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内閣府委託調査 

地方版子ども・子育て会議の取組(市町村子ども・子育て支援事業計画)事例調査 

市区町村事例ヒアリング結果 

【北海道 別海町】 
 

担当部署：福祉部福祉課 

連絡先：0153-75-2111 

１．子ども・子育て会議の進め方（工夫していること） 

①平成 27 年度以降の委員会・委員構成と委員数（特徴、委員構成上の工夫など）について（予

定可） 

・委員 12 人（学識者 ６人、 事業者・団体１ 人 保護者 ２人、行政 ３人） 
※子どもの保護者及び子育て支援に携わっている人など地域のバランス等を考慮した組織として、委員
からの意見を聞きながら本町の子育てをめぐる現状と課題の分析、今後の子ども・子育て支援のあり
方について議論を行った。 

・委員は２年期限、９月以降新たな委員委嘱予定。 

②平成 27 年度の本会議の開催予定数、会議の方針・テーマについて 

平成 27 年度開催予定回数：５回 ※７月以降に開催予定 
（会議の方針とテーマ） 
・事業計画の進捗状況について 
・事業計画の点検、評価、見直しについて 
・へき地保育所の運営形態に関する報告について（給食体制等） 

③本会議を効率的・効果的に進めるために、工夫していること 

・町側が素案を押し付けることなく、委員各位の意見を尊重し、全体で考えるような会議進行とした。 
・委員全員が各会議時に必ず意見等を発言できるように工夫（会長の会議進行上の配慮）した。 
・協議 内容 によっては、委員が次 回 会議までに事例の調 査 を行う（宿 題）などして委員の主 体 性を
尊重し、会議を進めた。 

・委員が出席しやすいよう夜間の開催とした。 
・委員が自主的にミーティングを開催した。（別海子育てミーティングを 3 回実施し、課題抽出、および
新制度の事業に照らした課題解決型ワークショップを行った） 

・効率的ではないかもしれないが、効 果的な議事 進行だった。行政の押し付けがよくあるが、そういう会
議ではなかった。みなが熱意を持って参画した。 

④本会議を運営するに当たっての課題について 

・委員の出席率を上げるため、全員が会議に参加できるような日程調整を大切にした。 
・会議は不定期であるが、委員の都合のいいときに、夜６時半ぐらいから行っていた。傍聴の方も後半
増えた。 

２．子ども・子育て支援に関するニーズ把握（住民の意向把握）について 

①独自の調査の実施（対象者、調査項目、調査方法等）と活かし方 

・他町と同様（雛形による）のアンケート調査以外は、直接地域に出向き保護者への制度等の説明
時に意見を聞くなどした。 

・委員主催によるワークショップ（勉強会）の開催 ※３回開催 
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・制度説明会は、８箇所の保育所でそれぞれ２回ずつ行った。さらに、へき地保育所６園にもう一回
行った。保護者の７割は出席していた。へき地は料金が一律 7000 円で安く、料金が上がるのかとい
う質問は多かった。ほかに運営形態が変わるかについても聞かれた。 

②平成 27 年度以降に予定しているニーズ把握手法や住民の意向・意見収集等について 

・今後、会議の中で検討する予定。 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・行政面積が広く、その中に集落（地域によって主たる産業が異なる）が点在する本町にとって、住民
の意向把握は大変難しく、適正なサービス提供区域の設定が求められている。 

・中央、東、西の３箇所で調査をしたが、小さい集落での聞き取りが行えなかった。調査区域の設定が
反省点。 

・地域に基づく教育・保育の提供体制の確保と質改善が求められている。 
・地域の特性に応じた保育時間の設定が求められている。 
・課題が残っていることを各委員が共通認識として理解したうえで、それらを、計画を進めながら解決して
いくこととしている。 

