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第１章 計画策定にあたって 

１－１ 計画の趣旨 

 急速な少子化など社会経済環境の変化の中において、子どもが健やかに成長す

ることができる社会がのぞまれています。 

 子ども・子育て支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識のもと、家庭、学校、地域、その他の社会の構成員が、各々の役割

を果たし、相互に協力する必要があります。 

 そのためには、子ども及びその保護者に対して、支援給付や支援事業が、地域

の実情に応じて提供されなければなりません。 

 本計画は、これらの内容を総合的かつ計画的に行うために策定するものです。 

 本市の子ども・子育て支援については、平成13年度策定の富岡市エンゼルプラ

ン（児童健全育成計画）を引き継いで、次世代育成支援対策推進法のもとに策定

された富岡市次世代育成支援行動計画（平成17年度～26年度）により推進してき

ました｡平成24年に子ども・子育て関連３法（※1）が成立し、子ども・子育て支

援新制度が施行されることになり、本市では、次世代育成支援行動計画を継承し、

新制度にもとづく計画を策定していくものです。 

 子ども・子育て支援法により国が定めた基本指針では、子ども・子育て支援に

ついて、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すことを基本に、子ど

もの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な内容及

び水準のものとすることが必要であるとしています。本計画はこの指針を踏まえ

て策定するものです。 

（※1）子ども・子育て関連３法 

子ども・子育て支援法、認定こども園法（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、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律のこと。
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１－２ 根拠法 

 本計画の根拠法は、「子ども・子育て支援法」（平成２４年８月２２日法律第

６５号）第６１条です。 

１－３ 計画期間 

計画期間は、平成２７年度から平成３１年度の５年間とします。 

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

計画策定 

１－４ 上位計画・関連計画 
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第２章 基本方針 

２－１ 基本方針 

（１）基本理念 

そだてよう わたしたちのこどもたち 

ささえよう わがまちのたから 

 人口減、少子高齢化が進む中、次代の社会を担う子どもたちは、富岡市にとっ

てかけがえのない宝です。その宝を守る役割分担を考えると「１－１ 計画の趣

旨」で述べたように、親（保護者）が子育てについての第一義的責任を持ちつつ、

子どもたちを、社会全体（まち）でしっかり支え、あたたかく育んでいく必要が

あります。子どもを安心して生み育てることができる優しいまち、子育ての喜び

と子どもの笑顔があふれるまちを目指します。 
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（２）基本目標 

 基本理念にもとづき、以下、６つの基本目標を設定し、その達成に向けて施策

を展開することとします。 

基本目標１ 新制度へのゆるやかな移行

 本市が計画を策定し、新たな制度にもとづき給付・事業を実

施するため、利用者が円滑に移行できる配慮を行います。 

 また、子ども・子育て会議を設置・運営しながら、計画や事

業の進捗をチェックします。 

基本目標２ 地域の実情に応じた子育て支援

 幼稚園と保育所の機能連携を図った認定こども園をはじめ、

幼稚園、保育所及び地域型保育事業は、ニーズ調査にもとづい

た量的拡充と質的改善を図り、地域の実情に応じた支援を行い

ます。 

基本目標３ 子どもと親の健康増進

 妊娠期及び乳幼児期は、心身ともに重要な時期です。よって、

子どもの健やかな発達と保護者の情緒安定を通じて、健康の増

進を図ります。 
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基本目標４ 生きる力の育成と地域づくり

 子どもの学力の向上や心身の育成はもちろんのこと、学校に

おける良好な環境づくりを進めます。 

 また、家庭教育や有害環境対策を含めた地域力の向上を図り

ます。 

基本目標５ 安全安心のまちづくり

 子どもが安心して暮らせる施設や環境の整備を行います。 

 子どもが安全に暮らせる道路交通環境を整備します。 

 さらに交通事故や犯罪から子どもを守る活動を行います。 

基本目標６ みんなで助けあう力

 児童虐待を防止するための活動を行います。 

 ひとり親家庭の自立を図る支援を行います。 

 障害児の生活支援や社会参加を推進します。 

 子育てと仕事の両立を図る活動を推進します。 
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２－２ 教育・保育提供区域の設定 

 教育・保育提供区域は、富岡市全域とします。 

 なお、小学校区は、教育・保育提供区域の基礎単位とします。 

教育・保育提供区域図 
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■教育・保育提供区域内における基礎単位と施設一覧表（平成 26 年度） 
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２－３ 施策体系 

（１）施策体系図 
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（２）事業一覧 

 基本目標、実施施策ごとに、具体的施策（事業）の一覧を掲げ、推進します。 

基本目標 １  新制度へのゆるやかな移行

１ 新制度の周知と推進 

 ① 新制度への移行に伴い、保護者や事業者等の理解度を高める事業 

１ 新制度の推進 
新制度への移行にともない、市民の理解度を高める取り組み

を行うとともに、様々な事業の連携を高めます。 
こども課 

２ 相談窓口の設置 
これまで行ってきた相談窓口の対応の中で、新制度に関する

問い合わせ等にも対応できるようにします。 
こども課 

３ 
子ども・子育て会議の運

営 

子ども・子育て会議を継続的に運営し、各分野の連携、ネット

ワーク化を図るとともに、各分野のニーズをとらえて、計画策

定及び見直し等を行います。 
こども課 
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基本目標 ２  地域の実情に応じた子育て支援

１ 子育て支援サービスの充実

 ① 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業 

４ 
ファミリー・サポート・センタ

ー事業の推進 

育児援助を受けたい人と行いたい人との相互援助の会員組

織により、保育施設への送迎、放課後や休業（園）日の預か

り、冠婚葬祭や保護者の病気、急用の場合など、一時的な預

かりを行います。産後１年以内の母親の家事・育児援助を行

う産後ママサポートも実施しています。 

こども課 

５ 
乳児家庭全戸訪問事業の

推進 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を対象に保健師

が訪問し、子育ての孤立化を防ぐための支援を行い、乳児の

健やかな育成を図ります。 
健康推進課

６ 養育支援訪問事業の実施

子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭や、様々な原因

で養育支援が必要な家庭に対し、保健師などによる指導助

言又は子育て経験者による育児の援助を、訪問により実施

する事業です。 

こども課、 

健康推進課

７ 
訪問などによる育児相談・

支援等の実施 

家庭児童相談員等が、問題を抱えた家庭に対し、訪問などに

よる育児相談・支援等を実施します。 
こども課 

 ② 現金給付等により経済的に支援する事業 

８ 児童手当の支給 
中学校卒業までの児童の養育者に対し、手当を支給し福祉

の増進に努めます。 
こども課 

９ 
第３子以降保育料無料

化・軽減化 

保育所に入所する第３子以降の保育料を無料とします。ま

た、幼稚園・認定こども園に入園する第３子以降には補助を

行います。 
こども課 

10 幼稚園就園奨励費補助 
幼児教育の普及・振興と子育て世帯の経済的負担の軽減を

図るため、園児の保護者を対象に、市民税の課税額に応じて

保育料等の一部を補助します。 
こども課 

11 学校給食費の補助 
小学校入学から中学校卒業までの学校給食費の補助を行い

ます。 
学校給食課

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、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又は行事への

参加に要する費用等を助成する事業です。 

こども課 

13 
福祉医療費給付事業の推

進 

医療保険加入者で本市に在住している児童への医療費給付

支援の促進に努めます。 
国保年金課

 ③ 保育所その他の施設において児童の養育を支援する事業 

14 特定教育・保育の実施 
保育所・幼稚園･認定こども園において区分に応じて支給認

定された子どもを教育又は保育します。 
こども課 

15 特定地域型保育事業 
本市の認可を受けて、小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型

保育・事業所内保育を実施します。 
こども課 

16 一時預かり事業の推進 

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、認定こども園、幼稚園、保育所そ

の他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行いま

す。 

こども課 

17 
放課後児童クラブ（学童ク

ラブ）の充実 

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専用施設や余裕

教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その

健全な育成を図ります。 

こども課 

18 
地域子育て支援拠点事業

の充実 

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

行います。 
こども課 
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  19 
子育て短期支援事業の推

