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は じ め に 

 

 人口減少、少子高齢化による家族形態の変化、就労の多様化、地域コミュニ

ティ意識の希薄化など、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化する中で、

子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくなく、保育ニーズの多様化も進ん

でいます。今、国や地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援する、新し

い支え合いの仕組みを構築するということが時代の要請、社会の役割となって

います。 

 こうした中、本市では、平成17年に次世代育成支援対策推進法に基づく「伊

達市次世代育成支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、社会全体で子育

てができる環境づくりに向け、子育て中の親だけではなく、若い世代が安心し

て子どもを産み、子育てをしたくなるまちづくりを推進してきました。 

 このたび、子ども・子育て関連３法が平成24年８月に成立し、乳児期の学校

教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組みを定める「子ども・子

育て支援法」にもとづく、子ども・子育て支援新制度により、子ども・子育て

支援のニーズを反映した平成27年度から５年を１期とする「子ども・子育て支

援事業計画」を策定しました。 

 これを機に、第６次伊達市総合計画に沿った「子どもたちが健やかに育ち、

安心して産み育てることができるまちづくり」を基本理念とした施策をさらに

推進してまいります。 

 最後に、この計画策定にあたり、ご尽力いただきました「伊達市次世代育成

支援地域協議会」の委員の皆様はじめ、「子ども・子育て支援事業計画に関する

ニーズ調査」等にご協力いただきました市民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

平成27年３月 

 

伊達市長 菊 谷 秀 吉 
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第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

 近年、少子高齢化・核家族化の進行、経済の低成長、地域の連帯感の希薄化などによ

り、子どもや家庭を取り巻く社会環境は大きく変化してきました。  

 このような中、国においては「エンゼルプラン」（平成６年）、「少子化対策推進基本方

針」及び「新エンゼルプラン」（平成11年）などにより、少子化対策を推進してきました。

しかし、出生率の低下という現象は続いており、１人の女性が生涯に生む子どもの数の

平均値である合計特殊出生率は、平成17年に1.26と過去最低を更新しました。以後、横

ばいもしくは微増傾向が続いていますが、平成24年時点では、1.41と依然低い水準で推

移しています。このため、子どもを生みたい人が安心して健やかに産み育てることので

きる社会、子育てをする人が子育てに伴う喜びを実感できるような社会を形成していく

ことが、より必要とされています。  

 こうした少子化の流れを変えるため、平成15年７月には「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、この法律に基づき、伊達市では、平成17年３月に法の基本理念である「父

母その他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育ての意

義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよう配慮して行う」

を基本として、子育て支援策を総合的、かつ、計画的に進めるため「伊達市次世代育成

支援行動計画（前期計画）」を策定しました。さらに、平成22年には、前期計画の成果や

課題を踏まえ、平成22年度から平成26年度を計画期間とする「伊達市次世代育成支援行

動計画（後期計画）」を策定し、地域における子育て支援や子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備などに努めているところです。  

 こうした中、平成24年８月、子ども・子育て関連３法（「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」「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」）が成立し、公布されました。子ども・子育て関連３法に基づく子ども・子育て支援

新制度では「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本認識の下に、

幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにしてい

ます。  

 これまでの次世代育成支援対策の取組みの進捗状況、課題を整理し、子ども・子育て

関連３法に基づき、平成27年４月から始まる子ども・子育て支援新制度を推進するため

に「子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項に基づき、すべての子どもたちと子育

て家庭を対象に、伊達市が平成27年４月から進めていく子ども・子育て支援事業の目標

や方向性を示したものです。 

 また、本計画は、国の動向や市の現状を踏まえるとともに、これまでの市の取り組み

との継続性を保ち、同時に様々な分野の取り組みを総合的、一体的に進めるために、既

存計画との整合性も図りながら、地域社会での協働のもと、幼児期の学校教育、児童福

祉、母子保健及びその他子育て支援における環境整備等、次世代育成に関わる施策を推

進するためのものです。 

【子ども・子育て支援法第61条第１項】 

第61条 市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以

下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

３ 計画期間 

 本計画は、子ども・子育て支援法に基づいて定められた基本指針に即して、平成27年

度から平成31年度までの５年を１期とした計画期間とします。 

 なお、計画期間中であっても、社会・経済情勢の変化や、子どもと家庭を取り巻く状

況、保育ニーズの変化に合わせ、必要に応じて適宜計画内容の見直しを行います。 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

平成 

35年度 

平成 

36年度 

伊達市子ども・子育て支援事業計画 

（第１期計画期間） 

     

    

見直し 
（第２期計画期間） 

４ 計画の策定方法 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき作成した伊達市次世代育成支援行動計

画に記載して実施している施策の評価等を行い、本市の教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業等の利用の現状分析と今後の利用希望調査（ニーズ調査）の実施結果を踏

まえて、総合的に目標設定を行いました。また、計画策定の段階から、伊達市次世代育

成支援地域協議会にて審議を行い、子どもの保護者や事業関係者及び学識経験者などか

らの意見も取り入れて計画づくりを進めました。 
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５ ニーズ調査 

（１）目的 

 平成24年度に施行された「子ども・子育て支援法」に基づき、平成27年度から５年

を１期とする「伊達市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、市民の意

見を反映した計画とするための基礎資料を得るために実施しました。 

（２）調査期間 

 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査は、平成25年12月16日～平成26年１月22日

にかけて実施し、郵送により調査票を配布・回収しました。 

（３）調査対象 

 未就学児童を持つ保護者1,251世帯、市内の放課後児童クラブを利用している児童を

持つ保護者225世帯全世帯を調査対象としました。 

（４）回収結果 

項目 未就学児童用調査 小学生用調査 合  計 

児童数 1,648人 253人 1,901人 

世帯数 1,251世帯 225世帯 1,476世帯 

発送数 1,251件 225件 1,476件 

回収数 585件 111件 696件 

回収率 46.76％ 49.33％ 47.15％ 

※ 平成25年12月１日現在の住民基本台帳及び放課後児童クラブ登録児童を対象としています。１世

帯に調査対象児童が２名以上いる場合は、無作為により１名を抽出し調査対象としています。 

 

 

  



- 4 - 

 

第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状 

 

１ 伊達市の人口動態 

（１）総人口と年少人口の推移 

 本市の人口は、過去４回の国勢調査人口をみると平成７年から平成22年までほぼ横

ばいの傾向で推移しています。年少人口（15歳未満）は、平成７年5,460人が平成22年

では4,276人となり、年少人口割合は14.90％から11.79％と減少傾向で推移し、少子高

齢化が顕著に表れています。 

区  分 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 

総 人 口 36,647人 37,139人 37,066人 36,278人 

年 少 人 口  5,460人 4,783人 4,615人 4,276人 

年少人口割合 14.90％ 12.88％ 12.45％ 11.79％ 

資料：国勢調査人口（各10月１日時点） 

 

