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第４章 子ども・子育て支援の事業展開 

第４章においては、子ども・子育て支援法に基づく事業展開を体系的に記載しています。 

また、基本理念を実現するための下記に挙げた基本目標の一つである「保育所・学校等を中

心とした子どもの健やかな成長を支援する体制づくり」の中でほとんどの事業を推進しますが、

唯一『妊婦健康診査』は「子育てをするすべての家庭に、気軽な相談やサービスを利用できる

仕組みづくり」の中で推進します。 

次頁以降において、各事業の具体的な確保策等を記載しています。 

 

■子ども・子育て支援法に関する事業体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※妊婦健康診査は、基本目標「子育てをするすべての家庭に、気軽な相談やサービス
を利用できる仕組みづくり」の中で実施します。  

子どもはすくすく 家庭はいきいき みんなで育て、 
支えあう〝ネットワーク〟づくりをめざして 

施設型事業 
①教育施設（幼稚園・認定こども園） 

②保育施設（認可保育所、認定こども園、 

地域型保育事業） 

地域型保育事業 

①小規模保育事業 

②家庭的保育事業 

③事業所内保育事業 

④居宅訪問型保育事業 

相談支援事業 
①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

訪問系事業 
①乳児家庭全戸訪問事業 

②養育支援訪問事業 

通所系事業 

①子育て短期支援事業 

②一時預かり事業 

③時間外保育事業 

④病児保育事業 

⑤放課後児童クラブ 
（放課後児童健全育成事業） 

その他事業 

①ファミリー・サポート・センター事業 

②妊婦健康診査※ 

③実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 

④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】 

保
育
所
・
学
校
等
を
中
心
と
し
た
子
ど
も
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健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
体
制
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１ 教育・保育事業等の提供区域 

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、地域の実情に応じた教育・保育提供区域の設定、当

該区域が地域型保育事業の認可の際に行う需給調整の判断基準、地域子育て支援事業の提供区

域も踏まえて、各提供区域は１区域として設定しました。 

区域設定に至った主な理由としては、以下の事項が判断材料となりました。 

①本町の子ども人口は０～５歳が503人（平成26年４月１日現在）と少ないため、各事業を

提供する複数の民間事業者にとって教育・保育事業を整備し運営できる人口規模でないこと。 

②町内居住のほとんどの子育て家庭は、移動手段として自家用車を活用している現状や送迎サ

ービスにより広域利用の可能な教育・保育事業と、各地域の実情に応じて必要な地域型保育

事業を区分けして整備が可能であること。 

③地域子ども・子育て支援事業においても、地域の子ども人口の増減など各地域の実情に応じ

て柔軟な整備が可能であること。 

④新制度においても近隣自治体の保育施設の利用が可能であり、現に18％程度の児童が町外

の保育施設を利用していること。 

図4.1 階上町子ども・子育て支援施設の位置図 
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●認可保育所 
■放課後児童クラブ（学童クラブ） 
※地域子育て支援センター 
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（階上保育園） 

（道仏保育園） 
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２ 教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の推計 

（１）推計の手順 

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては、就学前児童の

保護者を対象者としたニーズ量調査の結果をもとに、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し、

本町の地域特性の整合性等を検証しながら、修正・加工を行いました。 

図4.2 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭類型の分類(潜在) 

転職・就労希望から算出 

人口推計 

1 時間外保育事業 

2 放課後児童健全育成事業 

3 子育て短期支援事業 

4 地域子育て支援拠点事業 

5 一時預かり事業 

6 病児保育事業 

7 子育て援助活動支援事業(ファミリ
ー・サポート・センター事業) 

8 利用者支援事業 

 

１ １号認定(認定こども園及び幼稚園) 

２ ２号認定(認定こども園及び保育所) 

３ ３号認定(認定こども園及び保育所＋
地域型保育) 

教育・保育の量の見込みの算出 

整備量の検討 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

確保策の検討 

整備量の検討 

確保策の検討 

参酌標準の設定 

家庭類型(潜在)別児童数の算出 

【家庭類型】 

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（月120時間以上 

＋48時間～120時間の一部） 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム（月48時間未満＋ 
48時間～120時間の一部） 

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（双方が月120 
時間以上＋48時間～120時間の一部） 

タイプＥ：パートタイム×パートタイム（いずれかが月 
48時間未満＋48時間～120時間の一部） 

タイプＦ：無業×無業 

家庭類型の分類(現状) 

就労前児童保護者対象のニーズ調査の実施 
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（２）子ども人口の推計 

本町の子ども人口の推計について、０～５歳では平成25年の509人から平成31年に

は505人と推計され、ほぼ横ばいに推移するのではないかと予測されています。一方、

６～11歳においては平成25年の725人から平成31年には546人と推計され、7年間で

約4分の１減少すると予測されています。 

表4.1 子ども人口の推計 

 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 

子ども人口 1,234 1,194 1,143 1,110 1,079 1,068 1,051 

 ０歳 73 82 79 78 78 76 74 

 １歳 82 83 88 85 84 84 82 

 ２歳 85 78 79 88 85 84 84 

 ３歳 83 86 85 82 92 89 88 

 ４歳 89 81 86 83 80 89 86 

 ５歳 97 93 83 88 85 82 91 

 ０～５歳 509 503 500 504 504 504 505 

 ６歳 102 95 93 85 90 87 84 

 ７歳 99 99 100 94 86 91 88 

 ８歳 122 99 103 100 94 86 91 

 ９歳 124 121 100 104 101 95 87 

 10歳 157 124 123 100 104 101 95 

 11歳 121 153 124 123 100 104 101 

 ６～11歳 725 691 643 606 575 564 546 

資料：住民基本台帳からセンサス変化率法による推計（各年４月１日） 

 

図4.3 子ども人口の推計 
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（３）家庭類型（現状・潜在）別児童数の算出 

家庭類型（現状・潜在）別児童数の算出では、国の手引きに従ってニーズ調査結果から

家庭類型の現状割合とともに、今後１年以内に転職の希望や無業からの就労希望等の意向

を反映させた潜在割合を算出します。 

表4.2 児童（０～５歳）の家庭類型（現状・潜在）の割合 

家庭類型 説  明 
現状 

（％） 
 潜在 

（％） 

タイプＡ ひとり親 13.5 13.5 

タイプＢ フルタイム×フルタイム 41.3 45.2 

タイプＣ 
フルタイム×パートタイム 
（月120時間以上＋48時間～120時間の一部） 

29.9 27.8 

タイプＣ’ 
フルタイム×パートタイム 
（月48時間未満＋48時間～120時間の一部） 

2.8 4.6 

タイプＤ 専業主婦（夫） 10.7 7.5 

タイプＥ 
パートタイム×パートタイム 
（双方が月120時間以上＋48時間～120時間の一部） 

1.1 1.1 

タイプＥ’ 
パートタイム×パートタイム 
（いずれかが月48時間未満＋48時間～120時間の 

一部） 
0.0 0.0 

タイプＦ 無業×無業 0.7 0.4 

 

そして、平成27～31年度の推計児童数に家庭類型（潜在）別の割合を乗じてそれぞれ

の児童数を算出します。 

表4.3 推計年度別の児童数（０～５歳） 

家庭類型 
潜在割合 
（％） 

平成27年度 
（人） 

平成28年度 
（人） 

平成29年度 
（人） 

平成30年度 
（人） 

平成31年度 
（人） 

タイプＡ 13.5 68 68 68 68 68 

タイプＢ 45.2 226 228 228 228 228 

タイプＣ 27.8 139 140 140 140 140 

タイプＣ’ 4.6 23 23 23 23 23 

タイプＤ 7.5 37 38 38 38 38 

タイプＥ 1.1 5 5 5 5 5 

タイプＥ’ 0.0 0 0 0 0 0 

タイプＦ 0.4 2 2 2 2 2 

       
推計児童数 
（０～５歳） 

100.0 500 504 504 504 505 
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（４）教育・保育事業のニーズ量見込み 

教育・保育事業ニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用率

（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本町に居住する就学前児童の教

育・保育事業ニーズ量の見込みは以下のとおりです。 

表4.4 本町に居住する就学前児童の教育・保育事業ニーズ量の見込み 

 町内に居住する児童 

町内の施設を利用 町外の施設を利用 

１号(人) ２号(人) ３号(人) １号(人) ２号(人) ３号(人) 

平成 
27 

年度 

必要利用者数(①) 30 165 133 17 38 25 

提供 
体制 
(②) 

施設型給付 35 173 152 36 39 22 

地域型保育給付   0   0 

認可外(地方単独)  0 0  5 3 

確認を受けない幼稚園 0   0   

②－① 5 8 19 19 6 0 

平成 
28 

年度 

必要利用者数(①) 30 164 134 17 38 25 

提供 
体制 
(②) 

施設型給付 35 173 152 36 39 22 

地域型保育給付   0   0 

認可外(地方単独)  0 0  5 3 

確認を受けない幼稚園 0   0   

②－① 5 9 18 19 6 0 

平成 
29 

年度 

必要利用者数(①) 30 167 133 17 38 25 

提供 
体制 
(②) 

施設型給付 35 173 152 36 39 22 

地域型保育給付   0   0 

認可外(地方単独)  0 0  5 3 

確認を受けない幼稚園 0   0   

②－① 5 6 19 19 6 0 

平成 
30 

年度 

必要利用者数(①) 31 169 131 17 38 25 

提供 
体制 
(②) 

施設型給付 35 173 152 36 39 22 

地域型保育給付   0   0 

認可外(地方単独)  0 0  5 3 

確認を受けない幼稚園 0   0   

②－① 4 4 21 19 6 0 

平成 
31 

年度 

必要利用者数(①) 31 173 129 17 38 25 

提供 
体制 
(②) 

施設型給付 35 173 152 36 39 22 

地域型保育給付   0   0 

認可外(地方単独)  0 0  5 3 

確認を受けない幼稚園 0   0   

②－① 4 0 23 19 6 0 
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（５）地域子ども・子育て支援事業のニーズ量見込み 

地域子ども・子育て支援事業のニーズ量見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業

の予測利用率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本町に居住する就

学前児童の地域子ども・子育て支援事業のニーズ量見込みは以下のとおりです。 

表4.5 本町に居住する就学前児童の地域子ども・子育て支援事業ニーズ量の見込み 

 単
位 

実績 見込 推計 

平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

利用者支援事業 か所 0 0 1 1 1 1 1 

時間外保育事業 人 223 223 240 242 243 242 243 

放課後児童 
健全育成事業 

        

 

小学１～３年生 人 114 110 113 107 103 101 100 

小学４～６年生 人 0 0 20 20 20 20 20 

子育て短期支援事業 人日 0 0 21 21 21 21 21 

地域子育て支援 
拠点事業 

人回 1,907 1,700 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 

一時預かり事業         

 

幼稚園の 
預かり保育 

人日 0 0 3,120 3,120 3,120 3,224 3,224 

２号認定による 
定期的な利用 

人日 0 0 3,380 3,120 3,120 3,120 3,380 

一時預かり 
(ファミサポの未
就学児利用含む) 

人日 0 0 2,381 2,401 2,400 2,400 2,403 

ファミリー・サポー
ト・センター事業 

(就学児のみ) 
人日 0 0 36 36 36 36 36 

病児保育事業 
(緊サポ含む) 

人日 0 0 476 480 480 480 481 

妊婦健康診査 人 91 91 91 91 91 91 91 

乳児家庭 
全戸訪問事業 

人 76 85 85 85 85 85 85 

養育支援訪問事業 人 14 22 22 22 22 22 22 
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３ 施設型事業 

（１）教育施設（幼稚園、認定こども園） 

幼稚園とは学校教育法に基づく教育機関で、保護者の就労状況にかかわらず３歳から入

園できます。３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行っている園もあり

ます。一方、認定こども園とは認可幼稚園と認可保育所が併設した施設であり、基本的に

幼稚園・保育所を利用することに違いはありません。 

 

現状と課題 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「幼稚園」は4.7％、「認定こ

ども園」は1.5％の利用があります。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「保育所だけでなく、幼稚園や認定こども園等があ

ると便利。」という同様の要望が多くありました。 

○本町には幼稚園や認定こども園がなく、希望者は近隣市町村の教育施設を利用してい

る状況です。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○本町に所在する既存の保育施設について、認定こども園への移行促進を図り、保育を

必要としない満３歳以上のお子さんを受け入れできるよう検討します。 

○引き続き近隣市町村に所在する教育施設の広域利用について調整していきます。 

表4.6 教育施設の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①推計利用者数 37 59 59 59 60 60 

 １号認定 30 47 47 47 48 48 

 ２号認定 7 12 12 12 12 12 

②提供量 37 71 71 71 71 71 

 町内施設 0 35 35 35 35 35 

 町外施設 37 36 36 36 36 36 

差異（②－①） 0 12 12 12 11 11 
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（２）保育施設（認可保育所、認定こども園） 

認可保育施設とは保護者の就労や病気などで、家庭でお子さんをみることができない場

合に保護者の代わりに保育する施設であり、県の認可を受けた施設です。一方、認定こど

も園とは認可幼稚園と認可保育所が併設した県の認定を受けた施設であり、基本的に幼稚

園・保育所を利用することに違いはありません。 

 

現状と課題 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「認可保育所」は66.4％、「認

定こども園」は1.5％の利用があります。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「保育所には、勤めていれば何も審査なしで入園で

きるようにして欲しい。もっと地域の同年代の子たちと会う機会が欲しいです。」と

いう要望がありました。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○本町に所在する保育施設の定員拡充と広域利用の調整により、概ね確保されているた

め、提供体制を維持します。 

○保育の認定に必要な就労の下限時間を月48時間（週３日４時間程度の就労）に設定し、

パートタイムやアルバイトでも保育施設を利用しやすい環境を整えます。 

表4.7 保育施設の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①推計利用者数 356 349 349 351 351 353 

 ２号認定 205 191 190 193 195 199 

 ３号認定 151 158 159 158 156 154 

  うち０歳 43 43 43 43 41 40 

  うち１～２歳 108 115 116 115 115 114 

②提供量 364 394 394 394 394 394 

 町内施設 305 325 325 325 325 325 

 町外施設 59 69 69 69 69 69 

差異（②－①） 8 45 45 43 43 41 
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（３）認定こども園 

認定こども園とは、認可幼稚園と認可保育所が併設されており、教育・保育を一体的に

行う県の認定を受けた施設です。幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持っており、保護

者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通

い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。 

また、認定こども園には地域における子育て支援の場が用意された施設でもあることか

ら、園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加などを利用

することができます。 

 