進 

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

とが一時的に困難に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です。 
こども課 

  20 
放課後等における体験学

習の機会の充実 

公民館等を活用し、子どもたちに様々な体験学習や交流の

機会を提供します。 
生涯学習課

④ 地域の特性や創意工夫を活かして、児童や保護者の交流の場を作るとともに、育児に関する相

談や情報提供を行う事業 

  21 利用者支援事業 

子ども又は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、関係機関との連携調整等を実施する

事業です。 

こども課 

  22 
ファミリー・サポート・センタ

ー事業の推進 
再 掲-（4） － 

  23 
地域子育て支援拠点事業

の充実 
再 掲-（18） － 

  24 保育所地域活動の推進 
餅つき、盆踊りなどにより地域の老人などとの世代間交流事

業を実施するなど地域活動事業を推進します。 
こども課 

２ 保育サービスの充実

 ① 特別保育事業等の充実 

  25 延長保育事業の推進 
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、保育所等に

おいて保育を実施します。 
こども課 

  26 休日保育事業の推進 日曜日や祝日に保育を実施します。 こども課 

  27 夜間保育事業の推進 
保護者の就労形態の多様化等に伴う保育ニーズに対応する

ため、認可保育所において児童の保護・養育をする事業で

す。 
こども課 

  28 障害児保育事業の推進 集団保育が可能な障害児に対する保育を推進します。 こども課 

  29 
病児・病後児保育事業の

推進 

児童が病気の場合又は回復期にあって、かつ、集団保育が

困難な時期において、病院・保育所等に付設された専用スペ

ース又は専用施設で一時的に保育する事業です。 
こども課 

  30 一時預かり事業の推進 再 掲-（16） － 

  31 低年齢児保育事業の推進
保育園における低年齢児（０歳～２歳）の受け入れ拡大を図

ります。 
こども課 

 ② 評価事業の推進 

  32 
第三者機関による評価事

業の推進 

公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から保

育サービスを評価します。 
こども課 



12

３ ネットワークづくり

 ① 子育て支援サービスの周知を図る 

  33 
子育てガイドブックの作

成・配布 

地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を

促進し、また、各種の子育て支援サービス等が利用者に十分

周知されるよう、子育てガイドブックを作成します。 
こども課 

34 
インターネットによる子育

て支援情報の提供 

子ども・子育て支援に関する情報を、インターネット（市ホーム

ページ、子育てナビ等）で提供します。 

こ ど も 課 ほ

か関係課 

 35 利用者支援事業 再 掲-（21） － 

 ② 安心して相談できるネットワークづくり 

  36 家庭児童相談室の充実 
相談員の専門性を高めるとともに、児童の健全育成を図るた

めに相談体制の充実を図ります。 
こども課 

  37 相談事業の充実 
各種相談（心配ごと相談、結婚相談（県の赤い糸プロジェクト

の登録受け付け含む））などを行う。 

社会福祉協

議会 

  38 
民生委員児童委員・主任

児童委員との連携の推進

家庭児童相談室と児童委員等との連携を推進し、地域にお

いて、様々な相談に応じ必要な援助を行います。 

こ ど も 課 、

社会福祉協

議会 

  39 利用者支援事業 再 掲-（21） － 

  40 
地域子育て支援拠点事業

の充実 
再 掲-（18） － 

４ 環境づくり

 ① 児童の健全育成をサポートする事業 

  41 児童館事業の充実 
児童の健全育成の拠点として、地域の特性に応じた活動や、

さらに中・高校生の居場所としての児童館事業を実施しま

す。 
こども課 

  42 
子どもの遊び場遊具の点

検整備 
本市が所管する遊具の安全点検を定期的に実施し、子ども

が安心して遊べるようにします。 

こ ど も 課 ほ

か関係課 

  43 ＰＴＡ活動の支援 家庭教育啓発委託事業として講演会等を実施します。 生涯学習課

  44 
子ども会、子ども会育成団

体連絡協議会活動の推進

地域における異年齢の集団活動の中で、スポーツや奉仕活

動などを体験し、協調性や連帯感などの社会性を培うための

活動を推進します。 
生涯学習課

  45 

自然体験活動をはじめと

する多様な体験活動機会

の提供 

子どもたちが、自然に親しみ想像力豊かにたくましく成長でき

るよう、野外体験機会の提供を行います。 
生涯学習課

  46 世代間交流の促進 
地域の大人と子どもがスポーツ等を通して交流や伝統文化

を継承すること等により相互理解が深められるよう交流を促

進します。 
生涯学習課
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基本目標 ３  子どもと親の健康増進

１ 健康づくり

 ① 健やかな妊娠期・出産のために 

  47 

妊婦健康相談の実施、妊

娠期の訪問指導事業の推

進 

妊娠届出を受理し、母子健康手帳・妊婦健康診査受診票を

交付するとともに、妊娠期間中を心身ともに健康に過ごせる

よう、妊娠早期からの不安の軽減・信頼関係の構築等を目的

として実施します。 

健康推進課

  48 
「マタニティー・スクール」

事業の推進 

胎児の心の発達過程における基本的な能力に関する情報を

親に提供するとともに、親子の関わりを通して深い絆を築くこ

と、また、妊娠、出産、子育てへの心配軽減を目的として、先

輩ママの体験談を聞くことや赤ちゃんとの触れ合いを行いま

す。 

こども課 

  49 
母親学級「ぺんぎんくら

ぶ」の開催 

妊娠・出産・育児期を安心して過ごせるよう、正しい知識の普

及と育児の孤立の予防のため、妊娠期からの交流を目的と

して開催します。 
健康推進課

  50 
「はじめてのパパ教室」の

開催 

父性の育成を目的に、先輩パパの体験談・沐浴実習・妊婦疑

似体験・交流会等を実施します。 
健康推進課

  51 不妊治療の経済的支援 
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用

されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要す

る費用の一部を助成します。 
健康推進課

 ② 子どもが健やかに育つために 

  52 
乳幼児健康相談・母乳育

児指導の実施 

乳幼児期の発達は個人差が大きいため、この時期の育児不

安を軽減することを目的に実施します。 
健康推進課

  53 電話育児相談の実施 
育児不安の軽減を図るため、育児に関する電話相談を実施

します。 
健康推進課

  54 乳幼児訪問指導の推進 
保健師などが子育て期にある家庭を訪問して、安心して育児

ができるよう相談に応じ、不安の軽減を図ります。 
健康推進課

  55 未熟児等訪問指導の実施
未熟児等は、育児に関する不安が特に大きく、精神的な支援

が重要となるため、早期に保健師等が家庭を訪問し、育児相

談に応じ不安の軽減を図ります。（保健福祉事務所と連携） 
健康推進課

  56 心理相談の実施 
乳幼児期の発達の個人差による心理的負担から生ずる育児

不安を軽減することを目的に、心理相談員による専門的な相

談を実施します。 
健康推進課

  57 言語相談の実施 
ことばについての悩みを軽減するために、言語に関する専門

的な相談を実施します。 
健康推進課

  58 発達相談の実施 
乳幼児健診において、発達に心配がある子どもとその家族を

対象に、専門医による相談を実施します。 
健康推進課

  59 
先天性股関節脱臼検診の

実施 

１～３か月児を対象に、先天性股関節脱臼と斜頚の早期発

見とその対処を目的として、整形外科医による検診を実施し

ます。同時に予防接種・離乳食指導を実施します。 
健康推進課

  60 乳幼児健康診査の実施 
満４か月・10 か月・１歳６か月・３歳児を対象とした健康診査

を実施します。 
健康推進課

  61 

むし歯予防教室「にこにこ

教室」「はっぴぃルーム」の

開催 

乳歯のむし歯予防のために歯科健診・むし歯予防指導・希望

者にフッ素塗布・育児相談等を実施します。 
健康推進課

  62 予防接種の推進 
感染症のまん延を予防することを目的に、各種予防接種を推

進します。（結核・ポリオ・破傷風・ジフテリア・百日咳・麻しん・

風しん・日本脳炎等） 
健康推進課
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  63 離乳食講習会の開催 
離乳食の大切さや進め方を知ってもらうことを目的に調理実