 

 

（２）コーホート変化率法による推計人口 

 本市の今後の人口をコーホート変化率法で推計すると、総人口は平成22年36,278人

が10年後の平成31年では33,834人と6.74％減少する見込みとなっています。特に年少

人口では、平成22年4,276人が平成31年では3,603人と15.74％減少し総人口の減少率の

2倍以上となっています。なかでも、０～５歳人口は平成22年1,553人が平成31年では

1,171人と24.60％減少し、少子化が加速される推計となっています。 
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単位：人、％ 

年齢区分 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 

総 人 口 36,278 35,153 34,866 34,519 34,209 33,834 

年少人口 4,276 3,938 3,855 3,774 3,697 3,603 

年少人口 

割  合 
11.79 11.20 11.06 10.93 10.81 10.65 

０～５歳 1,553 1,306 1,263 1,234 1,206 1,171 

６～14歳 2,723 2,632 2,592 2,540 2,491 2,432 

15歳以上 32,002 31,215 31,011 30,745 30,512 30,231 

※ 平成22年は10月1日実績値（国勢調査）、平成27年度以降は4月1日の人口推計値である 

 

・平成22年人口との増減率 
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０～５歳 ６～14歳 15歳以降
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（１

 

を建設し、平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

１～２歳は増加傾向となっています。

平成

平成

平成

平成

※ 

 

（２

 

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

るため待機児童の解消には至っていません。

平成

平成

平成

平成

※１

※２

0

10

20

30

40

平成

 子育て環境

１）認可保育所数及

 平成23～24

を建設し、平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

１～２歳は増加傾向となっています。

年度 

平成22年度 

平成23年度 

平成24年度 

平成25年度 

 各年度３月１日の入所児童数と待機児童数を加算した値

２）保育所待機児童数

 保育所の待機児童数は、平成

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

るため待機児童の解消には至っていません。

年度 

平成22年度 

平成23年度 

平成24年度 

平成25年度 

※１ 調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

児童 

※２ 他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

より待機している場合

平成22年度 平成

国基準 特定

環境の状況

認可保育所数及び

24年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

を建設し、平成25年４月１日より開設していますので、定員は平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

１～２歳は増加傾向となっています。

園数 

 ７ 

 ７ 

 ７ 

 ８ 

各年度３月１日の入所児童数と待機児童数を加算した値

保育所待機児童数

保育所の待機児童数は、平成

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

るため待機児童の解消には至っていません。

国基準

４月１日 

 ０人 

 ０人 

 ２９人 

 ２人 

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

より待機している場合 

平成23年度 平成24

特定

状況 

び入所希望児童数

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

年４月１日より開設していますので、定員は平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

１～２歳は増加傾向となっています。

定員 

510 

510 

510 

570 

各年度３月１日の入所児童数と待機児童数を加算した値

保育所待機児童数 

保育所の待機児童数は、平成24年度で約

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

るため待機児童の解消には至っていません。

国基準※１ 

 10月１日

 １３人

 ２３人

 ２８人

 ３人

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

 

24年度 平成25年度

基準日：4月

- 6 - 

入所希望児童数 

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

年４月１日より開設していますので、定員は平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

１～２歳は増加傾向となっています。 

総数 

 543 

 539 

 571 

 572 

各年度３月１日の入所児童数と待機児童数を加算した値

年度で約30人と多くなっていましたが、平成

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

るため待機児童の解消には至っていません。 

月１日 ４月１日

１３人 ０人

２３人 １人

２８人 ２人

３人 ７人

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

 
年度

月1日

0

10

20

30

40

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

年４月１日より開設していますので、定員は平成

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

 ０歳

 46

 45

 48

 48

各年度３月１日の入所児童数と待機児童数を加算した値 

人と多くなっていましたが、平成

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

 

特定※２ 

４月１日 10月１日

０人 ３人

１人 ２人

２人 １人

７人 ８人

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

平成22年度 平成

国基準 特定

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

年４月１日より開設していますので、定員は平成25

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

０歳 １～２歳

46 143

45 150

48 165

48 178

人と多くなっていましたが、平成

月から民間認可保育所（虹の橋保育園）が開所したことにより平成25

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

月１日 ４月１日

３人 ０人

２人 １人

１人 ３１人

８人 ９人

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

平成23年度 平成24

特定

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

25年度から570

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

単位：箇所

１～２歳 ３歳以上

143 

150 

165 

178 

人と多くなっていましたが、平成25

25年度は減少して

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

合 計 

４月１日 10月１日

０人 １６人

１人 ２５人

３１人 ２９人

９人 １１人

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

24年度 平成25年度

基準日：10月

年度の２カ年で待機児童解消のため、民間認可保育所（虹の橋保育園）

570人に

増加しています。入所希望児童数は０歳及び３歳以上はほぼ横ばいとなっていますが、

箇所、人 

３歳以上 

354 

344 

358 

346 

25年４

年度は減少して

います。しかし、社会情勢の変化により、３歳未満児の保育需要が高くなってきてい

月１日 

１６人 

２５人 

２９人 

１１人 

調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが入所していない

他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由に

 
年度

月1日
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（３）放課後児童クラブ利用状況 

 在学児童数は、少子化の影響もあり年々減少傾向にあります。クラブ定員数は、平

成24年度から関内小学校区（第２ほしのこ児童クラブ）、有珠小学校区（うす児童クラ

ブ）を開設したことにより増加しています。平成25年度に10名減少しているのは、第

２うめのこ児童クラブと第３うめのこ児童クラブを統合して旧教員住宅に第２うめの

こ児童クラブとして開設したためであります。新しい児童クラブが開設したこともあ

りますが、それ以上に登録児童数は増加傾向にあり、平成25年度では在学児童数の約

２割弱の児童が利用しています。それに伴い児童クラブの充足率も年々上昇傾向にあ

ります。 

年度 
在学児童数 

① 

クラブ定員数 

② 

登録児童数 

③ 

クラブ利用率 

③／① 

クラブ充足率 

②／③ 

平成22年度 1,779人 220人 276人 15.51％ 125.45％ 

平成23年度 1,787人 220人 272人 15.22％ 123.64％ 

平成24年度 1,754人 250人 301人 17.16％ 120.40％ 

平成25年度 1,746人 240人 328人 18.79％ 136.67％ 

 
  

1,779 1,787 1,754 1,746

220 220 250 240276 272 301

328
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- 8 - 

 

