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（１） 北海道千歳市 
千歳市は、北海道の道央圏のほぼ中央に位置し、市域は東西に細長く西高東低の地形で、札幌市

や苫小牧市など４市４町に隣接している。四季折々に変化する国立公園支笏湖や清流千歳川を始めと

する豊かな自然環境に恵まれている。また、空港と鉄道、高速自動車道が密接に結びつき、生産・流通

拠点として飛躍する絶好のロケーションにある。 

人口（2012 年 12 月 31 日現在）   94,916 人（世帯数 45,623 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年 12 月 31 日現在）  5,587 人（人口比 5.9％） 

面積        595.0k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

千歳市は道内でも数少ない人口が増加している都市であり、2011年には人口が道内第10位となった。

人口増加数は、札幌市、音更町に次ぐ第３位で、最近５年の人口増加率は恵庭市に次いで道内市部第

２位の2.4％である。また、人口に占める就学前児童の割合は約６％であり、2010年の合計特殊出生率は

道内35市で最も高い1.51である。年齢別人口比率については全国水準・北海道水準に比べて男性・女

性ともに 30 歳代までの人口比率が高く、「北海道で一番若いまち」（平均年齢 41.3 歳）である。認可保育

所と幼稚園への通所・通園割合は３歳児で 64.7％、５歳児では 96.8％であり、待機児童数はゼロである。

市内 10 か所の幼稚園（すべて私立）の存在と各種子育て支援施策の展開により、保育に係る需給バラン

スが取れた状況にある。一方で、２か所の公立保育所の民営化に伴い、保育従事者の平均経験年数が

全施設平均で９年と低下しており、ベテランが育たないことや人材の確保と育成が必要であることが課題

でもある。 

 

２） 基本理念 

千歳市子育て支援計画（後期計画）に基づき、基本理念として次の３つを掲げている。 

① すべての子どもが健やかに安心して育つまち 

② すべての家庭が安心して子育てをできるまち 

③ 地域全体で子育てを支えるまち 

 

３） 庁内組織の体制 

子育てに関する事務事業を一元的に把握し、部署間の連携を強化するために、保健福祉部内に、

2012 年４月１日に子育て支援室を設置した。子育て支援室は、子育て推進課（子育て支援係、児童相談

係、子育て計画係)、保育課（保育係、児童館係)、子育て総合支援センター（こどもセンター係）、こども療

育課（療育係、発達相談係)で構成されている。 

 

４） 委員会・審議会等 

社会福祉を取りまく様々な環境の変化に対応した保健福祉の推進にあたり、総合的に調査･研究する

ための機関として、千歳市保健福祉調査研究委員会を設置している。委員会メンバーは、医師会、歯科

医師会、社会福祉協議会、民生委員児童委員連絡協議会、社会福祉協議会ボランティア部会、老人クラ

ブ連合会、身体障害者福祉協会、育成会、母子会、女性団体協議会、町内会連合会、赤十字奉仕団、
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社会教育委員、商工会議所、連合北海道石狩地域協議会、私立幼稚園連合会、私立保育所連合会、

その他市民活動団体のそれぞれの代表者と公募委員（２人）の計 20 人で構成されている。 

 

５） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

(仮称）千歳市子ども･子育て会議を 2013 年度の早い段階に設置予定である。構成メンバーは、教育･

保育施設関係者、子育て支援事業関係者、公募による市民等とし、具体的内容に関しては未定であるが、

2013 年度は構成員 20 人以内、会議開催年３回程度を予定している。 

 

６） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

「保育所アクションプログラム」により千歳市保育士職研修を実施している。これは、認可保育所､認可

外保育施設、幼稚園を含む保育及び幼児教育従事者に対する質向上のための全体研修を市の主催で

行うものである。年２回、参加者数は約 300 人程度の規模で実施している。このプログラムにより、障がい

児の受入れや要保護児童対応などについて共通認識を深めることができる。また、児童福祉法における

家庭的保育事業の法制化に伴い、2009 年度から家庭的保育事業の基礎研修･現任研修を実施している。

従来まで認可外保育施設であった市内４か所の家庭保育室の従事者に対する質の向上につながってい

るが、家庭的保育補助者の急な退職に伴う新任職員への基礎研修を緊急実施する体制づくりが課題と

なっている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 千歳市子育て総合支援センター「ちとせっこセンター」 

千歳市子育て総合支援センター「ちとせっこセンター」は、末広保育所（定員 120 人）、ちとせっここど

もセンター（地域子育て支援センター）、ちとせっこ学童クラブ（小学１～３年生対象）、ちとせっこ児童館

（０～18 歳の児童対象）、つどいの広場からなる複合施設である。 

ちとせっこセンター整備の目的を以下に挙げる。 

① 保育所整備による保育サービスの充実 

② 児童館及び学童クラブの整備による児童の健全育成事業の充実 

③ 地域子育て支援センター機能の充実 

④ 子育て支援情報の一元管理による情報機能の充実 

⑤ 拠点施設としてのコーディネート機能構築による子育て環境の充実 

また、2008 年のちとせっこセンター開設を機に、同年８月に「ちとせ子育て支援ネットワーク会議」を同

センターに設置し、子育て関係機関・団体に参加を呼びかけ、情報の共有や研修会を実施し、相互連携

の強化を目指している。今後は、市内の子育てサークルや子育て支援団体との連携を更に強化し、子育

て当事者の意見を直接把握する機会としても活用していきたいと考えている。 

経緯・背景 

乳幼児（０歳～就学前）を持つ親とその子どもが気軽に利用し交流や育児相談ができる場、子育て情

報の提供の場として支援拠点の整備が市民から要望された。具体的な拠点施設として千歳市子育て総

合支援センター「ちとせっこセンター」が 2008 年４月にオープンした。 
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成果・効果 

子育てに関する不安や悩みを解消するため子育て中の人の仲間づくりや相談のできる場として活用

されており、毎日たくさんの親子が訪れている。2011 年度の利用人数は 33,990 人、親子組数は 14,974

組で１日平均利用人数は 115 人であった。登録世帯数は、市内 3,169 世帯、市外 156 世帯の計 3,325

世帯である。 

 

２） 市内の子育て支援団体「link～つなぐ」による「つどいの広場」の運営 

前掲のちとせっこセンターでは、市民協働による「つどいの広場」事業を実施している。市内の子育て

支援団体「link～つなぐ」が運営し、ちとせっここどもセンターとも連携しながら、親子の交流やつどいの場

の提供、子育て相談を実施しているほか、月一回は手作り遊具作りを行う親子教室を開催している。 

市は適宜運営に関するアドバイス等を行い、活動を支援している。 

○ ちとせっこセンターでのつどいの広場運営経費（2012 年度） 

4,393 千円（事業補助費 4,246 千円、通信運搬費及び手数料などの役務費 147 千円） 

経緯・背景 

市では、市民協働を着実に進めるため、2007 年４月に「みんなで進める千歳のまちづくり条例」を制定

しており、同条例に基づき、市と市民活動団体「link～つなぐ」が対等なパートナーシップを構築して、子

育て中の親とその子のためにつどいの広場を開設し、子育て支援を行っている。 

成果・効果 

子育ての経験や関心のある人で構成される市民活動団体が運営することで、実際の経験に基づいた

相談や情報提供ができ、また、利用者間の橋渡し役となるなどきめ細かなサービスを提供している。 

利用者は毎年増加しており、毎月実施している親子教室は年間 100 組を超える参加者となっている。 

課題 

今後は、ちとせっここどもセンターや関連機関との連携をさらに深め、より一層の利用者満足度の向上

に努めることが課題である。 

 

３） 乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業 

毎年の基準日（４月１日）又は副基準日（10 月１日）に市内に住所がある３歳未満の乳幼児を養育して

いる世帯に対し、紙おむつ処理用のごみ袋（もやせるごみ用袋 20 リットル）を個別配送により支給してい

る。基準日に対象乳幼児一人につきごみ袋 100 枚、副基準日には４月２日以降に出生又は転入した乳

幼児一人につきごみ袋 50 枚としている。 

また、その際に子育てに関するパンフレットを同封し、子育てに関する情報も提供している。 

経緯・背景 

少子化傾向が続く中で、子どもを安心して生み、育てる喜びを感じる子育て環境を充実させていくこと

が求められており、特に、子育て世帯のうち、乳幼児を育てる世帯は若年層が中心であり、2006 年５月の

ごみの有料化後、紙おむつ使用のためのごみ袋購入が経済的に負担となったことから、子育て支援の一

環として、2007 年 10 月から市独自で乳幼児を育てる世帯を対象に有料ごみ袋の支給を行うこととした。 

成果・効果 

有料ごみ袋の購入費用の負担が減り、また、子育てに関するパンフレットを同封して全戸に配付する

ことで乳幼児を養育中の全世帯へ子育てに関する情報を提供することができる。2012 年の基準日（４月１

日）の実績は、対象世帯数 2,528 世帯に対して受領世帯数は 2,527 世帯とほぼ全世帯で受け取ってもら
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っている。なお、この基準日以外に副基準日（10 月１日）を設けているが、同じく 2012 年の実績（11 月 30

日現在）では、対象世帯数 546 世帯に対して受領世帯数 529 世帯（受領率 96.89％）となっており、未受

領世帯分は、次回事業実施基準日（４月１日）前日まで子育て推進課で保管し、希望者には適時窓口で

配付している。 

課題 

この事業は、年２回の基準日を設けて該当世帯に個別配送しており、出生・転入時期により、受取開

始までの期間に差が生じるが、配送回数を増やすことは、事業コスト等の増大を伴うため対応が困難であ

る。 

 

