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（11） 神奈川県横浜市 
わが国近代化の窓口として開港150年の歴史を誇る横浜市は、東京都に次ぐ大都市であり、多くの姉

妹友好都市やパートナー都市との交流を推進する国際都市でもある。経済面では、市内総生産額は全

国４位、市民総生産額は全国２位であり、文化や産業集積の場だけでなく、都市基盤が整備された市街

地を控えて、首都東京を補完する生活圏としての側面を有する。 

人口（2013 年１月１日現在）    3,697,035 人（世帯数 1,606,723 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   188,562 人（人口比 5.1％） 

面積           435.0k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

横浜市の人口は、戦後一貫して増加しているが、その伸びは近年小さくなってきている。年毎の増加

数の最近の動きを見ると、1995 年にその時点で戦後最低の 7,049 人を記録した後、1996 年以降は上昇

に転じて 2001 年には 36,405 人となったが、その後は減少傾向にあり、2011 年は 2,218 人、2012 年は

5,795 人と戦後最も低い水準となっている。2013 年１月１日現在の年齢３区分別割合は、15 歳未満の年

少人口が 13.0％、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が 65.0％、65 歳以上の老年人口が 21.3％で、老

年人口は戦後最も高い水準となっており、一方で、生産年齢人口は1960年以降で最も低い割合となって

いる（なお、「年齢不詳」が 0.7％）。年少人口と老年人口の数は 2000 年に逆転しており、その後その差は

拡大する傾向にある。また、世帯人数を見ると、単身世帯化や世帯規模の縮小が進んでいる。 

横浜市の先駆的な取組として、待機児童対策が挙げられる。市長のリーダーシップのもとに、現場の

声を重視したプロジェクトを設置。ハードとソフトの両面からあらゆる手法を導入し、2013 年４月に「待機児

童をゼロにする」目標に向けて取組を進めている。 

多様な保育ニーズに対応するため、横浜市独自の基準を満たした「横浜保育室」や、全国に先駆けて

始めた「NPO法人等を活用した家庭的保育」などを行っている。 

 

２） 基本理念 

「子育て安心社会の実現」を基本政策とし、「～つながりが、子どもたちの明るい未来をつくります～」

を理念に、その目標として以下を挙げている。 

① 生まれる前から乳幼児期の子育て家庭支援の充実 

妊娠中から産後の不安定な時期の不安感・負担感が軽減され、子育て家庭が安心して子どもを育て

ることができること、身近な地域に、家庭の子育て力を高めることができる場や機会を充実させることを目

標とする。 

② 未就学期の保育と教育の充実 

待機児童が解消されているとともに、希望する人が必要なときに保育サービスを利用できること、短時

間勤務やリフレッシュを理由とした利用などすべての子育て家庭が必要に応じて一時保育を利用できるこ

と、多様なニーズへの対応や質の向上により保育サービスが充実し、子育て家庭が各々の事情にあわせ

て保育サービスを選択することができていること、保育所や幼稚園と小学校の連携により、子どもたちが小

学校教育へ円滑に移行できていることを目標とする。 
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③ 学齢期から青年期の子ども・青少年育成 

留守家庭の児童に安全な場所と楽しい活動内容を提供する「放課後の居場所」が整い、保護者も安

心して児童を預けられること、子どもや青少年が、多様な人、大人の知恵、様々な地域活動や文化に触

れることにより、社会性や進路を選択する力を身につけること、思春期の悩みや課題を乗り越え、成長し

ていける環境が整っていることを目標とする。 

④ 未来を担う子どもたちを育成するきめ細かな教育の推進 

子どもたち一人ひとりに応じたきめ細かな教育を進め、確かな学力、豊かな心、健やかな体が育まれ

ていること、子どもの成長を支えるため、学校・家庭・地域が連携を深めていることを目標とする。 

⑤ 児童虐待・DV被害の防止と社会的養護体制の充実 

児童虐待の予防・早期発見・再発防止の取組が進むとともに、児童養護施設や里親・ファミリーホーム

などが整い、一人ひとりに適した養育環境が提供できていること、子育てを地域全体で支える社会的養護

の理解が進み、身近な地域で子育て支援が受けられるなど環境が整っていること、DV 被害を受けた母

子などが、心身のケアや住まい、就業などの課題が解決され、地域で安心して生活できる環境が整って

いることを目標とする。 

 

３） 庁内組織の体制 

2003 年度に、保育所待機児童の対策、地域の子育て支援の充実、放課後の居場所の充実などを課

題解決のために「子育て支援事業本部」を設置した。2006 年度には、乳幼児から青年期までの一貫した

施策を展開し、個別支援から地域支援にまたがる施策の横断的実施のために、子育て支援事業本部に

市民局・福祉局・衛生局・教育委員会の一部事務を移管し「こども青少年局」を設置した。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

1） 保育コンシェルジュ事業 

「利用者支援」事業のモデルとなった事業。2013年４月に「待機児童ゼロ」を目指す横浜市では、保護

者ニーズと保育サービスを的確に結びつけることを目的に、保育サービスに関する専門相談員「保育コン

シェルジュ」を市内 18 区 21 名体制で配置している。 

保育コンシェルジュは、保育に関心があり、子育て中の方を応援したいという意欲のある人を公募し、

選ばれた市の非常勤嘱託員である。保護者に寄り添い、個々のニーズに合ったきめ細かな情報提供を

することで、子育て支援サービスの向上と待機児童数削減に成果を上げている。 

保育を希望する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、認可外保育施設のうち横浜市が独自に

認定した「横浜保育室」や家庭的保育（家庭保育福祉員、NPO 等を活用した家庭的保育）、一時保育、

乳幼児一時預かり、私立幼稚園預かり保育、横浜子育てサポートシステムなどの多彩な保育サービスに

ついて情報を提供し、個々のニーズに合った最適な選択を支援している。具体的な業務としては以下の

通りである。 

① 保育サービスの利用に関する相談業務 

区役所窓口や電話、地域子育て支援拠点等の出張先において、保育を希望する保護者の相談に

応じ、個別のニーズや状況を把握し、適切な保育サービスの情報提供を行う。 
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②入所保留児童のアフターフォロー業務 

認可保育所に入れず、入所保留となった保護者に対し、保育状況や意向確認等を行い、代替施設

等の情報提供を行う。 

③ 保育資源・保育サービスの情報収集業務 

区内を中心とした保育資源や保育サービスの提供施設等と連携を図るため、入所状況、サービス利

用状況等の情報を収集整理し、相談・案内時に情報提供できるツールとしてまとめる。 

経緯・背景 

2009 年 10 月に、市政を取り巻く様々な課題のうち、特に緊急を要する「子育て支援の充実・強化」を

図ることを目的に、市長や現場職員等を構成メンバーとする「保育所待機児童解消プロジェクト」が設置さ

れた。その中で、待機児童対策のためには、認可保育所だけでなく、さまざまな子育て支援施策を充実さ

せ、「選択性の高い総合的対応」が必要と考えられた。 

子育て支援施策を充実させる一方で、それらの社会資源が的確に利用できるよう、十分な情報提供

や適切に案内する仕組みの必要性が提案された。その後、2011 年度予算に向けて、鶴見区、泉区、瀬

谷区の３区から保育サービスの専門相談員による相談支援機能の充実について要望が出され、区局に

て調整した結果、同年２月に３区でモデル実施を開始し、さらに６月に全 18 区での本格実施に至った。 

 

２） 横浜市私立幼稚園預かり保育事業 

横浜市内の幼稚園は全て私立幼稚園である。本事業は、横浜市が認定した私立幼稚園に在園して

いる３～５歳児で、保護者が就労や病気などで幼稚園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない

場合に、幼稚園で保育を行うものである。国庫補助対象となっている一時的な預かり等とは異なり、正規

教育時間を含め、11 時間保育を実施し、長期休業期間（夏休み、冬休み、春休み）も開設して、定型的

な長時間の預かりを行っている。 

2013 年１月現在、市内の私立幼稚園 285 園中 116 園（うち通常型預かり保育 76 園、平日型預かり保

育 40 園）で実施している。実施時間は、正規教育時間帯を含む７時 30 分から 18 時 30 分まで、土曜日

は15時30分までを預かり保育時間としている。原則として日曜、祝日、休日及び年末年始は休業日であ

る。 

７時 30 分～９時 00 分 ９時 00 分～14 時 00 分 14 時 00 分～18 時 30 分

預かり保育 幼稚園正規教育時間 預かり保育 

保護者の利用料金は月額 9,000 円（上限）、運営にあたって通常型 23,800 円、平日型 20,000 円（児

童一人当たり／月額）を補助しており、2012 年度予算は 915,914 千円である。 

経緯・背景 

本事業は、1997 年に横浜市単独事業として全国に先駆けて開始した。2010 年からは、「通常型」の預

かり保育の他に、実施条件を緩和し、土曜日と長期休業期間中の５日間を休園日とする「平日型」預かり

保育を開設した。 

成果・効果 

長時間就労をしている保護者だけでなく、保育所入所要件に満たない短時間（パート）就労などをし

ている保護者の多様なニーズに対応していることから、就労しつつ幼児教育を希望する保護者の選択肢

を広げることにつながっている。 

2011 年度利用実績は、市内幼稚園在園児童約６万人のうち月平均 2,728 人にのぼり、本事業の実施

によって、保育所待機児童抑制の効果は大きいと考えられる。 
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３） 横浜子育てサポートシステム 

「横浜子育てサポートシステム」は、地域の中で子どもを有償で預けたり預かったりすることで人と人と

のつながりを広げ、地域ぐるみでの子育て支援の推進を図ることを目的とするファミリー・サポート・センタ

ー事業である。 

多様なニーズに柔軟に対応できる支援策として、仕事と育児の両立支援だけでなく、専業主婦のニー

ズにも対応しうることを特徴として展開されてきた。 

より一層の利用促進をはかり会員数・活動件数を伸ばすことを目的に、現在、区支部事務局を各区地

域子育て支援拠点の一機能として一体的に運営する「機能強化支部」への移行を進めている。 

事業内容 

子どもを預かる提供会員は、子育て支援に熱意と理解があり安全に子どもを預かることができる満 20

歳以上の健康な市民であり、入会説明会及び提供会員予定者研修会を受講した者とする。利用会員は、

原則として生後 57 日以上で小学校６年生までの児童を預けたい市民で入会説明会に参加した者とする。

提供会員と利用会員は兼ねることができる(両方会員)。主な活動内容は、以下のとおりである。 

① 保護者の都合により一時的に子どもを預かること（理由は問わない） 

② 保育所、幼稚園等への送迎を行うこと 

機能強化の取組効果 

会員同士の顔合わせにコーディネーターが立ち会うことにより、活動の事前調整が円滑になり、両会

員の安心感につながっている。 

また、入会説明会では、従来から実施している集団説明や個別説明に加え、地域子育て支援拠点の

ひろばスペースでの説明、出張説明会など様々な方法をとっている。このように、よりきめこまやかに利用

者のニーズに応じることで本サポートシステムの PR にもなり、利用の促進が図られている。 

さらには、ひろばスペースでの預かりなどの取組により、初めて利用する際の抵抗感が少なくなり、ま

た活動経験の少ない提供会員の不安の軽減とスキルアップにもつながっている。事務局にコーディネー

ターが常駐することによって、提供会員が活動報告を直接持参できるようになり、顔の見える関係となるこ

とで、活動上の悩みを把握しやすくなり、提供会員のフォローアップにつなげることができている。 

課題 

送迎に関わる依頼をする利用会員が多い一方で、早朝・夕方の時間帯に活動可能な提供会員が限

られているため、送迎に関する利用ニーズと提供ニーズのアンマッチが生じていることが課題となってい

る。 
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１ 保育所待機児童対策 ～現場の意見重視。ハードとソフトの両面から展開～                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【多様な保育ニーズに対応したあらゆる手法の導入】 

横浜市独自の基準を満たした「横浜保育室」や、全国に先駆けて始めた「NPO法人等を活用した家庭

的保育」を地域の特性に応じて整備。保護者の就労を要件として保育所と同様の 11 時間保育（7:30～

18:30）を行う、「私立幼稚園預かり保育」を全国に先駆けて開始。 

 H25.4.1 施設数（H25.1 現在） ４年間での増設数 

横浜保育室（０～２歳児） 155 か所＋α 31 か所 

NPO法人等を活用した家庭的保育 32 か所＋α 32 か所 

私立幼稚園預かり保育 128 園＋α 53 園 

● 保育コンシェルジュ 

全国初の取組（平成 23 年２月開始）。全区（18 区）に、計 21 人配置。 

保育を希望する保護者に対し、個々のニーズに最も合った保育資源や保育サービスを情報提供。 

保育所に入れなかった方に、他の保育サービスを紹介するなど、きめ細かく対応。 

● 区役所を中心とした、地域の状況に応じたきめ細かな対応 

緊急保育対策課担当係長（区兼務）を 18 人（各区１人）配置。 

 

２ 子育て支援の特徴的な取組                                                      

● 地域子育て支援拠点（全 18 区設置） 

市民による親子の居場所づくりが国事業のモデルとなった。市民の力を活用して事業を展開し、そ

の核となる施設として、各区１か所に地域子育て支援拠点を設置。「親子の居場所」「子育て相談」「子

育て情報」を提供するだけでなく、地域で子育て支援に関わる方の「ネットワークづくり」や「人材育成」も

推進していることが特徴。 

● 乳幼児一時預かり事業（市内 14 か所） 

リフレッシュや緊急の用事などでの一時預かりのニーズに応えるため、理由を問わず、１時間 300 円

で預かりを実施。認可外保育施設に対して、補助を行うことで展開。 

横浜市の子育て支援策について 
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（12） 新潟県上越市 
上越市は、新潟県の南西部に位置し日本海に面している。2005 年１月１日、14 の市町村（高田市、直

江津市が合併した旧上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中

郷村、板倉町、清里村、三和村、名立町）が合併し、人口 21 万人都市として誕生、2007 年には特例市に

移行した。三大都市圏とほぼ等距離に位置する中で陸・海の交通ネットワークが整った有数の地方都市

である。 

典型的な日本海型気候であり、海岸部を除いた地域は全国有数の豪雪地帯となっている。平野部で

ある高田、直江津の市街地及びその周辺では、宅地化、商業地化が進んでいる。これより東側の地域で

は、農業を中心とした土地利用が進められている。中山間地は、農業生産機能のほか、自然景観や環境

機能に恵まれ、豊かな自然を活かした観光・レクリエーションの場でもある。 

人口（2012 年４月１日現在）    203,904 人（世帯数 72,918 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年４月１日現在）   10,073 人（人口比 4.9％） 