３ 子育て支援事業の提供体制と利用状況 

（１）子育て支援事業の提供体制 

 本市内における、平成25年度の子育て支援事業の提供体制は下表のとおり。 

子育て支援サービス事業名 施設数等 定員数（人） 

１ 幼児期の学校教育事業   

 幼稚園 ３施設 ４２５ 

 認定こども園 ０施設 ０ 

２ 幼児期の保育事業   

 認可保育所 ８施設 ５７０ 

 家庭的保育事業 ０施設 ０ 

 居宅訪問型保育事業 ０事業所 ０ 

 事業所内保育所事業 １事業所 ３５ 

 認証・認定の保育所 ０施設 ０ 

 認可外保育施設 ２施設 １３ 

３ 地域の子育て支援事業   

 子育て短期支援事業 １施設 － 

 地域子育て支援拠点事業 ３施設 － 

 一時預り事業 １施設 ６ 

 病児・病後児保育事業 １施設 ２ 

 ファミリー・サポート・センター事業 ０施設 － 

 放課後児童クラブ ８施設10クラブ ２４０ 

※ 幼稚園の内公立幼稚園（定員90名）は、平成25年度から新規の募集を停止しており、平成27年３

月末で廃園となります。 

 子育て短期支援事業の定員は、委託先の児童養護施設の空き状況により１日２名程度の受入が可

能となっています。（室蘭市、登別市も同施設に委託しています。） 

 地域子育て支援拠点事業の定員は、３施設とも特に定めていません。 
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（２）地域子育て拠点事業 

① 施設の概要 

 平成25年度における地域子育て拠点事業は、市直営２カ所、民営（市より委託）

１カ所の３カ所で実施しています。「えがお」については、開放事業のほか「えがお

ルーム」や「遊・ゆうホール」、「年齢別開放」、「えがお遊園地」などの事業も実施

しています。 

開設名 機能別 運営 開設年月 開放日 開設場所 

えがお センター型 市 平成13年11月 月・木 子育て支援センター

「えがお」 

つどいの広場 ひろば型 市 平成21年４月 月・火・木 すみれ福祉会館 

おひさま ひろば型 私 平成25年１月 月・水・金 子育て支援センター

「おひさま」 

 

② 利用状況（平成25年度） 

a 開放事業 

区分 えがお つどいの広場 おひさま 合 計 

子 ど も 2,353人 2,570人 1,481人 6,404人 

大  人 1,955人 1,986人 1,333人 5,274人 

合 計 4,308人 4,556人 2,814人 11,678人 

開放日数 95日 145日 143日 383日 

一日平均 45.3人 31.4人 19.7人 30.5人 

b その他事業 

区分 えがおルーム 遊・ゆうホール 年齢別開放 絵本の日 制作体験 合 計 

子 ど も 432人 74人 382人 129人 237人 1,254人 

大  人 345人 60人 372人 97人 198人 1,072人 

合 計 777人 134人 754人 226人 435人 2,326人 

開放日数 24日 27日 36日 12日 5日 104日 

一日平均 32.4人 5.0人 20.9人 18.8人 87.0人 22.4人 

※ 「制作体験」は、「えがお」と「つどいの広場」両方で実施している。それ以外は「えがお」事

業となっています。このほか「遊びの広場」、「子育て応援」、「えがお遊園地」、「えがお運動会」、「人

形劇鑑賞会」や各種講座を実施しています。 

c 育児相談事業 

区分 えがお つどいの広場 おひさま 合 計 

基本的習慣 95件 7件 6件 108件 

発育・発達 57件 8件 2件 67件 

医学的問題 10件 0件 0件 10件 

生 活 環 境 34件 3件 2件 39件 

育児の方法 98件 8件 5件 111件 

そ の 他 39件 1件 1件 41件 

情 報 提 供 64件 1件 11件 76件 

合 計 397件 28件 27件 452件 



 

４ 

 

（１

 

世帯は約

99

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータで

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれ

 

（２

 

68

また、施設では幼稚園・保育所がともに

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

 

父母ともに

 子育てに

１）子育てを

 「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

世帯は約65％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

99％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータで

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれ

２）子育てに

 就学前子ども

68％と最も高くなっており、母親と回答した世帯が約

また、施設では幼稚園・保育所がともに

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

0%

小学生

就学前

0%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

その他

てに関する意識

てを主に行っている

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータで

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれ

てに日常的に

子どもの保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と最も高くなっており、母親と回答した世帯が約

また、施設では幼稚園・保育所がともに

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

30.8%

3.3%

30.3%

23.8%

26.7%

2.7%

10% 20%

意識の現状

っている人 

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータで

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれ

に関わっている

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と最も高くなっており、母親と回答した世帯が約

また、施設では幼稚園・保育所がともに

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

63.1%

64.4%

25%

父母ともに

68.0%

20% 30%
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現状 

 

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータで

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれ

わっている方（施設

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と最も高くなっており、母親と回答した世帯が約

また、施設では幼稚園・保育所がともに20％以上となっており、あわせると約半数の

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

50%

父母ともに 主に母親

68.0%

40% 50%

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。

注１）小学生のデータは、放課後児童クラブ利用世帯のデータです 

注２）その他には「主に父親」「主に祖父母」「その他・無回答」が含まれます

施設） 

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と最も高くなっており、母親と回答した世帯が約31％と次いで高くなっています。

％以上となっており、あわせると約半数の

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

50%

主に母親 その他

50% 60%

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

％となっており、母親の割合が高くなっているのがわかります。 

ます 

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と次いで高くなっています。

％以上となっており、あわせると約半数の

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可）

36.0%

34.4%

75%

その他

70% 80%

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

 

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と次いで高くなっています。

％以上となっており、あわせると約半数の

世帯が幼稚園か保育所に関わっていることがわかります。（複数回答可） 

36.0%

34.4%

100%

90% 100%

「子育て（教育を含む）を主に行っている人」については、「父母ともに行っている」

％と過半数を占めているとともに、「主に母親が行っている」を含めると約

 

の保護者世帯からの回答をみると、「父母ともに」と回答した世帯が約

％と次いで高くなっています。

％以上となっており、あわせると約半数の

 

0.9%

1.2%

100%

100%



 

（３

 

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

「

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。

 

（４

 

にお子さんをみてもらえる

と答えています。

 

保育所

幼稚園

その他

日常的に友人・知人

緊急時に友人・知人

３）子育てに

 就学前子どもの保護者世帯では

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

「保育所」約

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。

４）お子さんをみてもらえる

 就学前子どもの保護者世帯の約

にお子さんをみてもらえる

と答えています。

 

14.5%

1.7%

0%

家庭

保育所

幼稚園

地域

その他

日常的に親族

緊急時に親族

日常的に友人・知人

緊急時に友人・知人

いずれもいない

無回答

てに最も影響

就学前子どもの保護者世帯では

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

約35％、「幼稚園」

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。

さんをみてもらえる

就学前子どもの保護者世帯の約

にお子さんをみてもらえる

と答えています。（複数回答可

 

