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≪本計画書における年号の表記について≫ 

本計画書では、平成31年４月１日及び令和元年５月１日を基準日とした

表やグラフが掲載されています。 

本来はそれぞれの基準日に基づいて「平成31年」（または「平成31年

度」）、「令和元年」（または「令和元年度」）を区別して掲載すべきところで

すが、年号表記が混在することによる分かりにくさを避けるため、基準日

が平成31年４月１日の表やグラフについても「令和元年」（または「令和

元年度」）として統一して表記することとします。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

今日の子ども・子育てを取り巻く環境の変化は大きく、抜本的な制度改革が求められており、

平成27年４月から、わが国の子ども・子育て支援は新制度に移行することになりました。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、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として全市町村で策定が義務づけられています。 

本町においても市町村子ども・子育て支援事業計画として「黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン」

を策定し、すべての子どもが等しく質の高い教育・保育を受けられる環境の整備に努めてきま

した。 

また、「平成28年国民生活基礎調査」によると、平成27年時点の日本の子どもの貧困率は

13.9％となっており、平成24年の調査と比べると貧困率は低下したものの、およそ７人に１

人が相対的貧困の状況のもとで暮らしている状況にあります。 

こうした子どもたちの厳しい状況などを背景に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が

平成26年1月に施行され、同年８月には、子どもの貧困対策に関する基本方針や当面の重点施

策等をとりまとめた「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

その後、令和元年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の改正、「子供の貧困対策に

関する大綱」は見直しが行われ、子どもの将来だけでなく現在に向けた対策であることや、地

域や社会全体で子どもの貧困という課題を解決することが明記されることになりました。 

このような状況の中、「黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン」は令和元年度が計画期間の最終年度

を迎えることとなり、近年の制度改正や子ども・子育てをめぐる国や道の動きや、子どもの貧

困をなくし、すべての子どもたちが夢と希望をもって成長することができる社会の実現を目指

した取組を総合的、効果的に推進するため、「第２期 黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン」を策定

します。 

 

２ 計画の位置付け 

「第２期黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン」は、「子ども・子育て支援法」第61条に基づき、

「市町村子ども・子育て支援事業計画」として策定し、「次世代育成支援対策推進法」第８条に

おける「次世代育成支援市町村行動計画」と一体的に策定します。 

また、本計画は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条における「子どもの貧困対

策についての計画」としても位置付け、「子供の貧困対策に関する大綱」等の趣旨を踏まえ、子

どもの未来を応援するための施策を盛り込むこととします。 
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■根拠法と本計画の位置付け 
 

根拠法 子ども・子育て支援法 次世代育成支援対策推進法 
子どもの貧困対策の推進に 

関する法律 

市町村 

計画 

市町村子ども・子育て 
支援事業計画 

≪策定義務あり≫ 

次世代育成支援市町村行動計画 
≪努力義務≫ 

子どもの貧困対策についての 
計画（市町村計画） 

≪努力義務≫ 

性格 

特徴 

○待機児童対策を含め、子育

て中の保護者ニーズに対応

したサービス基盤の整備を

目指す事業計画 

○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 

○全国的な少子化を受け、総

合的対策を講じるための行

動計画 

○「黒松内町総合計画」の子

ども・子育て支援などに係

る分野別計画 

○子どもの貧困対策に向けた

対策を講じるための市町村

計画 

○「子供の貧困対策に関する

大綱」の趣旨を踏まえた、

子どもの未来を応援するた

めの計画 

 
 

 
 

第２期 黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン 

 

 

３ 関連計画との関係 

本計画は、「黒松内町総合計画」及び「黒松内町地域福祉計画」を上位計画とし、黒松内町に

おける子ども・子育て分野の個別計画として、計画期間における子育て支援サービスの需給状

況や子育て関連施策の推進を図るために策定するものです。 

また、本計画の策定にあたっては、関連する個別計画との整合性に配慮します。 

 

 

 第４次 黒松内町総合計画 [R2～11]  

       

 第４期 黒松内町地域福祉計画 [R２～６]  

        

           

第７期高齢者保健

福祉計画 

[H30～R２] 

 障害者基本計画 

[H30～R5] 

 

第２期 樻
ぶな

っ子 

子どもプラン 

 地域福祉の推進 
 

第４期地域福祉実

践計画 

（社会福祉協議会策定） 
第５期障害福祉計

画 [H30～R2] 

  

連携 

整合 

連携 連携 

整合 整合 

整合 

連携・整合 
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４ 計画の期間 

第２期黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプランの計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年

間とします。なお、状況の変化により、必要に応じて計画期間中に見直しを行う場合もありま

す。 
 

平成    令和      

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

６ 

年度 

    

 

    

 

 

５ 計画の策定方法 

（１）子ども・子育て会議の設置 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第77条に定められている「黒松内町子

ども・子育て会議」を設置し、計画内容、事業運営、施策推進に関する事項についての審議

を行いました。 

 

 

  

黒松内町（計画決定・実行機関） 

アンケート調査 

黒松内町子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

教育委員会 

（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携 

運営事務 意見反映 
答申 諮問 

第１期黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン 

必要に応じて見直し 

見直し 第２期黒松内町 樻
ぶな

っ子 子どもプラン 
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（２）アンケートの実施 

黒松内町の子ども・子育てに関する実態とニーズを把握するため、小学校就学前の子ども

及び小学生の保護者を対象に実施し、計画の策定と今後の子育て支援を展開していくための

基礎資料としています。 
 

①調査対象及び調査方法等 

調査対象 

令和元年７月１日現在 黒松内町に在住する就学前児童及び小学生の保

護者 

・就学前児童の保護者：67人 

・小学生の保護者：84人 

調査期間 令和元年７月 

調査方法 ・郵送法（郵送による配布・回収） 

 

②回収結果 

 
配布数 
（票） 

回収数 
（票） 

白票 
（票） 

有効回収数 
（票） 

有効回収率 
（％） 

就学前児童の 
保護者向け 

67 37 ０ 37 55.2 

小学生の 
保護者向け 

84 43 0 43 51.2 

合  計 151 80 0 80 53.0 
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第２章 子どもをめぐる現状と課題 

１ 黒松内町の人口・世帯の状況 

（１）人口動態 

①人口の動向 

本町の令和元年の総人口は 2,802 人で、平成 27年から 237 人（7.8％）減少していま

す。 

人口構成（年齢３区分）の推移でみると、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～

64 歳）は一貫して減少、老年人口（65 歳以上）は微増から平成 30以降微減で推移してい

ます。 

■総人口・人口構成の推移 

区  分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

年少人口 

（人） 

342 336 337 324 312 

生産年齢人口 1,623 1,558 1,483 1,449 1,436 

高齢者人口 1,074 1,089 1,089 1,067 1,054 

総人口 3,039 2,983 2,909 2,840 2,802 

年少人口 

（％） 

11.3 11.3 11.6 11.4 11.1 

生産年齢人口 53.4 52.2 51.0 51.0 51.2 

高齢者人口 35.3 36.5 37.4 37.6 37.6 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
 

 

  

342 336 337 324 312

1,623 1,558 1,483 1,449 1,436

1,074 1,089 1,089 1,067 1,054

3,039 2,983 2,909 2,840 2,802

0

1,000

2,000

3,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

11.3

11.3

11.6

11.4

11.1

53.4

52.2

51.0

51.0

51.2

35.3

36.5

37.4

37.6

37.6

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

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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②子どもの人口 

18 歳未満人口の推移をみると、減少が著しく、令和元年は 383 人で平成 27 年から 75

人（16.4％）減少しています。特に、高校生は 45 人（38.8％）減少しています。 

■18歳未満人口の推移 

区  分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

０～２歳 

（人） 

51 46 51 46 40 

３～５歳 68 58 55 53 48 

低学年（６～８歳） 60 74 71 66 59 

高学年（９～11 歳） 82 73 65 68 76 

中学生（12～14 歳） 81 85 95 91 89 

高校生（15～17 歳） 116 101 86 75 71 

18 歳未満人口合計 458 437 423 399 383 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 
 

 
 

  

51 46 51 46 40

68 58 55 53 48

60 74 71 66 59

82 73 65 68 76

81 85 95 91 89

116 101 86 75 71

458 437 423
399 383

0

100

200

300

400

500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

０～２歳 ３～５歳 低学年（６～８歳） 高学年（９～11歳） 中学生（12～14歳） 高校生（15～17歳）

（人）
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（２）世帯の動向 

①世帯数と平均世帯人員の推移 

国勢調査から親族世帯の数と１世帯あたり人員をみると、ともに減少傾向にあります。 

■親族世帯数等の推移 

区  分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

親族世帯数 919 881 797 729 

親族世帯人員 2,707 2,502 2,203 1,981 

１世帯あたり人員 2.95 2.84 2.76 2.72 

資料：国勢調査 
 

 

 

■国勢調査における世帯の種類の分類 

世 帯 
一般世帯 

A：親族世帯 
Ⅰ：核家族世帯 

Ⅱ：その他の親族世帯 

B：非親族世帯 

C：単独世帯 

施設等の世帯 

  

919
881

797
729

2.95 2.84 2.76 2.72

1.0

2.0

3.0

4.0

0

200

400

600

800

1,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

親族世帯数 1世帯当あたり人員

（世帯） （人員）
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②子どものいる世帯の類型 

平成27年の一般世帯数は729世帯で、平成12年から190世帯（20.7％）減少しており、

特に、子どものいる世帯はどちらの区分も急激に減少しています。また、子どものいる世帯

に占めるひとり親世帯の割合は、６歳未満の子どものいる世帯では１世帯（1.2％）、18歳

未満では16世帯（8.5％）となっています。 

■世帯類型の推移 

区  分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

一般世帯数（親族世帯）（Ａ） 919 881 797 729 

６歳未満の子どものいる世帯（Ｂ） 124 114 93 85 

Ｂ/Ａ（%） 13.5 12.9 11.7 11.7 

  

核家族世帯（ａ） 107 86 86 86 

ａ/Ｂ（%） 86.3 92.1 92.5 91.8 

  
ひとり親世帯(c) 5 5 2 1 

ｃ/Ｂ（%） 4.0 4.4 2.2 1.2 

その他家族世帯(b) 17 9 7 7 

ｂ/Ｂ（%） 13.7 7.5 7.5 8.2 

18 歳未満の子どものいる世帯（Ｃ） 287 262 217 188 

Ｃ/Ａ（%） 31.2 29.7 27.2 25.8 

  

核家族世帯（ｄ） 217 215 188 172 

ｄ/Ｃ（%） 75.6 82.1 86.6 91.5 

  
ひとり親世帯(f) 22 24 19 16 

ｆ/Ｃ（%） 7.7 9.2 8.8 8.5 

その他家族世帯（ｅ） 70 47 29 16 

ｅ/Ｃ（%） 24.4 17.9 13.4 8.5 

資料：国勢調査 
 

■６歳未満の子どものいる世帯 

 
 

■18歳未満の子どものいる世帯 
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0

100
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18歳未満の子どものいる世帯 ひとり親世帯の割合

（世帯） （％）（％）
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（３）結婚・就業の状況 

①未婚率 

本町の女性未婚率を全国・北海道と比べてみると、「40～44 歳」までは大きな差はみら

れませんが、「45～49歳」以降では全国・北海道より高くなっています。 

■女性の年齢階層別未婚率 

 

資料：平成27年国勢調査 

 

②平均初婚年齢 

北海道の平均初婚年齢は、全国より若干低い傾向ですが、夫・妻ともに年々上昇していま

す。 

■平均初婚年齢の推移 

単位：歳 

区  分 
夫 妻 

北海道 全国 北海道 全国 

平成 25 年 30.4 30.9 29.1 29.3 

平成 26 年 30.7 31.1 29.2 29.4 

平成 27 年 30.7 31.1 29.3 29.4 

平成 28 年 30.7 31.1 29.4 29.4 

平成 29 年 30.7 31.1 29.3 29.4 

資料：人口動態統計 
 

■平均初婚年齢（妻） 

  

100.0
91.2

66.7

31.6
24.6

18.2
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27.2
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28

29
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 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