面積         973.61k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

上越市における出生数は、1990 年から 1999 年は 2,000 人前後で推移していたが、2000 年以降に入

ると1,800人から1,700人台に減少し、2009年には1,600人台にまで低下した。長期的に見ると減少傾向

にあることがわかる。 

上越市の将来人口の推計では、今後も出生率が死亡率を下回るなど人口減少傾向がさらに強まるこ

とが予想され、2020 年には 65 歳以上の老年人口は 30％を超え、15 歳未満の年少人口は、10％台に低

下すると考えられる。 

複雑化、多様化する社会経済情勢や地域主権、また、少子高齢化の到来を背景に、上越市は、子育

てしやすい、学びやすい、健康でいられる、老後を安心して豊かに過ごせることのできるような「すこやか

なまち」づくりを基本方針として取り組んでいる。 

 

２） 基本理念 

市では、2007 年 12 月に策定した「上越市第５次総合計画（改訂版）」において、基本政策の一つとし

て、誰もが自立して健康でいきいきと暮らせるよう、地域全体で「みんなの健やかな生活を支え合うまち」

を目指すこととした。そして、分野別の計画では、「みんなが笑顔で子育てできるまちづくり」に向けて各種

の施策を展開している。 

また、2010 年には、「子ども未来応援プラン（次世代育成支援後期行動計画）」を策定し、基本理念に

「次代を担う子どもが健やかに育ち、みんなの笑顔が輝くまち」を掲げている。そして、「子どもは次代を担

う地域の宝」という認識の下で、保育サービスや子育てに対する経済的支援の充実、子どもの居場所づく

りなどを実施し、保護者や家庭、学校、地域、事業所とも連携しながら、社会全体への働きかけに取り組

んでいる。 
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３） 上越市子どもの権利に関する条例 

虐待やいじめ、子どもが被害者となる事件が後を絶たない状況を踏まえ、次世代育成支援前期行動

計画における主要政策の一つとして「上越市子どもの権利に関する条例」を 2008 年４月１日に制定した。

本条例は、子どもが安心し、かつ、自信を持って生きることができる地域社会の実現を目指し、子どもの権

利の内容を明らかにするとともに、その権利の尊重及び保障に関して必要な事項を定めている。 

2012 年からは、新たな取組の一つとして、公立小・中学校で子ども達自身が子どもの権利について学

ぶための市独自の教材（小学校は学年ごとに６種類、中学校は１種類、教諭用指導資料１種類が作成さ

れた）を使用した授業を実施している。 

 

４） 庁内組織の体制 

上越市では、健康福祉部のこども課が子どもに関するさまざまな行政支援を行うほか、地域社会、こど

も支援活動団体、学校、PTA、社会福祉関係団体などと広く連携をとりながら事業を推進する体制となっ

ている。 

また、「子どもから高齢者の生活にかかわる部内として、同じ家族なのに問題によって相談窓口が異な

るのはおかしい、世帯として支援できないか」という部内の意見から、健康福祉部内に「すこやかなくらし

支援室」を設置した。 

 

５） 子育て支援に関連する委員会等の設置 

市の子育て施策について、市民から広く意見を聴くため、有識者、商工団体関係者、公募市民など

20 人から構成される「上越市少子社会を考える市民懇談会」を設置している。市民懇談会では、次世代

育成支援対策推進法にもとづいた市町村行動計画の進行管理を行うとともに、少子化の解消及び次世

代育成支援を図るための施策を検討する。 

また、子どもの権利に関する条例に基づき、「上越市子どもの権利委員会」も設置し、子どもの権利に

関する調査審議や市の施策の実施状況の管理を行っている。 

 

６） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

地域における子育て支援に関する市民等の実態や要望・意見を把握し、次世代育成支援の後期行

動計画を策定するための基礎資料とするために、就学前児童の保護者、小学生の保護者、中学生、高

校生（15 歳～17 歳の市民）、企業を対象に調査票送付によるアンケートを実施した。また、こども課が子

育て NPO 法人とともに運営管理する「子育て応援ステーション」というウエブサイト上では、定期的に子育

てに関するアンケートを実施している。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

こどもセンター（地域子育て支援拠点事業）において、保育関係のボランティア講座を開催し、その受

講者が子育て支援に携われるように人材を育成している。2011年に受講した25名のうち、15名が保育関

係のボランティアに携わっている。また、上越市には、積極的に子育て支援に取り組んでいる NPO 団体

があり、連携を取って活動している。 

 

 

 



 70

８） 認定こども園の取組 

市内には、現在２つの認定こども園があり、どちらも学校法人が認可保育所を設置し、幼保連携型とし

て幼稚園と一体的な運営をしている。大都市などでは幼稚園のブランド化が進み、幼保連携に反対の声

も少なくないようだが、上越市では幼保の連携により、人口が集中している地域の０歳、１歳児の受け入れ

につながっている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） すこやかなくらし支援室 

健康福祉部の課や係それぞれが縦割りで所有していた市民の情報を横断的に世帯ごとに把握できる

ようにするため、福祉総合窓口システムを導入した。このシステム導入により、子どもから高齢者まで世帯

ごとに把握することが可能になり、部内の全ての職員が家族を単位とする総合的な支援を行うことが可能

になった。 

あわせて、すこやかなくらし支援室を新設し、社会福祉士、保健師、臨床心理士、保育士、管理指導

主事といった多職種の専門職９人を中心に配置した。専門職のチーム対応によるアセスメントを実施し、

支援方針を決定してケースワークを行うことにより、家族単位での迅速な支援を可能としている。また、発

達障害等の特別な配慮や支援を必要とする児童に対する移行期における切れ目のない支援の観点から、

教育委員会、こども発達支援センター、障害者相談支援センターなどとの緊密な連携を図り、すこやかな

子どもの育ちのためのさまざまな支援を提供できるようにしている。 

背景・経緯 

上越市が掲げた「すこやかなまちづくり」という基本方針と計画のもと、健康福祉部において、縦割りの

それぞれの課ごとの業務から、市民を世帯ごとに把握し家族全体を見て対応できないかという発想から、

この「すこやかなくらし支援室」が生まれた。 

成果・評価 

世帯を単位とした福祉総合情報の一元化と情報の共有を図ることで、データベースの端末で必要な

情報を表示できるようになったことから、その世帯に必要な支援サービスを確認できるようになり、市民サ

ービスの向上につながっている。 

すこやかなくらし支援室では、年齢や障がいの有無、制度の適用要件に捉われることなく、市民に寄り

添った丁寧な相談支援を行うことにより、各種制度の隙間にあるケースへの対応や、一つの家族内で複

数の課題を抱える世帯に対しても支援ができている。また、特別な支援を必要とする子どもの就学移行期

における切れ目のない支援ができている。 

課題 

システムの改定や浸透には時間がかかったが、会議を重ね、粘り強く進めた。個人情報保護の面では、

法務担当部署との綿密な調整が重要であった。なお、支援にあたっては、非常に深刻な課題を抱えるケ

ースなど、極めてデリケートな対応が必要となる場面も少なくないことから、すこやかなくらし支援室の市民

へのアピール方法については難しい面があるものの、徐々に市民からの直接相談も増えており、認知度

は上がってきている。 
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２） 放課後児童クラブ 

昼間保護者が不在となる家庭の１～６年生の児童に対して、小学校の空き教室等を利用して遊びを

主とする活動の場を提供している。実施時間帯は、平日午後２時30分～午後７時、土曜日及び長期休業

日（夏休み・冬休み・春休み）は午前７時 30 分～午後７時である。2012 年度は 43 か所で開設し、うち 25

か所は小学校を利用している。指導員は非常勤の職員、教員・保育士等の有資格者を優先雇用している。

対象児童は昼間保護者が不在となる１～６年生の児童であり、申し込み制を取っていて、保護者の就労

証明と送迎が必要である。なお、通年での利用のほか、長期休業日のみの利用や緊急一時利用も可能

である。 

利用料（通年の場合）は、4,000 円／月であり、夏休みは 5,000 円、冬・春休みは 2,000 円、緊急一時

は利用する期間により1,000円～4,000円としている。なお、2013年度４月に緊急一時利用の料金改定を

予定している。 

背景・経緯 

保護者の子育てと就労の両立を支援するために、子どもの居場所づくりを目的に開始された。なお、

2011 年度に所管がこども課から教育委員会学校教育課に移った。 

成果・効果 

保護者からは、学校内で開設の場合、移動する必要がないため、交通事故や不審者との遭遇といっ

た危険がなく、安心できると評価が高い。2012 年 12 月末利用実績としては、実利用者は 13,979 人で、う

ち１年生 4,532 人、２年生 4,197 人と、１～２年生だけで６割を超える。地域によって利用人数に差はある

が、保護者のニーズは高まっており、2013 年度はさらに３か所増やして 46 か所で開設する予定である。 

課題 

児童クラブを利用したいという要望は年々増加しており、その声に応えるためにも、クラブの開設や運

営の面で保護者、受け入れ側の学校や施設、指導員と連携をとり、日頃から協力体制を築いておくことが

重要である。 

 

３） 要保護児童対策地域協議会の設置 

児童福祉法の規定に基づき、要保護児童等に対する支援の内容を検討し、適切な保護又は支援を

図り、もって児童の健全な育成に資するため、上越市要保護児童対策地域協議会を設置するとともに、

独自のハンドブックを作成し活動をしている。 

2011 年度の要保護児童対策地域協議会の開催及び対応状況としては、代表者会議を年２回開催し、

実務者会議を年 24 回、ケース会議を年 68 回開催している。 

背景・経緯 

児童虐待問題は、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっており、虐待の発生予防、早期発

見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要である。当

市においては、こども課に家庭相談員を配置するほか、健康づくり推進課に子育て SOS支援相談員を配

置し、乳幼児健診等の母子保健事業や子育て広場等での相談業務を通じて、児童虐待の防止、親の育

児支援を行っている。 

成果・効果 

児童相談所、民生委員・児童委員、警察署、学校、幼稚園、保育所、医師会、保健所等と連携し、児

童虐待の防止や役割分担をしながらの定期的な訪問や状況確認をすることができた。 

なお、2011 年度の受理件数は 144 件であり、被虐待児数は 293 人であった。 
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また、母子手帳交付時には、保健師が面談したり、すくすく赤ちゃんセミナーの参加を促すなどハイリ

スク妊婦等の虐待につながりやすい対象の早期発見に努めている。 

課題 

就学前の子どもの様子からの声掛け、親の相談に早期に対応することで、子育ての不安感や負担感

を軽減し、虐待の予防に努めていくことが必要である。さらに児童虐待の対応や支援内容が複雑化し、専

門的な知識や援助が求められている。 
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（13） 新潟県刈羽村 
新潟県のほぼ中央の日本海側に位置する刈羽村は、南を柏崎市、北を旧西山町に接し、また、長岡

市に一部接した飛地をもつ村である。村を南北に JR 越後線が縦断し、さらに、東部を北陸自動車道が縦

断している。県都･新潟市へは車で約 1時間、新幹線を使えば東京へ約２時間 30 分で行くことができる。 

刈羽村は、大きく西の砂丘地、中央の平坦地、東の丘陵地から成っている。砂丘地は、防風林を兼ね

た松林と砂丘畑が連なり、ここからは良質の湧き水が得られ、村の大切な水源として、また、灌漑用水とし

て役立っている。また、海岸側には、東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所が立地している。 

人口（2012 年 10 月１日現在）   4,781 人（世帯数 1,570 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年 10 月１日現在）  230 人（人口比 4.8％） 

面積        26.28k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

刈羽村の人口をみると、1995 年の 5,702 人をピークに減少し、2005 年には 4,806 人となっている。15

歳未満の年少人口は、1990 年には 982 人であったが、2005 年には 608 人と 62％に減少している。少子

高齢化が進んでおり、減少傾向が続いている。 

一方で、世帯数は1990年の536世帯から2005年には635世帯へと 99世帯増加しており、核家族世

帯は増加傾向にあり、１世帯当たりの世帯人員は2005年には3.3人となっている。なお、年間の出生数は

30 人前後であり、この出生数はここ数年横ばい傾向である。 

刈羽村は、福祉や子育て支援が充実している、不動産価格が安いという点から、子育て中の若い世

帯の転入が増えている傾向がある。年間出生数が少ないので、一人ひとりを十分に支援することができ、

妊婦訪問や２か月児訪問などもスムーズに進めることができる。刈羽村としては、子ども・子育て支援の手

が各家庭に行き届くように努めている。例えば、２か月児訪問時に赤ちゃん学級の案内を行い、子育て支

援センターの利用を通じて仲間づくりや相談の場を提供し、地域全体で子育てを支援するように活動して

いる。 

 

２） 基本理念 

次代を担う子どもが健やかに生まれ育成されることを目的とし、2003 年７月の「次世代育成支援対策

推進法」制定を受けて、刈羽村においてもその趣旨を踏まえ、「安心して子どもを生み育てられる地域に

するために」を基本理念として、「刈羽村次世代育成支援行動計画」を 2005 年３月に策定した。 

この計画では、2014 年度までの 10 年間を計画期間とし、計画期間の中間である 2009 年度に計画の

見直しをすべく、2009年３月に未就学児と小学生の保護者に実施したアンケート調査を踏まえて「刈羽村

次世代育成支援行動（後期）計画～すくすく子育て支援プラン～」を策定した。 

 

３） 庁内組織の体制 

子育て支援に関する政策の実施は、教育委員会と福祉保健課が連携して担う。なお、学校、学童保

育、保育所に関する業務は教育委員会が担当し、児童福祉関連の業務は福祉保健課が担当している。 
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４） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

育成というかたちではないが、村内図書館の「読み聞かせボランティア」など地域で子育て支援に携わ

っている団体と連携して子育て支援をすすめている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 異世代交流事業（赤ちゃんふれあい体験講座） 