34.2%

31.6%

14.5%

1.7%

10% 20%

3.08%

13.16%

12.14%

3.08%

0% 10%

日常的に親族

緊急時に親族

日常的に友人・知人

緊急時に友人・知人

いずれもいない

無回答

影響すると思われる

就学前子どもの保護者世帯では「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

％、「幼稚園」32％

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。

さんをみてもらえる親族

就学前子どもの保護者世帯の約85

にお子さんをみてもらえる」と答えていますが、約

（複数回答可） 

  

20% 30%

35.56%

53.16%

3.08%

13.16%

12.14%

3.08%

10% 20%
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われる環境

「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

％となっています

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。

親族・知人はいるか

85％が「日常的、または緊急時に親族、

と答えていますが、約

93.7%

40% 50%

53.16%

30% 40%

環境 

「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約

ます。その他の意見では、子育て支援セ

ンター、託児所、祖父母等の親族等がありました。（複数回答可）

はいるか 

日常的、または緊急時に親族、

と答えていますが、約12％の世帯では、

50% 60%

50% 60%

「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

環境」については、「家庭」と考えている世帯が最も多く約94％となっており、

その他の意見では、子育て支援セ

（複数回答可） 

日常的、または緊急時に親族、

％の世帯では、「いずれもいない

70% 80%

60% 70% 80%

「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

％となっており、次いで

その他の意見では、子育て支援セ

日常的、または緊急時に親族、友人・

いずれもいない

90% 100%

80% 90% 100%

「子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる

次いで

その他の意見では、子育て支援セ

 

・知人

いずれもいない」

 

100%

100%



 

（５

 

場所はありますか」との設問に対して約

たが

（６

 

い比率だったのは、「祖父母等の親族」で約

回答でした。また、

いました。

 

５）子育てをする

 お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

場所はありますか」との設問に対して約

たが、約３％の世帯では「いない／ない」と

６）子育てに

 上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

い比率だったのは、「祖父母等の親族」で約

回答でした。また、

いました。（複数回答可）

 

0% 10%

祖父母等の親族

友人や知人

子育て支援施設

保健所・保健センター

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て関連担当窓口

てをする上で

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

場所はありますか」との設問に対して約

、約３％の世帯では「いない／ない」と

てに関して気軽

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

い比率だったのは、「祖父母等の親族」で約

回答でした。また、幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約

（複数回答可）

 

10% 20%

0%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設

保健所・保健センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

子育て関連担当窓口

その他

無回答

で相談できる

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

場所はありますか」との設問に対して約

、約３％の世帯では「いない／ない」と

気軽に相談できる

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

い比率だったのは、「祖父母等の親族」で約

幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約

（複数回答可） 

  

30% 40%

いる／ある

7.3%

18.6%

10.9%

20.9%

22.0%

0.0%

9.2%

0.6%

1.7%

1.7%

0% 10% 20%
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できる人、場所

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

場所はありますか」との設問に対して約90％の世帯で

、約３％の世帯では「いない／ない」との回答でした

できる人、

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

い比率だったのは、「祖父母等の親族」で約85％、次に高い比率は「友人や知人」との

幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約

90.9%

40% 50%

いる／ある いない／ない

74.3%

10.9%

20% 30%

場所 

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

％の世帯では「いる／ある」

の回答でした

、場所 

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

％、次に高い比率は「友人や知人」との

幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約

60%

いない／ない 無回答

84.6%

74.3%

40% 50%

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

「いる／ある」

の回答でした。 

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

％、次に高い比率は「友人や知人」との

幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約

70% 80%

無回答

50% 60%

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

「いる／ある」と回答しまし

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

％、次に高い比率は「友人や知人」との

幼稚園教諭や保育士、子育て支援施設もそれぞれ約20％となって

3.1%
6.0%

80% 90%

70% 80%

お子さんの子育てをする上で、「気軽に相談できる人はいますか、また、相談できる

と回答しまし

 

上記の設問に「いる／ある」と回答した世帯で、その相談できる先について最も高

％、次に高い比率は「友人や知人」との

％となって

 

6.0%

100%

90%



 

（７

 

となり、次いで多いのが

の約

（８

 

可保育所」で約

こども園」

 

幼稚園預かり保育

事業所内保育施設

事業所内保育施設

居宅訪問型保育事業

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

７）年間を通

 年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは

となり、次いで多いのが

の約22％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

８）年間を通

 定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約

可保育所」で約

こども園」を

 

幼稚園

幼稚園預かり保育

認可保育所

家庭的保育所

事業所内保育施設

認可外保育所

その他

幼稚園

幼稚園預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育事業

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

その他

無回答

通じて平日

年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは

となり、次いで多いのが

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

通じて平日

定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約

可保育所」で約48％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

を約16％の世帯が希望していることがわかります。

 

6.3%

0.3%

1.7%

0.5%

1.2%

0% 5%

幼稚園

幼稚園預かり保育

認可保育所

家庭的保育所

事業所内保育施設

認可外保育所

その他

16.2%

4.3%

2.4%

1.0%

2.2%

1.2%

3.9%

0%

幼稚園

幼稚園預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育事業

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

その他

無回答

平日に利用する

年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは

となり、次いで多いのが「幼稚園」の約

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

平日に定期的に

定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

％の世帯が希望していることがわかります。

  

28.7%

29.7%

0.3%

1.7%

0.5%

1.2%

5% 10%

56.2%

24.1%

47.9%

16.2%

4.3%

2.4%

5.6%

1.0%

2.2%

5.5%

1.2%

3.9%

10% 20%
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する教育・保育事業

年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは

「幼稚園」の約29％となっています。また、幼稚園利用世帯

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

に利用したい

定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

％の世帯が希望していることがわかります。

28.7%

29.7%

15% 20%

56.2%

47.9%

30% 40%

保育事業 

年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは

％となっています。また、幼稚園利用世帯

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

したい事業 

定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

％の世帯が希望していることがわかります。

25% 30%

50% 60%

年間を通じて平日に利用する教育・保育事業で最も多いのは「認可保育所

％となっています。また、幼稚園利用世帯

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

定期的に利用したい事業で最も多いのは「幼稚園」で約56％、次いで多いのは「認

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

％の世帯が希望していることがわかります。（複数回答可）

30% 35% 40%

60% 70% 80%

認可保育所」で約

％となっています。また、幼稚園利用世帯

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。

％、次いで多いのは「認

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

（複数回答可） 

40% 45%

80% 90% 100%

で約30％

％となっています。また、幼稚園利用世帯

％の世帯では「幼稚園の預かり保育」を利用していることがわかります。 

 

％、次いで多いのは「認

％となっています。現在、伊達市には設置されていませんが「認定

 

50%

100%



 

 

１ 

 本市では、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

子が生きいきと輝くまちづくり」とし

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

 このため、これ

もたちが

理念とし

 

２ 

 全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

するとともに、幼児教育を推進します。

 また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

づくりを進めます。

 

 

