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１ 余市町子ども・子育て支援事業計画とは 

◎ 計画の位置づけ 

子ども・子育て支援法に基づく、市町村子ども・子育て支援事業計画（計画期間 

平成２７年度～３１年度）として策定するものです。 

 本計画は、「余市町総合計画」を上位計画とする子ども・子育て支援分野の個別計 

画とし、「余市町障がい者計画・障がい福祉計画」「健康づくり計画」などの関連計 

画との調和を図るものとします。 

 

◎ 計画のねらい 

本町で生活するすべての子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者を支援すると 

ともに、町民が子育てについて理解と認識を深め、家庭、幼児教育や保育の場、学 

校、事業者、行政機関などが相互に連携し、地域社会が一体となって子ども・子育 

て支援を推進するための施策を定めます。 

   

２  次世代育成支援余市町行動計画（後期計画）の評価 

   後期計画の基本目標  

（１） 地域における子育て支援の充実 

（２） 母子の健康の確保・増進 

（３） 子どもの教育環境の整備 

（４） 子育てを支援する生活環境の整備・子どもの安全確保 

（５） 職業生活と家庭生活の両立推進 

 

    計画の進捗状況については、「一時預かり保育」、「延長保育」を町立保育所で実施、「放課 

   後児童クラブ」の２５０日以上の開設、時間延長、特別支援学級等在籍児童の６年生までの

受け入れの他、指導員の研修や関係機関との連携の強化などの事業が実施されました。 

    また、「児童館」の開館時間を延長し放課後の利用や土・日曜日の子どもの居場所作りの

拡大、北後志母子通園センターでは、利用希望児童の増加に対応するため１日の利用定員を

増やし利用児童に合わせた療育に取組みました。 

    児童虐待防止対策として、要保護児童対策地域協議会の活動の推進や母子保健事業と連携 

   し育児が困難な状況や虐待の恐れがあるなど援助が必要な家庭の早期把握及び適切な援助

体制を構築し発生予防を図るとともに、要請に応じて検討会議を実施してきました。 

    母子の健康の確保及び推進については、母子保健、思春期保健対策など対象者に応じた事

業の実施や図書館事業、青少年対策事業や教育相談事業など目標に向けた取り組みを推進す

ることができましたが、ショートステイ事業については、実施に至りませんでした。 

    全体的な進捗については、一定の評価ができ充実が図られたと考えますが、未実施事業の 

   「ショートステイ事業」の他、「延長保育」、「一時預かり保育」、「放課後児童クラブ」など  

 の事業は、今後の「余市町子ども・子育て支援事業計画」の地域子ども子育て支援事業に引 

 き継ぎされます。  
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３  子ども・子育て支援事業計画の考え方 

１．基本理念 

余市町では、「“家族” “地域”が支え合い育て合うよい関係を創る」ことをキーワード

に、子育ての環境を整えることは、少子高齢化社会にとってきわめて重要な課題であること

を共通認識したうえで、子どもの人としての権利や自由を尊重しながら、町民や地域、行政

など多くの方々が連携し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目指し、次世代育成

支援余市町行動計画において基本理念を定めました。 

この計画においては、「みんなで支える ゆとり・安心・たのしい子育て」を基本理念に 

   掲げ、本町の子ども・子育て支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の基本目標 

   余市町では、「みんなで支える ゆとり・安心・たのしい子育て」を基本理念に 

  すべての子どもとその家族を対象に次世代育成支援を総合的かつ計画的に推進して 

  きました。 

   子どもと家族を取り巻く状況が大きく変化している中、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必要があります。 

   この計画の推進にあたっては、これまでの次世代育成支援の推進に向け取り組ん 

  できた「みんなで支える ゆとり・安心・たのしい子育て」の基本理念を踏まえ、 

  以下、５つを基本目標とし、「子ども・子育て支援新制度」における「子どもの最善 

  の利益」が実現される社会を目指します。 

 

① 乳幼児期の学校教育・保育の推進 

 すべての子どもと子育て家庭を対象として、利用の現状や利用希望の実情などを踏まえ、

地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を量・質両面にわたり充実していくため

の取り組みを計画的に進めます。

 

みんなで支える 

ゆとり・安心・たのしい子育て 
基本理念 
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② 地域における子ども・子育て支援事業の推進 

 子育ての第一義的な責任は保護者にありますが、子育ては家庭のみならず、広く社会全体

で支えていくことが必要です。 

 そのためには、子ども・子育て支援は広く社会全体で取り組むべき課題であると意識をも

つとともに、家庭、地域社会、企業、行政がそれぞれの役割のもとで協働して子ども・子育

て支援を進めるための仕組みづくりを推進します。 

 また、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加など様々な環境の変

化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感などを軽

減し、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を

支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう支援します。 

 