中学生と、乳幼児を持つ保育者 10～15 組程度を対象に、「赤ちゃんふれあい講座」を実施している。

「赤ちゃんふれあい体験」では、赤ちゃんを実際に抱っこしてあやす体験をする。中学生も赤ちゃんを抱

っこできるようになり、こどもを育てる親の想い、愛情、責任感などを感じることができる。 

また、ミニ講座では、赤ちゃん人形を使い、おむつ交換などの育児体験をする。育児に必要な知識や

技術とともに、いのちを守り育てる親の想いを助産師が伝える取組である。 

経緯・背景 

少子化により年間出生数が 30 人前後と少なくなり、以前のように兄弟の世話をすることもなく、近所で

元気に遊ぶ子どもたちが少なくなってきた。このような子どもたちが将来、親になってはじめて赤ちゃんに

触れ、不安を抱えることのないように中学生に実際に赤ちゃんに触れてもらい、育児のイメージをもっても

らいたいと考えた。 

また、思春期の不安定な時期に小さな命に触れ、子どもをもつ親の思いや自分が大切に育てられてき

たことを感じてもらいたいと考え、毎年実施している。 

成果・効果 

実際に赤ちゃんに触れ合うことにより、命のあたたかさを感じてもらえる。また、自分も大切に守り育て

られた命であると感じてもらうことができる。2012年度は刈羽中学校３年生38名（男子18名、女子20名）、

乳幼児と保育者 10～15 組程度を対象に、２月に実施した。 

課題 

中学生に対する育児のイメージがどれだけ浸透するかを把握することが課題である。 

 

２） 赤ちゃん学級事業 

乳児と保護者を対象に、毎月第２火曜日に子育て支援センター「おひさまるーむ」にて子育ての講座

と交流の場を提供している。毎月親子約10組（約 20名）が参加している。対象者に対する参加者の参加

率は平均して 20～30％である。 

経緯・背景 

子育ての土台となる乳児期に、子育てについて母親同士で話し合い、学級の外でも交流できるように

つながりをつくることを目的として開始された。赤ちゃんの発達特徴を理解しながら月齢にあった育児が

できるように、また乳児期のうちから基本的な生活リズムをつくることの大切さを理解してもらうことをねらい

として実施している。 

成果・効果 

乳児期は基本的な生活リズムが身につく時期であることを理解してもらえた。 

また、赤ちゃんの発育に欠かせない離乳食のバランスの重要性や離乳食が将来、適切な食生活習慣

を形成する基礎になることを保護者に理解してもらうきっかけになった。 
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課題 

対象者に対する参加率を高めていくことが課題である。 

 

３） ブックスタート事業 

乳児健診前期（３～５か月児）の際に図書館が作成した絵本のリストを健診にきた対象者に配布する

取組である。希望の絵本２冊を後日申請してもらい、乳児健診後期に絵本を手渡している。 

乳児健診前期に、ブックスタートの主旨を説明し、おすすめの絵本のリストを渡す。また、ボランティア

による絵本の読み聞かせを実施している。 

乳児健診後期（９～11 か月児）に、希望の絵本２冊を渡す。その後の継続的な支援として図書館や子

育て支援センターを紹介する。 

経緯・背景 

絵本を通じて親子が触れ合う時間を増やし、また幼児から本に親しむきっかけとしてスタートした。 

成果・効果 

絵本の紹介とともに、子育て支援センターの利用案内や相談窓口、赤ちゃん学級の案内なども行い、

行き届いた支援につなげている。 

課題 

事業効果の把握と分析、さらに活動を広く知ってもらうための広報が必要であると考えられる。 
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（14） 石川県金沢市 
本州のほぼ中心、日本海側に位置する金沢市は、自然・文化に恵まれる一方、交通網や商工業が発

展し、石川県の県庁所在地として高い利便性も持ち合わせた北陸有数の都市である。加賀藩前田家の

城下町として栄え、1889 年の市制施行以降は、近隣町村との度重なる編入・合併によって市域を拡大し

て 1996 年には中核市に移行している。 

現在、1995年12月にまとめられた「金沢世界都市構想」のもと、小さくても世界の中で独特の輝きを放

つ「世界都市 金沢」の形成を将来像として掲げるとともに、「世界の中で独特の輝きを放つ都市づくり」

「住む人一人ひとりの幸せをめざす都市づくり」を基本テーマとしてまちづくりに取り組んでいる。 

人口（2013 年１月１日現在）    451,779 人（世帯数 195,401 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   24,511 人（人口比 5.4％） 

面積         467.77 km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

金沢市では、2004 年に合計特殊出生率が過去最低の 1.23 を記録するなど、全国と同様に深刻な少

子化を目の当たりにすることとなった。2010年には 1.37に上昇したが、依然、石川県1.40、全国 1.39 より

低い状況にある。 

市域が広く、保育所は 111 か所（県立１、市立 13、民間 97）あるが、民間保育所が多いのが特徴であ

る。施設は充足しており待機児童はないが、2013年度の入園申込状況では1歳児が非常に多く、地域に

よっては希望の保育所に入所できないという状況が発生している。 

また、金沢市は歴史と伝統のあるまちで、地域コミュニティーが極めてしっかりしている。地区児童館

（市内 30 か所）の運営が各地域に任せられているほか、そうした施設を拠点として地域の人々が子育て

支援や子どもの見守り等の活動に積極的に取り組んでいるのが特徴的である。 

 

２） 基本理念 

2001年に金沢子ども条例「子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」を制

定した。金沢コミュニティーが一体となって子どもの育成に主体的にかかわっていく中で、次代を担うすべ

ての子どもの幸せと健やかな成長を図ることを目的としている。 

また、2010 年に策定された「金沢子育て夢プラン 2010」では、「限られた子育て期間に親子が豊かな

時間を共有できる環境づくり」「金沢で生まれ育った子どもたちが再び金沢で子育てしたいと思えるまちづ

くり」を基本的視点としている。行政が 100％支援したり、単に保護者の負担を軽減したりする主旨の計画

ではなく、保護者に子育てにしっかりと向き合ってもらうという考えのもと、各種施策・事業を展開している

のが特徴である。 

 

３） 庁内組織の体制 

福祉局こども福祉課が、子育て支援施策や少子化対策を担当している。こども福祉課は、保育第１グ

ループ、保育第２グループ、児童育成グループにより構成されている。旧来より同じ体制であり、組織の

再編・統合の予定はない。 

また、「教育プラザ富樫」は、児童相談所や教職員の研修相談センターを兼ね備えた施設（独立した
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部署）となっており、教育と福祉が連携を図り、乳幼児から中学生まで、子どもたちの健全な育ちを一貫し

て推進している。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

社会全体の協働により少子化対策を推進するため、2004年11月に「金沢市少子化対策推進会議」を

設置している。福祉・教育・地域・医療・企業・労働など関係団体の代表者及び学識経験者で構成され、

市の施策の評価とともに、情報交換を行い、関係者間の連携を図ることを目的としている。担当レベルで

は、この推進会議をベースにしながら「地方版子ども・子育て会議」を設置したいという考えはあるが、現

時点で具体的な計画は未定である。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

上記の「金沢市少子化対策推進会議」には、PTA 協議会や子育て団体の関係者、公募委員も参加し

ており、子育て支援に関する意見を述べてくれている。また、市立保育所や子育て広場の保育士経由で、

間接的に子育て世代のニーズを収集している。 

 

６） 子育て支援に係る財源の確保 

市の財源が基本である。補助金や交付金も利用しているが、制度があるから利用するのではなく、ま

ず何をするかを決め、それに合致する補助金・交付金があればそれを利用するというスタンスである。また、

金沢市では、各地区において地区児童館などを整備する場合、行政３、地元からの寄付１という割合で

整備費用を負担するのが旧来より慣例となっている。必ずしも子育て支援施設に特化したものではない

が、地元主導で検討が進展し、一定額の資金が調達できて初めて行政が支援するというルールになって

いる。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

行政の子育て支援に関わる子育て支援コーディネーター（非常勤スタッフ）を養成したり、各私立保育

所の保育士主任クラスの方に同様の役割を担ってもらったりするために、市が研修を行っている。私立保

育所のコーディネーターは、施設開放の際のボランティアスタッフを養成する役割も担っている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 「かなざわ子育て夢プラン 2010」関連施策 

金沢市の伝統産業にも関連した子育て支援事業として、「生命の絆「緒つつみ」事業」「“このまち”赤

ちゃん夢ギフト」「金沢子育て虹色クーポン」という３事業を実施している。 

① 生命の絆「緒つつみ」事業 

金沢市で生まれた赤ちゃんに、出生届出時に、誕生祝いとして、へその緒を包む二俣和紙（緒つつ

み和紙、金沢市二俣地区の特産品）にメッセージを添えて贈呈し、生命の絆を再確認してもらおうという

試みである。 

○ 予算額（2012 年度） 1,200 千円 
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② “このまち”赤ちゃん夢ギフト 

“このまち”金沢に生まれた赤ちゃんに、メッセージとともにギフト（7,000 円相当）を贈呈。金沢の伝統

工芸品や地場野菜、育児用品など 10 品の中からひとつを選ぶことができる。出生届出時に窓口でパン

フレットが手渡される。 

○ 予算額（2012 年度） 28,950 千円 

③ 金沢子育て虹色クーポン 

市内の文教施設やスポーツ施設、バス料金を助成し、親子のふれあいを支援する「お出かけクーポ

ン」40枚と、子育てサービス（一時預かりなど）の利用料を助成し、利用者負担を軽減する「おためしクー

ポン」50枚の計 90枚からなる冊子を配布する。クーポン受給には、ファミリー・サポート・センターへの申

請が必要である。 

○ 対象 小学校就学前の子の保護者 

○ 内容 お出かけクーポン：文教施設 10 枚、スポーツ施設 20 枚、ふらっとバス 10 枚 

おためしクーポン：40,000 円相当 

○ 予算額（2012 年度） 19,670 千円 

経緯・背景 

金沢市少子化対策推進行動計画「かなざわ子育て夢プラン 2010」を策定する過程で、地元産業の特

色を活かした事業として、この３事業が考案され、2010 年度より開始した。 

成果・効果 

虹色クーポンは、多くの子育て家庭で利用され、利用者からは好評である。親子のふれあいを目的に

しているので、こうしたクーポン利用が保護者の引きこもりの解消、ひいてはこどもの虐待防止にいくらか

でも貢献しているのではないかと考えている。 

2010 年度の“このまち”赤ちゃん夢ギフトの支給者数は 2,472 人であり、金沢子育て虹色クーポンの交

付率は 39.7％である（2010 年７月からの実績）。 

 

２） 子育て支援総合コーディネート事業 

子育てに関する総合的なコーディネート事業が金沢市の各所で実施されている。 

教育プラザ富樫と城北児童会館に相談窓口が設けられ、退職した保育士が非常勤の専任スタッフ（チ

ーフコーディネーター）として配置され（各施設１人）、各種相談に応じている。 

他の施設（市立保育所、子育て支援センター、福祉健康センターのこども広場、近江町交流プラザち

びっこ広場）では、保育士主任やベテランスタッフがコーディネーターの役目を担っている。 

○ 教育プラザ富樫子育て情報案内ルーム 月～金（祝日・年末年始除く） 

午前９時～午後５時 

○ 城北児童会館子育て支援コーディネーター 火～金（祝日・年末年始除く） 

午前９時 15 分～午後５時 15 分 

○ 予算額（2012 年度） 8,160 千円 

経緯・背景 

子育て支援サービスに関する情報を提供し、必要に応じて必要なサービスを斡旋し子育てに関する

相談に対応することの必要性から、子育て支援総合コーディネート事業が開始された。人材育成につい

ては、金沢市で研修を行って子育て支援コーディネーターを養成し、市内の各施設に配置している。 
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成果・効果 

上記施設における、2010 年度の相談件数は 1,927 件であった。平均して１日 10 件近くの相談を受け

付けている。なお、相談内容に応じて、支援が必要と判断されるような問題のあるケースについては、こど

も総合相談センター（金沢市児童相談所）に直接連絡され、適切な対応が行われる。 

 

３） 教育プラザ富樫 

「教育プラザ富樫」は、子育ての拠点施設として行政的には独立した組織であり、大きく児童福祉部門

と教育関係部門の２部門から構成されている。相談・研修・地域教育を核とする多彩なサービスの連携を

図ることにより、子どもの健全育成を多方面から支援・推進している。子ども・子育てに関連した、児童福

祉部門では、こども総合相談センター（金沢市児童相談所）、一時保護所、ファミリー・サポート・センター

事務局、子育て広場、各種子育て相談（コーディネーター）などの機能を備えている。 

○ 開館時間 午前９時～午後９時 

○ 利用料 無料（体育館の 18 時以降の一般利用は有料） 

経緯・背景 

「教育プラザ富樫」は、金沢子ども条例の理念に基づき、教育と福祉が連携を図り、乳幼児から中学生

まで、子どもたちの健全な育ちを一貫して推進するための拠点施設として、2003 年７月に開館した。 

成果・効果 

子育て相談に関する機能（コーディネーター）とこども総合相談センター（金沢市児童相談所）が同じ

建物内にあるため、問題があるケースへの対応が迅速に実施できる。 
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（15） 長野県上田市 
長野県の東部に位置する上田市は、菅平高原や美ヶ原高原など周囲を 2,000 メートル級の山々に囲

まれ、市の中央部を千曲川が東西に通過するなど、緑溢れる森林・里山と清らかな水の流れる川に育ま

れた自然豊かな地域である。 

2006 年には上田市、丸子町、真田町、武石村が新設合併して新生「上田市」が誕生、長野県東部の

中核都市として、「日本のまん中 人がまん中 生活快適都市 ～水跳ね 緑かがやき 空 こころ 晴れ

わたるまち～」をキャッチフレーズに、「様々な分野で国内外に影響を与え、発信し続けるまち」、「住民が

主人公であるまち」、「住む人、訪れる人が豊かで快適な時間を過ごすことができるまち」を目指している。 

人口（2013 年１月１日現在）    161,947 人（世帯数 65,298 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）    8,011 人（人口比 4.9％） 

面積         552.0km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

上田市の人口は、年間出生数が 1980 年の 1,919 人から 2005 年には 1,467 人と 450 人以上減少し、

15歳未満の年少人口も 25年で 1万人以上減少し、年少人口比率も 1980年の 22.7％が 2005年 14.4％

と減少傾向にある。合計特殊出生率を見ると、2010 年時点で 1.53 と全国（1.39）を上回っているが、長期

的に低下傾向にある。 

少子化が進む中で子育てに関わる具体的な地域の課題として、以下の点が挙げられる。 

① 公立保育所が31か所、公立幼稚園が２か所と多いため、施設整備が課題であり老朽化が進んでいる

園も多い。ただし、改築予定等の園を除き耐震診断等の地震対策は終わっている。 

② 上田市は製造業が盛んな都市であるが、現在、経済情勢が低迷する中で保護者が子育てに関して

経済的負担を感じるようになってきており、それをいかに軽減していくかが課題となっている。子育てに

関わる経済的負担の軽減については、住民の要望も大きい。 

③ 上田市内には、母子生活支援施設（母子寮）と乳児院があり（両方ある市は県内でも４市）母子福祉

に力を入れてきた地域であるが、児童虐待やひとり親家庭の増加に伴い、これらに対するケアの充実が

求められている。 

④ 発達障害を抱えた子どもとその保護者への適切な対応が求められている。 

⑤ 多様化する子どもの保護者のニーズへの対応が求められている。 

 

