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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 

【宮城県 石巻市】 
 

担当部署：福祉部 

子育て支援課 

連絡先：0225-95-1111 

 

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） 

・平 成 ２７年 度 ４月 １日 現 在 、石 巻 市 子 ども・子 育 て会 議 委 員 １５人 （石 巻 市 子 ども・子 育 て
会 議 条 例 第 ３条 による）。うち 学 識 経 験 を有 する者 １人 、保 健・医 療 関 係 団 体 に所 属 する者
１人、福祉関係団体に所属する者２人、教育関係団体に所属する者３人、産業・労働関係団
体に所属する者１人、子ども・子育て支援関係団体に所属する者３人、関係行政機関の職員１
人、一般公募による者（小学生以下の子どもの保護者に限る）３人 

※公募委員は作文によって選定した。（５人応募） 
※公募委員が入ったことによって、当事者目線で見ることができ、より実効性の高いものに近づけること
ができたのではないか。 

※実際に活動されている民間の委員が入ることによって、拠点事業や利用者支援事業などがクローズ
アップされることになった。 
※現在の委員の任期は平成２７年９月３０日までとなっている。 

 

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：３回 
・１回目（8 月頃） 子ども・子育て支援事業計画の現状分析・見直し案作成（需要量など）新

制度を迎えての報告 
・２回目（10 月頃） 新委員委嘱状交付 
・３回目（1 月頃） 子ども・子育て支援事業計画（見直し）成案・次年度の需要・供給見込み 

 

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 

・会議が円滑に進むよう委員長には資料の事前説明を行い、委員には資料を事前に送付し、充分に
目を通していただいた。 

・会議の初期には委員に対し新制度の説明を十分に行った。 
 

④本会議を運営するに当たっての課題について 

・会長の仕切りが良かったので、運営に関する課題は特にない。 
 

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 

・未就学児童が属する世帯 2,000 世帯、就学児童 2,000 世帯を無作為に抽出し、ニーズ調査表を
配布した。（未就学児童が属する世帯：回収数 810 票、回収率 40.5％、就学児童が属する世
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帯：回収数 925 票、回収率 46.3％、） 
・抽出については、地区ごと、年齢階層ごと（0 歳～11 歳）の人口構成比により対象件数を算出した。
これにより、地区ごと、年齢ごとのばらつきが無いようにした。 

・なお、雄勝地区、北上地区、牡鹿地区については沿岸部で児童数が少ないことから、抽出ではなく悉
皆調査を行った。 
※調査項目は国からのものに設問（仮設住宅関連、虐待についてなど）を加えた。 
※調査票の設問については委員から意見が出された。 

 

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 

・現時点では考えていない。 

 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・ニーズ把握調査においては、未就学児童が属する世帯の回収率は 40.5％、就学児童が属する世
帯の回収率 46.3％であった。いずれも 50％を切るような回収率だったので、回収率をどのように上げて
いくか、また、子育て世代の方々のニーズを把握する手法としてどのような手法が効果的か課題である。 

 

３．事業計画と実施について 

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 

・石巻市においては、子ども・子育て支援事業計画を「次世代育成支援行動計画」と一体化し策定
した。 

・また、石巻市総合計画、震災復興基本計画、地域福祉計画、障害者計画・障害福祉計画、健
康増進計画等の各計画や、保育所再配置計画との調和、整合を図り、子ども・子育て支援事業
計画を推進する。 

 

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 

・計画に位置づけた各事業、行政サービスの周知が大切だと考え、「子育てハンドブック」や「子育て情
報誌」を作成し、子育てに関する施策・情報の周知を図ることとしている。 

・庁内体制は特に変えてはいないが、関連部局とは日常的な情報交換や、また会議の運営には教育
委員会も入っているので、組織建てしなくても連携は取れていると思われる。 

 

③計画や事業等の広報や周知方法について 

・子ども・子育て支援事業計画については、ホームページで公表し、周知を図っている。 
・子育て支援センター、児童館など、子育て親子の目にふれる場所にパンフレット、チラシ等を配置してい
る。 

・新制度に変わるのに当たって、各保育所入所者（新規の申込者）に対して面接を行い、新制度の
説明を行った。 

・事業者向けには新制度の説明会を何度か行った。 
 

④事業計画における課題について 

・子ども・子育て支援事業計画の計画値及び区域の設定の見直しが必要と感じている。石巻市では
１区域設定のため、どうしても人口の多い地域と少ない地域 があるため、将来的には見直しが必 要
だと考えている。 