４） こども発達相談室（千歳市こども通園センター） 

０歳から５歳までの障がいやつまずきのある子どもを対象に、保健師からの紹介や保護者の申込みに

より相談を受けて、専門的な助言や対応を行う。支援内容は、グループ遊び・個別遊びを通じての子育て

支援、乳幼児健診での発達相談（１歳６か月児健診、３歳児健診、５歳児相談）、市内外の関係施設及び

医療機関紹介、就学時期の相談、支援業務の引継ぎなどである。 

○ 利用実績 相談人数 550 人、相談件数 延べ 1,831 件（2011 年度） 

（個別相談 322 人、グループ遊び 38 人、個別遊び 73 人 

幼稚園・保育所・学校での相談 62 人、電話他 217 人、乳幼児健診での相談 80 人） 

相談人数 439 人、相談件数 延べ 963 件（2012 年度 12 月まで） 

（個別相談 188 人、グループ遊び 29 人、個別遊び 45 人 

幼稚園・保育所・学校での相談 34 人、電話他 176 人、乳幼児健診での相談 102 人） 

経緯・背景 

1975 年頃に、大学で発達心理学を習得した専門職員が配置され、家庭児童相談室での障がい児相

談を開始し、療育の原型が確立され、1983 年には心身障害児通園施設が開設され、後に千歳市こども

通園センターへ改組された。 

成果・効果 

① 早期発見・早期支援の理念が築かれた。 

② 乳幼児健診や育児相談を発達相談の場として位置づけたことで、子どもの障がいやつまずきに関す

る課題を早期に把握できる。また、支援内容に遊びの要素を取り入れることで、子どもにも馴染みやすく

している。 

③ 遊びを通じての支援を行った子どもの１割近くは、通園サービスを継続利用しているが、こども通園セ

ンター職員と保護者との信頼関係を早い時期から築くことができる。保護者からは「相談したことで子育

てでの安心感が芽生えた」という声が寄せられている。 

④ 相談継続児毎に支援内容をまとめた個別ファイルを作成することで、就学や市外転出の際の資料と

して活用されるようになった。 
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（２） 青森県鰺ヶ沢町 
鰺ヶ沢町は日本海に面し、およそ東西 22km、南北 40km に及び総面積は 342.99ｋ㎡と県内で８番目

の広さとなっている。南は世界自然遺産の白神山地を有し秋田県に隣接している。町土のおよそ８割が

山林で占められ、約 20,000ha の国有林を配し、豊かな自然を象徴している。1889 年の市町村制施行に

伴い鰺ヶ沢町となり、以来津軽西部の政治、経済の中心地として歩み続けている。現在の鰺ヶ沢町は、

1955 年に鰺ヶ沢町、赤石村、中村、鳴沢村、舞戸村の１町４ヵ村が合併して誕生した。 

鰺ヶ沢町は、ブナ原生林の生い茂る世界自然遺産｢白神山地｣をはじめ、多くの誇れる自然の恵みを

享受している。一方、現在、町は厳しい財政状況にあり、少子高齢、過疎化、地域経済の低迷と多くの問

題に直面し、徹底した行財政改革を推し進めているところである。1999 年度より住民との｢協働｣を大きな

スローガンとして掲げ、町内の各地区や町内会では、山、川、海、そして、歴史や文化など多くの地域資

源を活かした地域の再生に積極的に取り組んでいる。 

人口（2012 年 12 月 31 日現在）   11,577 人（世帯数 4,713 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年 12 月 31 日現在）   347 人（人口比 3.0％） 

面積        342.99k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

鰺ヶ沢町の総人口は1955年の町村合併時には23,026人だったが、それ以降は一貫して減少の傾向

をたどり、2008 に年は 12,746 人まで減少している。また、世帯構成人数は 1955 年合併時期には 5.36 人

だったが、2008 年には 2.65 人と半減し、核家族化が進んでいる。 

15歳未満の年少人口及び15歳から64歳までの生産年齢人口の割合は年々減少する一方、65歳以

上の老年人口は増加している。 

年間の出生数は、2010 年は 74 人であったのが、2011 年には 46 人に減り、2012 年は 51 人と増加し

た。０～５歳の児童数は、2011 年３月 31 日時点で 357 人であったのが、2013 年１月現在で 347 人と、10

人減少している（2.8％減）。 

鰺ヶ沢町では、少子高齢化が進む中、少子化に歯止めをかけるために、安心して産み育てられる環

境づくりを行うことが最大の課題であり、町としてできるかぎりの施策を実施していくとしている。 

 

２） 基本理念 

次世代育成支援対策行動計画の後期計画として、2010 年に「子育ては地域育て～つながろう みん

なの力！ どの子もみんな 地域の子～」を基本理念に計画を策定した。また、この理念を踏まえ、次の２

つを基本指針として挙げている。 

Ⅰ．こころもからだも ぐんぐん育つ ぐんぐん伸びる 

～安心して子育てできることが、親子や地域をもぐんぐん成長させる町をつくっていく。 

Ⅱ．みんなにやさしい環境づくり 

～子どもと子育て家庭にやさしい環境が、みんなにやさしい町をつくっていく。 
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さらに、具体的な方針としては、ライフサイクルに沿った次の７つの柱を挙げている。 

① 母性・乳幼児期等の健康の確保・増進 

② 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

③ 地域における子育ての支援 

④ 要保護児童への取組の推進 

⑤ 子育てを支援する生活環境の整備 

⑥ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

⑦ 子ども等の安全の確保 

 

３） 庁内組織の体制 

子育て支援は、鰺ヶ沢町で、福祉衛生課が担当している。その福祉衛生課の下に、子ども家庭班、鰺

ヶ沢町母子支援センター、福祉班、生活衛生班、保育所が置かれている。 

また、助産師の資格を有する職員が中心となって、母子支援センターをつくり、子育て支援に力を入

れている。 

 

４） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

子育て支援ヘルパー養成講座を受講した地域住民に母子支援ヘルパーとして登録してもらい、手助

けが必要な家庭をヘルパーとして支援する。当初 20 人の登録があったが、その後、正規の仕事に就くな

どして数人が退会し、2013 年２月現在の登録者は 17 人となっている。ヘルパーの確保が難しく、人材育

成が課題となっている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

鰺ヶ沢町母子支援センター 

2003 年に町立病院から産科がなくなり、町の少子化も進む中で、地域の妊婦や母親、またその家族

が安心して出産や子育てができるよう、対象者に密着した支援をサポートするために 2009 年５月に設置

された。 

鰺ヶ沢町母子支援センターでは、町で安心して産み育てられる環境を整備し、母子支援ヘルパーの

協力のもと、きめ細かなサービスを提供している。また、助産師を配置し、特に産後の手当を重視した、母

乳育児のほか、母親のリフレッシュなどのために子どもの一時預かりなどにも力を入れている。 

① 産前産後ケア事業  

助産師が常駐する支援センターであることから、特に産前産後の母体ケアに力を入れており、妊娠中

から妊婦を見守り、お産への恐怖や不安の解消なども行う。また、出産時には出産場所まで付き添って行

くこともある。産後は母乳育児や発育観察などに力をいれ、乳房ケアなどの母乳保育支援や沐浴実技指

導を行う。また、産後うつの相談など、手厚いケアを実施している。生後４ヶ月までに訪問する「こんにちは

赤ちゃん事業」もセンターで担当する。 

② ママサポート事業 

育児と仕事の両立の面だけでなく、育児中の母親のリフレッシュなどを目的とした「一時預かり保育」も

重要と考え、有料ではあるがセンターで実施している。妊娠中から見守る体制であるため、安心でスムー

ズなサポートを提供している。さらに、「病後回復期保育（乳幼児・学童児）」や「出産後の家事援助」など
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の幅広いサポートも行っている。 

③ その他の事業 

センターでは、他に「乳児紙おむつ支給」「チャイルドシート等ベビー用品リユース（無償による再利

用）」「放課後ルーム（学童保育）」「性教育教室」などを実施している。 

経緯と背景 

2003 年に町立病院から産科がなくなり、鰺ヶ沢町では少子化に対する危機感が非常に高まった。そこ

で 2004 年に当時の保健福祉課内に少子対策班を設置、病院から助産師の資格をもつ者がその部署に

配置替えとなった。少子対策班では助産師がいるからこそできる支援等を検討し、2009 年に少子対策班

から独立するかたちで鰺ヶ沢町母子支援センターの設立に至った。 

成果・効果 

2013 年２月現在、産前産後ケア事業では妊婦訪問 52 人と町内出生児のすべてをカバーし、母乳保

育支援も 45 人が支援を受けている。ママサポート事業では、一時預かり保育を 15 人が延べ 104 回利用

し、リピート利用が多い状況となっている。 

町内在住に限らず里帰り出産の場合も対象者としており、特に、産前産後の母乳育児ケアについて

は、訪問・ケア・相談などきめ細かであることから、「対象者のニーズに合わせたサービスが受けられる」と

利用者からは高い評価を得ている。 

また、妊娠 37 週期の妊婦訪問を追加し、母乳保育の確立をめざしている。母乳育児率は全国平均の

40％より高く、生後１ヶ月の完全母乳率は 70％である。 

さらに、母子支援センター事業の周知を目的として、あじがさわ広報誌にセンター利用者からいただ

いたお手紙を「利用者の声」として掲載したところ、認知が高まり利用者が増えた。助産師が産前産後ケ

アを行っているため、母子に対する専門的な支援ができる。 

課題 

母子支援ヘルパーの人材確保が課題となっている。出生数が少ない分、母子への支援を手厚く行い、

子育て支援で魅力のある町を実現したい。結果的に若い人たちが町に戻ってくれることを目指す。 

また、医療費の無料化が実現できず、また病院が少ないなどのことから医療の面での不安などの課題

は多いが、産科がなくても助産師だけでできる支援を手厚く行い、支援ボランティアを養成するなど、でき

ることから町では始めている。 
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（３） 岩手県遠野市 

遠野市は、岩手県の東南部に位置し、遠野三山と呼ばれる早池峰山、六角牛山、石上山に囲まれた

盆地である。古くから内陸と沿岸との物資交流地の役割を果たし、現在も内陸部の花巻・北上市と、三陸

沿岸の宮古・釜石・陸前高田・大船渡市などの都市を結ぶ広域都市中継拠点である。グリーンツーリズム

の取組も早くから盛んに行われ、地域資源を生かした「遠野ツーリズム」として、都市と農村の交流人口拡

大への取組を進めている。日本民俗学の祖、柳田国男の、『遠野物語』をはじめ、人々のくらしの中で生

まれ受け継がれてきた、民話・昔話、しし踊りや神楽などの郷土芸能などが知られている。2005年10月に

宮守村と合併し、豊かな自然に代表される地域資源と文化資源を融合させた産業振興を進めている。 

人口（2012年3月31日現在）    29,746人（世帯数 10,705世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012年３月31日現在）  1,194人（人口比 4.0％） 

