込みと確保の内容を設定するにあたって、地域の実情に応じた「教

育・保育提供区域」を定めることとされています。 

本町では地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育事業の現在の利用

状況や施設整備状況などを総合的に勘案し、これまでの生活導線などの交通の便を含む町の

特性を踏まえた上で、前回計画と同様に町全域を１区域として設定します。 
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２ 量の見込みと確保の内容

（１）教育・保育事業

■ 支給認定について 

子ども・子育て支援新制度においては、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用

するにあたり認定を受ける必要があります。 

認定区分 子どもの年齢 保育の必要性 利用できる施設 

１号認定 ３～５歳 なし 幼稚園・認定こども園 

２号認定 ３～５歳 あり 保育所・認定こども園 

３号認定 ０～２歳 あり 保育所・認定こども園・地域型保育事業 

１号認定（３～５歳）【幼稚園・認定こども園】 

単位：人 
令和元年度
（実績） 

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

Ａ．量の見込み 104 109 108 108 107 107

他町から 2 4 4 4 4 4

Ｂ．確保の内容 15 15 15 15 15

過不足（B－A） ▲94 ▲93 ▲93 ▲92 ▲92

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

※上記の幼稚園は、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園 

【確保の方策】 

■１号認定 

○町内においては、認定こども園である知多大和幼稚園にて１号認定児を受け入れています。

見込み量に対して確保の内容が不足していますが、今後も新たな施設の整備は難しい状況

となっています。当分の間は、公立保育所において定員の範囲内において特別利用保育を

行っていきますが、認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状

況等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえて、認定こども園の

普及を検討していきます。 
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２号認定（３～５歳）【保育所・認定こども園】 

単位：人 
令和元年度
（実績） 

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

Ａ．量の見込み 319 287 265 254 231 235

教育ニーズ 9 9 9 9 8 9

保育ニーズ 310 278 256 245 223 226

Ｂ．確保の内容 652 652 652 652 652

過不足（B－A） 365 387 398 421 417

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

＊「教育ニーズ」は、２号認定であるが、幼児期の学校教育の利用を希望している児童。幼稚園＋幼稚園の一時預かり（通

年）により確保する。 

３号認定（０歳）【保育所・認定こども園】 

単位：人 
令和元年度
（実績） 

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

Ａ．量の見込み 13 14 14 14 14 14

他町から 0 1 1 1 1 1

Ｂ．確保の内容 15 15 15 15 15

特定教育・保育施設 15 15 15 15 15

特定地域型保育事業所 0 0 0 0 0

過不足（B－A） 1 1 1 1 1

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

３号認定（１・２歳）【保育所・認定こども園】 

単位：人 
令和元年度
（実績） 

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

Ａ．量の見込み 62 60 63 65 68 71

他町から 3 2 2 2 2 2

Ｂ．確保の内容 123 123 123 123 123

特定教育・保育施設 123 123 123 123 123

特定地域型保育事業所 0 0 0 0 0

過不足（B－A） 63 60 58 55 52

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 
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【確保の方策】 

■２号認定（幼稚園） 

○幼稚園と幼稚園型の一時預かり（長時間・通年）の利用で確保を見込んでいます。1号認定

で見込み量が確保の内容を上回っているため、保育施設の空き枠を活用し、1号認定との調

整を図ります。 

■２号認定（保育所）・３号認定 

○本町では現在６園の保育所で事業を実施しており、今後の量の見込みに対する提供体制は

確保できている状況です。 

○3号認定については、今後ニーズ増加が見込まれるため、地域型保育等の実施も働きかけて

いきます。 

■幼児教育・保育の無償化について 

○幼児教育・保育の無償化については、国の制度に準じて実施していきます。 

また、施設等利用給付については、公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減 

や利便性等を勘案しつつ、給付方法について検討します。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督など、法に基づく事務につい

ては、愛知県と連携して実施していきます。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業

①延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育時間を超

えて延長して保育を実施する事業です。 

本町においては、施設ごとに受け入れ時間の違いはありますが、公立保育所にて実施して

おり、11時間の開所時間を超えて概ね午後７時まで保育を行っています。（早朝は河和北保

育所と奥田保育所の２か所） 

【量の見込みと確保の内容】                        単位：人

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用児童数 167 171 166 162 153 152

B．確保の内容 171 166 162 153 152

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

実施か所数 ６ ６ ６ ６ ６ ６

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○保護者の利用希望に沿った時間での延長保育を身近な地域で受けられるよう、必要な職

員の確保を図り、適正な実施体制の確保に努めます。 
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②放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童を対象に、授業が終わった