 基本理念

本市では、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

子が生きいきと輝くまちづくり」とし

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

このため、これ

もたちが健やかに

理念としてこの計画を推進していきます。

 基本方針

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

するとともに、幼児教育を推進します。

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

づくりを進めます。

 

第３章

理念 

本市では、平成17年に「次世代育成支援地域行動計画」を、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

子が生きいきと輝くまちづくり」とし

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

このため、これまでの基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った

やかに育ち

てこの計画を推進していきます。

基本方針 

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

するとともに、幼児教育を推進します。

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

づくりを進めます。 

 

章 計画

年に「次世代育成支援地域行動計画」を、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ
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担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

での基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った

ち、安心して

てこの計画を推進していきます。

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

するとともに、幼児教育を推進します。

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち
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計画の基本的

年に「次世代育成支援地域行動計画」を、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ
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おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

での基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った

して産み育てることができるまちづくり

てこの計画を推進していきます。 

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

するとともに、幼児教育を推進します。 

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

基本的な考

年に「次世代育成支援地域行動計画」を、平成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

計画を推進しました。

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。

での基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った

てることができるまちづくり

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

考え方 

年に「次世代育成支援地域行動計画」を、平成22年に「次世代育成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

。子どもは、将来の伊達市を

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

てに伴う喜びが実感されるよう配慮していかなければなりません。 

での基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った

てることができるまちづくり

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

 

年に「次世代育成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ

子どもは、将来の伊達市を

担う大切な宝であり、将来の夢という理念は普遍的なものであります。また、父母その

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

での基本理念を踏襲しつつ、第６次伊達市総合計画に沿った「

てることができるまちづくり」を基本

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち

年に「次世代育成

支援地域行動計画（後期行動計画）」を策定し、その基本理念を「緑と太陽にあふれ 親

子どもは、将来の伊達市を

また、父母その

他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場に

おいて、子育ての意義について理解が深められ、かつ、子育て家庭や地域において子育

「子ど

」を基本

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じ

ることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交流を

推進し、社会全体で子どもたちと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができるまち
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第４章 施策の展開 

 

１ 新制度の全体像 

 子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもたちの健やかな成長を保障することを

主眼とし、幼児教育・保育の量的拡大や質の向上、地域の子ども・子育て支援の充実な

どを進めていくものです。 

 

２ 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供への保育について、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 

ア 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」等の教育・

保育施設です。市町村が事業者に対して施設型給付費を支給することになります。 

 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。 

① 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 

② 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 

イ 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。 

 地域型保育給付の対象事業は、「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。 

地域型保育事業の構成 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

 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。本市では、独自の施策も合わせて展開し、地域子ども・子育て

支援事業として地域の課題解決のために必要なサービスを整備していきます。 

 

（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する仕組みとなっています。 

ア 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 

特定地域型保育事業 

 

イ 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、パートタイムなどの就労 

②就労以外の事由 

妊娠中又は出産後、保護者の疾病・障がい、親族の介護、災害復旧、

求職活動、就学、児童虐待、ＤＶ等、またそれらに類するものとして

市長が認める事由 

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） 

１日11時間までの保育利用 

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） 

１日８時間までの保育利用 

※ 就労の下限時間は１月において64時間以上の労働とします 

優先利用 
 ひとり親家庭、児童虐待又は保護者がＤＶを受ける恐れがあるケース

の子ども等 
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３ 教育・保育提供区域の設定 

 子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針では、「市町村は、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者や

子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」とい

う。）を定める必要がある。」としています。 

 本市においては、旧大滝村との飛び地合併により大滝区を設定していますが、教育・

保育提供区域ごとに定める必要定員総数が今後の施設・事業整備量の指標となること、

人口規模の相違や出生数の推移、人口の変動を考慮し、一体的な施設・事業整備が必要

と判断し、行政区１圏域を教育・保育提供区域と設定します。 

 

４ 施設型給付（法定給付） 

（１）幼稚園 

 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。預かり保育を行っている園もあります。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
３１９人 ３１０人 ３０２人 ２９５人 ２８２人 

②確保提供総数 

（定員数） 
３５５人 ３５５人 ３５５人 ３５５人 ３５５人 

差引（②－①） ３６人 ４５人 ５３人 ６０人 ７３人 

【現状と今後の方向性】 

 平成26年度現在、本市には市立１園、私立２園の幼稚園がありますが、市立幼稚

園は平成26年度末で閉園することが決定されています。また、私立幼稚園は、当面

の間施設型給付の幼稚園に移行する予定は無く、現行通りの運営を予定しています。 

 今後の利用者推計総数の推移をみると、少子化の影響から減少傾向に向かってお

り、確保提供総数を大幅に下回る見込みとなっています。また、「子ども・子育て支

援事業計画ニーズ調査」では、障がいを持っている児童の受入を希望する保護者が

多いことから、障がい児の受入について、事業者と協議を進め受入体制の強化を検

討する必要があります。 

○ 障がい児受入体制強化を検討する 

○ 保護者ニーズを的確に捉え、園児の確保に努める 
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（２）認可保育所等 

 保護者の就労や病気などで、家庭で子ども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す。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
570人 551人 539人 527人 511人 

 2号認定 321人 311人 303人 295人 284人 

3号認定(0歳) 59人 57人 56人 55人 54人 

3号認定(1・2歳) 190人 183人 180人 177人 173人 

②確保提供総数 

（定員数） 
540人 540人 540人 540人 540人 

 2号認定 327人 327人 327人 327人 327人 

3号認定(0歳) 41人 41人 41人 41人 41人 

3号認定(1・2歳) 172人 172人 172人 172人 172人 

差引（②－①） △30人 △11人 １人 13人 29人 

 2号認定 ６人 16人 24人 32人 43人 

 3号認定(0歳) △18人 △16人 △15人 △14人 △13人 

 3号認定(1・2歳) △18人 △11人 △８人 △５人 △１人 

【現状と今後の方向性】 

 現在、待機児童が発生している状況が数年継続していますが、今後の認可保育所

を希望する児童数は、平成27年度をピークに少子化の影響から減少すると見込まれ、

平成29年度には総定員数を下回ると予想されています。しかし、社会情勢の変化、

就労形態の変化から３号認定の児童、特に０歳児については確保提供数不足が継続

される見込みとなっています。今後は、定員の見直しや施設整備を実施し、待機児

童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計画については、「伊達

市認可保育所等再編計画（改訂版）計画期間：平成27年度～平成31年度」を作成し

実施していくこととなります。 

○ 待機児童解消に努める 

○ 伊達市認可保育所等再編計画（改訂版）にて年度別事業計画を策定する 

 

（３）認定こども園 

 幼稚園と認可保育所が併設され、地域における子育て支援機能を備えた施設です。 

 現在、市内に認定こども園の設置はありません。今後、需要の状況に応じ、事業者

からの申請があった場合、計画最終年の平成31年度において既存の施設で教育・保育

需要を確保可能なことも考慮し設置について検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 
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５ 地域型保育給付（法定給付） 