面積        825.6k㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

2005年に隣接する宮守村と合併し、人口32,364人の新生遠野市が誕生したが、2012年には人口は

29,746人と７年間で2,600人ほど減少している。2010年調査では高齢化率は33.4％と全国平均より高齢化

が進んでいる。人口推移によれば、2015年には、15歳未満の年少人口比率が10.0％、15歳から64歳まで

の生産年齢人口比率が51.9％、65歳以上の老年人口比率が38.1％と少子高齢化が急速に進む見通しと

なっており、少子高齢化への対応が急務となっている。 

2008年２月に遠野市少子化対策・子育て支援総合計画（通称；遠野わらすっこプラン）を策定した。こ

れは、合計特殊出生率の目標を2.08として、「ぐるっと回る人生のライフサイクル」のそれぞれの場面にお

いて、子育て支援の関わりが、それぞれの世代で途切れることなく「連結」し、施策効果が各分野にわたり

重ね及ぶよう「複層化」して、併せて既存施策及び新施策を支える「財源の確保」を図りながら推進する狙

いである。 

※ わらすっこ：「子ども」のことを遠野地方では「わらすっこ」と呼ぶ。子育てをみんなで支援するという考

えから、市民に親しみのある「わらすっこ」という言葉を使用している。 

 

２） 基本理念 

遠野わらすっこプランの基本的理念として、「子どもを産み育てることに夢がもてるまちづくり」を挙げて

いる。 

 

３） 遠野市わらすっこ条例 

遠野わらすっこプランの推進、社会全体で子ども達を支援する体制づくりの実現に向け、子どもの権

利の保障などをうたった「遠野市わらすっこ条例」を2009年に制定した。 

この策定にあたり、先に子どもの権利条例を制定していた川崎市を参考にした。岩手県では初めての

子どもの権利条例となる。条例づくりには市民を委員とした「わらすっこ条例検討会」を始めとする関係機

関及び関係団体、そして、条例の主役である、小中高の子どもたちも参加した。 

制定された条例は、従来の条例形式にこだわらず、柔らかい「ですます調」を用い、表現を平易化した。

また全世帯にわらすっこ条例のパンフレットを配布し、市広報やWebサイトなどで市民への積極的な周知
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を実施している。 

 

４） 庁内組織の体制 

ライフサイクルを通した支援を行うため、子どもに関する施策の組織横断的な推進体制を充実させ、

推進施策を子ども支援の視点で行うことができるよう子育て総合支援センター子育て総合支援課を組織

の要としている。教育機関との連携を図るため、市長部局と教育委員会事務局の両方の身分を持つ組織

となっているのが特徴である。また、市民総ぐるみで「遠野わらすっこプラン」を進めるために、保護者、地

域住民等、学校等関係者、事業者のほか、関係団体及び関係機関との連携や協働を進めている。 

 

５） 遠野市わらすっこ支援委員会 

遠野市わらすっこ条例制定後、条例の啓発や推進のため、さらに市の子育て支援策への意見提言や

わらすっこ基金助成金事業の審査と決定を行うために、｢遠野市わらすっこ支援委員会｣を設置している。

子育て世代の父親・母親の他、子育てボランティア、教育関係者、弁護士、警察、事業主等が委員となっ

ている。この組織は「地方版子ども・子育て会議」につながるものと考えられる。 

 

６） 遠野市わらすっこ基金 

遠野わらすっこプランを財政面から支えるための制度で2009年４月に創設した。市内外から寄せられ

る子育て支援に対する寄附金を基金として積み立て、市民が企画し、その事業効果が市全域に及ぶと考

えられる子育て及び子どもの自立支援活動を助成する「わらすっこ基金助成金事業」や、わらすっこ条例

の啓発事業である「わらすっこのつどい」などを始めとする、様々な子育て支援事業の財源として充当し

た。 

※ 2011年度の基金充当事業内容は次のとおりである。 

① わらすっこプラン推進事業（マタニティマーク普及啓発グッズ購入、わらすっこ基金助成金など） 

② 子育て支援環境整備事業（市立保育所幼稚園机椅子など） 

③ こんにちは赤ちゃん奨励費（新生児の名前と市からのメッセージを入れた写真立てを地元産木材

で製作） 

④ 青少年活動サポート事業（わらすっこまつり実行委員会補助） 

⑤ ブックスタート事業費（乳幼児向けの絵本、数冊を贈るスタートキット購入代） 

⑥ わらすっこ「夢の教室」事業（プロスポーツ選手等を講師とする、仲間づくりと夢をテーマにした講演

の講師謝礼等） 

○ 基金残額 17,184千円（2012年3月31日現在） 

 

７） 認定こども園の整備 

市内の保育所のいくつかに定員を超えるようなところが出てきているため、私立幼稚園及び法人等が

認定こども園施設整備を実施する場合には、県の基金を活用しながら教育・保育環境や安全対策の整

備を図るための財政支援を行い、認定こども園化の設置促進に努める。 

なお、現在、１つの私立幼稚園が認定こども園を整備中である。 
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ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 助産院ねっと・ゆりかご事業 

2002年から出産を取り扱う医療機関がなくなった遠野市では、2007年12月に公設公営の妊産婦の保

健指導を行う遠野市助産院を開設した。経済産業省の実証事業であるモバイル胎児心拍数転送装置を

活用した遠隔妊婦健診システムのノウハウを活かして、盛岡赤十字病院と嘱託医療機関契約を結び、県

内12の医療機関とのネットワークを構築したこの助産院では、積極的な妊産婦支援事業を展開している。

市の消防署との連携を密にした緊急時の搬送体制を整え、主治医及び嘱託医・監督医の指示のもとで

迅速・的確な搬送に取り組んでいる。岩手県では現在「いーはとーぶ」という医療情報ネットワークを構築

しており、このネットワークシステムとも連携している。 

本事業の取組内容を以下に挙げる。 

① 遠隔妊婦健診 

モバイル胎児心拍数転送装置と電子カルテＷｅｂ会議システムを使った遠隔妊婦健診を行う。 

② 健康相談 

妊産婦、乳幼児の健康相談、思春期や更年期の相談、家族計画などを行う。 

③ 助産業務 

乳房管理、褥婦健診、新生児健診、沐浴指導などを行う。 

④ 健康教育 

妊婦教室、両親教室、性教育などを行う。 

⑤ 24時間対応の救急搬送 

全国でも例がない救急車による妊婦の緊急時の搬送を行っている。これには助産師も同乗する。新生

児の救命率向上を目標に、救急隊員を対象とした緊急時の対応教育、新生児蘇生講習会を実施し、安

心・安全な出産への支援体制を整えている。 

経緯・背景 

遠野市内では、2002年４月に市内で出産を取り扱う医療機関がなくなり、妊婦は車で片道１時間の遠

距離通院をすることもあり、経済的負担と出産への不安を余儀なくされていた。そこで遠野市では、妊婦

の通院負担と精神的不安を解消するため、2007年12月に公設公営の妊産婦の保険指導を行う遠野市助

産院を開設した。遠野市助産院は、市の保健センターの一室を活用する形で開設し、市民からの愛称公

募により「ねっと・ゆりかご」と命名された。 

成果・効果 

利用者の声として、「妊婦健診を近くで受けられるのが非常にうれしい」「出産前の不安を助産師が解

消してくれる」「助産院の温かい雰囲気にとても安心できる」など、評価が高い。遠隔医療の先進的な取組

ということで、同じような課題を抱える自治体からの視察も多く、超少子化社会の課題のひとつの解決策と

して注目されている。 

また、東日本大震災では医療情報システムでデータベース化されていたため、母子手帳を紛失した

場合でも履歴をもとに電子母子手帳が復元できた、という効果もあった。 

課題 

２人目、３人目などの出産の場合、助産院を利用せずに近隣の病院に通って出産する人もいるが、助

産院側で把握していないと何か事故があったときの対応が難しい。認知を高め、できる限り利用してもら

いスムーズな出産を目指したい。 
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電子母子手帳の利用率は３割程度にとどまっており、遠隔医療や災害時対応を考えると推進していき

たいが、たとえば離婚した場合の個人情報保護の問題などデリケートな面もあり、課題となっている。 

 

２） 病児等保育施設「わらっぺホーム」 

病気や病気の回復期にあり、保育所等に預けることができない子どもを、保護者が仕事の都合などで

看病することが難しい時に子どもを預かる施設である。利用は平日の午前８時から午後６時までで、定員

は３人である。事前登録制で登録の際に利用方法や注意事項について確認する。かかりつけ医の診察

を受け、電話予約のうえ利用できる。 

さらに、県立遠野病院の協力をうけ、小児科医師の巡回も行っている。 

また、感染防止マニュアルの作成や保育室と完全に分離した隔離部屋の設置など感染防止対策を実

施している。隔離部屋には医療機関用の空気清浄機が設置されるなど感染症の拡大防止策を徹底して

いる。さらに、２歳未満の子どもの乳児突然死症候群の防止策も徹底している。 

経緯・背景 

県立遠野病院の小児科医師の提案により、施設の無償貸与など県の全面的な協力を受け、過去に

保育所として使用されていた病院職員の宿舎１階の保育室等を保育室や隔離部屋などに整備・改修し、

2010年４月に病児等保育施設として開設した。 

成果・効果 

2010年度の年間利用者数は290人、2011年度は508人、2012年度（２月28日時点）で536人と、利用者

は着実に増加している。2012年度で見ると1日あたり平均2.36人の利用となっており、３人の定員にほぼ

達している。 

利用している子どもは、主に胃腸炎、発熱をともなう風邪、おたふくかぜ、水ぼうそう等であり、登園、

登校停止時における看護保育サービスの提供を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し

ている。 

課題 

常勤スタッフと非常勤スタッフで保育にあたっているが、急な申込みへの対応や子どもの年齢、利用

する人数により、緊急にスタッフを増やさなければならない場合がある。 

また、感染症の種類により現在の部屋数で対応しきれないことを想定すると、部屋の確保が課題であ

る。 

 