習を行います。 
健康推進課

  64 「子育て教室」の開催 
妊娠中や子育て期にある親が安心して育児ができるよう、小

児科医による講話や救急実習などを実施し、子育てに関する

様々な知識の普及を図ることを目的として開催します。 
健康推進課

  65 
「ペア・スクール」事業の推

進 

乳幼児の心の発達過程における基本的な能力に関する情報

を親に提供するとともに、親子の関わりを通して深い絆を築く

ことを目的に、０歳児から２歳児を対象に実施します。 
こども課 

  66 「あそびの教室」の開催  
発達に心配のある子のための専門的な指導と相談を実施

し、育児不安の軽減を図ることを目的とした教室を開催しま

す。（甘楽町と共催） 
健康推進課

  67 
「歯と口の健康フェア」等

の開催 

歯の衛生週間事業の一環として、歯科医師会・他町村との協

同で、歯科に関する健康祭を開催します。 
健康推進課

  68 
むし歯予防のためのフッ

化物の応用の推進 

むし歯予防を目的としたフッ化物の応用を推進します。希望

者にフッ素塗布（１歳半～３歳）、フッ素洗口（年中・年長児・６

～15 歳）を実施します。 
健康推進課

  69 
巡回むし歯予防指導の実

施 
市内保育施設を巡回し、むし歯予防指導を実施します。 健康推進課

  70 ブックスタート運動の推進
乳児健診時に絵本を手渡し、親子の楽しいひとときを応援す

るブックスタート運動を推進します。 
健康推進課

  71 子どもの事故予防の推進
乳幼児健診などにおいて、事故防止のパンフレットの配布と

説明を実施します。 
健康推進課

  72 
乳幼児突然死症候群（ＳＩ

ＤＳ）の予防対策の推進 

妊娠届出時・乳幼児健診・各種教室などにおいて、乳幼児突

然死症候群の予防対策を推進します。 
健康推進課

  73 未熟児養育医療費の給付
入院加療を必要とする未熟児（１歳未満）に対して、養育に必

要な医療費の自己負担分を公費で負担します。 
健康推進課

２ 「食育」の推進

 ① 食事の大切さや食習慣の形成を図り、豊かな心を育む 

74 学校保健の推進 
食物アレルギー対応の体制整備を進め、児童生徒の健康の

保持・増進ができるよう、食に関する正しい知識とのぞましい

食習慣を育成します。 
学校教育課

75 
学校給食を通じての食育

の推進 

学校給食の充実を図るとともに、学校を訪問し、食に関する

指導を行います。また、「食育だより」等により、食の正しい知

識及びのぞましい食習慣の形成を図ります。 
学校給食課

76 食育事業の推進 
児童及びその親を対象に、公民館等において食事づくり等の

体験活動を推進します。 
健康推進課

３ 思春期の心と体づくり

 ① 心と体の健全育成を図る 

  77 

不登校、いじめ等の問題

に関するカウンセリングの

推進 

情報交換・交流・各種相談事業など関係機関との連携を図り

ながら、不登校やいじめの問題に対して、児童・生徒一人ひ

とりに応じたきめ細かな対応を推進します。 
学校教育課

  78 

飲酒・喫煙、薬物乱用等
の防止の徹底、性・性感
染症に関する知識の普
及、教育の推進 

保健体育や特別活動における性・性感染症に関する知識の

普及、飲酒・喫煙防止、薬物乱用防止の指導をはじめ、保護

者も対象とする啓発資料の配布や非行防止教室等を実施し

ます。 

学校教育課

ほか関係課
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４ 小児医療の充実

 ① 小児救急医療体制の整備を図る 

  79 
小児救急医療体制の充実

への働きかけ 

各医療機関と連携し、小児救急医療体制の充実に努めま

す。 
健康推進課

  80 医療機関情報の提供 
関係機関と協力し、医療機関等に関する情報の提供を図りま

す。 
健康推進課
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基本目標 ４  生きる力の育成と地域づくり

１ 中高生への教育 

 ① 中学生、高校生が乳幼児とふれあう機会を広げる取り組み 

  81 
児童館等におけるボラン

ティア活動の推進 

自由交流活動、行事交流活動を通し、中高生と乳幼児のふ

れあう機会を広げ、ボランティア活動への支援を図り、生きる

力を育みます。 
こども課 

 ② 福祉施設・医療機関において、中学生のボランティア体験を推進 

  82 

次代の親として係わりの

高まる福祉施設・医療現

場をボランティアにより体

験学習 

夏季休業期間を活用し、中学生を対象として、高齢化の進む

現代社会の福祉・医療現場とボランティア双方の理解を深め

る学習機会を提供します。 
市民課 

２ 教育環境の向上

 ① 確かな学力の向上 

  83 
個に応じたきめ細やかな

指導の充実 

各学校の実態に応じて、少人数指導や習熟度別指導を行う

など、個に応じたきめ細やかな指導を行い基礎基本の定着と

発展的な学習を充実させます。 
学校教育課

  84 外部人材の導入 
学校教育活動へボランティアなどの外部の人材を積極的に

導入します。 
学校教育課

 ② 豊かな心の育成 

  85 
道徳教育の推進と教員の

指導力の確保 

「私たちの道徳」等を活用し、学校全体で取り組む道徳教育

を推進します。 
学校教育課

  86 環境教育の推進 
ゴミ問題やリサイクルなど、環境教育についての推進を図り

ます。 
学校教育課

  87 
ふるさと富岡の学習の推

進 

各学校の地域学習の取り組みに富岡製糸場に関する学習を

取り入れ、「ふるさと富岡」への誇りと愛情を育みます。 

学校教育課､

富岡製糸場

課 

  88 
文化活動や芸術鑑賞の機

会の充実 

子どもたちが本物の文化芸術や先進的な科学に体験的に触

れることにより、豊かな感受性を持つ児童・生徒の育成に努

めます。 

学校教育課、

文化振興課、

美術博物館

  89 

郷土の歴史や伝統文化な

ど地域に根ざした特色あ

る地域づくりの推進 

富岡市郷土芸能保存連合会に加盟する団体（26 団体）が、

指導者の育成を積極的に進めるとともに、後継者の育成とし

て地域の子どもたちを対象に獅子舞やお囃子等を指導し、そ

れぞれの地域にある郷土芸能の保存振興を図ります。 

文化財保護

課 

 ③ 健やかな体の育成 

  90 

生涯スポーツの基礎づくり

及び体力向上に資する事

業の実施 

就学児童から高齢の方までスポーツの楽しさ、爽快さ、達成

感などを体験する機会をつくり、生涯にわたりスポーツに親し

む基礎を培うとともに、健康維持及び体力の向上に努めま

す。 

スポーツ課

  91 青少年人材の育成・活動
スポーツ少年団や子ども会の指導者の育成を図ります。 

子ども会活動を支援する中高生のジュニアリーダーの人材の

確保・育成に努めます。 

スポーツ課、

生涯学習課
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 ④ 信頼される学校づくり 

  92 「避難訓練」の実施 
地震や火災、不審者等に係る避難訓練・防犯訓練などを実

施し、学校安全の充実に努めます。 
学校教育課

  93 学校施設の整備 
学校施設の耐震化・老朽化対策など、教育環境の整備を推

進します。 
教育総務課

  94 教職員の研修 
生徒指導や教育相談に関する各種研修会等の充実を図り、

教員の資質向上を図ります。 
学校教育課

 ⑤ 幼児教育の充実 

  95 幼児教育の充実 
幼児期は、人間形成の基礎となる重要な時宜であることか

ら、幼児教育の振興・充実を図ります。 
こども課 

３ 家庭や地域力の向上 

 ① 家庭教育への支援の充実 

  96 
家庭教育に関する講座の

実施 
子ども料理教室開催時に親に対して家族の在り方を見直す

機会を提供します。 
生涯学習課

 ② 地域の教育力の充実 

  97 
自然体験活動の取り組み

の推進  

地域の教育力を生かしながら、地域の人や文化、自然を取り

入れた学習を推進します。 
学校教育課

  98 勤労生産的な活動の推進
生活科、総合的な学習の時間を通して、子どもたちが飼育・

栽培活動等に取り組み、命の尊さや勤労の喜びを実感する

体験活動を行います。 

農業委員会、

学校教育課

  99 
図書館における学習活動

の支援 
図書館事業の充実を図り、多様な学習活動を支援します。 図書館 

４ 未成年者等の犯罪防止 

 ① 未成年者等の犯罪防止の推進 

  100 
未成年者に対する巡回・

声かけの実施 
青少推・補導員等による街頭補導パトロールを実施します。 生涯学習課

  101 

補導活動による問題行動

の早期発見及び未然防

止 

補導員等による青色回転灯を使ってのパトロールを実施し

ます。 
生涯学習課

  102 

青少年の健全な育成を阻

害するおそれのある有害

図書等の回収 

青少年を有害雑誌・図書から守るため、有害図書等の陳列

状況を指導し、白ポストを設置し有害雑誌等を回収します。 
生涯学習課

  103 

インターネットによる犯罪

被害防止の啓発及び周

知 

児童の犯罪防止のための広報啓発活動を推進します。 生涯学習課

  104 

飲酒・喫煙、薬物乱用等

の防止の徹底、性・性感

染症に関する知識の普

及、教育の推進 

再 掲-（78） － 
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基本目標 ５  安全安心のまちづくり