現状と課題 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「認定こども園」は1.5％の利

用があります。 

○町内に認定こども園はなく、希望する方は近隣市町村の施設を利用している状況です。

ニーズ調査の自由意見をみると、「保育所だけでなく、幼稚園や認定こども園等があ

ると便利。」という教育施設を希望する声も多く聞かれています。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○本町に所在する保育施設について、認定こども園への移行促進を図り、保護者の就労

形態が変わっても、通い慣れた施設を引き続き利用できるようにします。 

表4.8 認定こども園の年度別見込量と提供量【再掲】 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①推計利用者数 393 408 411 411 411 414 

 １号認定 30 30 30 30 30 30 

 ２号認定 212 220 219 222 225 230 

 ３号認定 151 158 162 159 156 154 

  うち０歳 43 43 43 43 41 40 

  うち１～２歳 108 115 116 115 115 114 

②提供量 401 471 471 471 471 471 

 町内施設 305 375 375 375 375 375 

 町外施設 96 96 96 96 96 96 

差異（②－①） 8 63 60 60 60 57 

 

うち広域受託児童 30 30 30 30 30 
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４ 地域型保育事業 

（１）小規模保育事業 

国が定める最低基準に適合した保育施設で、市町村の認可を受けた定員６～19人のも

のです。 

本町では実施していない事業です。ニーズ調査結果からも対象となるような事業実施を

望む自由意見はありませんでした。 

今後、事業者等から申請があった場合には、需要の状況に応じ設置を検討します。 

 

（２）家庭的保育事業 

保育ママなど、保育者の家庭などでお子さんを預かるサービスです。 

本町では実施していない事業です。ニーズ調査結果からも対象となるような事業実施を

望む自由意見はありませんでした。 

今後、事業者等から申請があった場合には、需要の状況に応じ事業の実施を検討します。 

 

（３）事業所内保育事業 

企業などが、主に従業員用に運営する保育施設です。 

本町にある企業では実施していない事業です。ニーズ調査結果をみると、「事業所内保

育施設」の利用は就学前児童で0.2％となっていますが、この事業の対象となる自由意見

はありませんでした。 

今後、事業者等から申請があった場合には、需要の状況に応じ事業の実施を検討します。 

 

（４）居宅訪問型保育事業 

ベビーシッターのような保育者が、お子さんの家庭で保育するサービスです。 

本町では実施していない事業です。ニーズ調査結果からも対象となるような事業実施を

望む自由意見はありませんでした。 

今後、事業者等から申請があった場合には、需要の状況に応じ事業の実施を検討します。 
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５ 相談支援事業 

（１）利用者支援事業 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育事業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。 

 

現状と課題 

○母子手帳の交付時から出産・育児期間を通じて、保健福祉課窓口及び電話などにより

情報提供及び相談・助言等を行っています。 

○ニーズ調査には、対象となる自由意見はありませんでした。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○保健福祉課窓口において妊娠期間から出産・育児期間にかけて相談・助言等を行うと

ともに、子育て支援センターや関係機関と連携をとり、引き続き支援を行います。 

○妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を実施するために、子育て世代

包括支援センターの整備に努めます。 

表4.9 利用者支援事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（か所） 推 計（か所） 

平成25年度 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 

①年間利用数 0 1 1 1 1 1 

②提供量 0 1 1 1 1 1 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及び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。 

 

現状と課題 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「地域子育て支援拠点事業」は

3.0％、「その他階上町で実施している類似の事業」は2.2％の利用があります。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「子育て支援センターの取り組みは今後も継続して

頂きたいと思います。年度ごとに場所をかえる制度は、色々な保育所を見学できるの

でいいと思います。可能であれば、支援センター専属の先生がいれば成長を一緒に見

守り、相談できる心強い味方になるのではないかと感じています。」という同様の要
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望が多くありました。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○ニーズ調査結果からも需要が認められることから、町内施設に委託し、引き続き事業

を実施します。 

表4.10 地域子育て支援拠点事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人回） 推 計（人回） 

平成25年度 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 

①年間総利用数 1,907 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 

②提供量 1,907 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

 

６ 訪問系事業 

（１）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業です。 

 

現状と課題 

○本町では、町保健師や助産師等が乳児のいる家庭を訪問し、育児に関する情報提供等

を行っています。 

○ニーズ調査には、対象となる自由意見はありませんでした。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○引き続き事業を実施するとともに、訪問者と子育て支援担当者と連携を取り、より良

い支援を実施できるよう努めます。 

表4.11 乳児家庭全戸訪問事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①年間実利用者数 76 85 85 85 85 85 

②提供量 76 85 85 85 85 85 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 
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（２）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を

行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

現状と課題 

○本町では産後における家事や育児が困難な家庭に社会福祉協議会のヘルパーを派遣す

る「産後ヘルパー事業」を行っています。 

○継続した養育支援が必要な家庭については、町保健師や看護師が訪問し、養育に関す

る相談、助言等を行っています。 

○ニーズ調査には、対象となる自由意見はありませんでした。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○引き続き事業を実施し、養育に関する適切な支援を行います。 

表4.12 養育支援訪問事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①年間実利用者数 14 22 22 22 22 22 

②提供量 14 22 22 22 22 22 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 
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７ 通所系事業 

（１）子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活援助事

業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業））です。 

 

現状と課題 

○本町では実施していない事業です。近隣市町村では八戸市が実施しています。 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「短期入所生活援助事業（ショ

ートステイ事業）」は1.9％の利用があります。「夜間養護等事業（トワイライトス

テイ事業）」の利用はありませんでした。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「近隣に夜間、休日預けられる所がない。」という

要望がありました。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○需要の状況と近隣市町村との連携により、事業の在り方を検討します。 

表4.13 子育て短期支援事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人日） 推 計（人日） 

平成25年度 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 

①年間総利用数 0 21 21 21 21 21 

②提供量 0 21 21 21 21 21 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（２）一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間

に、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で、一時的に預か

り、必要な保護を行う事業です。 

 

現状と課題 

○本町では、実施していない事業です。 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、「一時預かり」は1.7％の利用

があります。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「近所に一時預かり保育所があればといつも思いま

す。」という要望がありました。 



階上町 

48 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○新制度開始による幼稚園の預かり保育について、実施に向けて検討します。 

○子育て支援センターを活用した一時預かり事業実施に向けて協議します。 

表4.14 一時預かり事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人日） 推 計（人日） 

平成25年度 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 

①年間総利用数 0 8,881 8,841 8,640 8,744 9,007 

 １号認定 0 3,120 3,120 3,120 3,224 3,224 

 ２号認定 0 3,380 3,120 3,120 3,120 3,380 

 上記以外 0 2,381 2,401 2,400 2,400 2,403 

②提供量 0 8,881 8,841 8,640 8,744 9,007 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（３）時間外保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間におい

て、認定こども園、保育所等で保育を実施する事業です。 

 

現状と課題 

○延長保育については、町内全施設において実施しています。 

○休日保育については、町内で実施している施設はありません。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「日曜日、祝日の保育所ぜひぜひお願いします。日

曜日、祝日関係なく働く時代にみてもらえない事がおかしい。」という同様の要望が

多くありました。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○延長保育については、引き続き実施し、時間の拡大等の要望について需要があれば、

施設と調整を図っていきます。 

○休日保育については、ニーズに対応するため、実施に向け施設と検討していきます。 
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表4.15 時間外保育事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①年間実利用者数 223 240 242 243 242 243 

②提供量 223 240 242 243 242 243 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（４）病児保育事業 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時

的に保育等する事業です。 

 

現状と課題 

○町内には、病児・病後児保育施設等はありません。希望者は、近隣市町村の施設を利

用しています。 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、実際に「病児・病後児の保育を

利用した」方は1.0％と僅かですが、父親・母親が休んで対処した方の32.8％が「で

きれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と希望しています。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「現在、入所している保育所に、病後児保育などあ

れば安心して仕事ができます。」という要望が多くあります。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○病後児保育室の実施に向けて、関連施設と協議します。 

○医療機関に併設した施設の開設をめざして、町内医療機関と協議を行います。 

表4.16 病児保育事業の年度別見込量と提供量 

 
実績（人日） 推 計（人日） 

平成25年度 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 

①年間総利用数 0 476 480 480 480 481 

②提供量 0 476 480 480 480 481 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（５）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全

な育成を図る事業です。 
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現状と課題 

○現在は、町内保育所に委託し、実施しています。 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、小学校児童では小学校低学年の

うちは30.8％、高学年のうちは3.0％が「放課後児童クラブ（学童保育）」の利用を

希望しています。 

○ニーズ調査の自由意見をみると、「保育所の中に学童があるけど、時々幼児と小学生

がぶつかりそうになったり、小学生が蹴ったボールがあたったり、危険な事がある。

一緒の庭で遊ぶのは小学生が小さな子供を思いやれるようにとの考えみたいだけど、

妊婦のお母さんや、生後間もない赤ちゃんを抱いたお母さん達もいるため、いつけが

をしないかと不安に思う事がある。ボールで遊ぶ子供達だけでも、違う場所で遊んで

欲しいと思うけど、それだと子供達の思いやりは育たないのでしょうか？」という要

望があります。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○対象児童の拡充による提供量については、平成27年度の入会状況により検討します。 

○保育所との同敷地内実施による安全確保について、事業委託先と協議します。 

○学校の空き教室等の活用について、教育委員会と検討します。 

表4.17 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の年度別見込量と提供量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

①年間実利用者数 114 133 127 123 121 120 

 小学１～３年生 114 113 107 103 101 100 

 小学４～６年生 0 20 20 20 20 20 

②提供量 133 133 133 133 133 133 

 小学１～３年生 133 113 113 113 113 113 

 小学４～６年生 0 20 20 20 20 20 

差異（②－①） 23 0 6 10 12 13 
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８ その他事業 

（１）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） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関

する連絡、調整を行う事業です。 

 

現状と課題 

○本町では実施していない事業です。八戸市社会福祉協議会において事業を実施してお

り、近隣８市町村の利用調整を行っています。 

○ニーズ調査結果から就学前児童の利用状況をみると、就学前児童では小学校低学年・

高学年ともに「ファミリー・サポート・センター」の利用希望者はいません。小学校

児童では小学校低学年0.3％の利用を希望しています。高学年の利用はありません。 

○ニーズ調査には、対象となる自由意見はありませんでした。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○ファミリー・サポート・センター事業の周知を図るとともに、本町の提供会員登録数

の増員に努め、利用しやすい環境を整えます。 

表4.18 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） 

の年度別見込量と提供量 

 
実績（人日） 推 計（人日） 

平成25年度 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 

①年間総利用数 0 36 36 36 36 36 

②提供量 0 36 36 36 36 36 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 

 

（２）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把

握、②検査計測、③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医学

的検査を実施する事業です。 

 

現状と課題 

○本町では、定期的に健診を受けることができるよう、母子手帳交付時に受託医療機関

において公費で妊婦健康診査が受けられる「妊婦委託健康診査受診票」を14回分交付

しています。また、「多胎」の場合は多胎妊婦用として受診票を７回分追加交付して
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います。 

○ニーズ調査には、対象となる自由意見はありませんでした。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○妊婦と赤ちゃんの健康を守り、安全・安心なお産を迎えられるよう妊婦委託健康診査

受診票の交付について、より一層の周知を図ります。 

表4.19 妊婦健康診査の年度別見込量 

 
実績（人） 推 計（人） 

平成25年度 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 

年間実利用者数 91 91 91 91 91 91 

 

（３）実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 

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

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への

参加に要する費用等を助成する事業です。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○今後の動向等をみながら、事業の実施について検討を行います。 

 

（４）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】 

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。 

 

事業の確保策 

《平成27～31年度》 

○今後の動向等をみながら、事業の実施について検討を行います。 
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第５章 次世代育成支援の施策展開 

次世代育成支援対策は、平成 17 年４月から平成 2７年３月までの 10 年間において階上町

次世代育成支援地域行動計画（前期・後期計画）が推進されてきました。 

本計画においても、後期計画と同じ基本理念を引き継ぐこととし、その実現に向けて同様の

４つの基本目標のもとで関連施策を評価して見直しを行いました。次頁以降において各施策と

関連事業を改訂した具体的な推進策等を記載しています。 

 

■次世代育成支援対策推進法に関する施策体系図 

 ＜基本理念＞ ＜基本目標＞ ＜施策の推進＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜基本目標４＞ 

安心・安全な子育て環境づくり 

１．子どもを安心して育てられる環境 

づくり 

２．子どもを守る“地域力”の向上 

１．見守り・支える子育て支援の充実 

２．ともに支えあう協力体制づくり 

＜基本目標３＞ 

地域も家庭も相互に協力し合えるま
ちづくりの推進 

＜基本目標２＞ 

子育てをするすべての家庭に、気軽な
相談やサービスを利用できる仕組み
づくり 

１．子育てに関する相談・情報提供や 

親たちの交流できる場づくり 

２．母子の健康と子どもの健やかな 

成長への支援 

３．子育て支援に関する行政等のサー 

ビスの充実 

１．子どもたちの居場所づくり 

２．特色ある教育環境づくり 

＜基本目標１＞ 

保育所・学校等を中心とした子どもの
健やかな成長を支援する体制づくり 

子
ど
も
は
す
く
す
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家
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は
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き 
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ん
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う
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基本目標１ 保育所・学校等を中心とした子どもの健やかな成長を 
支援する体制づくり 

推進施策１ 子どもたちの居場所づくり 

現状と課題 

○近年の社会経済の不安定な状況、就業形態の多様化等により子どもを育てる環境は大

きく変化しました。 

○こうした状況に対応するためには、子どもを育てる親たちの様々なニーズに対応した

保育サービスや就学児童の成長を支援する場を提供するとともに、地域で健やかに成

長するための「子どもたちの居場所」として、子どもにとっても、子どもを育てる親

たちにとっても安心できる子育ての場、利用しやすい環境を継続的に創出していく必

要があります。 

 

 計画期間の動向（社会・地域） 
ニーズ 
動 向 

就学前児童 

平成26年度における保育所数は、私立４か所となっています。 

近年は社会経済の不安定な状況により、母親の就業率は徐々に増加傾向

が見られ、毎年各保育所の入所児童は年度当初よりも年度途中でさらに

増加しています。子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査から、7

割を超える母親が就労し、就労していない母親の6割以上が近い将来の

就労を希望している状況です。このことから、計画期間中もこうした増

加傾向が続くことが見込まれます。 

 

