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１ 計画の策定方針

（１）計画策定の背景

わが国の少子化は今なお進行し続けており、合計特殊出生率1は昭和 42 年以降減少し続け、平成元年

にはそれまでの最低水準であった 1.58 を下回る 1.57 を記録し、その後も減少傾向はとどまることなく少子

化は進行しています。平成 29年度の合計特殊出生率は 1.43 となっており、人口を維持するのに必要な水

準（人口置換水準のことで、我が国では概ね 2.07 程度）を大きく下回っています。

また、近年は核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、地域におけるコミュニテ

ィの希薄化など、子育て世代を取り巻く環境の変化によって、子育て世代に子育ての負担や不安、孤立感

が高まっており、子どもの育ちと子育てを、社会全体で支援していくことが求められています。

こうした少子化の流れに対し、平成 15 年には子育てに対する社会的支援を総合的かつ計画的に推進

するものとして「少子化社会対策基本法」、「次世代育成支援対策推進法」が制定され、平成 20 年には「次

世代育成支援対策推進法」の一部が改正されました。

平成24年には、幼稚園、保育所、認定こども園を通じた共通の新たな給付や、認定こども園制度の改善

などが盛り込まれた「子ども・子育て関連３法」2が制定されました。

新たな制度のもとでは、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指して、制度、財源を一元化して

新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭での養育

支援等を総合的に推進していくことを目指しています。

本市では、こうした「子ども・子育て関連３法」の趣旨を踏まえ、「～すべての子どもが主役！地域で支え

未来へつなぐあんしん子育て～」を基本理念として、平成 27 年３月に「大網白里市子ども・子育て支援事

業計画（以下「第１期計画」という。）」を策定し、様々な子育て支援の取組を行ってきました。

また、国では、平成 26 年１月には、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」を施行、同年８月に「子どもの貧困対策に関する大綱」を策定し、貧困の状況に

ある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図る為、子どもの貧困対策を

総合的に推進することを目指しており、令和元年６月には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の一部

が改正されました。

全国的に少子化が進む中、国においては待機児童の解消を目指す「子育て安心プラン」の前倒しや幼

児教育・保育の無償化など、子育て支援施策は加速しており、県、市町村、地域社会が一体となって更な

る子育て支援に取り組むことが求められています。

1 合計特殊出生率：１人の女性が一生の間に産む子どもの平均的な数。15～49歳の女性の年齢別出生
率を合計して算出する。
2 子ども・子育て関連３法：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

ために制定された「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」の３つの法律のこと。
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平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

令和６年度
（2024）

第１期計画期間

第２期計画期間

＜国＞

子ども・子育て支援法

次世代育成支援対策推進法

大網白里市総合計画

第２期

大網白里市子ども・子育て支援事業計画

（本計画）
※次世代育成支援対策地域行動計画も兼ねる

整合

整
合

＜主な関連計画＞

●大網白里市地域福祉計画

●大網白里市障がい者計画

●大網白里市障がい福祉計画

●大網白里市障がい児福祉計画

●大網白里市男女共同参画計画

●大網白里市健康づくり推進計画包含

子どもの貧困対策

児童虐待防止対策

（２）計画策定の目的

本市では、平成 27 年３月に策定した第１期計画が令和元年度で計画期間が満了となることに伴い、近

年の社会潮流や本市の子どもを取り巻く現状、計画の進捗状況を評価し新たな課題への対応や更なる子

育て環境の充実を図るため、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とした「第２期大網白里市

子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。

なお本計画は、基本理念や基本目標等計画の考え方は第１期計画の考えを踏襲し、平成 30 年度に実

施をした「子ども・子育て支援に関する調査」の結果を基に策定しました。

（３）計画の期間

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、計画期間は５年を一期とし、第１期計画は

平成 27年度から令和元年度まで、第２期計画（本計画）は令和２年度から令和６年度までとします。

ただし、社会・経済情勢の変化や、本市の子どもと家庭を取り巻く状況や保育ニーズの変化に合わせ、

必要に応じて計画の内容の見直しを行います。

（４）計画の位置づけ

本計画は、「子ども・子育て支援法」第６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画で、本市の子ど

も・子育て支援にかかる総合的な計画として位置づけられています。

計画の策定にあたっては、本市の最上位計画である「大網白里市総合計画」をはじめとして、「大網白里

市地域福祉計画」、その他の関連計画との整合を図るとともに、子どもの貧困対策および児童虐待防止対

策に関する内容を盛り込んで策定しました。また、次世代育成支援対策地域行動計画も兼ねた一体的なも

のとして策定いたしました。



- 4 -

       報告

　　　上位機関

　 情報提供

市長

市議会

内閣府

子ども・子育て本部

千葉県

担当課

情報の提供と

各種基準・指針

の提供

「見込み量」

「確保方策」

の報告

策定組織 住民参加

情報

提供

意見

聴取

情報

提供

意見

聴取

大網白里市
子ども・子育て支援推進会議

庁内調整

事務局

（子育て支援課）

H30 4回

R1 4回

ニーズ調査
・未就学児童

・小学生児童

H30

パブリック・コメント

R1

（５）計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、教育、保育に係る関係者及び公募委員等で構成する「大網白里市子ども・

子育て支援推進会議」を設置し、計画策定に反映してきました。

また、市関係課においては、調整すべき事項について、必要に応じて庁内調整会議を開催し協議をして

きました。なお、内閣府及び千葉県から提供された各種情報についても的確に対応し、整合を図りながら、

計画策定にあたりました。

住民からの意見聴取については、平成 30年度には教育・保育のニーズ量を把握するための調査、令和

元年度には、パブリック・コメント等を実施しました。
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（６）第１期計画の評価

第１期計画においては、平成 27 年度から５年間の各事業のニーズ量を算出し、確保方策を定め確保に

努めてきました。第１期計画の最終年度である平成 31 年度の見込み量、実績値、確保量等は以下のとお

りです。

教育・保育事業 １号認定 （３～５歳・教育のみ）

（人）

※平成 31 年度時点での確保量が入所実績を上回っております。

平成31年度

量の見込み （A） 550

申込児童数 （B） 679

量の見込みと申込児童数の差 （B）-（A） 129

確保量見込み （C） 1,110

確保量実績 （D） 1,110

確保量見込みと実績の差 （D）－（C） 0

確保量実績と申込児童数の差 （D）－（B） 431

平成27年度 平成31年度

施設数 6 6

定員数 1,110 1,110
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教育・保育事業 ２号認定 （３～５歳・保育の必要あり）

（人）

※私立施設の増設や認可外保育施設の認可化移行支援により保育施設数や定員数を増やし確保を図りま

したが、平成 31年度時点では、確保量見込みに対しての確保量実績及び申込児童数に対しての確保量ともに

不足しており、今後の児童数の推移を基に必要な定員の確保に努めていく必要があります。

教育・保育事業 ３号認定 ０歳

（人）

※小規模保育施設の認可や認可外保育施設の認可化移行支援により保育施設数や定員数を増やし、平成

31 年度時点では確保量見込みを達成することができました。しかし申込児童数が第１期計画で見込んだより

も多く、今後の児童数の推移を基に必要な定員の確保に努めていく必要があります。

平成31年度

量の見込み （A） 435

申込児童数 （B） 442

量の見込みと申込児童数の差 （B）-（A） 7

確保量見込み （C） 459

確保量実績 （D） 423

確保量見込みと実績の差 （D）－（C） △36

確保量実績と申込児童数の差 （D）－（B） △19

平成27年度 平成31年度

施設数 6 ８

定員数 322 423

平成31年度

量の見込み （A） 47

申込児童数 （B） 60

量の見込みと申込児童数の差 （B）-（A） 13

確保量見込み （C） 56

確保量実績 （D） 56

確保量見込みと実績の差 （D）－（C） 0

確保量実績と申込児童数の差 （D）－（B） △4

平成27年度 平成31年度

施設数 9 15

定員数 35 60
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教育・保育事業 ３号認定 １～２歳

（人）

※小規模保育施設の認可や認可外保育施設の認可化移行支援により保育施設数や定員数を増やし確保を

図りましたが、平成31年度時点では、確保量見込みに対しての確保量実績及び申込児童数に対しての確保量

ともに不足しており、今後の児童数の推移を基に必要な定員の確保に努めていく必要があります。

地域・子ども子育て支援事業 １．利用者支援事業

子どもや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利用について情報収集を行うとともに、そ

れらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関等との連絡調整等を実施する事業です。

（か所）

※令和元年 10 月より事業を開始し、計画での確保量見込みを達成しています。

平成31年度

量の見込み （A） 221

申込児童数 （B） 250

量の見込みと申込児童数の差 （B）-（A） 29

確保量見込み （C） 252

確保量実績 （D） 239

確保量見込みと実績の差 （D）－（C） △13

確保量実績と申込児童数の差 （D）－（B） △11

平成27年度 平成31年度

施設数 9 16

定員数 151 239

平成31年度

量の見込み （A） 1

確保量見込み （B） 1

確保量実績 （C） 1

確保量実績と確保量見込みの差 （C）－（B） 0

平成27年度 平成31年度

箇所数 0 1
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地域・子ども子育て支援事業 ２．延長保育事業（保育所）

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、保育所等で

引き続き保育を実施する事業です。

（か所）

※市内すべての認可保育施設において延長保育事業を実施しており、量の見込みに対しての確保はできてお

ります。

地域・子ども子育て支援事業 ３．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、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童

館等におい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。

（人）

※白里小や大網東小の学童保育室の整備や定員に余裕のある学童保育室において、高学年の受入れを実施

し定員数の増加を図りました。

また、学童保育利用児童の送迎や放課後子ども教室のプログラムへの参加など放課後子ども教室との連携を

行い一体型として事業を実施しました。

平成31年度

量の見込み （A） 221

実績値(１日あたりの利用者数） （B） 120

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） △101

確保量見込み （C） 255

確保量実績 （D） 255

確保量実績と実績値の差 （D）－（B） 135

平成27年度 平成31年度

実施施設数 ６ 15

平成31年度（低学年） 平成31年度（高学年）

量の見込み （A） 256 112

利用児童数 （B） 373 77

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） 117 △35

確保量見込み （C） 357 137

確保量実績 （D） 374 84

確保量見込みと実績の差 （D）－（C） 17 △53

確保量実績と申込児童数の差 （D）－（B） 1 7

平成27年度 平成31年度

施設数 9 9

定員数 341 458
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地域・子ども子育て支援事業 ４．子育て短期支援事業（ショートステイ）

母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により児童の養育が一時的に

困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助（ショートステイ）事業です。

（人日/年）

※平成 31年度時点で市では未実施事業となっています。ニーズ量はありますが、市として施設を整備して事業

を行うことは困難なことから、今後も市として支援できるサービスを検討します。

地域・子ども子育て支援事業 ５．乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、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。

（人）

※全戸訪問を基本としており、約９割の家庭へ訪問を実施しました。

地域・子ども子育て支援事業 ６．養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、保健

師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを行う事業です。

（件）

※訪問支援が必要と思われる家庭に対し、年間 20 件程度訪問を行いました。

平成31年度

量の見込み （A） 115

確保量見込み （B） 0

確保量実績 （C） 0

確保量実績と確保量見込みの差 （C）－（B） △115

平成30年度

量の見込み 282

実績値 236

平成30年度

量の見込み 20

実績値 20
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地域・子ども子育て支援事業 ７．地域子育て支援拠点事業

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域の子育て中の親

子の交流促進や育児相談等を行う事業です。

（人回/年）

※利用者数の見込みに対して確保量が上回っています。また、公立の支援センター（マリンルーム）は、平成 31

年度より第１保育所から子育て支援館に事業実施場所を移し利用者の利便性を図りました。

地域・子ども子育て支援事業 ８－１．一時預かり事業 幼稚園在園児を対象

家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園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。保護者の急な用事、短期のパートタイム就労やリフレッシュなど子育て家庭のニーズに

対応します。

（人回/年）

地域・子ども子育て支援事業 ８－２．幼稚園在園児を対象とする一時預かり以外

（人回/年）

※平成 31年度時点において、幼稚園在園児対象の一時預かり、幼稚園在園児を対象とする一時預かり以外と

もに利用者数の見込みに対して確保量が上回っています。

平成31年度

量の見込み （A） 17,928

利用者数見込み （B） 13,715

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） △4,213

確保量見込み （C） 19,800

確保量実績 （D） 14,400

確保量実績と利用者数見込みの差 （D）－（B） 685

平成31年度

量の見込み （A） 27,450

利用者数見込み （B） 6,608

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） △20,842

確保量見込み （C） 30,200

確保量実績 （D） 21,870

確保量実績と利用者数見込みの差 （D）－（B） 15,262

平成31年度

量の見込み （A） 5,351

利用者数見込み （B） 1,568

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） △3,783

確保量見込み （C） 6,000

確保量実績 （D） 6,050

確保量実績と利用者数見込みの差 （D）－（B） 4,482
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また、平成 31 年度より子育て支援館にて公立でも一時預かり事業を開始し、更なる受入拡大を図りました。

地域・子ども子育て支援事業 ９．病児・病後児保育事業

病気の児童について、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を行う事業です。

（人回/年）

※平成 31年度時点において、利用者数の見込みに対して確保量が上回っています。

また、平成 30年度より市外の病児保育利用者に対して日額 1,000 円を上限として補助事業を実施しました。

地域・子ども子育て支援事業 10．子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業）

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。

（人回/年）

※平成 30年度より市での事業を開始し、利用希望者に対しては、待機が発生することなくサービスを提供する

ことができています。

地域・子ども子育て支援事業 11．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。

（人）

※母子健康手帳を交付し、厚生労働省が定める望ましい項目について妊婦に対する健康診査を実施しまし

た。

平成31年度

量の見込み （A） 725

利用者数見込み （B） 200

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） △525

確保量見込み （C） 750

確保量実績 （D） 750

確保量実績と利用者数見込みの差 （D）－（B） 550

平成31年度

量の見込み （A） 189

利用者数見込み （B） 323

量の見込みと実績値の差 （B）－（A） 134

確保量見込み （C） 1,250

確保量実績 （D） 323

確保量実績と利用者数見込みの差 （D）－（B） 0

平成30年度

量の見込み 276

実績値 264
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地域・子ども子育て支援事業 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。

※認定こども園・保育所・幼稚園の利用者との公平の観点から幼児教育・保育の無償化が実施された令和元年

10 月より新制度に移行していない幼稚園の利用者で低所得または多子の世帯を対象として補足給付事業（副

食費の免除）を開始しました。

地域・子ども子育て支援事業 13．多様な主体の参入促進事業

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象となら

ない特別な支援が必要な子どもを受け入れるための職員の加配を促進するための事業です。

※特定教育・保育施設等への民間事業者の参入促進として、認可外保育施設の認可化移行支援及び小規模

保育施設の認可を実施しました。

認可外保育施設の認可化移行支援（2 か所） ： ありんこ親子保育園、あひる保育園

小規模保育施設の認可（7 か所） ： 鈴木家庭保育室、こなか保育園、ｴﾝｼﾞｪﾙﾊｰﾄﾅｰｻﾘｰ、

ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ﾙｰﾑ・ｷｯｽﾞ・らぶ、ありんこの森保育園、

きょうりゅうのたまご保育園、小規模保育ﾋﾟｯｺﾛ

その他の実施事業

①子育て支援館の開館

就学前の子どもの保育をはじめ、親子が自由に集い交流できる施設を目的に、増穂地区に平成 27年度より

整備を進め平成 31 年 4 月より全面開館をいたしました。

実施事業：子育て支援センター（マリンルーム）、一時預かり保育事業、児童発達支援事業（きりん幼児教室）

ファミリー・サポート・センター事業、小規模保育事業

②子育て交流センターの整備

児童の健全育成及び子育て支援の推進を図るため、令和２年度の開館に向けみどりが丘市有地に整備を

行いました。

実施事業：児童館、子育て支援センター、学童保育室、放課後こども教室

③児童発達支援事業への移行

心身の発達に心配のある就学前の子どもに対して日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練等を行い、

健やかな成長への支援を行ってきたきりん幼児教室を、第１保育所から子育て支援館に移転し、よりきめ細かい

療育を実施できる児童発達支援事業へ移行しました。

④保育士処遇改善事業の実施

保育人材の確保及び定着を図るため、平成 29 年度より市内私立保育施設で常勤として勤務する保育士に対

して月２万円の賃金改善を行う事業の実施を開始しました。

⑤子育て世代包括支援センター事業の実施

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供し、もって妊産婦並びに乳幼児及びその保護者の健

康保持及び増進を図るなど、多様な取り組みを行うために令和元年 10 月より事業を実施しました。
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２ 子ども・子育て支援の現況