２） 基本理念 

「上田市都市宣言」（2010年制定）において、「地域みんなで子育て 未来っ子輝く都市宣言」を掲げ、

地域全体で子育てを支えるまちを目指している。2010 年３月策定の「上田市未来っ子かがやきプラン（後

期計画）」では、都市宣言の精神を活かしつつ、「子どもの笑顔があふれる地域（まち） ～輝け上田の未

来っ子 子育てを地域で支え みんなでつくろう 次代のうえだ～」を基本理念としている。同計画は、子

育てから若者の就業支援に至るまで、子どもの成長と自立を支援する幅広い事業が取り入れられている

点が特徴的である。 
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３） 庁内組織の体制 

すべての子どもと子育て家庭に対する支援策を全市的な取組としてより充実して実施できようにするた

め、2007 年度より、健康福祉部や教育委員会に分かれていた子育て支援に関する窓口をできるだけひと

つにまとめ、こども未来部を新設した。こども未来部は保育課と子育て・子育ち支援課によって構成され、

このうち子育て・子育ち支援課は、市の次世代育成支援施策の調整を図っている。 

また、2010 年６月からは、健康推進課、子育て・子育ち支援課、保育課、教育相談所、発達相談セン

ター、中央子育て支援センターがひとつの建物（ひとまちげんき・健康プラザうえだ）内に配置され、部署

間の連携が取りやすくなったほか、保護者にとっては子育てに関する相談や手続きの多くが一か所でで

きるようになった。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

次世代育成支援対策推進法第 21 条１項に基づき、上田市次世代育成支援対策地域協議会を設置

している。同協議会は、幼保関係者、子育て支援団体関係者、労使団体関係者、福祉団体関係者、学

識関係者等で構成されている（定員15名以内）。この協議会を発展的に解消し、子ども・子育て支援法に

対応する新たな組織を設置する予定である。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

市としても関連する計画等の策定時には、子育て支援に関わる方々ができるだけ参画するようにして

いる。例えば、2010 年から 2011 年にかけての「上田市総合計画後期基本計画」策定時には、次世代育

成支援の協議会の委員のひとりを代表として参画させた。また、「市民総合健康づくり計画」（2012 年度策

定中、担当は健康福祉部）の策定の際にも、子育て支援に関わる方に関係者連絡会に参加してもらい、

意見やニーズを吸い上げた。 

さらに、上田市は、住民の幅広い意見を市政に反映させるとともに住民と行政との連携による協働のま

ちづくりを目指し、各地域自治センターに「地域協議会」を設置（常設）しているが、これらの地域協議会

の中には、地域のPTA代表者や民生委員の代表者、子育て関連団体の関係者等が委員として参画して

いるケースも多い。 

その他、市長への手紙、市政提言電話、市政提言 FAX、市政提言メールなどでニーズを収集してい

る。 

 

６） 子育て支援に係る財源の確保 

基本的には市の財源によってまかなわれている。子育て支援は、予算編成の基本方針の中で重点８

分野のひとつに位置づけられており、財源の優先的配分に配慮されている形にはなっている。また、国の

補助金や緊急雇用対策交付金など、利用できるものは活用している。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

2004年より「子育てサポーター養成講座」を開催している。受講料は無料で、年間30～40人が受講し、

受講者はこれまでに 200 人を超えている。受講後は、月１～２回程度、「子育てサポーター」として、「子育

てひろば」などでボランティア活動を行う。積極的・継続的に関わるのは時間的に余裕のある年配者が多

い。 
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ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 地域子育て支援拠点事業 

上田市の市内７か所に子育て支援センターが整備されている（うち公立保育所併設は６か所）。また、

概ね３歳未満の子どもとその保護者が気軽に訪れ自由に遊びながら親と子、親同士、子ども同士が交流

したり、子育てに関する相談や援助をしたり子育て関連情報の提供をするために「子育てひろば」が常設

されている。 

中央子育て支援センターの「にじいろひろば」は、土日祝日も開催している。また、市内３か所（神川地

区公民館、長瀬市民センター、真田児童館）では月２回「出張子育てひろば」が開設されているほか、丸

子健康福祉課（丸子子育てサロン）、児童センター、児童館、児童クラブでもひろば事業を実施（一部、社

会福祉協議会や NPOに委託）している。 

背景・経緯 

事業実施に当たっては、次世代育成支援対策地域協議会の委員でもある金山美和子先生（現長野

県短期大学講師）のアドバイスを頂いた。先生の自宅が新潟県上越市にある関係などから、上越市に視

察にも行っている。 

成果・効果 

2011 年度の「ひろば」利用者は、年間 91,460 人に及び、利用者には好評である。 

 

２） スマイルマムネット UEDA との連携 

上田市では、上記子育て支援センターの活動の一環として、子育てサークル・子育て支援団体のネッ

トワーク「スマイルマムネットUEDA」と連携し、「子育て家族応援事業」を実施している。2011年度は「子育

て家族応援事業」として、「わくわくファミリーフェスタ」（手遊び、親子体操、お話ひろば、ミニコンサートな

ど）、「子育てサークル出前講座」、「ふぁみりーちゃれんじらんど」（親子体操、ゲームなど）、「わんぱくパ

ーク」（親子体操、スタンプラリーなど）などが実施された。 

背景・経緯 

2003 年、上田市子育て支援センターの声かけにより組織された「スマイルマムネット UEDA」は、19 の

子育てサークルと３つの子育て支援団体（With:mom、子育て応援団ぱれっと、チャレンジママプロジェク

ト）が加入するネットワークで、サークル同士が横のつながりを持ち、互いに支え合いながら活動すること

を目的としている。それぞれのサークル運営の相談を受け、子育てに関する活動をお手伝いしている。な

お、事務局は子育て支援センターが行なっている。 

成果・効果 

スマイルマムネット UEDA主催の子育て家族応援事業には多数の親子が参加した。2011 年の実績で

は、「わくわくファミリーフェスタ」には、約 200 家族 600 人が参加し、「子育てサークル出前講座」は 17 回

実施して約 300 家族が参加した。「ふぁみりーちゃれんじらんど」には延べ 74 家族、157 人が参加し、「わ

んぱくパーク」には延べ 91 家族、187 人が参加した。 

課題 

子育て支援団体は、ボランティアを前提とした活動と認識されている。また、財政基盤が弱いため、自

立的に活動していきたいと考えながらも、できない場合もある。こうした団体を継続的に支援していくことが

必要と思われる。 
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３） 養育支援訪問事業 

養育支援訪問事業は、養育支援が必要と認めた一般の子育て支援サービスを利用することが難しい

家庭への訪問事業であり、健康推進課の保健師が中心となりきめ細かく対応している。なお、庁内では、

健康推進課、子育て・子育ち支援課、福祉課、庁外の関係機関としては、医療機関、保健福祉事務所な

どが連携している。 

背景・経緯 

地区担当保健師がフォローしつつ、さらに家事・育児などの支援を必要とする家庭に対して訪問事業

を実施する必要があったことがきっかけである。また、養育支援訪問などを行なった家庭については、長

期にわたり関わるケースが多くなってきていることから、本事業のニーズは増々高くなると考えられる。 

成果・効果 

年度によって差はあるが、養育支援ヘルパーを派遣したケースは 2011 年度で４事例であった。また、

保健師や看護師が養育支援訪問に訪れたケースは、上田市全地域で 86 件、延べ 605 人が支援対象と

なっている。 

課題 

支援が必要な家庭（困難事例）の増加に伴い、長期に手厚く支援しても子育て環境や生活状況の改

善が見られないケースが多くなってきている点が課題である。 

 

４） 病児・病後児童保育事業 

病児・病後児童保育事業の対象者は、生後６か月から小学校３年生までの市内在住の児童である。

当初は、保護者が市内在勤又は市内在園の児童であったが、定住自立圏構想の締結により、2012 年度

より、長和町、青木村在住の児童の受け入れも行われることとなった。ただし、現時点では利用実績はな

い。事業を展開する医療法人健静会上田病院内の「病児保育センター」は、看護師１名、保育士２名の

体制で、施設床面積 67.8m2、利用定員は 1日６名までである。 

○ 利用時間 月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）の午前８時～午後５時 

○ 利用期間 原則として連続７日間まで（実施施設の休日を除く） 

○ 利用者負担金 病児・病後児とも１人１日 1,000 円 

背景・経緯 

2000 年４月より、病後児保育事業及び出産育児支援事業として、子育て支援施設「ゆりかご」の運営

を開始したが、病児保育に対する要望が多くなってきたことから、病後児保育事業を発展的に見直すこと

となった。その後、病後児保育に病児保育を加えて民間医療機関に委託して実施することとし、2007 年５

月に上田病院に「病児保育センター」を開設した。 

成果・効果 

利用者数は増加傾向にあり、2011年度の登録者児童数は744人、利用児童数は558人（１日平均2.3

人）であった。 
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（16） 岐阜県大垣市 
日本列島のほぼ中央、名古屋市の北西に位置する大垣市は、中山道や美濃路が通過する東西交通

の要衝であったため、古くから経済・文化の交流点として栄え、歴史的に重要な機能を果たしてきた。ま

た、岐阜県内三大河川である揖斐川・長良川をはじめ多くの河川が網目状に流れる水郷地帯で、豊富で

良質な地下水を利用して、県内有数の産業都市として、西濃地域の中核都市として発展を遂げてきた。 

現在、「大垣市第五次総合計画 2008 年３月)」のもと、「水と緑の文化・産業・情報・交流都市」を将来

都市像として掲げ、「都市再生・活性化」「安全・安心のまち」「環境創造」「子育て日本一のまち」「かがや

きライフ推進」という５つの重点プロジェクトに取り組んでいる。 

人口（2012 年 12 月 31 日現在）   163,425 人（世帯数 62,926 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年 12 月 31 日現在）   8,650 人（人口比 5.3％） 

面積          206.52km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

大垣市では、1980 年に 8.3％だった 65 歳以上の老年人口割合が 2010 年には 22.8％と急上昇する

一方、15 歳未満の年少人口割合は 1980 年の 23.8％から 2010 年には 14.2％へと 10 ポイント近く低下し

た。2000年には、老年人口割合が16.9％となり、年少人口割合の15.3％を上回っていることから、将来的

には確実に少子高齢社会へと進むと考えられる。 

大垣市が 2009 年に実施したニーズ調査（就学前児童保護者調査及び小学生保護者調査）の分析結

果では、子育てに関わる地域の主な特徴・課題として、「母親の就労意向は非常に高い」「働きながら子

育てしやすい職場環境はまだ十分には整っていない」「経済的支援への要望は依然として高い」「病（後）

児保育の更なる充実を望む声がある」「預かりサービスのニーズは高い」「児童館等の要望は高い」といっ

た点が挙げられている。 

 

２） 基本理念 

「大垣市子育て支援条例」(2010 年制定)に基づき、子どもが健やかに育ち、安心して子育てができる

「子育て日本一のまち」を目指すとともに、「子どもの育成と子育て」を「市民が協働し社会全体で支援す

る」気運の醸成を図っている。また、条例の実効性を高めるため「大垣市子育て支援計画（大垣市次世代

育成支援後期行動計画）」により、「子どもたちの笑顔あふれるまちづくり」「子育ての幸せ感じるまちづく

り」「健やかに親子が暮らすまちづくり」「子育てをみんなで支えるまちづくり」という４つの基本目標のもと

で施策を推進している。 

 

３） 庁内組織の体制 

「子育て日本一のまち」を推進するため、2009年４月に、子育て支援部を設置した。子育て支援部は、

子育て支援課（企画庶務係、児童福祉係、幼保係）、子育て総合支援センター、市立の幼保園・保育所・

幼稚園によって構成される。また、市議会には、子育て支援及び幼稚園・保育所に関する事項を専門に

審査・調査する特別委員会「子育て支援日本一対策委員会」（委員長、副委員長と４人の委員で構成）が

設置されている。 
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４） 大垣市子育て支援会議 

「大垣市子育て支援条例」に基づいて「大垣市子育て支援会議」が設置され、子育て支援計画の策定、

実施状況の評価及び市長への提言等を行っている。委員は、大学教授、小中学校長会、PTA 連合会、

私立幼稚園連合会、民間保育園連合会、社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、子ども会育成連絡

協議会、NPO、商工会議所、医師会、公募等によって構成されている（2012年度15人）。この会議を母体

として、「地方版子ども・子育て会議」を設置する予定である。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

上記の「大垣市子育て支援会議」には、PTA 連合会や子ども会育成連絡協議会の代表、公募委員が

参加しており、意見を述べることができるようになっている。 

 

６） 子育て支援に係る財源の確保 

市の財源を中心として、国や県の補助金・助成金も活用している。また、大垣市には寄附制度「水都

大垣ふるさと応援寄附金」があり、使途を子育て支援に指定できるようになっている。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

後掲する「家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業」におけるホームビジター養成講座に加えて、

「子育てサポーター養成講座」（主催：大垣市社会福祉協議会）、「子育て支援者養成講座」（主催：子育

て総合支援センター）、「子育てボランティア養成講座」（主催：教育委員会社会教育スポーツ課）などの

講座を通じて、地域の子育て力の向上を図っている。 

 

８） 幼保一元化への取組 

子どもの数の減少や施設の老朽化に伴って施設再編が必要となり、また、核家族化や共働き家庭の

増加により保育園に対するニーズが高まっている中、以下のような考え方に基づいて、国に先駆けて

2004 年より幼保一元化に取り組むこととなった。 

① 就学前の子どもを、保育園は福祉、幼稚園は教育という視点で区別し、別々の施設で保育・教育しな

ければならない必要性はない。 

② 保護者の就労に関わりなく、就学前の子どもは保育・教育の機会を等しく与えられ、発達段階にあわ

せ、より望ましい発達を促すべきである。 

なお、大垣市の幼保園は、１人の園長が運営・管理、保育者は幼稚園教諭・保育士の両資格を有す

る、という特徴がある。短時間保育（幼稚園）と長時間保育（保育園）を併設し、３～５歳児に対しては統一

カリキュラムに沿った年齢別の合同保育を、０～２歳児に対しては月齢や発育の状況に合わせて家庭的

保育を実施している。保育時間は、短時間保育利用児と長時間保育利用児とに区分されている。 

経緯・背景 

幼保一元化を推進するため、2004 年４月に行政窓口（幼稚園・保育園）を一本化し、福祉部に子育て

支援課を設置（2009 年には子育て支援部が設置された）するとともに、所管課には幼保担当対策官（園

長経験者）、幼児教育指導主事を配置した。また、園児の相互交流や職員の合同研修も実施した。 

成果・効果 

幼保園は2005年の新設を皮切りに、2013年１月現在、５園が開園している（大垣市には、市立の保育

園・幼稚園として、他にそれぞれ 12 園ずつある）。これまでの５園については既設園舎を活用して開園し
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たが、2014 年４月には、３園を統合した定員 300 人規模の幼保園が新設される計画である。 