就学児童 

不況による共働き家庭の増加、保育所への入所傾向をみると、昼間保

護者のいない家庭は、今後も増加することが見込まれます。また、子ど

も・子育て支援事業に関するニーズ調査から、低学年で放課後児童クラ

ブを利用していた人のうち、高学年になっても利用したい人は２割を超

えています。対象児童を小学６年生までに拡充することによる利用者の

増加が見込まれる一方で、部活動への参加や少子化の影響もあり、大幅

に利用者が増加するとは考えにくい状況です。 

・放課後児童クラブ：４か所（112人）[平成26年度] 

 

[まちで子どもたちの居場所づくり] 

現  状 

就学前、就学児童を問わず、今後も保育や放課後児童クラブでの安定した供給量

の確保が求められています。 

またこうした現在のサービス等で対応しきれない要因（例：時間外での保育およ

び就学児童の週末や長期休暇等）に関しては、民間活力や既存の活動を有効に活用

し、地域での子育て意識を高めていく必要があります。 
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[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 

よる方向性 

保育所及び学校等は、地域の子育ての場として、子育て家庭の子どもや親たちが

様々な保育サービスを受けたり、子どもたちの健やかな成長、活動の場となってい

ます。 

まずは、保育所および放課後児童クラブ等の安定した提供量を確保し、継続して

保育サービス・放課後児童クラブを実施します。 

また、地域子育て支援センターの事業充実、民間ボランティアとの連携、さらに

は放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型の実施をめざし、保育所および学

校等が子どもにとっての「居場所」であり、安心して子どもを育てられる場所とし

て、地域の子育ての中心となるよう位置づけていきます。 

 

具体的な施策 

施策(1) 保育所等での多様な保育サービスの推進 

○就労形態の多様化にともなう保育需要に対応し、通常保育をはじめ、延長保育・乳児

保育・休日保育等を安定して利用できるよう、提供量の安定した確保に努めます。 

○また保育所が、すべての子育て家庭にとって地域の子育ての中心的役割を果たせるよ

う、地域子育て支援センターをはじめ様々な機会を活用し、就学前の子どもや子育て

をする親たちが地域で安心できる「居場所」づくりを支援します。 

①通常保育事業 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

通常保育事業 保健福祉課 
各保育所 

（４か所） 
B 

継続 

認定こども園への移

行について検討する 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②地域子ども・子育て支援事業の実施 

・本町の実施内容についてはつぎのとおりです。今後も子育てをする家庭への有効な保

育サービスとなるよう継続して実施するとともに、未実施の事業については実施に向

けて検討していきます。 

⇒延長保育事業→実施保育所数 ４園 

保護者の就労形態の多様化、長時間の勤務等にともなう保育時間の延長に対応するた

め、11時間の開所時間に加え、委託により更に延長保育を実施しています。 

⇒休日保育事業→実施保育所数 ０園 

日曜・祝日等の保護者の勤務時間等により保育を必要とする児童について保育を行う

ものです。本町では委託による実施はしていません。 

⇒一時保育事業→実施保育所数 ０園 

専業主婦の育児疲れ解消、急病や勤務形態の多様化等にともなう一時的な保育を行う

ものです。本町では委託による実施はしていません。 
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事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

延長保育事業 保健福祉課 
各保育所 

（４か所） 
B 継続 

休日保育事業 保健福祉課 
各保育所 

（０か所） 
D 

実施について 

検討する 

一時預かり事業 保健福祉課 
各保育所 

（０か所） 
D 

実施について 

検討する 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③地域子育て支援センター 

・核家族化の進行、出生率の低下に対応して、子育て家庭等に対する育児不安等につい

ての相談指導、子育てサークル等への支援および子育て講座の実施などにより、地域

の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 

・現在は就学前児童を対象に、町内１か所で実施しています。 

・今後も町内保育所の持ち回りで実施します。また、子育て支援活動の展開を図る取組

として、地域子育て支援センターを活用した一時預かり事業の実施について検討し、

地域全体で子育てを支援する基盤の形成に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

地域子育て支援拠点事業 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

④保育所での世代間交流の実施 

・保育所４か所において保育所地域活動事業の一環として、近隣の高齢者を招いて３世

代、４世代のふれあう機会づくりを行っています。今後もこうした世代間の交流を継

続して行い、地域の子育てへの相互理解、子どもを見守る意識の向上に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

保育所地域活動事業 保健福祉課 
各保育所 

（４か所） 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) 就学児童の居場所づくり 

○保護者が就労等の理由により昼間家庭にいない就学児童（小学生児童）の健全な育成

を図る放課後児童クラブ（放課後健全育成事業）のほか、週末や長期休暇、学校の週

５日制等に対応した子どもたちの活動の場を設け、就学児童が健やかに成長し、地域

で活動できる「居場所」の確保に努めます。 
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①放課後児童クラブの充実（放課後児童健全育成事業） 

・核家族化の進行、出生率の低下にともない、就学児童で放課後帰宅しても、保護者の

就労等の理由により家庭での保育が受けられない児童を対象に、健全な遊びを主体と

した生活指導を行う放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブの設置）を町内４か

所で実施しています。また、児童福祉法の改正に伴い、対象児童をおおむね10歳未満

の児童から小学６年生までに拡充します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

放課後児童クラブ（放課後児童

健全育成事業） 
保健福祉課 

各保育所 

（４か所） 
C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②わんぱく王国・地域子ども教室の実施 

・児童が自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる放課後や週末等の居

場所づくりとして、創作活動、郷土食、軽スポーツ等の体験活動等を行います。 

・放課後子ども教室については、現在１か所で実施していますが、今後は希望する学校

区を調査、把握し、実施に向けて計画的な整備を推進していきます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

わんぱく王国（学校週５日制対

応事業） 
教育課 町 B 

継続 

年10回程度→年９

回程度に変更 

放課後子ども教室推進事業 教育課 町 C 

継続 

対象小中学生→小学

生に変更 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③放課後子ども総合プランの推進 

・共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な経験・活動を行うことがで

きるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整

備を推進するため「放課後子ども総合プラン」が国において平成26年度に策定されま

した。 

・町では、現在行っている事業を基に、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教

室を平成31年度までに１か所整備することをめざします。 

・今後は、事業の実施主体である教育委員会と保健福祉課が連携し、余裕教室等の状況

について協議を行うとともに、各関係者への事業の必要性や意義について説明を行い、

理解を深めます。また、一体型の実施に向け、放課後児童クラブの支援員と放課後子

ども教室のコーディネーターが連携できる機会づくりに努めます。 

・開所時間については、現在保育所等と同様の開所時間で実施していることから、今後

も継続して行っていきます。 
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推進施策２ 特色ある教育環境づくり 

現状と課題 

○本町では「美しい自然と豊かな伝統文化の継承」と「階上町民憲章」の趣旨の具現を

基本に、主体的に行動できる児童生徒を育成するため、「教育は人づくり」という視

点に立ち、21世紀をたくましく生き抜く子どもたちの育成をめざしています。 

○子どもの成長に応じた教育の充実を図り、生涯にわたり健やかで活力に満ちた生活を

送ることができるよう教育・文化・スポーツ環境の充実を図る必要があります。また

学校週５日制の実施により、学校と地域・家庭との連携が求められています。今後は

住民と児童生徒・教職員との交流をさらに深め、教育機関との連携による児童生徒の

健全育成が必要となります。 

○さらに今日の少子化の影響により、子どもたちの乳幼児とふれあう機会が減っていま

す。子どもを生み育てることや子どもや家庭の大切さを理解し、豊かな人間性を育む

ためにも、児童生徒が乳幼児とふれあう機会を創出していく取り組みが求められてい

ます。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

就学前児童 

幼児期は人間形成の基礎を培う重要な時期であり、幼児期における教

育には、豊かな感性や自主性を育てる大切な役割があります。 

計画期間においても、保育所等で幼児教育に取り組み、また子育て家

庭の多様な生活様式（ライフスタイル）にあわせて、延長保育、休日保

育等の教育環境の整備を継続し行います。 

 

就学児童 

児童生徒に対しては、一人ひとりに生きる力と夢を育む学校教育の推

進に努めます。 

また体験学習等による児童生徒の持つ個性や個人の能力の開発に力

を注ぐ一方で、学校、家庭、地域、各種団体がそれぞれに活動するだけ

でなく、相互の協力や理解を深める体制づくりを推進します。 

 

[まちの特色ある教育環境づくり] 

現  状 

町内では、“子ども”を中心に据え、子どもたちの向上心や学ぶ意欲、その源

となる夢や志の実現を基本とする「夢を育む教育の推進」に力を注いだ教育が行

われています。また体験学習をはじめとする、さまざまな地域志向の活動も展開

されています。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に
よる方向性 

教育環境づくりとして、これまで保育所、学校等が行っている活動を継続しな

がら、地域に根ざした教育基盤づくりをめざすとともに、今後は家庭と学校、学

校とPTA等の各種団体や関係機関との連携を強め、連絡会等や、学校評議員制度

を利用した「開かれた学校づくり」へむけて取り組みをすすめます。 

また学校週５日制に対応した、さまざまな分野での活動機会を設けることで、

心身ともに健やかに成長し、子どもたちの学ぶ意欲を活かせる機会づくりにも力

を入れていきます。 
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具体的な施策 

施策(1) 次世代を育む若い世代への支援 

○教育機関との連携のもとに、保育所等で小中学生が乳幼児とふれあう機会や小中学校

等のそれぞれの段階に応じた福祉教育を行い、次世代を育む児童生徒の理解や思いや

りのこころを育てる活動を推進します。 

①子育て・福祉に関する教育の推進 

・学校保健において行われている福祉教育を今後も推進することにより、児童生徒の思

いやりや豊かな社会性を育てます。 

・また、少子化、核家族化によって減少しつつある乳幼児とのふれあう機会を広げるこ

とによって、将来の子育て世代へ向けた貴重な体験機会の創出に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

福祉教育の推進 教育課 各小中学校 C 継続 

乳幼児とのふれあい体験 教育課 各中学校 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) 子どもの生きる力の育成に向けた学習教育環境等の整備 

○学校週５日制導入により、変化する学習教育環境のなかでも、子どもたちが生涯を通

じて自由に楽しく学び、心身ともに健やかな成長をめざす「生きる力」を育てます。 

○また地域の人々に身近な教育施設である学校と地域・家庭との連携を図り、開かれた

学校環境づくりをめざします。 

①教育・文化・スポーツ環境づくりの推進 

・子どもたちのもつ様々な可能性や個性、学ぼうとする意欲が、限りなく発揮できるよ

う教育・文化・スポーツといった様々な分野での環境づくりを推進します。 

・特にスポーツ少年団育成活動では、青森県スポーツ少年団が主催する各種大会等への

参加等、スポーツによる青少年の健全育成を支援し、保護者並びに地域住民の協力の

もと、地域社会教育の一環として推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

総合学習の充実 教育課 各小中学校 C 継続 

体験学習・課外活動の促進 教育課 各小中学校 C 継続 

文化活動の支援と文化環境の

充実 
教育課 各小中学校 C 継続 

子どものための行事やイベン

トの推進 
教育課 

各小中学校 

各子ども会 
C 継続 
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スポーツ少年団育成活動 教育課 町体育協会 C 継続 

スポーツ少年団指導者育成 教育課 県体育協会 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②少人数学級および複式学級への対応 

・地域の児童生徒数の減少にも、実情にあわせた少人数学級や複式学級によって通学区

域へ柔軟に対応し、地域に根ざした学校、学習教育環境づくりをめざします。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

少人数学級編成の推進 教育課 県 C 

継続 

現在の事業量２校→

６校に変更 

複式学級への非常勤講師の配

置 
教育課 県 C 

継続 

現在の事業量４校→

３校に変更 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③心の相談・教育相談の推進 

・子どもたちが心身ともに健康で豊かな人間性を育むために、児童生徒の抱える様々な

悩みについて、個別に関わることができるスクールカウンセラーの配置や教育相談を

展開し、学校での相談体制の充実を図ります。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

心の教室相談員・スクールカウ

ンセラー設置 
教育課 県 B 

継続 

対象を中学生→小学

生に変更 

教育相談の開設 教育課 町 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

④学校評議員制度の充実 

・町内にある石鉢小学校・赤保内小学校・階上中学校の３校において、学校評議員制度

の活用により、地域及び学校との連携・協力を図ることにより、教育施設の拠点とし

て、地域に根ざした学校づくりをめざします。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

学校評議員制度 教育課 実施各校 Ｃ 

継続 

現在の事業量４校→

３校に変更 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施、 
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⑤民生委員・児童委員による訪問活動の実施 

・学校施設や各地区の訪問や不登校児童の相談・訪問等を行っています。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

民生委員・児童委員訪問活動 保健福祉課 
民生委員 

児童委員 
Ｂ 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(3) 幼児教育の充実 

○本町では平成26年度現在、保育所が４園あります。 

○幼児期は人間形成の基礎を培う重要な時期であり、幼児期における教育は、豊かな感

性や自主性を育てる大切な役割があります。保育所等においても保育の中に教育の観

点を取り入れた幼児教育を推進します。 

①幼児教育環境等の整備 

・子どもを育てる親の様々なニーズに対応した私立保育所における特別保育等の充実を

図るとともに、幼児教育の充実に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

（再掲） 

延長保育促進事業 
保健福祉課 

各保育所 

（４か所） 
B 継続 

（再掲） 

乳児保育促進事業 
保健福祉課 

各保育所 

（４か所） 
B 継続 

（再掲） 

休日保育事業 
保健福祉課 

各保育所 

（０か所） 
D 

実施について 

検討する 

（再掲） 

一時保育事業 
保健福祉課 

各保育所 

（０か所） 
D 

実施について 

検討する 

（再掲） 

保育所地域活動事業（世代間交

流事業など） 

保健福祉課 
各保育所 

（４か所） 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②経済的支援 

・保育所に入園している第３子以降の児童を対象に保育料を軽減し、経済的負担の軽減

を図ります。また私立幼稚園の保育料軽減を図るために、幼稚園就園奨励費事業の助

成に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

保育料軽減事業 保健福祉課 町 C 継続 

幼稚園就園奨励費事業 教育課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施   
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基本目標２ 子育てをするすべての家庭に、気軽な相談やサービス 
を利用できる仕組みづくり 