１ 良好な居住環境の整備 

 ① 良好な生活環境支援の充実 

  105 公営住宅の建設  
公営住宅の建設により、子育てを担う若い世代を中心に、広

くゆとりのある住宅を確保することができるよう、良質なファミ

リー向け賃貸住宅の供給を支援します。 
建築課 

２ 安全な道路交通環境の整備 

 ① 歩道の整備 

  106 

「ゆうゆう歩道整備マニュ

アル」に即した歩道の整

備促進 

歩道の整備にあたっては、原則としてマニュアルに準拠した

構造を適用することとします。 
道路建設課

  107 

「あんしん歩行エリア」、

「事故危険箇所」の整備

推進 

県公安委員会と道路管理者が連携して、生活道路での通過

車両の進入や速度の抑制等、集中的な死傷事故抑止対策

を講じます。 
道路建設課

 ② 交通安全施設の整備 

  108 
街路樹、植樹帯等の適切

な配置 

街路樹、植樹帯の適正な配置を推進するとともに、子どもた

ちが安心して安全に歩行できるよう配置します。 
道路建設課

  109 
道路交通環境整備の促

進 

カーブミラーの設置により、道路交通環境の整備を図りま

す。 
総務課 

３ 安心して外出できる環境の整備 

 ① 公共施設、建築物等のバリアフリー化の促進 

  110 
ユニバーサルデザインに

よる公園などの整備促進

子ども・高齢者・障害者を問わずすべての人が安心して外出

できるよう公園などを整備します。 
都市計画課

  111 

公共建築物、商業施設の

ハートビルマーク取得促

進 

子ども・高齢者・障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築等について利用円滑化基準に適合するよう支援しま

す。 

商業観光課、

建築課 

 ② 子育て世帯にやさしい施設の整備 

  112 
ユニバーサルデザインに

よるトイレの設置 

公園などに障害児や子ども連れでも利用しやすいトイレの整

備を図ります。 
都市計画課

  113 
公共施設内の授乳コーナ

ー等の整備の推進 

公共施設内に授乳コーナー、おむつ替えコーナーの設置に

努めます。 

財政課ほか

関係課 

  114 
商業施設内の授乳コーナ

ー等の整備の推進 

デパートやスーパーなどの商業施設に対し、授乳コーナー、

おむつ替えコーナーの設置を働きかけます。 
商業観光課

  115 

商店街の空き店舗を活用

したコミュニティ施設の整

備 

商店街の空き店舗を活用して、親子交流施設等のコミュニテ

ィ施設を設置する場合に、施設改修費や家賃の一部を補助

します。 
商業観光課
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４ 安全安心まちづくりの推進 

 ① 通学路や公園等における防犯防災設備の整備等 

  116 防犯灯の整備 
通学路や公園等に防犯灯を設置し、維持管理の補助を促進

します 
総務課 

  117 街路灯の整備 商店街に街路灯を設置し、維持管理の補助を促進します。 商業観光課

  118 
子どもに配慮した防災対

策の推進 

防災対策指導車を活用した防災訓練等の防災啓発を実施し

ます。 
総務課 

  119 
交通指導員等による交通

事故等防止の推進 

歩行者に関わる防犯・交通事故を未然に防ぐため、通学路

の交通指導や各種行事の際の交通整理、誘導を進めます。 
総務課 

 ② 防犯設備の必要性に関する広報啓発活動の推進 

  120 
防犯設備の広報啓発活

動の実施 
防犯設備の広報啓発活動を実施します。 総務課 

５ 交通安全活動の推進 

 ① 子どもを交通事故から守るために 

  121 交通安全運動の推進 
四季の交通安全運動や各イベントを通じて、交通安全に対

する市民の自覚と交通モラルの高揚を図ります。 
総務課 

  122 交通安全教室の推進 
保育園、幼稚園、小学校及び中学校での交通安全教室はも

とより、親子を対象に子ども会行事などを通して、交通安全

教室を推進します。 
総務課 

  123 
チャイルドシートの正しい

使用の徹底 

チャイルドシートの正しい使用を、街頭指導等により啓発しま

す。また、チャイルドシートの再利用を積極的に推進します。 
総務課 

  124 
交通指導員等による交通

事故防止の推進 
再 掲-（119） － 

６ 防犯活動の推進 

 ① 子どもを犯罪等の被害から守るために 

  125 
関係機関・団体との情報

交換を実施 

子どもが被害者となる事案の発生場所、時間帯、犯罪手口

等の情報について、関係機関・団体との情報交換を推進しま

す。 
総務課 

  126 
犯罪防止のための啓発活

動 

防災ボランティア活動、自主防犯活動に対して、地域安全情

報の提供を含め、適切な指導助言を行うとともに、関係機関

と協調した啓発活動を実施します。 
総務課 

  127 
青少年の補導活動の実

施 
青少年の非行の早期発見と未然防止のため、街頭補導を実

施します。 
生涯学習課

  128 
参加・体験・実践型の防

犯学習の推進 

関係機関や専門家の協力を得て、インターネットや SNS 等

の利用に伴う被害の防止なども含む犯罪類型、対象者に応

じた防犯学習を推進します。 
学校教育課

  129 
「子ども安全協力の家」の

普及・促進 

「子ども安全協力の家」の普及を促進し、子どもが気軽に立

ち寄れるよう協力を進めます。 
学校教育課
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基本目標 ６  みんなで助けあう力

１ 児童虐待の防止 

 ① 児童虐待を防止するために 

  130 
要保護児童対策地域協

議会の充実 

児童虐待等についての迅速な対応が可能となるよう、教育、

医療、保健、福祉等を含めた連携の強化や情報を共有し、

児童虐待の発生予防や早期発見、保護・支援に努めます。 
こども課 

  131 家庭児童相談室の充実 再 掲-（36） － 

２ ひとり親家庭等の自立支援 

 ① 母子家庭等の自立を図るために 

  132 
母子・父子家庭自立相談

の充実 

相談員の専門性を高めるとともに、母子・父子家庭の自立支

援を図るために相談体制の充実を図ります。 
こども課 

  133 
母子家庭等自立支援給

付金事業の推進 

自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等事

業の援助を実施します。 
こども課 

  134 児童扶養手当の支給 
父母の離婚や死亡などで、父又は母と生計を同じくしていな

い 18 歳に達する年度末までの児童を監護、養育している母

又は父などに手当を給付します。 
こども課 

  135 
交通遺児奨学助成基金

の充実 

交通事故、労働災害事故等により遺児となった義務教育中

の児童の養育者を支援します。 
こども課 

 ② 医療費の負担軽減を図る事業 

  136 

母子家庭・父子家庭等福

祉医療費給付事業の充

実 

児童が 18 歳に達する年度末まで、母子家庭・父子家庭等の

母子及び父子の医療費を助成します。 
国保年金課

３ 障害児への継続的支援 

 ① 障害の発生予防と軽減を図るために 

  137 乳幼児健康診査の実施 再 掲-（54） － 

  138 

LD（学習障害）、ADHD（注

意欠陥/多動性障害）、高

機能自閉症等のある子ど

もに対する総合的な教育

支援体制の整備推進 

通常の学級に在籍する LD、ADHD、高機能自閉症等のある

児童生徒に対して教育支援体制を整備します。 
学校教育課

  139 
児童相談所と保健・医療

機関との連携強化 

児童相談所による相談体制の充実を図るとともに、適切な療

育サービスを提供できるよう関係機関との連携強化を図りま

す。 
こども課 

 ② 生活の質の向上のために 

  140 
障害児居宅介護事業の

充実 

障害児の家庭等にホームヘルパーを派遣して、入浴の介護

や家事等を支援し、障害児の自立を促進します。 
福祉課 
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  141 
障害児通所支援給付（障