課題 

現在、幼保園は５園だが、市の財政状況をはじめ、園児数の動向や、耐震化や改築などの施設整備

の検討と合わせ、計画的に幼保園化を推進する予定である。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業 

家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業は、子育て経験がある、研修を受けたボランティアが、ホー

ムビジターとして、未就学児がいる家庭を訪問し、友人のように寄り添い、「傾聴」（お話しに耳を傾ける）

や「協働」（家事や育児を一緒に行う）などの活動を通して、ストレスを軽減し、親の気持ちに元気を取り戻

させる事業。養育困難家庭ではないものの、引きこもりがちな傾向にある、いわゆるグレーゾーン家庭に

支援を行う。必要に応じて、保健センターや子ども相談センターなどの関係機関との連携を図り、親の自

立を促すようなサポートを心掛けている。 

活動の調整やホームビジターのサポートには、NPO 法人ホームスタートジャパンの研修に参加し、企

画運営、訪問活動などのマネージメントを学んだオーガナイザー（コーディネーター）があたり、ホームビ

ジター養成講座（８日間、全 16 回）も開催する。 

事業は、地元の NPO法人くすくすに委託している。 

○ 利用回数 週１度、２時間程度の訪問、１家庭４回（連続） 

○ 利用者負担額 無料 

○ 実施体制（2013 年１月現在） コーディネーター４人、ホームビジター18 人 

○ 予算額（2011 年度） 95 万円、（2012 年度） 120 万円 

○ 財源 県補助金（安心子ども基金（児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金）） 

経緯・背景 

大垣市では、核家族化の進展により、引きこもりがちな家庭に対し、何らかの支援が必要であるとの認

識があった。中学生までの児童を養育する家庭に対し、育児不安、ストレスの軽減や虐待予防を目的に、

相談や情報提供を行う訪問員を派遣する「地域子育てマネージャー制度モデル事業」を 2010 年度に実

施した。実施にあたっては、訪問員の直接雇用と、子育て支援団体に委託する、２つのケースを検討し

た。 

その結果、対象を、未就学児までの家庭とし、予算や人材育成の面において、子育て支援のノウハウ

がある団体に委託することが効果的であると判断、大垣市版のホームスタート事業を立案した。 

成果・効果 

大垣市では、2003 年度から行政評価（Ａ～Ｄの４段階評価）を導入している。本事業は、開始が 2011

年のため、前年度との比較の関係で、評価は 2013 年度以降に予定している。オーガナイザーから、訪問

前後を比較して、不安などが改善された例が多く報告されている。また、ホームビジターの養成が、地域

の子育て力の向上につながっていると考えている。利用実績は、2011 年度が 11 世帯で 62 回の訪問、

2012 年度 10 月末現在では、10 世帯で 52 回訪問している。 

課題 

広報、HP、子育てハンドブックのほか、母子健康手帳の交付や４か月児健診にリーフレットを配布する

など PRを行っている。多くは、乳幼児期に不安を抱えるため、今後も継続的なPR活動が必要であると考
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えている。 

また、毎年、財源確保が確約されていないため、事業の継続が不安定。事業の普及と国等における事

業化を期待したい。 

 

２） エンゼルサポーター事業 

病気や妊娠中の体調不良のため、家事や育児を行うことが困難な家庭を対象に、サポーターが出向

き、家事に関する援助（炊事・洗濯・掃除・買い物など）や育児に関する援助（授乳、おむつ交換、もく浴

の介助など）などを行う。事前の登録が必要で、事業は大垣地域シルバー人材センターに委託している。 

○ 利用時間 午前９時～午後５時、１回２時間以内、１日２回まで 

○ 利用回数 30 回以内（妊娠中は、出産日まで延べ 20 回とし、出産後は新たにカウント） 

○ 利用者負担額（１時間あたり） 

・ 生活保護世帯、ひとり親世帯で市民税非課税世帯 無料 

・ 市民税非課税世帯（ひとり親世帯を除く） 350 円 

・ 市民税課税世帯 700 円 

○ 予算額 806 万円（2010 年度）、68 万円（2011 年度）、43 万円（2012 年度） 

○ 財源 利用者負担金、県補助金（安心子ども基金（地域子育て創生事業）） 

（県補助は 2010、2011 年度のみ） 

経緯・背景 

大垣市が「子育て日本一のまち」を目指す中で、在宅サービスの充実は不可欠であると考えた。また、

保護者の体調不良時や援助者不在の場合に、家庭に支援者を派遣して、家事や育児を援助するサービ

スが必要であるとの認識に基づいて、2010 年度から本事業を実施している。既に母子家庭等日常生活

支援事業があり、その考え方を、妊娠中の家庭を含め一般家庭にまで拡大した。 

成果・効果 

当事業の行政評価（Ａ～Ｄの４段階評価）は、2010年から11年にかけて利用が倍増し、少ない予算で

実施できているとの理由からＡ評価を付している。2010年度の利用実績は25人で、70回、延べ140時間、

2011 年度の利用実績は 49 人で、165 回、延べ 328 時間であった。 

課題 

今後一層の利用拡大を図るため、広報や関係機関等を通じて対象世帯に PR を継続的に行って行く

必要がある。また、サポーターの人数が少ない、当日の申し込みや緊急時などの対応が難しいといった

課題がある。 

 

３） すこやか赤ちゃん訪問事業 

「すこやか赤ちゃん訪問事業」は生後４か月を迎えるまでの全ての乳児の家庭を訪問する。第１子及

び母と子の健康サポート事業（県事業）で連絡のあった乳幼児などの保健指導が必要な家庭には、保健

師あるいは助産師が訪問する。また、上記以外の第２子以降の乳幼児には、看護師、保育士、母子保健

推進員、子育て経験者などの「すこやか赤ちゃん訪問員」が訪問する。訪問時に、大垣市の保健福祉サ

ービスについての情報提供（冊子の配布）と育児相談を行うほか、４か月児健康診査・予防接種のお知ら

せと、育児グッズ（折り紙）の配布をしている。 

連携先は、西濃保健所、西濃子ども相談センター、NPO法人くすくす、NPO法人まちの家赤坂宿など

である。 
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○ 実施体制 保健センター職員 17 人、すこやか赤ちゃん訪問員 21 人 

経緯・背景 

子育て支援に関わる情報提供や養育環境の把握、育児に関する保護者の不安解消等を目的として、

市内に在住するすべての乳児とその保護者を対象として、生後４か月までに家庭訪問を実施している。

以前より乳児の個別訪問は行っていたが、2007 年 10 月１日より、全戸訪問に切り替えた。 

成果・効果 

2011 年度で、年間約 1,400 件の家庭訪問を行っている。訪問率は 99％に近い。 

課題 

すこやか赤ちゃん訪問員の資質向上のため、研修会を工夫する必要がある。また、訪問について、保

護者から意見や苦情があり、保護者の満足度について把握する必要がある。さらに、不在や連絡先がつ

かめず、４か月児健診時までに訪問できない場合もある。 
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（17） 岐阜県下呂市 
下呂市は 2004 年３月１日に岐阜県旧益田郡の萩原町、小坂町、下呂町、金山町、馬瀬村の５町村が

合併して誕生した。岐阜県の中東部に位置し、市のほぼ中央を飛騨川が南へ流れ、西には馬瀬川があり、

周囲には御嶽山を始め 1,000m を越える急峻な山々が聳える自然豊かな地域であり、また、林羅山が有

馬、草津と並ぶ三名泉と称した豊富な温泉が湧出しており、湯治場としても有名な観光都市である。 

市域は、山林が全体の約９割を占め、河川に沿った平坦地とゆるやかな斜面を利用して、農業地、商

業地、住宅地などが混在しており、地目別では森林（91.5％）、農用地（1.5％）、宅地（0.9％）、道路他

（6.5％）となっている。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   36,409 人（世帯数 12,601 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  1,554 人（人口比 4.3％） 

面積         851.1k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

下呂市の人口は 2002 年の 40,424 人から 10 年間でほぼ１割の減少となっており、特に、15 歳から 64

歳までの生産年齢人口は同期間にほぼ２割（全人口比で 5.1 ポイント）の減少を見ている。 

合計特殊出生率も減少傾向にあり 2006 年に 1.64 となったが、その後は増加傾向にあり、2009 年に

1.92、2010 年は 1.85 となっている。但し、15 歳未満の年少人口は 10 年間で 24.1％（同 2.0 ポイント）減

少し、2007 年からの５年間でも 13.4％（同 1.1 ポイント）減少しており、依然として少子化が進んでいる。 

また、平均世帯人数は 2002 年の 3.16 人から 2012 年には 2.9 人と３人を下回ってきており、世帯の少

人数化も進行している。 

合併以前は、旧５町村それぞれの地域で、助け合って子どもを見守る体制が育まれていたが、以上の

ような人口、世帯人数の減少や少子化の進行に伴い、子育てについて相談したり、協力したりするような

近隣関係が弱ってきている。また、昨今の景気低迷により共働きの家庭が多くなっているが、そのためか、

子どもと接する時間が少なく子育てに自信が持てないと考える親が増えてきている。 

現在、市では、児童生徒数の減少に対応するため、保育所や小学校の統廃合を進め、適正なサービ

スの提供を図っているところであるが、市域が非常に広く、９割が森林であり、一方で人口が少なく集落が

点在しているため、統廃合した場合、「足」の確保のためバス等の交通インフラ整備が必要になり、財政面

においては統廃合のメリットが出にくいのが現状である。 

 

２） 基本理念 

地域で子どもを見守って育てていこうという意識が高く、地縁の強い地域性を反映して、次世代育成

支援行動計画では、住民も交えた策定委員会での検討の結果、「みんなで子育て、子育ちを支えるまち 

下呂市」を基本理念としている。 

 

３） 庁内組織の体制 

合併当初、当時の保育課が教育委員会に属していたこともあり、また、現在も同一の分庁舎の中で児

童福祉課が教育委員会や健康医療部と同居しているため、部署間の風通しは非常によく、特に学校教

育課とは常に連携を取っている。特別な連携会議を開催することはないものの、担当者間で子どもに係る



 90

情報の円滑な共有ができている。 

 

４） 下呂市子育て支援懇話会 

合併以降、少子化への対応と合理化の観点から保育所の統廃合を進めてきたが、その際、市民や有

識者の意見を反映させ、「総合的な子育て支援体制と施設環境の充実を図り、乳幼児の健全育成に資

する」ことを目的に、2005 年度に下呂市子育て支援懇話会を設置した。構成メンバーは市教育委員、保

育所保護者会代表、学校関係者、民生委員・児童委員代表、公募委員である。年二回程度開催し、保

育所建設計画、次世代育成行動計画の評価その他の子育て支援施策全般について意見をもらってい

る。 

市としては、この懇話会を発展的に解消し、2014年度以降に「地方版子ども・子育て会議」に移行させ

ることを考えている。 

 

５） ふるさと寄附制度 

下呂市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実

施することにより、様々な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的として、

2008 年度からふるさと寄附制度を実施している。 

寄附者は使途を以下の五つのふるさと応援事業から選ぶことができる。 

① 「尊い命とくらしを守ります」あんきなふるさと応援事業（消防・防災・救急関係） 

② 「ありがとう みんなが幸せ」あったかふるさと応援事業（福祉関係） 

③ 「あふれる笑顔をいつまでも」健やかふるさと応援事業（保健医療関係） 

④ 「未来へつなげ下呂のめぐみ」元気なふるさと応援事業（産業振興・観光関係） 

⑤ 「夢へと羽ばたけ」いきいきげろっ子応援事業（教育関係） 

○ 寄附総額 2013 年度      20 件  2,350 千円 

2008 年度からの累計（2012 年４月１日現在）  82 件 14,445 千円 

＊ 子育て支援事業費へは、「ありがとう みんなが幸せ」あったかふるさと応援事業への寄附金から充

当があり、妊婦健康診査に係る費用の一部助成金などに活用している。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 地域住民が組織した NPO による保育所の運営 

住民が地域づくりと子育て支援を行うためのNPOを立ち上げ、公設民営で保育所を運営している。現

在市内には 11 保育所があるが、うち２保育所の運営を委託している。 

 萩原南保育園 金山保育園 

実施主体 NPO法人 サン・はぎわら NPO法人 ふるさと金山 

民営化時期 2007 年４月１日 2010 年４月１日 

定員 220 人 200 人 

利用児童数（2012 年 12 月１日現在） 181 人 160 人 

予算額（2012 年度） 160,035 千円 137,510 千円 

併設事業 
さくらんぼ教室（児童発達支援事業） 

子育て支援センター、一時保育 
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経緯・背景 

市の行政改革の中で、保育所の適正な規模での運営を図るため、2005 年頃から統廃合について検

討が進められ、まず、萩原南保育園を民営化することが決定した。統合するに当たっては、基本的に運

営を民営化するという方針が取り決められたが、しかしながら、近隣の社会福祉法人は単独経営が主で、

距離も遠いため、参入が期待できなかった。そうした中で、地域で子どもを守り、育てるという思いが強い

ところでもあり、旧萩原町地域で、子育て支援や町興しに熱心な人達が NPO を立ち上げ、その受け皿と

なった。 

保育士の採用も NPO で行っているが、園長には保育士経験 10 年以上、保育士の３分の１以上は経

験３年以上という条件を付けている。また、民営化に当たっては、旧保育所で中核的な役割を担っていた

保育士も何人か新しい保育所で職員として採用されており、移管に当たって保育の実施内容に問題が生

じるというようなことはなかった。また、金山保育園については、最初の一年間は市から園長を派遣し人的

支援を行った。 

経営面についても、NPO 理事にはもともと会社の経営者も多く、人材がそろっていたので問題なく

NPO に移管することができた。 

成果・効果 

公立に比べ、NPO を介して旧萩原町、旧金山町のそれぞれの地域の様々な人が各種行事等の運営

に協力するなど、地域に開かれた活発な交流が行われている。 

そして、行政ではなく NPO が自分たちで運営することで、住民の意識も変わってきており、行政への

お任せではなく、自分たちの手で子育て支援を盛り立てていこうという機運が高まっており、入所児童の

親ではない地域の人たちも運営に参画するようになっている。 

毎年度保護者を対象に満足度アンケートを実施しているが、９割以上から高評価をもらっている。また、

市としては、園児一人当たりの運営コストを低下でき、正職員比率を向上させることができた。 

課題 

萩原南保育園及び金山保育園については、園児数が 150 人以上見込めるところであったため、NPO

への運営委託を行うことができたが、現在、統合を検討している他地域の保育所は見込みが 100 名程度

であり、財務基盤が脆弱な単体の NPO で運営するのは厳しいと考えている。また、子育て支援について

熱心な人が NPO の理事となり、なんとか自分たちの地域で保育所を運営しようということでスタートしたが、

そうした熱心な人材を如何に確保していくかが今後の課題となっている。 

 