推進施策１ 子育てに関する相談・情報提供や親たちの交流できる場づくり 

現状と課題 

○子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査から、子どもを主に世話する人は「母親」

であり、仕事との両立、核家族化、地域で自然と支えあうような関係の希薄化といっ

た様々な要因から、家庭で子育てをしている母親の子育てへの負担感が増しています。 

○地域で子育て中の親や子どもが気軽に集い、交流できる場（機会）をつくることは、

親たちの子育てへの負担を少しでも軽くすることにつながり、さらには子どもの健や

かな成長へとつながります。 

○地域で楽しく子育て生活を行っていくためにも、積極的な交流の場（機会）づくりや

子育て情報は、今後ますます重要となります。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

子育て家庭 

子育てに関する相談や情報提供に関しては、すべての子育て家庭へ情

報が等しく伝わらず、情報に格差が生じているようです。親たちが、手

軽に情報入手できる工夫や取り組みが求められます。 

子育て支援として子育てサークル等の民間団体による活動は、仲間づ

くり、地域との結びつきといった効果もあり、子育て家庭にとっては気

軽に相談したり、交流を図る場として、ますます積極的な活動の展開が

期待されます。今後もこうした民間団体等と連携・支援していきます。 

 

[まちの子育てに関する相談・情報提供の促進、交流機会づくり] 

現  状 

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査から、7割を超える児童が保育所等の

施設を利用している現状から、地域子育て支援センターや子育てサークルを利用し

ている方は少数ですが、今後の利用希望について2割を超えています。この結果から、

PR方法を工夫し、参加を促すような工夫や機会を増やす取り組みが必要であるとみ

られます。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

子育て家庭への情報提供においては、保健福祉課窓口において子育て家庭の個別

ニーズを把握し、適切な施設・事業等を円滑に利用できるよう支援することが必要

です。また、地域子育て支援センターや子育てサークル等と連携して適切な子育て

家庭への支援をすることが求められます。広報やホームページなど定期的、継続的

な情報更新による提供や相談機会によって、子育て家庭の親が入手しやすいよう工

夫を凝らした発信をします。 

少子化傾向にあるため、民間団体の活動は、今後ますます参加人数の減少等によ

り、活動や運営が困難となることが予想されます。団体間の交流機会や積極的な活

動を支援するための場所の提供や、情報提供が必要です。 
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具体的な施策 

施策(1) 子育て中の親が交流等できる場づくり 

○家庭や地域のもつ子育て支援への役割が低下するなかで、子育てに対する不安や悩み

を抱える親たちが気軽に相談できる相手や仲間づくりができるよう、子育てサークル

といった民間活力への支援を行います。 

○また、子育て中の親たちが自由に相談や交流ができる地域子育て支援センターの活用

を促進し、親たちの子育てに対する負担感を少しでも軽減できるよう努めます。 

①子育てサークル等、民間活動支援への取組 

・就学・就園前の乳幼児をもつ親を対象に、子育てという同じ立場にある親たちが、気

軽に相談できる相手や仲間づくりができるよう、ボランティア活動への支援の充実を

図ります。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

子育てサークル支援 保健福祉課 
民間 

ボランティア 
C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②地域子育て支援センターによる交流の場づくり 

・子育てに対する不安や悩みを抱える親たちの交流や相談といった機能を担う「地域子

育て支援センター」の利用を促し、行政からは発信しきれないようなクチコミによる

情報発信の場として情報入手手段の棲み分けをはかるとともに、子育てをする親たち

が子ども同士を遊ばせながら相談や交流のできる場づくりを推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

（再掲） 

地域子育て支援センター事業 
保健福祉課 

地域子育て 

支援センター 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) 子育て支援事業に関する相談・情報の発信 

○行政のもつ子育て支援情報を妊娠時や乳幼児期等の時期に応じて適切に発信すること

により、必要な情報が十分に得られ、また民間等による情報との棲み分けを図ること

で、子育て支援サービス等が広く周知されるよう、情報提供手段等の工夫に努めます。 

①妊産婦等への情報提供 

・妊娠届提出時等、様々な機会に子育てに関する相談や情報提供を行います。特に出生

児健康相談では、本町の保健サービスや予防接種の情報を掲載している「JOY JOY ブ

ック」を交付して、保健指導の機会としています。 

・また離乳食教室では、離乳食の調理・試食とあわせて地域子育て支援センターと連携
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し、体操や講話等を実施しています。 

・今後も子育て家庭が必要な時期に必要な情報が得られるよう継続して実施します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

妊婦相談 保健福祉課 町 B 継続 

出生児健康相談 保健福祉課 町 B 継続 

転入児健康相談 保健福祉課 町 B 継続 

離乳食教室 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②子育て相談窓口での情報提供 

・子育て家庭に対し、地域子育て支援センターにおいて、様々な相談・助言を行います。 

・今後も継続して実施するとともに、チラシ等、広く利用されるよう工夫に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

（再掲） 

子育て支援相談窓口事業 
保健福祉課 

地域子育て 

支援センター 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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推進施策２ 母子の健康と子どもの健やかな成長への支援 

現状と課題 

○次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するために、母子の健康の確保や小児

医療は重要な取り組みです。 

○本町では、平成15年度に制定された母子保健計画に基づき、子どもの成長段階にあわ

せた健診、指導を行うことで、母子の健康維持に努めています。 

○また、障害を持つ子どもへの施策についても、母子保健との連携を図りながら早期発

見・療育に努めるとともに、地域の子どもがともに健やかな成長を育めるよう、環境

づくりを今後もすすめます。 

○小児医療は、隣接する八戸市へ依存している状況ですが、広域の救急医療を効率よく

利用しながらも、地域でできる限り子どもの安全や健康を確保できるよう体制づくり

をすすめます。 

○さらには、保育所、学校、地域での食生活改善活動等により、子どもたちが小さい時

から自分の健康へ関心を持てる機会づくりをすすめます。 

○その他、思春期の男女が自分の心や身体の健康に関心を持てるよう、学校保健とも連

携を図りながら、命の大切さを学ぶ機会の充実をめざします。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

就学前児童 

「母子保健計画」の施策に沿って、食生活、歯の健康、妊娠期～出産

期～新生児期・乳幼児期といった子どもの成長段階にあわせた健診、指

導を行うことで、母子の健康維持に努めています。 

今後も健診等が行われる状況に大きな変動はありませんが、今後も安

定した供給をするとともに、受診率の向上等、きめ細かなサービス提供

をすすめていきます。 

 

就学児童 

就学児童においては、成長著しい時期でもあり、より生活習慣病予防

や食育といった健康維持が求められる時期となっています。 

今後も成長過程においての生活習慣、食育といった健康維持のため、

楽しく体験的な要素を盛り込みながら子どもの頃からの正しい食生活

と生活習慣を身につけていく学習機会へ、積極的に参加するよう呼びか

けを行っていきます。 

 

思春期 

近年、思春期における性行動の低年齢化や中絶、感染症、薬物乱用、

喫煙、飲酒、過剰なダイエットといった健康をおびやかす状況が指摘さ

れるようになっています。 

こうした現在の思春期における多様な課題に対して、今後は思春期の

男女が自分の心や身体の健康に関心を持てるよう、学校保健とも連携を

図りながら、学ぶ機会の充実をめざし、必要に応じて個別に支援できる

体制づくりをすすめます。 

 

小児医療 

広域医療体制へ依存するなかで、小児医療では、経済的な負担や緊急

時の医療体制について不安を感じる家庭も少なくありません。平成26

年8月から乳幼児の医療費については、現物給付化を開始し、保護者の

医療費の負担軽減を図っています。医療体制については、八戸市等、広

域の救急医療を効率よく利用しながらも、地域でできる限り子どもの安

全や健康を確保できるよう情報提供や学習機会づくり、積極的な健診の

受診等日頃から病気の予防へむけた取り組みを継続的にすすめます。 
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障害児施策 

子どもを持つ親にとっては、子どもが健康に生まれ、健やかに成長す

るための健診による障害の早期発見・治療や、成長していくなかでの障

害児の健全な発達支援といった障害児施策は、子どもを安心して産むた

めの環境として今後も重視されます。 

またこれからも障害を持つ子どもたちが、地域で自立の一歩を踏み出

すために安心して暮らせる環境や、障害を持つ子どもの健全な発達を支

援するために障害児施設をはじめ、保育所等での障害児受入れといっ

た、地域での生活・交流の場をつくるとともに、各種子育て事業との連

携を図ります。 

 

[まちの母子保健と子どもの健やかな成長への支援] 

現  状 

町内における施策ごとの現状はつぎのとおりです。 

■母子保健 

母子保健にかかる健診等では、就学前児童の成長に応じて健診機会が設けられて

います。また母親の健康に配慮した健診も行われています。いずれも受診率は高く、

今後も継続して実施していくことが必要です。 

■食育・生活習慣病予防 

近年食育や生活習慣病の予防といった健康への意識の高まりとともに、次世代を

担う子どもを含め、町全体で健康への取り組みが進められています。特に次世代を

担う子どもへの対策は、就学前児童ではおもに健診、就学児童では給食や料理教室

といった場面での、成長に応じた取り組みをしています。「短命町返上」をめざし、

さらなる普及啓発とともに、正しい知識を身につける機会づくりが必要です。 

■思春期対策 

思春期対策では、現在学校主体の指導体制が中心となっていますが、指導内容の

格差等もあり、地域あるいは広域といった対応により、関係機関等の連携や共通理

解の場が必要となってきています。 

■小児医療体制 

小児医療に関しては、“かかりつけ医”を持つ等、各家庭で子どもの健康や緊急

時に備える配慮がうかがえますが、地域における小児医療を、おもに八戸市内の病

院に依存しているため、病院までの距離や、町内の病院不足、緊急時の不安、医療

費等の経済的な負担に関心が高いようです。 

■障害児対策 

現在障害を持つ子どもへの施策は、「新青森県障害者計画」「はしかみ障害者プ

ラン（階上町障害者計画及び障害福祉計画）」に基づいた事業が展開されており、

今後も継続して行われることが見込まれ、障害児を受け入れできる保育所等やサー

ビスを提供できる体制の整備も必要です。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

母子保健にかかる健診等、子どもや親の健康に関わる取組については、安定した供

給とともに、今後も継続していきます。 

小児医療を含む救急の医療体制については、広域による体制へ依存ではなく、連携

として関わり、できるだけ町内で健康が維持できるよう予防情報等に努めていきま

す。乳幼児の医療費については、平成26年8月から現物給付化を開始しておりますが、

今後は対象児童の拡充も視野に検討し、保護者の医療費の負担軽減を行うよう努めま

す。 

なお健康への意識は、町全体として力を注がなければならない最重要課題です。住

民全体が取り組める項目として、学習機会や情報提供を継続的に行うとともに、子ど

もに対しては、成長に応じて必要な知識の習得や指導機会をすすめていきます。特に

思春期の生徒へむけた「心のケア」については、ひとり一人に対処できる体制を検討

していきます。 

障害を持つ子どもへの支援は、関連計画との連携を図りながら、早期発見、療育に

取り組むとともに、障害を持つ子どもも地域でともに成長できる環境づくりをすすめ

ていきます。 
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具体的な施策 

施策(1) 子どもや母親の健康の確保 

○妊娠期～出産期～新生児期・乳幼児期といった子どもの成長段階にあわせて、次世代

を担う子どもや子を育てる母親の健康が保たれるよう、健診、指導活動の充実に努め

ます。 

①妊娠および出産期の母子への健診・訪問の実施 

・妊娠時の母親が安心して出産に臨めるよう、公費による委託健診や、妊産婦の心身の

安定のために訪問指導を実施します。 

・今後も継続して妊産婦の健康を見守るとともに、訪問指導において、必要な対象者に

対しては早期から複数回訪問を行う等、訪問指導の増加に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

妊婦委託健康診査 保健福祉課 
町 

（医療機関へ委託） 
B 継続 

母子保健訪問指導委託事業 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②子どもの成長に応じた母子への健診の充実 

・子どもの成長に応じて行っている各種健診の充実を図ります。 

・今後も継続して行い、受診率向上をめざします。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

先天性股関節脱臼健診 保健福祉課 

町 

（八戸市総合健診

センターへ委託） 

B 継続 

乳児一般委託健康診査 保健福祉課 
町 

（医療機関へ委託） 
B 継続 

乳児健康診査 保健福祉課 町 B 継続 

１歳６か月児健康診査 保健福祉課 町 B 継続 

３歳児健康診査 保健福祉課 町 B 継続 

１歳６か月・３歳児精密健康診 

査 
保健福祉課 

町 

（医療機関へ委託） 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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施策(2) 歯科保健対策の充実 

○本町の歯科保健対策は、１歳６か月および３歳児の健康診査時に、乳幼児に対する口

腔検査、歯科指導が行われています。う歯（虫歯）保有率は年々低下してはいますが、

全国平均のう歯保有率より高い傾向が続いています。 

○身体の健康を維持するには、何でも食べられる歯が健康であることが大切です。また

乳歯がひどい虫歯になると、永久歯もその影響を受けることになります。 

○歯の健康づくりへの認識を高め、定期健診での受診率向上や虫歯予防の推進、早期か

らのブラッシング（歯磨き）の習慣づけ等を行い、歯科保健対策の充実に努めます。 

①１歳６か月および３歳児の健康診査時の歯科健診の実施、虫歯予防の推進 

・家庭ではなかなか見つけられない虫歯等の発見について、早期治療により健康な口腔

づくりをめざします。 

・歯科健診時に希望者には医療機関の協力によりフッ素塗布を行っています。 

・今後も継続して健診を行い、受診率向上に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

（再掲）１歳６か月児健康診査 保健福祉課 町 B 継続 

（再掲）３歳児健康診査 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②ブラッシング（歯磨き）習慣の推進 

・乳幼児健診時、個々に合わせたブラッシングの支援対策として、歯科衛生士による個

別指導を実施し、虫歯予防に対する親の意識を高め、虫歯保有率の低下に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

乳幼児健診での歯科衛生指導 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(3) 食育の推進 

○「食育」とは、生きる上での基本であって、様々な経験を通じて「食」に関する知識

と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる

ことです。本町では平成26年２月に「第２次階上町食育推進基本計画」を策定し、親

子の食生活における食育の推進に取り組んでいます。 
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①食に関する学習機会の促進 

・核家族化や夫婦共働きなど、ライフスタイルの変化により、朝ごはんを食べない子ど

もや親自身の食生活の乱れ、小中学生の肥満割合の増加など家庭における食育の実践

が難しくなっています。 

・地域、行政、保育所や学校など関係機関が連携し、子どものころからの正しい食生活

と生活習慣を身につけ、食に対する豊かな心をもった子どもが育つよう、親子の食生

活における食育を支援し、食生活の改善をめざします。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

親子料理教室（食生活改善推進

委員活動） 
保健福祉課 

食生活改善 

推進委員会 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②地域の食育環境を支援する人材の育成および活動の推進 

