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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 

【長野県 安曇野市】 
 

担当部署：福祉部 

子ども支援課 

児童係 

連絡先：0263-71-2265 

 

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１５名（任期：２年、平成 26 年６月より） 
 学識経験のある者 1 名、 

法第６条第２項に規定する保護者２名（小・中学校 PTA の代表１名、保育所保護者会の代
表１名） 
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者３名（主任児童委員、社協、校長会各 1 名） 
事業主及び労働者を代表する者２名（市商工会女性部選出、労働組合選出） 
公立・私立保育所を代表する者２名（１８公立保育所の所長会代表、私立保育所１園の園
長） 
公立・私立幼稚園を代表する者２名（市内各１園あり） 
認可外保育施設を代表する者１名（NPO 法人「響育の山里 くじら雲」代表） 
公募による者２名 

・広報紙及び HP で委員公募をおこなった。 
公募委員申込書及び「安曇野市の子ども・子育てについて」をテーマに８００字以内の小論文を提
出してもらった。応募者は４名。庁内関係者にて選考会を実施し、２名を選出した。 
＜公募委員２名の内訳＞ 
①I ターンされた一級建築士の方。保育所や小学校の PTA 役員経験もあるほか、他府県で保育
所や幼稚園の設計等に携わってこられたこともあり、環境面など多角的な視野で会議に関わって
いただけるのでは。 

②児童養護施設、児童館、野外保育など、子どもの教育・保育現場で関わってこられた方。 
 現場でのノウハウ、そこから感じて来られた安曇野市について、また、豊かな自然を生かした安曇野
市での子育てについて、様々な提案がいただけるのでは。 

 

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 

・３回 
・各種事業の進捗状況＋委員からの要望があるテーマについて 
（昨年度は部会を設置しなかった。） 

 

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 

・委員宛てに事前に資料送付し、分からないことが無いように、事務局から会議前・会議後に委員に
確認した。公募の委員からも積極的に質問があった。 

・会長との事前の勉強会を実施し、施策の内容を確認した。また、会議でどのように委員の意見を引
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き出すことができるか、会議の進め方等についても検討した。 
・新制度における国や県からの情報が少なく、状況把握と同時進行で会議開催という厳しい状況であ
ったが、できるだけ分からないことが無いように、事務局から会議前・会議後に委員に確認した。会議
の後半になると公募委員からもだいぶ積極的に質問があがるようになった。 

④本会議を運営するに当たっての課題について 

・形式だけの会議にならないよう、各委員の専門知識を会議内においてどのように引き出していけるか。 
 

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 

○ニーズの調査内容 
・０～５歳までのお子さんのいる保護者２０００名を無作為抽出しアンケート調査 
・送付方法は郵送または保育所経由 
・回答は返信用封筒で回収 

（独自質問は入れなかった） 

 

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 

・特になし。 

 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・６歳以降のニーズも把握する必要がある 
・自然保育等の地域独自の質問も入れるべきであった。 

 

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 

※自治体内の各種計画(基本計画、次世代育成計画等との関連性など) 
子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、本市
の子ども・子 育て支 援に関わる基 本 的 方向 や事 業の概 要を明らかにし、子どもや子 育て支 援対 策の
総合的かつ計画的な推進を図る 
 なお、本計画の策定に当たっては上位計画となる「第 1 次安曇野市総合計画」をはじめ、教育・福
祉やまちづくり等の各種関連計画との整合性を保つとともに、ニーズ調査や子ども・子育て会議をはじめ、
広くご意見をお聞きして策定をおこなった。 
また、これまでの「次世代育成支援行動計画」に基づく取組も踏まえつつ計画策定をおこなった。 

 

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 

・合併後旧庁舎に分散立地していたが、平成 27 年５月より新庁舎への移転により集約された。基本
的な部局はすべて本庁舎にあり、ワンストップ的な対応はだいぶ可能になってきた。 

・また、教 育 ・福 祉 部 門 の連 携がとりやすくなった。母 子 保 健の機 能 も分 散 していたが、６月 移 行は穂
高に「健康支援センター」として集約された。一方、以前まで常駐していた地域の保健センターには保
健師がいなくなったため、地域住民が健康や相談について迅速な対応ができるかどうかは若干懸念。 

・児童について教育と福祉の連携を目的に、週１回「教育・福祉担当者会」を開いている。 
構成：教育委員会関係→教育指導室の不登校担当職員・不登校支援コーディネーター職員・特

別支援教育コーディネーター担当教諭・特別支援学校の教育相談担当教諭 
福祉関係→福祉課子ども発達支援相談室担当保健師、児童係児童虐待担当職員 
学齢期の子どもが主だが、相談漏れや方針の齟齬が無いようにしている。 
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・教委から福祉に異動があるなど人事的な配慮もされている。 
 