・アンケートの内容は、保護者が耳慣れないものが多く、理解できているかどうかがわからなかったため、ニ
ーズ把握が出来ているかどうか疑問がある。自由記述には回答があるのに、関連する質問項目にはそ
の回答内容が反映されていないことが多かった。幼稚園しかない地域で、保育所に関する調査をアン
ケート内で行っても、保護者が理解していない。一方で、へき地保育所の設置場所には幼稚園が無
い。小さい集落にはへき地保育所しかない。 

・アンケートで課 題を把 握 しきれていないことが課 題 であったため、把 握できなかったニーズをどのように把
握するかが今年度以降の会議の焦点。 

３．事業計画について 

①計画の（位置づけ・基本理念・目標などにおける）特徴について      

・一人ひとりが子どもの健やかな育ちを守り、子育てをする家庭を地域全体で支える、笑顔あふれる町づ
くりを目的とする。 

【理念】 
「子どもの健やかな育ちを守る笑顔で支え合う子育ての町」 
・親が子 育 てを主 体 的 に担うことを前 提としつつ、子 育 ち・子 育てを地 域 全 体で見 守 り、支 えていく環
境づくりを、より一層進めことで、本町独自の理念を、これからも変えることない大切な理念として継承
するものとしている。 

【基本目標】 
目標１：地域における子育て支援 目標２：職業生活と家庭生活の両立の推進 目標３：保護
者並びに子どもの心身の健やかな成長に資する環境整備 目標４：子育ての生活環境の整備 

※第６次別海町総合計画に定めた「基本構想」を基に位置づけをしている。 

②子ども・子育て支援新制度全般についての推進体制の工夫・方法について    

・地域の実情に即した子ども・子育て支援を計画的に推進することとし、児童福祉のみならず、保健、
医療、教育、まちづくり、住宅、産業経済など広範囲にわたる、さまざまな部局と連携を図りつつ、全
町的に施策を推進するよう努める。また、児童相談所や保健所、教育機関、警察、商工団体、ボラ
ンティア団体などの関係機関との連携も強化し、総合的な取り組みを図る。 

・庁内 体 制 については、「子ども・子 育て支 援 課 （室）」の設 置によるサービスの提 供 体 制（一元 化 ）
作りを検討している。 
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③計画や事業等の広報や周知方法について 

・町 HP への支援事業計画内容掲載、及び別海広報紙への掲載、並びに関係機関等への計画の
配布 

・保護者説明会の実施 ※各保育所８箇所×３回 
・民間団体（委員主催）による町民向けのワークショップ（勉強会）の開催 ※３回開催 

④事業計画における課題について 

・サービス提供区域の設定に当たっては、広い地域に集落が分散している本町の地域特性から、保護
者や子どもが居宅から容易に移動することができ、質の高い教育・保育及び子育て支援提供を受け
ることができるよう、地域的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用
状況、教育・保育を提供するための施設の整備状況、及び幼児期の教育と小学校教育との連携・
接続などを総合的に考慮しなければならない。 

４．子育て支援の具体的内容について 

①教育・保育の提供体制に関し、認定こども園の普及も含めて、基本的な考え方や計画の

具体的な内容について（幼・保・小の連携の推進についての考え方や取り組み方針につ

いて） 

・本町における教育・保育の運営形態は、ニーズ調査の結果や「子ども・子育て会議」の意見などから
も、認定こども園を望む意見が多かったことから、現施設において移行可能な施設については、すべて
の園を認定こども園に移行することを基本的な目標として計画した。 

【移行時期】 
・平成 27 年度～私立幼稚園２園を幼稚園型認定こども園 
・平成 28 年度～公立幼稚園３園を幼稚園型認定こども園、認可保育所２園を保育所型認定こ
ども園 