全国 北海道

（歳）
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（４）女性の就業状況 

本町の女性の就業状況をみると、「30～34歳」で底を示しＭ字型曲線の名残を示していま

す。 

「30～34歳」での就業率低下は、結婚、出産が女性の就業に影響を与えていると思われま

すが、「40～44歳」で就業率が回復しており、結婚・出産後も働き続ける女性が多いことを

示しています。 

また、本町の女性就業率を全国や北海道と比べると、すべての年齢階層で全国・北海道を上

回っており、本町の女性の就業率は非常に高いものと言えます。 

■ 女性の年齢階層別就業率の比較 

 

資料：平成27年国勢調査 
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全国 北海道 黒松内町

（％）
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２ 子育て環境 

（１）子どもの教育・保育環境 

①認定こども園黒松内保育園 

 

 

 

 

 

②認定こども園教育部分の状況 

認定こども園の教育部分の状況は次の表のとおりです。 

■認定こども園（教育部分）の状況 

区  分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

３歳児 年少 4 4 3 5 5 

４歳児 年中 6 3 6 8 8 

５歳児 年長 4 5 7 9 6 

合  計 14 12 16 22 19 

 障害児受入人数 2 1 1 3 1 

資料：黒松内町（各年４月１日現在） 

 

③認定こども園保育部分の状況 

認定こども園の保育部分の状況は次の表のとおりです。 

■認定こども園（保育部分）の状況 

区  分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

定員数 60 60 60 60 50 

入所児童数 66 52 50 37 40 

内 
 

訳 

０ 歳 児  1 1 0 0 0 

１ 歳 児  9 7 5 7 7 

２ 歳 児  8 8 8 5 7 

３ 歳 児  14 7 11 8 6 

４ 歳 児  12 17 11 8 9 

５ 歳 児  22 12 15 9 11 

入所率（%） 110.0 86.7 83.3 61.7 80.0 

待機児童数 0 0 0 0 0 

障害児受入人数 2 5 3 2 3 

資料：黒松内町（各年４月１日現在） 

  

沿革 

昭和42年６月  認可保育所「黒松内保育園」開設 

平成19年４月  黒松内町委託で地域子育て支援センター事業を開始 

平成21年４月  保育所型認定こども園「認定こども園黒松内保育園」認定 
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（２）児童生徒の状況 

本町の児童生徒の状況は次の表のとおりです。 

小学校の児童数は平成28年度をピークに減少傾向にありますが、中学校の生徒数は平成30

年度をピークに減少傾向となっています。 

■小学校・中学校の状況 

区  分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

小
学
校 

学校数 2 2 2 2 2 

学級数 14 12 12 13 12 

 
複式学級 2 2 1 1 2 

 特別支援 4 4 4 5 3 

児童数 148 151 135 133 135 

 特別支援 13 14 14 10 10 

中
学
校 

学校数 2 2 2 2 2 

学級数 8 7 7 6 8 

 
複式学級 1 0 1 1 1 

 特別支援 4 3 3 2 4 

生徒数 77 82 89 91 84 

 特別支援 20 17 15 16 18 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

 

（３）放課後子ども教室の状況 

「放課後子ども教室」：放課後に子どもたちの安全、安心な活動拠点を設け、子どもたちに

学習や様々な体験・交流活動の場を提供するものです。  

本町では、下記の要領で実施しています。 

■放課後子ども教室の実施状況 

区  分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

対象児童数 148 151 135 133 135 

在籍者数 74 62 57 45 39 

在籍割合（％） 50 41 42 34 29 

資料：黒松内町（各年５月１日現在） 
 

■放課後子ども教室の利用規約 

放課後子ども教室 

小学校区 黒松内小学校 白井川小学校 

実施場所 総合町民センター 白井川小学校 

開設時間 
月・水・金 

午後１時30分～午後４時30分 

月～金 

午後１時～午後４時 

費  用 保険料として 800 円 
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（４）支援を必要とする子どもへの支援 

本町における障がいのある子どもや成長に心配のある子どものサービスの利用状況は次のと

おりです。 

■放課後等デイサービス等の状況 

区  分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

放課後等デイサービス 
支給決定実人数 13 10 9 13 15 

延利用日数 452 375 354 386 527 

児童発達支援 
支給決定実人数 7 6 8 6 4 

延利用日数 177 213 201 190 184 

資料：黒松内町（実人数は各年４月１日現在） 
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３ 子どもの貧困の状況 

（１）全国における貧困の現状 

厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」によると、相対的貧困率及び子どもの貧困率は平

成24年まで増加傾向にありましたが、平成27年には減少に転じています。 

また、子どもがいる現役世帯では、「大人が１人」と「大人が２人以上」の世帯の間には40

ポイントから50ポイントほどの差があり、特に「大人が１人」の世帯が苦しい生活状況にある

ことがうかがえます。 

 

■子どもの貧困率の推移 

 

資料：国民生活基礎調査（平成28年） 

 

■子どもがいる現役世帯の貧困率の推移 

 

資料：国民生活基礎調査（平成28年） 
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（２）児童扶養手当受給者の状況 

児童扶養手当の受給者数は、平成27年度から平成29年度まで減少していましたが、平成30

年度には増加して18人となりました。 

■児童扶養手当受給者数の推移 

 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

受給者数（人） 20 17 15 18 

新規認定者数（人） 3 1 2 4 

資格喪失者数（人） 5 2 2 5 

※新規認定者数には転入者を含む 

資料：黒松内町 

 

（３）要保護・準要保護児童・生徒の状況 

小学校の要保護児童及び準要保護児童の合計人数は平成27年度の19人から増加しており、

平成30年度は30人となっています。 

中学校における要保護生徒及び準要保護生後の合計人数は平成28年度に減少したものの、以

降は増加傾向がみられ平成30年度は13人となっています。 

■要保護・準要保護児童・生徒の推移 

  
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

小学校 

要保護児童 0 0 0 0 

準要保護児童 19 23 27 30 

合  計 19 23 27 30 

中学校 

要保護生徒 2 1 0. 0 

準要保護生徒 10 8 12 13 

合  計 12 9 12 13 

資料：黒松内町 
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４ ニーズ調査からみた子どもを取り巻く環境 

（１）主に子育てを行っている人 

就学前児童の保護者で主に子育てを行っている人は、「父母ともに」が58.3％で最も多く、次い

で「主に母親」が39.6％で続いています。また、小学生の保護者でも「父母ともに」が56.1％で最

も多く、次いで「主に母親」が40.4％で続いていますが、「主に父親」も3.5％となっています。 
 

《就学前児童の保護者》 

 

 

《小学生の保護者》 

 

 

（２）母親の就労状況 

就学前児童の母親の就労状況は、「パート・アルバイト等」が45.8％で最も多く、次いで「現在

は就労していない」が27.1％で続いています。また、小学生の母親でも「パート・アルバイト等」

が60.0％で最も多く、次いで「フルタイム」が30.9％で続いています。 
 

《就学前児童の母親》 

 
 

《小学生の母親》 

  

58.3

39.6

0.0

2.1

0.0

0% 20% 40% 60%

父母両方

主に母親

主に父親

祖父母

その他 (n= 48)

56.1

40.4

3.5

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

父母両方

主に母親

主に父親

祖父母

その他 (n= 57)

16.7

4.2

45.8

4.2

27.1

0.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト等

パート・アルバイト等（休業中）

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 (n= 48)

30.9

0.0

60.0

0.0

5.5

0.0

3.6

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト等

パート・アルバイト等（休業中）

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 (n= 55)
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（３）定期的な教育・保育事業の利用状況等（就学前児童） 

定期的に教育・保育事業を「利用している」人は81.3％、「利用していない」人は18.8%となっ

ています。 

利用している教育・保育事業は、「認定こども園黒松内保育園（保育利用）」が76.9％で突出し

て多く、「認定こども園黒松内保育園（教育利用）」は23.1％となっています。 
 

《教育・保育事業の利用状況》 

 
 

《利用している教育・保育事業》 

 

 

（４）教育・保育事業の今後の利用意向（就学前児童） 

今後、定期的に利用したい教育・保育事業は、「認定こども園黒松内保育園（保育利用）」が71.7％

で突出して多く、次いで「認定こども園黒松内保育園（教育利用）」が50.0％で続いています。 
 

《今後利用したい教育・保育事業》 

  

 

  

81.3

18.8

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

利用している

利用していない (n= 48)

76.9

23.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

認定こども園黒松内保育園（保育利用）

認定こども園黒松内保育園（教育利用）

その他 (n= 39)

71.7

50.0

23.9

19.6

15.2

10.9

10.9

8.7

6.5

4.3

4.3

6.5

0% 20% 40% 60% 80%

認定こども園黒松内保育園（保育利用）

認定こども園黒松内保育園（教育利用）

認定こども園黒松内保育園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

他市町村認可保育所

小規模な保育施設

居宅訪問型保育

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答 (n=46)
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（５）子育て支援センター等の利用状況等（就学前児童） 

地域子育て支援拠点事業の利用状況をお聞きしたところ、「利用していない」が77.1％を占め、

利用している事業は、「地域子育て支援センター」が20.8％、「保健福祉センター親子ふれあい広

場」が10.4％となっています。 

今後の利用意向については、「新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない」が56.3％

で最も多く、次いで「利用していないが、今後利用したい」が14.6％となっています。 
 

《現在の利用状況》 

 

 

《今後の利用意向》 

 

 

（６）病児・病後児保育の利用希望（就学前児童/教育・保育事業の利用者） 

教育・保育事業の利用者で、子どもが病気やケガのときに「父親が仕事などを休んだ」「母親が

仕事などを休んだ」と回答した人に病児・病後児保育の利用意向をお聞きしたところ、「できれば

利用したい」人は51.9％となっています。 
 

《利用希望》 

 

 

  

20.8

10.4

77.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

地域子育て支援センター

保健福祉センター親子ふれあい広場

利用していない

無回答

(n= 48)

14.6

10.4

56.3

18.8

0% 20% 40% 60%

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しており、今後利用回数を増やしたい

新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない

無回答

(n= 48)

51.9

48.1

0% 20% 40% 60%

できれば利用したい

利用したいと思わなかった (n= 27)
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（７）一時預かり等、不定期に利用できる事業の利用状況等（就学前児童） 

私用等で一時預かり等を不定期に利用したことが「あった」人は12.5％です。 

今後の利用意向については、「利用したい」人は45.8％、「利用する必要はない」人は41.7%

となっています。 
 

《現在の利用状況》 

 
 

《今後の利用意向》 

 

 

（８）放課後の過ごし方の希望（就学前児童） 

３歳以上のお子さんがいる保護者に対して、小学校入学後、放課後に過ごさせたい場所をお聞き

したところ、「自宅」が45.8％で最も多く、次いで「放課後児童クラブ」が43.8％で続いていま

す。 
 

《小学校入学後、放課後に過ごさせたい場所》 

 

 

  

12.5

83.3

4.2

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

あった

なかった

無回答 (n= 48)

45.8

41.7

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用したい

利用する必要はない

無回答 (n= 48)

45.8

43.8

27.1

22.9

20.8

18.8

16.7

6.3

4.2

0.0

18.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自宅

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ふれあいの森情報館 マナヴェール

親族や近所の人、友人・知人などの家

公園や広場

学習塾や習い事

ファミリー・サポート・センター

スポーツ少年団

その他

無回答 (n= 48)
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（９）子育て・教育で感じること 

保護者に、子育て・教育での感じ方をお聞きしたところ、「楽しいと感じることの方が多い」と

回答した人は小学生の保護者では約６割いましたが、就学前児童の保護者では約５割となっていま

す。また、「つらいと感じることが多い」と回答した人は、どちらもいませんでした。 
 

《就学前児童の保護者》 

 
 

《小学生の保護者》 

 
 

（10）より充実を図ってほしい子育て支援 

保護者が、より充実を図ってほしい子育て支援は、就学前児童の保護者では「子どもが安心して

遊べる公園などを整備してほしい」が60.4％で最も多く、次いで「子育て世帯への経済的援助を拡

充してほしい」が50.0％で続いています。また、小学生の保護者では、「子育て世帯への経済的援

助を拡充してほしい」が50.9％で最も多く、次いで「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を

整備してほしい」が49.1％で続いています。 
 

《就学前児童の保護者》 

 