（１）小規模保育事業 

 保育を目的とした小規模な施設で少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもとき

め細かな保育を行う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて小規模保育事業

を提供する事業者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請が

あった場合、設置について検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

 

（２）家庭的保育事業 

 保育者の居宅などで家庭的な雰囲気のもと、少人数を対象にきめ細かな保育を行う

事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて家庭的保育事業を提供する事業者の

要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、設置に

ついて検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

 

（３）事業所内保育事業 

 会社の事業所の保育施設などで、従業員等の子どもと地域の子どもを一緒に保育を

行う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて事業所内保育事業を提供する事

業者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討します。 

・保育型（利用定員20人以上）  ・小規模型（利用定員19人以下） 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

 

（４）居宅訪問型保育事業 

 子どもの居宅で、障がい、疾病などで個別のケアが必要な場合等に１対１で保育を

行う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて居宅訪問型保育事業を提供する

事業者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 
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６ 地域子育て支援拠点事業 

（１）地域子育て支援拠点事業 

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

報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

■子育て支援センター 

センター型  １カ所     ひろば型  ２カ所 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
3,151人 3,033人 2,977人 2,921人 2,855人 

②確保提供総数 5,030人 5,030人 5,030人 5,030人 5,030人 

差引（②－①） 1,879人 1,997人 2,053人 2,109人 2,175人 

※ センター型施設は、週２回をセンター施設で開放し、週３回はコミュニティーセンターなど他の

施設にて事業を行っている。確保提供数にカウントしているのはセンター施設の開放事業分となっ

ている。また、同一世帯が午前午後通して利用した場合の人数としている。 

【現状と今後の方向性】 

 現在、市内には市直営施設２カ所と民間委託で実施している施設１カ所の３カ所

で実施しています。利用者推計総数よりも確保提供総数が多く新規に開設する必要

性はありませんが、市直営で実施している２施設を民間事業者に委託し、保護者の

育児ストレスの解消や乳児虐待の未然防止、早期発見など新たなニーズにも柔軟に

対応できるよう施設機能のより一層の充実をはかります。 

○ 市直営施設を民間事業者に委託し施設機能のより一層の充実を図る 

 

 

  



 

７ 

（１

 

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

①利用者推計総数

②確保提供総数

差引（②－①）

【現状と今後の方向性】

 

 訪問系事業

１）乳児家庭全戸訪問事業

 生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

区 分

①利用者推計総数

（量の見込み）

②確保提供総数

差引（②－①）

【現状と今後の方向性】

 訪問は保健センター

支援員、家庭相談員等）

 少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。

○ 今後も

 

 

訪問系事業 

乳児家庭全戸訪問事業

生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

分 
平成

①利用者推計総数 

（量の見込み） 
１９３人

②確保提供総数 １９３人

差引（②－①） 

【現状と今後の方向性】

訪問は保健センター

支援員、家庭相談員等）

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。

も保健センターと

 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

平成27年度 平成

１９３人 

１９３人 

０人 

【現状と今後の方向性】 

訪問は保健センター職員（保健師）と児童家庭課

支援員、家庭相談員等）が実施しています。

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。

センターと児童家庭課
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生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

平成28年度 

１８５人 

１８５人 

０人 

（保健師）と児童家庭課

が実施しています。

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。

児童家庭課にて乳児家庭全戸訪問

生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。

推 計 値

 平成29年度

 １８２人

 １８２人

 ０人

（保健師）と児童家庭課職員

が実施しています。 

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。

乳児家庭全戸訪問

乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

な家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。 

値 

年度 平成30年度

１８２人 １７８人

１８２人 １７８人

０人 ０人

職員（保育士、母子・父子自立

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

行うために、今後も乳児家庭全戸訪問を実施していきます。 

乳児家庭全戸訪問を実施

乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

年度 平成31

１７８人 １７４人

１７８人 １７４人

０人 

（保育士、母子・父子自立

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を

実施する 

乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要

31年度 

１７４人 

１７４人 

０人 

（保育士、母子・父子自立

少子化、核家族化により孤立し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育て

をしていく保護者が不安に陥らないよう安心して子育てができるよう必要な助言を
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８ 通所系事業 

（１）子育て短期支援事業 

 児童を養育している保護者が、病気や出張などの「社会的理由」によって、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、必要な保護を行う事

業です。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
１０人 １０人 １０人 ９人 ９人 

②確保提供総数 ７２６人 ７２６人 ７２６人 ７２６人 ７２６人 

差引（②－①） ７１６人 ７１６人 ７１６人 ７１７人 ７１７人 

※ 室蘭市に設置している児童養護施設（社会福祉法人）に委託し、年末年始の３日間を除き毎日実

施しており、室蘭市、登別市も同事業を委託しています。施設の空き状況にもよりますが、３市で

１日２名程度の受入が可能となっています。 

【現状と今後の方向性】 

 ３市（伊達市、室蘭市、登別市）が室蘭市内にある「わかすぎ学園」に委託して

います。一時的に家庭内で養育できなくなった時に、原則７日間を限度として入所

することができます。 

 現在、委託先との契約内容で、ニーズに対する対応が可能であるため、引続き委

託により事業を継続していきます。 

○ 引き続き「わかすぎ学園」に委託し事業を継続する 

 

（２）一時預かり事業 

 幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に

応じて希望する児童を対象に実施する事業です。また、認可保育所に通所していない

児童の保護者の就労や、疾病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担

の解消のため、一時的に保育所などで保育を行う事業です。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
6,037人 5,835人 5,703人 5,577人 5,419人 

②確保提供総数 19,458人 19,458人 19,458人 19,458人 19,458人 

 私立幼稚園 18,000人 18,000人 18,000人 18,000人 18,000人 

 虹の橋保育園 1,458人 1,458人 1,458人 1,458人 1,458人 

差引（②－①） 13,421人 13,623人 13,755人 13,881人 14,039人 
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【現状と今後の方向性】 

 現在、市内の私立幼稚園２園においては、通園児童を対象に保護者の要請を受け

早朝預かりや所定の教育終了後の預かり保育を実施しています。また、認可保育所

に入所していない児童を対象に、私立保育所１カ所で１日定員６名の一時預かり保

育事業も実施しています。 

 確保提供総数が利用者推計総数を十分満たしていることから、今後も引き続き一

時預かり事業を継続していくとともに、認可保育所に入所していない児童について

も需要の状況を勘案しながら実施保育所の検討をしていきます。 

○ 幼稚園における一時預かり事業を継続する 

○ 認可保育所に入所していない児童の需要を勘案し実施保育所の検討をする 

 

（３）病児病後児保育事業 

 保育所や幼稚園等に通っている児童が病気又は病気回復期のため、集団生活が困難

な場合に一時的に預かる事業です。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
1,033人 999人 976人 954人 925人 