害福祉サービス）の充実 
児童発達支援・放課後等デイサービス等の児童福祉法にも

とづくサービスを提供し、障害児の自立を促進します。 
福祉課 

  142 
心身障害児生活サポート

事業の充実 

保護者が一時的に障害児の面倒がみられない場合、サービ

スステーションに委託し、障害児を支援します。 
福祉課 

  143 
身体障害児の補装具の

購入・修理費用の支給 

障害児の自立を促す為、義肢、義足、車いす等の補装具の

購入・修理費用の支給を行います。 
福祉課 

  144 
身体障害児の日常生活

用具の給付 

障害児の自立を促す為、特殊便器等の日常生活用具の給

付を行います。 
福祉課 

  145 障害児福祉手当の支給 
２０歳未満の重度身体・知的障害児を養育していて、所得が

限度額未満の保護者に対して手当を支給します。 
福祉課 

  146 福祉車輌の貸出事業 
車いすを利用している障害児が、介護者と外出する場合に、

福祉車輌を貸与します。 
福祉課 

  147 
重度心身障害者福祉医

療費給付事業の推進  

重度の障害児に対して保健の向上と福祉の増進を図るた

め、医療費を助成します。 
国保年金課

  148 
特別児童扶養手当の支

給 

一定の障害に該当する 20 歳未満の児童を養育していて、所

得が限度額未満の親に対する支援を行います。 
こども課 

 ③ 社会参加促進のために 

  149 障害児保育事業の推進 再 掲-（28） － 

  150 特別支援教育の充実 

障害をもつ児童・生徒がその個性や能力を最大限に伸ばし

社会的自立が図れるよう、より一層の特別支援教育の充実

及び適正就学の推進を図るとともに、学校と地域との連携を

強化し、特別支援教育への理解や協力体制を確立します。 

学校教育課

  151 
障害児短期入所・デイサ

ービス事業の充実 

障害児に対し、短期間の入所や通園の方法により日常生活

における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行いま

す。 
福祉課 

  152 
障害児の療育訓練の充

実 

心身に障害や発達の遅れが見られる児童に対して適切な療

育訓練や相談・指導を行うために、「心身障害児集団活動・

訓練事業」などを実施するとともに、「手をつなぐ親の会」の

参加を推進します。 

福祉課 

  153 
保育園・幼稚園等と療育

機関との連携強化 

通園施設等での療育訓練の効果があり、集団における保育

がのぞましい乳幼児に対しては、保育園や幼稚園などと連

携を取りながら発達段階に応じた保育教育機会の提供を図

ります。 

こども課 

４ 働き方の見直し 

 ① 多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し 

  154 
ワーク・ライフ・バランスの

ための環境整備の推進 

国県等の取り組みと連携して、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）のための環境整備の推進に努めます。 

工業課ほか

関係課 

  155 

男女共同参画社会を目指

した子育て世代の性別役

割分担の見直しの促進 

広報活動や講演会などを通じ、男女共同参画社会実現のた

め、性別役割分担意識の変革などの啓発事業に努めます。 
総務課 
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５ 仕事と子育ての両立 

 ① 仕事と子育ての両立の推進を図る 

  156 
ファミリー・サポート・セン

ター事業の推進 
再 掲-（4） － 

  157 
ワーク・ライフ・バランスの

ための環境整備の推進 
再 掲-（154） － 



23

第３章 事業計画 

３－１ 事業の体系 

（１）新制度について 

① 共通の財政支援のための仕組みについて 

 認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育などについて、共通の財政支援の

ための仕組みが位置づけられました。 

② 施設型給付費の支給を受ける子どもの認定区分 

■認定区分表 

認定区分 認定条件 給付内容 受給施設・事業 

１号認定 
満３歳以上の小学校就学前の子どもであっ

て、2号認定子ども以外のもの 
教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであっ

て、保護者の労働又は疾病その他の内閣府で

定める事由により、家庭において必要な保育

を受けることが困難であるもの 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

満３歳未満の小学校就学前の子どもであっ

て、保護者の労働又は疾病その他の内閣府で

定める事由により、家庭において必要な保育

を受けることが困難であるもの 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

認定こども園 

・小規模保育事業者 ・家庭的保育事業者 

・居宅訪問型保育事業者 ・事業所内保育事業者

幼 稚 園 

保 育 所 

３～５歳

０～５歳

０～５歳
幼保連携型 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

施設型給付の対象 

地域型保育給付の対象 
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③利用手続きについて 

 新制度において、幼稚園や保育所等の利用手続きの時期及び流れは大きく異な

りません。 

 異なる点は、例えば利用者が保育所を利用する際は、市に「保育の必要性」の

認定を申請します。市は、利用者に認定証を交付します。その後、利用者が、保

育所の利用希望を申し込むことになります。 

現 行 制 度 

幼稚園 富 岡 市 

利 用 者 幼 稚 園 

保育料 

契 約 

学校教育の提供

保育所 富 岡 市 

利 用 者 認可保育所 
保 育 

保育の実施

富 岡 市 

利 用 者 教育･保育施設 
保育料 

公的契約 

学校教育・保育の提供

新 制 度

利用支援、あっせん、

要請、調整、措置 

※児童福祉法第 24条において、保育所における保育は市が実施することとされていることから、私立保育所における保育

の費用については、施設型給付ではなく、現行制度と同様に市が施設に対して、保育に要する費用を委託費として支払う。

 この場合の契約は、市と利用者の間の契約となり、利用児童の選考や保育料の徴収は市が行うこととなる。 
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（２）本計画で記載する内容について 

 本計画では、以下の給付や事業について、「量の見込み」（現在利用状況＋利

用希望）、「確保方策」（確保の内容＋実施時期）を位置づけます。 

子どものための教育・保育給付等 

施設型給付の対象 

地域子ども・子育て支援事業 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 

地域型保育給付の対象 

○小規模保育事業者 

○家庭的保育事業者 

○居宅訪問型保育事業者 

○事業所内保育事業者

○時間外保育事業 

○一時預かり事業 

○病児保育事業（病児・病後児保育） 

○ファミリー・サポート・センター事業 

○放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

○地域子育て支援拠点事業 

○利用者支援事業 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業 

○妊婦健診 他
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（３）家庭類型について 

 新制度にもとづき「量の見込み」を推計するため、ニーズ調査（９２ページ参

照）の回答者を以下のタイプに類型します。 

 なお、保育認定（保育短時間認定）にあたり、就労時間の下限時間は、４８～

６４（時間/月）の範囲で市町村が定めることになっています。本市は、４８時間

に設定して算出しました。 

■タイプ図

母親の就労状況 

父親の就労状況 

フルタイム

就労 

パートタイム就労 

就労してい

ない 120時間 

以上 

120時間未満

48時間以上 
48時間未満 

フルタイム就労 Ｂ Ｃ Ｃ’ 

Ｄ 

120時間以上 
Ｃ Ｅ  

120時間未満

48時間以上 

Ｃ’  Ｅ’ 
48時間未満 

就労していない ＦＤ

■タイプ一覧表 

タイプ 
父母の有無 

就労状況［父の就労状況×母の就労状況］ 
摘 要 

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
父又は母のパートタイム就労時間が、120

時間以上及び下限時間～120時間の一部 

タイプＣ’ フルタイム × パートタイム
父又は母のパートタイム就労時間が、下限

時間未満及び下限時間～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
父かつ母のパートタイム就労時間が、120

時間以上及び下限時間～120時間の一部 

タイプＥ’ パートタイム × パートタイム
父かつ母のパートタイム就労時間が、下限

時間未満及び下限時間～120時間の一部 

タイプＥ 無業 × 無業
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（４）家庭類型の結果 

 前ページの類型及び年齢別の類型結果を示します。 

 なお、表中の「現在」の家庭類型と、母親の就労希望を反映させた「潜在」的

な家庭類型をあわせて示しています。 

■０歳～就学前

現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 43 0.05 43 0.05

タイプＢ フルタイム×フルタイム 234 0.27 259 0.30

タイプＣ フルタイム×パートタイム（月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 234 0.27 230 0.26

タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 46 0.05 77 0.09

タイプＤ 専業主婦（夫） 313 0.36 263 0.30

タイプＥ パート×パート（双方月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 1 0.00 1 0.00

タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 1 0.00 0 0.00

タイプＦ 無業×無業 5 0.01 4 0.00

合 計 877 1.0 877 1.0

■０歳

現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 2 0.01 2 0.01

タイプＢ フルタイム×フルタイム 51 0.28 57 0.31

タイプＣ フルタイム×パートタイム（月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 23 0.13 22 0.12

タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 3 0.02 14 0.08

タイプＤ 専業主婦（夫） 99 0.54 84 0.46

タイプＥ パート×パート（双方月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 1 0.01 1 0.01

タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 0 0.00 0 0.00

タイプＦ 無業×無業 4 0.02 3 0.02

合 計 183 1.0 183 1.0

■１・２歳

現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 13 0.04 13 0.04

タイプＢ フルタイム×フルタイム 73 0.24 80 0.27

タイプＣ フルタイム×パートタイム（月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 72 0.24 72 0.24

タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 14 0.05 26 0.09

タイプＤ 専業主婦（夫） 125 0.42 106 0.36

タイプＥ パート×パート（双方月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 0 0.00 0 0.00

タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 0 0.00 0 0.00

タイプＦ 無業×無業 1 0.00 1 0.00

合 計 298 1.0 298 1.0

■３歳～就学前

現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 28 0.07 28 0.07

タイプＢ フルタイム×フルタイム 110 0.28 122 0.31

タイプＣ フルタイム×パートタイム（月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 139 0.35 136 0.34

タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 29 0.07 37 0.09

タイプＤ 専業主婦（夫） 89 0.22 73 0.18

タイプＥ パート×パート（双方月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 0 0.00 0 0.00

タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 1 0.00 0 0.00

タイプＦ 無業×無業 0 0.00 0 0.00

合 計 396 1.0 396 1.0
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（５）推計人口の結果 

 コーホート変化率法による将来人口推計の結果を示します。 

■将来推計結果一覧表 

資料：「住民基本台帳」（各年 4 月 1 日現在、富岡市）

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

０歳 335 317 344 304 290 278 271 263

１・２歳 772 737 699 656 643 619 593 574

３～５歳 1,180 1,197 1,204 1,145 1,069 1,007 975 948

計（０～５歳） 2,287 2,251 2,247 2,105 2,002 1,904 1,839 1,785

６～８歳 1,377 1,308 1,254 1,205 1,202 1,199 1,150 1,074

９～１１歳 1,467 1,446 1,419 1,373 1,305 1,239 1,202 1,199

計（６～11歳） 2,844 2,754 2,673 2,578 2,507 2,438 2,352 2,273

合　計 5,131 5,005 4,920 4,683 4,509 4,342 4,191 4,058

（対前年増減） (△ 177) (△ 126) (△ 85) (△ 237) (△ 174) (△ 167) (△ 151) (△ 133)

（対平成24年度比） (91%) (88%) (85%) (82%) (79%)

値計推績実
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３－２ 教育・保育サービスの量の見込み及び確保方策 

（１）算定フロー 

前述で算定した潜在的な家庭類型に推計児童数を乗じます。 

また、量の見込みは、以下のように算定します。 

算定フロー図 

[補足] 算定式など 

「ニーズ量（人）」＝「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向率」 

「家庭類型別児童数（人）」＝「推計児童数（人）」×「潜在的な家庭類型（前述）」
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（２）量の見込み及び確保方策 

 前ページ算定方法によって算出されたニーズ量をもとに確保方策を検討しまし

た。（→詳細は次ページ） 

 結果、特定教育・保育施設ともに供給量が需要量を上回っているため、現施設

が維持されれば、提供体制は確保されます。 

 なお、その他検討事項もあわせて示します。 

■特定教育・保育施設の確保方策 

特定教育施設 特定教育・保育施設ともに供給量が需要量を上回っ

ているため、現施設が維持されれば、提供体制は確

保されます。 
特定保育施設 

広域利用について 
上記検討結果より、本市の供給不足による広域調整

は不要と考えられます。 

認可外保育施設の

取り扱い 

本市は、認可外保育施設が４箇所存在します。この

施設の利用動向を踏まえても、上記検討結果への影

響は少ないです。 

共働き家庭の幼稚

園利用の取り扱い 

2号認定のうち教育ニーズについては、本来認定こ

ども園に移行することによって確保されるもので

すが、本市では、特定教育施設の需要量としてカウ

ントしました。 

今後、保護者のニーズ、事業者、子ども・子育て会

議の検討を踏まえて、認定こども園を検討します。
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■特定教育・保育施設の確保方策の検討一覧表 
単位：人

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

１号認定 ① 254 237 223 216 210

２号認定 ②=③＋④ 815 761 717 694 675

教育ニーズ ③ 128 120 113 109 106
幼児期の学校教育の利用希望

が強いと想定

保育ニーズ ④ 687 641 604 585 569 認定こども園及び保育所

３号認定 ⑤=⑥+⑦ 474 461 444 427 414

　　　０歳 ⑥ 131 125 120 117 114

　　　１・２歳 ⑦ 343 336 324 310 300

合　計 ⑧=①＋②＋⑤ 1,543 1,459 1,384 1,337 1,299

需要量 ⑨＝①＋③ 382 357 336 325 316

１号認定  ① 254 237 223 216 210

２号認定（教育ニーズ） ③ 128 120 113 109 106

供給量 ⑩ 585 585 585 585 585 幼稚園５園の定員

需給バランス ⑪=⑩－⑨ ＋203 ＋228 ＋249 ＋260 ＋269

確保方策

需要量 ⑫＝④＋⑤ 1,161 1,102 1,048 1,012 983

２号認定（保育ニーズ） ④ 687 641 604 585 569

３号認定 ⑤ 474 461 444 427 414

供給量 ⑬ 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 保育所（園）15所(園)の定員

需給バランス ⑭=⑬－⑫ ＋129 ＋188 ＋242 ＋278 ＋307

確保方策

需要量 ⑮ 51 51 51 51 51
平成25年実績値で将来も推移

すると仮定

修正需要量 ⑯=⑫－⑮ 1,110 1,051 997 961 932
特定保育施設の需要量から認

可外保育施設の需要量を除い

た値

需給バランス ⑰=⑬－⑯ ＋180 ＋239 ＋293 ＋329 ＋358

確保方策

量
の
見
込
み

ニ

ズ
量

特
定
保
育
施
設

現施設が維持されれば提供体制は確保される。

認
可
外
保
育
施
設
を
考
慮
し

た
場
合

参
考

現施設が維持されれば提供体制は確保される。

現施設が維持されれば提供体制は確保される。

特
定
教
育
施
設
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３－３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

（１）時間外保育事業 

① 設定条件 

 時間外保育事業とは、現在、定期的に利用しているしていないにかかわらず、

幼稚園（預かり保育含む）を除く、いずれかの事業を利用したい方々の人数です。 

 集計に際しての条件は、未就学児（０～５歳）を対象とし、時間外とは「18時

以降」です。 

② 量の見込み 

 平成27年度の２２８人から減少し、平成31年度には１９３人になっています。 

 内訳（別途集計）をみると、両親がともにフルタイムの方々が、認可保育所を

のぞむケースが多くなっています。 

③ 確保方策 

 供給についてみると、保育所が延長保育（１９：００まで）を行っており、定

員分の供給量が確保されているものと思われます。 

 需要をみると、ニーズ調査において、時間外保育事業を選択している人のうち

保育所を選択している人が８８％います。[７６/８６人。うち、現在、保育所に

通わせている人は７１人。] 

 よって、確保方策については、保育所における現状の体制を維持し、全１５園

（現在１２園）実施することを基本にします。また、将来的には、保育所内の声

を聴きながら、時間の延長等を検討します。 

単位：人

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

時間外保育事業 ① 228 217 206 199 193

供給量 ② 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 保育所（園）15所(園)の定員

5151515151数園育保施実 現在１２園

需給バランス ③=②－① ＋1,062 ＋1,073 ＋1,084 ＋1,091 ＋1,097

確保方策

保育園における現状の体制を維持し、全１５園（現在１２
園）実施することを目標にする。また、将来的には、保育
所内の声を聴きながら、時間の延長等を検討する。
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（２）一時預かり事業 

① 設定条件 

 一時預かり事業とは、保育所で一時的に子どもを保育する事業や、幼稚園の就

園時間を延長して預かる事業のことをいいます。 

 集計に際しての条件は、１号認定（タイプＣ'、Ｄ、Ｅ'、Ｆ）と２号認定（タ

イプＡ、Ｂ、Ｃ、Ｅ）は３～５歳、幼稚園在園児対象以外は０～５歳（全タイプ）

を対象に推計しました。 

② 量の見込み 

 平成27年度の４７,９５８（人日）から減少し、平成31年度には３９,９６７（人

日）になっています。 

③ 確保方策 

 供給については、３人の受け入れが可能としました。 

 需要をみると、算定結果からは１園当たり利用希望人数は、６，７人程度にな

っていますが、利用実態（表中「【参考】実績」）を大きく上回っています。 

 よって、確保方策については、保育所における現状の体制を維持することを基

本とし、要望の多い箇所については受け入れ人数の増加を検討します。 

単位：人日

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

一時預かり事業 ①＝②＋⑤ 47,958 45,019 42,522 41,132 39,967

　幼稚園在園児対象 ②=③＋④ 34,414 32,131 30,267 29,305 28,494

③用利定認号１ 991 926 872 844 821

④用利定認号２ 33,423 31,205 29,395 28,461 27,673

　幼稚園在園児対象以外 ⑤ 13,544 12,888 12,255 11,827 11,473

553553553553553⑥）人（績実用利 平成25年度実績値をスライド

0202020202⑦）所箇（数設施施実
平成25年度実績。幼稚園と
保育所（園)の合計

年間実施日数（日/年） ⑧ 296 296 296 296 296 平日＋土曜日

1園1日当たり利用人数
実績（人）

⑨＝⑥÷⑦÷⑧ (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 実人数

需要量
１園当たり利用希望人
数　(人）

⑩＝②÷⑦÷⑧ 5.8 5.4 5.1 5.0 4.8 「幼稚園在園児対象　②」

（参考）
１園１人当たり利用希望人数’