  

52.1

43.8

0.0

0.0

0.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答 (n= 48)

61.4

33.3

0.0

0.0

5.3

0% 20% 40% 60% 80%

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない (n= 57)

60.4

50.0

43.8

43.8

25.0

22.9

16.7

16.7

6.3

6.3

4.2

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

子どもが安心して遊べる公園などを整備してほしい

子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい

親子が安心して楽しめる身近な場や、イベントの機会がほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる保育サービスがほしい

残業時間の短縮や育児休業の取得促進など、

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

公営住宅の優先入居など、住宅面の配慮がほしい

認定こども園が休みの日の子どもの活動の機会を増やしてほしい

子育てに困ったときに相談したり、

情報が得られる場所をつくってほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答 (n= 48)
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《小学生の保護者》 

 

 

（11）子育てのしやすさ 

保護者に、黒松内町での子育てのしやすさをお聞きしたところ、就学前児童の保護者では「そう

思う」（14.6％）と、「どちらかというとそう思う」（77.1％）を合わせると91.7％を占めてい

ます。また、小学生の保護者でも「そう思う」（19.3％）と、「どちらかというとそう思う」（71.9％）

を合わせると91.2％を占めるなど、どちらも非常に高い割合となっています。 
 

《就学前児童の保護者》 

 
 

《小学生の保護者》 

 

  

50.9

49.1

43.9

28.1

19.3

10.5

10.5

7.0

7.0

3.5

3.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80%

子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい

子どもが安心して遊べる公園などを整備してほしい

認定こども園が休みの日の子どもの活動の機会を増やしてほしい

親子が安心して楽しめる身近な場や、イベントの機会がほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる保育サービスがほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報が得られる場所をつくってほしい

残業時間の短縮や育児休業の取得促進など、

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

公営住宅の優先入居など、住宅面の配慮がほしい

その他

無回答 (n= 57)

14.6

77.1

8.3

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

わからない (n= 48)

19.3

71.9

3.5

1.8

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

わからない (n= 57)
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第３章 第１期計画の実施状況 

１ 児童数の状況 

黒松内町子ども・子育て支援事業計画で推計した児童数を実績値と比較すると、計画期間

中は就学前児童、小学生児童ともに実績が推計値を下回って推移しており、令和元年の修学

前児童数は88人、小学生児童数は135人となっています。 
 

■就学前児童数の推移 

  

 

■小学生児童数の推移 

 

  

127 117 117 114 113119
104 106 99 88

0

50

100

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（人）

第１期計画推計値 実績

157 164 153 150 156142 147 136 134 135

0

50

100

150

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（人）

第１期計画推計値 実績
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２ 教育・保育の状況 
 

（１）１号認定（3 歳以上／教育） 

１号認定は平成28年度までは計画を下回る実績でしたが、平成29年度以降は計画を上回

る実績で推移しました。 
 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

19 16 15 15 15 

確保方策 15 15 15 15 15 

実  績 14 12 16 22 19 

※実績は各年４月１日現在 

 

（２）２号認定（3 歳以上／保育） 

２号認定の実績は減少傾向がみられ、平成28年度以降は計画を下回る実績で推移しました。 
 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

48 41 40 40 40 

確保方策 40 40 40 40 35 

実  績 48 36 37 25 26 

※実績は各年４月１日現在、令和元年度の確保方策は、定員の見直しにより変更。 

 

（３）３号認定（3 歳未満／保育） 

３号認定の０歳はおおむね計画と同等の実績で推移していましたが、平成30年度は計画を

上回る実績となりました。１・２歳は平成28年度以降は計画を下回る実績で推移しました。 
 

①０歳 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

3 3 3 3 3 

確保方策 3 3 3 3 3 

実  績 3 2 2 7 （３） 

※実績は各年３月末現在，  

 

②１・２歳 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

17 17 17 16 16 

確保方策 17 17 17 17 17 

実  績 17 15 13 13 14 

※実績は各年４月１日現在 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

（１）利用者支援事業 

認定こども園、保育所、幼稚園等の施設や地域の子育て情報を集約し、子どもや保護者か

らの利用相談や、必要な情報提供・助言をするとともに、関係機関との連絡調整などを行う

ものです。 

本町では平成28年度から母子保健型、平成29年度から基本型の利用者支援事業を実施し

ています。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画（量の見込み） 
か所 

1 1 1 1 1 

実 績 0 1 2 2 2 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所を常設し、子育てについての相談、情報提

供などを行うものです。 

当事業は計画期間内において計画を大きく上回る実績で推移しました。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人回/月 

86 87 86 83 83 

確保方策 86 87 86 83 83 

実 績 219 272 217 190 - 

 

（３）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。 

当事業は計画期間内において計画を下回る実績で推移しました。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

回 

280 280 280 280 280 

確保方策 280 280 280 280 280 

実 績 177 197 181 153 190 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる家庭を保健師が全戸訪問し、発育・栄養・育児・生活環境の

相談や支援を行う事業で、保健師が新生児から乳児期に家庭訪問等により、母子の健康状態

の把握や相談・支援を行っています。 

出生数の減少等により、当事業はおおむね計画を下回る実績で推移しました。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人 

18 18 17 17 17 

確保方策 18 18 17 17 17 

実 績 15 19 15 11 - 

 

 

（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業で、「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる」と訪問

員が判断した場合に、専門的な育児指導及び育児・家事援助を行う事業です。 

平成27年度は計画を下回る実績でしたが、平成28年度以降は実績が大きく伸びています。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人 

31 31 29 29 29 

確保方策 31 31 29 29 29 

実 績 15 80 100 80 - 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に

入所させ、必要な保護を行う事業です。 

実績がない年度や少ない年度がありますが、この事業を必要とする児童はあるといえます。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人日 

1 1 1 1 1 

確保方策 5 5 5 5 5 

実 績 16 8 2 0  24 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業） 

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を行う事業

です。 

本町では当事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

 
低学年 0 0 0 0 0 

高学年 0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 
低学年 0 0 0 0 0 

高学年 0 0 0 0 0 

実 績 0 0 0 0 0 

 
低学年 0 0 0 0 0 

高学年 0 0 0 0 0 

 

（８）一時預かり事業 

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

おいて、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において一時的

な預かりや必要な保護を行う事業です。 

本町では、類似する事業として、認定こども園黒松内保育園で実施している預かり保育、

町総合町民センターで実施している一時預かり事業（ぞうさん広場事業）があります。 
 

① 一時預かり事業（幼稚園型） 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実 績 26 47 49 46 90 

 

②一時預かり事業（幼稚園型を除く） 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人日 

548 505 505 492 488 

確保方策 0 0 0 0 488 

実 績 0 12 49 41 - 
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（９）延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、保育所の通常開所時間11時間を超えて保育を

行うものです。 

本町では当事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人 

2 2 2 2 2 

確保方策 0 0 0 0 1 

実 績 0 0 0 0 0 

 

（10）病児保育事業 

病気や病気回復期の病児や突然の発熱などで集団保育が困難な児童を、保育所・病院等に

付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等する事業です。 

本町では当事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 
量の見込み 

人日 

183 168 168 164 163 

確保方策 0 0 0 0 163 

実 績 0 0 0 0 0 

 

（11）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生

活の場を与え、健全な育成を図る事業です。 

平成30年度までは量の見込みを上回る実績で推移しましたが、令和元年度は量の見込みを

下回る実績となりました。 
 

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

計画 

量の見込み 

人 

32 37 36 35 32 

 
低学年 24 30 30 29 24 

高学年 8 7 6 6 8 

確保方策 35 35 35 35 35 

実 績 35 39 39 38 27 

 

１年生 10 17 9 13 5 

２年生 9 12 18 8 12 

３年生 5 6 7 11 6 

４年生 5 2 3 3 4 

５年生 4 2 1 2 0 

６年生 2 0 1 1 0 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

将来を担う子どもたちが、町のシンボル「ブナ（樻
ぶな

）」の木のように生命力に満ちあふれ、

いきいきと育っていくために、地域全体で子どもたちの成長を温かく見守り、豊富な体験を

とおして豊かな人間性を育めるような環境を整備・構築していくことが必要です。 

また、子どもがいきいきと目を輝かせて暮らすためには、親自身がいきいきとしていなけ

ればなりません。親自身がいきいきと暮らしていくためには、子どもや家庭を取り巻く地域

全体がいきいきとしていることが必要となります。 

「子ども・子育て支援法」の基本理念では、子ども・子育て支援は、父母その他の保護者

が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭、学校、地域、

企業など、その他の社会のすべての分野において、各々の役割を果たすとともに、相互に協

力して行われなければならないとされています。 

今後も、子育て中の家庭や行政はもとより、保育施設、学校、事業所、子育てが終わった

家庭や子どもがいない家庭を含めた地域住民全体が連携・協力し、“輪”になり“和”になっ

ていかなくてはなりません。 

本町では、このような考えに基づき第１期計画を進めてきました。本計画においてもこの

基本理念を踏襲し、町全体が“わ”になって子どもが笑顔になれる環境づくりを目指します。 

 

２ 基本目標 

本計画では、先に掲げた基本理念「手をつなごう！“わ”になろう！ 樻
ぶな

っ子のかがやく

笑顔のために」の実現と、現状課題の解決を目指し、以下の「なってほしい子どもたちの４

つの姿」を基本目標として設定します。 

  

手をつなごう！“わ”になろう！！ 

樻
ぶな

っ子のかがやく笑顔のために 
 

≪基本目標１≫ 

丈夫な体をもつ子ども 
≪基本目標２≫ 

豊かな心をもつ子ども 

≪基本目標４≫ 

つながりをもてる子ども 
≪基本目標３≫ 

学ぶ心をもつ子ども 
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基本目標１ 丈夫な体をもつ子ども 

今回のニーズ調査においても乳幼児・小児医療に関する支援の充実を求める保護者の割合は多

く、43.8％にのぼっています。子どもの病気は子育て中の親にとって、精神的にも経済的にも時

間的にも大きな負担となることは言うまでもありません。子どもの健康は、最も大きな心配事の

一つであると言えます。 

また、黒松内町でも「孤食」や「欠食」「偏食」が心配されてきています。全国的にも「食育基

本法」が制定されたように、子どもたちの身体面だけでなく精神面への影響が危惧されています。

その裏にある、子どもの就寝・起床時間が遅くなっているなどの生活リズムの変化とそれに伴う

集中力や体力の低下も問題視されています。 

子どもが丈夫な体をもつために、親はもちろんですが、地域全体でそれを支えていけるよう行

動する必要があります。 
 

（１）必要な栄養を食事でとる 

子どもの集中力の低下や疲れやすさも、食事からのエネルギーや栄養が不足していること

も原因の一つとして考えられます。摂取する栄養素が偏ると、子どもの「生活習慣病」も増

えてきます。人間は、様々な栄養を摂取して、生命を守り、成長し、体を動かしています。

いろいろな食べ物をバランスよく組み合わせることで、栄養が偏りなく体内に取り入れられ、

健康を維持することができます。 

自分で食事を摂取するしないを選択できる年齢になったときは子ども自身の責任でもあり

ますが、必要な栄養を摂取する習慣をつけるのは家庭です。脳を活性化させる面でも、適切

な食事の摂取で得られる適度な満腹感と楽しい食卓で得られる満足感は必要なことです。 

家庭を支える地域、保育施設、学校など、子どもに関わる機関の大人たちが率先して適切

な量の必要な栄養を食事で摂取する姿を子どもたちに見せることも大切です。 

 