・子どもたちの地域をとりまく食育環境の問題を改善するために、地域の人と手をつな

ぎ、食生活改善推進員の研修、声かけ、伝達講習、学校調理員研修等を推進していき

ます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

食生活改善推進員による声か

け活動 
保健福祉課 

食生活改善 

推進委員会 
B 継続 

食育研修の開催（町外研修） 保健福祉課 
保健所管内食 

改連絡協議会 
B 継続 

食育研修の開催（町内研修） 保健福祉課 
食生活改善 

推進委員会 
B 継続 

学校調理員の研修 給食センター 県 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(4) 思春期保健対策の充実 

○思春期の男女の健康をおびやかす問題や思春期特有の心の病の問題は、多様化、深刻

さを増してきています。 

○こうした問題に対応すべく、学校をはじめ保健機関とも連携を図りながら、性に対す

る正しい知識の習得のための情報提供や教育の推進、学童および思春期における心や

体の問題に対する専門家の確保や相談体制づくりをすすめ、命の大切さを学ぶ機会の

充実をめざします。 

①学校保健との連携 

・本町における思春期保健対策は、これまで行政では行わず、学校保健によって実施さ

れてきましたが、今後は連絡会等による連携を図りながら、一体となって取り組みま

す。  
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事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

連絡会等の開催 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②性感染症に対する学習機会の充実 

・性情報が氾濫する一方で、思春期の男女が性に対する正しい知識を得られるよう環境

の改善をめざします。今後は、学校、教育委員会等と連携を図り、情報発信、学習機

会の充実に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

性感染症予防知識の広報及び

教室の開催 

保健福祉課 

教育課 
各小中学校 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③アルコール・タバコに関する学習機会の充実 

・飲酒、喫煙が身体に及ぼす影響についての学習を早い段階から取り組むことによって、

興味本位な思春期からの飲酒や喫煙の習慣化を防いでいきます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

飲酒・喫煙の害についての知識

の広報及び教室 

保健福祉課 

教育課 
各小中学校 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

④薬物乱用に関する学習機会の充実 

・薬物が身体に及ぼす害についての学習を早い段階から取り組むことによって、安易な

意思に惑わされない強い意志を育てていきます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

薬物乱用に関する知識の広報

及び教室 

保健福祉課 

教育課 
各小中学校 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(5) 小児医療の充実 

○本町に医療機関は２か所ありますが、その他は八戸市内小児科、総合病院及び夜間救

急診療所に依存している状態です。特に救急医療の確保に関しては、県および八戸市

の救急医療制度を利用した広域的な取り組みが不可欠となっています。 

○今後は、八戸市医師会と連携（依頼）しながら広域的な救急医療体制の“ネットワー

ク”づくりをすすめるとともに、予防接種や子育て家庭への病気・医療に関する情報

提供を行います。 
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○就学前児童に関しては、入院・通院等の医療費を償還払いから現物給付化しました。

今後も子育て家庭への医療負担軽減を継続して実施します。 

①広域による救急医療の確保 

・八戸市医師会と連携（依頼）しながら、今後も救急医療制度の広域的な活用により、

地域の医療体制の“ネットワーク”づくりをすすめます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

広域による地域医療体制の確

保 
保健福祉課 医師会 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②病気や事故防止についての学習機会及び医療に関する情報提供の充実 

・突発的におきる病気や事故の手当に関する学習の場を関係機関と検討し、家庭やその

場に居合わせた人も適切な対応ができるよう、知識や技術の向上をめざします。 

・また、子育て家庭をはじめ、地域に医療や病気に関する情報提供の充実に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

救急法の学習 総務課 
分署 

各種団体 
B 継続 

医療情報の提供 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③予防接種の推進 

・各種の予防接種の必要性について、理解を深め接種率の向上に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

定期予防接種 保健福祉課 
町 

（医療機関へ委託） 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

④経済的支援 

・主に就学前の児童を対象に、乳幼児医療費の給付を継続し、乳幼児期の病気にかかる

経済的負担を軽減し、健やかな成長を支援します。（ただし所得制限があります。） 

・平成26年８月より医療費の現物給付化を開始したことにより、自己負担が撤廃される

とともに病院窓口での医療費支払や償還払いの手続きが不要となりました。今後は対

象者の拡大も視野に入れ、継続して実施します。 
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事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

乳幼児医療給付事業 保健福祉課 町 B 継続 

養育医療 保健福祉課 町 ― 新規 

小児慢性特定疾患医療費助成

事業 
保健福祉課 県 B 

新規 

「障害児施策の充

実」より移動 

小児慢性特定疾患日常生活用

具給付事業 
保健福祉課 町 ― 新規 

育成医療 保健福祉課 町 B 

新規 

「障害児施策の充

実」より移動 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(6) 障害児福祉の充実 

○障害を持っている子どもが地域で健やかに成長し、また子どもを育てる親たちも地域

で安心して暮らせるよう、経済的支援をはじめ、健常な子どもたちとの交流機会や相

談、療育といった地域での協力体制づくりをすすめます。 

①保育所等における障害児の受け入れの推進 

・保育を必要とする障害を持つ子どもには、集団保育が可能な限り保育所等で受け入れ

て、健常な子どもたちとともに保育することが望ましい方法のひとつです。 

・そのため、保育所等において障害をもつ子どもを積極的に受け入れる体制づくりをす

すめるとともに、保育士等の研修機会を利用して障害を持つ子どもへの理解を深めま

す。 

・また、必要に応じて療育関係機関との連携を図ります。 

 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

障害児保育事業 保健福祉課 各保育所 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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②療育・就学相談の充実 

・心身に障害のある児童に対し、訪問等によって必要な支援を行い、在宅での福祉向上

に努めます。 

・また、就学時に障害等を持つ児童一人ひとりの状況に配慮した教育支援を行うため、

就学指導委員会を開催し、本人や保護者の意向を反映させた柔軟な教育指導を充実さ

せます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

訪問による相談 保健福祉課 町 B 継続 

就学指導委員会の開催 教育課 就学指導委員会 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③障害児等の療育、育児相談支援とネットワーク体制の充実 

・保健、医療、福祉、教育といった関係機関の連携により、地域で障害を持つ子を育て

る家庭への相談活動や療育体制の検討をすすめます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

関係機関との連携 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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④経済的支援策 

・心身に障害のある子どもへの福祉の増進を図るために、各種手当の支給等の支援を、

今後も継続してすすめます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

重度心身障害者（児）医療費助成 保健福祉課 町 B 継続 

心身障害者扶養共済 保健福祉課 県 B 継続 

障害児福祉手当 保健福祉課 県 B 継続 

特別児童扶養手当 保健福祉課 県 B 継続 

補装具の交付（修理） 保健福祉課 町 B 継続 

日常生活用具の給付 保健福祉課 町 B 継続 

自立支援給付事業 保健福祉課 町 C 継続 

地域生活支援事業 保健福祉課 町 C 継続 

施設入所・通所 保健福祉課 
県 

町 
B 継続 

自動車税等の減免 
保健福祉課 

税務課 

県 

町 
B 継続 

税制上の優遇措置 
保健福祉課 

税務課 

町 

税務署 
B 継続 

各種料金の割引 保健福祉課 

道路公団 

バス会社 

航空会社 

ＮＨＫ等 

B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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推進施策３ 子育て支援に関する行政等のサービスの充実 

現状と課題 

○行政の限られた財源のなかで、本計画の子育て支援策がより効果的なものとなるよう、

関係機関等との連携を図りながら、町内において多様化する子育てニーズにできる限

り対処するとともに、民間や地域での子育て活動を支援し、地域における子育て支援

の“ネットワーク”づくりを推進します。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

子育て家庭 

町内の家族構成は、両親と子どもの世帯（核家族）が最も多く、ライ

フスタイルも変化してきています。また少子化は進行しているものの、

共働き家庭は増加傾向にあり、今後も既存サービス量の確保とともに、

利用者の意向にあった見直し（工夫）が必要となることが見込まれます。 

 

[まちの子育てサービスの提供状況] 

現  状 

町では行政の限られた財源のなかで、可能なかぎりの子育て支援策を行っていま

す。 

しかしながら、子育てにかかる各担当課、関係機関等が単体で専門性を活かした

事業実施に特化しているために、“子育て家庭の利用しやすさ”といった要素が十

分に発揮されない状況です。 

必要に応じて行政内部や関係機関、民間といった連携体制を検討しながら、“子

育て家庭の利用しやすさ（利用者本位）”の支援へむけた工夫が必要です。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

今後計画に基づく子育て支援策を展開していくためには、広範囲にわたるさまざ

まな分野の各種事業を、階上町で子育てをする家庭にあった“利用者本位の”サー

ビスへむけた工夫が必要です。庁内の各担当や関係機関が個別に行ってきた事業に

ついて、連携できる体制づくりを図る等、“階上町の子育てライフスタイル”とし

て、一体感のある取組をめざすとともに、各事業を計画的に推進していくことが重

要です。 

また「家庭」「地域」「行政」が、それぞれ「自助」「共助」「公助」として結

びつきながら、子育て将来像である『階上町で育つ子どもを地域でともに支えあう

“ネットワーク”づくり』の実現をめざします。 
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具体的な施策 

施策(1) 行政等によるネットワークづくり 

○本計画における各施策の推進を図るために庁内会議による推進体制づくりをすすめま

す。 

○また、行政の限られた財源のなかで、必要に応じたサービス提供がされるよう、各課

等との連携を強め、さらには保健師による子育て支援による地域レベルでの支援体制

づくりや経済的支援により、家庭・地域・関係機関・行政が一体となって、地域の子

どもたちの成長を支えられるよう町内における子育ての“ネットワーク”をサポート

する体制づくりを推進します。 

①子育て支援に関する行政各課との連携 

・本計画をよりよいものにするため、庁内関係各課等と相互に連携を図りながら、年度

ごとに実施状況の把握、点検を行い、各施策を計画的に推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

庁内推進会議の開催 保健福祉課 庁内推進委員会 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②経済的支援策 

・小学校修了前までの児童を養育している家庭に児童手当の支給を行っています。 

（所得制限があります） 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

児童手当の支給 保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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基本目標３ 地域も家庭も相互に協力し合えるまちづくりの推進 

推進施策１ 見守り・支える子育て支援の充実 

現状と課題 

○子どもたちが心身ともに健やかに成長するためには、家庭も地域もそれぞれ大切な役

割をもっています。 

○しかしながら家庭では、核家族化の進行等により子育て環境は大きく変わり、世代を

通して子育てを学ぶ機会が少なくなってきています。一方地域では、子どもの数が少

なくなり、近隣とのつながりも希薄化しているため、子どもへの目配り等、子育て支

援機能が低下してきています。 

○子育て支援において中心となるのは子どもたち自身であり、これを支える家庭です。

地域の誰もが子育てに関心をもち、まち全体を巻き込んだ支援体制を創り出し、「見

守る」「支える」という考えを浸透させていく子育ての“ネットワーク”づくりが必

要となります。 

○そのためには、サービスの担い手が行政だけではなく、各種団体や地域住民による地

域力も必要です。子育てに対する多様なニーズに対して、地域が主体となった多様な

サポートが求められています。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

地域住民 

子育て家庭 

家庭での核家族化の進行や地域での関係の希薄化により、これまで自

然と行われてきた地域や家庭での子育て支援機能は、低下してきていま

す。こうした住民間で築かれる地域基盤（地域力）は、子育て支援を含

め、今後さまざまな場面で必要となることが予想されます。 

そのため、地域で活動する各種民間団体の活性化にむけた育成努力や

活動支援が望まれます。 

 

[地域による子育ての支援状況] 

現  状 

町の子育て支援にかかる民間団体では、それぞれ専門分野や目的に特化したさま

ざまな活動が行われていますが、地域の子どもの減少、子育て家庭の多様な生活環

境の変化といった要因から、活動するにあたっての困難があるようです。 

また地域や家庭のもつ子育て機能回復のために、相談体制や社会関係機関と連携

した取り組みがすすめられています。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

子育て家庭と地域がともに支えあい、また必要に応じて協力できるよう体制づく

りが必要です。こうした協力体制づくりにむけては、家庭や地域それぞれの持つ子

育て支援を相互に実感できる機会づくりが必要です。また一方で、ボランティア団

体等を中心とした活動を支援する等、行政や関係機関等によるサポートを推進しま

す。 
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具体的な施策 

施策(1) 住民による子育て支援の充実 

○地域が子どもの健やかな成長を支えていくために、子育てサークルや各種団体をはじ

め地域の住民が主体となり、地域の社会資源を十分活用しながら、行政では担いきれ

ないサービスを支える身近な“サポーター”として、子育てによる地域の結びつきを

強める取り組みをすすめます。 

①地域の子どもたちの「見守り」「声かけ」運動の実施 

・地域の子どもたちの行動を温かく見守っていくために、「見守り」「声かけ」運動を

広報等によって呼びかけていくことで、地域住民とのふれあう機会を増やし、子育て

を地域で支え合う意識の啓発に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

見守り・あいさつ運動 
保健福祉課 

町民生活課 
町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施、 

②地域の子育て経験者等、地域の人材活用・育成にむけた取組 

・地域の子どもを住民が「見守る」「支える」といった、地域との結びつきによる子育

て支援が少なくなってきていることから、保育所等や行政によるサービスだけでなく、

ボランティア登録している地域の子育て経験者やジュニアボランティアといった地域

の人材を活用した子育て支援をすすめます。 

・ファミリー・サポート・センターは本町では実施していませんが、八戸市社会福祉協

議会において事業を実施しており、近隣８市町村の利用調整を行っています。町の子

育て経験者の提供会員登録を促進し、利用しやすい環境を整えます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

民生委員・児童委員活動 保健福祉課 町 B 継続 

地域人材の活用 総合政策課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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施策(2) 家庭や地域の教育力の向上 

○子育てを通して家庭や地域住民がともに成長できる機会となるように、学校教育では

なかなか得られない、親子のふれあい、地域住民との世代を超えた交流、自然体験、

社会体験等を通して、家庭での教育のあり方や地域との結びつきを身につける機会づ

くりを促進します。 

①家庭教育への支援の充実 

・家庭教育は、親と子のふれあいを通じて、子どもの心身の発達に即して、ものの感じ

方や考え方の基本を育成する場であり、家庭教育講演や、親子ふれあい活動等を通し

て、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会や情報の提供等、家庭の教

育力の向上に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

家庭教育学級の開催 教育課 各小学校 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②社会教育の推進 

・家庭、学校、地域等が連携して、それぞれの機能を発揮し、その役割を分担しながら、

子どもたちの健全な育成に努めます。 

・さらに学習活動や各種団体の活動を通して、身体的、社会的、精神的な“自立意識”