- 14 -

２ 子ども・子育て支援の現況

（１）子ども・子育てをめぐる本市の概況

①人口の推移

本市の総人口は、やや減少傾向となっています。年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）は

平成 25年から年々減少し、老年人口（65 歳以上）は増加しています。

年少人口の総人口に占める割合は、平成 25 年の 11.9％から平成 31 年は 10.8％と 1.1 ポイント減少し

ているのに対し、高齢化率は平成 25 年の 24.8％から平成 31 年は 31.2％と 6.4 ポイント増加しており、少

子高齢化が進んでいることがわかります。

■人口の推移（総人口・年齢３区分・年少人口割合・高齢化率） （単位：人、％）

資料：令和元年度版 データ大網白里（住民基本台帳人口 各年４月１日）

6,093 5,930 5,789 5,697 5,572 5,446 5,315 

32,295 31,692 31,021 30,352 29,739 29,154 28,703 

51,028 50,825 50,574 50,365 50,092 49,772 49,435 
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0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

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

年少人口 生産年齢人口 系列1 年少人口割合 高齢化率



- 15 -

②年少人口の推移

平成 25 年から平成 31 年の年少人口（０～14 歳）の推移をみると、未就学児童（０～５歳）、就学児童（６

～11 歳）ともに毎年減少しており、平成 25年と平成 31 年の人口を比較すると未就学児童は 85.3％、就学

児童は 91.8％に減少しています。

■年少人口の推移 （単位：人）

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（住民基本台帳 各年 4月 1日）

■年少人口の推移(未就学児童、就学児童の推移) （単位：人）

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（住民基本台帳 各年 4月 1日）

284 302 304 288 260 256 262 
330 291 317 315 304 284 273 
372 348 296 336 334 313 293 
386 375 357 309 352 338 320 
387 390 384 366 310 357 346 

406 387 386 389 369 308 352 
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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

0～14 歳 6,093 5,930 5,789 5,697 5,572 5,446 5,315

0～5 歳 2,165 2,093 2,044 2,003 1,929 1,856 1,846

6～11 歳 2,489 2,455 2,404 2,381 2,380 2,365 2,285

比率（平成 25 年→平成 31 年）

0～14 歳 87.2%に減少

0～5 歳 85.3%に減少

6～11 歳 91.8%に減少
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③人口動態の推移

自然動態の推移をみると、毎年、死亡数が出生数を上回っています。死亡数は平成 25 年以降、毎年

500 人を超えています。

自然増減数をみると、減少が続いていますが、平成 30 年以降は減少数が大きくなっています。

一方、社会動態の推移をみると、毎年、転入が転出を上回っていましたが、平成 28 年、平成 31 年は転

出が転入を上回っています。平成 27年～平成 29年は転入が多く 2,000 人前後で推移していましたが、そ

の他の年は 1,850 人前後となっています。一方、転出は平成 28 年、平成 29年は 2,000 人前後と多くなっ

ていますが、その他の年は転入と同様 1,850 人前後となっています。

社会増減数をみると、増加と減少を各年繰り返していましたが、平成 30 年、平成 31 年は２年連続で減

少に転じています。

■自然動態の推移 （単位：人）

■社会動態の推移 （単位：人）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 1月 1日）
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④世帯数の推移

本市の世帯数は増加傾向にあり、平成 25年の 18,769世帯が平成31年には19,492世帯と約 700世帯

増加しています。一方で、１世帯平均人員数は減少しており、平成25年の2.65人から平成31年では2.46

人となっています。

また、18 歳未満の児童がいる一般世帯の割合を千葉県と比較すると、県の割合を上回っているものの、

平成 17 年から平成 22 年では 5.2 ポイント、平成 22 年から平成 27 年では 3.8 ポイント、10 年間では 9 ポ

イント減少しています。また、ひとり親世帯（母子世帯・父子世帯）の割合をみると、平成 17 年までは千葉県

の割合を上回っていますが、平成 22年、平成 27年では千葉県とほぼ同じ割合となっており、ひとり親世帯

が減少傾向にあることがわかります。

■世帯数の推移 （単位：人、人／世帯）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 10 月 1 日）

※平成 31 年のデータのみ千葉県 HPの常住人口調査

■母子・父子世帯の推移 千葉県と比較 （単位：世帯、％）

資料：国勢調査（各年）

平成17年 平成22年 平成27年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯 16,382 18,115 18,819 2,304,321 2,512,441 2,604,839

一般世帯に占める
18歳未満の児童が
いる一般世帯

5,119
（31.2％）

4,704
（26.0％）

4,185
（22.2％）

595,600
（25.8％）

584,159
（23.3％）

563,715
（21.6％）

一般世帯に占める
18歳未満の児童が
いる母子世帯

190
（1.2％）

185
（1.0％）

188
（1.0％）

26,009
（1.1％）

25,270
（1.0％）

27,263
（1.0％）

一般世帯に占める
18歳未満の児童が
いる父子世帯

34
（0.21％）

25
（0.14％）

29
（0.15％）

3,736
（0.16％）

3,516
（0.14％）

3,601
（0.14％）

大網白里市 千葉県
区分
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⑤婚姻率・離婚率の推移

本市の婚姻率をみると、年によって増減していますが、平成 21 年と平成 29 年はほぼ同じ婚姻率となっ

ています。千葉県と比較してみると、平成 21 年から一貫して県より低い婚姻率となっています。

一方、離婚率をみると、平成22年をピークにその後は大きく減少し、その後平成24年から増加の傾向と

なりましたが、平成 29 年にはまた大きく減少し、千葉県の離婚率とほぼ同じ割合となっています。

■婚姻率の推移 （単位：‰）

■離婚率の推移 （単位：‰）

資料：千葉県衛生統計年報
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⑥未婚率の推移

本市の未婚率をみると男女ともにほぼ増加傾向であることがわかります。男女別でみると、男性は女性に

比べ、どの年齢でも未婚率が高くなっています。しかし、増加の傾向をみると、35～39 歳以外は男性の未

婚率の増加率に比べ、女性の未婚率の増加率が大きく、平成７年から平成 27年で、20～24 歳では 4.4 ポ

イント、25～29 歳では 20.6 ポイント、30～34 歳では 23.7 ポイント、35～39 歳では 16.8 ポイント増加してい

ます。

千葉県と比較してみると、県全体の男性では本市同様増加傾向でありましたが、平成 27 年にはどの年

齢も減少傾向となり、増加傾向にある本市の方がどの年齢でも高い数値となっています。一方、県全体の

女性では、平成 17 年までは本市より高い数値の傾向で推移していましたが、平成 27 年には 35～39 歳を

除き本市の方がどの年齢も高い数値となっており、本市は男女ともに晩婚化の傾向が見受けられます。

■未婚率の推移（男性・女性、大網白里市・千葉県） （単位：％）

【男性】大網白里市 千葉県

【女性】大網白里市 千葉県

資料：国勢調査



- 20 -

⑦合計特殊出生率の推移

本市の合計特殊出生率は、平成 21 年以降、年によって上下の振れ幅が大きい傾向にありますが、全体

としては国及び千葉県と比べ低く推移しています。平成 23 年、平成 26 年には千葉県の合計特殊出生率

に近づきますが、平成27年以降は再び減少し平成28年には過去10年で最低の 1.05％まで減少していま

す。平成29年からは回復はしておりますが、国及び千葉県との差は依然として開いた状態となっています。

■合計特殊出生率※の推移

資料：千葉県市町村別 合計特殊出生率（千葉県 HPより）

※15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の
間に生むとした時のこども数に相当する。

⑧女性の５歳階級別就業率の推移

本市の女性の就業率は、国及び千葉県の就業率とほぼ同じ緩やかなＭ字カーブを描いています。国の

就業率と比較すると 25～29 歳では本市の方が国よりも 1.7 ポイント高くなっていますが、その他の年齢は

全体的に本市がやや低く、55～59 歳では５ポイント近く低くなっています。

■女性の５歳階級別就業率の推移（平成 27 年） （単位：％）

資料：国勢調査
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⑨労働力人口の推移

本市の労働力人口は、平成 12年以降増加していましたが、平成 22年から平成 27年にかけて減少して

います。男女別の推移をみると、男性は平成 17 年以降減少しており、女性は平成 12年以降増加していま

したが、平成 22 年から平成 27年にかけて減少しています。

男女別の労働力人口割合の推移をみると、男性は平成12年以降減少しており、女性は年々増加してお

りましたが、平成 27年には減少しています。

■労働力人口の推移 （単位：人）

■男女別労働力人口割合の推移 （単位：％）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 10 月 1 日）

※労働力状態不詳は除く
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（２）子ども・子育てサービスの現況

①認可保育施設の状況

現在、本市には、公立保育施設が３か所と私立保育施設が 12 か所の計 15 か所の保育施設があります。

入所児童数は、全体としては増加傾向にあり、公立では施設数の変動もあり増減を繰り返しているのに

対し、私立は施設数が増加しているため年々増加しています。

公立、私立合わせた入所率を見ると、平成27年度が過去７年間のうちで最も高く102.0％でしたが、その

後も施設数が増えたにも関わらず高い率で推移しており、保育のニーズの高さが分かります。

保育所・園の設置状況をみると、私立保育園は大網地域に 11 か所、白里地域に 1か所設置されており、

公立保育所は増穂地域に 2か所と白里地域に 1か所設置しています。

■認可保育施設の推移 （単位：か所）

資料：子育て支援課（各年 4月 1日）

■入所児童数の推移 （単位：人、％）

資料：子育て支援課（各年 4月 1日）

■認可保育施設の入所児童数の推移 （単位：か所、人）

資料：子育て支援課（各年 4月 1日）

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

公　立 3 3 3 2 2 2 3

私　立 3 3 6 8 11 12 12

合　計 6 6 9 10 13 14 15

総数 公立 私立 総数 入所率 公立 入所率 私立 入所率

平成25年度 552 280 272 487 88.2% 203 72.5% 284 104.4%

平成26年度 552 280 272 481 87.1% 182 65.0% 299 109.9%

平成27年度 508 200 308 518 102.0% 194 97.0% 324 105.2%

平成28年度 582 180 402 540 92.8% 189 105.0% 351 87.3%

平成29年度 651 180 471 631 96.9% 187 103.9% 444 94.3%

平成30年度 678 180 498 666 98.2% 185 102.8% 481 96.6%

平成31年度 700 202 498 694 99.1% 192 95.0% 502 100.8%

定員（人） 入所児童数（人）
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■認可保育施設設置状況（平成 31 年度）

※地域区分は中学校区です。 資料：子育て支援課

■年齢別入所児童数の推移 （単位：人）

資料：子育て支援課（各年 4月 1日）

箇所数 公　立 私　立

－ あさひ保育園

－ 大竹保育園

－ みどりが丘保育園

－ ありんこ親子保育園

－ あひる保育園

－ こなか保育園

－ ありんこの森保育園

－ ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ﾙｰﾑ・ｷｯｽﾞ・らぶ

－ ｴﾝｼﾞｪﾙﾊｰﾄﾅｰｻﾘｰ

－ きょうりゅうのたまご保育園

－ 小規模保育ピッコロ

増穂保育所 －

増穂小規模保育事業所 －

白里地域 2 白里保育所 鈴木家庭保育室

大網地域 11

増穂地域 2

19 21 23 24 35 33 42
62 50 62 78

102 93 102
74 80

85 99
117 133 128113 103
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131 136 138
98 124 113
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631
666 694
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②幼稚園の状況

現在、本市には、公立幼稚園が４か所と私立幼稚園が２か所の計６か所の幼稚園があります。

園児数は、公立・私立ともに平成 26 年度以降減少傾向でありましたが、平成 31 年度からは増加してい

ます。

■幼稚園数の推移 （単位：か所）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 5月 1日）

■園児数の推移 （単位：人）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 5月 1日）、教育委員会管理課

■幼稚園の園児数の推移 （単位：か所、人）

資料：令和元年度版 データ大網白里（各年 5月 1日）

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

公　立 4 4 4 4 4 4 4

私　立 2 2 2 2 2 2 2

合　計 6 6 6 6 6 6 6

総数 公立 私立 総数 公立 私立
（総数）

私立
（市内在住児）

平成25年度 1,110 610 500 840 376 464 315

平成26年度 1,110 610 500 843 358 485 327

平成27年度 1,110 610 500 793 329 464 323

平成28年度 1,110 610 500 740 285 455 315

平成29年度 1,110 610 500 715 249 466 304

平成30年度 1,110 610 500 664 231 433 291

平成31年度 1,110 610 500 679 241 438 297

定員（人） 園児数（人）
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■幼稚園設置状況（平成 31 年度）

資料：教育委員会管理課

③学童保育等の状況

現在、本市には、公立の学童保育室が７か所と私立の学童保育が２か所の計９か所あります。在籍児童

数は平成 25年度から増加しており、平成 31年度では 446 人となっています。

また、放課後子ども教室は公立小学校７校で実施しています。

■学童保育の実施状況の推移 （単位：か所、人）

資料：子育て支援課（各年 5月 1日）

※私立学童保育の総在籍数は一時利用、長期休暇のみ利用者を含む。

■学童保育の設置状況（平成 31 年度）

資料：子育て支援課

箇所数 公　立 私　立

大網幼稚園 大網木の花幼稚園

瑞穂幼稚園 季美の森幼稚園

増穂地域 1 増穂幼稚園 －

白里地域 1 白里幼稚園 －

大網地域 4

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

学童保育数 7 7 7 7 7 7 7

総在籍児童数 241 265 274 323 335 374 407

学童保育数 2 2 2 3 3 2 2

総在籍児童数 42 45 45 67 67 49 39

9 9 9 10 10 9 9

283 310 319 390 402 423 446

学童保育数合計

総在籍児童数合計

公
立

私
立

箇所数 公　立 私　立

季美の森学童保育室 おおきなかぶ

瑞穂学童保育室 にこにこくらぶ

大網学童保育室 －

大網東学童保育室 －

増穂学童保育室 －

増穂北学童保育室 －

白里地域 1 白里学童保育室 －

大網地域 6

2増穂地域
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■放課後子ども教室の実施状況の推移 （単位：か所、人）

資料：教育委員会生涯学習課

■放課後子ども教室の設置状況（平成 31 年度）

資料：教育委員会生涯学習課

④地域子育て支援・相談事業の状況

本市では、保育所や幼稚園に入園していない幼児が、親子で交流できる場として地域子育て支援セン

ターを２か所設置しています。また、社会福祉協議会が運営する子育てサロンでは、親子体操や高齢者と

の交流などのプログラムを実施しています。

育児に関する相談や発達に関する相談などの各種相談事業も実施しています。

■地域子育て支援事業の実施状況（平成 31 年度）

資料：子育て支援課

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

放課後子ども教室数 6 6 6 6 7 7 7

総在籍者数 101 117 144 185 219 214 206

箇所数

季美の森小学校放課後子ども教室

瑞穂小学校放課後子ども教室

大網東小学校放課後子ども教室

大網小学校放課後子ども教室

増穂小学校放課後子ども教室

増穂北小学校放課後子ども教室

白里地域 1 白里小学校放課後子ども教室

増穂地域 2

大網地域 4

事業名 実施場所・担当課等

たけのこくらぶ 私立大竹保育園

つくしんぼくらぶ 私立みどりが丘保育園

すくすくクラブ おおきなかぶ児童館

マリンルーム 子育て支援館

出張マリンルーム 農村環境改善センター

ぴよぴよひろば 中央公民館

くすくすひろば 農村環境改善センター

のびのびひろば 農村ふれあいセンター

ことばの相談

子育て相談

育児相談

家庭児童相談

母子婦人相談

健康増進課

子育て支援課

各種子育て相談

子育てサロン

地域子育て支援センター
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⑤母子保健の状況

乳幼児健康診査の実施状況は、１歳６か月健康診査では、平成 26 年度に受診率が 100％に達しました

が、その後は増減を繰り返し平成30年度は93.4％となっています。また、３歳児健康診査では、平成25年

度～平成 27 年度は 93％台で推移していましたが、その後は増加傾向にあり平成 30 年度は 97.7％となっ

ています。

平成 21 年度より、妊婦健康診査を指定医療機関で受ける場合、母子健康手帳別冊（医療機関委託妊

婦健康診査受診票等）の受診票で 14 回分の健康診査費用が助成されるようになりました。妊婦健康診査

の実施状況をみると、受診の対象者は平成 25 年度をピークに減少傾向です。平成 30 年度の受診者数は

283 人、総受診回数（延べ人数）は 3,158 回で、一人当たり約 11 回の受診回数となっています。

■乳幼児健康診査の実施状況 （単位：人、％）

資料：平成 31 年度版 データ大網白里

■妊婦健康診査の実施状況 （単位：人）

資料：健康増進課

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

対象者数 304 289 326 322 297 274

受診者数 298 289 306 318 288 256

受診率 98.0% 100.0% 93.9% 98.8% 97.0% 93.4%

健康管理上
注意すべき者

227 179 290 207 197 133

対象者数 379 391 324 308 345 344

受診者数 354 364 303 303 332 336

受診率 93.4% 93.1% 93.5% 98.4% 96.2% 97.7%

健康管理上
注意すべき者

160 195 272 162 171 152

1

歳

6

か

月

児

健

康

診

査

3

歳
児

健

康
診

査

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

受診者数 361 331 238 264 301 283

延べ人数 3,709 3,571 3,387 2,991 3,172 3,158
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（３）都市間比較