２） 保育園サポーター事業 

子育て支援の中核施設である保育所の運営に、保護者以外で子育てを応援したい住民（サポータ

ー）が関われるようサポーター事業を 2012 年度より実施している。事前に登録を行うが、個人だけではな

く団体や企業も登録できる。 

○ サポート内容 

① 保育園の農園作業に必要な指導に関すること。 

② 保育園施設の軽微な修繕や維持管理に関すること。（草刈りや除雪など） 

③ 園外保育中の交通安全に関すること。 

④ 保育園行事の交通整理に関すること。（駐車場整理） 

⑤ 季節行事への協力に関すること。（餅つきやサンタクロースなど） 

⑥ 読み聞かせ等の各種体験に関すること。 
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○ 登録人数 31 人 登録団体数 １団体（2013 年１月現在） 

経緯・背景 

市内のそれぞれの地域毎に地縁が強く、自分たちの地域を自分たちでみていこうという意識が強いが、

自分たちの地域の保育所が統合になり別の地域に行ってしまうと、これまで保育所の行事等を手伝って

いた人がなかなか他地域まで行きづらいということがあった。こうしたこともあり、保護者以外で子育てを支

援しようという意識のある個人や団体が保育所の運営を手助けするきっかけを作り、保育所を核に、より多

くの住民が子育てに参画しやすくなるよう子育てサポーターの設置を始めた。 

成果・効果 

この制度があることにより、これまで、子育て支援に関心があるもののどうしたらいいか分からなかった

人にきっかけを与えることができ、また、統合で保育所がなくなった地域の人も一緒に保育所を盛り立て

ていこうという意識が高まっている。 

保護者会とは別の形で保育所の各種行事や施設維持等の支援に参画してもらっており、行政としても

非常に助かっている。 

 

３） 下呂市地域療育システム支援事業 

小学生以下の障がい又は障がいの可能性のある児童やその保護者に対し、家庭療育プログラムを作

成し、個別の支援を行うとともに、保育士等の支援者に対しても技術的指導を行っている。また、年齢毎

の発達の様子や行動の特徴等個々の児童の特性や実施した支援の情報を記録する「プロフィールブッ

ク」を作成し、支援に役立てている。 

未就園児については、保健師による乳幼児健診の際に、児童発達支援事業所であるさくらんぼ教室

の保育士が参加し、支援が必要と思われる児童については、少しでも気になれば、積極的にさくらんぼ教

室への通所を働きかけるようにし、低年齢からの早期発見に努め、早期療育に取り組んでいる。 

その他、子ども相談センターや医師、PT（理学療法士）、OT(作業療法士)、ST（言語聴覚士）により個

別支援が必要とされた園児に対しては、加配保育士を配置して、個別に支援をしている（障がい児加配

保育士設置事業）。 

○ 予算額（2012 年度） 887 千円（地域療育システム支援事業） 

○ 利用者数（2012 年度） 

専門相談を受けた人 14 人 スタッフ支援を受けた人 ７人 

さくらんぼ教室（児童発達支援事業） 90～100 人(未就園児、一時利用を含む) 

○ 加配保育士数（2012 年度） 28 人（全 11 保育所） 

経緯・背景 

合併前に「ことばの教室」として始まり、ことばの遅れなどに対する療育が中心であったが、近年、発達

障がいの疑われる児童が増加傾向にあり、合併を機に、下呂市地域療育システム支援事業として再編し

た。当初は岐阜県のモデル事業であったので、県から財政的、人的支援を受けていたが、2010 年度より

市が主体となって取り組んでいる。 

成果・効果 

就学に当たっては、プロフィールブックを学校につなげることで、個別支援計画の作成に役立て、入

園前、入園後、小学校へと途切れのない支援が実施できている。また、そうした各段階での情報を蓄積し

て関係機関へつなげることで、中学、高校、それ以降も必要な支援を受けやすくなっている。 
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課題 

関連事業であるさくらんぼ教室については、保育士の資格要件の経験年数等の基準が高く専門性を

要するため、人材確保が課題となっている。また、障がい児加配保育士設置事業は市の単独事業のため

財源確保が課題である。 
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（18） 愛知県豊田市 
名古屋市の東方に位置する豊田市は、自動車産業を基幹産業とする産業都市として発展してきたが、

2005 年４月に豊田市・藤岡町・小原村・足助町・下山村・旭町・稲武町の７市町村が合併して新「豊田市」

が誕生したことにより、東・北部の三河高原から西・南部の西三河平野に至る東西 49.36km、南北

33.37km、愛知県の面積 17.8％を占める広大な都市となった。 

現在、「第７次豊田市総合計画」(2008 年３月策定)に基づいて、「生涯を安心して生き生きと暮らせる

市民」「共働による個性豊かな地域」「水と緑につつまれたものづくり・環境先進都市」をめざすべき姿に掲

げ、「安全・安心のまちづくり」「人材育成と多様な能力の活用」「都市と農山村の共生」「ものづくり基盤の

更なる強化」「環境に配慮した快適で魅力ある都市づくり」の５つを重点テーマにまちづくりに取り組んで

いる。 

人口（2013 年１月１日現在）    422,527 人（世帯数 167,587 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   24,136 人（人口比 5.7％） 

面積         918.47km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

2008 年の豊田市の合計特殊出生率は 1.59 で、全国（1.37）、愛知県（1.43）より高いが、日本の人口

置換水準である 2.08 を大幅に下回っている。また、2005 年の市町村合併以降、豊田市の総人口は増加

傾向にあり、2009 年 10 月１日現在 423,677 人で、18 歳未満人口割合は 18.3％、30 歳未満人口割合は

35.7％であるが、その割合は年々低下してきている。家族類型別では、夫婦と子どもの世帯が減少し、ひ

とり親と子どもの世帯が増加する傾向にある。 

ワーク・ライフ・バランスについては、父親・母親ともに多くが仕事と生活の両方のバランスをとりたいと

希望しているにもかかわらず、現実には父親は仕事時間を優先し、母親は家事（育児）時間を優先する

結果となっている。 

小学生高学年については、平日の放課後に他の子どもと過ごす子どもの割合が低くなっており、子ど

も同士の交流が少なくなっている。また、中学・高校生については、あったら良いと思う場所が多様化して

おり、子どもの居場所について多様な機能が求められている。いじめを経験した子ども（小学生高学年～

高校生）は全体の４分の１程度となっており、いじめ問題への対応も求められている。 

 

２） 基本理念 

豊田市では、子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支え合うことにより、未来を担う子ども

たちが幸せに暮らすことのできる地域社会を実現することを目的として、2007 年に「豊田市子ども条例」を

制定した。同条例に定められた「子ども総合計画」と位置づけられる「豊田市子ども総合計画（新・とよた子

どもスマイルプラン）」は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを総合的かつ計画的に進め

る計画である。０歳から 20 歳代までと幅広く対象とし、「子ども・親・地域が育ち合う 子どもたちの笑顔が

輝くまち豊田」を基本理念に、出生から自立までの一連の過程をトータルに支援することを目的としてい

る。 
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３） 庁内組織の体制 

2001 年度、義務教育を除く子どもを対象とした行政施策を一体的に推進するとともに、子どもに係る

行政窓口を集約し、市民の利便性の向上を目的として、幼稚園と保育所を所管する部署を統一し、市長

部局の社会部に「子ども課」を創設した。2005 年度には、子ども・子育て施策を分野横断的に実施するた

め「子ども課」は「子ども部」となり、次世代育成課、子ども家庭課、保育課の３課が置かれることとなった。

子ども家庭課には、学校職員（１人）が指導主事として在席し、小中学校や教育委員会との連携・調整を

図っている。 

 

４） 子どもにやさしいまちづくり推進会議 

豊田市子ども条例に基づき、2008 年７月に「子どもにやさしいまちづくり推進会議」が設置された。子

どもにやさしいまちづくりに関することについて、専門的な意見などを聴くとともに、子どもに関する施策の

実施状況を検証することを目的としており、市民、各種団体、学識経験者、事業者、関係行政機関の代

表など委員 26 人で構成されている。豊田市では、この会議を基に、今後「地方版子ども・子育て会議」に

発展させる予定である。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

各担当課において窓口、電話、手紙等で意見等を直接受け付けているほか、電子メールや専用ホー

ムページで意見を寄せることができる。また、豊田市地域自治区条例に基づき、市民とのパートナーシッ

プを通じて最も効果的、効率的に地域課題の解消を図るため地域ごとに設置された地域会議は、地域の

課題を収集する役割も果たしている。さらに、市民の市政に対する評価とこれからのまちづくりに対するニ

ーズや意識を統計的に把握することを目的に、市民意識調査を２年に１度実施している。 

 

６） 子育て支援に係る財源の確保 

市の財源が中心だが、各種の交付金や補助金に関する情報も積極的に収集し、活用できるものは活

用するようにしている。子ども家庭課においては、安心子ども基金や子育て対策支援基金も利用している

が、金額的にはわずかである。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

豊田市では、市が主催して一般公募の市民を対象に母子保健推進員養成講座を実施し、母子保健

推進員の養成を行っている。2012 年４月現在、193 人の母子保健推進員が、地域の子育て支援ボランテ

ィアとして、乳幼児健診や育児相談・ベビー教室などで支援活動を行っている。黄色いエプロンがトレー

ドマークである。 

 

８） 市独自の「こども園」の取組 

2008 年４月より、「就学前の子どもに対して、等しい保育の機会を提供する」という基本方針に基づき、

「こども園」として一体化を市独自に推進している。なお、「こども園」とは、市私立保育所・市立幼稚園に

おいて、児童に均一な保育を提供し、同等の保育料とすることにあわせ、施設の名称を統一したものであ

る。各園における保育実施日、保育時間、受入対象年齢は、原則としてそれ以前の各園の設定を引き継

いでいる。保育所・幼稚園に係る現行法制度の範囲内で実施するものであり、国が示す「認定こども園」

制度とは異なっている。 
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経緯・背景 

豊田市では、1960 年代後半より、幼稚園・保育所の一体的運用に向け、保育所における私的契約児

（４、５歳児）の受入れ、市立の幼稚園・保育所の人事交流と職名統一、保育カリキュラムの統一、所管部

署の統一等を進めてきた。2005年には、幼保一体化検討部会や市保健福祉審議会などにおいて検討を

進め、2008 年度から「こども園」として運用を開始した。 

成果・効果 

保育料、職員配置基準、名称を統一し、平日の午前８時30分～午後３時を基本となる保育時間として

均一な保育を提供している。幼稚園と保育所とで異なっていた職員配置基準については、保育の質の充

実と受入児童数の確保の双方の視点から、下記の通り統一した。保育料等については、保護者負担を統

一し、あわせて負担の軽減を実施した。 

○ 施設数 80（内訳：保育所認可 65（うち市立 52、私立 13）、幼稚園認可（市立）15） 

○ 職員配置基準（基本保育時間における職員一人当たりの児童数） 

０歳児３人、１歳児５人、２歳児５人、３歳児 15 人、４歳児 28 人、５歳児 30 人 

※ 基本保育時間以外（延長保育、土曜日保育）は、旧保育所職員配置基準に準ずる。 

課題 

市立こども園については、認定こども園を取得するメリットがないため現行制度を維持して行く予定で

あるが、私立保育所については、認定こども園を取得すると私的契約児分の運営に関する助成が得られ

るため、今後検討が必要であろう。私立幼稚園の中には、認定こども園を取得したいという要望がある。豊

田市では待機児童が発生している中で、その受け皿として期待したい。 

○ 待機児童数 138 人（うち 132 人が０～２歳児）（2011 年 10 月１日現在） 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 母子保健推進員によるおめでとう訪問事業 

おめでとう訪問事業は、育児不安が高くなる概ね生後１～３か月の乳児を持つ子育て家庭に対し、母

子保健推進員による家庭訪問を実施し、育児時の孤立化防止や不安軽減を図る事業である。また、地域

や市の子育て情報や支援状況を伝えることにより、地域における子育て互助機能の再構築を図ることも

目的としている。 

○ 委託先 豊田市母子保健推進員の会（養成講座を修了した母子保健推進員を会員とする組織） 

○ 予算額（2012 年度） 4,214 千円（豊田市母子保健推進員の会への委託費及びおめでとう訪問員養

成講座の運営費用の両方を含む） 

○ おめでとう訪問員数（2012 年４月） 99 人 

○ 訪問実施率（訪問人数／対象人数 2011 年度） 97％（1,866 人／1,943 人） 

＊ 市内全域、第１子のみ 

経緯・背景 

2006 年度から第１子を対象に事業を開始し、その後順次訪問地域を拡大、2012 年度より市内全域全

出生児（年間約 4,300 人）を対象に実施するようになった。 

取組内容 

おめでとう訪問員が対象者の自宅を訪問し、育児冊子等を配布したり、地域の子育て支援資源に関

する情報を提供したりする。また、おめでとう訪問員が地域の子育て支援者であることを伝え、育児につ
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いての相談等を継続的に実施できるよう、対象者との良好な関係づくりを行っている。支援が必要な場合

は、育児相談カードにより、市に直ちに連絡する。連絡を受けた場合は、保健師など専門職員が訪問し

たり、健診時にこどもの状況を把握したりする。 

また、おめでとう訪問員を養成するため、１年以上の経験を積んだ母子保健推進員を対象に、おめで

とう訪問員養成講座（実施母体は豊田市）を実施している（年間 10 人程度が参加）。 

成果・効果 

2009 年から 2011 年にかけて、96％前後の訪問実施率を毎年達成できている。また、おめでとう訪問

員として家庭訪問した同じ母子保健推進員が、乳幼児検診時等にもボランティア活動を行っており、保護

者の安心を高める効果も得られている。 

課題 

2012 年度より対象者を市内全域全出生児に拡大したため、おめでとう訪問員の増員が課題となって

いる。その他、訪問員の質の向上や、豊田市母子保健推進員との円滑な連携の継続を図っていく必要が

ある。 

 