・平成 28 年度以降へき地保育所においても基準を満たす園は、順次保育所型認定こども園へ移行
を予定としている。 

・平成 27 年度から、市内すべての私立幼稚園（愛光幼稚園とくるみ幼稚園）が認定こども園に移
行。残りの公立幼稚園３園も移行予定。 

・へき地 保 育 所 は給 食 配 送 などが課 題 なので、そのような面 をクリアしてから認 定 子 ども園 化 させる予
定。 

②妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援についての基本的考え方や方策について。 

・妊娠・出産から乳幼児、学童、思春期まで、子どもとその親の心身の健やかな成長を支援していくた
めに、ライフステージの変化に対応して、保健、医療、福祉、教育などの各分野が連携し、それぞれの
実情に合わせた最適な支援に総合的に取り組むこととした。また、家庭、学校、地域などが行うさまざ
まな学習の機会や人々との交流を通じて、子ども一人ひとりが個性を伸ばし、豊かな人間性を育んで
いけるよう、乳児や用事に接する機会を提供することによって、ふれあいを通した生命の尊さ、子育ての
意義や楽しさを、自然に学び、実感できるように取り組みを推進する。 

③子ども・子育て支援に関する理念や子ども・子育て支援施策の基本的考え方を示す条例

や指針の有無と、その内容について。 

・子育て支援に関する理念や子育て支援施策の基本的考え方は、計画には位置づけられているが、
条例、又は指針等を整備するまでにはいたってない。 

・子ども・子育て会議条例 
・自治基本条例の精神に基づく  
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④地域子ども・子育て支援事業（13 事業）について（特に自治体の特徴や課題解決に当た

って力を入れている事業について、特色や地域課題の解決への生かし方など） 

・教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保
育所と小 学 校等との連 携についての基本 的な考 え方を踏まえ、本町におけるこれらの連携を推進 す
る。 

・放課後児童クラブは古くからやっているが、４月から住民主導で新たな開設に至った。 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）について。 

・実費徴収に係る補足給付を行う事業 
【国の対象者】生活保護世帯（第１階層に該当する者） 
【本町の対象者】1 号認定：第 1 階層に該当する者（生活保護世帯・非課税世帯） 
           ２号認定：第１階層・第 2 階層に該当する者 
・保 育 料 （利 用 者 負 担 額 ）の独 自 軽 減 ～国 基 準 の５割 に設 定 。へき地 保 育 所 保 育 料 ～一 律
7,000 円 

⑥子育て支援の具体的な内容に関する課題について 

・将来、子どもの数は減少し、働く女性は増える傾向にあり、特定教育・保育の提供体制の充実が臨
まれている。 

・本町における教育・保育提供体制区域は、町内全域として設置していますが、より細かな地区毎の
ニーズ把握に努め、必要に応じて提供区域の細分化も必要になる。 

・町内各小学校区で放課後児童クラブの設置を求める声が高まっているが、空き教室が無く、設置場
所の問題が生じている。 

・国の基準を満たせないへき地保育所の運営体制について、今後の運営形態に対する判断が難しく、
現状のへき地保育所の保育料が低額であることから、現体制での運営を望む声が高い。 

・基幹産業が酪農なので、家族従事者が多い。集落以外のところでは大家族で暮らしている人が多い
が、その農家が世帯内で別々に住んでいる人もいるほか、単身者が増える傾向もある。大きな働く場
が出来たことによる世帯の増加ということは無い。どこかに就労する女性は少なく、家族経営が基本形
態。 

・幼稚園として利用していた保護者が、認定こども園への移行に伴い、働き始める傾向がある。 
・本町では、夏と冬の（移動）距離感が変わる。「夏なら子どもの預かりや引取りが楽だが、冬は雪が
あるため、預かりは家に近いところでやるべきか」などの検討が必要である。そこは現場への調査でニーズ
を引き出していく。 

・へき地保育所だと 0～２歳のニーズが聞き出せない。「就農を希望する若い世代にとっての育児環境
が気になる」などの意見がある。 

・昼ごはんはお弁当で、国基準で２０人以上だと民間保育になれないが、地域では２０人以下のとこ
ろが何箇所かある。２０人以上見込めるかが不安。小規模保育は０－１,２歳が前提で、特例とし
て地域に３歳児の受け皿が無い場合、２号を預かれるが、今は２歳６ヶ月を前提として、施設で０
－１,２歳を前提とした施設への移行は難しいので、研究が必要。 