①目的

大網白里市の隣接都市、類似都市等の都市間において、子ども・子育てに関わる各分野の現況デー

タ・行政サービス・指標等を比較することにより、大網白里市の子ども・子育て支援の状況を客観的に評価

するとともに、子ども・子育て支援事業計画策定にあたっての課題を抽出することを目的とします。

②比較都市の考え方

以下の条件で、比較都市を抽出しました。

〇千葉県内の隣接または近隣都市。

〇都心からの距離がほぼ同じ（50～60 ㎞圏内）である関東の都市。

〇人口規模がほぼ同じ（5 万人前後）である関東の都市。

③比較都市の基礎データ

②の条件で抽出した比較都市は、隣接都市である「東金市」と「茂原市」、近隣都市で人口規模が近い

「富里市」、「白井市」、「山武市」、都心から同程度の距離である「神奈川県三浦市」、「茨城県牛久市」、人

口規模が同程度であり平成 24 年に市制施行した「埼玉県白岡市」の８都市としました。なお、隣接都市に

は、千葉市、九十九里町、白子町が含まれますが、都市の規模の差が大きいことから、今回は対象から外

しました。

比較都市の基礎データを以下に示します。

都市名 面積（㎢）
都心からの
距離（㎞）

人口（人）
年少人口

0～１4歳（人）
年少人口割合

（％）
人口資料

大網白里市 58.06 50～60 49,620 5,360 10.8% 住基H31.1.1

東金市 89.34 50 59,040 6,426 10.9% 住基H31.1.1

茂原市 100.01 70 89,751 9,428 10.5% 住基H31.1.1

富里市 53.91 60 50,201 5,654 11.3% 住基H31.1.1

白井市 35.41 30 63,723 9,400 14.8% 住基H31.1.1

山武市 146.38 50～70 51,935 4,811 9.3% 住基H31.1.1

神奈川県三浦市 31.44 60 43,770 3,837 8.8% 住基H31.1.1

茨城県牛久市 58.88 50 85,036 11,367 13.4% 住基H31.1.1

人口規模 埼玉県白岡市 24.88 40 52,497 6,584 12.5% 住基H31.1.1

隣接都市

近隣都市

都心からの
距離
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都市名 人口 年少人口
年少人口割合

（％）

大網白里市 1.0 1.0 10.8%

東金市 1.2 1.2 10.9%

茂原市 1.8 1.8 10.5%

富里市 1.0 1.1 11.3%

白井市 1.3 1.8 14.8%

山武市 1.0 0.9 9.3%

三浦市 0.9 0.7 8.8%

牛久市 1.7 2.1 13.4%

白岡市 1.1 1.2 12.5%

④子ども・子育てに関わるデータの比較

比較都市の人口については、大網白里市の人口を 1.0 として比較しました。年少人口では、「牛久市」が

2.1 と最も高く、次いで「茂原市」「白井市」が 1.8 となっており、「牛久市」「茂原市」は総人口も高くなってい

ます。「白井市」は、年少人口は 1.8 と高くなっていますが、総人口では 1.3 と大網白里市との差は少なくな

っています。一方、「三浦市」は大網白里市と比べ総人口、年少人口とも低くなっています。大網白里市と

ほぼ同様なのが「富里市」、「白岡市」となっています。

■人口（総数・年少人口）

■年少人口割合

年少人口割合を比較すると、大網白里市は

比較都市の中では低い方となっています。

年少人口が高かった「白井市」は 14.8％と

比較都市中で最も高い割合になっています。

総人口・年少人口で同程度の「白岡市」は、

年少人口割合では大網白里市の 10.8％より

やや高めの 12.5％となっています。

■合計特殊出生率

合計特殊出生率を比較すると、一番高い富

里市は 1.43 で、大網白里市は 1.16 となって

おり比較都市の中では３番目に低くなってい

ます。
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■保育所・園、幼稚園、こども園の数（平成 31 年度）

大網白里市では保育所・園 15 か所、幼稚園 6か所となっています、比較都市も同様に保育所・園が幼

稚園より多くなっています。こども園があるのは「東金市」、「茂原市」、「白井市」、「山武市」、「三浦市」、「牛

久市」で、「山武市」が 5 か所と最も多くなっています。

■子育て支援センターの数

（平成 31 年度）

大網白里市では地域子育て支援拠点

は４か所となっています。「牛久市」では、

11 か所と比較都市の中では最も数が多く

なっています。

■学童保育・学童クラブの数

（平成 31 年度）

大網白里市では学童保育室は公立 7

か所、民営 2か所の計 9か所となってい

ます。「茂原市」、「富里市」、「山武市」は

民営や公設・民営の学童保育室がありま

す。
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（４）ニーズ調査結果概要

■調査目的

「大網白里市子ども・子育て支援事業計画」策定に向けて、本市の子ども・子育て支援の現状や子育て

中の保護者の利用希望などを把握し、計画に反映させるための調査を実施しました。

■調査対象

大網白里市内在住の未就学児のいる世帯：1,529 世帯

学童保育を利用している児童がいる世帯：316 世帯

■調査方法

未就学児のいる世帯は、民生委員による配布、保育所・幼稚園等施設での配布、郵送配布のいずれか

で配布し、回収は郵送。

学童保育の利用児童がいる世帯は、通っている学童保育で配布・回収。

■調査期間

平成 30 年 12 月 10 日（月）～平成 31 年 1 月 7 日（月）

■配布・回収状況

■調査項目

配布世帯 回収数 回収率

未就学児のいる世帯 1,529 世帯 827 票 54.1％

学童保育の利用児童がいる世帯 316 世帯 175 票 55.4％

未就学児のいる世帯 学童保育の利用児童がいる世帯

お住まいの地域 お住まいの地域

お子さんとご家族の状況について お子さんとご家族の状況について

子どもの育ちをめぐる環境について 子どもの育ちをめぐる環境について

お子さんの保護者の就労状況 お子さんの保護者の就労状況

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 お子さんの病気の際の対応について

幼児教育無償化が行われた場合の利用予定等 お子さんの放課後の過ごし方について

公立施設の再編・統合について 今後の出産に関する意向について

地域の子育て支援事業の利用状況 大網白里市の子育て環境や支援について

土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育

事業の利用希望

お子さんの病気の際の対応について

お子さんの「不定期」の教育・保育事業や宿泊を伴

う一時預かり等の利用について

小学校就学後放課後の過ごし方について

育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援

制度について

今後の出産に関する意向について

大網白里市の子育て環境や支援について
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■保護者の就労状況

【未就学児の保護者】

未就学児の保護者の就労状況は、父親ではほとんどが「フルタイムで就労」（90.1％）となっています。

一方、母親は「以前は就労していたが、現在は就労していない」（32.2％）が最も多く、次いで「フルタイム

で就労」（27.1％）、「パートタイムで就労」（25.5％）となっています。

（父親）

（母親）
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88.6

0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

10.9

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

N＝175

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
パートタイム（「フルタイム」以外の短時間の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
パートタイム（「フルタイム」以外の短時間の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
無回答

60.6

0.6

34.9

0.0 0.60.0

3.4

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

N＝175

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
パートタイム（「フルタイム」以外の短時間の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない
パートタイム（「フルタイム」以外の短時間の就労）で就労しているが、産休・育休・介護休業中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
無回答

【学童保育利用児童の保護者】

学童保育利用児童の保護者の就労状況は、父親では「フルタイムで就労」（88.6％）となっています。

一方、母親は「フルタイムで就労」（60.6％）が最も多く、次いで「パートタイムで就労」（34.9％）となってい

ます。

（父親）

（母親）

【就労している母親の家を出る時間・帰宅時間】

就労している母親が家を出る時間は、８時台が最も多くなっています。未就学児、学童利用児どちらの母

親も多い方から８時台、７時台、９時台の順となっています。

帰宅時間についても、未就学児、学童利用児どちらの母親も多い方から１８時台、１９時台、１７時台とな

っています。

家を出る時間 帰宅時間

未就学児母親 学童利用児母親 未就学児母親 学童利用児母親

１ ８時台（42.4％） ８時台（50.6％） 18 時台（26.1％） 18 時台（38.7％）

２ ７時台（26.5％） ７時台（29.2％） 19 時台（21.0％） 19 時台（20.2％）

３ ９時台（14.3％） ９時台（11.9％） 17 時台（11.4％） 17 時台（16.7％）
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■平日の定期的な教育・保育の利用について

【未就学児の平日の定期的な教育・保育利用のニーズ】

現在、利用している、利用していないにかかわらず、定期的に利用したいと考える教育・保育サービス

（複数回答）

「定期的に」利用したいと考える平日の教育・保育のサービスは、「認可保育所」（556 票）が最も多くなっ

ています。次いで、「公立幼稚園」（356票）、「幼稚園の預かり保育」（348票）、「私立幼稚園」（339票）、「認

定こども園」(332 票)となっています。

「幼稚園」だけでなく、「幼稚園の預かり保育」の利用希望も多く、幼児期の教育を望む一方で、時間を延

長して預かってほしいという希望が多くなっています。

保育では「認可保育所」の希望が最も多く、「小規模保育施設」や「事業所内保育施設」の希望は少なく

なっています。

404

283

277

266

244

85

69

50

37

29

18

13

14

18

140

66

66

70

84

31

23

10

13

10

10

6

1

46

12

7

5

3

4

1

3

3

1

0

1

1

0

27

0 100 200 300 400 500 600

認可保育所(国の認定を受けた定員20人以上のもの)

公立幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育(通常の就園時間を延長して預かる事業のうち

定期的な利用のみ)

私立幼稚園（通常の就園時間の利用）

認定こども園(幼稚園と保育施設を併せ持つ施設)

小規模な保育施設(市の認可を受けた概ね定員６～19人のもの)

ファミリー・サポート・センター(地域住民が子どもを預かる事業)

事業所内保育施設(企業が主に従業員用に運営する施設)

居宅訪問型保育(ベビーシッターのような保育者が

子どもの家庭で保育する事業)

自治体の認証・認定保育施設(認可保育所ではないが、

自治体が認証・認定した施設)

家庭的保育(保育者の家庭等で５人以下の子どもを保育する事業)

その他

その他の認可外の保育施設(企業主導型保育事業を含む)

無回答

Ａ(第１子, N=827)

Ｂ(第２子, N=288)

Ｃ(第３子, N=47)

（単位は回答数）
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■小学生の放課後の過ごし方について

【未就学児の小学校入学後の放課後の過ごし方】

小学校入学後、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいと思うか。（複数回答）

５歳以上の未就学児を対象とする設問ですが、小学校入学前で現実味に欠けるのか無回答も多くなっ

ています。１～３年の低学年の時は、「自宅」（24.0％）、「学童保育（公立）」（22.8％）、「習い事」(17.0％)の

順となっており、４～６年の高学年の時は、「自宅」（27.2％）、「習い事」（25.0％）、「学童保育（公立）」

（14.7％）となっております。

【未就学児の小学校入学後の長期休暇期間中の学童保育の利用希望】

夏休み等の長期休暇期間中

の学童保育の利用希望は、未

就学児では、低学年の時は

12.5％が希望しており、高学年

の時の 17.9％ と合わせると

30.4％が利用を希望していま

す。

【学童利用児童の高学年時の長期休暇期間中の学童保育の利用希望】

現在、学童保育を利用している

児童では、61.7％が高学年でも長

期休暇期間中の学童保育の利用

を希望しています。

24.0 %

4.2%

17.0%

4.8%

12.8%

22.8 %

3.2 %

0.6 %

4.8%

52.2%

27.2%

6.1 %

25.0 %

6.4 %

11.2 %

14.7%

3.5 %

0.6 %

7.4 %

53.5 %

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育(公立)

学童保育(私立)

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

低学年 高学年



- 36 -

■大網白里市の子育て環境や支援について

【住んでいる地域の子育て環境や支援の満足度】

未就学児、学童利用児童ともに、「ふつう」が最も多くなっています。

未就学児では、「やや満足度が低い」と「満足度が低い」を合わせると 39.8％、「やや満足度が高い」と

「満足度が高い」を合わせると 12.9％でその差は 26.9 ポイントと満足度が低くなっています。

一方、学童利用児童では、「やや満足度が低い」と「満足度が低い」を合わせると 31.4％、「やや満足度

が高い」と「満足度が高い」を合わせると 19.4％でその差は 12 ポイントと満足度が低いものの、未就学児ほ

どの差がありません。

【市に対する子育て支援の要望】

市に対して充実を図ってほしい子育て支援については、未就学児、学童保育利用児童ともに「安心して

子どもが医療機関にかかれる体制（土日・夜間等）を整備してほしい」が最も多く、未就学児で 69.8％、学

童保育利用児童で 71.4％と約７割の保護者が小児医療機関の整備を望んでいます。

この他の要望の高い内容としては、未就学児、学童保育利用児童ともに共通しており、「子ども連れが出

かけやすく、楽しめる場所を増やして（設置して）ほしい」、「保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減して

ほしい」、「サービス利用にかかる費用負担を軽減してほしい」が次いで多くなっています。身近に子どもを

連れて楽しく遊べる場所の確保や教育・保育にかかる費用や子育て支援サービス利用の費用を負担と感

じている人が多いことがわかります。
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【市に対する子育て支援の要望 未就学児】

【市に対する子育て支援の要望 学童利用児童】
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３ 計画の基本的な考え方について
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●子育てをめぐる地域や家庭の状況の変化(核家族化・地縁の希薄化・乳幼児と接する機会の減少など)

●共働き家庭の増加や若年男性を始めとする非正規雇用の増大、出産に伴う女性の就労の厳しさ

●都市部を中心とした保育待機児童数の増大

●子育て世代の父親の長時間労働と家事・子育てへの参画時間の少なさ

●子育ての負担や不安、孤立感の高まりと子どもの健やかな心身の発達を阻害する児童虐待の増加

●少子化による乳幼児期に異年齢の中で育つ機会の減少

★子どもの育ちと子育てを行政や地域社会を始め社会全体で支援していくことが必要

★乳児期における、しっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感を醸成

する。

★幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲得、及び学童期における心身の健全

な発達を促す。

↓

一人一人がかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯定感をも

って育まれることが可能となる環境を整備することが、社会全体の責任。

●乳幼児期：乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者の関わりや質の高い教育・保育、

子育て支援の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障する。

●就学学童期：学校教育とともに、遊びやレクリエーションを含む、学習や様々な体験・交流活動のための十分

な機会を提供し、放課後等における子どもの健全な育成にも適切に配慮する。

３ 計画の基本的な考え方について

（１）子ども・子育て支援事業計画の基本的視点
※「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業

の円滑な実施を確保するための基本指針」より

○子ども・子育て支援については、「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を確保する。

○全ての子どもに対し、法に基づく給付及び、必要に応じた子どもに対する適切な保護及び援助の措置を講じ

るなど、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す。

○全ての子育て家庭を対象に、「親育ち」の過程を支援していく。

○子ども・子育て支援は、未来への投資であり、社会全体で取り組むべき最重要課題の一つである。家庭、学

校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が協働し、それぞれの役割を果たしていく。

■子どもの育ち及び子育てをめぐる環境■－子どもたちの置かれている環境への対応

■子どもの育ちに関する理念■－生涯にわたる人格形成の基礎が培われる時期の子どもの「育ち」
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★子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域