(人）
⑪＝①÷⑦÷⑧ 8.1 7.6 7.2 6.9 6.8

「幼稚園在園児を対象とした

一時預かり以外　⑤」を含む

供給量
1園当たり受け入れ人数
（人）

⑫ 3 3 3 3 3

「一時預かり事業について」（平成２６年１月２

４日、内閣府） によると、「平成２４年度にお

いて約８割の施設が１日平均利用児童数が３

名未満であり・・・」とある。

⑬=⑫－⑩ － 2.8 － 2.4 － 2.1 － 2.0 － 1.8

参
考

実
績

需給バランス（人）

確保方策

量
の

見
込

み

ニ

ズ

量

保育園における現状の体制を維持しつつ、要望の多い
箇所については、１園あたり、３～４人の受け入れを検
討する。
ただし、実際の利用者は算定した需要量より少ないこと
(表中⑨）、さらに利用人数が減少していることをふまえ
るものとする。
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（３）病児保育事業（病児・病後児保育） 

① 設定条件 

 病児・病後児保育事業とは、子どもが病中又は病気の回復期にあって集団保育が

困難な間、保育及び看護等を行うサービスです。 

 集計に際しての条件は、未就学児（０～５歳）を対象とします。 

 なお、平成26年度については、病後児保育（１～８歳対象）を実施（病児保育

は未実施）しており、病後児保育の４人（実人数）×293日（開設日）で算出して

います。 

②量の見込み 

 平成27年度の１，５７０（人日）から減少し、平成31年度には１，３３１（人

日）になっています。 

 内訳（別途集計）をみると、両親が、ともにフルタイムの方々が多くなってい

ます。 

③確保方策 

 供給についてみると、平成26年度に新設した保育所において３人の受け入れが

可能です。 

 需要をみると、算定結果からは１日当たり利用希望人数は、５，６人程度にな

っています。 

 よって、確保方策については、現状の施設を維持することを基本とし、将来的

には２箇所を目標とします。 
単位：人日

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）

病児保育事業
（病児・病後児保育）

① 1,570 1,493 1,420 1,371 1,331

実
績

年間実施日数（日/年） ② 244 244 244 244 244 平日

需要量
１日当たり利用希望人
数（人）

③=①÷② 6.4 6.1 5.8 5.6 5.5

供給量
1園当たり受け入れ人数
（人）

④ 3 3 3 3 3 実績による

需給バランス（人） ⑤=④－③ － 3.4 － 3.1 － 2.8 － 2.6 － 2.5

確保方策

保育園における現状の体制を維持し、１園から２園に増
やすことを目標にする。ただし、平成27年度または平成
28年度は、平成26年度に新設した施設の利用実態をふ
まえて再検証を行うものとする。
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（４）ファミリー・サポート・センター事業 

① 設定条件 

 ファミリー・サポート・センター事業とは、一時的な子育て支援を受けたい人

と支援を行う人が会員となって、地域住民が子どもを預かるサービスです。 

 集計に際しての条件は、５歳児を対象とします。 

②量の見込み 

 平成27年度の３７人から平成31年度には３３人にやや減少しています。 

 内訳（別途集計）をみると、タイプＤの専業主婦（夫）のみ希望しています。 

③確保方策 

 供給についてみると、施設が１箇所設置されており、会員数が１００人を超え

増加傾向にあります。ここでは、これまで受け入れた人数を供給量とみなします。 

 需給バランスをみると、平成30年度までは需要が供給を上回っていますが、将

来的には供給量が需要量を上回ります。 

 よって、既に量の見込みを上回る実績があり、また、地域住民による子育て支

援として必要な事業であることから、現状の施設を維持します。 

単位：人日

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）

ファミリー・サポート・セン
ター事業

① 37 37 37 35 33
単位は人日であるが、のべ人数

として需要量とみなす

供給量 受け入れ人数（人） ② 33 33 33 33 33
過去５年間の利用実績の平均。

[参考；最大利用人数は平成22

年度の68人]

需給バランス（人） ③=②－① － 3.8 － 3.8 － 3.8 － 1.8 ＋0.2

確保方策 現施設が維持されれば提供体制は確保される。
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（５）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

① 設定条件 

 放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校

児童を対象に、放課後の預かり事業を実施し、児童の安全対策と健全育成を図る

事業です。 

 集計に際しての条件は、小学生（６～11歳児）を対象とします。 

 なお、対象児童が、小学校低学年から小学校６年生まで拡大されましたが、高

学年の利用は未知数です。 

②量の見込み 

 平成27年度の３１２人から減少し、平成31年度には２７６人になっています。 

 内訳（別途集計）をみると、低学年が高学年に比べて多くなっています。 

③確保方策 

 供給についてみると、学童クラブが１３箇所設置されており、５５９人の受け

入れが可能です。 

 需給バランスをみると、供給量が需要量を上回っています。 

 よって、確保方策については、現状の体制を維持することを基本とします。た

だし、施設が、より地域において活用しやすいように、地域の実情をふまえて、

施設間のバランスにも配慮します。 

単位：人日

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

①＝②＋③ 312 308 305 292 276
単位は人日であるが、のべ人数

として需要量とみなす

　　小学1～3年生 ② 254 253 253 242 226

　　小学4～6年生 ③ 58 55 52 50 50

供給量 受け入れ可能人数（人） ④ 559 559 559 559 559 定員

需給バランス（人） ⑤=④－① ＋247.0 ＋251.0 ＋254.0 ＋267.0 ＋283.0

確保方策 現施設が維持されれば提供体制は確保される。

量の見込

み（ニー

ズ量）
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（６）子育て短期支援事業 

① 設定条件 

 子育て短期支援事業とは、保護者が病気等になったとき、家庭において児童を

養育することが一時的に困難となった場合、宿泊を伴った一時預かりを行う事業

です。 

 この事業は、主にショートステイとトワイライトステイの２種類があります。

市では、まずショートステイのニーズ量を検討し、状況に応じてトワイライトス

テイも検討するものとします。 

 集計に際しての条件は、０～５歳児を対象に推計します。 

②量の見込み 

 平成27年度の５人から平成31年度には４人になっており、横ばいです。 

 内訳（別途集計）をみると、両親が、ともにフルタイムの方々が多くなってい

ます。 

③確保方策 

 現在、当該事業を実施していないため、供給量は０です。 

 よって、１箇所設置を目標とします。 

単位：人日

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）
子育て短期支援事業 ① 5 5 4 4 4

供給量 受け入れ人数（人） ② 0 0 0 0 0

需給バランス（人） ③=②－① － 5.0 － 5.0 － 4.0 － 4.0 － 4.0

。るすに標目を置設所箇１策方保確
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（７）地域子育て支援拠点事業 

① 設定条件 

 地域子育て支援拠点事業とは、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行

う地域子育て支援拠点施設を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言、

その他の援助を行う事業です。 

 集計に際しての条件は、０～２歳児を対象とします。 

②量の見込み 

 量の見込みは、平成27年度の５４,８０４（人回）から減少し、平成31年度には

４７,７８４（人回）になっています。 

③確保方策 

 現在、市内４箇所において実施されていますが、事業の性質上、利用人数を正

確に把握できないため、ここでは簡易的に確保方策を検討します。 

 まず、ニーズ調査によると、月利用回数の平均は約５日、すなわち週に１、２

回程度の利用を希望していることになります。 

 一方、各施設は、平日（20日/月）に各種イベント等を開催しています。 

 よって、確保方策については、現状の体制を維持することを基本とし、今後、

各施設における実施回数の削減と実施箇所の増加をあわせて検討します。 

単位：人回

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

地域子育て支援拠点事
業

54,804 53,268 51,204 49,320 47,784

月利用回数の平均（回） ① 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
「ニーズ調査」－「問１７」及び