を確立していきます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

ジュニアリーダーの育成活動 教育課 
町子ども会 

連合会 
C 継続 

(再掲） 

スポーツ少年団育成活動 
教育課 町体育協会 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

③社会教育関係団体等との連携 

・社会教育関係団体等に対して、その自主性を尊重しつつ、生涯学習の振興に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

子ども会・連合PTAへの支援 教育課 教育課 C 継続 

婦人会・老人クラブとの連携 
教育課 

社会福祉協議会 

町 

各団体 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

④教育に関する相談体制づくり 

・教育相談員、学校及び教育委員会との情報交換等によって、教育に関する相談体制の
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充実を図ります。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

教育相談員との連携 教育課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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推進施策２ ともに支えあう協力体制づくり 

現状と課題 

○少子化の進行、家庭や地域における子育て機能の低下等により、現在の子どもを取り

巻く環境は大きく変化し、その対策が緊急かつ重要な課題となっています。 

○母親（女性）の抱える負担をできるだけ軽減していくためにも、家庭では父親（男性）

にも子育てや家庭のことに協力する意識を浸透させていく必要があります。 

○また、近年深刻な社会問題としてあげられている児童虐待への対応や離婚の増加等に

よる母子家庭等への自立支援については、地域の子どもが等しく「生きる力」を育ん

でいくためにも、行政による支援や子育て家庭だけに留まらず、地域でともに支えあ

う力を育む必要があります。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

男女共同参画 

女性の社会進出等により、子育て家庭においても、多様な生活様式（ラ

イフスタイル）がみられるようになってきています。 

こうした動きは、今後もますます活発になることが見込まれることか

ら、家庭においても夫婦や家族が協力するよう働きかけていく必要があ

ります。 

 

ワーク・ 
ライフ・ 
バランス 

母親（女性）が仕事と子育てを両立するには職場の協力が必要です。

また、父親（男性）も育児休業を取得できるような環境づくりへの取り

組みが望まれます。 

 

児童虐待 

全国の児童相談所の児童虐待の相談対応件数（平成24年度）は、児

童虐待防止法施行前（平成11年度）の5.7倍に増加しており、虐待死は

高い水準で推移している状況です。また地域では人間関係が希薄にな

り、子どもを抱える親、とくに母親が相談すべき相手もなく孤立しがち

です。 

今後は専門的な相談体制の充実とともに、関係機関との連携を図り、

子育て家庭への心のケアに視点を置いた、訪問や相談活動による未然防

止・早期対応が望まれます。 

 

母子家庭等 

近年の離婚率の上昇は、本町においても増加傾向がみられ、今後も母子

家庭等に対する自立支援ニーズは高まることが見込まれます。 

こうしたなかでも、近年の深刻な経済落ち込み等で母子家庭等が置かれ

ている生活環境を考慮し、経済支援策を行うとともに、子どものしあわせ

を第一に考えて、「きめ細かな福祉サービスの展開」と母子家庭の母に対

する「自立の支援」にむけた取り組みが必要です。 

 

[地域による子育ての支援状況] 

現  状 

子育て家庭においては、夫婦や家族の協力が不可欠です。子ども・子育て支援事

業に関するニーズ調査では、父親が日常的に子育てに関わっている割合は6割を占め

ています。また、祖父母等についても4割を超えており、共働きの家庭をそれぞれが

協力して支えている現状が伺えます。その一方で祖父母や友人、知人等の保育に協

力してくれる人がいないと回答した方は1割程度おり、また、子育てについて気軽に

相談できる相手がいないと回答した方は0.5割います。協力者が得られない状況につ

いて把握し、関係機関が連携して支援を行う必要があります。 

また、児童虐待や母子・父子家庭への支援については、県や関係機関と連携を取

りながら支援を行っています。 
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[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

母親（女性）の就業率が増加する中で、家庭内での子育てへの理解、協力体制づく

りは重要な取り組みです。父親や祖父母等の家族が子育てについて理解し、育児や家

事といった家庭内で協力するきっかけづくりとなるような工夫が必要です。 

また、児童虐待や母子・父子家庭、親族等からの協力が得られない家庭に関しては、

子育てによる不安や孤立に陥らないよう行政によるサポートだけでなく、民間ボラン

ティアや地域の保育所や学校、地域住民とも連携し、きめ細かいサポートができるよ

うな体制づくりを進めていきます。 

 

具体的な施策 

施策(1) 仕事でも家庭でも「男女共同参画」意識の浸透 

○地域が子どもの健やかな成長を支えていくために、子育てサークルや各種団体をはじ

め地域の住民が主体となり、地域の社会資源を十分活用しながら、行政では担いきれ

ないサービスを支える身近な“サポーター”として、子育てによる地域の結びつきを

強める取り組みをすすめます。 

①親父の会 

・現在、階上中・赤保内小・石鉢小で結成されています。 

・父親も積極的に育児・教育に参加することによって、母親の抱える負担を軽減できる

ため、今後も各小中学校にはたらきかけていきます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

親父の会 教育課 
各小中学校 

ＰＴＡ 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) ワーク・ライフ・バランスの推進 

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現にむけ、企業、働く者、住民

が理解し、合意形成の促進を図ります。 

①多様な子育てサービスの提供 

・女性の就労の増大や、就業形態の多様化に対し、特別保育や放課後児童クラブを継続

して実施します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

（再掲）延長保育促進事業 保健福祉課 
各保育所 

（４か所） 
B 継続 

（再掲）休日保育事業 保健福祉課 
各保育所 

（０か所） 
D 

実施について 

検討する 

（再掲）放課後児童クラブ（放

課後児童健全育成事業） 
保健福祉課 

各保育所 

（４か所） 
C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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施策(3) 児童虐待防止対策の充実 

○子どもの虐待の背景には、子育てによる地域や家庭での孤立感、子育て不安といった

ことに加え、社会的要因等によっても児童虐待へ追い込まれてしまうことがあるとい

われています。 

○こうした子育て家庭の抱える親の不安や悩みを把握し、子どもへの虐待行為を未然に

防ぐための訪問・相談によるケア活動を行うとともに、早期に発見・対応できる体制

づくりに努めます。 

○また、DVによる母子の不安や悩みについても、関係機関と連携を図りながら、適切な

対応ができる仕組みづくりに努めます。 

①児童虐待防止にむけた関係機関との連携 

・児童虐待の早期発見・対応にむけて「要保護児童対策地域協議会」を設置し、関係機

関等との連携を図りながら、適切な対応ができる取り組みをめざします。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

要保護児童対策地域協議会の

開催 
保健福祉課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②相談活動の充実 

・子育て家庭での子どもへの虐待を未然に防ぐために、子育てサークルや乳児健診での

相談機会を利用した児童に関する相談活動や育児不安解消にむけた取り組みを今後も

積極的に進めます。 

・また、保健師等との連携により妊産婦への訪問時も相談活動として、子育て家庭での

児童虐待防止に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

相談・訪問活動 保健福祉課 町 B 継続 

婦人相談員・母子自立支援員に

よる相談活動 
保健福祉課 県 C 継続 

子育てサークル等との連携 保健福祉課 子育てサークル B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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施策(4) 母子家庭等の自立支援の推進 

○近年の母子・父子家庭は増加の傾向にあり、今後も引き続きそれらの家庭に対する支

援は必要であると考えられます。 

○そのため、児童扶養手当やひとり親医療費についてもれなく説明し、母子・父子家庭

としての自立に努めます。 

表5.1 離婚数（率）の推移 

区   分 
平成
20年 

平成 
21年 

平成 
22年 

平成 
23年 

平成 
24年 

青森県 
平成24年 

全 国 
平成24年 

離婚件数（件） 38 27 32 26 29 2,408 235,406 

離婚率（％） 2.5 1.8 2.2 1.8 2.0 1.8 1.87 

※離婚率：人口1,000人当たりの離婚件数 資料：人口動態統計 

①自立支援への相談活動 

・母子・父子家庭の自立に必要な、生活支援および就業に関する情報提供、相談指導等

の支援を行います。 

・今後は、母子・父子家庭等の制度についての冊子やホームページへの掲載など簡単に

住民が入手できるようPR方法の工夫に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

保育所入所基準 保健福祉課 町 B 継続 

相談体制・情報提供の充実 保健福祉課 町 B 継続 

母子自立支援員・婦人相談員の

配置 
保健福祉課 県 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②経済的支援 

・母子・父子家庭等に対して、児童扶養手当の支給、医療費の助成をはじめ、生活費、

養育費、教育費といった、経済上の諸問題による支援を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

児童扶養手当の支給 保健福祉課 県 B 継続 

ひとり親家庭等医療費の給付 保健福祉課 町 B 継続 

母子寡婦福祉資金の貸付 保健福祉課 県 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

  



 第５章 次世代育成支援の施策展開 

87 

③ひとり親家庭の交流の場づくり 

・母子・父子家庭といったひとり親家庭の子どもたちの社会参加推進や健全育成を目的

とした家庭や子ども同士の交流機会を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

母子寡婦福祉会の活動 保健福祉課 
町母子 

寡婦福祉会 
C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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基本目標４ 安心・安全な子育て環境づくり 

推進施策１ 子どもを安心して育てられる環境づくり 

現状と課題 

○地域で子どもを育てていくためには、家庭での生活環境、地域や仲間同士の協力、行

政等によるサービス等も重要となりますが、安心して育てられる環境であるかという

点も欠かせない要素です。 

○町内で子どもを安心して育てられるよう、道路環境整備や子どもの遊び場の安全性の

確保、地域の環境美化等に努め、良好な子育て環境づくりをめざします。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

地域の安全性
（子育て環境） 

地域の交通環境は、東北新幹線や高規格幹線道路の整備にともない、

今後も交通量の増加による歩行空間（環境）の確保が望まれます。 

また子どもとの遊び場としては、「近くに公園がない」「室内で安心

して遊べる場所がない」等が多く、屋内外施設の気軽な利用、特に小さ

な子どもが、親子で過ごせる場所を望む傾向がみられます。 

 

[まちの子育て環境づくり] 

現  状 

生活道路である町道については、居住者の生活利便と交通安全を確保するため、

優先順位を決め、既存道路の改善・整備を図っています。また、LEDの防犯灯の設

置をすすめ、地域の防犯に努めているところですが、子ども・子育て支援事業に関

するニーズ調査において、“通学道の歩道の幅が狭くガードレールがない”“街灯

が少なくて不安”“子どもたちだけでいつでも行ける図書館のような施設が欲しい”

“遊具のある公園が近くにあれば”といった意見が寄せられており、今後も引き続

き情報提供や安全確保を推進していく必要があることがうかがえます。特に歩行環

境については、車歩道の分離が不十分な道路や幅員が広い道路での横断歩行への配

慮と誰もが歩行（アクセス）しやすい環境づくりをめざす必要があります。 

遊び場については、地域における“遊び場”（公園）の少なさを指摘する意見が

多数あり、今後の行政や学校、地域などによる積極的な取り組みが求められます。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

子どもを育てやすい環境づくりとして、安全性、快適性等、道路に求められる多

様な機能に配慮し、道路環境の向上等に努めるとともに、バリアフリー化など人に

優しい道づくりを進める必要があります。 

また子どもを持つ親たちが望む子育てを前提とした施設（遊び場）のあり方とし

ては、 

短（タン）・・短い時間でも、 

多（タ）・・・多様な活動や遊びが、 

単（タン）・・簡単、気軽にできる。  

なお環境美化に関しては、豊かな自然環境を次代へ引き継いでいくために、また

次世代を担う子どもたちが郷土愛を育み、地域を身近に感じる大切な機会として、

良好な環境づくりをすすめていきます。 

  

施設の利用や活用の工夫が

考えられます。 
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具体的な施策 

施策(1) 安全な道路環境等整備 

○住民の誰もが安心して通行できる快適な生活道路をめざして、歩行や防犯灯の整備を

行い、今後も安全な歩道環境の整備をすすめます。 

①交通安全施設対策事業 

・町内の歩道等の整備を行い、通行環境の整備に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

交通安全施設対策事業 建設課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②防犯灯の設置 

・町内にある地区の要望に応じて防犯灯を設置し、安全に通行できる歩行環境づくりに

努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

防犯灯設置事業 町民生活課 各行政区 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) 安心して遊び生活することができる環境の整備 

○子育てにふさわしい環境づくりにむけて、子ども同士や親子で楽しく遊べる拠点とな

る公園をはじめ、保育施設や家庭で健やかに過ごせるよう、安心・安全な生活環境の

確保をめざします。 

①親子で安心して遊べる公園の整備 

・町内の公園が子育て家庭にとって、子どもを安心して遊ばせることのできる場として

利用され、また住民の憩いの場、安らぎのある場となるよう、定期的な管理を行うと

ともに、住民一人ひとりがきれいな公園づくりにむけて意識の啓発に努めます。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

遊具の整備 

建設課 
産業振興課 

教育課 
町 C 継続 

公園等屋外施設の清掃 

（トイレ） 

建設課 
産業振興課 

教育課 
地域住民 C 継続 

公園等清掃 

建設課 
産業振興課 

教育課 
地域住民 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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②良好な施設環境の確保 

・新築や改装工事後には、建材から室内に発生する揮発性化学物質等が原因で体調不良

または健康障害を引き起こす場合があります。 

・子どもが安心して学ぶことのできる学校環境の整備にむけて、また施設管理として、

室内の空気環境の安全性を確保するための検査等を実施します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

学校財産管理事業 教育課 町 C 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(3) 環境美化の推進 

○町内は自然環境に恵まれた地域です。きれいな水や空気を保全していくためにも、環

境美化への取り組みは、豊かな自然環境を次世代へ残していく意味で、重要な取り組

みとなります。 

○また、次世代を担う子どもたちにとっても、郷土愛を育み、地域とともに活動する取

り組みは、地域を身近に感じる大切な機会です。 

○今後も地域ぐるみで環境美化へ取り組み、住民同士が協力する活動を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

不法投棄禁止等看板設置 町民生活課 町 B 継続 

町内一斉クリーンアップ作戦 町民生活課 各行政区 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

①ごみの減量化の取り組み 

・家庭から出されるごみの減量化、また生ごみに含まれる環境に有害な物質を減らすた

め、広報等により住民への周知を図ります。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

ごみの減量化の周知 町民生活課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②リサイクルへの取り組み・活用 