※被災のため、人口が流動的で見通しが難しいため１区域としている。１市６町で合併したので、最
低７～８の区分けが必要かと考えている。 
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４．子ども・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組方針について） 

・当市教育委員会において、「石巻市教育ビジョン後期実施計画」（平成 24 年度～平成 28 年度）
を策 定 し、その中 でこれからの幼 児 教 育の在 り方 に関 し「幼 児 教 育 の質の向 上 と幼 保 一 体 化 の推
進」に取り組むものとし、この幼児教育に関する部門別実施計画として「石巻市幼児教育振興プロ
グラム」を策定している。同プログラムにおける「認定こども園への移行」事業として、幼稚園と保育所を
統合し、幼保連携型認定こども園を設置。 

・この中で、幼保一体 化 推進事業に位置付けている、「認定こども園への移行」事業として、湊幼 稚
園と湊保育所を統合し、幼保連携型認定こども園「湊こども園」が平成 27 年 4 月に開園した。 

（震災の年に旧制度の認定こども園を開設しようとしていたが、被災したため、今回災害復旧として移
転新設し、新制度で開設に至った） 

・また、「認定こども園の整備」事業についても継続して検討している。（石巻市北上地区において計
画中） 

・「石巻市教育ビジョン後期実施計画」の進行管理については 庁内組織である「幼児教育振興庁
内連絡調整会議」において行っている。 

 

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。 

・出産ができる産科医療機関が少なく（産科医療機関 3 か所、小児科医療機関 5 か所）、それによ
って産後の入院期間が短くなることにより母乳指導等を十分に受けることができない妊婦や、実家が
被災し、祖父母等身近な相談、支援を受けにくい妊産婦が増えている。そのため、「助産師による産
前産後の心とからだのトータルケア推進事業」を新規事業として実施し、妊娠・出産の専門職である
助産師が妊娠中から関わる機会を設けることにより、妊産婦が相談しやすい場を提供する。 

・また、子育て支援センター等を会場に当事業を実施することにより、妊娠中から子育ての相談ができ
る保育士等の相談員とも関わる機会を設け、妊娠中から、出産・子育てまで切れ目のない相談支
援の場の提供を計画している。 

 

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。 

〇子ども・子育て支援事業計画 
子ども・子育て支援の基本理念、家庭・地域事業者・行政の役割を明記している。 
〇石巻市子どもの権利に関する条例 
・国際連合総会において全会一致で採択された「児童の権利に関する条約」の精神に基づき、子ども
の権利が尊重され、そして保障されるまちであることを明らかにするため、平成 21 年に「石巻市子ども
の権利に関する条例」を制定。 

・この条例は、すべての子どもを一人の人間として認め、生まれながらに持っている子どもの権利を尊重す
るとともに、保障し、もって子どもの幸せと健やかな成長に寄与することを目的とする。また、本条例にお
いて、「石巻子どもの権利推進委員会」の設置を定めている。 

（基本理念） 
第３条 子どもは、子ども本人、子どもの保護者等の人種、性別、国籍、言語、宗教、障害の有無そ
の他の理由によりいかなる差別も受けることがあってはなりません。 
２ 子どもは、次の世代を担う大切な地域の宝であり、地域で守り、育てていかなければなりません。 
３ 子どもを、虐待及びいじめによる危険から守らなければなりません。 
４ 子どもの意見は、最大限に尊重されなければなりません。 
５ 子どもが自らの権利 を自覚するとともに、その権利を行使 するに当たっては、他の人を思いやり、尊
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重することができるようにしなければなりません。 
〇石巻市子どもセンター条例 
 条例前文（抜粋） 
  石巻市は、この子どもたちの想いを形にするための施設となる石巻市子どもセンターを設置することに

より、生まれながらに持っている子どもの権利が尊重され、子ども一人ひとりが幸せで健やかに成長でき
る社会につながることを期待し、ここに「石巻市子どもセンター条例」を制定します。 

 

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） 

・利用者支援事業の基本型と母子保健型を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援体制
を構築する。 