後の遊びや生活の場を提供し、指導員の活動支援のもと、児童の健全育成を図る事業です。

また、平日の放課後のほか土曜日、夏休み等の長期休暇中にも実施する事業です。

本町においては、河和小学校内の河和児童クラブ（布土小学校、河和小学校、河和南部小

学校の児童が対象）と奥田小学校内の奥田児童クラブ（野間小学校、奥田小学校、上野間小

学校の児童が対象）の２か所で実施しています。

【量の見込みと確保の内容】                         単位：人

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用児童数 105 120 120 120 120 120

低学年（１～３年生） 100 110 110 110 110 110

高学年（４～６年生） 5 10 10 10 10 10

Ｂ．確保の内容 120 120 120 120 120

低学年（１～３年生） 110 110 110 110 110

高学年（４～６年生） 10 10 10 10 10

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

低学年（１～３年生） 0 0 0 0 0

高学年（４～６年生） 0 0 0 0 0

実施か所数 2 2 2 2 2 2

※令和元年度は５月の在籍状況をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○保護者の利用希望に沿った放課後児童健全育成事業を実施するため、必要な職員の確保

及び施設の増加を図り、適正な実施体制の確保に努めます。また、長期休暇中のみの実

施についても努めます。 

○小学校１～３年生の低学年児童の受け入れを優先としますが、定員に余裕のある範囲で

４～６年生の高学年児童も受け入れます。 

○高齢者サロン等、地域の多様な居場所についても、子どもの放課後の居場所として活用

します。 

○運営主体については、利用者の利便性向上のため、民間等への委託も検討します。
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③子育て短期支援事業 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子

どもについて、必要な保護を行う事業です。短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

本町では未実施となっています。保護者の育児疲れや育児不安などの事由により本事業の

利用ニーズが高まると考え、事業化できるよう検討します。 

④地域子育て支援拠点事業 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業です。 

本町においては、子育て支援センター（布土保育所内、野間分室あり）において、事業を実

施しています。 

【量の見込みと確保の内容】                  単位：人回（延べ利用/年）

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用数 35 35 35 35 35 35

B．確保の内容 35 35 35 35 35

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

実施か所数 2 2 2 2 2 2

※令和元年度は前年度実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○利用者の地域子育て支援拠点事業に対するニーズに対応したサービスの提供を図り、適正

な実施体制の確保に努めます。 
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⑤一時預かり事業 

■幼稚園型 

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて預かり保育を実施

する事業です。 

本町においては、知多大和幼稚園において事業を実施しており、教育時間後、夏期・冬季

の長期休業中の預かり保育、早朝に関しては家庭のニーズに合わせた受入時間の調整を行っ

ています。 

【量の見込みと確保の内容】                      単位：延べ人数

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用児童数 2 2 2 2 2 2

１号認定 2 2 2 2 2 2

Ｂ．確保の内容 2 2 2 2 2

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

実施か所数 1 1 1 1 1 1

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○保護者の要請に応じた一時預かり事業を実施するため、必要な職員の確保を図り、適正

な実施体制の確保に努めます。 
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■幼稚園型以外 

保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的に困難となった子

どもについて、主として昼間、保育所その他の場所で一時的に預かる事業です。 

本町においては町内各保育所（６か所）で実施しています。 

【量の見込みと確保の内容】                      単位：延べ人数

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用児童数 80 80 80 80 80 80

Ｂ．確保の内容 80 80 80 80 80

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

実施か所数 7 7 7 7 7 7

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込みを算出 

【確保方策等】 

○保育所での一時預かり、ファミリー・サポート・センター事業により対応します。 

○保育所での緊急保育事業の充実を図り、適正な実施体制の確保に努めます。 

⑥病児・病後児保育事業 

病気や病気回復期の子どもで、保護者の就労等の理由で保護者が保育できない際に、保育

施設で子どもを預かる事業です。 

本町において事業の実施はありませんが、近隣市町の事業及びファミリー・サポート・セ

ンター事業の活用により対応しています。 

保健センター内にて病後児保育を実施できるよう体制を整えてまいります。

【量の見込みと確保の内容】                     単位：延べ人数

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用児童数 111 130 130 130 130 130

Ｂ．確保の内容 130 130 130 130 130

病児・病後児対応型 65 65 65 65 65

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ 65 65 65 65 65

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込みを算出 
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【確保方策等】 

○隣接する市町村が実施している病児保育事業を活用します。 

○子どもの病気の症状により、ファミリー・サポート・センター事業での対応を検討し、

保護者のニーズに対応したサービスの提供に努めます。 

○保健センター内で病後児保育を実施できるよう体制を整えてまいります。 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