②確保提供総数 

（定員数） 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

差引（②－①） 
△547人 

[△304人] 

△513人 

[△270人] 

△490人 

[△247人] 

△468人 

[△225人] 

△439人 

[△196人] 

※ 定員数は２人ですが３人まで最大受入可能なため[ ]内は３人で算定しています。 

【現状と今後の方向性】 

 現在、市内で病児保育事業を実施している事業者は、小児科に併設している施設

１カ所となっています。１日定員は２人（最大３人）となっているため、利用者推

計総数を大幅に下回っている状況となっていますが、平成21年度から平成25年度ま

での利用実績の平均は約250人となっています。年々増加傾向にはありますが、実績

よりもかなり多くのニーズが見込まれています。インフルエンザやノロウィルスに

よる急性胃腸炎など集団感染した時には対応は困難な状況ですが、現状の定員で対

応することは可能と思われます。しかし、病後児保育のニーズも高いと推測される

ことから、今後の利用実績を注視しながら、必要性が高いと判断した時は、医療機

関や保育実施事業者と開設に向けて検討します。 

○ 過去の利用実績から現状の定員数で対応可能と推測される 

○ 今後の利用実績や病後児保育等の要望状況を注視しながら、必要性が高い場合

は、開設に向け関係機関と検討する 



- 24 - 

 

（４）延長保育事業 

 就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育を延長した保育を行う

事業です。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
１３８人 １３４人 １２９人 １２７人 １２３人 

②確保提供総数 

（定員数） 
２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 

差引（②－①） ７２人 ７６人 ８１人 ８３人 ８７人 

【現状と今後の方向性】 

 現在、私立認可保育所３カ所において１時間延長保育を実施しています。利用者

推計総数が確保提供総数を下回っていることから、既存の保育施設でニーズの確保

は可能です。 

 しかし、利用希望は少ないものの７時以前からの利用や20時以降までの利用を希

望する世帯もあり、就労形態の多様化から時間外保育に対するニーズは高まること

が予想されますので、今後利用者のニーズを注視しながら２時間延長保育の実施に

ついて検討します。 

○ 既存の保育施設でニーズの確保が可能である 

○ ２時間延長保育の実施について利用者のニーズを注視しながら検討する 

 

（５）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、適切な遊び及び生

活の場を提供する事業です。 

区 分 
推 計 値 

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利用者推計総数 

（量の見込み） 
４７１人 ４７０人 ４６１人 ４５６人 ４４０人 

 低学年 ３０４人 ３０４人 ２９９人 ２９１人 ２７７人 

 高学年 １６７人 １６６人 １６２人 １６５人 １６３人 

確保提供総数      

 ②定員数 ３９０人 ３９０人 ３９０人 ３９０人 ３９０人 

 ③利用可能数※ ５６９人 ５６９人 ５６９人 ５６９人 ５６９人 

差引 
②－① △８１人 △８０人 △７１人 △６６人 △５０人 

③－① ９８人 ９９人 １０８人 １１３人 １２９人 

※ 利用可能数は、各児童クラブにおける生活スペースの面積を1.65㎡で除した整数値の合計である。 



 

【現状と今後の方向性】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

（１

 

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

子どもを持つ保護者です。

○

○

 

【現状と今後の方向性】

 現在、市内では８施設

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

らは小学校６年生までを入所対象児童とするため、

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

画については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画

年度」を作成し実施していくこととなります。

○ 入所対象

○ 伊達市

※ ほしのこ児童クラブは
ラブは民間施設を借り上げ
なります。

 その他事業

１）ファミリー・サポート・センター

 育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

子どもを持つ保護者です。

○ 現在、市内

○ 他市での

ファミリー・サポート・センターの

 

【現状と今後の方向性】

現在、市内では８施設

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

らは小学校６年生までを入所対象児童とするため、

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

画については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画

年度」を作成し実施していくこととなります。

入所対象が小学校

伊達市放課後児童

ほしのこ児童クラブは
ラブは民間施設を借り上げ
なります。 

他事業 

ファミリー・サポート・センター

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

子どもを持つ保護者です。

市内にはファミリー・サポート・センターの

での実施状況を

ファミリー・サポート・センターの

 

【現状と今後の方向性】 

現在、市内では８施設10クラブを定員

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

らは小学校６年生までを入所対象児童とするため、

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

画については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画

年度」を作成し実施していくこととなります。

小学校6年生まで

放課後児童クラブ再編計画

ほしのこ児童クラブは平成26年度に
ラブは民間施設を借り上げ新たに２クラブ開設するため、平成

ファミリー・サポート・センター

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

子どもを持つ保護者です。 

にはファミリー・サポート・センターの

を調査し、市内

ファミリー・サポート・センターの
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クラブを定員240

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

らは小学校６年生までを入所対象児童とするため、

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

画については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画

年度」を作成し実施していくこととなります。

まで拡大されることに

再編計画にて年度別事業計画

年度に伊達西小学校
新たに２クラブ開設するため、平成

ファミリー・サポート・センター事業

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

にはファミリー・サポート・センターの

市内のニーズを

ファミリー・サポート・センターの組織化を

240人（利用可能数

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

らは小学校６年生までを入所対象児童とするため、今後は、定員の見直しや施設整

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

画については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画 計画期間：平成

年度」を作成し実施していくこととなります。 

されることに伴う

年度別事業計画

伊達西小学校近隣地に
新たに２クラブ開設するため、平成

事業 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

にはファミリー・サポート・センターの組織

のニーズを注視しながら

を検討する 

人（利用可能数410人）で実施していま

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成

今後は、定員の見直しや施設整

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

計画期間：平成

う待機児童解消

年度別事業計画を策定する

近隣地に新築し、うめのこ児童ク
新たに２クラブ開設するため、平成27年度の

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

組織はありません

しながら、必要

 

人）で実施していま

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成27年度か

今後は、定員の見直しや施設整

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

計画期間：平成27年度～平成

待機児童解消に努める 

する 

、うめのこ児童ク
年度の定員は390

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

はありません 

必要が生じたときは

人）で実施していま

す。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、一

年度か

今後は、定員の見直しや施設整

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計

年度～平成31

 

、うめのこ児童ク
390人に

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

じたときは
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第５章 計画の推進体制 

 

１ 計画の推進 

 本計画では、乳児期の学校教育・保育、地域の子育て支援事業の量の見込み、提供体

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

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

化も含む質の向上の実現を目指していきます。 

 このため、市内関係機関と連携して横断的な施策に取り組むとともに、保育所・幼稚

園など子ども・子育て支援事業者、学校、市民などの多くの方の意見を取り入れながら

取り組みを広げていきます。 

 