（２）生活リズムを整える 

大人と一緒になって、夜遅くまで起きている子どもが増えています。それは、朝起きられ

ない→朝ご飯を食べる時間がない→午前中は眠たくて集中できない→夕方眠ってしまう→夜

眠れなくなる、という悪循環をくり返します。 

子どもたちが子どもらしくいきいきと走り回るためにも、楽しい日常・学校生活を過ごす

ためにも、生活リズムが整っていることは大変望ましいことです。 

子どもたちの生活リズムを整えるためには、日中の子どもたちの運動量を確保する（体を

動かす時間をつくる･･･例えば近所へ行くときは歩いて行くなど）こと、親をはじめ周囲の大

人たちが行動で示すことが必要になります。 

また、近年は青少年のインターネットの利用が急速に拡大している一方、スマートフォン

の使い過ぎで子どもの生活リズムが崩れてしまったり、文字だけの会話によって何気ない言

葉が思わぬトラブルを招くなど、インターネットの利用は様々な危険と隣り合わせです。 

インターネットの様々な危険から子どもを守るため、本町で策定した「情報モラル８箇条」

の普及啓発が急務となっています。 
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基本目標２ 豊かな心をもつ子ども 

子どもたちは、様々な体験の積み重ねから多くのことを学び取り、精神的にも成長し、社会生

活ができるようになっていきます。しかし、子どもたちを取り巻く環境の変化により実体験が減っ

ているだけでなく、複雑かつ大量の情報によってことばの使い方に変化がみられたり、自分以外

の人との心の疎通そのものが困難になってきていることがうかがえます。 

社会的にノーマライゼーション、バリアフリーの精神が求められていますが、その基礎となる

人間性・創造性は育ちにくい状況になってきていると言わざるを得ません。 

子ども一人ひとりの人間性・創造性を育み、美しい物や風景を見たときに感動することができ、

ストレス社会にうち勝てるような強さとやさしさを兼ね備えた子どもへと成長していけるような

関わりや働きかけが必要です。 
 

（１）思いを自分のことばで表現できる 

人はことばによって意思の疎通を図ります。言語以外のもの（しぐさや表情など）でも思

いを伝えることができます。何らかの障がいによって言語を発声できなかったとしても、自

分なりの表現方法で意思を伝えます。このような「自分なりのことば」を通じて自分以外の

誰かに考えを伝えることは、「人間らしさ」であると言えます。 

しかし近年では、テレビなどの影響で子どもたちのことばが変化したり、「ことば」を伝え

きれずにキレてしまうことでしか気持ちを表現できない子どもが増えています。意志疎通が

図りにくくなっていることは、学校でのいじめや不登校にも関係するものです。 

地域でつながりをもつ上での障壁となってしまうことも考えられます。家庭はもちろん地

域でも、コミュニケーションについて、「言わなくてもわかるだろう」から「思いを表現する」

という考え方に変えていく必要があります。 

 

（２）相手のことばに耳を傾け、思いを受け止めることができる 

自分の思いを並べるだけで、相手が話していることを聞けない子どもたちが増えています。

思いを伝えようとしても、相手に思いを受け止めてもらわなければコミュニケーションは成

立しません。子どもの心の豊かさを育むためには、まず大人たちが子どものことばに耳を傾

け、子どもの思いを聞くことが大切です。子どものことばに耳を傾けることは、子どもの心

に「受け入れてもらっている」という安心感をつくり、自己肯定感、次の学習意欲や考え方

の成長につながります。また、聞いてもらっていることで自分の意見を言えるようになりま

す。 

家庭や地域でコミュニケーションの機会を増やすことは、育児不安の軽減や子ども同士の

コミュニケーションの訓練になります。子どもたちが相手のことばに耳を傾けられるよう、

家庭や地域で「相手のことばに耳を傾ける」という行動を示さなければなりません。 
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基本目標３ 学ぶ心をもつ子ども 

子どもたちが生きる力を身につけ、これからの社会を築き支えていく人材として成長していく

ために、学校教育に求められる役割はますます大きなものとなっています。 

教育活動については、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指した新学習指導要領が国から示

され、小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度から全面実施されることになりました。 

今後は、これらを踏まえた教育行政の推進が求められ、本町の教育資源を十分に活かしながら、

子どもが未来社会を切り拓くための資質・能力を育成するためのきめ細かな教育活動を進めてい

く必要があります。 

また、町の将来を担う青少年が心身ともに健全に成長していくことができるよう、町全体で子

どもを守り育てる体制づくりのもと、スポーツや文化活動をはじめ、体験活動など地域資源を活

用した特色ある教育を積極的に推進していく必要があります。 
 

（１）自ら学ぶ力を身につけることができる 

小学校就学後の学童期は、生きる力を育むことを目指し、調和のとれた発達を図る重要な

時期とされています。また、この時期は、自立意識や他者理解などの社会性の発達が進み、

心身の成長も著しい時期でもあります。 

小学校入学後に子どもが速やかに学校生活になじむことができるよう、幼児教育から小学

校教育への円滑な移行に向けて、認定こども園と小学校の間で行われる連携・接続に関する

きめ細かな取組が重要です。また、小学校と中学校の連携に関しても、円滑な接続に向けた

取組や子どもたちが過ごす9年間における子ども理解の継続性や学習目標の一貫性が求めら

れます。 

学校においては、子どもたちが未来へ主体的に歩む土台を築くため、確かな学力だけでな

く、情報活用能力などこれからの社会を生き抜く力を育んでいくことが必要です。学校は地

域とともに社会に対応した教育環境をつくるため、教職員や組織の能力向上、特色ある学校

づくり等により信頼される学校づくりが求められます。 

また、すべての子どもたちが個性や能力を伸ばし健やかに成長できるよう、課題を抱える

子どもや保護者の解決力を高める指導を行い、必要に応じて関係機関と連携を図りつつきめ

細かな支援を行っていく必要があります。 

 

（２）郷土への誇りを持ち、心身ともにたくましく生きることができる 

青少年を取り巻く環境として、核家族化、少子化の進行、共働き世帯の増加を背景に親子

の接触機会の減少や地域における連帯意識の希薄化等、家庭や地域での教育機能の低下が指

摘されています。また近年は、いじめや虐待、犯罪の低年齢化、引きこもりやニートの増加

等、青少年を取り巻く問題は複雑化、多様化しています。 

次代を担う青少年が希望と郷土への誇りを持ち、心身ともにたくましく、主体的に生きる

社会人として成長していくため、本物に触れる教育や様々な体験をとおして、子ども自らが

学び、主体的に判断・行動し、心豊かな人間性や生きる力を身につけられるような活動の場

を提供することが求められています。 

また、子どもが自分自身でライフデザインを描けるよう、必要となる知識や情報を収集す

るとともに、子どもが自ら考え判断する能力を養っていくための教育が必要とされています。 
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基本目標４ つながりをもてる子ども 

核家族化や親族・近隣関係の希薄化などにより、地域の子育て機能が低下してきているととも

に、子育てが孤立化してきています。一個人・一家庭で問題や困難を解決・完結させることは一

見楽ですが、すべてをひとりで抱え込み、何も解決できずに苦しい思いにとらわれてしまう危険

性を含んでいます。 

子どもの立場からみると、たくさんの人とのつながりは人間性を広げ、自立心や将来への夢、

困難なことへの対応能力を養い、大人（親）となったときに知識や技術として活用していくこと

ができます。 

それぞれがつながりをもち、その姿を子どもたちに見せること、その見せた姿が子どもたちの

未来を拓くことから、地域全体がつながり合うことが必要となります。 
 

（１）地域の活動に参加する 

最近では、大人も子どもも個人主義になりつつあります。一人ひとりを尊重することは と

ても大切なことではありますが、そのために、基本的なルールを知らず、自分本位になった

り、ひとりで大荷物を抱えて四苦八苦する状態に陥りやすくなります。親は子どもたちのた

めに使う時間が減り、子どもたちにとっては、「遊ぶ人がいない」「出かけるところがない」

「叱ってくれる人がいない」という状況が生まれてしまいます。 

本来生きていく上で必要なことを学ぶことができる、一番身近で確かな教育が「地域の活

動」の中にあります。親がひとりで悩みを抱えなくても、相談できる人は周囲にはたくさん

存在し、子どもたちも暮らしている地域の人たちから学べることがたくさんあります。子ど

もたちが安心して地域の人たちと関わるために、親と子どもが小さい頃から地域の活動に顔

を出し、地域でもそれを受け入れられるような体制づくりが必要です。 

また、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むコミュニティ・スクールや

地域学校協働活動の普及も求められています。 

 

（２）町にある物に触れる 

最近の子どもたちの中には何をするにも意欲に欠け、集中力が続かず、すぐに諦めてしまっ

たり、いきいきとしていない子どもたちが増えています。子どもたちがいきいきとするため

には、いきいきとした大人たちの体験談や活動を見せるなどの関わりが不可欠です。 

現在保育施設や学校では、様々な職業の人たちとふれあう取組がされています。その中で

子どもたちは社会の仕組みを知るとともに、様々な職業の人とふれあうことで想像力を育み、

希望をもって将来の夢をつくっていきます。このようなことは家庭においても必要なことで、

親が楽しみ真剣に取り組んでいる姿は子どもたちの心に残り、子どもの行動の基礎となりま

す。 

また、黒松内町には歌才ブナ林や朱太川などの豊かな自然と、身近な自然を活かした歌才

森林公園をはじめとする場所（運動公園、東山公園、各地区公園等）がたくさんあります。

そんな都会にはない田舎ならではの環境へ子どもたちが家族や地域の人とともに触れること

で、子どもたちに物事への感動を共有でき、危険の認知や対処方法を教えることができます。 
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３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 健やかに子どもを産み育てる環

境づくり 

①安心して妊娠・出産できる体制づくり 

②子どもと母親の健康を守る取組 

③思春期の心と体の健康づくり 

２ 働きながら子育てできる社会づ

くり 

①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

②保育サービスの質の向上 

③働き方に合わせた多様なサービス 

④児童クラブ等における留守家庭への支援 

３ すべての家庭の子育てを支援す

る仕組みづくり 

①地域の子育て支援の推進 

②経済的な支援の取組 

４ 特別な配慮を要する子どもを支

える仕組みづくり 

①児童虐待防止策の充実 

②障がい児施策の充実 

③ひとり親家庭への支援 

５ 子どもが豊かに育つ環境づくり ①充実した教育体制の推進 

②放課後の居場所づくりと遊び場の提供 

③可能性を伸ばす多様な体験機会の提供 

④子どもの活動を支援する環境整備 

⑤子どもを豊かに育むための地域での活動 

６ 子どもと子育て家庭にやさしい

まちづくり 

①子育てに適した生活空間の整備 

②子どもの安心・安全を確保する地域づくり 

③良質な住環境の確保 

手をつなごう！“わ”になろう！！ 

樻っ子のかがやく笑顔のために 

【基本理念】 

【基本目標】 

 
 

１．丈夫な体をもつ子ども 

２．豊かな心をもつ子ども 

３．学ぶ心をもつ子ども 

４．つながりをもてる子ども 

【基本目標】 
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第５章 施策の展開 

１ 健やかに子どもを産み育てる環境づくり 

（１）安心して妊娠・出産できる体制づくり 

妊娠、出産に対する不安を和らげるため、保健師などの訪問や教室を開催するとともに、

健診にかかる費用を助成し、経済的負担を軽減します。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

母子健康手帳の交付 
妊娠届出の際に妊娠、出産、育児に関する一貫した健康記録が

でき、情報が掲載されている小冊子を交付します。 
保健福祉課 

妊産婦安心出産支援事

業 

安心して出産できる環境づくりを目的に、医療機関への通院に

要する交通費等の一部を助成します。 
保健福祉課 

特定不妊治療費助成事

業 

不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために、不妊

治療費を助成します。 
保健福祉課 

妊婦一般健康診査 
胎児の発育の確認、妊婦の健康状態を確認するための診察を行

います。 

保健福祉課 

（各医療機関） 

妊産婦訪問 
妊婦の健康状態に応じた助言を行うための保健師や栄養士によ

る訪問を行います。 
保健福祉課 

産婦健康診査 産婦の健康状態を確認するための診察を行います。 
保健福祉課 

（各医療機関） 

母乳相談事業 
助産師による妊婦や産婦の乳房のお手入れや母乳育児全般に関

する相談の場を設けます。 
保健福祉課 

子育て世代包括支援セ

ンター事業 

子育て世代包括支援センター事業を通じて、妊娠・出産期から

子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。 
保健福祉課 

 

（２）子どもと母親の健康を守る取組 

乳幼児が健やかに成長するため各種健診等に取り組むとともに、児童生徒の食を通じた育

成を推進します。また、医療機関と連携した健康管理を図ります。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