５．事業の点検・評価･見直しの仕組みについて（今後の支援事業計画見直しに

当たって） 

①評価・見直しに対する考え方（着眼点・活かし方） 

・計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標を基に毎年の進
捗状況を所管課で点検するとともに、子ども・子育て会議で協議しながら、事業の見直しを含め、計
画の着実な推進を図る。 



5 
 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

・子ども・子育て会議を活用し、毎年度点検・評価・公表する。 
・住民意見を把握し、利用者目線を活かした施策・事業の推進を図る。 
・計画年度の中間年（平成２９年）を目処に、ニーズ状況を確認した上で、需要調整を図る。 

③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・所管課における内部評価を行うとともに、子ども・子育て会議を活用し、毎年度点検・評価・公表す
る。 

④これまでの取り組みにおける成果（地域が変わってきたこと等） 

・平成２７年度に放課後児童クラブを新たに 1 カ所開設した。（地域により運営） 
・町内私立幼稚園が新制度施行と同時に認定こども園化されるなど、他町には見られない積極的な
動きがあった。 

・子ども子 育 て会 議への保 護者の代 表 参加 により、新 制 度 への関心の高まりや子 育て支 援に対する
関心や議論の高まりが見られた。 

・町がこれまで行ってきた子育て支援策を見直すきっかけになるとともに、独自に行ってきた保育料の低
減施策などの優位性を改めて町民が知る機会になった。 

・放課後児童クラブの要望があった。町が作るのは難しいので、民間が主導で設置した。民間とは、保
育所の役員と小学校の親の集まりである父母の会。 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・具体的な数値等を用いた指標により示されていないことから、点検・評価に当っては、客観的な判断
が難しい。 

６．都道府県や関係機関との連携について  

①都道府県の支援体制やバックアップの現状、及び今後期待する支援等について 

・新制度の施行に際し、国・道（振興局含む）の支援ついては十分なものとはいえなかった。特に、情
報の伝達が遅かったことに加え、市町村への補足的な説明や、具体的事例に関する説明・指導が不
足し、結果として町が、積 極的 に新 制 度下の施 設 へ移行しようとする事 業 者等へ適 切 な助言や指
導ができない状況を生まれた。 

・新制度に関する各種補助制度は、「待機児童対策」の色合いが濃く、地方の自治体や事業者にと
って、新制度への移行促進につながっていなかったと感じる。 

・支援新制度は、都市部を基盤とした発想により制度設計されていることから、地方における保育の実
情を理解していないと感じている。 

・現へき地保育所の実情を十分に考慮した上で、新制度への移行が困難な地域の施設が存在するこ
とを理解してほしい。また、実態として地方では、これまでもへき地保育所が重要な役割を担ってきたと
こを踏まえ、今後の助成継続を含め救済的な措置を期待する。 

・家庭的保育者を含め地域子育て支援事業実 施に伴う、各担い手に対する研修 が必要になるが、
それらをすべて町 独 自 で行 うことは困 難 であることから、それらに関 する積 極 的 な支 援 を期 待 する。
（講師派遣、振興局単位での講習開催等） 

②関係機関・団体との連携状況と、連携における工夫・配慮などについて 

・特筆する点は特になし。 
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７．今後に向けて 

①子ども・子育て支援施策を推進する中で、財源を捻出するための工夫や、最も重要な課

題とその解決に当たっての方向性について 

・今後、人数の減少により２０人以上の国の基準を満たせないへき地保育所の運営体制をどうするか、
方向性は決定しているものの、現実的な対応として、地域ニーズを再度聞き取りするなどして最終的
な判断をしたい。 