２ 計画の進行管理 

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

ともに、計画全体の成果を検証することが重要です。 

 このため、「伊達市次世代育成支援地域協議会」において、その進捗状況を確認・評価

していきます。 

 また、施策の実施にあたっては、柔軟で総合的な取り組みが必要であることから、検

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

を修正していきます。 
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資 料 編 

 

 

１ 策定経過 

 計画策定にあたり、広く市民からの意見を聴き、計画に反映させるため「伊達市次世

代育成支援地域協議会」において、計画案の審議検討を行いました。 

 計画策定の基礎データを得るため、就学前、放課後児童クラブ利用児童の保護者を対

象に「伊達市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査」を行いました。 

 

○平成25年度 

年 月 日 会議名等 備    考 

平成25年10月29日 第１回次世代育成支援地域協議会 支援事業計画について 

平成25年11月13日 第２回次世代育成支援地域協議会 ニーズ調査票の内容決定等

について 

平成25年12月16日 

～ 

平成26年１月22日 

子ども・子育て支援事業計画ニー

ズ調査 

 

平成26年３月18日 第３回次世代育成支援地域協議会 ニーズ調査結果の報告等に

ついて 

 

○平成26年度 

年 月 日 会議名等 備    考 

平成26年６月25日 第１回次世代育成支援地域協議会 事業量の見込み・確保方策

について 

平成26年８月８日 第２回次世代育成支援地域協議会 支援新制度制定に関する条

例の制定について 

平成26年10月30日 第３回次世代育成支援地域協議会 支援事業計画について 

平成27年１月19日 

～ 

平成27年２月18日 

市民意見の公募 

（パブリックコメントの実施） 

 

未定 第４回次世代育成支援地域協議会 支援事業計画について 
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２ 伊達市次世代育成支援地域協議会 

（１）伊達市次世代育成支援地域協議会設置要綱 

 

伊達市次世代育成支援地域協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 伊達市次世代育成支援後期行動計画及びその他児童福祉施策に関する計画（以下

「計画」という。）の策定及び推進にあたり、広く市民から意見を聴き、必要となるべき

措置について協議するため伊達市次世代育成支援地域協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 計画策定に係る提言に関すること。 

(2) 計画の進行管理に関すること。 

(3) その他計画策定及び推進のために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、委員に次の掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

(1) 福祉関係者 

(2) 教育関係者 

(3) 労働関係者 

(4) その他市長が適当と認める者  

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長がこれを招集し、議長となる。 

２ 会長は必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉部児童家庭課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
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附 則 

 この要綱は、平成21年５月18日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成21年11月12日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年12月21日から施行する。 

 

（２）委員名簿 

 推薦団体等 氏  名 備    考 

会 長 保育所（福祉関係） 大
オオ

 越
コシ

 郁
イク

 夫
オ

 伊達保育所長 

副会長 伊達商工会議所 片
カタ

 桐
ギリ

 崇
タカ

 意
ヨシ

 
伊達商工会議所業務推

進課長 

委 員 伊達市民生委員児童委員協議会 鳴
ナル

 海
ミ

 摩
マ

里子
リ コ

 主任児童委員 

〃 室蘭公共職業安定所 山
ヤマ

 下
シタ

 和
カズ

 幸
ユキ

 
室蘭公共職業安定所伊

達分室主任 

〃 幼稚園（教育関係） 小
オ

 倉
グラ

   拓
タク

 京王幼稚園理事長 

〃 伊達市校長会 佐
サ

 藤
トウ

 彰
アキ

 芳
ヨシ

 伊達市校長会事務局長 

〃 伊達市ＰＴＡ連合会 辻
ツジ

 浦
ウラ

 尚
タカ

 浩
ヒロ

 
伊達市ＰＴＡ連合会副

会長 

〃 伊達肢体不自由児者父母の会 星
ホシ

   香
カオ

 里
リ

  

〃 連合北海道伊達地区連合会 佐
サ

 野
ノ

 真
シン

 三
ゾウ

 
連合北海道伊達地区連

合会長 

〃 公募（人材バンク） 岩
イワ

 花
ハナ

 幸
ユキ

 子
コ
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３ 用語定義 

用  語 定          義 

子ども・子育て

関連３法 

①「子ども・子育て支援法」（以下、法という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児童福祉法、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

市町村子ども・

子育て支援事業

計画 

５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援に

ついての需給計画をいい、新制度の実施主体として、特別区を含めた全市

町村が作成することになる。（法第61条） 

幼保連携型認定

こども園 

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とし、

学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、内

閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人に限

られる（株式会社等の参入は不可）。（認定こども園法第 2 条） 

※ここで言う「学校教育」とは、現行の学校教育法に基づく小学校就学前

の満３歳以上の子どもを対象とする幼児期の学校教育を言い、「保育」と

は児童福祉法に基づく乳幼児を対象とした保育を言う。 

子ども・子育て

支援 

全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよ

う、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実

施する子ども及び子どもの保護者に対する支援（法第７条） 

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

一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育

所をいう。（法第７条） 

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

（法第11条） 

特定教育・保育

施設 

市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・保育施

設」を言い、施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれ

ない。（法第27条） 

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

（法第７条） 

地域型保育給付 小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。（法第11条） 

特定地域型保育

事業 

市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する

事業者が行う「地域型保育事業」を言う。（法第29、43条） 

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

で保育を行う事業。（法第７条） 

Ａ型 保育所分園、ミニ保育所に近い類型 

（定員）６～19人 
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（職員配置基準）保育所基準＋１名 

（資格）保育士 

Ｂ型 中間型 

（定員）６～19人 

（職員配置基準）保育所基準＋１名 

（資格）1/2以上保育士（保育士以外には研修実施） 

Ｃ型 家庭的保育（グループ型小規模保育）に近い類型 

（定員）６～10人 

（職員配置基準）０～２歳児 ３：１（補助者を置く場合５：２） 

（資格）家庭的保育者 

家庭的保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人以下で、家庭的

保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保育を行う事

業。（法第７条） 

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

児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。（法第７条） 

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

所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育を行う

事業。（法第７条） 

保育の必要性の

認定 

保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づき、保育

の必要性を認定した上で給付を支給する仕組み。（法第19条） 

【参考】認定区分 

・１号認定子ども：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就

学前子ども 

・２号認定子ども：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ど

も（保育を必要とする子ども） 

・３号認定子ども：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ど

も（保育を必要とする子ども） 

「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設及び地域型

保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、市町

村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号認定子ども、３号認定子ども

ごとの利用定員を定めた上で給付の対象となることを確認する制度。（法

第31条） 

※ 認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育事は市町村

が行う。 

地域子ども子育

て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育

事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等の事業。（法第59条） 

 

 

  



- 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊達市子ども・子育て支援事業計画 

 

発行日 平成 27 年３月 

発行者 北海道伊達市 

 

編 集 伊達市福祉部児童家庭課 

    〒052-0024 

    北海道伊達市鹿島町２０番地１ 

    TEL 0142-23-3331 