新生児訪問（乳児家庭全

戸訪問事業） 

赤ちゃんの発育発達の確認、必要な助言、母体の健康状態を確

認するための保健師による訪問を行います。 
保健福祉課 

乳児一般健康診査 
発育・発達確認のための節目の時期に受ける小児科医による診

察を行います。 

保健福祉課 

（各医療機関） 

乳幼児発達健診 
運動・情緒・言語面の発達を確認するための、専門医による診

察を行います。 
保健福祉課 

乳幼児健康相談 
乳幼児期の発育・発達の確認や食事を含む育児についての保健

師・栄養士による相談援助を行います。 
保健福祉課 

小児歯科健診（フッ素塗

布） 

乳幼児期の歯の健康を保つための診察・指導助言及びフッ素・

サホライド塗布を行います。 
保健福祉課 

１歳６か月児・３歳児健

康診査 

発育・発達の節目の時期に、子どもの総合的な診察・相談援助

を行い、健診後にはフォローも継続して行います。 
保健福祉課 

子ども発達相談（心理士

による相談） 

臨床心理士による子どもの成長発達や子育て全般に関する相談

の場を設けます。 
保健福祉課 

各種予防接種 
感染症の発生及び蔓延予防のため、法で定められた定期の予防

接種を行います。 

保健福祉課 

（各医療機関） 
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取組名 取 組 内 容 担当課 

プレママ＆ニューママ

♡カフェ事業 

妊産婦同士の交流や、妊娠・出産期から子育て期の情報提供や

相談等の場を提供します。 
保健福祉課 

離乳食教室 
乳児各期に合わせた食事の進め方や調理法の指導・助言を行い

ます。 
保健福祉課 

幼児食教室 幼児各期の成長に合わせた食事の指導・助言を行います。 保健福祉課 

地産地消の推進 給食に地元食材を多く取り入れ、地産地消を普及します。 
教育委員会 

産業課 

児童生徒の健康診断 児童生徒の健康を守るため、定期の健康診断を行います。 
教育委員会 

（学校） 

 

（３）思春期の心と体の健康づくり 

命の大切さや思いやりの心を育てる環境を整備します。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

スクールカウンセラー

の派遣 

学校等に、毎月 1 回スクールカウンセラーを派遣し、児童生徒

のほか保護者や教職員が抱える不安や悩み、指導方法等の相談

に応じて、心の安定や改善を図ります。 

教育委員会 

こころの教育相談員派

遣 

相談員を派遣し、児童生徒が抱える不安や悩み等の相談に気軽

に応ずることで心の安定を図ります。 
教育委員会 

適応指導教室運営事業 
不登校や転校間もない児童生徒に、学習や自立心、社会性を養

う教室を設置し、学校生活への復帰を支えます。 
教育委員会 

 

２ 働きながら子育てできる社会づくり 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

男性の子育て参加の推進を含め、仕事と子育てを両立していける環境整備、支援・啓蒙を

推進します。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

仕事と育児両立支援セ

ミナー等 

就労環境の整備・改善を奨励し、子育てを応援するためのセミ

ナーを開催します。 
教育委員会 

父親の育児参画の推進 
父親の子育てや家庭生活への関心を高め、家事の参加を促すた

めの講座やイベントを開催します。 
教育委員会 

企業・事業主への啓蒙活

動 

企業・事業主への啓蒙を図るため、各種講座の開催やパンフレッ

トを企業・事業主に配布します。 
教育委員会 

 

（２）働き方に合わせた多様なサービス 

就労等で一時的に児童の保育ができないときの受け入れ環境を整備し、総合的な子育て支

援を行います。子ども・子育て支援事業計画に基づき給付や事業を実施し、子育て支援サー

ビスの充実を図ります。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

認定こども園の運営 
就労等で一時的に児童の保育ができないときの受け入れ環境を

整備し、総合的な子育て保育を支援します。 
教育委員会 
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取組名 取 組 内 容 担当課 

地域子ども子育て支援

事業の推進 

地域の実情に合わせて地域子ども子育て支援事業を推進し、多

様にわたる子育て支援のニーズに応えられる環境づくりに務め

ます。 

教育委員会 

 

３ すべての家庭の子育てを支援する仕組みづくり 

（１）地域の子育て支援の推進 

地域でのふれあいを通じ、子どもたちが健やかに成長できるよう総合的な子育て支援サー

ビスの充実を図ります。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

地域子育て支援セン

ター事業 

親子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、

情報提供等を行います。 

教育委員会 

（黒松内保育園） 

親子ふれあい広場 
保健福祉センターを開放し、乳幼児とその保護者が気軽に集い、

相互の交流を行うことのできる場を提供します。 
保健福祉課 

子育てサークルの育

成・支援 

子育てサークルの活動を支援するため、遊具の貸し出しや活動

場所の提供などを行います。 

教育委員会 

（黒松内保育園） 

町の育児情報の提供 
リーフレット、インターネット等により、子育て情報の提供を

行います。 

企画環境課 

保健福祉課 

教育委員会 

元気キッズクラブ事業 
放課後子ども教室やわんぱく探険団、子ども遊び塾など、子ど

もが多様な経験をすることができる場を提供します。 

教育委員会 

（ふれあいの森情報館） 

家庭教育講座 
家庭・地域の教育力向上のための学習機会を提供するため、家

庭教育講座を開催します。 
教育委員会 

 

（２）経済的な支援の取組 

子育てに係る経済的負担を軽減し、健やかに生まれ育つことができる環境を整備します。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

特定不妊治療費助成事

業【再掲】 

不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために、不妊

治療費を助成します。 
保健福祉課 

妊産婦安心出産支援事

業【再掲】 

安心して出産できる環境づくりを目的に、医療機関への通院に

要する交通費等の一部を助成します。 
保健福祉課 

妊婦一般健康診査受診

票交付 

妊娠中に受ける健診費用（超音波検査を含む）の助成を行いま

す。 
保健福祉課 

産婦健康診査受診票交

付 

産後に受ける健診費用（産後２週前後、産後１か月前後）の助

成を行います。 
保健福祉課 

乳児一般健康診査受診

票交付 

生後３～４か月と９～10 か月に受ける健診費用の助成を行い

ます。 
保健福祉課 

新生児聴覚検査費助成

事業 

新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を目的に、新生児聴覚

検査費を助成します。 
保健福祉課 

出産祝い金 子どもが生まれた方を対象に出産祝い金を支給します。 教育委員会 

プレミアム商品券の発

行 

子育て世帯を対象に、一般世帯と比べ高いプレミアム率の商品

券を販売します。 
企画環境課 

乳幼児等医療費助成 

高校3年生まで（満18歳に達する日以降の最初の３月31日ま

で）の子どもを対象に、入院、通院に係る保険診療分の自己負

担分の全額助成を行います。 

住民課 
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取組名 取 組 内 容 担当課 

学校給食の無償化 小学校、中学校の給食を無償で提供します。 教育委員会 

母子家庭等福祉資金 
母子家庭等の生活の安定を図るための就学資金や生活資金等の

各種資金の貸し付け 
教育委員会 

 

４ 特別な配慮を要する子どもを支える仕組みづくり 

（１）児童虐待防止策の充実 

家庭における育児支援の把握と子どもたちの身体的、精神的な不安の解消に向けた環境を

整備します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

養育支援訪問事業 

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭に対

し、養育や子どもの障害に対する相談、指導その他必要な支援

を行います。 

保健福祉課 

児童虐待防止対策の充

実（黒松内町要保護児童

対策地域協議会） 

関係機関・団体等と連携し、要保護児童等に関する情報その他

要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行う

とともに、要支援児童等に対する支援の内容に関する協議を行

います。 

教育委員会 

児童虐待に関する一元

的な相談窓口の設置 

教育委員会の相談窓口を児童虐待の一元的な窓口として位置付

け、児童虐待に関する実情の把握や社会資源の情報提供を行う

ほか、相談等への対応を行います。 

教育委員会 

巡回児童相談 中央児童相談所が児童に関する専門的な相談業を提供します。 
保健福祉課 

（児童相談所） 

里親制度の推進 
虐待を受けた児童等、情緒面・行動面で問題を抱えている児童

に対し、家庭的な環境の下でケアを行う制度を推進します。 

教育委員会 

（黒松内つくし園） 

 

（２）障がい児施策の充実 

障がい児及び家族が地域で安心して生活できる環境を整備します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

障がい児施策の充実 
在宅の障がい児及びその保護者への児童デイサービス事業や児

童短期入所事業等のサービスを提供します。 
保健福祉課 

障がい児保育 
認定こども園や放課後児童クラブにおいて、障がいのある児童

を受け入れ、保育を行います。 

教育委員会 

（黒松内保育園） 

 

（３）ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭の不安解決に向けた迅速な対応を図ります。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

ひとり親家庭への相談

支援 

ひとり親への相談体制を整備し、ひとり親家庭に対する個別相

談等に対応します。 

保健福祉課 

教育委員会 

児童扶養手当の支給 

ひとり親家庭等（母子及び父子家庭等）の生活の安定と自立の

促進を目的として、児童扶養手当の支給を継続し、自立支援の

充実を図ります。 

住民課 

ひとり親家庭等医療費

助成 

ひとり親家庭などの親及び子どもの医療費の自己負担分のうち、課

税世帯には原則2割を、非課税世帯には全額を助成します。 
住民課 
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５ 子どもが豊かに育つ環境づくり 

（１）充実した教育体制の推進 

子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心を育んでいけるよう、総合的な教育環境の

充実を図ります。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

教育内容の充実 

言語能力の確実な育成と体験活動等を通して、基礎学力の定着

を図るとともに、学習指導要領に基づき、道徳教育と外国語教

育、プログラミング教育を含む情報教育を充実させます。 

教育委員会 

学力向上支援事業 小中学校に学習支援員を配置し、学びの充実を図ります。 教育委員会 

特別支援教育補助員派

遣事業 

学習障害など特別な配慮を必要とする普通学級の児童生徒を対

象に教育支援を行います。 
教育委員会 

教職員の資質向上 

学び続ける教職員像実現のため、キャリアステージに基づく教

員育成指標による研修を実施することにより、教職員の資質能

力の向上を図ります。 

また、校務支援システムの導入と働き方に関する指針の策定等

に努めます。 

教育委員会 

教育環境の充実 
安全・安心で環境に配慮した学校づくりを推進するとともに、

時代に即した教育環境を整備します。 
教育委員会 

こころの教育相談員派

遣【再掲】 

相談員を派遣し、児童生徒が抱える不安や悩み等の相談に気軽

に応ずることで心の安定を図ります。 
教育委員会 

スクールカウンセラー

の派遣【再掲】 

学校等に、毎月 1 回スクールカウンセラーを派遣し、児童生徒

のほか保護者や教職員が抱える不安や悩み、指導方法等の相談

に応じて、心の安定や改善を図ります。 

教育委員会 

国際交流事業 
保育園及び小・中学校に ALT（外国語指導助手）を派遣し、児

童生徒の語学力向上と国際的視野の育成を図ります。 
教育委員会 

キャリア教育の推進 

子どもが自らライフデザインを描き、自ら考え判断する能力を

養うため、成長段階に応じたキャリア教育など、実社会と向き

合うための教育を推進します。 

教育委員会 

町営塾運営事業 

町内に進学塾がないことから、学校外の学習支援のため中学生

を対象に、近隣の大学生ボランティアらによる学習の場を設置

します。 

教育委員会 

適応指導教室運営事業 

【再掲】 

不登校や転校間もない児童生徒に、学習や自立心、社会性を養

う教室を設置し、学校生活への復帰を支えます。 
教育委員会 

認定こども園と小学校

の連携強化 

認定こども園と小学校との関わり合いをより深め、幼児期から

学齢期までの円滑な移行と要支援児童の統一した対応を行いま

す。 

教育委員会 

生涯学習センター事業

（少年教育） 

児童小劇場、中学校音楽鑑賞会等を開催し、子どもが芸術・文

化に触れる機会をつくります。 
教育委員会 

元気キッズクラブ事業 

【再掲】 

放課後子ども教室やわんぱく探険団、子ども遊び塾など、子ど

もが多様な経験をすることができる場を提供します。 

教育委員会 

（ふれあいの森情報館） 

食育の推進 

黒松内町食育推進計画に基づき、「食」に関する知識と「食」を

選択する力の習得により健全な食生活を実践できる子どもの育

成に努めます。 

産業課 

保健福祉課 

教育委員会 

（学校・黒松内保育園） 
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（２）放課後の居場所づくりと遊び場の提供 