 

③ 親子の健康の確保と育成支援 

    晩婚化や若年出産の増加など妊娠や出産を取り巻く環境が大きく変化している中、核家族 

   化の進展などにより、子育ての孤立化や育児不安がますます深刻化しています。 

    このため、妊娠期、出産期、新生児期及び乳児期を通じ、母子の健康を確保することを目 

   的に乳幼児健診、家庭訪問、両親学級等の保健指導の充実に努めます。 

    また、保護者の育児不安の解消等を図るため、家庭訪問や乳幼児健診の場を活用した相談・ 

   指導を実施し、児童虐待の発生予防の観点も含め妊娠期から切れ目のない支援や乳幼児期の 

   重要性や特性を踏まえ、子どもの健やかな発達を保障します。 

 

 

④ 支援を必要とする子どもへの取組みの推進 

 一人ひとりの子どもの健やかな育ちを保障するため、障がい、疾病、虐待、貧困、家族の

状況その他の事情により社会的支援の必要性の高い子どもやその家族を含め、すべての子ど

もと子育て家庭を支援します。 

 また、地域全体で子育てを支えていくために、地域の社会資源の育成を図るとともに、相

互の連携強化など地域のネットワークづくりを推進し、子育てしやすい地域環境の整備を図

ります。 

 

 

⑤ 職業生活と家庭生活の両立の推進 

 仕事と生活の調和の実現については、労働者、事業主、地域など社会全体の運動として広

げていくことが必要とされています。 

 子育て世代の男性の長時間労働や出産に伴う女性の厳しい就労継続の現状を踏まえ、働く 

男女の職業生活と家庭生活との両立に向けた取り組みを進めるとともに、子育て家庭の経済

的負担を軽減するための支援を行います。 
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４  子ども・子育て支援サービス   

１．アンケート調査結果の概要  

（１）調査目的 

「子ども・子育て支援事業」の計画策定に向けて、就学前児童の保護者を対象とした幼稚 

   園や保育所、子育て支援事業などについて「現在の状況」と「今後の利用希望などを把握す 

   るためのアンケート調査と、小学校１～３年生の保護者を対象とした放課後児童クラブの

「今後の利用希望」などを把握するためのアンケート調査を実施しました。 

 

（２） 調査期間 平成 2６年 2 月１９日～３月４日 

 

（３）回収結果 

  配布数 回収数 回答率 

 就学前児童調査 868件 440件 50.7% 

 小学生児童調査（1年生～３年生） 423件 229件 54.1% 

 

２．教育・保育提供区域の設定 

  町内全域を１つの区域として設定し、現在の利用実態や今後のニーズを踏まえ、教育・保育、

地域子ども・子育て支援事業を実施します。 

 

 ３．人口推計 

将来人口を推計すると、減少傾向にあります。 

 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

年少人口（0～14歳人口） 1,968人 1,901人 1,848人 1,795人 1,748人 

 

 

 

未就学児（０～5歳） 694人 690人 674人 671人 669人 

小学生（６～11際） 818人 777人 751人 724人 695人 

中学生（12～14歳） 456人 434人 423人 400人 384人 

※コーホート法による推計  

 

４．子ども・子育て支援の利用者数の見込みと提供体制の確保 

（１）保育施設（認可保育所・認定こども園・地域型保育施設） 

認可保育所・地域型保育施設は、保護者が仕事や病気などの理由で、０歳～小学校就学前

の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育する施設です。 

【確保の方策】 

計画的な施設整備に努めるとともに、保育所の待機児童の解消のため町外の施設との連携

など必要な保育サービスの充実に努めます。 
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  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 

量の見込み 222人 220人 215人 213人 212人 

  ３歳～５歳 107人 105人 101人 101人 102人 

  ０歳 41人 40人 40人 39人 38人 

  １～２歳 74人 75人 74人 73人 72人 

確保方策 227人 227人 249人 248人 247人 

  ３歳～５歳 131人 131人 131人 131人 131人 

  ０歳 18人 18人 40人 39人 38人 

  １～２歳 78人 78人 78人 78人 78人 

 

（２）特定教育施設（幼稚園・認定こども園） 

幼稚園は、保護者の就労状況に関わらず、3歳から入園でき年齢に相応しい適切な環境を整

え、心身の発達を助長するための教育施設です。 

【確保の方策】 

   今後も既存の保育・教育資源を最大限活用しながら多様な保育・教育ニーズに対応するため 

  の基盤を確保します。                                

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

量の見込み 227人 223人 215人 217人 217人 

確保方策 345人 345人 345人 345人 345人 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業の充実  