２） 「中学生とあかちゃんのふれあい体験学習」事業 

中学生が授業の一環として乳児とのふれあいを体験したり、乳児の親から育児体験談を聞くなど交流

を図ったりする体験学習である。対象学年は、中学３年生（全員参加）で参加者は公募による乳児（おお

むね１歳まで）のいる子育て中の親子である。支援スタッフは、地域ボランティア（民生委員、老人クラブ）、

保護者、PTA、母子保健推進員などである。 

○ 予算額（2012 年度） 762 千円 

経緯・背景 

子育てに不安や孤立感を抱える親や虐待リスクのある家庭の増加を背景に、地域で次世代を担う親

を育てる取組や、親になる意識を早期から高める教育が求められている。 

2007 年より開始した本事業は、中学生が乳児とふれあう体験を通して、命の尊さや家族の絆の大切さ

を感じ取り、親の役割を考える機会を提供すると同時に、将来親になるための準備教育としての役割も果

たすものである。また、地域と学校との連携を通じて地域の子育て環境づくりの推進を図ることも目的とし

ている。 

取組内容 

事前授業（２時間程度）では、ビデオ鑑賞や自分史作成等、「命」を考える授業を実施しており、具体

的な授業内容は各学校が検討する。実際のふれあい体験学習（４時間程度）では、乳児とのふれあい

（抱っこ、おんぶ、遊び）や保護者との交流、こども図書室による絵本の朗読などが行われる。事後授業で

は、参加者親子へ「お礼の手紙」を書き、まとめ・振り返りの場も設けている。 

成果・効果 

2012 年度で通算６年を迎え、円滑に実施できるようになり、事業として定着しつつある。中学生にとっ

ては、「生きる力」を育む教育の機会、自らの将来を考える機会、「家族愛」を感じる機会となっている。中

学生２～３人に対して、乳児１人を確保している。さらに、地域ボランティアも乳児と同数程度参加し、地域

の子育て環境づくりの推進につながっている。 

豊田市の中学校は、現在 24 校で、2007～2009 年度は１中学校で延べ２回（各年度）、2010 年度は２

中学校で延べ３回、2011、2012 年度は４中学校で延べ５回（各年度）実施している。 
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課題 

学校の年間スケジュール等の都合により実施時期が重なりがちで、乳児を集めるのが厳しい状況にあ

る。また、中学校との協議を踏まえて実施しているが、先生の関わりやふれあい体験学習に対する思いが

学校ごとに異なっている。市と学校が共通した認識・方向性をもって進めなければ、より良い事業にならな

いと思われる。今後は、学校側の主体性や独自性を活かしながら、各校で特色のあるふれあい体験事業

としたい。さらに、学校側との協議を深める中で、事業の実施方法について検討・改善を図っていきたい。 

 

３） 豊田市子育て短期支援事業 

1995年に始まった本事業は、児童の保護者が疾病等の理由により養育が一時的に困難となった場合

等に、その児童を指定の児童福祉施設において短期間一時的に養育・保護し、児童・保護者及びその

家庭の福祉の向上を図ることを目的としている。 

○ 利用期間 原則として連続７日以内 

○ 指定福祉施設 ２歳未満児 豊橋ひかり乳児院(豊橋市)、玉葉会乳児院（名古屋市） 

２歳以上児 梅ヶ丘学園(豊田市梅坪町)、岡崎平和学園（岡崎市） 

○ 利用者負担額 ２歳未満児・慢性疾患児 5,350 円/日、２歳以上児 2,750 円/日（減免制度あり） 

○ 市の支弁額 ２歳未満児・慢性疾患児 10,700 円/日、２歳以上児 5,500 円/日 

○ 延べ利用日数 2009 年度 54 日、2010 年度 29 日、2011 年度 61 日 

課題 

対象児童が２歳未満児の場合は、受入施設が市外となるため市内からの距離がある。また、２歳以上

児の場合であっても、受け入れ施設が市内に１つしかないため、市内で受入ができない場合は、保護者

が市外の施設に送迎をしなければならないため利用がしづらい。また、対象児童が小学生の場合は通学

できない、病児の場合は対応できない、といった点に利用者は不便を感じていることが課題である。 
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（19） 三重県名張市 
名張市は、三重県西部に位置し、近畿・中部両圏の接点にあり、古くは万葉の時代から東西往来の要

所、宿駅として栄えてきた。周辺には農山村地帯が広がり、日本の滝百選や森林浴の森百選に指定され

た赤目四十八滝、香落渓など、自然豊かな景勝地にも恵まれている。また、記紀に名の見える歴史と文

化の薫り高いまちであり、中世には能楽を大成した観阿弥が初めて猿楽座を立てた地としても知られてい

る。 

昭和になると近鉄大阪線が開通し、昭和 40 年代から大規模な宅地開発が進んだ結果、大阪方面へ

の通勤圏として急速に発展、市制発足当時（1954 年）３万人であった人口も８万人を超えている。名張市

では、現在、名張市総合計画「理想郷プラン（2004 年３月策定）」のもと、「人間尊重を原点に、自立と支

えあいでつくる福祉の理想郷」を基本理念とし、また「豊かな自然と文化に包まれ、誰もがいきいきと輝い

て幸せに暮らすまち」を将来都市像として、まちづくりに取り組んでいる。 

人口（2013 年１月１日現在）    82,123 人（世帯数 32,662 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   4,039 人（人口比 4.9％） 

面積         129.76km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

名張市の少子化の現状は、2007 年度の合計特殊出生率が 1.17 と、全国平均 1.34 を大きく下回って

いたが、2010 年度には 1.40 と全国平均 1.39 を僅かながら上回っている。 

保育所（園）の待機児童は、年度始めはゼロになるが、年度途中から生後６ヶ月を超えた子どもを受け

入れるために待機児童数が増加する傾向がある。名張市の保育所（園）15 施設のうち 10 施設は民間運

営であり、年度途中の職員配置は難しい。そのため、2011 年度から、民間保育園が途中入所に対応でき

る職員を年度当初から確保するための予算措置を行った。また、施設に関しては、昭和 50 年代に建てら

れたものが多く、老朽化している（平屋であるため耐震性という点では問題はない）。そのため、施設整備

計画を策定する必要がある。 

要保護児童対策に関しては、2006 年３月に制定された「名張市子ども条例」に基づき、子どもの権利

の保障と健全育成という２つの視点から虐待、体罰、いじめ等の防止に向けて重点的に取り組んでいる。 

名張市の発達障害児を含む要支援児童数は、2009 年４月現在、965 人と推計されている。そのため、

０～18 歳の間、途切れのない支援を行い、相談、医療、療育を総合的かつ継続的に提供できる中核施

設として名張市子ども発達支援センターを 2013 年４月１日に開設する予定である。 

 

２） 基本理念 

「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定した「名張市次世代育成支援行動計画 後期計画

（2010 年３月）」に基づいて、「産み育てるにやさしいまち“なばり”」の実現に向け、子育て・子育ち支援に

関わる様々な事業を推進している。 

一方、「名張市子ども条例」（2006 年３月）に基づき策定した「ばりっ子すくすく計画（第２次）（2012 年２

月）」は、名張市総合計画「理想郷プラン」に沿って「子どもの権利を尊重し、その保障に努める」「みんな

が相互に協力し、子どもの最善の利益を考えながら子どもが安全に安心して暮らし、健全に育つまちづく

りに努める」を基本理念に、子どもの大切な４つの権利（生きる、育まれる、守られる、参加する権利）を基
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本的な視点として、市、地域、企業、家庭、学校及び子どもの取組が行動計画・行動指針として示されて

いる。 

名張市では、「名張市次世代育成支援行動計画 後期計画」と「ばりっ子すくすく計画（第２次）」を中

心とし、教育や人権等に関わる様々な計画と互いに補完・連携し合いながら、子どもの健全育成・子育て

支援に取り組んでいる。 

 

３） 庁内組織の体制 

2012 年４月、業務の拡大に対応するとともに、子ども・子育て施策を分野横断的に実施するため、「健

康福祉部」から分離し、新たに「子ども部」を創設した。「子ども部」は、「子ども政策室」「子ども家庭室」

「保育幼稚園室」「子ども発達支援センター」の４室からなり、地域における子育て支援や発達障害を抱え

る子どもへの支援等、子ども施策の拡大及び推進などの子育て・子ども支援に関する施策の総合推進に

取り組んでいる。 

 

４） 名張市子ども権利委員会 

「地方版子ども・子育て会議」は、「名張市子ども条例」に基づき設置した「名張市子ども権利委員会」

を活用しながら運営する予定である。当委員会は、子ども会連合会、校長会、PTA連合会、子育てサーク

ル連絡協議会、児童相談所の代表者をはじめ、大学教授、民生児童委員、人権擁護委員、公募市民と

いった、人権、教育、福祉など子どもの権利にかかわる分野の学識経験者等 10 名の委員で構成されて

おり、「子どもの権利の保障にかかわる総合的かつ計画的な施策について、市長の諮問に応じる」ものと

位置づけられている。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

上記「名張市子ども権利委員会」には、子育てサークル連絡協議会の代表者など、子育て中の保護

者が参加しており、意見を述べることができるようになっている。 

 

６） 子育て支援に係る財源の確保 

基本的には、市の財源が中心である。また、国・県の財源や支援制度など、利用できるものは活用し

ている。例えば、子ども発達支援センターの設置にあたっては、元製薬会社の研修所を利用するため、

社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）を活用している。 

また、名張市では、公立保育所の民営化（社会福祉法人への移管）を進めている。全14施設のうち13

施設が対象で、2008 年以降、既に９か所を民営化したが、民営化によって国・県からの補助で、財源確

保に努めている。 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

名張市では、2002 年、子育て支援に係る拠点施設として「名張市こども支援センターかがやき」を開

設した。「かがやき」では、ボランティア養成講座(毎年 10 名程度募集、2012 年度現在、登録者数 66 名)

やファミリー・サポート・センター事業の会員向け講習会をはじめ、様々な講座や講習会、交流会を企画し、

地域の子育て支援に係る人材の育成を行っている。 
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ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 名張市マイ保育ステーション事業（地域子育て支援拠点事業） 

身近な保育所に地域子育て支援拠点として「名張市マイ保育ステーション」を設置し、名張市に在住

する妊娠時や未就園児を持つ家庭を対象に、子育て支援を行うとともに、育児不安の解消を図るため、

以下のような事業を行っている。 

① 育児相談、育児体験、育児講座等を実施する。 

② 「保育無料体験利用券」（登録年度中１回のみ）を発行し、一時預かり（有料）の利用を促進する。 

③ 施設開放によって親子交流の場を提供するとともに、地域や保育所の行事や子育て情報を提供す

る。 

④ こども支援センター、健康支援室、家庭児童相談室、伊賀児童相談所、名張警察署、民生委員児童

委員、主任児童委員、地域住民など関係機関との連携を取りながら、様々な課題を抱える家庭を支援

（必要とする社会資源の情報提供や、継続的な支援）する。 

背景・経緯 

2011 年７月にモデル事業としてスタートし、現在赤目保育所（マイ保育ステーション「おひさま」）、昭和

保育園（マイ保育ステーション「かざみどり」）の２か所で実施している。 

成果・効果 

利用には登録（登録料無料）が必要だが、登録すれば、平日の午前９時～午後４時の間、自由に利用

できる。各保育所（園）では、それぞれ２名の職員（少なくとも１名は保育士の資格を有する）が専任で対

応にあたる。 

赤目保育所における利用状況を見ると、2011年度は１日当たり平均5.4組、2012年度（４月～７月）は

１日当たり平均 6.5 組で、昨年を上回る状況となっている。一方、2012 年よりスタートした昭和保育園の実

績（５月～９月）では、１日当たり平均 3.3 組となっており、現在、２か所合わせて１日当たり平均 10 組程度

の利用があることになる。 

○ 赤目保育所利用実績（2011 年７月～３月） 延べ 975 組（子ども 1,191 人、大人 1,011 人） 

平均 5.4 組／日 

○ 赤目保育所利用実績（2012 年４月～７月） 延べ 782 組（子ども 974 人、大人 791 人） 

平均 6.5 組／日 

○ 昭和保育園（2012 年５月～９月） 延べ 327 組（子ども 414 人、大人 328 人） 

平均 3.3 組／日 

 

２） 一時預かり事業 

一時預かりでの児童受入については、各保育所（園）が「こども支援センターかがやき」と連携して行っ

ている。児童の受入日数には制限があり、2012 年度は、保護者の就労形態・就学などにより家庭におけ

る保育が断続的に困難な場合は週３日以内、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の解消等私的な

理由やその他の事由により保育を必要とする場合は月 15 日以内と決められている。なお、この受入制限

については 2011 年度よりも大幅に緩和した。ただし、保護者の疾病、入院、災害、事故、出産、看護、介

護又は冠婚葬祭など、社会的にやむをえない事由により緊急・一時的に保育を必要とする場合には、日

数の制限はない。 
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○ 受入時間 平日８時 30 分～16 時 30 分、土曜は午前中のみ 

○ 保育料 ０～２歳児：１日 2,400 円（半日 1,400 円）、３～５歳児：１日 1,800 円（半日 1,000 円） 

背景・経緯 

名張市では、保護者の継続的勤務や、病気、冠婚葬祭、あるいは育児疲れといった場合における一

時的な保育需要の要望が高かった。こうしたニーズに対応するため、各園１日おおむね１、２名を限度とし

て一時預かり事業を開始した。 

成果・効果 

2011年度の利用者数は、延べ883人（実数101人）で、年々少しずつ増加している。また、地域的に、

市内中心部の保育所の利用が多いといった特徴がある。保育所に入らなくても、必要時に保育が受けら

れることについては、一定の評価を受けている。 

課題 

受入日数の制限や各保育所の受入人数により利用者の要望に応えきれない場合があること、複数の

児童を預ける場合に減免措置がないため保育料負担が大きくなる場合があることなどが課題である。 

 