共働き家庭等の小学生の遊び・生活の場の確保を図るとともに、次代を担う人材を育成す

る観点から、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブと放課後子ども教

室を着実に推進します。 

取組名 取 組 内 容 担当課 

放課後児童クラブ 

保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、児童館内で適切な

遊びと生活の場を与え、健全育成を図ります。 

また、単に預かりの場としてだけでなく、子どもたちの発達や

成長に関わるとともに、支援が必要な子どもや家庭等へのアプ

ローチを担う存在であることを意識し、育成支援及び関係機関

との連携に努めます。 

教育委員会 

放課後児童クラブの周

知 

事業内容や利用方法等について、町ホームページや広報紙等に

より、町民への周知を図ります。 
教育委員会 

放課後子ども教室 

放課後の子どもが安全に過ごせ、身体的・精神的に成長するこ

とを目的として、黒松内地区は「夢っ子クラブ」、白井川地区は

「元気っ子クラブ」を実施します。 

教育委員会 

（元気キッズクラブ

運営委員会） 

放課後児童クラブと放

課後子ども教室の連携 

放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施に関して担当課間

での連携を行い、子どもが多様な体験や学習活動ができる環境

づくりに努めます。 

また、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な展開を

検討します。 

教育委員会 

（元気キッズクラブ

運営委員会） 

児童館機能を有する施

設の充実 

児童の健康増進や、情操を豊かにするための健全な遊びの場の

確保を図ります。 
教育委員会 

児童遊び場の整備 
町内会が管理する地区公園（遊び場）の遊具等の整備を行いま

す。 
教育委員会 

 

（３）可能性を伸ばす多様な体験機会の提供 

豊かな心と健康な体を育んでいけるよう、多様な体験機会を提供します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

森のようちえん事業 黒松内の自然を活用し、自然体験型保育を行います。 
教育委員会 

（黒松内保育園） 

わんぱく探険団 小学生以上を対象に体験学習を中心とした活動を行います。 教育委員会 

スポーツフェスティバ

ル in 黒松内 

雪中レクリエーションやファミリースポーツ推進事業などを開

催します。 
教育委員会 

スポーツ教室 
子どもがスポーツに親しむ機会を提供するため、各種スポーツ

教室を開催します。 
教育委員会 

スポーツ少年団事業 
スポーツ活動を通じた心身ともに健康な体力づくりのための少

年団の活動に対して支援を行います。 
教育委員会 

文化芸術活動の充実 

講演会のほか、演劇や踊り、音楽の定期的な公演や絵本の読み

聞かせ、読書まつりなど子どもが本物の文化芸術に触れる機会

を充実させます。 

教育委員会 

世界文化遺産・西予市交

流体験学習事業 

中学生を対象にした世界文化遺産の平和学習や、小・中学生は

姉妹市町提携の西予市との交流から、本町では体験できない平

和の尊さの学び、歴史や生活文化等に触れます。 

企画環境課 

教育委員会 
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（４）子どもの活動を支援する環境整備 

地域等で行っている育成活動を支援します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

児童クラブ父母会の育

成 

放課後児童クラブ加入者の父母で構成されている父母会が行う

児童健全育成活動に対して支援を行います。 

教育委員会 

（児童館） 

子供会活動の支援 各区子供会への助成・育成を行います。 
保健福祉課 

（社会福祉協議会） 

 

（５）子どもを豊かに育むための地域での活動 

取組名 取 組 内 容 担当課 

ボランティア活動の支

援・育成 

町社会福祉協議会が実施するボランティア活動を推進するた

め、人材育成支援を行います。 

保健福祉課 

（社会福祉協議会） 

民生委員児童委員 子育てや児童をめぐる相談活動、環境調整などに取り組みます。 
保健福祉課 

（社会福祉協議会） 

コミュニティ・スクール

の推進 

町内全校へのコミュニティ・スクールの導入により、町民の意

見等を取り入れた社会に開かれ、地域とともにある学校運営に

取り組みます。 

教育委員会 

地域学校協働本部との

連携 

子どもを豊かに育む地域をつくるため、地域学校協働本部と学

校との相互の関わり合いを充実させます。 
教育委員会 

「情報モラル８箇条」の

普及啓発 

スマートフォン等の情報機器によるインターネットの活用に関

して、ネット依存やネットいじめを防止するとともに有害情報

対策に関する「情報モラル８箇条」の普及啓発を行います。 

教育委員会 

 

６ 子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり 

（１）子育てに適した生活空間の整備 

公共施設等を活用し、子育て交流に必要な空間を提供します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

児童館機能を有する施

設の充実【再掲】 

児童の健康増進や、情操を豊かにするための健全な遊びの場の

確保を図ります。 
教育委員会 

児童遊び場の整備【再

掲】 

町内会が管理する地区公園（遊び場）の遊具等の整備を行いま

す。 
教育委員会 

 

（２）子どもの安心・安全を確保する地域づくり 

子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを防ぐために、地域安全運動や交通安全の啓

発活動を支援します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

こぐまクラブ交通安全

フェスティバル 

市街パレードやおはなしの会による交通安全のお話を通じて、

親子が交通安全の重要性を認識するための機会をつくります。 

総務課 

教育委員会 

交通安全教室 交通安全のための知識の普及を図るための教室を開催します。 
総務課 

教育委員会 
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取組名 取 組 内 容 担当課 

交通安全ポスターコン

クール 
交通安全意識の啓発のためのコンクール出品を推進します。 

総務課 

教育委員会 

声かけ運動 
関係機関の連携により、子どもの安全確保に向けた声かけ運動

を行います。 

総務課 

教育委員会 

保健福祉課 

（社会福祉協議会） 

黒松内町防犯協会 
地域安全運動、社明運動を通じて、犯罪のない明るい社会をつ

くるため、啓発活動を行います。 

総務課 

教育委員会 

保健福祉課 

（社会福祉協議会） 

社会を明るくする運動

（黒松内町推進委員会） 
青少年の非行防止等を目的とした啓発活動を行います。 保健福祉課 

学校内及び登下校時の

安全対策 

学校、PTA、地域等と連携し、学校内及び登下校時における安

全対策や児童生徒の通学手段を確保します。 
教育委員会 

 

（３）良質な住環境の確保 

他の子ども・子育て支援施策と連携した、子ども・子育て世帯が安心して快適に暮らし続

けることができる住環境整備を目指します。 
 

取組名 取 組 内 容 担当課 

子育て支援低家賃住宅

の設置 

当該住宅設置校区の小・中学校に子供を通学させる子育て世帯

に対し、低家賃で住宅を賃貸する。 建設水道課 

世帯向け民間賃貸共同

住宅新設事業補助金 

本町内に一定の条件を満たした世帯向け賃貸共同住宅を新規に

建設することに要する経費の一部を補助する。 建設水道課 

自家住宅リフォーム奨

励事業子育て世代加算 

ささやか暮らしの支援条例の支援制度の一環である自家住宅の

リフォームに要する費用への一部助成について、子育て世帯に

限り限度額を拡大する。 

建設水道課 
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第６章 子ども・子育て支援事業計画 

１ 子ども・子育て支援制度の概要 

（１）子ども・子育て支援給付 

従来の「子どものための教育・保育給付」及び「児童手当等交付金」に加え、令和元年10

月１日からの教育・保育の無償化に伴い新設される「子育てのための施設等利用給付」から

構成され、国が統一的な基準等を設けて各市町村でサービスの提供を行います。 

 

（２）その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援 

市町村が独自に実施する各種事業が対象となる「地域子ども・子育て支援事業」及び「仕

事・子育て両立支援事業」で構成され、「地域子ども・子育て支援事業」は市町村ごとに地域

の実情に応じたサービス提供を行います。 

 

≪子ども・子育て支援制度の概要≫ 

子どものための教育・保育給付 

施設型給付 幼稚園、保育所、認定こども園 

地域型保育給付 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 
 

子育てのための施設等利用給付 

施設等利用費 
認定こども園（国立・公立大学法人立）、幼稚園（未移行）、 
認可外保育施設、特別支援学校、一時預かり事業、預かり保育事
業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業 

 

児童手当等交付金 

児童手当法等に基づく児童手当等の給付 

 

地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

③妊婦健康診査 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業他 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
 

仕事・子育て両立支援事業 

企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 
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（３）子どものための教育・保育給付の認定区分 

子どものための教育・保育給付（施設型給付、地域型保育給付）に基づく幼稚園、保育所、

認定こども園の利用にあたっては、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づく保育

の必要性を認定（認定区分）します。 
 

認定区分 年齢 保育の必要性 主な利用施設 

１号認定 

満３歳以上 

保育の必要性なし 幼稚園、認定こども園 

２号認定 
保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所、認定こども園 

３号認定 満３歳未満 保育所、認定こども園、地域型保育 

 

（４）子育てのための施設等利用給付の認定区分 

令和元年10月１日より開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施設

等利用給付」が新設されました。この給付を受けるにあたっては、下記の認定を受ける必要

があります。 
 

認定区分 支給要件 主な利用施設 

新１号認定 ・新２号認定子ども、新３号認定子ども以外 幼稚園、特別支援学校等 

新２号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月 31 日を経過

した小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

認定こども園、幼稚園、特

別支援学校（満３歳入園児

は新３号、年少児からは新

２号） 

認可外保育施設、預かり保

育事業、一時預かり事業、

病児保育事業、ファミ

リー・サポート・センター

事業（２歳児まで新３号、

３歳児からは新２号） 

新３号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月 31 日までの

間にある小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

・保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税

者であるもの 
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２ 教育・保育提供区域の設定 

○教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法に係る教育・保育事業を提供する基礎となる

市町村内の区域で、教育・保育施設や地域型保育事業の認可・認定の際に需給調整の判断基

準となります。 

○教育・保育提供区域は、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を基本

に、地理的条件、人口、交通事情などの社会的条件、教育・保育の整備状況などを総合的に

勘案した上で、市町村が独自に設定します。 

○黒松内町においては、教育・保育提供区域と地域子ども・子育て支援事業（区域設定の必要

な 11 事業）提供区域を次のとおり設定します。 

 

（１）教育・保育提供区域 

事業区分 提供区域 区域設定の考え方 

１号認定（３～５歳） 

全町（１地区） 

現状の提供体制、利用状況を踏ま

え、第１期計画の区域設定を継承

し、黒松内町内を１区域とします。 

２号認定（３～５歳） 

３号認定（０歳） 

３号認定（１～２歳） 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業提供区域 

事業 提供区域 区域設定の考え方 

①利用者支援事業 

全町（１地区） 

現状の提供体制、利用状況を踏ま

え、第１期計画の区域設定を継承

し、黒松内町内を１区域とします。 

②地域子育て支援拠点事業 
（子育て支援センター） 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業 
（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 
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３ 児童人口の将来推計 

計画期間の児童人口の推計にあたっては、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コーホート

変化率法により算出しました。 

就学前児童・小学生児童ともに、減少する見込みとなっています。 
 

■就学前児童数の推計値 

 

令和元年度 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 

０歳 11 15 15 15 15 14 

１歳 16 11 14 14 14 14 

２歳 13 16 11 14 14 14 

３歳 14 13 15 11 14 14 

４歳 18 14 14 14 11 15 

５歳 16 19 15 14 15 12 

合計 88 88 84 82 83 83 

※住民基本台帳人口（平成26年～平成31年、各年４月１日現在）に基づくコーホート変化率法による推計 

 

■小学生児童数の推計値 

 

令和元年度 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 

６歳 20 16 19 15 14 15 

７歳 20 20 16 19 15 14 

８歳 19 20 20 16 19 15 

９歳 27 19 20 20 16 19 

10歳 24 27 19 20 20 16 

11歳 25 25 28 20 21 21 

合計 135 127 122 110 105 100 

※住民基本台帳人口（平成26年～平成31年、各年４月１日現在）に基づくコーホート変化率法による推計 
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４ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