・地域の小中学校等の社会科見学の場として、施設見学等を活用し、リサイクルへの取

り組み意識の向上を図る学習機会づくりを推進します。 

・また、ごみのリサイクルや分別、出し方についての情報を、広報によって広く住民へ

の周知を図り、リサイクルへの取り組みの向上に努めます。 
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事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

施設見学および分別・リサイク

ル推進の指導 
町民生活課 

リサイクル 

センター 
B 継続 

広報によるリサイクル分別の

啓発 
町民生活課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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推進施策２ 子どもを守る“地域力”の向上 

現状と課題 

○町内で子どもたちが安心・安全な暮らしを確保するためには、基盤整備を含めた環境

整備が必要であるとともに、そうした環境のなかで生活する子どもたちの行動を「見

守り」「支える」活動も重要となります。 

○子どもの交通安全確保や犯罪等から守るための活動を通して、地域で子どもの健全な

育成が図れるよう、住民による“地域力”の向上に努めます。 

 

 
計画期間の動向（社会・地域） 

ニーズ 
動 向 

交通安全活動 

東北新幹線や高規格幹線道路の整備にともない、八戸市に隣接する地

域の交通環境も今後さらに変化し、交通流量も増加することが考えられ

ます。 

こうした交通事情を踏まえ、今後も町内の子どもへの交通に対する安

全意識の高揚を促すような活動推進が求められます。 

 

非行防止活動 

思春期における男女の健全育成にむけては、飲酒や喫煙といった健康

をおびやかす問題と同時に、生活様式（ライフスタイル）の変化により、

「夜型社会」の浸透等、生活習慣の乱れから問題行動を誘発する環境に

ついても、あわせて対応が必要となります。 

地域、家庭、学校、関係機関等がともに協力しながら、非行防止にむ

けての活動が必要です。 

 

[まちの“地域力”向上への取り組み] 

現  状 

町内においては、入学時等の機会を利用して、子どもたちへの交通安全意識を高め

る啓発活動を進めていますが、子どもたちの往来のある学校の通学路や施設周辺での

交通流量の多い地点や事故多発地点等、地域にあわせた指導機会が今後も必要となり

ます。 

また非行防止活動に関しては、周辺地域を含め、今後も思春期における男女の非行

防止にむけた取り組みが引き続き求められます。 

 

[事業計画による今後の方向性] 

事業計画に 
よる方向性 

交通安全活動に関しては、交通流量の増加や通学する道路環境にあわせた、児童

生徒への適切な交通安全指導を行い、地域ぐるみでの交通安全への意識を高めると

ともに、関係機関等とも連携した、適切な活動展開が望まれます。 

非行防止活動については、町内での健全な生活環境を今後も維持するとともに、

現在行われている活動を継続し、思春期における男女の健全育成に努める必要があ

ります。また心身の健やかな成長を促すために、飲酒や喫煙といった身体に害を及

ぼす行為とあわせて、非行防止をめざした関係機関等との連携が引き続き必要とな

ります。 
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具体的な施策 

施策(1) 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

○交通流量の増加とともに、地域での交通安全を今後も確保していくために、関係機関

との連携・協力をしていきながら、交通安全教育、交通事故の防止対策等、活動の推

進を図ります。 

①交通安全教育の推進 

・地域住民や子どもに交通ルールや交通マナーを身につけさせるため、ライフステージ

に応じた交通安全教育を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

新入学児童交通安全教室 教育課 各小学校ＰＴＡ B 継続 

交通安全教室 町民生活課 
各保育所 

各小学校 
B 継続 

交通安全に関する広報誌の発行 町民生活課 地元交番 B 継続 

自転車実技指導 教育課 各小中学校 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②関係機関との連携 

・子どもを交通事故等から守るために、各種団体との連携・協力を図りながら、総合的

な交通事故の防止対策を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

交通安全推進への取組 町民生活課 
町交通安 

全対策協議会 
B 継続 

県境交通安全大会 町民生活課 町 B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

 

施策(2) 子どもを犯罪等から守るための活動の推進 

○おもに思春期の男女による生活への害を及ぼすような犯罪や事故、災害を未然に防ぎ、

地域で心身ともに健全な育成が図れるよう、地域、関係団体、学校、家庭が一体とな

った地域ぐるみでの活動をすすめます。 

①地域ぐるみの防犯 

・歩行中に身の危険を感じたらいつでもとびこめる「110番の家」の表示をするととも

に、毎月、町広報と一緒に交番からも広報を配布して注意をよびかけ、地域ぐるみで

の防犯活動を推進します。 



階上町 

94 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

防犯・緊急時のための広報啓発

活動 
町民生活課 

町 

地元交番 
B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 

②青少年の非行防止 

・青少年の非行を防止するために、各関係機関・団体・家庭等が連携し、総合的な非行

防止対策を推進します。 

事 業 名 担当課 実施主体 
後期 
評価 

今後の方針 

青少年健全育成推進会議の開催 教育課 
青少年問題 

協議会 
C 継続 

防犯球技大会 町民生活課 

町防犯 

協会安協 

階上支部 

B 継続 

※後期評価＝「A」：目標達成、「Ｂ」：充実・目標に向かって推進、「Ｃ」：現状維持、「Ｄ」：停滞、 
「Ｅ」：未実施 
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第６章 計画の推進体制 

１ 推進体制の整備 

本計画の基本理念に基づいて計画をすすめるために、つぎのような推進体制によって本計画

を実施し、子育てにおける地域の“ネットワーク”づくりをすすめます。 

図 6.1 行動計画の点検及び“ネットワーク”づくりへの推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連携         調和 

 

 

 

  

よりよい施策実施・行動計画の継続的な推進 

地域及び 

広域での関連

機関団体等 

「（仮称）はしかみ 

子育てネットワーク」 

庁内推進会議 

子育て家庭 

地域住民 

県及び地域における児童福祉・母子保健等 
関連計画及び上位計画 

内容等を事業 

及び施策へ反映 
地域や関係機関と 

連携した計画推進 

○ 各年度での実施状況の一括把握・点検 

○ 今後の対策の検討 

○ 国や青森県の行政施策の動向・社会経済情勢の 

変化状況 

実施状況 
把握・点検 

意見・ 
要望等 

意見・ 
要望等 

情報の発信 
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階上町子ども・子育て会議を開催して、効果的な計画推進をめざします。 

２ 関連機関や民間企業との連携 

 

 

 

本計画の確実な推進を図るために、関係行政機関や町内外のさまざまな関係施設等が、それ

ぞれの役割を担い、相互に協力しあえるよう、有機的な連携体制づくりをめざします。 

また子育て家庭にとって身近で、さまざまな支援を行っている民間団体等とも、情報交換や

協力を求めながら、計画の推進を図ります。 

 

 

３ 計画の進行管理および計画の点検・評価 

 

 

 

本計画の推進に当たっては、計画推進期間中の各年度において、施策及び実施事業の状況を

一括して把握・点検しつつ、その結果を次年度の事業実施や計画の見直しに反映させていく必

要があります。 

そこで「階上町子ども・子育て会議」を開催し、次世代を担う子どもたちや子育て家庭を主

体とした地域のめざす子育てスタイルの確立にむけて、庁内全体での連携体制のもと、本計画

の効果的な推進をめざします。 

 

 

 

！よりよい計画推進のために・・・ 

 関係機関・民間団体とも協力しあって、子育ての“ネットワーク”づくりをすすめます。 

！ネットワークづくりへむけて・・・ 
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エンゼルプラン 

仕事と子育ての両立支援等の方針 

（待機児童ゼロ作戦等） 

少子化対策推進基本方針 

少子化対策プラスワン 

次世代育成支援対策推進法 少子化社会対策基本法 

+ 

地方公共団体、企業 

等における行動計画 

の策定・実施 

４大臣（文･厚･労･建）合意 ３大臣（大･厚･自）合意 

（1995～’99年度） 

少子化対策推進関係閣僚会議決定 

2001.７.６閣議決定 

６大臣（大･文･厚･労･建･自）合意 

（2000～’04年度） 

厚生労働省まとめ 

2003.９.１施行 

2004.６.４閣議決定 

2003.７.16から段階施行 

2004.12.24少子化社会対策会議決定 

（2005～’09年度） 

2006.６.20少子化社会対策会議決定 

緊急保育対策等５か年事業 

2010.１.29閣議決定 

子ども・子育てビジョン 

2010.１.29少子化社会対策会議決定 

2010.６.29少子化社会対策会議決定 

2011.７.29少子化社会対策会議決定 

2012.３.２少子化社会対策会議決定 

2012.３.30閣議決定 子ども・子育て新システム関連３法案を国会に提出 

2012.８.10法案修正等を経て子ども・子育て関連３法が可決・成立（2012.８.22公布） 

2007.12.27少子化社会対策会議決定 

2013.６.７少子化社会対策会議決定 

延長 

少子化社会対策大綱 

子ども・子育て応援プラン 

新しい少子化対策について 

仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章 

仕事と生活の調和推進のための行動指針 

｢子どもと家族を応援する日本｣重点戦略 

「新待機児童ゼロ作戦」について 

新エンゼルプラン 

子ども・子育て新システム検討会議 

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱 

子ども・子育て新システムに関する 

中間とりまとめについて 

子ども・子育て新システムの基本制度について 

子ども・子育て支援法案 

総合こども園法案 

子ども・子育て支援法及び総合子ども園法の施行に 

伴う関係法律の整備等に関する法律案 

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 

(３党合意に基づき総合こども園法案に代えて議員立法で提出) 

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 

待機児童解消「先取り」プロジェクト 

待機児童解消加速化プラン 

少子化危機突破のための 

緊急対策 

資 料 編 

１ 国における少子化対策の経緯 

国がこれまで実施してきた経緯は下図のとおりですが、効果はあったものの少子化傾向にま

だ歯止めがかからないために、子ども・子育て新システム関連３法が誕生しました。 

図7.1 国における少子化対策の経緯 
1990（平成 ２）年 ＜1.57ショック＞ ＝ 少子化の傾向が注目を集める 

 

 

1994（平成 ６）年12月 

 

 

1999（平成11）年12月 

 

1999（平成11）年12月 

 

2001（平成13）年７月 

2002（平成14）年９月 

 

2003（平成15）年７月 

  ９月 

 

2004（平成16）年６月 

 

2004（平成16）年12月 

2005（平成17）年４月 

 

2006（平成18）年６月 

 

2007（平成19）年12月 

 

2008（平成20）年２月 

 

2010（平成22）年１月 

 

2010（平成22）年６月 

 

2010（平成22）年11月 

 

2011（平成23）年７月 

 

 

2012（平成24）年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012（平成24）年８月 
 

2013（平成25）年４月 

 
 

2013（平成25）年６月 

 

資料：内閣府発行「平成26年版少子化社会対策白書」より    
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２ 新たな子育て支援制度の検討の背景 

現在、我が国では出生率の低下に伴い少子化が進んでいます。子どもや子育てをめぐる環境

は厳しく、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てに不安や孤立感を覚える家庭も

少なくありません。 

また、多くの待機児童が生じていることや、子育てと仕事を両立できる環境の整備が必ずし

も十分でないこと等が問題となっており、そうした状況を前に、子どもが欲しいという希望を

叶えられない人も多いのが現状です。もとより、幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う上で重要なものであり、質の高い幼児教育や保育を地域のニーズに応じて、総合的

に提供することが重要とされています。 

 

（１）新制度の主なポイント 

■保育の量的拡大・確保 

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模

保育、家庭的保育等への給付である「地域型保育給付」の創設があげられます。 

新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所に共通の給付である「施設型給付」を創

設し、財政支援を一本化することとされています。 

また、新たな給付である「地域型保育給付」を創設し、６人以上19人以下の子どもを

預かる「小規模保育」、５人以下の子どもを預かる「家庭的保育（保育ママ）」や子ど

もの居宅において保育を行う「居宅訪問型保育」、従業員の子どものほか地域の子ども

を保育する「事業所内保育」の４つの事業について財政支援の対象とすることとされま

した。 

こうした多様な保育を財政支援の対象とする「地域型保育給付」を創設することによ

り、特に待機児童が多く、施設を新設する場所を確保することが困難な都市部における

保育の量の拡大と、子どもの数が減少傾向にあり施設の維持が困難である地域や、施設

までの距離が遠いなど利用が困難な地域における保育の確保が可能となります。 

さらに新制度では、給付の創設に併せて、従来の保育所などの認可制度の改善を行い、

客観的な認可基準に適合し、必要な条件を満たす場合には、欠格事由に該当する場合や

需給調整が必要な場合を除き、原則として認可するという透明性の高い認可の仕組みと

することで、特に大都市部での保育需要の増大に機動的に対応することとされています。

町は、認可施設・事業に対し、施設等の利用定員を定めるなどの「確認」を行い、給付

を実施することとなります。 

■認定こども園制度の改善 

今回の制度改正では、認定こども園の類型の一つである「幼保連携型認定こども園」

を、学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけをもつ単一の認可施設とし、認可や指

導監督等を一本化することなどにより、二重行政の課題などを解消し、その設置の促進

を図ることとされています。 
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また、財政措置についても、「幼保連携型」以外の「幼稚園型」「保育所型」「地方

裁量型」を含む４類型すべてが「施設型給付」の対象となります。 

■地域の子ども・子育て支援の充実 

保育が必要な子どものいる家庭だけでなく、全ての家庭を対象に地域のニーズに応じ

た多様な子育て支援を充実させるため、市町村は事業計画を策定し、その計画に基づき、

保護者が地域の教育・保育、子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供・助言

等を行う利用者支援や、子育ての相談や親子同士の交流ができる地域子育て支援拠点、

一時預かり、放課後児童クラブなど、市町村が行う事業を新制度では「地域子ども・子

育て支援事業」として法律上に位置づけ、財政支援を強化して、その拡充を図ることと

されています。 

 

（２）子ども・子育て会議の設置 

新制度では、有識者、地方公共団体、子育て当事者、子育て支援当事者などが子育て支

援の政策プロセス等に参画・関与できる仕組みとして、内閣府に「子ども・子育て会議」

を平成25年４月に設置し、子ども・子育て支援の意義や事業計画の記載事項等について

定める「基本指針」及び各種の基準等について、順次検討を行っています。 

また、市町村、都道府県においても、新制度の実施に関し調査審議等を行うための審議

会その他の合議制の機関を置くよう努めることとされています。 
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（３）新制度の全体像 