３） その他の子育て支援施策事業 

わらすっこプランにもとづいて、現状の課題解決と市民のニーズに応じた様々な重点事業を進めてい

る。 

それぞれの事業について、子育て支援課において内部評価を行い、それをわらすっこ支援委員会に

諮り、評価をおこなう。わらすっこ支援委員会からいただいた意見を翌年度の計画に反映させるなど、

PDCAサイクルを推進している。 

① こんにちは赤ちゃん奨励事業 

新生児の名前と市からのメッセージを入れた地元産木材で製作した写真立てを、地区の担当主任児

童委員や民生児童委員が、直接、保護者に届けている。 
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② 保育所・幼稚園保育料軽減 

1995年度から、第３子以降児の保育料が無料であったが、出生数の減少は依然進行していた。市民

への意見調査では「無料制度のあるなしで第３子を持つわけではない」「同じサービスを受けているのに３

子であることから無料ということに申し訳なさを感じる」など、第３子以降の無料化よりも第１、２子を含めた

軽減を望む意見が多かったので、2008年度から第３子以降児の保育料無料化を廃止し、全体の軽減率

を、本来であれば保護者が負担するべき国が示す保育料の概ね50％に設定し、保育所保育料、幼稚園

保育料を改定した。 

課題 

わらすっこプラン策定から６年が経過し、プランのさらなるステップアップを図る「成長ステージ」への移

行時期にあたる今、以下の重点施策の強化に更に力を入れている。 

① 子どもの権利を尊重した施策の強化 

教育委員会との連携による「わらすっこ条例」権利擁護と児童虐待防止を強化する。 

② 歯止めがかからない少子化及び晩婚化 

子育て世帯のニーズに添った、きめ細かな子育て支援施策の推進と、出会いを応援する施策の充

実。 

 



 31

（４） 秋田県秋田市 
秋田市は秋田県のほぼ中央部に位置し、東には霊峰太平山を擁する出羽山地、西には夕日の美し

い日本海が広がる、緑豊かな公園都市である。あふれる自然をいかしながら、市民が生き生きと伸びやか

に暮らせる、人にやさしいまちづくりを進めている。 

秋田市の人口は約 32 万人で、東北では仙台市に次ぐナンバー２の県庁所在都市である。秋田市は

秋田県の人口、県内総生産共に約３割を占め、県及び北東北の拠点中核都市となっている。就業者の７

割以上が商業やサービス業などの第３次産業に従事しており、商業都市的要素の強いまちである。 

人口（2012 年４月１日現在）    320,703 人（世帯数 133,325 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年４月１日現在）   14,359 人（人口比 4.4％） 

面積         905.7k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

2010 年の人口は 324,377 人で、2005 年から５年間で 8,732 人（全人口比 2.6 ポイント減）も減少して

おり、今後はこれを上回るペースで人口が減少していくことが予測される。秋田県は 2012 年の高齢化率

が 30％を越え、さらに 2035 年には 40％を超え全国で最も高齢化が進む県と予測されている。秋田市の

高齢化率も24.9％と高い数字となっており、少子高齢化の一要因となっている若者の転出をくい止めるた

めに、若者の雇用やワーク・ライフ・バランスまでをとらえた施策を重要課題としている。 

 

２） 基本理念 

2010 年３月に策定した「秋田市子ども・子育て未来プラン（次世代育成支援行動計画後期計画）」で

は、「こどもにとっての「いちばんの幸せ」を「子どもの視点」で考え、少子化に対応する」ことを目指して、

「市民」「地域」「企業」「行政」の協働によって、子どもが、笑顔で、安全に、安心して、健やかに育ち、子ど

もを、生み、育てることに夢や誇りを持つことができる「まち」をみんなで育むために５つの基本目標を設定

している。人生の循環を想定し、｢各ライフステージに対応した施策の展開｣という考え方で構成している。 

① 親子の心身の健康確保 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、親子の健康確保に努めるとともに、特に支援を必要とする

子育て家庭をサポートする。 

② 地域の子育ての支援 

多様な子育てニーズに対応できるよう、保育サービスや地域における子育て支援サービスの充実を図

る。 

③ 次代の親の育成 

子どもを心身ともに健やかに育成するとともに、若者の就業や結婚を応援することで、次代の親の育

成に取り組む。 

④ ワーク・ライフ・バランスの推進 

仕事と生活の調和を推進するため、待機児童の解消や、多様な働き方に対応した子育て支援を行う

とともに、市民、地域、企業、行政が一体となって子育て家庭を応援する気運を盛り上げていく。 
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⑤ 安全安心な生活環境の整備 

子どもを犯罪や事故から守るとともに、子育て家庭が安心して外出できるよう、子育てバリアフリーを推

進する。 

 

３） 秋田市子ども条例 

秋田市では初めての議員立法として、秋田市の未来を築く子どもを育むための市民や社会の役割に

関する条例「秋田市子ども条例」が 2006 年３月 24 日に公布され、同年５月５日に施行された。 

「子どもの人格と権利の尊重」「子どもとの信頼関係の構築と日常的な触れ合い」「家庭、学校等、地域

及び市による自主的な取組と相互の連携及び協働」を基本理念とし、子どもにとって大切な「個の尊重」

「意見表明」「参加」「場の確保」「心身の健康」「安全確保」を、秋田市、家庭、地域、学校等、職場それぞ

れの役割と責務によって実現していくとしている。 

この制定にあたっては、市民の意見を幅広く聞くために子どもの意見を反映させた子ども部会や地域

部会などを開催し、多くの市民の意見を参考としている。条例制定後は、周知用パンフレット製作・配布

や広報などを通じて市民に条例啓発活動を行っている。 

 

４） 庁内組織の体制 

秋田市では、2011 年度に子どもに関係する組織を統合した「子ども未来部」を設置した。子ども未来

部の中には、子ども総務課、子ども育成課、子ども健康部、子ども未来センターが置かれている。 

また、2010 年度策定の「秋田市子ども・子育て未来プラン（次世代育成支援行動計画後期計画）」の

推進のために、「秋田市次世代育成支援対策協議会」において、毎年本行動計画の実施内容の評価を

行っている。 

 

５） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

子育て支援活動に意欲・関心のある「子育てボランティア研修」受講者を、後掲する子ども未来センタ

ーのボランティアとして登録しているが、この定着率は高い。子ども未来センターのボランティアは、センタ

ーを利用する親子連れに対して、読み聞かせやうた遊びの提供などの支援活動に参加している。 

 

６） 子育て支援に関する財源の確保 

現在、子どもたちの健やかな成長と子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、公立保育所民

間移行に伴う財政効果分を財源として、幼稚園の預かり保育料の助成などが行われている。 

 

７） 認定こども園の取組 

幼保連携型として保育所部分を認可した認定こども園が５か所ある。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 子ども未来センター 

「子ども未来センター」は子育て拠点としての役割を担い、子育て支援業務と相談業務に分かれ保育

士、保健師、栄養士、家庭相談員など専門分野のスタッフを入れて支援にあたる。 

子育て支援業務においては、親同士の交流や地域の交流を図るために、ふれあい広場事業を運営し、
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育児講座、子育て支援者研修会などを開催している。また、ファミリー・サポート・センターも所管してい

る。 

相談業務においては、子どもやその家族からの相談に応じ、女性や家庭教育に関する相談を受け付

けている。児童虐待防止のための訪問活動や要保護児童対策地域協議会を所管している。 

子ども未来センターは、遊び場のスペースを提供するだけでなく、就園前の子どもを対象にした遊び

のメニューの提供や親同士の交流を目的とした広場を運営し、ボランティアも活動を支援している。これら

のボランティアを養成する講座を開催し、受講者がさらにボランティアとなって広場運営を手伝うなど、好

循環を生み出している。 

また、育児サークルの立ち上げ支援なども行っており、妊娠から小学生までに関する情報を集めた

「秋田市子育て情報誌」の配布や、育児サークルなどの情報を発信する情報発信地の役割も果たしてい

る。 

経緯・背景 

地域で親子が孤立していることがないように、子育ての関係機関との連携を強化しながら子育て家庭

の支援を推進していくことを目的に、2004 年７月に子育ての拠点として設置された。 

昨今の社会状況に対応するため、特に相談業務の充実を図り、遊び場や地域の会場を活用しながら

子育て支援事業を総合的に実施する拠点となっている。 

成果・効果 

総合的な子育て支援を行う施設として、市民や関係課と連携することで多彩なワンストップサービスを

提供することができる。また、JR 秋田駅に隣接する利便性とこうした官民複合施設としての相乗効果も発

揮できる強みもある。なお、子ども未来センターの利用者は年を追って増加している。2011 年度の利用者

は、52,715 人であり、児童相談件数は 929 件であった。 

課題 

子育て支援に関わる人材の育成が課題である。若者の市外への転出が多いことも要因となっており、

他県と比べると NPO法人の設立数も少ない。 

 