計画期間の「幼児期の学校教育・保育の量の見込み」、「量の見込み」に対応する教育・保

育施設及び地域型保育事業による提供体制の確保方策及び実施時期を定めます。 

単位：人 

区分 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号認定（教育／３歳以上） 

 量の見込み ① 12 12 10 10 10 

  １号認定 8 8 7 7 7 

  
２号認定 

（教育の意向強い） 
4 4 3 3 3 

 確保方策  ② 15 15 15 15 15 

 過不足  （②－①） 3 3 5 5 5 

２号認定（保育／３歳以上） 

 量の見込み ① 29 28 24 24 24 

 確保方策  ② 30 30 30 30 30 

 過不足  （②－①） 1 2 6 6 6 

３号認定（保育／０歳） 

 量の見込み ① 2 2 2 2 2 

 確保方策  ② 2 2 2 2 2 

 過不足  （②－①） 0 0 0 0 0 

３号認定（保育／１・２歳） 

 量の見込み ① 11 10 11 11 11 

 確保方策  ② 18 18 18 18 18 

 過不足  （②－①） 7 8 7 7 7 

 

≪確保方策について≫ 

１号認定は、「認定こども園黒松内保育園」の教育部分での受け入れを確保方策とします。

「認定こども園黒松内保育園」の教育部分の定員やこれまでの受け入れ実績を考慮すると、

現状の体制を維持することで量の見込みに対する供給量を確保できる見通しです。 

２号認定及び３号認定は、「認定こども園黒松内保育園」の保育部分での受け入れを確保

方策とします。「認定こども園黒松内保育園」の保育部分の定員やこれまでの受け入れ実

績を考慮すると、現状の体制を維持することで量の見込みに対する供給量を確保できる見

通しです。 
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５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）利用者支援事業 

子どもとその保護者、又は妊娠している方の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調

整等を実施する事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み 

か所 

2 2 2 2 2 

 基本型・特定型 1 1 1 1 1 

 母子保健型 1 1 1 1 1 
 

【確保方策の考え方】 

本事業においては、母子保健型の事業を平成28年度から、基本型の事業を平成29年度か

ら実施しています。今後もこの体制を維持し、情報提供や相談等への対応など利用者の支援

に努めます。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人回/月 

95 88 93 93 93 

確 保 方 策 ② 95 88 93 93 93 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 
 

【確保方策の考え方】 

認定こども園黒松内保育園に併設されている黒松内町地域子育て支援センターでの受け

入れを確保方策とします。これまでの受け入れ実績から、現状の体制を維持することにより

量の見込みに対する供給量は確保できる見通しです。 

 

（３）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。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

回 

210 210 210 210 210 

確 保 方 策 ② 210 210 210 210 210 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 
 

【確保方策の考え方】 

現状でも量の見込みに十分対応可能であるため、現状の体制を維持することを確保方策と

します。国の定める健診回数（１人あたり 14 回）、実施時期、検査項目の基準を必要最低

限度として、健診の充実を図るともに、受診率向上のための普及・啓発活動を推進します。  
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

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。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人 

15 15 15 15 15 

確保方策 ② 15 15 15 15 15 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 
 

【確保方策の考え方】 

現状でも量の見込みに十分対応可能であるため、現状の体制を維持することを確保方策と

します。 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支

援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、

支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげます。 

 

（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、助

産師や保健師が訪問し、相談や支援を行う事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人 

80 80 80 80 80 

確保方策 ② 80 80 80 80 80 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 
 

【確保方策と考え方】 

現状でも量の見込みに十分対応可能であるため、現状の体制を維持することを確保方策と

します。 

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤

立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対して、保健師等

による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することにより、個々の家庭の抱

える養育上の諸問題の解決、軽減を図ります。 

  



49 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

様々な理由により児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、児

童を保護することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的としている事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人日 

2 2 2 2 2 

確 保 方 策 ② 5 5 5 5 5 

過不足（②－①） 3 3 3 3 3 
 

【確保方策の考え方】 

児童養護施設「黒松内つくし園」での受け入れを確保方策とします。これまでの受け入れ

実績から、現状の体制を維持することにより量の見込みに対する供給量は確保できる見通し

です。 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

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。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人日 

4 3 3 3 3 

 低学年 4 3 3 3 3 

 高学年 0 0 0 0 0 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） △4 △3 △3 △3 △3 
 

【確保方策の考え方】 

量の見込みの推計では、計画期間内において子育て援助活動支援事業のニーズはわずかな

がらある状況です。現在、本町では本事業を実施していませんが、他の事業を活用するなど

の対応を検討します。 

 

（８）一時預かり事業 

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

おいて、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において一時的

な預かりや必要な保護を行う事業です。 
 

【幼稚園型】 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人日 

68 68 51 51 51 

確 保 方 策 ② 68 68 68 68 68 

過不足（②－①） 0 0 17 17 17 
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【幼稚園型を除く】 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人日 

31 29 28 28 28 

確 保 方 策 ② 31 31 31 31 31 

過不足（②－①） 0 2 3 3 3 
 

【確保方策の考え方】 

認定こども園黒松内保育園で実施している預かり保育や一時預かり事業（ぞうさん広場事

業）による受け入れを確保方策とします。これまでの受け入れ実績から、現状の体制を維持

することにより量の見込みに対する供給量は確保できる見通しです。 

 

（９）延長保育事業 

認可保育所において、通常の利用時間に加えて延長して保育を実施する事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人 

4 3 3 3 3 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） △4 △3 △3 △3 △3 

 

【確保方策の考え方】 

現在本町では当事業を実施していませんが、認定こども園黒松内保育園では保護者の状況

に合わせて開始時間や終了時間の柔軟な対応を行っています。 

当面は本事業の実施を見送ることとしますが、適宜ニーズの把握に努め、本事業のニーズ

が認められた場合には事業実施に向けた検討を行います。 

 

（10）病児保育事業 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や小

学生を対象に、病院や保育所等で保育を行う事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人日 

63 60 58 58 57 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） △63 △60 △58 △58 △57 

 

【確保方策の考え方】 

本事業は利用ニーズがある状況ですが、本町の保育施設及び医療施設は、病児保育事業を

行うための設備が整っておらず、必要となる人材の確保も困難な状況にあるため、計画期間

における本事業の実施は難しい状況です。 
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（11）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

に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。 
 

区分 単位 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 

量の見込み ① 

人 

26 26 26 25 24 

 １年生 8 10 8 7 8 

 ２年生 5 8 10 8 7 

 ３年生 8 3 5 7 5 

 ４年生 3 3 1 2 3 

 ５年生 2 1 1 0 1 

 ６年生 0 1 1 1 0 

確 保 方 策 ② 35 35 35 35 35 

過不足（②－①） 9 9 9 10 11 

 

【確保方策の考え方】 

児童館で実施している放課後児童クラブを確保方策とします。これまでの受け入れ実績か

ら、現状の体制を維持することにより量の見込みに対する供給量は確保できる見通しです。 

 

（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。 

現在、認定こども園黒松内保育園では、実費徴収していないため本事業を行っておりませ

んが、今後、実費徴収を行う場合には必要とされる助成を検討します。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、又は運営を促進するための事業です。 

新規参入を希望する事業者がいた場合に相談、助言等を行います。 

今後は事業者からの申請状況等を勘案しながら、必要に応じて事業を展開することとしま

す。 
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６ 教育・保育の一体的提供の推進 

（１）認定こども園の普及及び推進 

認定こども園は、保護者の就労状況等にかかわらず、新制度における教育・保育を一体的

に受けることが可能な施設であるため、国においても、普及に向けた取組が進められていま

す。 

 

（２）質の高い教育・保育についての基本的考え方 

幼児期の教育・保育は、子どもたちの「生きる力」の基礎や生涯にわたる人格形成の基盤

を培う極めて重要なものであることから、子どもの発達に応じた質の高い教育・保育の提供

に努めます。認定こども園に対しては、質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供できる

環境を整えていくため、必要な措置を講じます。 

支援を必要とする子どもに対しては、黒松内町障がい者計画等との整合・連携を図り、ニー

ズに応じた質の高い幼児期の教育・保育の提供に努めます。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業についての基本的考え方 

すべての子どもに対し、関連する諸制度との連携を図り、健やかな育ちを支援し、ニーズ

に応じた多様かつ総合的な子育て支援を充実させるよう努めていきます。 

子どもや家庭の状況に応じ、妊娠・出産期から切れ目のない支援が受けられるよう、地域

子ども・子育て支援事業を実施します。 

子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげるため、子どもや家庭の状況に応じ、子育て

の安心感や充実感を得られるような親同士の交流の場づくり、子育て相談や情報提供などの

支援を行います。 

 

（４）認定こども園と小学校等との連携の推進 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児期の保育は、その後の学校教育の基盤を培う

重要なものであることから、認定こども園は幼児期の保育環境の充実を図るとともに、小学

校等と連携し、円滑な小学校教育へつながるよう努めていきます。 

 
 

７ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

（１）適切な給付の推進 

子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては、保護者の経済的負担の軽減や手続き

等の利便性にも配慮しながら、公正かつ適正な給付に努めます。 

 

（２）都道府県との連携の方策 

特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の

行使に関して、円滑に制度を推進するため必要に応じて北海道との連携を図ります。 

北海道との連携においては、北海道に対して施設や運営者等の連携に必要な情報提供を行

うとともに、立ち入り調査や是正指導等が必要となった場合には北海道に協力を要請し、適

切な対応を行います。  
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第７章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制  

子ども・子育て支援は様々な分野にまたがるものであり、横断的に取り組んでいくことが

必要となります。本計画の内容を全庁的に周知促進していくとともに、教育委員会が中心に、

関係各課との連携を図り、全庁的に取り組んでいきます。 

 