                     事業名 
量の見込み・確保 

平成２７年度 平成 31年度 

利用者支援事業 

教育・保育施設や地域子育て事業等の情報

提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとと

もに、関係機関との連絡調整を実施する事業

です。 

１か所 １か所 

地域子育て支援拠点

事業 

乳幼児及び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。 

１２０人 １２０人 

一時預かり事業 

（幼稚園型） 

幼稚園の在園児を対象とした、幼稚園の教育

時間の終了後に、引き続き預かる事業です。 
１５，４００人 １５，４００人 

一時預かり事業 

 （保育所における一

時的な預かり） 

保護者の急な用事等で、一時的に家庭で面

倒をみることが困難となった乳幼児を、保育

所で預かり、保育を行う事業です。 

８００人 ８００人 

乳児全戸訪問事業 

生後４か月までの乳幼児がいる全ての家庭

を保健師などが訪問し、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ほか、

育児についての相談に応じ、助言等支援を行

う事業です。 

１１４人 １０８人 
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                     事業名 
量の見込み・確保 

平成２７年度 平成 31年度 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その

居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を

行うことにより、当該家庭の適切な養育の実

施を確保する事業です。 

２０人 １９人 

ファミリー・サポート・ 

センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中

の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と当該援助を行

うことを希望する者との相互援助活動に関す

る連絡、調整を行う事業です。 

８０人 ８０人 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

保護者の疾病等の理由により家庭において

養育を受けることが一時的に困難となった児

童について、児童福祉施設等に入所させ、必

要な保護を行う事業です。 

１か所 １か所 

延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利

用日及び利用時間以外の日及び時間におい

て、認定子ども園、保育所等で保育を実施す

る事業です。 

４５６人 ４５６人 

病児・病後児保育事業 

家庭で保育できない病気や病気回復期にあ

る病児について、病院・保育所等に付設され

た専用スペース等において、看護師等が一

時的に保育等を実施する事業です。 

実施体制を検討し、条件整備

をして実施 

放課後児童健全育成

事業 

（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室、児童館等を利用し

て適切な遊び及び生活の場を与えて、健全

育成を図る事業です。 

１６５人 ２３０人 

妊婦健康診査事業 

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。 

１２９人 

延べ 

１，４４５回 

１２３人 

延べ 

１，３７８回 

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。 

国の動向に応じて、助成を 

実施 

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 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参

入の促進に関する調査研究その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設

等の設置又は運営を促進する事業です。 

事業者からの申請状況等を

勘案しながら、必要に応じて

実施 
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５ 計画の推進に向けて 

１．推進体制 

（１）余市町子ども・子育て会議 

  子ども・子育て支援法に基づく審議機関として「保護者」、「事業者」、「学識経験者」などか

ら構成される「余市町子ども・子育て会議」を設置し、計画の内容や進捗状況について審議す

るとともに、それぞれの立場から情報・意見交換、提言を行います。 

 

２．推進にあたっての役割 

（１）行政の役割 

子育て支援の重要な役割を担うものであることから、この計画に基づくすべての事項を総合

的かつ計画的に推進します。 

また、子ども及びその保護者が、必要とするサービスを円滑に利用できるよう、必要な支援

を行うとともに、良質で適切な教育・保育等の子ども・子育て支援が総合的効率的に提供され

るよう、提供体制の確保に努めます。 

（２）家庭の役割 

保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、家庭が子どもの

人格形成、基本的生活習慣の確立にとって重要な役割と責任を持っていることを認識すること

が必要です。 

（３）地域社会の役割 

地域社会は、家庭環境、心身の障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもが、地

域の人々との交流を通して健全に成長できるようにサポートすることが必要です。 

（４）企業・職場の役割 

働いているすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれるような多彩な働き方を選

択できるようにするとともに、職場優先の意識や、固定的な性別役割分担意識等を解消し、働

きやすい職場環境をつくることが重要です。 

（５）各種団体の役割 

社会全体で子育て中の家庭を支え、子どもの「自ら育もうとする力」を伸ばすためには、行

政だけではなく地域社会で活動している多くの団体が、行政や町民と連携し、互いに補いなが

ら子どもの健全な成長を支援することが必要です。 

 

６．計画の進行管理 

余市町子ども・子育て会議において、毎年度、施策の実施状況等について点検及び評価を行 

  い、必要に応じて見直しを行います。 

   各年度の実施状況については、町のホームページ等で公表をします。 
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