「問１８」

供給量
各施設の月当たり開催
回数（回）

② 20 20 20 20 20
各種イベント、相談、園庭解放

等を平日に開催している

需給バランス（人） ③=②－① ＋14.9 ＋14.9 ＋14.9 ＋14.9 ＋14.9

確保方策

月開催回数についてみると、各施設とも平日（20日）に
各種イベント等を実施していることから、月利用回数の
平均５．１（回）は満足している。
現状の体制を維持しすることを基本とし、今後、各施設
における実施回数の削減と実施箇所の増加をあわせて
検討する。

量の見込

み（ニー

ズ量）



39

（８）利用者支援事業 

① 設定条件 

 利用者支援事業とは、子ども又は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。 

②量の見込み 

 量の見込みは、１箇所としました。 

③確保方策 

 現在、当該事業を実施していないため、供給量は０です。 

 よって、１箇所設置を目標とします。 

単位：箇所

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）
利用者支援事業 ① 1 1 1 1 1 需要量とみなす

供給量 受け入れ人数（箇所） ② 0 0 0 0 0

需給バランス（箇所） ③=②－① － 1.0 － 1.0 － 1.0 － 1.0 － 1.0

確保方策 １箇所設置を目標にする。
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（９）乳児家庭全戸訪問事業 

① 設定条件 

 乳児家庭全戸訪問事業とは、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を対象

に保健師が訪問し、子育ての孤立化を防ぐための支援を行い、乳児の健やかな育

成を図る事業です。 

② 量の見込み 

 量の見込みは、平成27年度の３０６人から減少し、平成31年度には２６５人に

なっています。 

③ 確保方策 

 供給についてみると、これまで毎年約３００人近く訪問してきました。ここで

は、この数値を訪問可能数としてとらえ、供給量とみなします。 

 需給バランスをみると、供給量が需要量を上回っています。 

 よって、確保方策については、現状の体制を維持することを基本とし、今後、

乳児の数にあわせて、必要人員を調整します。 

単位：人

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）
乳児家庭全戸訪問事業 ① 306 294 281 273 265 需要量とみなす

供給量 訪問人数（人） ② 351 351 351 351 351 過去５年間の訪問実績の平均

需給バランス（人） ③=②－① ＋45.0 ＋57.0 ＋70.0 ＋78.0 ＋86.0

確保方策 現施設が維持されれば提供体制は確保される。
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（10）養育支援訪問事業 

① 設定条件 

 養育支援訪問事業とは、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。また、その他要保護児童等の支援に資する事業とは、要保

護児童対策地域協議会の機能強化を図るために、関係機関職員の専門性強化や関

係機関の連携強化の取り組みなどを実施する事業です。ここでは養育支援訪問事

業について記載します。 

② 量の見込み 

 量の見込みは、０箇所としました。 

③ 確保方策 

 現在、要支援、要保護児童等の家庭へは、保健師、家庭児童相談員が訪問して

指導・助言を行っています。また、平成26年度からはファミリー・サポート・セ

ンターで、産後ママサポート事業を実施しています。 

 さらに、要支援、要保護児童等については、要保護児童対策地域協議会を組織

し、関係機関と連携して、必要な支援を行っています。 

 よって、当面現在の支援体制を維持します。また、子どもを守る地域のネット

ワークの連携強化に努めます。 

単位：人

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）
養育支援訪問事業 ① 0 0 0 0 0

供給量 訪問人数（人） ② 0 0 0 0 0

需給バランス（人） ③=②－① ＋0.0 ＋0.0 ＋0.0 ＋0.0 ＋0.0

－策方保確
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（11）妊婦健診 

① 設定条件 

 妊婦健診とは、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。 

② 量の見込み 

 量の見込みは、平成27年度の３０６人から減少し、平成31年度には２６５人に

なっています。 

③ 確保方策 

 供給についてみると、これまで約３００～４００人近く健診してきました。こ

こでは、この数値を健診可能数としてとらえ、供給量とみなします。 

 需給バランスをみると、供給量が需要量を上回っています。 

 よって、確保方策については、現状の体制を維持することを基本とし、今後、

受診者数にあわせて、必要人員を調整します。 

単位：人

事業名等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 摘　　要

量の見込

み（ニー

ズ量）
妊婦健診 ① 306 294 281 273 265

供給量 訪問人数（人） ② 357 357 357 357 357 過去５年間の届出者数の平均

需給バランス（人） ③=②－① ＋51.0 ＋63.0 ＋76.0 ＋84.0 ＋92.0

確保方策 －
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（１）特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員の設定に対し

て意見を述べる。 

（２）子ども・子育て支援事業計画の策定や変更に対して意見を述べる。

（３）子ども・子育て支援に関する総合的かつ計画的な推進についての調

査審議を行う。 

第４章 事業推進体制 

４－１ 会議の設置 

 平成２５年９月に富岡市子ども・子育て会議条例を制定し、１１月に会議を設

置しました。会議は、関係機関や公募で選任された子育て中の保護者を委員とし

て、これまで、本計画の策定などにあたってご議論・ご審議をいただきました。 

 今後、この会議は、新制度への円滑な移行や、本計画の子ども・子育て支援に

関する様々な課題などを必要に応じて審議し、また、計画の継続性、進捗状況を

チェックし、計画の見直しにご意見をいただくなど、事業の推進を担う合議制の

機関として機能していきます。 

子ども・子育て会議 

市 
（行政） 障害者支援

企 業

学 校

PTA民生委員
児童委員

労働者を代表
する団体等

保護者 

幼稚園

市議会

子育て 
ボランティア

放課後児童
クラブ 

医師会

市 長 
諮 問

保育所 

審議・意見

会議の役割 

組 織 
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４－２ 計画の周知 

（１） 市民への周知 

・計画書、概要版を配布します。 

・広報、インターネット等を通じて、施策や事業の内容を周知します。 

・また、随時、窓口にて対応・周知します。 

（２） 事業者等への周知 

・事業者に市民と同様に周知します。 

・ボランティア、ＮＰＯ等についても同様に周知します。 

（３） 職員への周知 

・関係部署は、横断的に連携を図ります。 

４－３ 進捗状況の把握及び評価 

 本計画は、事業実施とその評価を毎年実施し、５年後に見直すことになります。 

 具体的には、前ページで示した子ども・子育て会議の事務局を庁内に設置し、

本計画の進捗状況の把握及び評価にあたります。 

「事業を実施する」 

毎年[Ｈ27～Ｈ31] 

Ｃ heck

Ａ ction Ｄ o

Ｐ lan

「計画を策定する」 

（本計画） 

「計画の進行管理及び評価」 

毎年[Ｈ27～Ｈ31] 

「計画を見直す」 

（次計画） 
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第５章 その他関連施策の展開 

５－１ 教育・保育施設の環境整備について 

・教育・保育施設は、計画的な整備を検討します。 

・教育・保育施設における運営管理について、民間事業者等が担える部分は、運

営主体を官から民へ移すことを検討します。 

５－２ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設について 

・多様な働き方を実現するため、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対

する情報提供に努めます。 

・ファミリー・サポート・センター事業の中で、産後1年以内の母親の家事・育児

援助を行う産後ママサポート事業を実施します。 

５－３ 専門的な知識及び技術を要する支援に関する県との連携 

（１）児童虐待防止対策 

・県や関係機関と連携し、早期発見・早期対応を図ります。 

・県や関係機関と連携し、相談体制の充実を図ります。 

（２）母子家庭等の自立 

・県や関係機関と連携し、相談体制の充実を図ります。 

・手当等の支給を継続します。 

・医療費の負担軽減を図ります。 

（３）障害児施策の充実 

・障害の発生予防と軽減を図るために健康診査を継続的に実施します。 

・生活の質の向上のために、障害児の介護や補装具の支給はもちろんのこと、心

身障害児については、保護者が一時的に障害児の面倒がみられない場合、サー

ビスステーションに委託し、障害児を支援します。 

・各種手当を継続します。 

・社会参加を促進するため、特別支援教育の適正就学の推進を図ります。 

・療育機関と連携し、療育の内容の充実を図ります。 
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５－４ 労働者の職業生活と家庭生活との両立 

・県及び関係機関等と連携して、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

のための環境整備の推進に努めます。 

・多様な働き方を実現するため、各種支援制度やサービスについて情報提供に努

めます。
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