２ 連携・協働  

黒松内町では、本計画の各目標を実現するために、改めて子育てにおける「家庭」「地域」

「事業主」「学校」「保育施設」「行政」の果たすべき役割を見直すとともに、それぞれが相互

に連携・協働して、安心して子育てできるような環境づくりに努めます。 
 

（１）町民のみなさんができること 

基本目標 
町民のみなさんが 

できること 内    容 

丈夫な体をもつ子ど

も 

家族みんなで朝食をと

る 

・１日の活動の基本となる朝食をとりましょう。 

・全員ではできなくても、孤食は避けましょう。 

黒松内を歩く 
・１㎞範囲内は歩きましょう。黒松内の自然を活用して感性を高

めるとともに、体のホルモンバランスを安定させる効果大です。 

自分の健康を知る 
・子どもも大人も年齢を過信せず、心と体の変化に気を配りま

しょう。 

豊かな心をもつ子ど

も 

挨拶をする 
・会話のきっかけは「挨拶」から。町民みんなが挨拶し合える

ようになりましょう。 

家族や地域の会話を増

やす 

・一番身近な人と「思いの交換」を楽しみましょう。その時間

をつくることも大切です。考え方の違いを知ったり、そのと

きの対処法を身につける訓練になります。 

人の話をきちんと聞く 
・話を聞かなければ思いはわかりません。人の話を聞くことは

相手を理解するために最も必要です 

学ぶ心をもつ子ども 

家庭教育を行う 
・挨拶や食事のマナー、片付けなど基本的なしつけをしましょう。 

・宿題などで子どもがわからないところを教えましょう。 

多様な体験機会をつく

る 

・スポーツ・文化、地域活動や体験活動など、子どもが経験し

たことがないことにチャレンジできる機会をつくりましょ

う。 

子どもの自主性を尊重

する 

・勉強や遊び、部活動など子どもがやりたいと思ったことをで

きる限り尊重しましょう。 

・子どもにとって必要な知識や情報を提供するとともに、子ど

も自身が考え、判断する機会をつくりましょう。 

つながりをもてる子

ども 

近所の人と顔見知りに

なる 
・気軽に近所で声をかけ合いましょう。助け合いの第一歩です。 

町にある物を活用する 
・少しだけ考え方を変えると、近くにある人や物を有効に活用

できます。 

知識や技術を伝え合う 

・知識や技術を伝え合いましょう。子どもたちにとっては経験

や夢の広がりになり、伝える側にとっては生きがいになりま

す。 

・育児（小学校以上でも）情報を交換すると育児不安の軽減に

つながります。 
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（２）家庭の役割（今後の取組） 

いつの時代においても家庭が子育ての主体であり、子どもは親の背中を見て育ちます。そ

して、親も子育てをとおして人として成長していきます。家庭では親子がともに心安らぐ時

間を大切にする中で、家族の強い絆を育んでいくことが必要です。 
 

担うこと 具体例 こんな支援があります（例） 

家庭を大切に

しよう 

・安らぎのある楽しい家庭をつくろう 

・家族が協力して子育てをしよう 

・会話を増やし、家族の絆を深めよう 

・家族一緒の食事の時間を大切にしよう 

・各種食育教室 

・家庭教育講座 

愛情をもって

正しくしつけ

よう 

・子どもの間違った行為には、愛情をもってしっ

かり叱ろう 

・家庭生活の約束事やルールをつくろう 

・子どもに耐える力を身につけさせよう 

・責任感や自立心がある子に育てよう 

・子どもの気持ちをくみ取った子育てをしよう 

・地域子育て支援センターにおける育

児相談 

・子どもセンター相談事業 

（カウンセラーによる教育相談） 

思いやりの心

を身につけさ

せよう 

・親が率先して人助けしよう 

・親が率先して祖父母を大切にしよう 

・子どもに命の大切さを実感させよう 

・学童・思春期における赤ちゃんとの

ふれあい事業 

・スクールカウンセラーの派遣 

個性と夢をも

たせよう 

・子どものよいところをしっかりほめよう 

・子どもの夢や希望に耳を傾け励まそう 

・他の子との比較にとらわれないようにしよう 

・おはなしの会 

・児童館運営事業 

・学校の総合的な学習の時間等 

ゆとりをもと

う 

・悩みや不安について話し合える子育て仲間をつ

くろう 

・子どもの生活に時間とゆとりを与えよう 

・子どもは自然の中で遊ばせよう 

・子どもを地域の活動や歳の違う子どもの集団に

参加させよう 

・地域子育て支援センターにおける育

児相談 

・ぶなっ子クラブ 

・放課後児童クラブ 

・放課後子ども教室 

・元気キッズクラブ事業 

 

（３）地域の役割（今後の取組） 

子どもは社会の宝です。地域の人々が温かい目で子どもたちを見守るとともに、地域にあ

る様々な資源を有効に活用しながら子育てを支え合うことで、地域の連帯と融合が強まり、

さらに住みよい環境づくりに結びつきます。 
 

担うこと 具体例 こんな支援があります（例） 

地域の子ども

を見守ろう 

・子どもの虐待に気づいたら役場や児童相談所に

連絡をしよう 

・地域の子どもと関わり、気軽に声をかけよう 

・子どもが安全に過ごせるよう見守ろう 

・地域の伝統文化などを子どもたちに伝えていこ

う 

・黒松内町要保護児童対策地域協議会 
・児童相談所による相談事業 
・地域に開かれた保育園事業 
・町内会による地区公園の維持管理 
・地域による青少年健全育成活動 
・ブナセンター事業 
・文化団体事業 

地域に子ども

の居場所をつ

くろう 

・子どもと大人が関われる活動の場や機会をつく

ろう 

・地域の一員として、いろいろな活動や行事に参

加させよう 

・魅力のある地域のイベントなどを企画・立案し

よう 

・各種生涯学習センター本部事業 
・地域学校協働本部事業 
・地域子ども教室事業 
・ふれあいの森情報館事業 
・ふれあい町づくり事業 
・各公共機関（児童館、情報館、体育
館、町民センター、保健福祉セン
ター） 

地域の関わり

を深めよう 

・地域の行事に積極的に参加し、顔見知りを増や

そう 

・近所の人と積極的に挨拶を交わそう 

・子育て家庭が孤立しないように近所同士で声を

かけ合おう 

・地域子育て支援センター事業 

・ふれあいのまちづくり事業 

・子供会 
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（４）事業主の役割（今後の取組） 

黒松内町でも、経済的な理由などから働きながら子育てをしている家庭が多くなっていま

す。子育て期間中は、子どもと保護者の十分な関わりが必要となるため、事業主にも子育て

中の保護者への適切な配慮（就労環境や労働条件の整備）が求められています。職場内での

子育て意識を高め、男女がともに家庭生活を尊重する雰囲気を醸成することが重要です。 

また、地域の一員として、日頃の声かけをはじめとした、子育て支援や子どもの安全確保・

健全育成への取組に対して、積極的に協力していくことが求められます。 
 

担うこと 具体例 こんな支援があります（例） 

子育てしやす

い職場環境づ

くりを心がけ

よう 

・子育てと仕事が両立しやすい職場づくりを進め

よう 

・次世代育成支援対策法に基づく行動計画策定に

努めよう 

・労働者の健康保持・増進 

・母性健康管理の措置 

職場見学や体

験を受け入れ

よう 

・働く親の姿を子どもたちに見せる機会をつくろ

う 

・職場体験の受け入れを積極的に進めよう 

・学校の授業における総合的な学習の

時間での職場体験事業 

地域の関わり

を深めよう 

・地域の子ども、子育てに関心をもとう 

・地域の活動に理解をもち、提供できる場などが

あれば協力しよう 

・子どもが安全に過ごせるよう見守ろう 

・地域の一員として地域活動に参加しよう 

・学校外の教育力活用事業への協力 

・青少年健全育成活動への協力 

・黒松内町要保護児童対策地域協議会 

 

（５）学校の役割（今後の取組） 

近年、教育現場を取り巻く環境は、学習指導要領の改正など質の高い教育で未来を担う人

材を育てることを狙いとして、子どもたちの心身の健やかな成長はもとより、学力の向上を

図る施策や新たな教育改革が進められています。 

学校は、子どもたちの「生きる力」の支えとなる「日常生活、社会生活などに必要な基礎

的、基本的な知識」や「集団生活に必要なルールやマナー」を身につけるとともに「自分で

考え、判断する力」や「豊かな心と健やかな体」を育む場所です。 

今、学校では、現状の教育課題を把握し、その改善を図りながら、子どもたちの基礎学力

や学習意欲の向上、学習習慣の確立に向け、授業の改善等を図るとともに教職員個々の資質

の向上に努めています。 

いじめや不登校、虐待等の様々な問題は、学校だけでの問題ではなく、家庭や地域が相互

に連携を図りながら早期発見、早期解決に努めることが必要です。 

また、学校運営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを

進めるため、コミュニティ・スクールを町内全校へ導入し、その充実を図ることが大切です。 

子どもたち一人ひとりの能力を最大限に伸ばし、自らの力で夢を実現、目標を達成できる

よう、学校と家庭、教職員と子どもたちの信頼関係を築き、また、子どもに関わる関係機関

と連絡を密にし、様々な地域資源を活用しながら、未来を担う子どもたちのために愛情と情

熱をもって取り組んでいくことが望まれます。 
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（６）保育施設の役割（今後の取組） 

近年、子どもたちが家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、生活の

リズムが乱れたりするなど、子どもの生活環境が変化してきています。また、子育てについ

て不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下が指摘されるなど、子育ての環境が変

化してきています。このように、子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、認定こ

ども園への期待が大きくなっていることは黒松内町も例外ではありません。 

乳幼児期にふさわしい様々な経験が積み重ねられるよう保育の内容を充実させることはも

ちろんのこと、子どもとの関わりの中で専門的な視点で子どもの発達と生活を見極め、保護

者の不安の軽減と子育てのための助言をしていくことについて、今まで以上に子育て中の親

に寄り添った形で行われることが求められます。 

また、保育所保育指針や学習指導要領の改正において、保育所と小学校の連携が新たに盛

り込まれたことから、小学校との連携をより積極的に図るとともに、子どもに関わる他の機

関とも連絡を密にしていくことが必要です。 

 

（７）行政の役割（今後の取組） 

行政は、子育ての最初の段階から関わる機関として、子どもや子育て家庭のための環境を

考え提案していく機関として、また、住民に一番に身近な相談援助機関として、子どもたち

の成長発達のための支援、子ども及び子育て中の親のメンタルヘルスの保持増進に努めると

ともに、地域の保育施設、学校、その他施設や事業所などの関係機関との連絡調整や情報交

換を行うことが求められます。 

子どもたちが夢をもって成長していけるよう、かつ子育てに疲弊した親をつくらないよう、

住民に対する本計画の周知、国や道、専門機関と連携しながらの新しい施策の検討、社会状

況の変化やニーズの十分な把握と情報の発信など、子どもや子育て家庭を取り巻く物的・質

的環境の整備を住民とともにつくり上げていくことが役割となります。 

黒松内町は、住民が安心して子どもを産み育てることができ、子どもが輝きながらいきい

きと育つことができるまちづくりを実現するため、町総合計画をはじめ町地域福祉計画、生

涯学習ビジョンなど各種計画を尊重し、基本目標の実現のため計画的に事業を進めていきま

す。また、子どもの成長別に各種の支援策を整理し、次世代育成を支援していきます。 
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３ 計画の点検・評価 

本計画を着実に推進していくために、教育委員会が中心となって、年度ごとに関係各課の

施策・事業の実施状況を把握するとともに、評価、再調整などの継続的な取組を行います。

必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討も行います。また、計画の策定、点検・評価、

見直し等については、広報・ホームページ等を通じて公表します。 

 

①計画の策定（Plan） 

子ども・子育て支援事業計画を策定します（本計画の策定）。 

 

②計画の実施（Do） 

各事業を具体的に実施し、目標の達成を目指します。 

 

③計画の点検・評価（Check） 

各事業の実施状況を把握し、点検・評価します。 

 

④計画の見直し・改善（Action） 

実施状況の評価と社会情勢等の変化等を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行いま

す。 

 

 

  

黒松内町子ども・子育て支援事業計画

（Plan）

施策の実施【住民活動・団体活動】

（Do）

・数値目標の把握と評価

・施策の進捗状況の把握

（Check）

・必要に応じて見直し、修正

・改善策の整理計画の見直し

（Action）
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資料編 

１ 黒松内町子ども・子育て会議条例 

(平成 26 年 3月 24 日条例第 2 号) 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、黒松内町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置

し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事項) 

第 2 条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び

答申し、又は意見を述べることができる。 

(1) 黒松内町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(2) 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

施策の実施状況を調査審議すること。 

(3) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(4) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(5) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。 

2 子ども・子育て会議は、前項各号に定めるもののほか、町の児童館及び放課後児童クラブ

などの運営に関し、町長の諮問に応じ調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることがで

きる。 

(会議の組織) 

第 3 条 子ども・子育て会議は、委員 8名以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者 

(4) 教育関係者 

(5) 公募による町民 

(委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は、3 年とする。ただし、補欠委員の任期は、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。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各 1 名を置く。 

2 会長、副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 



59 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第 6 条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(庶務) 

第 7 条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会において処理する。 

(委任) 

第 8 条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
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２ 黒松内町子ども・子育て会議委員名簿 

 

任期：平成29年6月11日～令和２年6月10日（３年） 

区 分 役  職  名 氏  名 備考 

保 護 者 白井川小学校 ＰＴＡ会長 佐 藤 則 貴 
平成31年３月26日 

～令和２年6月10日 

 黒松内町児童クラブ父母の会 会長 吉 田 義 明 
令和元年6月20日 

～令和２年6月10日 

事 業 者 児童養護施設黒松内つくし園 施設長 岡 久 孝 雄 
平成29年6月11日 

～令和２年6月10日 

 
認定こども園黒松内保育園 園長 古 谷 智佐子 

平成29年6月11日 

～令和２年6月10日 

学識経験者 黒松内町民生委員児童委員 主任児童委員 宮 川 祥 子 
平成29年6月11日 

～令和２年6月10日 

教育関係者 黒松内小学校 校長 澤 本 昌 宏 
平成31年３月26日 

～令和２年6月10日 

 
黒松内町教育委員会 教育長 内 山 哲 男 

平成29年6月11日 

～令和２年6月10日 

※順不同・敬称略 
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