・家庭的保育者を含め各担い手づくり、及び地域の受け皿となる団体等の育成。 
・財政的な施策が待機児童解消加速化プランに基づいて行われているが、加速化プランに手を挙げる
自治体には支援が手厚いが、へき地保育所を変えていく必要がある自治体は財政的なものが明確に
打ち出せていない。待機児童がいないところに対する自治体も含んでいるといっているが、個別具体的
な説明が無く、後回しにされている感じがある。国の文言にはへき地保育の用語が無かったが、去年の
暮れぐらいから徐々に用語が出始め、３月末に特例給付の話が出たため、へき地に対しての理解がほ
しい。小規模保育で対応すると、もともと二号を受けていた施設が一号に変えるにはさまざまな対応が
必要になる。へき地保育所が小規模保育所になるというスキームが見えないため、見える形にしてほし
い。 
担い手作りの研修は、例えば、家 庭的保 育者 の要請には講習などの莫大な時間 が必要であり、講
師として大学の方を呼び、幼稚園、保育所の先生の資格を取るような研修を行うための連携をしない
と、地 元では行えなくなっているため、難 しい。講 師の方も地 元には該 当 する人がいないほか、釧 路 に
専門学校があるが、先生は長期休暇中に頻繁に来るのは難しいという。現場では子どもを何時間も
預かっているので、釧路へ行くのも難しい。国がようやく講習に関する原案を出したが、急いでほしい。 

②子ども・子育て支援施策を推進するに当たり、特に気をつけている点、配慮している点、

振り返ってみての苦労や工夫したこと 

・本町では、福祉課の中で子ども・子育て施策を所管しているが、今後、子どもの認定作業や地域子
育て支援事業の実施に向け、一元的に「子ども・子育て」を支援する体制づくりが必要と考えている。
また、業務のボリュームも増えることから、人的体制の強化も進めるべきである。 

③国への提言、あるいは期待すること 

・大きな制 度改 革を行 おうとする場 合、準 備 期 間の余 裕と市町 村に対 する早期の具体 的な情 報提
供が必要不可欠である。支援新制度 に関しては道府県レベルでも十分 な制度理解 ・情報提供 体
制が整っていなかったと感じている。 

・地域の実態を把握した上で、へき地保育所への特例給付制度を継続して欲しい。 
・新制度は都市型になっている。現場第一を考えたときに、国は地方再生を謳っているにもかかわらず、
都市型であるのは疑問である。 
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名： 北海道 
市区町村名：  別海町 

ご記入者部署： 福祉部 福祉課 
ご記入者名：   

① 人口（2015 年５月１日 or４月
末） 

    １５，８０２ 人 

② 面積     １，３２０．２２ ㎢ 
③ 未就学児童数     ９０４人 
④待機児童数 
 

2014 年 10 月時点        ０人 
2015 年 4 月時点        ０人 

④ 出生数 平成 25 年度： １５０人 平成 26 年度： １２７人 

⑤ 合計特殊出生率 平成 25 年度： １.８６ 平成 26 年度： 

⑥ 人口流出入数 平成 25 年度：流入 ５２８人 流出 ７１８人 

平成 26 年度：流入 ４５８人 流出 ３６０人 

⑧保育園・幼稚園・認定こどもの設置状況 
（2015 年 4 月時点） 

保育園：公立 ２件、私立 ０件 へき地６件 

認定こども園：計 ２件（公立  件、私立 ２件） 

(幼保連携型  件、幼稚園型 ２件、保育所型  件、 

地方裁量型  件) 

幼稚園：公立 ３ 件、私立  件 

⑨子ども・子育てを巡る自治体の特徴 子育て世代の就業状況、慣習、社会・文化的背景など 

・男性は台形型を描くのに対し、女性はいわゆる「M 字カ

ーブ」を描いています。年齢別労働率は、本町では緩やか

な「M 字カーブ」を描いており、出産・育児期も落ち込み

は比較的低い。 

・男性は「正規職員・従業員」、女性は「パート・アルバイ

ト・その他」、「家庭従業者」の割合が高くなっています。 

 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：   ９，５３１，０００円 

平成 27 年度：  ９８，９１９，０００円 

⑪子ども・子育て施策を進めるための庁内
組織について 

庁内組織数：  件 

（組織名称） 

・ 

※庁内横断組織をもつ場合は、参画する部署名： 

 