育児の援助を依頼したい人（依頼会員）と協力したい人（協力会員）が会員となって一時

的、臨時的に有償で子どもを自宅で預かる相互援助活動を行う事業です。依頼会員は、生後

６か月から小学校６年生までの子どもを持つ保護者となっています。 

本町では、子育て支援センター内に事務局を設置し、事業を実施しています。 

【量の見込みと確保の内容】                        単位：人日

令和元年度
（実績）

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

Ａ．利用数 111 130 130 130 130 130

Ｂ．確保の内容 130 130 130 130 130

過不足（B－A） 0 0 0 0 0

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

※利用児童数は就学児童のみ

【確保方策等】 

○保護者の要請に応じたファミリー・サポート・センター事業を実施するため、量の見込

みに対応できる援助会員の確保に努めます。 
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⑧利用者支援事業 

一人ひとりの子どもが健やかに成長できる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びそ

の保護者等、または妊娠している人がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行います。 

子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業

です。

【量の見込みと確保の内容】                        単位：か所

令和元年度
（実績）

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

実施箇所数 0 1 1 1 1 1

【確保方策等】 

○保健センターにおいて利用者支援事業を実施します。 

○必要な職員の確保を図り、適正な実施状況の確保に努めます。

○子ども家庭総合支援拠点の機能を併せ持つよう検討します。 

⑨妊産婦健康診査 

母子保健法第 13 条に基づき、妊産婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的と

して健康診査を行う事業です。 

本町においては、安全・安心な分娩や出産、妊産婦の経済的負担の軽減を図るため、公費

負担の受診票を交付し、医療機関等への受診を勧奨しています。 

【量の見込みと確保の内容】                       単位：件数

令和元年度
（実績）

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

受診票交付数（件） 1,466 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Ａ．受診票利用数（件） 1,217 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

受診利用率（％） 83％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

Ｂ．確保の内容 

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○必要な職員の確保と公費負担での診査の実施に努め、受診利用率100％をめざします。
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⑩乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し

て適切なサービスの提供に結びつける事業です。 

本町においては、保健師等の専門職が家庭を訪問しています。 

【量の見込みと確保の内容】                        単位：世帯

令和元年度
（実績）

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

Ａ．訪問家庭数 117 109 105 102 97 94

Ｂ．確保の内容 109 105 102 97 94

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○必要な職員の確保に努め、訪問率100％をめざし、実施します。

⑪養育支援訪問事業等 

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。 

本町では、保健師等の資格を持った訪問員を派遣して、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を行っています。 

【量の見込みと確保の内容】                     単位：人（延べ人数）

令和元年度
（実績）

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

Ａ．訪問家庭数 4 5 5 5 5 5

Ｂ．確保の内容 5 5 5 5 5

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○必要な職員の確保に努め、適正な実施体制の確保に努めます。 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき費

用等を助成する事業です。 

本町においては、新制度未移行園に在籍する子どもの副食費について免除としています。

【量の見込みと確保の内容】                         単位：件

令和元年度
（実績）

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

Ａ．給付件数 1 2 2 2 2 2

Ｂ．確保の内容 2 2 2 2 2

※令和元年度は１０月までの実績をもとに見込み算出 

【確保方策等】 

○子どもの貧困対策の視点も踏まえ、対象者を把握し、子育て世帯の負担軽減を図ります。

⑬多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

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、または運営を促進するための事業です。 

平成 27 年度から令和元年度まで新規参入の実績はありませんでしたが、今後新規参入施

設等があった場合には、支援チームを設け、新規施設等に対する実地支援、相談、助言など

を行うとともに、新規参入が見込まれた場合は、参入者の施設等から事業実施の必要性を総

合的に検討します。 
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第６章 計画の推進体制
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１ 計画の推進

子ども・子育てに関わる施策は、児童福祉分野だけでなく、保健、医療、教育等、様々な分

野にわたるため、健康・子育て課が中心となり、関係部局と連携を図りながら本計画を推進

します。  

また、子ども・子育て支援は、行政だけで進められるものではなく、家庭や地域社会、児童

福祉施設、学校、企業等が連携・協力しながら推進していく必要があるため、「地域との協働」

の視点を踏まえて施策や事業を推進するとともに、行政と地域がそれぞれの強みを生かしな

がら、互いに補完し合うことができる体制づくりに努めます。 

２ 計画の進行管理

本計画の実効性を高めるため、美浜町子ども・子育て会議において、子ども・子育て支援に

係る様々な施策の進捗状況を確認する機会を設け、ＰＤＣＡサイクル【Ｐｌａｎ（計画）―

Ｄｏ（実行）－Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）－Ａｃｔｉｏｎ（改善）】のプロセスを踏まえた計

画の進行管理を行います。 

Action 

（改善） 

Plan 

（計画） 

Do 

（実行） 

Check 

（検証・評価）