③計画や事業等の広報や周知方法について 

※講習会、説明会・勉強会、シンポジウムの開催、ＨＰでの説明、独自のパンフレット作成、ＳＮＳの
利用、子育て支援機関・団体などの子育て支援ネットワーク等との連携を含む 
・市ホームページでの説明、進捗状況の報告 
・出前講座での講演（予定） 
（説明会は実施せず。待機児童も発生していないので、大きな関心は無かった。） 
・中学生議会で、子ども・子育て新制度について話題が出た。 

 

④事業計画における課題について 

・病児・病後児保育は平成 28 年度からスタートする。 
まだ確定していないが、公立保育所１園に病児・病後児保育の棟を設け、看護師を派遣する予定で
現在準備中。また、安曇野赤十字病院へ協力要請し、次年度から児童受入が可能となったが、詳
細について今後も細かく打ち合わせしていく必要がある。 

 

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・小の接続への取組や教育の質の保障についての考え方

や取組方針について） 

・教育・保育の提供 体 制としては、教育 認定 子 どもに対応する施設が不 足していることから、公立保
育所を平成 29 年度を目標に認定こども園化して教育の場の確保及び質の向上を図る計画をして
いる。また、認定こども園の普及を促進するため、民間の認定こども園整備事業に補助金を交付し、
28 年度に 1 園の新規開設を目指している。 

・保育認定子どもについては、３号認定の定員枠が不足してきていることから改築計画に併せて３号
認定の定員枠の拡充を順次進めている。 

・近年では昔に比べきめ細かな保育が求められている。今後、子どもの数が減少することがあれば、子ど
もにかけてあげたい時間的余裕は生まれるのでは。 

・現状でも、安曇野市では正規職員に対して臨時職員の割合が多い。また、学校でも市費の加配の
職員がかなり多い。 

 

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。 

・発達に課題のあるお子さんについては、一昨年から庁内で検討会（安曇野市の支援の必要な子ど
も支援連絡会）をもち、０歳から１８歳まで一貫した情報共有ができるよう審議中。 

・新庁舎の建設や組織改編があり、各支所にあった保健センターが１箇所に集約されたので、情報共
有などが進むと考えられる。 

・情報の一元化については、現段階では、お子さんへの発達に課題のあるお子さんを主として進めてい
る。 

・保育所では保育要録があるが、引継ぎがされていないことがある。小学校の先生が、保育要録がある
ことを知らないケースが見られ、そうしたものがあることを周知するようにしている。 

 

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。 

・条例：安曇野市子ども・子育て会議条例のみ 
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・総合計画では位置づけがある。 

 

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） 

・利用者支援事業は子育て拠点の長（児童館、保育所、保健センター）が行っており、統括するコ
ンシェルジュ配置はおこなっていない。 

 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）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） 

○子育て応援手当支給事業 
第２子以降の児童を、家庭において保育を行っている子育て中の世帯に対し手当を支給すること
により、経 済 的 支 援 を行 うとともに、多 くの世 帯 に第 ２子 以 降 の出 産 を促 し、少 子 化 の解 消 を目
的とする。 

・対象児童：市内に住所を有する小学校就学前児童で、同一の保護者等に養育されている 18
歳未満の児童を第１子とした第２子以降のうち、幼稚園・保育所、その他の児童福祉施設等に
入園（所）していない児童 

・手 当 額：月額 ３，０００円 
・支給方法：保護者からの申請に基づき支給（年２回を予定） 

 
・「放課後学習室」 

小学校高学年児童を対象に学習への不安の軽減や、学習意欲・理解の向上を図ることを目的と
して、市内の全小学校（10 校）にて、毎週水曜日の放課後、指導員（32 名、教員 OB 等を中
心とする）による学習支援を実施している。登録児童数は平成 26 年度 144 名、平成 27 年度
158 名。 

 

⑥子育て支援の具体的な内容に関する課題について 

・養育支 援 訪問 事 業の実施：保 健 師の巡 回・支援は実施 しているが、ヘルパー派 遣等は現在 未実
施。ニーズの有無や予算化など含め今年度中に計画が必要。 