における多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善に取り組む。

★妊娠・出産期からの切れ目のない支援、保護者への相談対応や適切な情報提供、子どもの発

達段階に応じた保護者の学びの支援、子どもの健全な発達のための良質な環境の整備、地域

人材の活用を進める。

★子育て支援者の専門性の向上、施設整備等の環境確保、適切なサービス評価に取り組む。

↓

発達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されることが重要

●子育ての第一義的責任は保護者が有すること、家庭は教育の原点であることを前提に、現在の子ど

も・子育てをめぐる環境を踏まえ、子ども・子育て支援は進められる必要がある。

●子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするものではなく、保護者が子育てについての責

任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となるよう支援をしていくことである。

●保護者以外の保育者の関わりにおいては、３歳未満の乳幼児では、子どもの生命の保持及び情緒の安

定を図るための援助が重要。３歳以上の幼児期は、知的・感情的な面でも、人間関係の面でも、成長

する時期であり、教育の役割は極めて重要で、小学校教育との連携・接続にも配慮する必要がある。

●教育・保育施設を利用する子どもの家庭のみならず、在宅の子育て家庭を含む、全ての家庭及び子ども

を対象として、総合的な子育て支援を質・量両面にわたり充実させる必要がある。

●市町村：幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に実施する。

●事業主：子育て中の労働者が男女を問わず子育てに向き合えるよう、職業生活と家庭生活との両立（ワ

ーク・ライフ・バランス）が図られるような雇用環境を整備する。

●保護者：保護者が、地域社会に参画し、相互に連携し、地域の子ども・子育て支援に必要な役割を担う。

●教育・保育施設：地域の子ども・子育て支援の中核的な役割を担う。

★社会のあらゆる分野における全ての構成員が、全ての子どもの健やかな成長を実現するとい

う社会全体の目的を共有し、各々の役割を果たす。

↓

地域及び社会全体が、子育て中の保護者を支え、未来の社会を担う子どもが、健やかに

成長できるような社会、すなわち「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す。

■子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義－質の高い教育・保育及び子育て支援の提供

■社会のあらゆる分野における構成員の責務、役割■－子どもの最善の利益の実現を目指して



- 41 -

（２）基本理念

遊ぶこと、学ぶこと、いろいろな経験を積み重ね自らの力で育っていく子どもたち、

このまちでは個性豊かなすべての子どもが主役です。

子どもが主役として健やかに育つためには、地域社会全体が子育て家庭を見守り、

親自身が、喜びと自信をもって子育てができるよう、支えていくことが大切です。

そして、ふるさと大網白里市で、すべての子どもたちが安心して暮らせる

「住みたい・住み続けたいまち」を未来へつないでいきたい、

そんな願いを込め、この計画の基本理念を次のように掲げます。

すべての子どもが主役！

地域で支え 未来へつなぐ あんしん子育て

大網白里市子育ち支援プラン

子ども・子育て支援事業計画の基本理念
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（３）基本目標

本計画の策定にあたっては、基本理念を実現するために、３つの基本目標を掲げ、総合的に施策を推

進していきます。

基本目標１ 子ども 質の高いきめ細やかな子育ち支援

子どもにとって、乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる大切な時期です。

子どもたちの情緒の安定や心身の健やかな成長のために、すべての子どもの人権が守られるよう対策を

図り、子どもが自身の力で成長していく「子育ち」に向けた各種支援を行っていきます。

また、教育の内容の充実を図り、安心して教育が受けられるよう良好な教育環境を整備し、次代を担うす

べての子どもの状況にあわせた教育・保育の提供体制の確保と質の向上に努めます。

さらに、子どもの発育に合わせた健康増進のための機会の確保と情報提供を図り、個別の支援が必要な

子どもとその家庭にはきめ細かなサポートを実施し、子どもの貧困対策を進めます。

基本目標2 家庭 ゆとりある安心な子育て

子育てへの支援は、保護者が子育てについての責任を果たし、子育ての権利を持つことが可能となるよ

うに、バランス良く支援していくことが大切です。

母子が心身ともに、健やかに過ごすことができるよう、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行います。

また、安心して子育てができる場や保育サービスの拡充に努め、すべての子育て家庭に向けて、多様で

総合的な子育て支援を推進します。

さらに、仕事と家庭生活の両立を支援し、すべての親が子育てに喜びと自信を持てるよう親育て活動の

充実や、ゆとりを持って子育てできる環境の整備を目指します。

基本目標3 地域 見守り、寄り添う子育て支援

未来の地域を創り、担っていく子どもたちが健やかに成長していくには、地域に関わるすべての人がそ

れぞれの役割を果たすことが必要です。

地域が、子ども・子育てに対して理解を深め、子どもの育ちを見守り、支援していくよう啓発に努めます。

また、子育て家庭に寄り添い、支え、すべての子どもの健やかな成長を見守る地域づくりを目指し、安

全・安心な地域の生活環境を整備します。
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４ 子ども・子育て支援事業計画
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年齢 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
０歳 249 246 242 239 236
１歳 282 268 265 261 258
２歳 288 296 282 279 275
３歳 304 301 308 294 291
４歳 327 310 308 314 300
５歳 347 328 311 309 315
６歳 358 353 335 317 317
７歳 310 359 354 336 318
８歳 379 311 360 355 337
９歳 401 384 315 365 360

１０歳 407 402 385 316 366
１１歳 386 408 403 386 317

４ 子ども・子育て支援事業計画

（１）大網白里市の教育・保育提供区域の考え方

教育・保育提供区域とは、子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の共通の区域設定となります。

地域区分の条件としては、特に地理的条件と、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を勘案し、本市の中学校区をもとに以下の３区域とします。

■大網地域（大網中学校区） ■増穂地域（増穂中学校区） ■白里地域（白里中学校区）

各区域に保育所（園）と幼稚園が１カ所以上立地し、区域ごとに教育・保育施設が確保されています。

（２）人口推計（子どもの数の将来推計）

令和２年～令和６年の児童数は以下のように推計されます。

０～２歳人口においては、大網地域でほぼ横ばいで推移する一方、増穂地域、白里地域では減少傾向

が続くことが予測されます。

また、３～５歳人口においては、大網地域でも減少傾向となりますが、令和５年を底に再び微増すると予

測されています。増穂地域については令和５年まで増加傾向にあること、白里地域については減少傾向が

予測されます。

□児童数の推計（R2～R6）

□児童数の推計（R1 は実績、R2～R6 はコーホート変化率法による推計）

Ｒ１
（実績）

Ｒ２
（推計）

Ｒ３
（推計）

Ｒ４
（推計）

Ｒ５
（推計）

Ｒ６
（推計）

610 602 616 608 605 604
150 154 136 125 120 113
68 63 58 56 54 52

Ｒ１
（実績）

Ｒ２
（推計）

Ｒ３
（推計）

Ｒ４
（推計）

Ｒ５
（推計）

Ｒ６
（推計）

741 718 684 670 663 677
181 169 177 190 192 171
96 91 78 67 62 58
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白里小学校

白里学童保育室

白里保育所

増穂保育所

増穂小学校

増穂北小学校

増穂北学童保育室

増穂小規模保育事業所

大網東小学校

大網東学童保育室

エンジェルハートナーサリー

大網幼稚園

きららの星ナーサリー

鈴木家庭保育室

瑞穂小学校

瑞穂学童保育室

あひる保育園

こなか保育園

ありんこ親子保育園

おおきなかぶ

あさひ保育園

大竹保育園

季美の森小学校

みどりが丘保育園

小規模保育ピッコロ

にこにこくらぶ

季美の森幼稚園

チャイルド・ルーム

キッズらぶ

大網小学校

大網学童保育室

増穂学童保育室

公立保育所

私立保育所

公立幼稚園

私立幼稚園

認定こども園

地域型保育施設

小学校

学童保育室（公立）

学童保育室（私立）

季美の森学童保育室

実数
比率

実数
比率

定員
現員

大網地域（人口28,278人）

34
493 840
493 427

0.8%2.6%1.5%0.7%2.2%
保育所・園 幼稚園 入所保留児童数

4～5歳人口

1,351
4.8%

610 199 411 741 241 500
1.8%

未就学児人口 0～2歳人口 0歳人口 1～2歳人口 3～5歳人口 3歳人口

年少人口 生産年齢人口 老年人口
3,697
13.1%

17,375 7,206
25.5%61.4%

実数
比率

実数
比率

定員
現員

保育所・園 幼稚園 入所保留児童数
95 100

3
81 36

66
2.1% 0.9% 0.3% 0.6% 1.2% 0.4% 0.8%
164 68 18 50 96 30

6.9% 52.2% 40.9%
未就学児人口 0～2歳人口 0歳人口 1～2歳人口 3～5歳人口 3歳人口 4～5歳人口

白里地域（人口7,995人）
年少人口 生産年齢人口 老年人口

555 4170 3270

ありんこの森保育園

増穂地域

白里地域

大網地域

きょうりゅうのたまご保育園

実数
比率

実数
比率

定員
現員

1.0%
保育所・園 幼稚園 入所保留児童数

112 170
9

111 75

2.5% 1.1% 0.3% 0.8% 1.4% 0.4%

4～5歳人口

331 150 45 105 181 49 132

未就学児人口 0～2歳人口 0歳人口 1～2歳人口 3～5歳人口 3歳人口

1,062 7,126 4,939
8.1% 54.3% 37.6%

増穂地域（人口13,127人）
年少人口 生産年齢人口 老年人口

年 少 人 口 ： 15歳未満

生産年齢人口 ： 15～64歳

老 年 人 口 ： 65歳以上

瑞穂幼稚園

木の花幼稚園

増穂幼稚園

白里幼稚園

認可外保育施設

□教育・保育提供区域の施設配置図

資料:入所保留児童数:令和元年 4月 1 日現在／人口:住民基本台帳令和元年 4月 1日現在
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（３）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

各年度におけるニーズに基づき、教育・保育施設給付及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」

を算出しました。算出された各年度の「量の見込み」を満たすよう教育・保育施設や各事業の量を計画的に

確保します。

①子ども・子育て支援事業計画の体系

表内の「☆教育・保育施設給付」「★地域子ども・子育て支援事業」はP65「５ 施策の現状と今後の

取組」の事業に付いている星印と対応しています。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

☆
教
育
・
保
育
施
設
給
付

施設型給付

認定こども園＊

1号認定（3～5歳）

2号認定（3～5歳）

3号認定（0～2歳）

幼稚園 1号認定（3～5歳）

保育所
2号認定（3～5歳）

3号認定（0～2歳）

地域型保育給付

小規模保育

3号認定（0～2歳）
家庭的保育

居宅訪問型保育

事業所内保育

★
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

１ 利用者支援事業

２ 延長保育事業（保育所）

３ 放課後児童健全育成事業

４ 子育て短期支援事業（ショートステイ）

５ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

６ 養育支援訪問事業

７ 地域子育て支援拠点事業

８ 一時預かり事業

９ 病児・病後児保育事業

10 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）

11 妊婦健康診査

12 実費徴収に係る補足給付を行う事業

13 多様な主体の参入促進事業
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②教育・保育施設の確保方策

１号認定・２号認定（幼稚園希望） ３～５歳 ■教育・保育提供区域■

市全体

・令和元年度現在、市内には、公立幼稚園４園、私立幼稚園２園があります。（実績値は定員数）

・令和２年度からは私立幼稚園の季美の森幼稚園が認定こども園へ移行することに伴い、公立幼稚園４か

所、私立幼稚園１園、認定こども園１園になる予定です。

・市全体の量の見込みは、現在の６園の幼稚園の定員数で確保することができます。

（人）

地域別

（人）

大網白里市全域
令和元年度

定員
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 1,110 503 483 477 472 466

内
訳
1号認定 378 363 358 355 350

2号認定（幼稚園希望） 125 120 119 117 116

量の見込みの考え方 国の手引きに基づき算出。

②確保

方策

特定教育・保育施設 774 774 774 774 774

確認を受けない幼稚園 300 300 300 300 300

確保の状況②－① 571 591 597 602 608

確保の内容 ・令和元年度、公立幼稚園４園の定員610人、私立幼稚園２園の定員500人。

・令和２年度より季美の森幼稚園が認定こども園へ移行することに伴い定員36

名減。

大網地域
令和元年度

定員
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 840 372 355 348 344 351

内
訳
1号認定 271 258 253 250 255

2号認定（幼稚園希望） 101 97 95 94 96

②確保

方策

特定教育・保育施設 504 504 504 504 504

確認を受けない幼稚園 300 300 300 300 300

確保の状況②－① 432 449 456 460 453

確保の内容 公立幼稚園は大網幼稚園、瑞穂幼稚園の２園、私立幼稚園は大網木の花幼稚園

の１園、認定こども園は季美の森幼稚園の１園。
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（人）

（人）

２号認定 ３～５歳 ■教育・保育提供区域■

市全体

・令和元年度現在、市内の認可保育所は、公立保育所２か所、私立保育所６か所があります。

（実績値は、令和元年度の待機児童数調査の申込み児童数）

・令和２年度より季美の森幼稚園が認定こども園に移行することにより、確保量が 36 名分増加し、令

和２年度には市全体としてのニーズ量を確保量が満たす予定です。

（人）

増穂地域
令和元年度

定員
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 170 100 105 112 113 101

内
訳
1号認定 76 80 85 86 77

2号認定（幼稚園希望） 24 25 27 27 24

②確保方策 170 170 170 170 170

確保の状況②－① 70 65 58 57 69

確保の内容 公立増穂幼稚園。

白里地域
令和元年度

定員
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 100 33 28 24 22 21

内
訳
1号認定 31 27 23 21 20

2号認定（幼稚園希望） 2 1 1 1 1

②確保方策 100 100 100 100 100

確保の状況②－① 67 72 76 78 79

確保の内容 公立白里幼稚園。

大網白里市全域 令和元年度

申込児童数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 442 459 441 435 431 426

量の見込みの考え方 国の手引きに基づき算出。

②確保方策 459 459 459 459 459

内
訳

特定教育・保育施設 459 459 459 459 459

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① 0 18 24 28 33

確保の内容 ・令和元年度、公立保育所２か所の定員135人、私立保育所６か所の定員288人。

・令和２年度より季美の森幼稚園が認定こども園へ移行することに伴い定員36名増。

・公立保育所は白里保育所、増穂保育所の２か所、私立保育所はあさひ保育園、大竹保

育園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育園、あひる保育園、こなか保育園の６か

所、認定こども園は季美の森幼稚園１園。
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地域別

（人）

（人）

（人）

大網地域 令和元年度

申込児童数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 316 340 323 317 314 320

②確保方策 324 324 324 324 324

内
訳

特定教育・保育施設 324 324 324 324 324

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① ▲16 1 7 10 4

確保の内容 認可保育所は、大竹保育園、あさひ保育園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育

園、あひる保育園、こなか保育園の私立６か所。

令和２年度より認定こども園として季美の森幼稚園の１か所。

令和２年度は不足となっているが、令和３年度～令和６年度は概ね量の見込みを確保。

増穂地域 令和元年度

申込児童数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 74 64 67 72 73 65

②確保方策 75 75 75 75 75

内
訳

特定教育・保育施設 75 75 75 75 75

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① 11 8 3 2 10

確保の内容 公立増穂保育所。

白里地域 令和元年度

申込児童数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 52 55 48 41 38 35

②確保方策 60 60 60 60 60

内
訳

特定教育・保育施設 60 60 60 60 60

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① 5 12 19 22 25

確保の内容 公立白里保育所。
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３号認定 ０歳 ■教育・保育提供区域■

市全体

・現在、市内の認可保育所は、公立保育所１か所、私立保育所６か所、公立小規模保育施設１か所、私

立小規模保育施設５か所、家庭的保育事業所１か所、認可外保育施設１か所の計１５か所がありま

す。（実績値は、令和元年度の待機児童数調査の申込み児童数）

・市全体の量の見込みに対して、令和２年度～６年度までは不足となっています。

・人口推移も踏まえて、既存の施設で定員増加等の対応が可能かを検討してまいります。

（人）

地域別

（人）

大網白里市全域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 60 74 73 72 71 70

量の見込みの考え方 各年度の推計人口×29.8％を補正値とした。（29.8％＝H27～H31の各年4月時

点での人口に対する０歳児申込み児童数の人口比率に増加率をかけた人口比率）

②確保方策 56 56 61 61 70

内
訳

特定教育・保育施設 31 31 31 31 40

特定地域型保育事業 19 19 24 24 24

認可外保育施設 6 6 6 6 6

確保の状況②－① ▲18 ▲17 ▲11 ▲10 0

確保の内容 公立保育所１か所、私立保育所６か所、公立小規模保育施設１か所、私立小規模保育

施設５か所、家庭的保育事業所１か所、認可外保育施設１か所の計１５か所。

大網地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 45 57 57 57 56 56

②確保方策 46 46 51 51 56

内
訳

特定教育・保育施設 28 28 28 28 33

特定地域型保育事業 12 12 17 17 17

認可外保育施設 6 6 6 6 6

確保の状況②－① ▲11 ▲11 ▲6 ▲5 0

確保の内容 ・認可保育所は、大竹保育園、あさひ保育園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育

園、あひる保育園、こなか保育園の私立６か所。

・小規模保育施設は、チャイルドルーム・キッズ・らぶ、ありんこの森保育園、エン

ジェルハートナーサリー、きょうりゅうのたまご保育園、小規模保育ピッコロの私

立５か所。

・認可外保育施設は、企業主導型保育事業のきららの星ナーサリーの１か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。
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（人）

（人）

増穂地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 14 12 11 10 10 9

②確保方策 7 7 7 7 9

内
訳

特定教育・保育施設 0 0 0 0 0

特定地域型保育事業 7 7 7 7 7

確保の状況②－① ▲5 ▲4 ▲3 ▲3 0

確保の内容 小規模保育施設は公立の増穂小規模保育事業所、私立の鈴木家庭保育室の計２か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。

白里地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 1 5 5 5 5 5

②確保方策 3 3 3 3 5

内
訳

特定教育・保育施設 3 3 3 3 3

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① ▲2 ▲2 ▲2 ▲2 0

確保の内容 認可保育所は、白里保育所1か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。
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３号認定 １～２歳 ■教育・保育提供区域■