３） 主任児童委員による乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

母子健康手帳発行時に「赤ちゃん訪問連絡票」にて訪問の同意を得た後、乳児家庭訪問を実施する。

訪問時には、子育て支援に関する情報を提供したり、育児に関する不安や悩みに耳を傾けたり、親子の

心身の状況や養育環境を把握したりする。また、必要に応じて、他の関係機関を紹介したり、継続的な家

庭訪問等のサービスを提供したりする。状況によっては、その前後に保健師が訪問したり、他機関に連絡

したりする。 

背景・経緯 

2008 年３月から、「地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ること」を目的に、主任児童

委員（16人）により、年間600人弱の乳児の訪問を行っている。「地域の中で、子どもの健やかに育成でき

る環境整備を図りたい」という行政の思いと「地区活動推進のために乳児のいる家庭を把握したい」という

主任児童委員の思いが一致し、事業開始に至った。 

成果・効果 

2008 年度の対象件数 660 人、訪問件数 642 人で、ハイリスク割合は 3.4％であった。さらに、2009 年

度の対象件数 542 人、訪問件数 508 人で、ハイリスク割合は 6.5％、2010 年度の対象件数 642 人、訪問

件数 632 人で、ハイリスク割合 12.1％、2011 年度の対象件数 622 人、訪問件数 562 人、ハイリスク割合

（上半期）8.1％であった。各年度の訪問達成率は、90％を超えている。ハイリスクと判断されるケースは、

年度によってばらつきがあることが判明した。 

課題 

事業開始当初は、訪問者数が多いなどの理由から主任児童委員と保健師が分担して訪問していた時

期もあったが、基本は主任児童委員が訪問することに一本化された。また、ハイリスク家庭への訪問はどう

するのか、予防接種や健康状態、発育に関する専門的な質問への対応はどうするかなどの事業実施に

伴って様々な課題に直面してきたが、本来の主任児童委員活動とハイリスク家庭こそ、地域の中で子育

てを見守る必要があるという考え方を大切にしつつ、保健師と検討を重ねながら事業を進めている。 

 

 

 



 103

４） 養育支援訪問事業、その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

家庭や保護者の状況把握の結果、妊娠期からの支援が必要と判断する妊婦に対しては、開業助産

師と保健師による同行訪問を行い、主任児童委員による「こんにちは赤ちゃん訪問」を重ね、更に、支援

が必要と判断する産婦、乳児に対し、家庭児童相談員等と連携して養育支援訪問を実施するなど、重層

的な対応を行っている。 

背景・経緯 

名張市では、妊娠届書に「妊婦さんアンケート」として、12 項目の聴き取り調査を実施し、母子健康手

帳発行教室でグループワーク、個人面談を実施して妊婦の状況把握に努めている。 

成果・効果 

上記のように様々な機会を捉えて対応が必要なケースの早期発見に努めるとともに、多職種、多機関

が、地域とともに重層的な支援を行い、支援のあり方を模索しながら実施している。 

○ 養育支援の実績 

年度 対象件数 延べ訪問件数

2009 104 223 

2010  97 346 

2011  74 251 

 

５） 名張市子ども発達支援センターの整備 

市における子どもの発達支援に係る拠点として、家族支援を中心とした相談援助、医療と連携した支

援、発達障害児を対象とした療育、福祉・保健・教育・医療の連携など、様々な機能を集積させた施設で

ある名張市子ども発達支援センターを、空き施設となっていた製薬会社の元研修所を改修、活用して

2013 年４月１日に開設する予定である。これにより、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達

障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など発達障害を中心とした特別な支援が必要な子どもたちに対

し、相談、医療、療育を総合的かつ継続的に提供できる体制を整備する。 

成果・効果 

センターの開設前から発達支援に関わる業務を既に実施しており、５歳児健康診査や小中学校の訪

問等の機会を捉えて、発達障害を抱えた子どもの早期発見・早期対応に努めている。 

課題 

子どものケアを行おうとしても、子どもの状況を保護者が受容できず、同意が得られない場合がある。 
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（20） 滋賀県湖南市 
湖南市は滋賀県南部に位置し、2004 年 10 月に甲賀郡石部町と甲西町が合併して誕生した。南端に

阿星山系を、北端に岩根山系を望み、市域中央の野洲川付近一帯には平地が開け、水と緑に囲まれた

自然環境に恵まれた地域である。古くは近江と伊勢を結ぶ伊勢参宮街道として栄え、江戸時代には石部

に東海道五十三次の 51 番目の宿場を中心とした街道の産業や文化が繁栄した。近年は、名神高速道

路の開通によって、栗東インターチェンジ、竜王インターチェンジを活用して県下有数の工業団地が立地

している。国道１号線と JR 草津線が市域を東西に走り、京阪神への通勤通学に便利な好立地でもあり、

ベッドタウンとして住宅地開発が進んでいる。 

人口（2013 年１月１日現在）    55,115 人（世帯数 21,983 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   3,024 人（人口比 5.5％） 

面積         70.49k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

昭和 50 年台には、年率４％程度の増加傾向にあった湖南市の人口は、平成に入ると１％台と微増傾

向を示すようになった。年齢構成別に人口推移をみると、15 歳未満の年少人口は、1980 年代の 25％前

後から減少を続け 2009 年には 15％に低下した。これに対し 65 歳以上の老年人口は、1980 年代の６％

前後から増加し、2000 年に 10％を突破して、2009 年には年少人口を上回り、将来的にも少子高齢化は

進行すると予想されている。世帯数は、1985 年に１万世帯を突破し、2010 年には２万世帯と四半世紀で

倍増しているが、１世帯当たりの平均世帯人員数は年々減少しており、核家族世帯が約６割を占めるよう

になっている。 

湖南市では、近年、社会情勢の急激な変化などにより、地域との関わりや人間関係が希薄になり、子

育ての不安や悩みを一人で抱える保護者が多くなっていることが課題である。県下有数の工業のまちとし

て栄え、比較的就業環境が充実していることから宅地開発も進み、転入者や外国人が多く居住している。

こうした活気と多様性を新旧住民の協働による子育て支援に活用することが望まれている。 

 

２） 基本理念 

子どもも大人も笑顔で健やかに成長し、子育てするなら湖南市と市民全員が自慢できるまちを築いて

いくことを願って、その基本理念として、「次代を担う子どもの育ちを支え合い、子育てが楽しくなるまち・

湖南～みんなで支える子育てへ～」を掲げている。 

 

３） 子育てに係る意識啓発事業 

市民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育て

に関する以下のような意識啓発事業を進めている。 

① 「子どもの権利条約」の普及・啓発 

子どもの権利条約に対する認識を深めるため、「子どもの権利条約」の趣旨の理解促進を図る啓発

活動を引き続き行い、子どもの権利が保障される地域づくりを図る。 
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② 少子化問題に関する意識啓発の推進 

市広報や各種講座、セミナー等を通じて少子化問題に対する市民の理解を深め、子育てを夫婦や

家庭だけの問題とせず、社会全体で支援する気運の醸成に努める。 

③ 民生委員児童委員活動への支援 

地域の身近な相談窓口である民生委員児童委員について引き続き啓発活動を行い、身近な地域

での子育て支援の中心的な役割を果たせるよう活動に対し支援する。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 多胎児家庭育児支援事業 

３歳未満の多胎児（双子以上）を養育する家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事や育児に関す

る精神的或いは身体的な負担を軽減する事業を行っている。市が市内の訪問介護事業所（ホームヘル

パーステーション等）に委託して実施している。 

○ 提供サービス内容 

① 家事援助 

食事の準備及び後片付け、住居清掃及び整理整頓、衣類の洗濯、生活必需品の市内買物、必

要な家事など 

② 育児援助 

食事及び授乳介助、おむつ交換支援、乳幼児の兄弟姉妹の育児・送迎、通院等の市内介助、

必要な育児など 

＊ 一世帯の一週間当たりの利用回数は５回まで、１回当たりのサービス利用時間は２時間を限度と

する。 

○ 予算額（2011 年度） 1,000 千円 

 

本事業以外にも、多様な視点から数多くの事業を 2011 年４月から開始している。 

事業名 内容 

多胎児家庭訪問事業

(周産期訪問) 

出産期に産婦人科病院と違携を図り、必要に応じた訪問指導を実施 

多胎児家庭訪問事業 

（３ヶ月訪問） 

新生児訪問と４ヶ月健診の間に訪問 

多胎児家庭訪問事業 

（６ヶ月訪問） 

４ヶ月健診と 10 ヶ月の間に訪問 

養育支援訪問事業 乳児家庭全戸訪問事業の結果を踏まえ、要支援家庭、多胎児家

庭、児童に対する虐待の恐れやそのリスクのある家庭の訪問 

湖南市多胎児サークル

「びーんず 23」 

子育て支援センター（石部保育園内、岩根保育園内）での多胎児家

庭の集い、悩みを一人で抱えず皆で分かち合う交流の場 

ピアサポート事業 「びーんず 23」に参加していない家庭へ多胎経験者が行うピア（仲

間）活動、妊娠中からサポート、サポーター養成講座も開催 

 

経緯・背景 

2010 年 10 月に発生した多胎児家庭での悲しい事故を健康福祉部では重く受け止め、翌 11 月には

再発防止と支援強化のための事業計画を協議した。2011 年１月に、ホームヘルパー派遣事業を開始し、

その後支援内容を拡大した。 
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成果・効果 

「制度があることで安心です」と事業利用者には大好評である。サービス利用時間も平日の午前９時か

ら午後６時までと利用しやすい。利用料金も、ヘルパーが通院介助時に必要な交通費以外は無料であ

る。 

また、多胎児サークル「びーんず 23」では、多胎児を持つ親ならではの喜びや悩み、生活での工夫を

話しあう場を設けている。経験談や便利グッズの紹介、参考になる話題も披露できて、親子クッキングや

様々なイベントも企画している。参加者からは、「双子と年子で、子育てに疲れてもびーんず 23 での会話

で前向きになった」「ストレス解消で楽しいです」「共感できることがたくさんある」「いろんな双子ちゃんに

会えて癒されます」などのメッセージも寄せられている。サークルで知り合った多胎児の親子が一緒にみ

つばち広場（園庭開放）へ出かけたりする例もあり、引きこもりの防止や育児ストレスの解消につながって

いる。 

さらに、ピアサポート事業では、「びーんず 23」に参加していない、或いは参加できない家庭や保護者

に対しても、実際に湖南市で多胎児を妊娠・出産・育児した先輩が、ピア（仲間）活動に取り組んで、育児

不安の解消に務めている。 

なお、この多胎児家庭育児支援事業を拡充し、さらに希望する乳児家庭にヘルパーを派遣する事業

を2012年４月から開始した。これは、育児負担感を感じやすい生後６ヶ月までの乳児を養育している家庭

に対し、申請に基づきヘルパーを派遣し、子どもを育てる養育環境を整え、良好な親子関係の中で育児

を行ってもらう、新しい取組である。この利用料金の１割（時間当たり 250 円）は利用者負担である。 

 

２） 助産師又は保健師によるこんにちは赤ちゃん訪問事業 

生後４ヶ月までの新生児がいる全ての家庭を、助産師又は保健師が全戸訪問する。子育てに関する

情報の提供、乳児とその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほかに、保護者のお話をうか

がい子育てに関する相談に応じて助言その他の援助を行う。 

経緯・背景 

2011年４月より、湖南全市の乳幼児の健康状態を把握するとともに、虐待や孤独化等のリスクを抱える

家庭を早期に発見し必要な支援につなげるために全戸訪問事業に取り組んでいる。 

成果・効果 

行政職ではなく、訪問するのが助産師又は保健師などの専門職であるのが本事業の特徴であり、乳

児や保護者の状況を把握すると同時に、支援が必要な家庭、多胎児の家庭、乳児・児童に対する虐待

やそのリスクを抱えている家庭を早期に発見し、必要な支援を差し伸べることができる。また、必要な子育

て情報を訪問全戸にもれなく提供することができる。 

課題 

家庭訪問にあたっては、個別のカルテと訪問記録を作成し、ハイリスクケースを客観的に判断し、場合

によってはアドバイスや指示を行っており、新人の訪問員にはかなりの作業負荷である。そのためのスキ

ルアップや人材育成が重要である。母子の健康状況や家庭情報などの共有、判断そのものを評価する

赤ちゃん訪問会議（赤ちゃん訪問後支援検討会議）での検討結果のフィードバックなどを効率的に行う仕

組づくりも課題である。 

ひきこもりなどの家庭養育上の問題を抱える家庭では訪問を拒否する例もあるので、こうした保護者の

心の悩みに対しても相談を受ける取組も課題と考えられる。なお、支援を必要とする家庭やリスクを抱え

た家庭には、家庭児童相談所等の関係機関とも連携しながら「養育支援訪問事業」を実施している。 
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なお、行政の関与を嫌がる家庭でも、地域の民生委員なら抵抗なく訪問したり、ごく自然に育児状況

を見守ることができるが、湖南市では、こんにちは赤ちゃん訪問事業を所管する健康政策課と民生委員

を所管する社会福祉課が同じ健康福祉部内の隣り合うセクションなので、必要な情報を共有し、互いに協

力し合うことが可能である。 

 

３） 妊婦一般健康診査 

湖南市では、健康な赤ちゃんを産み育てるために、市内に住民票を有し母子健康手帳の交付を受け

ている妊婦を対象に、妊婦一般健康診査に取り組んでいる。妊娠届出書の提出と保健師の面接後に、

母子健康手帳と同別冊が配布される。 

この母子健康手帳別冊には、計 24 枚の妊婦健康診査受診券が貼附されている。その内訳は、次の２

種類の健診・検査用の受診券から構成されている。 

① 妊婦健診基本健診 

14 回分の問診及び診察、検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査、体重、身長)並び

に保健指導を受けることができる。 

○ 湖南市助成額 26,040 円（１回 1,860 円） 

* 1 回当たりの基本健診の健診料が公費負担額に満たないときは、当該健診料を公費負担額とす

る。 

② 妊婦健診医学的検査 

超音波検査①～④、血液検査(妊娠初期、妊娠中期、妊娠後期)、子宮がん検診、B 群溶血性レン

サ球菌、クラミジアの検査などを受けることができる。 

○ 公費負担額 48,360 円  

* 各検査の健診料が公費負担額に満たないときは、当該健診料を公費負担額とする。 

成果・効果 

当番制で常勤の保健師が必ず面接する制度であるため、面談記録を取って情報を共有し、必要に応

じて関係諸機関への報告や相談も可能である。 

ハイリスクの有無の判断も速やかで、医学的或いは社会的要因を早期に確認し、早期発見を心がけ

ている。医療機関や家庭相談室との連携体制も確立しており、事故発生に際しても、早期対応と早期支

援が可能である。 

課題 

母子保健の観点から、必要な保健指導を早期に行うことが求められている。そのためには、まず妊婦

一般健康診査への参加を促進することが課題である。また、妊婦健診の結果、必要と判断された場合に、

医療機関による保健指導が十分に行われるように配慮することが重要であり、必要に応じて訪問指導や

事後指導の徹底を図ることが課題である。 