地方版子ども・子育て会議運営の予算額： 

平成 26 年度  287,000 円 

          平成 27 年度  105,000 円 

 

（※）子ども・子育て支援関連予算額については、基本的には新制度に関連する幼稚園、保育所、認定こど

も園に係る給付費及び地域子ども・子育て支援事業に係る予算額の総額を念頭においていますが、貴市

区町村において整理されている既存の額を記載していただければ充分です。 
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＜子ども子育て支援事業について＞ 

① 地域子ども・子育て支援事業（１３事業）について（子ども・子育て支援法５９条） 

 
事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

① 利用者支援事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

 

 

基本型：  箇所 

特定型：  箇所 

母子保健型：  箇所 

今後の方向性： 

今後のあり方について検討します。 

 

② 地域子育て支援拠点事業 

 １箇所、延べ利用者数 ３，３４８人 一般型：１箇所、 

延べ利用者数  ３，５００人 

連携型: 箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性： 

 地域社会の中で多様な支援の場や機

会が創出されるよう拠点整備に努め

ます。 

③ 妊婦健康診査 

延べ受診者数： ２，１８５人 延べ受診者数： １，８７６人 

今後の方向性： 

すべての妊婦が、経済的な理由から必

要な時期に健診を受信しないまま、出

産に至ることのないように、標準的な

健診回数（14 回）の公費負担を継続し

ます。 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

訪問世帯数：  件(対象世帯の  %） 訪問世帯数： １２０件(対象世帯の

９０%） 

今後の方向性： 

新生児訪問に併せて実施します。 

 

⑤ 養育支援訪問事業 

訪問世帯数：  件 訪問世帯数：  件 

今後の方向性： 

・事業としては実施していないが、関

係機関が十分に連携し、細やかな連絡

調整を速やかに実施できるように取

り組みを強化します。 

⑥ 

 
 
 

子育て短期支援事業   

ショートステイ事業 

  箇所、延べ利用者数  人   箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性： 

当面、町外施設等により対応すること

としますが、民間事業者の活用も含め

町内での事業実施について検討しま

す。 
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事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

トワイライトステイ事業 
  箇所、延べ利用者数  人   箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性： 

⑦ 
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育
て援助活動支援事業） 

延べ利用者数：  人 延べ利用者数：  人 

依頼会員数：  人 

提供会員数：  人 

両方会員数：  人 

今後の方向性：H27 年度会員募集予定。 

・早期に事業実施が可能となる体制を

整備し、実施する団体を積極的に整備

します。 

⑧ 一時預かり事業 

  箇所、延べ利用者数：  人 ４箇所、延べ利用者数：２０，９０ 人 

今後の方向性： 

H27 年度から私立２園、公立３園の内

２園が実施。H２８年度に残り 1 園実

施予定しています。 

⑨ 延長保育事業 

  箇所、延べ利用者数：  人   箇所、延べ利用者数：  人 

今後の方向性： 

・ニーズの把握に努め、状況に応じて

事業の実施に向け検討を進める。 

⑩ 病児保育事業 

  箇所、延べ利用者数：  人   箇所、延べ利用者数：  人 

今後の方向性： 

・専用施設等の整備による実施は予定

していないが、ファミリー・サポート

センター事業等を活用した事業を検

討します。 

⑪ 
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業） 

高学年：  箇所、延べ利用者数  人 

低学年： ３箇所、延べ利用者数  人 

高学年：  箇所、延べ利用者数 人 

低学年：4 箇所、延べ利用者数 186 人 

今後の方向性： 

余裕教室や公共施設等を利用した整

備を検討していくとともに事業の受

け皿となる団体等に支援をします。 

⑫ 
実費徴収に係る補足給付を行う
事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

【対象者】 

・１号認定：第１階層者（生活保護世

帯・非課税世帯） 

・２号認定：第１・第２階層者 

給食費（副食 126 円）：1 か月 4,500 円 

教材費等：1 か月 2,500 円 
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事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

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（新
規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

・必要に応じて体制整備のため支援等

を検討します。 
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