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援

法」「認定こども園法の一部改正法」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部

改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に基づく

制度のことをいいます。 

主なポイントは「保育の量的拡大・確保」「認定こども園の普及」「地域子ども・子育

て支援の強化」です。 

図7.2 現行制度から新制度への移行 

資料：国子ども・子育て会議資料 

基準を満た 
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が給付は一本化 

幼稚園 幼稚園 

施設型給付 
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３ 新制度の事業体系 

幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、幼稚園・保育所・認定

こども園・小規模保育等の施設等を利用した場合に給付対象となります。 

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付ではなく、

各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組み（法定代理受領）

となります。給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

 

（１）子どものための教育・保育給付 

■施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「認定こども園」「幼稚園」「認可保育所」の教育・保育

施設です。市町村が各施設等に対して施設型給付費を支給することになります（法定代

理受領）。 

ただし、施設型給付は、次の２つの給付構成が基本となっています。 

ａ．満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に

対応する給付 

ｂ．満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付 

■地域型保育給付 

新制度では定員が19人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型保育

事業）として、地域型保育給付の対象となります。 

地域型保育給付対象事業は、「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「居宅訪問型保

育事業」「事業所内保育事業」の４種類から構成されます。 

図7.3 地域型保育事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国子ども・子育て会議資料  
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（２）地域子ども・子育て支援事業の種類 

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実

施する事業です。この事業は子ども・子育て支援法で13事業定められており、その13事

業は交付金の対象となります。 

図7.4 新制度における事業の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保育の必要性の認定について 

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

の必要性を認定したうえで、給付を支給する仕組みとなっています。 

■認定区分 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 

認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 
（保育の必要性なし） 

幼稚園 
認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 

３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 
地域型保育 

  

 

 

① 利用者支援 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 一時預かり 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業その他要支援児童、
要保護児童等の支援に資する事業 

⑥ ファミリー・サポート・センター事業 

⑦ 子育て短期支援事業 

⑧ 延長保育事業 

⑨ 病児・病後児保育事業 

⑩ 放課後児童クラブ 

⑪ 妊婦健診 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

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 

 

 

■ 施設型給付 

・認定こども園 
・幼稚園 
・保育所 
 

※私立保育所については、現行どおり、

市町村が保育所に委託費を支払い、利

用者負担の徴収も市町村が行うもの

とする。 

 

■ 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 
 

（施設型給付・地域型保育給付は、早

朝・夜間・休日保育にも対応） 

 

■ 児童手当 

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 
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■認定基準 

保育の必要性の認定（２号、３号の保育の必要性の認定を受ける子ども）にあたって

は以下の３点について基準を策定します。 

事  由 

①就労 
フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など基本的に 
すべての就労 

②就労以外の事由 
保護者の疾病・障害、産前産後、同居親族の介護、災害復旧、求職活動
及び就学等、またそれらに類するものとして町が定める事由 

区  分※ 

①保育標準時間 
主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 
（現行の11時間の開所時間に相当） 

②保育短時間 
主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 
（町では、下限時間を48時間以上と設定） 

優先利用 ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 

※区分は、月単位の保育の必要量に関する区分です。 

図7.5 保育の必要性の認定 

     

①事由 
②区分 

（保育必要量） 
③優先利用 

 

① 就労 

② 妊娠・出産 

③ 保護者の疾病・障害 

④ 同居親族等の介護・看護 

⑤ 災害復旧 

⑥ 求職活動 

⑦ 就学 

⑧ 虐待やＤＶのおそれがあ

ること 

⑨ 育児休業取得時に、すでに

保育を利用していること 

⑩ その他市町村が定める事由 

 

① 保育標準時間 

② 保育短時間 

 

① ひとり親家庭 

② 生活保護世帯 

③ 生計中心者の失業により、

就労の必要性が高い場合 

④ 虐待やＤＶのおそれがあ

る場合など、社会的養護

が必要な場合 

⑤ 子どもが障害を有する場合 

⑥ 育児休業明け 

⑦ 兄弟姉妹（多胎児を含む）

が同一の保育所等の利用

を希望する場合 

⑧ 小規模保育事業などの卒園児童 

⑨ その他市町村が定める事由 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：内閣府、第11回子ども・子育て会議配布資料 

「保育の必要性の認定について」対応方針案  

保育の必要性認定・指数（優先順位）づけ 

＜保育標準時間＞ 
Ａグループ（10点） 
 ○○ ○○ 
 □□ □□ 
 ・・・・・ 計 Ｘ人 
Ｂグループ（9点） 
 ○○ ○○ 
 □□ □□ 
 ・・・・・ 計 Ｙ人 
※保育短時間も同様 

利用調整へ 
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４ 新制度における公費のしくみ 

（１）幼稚園に対する公費のしくみ 

新制度では、幼稚園に対する私学助成（特別補助等）が下記のように変更されます。 

図7.6 新制度における公費のしくみの変更イメージ(幼稚園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 現行制度において「預かり保育」は私学助成（特別補助）を受けて実施していますが、新制度で
は、認定こども園が市町村から「保育の必要性」の認定を受けた子どもを保育する場合については、
標準的な教育時間を超える保育時間の経費を含む施設型給付を受けることができます。 

※２ 現行制度において私学助成（特別補助）を受けて実施している事業の一部は、市町村の委託を受
けて実施する「地域子ども・子育て支援事業」に移行します。 
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特別支援教育や特色ある
幼児教育の取り組み等に
対して補助（機関補助） 
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（２）保育所に対する公費のしくみ 

新制度では、保育所に対する公費の名称は変更されますが、従来と同じしくみとなって

います。 

図7.7 新制度における公費のしくみの変更イメージ(保育所) 
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施設型給付費 
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市町村からの 
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利用料（利用者負担） 

 
保育料（利用者負担） 

Ｂ 

特別保育事業に 
対する国庫補助 

Ｃ 
 

保育所運営費負担金 

Ａ 
委託費・扶助費など市町村に
よって名称はさまざま 

利用料（利用者負担） 

公
定
価
格
に
よ
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積
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現 行 新制度 

法律に 
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国・県・ 
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負担義務 

延長保育事業や休日保育事業に対する国庫補助事業（保育対策等促進事業） 

「地域子ども・子育て支援事業」（延長保育事業等含む）に対する国交付金事業 

Ｃ 

※これまでと同様、国の基準に基づいて市町村が保育料の金額を決定します。 

 

認定区分別 所得階層別 年齢別 所得階層別 年齢別 

保育料（利用者負担） 

 

保育料（利用者負担） 

 
Ｂ 

※いずれも法定の義務的経費（国・県・市町村は必要額を確保する義務） 

 

公定価格 

認定区分別 地域別 施設規模別 年齢別 

保育価格 

地域別 施設規模別 年齢別 

保育所運営費負担金 施設型給付費 
Ａ 
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（３）施設型給付の算定方法 

施設型給付は以下の式で算定されます。 

 

 

施設型給付費（市町村から）、定められた保育料（園児の保護者から）のほかに、保護

者から教材費等の実費徴収や教育・保育の質の向上に必要な費用を上乗せし、園の収入と

することができます。 

◆公定価格 

公定価格は、１号・２号・３号の認定区分、保育必要量、施設の所在地等を踏まえて、

施設運営に必要となる費用を勘案した上で、国が定める基準によって最終的に算定され

ます。また、施設運営に必要な費用の勘案にあたっては、施設毎の職員配置基準などを

踏まえた人件費・事業費・管理費、といった運営コストも考慮されます。 

図7.8 公定価格に関するイメージ図 

 

 

 

 
 

◆保育料(利用者負担) 

新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、保護者の所得に応じて、国が定める基準を上

限として、市町村が設定します。 

◆施設型給付費 

利用者の在住市町村に請求し、在住市町村から園に支払われます。（毎月支払い） 

図7.9 施設型給付費の算定イメージ(施設型給付対象の幼稚園の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※園児数は当該月の初日在籍児童数、園の規模・所在地に応じた単価表で計算  

公定価格 － 保育料 ＝ 施設型給付費 

3歳児 公定価格単価×3歳児数 

 

 

4歳児 公定価格単価×4歳児数 

 

 

5歳児 公定価格単価×5歳児数 

 

3歳児 第○階層保育料×該当園児数 

 第△階層保育料×該当園児数 

 第◇階層保育料×該当園児数 

4歳児 第○階層保育料×該当園児数 

 第△階層保育料×該当園児数 

 第◇階層保育料×該当園児数 

5歳児 第○階層保育料×該当園児数 

 第△階層保育料×該当園児数 

 第◇階層保育料×該当園児数 

公定価格に基づく教育・保育経費の合計 保育料収入合計 施設型給付費 - = 

基本額（１人当たりの単価） 

【共通要素①：認定区分、年齢別、保育必要量別 
地域区分別、利用定員別】 

【共通要素②：人件費、事業費、管理費】 

加算額 
【○○加算】 
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５ 子ども・子育て会議 

（１）設置条例 

○階上町附属機関に関する条例  抜粋 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、法律その他別に定めがあるもののほか、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第138条の4第3項の規定に基づく附属機関のうち、条例で設置する町長

その他の執行機関の附属機関について、その設置、名称、担任する事項及び委員の構

成等に関し必要な事項を定めるものとする。  

(附属機関の組織等) 

第2条 町長その他の執行機関に別表に掲げる附属機関を設置し、当該附属機関において

担任する事項、組織、委員の構成等、定数、任期等は、別表の当該各欄に掲げるとお

りとする。  

(附属機関の長等) 

第3条 会長、委員長又は本部長（以下「会長等」という。）及び副会長、副委員長又は

副本部長（以下「副会長等」という。）は、別表の会長等及び副会長等の選任方法欄に

掲げる選任方法により選任する。  

2 会長等は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。  

3 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたとき

は、その職務を代理する。  

4 会長等及び副会長等にともに事故があるとき、若しくはともに欠けたとき、又は副

会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故があるとき若しく

は欠けたときは、会長等があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。  

(任命) 

第4条 委員は、別表の委員の構成等の欄に掲げる者のうちから町長その他の執行機関が

任命又は委嘱する。  

2 委員等に欠員を生じた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会議) 

第5条 附属機関の会議は、必要に応じて会長等が招集する。ただし、附属機関設置後最

初の会議又は会長等及び副会長等が不在の場合その他特別の場合の会議は、必要に応

じて当該附属機関が属する町長その他の執行機関が招集する。  

2 会長等は、会議の議長となる。  

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。  

(資料提出の要求等) 

第6条 会長等は、必要があるときは、関係者に対し説明その他必要な協力を求めること
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ができる。  

(臨時委員等の設置) 

第7条 附属機関に、特別の事項の審議、専門事項についての調査、検査及び資料の収集

又は助言等のため必要があるときは、臨時委員、専門委員又はアドバイザー（以下「臨

時委員等」という。）を置くことができる。  

2 前項の臨時委員等は、当該附属機関の属する執行機関が任命する。  

(守秘義務) 

第8条 委員及び臨時委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、また、同様とする。  

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、当該附属機

関の属する執行機関が規則で定める。  

 

附 則(平成25年6月14日条例第20号)  

この条例は、公布の日から施行する。 

別表(第2条、第3条、第4条関係) 

附属機関の
属する執行

機関 
附属機関 

担任する 
事項 

組織 委員の構成等 定数 任期 
会長等及び 
副会長等の 
選任方法 

町長 
階上町子

ども・子育
て会議 

子ども・子育
て支援法（平
成24年法律
第65号）第
77条第1項
各号に掲げ

る事務 

会長  
副会長
委員 

子どもの保護
者 教育関係者  
保育関係者学
識経験を有す
る者等その他
町長が必要と

認めた者 

15人
以内 

2年 委員の互選 

 

別表第2（第4条関係） 

名     称 
委員長又は会長 

（日額） 
委員 

（日額） 

子ども・子育て会議 5,700円 5,300円 
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○階上町附属機関に関する条例施行規則 抜粋 

 

(目的) 

第1条 この規則は、階上町附属機関に関する条例（平成22年階上町条例第2号）の施

行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

(招集) 

第2条 附属機関を招集するには、少なくとも会議を開く日の3日前までに会議の日時、

場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場

合はこの限りでない。  

(会議録) 

第3条 会長等は、会議録を作成しなければならない。  

(附属機関の庶務) 

第4条 附属機関の庶務は、別表に掲げる主管課等において行うものとする。  

2 前項の庶務に従事する職員は、附属機関の会議に出席し、説明を行い、及び意見を

述べることができる。  

(その他) 

第5条 この規則に定めるもののほか、附属機関の議事その他附属機関の運営について必

要な事項は、会長等が附属機関に諮って定める。  

 

附 則(平成25年6月14日規則第15号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

 

別表(第4条関係)  

附属機関名 主管課等 

階上町子ども・子育て会議 保健福祉課 
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（２）委員名簿 

平成25年８月20日～平成27年８月19日 

分 野 所   属 氏  名 

子どもの保護者  野 沢 義 則 

〃  南  敏 明 

〃  蔦 木 和歌子 

〃  下 平 郁 子 

〃  二 宮 貴 志 

保育関係者 道仏保育園 園長 千 田 慶 子 

〃 階上保育園 園長 上 山 美 幸 

〃 はまゆり保育園 園長 石 川 美 幸 

〃 石鉢保育園 園長 郷 州  満 

教育関係者 石鉢小学校長 橋 本 芳 弘 

〃 階上小学校長 
佐々木 典 子 
（～H26.３.31） 

学識経験者 道仏保育園 理事長 辻  良 正 

〃 八戸学院大学 教授 瀧 澤  透 
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（３）会議の開催日と審議内容 

◆平成25年度 

 開催日 審議内容 

第1回 平成25年 ８月20日 ・子ども・子育て会議の議事及び運営に関する事項について 

・子ども・子育て支援新制度について 

・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査内容の検討につ

いて 

第2回 平成25年 9月26日 ・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査の内容の検討に

ついて 

 

◆平成26年度 

 開催日 審議内容 

第1回 平成26年 7月29日 ・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果の報告につ

いて 

・階上町子ども・子育て支援事業計画の設計案について 

・教育・保育提供区域について 

第2回 平成26年 9月26日 ・階上町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

・階上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について 

・階上町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 

・既存施設における定員の変更について 

・「量の見込み」の推計について 

第3回 平成26年11月26日 ・保育の必要性の認定について 

・階上町子ども・子育て支援法施行細則（案）について 

・階上町子ども・子育て支援事業計画（案）について 
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