２） 在宅子育てサポート事業 

保育所や幼稚園に入園していない、就学前の児童がいる家庭を対象に、対象となる児童一人につき、

16 枚つづり１セットのクーポン券を交付する。クーポン内容は、以下のとおりである。 

なお、おでかけプランは、選考委員会において選考した市内の４つのNPO法人に委託している。他の

プランについては市内に店舗のある登録事業所と連携を図りながら実施している。 

① 「わんぱくキッズのおでかけプラン」 親子で出かける日帰り遠足 

② 「在宅ママ・パパゆっくりプラン」 保育施設などの一時預かり料金の助成 

③ 「親子の絵本プラン」 対象となる絵本の引き換え 

④ 「なかよし親子でおでかけプラン」 動物園など公共施設の入場・入館料等の助成 

⑤ 「はいポーズ！プラン」 家族の記念写真等の撮影料金の助成 

○ 交付人数（2012 年４月～11 月） 3,399 人 

○ 交付枚数 54,384 枚 

○ 対象児童数に対する交付率 76.2％ 
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経緯・背景 

子育て支援策の対象として、保育所や幼稚園に就園している児童に目が向きがちであるが、秋田市

では、在宅で子育てをしている家庭にも何らかの支援策が必要ではないかと考えたのがこの事業のきっ

かけである。 

成果・効果 

クーポン事業の成果を集計分析した結果、利用人数では、おでかけプランの利用人数が全体の 32％

と最も多い。 

また、クーポン使用枚数では、使用されたクーポン 28,590 枚のうち、親子の絵本プランの使用枚数が

他と比べて10,788枚と最も多く38％を占める。他のプランは4,000枚程度である。親子の絵本プランが利

用しやすいという理由があるようだ。 

なお、毎年利用者には、アンケート調査を実施しているが、2011 度の結果から全体の「77％の利用者

が満足している」という回答を得た。 

課題 

対象者への直接の補助金交付ではなく、登録事業者への補助金交付を通した間接的なサービス提

供であることから、事務処理量が多く、煩雑になりやすいことが課題である。なお、秋田市では、この事務

処理に当たる臨時職員１人を事務費で雇用している。 
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（５） 山形県川西町 
川西町は、山形県南部の置賜地方のほぼ中心に位置し、1955 年に小松町、大塚村、犬川村、中郡

村、玉庭村、吉島村の１町５村が合併して誕生した町で、最上川の西側に位置することから、川西町と名

付けられた。 

水田が広がる平野部からなだらかな丘陵地帯が連なり、吾妻、飯豊、蔵王、朝日の山々を遠望する恵

まれた自然と豊かな緑に囲まれ、その豊かな自然を利用した農業が盛んで、県内では庄内平野に次ぐ

「米どころ」として知られている。また、良質な米ときれいな水から生まれる地酒も有名であり、また、先進の

技術に支えられた米沢牛のおいしさは、全国でも非常に高い評価を受けている。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   17,209 人（世帯数 5,248 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）   675 人（人口比 3.9％） 

面積        166.46k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

川西町の人口推移を見ると、1955年合併時の30,294人から年々減少傾向が続き、昭和50年台は横

ばい傾向にあったものの、平成に入り減少傾向が加速し、2000 年には 19,688 人と合併時より 10,000 人

以上の減少となった。年齢別に見ると、1955年の15歳未満の年少人口34.8％、15歳から64歳までの生

産年齢人口60.5％、65歳以上の老年人口4.7％が、2012年には、それぞれ11.1％、58.8％、30.1％とな

り、少子高齢化が進展している。世帯数を見ると、1960 年の 5,050 世帯をピークに年々減少傾向にあり、

2010 年には 4,700 世帯にまで減少したが、その後は上昇に転じている。 

また、一世帯当たりの人員は 1960 年の 6.2 人から減少し、2000 年には 4.1 人となっているが、世帯規

模が縮小する中で、近年の経済状況を反映して、共働き世帯が増えており、保育所入所希望者も増加し

ている。 

 

２） 基本理念 

町では、2006 年２月に策定した「第４次川西町総合計画」において、基本施策の一つとして、「みんな

で支えあい安心して暮らせるまちをつくる」を掲げており、子どもたちが健やかにのびのびと育つために、

子育てに対して家庭や地域社会全体で支援していく仕組みをつくり、子育てしている家庭が暮らしやす

い環境を構築することを目指している。 

 

３） 庁内組織の体制 

2005年度に、住民ニーズへの即応と行政のスリム化を両立させることを目的として、子育てと教育に係

る行政組織を再編し、子育て支援業務に関する体制の一体化を図った。具体的には、町長部局内の課

係制度を課制及びグループ・チーム制に移行するとともに、幼児教育・幼児保育（幼稚園・保育所を含む

子育て支援業務全般）を所管する部署を教育委員会に統合して子ども育成室（課相当）を設置し、その

下に子ども育成グループ（兼子ども育成チーム）、幼稚園、保育所、子育て支援センターを所属させた。

その後、2007年度には意識改革が庁内に十分に浸透したことを確認して、子ども育成室を教育総務課に

統合し一課制とし、2011 年度の組織改編より、教育総務課教育総務グループ、教育施設グループ、子育

て支援グループとなっている。また、児童福祉関係の一部（児童手当、母子福祉等）は健康福祉課福祉
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グループ、健康グループの所管となっていることから、行政内部の連携を図っている。 

 

４） 川西町子育て支援基金 

過疎地域自立促進特別措置法に規定された過疎対策事業費（ソフト事業分）を活用して、2010 年に

川西町人材育成交流基金、川西町起業支援基金、川西町子育て支援基金の三つの基金を造成した。

積立額は 2010 年度から 2015 年度までの６年間でそれぞれ１億円としている。 

川西町子育て支援基金は、子どもが健やかに生まれ育つ環境の向上を図ることを目的としており、設

置から３年目の現在はまだ積立期間であるが、将来的には、乳幼児・児童医療費助成や子育て支援に係

る助成事業に活用したいと考えている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 地区の全世帯が加入する NPO 法人による放課後子どもプランの運営 

町内では、放課後の子どもたちが安心して活動できる場の確保と次世代を担う児童の健全育成を目

的に、放課後子どもプランとして放課後児童クラブを４学区、放課後子ども教室を５学区で実施している。

両事業とも教育委員会教育総務課が所管しており、窓口が一本化されている。 

町内で特に特徴的なのは吉島地区で、2007 年に地区（人口約 2,700 人）の全世帯が加入する NPO

法人「きらりよしじまネットワーク」を設立し、元地区公民館である吉島地区交流センターを指定管理で管

理運営し、拠点としながら、放課後児童クラブ「児童クラブきらり」と放課後子ども教室「吉島地区子ども教

室」を一体的に運営している。 

もともと、吉島地区では、地区公民館事業を運営する吉島地区社会教育振興会を中心とした事業を

通して、地域コミュニティーの活性化を推進していたが、社会教育の枠の中では制限があり、なかなか踏

みこめない課題もあった。2004 年から地域内の外郭団体や資源の統合を図り、住民自治の新たな組織

作りに取り組み、2007 年９月に地区の 22 の自治会、752 世帯全部が正会員となって地域経営の推進母

体となる NPO 法人を設立した。児童クラブきらり、吉島地区子ども教室を運営する教育部会のほか、自治

部会、環境衛生部会、福祉部会の四つの部会から構成され、各世帯は必ずいずれかの部会に所属して

おり、子育て支援のほか、青少年の健全育成、高齢者の社会参加促進、世代間交流、産業振興といった

地域づくり全てが住民の手で行われている。 

児童クラブきらりは、元幼稚園であった川西町子育て支援センターに開設されており、放課後の児童

の保育や学習指導を実施している。 

また、吉島地区子ども教室では、町立吉島小学校のほか地区交流センターの施設を活用して毎月第

四土曜日に「わんぱくキッズスクール」を開校し、子どもたちを地区交流センターから小学校に通わせる２

泊３日の通学合宿や農業体験、自然体験活動などを実施している。 

○ 児童クラブきらり 開所日数 266 日 登録児童数 43 人（2012 年度） 

○ 吉島地区子ども教室 開所日数  42 日 参加児童数 25 人（2012 年度） 

経緯・背景 

川西町子育て支援センターは、統合により廃園となった吉島幼稚園を活用し、2012 年４月にオープン

した。児童クラブきらりのほか、ひろば事業、子育てサロンである「おぼごん（方言でこどものこと）カフェ」、

きらきら親子相談、幼児ことばの相談室、一時預かり事業などを展開している。 
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課題 

近年需要が増加しているが、登録制で保護者負担の伴う放課後児童クラブと、参加自由で保護者負

担のない放課後子ども教室の制度の違いがあり、同じ放課後の活動で保護者負担の有無があることで理

解が得られにくいという課題がある。それぞれの目的や主旨に違いがあることを保護者や地域の人たちに

丁寧に説明し、指導員及び地域ボランティアの協力を得られるようにすることが重要と考える。 

また、活動場所の手狭さ、指導員の確保や待遇の改善なども課題である。 

 