・基本型については今後公募を行い実施事業者の選定を行う予定。 
・母子保健型については、当市健康推進課及び各総合支所において保健師が実施する予定。 

 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）について 

〇石巻市少子化対策プロジェクトチームによる少子化対策の施策の検討 
・石巻地 域 全体の活力 や均衡ある発展、東 日 本大 震 災からの魅 力的 な復興を成 し遂げるため、こ

れからの若 い世 代 が家 族 を形 成 し、子 育 ての喜 びを実 感 できるとともに子 どもたちにとってもより良い
社会の実現を目指し、プロジェクトチームを編成して、結婚・妊娠・出産・育児における課題解決に
向け必要な施策等を検討した。これらが、妊産婦への手厚い支援につながっている。 

・プロジェクトチームは、全庁からの職員で男女別、職階等を考慮した 14 名構成し、平成 26 年度に
施策の検討を実施。検討結果は最終的に市長に提案。平成 27 年度は、復興政策課が進行管
理し、関係各課が連携して事業実施に向けた検討を行っている。 

○地域少子化対策強化交付金の活用 
・地域少子化対策強化交付金（平成 26 年度）を活用し、子育てハンドブックの作成と男性の育

児参加促進事業として父子手帳を作成し、子育てに関心を持ってもらうことを目的としている。 

 

⑥子ども・子育て支援の具体的な内容に関する課題について 

・他課との連携が課題。例えば、利用者支援事業において、基本型と母子保健型をどのように連携し
ていくかなど。 

 

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） 

・本計画の推進に当たっては、個別事業単位及び個別事業を束ねた施策単位で点検・評価を行い
PDCA サイクル（計画―実施―評価―改善・検討）による施策・事業の推進を図る。 

 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

・計画値である量の見込みについて、各年度ごとに進捗状況の点検・評価を行い、「石巻市子ども・子
育て会議」にて報告するとともに、ホームページ等を通じて公表する。 

 

③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・本計画の推進に当たっては、計画策定の事務局である子育て支援課が中心となり、庁内の関係部
局各課・機関と連携・調整を行いながら、総合的で効果的かつ効率的な施策推進を行う。 
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・内部評価の具体的な手法、体制については、他事例なども参考に今後検討を進めたい。いまのとこ
ろ外部評価の予定はない。 

 

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） 

・地域子ども・子育て支援事業について、子ども・子育て支援事業計画に位置付けられ、また補助金
や委託等の事業実施体制が整うことにより、市内で活動している子ども・子育て支援関係団体がより
充実した事業を展開できるようになった。 

 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・事業の評価については、計画値である量の見込みが達成されたかどうかを確認することとなるが、併せ
て、実施している事業の内容（利用者の満足度、地域への貢献度等）を評価する必要があると感じ
る。 

 

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 

全県的に推進する必要があるものについては県で取り組んでいただきたい。そうしたほうが各自治体での
ばらつきがなくなる。 
 ・子育て支援員研修 
 ・保育士の確保方策 など 
※石巻市は公立の保育所とこども園で２５か所、私立の認可保育所が８か所、小規模保育施設が
４か所と施設が多く、市内で保育士の引き合いになっている。 

 

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 

・利用 者 支 援 事業を実 施するに当 たり、各 関 係 機関（各 ＮＰＯ、児 童 相談 所、各 医療 機 関、障
害関連部署など）との連絡会議等の開催を検討している。 

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 

・国などの各補助金、交付金を活用し、事業の推進を図りたいが、復旧・復興事業量が膨大であり庁
内全体的にマンパワー（子育て支援に限らず）が不足している。ようやく復興前の状況に戻りつつある
状況。 

※市単独での事業の推進は予算的に難しいので、事業検討に当たっては交付金などのメニューによって、
事業推進を前向きに検討することができる。 

※他自治体からの応援人員は減りつつあるが、行政改革でどこも人員削減している中出してもらってい
るのはありがたい。 

 

②子ども・子育て支援施策を推進する当たり、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 

・子ども・子育て支援新制度に関する法令の確認。 
・ニーズ調査の結果をどう計画に反映させるかが課題。数値的な部分に加え、いろいろ意見をいただい
た部分を事業の実施にどう生かしていったらよいか考えながら進めていく必要がある。 

 

③国への提言、あるいは期待すること 

・制度について理解しにくいところがあった。
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名：宮城県 
市区町村名： 石巻市 