・ファミリーサポート事業はあるが、ケースによってはそれでは足りないケースもある。また、600 円／時かかる
ので経済的に厳しい保護者は利用しづらい。 

・個別支援・指導が必要な子が年々増加してきており、人的サポートやその対応などが課題。 
 

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） 

・子ども・子育て会議による審議。 

 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

・確保量については子育て会議の中で検証して行きますが、もともと余裕のある設定をしているため十分
クリアできる数値となっています。 
・質的な向上については、それぞれの事業の所管課でアンケート等により検証し、会議の中で検討して
行きます。 
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③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・子ども・子育て会議による審議 
・個別事業について市の行政評価対象事業としているものはあるが、計画全体を評価対象とはしていな
い。 

・それぞれの事 業の所 管 課において、利 用 者数 、アンケート等 による満 足 度、実 施 率 などを設定 し、毎
年評価しています。 

 

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） 

・現在検証中。 
 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・現在検証中。 
 

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 

・新たな政策を次から次へと打ちだしても、その政策自体が見切り発車であるため、実務にあたる職員
が内容把握できていない。 

・県からのアドバイス（県としての見解）がほとんどなく、すべて国からの情報にお任せ状態になってしまっ
ていたように感じる。 

 

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 

・他の近隣市町村とどのような検証を行っているか意見交換会を持つことは大切。 
・社協以外に子ども・子育てに関するサークル等の団体そのものが少なく、連携もない。 

 

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、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 

 

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 

・多様な方が委員として参加されているので、分かりやすい言葉で伝えるように心がけ、伝わっているのか
どうかを必ず確認した。 

・この部 分ならば委 員 に発 言 していただけるのではないかという部 分 、現 場 からの声 を聞 いていただいた
方が良いと考えられる部分では、議論の中で委員の発言を促した。委員が説明を聞くだけの場にしな
いように注意した。 

・委員が制 度の内容などについて詳しく理解するような時間的余裕が無かった。部会をつくろうかという
話もでたが、そこまで今年度については時間的余裕がもてなかった。 

 

③国への提言、あるいは期待すること 

・特になし。 

 

＊自然保育について 

・認可外保育所で実施しており、公立保育所では行っていない。 
・委員（くじら雲）には実施している方が入っている。事業・制度だけではなく、保育のあり方までここで



 

6 
 

審議できないのかという意見はあった。 
・公立の保育所と認可外の方が話し合う場は、これまで一緒に議論する場がなかった。 
・認可外保育所で、自由にやってきた子どもは、小学校でなじみにくい。先生によっては、野山を駆け回る
のは良いが、集団のルールなどをなぜ教えないのかという方もいる。しかし、自然保育をされている方からは、
小学校に入るための準備よりも、自然中で心を開放しておかないと将来問題が出てくると主張される。
やり方の違いがあるのに、話し合う場がない。少しずつでも調整をする必要がある。県レベルでは自然保
育への取組があるが、市区町村レベルではまだ。
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名：長野県 
市区町村名：安曇野市 

ご記入者部署：福祉部 子ども支援課 児童係 
ご記入者名： 

① 人口（2015 年５月１日 or４月
末） 

９８，３８２ 人 

② 面積 ３３１．７８ ㎢ 
③ 未就学児童数        ０ 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：663 人 平成 26 年：715 人 

⑤ 合計特殊出生率 平成 25 年：       平成 26 年： 

（毎年の統計はとっておりません） 

参考：（平成 20 年～平成 24 年）ベイズ推定値 1.44  

⑥ 人口流出入数 平成 25 年：流入(転入)3,325 人 流出(転出) 3,286 人 

平成 26 年：流入(転入)3,259 人 流出(転出) 3,339 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 18 園、私立 1 園 

認定こども園：計 0 園（公立 0 園、私立 0 園） 

(幼保連携型  園、幼稚園型  園、保育所型  園、 

地方裁量型  園) 

幼稚園：公立 1 園、私立 1 園 

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 

本市の最上位計画である、「第1次安曇野市総合計画」で

は、「北アルプスに育まれ、共に響き合う田園産業都市 安

曇野」を将来都市像としています。 

なお、本計画における子ども・子育ての位置づけについ

ては、「穏やかに暮らせるまちの形成～安心を支えるまち」

の項目における「１．子育て支援の充実」として①出産・

育児に対する支援の推進②保育施策の充実③児童福祉サー

ビスの充実④相談事業の充実などの施策を進めています。 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：39,238,939 円 

平成 27 年度：96,342,136 円 

＊ともに、保育園・幼稚園の施設運営費・人件費等は除く 

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：1 件 

（組織名称）「安曇野市子ども・子育て会議」 

－※庁内横断組織をもつ場合は、参画する部署名： 

 ・教育部学校教育課 

 ・教育部生涯学習課 

 ・保健医療部健康推進課 

地方版子ども・子育て会議運営の予算額： 

平成 26 年度  168,000 円 

          平成 27 年度 126,000 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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