２） 株式会社立保育所と隣接する小児科診療所との連携による病児保育事業の実施 

町内の事業者が、保護者の子育てと就労の両立支援を目的に「株式会社げんき」を設立、保育所を

核に小児科、歯科、薬局の入った医療モールを併設するメディカルタウン構想を計画した。2012年４月に、

０歳から２歳までの低年齢児の保育に特化した株式会社立認可保育所「美女木げんき保育園」を開設し

た。さらに同年８月に、同一施設内で隣接して小児科診療所が開業したのに合わせて、保育所内に置賜

地方初の病児保育施設「げんきルーム」を開設した。 

美女木げんき保育園では、保育士資格を持つ小児科経験看護師が常駐しており、また、診療所の小

児科医による保育士研修を適宜実施し、保育士のレベルアップを図っている。 

げんきルームは普通保育とは玄関も別となり完全に分離されており、また、隔離室を完備している。利

用に当たっては、教育委員会教育総務課又は美女木げんき保育園での利用者登録が必要であるが、町

在住に限らず登録でき、利用者は置賜地方全域にわたっている。利用時には、かかりつけ医を受診し、

利用連絡票を記入してもらい予約を行う。 

○ 対象  生後２ヶ月から小学３年生までの病気の回復期に至らない児童 

○ 定員  ３人 

○ 利用時間 月曜～土曜 ８時～18 時 

○ 利用期間 １回につき連続する７日以内 

○ 利用料金 １日 2,000 円（５時間利用までは 1,000 円） 昼食代は別途 250 円 

○ 登録児童数（2013 年１月現在）     128 人 

○ 利用児童数（2013 年１月現在） 延べ 212 人 

経緯・背景 

町内にある公立置賜総合病院に勤務していた小児科医が、小児科医のいない川西町で開業し、病

児保育も手掛けたいという意向を示したことがきっかけである。町としては、町内初の私立認可保育所の

開設と、隣接した小児科医院が連携しスタートした病児保育事業を歓迎し運営を支援している。 

成果・効果 

美女木げんき保育園は、０歳から２歳までの低年齢児の保育に特化しており、働いている若い母親な

どからの需要が高く、定員 30 人に対し開園時に 29 人、2013 年１月時点では定員一杯の 32 人（町内 28

人、町外４人）の児童が通園している。 

げんきルームについても、開設時は、利用者が果たして集まるか不安であったが、当初の想定を上回

る利用となっており、連日、予約で一杯となっている。また、診療所の医師も非常に熱心に診察に当たっ

ており、毎月第一日曜にも開業している。 

現在県下では、５箇所の病児・病後児保育施設があるが、県もそれらの施設について広報を行ってお

り、そうしたことも利用促進につながっている。 

川西町では、今後もメディカルタウンにおける保育と医療の連携を支援し、置賜地方の中心に位置す



 38

る川西町の地理的条件を活かしていきたい。 

課題 

さらなる地域医療との連携、特に病児保育事業への正確な理解を医療機関、医師又は医師会に働き

かけ、その医師の利用連絡票作成負担や、病児を抱える保護者の精神的負担の軽減を図ることが今後

の課題である。 
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（６） 栃木県大田原市 
大田原市は、栃木県の北東部に位置する市であり、2005 年 10 月１日に隣接する那須郡湯津上村及

び同郡黒羽町と合併した。大田原市中心部ヘのアクセスは JR東北新幹線那須塩原駅から市営バスで約

15 分である。市民生活の利便性を高めるため、市営バスが、市内の高校、病院、市役所など主な施設を

つないで循環運行しており、学生や高齢者等の日常生活に欠かせないものになっている。 

松尾芭蕉の「奥の細道」と縁の深い地として知られており、また源平の屋島の戦いで英雄となった弓矢

の名手那須与一ゆかりの地でもある。市の中央を流れる那珂川や八溝山系の里山など自然豊かな地域

であり、重要文化財指定「雲巌寺」、「栃木県なかがわ水遊園」、日帰り温泉など観光資源も多い。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   76,814 人（世帯数 28,354 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  3,607 人（人口比 4.7％） 

面積        354.1k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

大田原市の人口は年々減少傾向にあり、15 歳未満の年少人口も同様で、2014 年までの人口推計の

結果でも減少傾向が予測されている。人口 1,000 人あたりの婚姻率は 2009 年の 4.2 から 2011 年の 4.6

へと上昇したものの、全国の5.2、栃木県全体の5.1と比較すると低い水準である。また、合計特殊出生率

も 2009年の 1.29 から 2011年には 1.35 と上昇したが、全国の1.39、栃木県全体の1.38 に対し若干低め

である。平均世帯人数も減少傾向にあり、2012 年には 2.7 人と核家族化も進んでいる。 

加えて、長引く不景気の影響などもあり、子育てを取り巻く環境は決して良い状況とは言えず、両親共

働きなどで日常の多忙さが顕著となり、余裕を持って子育てに関わる時間がなくなりつつある。「すべては、

子どもたちの未来のために」をキャッチフレーズとして、市独自の子育て支援政策を展開し、子を持つ親

への支援を手厚く行っている。 

なお、2010年４月に就任の現市長は、子ども・子育て支援に重点を置くことを選挙公約に掲げており、

大田原市子ども権利条例の制定や「子ども幸福課」の開設など子育て支援に関し、積極的に取り組んで

いる。 

 

２） 基本理念 

「子育て環境日本一を目指して」を基本理念とし、子どもたちが地域の中でたくましく育ち、すべての

家庭が子育ての責任を自覚し、親自身も子育てを通じて成長し、地域社会全体で子育てを行うという共

通認識のもとで、子育て支援を行うものとする。子どもを産み育てたいと願う全ての人が、自分らしい生き

方をしつつ、安心と喜びと誇りを持って子育てができ、子ども達が豊かな自然、文化、地域の温もりに包ま

れて、心身ともに健やかで育つ社会の実現を目指す。 

① 子どもの発育支援 

② 子どもとともに成長する親への支援 

③ 子どもが地域で育つ環境づくり 
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３） 大田原市子ども権利条例 

大田原市では、子どもの権利を保障することに関し、2012 年 12 月に大田原市子ども権利条例を制定

した。大田原市子ども権利条例は、子どもの尊厳を守り、子どもが幸福で、健やかに成長することができる

社会の実現を目的としており、そのための市、保護者、学校等、市民等の役割を明らかにしている。2013

年４月からの施行である。 

子ども権利条例の制定は、市長の選挙公約の１つであり、総合政策部が中心となって関連課の課長・

係長をメンバーとした「大田原市子ども権利条例庁内検討委員会」を設置し、草案を作成した。 

策定にあたり、2012年８月に「大田原市子ども議会」を開催し、市内23小学校の各小学校の代表児童

から条例案に対し、意見を表明できる機会を設けた。子どもの権利に対する様々な意見が表明され、子

ども自らが子どもの権利を考える良い機会となり、条文にも「みずからの」成長を実感すること、「感謝の心

を育む」ことなど、「大田原市子ども議会」で出た意見が反映されている。ほかにも、広くパブリックコメント

の募集を行った。 

 

４） 「子ども幸福課」の開設 

大田原市では、子どものための施策を総合的に推進するため、2012 年４月に｢子ども幸福課｣を開設

した。子ども・子育て支援の窓口の一本化は、現市長の選挙公約の１つであり、従来のこども課から子ども

幸福課へと改称することによって、子ども・子育て支援に一層力を入れていくことを示している。 

それまではこども課の下に子育て支援係、母子保健係、保育係があり、大田原市次世代育成支援対

策行動計画（後期）は子育て支援係が中心となって策定した。子ども幸福課はこれら３係を引き継ぐととも

に、子どもに関する他事業も子ども幸福課に移管することによって、子どもに係る支援を一本化した。もと

もと幼稚園に関しては教育委員会ではなくこども課の扱いであり、そういった一本化の動きは以前からあ

ったが、さらに生活環境課からチャイルド・シートの購入補助、福祉課から障がい児への支援などを子ども

幸福課に業務を移管した。 

子ども・子育て事業の拡大に伴い、人員体制も拡充している。子ども幸福課では、児童虐待などに対

応するため相談員体制を強化しており、保健師６人のほか臨床心理士１人、心理相談員１人を配置し、専

門職による心理面での支援を手厚く行っている。同課内に母子保健の専門家と心理職の専門家の両方

を配置することによって、専門性が融合し充実した相談体制となる。相談事業では、このほかに家庭相談

員２人と母子自立支援員１人が対応している。 

 

５） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

2006 年６月に「大田原市子育て環境づくり推進会議」を設置し、大田原市次世代育成支援対策行動

計画（後期）を策定する際の協議を行った。構成メンバーは、保健、医療、福祉、雇用等に関する関係機

関や児童福祉関係団体の代表、有識者、市の職員から成る。現在は大田原市次世代育成支援対策行

動計画（後期）の検証のために年１回の開催である。今後は一般市民からもメンバーを公募するなど、新

制度のもとで 2013 年度の地方版子ども・子育て会議の設置に向けて再検討する予定である。 

 

６） 大田原市子育て支援基金 

｢大田原市子育て支援基金｣は、行政（市）、市民（利用者）、業者（市内販売店）が三位一体となって

子育てを支援するために生まれた制度である。 

もともとは商工会議所からの提案で、2006 年に地元商店街の活性化を目的とした「金券」を発行した。
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市内で利用できる「金券」を市が発行し、それを購入した市民が「金券」で買い物をし、市内販売店が市

で換金をする、という仕組である。１年半経って「金券」を扱う商店数も増え、この取組が軌道に乗ったとこ

ろで、これを子ども・子育て支援に役立てられないかと考えた。 

そこで、2007 年 10 月から「金券」を大田原市子育て支援券（以下、「子育てチケット」）に変えて、その

１％を販売手数料として子育て支援のために積み立てることとした。さらに、市もそれと同額を積み立てる

ことによって、合わせて「子育てチケット」の販売額の２％を「大田原市子育て支援基金」として積み立てる

ことになる。 

「子育てチケット」の販売手数料１％は市内販売店が負担することになるため、「金券」から「子育てチ

ケット」への転換期に脱退する商店が多いのではないかと危惧されたが、既に軌道に乗った取組であり、

商工会議所からの働きかけも功を奏し、ほとんどこの取組から脱退する商店は見られなかった。 

積み立てられた「大田原市子育て支援金」は、現在乳幼児の法定外予防接種の補助の一部として使

われている。行政措置として行う法定外の予防接種のうちロタウィルス胃腸炎、おたふくかぜ、水痘、Ｂ型

肝炎の予防接種の半額を補助している。 

○ 「子育てチケット」取扱店舗数（2012 年） 約 550 店舗 

○ 「子育てチケット」販売額（2012 年） 約 7,500 万円 

○ 「大田原市子育て支援金」（2012 年） 約 150 万円 

 

７） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

大田原市食生活改善推進委員連絡協議会 

大田原市食生活改善推進員連絡協議会は栄養及び食生活改善の実践活動を通して地域住民の

健康づくりに寄与することを目的に設立し、ライフサイクルにおける世代間食育活動を推進している。会

員は大田原市が実施する食生活改善推進員教育事業の修了者で、市の健康づくり事業への協力を行

う。 

2012 年度の同協議会の教育事業は、食品工場の見学、食育講話、腎臓に関する学習会、減塩食

の調理実習会などであり、講師は市の管理栄養士、保健師などが担っている。また、母子保健への協

力事業として「食を通じた健康教室」、３歳児健診時のミニ講話などに参加している。 

大田原市健康づくりリーダー連絡協議会 

2008 年から大田原市の各行政区から「健康づくりリーダー」を 200 世帯に１名選出いただき、「健康

づくり」に関する人材育成に取り組んでいる。「健康づくりリーダー」は、２年間の任期の間、大田原市の

健康実態や課題を知り、研修会やセミナーを通じて学んだことを生活習慣病予防に活かし、終了後自

主的に協議会に加入し、市の事業協力をしている。 

母子保健への協力事業として、３歳児健康診査における対象者の兄弟の託児、会場誘導を行って

おり、子育て中の母親と触れあい、地域の支援者として関わっている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

助産師又は保健師による乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

大田原市では、生後１ヶ月から３ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんがいる全家庭を助産師又は保健師が訪問

し、母子の健康管理の徹底と疾病などの発生予防及び早期発見に努めている。昨今では、特に母親の

育児不安を解消し、児童虐待の防止につなげることを重視している。母親に育児不安があるかどうかにつ
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いて、産後うつ病の程度を１つの目安とした取組である。 

2009 年から、訪問連絡票のほかにエジンバラ産後うつ病質問票も訪問時、全員から聞き取りをしてい

る。エジンバラ産後うつ病質問票は 10項目の質問に対し、４段階の選択肢から自分の状況に最も近い答

えを１つ選択し、その点数を集計することによって、産後うつ病の程度を測ることができる。点数化されるこ

とによって、母親が自分の精神状態に気づき、早期に必要な支援が得られることを目的としている。点数

が高かった場合（産後うつ病の可能性が高い場合）には、訪問時にじっくりと話を聞くことによってより詳し

い状況を把握することができる。さらに深刻な場合には、専門家が集まって事例会議を開き、特別な継続

支援の必要性の有無など今後の方針を決める。 

○ 訪問件数（2011 年） 551 件（訪問率 93.2％） 

経緯・背景 

職員の保健師が、研修先で児童虐待の早期予防につながるものとしてエジンバラ産後うつ病質問票

を紹介された。テストとしての信頼度もあるという医師の勧めもあったので導入した。 

成果・効果 

出産後の母親の精神状態が点数化され、青信号（概ね良好）、黄信号（産後うつの可能性がある）、赤

信号（産後うつと見なす）の３段階に評価されるので、客観的な目安となる。エジンバラ産後うつ病テストの

結果を母親本人と訪問助産師・保健師が共有することによって、より深い話ができるようになったことが訪

問記録から読み取れる。 

特に深刻な場合の早期の対応ができるようになった。訪問時に話を聞いて、その場で病院の受診を

勧めることもできる。また、深刻なケースだとわかれば、迅速に事例会議を開いて、今後の支援方針を決

めることができる。子ども幸福課の相談窓口をはじめ、各支援施設、健康保健センターの相談窓口の紹

介もできる。 

深刻でない場合でも、なるべく家にひきこもることのないよう、外出を促す事業の紹介をし、拠点施設

に遊びに来るよう働きかけている。 
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（７） 埼玉県和光市 
埼玉県和光市は、埼玉県の最南端、東寄りに位置し、市域は東西 2.5km、南北 4.9km であり、東京都

への玄関口として、東は東京都板橋区、南は東京都練馬区に隣接している。自然が残り、交通の利便性

に優れたコンパクトなまちであり、住宅都市としての性質が強く、就業者の半数以上が東京都内に通勤し

ている。税務大学校、司法研修所、裁判所職員総合研修所など、国や民間の研究・研修施設の立地も

進んでいる。人口は一貫して増え続けているが、転入転出がともに多く、それぞれが総人口の約１割に相

当する。子育て世代の人口割合が高く、和光市の平均年齢は2012年で40歳と若い（同年全国平均44.7

歳）。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   78,277 人（世帯数 37,002 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  4,974 人（人口比 6.4％） 

面積         11.0k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

和光市の児童人口は増加傾向にあり、就学前児童数は 1998 年の 4,282 人から 10 年間で 14.9％増

えている。最も動きが顕著なのが小学生であり、1998 年の 3,647 人から 10 年間で 22.9％増であったが、

2011 年は微減（2.3 ポイント減）している。 

和光市は若い子育て世代である30歳代の人口割合が全体の約２割と高い。転入転出が多く、東京都

内に近いこともあって共働き家族が多いため、子育て世代が地域でのつながりを持ちにくいことが課題で

ある。 

 

２） 基本理念 

「子どもと大人の笑顔がかがやくまち・和光」を将来像として、子育て支援を市の重要な取組の１つに

捉えて推進している。全ての子どもの人権が尊重され、親子ともに自己実現できる市を目指し、「わこう子

どもプラン（和光市次世代育成支援対策後期行動計画）」（以下、「わこう子どもプラン」）の基本理念を「子

どもと親のウェルビーイングの促進」としている。「ウェルビーイング」とは、最低限度の生活保障（権利）だ

けでなく、人間的に豊かな生活の実現（自己実現）を目指すことを意味する。「わこう子どもプラン」では、

この基本理念を達成するために、以下の重点目標を立てた。 

① 子育てと社会参加の調和ができるまち 

② 地域みんなで子育てできるまち 

③ 若い世代が元気に暮らすまち 

④ すべての子どもがすこやかに育つまち 

 

３） 子ども版地域協議会（市政への子どもの意見の反映）の実施 

小学校５年生から高校生を対象に、2010 年度から毎年２日間のワークショップを中心とした「わこう子

どもプラン」子ども版地域協議会（以下、子ども版地域協議会）を開催している。初年度は、子ども向けワ

ークショップのファシリテーションの経験豊富な社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの協力を得て、

20 人の参加を得た。その後、和光市のファシリテータ養成講座を受講した市民を中心に、子どもの社会

参加を進めることを目的として「わこうこどもサポーターズ」を立ち上げ、子ども版地域協議会を実施してい
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る。緊張をほぐすためのアイスブレイクをはさみながら、子どもたちが楽しんで進められるよう工夫を凝らし

ている。ワークショップ１日目は、子ども版地域協議会の目的の説明を行い、和光市に対して日頃感じて

いることを話していくなかで、いくつかのテーマを抽出しグループ分けを行った。テーマの例では、イベン

トの提案、施設や設備への要望、居場所づくり、まちづくりなどがある。２日目は、グループごとに討論を

行い、意見を整理・分類・集約し、改善策としての提案を取りまとめて発表し、市長からの講評を行った。 

○ 謝礼（講師謝礼、事業運営協力）、消耗品など（2011 年度） 98,000 円 

経緯・背景 

「わこう子どもプラン」を策定するに当たり、和光市次世代育成支援対策後期行動計画策定委員より、

当事者である子どもが意見を述べる場、子どもの意見を聴く場を設ける必要があるとの意見を受け、子ど

もの意見を市政に反映させる場として、子ども版地域協議会を発案、実施した。 

成果・効果 

子どもたちが楽しみながら、自分たちが住むまちのことについて関心を持ち、未来のことを考え、地域

に関わることができた。子ども版地域協議会の中で出た子どもたちの要望のうち実現したものもある。昨年

度、子どもたちからのフリーマーケットを開催したいとの提案を受け、こども福祉課と資源リサイクル課の共

催により、親子ふれあいフリーマーケットを開催した。自分たちの意見が具現化されたフリーマーケットの

開催等の経験を通して、子ども版地域協議会への参加の意義を実感した声も聞かれた。 

課題 

20 人枠で募集を行っているが、参加人数の確保が難しい。チラシを作成し、対象となる子ども全員に

行きわたるように配布依頼をしている。充実した内容であるが、２日間で計 12 時間のプログラムと参加時

間が長く、開催時期や時間の設定は今後の課題である。ファシリテータ養成講座を開催しているが、子ど

も相手のファシリテータはより高いスキルを必要とする。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置及び認定こども園の整備 

今後、子ども・子育て新システムに向けて2013年度に子ども・子育て会議を設置し、認定こども園の計

画的な整備を行う予定である。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 埼玉ホームスタート推進事業 

ホームスタートとは、未就学児童が１人でもいる家庭に、十分な研修を受けた地域子育て経験者（ホー

ムビジター）が無償でボランティアとして訪問する家庭訪問型子育て支援である。英国では約 40 年前に

始まった活動であり、導入国では有効な児童虐待の１次予防（発生予防）・２次予防（早期発見･対処）対

策の１つに位置付けられている。 

ホームビジターが週に１回、２時間程度、定期的に２、３か月訪問し、滞在中は友人のように寄り添い

（フレンドシップ）、傾聴（話に耳を傾け、子育ての悩みを受け止める）や協働（育児や家事を一緒に行う）

などの活動をする。既存の訪問事業では、専門職による訪問や家事などの代替を行うヘルパーの派遣と

なるが、あくまでもピアサポート（同じ仲間として支援する)としての仕組である。子育て当事者が少しずつ

心の安定を取り戻し、地域とのつながりを持ち、他の支援を受けるきっかけづくりとしての役割を担う。 

ホームビジターの育成から利用家庭のアセスメント（ニーズの事前調査）、ホームビジターと利用者の

マッチングや事後評価など、ホームスタートの運営を行う役割をオーガナイザーと呼ぶ。オーガナイザー
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は、NPO法人ホームスタート・ジャパンの専門的な研修を受けて認定される。 