市全体

・現在、市内の認可保育所は、公立保育所 2か所、私立保育所６か所、公立小規模保育施設１か所、私

立小規模保育施設５か所、家庭的保育事業所１か所、認可外保育施設１か所の計１6か所があります。

（実績値は、令和元年度の待機児童数調査の申込み児童数）

・市全体の量の見込みに対して、令和２年度～６年度までは不足となっています。

・人口推移も踏まえて、既存の施設で定員増加等の対応が可能かを検討してまいります。

（人）

大網白里市全域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 250 274 274 266 262 259

量の見込みの考え方 各年度の推計人口×48.6％を補正値とした。（48.6％＝H27～H31の各年4月時

点での人口に対する１，２歳児申込み児童数の人口比率に増加率をかけた人口比率）

②確保方策 239 239 251 251 268

内
訳

特定教育・保育施設 165 165 165 165 182

特定地域型保育事業 62 62 74 74 74

認可外保育施設 12 12 12 12 12

確保の状況②－① ▲35 ▲35 ▲15 ▲11 9

確保の内容 ・認可保育所は、白里保育所、増穂保育所の公立２か所、大竹保育園、あさひ保育

園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育園、あひる保育園、こなか保育園の私立６

か所。

・小規模保育施設は、チャイルドルーム・キッズ・らぶ、エンジェルハートナーサリ

ー、ありんこの森保育園、きょうりゅうのたまご保育園、小規模保育ピッコロの私立

５か所、増穂小規模保育事業所の公立１か所、家庭的保育事業は鈴木家庭保育室１か

所。

・認可外保育施設は、企業主導型保育事業のきららの星ナーサリーの１か所。
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地域別 （人）

（人）

（人）

大網地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 193 197 207 203 202 201

②確保方策 177 177 189 189 201

内
訳

特定教育・保育施設 120 120 120 120 132

特定地域型保育事業 45 45 57 57 57

認可外保育施設 12 12 12 12 12

確保の状況②－① ▲20 ▲30 ▲14 ▲13 0

確保の内容 ・認可保育所は、大竹保育園、あさひ保育園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育

園、あひる保育園、こなか保育園の私立６か所。

・小規模保育施設は、チャイルドルーム・キッズ・らぶ、エンジェルハートナーサリ

ー、ありんこの森保育園、きょうりゅうのたまご保育園、小規模保育ピッコロの私立

５か所。

・認可外保育施設は、企業主導型保育事業のきららの星ナーサリーの１か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。

増穂地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 41 55 48 44 42 40

②確保方策 35 35 35 35 40

内
訳

特定教育・保育施設 18 18 18 18 23

特定地域型保育事業 17 17 17 17 17

確保の状況②－① ▲20 ▲13 ▲9 ▲7 0

確保の内容 ・認可保育所は公立の増穂保育所１か所。

・小規模保育施設は公立の増穂小規模保育事業所、私立の鈴木家庭保育室の２か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。

白里地域 令和元年度

申込人数
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 16 22 19 19 18 18

②確保方策 27 27 27 27 27

内
訳

特定教育・保育施設 27 27 27 27 27

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

確保の状況②－① 5 8 8 9 9

確保の内容 認可保育所は、白里保育所1か所。

既存施設での定員増加等の対応が可能か検討を行う。
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③地域子ども・子育て支援事業の確保方策

１ 利用者支援事業 ■市全域■

子どもや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利用について情報収集を行うとともに、そ

れらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関等との連絡調整等を実施する事業です。

・令和元年度１０月よりで事業を開始し、現在市内１カ所。

・今後のニーズに合わせ必要に応じて増設を検討してまいります。

（か所）

２ 延長保育事業（保育所） ■市全域■

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、保育所等で

引き続き保育を実施する事業です。

・現在、すべての認可保育施設で延長保育を実施しており、現在の体制で延長保育のニーズには対応で

きています。（実績値は、令和元年度において１日あたりの延長保育利用者数）

・保護者の就労状況により、毎年延長保育の利用人数は変動しますが、利用希望者に対しては全員サ

ービスの提供を行うことが可能なため、現在の体制を維持します。

（人）

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み １ １ １ １ １ １

量の見込みの考え方 人口規模から市内に1か所設置する。

②確保方策 １ １ １ １ １

確保の状況②－① 0 0 0 0 0

確保の内容 令和元年１０月より健康増進課で実施。

必要に応じて事業実施場所を検討し、増設を検討していく。

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 120 257 250 245 242 239

量の見込みの考え方 国の手引きに基づき算出。

②確保方策 257 250 245 242 239

確保の状況②－① 0 0 0 0 0

確保の内容 市内認可保育所全施設で実施。
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３ 放課後児童健全育成事業 ■教育・保育提供区域■

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、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童

館等におい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。

市全体

・学童保育は、公立７か所、私立２か所の計９か所で実施しています。実績値は令和元年度の登録

児童数としています。（4月 1日時点）

・ガイドラインの基準による登録児童数（1人あたりの保育面積 1.65 ㎡）をもとに現在の利

用状況から低学年と高学年の確保量を算出します。

・増穂地区及び白里地区は量の見込みに対して確保量が不足しておりますが、公立の学童保育室は、現

状で利用している児童は登録児童数の約 52％となっており、登録可能児童数を算出すると量の見込みを

満たしていることから現在の体制を維持します。（教室面積に基づく定員÷60％を登録児童数として算

出。）

（人）

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 450 498 489 490 472 457

内
訳

低学年 373 393 384 393 378 365

高学年 77 105 105 97 94 92

量の見込みの考え方 低学年：各年度の推計人口×37.5％（H27～H31の各年4月時点での人口に対する学童

保育利用者数の人口比率に増加率をかけた人口比率）

高学年：各年度の推計人口×8.8％（H27～H31の各年4月時点での人口に対する学童保

育利用者数の人口比率に増加率をかけた人口比率）

②確保方策 510 510 510 510 510

内
訳

低学年 374 374 374 374 374

高学年 136 136 136 136 136

確保の状況②－① 12 21 20 38 53

確保の内容 公立学童保育室、私立学童保育室ともにガイドラインの基準による登録児童数（1人あたり

の保育面積 1.65 ㎡）をもとに現在の利用状況から低学年と高学年の確保量を想定。
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地域別

（人）

（人）

（人）

大網地域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 337 353 349 357 346 332

内
訳

低学年 285 280 276 288 279 266

高学年 52 73 73 69 67 66

②確保方策 403 403 403 403 403

内
訳

低学年 292 292 292 292 292

高学年 111 111 111 111 111

確保の状況②－① 50 54 46 57 71

確保の内容 公立学童は季美の森学童保育室、大網学童保育室、瑞穂学童保育室、大網東学童保育室の4

か所、私立学童はおおきなかぶとにこにこくらぶの2か所。

増穂地域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 72 99 96 90 84 88

内
訳

低学年 54 77 74 70 65 70

高学年 18 22 22 20 19 18

②確保方策 66 66 66 66 66

内
訳

低学年 48 48 48 48 48

高学年 18 18 18 18 18

確保の状況②－① ▲33 ▲30 ▲24 ▲18 ▲22

確保の内容 ・増穂学童保育室、増穂北学童保育室の2か所。

・出席率が60％の場合の公立学童保育室の教室面積に基づく定員及び登録可能児童数

増穂 34/54 増穂北 32/51（定員/登録可能数）

白里地域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 41 46 44 43 42 37

内
訳

低学年 31 36 34 35 34 29

高学年 10 10 10 8 8 8

②確保方策 41 41 41 41 41

内
訳

低学年 34 34 34 34 34

高学年 7 7 7 7 7

確保の状況②－① ▲5 ▲３ ▲２ ▲１ 4

確保の内容 ・白里学童保育室1か所。

・出席率が60％の場合の公立学童保育室の教室面積に基づく定員及び登録可能児童数
白里 41/65（定員/登録可能数）



- 57 -

４ 子育て短期支援事業（ショートステイ） ■市全域■

母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により児童の養育が一時的に

困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助（ショートステイ）事業です。

・市では現在未実施の事業となっています。

・ニーズ量はありますが、市として施設を整備して事業を行うことは困難と考えます。

・今後の対応としては、市として支援できるサービスを検討します。

（人日/年）

５ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） ■市全域■

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、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。

・全戸訪問を基本としており、現在約 9割の家庭への訪問が実施されています。

・確保方策としては、引き続き、市内の乳児家庭に対し全戸訪問を目指して事業を実施していきます。

（人）

６ 養育支援訪問事業 ■市全域■

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、保健

師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを行う事業です。

・訪問支援が必要と思われる家庭に対し、年間で 20 件程度訪問を行っています。

・確保方策としては、引き続き、乳児家庭全戸訪問を実施後、支援が必要と思われる家庭に対して、相談等の

訪問支援を実施します。

（件）

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 未実施事業 74 72 71 70 69

量の見込みの考え方 国の手引きに基づき算出。

②確保方策 0 0 0 0 0

確保の状況②－① ▲74 ▲72 ▲71 ▲70 ▲69

確保の内容 市として支援できるサービスを検討。（市外施設の利用料の補助等）

大網白里市全域 実績値

（H30）
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 236 249 246 242 239 236

②確保方策 実施体制：保健師が１１人・助産師１人体制で、１家庭１人で訪問

実施機関：市保健センター（健康増進課）

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 20 20 20 20 20 20

量の見込みの考え方 実績値を見込み量とした。

②確保方策 実施体制：保健師が９人体制で、１家庭１～２人で訪問

実施機関：市保健センター（健康増進課）
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７ 地域子育て支援拠点事業 ■市全域■

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域の子育て中の親

子の交流促進や育児相談等を行う事業です。

・子育て支援センターは、現在、市内 4カ所開設されております。

・確保方策としては、現状の４か所に新規開設予定１か所を含めた５か所でニーズ量を満たす予定です。

（人回/年）

大網白里市全域 令和元年度

見込
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 13,715 18,156 17,964 17,496 17,268 17,052

量の見込みの考え方 国の手引きに基づき算出。

②確保方策 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300

確保の状況②－① 3,144 3,336 3,804 4,032 4,248

確保の内容 ・たけのこ（大竹保育園内）、つくしんぼ（みどりが丘保育園内）、すくすく（民間児童館お

おきなかぶ内）、マリンルーム（子育て支援館内）の４か所で実施。

・マリンルームでは、白里地区で出張マリンルームを実施。

・令和２年度からは、みどりが丘子育て交流センターにて新たに１か所開設予定。

・確保量は、各施設の定員数の合計×各年度の開設予定日数にて算出。
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８ 一時預かり事業 ① 幼稚園在園児を対象とする一時預かり ■市全域■

家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園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。保護者の急な用事、短期のパートタイム就労やリフレッシュなど子育て家庭のニーズに

対応します。

市全体

・現在、幼稚園での一時預かりは私立幼稚園２園で実施しています。（令和２年度より私立幼稚園１園、

認定こども園１園へ変更予定）

・確保方策としては、現状の２か所でニーズ量を満たす予定です。

（人日/年）

８－２ 幼稚園在園児を対象とする一時預かり以外 ■市全域■

・現在、幼稚園以外での一時預かりは、私立保育園３園、子育て支援館の計４か所で実施していま

す。

・確保方策としては、現状の４か所でニーズ量を満たす予定です。

（人日/年）

大網白里市全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 6,592 7,508 7,209 7,116 7,040 6,955

内
訳

1号認定による
利用 762 732 722 715 706

２号認定による
利用

6,746 6,477 6,394 6,325 6,249

量の見込みの考え方 1号認定の利用は国の手引きに基づき算出

2号認定の利用は国の手引きの算出方法から、育休中の人を除いて算出し補正値とした。

②確保方策 21,870 21,780 21,870 21,870 21,870

確保の状況②－① 14,362 14,571 14,754 14,830 14,915

確保の内容 ・私立幼稚園２園で実施。（令和２年度より私立幼稚園１園、認定こども園１園に変更予定）

・確保量は１日の受入可能人数（90人）×各年度の開設予定日数で算出。

大網白里全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 1,497 1,739 1,693 1,661 1,642 1,621

量の見込みの考え方 各年度の推計人口×96.8％（平成30年度0～5歳の人口に対するのべ利用者数の人口比率

に増加率をかけた人口比率）

②確保方策 6,075 6,050 6,075 6,075 6,075

確保の状況②－① 4,336 4,357 4,414 4,433 4,454

確保の内容 ・大竹保育園、みどりが丘保育園、ありんこ親子保育園、子育て支援館の計４か所で実施。

・確保量は１日の受入可能人数（25人）×各年度の開設予定日数で算出。
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９ 病児・病後児保育事業 ■市全域■

病気の児童について、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を行う事業です。

・病児保育については、市内での設置計画は難しく、平成 30 年度より隣接市町村で行っている病児保

育室の利用者に利用料の補助を行っています。

（補助基準額：１日あたり 1,000 円、平成 30 年度補助実績：のべ 29 件）

・病後児保育については、私立みどりが丘保育園での平成 30 年度の利用状況は年間 200 人となってい

ます。受け入れ体制は、１日３名×各年度の開設予定日数 での対応が可能とします。

（人日/年）

10 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） ■市全域■

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。

・現在、ファミリー・サポート・センター事業は市内で１か所となっています。

・利用希望者に対しては、待機が発生することなくサービスを提供することができています。

・今後は提供会員の確保に努め、受入人数の拡大を図ります。

（人日/年）

大網白里全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 229 459 447 439 433 428

量の見込みの考え方 国から示された補正の方法で算出。ニーズ調査で「緊急時等に祖父母等に見てもらえる」と回

答した割合に相当する人日を控除。

②確保方策 729 726 729 729 729

確保の状況②－① 270 279 290 296 301

確保の内容 ・病児保育については、隣接町で行っている病児保育室の利用者に利用料の補助を実施。

・確保量は１日の受入可能人数（３人）×各年度の開設予定日数で算出。

大網白里全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 323 313 304 299 295 291

量の見込みの考え方 実績値から見込み量を算出。（推計人口×利用率）。

②確保方策 313 304 299 295 291

確保の状況②－① 0 0 0 0 0

確保の内容 ・利用希望者に対しては、待機が発生することなくサービスを提供することができている

ため、現在の体制を維持。



- 61 -

11 妊婦健康診査 ■市全域■

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。

・現在実施している妊婦健康診査を引き続き実施します。

（人）

12 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ■市全域■

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。

・認定こども園・保育所・幼稚園の利用者との公平の観点から幼児教育・保育の無償化が実施された

令和元年 10月より新制度に移行していない幼稚園の利用者で低所得または多子の世帯を対象として

補足給付事業（副食費の免除）を開始しました。

13 多様な主体の参入促進事業 ■市全域■

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象となら

ない特別な支援が必要な子どもを受け入れるための職員の加配を促進するための事業です。

・支援が必要な子どもや家庭に対応するため、民間業者等の参入促進を検討します。

大網白里全域 実績値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①量の見込み 264 249 246 242 239 236

量の見込みの考え方 各年度の0歳児推計人口を見込み量とした。

②確保方策 実施場所：医師会に加入している全国の産科で対応可能

実施体制：市保健センター（健康増進課）で母子健康手帳を交付

検査項目：厚生労働省が定める望ましい基準に掲げる検査項目

実施回数：14回
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（４）公立幼稚園・公立保育所の再編方針

公立幼稚園と公立保育所の現状を踏まえ、以下のとおり、大網、増穂、白里の３つの地区ごとに、それぞれ

地区の実情に応じた方針を作成し、これを基本としながら、財政状況なども考慮し、子どもに質の高い教育・

保育を提供することを目的として、再編に関する検討を進めてまいります。

①大網地区

大網地区は、公立の大網幼稚園と瑞穂幼稚園、私立幼稚園２園、私立の認可保育所６施設や地域型保

育事業５施設と、教育・保育施設が充実しています。

そのなかで、公立幼稚園の両園ともに利用者数が年々減少していることや大網幼稚園については借地、

施設の老朽化といった施設面での課題を抱えていることから、適切な教室数を確保したうえで大網幼稚園

を瑞穂幼稚園に統合する等の方法を検討します。

②増穂地区

増穂地区は、公立の増穂幼稚園、増穂保育所、増穂小規模保育所が設置されており、私立の施設があ

りません。

増穂幼稚園の利用者数が減少している一方で、増穂保育所、増穂小規模保育所は、大網地区の保育

施設に入所できない児童の受け入れ先として、利用定員を満たす受入れを実施している状況にあり、当面

は需要があるものと見込まれます。

今後、増穂幼稚園、増穂保育所の利用者数等の状況によっては、増穂幼稚園と増穂保育所を統合す

る認定こども園化の可能性を検討します。

③白里地区

白里地区については、公立の白里幼稚園と白里保育所、私立の鈴木家庭保育室が設置されています。

白里幼稚園は、利用者数の減少により、適切な集団規模を確保できない学齢が生じており、幼稚園単

独での運営は厳しい状況です。

また、白里保育所についても、近い将来、定員割れすることが見込まれます。

このような状況にあることから、白里幼稚園と白里保育所を統合し、「認定こども園」として運営していくこ

とを前提に検討を進めます。

（５）多様な取組

○大網白里市子育て世代包括支援センター事業

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供し、もって妊産婦並びに乳幼児及びその保護者

の健康の保持及び増進を図るなど、多様な取り組みを進めます。

また、保健医療、福祉または教育の関係機関の連携を強化し、子育て家庭に効果的な情報提供・相談

対応ができる体制づくりを推進していきます。
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<虐待対応の体制図>