ご記入者部署：福祉部 子育て支援課 
ご記入者名： 

① 人口（2015 年５月１日 or４月末）  １４８，４４９人 
② 面積  ５５４．５㎢ 
③ 未就学児童数  ６，１８８ 人 
④ 機児童数 
 

2014 年 10 月時点  ４１人 
2015 年 4 月時点  ４５人 

⑤ 出生数 平成 25 年：１，０６８人 平成 26 年：９６５人 

⑥ 合計特殊出生率 平成 25 年：１．３４ 平成 26 年：     

⑦ 人口流出入数 平成 25 年：流入４，５３５人 流出４，７９９人 

平成 26 年：流入３，７６５人 流出３，４８５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２４件、私立 ８件 

認定こども園：計 １件（公立 １件、私立 ０件） 

(幼保連携型 １件、幼稚園型  件、保育所型  件、 

地方裁量型  件) 

幼稚園：公立 ４件、私立 １０件（うち１件休園中） 

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 

 石巻市は平成１７年に旧石巻市、旧６町が合併した。 

 そのことにより、企業の多い地域、農家の多い地域、漁業

や養殖が盛んな地域など、地域ごとに就労状況が異なること

なる。 

 また、東日本大震災により沿岸部は大きな被害を受けてお

り、高台移転や新市街地や復興公営住宅の整備により内陸部

に人口が流入している。 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：１，５６７，８１６，０１０円 

平成 27 年度：１，７０４，０９０，０００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： ２件 

（組織名称） 

・石巻市少子化対策プロジェクトチーム 

・幼児教育振興庁内連絡調整会議 
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※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 ５９３，５００円 

          平成 27 年度 ６８０，０００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： １箇所 

特定型：  箇所 

母子保健型： １箇所 

今後の方向性：基本型と母子保健型の

連携を図り一体的に事業を実施する。 

② 地域子育て支援拠点事業 

６箇所、延べ利用者数２，８８４人 一般型：８箇所、延べ利用者数２９，

６４０人日 

連携型:  箇所、延べ利用者数 人 

今後の方向性：子育て支援事業の充実

を図るため、事業者等へ運営費補助を

行い拡充する。 

③ 妊婦健康診査 

延べ受診者数：１２，２００人 延べ受診者数：１３，４７０人 

今後の方向性：14 回分の受診券をすべ

て使用できるよう、早期の母子健康手

帳交付を目指す。 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

訪問世帯数：９１９件(対象世帯の９６．

８%） 

※対象世帯数９４９件 

 

訪問世帯数：９６６件(対象世帯の１０

０%） 

今後の方向性：１００％の実施をめざ

す。 

⑤ 養育支援訪問事業 

訪問世帯数：育児家事援助８６０件 

専門的相談支援（保健師）６７９件 

訪問世帯数：育児家事援助１，６００

件 

専門的相談支援（保健師）２０９件 

今後の方向性：関係機関と連携を取り

ながら、支援を必要とする家庭に育児

家事援助や保健師の専門的相談支援を

実施し、時継続的に関わっていく。 

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： 

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： ３５８人 延べ利用者数：４３０人 

依頼会員数：１１０人 

提供会員数：６０人 

両方会員数：１３人 
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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 

今後の方向性：事業の会員数を増やし

事業を推進する。 

⑧ 一時預かり事業 

 ４箇所、延べ利用者数：２，８８４人 ５箇所、延べ利用者数：３０，２１６

人 

今後の方向性：ニーズの動向をみなが

ら事業を推進します。 

⑨ 
延長保育事業 
（時間外延長のみ） 

１０箇所、延べ利用者数：３，１１４人 

公立３箇所 ６２１人 

私立７箇所 ２，４９３人 

１０箇所、延べ利用者数：２，１００

人（計画値） 

今後の方向性：延長保育のニーズの高

い保育所で実施する。 

計画値の見直し。 

⑩ 病児保育事業 

  箇所、延べ利用者数：  人   １箇所、延べ利用者数：３００人 

今後の方向性：民間事業者の事業内容

を確認し、運営に対し補助できるか検

討する。 

⑪ 
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業） 

高学年：２６箇所、延べ利用者数２０１人 

低学年：３３箇所、延べ利用者数１，１７

０人 

高学年：３１箇所、延べ利用者数３７

８人 

低学年：３６箇所、延べ利用者数１，

３１２人 

今後の方向性：施設整備を進め待機児

童を解消したい。 

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） 

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） 
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