・各機関の代表者による虐待問
 題への認識向上
・児童虐待防止のシステムの検
 討等の方針や計画の策定

・各機関の実務者による個別
 ケースを総合的に把握し対
 応等の方針を決定

・各機関で個別ケースについて
 情報共有
・今後の支援方針、役割分担等
 の決定

子ども
家 庭
地 域

子育て支援課
(児童家庭相談室)関係機関

・保育所
・幼稚園
・学校
・警察
・医療機関 他

児
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大網白里市要保護児童対策地域協議会

代表者会議 実務者会議 ケース検討会議

相談・通告

送致・支援等

相談・通告

相談・通告

相談・通告

○子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

・児童虐待防止対策の強化

虐待から子どもを守り、子どもが被害者にならないよう取り組むことは社会全体の責務です。

本市においては、養育支援が必要な家庭を早期に把握し、地域における様々な子育て支援を活用しな

がら、虐待の予防、虐待の早期発見、虐待の早期対応に努めます。

また、大網白里市要保護児童対策地域協議会の機能強化に務め、児童相談所をはじめ、関係機関との

連携を図ります。
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・DV 対策の強化

DV と児童虐待が密接な関係にあるため、DV の防止から相談、一時保護、生活再建など多くの段階に

わたりきめ細やかな支援や継続的な見守りに努めます。

また、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、関係機関との連携を図ります。

・母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子家庭及び父子家庭の自立支援については、市で実施する、子育て短期支援事業、ひとり親家庭等

日常生活支援事業、保育及び放課後児童健全育成事業の利用に際しての配慮等各種支援に努めます。

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、同法に基づく国の基本方針及び千葉県の方針に基づき、子育

て・生活支援、就業支援、養育費確保支援、経済的支援及び支援体制の充実を五本柱として総合的な自

立支援を推進していきます。

・障害児施策の充実等

障害児施策については、障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進に努め

るとともに、特別な支援が必要な子どもの発達支援、身近な地域での生活支援に努めます。

○労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携

・仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

仕事と生活の調和の実現をめざし、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団

体が支援すること等により、本市の実情に応じた取組を進めます。

・仕事と子育ての両立のための基盤整備

保育及び放課後児童健全育成事業の充実、子育て援助活動支援事業の設置促進等の多様な働き方

に対応した子育て支援を展開します。
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５ 施策の現状と今後の取組
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施策の体系
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基本目標１ 子ども 質の高いきめ細やかな子育ち支援

１ 子どもが人として守られるための取組の推進

一人ひとりの子どもの人権が尊重され、擁護されて育っていく環境を整えるために、子どもの人権につい

ての啓発を推進し、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指します。

また、いじめや引きこもりなど、問題を抱える子どもの悩みを受け止めて対応する体制を整えていきます。

（１）子どもの人権の尊重

●今後の取組●

すべての子どもが心も体も健やかに成長していくよう、子どもの人権の尊重と保護を大人や地域に啓発

していくとともに、子ども自身が人権について学ぶ機会を確保します。

また、関係機関が連携し、問題を抱える子どもたちのそれぞれの状況に応じた心のケア等の支援を行い

ます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子どもの人権尊重・人権教室 継続 ○「子どもの権利条約」の趣旨に基

づき、子どもの人権尊重、保護を

促進する。

○人権擁護委員が小学校におい

て人権教室を開催し、人権尊重の

基本的な考え方、重要性を深め

る。

地域づくり課

子育て支援課

管理課

子どものこころのケア 継続 ○不登校や引きこもり等の問題に

対応し、立ち直り支援に取り組む。

○山武郡市広域行政組合教育委

員会とハートフルさんぶ「大網白里

教室」の活動について、連携を図

っていく。

○子どもと親の相談員やスクール

カウンセラーを配置し、子どもたち

が相談しやすい場所を提供する。

管理課
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（２）子どもの意思の尊重

●今後の取組●

子どもたちの意見や意思を尊重し活動を推進するため、身近な地域で子どもたちが交流し、主体的に遊

びや活動ができる居場所の確保を進めます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子どもの居場所づくり 継続 ○民間と協働しながら子どもの居

場所づくりを進めていく。

○既存スペースを利用した子ども

の遊び場所を当面中学校区域ごと

に整備を図る。

○子どもの活動を見守るボランティ

アの育成を図る。

〇子育て交流センターに民間事業

者のノウハウを活用した指定管理

者制度を導入し、交流拠点として

の機能充実を図る。

子育て支援課

生涯学習課

子ども会活動 継続 ○地域の子ども会活動と社会福祉

協議会、児童委員が連携を図り、

地域で特色のある活動が展開でき

るよう活動を支援する。

○市と市子ども会育成連絡協議会

共催の養成講座にて、子どもたち

の自主的な活動を支えながら大人

と子どものパイプ役となるジュニア・

リーダーを育成する。

生涯学習課

（社会福祉協

議会）
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２ 教育・保育の提供体制の確保

子ども・子育て支援新制度に伴い、すべての子どもが希望する教育・保育を受けることができるよう提供

体制を整備していくとともに、幼児教育・保育の無償化に伴う給付や児童を養育している保護者へ児童手

当の支給を行っていきます。

また、教育・保育を一体的に行う認定こども園の開設を検討します。

（１）教育・保育の提供体制の確保方策【各種給付】

●今後の取組●

教育・保育を受けようとする子どもに対し、認定を行い、入所希望に合わせた利用調整を行います。また、

それぞれの希望に添った教育・保育施設に入所できるよう、既存施設の定員拡充など提供体制の確保に

努めます。また、児童を養育している保護者に児童手当を支給します。

（２）認定こども園の検討

【幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進体制の確保】

●今後の取組●

教育・保育の一体的な提供の推進を図るため、増穂地区、白里地区において公立幼稚園・公立保育所

の認定こども園への移行の検討を行います。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

教育・保育認定☆ 継続 〇教育及び保育を受けようとする

児童の認定を行う。
子育て支援課

特定教育・保育施設等の利用

調整☆

継続 〇教育及び保育認定を受けた児

童の入所希望に合わせた利用調

整を行う。

子育て支援課

確認を受けた幼稚園・保育所

への施設型給付☆

継続 〇教育及び保育認定を受けた児

童が入所する特定教育・保育施設

に運営費として施設型保育給付を

行う。

子育て支援課

確認を受けた施設への地域型

保育給付☆

継続 ○市の認可・確認を受けた特定地

域型保育施設に対し運営費として

地域型保育給付を行う。

子育て支援課

幼児教育・保育の無償化にか

かる給付

新規 ○幼児教育・保育の無償化の対象

児童に対し給付を行う。
子育て支援課

新たな教育・保育施設設置の

検討

継続 〇住民ニーズに合わせた施設設

置の検討を行う。

子育て支援課

管理課

児童手当 継続 〇児童を養育している保護者に手

当を支給する。
子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

認定こども園開設の検討 継続 〇白里地区の公立幼稚園・公立保

育所について児童数の推移を見

ながら認定こども園への移行の検

討を行う。

子育て支援課

管理課
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３ 子どもたちの健康と成長の確保・増進

産後の母親が安心して育児ができるよう乳児家庭への訪問指導や子どもの成長に合わせた健康診査、

適切な時期の予防接種等の保健活動を推進するとともに、子どもの発達や育児の不安を解消できるよう相

談事業の充実を目指します。また、正しい食習慣の定着や食の大切さを育むために、食育の推進、啓発に

努めていきます。

さらに、将来、親となっていく子どもたちが家庭を築き、子どもを産み育てていくことの意義を理解できるよ

うに、様々な体験や学習の機会の充実を図っていきます。

（１）乳幼児の健康の確保

●今後の取組●

子どもの健やかな成長のために、適切な時期に発達段階に応じた健康診査を受診できるように促し、子

どもの発達状況、育児状況の把握とともに、予防接種を受ける適正な子どもの月齢や接種回数の周知を図

ります。また、健康診査時等に乳幼児の事故防止、SIDS（乳幼児突然死症候群）予防について啓発してい

きます。

産まれてきた子どもの発育・育児状況を把握し、産後の母親が不安なく育児ができるようすべての乳児

家庭へ訪問指導を実施します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

乳幼児の健康診査・歯科健康

診査

継続 ○乳幼児の健康診査は、子どもの

発育の状況の把握、育児の状況

等を把握する機会として有効であ

り、継続して実施していく。

○歯の健康と生活習慣との関係に

ついて、正しい知識の普及、啓発

を継続して実施する。

健康増進課

予防接種事業 継続 ○予防接種法に定める予防接種

を適切な時期に接種できるよう周

知を図る。

健康増進課

乳児家庭全戸訪問事業★ 継続 ○子どもの発育と育児状況を把握

し、母親が産後を安心して過ごせ

るよう適切な指導を実施していく。

健康増進課

乳幼児の事故防止 継続 ○乳幼児の事故防止や SIDS（乳

幼児突然死症候群）予防につい

て、健康診査や教室の機会を活用

し啓発する。

健康増進課
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（２）食育の推進

●今後の取組●

離乳食講習会を開催し正しい食習慣の定着を図ります。また、幼稚園・保育所等の関係機関や食生活

改善推進員と連携し、健康診査等の機会に栄養・健康等の食に関する情報提供を行うなど、食育活動を

推進していきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

離乳食講習会 継続 ○正しい食習慣の定着を図る第一

歩として、様々な情報提供をしなが

ら講習会を開催する。

健康増進課

「食育」推進事業 拡充 ○幼稚園・保育所等と連携し、健

康診査や講座等で栄養、歯の健

康、食べる楽しさを普及する食育を

推進し啓発していく。

○子どもの孤食や偏食を減少させ

ると同時に親子や他の家族との触

れ合いを図るため、食生活改善協

議会と協力して親子クッキング教

室を開催する。

（就労している子育て家庭の親子

も参加しやすい日時の設定に配慮

する

○保育所において年長児を対象と

したクッキングの開催や季節の行

事に合わせた行事食を提供するこ

とにより子どもへの食育を推進す

る。

○民間と協働しながら、食育の推

進を進めていく。

子育て支援課

農業振興課

健康増進課

管理課
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（３）次代の親の育成

●今後の取組●

乳幼児とのふれあいや職場体験を通して、将来子どもを産み育てること、親として家族を養っていくこと

の大切さを理解してもらうための機会を充実します。また、子ども達が妊娠・出産・育児に関する正しい知識

が得られるよう、学校保健と地域保健の連携により思春期保健を推進します。

４ 学校教育の推進

保護者の幼児教育に対するニーズや働き方の多様化に対応するため、幼稚園での教育内容の充実を

図ります。

学校教育施設の補修・改修等については適切な整備に努め、良好な教育環境の提供を目指します。さ

らに、少人数指導や連携授業、学校間での情報交換を行い、より充実した指導に取り組み、学力の向上を

図ります。また、地域の人材の有効活用や学校評議委員制度を活用し、地域に開かれた学校づくり目指し

ます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

次代の親の育成に向けた体験

機会

継続 ○児童生徒が早期から職場体験が

できる機会の拡充を図る。

○健全な納税者意識を養うことを目

的とした租税教室を行い、児童生徒

に対し、納税の重要性を教える。

○インターネットの正しい利用方法

を指導し、ネット犯罪やいじめの防

止に取り組む。

健康増進課

管理課

税務課

思春期保健 継続 ○思春期性教育について、学校保

健と地域保健分野が連携し、正しい

知識の啓発として薬物乱用防止教

室、喫煙防止教室等に取り組む

○学校保健と地域保健の連携を深

める機会として、連絡会議を継続し

て実施する。

健康増進課

管理課
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（１）幼児教育の推進

●今後の取組●

より良い教育のため、子どもの立場に立った定員の検討を行い、教育内容や職員の質の向上を図る研

修を行うなど、魅力的な幼稚園をつくっていきます。

（２）学校教育環境の向上

●今後の取組●

子どもたちが安心して教育を受けられるように必要な施設の修繕等を行い、良好な教育環境を提供して

いきます。

また、学力の向上を目指し、少人数指導や連携授業等に取り組みます。地域の人材を活かした体験活

動や外部からの学校評価等、地域との連携を図り、開かれた学校づくり目指します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

公立幼稚園の統廃合 新規 ○利用人数の動向、利用者の実

態を把握し統合の検討をする。
管理課

幼児教育 継続 ○地域の動向、利用者のニーズを

把握し、幼稚園と保育所との一元

化を含めた連携について検討をす

る。

○教育内容の充実を図るため、職

員研修を実施する。

○より良い教育のための幼稚園定

員の検討をする。

管理課

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

学校教育施設の充実 変更して継続 ○学校教育施設の補修・改修等に

ついては、緊急性・重要性を踏ま

えた適切な整備に努める。

管理課

確かな学力の向上 統合して継続 ○ドリル学習の充実や少人数指導

を継続して実施する。

○総合的な学習の時間は、学校間

で情報交換を行い、充実した内容

となるように支援に努める。

○男女共同参画社会について、学

校生活、授業の中での展開を継続

して実施していく。

○幼・小・中学校合同の連携授業

を継続して実施していく。

管理課

開かれた学校づくり 統合して継続 ○余裕教室の有効な活用を促進、

検討する。

○総合的な学習の時間等で、地域

人材の協力を得る。

○学校評議員制度の活用を継続

して、関係者評価を各学校で実施

し、学校運営への有効な活用を促

進する。

管理課
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５ 支援が必要な子ども・家庭への取組の推進

支援が必要な子どもや家庭に継続して関わり、児童虐待の未然防止・早期発見に努め､問題解決にあた

っていきます。また、就学前から義務教育までの特別支援教育等、障害のある子どもの自立と生活を支援

します。さらに、ひとり親家庭の自立支援に向けて、関係機関等との連携による多面的な対応ができる体制

の確保を目指します。

（１）児童虐待防止対策の強化

●今後の取組●

児童虐待等につながる恐れのある要保護児童対策は、今日重要な課題であることから、関係課、関係機

関が連携し、地域の協力を得ながら、早期発見及び早期対応を行っていきます。また、教育・保育の場や

家庭において多くの問題を抱えている家庭に対しては、家庭相談員が個々の家庭に応じた対応を行って

いきます。

（２）障害のある子どもの自立支援

●今後の取組●

障害のある子どもの保護者に対し、各種相談支援体制の充実を図り、負担を軽減していきます。また、障

害の早期発見・早期療育に努め、適切なサービスを提供していくとともに、障害のある子どもの社会的自立

に対する支援の充実を進めていきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

要保護児童等への対策 拡充 ○家庭相談員が、支援を必要とす

る子どもや家庭に関わることを強化

していく。

○児童虐待防止対策として、要保

護児童対策地域協議会を開催し、

児童虐待の未然防止、早期発見、

早期対応並びに自立に至る支援

を行うことを目的として、関係各課・

各機関と連携し、問題解決にあた

っていく。

○市内で行われている様々な取組

のひとつひとつを効果的につなげ

ていくための支援を積極的に推進

する。

○市職員の専門職の育成と人員

配置の強化を行う。

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

障害のある児童生徒に対する

総合的支援

継続 ○特別支援教育ネットにより、就学

前から義務教育までの特別支援教

育について、関係機関の連携を図

っていく。

管理課

子育て支援課
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（３）ひとり親家庭の自立支援

●今後の取組●

ひとり親家庭が不安なく子育てできるよう、多方面から支援する協力体制を整備し、自立支援を図ります。

（４）子どもの貧困対策

●今後の取組●

経済的自立や家事・育児が困難なひとり親家庭や世帯所得の低い子育て家庭に対して、多方面からの

相談・支援体制を強化していきます。

（５）多様な主体の参入を促進するための事業

●今後の取組●

支援が必要な子どもや家庭に対応するため、民間事業者等の参入促進を検討します。

障害福祉サービスの提供 継続 ○障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律

及び児童福祉法に基づき、障害の

ある子どもの自立と生活を支援す

るため、適切な利用を促進する。

○児童発達支援事業として発達が

ゆるやかな児童に対しよりきめ細か

い療育を実施する。

社会福祉課

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

ひとり親家庭の自立支援 継続 ○ひとり親家庭の自立支援に向け

て、関係課及び関係機関が協力し

て多面的な対応ができる体制を確

保し、支援にあたっていく。

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子どもの貧困対策 継続 ○子育てをしている貧困家庭の把

握に努め、学習支援などを実施し

ていく。

子育て支援課

社会福祉課

管理課

実費徴収に係る補足給付を行

う事業★

継続 〇保護者の世帯所得の状況等を

勘案して、幼稚園・保育所等に対

して保護者が支払う費用等の助成

をする。

子育て支援課

社会福祉課

管理課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

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 〇支援が必要な子どもや家庭に対

応するため、民間業者等の参入促

進を検討します。

子育て支援課

社会福祉課
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基本目標２ 家庭 ゆとりある安心な子育て

１ 家庭の子育て力の向上

子どもは家庭とのふれあいを通して愛情を感じ、多くのことを学んで成長していきます。子育ての一番の

責務は親が担うものであり、家庭が教育の原点です。家庭での教育は、子どもに大きな影響を与え、成長し

ていく過程の根幹となっていくことから、親の家庭教育に関する学習機会や市民大学講座等で子育てや教

育などを学ぶ機会を提供し、家庭での教育力、親の子育て力の向上を促進します。

（１）家庭教育の推進

●今後の取組●

親として子育てについて学ぶ機会を提供するため、幼稚園等において家庭教育学級の実施を推進しま

す。また、父親と母親がともに子育てをし、親としての自覚を促すような啓発を保健活動の機会に行ってい

きます。さらに、市民向け講座等を開催します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

親育て活動 継続 ○父親の子育て参加について、男

女が協力して子育てする意義、親

としての自覚、子育ての知恵など、

子どものための親育てとなるよう

に、保健活動の中で啓発を行って

いく。

○子どもの病気等の対応につい

て、健康診査や乳児相談等で周

知・啓発を行う。

○子どもと家庭を考える機会、地

域で学校を身近に感じる機会とし

ての講座等を開催する。

健康増進課

生涯学習課

家庭教育学級 継続 ○親子の対話機会の創出、各幼

稚園、小・中学校での講演会、就

学前の子育て談話など、子育て学

習の機会拡充を図る。

生涯学習課
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２ 安心できる妊娠・出産と育児への支援

安心して出産に臨むためには、妊娠中からの心と体の安定が重要です。妊娠届出の時から定期的な健

康診査の重要性や喫煙・飲酒の正しい認識、出産・子育てに備えた正しい知識等の情報提供・啓発に努

め、妊娠中の家庭訪問やマタニティ教室等の実施により、妊娠・出産の不安解消や親になる自覚を促して

いきます。

また、定期健康診査などを通し、経過観察が必要な子どもの早期発見と支援環境を整備するとともに、

乳幼児の健康や育児に関する相談、親子の交流の場の提供を図っていきます。

さらに、かかりつけ医を持つことの奨励や広域的な医療体制の動向を踏まえ小児救急医療体制の整備

に努めるとともに、医療費負担の助成により親の経済的負担を軽減していきます。

（１）母子の健康確保

●今後の取組●

子育て世代包括支援センター事業の充実を図り、妊娠届出時より保健指導を拡充し、適切な健康診査

の受診や妊婦自身の健康管理を啓発し、安心して妊娠・出産が行えるように妊娠中の家庭訪問やマタニテ

ィ教室等を実施していきます。

また、マタニティマークを配付し、社会全体として妊婦に対する気遣いができるやさしいまちづくりの推進

に努めていきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子育て世代包括支援センター 拡充 ○妊娠届出時の保健指導を拡充

し、妊娠・出産に向けて、必要な情

報が得られ、育児のスタートが好ま

しい状態となるように支援する。ま

た、フォローが必要な妊婦にケア

プランを作成する。

○妊娠後期に電話相談活動を行

う。

○妊婦に対する気遣いなど、やさ

しい環境づくりについて、広く市民

の関心を喚起するために、マタニ

ティマークの配布を行う。

○飲酒・喫煙の正しい認識を啓発

する。

○母性健康管理指導事項連絡カ

ードの利用について啓発する。

健康増進課

妊婦健康診査★ 継続 ○適切な受診を通じ、安心して妊

娠・出産を行えるように指導してい

く。

健康増進課

マタニティ教室 継続 ○安心して妊娠・出産が行えるよう

に継続して実施していく。

○父母になる対象者の参加を促進

する。

健康増進課

妊婦家庭訪問事業 継続 ○妊娠中に保健師や保健推進員

等と連携して、訪問や電話相談活

動を行う。

健康増進課



- 78 -

（２）発育と育児の支援

●今後の取組●

子どもたち一人ひとりの健やかな成長を見守るとともに、定期的な健康診査や幼稚園・保育所との連携

等を通して、経過観察が必要な子どもや支援が必要な子どもについては、早期に適切な支援を受けられる

ように配慮していきます。

また、乳幼児の相談や親子の交流の場を提供するとともに、地域で活動する保健推進員の育成を図り、

地域と行政が一体となって、子育て家庭を支援していけるような体制づくりを進めていきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

乳幼児の相談

（乳児相談、ことばの相談、発

達相談）

継続 ○外部講師によるケースに合わせた

ことばの相談や発達相談指導を実

施する。

○電話相談を常時受け付ける。

健康増進課

養育支援訪問事業★ 継続 ○訪問支援が必要と思われる家庭

に対し、支援を行う。
健康増進課

子育て支援課

幼児教室（らっこ・ひよこ教室） 継続 ○発達の遅れが気になる幼児の発

達を促すとともに、母子関係の深まり

の強化、育児不安の軽減を図る。

健康増進課

簡易マザーズホーム（きりん幼

児教室）

拡充 ○心身の発達に心配のある就学前

児童に日常生活の基本動作や集団

生活への適応訓練を行う。

○児童発達支援事業として発達が

ゆるやかな児童に対しよりきめ細か

い療育を実施する。

子育て支援課

幼稚園・保育所との連携強化 拡充 ○定期的に地域の保育の場を訪問

して連携を強化し、子どもが適切な

援助を受け、すこやかに成長できる

ように支援していく。

○大網白里特別支援学校とも連携

を図り支援を強化していく。

○健康診査未受診者を把握し、虐

待の早期発見をする。

健康増進課

すくすくひろば 継続 ○子育て中の保護者と子ども同士の

交流の場として実施する。
健康増進課

保健推進員事業 継続 ○保健推進員が各種保健活動に協

力し、地域とのパイプ役となっている

ことから、地域の声を反映した活動

を行えるよう支援する。

健康増進課

親子ふれあい絵本運動（ブック

スタート）

継続 ○乳児健康診査時に絵本の読み聞

かせを行い、絵本の持つ言葉の素

晴らしさを伝えていく。

○保健推進員が読み聞かせの力を

身につけ、健康診査や教育活動で

活かしてもらえるように支援する。

○ブックスタート時に司書が読み聞

かせに参加し、親子への図書室利

用案内を行う。

健康増進課

生涯学習課

（図書室）
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（３）小児医療の充実

●今後の取組●

子どもは急に体調を崩しやすく、緊急な対応が必要になる場合があることから、かかりつけ医を持つこと

を奨励していくとともに、救急医療体制の情報提供を行っていきます。また、親の経済的負担を軽減し、安

心して子どもを育てる環境をつくるために、０歳児から中学校卒業まで医療費負担の助成を行います。

歯っぴーモグモグ教室 継続 ○ブラッシング実習や試食などを通

して歯の健康と良い食習慣の確立

について啓発するとともに、絵本の

読み聞かせや手遊びを導入し、楽し

く子育てができるよう育児支援を行

う。

健康増進課

出産祝金 継続 〇次代の地域社会を担う新生児の

誕生を祝福し、第３子以降の出生に

際して、出産祝金を交付する。

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

小児救急医療体制の整備 継続 ○広域的な医療体制の動向を踏

まえて医療体制の確保に努める。

○かかりつけ医の定着を図り、広

報等で救急医療体制の情報提供

に努める。

健康増進課

子ども医療費助成 新規 ○０歳から中学校卒業までの入

院・通院に係る保険診療内の医療

費負担の助成を行う。

子育て支援課
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３ ゆとりある子育て環境づくり（地域子ども・子育て支援事業）

地域の身近な所での親子の交流や子育てについての相談ができる子育て支援センター等の充実を進

めるとともに、多様な保育ニーズに対し、ファミリー・サポート・センターの提供会員確保による受入拡大や

子育て短期支援事業､各種手当て、助成等に取り組みます。子育て家庭に対し、多様な子育て支援に関

する情報提供や相談を行うとともに関係機関との連絡調整のための体制整備を目指します。

また、一時預かりや延長保育等の充実により、母親の就労状況等による保育ニーズの多様化に対応して

いきます。

さらに、学童保育の６年生までの受け入れ拡大を進め、放課後子ども教室の充実や子ども会活動の支援

等、地域や民間活力と協働して子ども達の安全な居場所づくりを推進するとともに、公民館活動やイベント、

スポーツ教室、絵本の読み聞かせ等、子どもの多様な体験機会の充実を図っていきます。

（１）すべての親が安心して子育てできる場の充実

●今後の取組●

地域の子育て支援の拠点として、地域子育て支援センターで乳幼児と保護者の交流の場を提供し、子

育てについての相談や情報提供を行います。また、子育て家庭の個別ニーズに対応し、適切な情報提供､

利用についての手続き等の相談体制を整えていきます。

子育てに関する総合的な情報提供として「子育てサポートブック」の配布や子育てサロン、園庭開放の実

施、育児サークルの活動を支援し、身近な地域での子育ての場の充実を図ります。

また、子育て家庭の多様な保育ニーズに対応するため、子育て短期支援事業や、経済的負担の軽減の

ための助成等にも積極的に取り組んでいきます。

ファミリー・サポート・センターは、提供会員の確保に努め、受入拡大を目指します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

育児サークル 継続 ○身近な地域での活動、自主的な

活動を支援する。
健康増進課

地域子育て支援センター事業

（地域子育て支援拠点事業）

★

継続 ○地域の子育て支援の拠点とし

て、相談や情報提供などが活発に

なるように支援し、活動の輪を拡充

するため、子育て支援館、子育て

交流センターで実施していく。

子育て支援課

子育てサロン 継続 ○社会福祉協議会が市内３つの

公共施設で子育てサロンを実施し

ており、未就学児を対象に親子の

遊び場として継続して実施してい

く。

子育て支援課

（社会福祉協

議会）
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幼稚園・保育所の園庭開放 継続 ○幼稚園、保育所の園庭を一般に

開放し、幼稚園・保育所を知っても

らう。

○子どもが安全に遊べ、子育てに

関する相談もできる環境を整える。

〇実施日について検討を行う。

子育て支援課

管理課

ファミリー・サポート・センター

事業の実施★

継続 ○提供会員の確保に努め、受入

拡大を図る。

○より多くの方に利用してもらえる

ようサービスの周知を図る。

子育て支援課

相談・手続きの体制整備

（利用者支援事業）★

継続 〇子育て家庭の「個別ニーズ」を

把握し、幼稚園・保育所等の利用

にあたっての情報収集・提供、相

談、利用支援・援助を行う体制づく

りを行う。

○個別対応が必要なケースが増

加していることから、相談・手続き

の連携体制の検討と支援のメニュ

ーなどの情報交換に努める。

子育て支援課

管理課

健康増進課

子育て支援情報の提供 拡充 ○ホームページ、広報の有効活用

を促進しつつ、関係課のパンフレ

ット等を相互に活用できるようにす

る。

○官民協働による「子育てサポート

ブック」を作成し、子育てに関する

情報の総合的な提供に努める。

子育て支援課

子育て短期支援事業★

（ショートステイ）

継続 〇保護者の疾病等の理由により養

育を受けることが一時的に困難に

なった児童を児童養護施設等に入

所させ、必要な保護を行う。

〇利用する施設利用料の一部を

補助するための検討を行う。

子育て支援課

【再掲】実費徴収に係る補足給

付を行う事業★

継続 〇保護者の世帯所得の状況等を

勘案して、幼稚園・保育所等に対

して保護者が支払う費用等の助成

をする。

子育て支援課

社会福祉課

管理課
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（２）保育サービスの拡充

●今後の取組●

保護者の多様な就労形態に応じた様々な保育サービスを提供するために、通常の保育サービスの提供

に加え、利用者の保育ニーズを適切に把握し、一時預かりや延長保育の拡充を図ります。

また、病後児保育の運営補助や病児保育利用料の補助についても引き続き実施していきます。

（３）児童の健全育成と体験機会の拡充

●今後の取組●

すべての就学児童が、安全に放課後を過ごせるように学童保育と放課後子ども教室の連携をはかるとと

もに、子ども会の活動を支援し、地域と協働して子どもたちの健全育成を図っていきます。

また、民間と行政が協働し、児童館等の子どもの安全な居場所づくりを推進します。

さらに、多様な体験機会の充実を図り、子どもたちの文化活動やスポーツ活動への参加を促し、子どもの

豊かな感性を磨くために、幼い頃から読書に慣れ親しむ環境づくりを推進します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

一時預かり事業★ 継続 ○利用ニーズを把握し、民間保育

所と子育て支援館で事業を行う。
子育て支援課

延長保育事業★ 継続 ○保育認定を受けた子どもについ

て、利用状況を把握しながら、適正

な時間外保育を実施する。

子育て支援課

預かり保育事業★ 継続 ○民間幼稚園、認定こども園にお

いて利用者のニーズに合った預か

り保育を実施する。

子育て支援課

病児・病後児保育★ 継続 ○病後児保育の運営補助を行う。

〇病児保育利用者に利用料の補

助を実施する。

子育て支援課

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

放課後児童健全育成事業（学

童保育）★

継続 ○４～６年生の利用希望者の入所

に向けた体制を整備する。

○入所待機者が発生する場合に

は保育室の拡張などを検討する。

○学童保育の質の向上を図るた

め、指導員等の研修を行っていく。

○民間の学童保育との連携を図り

ながら、充実した学童保育を行っ

ていくとともに、高学年までの拡充

にともない指導員の指導力や学習

サポート等の受け入れ体制の充実

を図る。

○障がい児等の支援の必要な子

どもの受け入れについては、適切

な対応に努める。

子育て支援課
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放課後子ども教室 拡充 ○小学校の余裕教室を活用して、

子どもの活動拠点（居場所の整

備）を地域住民の参画を得て進め

る。

○学習やスポーツ、文化、地域交

流等の取組を推進する。

○地域の人材を活用したプログラ

ムを取り入れる。

生涯学習課

放課後子ども総合プランの推

進

（上記「放課後児童健全育成

事業」「放課後子ども教室」の２

事業の連携）

＊次世代育成支援対策推進法に

基づく記載

継続 ○すべての就学児童が放課後を

安全・安心に過ごし、多様な体験・

活動を行えるよう、学童保育と放課

後子ども教室の連携を図り一体化

への取組を進めていく。

子育て支援課

生涯学習課

・学童保育の令和 2～6 年度の量の見込みと確保は P55～56

参照。

・放課後子ども教室の整備については、地域住民の参画を得

て学習やスポーツ等の取組を推進する。

・学童保育及び放課後子ども教室の一体的な実施にあたって

は、共通のプログラムの充実などに努める。

・小学校の余裕教室の活用を図る。

・生涯学習課と子育て支援課の連携に努める。

・地域の実情に応じた開所時間を検討する。

【再掲】子ども会活動 継続 ○地域の子ども会活動と社会福祉

協議会、児童委員が連携を図り、

地域で特色のある活動が展開でき

るよう活動を支援する。

○市と市子ども会育成連絡協議会

共催の養成講座にて、子どもたち

の自主的な活動を支えながら大人

と子どものパイプ役となるジュニア・

リーダーを育成する。

生涯学習課

（社会福祉協

議会）

【再掲】子どもの居場所づくり 継続 ○民間と協働しながら子どもの居

場所づくりを進めていく。

○既存スペースを利用した子ども

の遊び場所を当面中学校区域ごと

に整備を図る。

○子どもの活動を見守るボランティ

アの育成を図る。

〇子育て交流センターに民間事業

者のノウハウを有効活用した指定

管理者制度を導入し、交流拠点と

しての機能充実を図る。

子育て支援課

生涯学習課
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体験機会の充実 継続 ○公民館の事業の中に子どもたち

の多様な体験機会、遊び・学びの

場としての講座を設け、参加を促

進する。

○子どもたちの育成を支援するた

め文化にふれる機会を拡充する。

○子どものスポーツ教室や市民ス

ポーツ大会などの行事を開催し、

スポーツを通じて世代間交流が図

れるように実施する。

○特別企画展やデジタル博物館

等の解説は、できるだけわかりや

すい文章になるよう工夫をする。

生涯学習課

子どもの読書活動の推進 継続 ○読書意欲を増進させるため、親

子向けの講座の開催や、児童を対

象とした絵本の読み聞かせ、本の

紹介を行う。

○就学前児童、小学校低学年を

対象に映画を上映し、本や図書室

に親しめる環境を作る。

○読書手帳を配布し読書の推進を

図る。

生涯学習課

(図書室)

【再掲】子どもの貧困対策 継続 ○子育てをしている貧困家庭の把

握に努め、学習支援などを実施し

ていく。

子育て支援課

社会福祉課

管理課
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４ 仕事と家庭生活の両立の推進

女性の社会進出が進み、共働きの子育て家庭も増加しています。男性の家事・育児への参加や男女の

多様で柔軟な働き方を促進する一方で、事業者や社会全体への意識啓発にも努め、仕事と家庭生活の両

立を推進していきます。

また、育児・介護休業制度等、労働に関する法律の周知を図り、育児休業の適切な取得の促進や、育児

休業明け等で再就職を希望する女性の支援を行っていきます。

（１）仕事と子育ての両立支援

●今後の取組●

夫婦が協力して家事や育児を行える環境を整えるため、各種講座において、男性の家庭への参画を促

していくとともに、育児・介護休業制度の利用や勤務時間の短縮など、ワーク・ライフ・バランスに関する意

識啓発を行っていきます。

また、国、県、関係機関等と連携して、事業所等についても、多様な働き方の提案を行い、子育て支援

に関する意識啓発を行っていきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

多様な就労形態の推進 拡充 ○関係機関と連携し、男女ともフレ

ックスタイム制や在宅勤務、育児・

介護休業制度の利用等、多様で

柔軟な働き方の推進に向けた意識

啓発に努める。

○パンフレット等での関連情報の

周知に努める。

商工観光課

子育て支援課

男性にとっての男女共同参画

の推進

継続 ○男性にとっての男女共同参画を

図るため、男性の料理教室等の家

事支援の講座等を開催するなど、

参加啓発を行う。

地域づくり課

子育て支援課

総務課

職場環境づくりの推進 継続 ○子育て中の人の定時帰宅や早

退、育児・介護休業制度の利用等

に理解を示し、協力していくよう、

企業や労働者双方への啓発に努

める。

商工観光課

子育て支援課
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（２）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

●今後の取組●

育児が一段落した母親等、再就職を希望する女性に対し､情報の提供や相談による支援を行います。

男女雇用機会均等に関する法律や育児・介護休暇に関する法律など、労働に関する法律について、関

係機関と連携し、企業や労働者双方への周知を図るとともに、市職員の育児休業の適切な取得を促進しま

す。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

職場復帰支援 継続 ○再就職を希望する女性に対し、

就職情報の提供や相談により、就

労の支援を図る。

子育て支援課

雇用、労政の情報提供の充実

と周知

継続 ○雇用・労政に関する情報につい

て、関係機関と連携し、企業や労

働者双方への周知を図る。

商工観光課

市職員への育児休業法等の

周知

継続 ○職員に対し、育児休業法等の周

知を行い、適切な取得を促進す

る。

総務課

市特定事業主行動計画の推

進

継続 ○市特定事業主行動計画に基づ

き、事業等の推進を図る。
総務課
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基本目標３ 地域 見守り寄り添う子育て支援

１ 子ども・子育てを理解する地域づくり

子どもが社会性や自主性、協調性を身に付けていくには、地域との関わりが重要です。生涯学習や地域

活動の場において、子どもや子育て家庭への理解を深めることができるような啓発活動を推進していきます。

（１）子ども・子育てに関する啓発

●今後の取組●

子育てに対して地域が果たす役割の重要性を啓発し、地域全体で子育て支援に取り組みやすい環境

がつくられるよう支援していきます。

また、地域で行われる講座や生涯学習活動等において、次世代育成支援や男女共同参画社会づくりの

啓発活動に取り組んでいきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子どもと子育ての理解を深める

ための啓発活動

継続 ○地域の人たちが子どもと子育て

について学び、様々な場面で子ど

もや子育て世代を支援できるような

啓発活動の展開に努める。

○子育て世代や子どもに対し、生

命の大切さや家庭の役割を考える

機会となるように、地域から働きか

けられるように努める。

○子どもの年齢に応じた学級運営

の実施や、家庭教育指導員を派遣

する。

生涯学習課

子育て支援課

男女共同参画社会づくりの推

進、次世代育成支援に関する

周知

継続 ○生涯学習や地域活動など、様々

な場面で啓発して理解を深める。
地域づくり課

子育て支援課
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２ 地域ぐるみの子育て・地域の子育て支援

地域が子育て家庭を支援していくことができるよう、地域の子育て関連の活動団体のネットワーク化を促

進するとともに、住み良い地域環境づくりを推進することで、子育て世代の定住化を目指します。また、地域

ボランティア活動や行事・イベント等を通じて地域のつながりを深めます。さらに､地域交流活動の拡充検討

や地域住民と子育て家庭の交流を促進します。

（１）地域ぐるみの子育て

●今後の取組●

子育て関連の活動団体などをネットワーク化し、相互に連携した活動を促進し、各団体の活性化を図る

とともに、地域が一体となって、子育て家庭をサポートしていくことができるような体制づくりを行っていきま

す。

また、子育て世代の定住化を推進するため、地域の活性化と住み良いまちづくりを住民と行政が一体と

なって進めていきます。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子育て関連団体等のネットワ

ーク化

拡充 ○子育て関連団体のネットワーク

化を図り、連携した活動を行えるよ

う支援する。

○市民に各団体の活動内容をホ

ームページ等で PR紹介する。

子育て支援課

定住化の推進 拡充 ○「三世代同居等住宅支援事業

費補助金」等定住化につながる施

策を展開し、若い世代の U ターン

促進を図る。

○子育てしやすい環境づくりや施

策を行い、子育て世帯の定住化を

推進する。

○住民と行政の協働を推進するこ

とで、地域の活性化と住み良いま

ちづくりに取り組んでいく。

○市の上位計画と連動した施策を

検討・実施していく。

企画政策課

子育て支援課

地域づくり課

生涯学習課
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（２）地域が関わる子どもの育ち支援と連携

●今後の取組●

地域が一体となって子育て家庭を支援していけるよう地域のボランティア活動を支援します。また、地域

に伝わる行事やイベント等を通して、子育て家庭と地域のつながりを深め、困ったとき、悩んだときに助け合

える関係づくりを進めます。

また、地域交流活動の拡充検討や、子育て世代の生涯学習への参加を促し、地域住民と子育て家庭の

交流を促進します。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

地域が関わる子どもの育ち支

援と連携

継続 ○地域が親子に関わる機会とその

仕組みづくりについて、ボランティ

ア活動や地域の力を活かした体制

の確立を目指す。

○ホームページ等でボランティア

団体の情報を公開し、興味のある

市民と団体のつながりを図る。

○育児支援だけでなく、親子に生

活の知恵を伝えたり、地域の産業

（農・商・工・漁等）の体験活動や相

談など地域の人・組織・活動場所

を有効に活用した展開を図る。

子育て支援課

地域づくり課

地域づくり・人づくり 継続 ○地域住民、関係課等で協働して

世代間交流や地域活動の機会拡

充を検討する。

○子育て世代の親が学習活動に

参加しやすい生涯学習推進体制

を整備する。

○ホームページや広報紙を活用

し、学習情報や社会教育関係団体

の情報を提供する生涯学習情報

等提供事業を実施する。

生涯学習課

子育て支援課

地域づくり課

【再掲】子どもの居場所づくり 継続 ○民間と協働しながら子どもの居

場所づくりを進めていく。

○既存スペースを利用した子ども

の遊び場所を当面中学校区域ごと

に整備を図る。

○子どもの活動を見守るボランティ

アの育成を図る。

〇子育て交流センターに民間事業

者のノウハウを有効活用した指定

管理者制度を導入し、交流拠点と

しての機能充実を図る。

子育て支援課

生涯学習課
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３ 生活環境の整備

子どもが地域の中で安心して生活できるよう、学校、関係機関、地域等が連携して子どもの安全を確保し

ていきます。また、子どもたちが安全に戸外で遊ぶことができるように、公園の整備、維持管理を推進してい

きます。

（１）地域の安心活動と環境の整備

●今後の取組●

学校、関係機関、地域等が連携して、防犯パトロール等子どもたちが安心して活動できる環境を整備す

るとともに、交通安全対策の充実に努めます。また、子ども 110 番の家支援活動を推進します。

さらに身近な遊び場として、公園の整備、維持管理を行います。

事業名
第１期子ども・子育て支
援事業計画との比較

子ども・子育て支援事業計画における

取組
担当課

子ども１１０番の家支援活動 継続 ○子ども 110 番の家の設置を促進

し、子どもに場所の周知を図る。

○移動型子ども 110 番の周知を図

る。

管理課

(社会福祉協議

会）

地域の安全対策 継続 ○関係機関、地域と連携して防犯

パトロールを実施し、不審者情報

等、迅速な伝達が行えるような体

制を整備する。

○学校安全対策について、施設面

の強化や、子どもへの意識付けを

推進していく。

○交通安全計画に基づき、交通安

全教室、指導等を適切に実施して

いく。

○「安全で安心なまちづくりの推進

に関する条例」に基づいたまちづく

りを推進していく。

○子ども達の見守り活動を中心に

防犯活動を実施している防犯関係

団体の支援として、防犯パトロール

ベスト等の装備品を配布し体制の

強化を図る。

○通学路の安全には特段の配慮

を行う。

管理課

生涯学習課

安全対策課

公園緑地維持管理事業 継続 ○身近な遊び場として利用が促進

できるよう施設の維持管理に努め

るとともに、整備についても検討す

る。

都市整備課

自然公園等の整備 拡充 ○自然に親しめる場として、公園

施設や遊具の改修・整備を計画的

に推進する。

○小中池公園の再整備基本計画

を策定する。

○白里海岸公園のあり方の策定を

進め、効率的な管理運営を図る。

都市整備課



- 91 -

６ 実現方策
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６ 実現方策

（１）計画の推進体制と進行管理

「大網白里市子ども・子育て支援事業計画」の実現に向けて、多岐にわたる実施施策を分かりやす

く利用者へ情報発信するとともに、各関係機関・団体と連携し、子育て支援の施策を展開させていき

ます。

○教育部門と福祉部門の連携よる計画の推進

幼児期の教育・保育ならびに地域子ども・子育て支援事業等、子ども・子育て支援の事業の担当課が相

互に連携し、安定した提供体制を確保します。また、本市における他の関連計画との調和を図り、計画を着

実に推進します。さらに、教育・保育を担う人材の育成を図ります。

○大網白里市子ども・子育て推進会議の役割

計画策定後も、「大網白里市子ども・子育て支援推進会議」による計画の定期的な点検や評価を実施し

公表していきます。

○計画の点検・評価、進行管理

本計画の進捗状況や評価については、子ども・子育て新制度移行後も、利用者の視点に立ち地域の現

状やニーズを踏まえ、毎年度の点検・評価を実施し、ＰＤＣＡサイクル＊による進行管理を行います。また、

新制度移行後のニーズが当初の量の見込みと大きくかい離している場合には、必要に応じて計画の見直

しを行います。

（２）家庭・地域との連携

本計画を推進するにあたり、子育て家庭が地域で孤立することがないように、地域社会全体が見守り、支

えていくことが必要です。また、子育て中の親も、地域の人々や同じ子育て中の親同士とつながりをもち、

地域社会に積極的に参画し、役割を果たしていくことが大切です。

家庭と地域が連携し、子どもたちの個性を尊重し、成長を見守る地域づくりの実現を目指します。

＊ＰＤＣＡサイクル：計画（Plan）に沿って実施・実行（Do）し、業務の実施が計画に沿っているかを点検・評価（Check）し、計画に沿

っていない部分を処置・改善（Act）する。
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７ 資料編
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７ 資料編

■ 策定の経緯

年 月 日 会 議 等 内 容

平成 30 年

5 月 18 日

第 14 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・委嘱

・幼稚園、保育施設、学童保育利用児童数及び計画の

進捗状況について

・「公立幼稚園・保育所のあり方（案）」について

6 月 4 日～22 日 「公立幼稚園・保育所のあり方（案）」パブリ

ックコメントの実施

・意見者 39 名（意見総数 79 件）

7 月 20 日 第 15 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・「公立幼稚園・保育所のあり方（案）」パブリックコメント

について

・保育施設利用定員及び事業区分変更について

・次期子ども・子育て支援事業計画について

11 月 9 日 第 16 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・次期子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニー

ズ調査について

平成 30 年 12 月 10 日

～平成 31 年 1 月 7 日

「子ども・子育て支援に関する調査」の実施 ・未就学児のいる世帯 1,529 世帯 （回収率 54.1％）

・学童保育利用者世帯 316 世帯 （回収率 55.4％）

3 月 15 日 第 17 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・次期子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニー

ズ調査の単純集計結果報告について

・保育施設事業区分変更について

・子育て支援館の概要について

7 月 12 日 令和元年度第 1 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・委嘱

・幼稚園、保育施設、学童保育利用児童数及び計画の

進捗状況について

・子ども・子育て支援事業計画の基本理念について

11 月 8 日 令和元年度第 2 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・市内保育施設の利用定員及び事業実施場所変更に

ついて

・「大網白里市子ども・子育て支援事業計画」における

事業の進捗状況について

・教育・保育及び地域子育て支援事業の量の見込み及

び確保方策の検討について

令和 2 年 1 月 10 日 令和元年度第 3 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・「大網白里市子ども・子育て支援事業計画」の素案に

ついて

・パブリック・コメントの実施について

未定 大網白里市子ども・子育て支援事業計画

（素案）についてのパブリック・コメントの実施

未定 令和元年度第 4 回

大網白里市子ども・子育て支援推進会議

・パブリック・コメントの結果および市の回答（案）、子ど

も・子育て支援事業計画の決定について

3 月 大網白里市子ども・子育て支援事業計画策

定
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■ 大網白里市子ども・子育て支援推進会議 委員名簿

条例に掲げる区分 氏 名 所属・役職等 備 考

子どもの保護者 井 澤 恭 子 公募委員 ～H31.3.31

青 柳 え り 奈 公募委員 ～H31.3.31

関 紗 野 子 公募委員 ～H31.3.31

下 田 淳 美 公募委員 H31.4.1～

井 上 愛 公募委員 H31.4.1～

子ども・子育て支援に関し

学識経験のある者
高 橋 淳 子 新潟青陵大学短期大学部 ◎委員長

事業主を代表する者
秋 葉 秀 太

商工会推薦

（秋葉タクシー有限会社専務取締役）
～H31.3.31

齋 藤 智 哉
商工会推薦

（株式会社浜田屋酒店 代表）
H31.4.1～

保健福祉関係者 鈴 木 恵 子
大網白里市民生委員児童委員協議会

主任児童委員

柴 美 香 私立保育園関係者（大竹保育園 事務長） ～H31.3.31

小 平 桂 私立保育園関係者（あひる保育園 園長） H31.4.1～

金 澤 れい子 公立保育園関係者（市立増穂保育所 所長） ～H31.3.31

石 井 眞 智 子 公立保育園関係者（市立白里保育所 所長） H31.4.1～

中 嶋 悦 子 地域型保育事業関係者

（ありんこの森保育園 理事長）

～H31.3.31

松 本 清 資 H31.4.1～

岡 浩 之
大網白里市社会福祉協議会 事務局長

～H31.3.31

市 東 達 也 H31.4.1～

教育関係者 根 本 敦
大網白里市小中学校長会 代表

（市立増穂小学校 校長）
～H31.3.31

中 山 昌 洋
大網白里市小中学校長会 代表

（市立増穂北小学校 校長）
H31.4.1～

八 角 榮 子 大網白里市子ども会育成連絡協議会 代表

秋 山 晴 彦 私立幼稚園 関係者（季美の森幼稚園 園長）

中 村 聖 私立幼稚園 関係者（木の花幼稚園 園長） H31.4.1～

山 﨑 和 代 公立幼稚園 関係者（市立大網幼稚園 園長）

その他市長が必要と認め

る者
丸 田 光 男 子育て支援ネットワーク協議会 代表 ○副委員長

石 川 普 一 市参事（社会福祉課長）

古 内 衛 教育委員会管理課長

齊 藤 隆 廣 教育委員会生涯学習課長

林 浩 志
健康増進課長

～H31.3.31

板 倉 洋 和 H31.4.1～
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■ 大網白里市子ども・子育て支援推進会議条例

平成２５年１０月１０日条例第２５号

大網白里市子ども・子育て支援推進会議条例

（設置）

第１条 市は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項に規定す

る合議制の機関として、大網白里市子ども・子育て支援推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。

（所掌事務）

第３条 推進会議は、市長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議するとともに、市長

に意見を述べることができる。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する事項

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実

施状況に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関し、市長が必要と認める事項

２ 推進会議は、前項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実

情を十分に踏まえなければならない。

（組織）

第４条 推進会議は、委員２０人以内をもって組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 事業主を代表する者

(5) 保健福祉関係者

(6) 教育関係者

(7) その他市長が必要と認める者

（任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第６条 推進会議に委員長及び副委員長を各１名置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
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４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。

（会議）

第７条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長

となる。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席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。

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求

めることができる。

（庶務）

第８条 推進会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

（補則）

第９条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（委員の任期の特例）

２ 第５条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、

平成２７年３月３１日までとする。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２５号）の一部を

次のように改正する。

別表第１中放課後子どもプラン運営委員会委員の項の次に次のように加える。（以下略）
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第２期大網白里市子ども・子育て支援事業計画

すべての子どもが主役！地域で支え 未来へつなぐ あんしん子育て

大網白里市子育ち支援プラン
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