ホームスタートはNPO法人の自主事業として立ち上げられたが、2011年、2012年度と埼玉県市町村・

NPO 等協働モデル推進事業に「埼玉ホームスタート推進事業」として採択され、近隣の加須市、越谷市と

連携しながらこれを実施してきた。本事業の効果は見られたものの、県の事業としては２年限りであったた

め、2013 年度からは和光市の協働事業提案制度における行政提案事業として実施されることとなった。 

○ 訪問件数 22 件、延べ訪問回数（2011 年度） 158 回 

○ ホームビジターフォローアップ研修（2011 年度） ４回 

○ オーガナイザースキルアップ研修（2011 年度） １回 

○ トラスティー会議（運営委員会）の開催回数（2011 年度） ２回 

経緯・背景 

和光市では、児童虐待通告件数及び、家庭児童相談室、保健センター、子育て支援センターなどで

受ける子育て相談件数が増加の一途を辿っている。和光市次世代育成支援対策地域協議会委員長を

務める大正大学教授の西郷泰之氏が NPO 法人ホームスタート・ジャパンの代表理事であったことがきっ

かけとなり、同委員会委員のNPO法人わこう子育てネットワークと連携し、2009年度にホームビジター、オ

ーガナイザーの研修を行った。2010 年度には独立行政法人福祉医療機構社会福祉進行助成事業とし

て実施され、2011 年、2012 年度には埼玉県市町村・NPO 等協働モデル推進事業として、「埼玉ホームス

タート推進事業」が実施された。本事業は埼玉県の事業であったため、和光市だけでなくこの事業に参加

した同県内の加須市、越谷市とも連携を取り、埼玉ホームスタート推進協議会を立ち上げた。本協議会で

は、従来の「待つ支援」と両輪で、これまで支援が届いていなかった家庭に「届ける支援」としてのホーム

スタートの普及を目指している。 

成果・効果 

本事業は、社会とのつながりを持ちたくても外に出るきっかけがつかめずにストレスを抱えた家庭への

支援の位置づけである。利用者にとって専門職の訪問を頼むには敷居が高く、本事業は無償で気軽に

利用できるサービスとして使いやすい。話し相手ができて、子育ての悩みを聞いてくれる相手ができたと

いう声も上がっている。また、本事業を通じてハイリスク家庭の状況把握も可能となり、関係機関との連携

によるハイリスク家庭への今後の対応が検討できるようになった。 

課題 

訪問自体は無償ボランティア活動ではあるが、ビジター養成研修、実費程度の交通費、オーガナイザ

ーの報酬など、質の高い事業を継続するための経費がかかる。2013 年度からは和光市単独の行政提案

型協働事業として実施されることとなり、事業の継続が可能となった。なお、2013 年度予算枠は 100 万円

である。 

また、ホームスタートは孤立している家庭に対する事業であるが、その認知がなければ利用されること

がない。こんにちは赤ちゃん事業と連携して、訪問時に本事業も含めた各種支援サービスを説明し、本

事業の認知を図っている。本事業終了後の活動の継続にあたっては、他事業への引継ぎの検討など関

係機関との連携も欠かせない。 

 

２） こんにちは赤ちゃん訪問事業の民間委託 

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を 2012 年４月から民間委託している。委託先はわこう助産院（民営）

に併設されているわこう産前・産後ケア・親子育て・女性健康支援センター（以下、産前・産後ケアセンタ

ー）であり、訪問するのは、助産師若しくは保健師である。 
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出生時の乳児医療申請時にこんにちは赤ちゃん連絡票の記入を依頼し、産前・産後ケアセンターか

ら電話で第一報を入れる。電話で状況等を聞き、訪問日程調整を行う。緊急性のあるものについては、産

前・産後ケアセンターから健康支援課保健事業担当（保健センター）に連絡が入り、今後の対応方針を決

めていく。特に問題がない健康群については産前・産後ケアセンターが対応し、虐待などの可能性があり

今後の見守りを必要とするハイリスク群は保健センターが対応する。また、連絡がつかない場合について

も、状況確認だけは何らかの形で全数行うこととしている。 

和光市では、新生児訪問事業をこんにちは赤ちゃん訪問事業と併せて行う形をとっており、訪問者を

助産師、保健師に限定することで、専門家による母子保健と児童虐待予防の見立てを可能としている。

素早い対応を最重視しており、翌週には今後の対応方針も含めた全ての訪問記録が保健センターに報

告される。 

○ 委託費（2011 年度） 5,247,900 円（訪問１件当たり 6,300 円×833 件） 

○ こんにちは赤ちゃん訪問件数（2011 年度） 833 件 

○ 保健センターからの訪問件数（困難事例）（2011 年度） 50 件 

○ 訪問率（2011 年度） 99.9％ 

経緯・背景 

2011 年度までは、保健センター常勤保健師４人が連絡票の受付から連絡調整までを行い、訪問につ

いてはあらかじめ登録している約 10 人の在宅の助産師・保健師が実施していた。１年当りの出生数 900

人弱の連絡調整を４人で行うのは困難であり、乳児の早期訪問の重要性からも改善策を模索していたと

ころ、2011年４月に産前・産後ケアセンターを併設したわこう助産院（民営）が開院した。開院から１年を経

過して地域でも認知され、地域活動の経験が豊富な助産師を採用するなど相談事業も充実してきたため、

2012 年４月から本事業の委託を決めた。産前・産後ケアセンターの開設時に既に埼玉県からの補助金

（地域子育て創生事業費補助金）が交付されているので、委託費は今までと同額の訪問謝礼金のみとし

た。 

成果・効果 

産前・産後ケアセンターが一括して日程調整及びデータ管理を行っているので、訪問に関する動きが

スピーディになっており、特に母親への電話連絡が産後の早い時期にできるので、緊急性のあるケース

にも早期対応ができる。また、長期間里帰りの場合でも、予防接種や健診などの対応について相談がで

きる。訪問後も産前・産後ケアセンターに電話をすれば、相談に応じてくれる助産師が必ずいるという安

心感がある。 

課題 

母子保健の視点のみでなく、虐待の視点も必要となる事業であるため、産前・産後ケアセンターの訪

問助産師・保健師が皆、同等の指導ができるようレベルを均一化し、更にレベルアップができるような教育

体制を整える必要がある。 

 

３） 「子育て支援総合コーディネーター」の設置 

2004 年度からこども福祉課に子育て支援総合コーディネーターを配置しており、保護者からの様々な

相談を電話や窓口で受けて、どこに行けばよいか交通整理をするワン・ストップ機能を持たせている。施

設間の連携の要となり、子育て支援センターへの助言や一時保育室との調整も行っている。こども福祉課

では、子どもや子育てに関するイベント情報をリアルタイムで収集し、予定を取りまとめたものをイベントカ

レンダーとして、また一時保育室の空き情報などもホームページに掲載しているが、そのための各施設と
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の連絡・調整も担っている。子育て支援総合コーディネーターの採用要件には、社会福祉士、保健師、

保育士その他子育て支援に関する知識、能力及び相談援助の技術を有し、地域の子育て事情に精通し

ていると認められる者としている。 

○ 人員数（2011 年度） １人、週４日勤務 

○ 人件費 2,400,000 円 

○ 相談数（2011 年度） 1,162 件 

経緯・背景 

子ども子育て支援事業が多岐にわたり複雑になってきているため、利用者にとってどこにどんな相談

ができるのかが、わかりにくかった。また、子育て支援センターも外部委託され、それぞれが地域や法人

の特性を活かした独自の事業を行うようになったため、施設間の連絡･連携・調整も取りにくくなっている。

そういった背景を受け、保護者などの利用者からの相談に応えることができる、ワン・ストップ機能を持つ

総合相談窓口としてのコーディネーターの配置が必要となった。 

効果・成果 

子育て支援センターや一時保育室の情報が集約され、常に状況が把握されており、利用者にとって

知りたい情報が漏れなく提供できる。また、子育て支援センター間の連携がとれることによって事業のノウ

ハウの共有も可能となり、総体的な事業サービスの向上につながっている。 

課題 

子育て支援総合コーディネーターとしての個人の資質や人柄に頼っている部分が大きい。現担当者

は子育て支援センターにおける経験も豊富で、子育て支援センターからの相談にも応じることができるし、

頼れる存在である。また、子育て支援サービスが増えていくにしたがって１人にかかる負担が大きくなって

いくので、増員を含む体制の検討も必要である。 
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（８） 千葉県浦安市 
東京湾の奥部に位置する浦安市は、東京に隣接しながら三方を海と川に囲まれた陸の孤島であった

ため、昭和30年代以前は大きな発展はなかった。しかし、昭和30年代後半より始まった海面埋立事業に

よる市域面積の著しい拡大とともに、急速に都市化が進んだ。1981 年４月の市制施行によって浦安市が

誕生し、以後、東京ディズニーランド（1983年）をはじめ、周辺に大型リゾートホテルなどが建設され、国際

色豊かなまちになった。1988 年には JR 京葉線が開通し、新浦安駅、舞浜駅周辺の整備も進み、東京ベ

イエリアを代表する都市として発展を続けている。 

現在、「浦安市総合計画」（2001 年 12 月）に基づき、「生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市」、

「創造と交流で築く市民文化都市」、「水と緑に囲まれた快適環境都市」、「利便の高い暮らしを支える安

全都市」、「多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市」の５つの都市像を掲げて、まちづくりに取り

組んでいる。 

人口（2013 年１月１日現在住民基本台帳人口）  161,838 人（世帯数 72,035 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）    9,171 人（人口比 5.7％） 

面積          16.98km2 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

浦安市の国勢調査人口は、1990年の115,675人から2010年の164,877人と増加を続けている。それ

に伴って、15 歳未満の年少人口も 1990 年 24,036 人から 2010 年 26,929 人へと増加していることから、

子育て支援サービスの一層の充実や多様化が必要と考えられる。しかし一方で、2011 年の合計特殊出

生率は、国1.39、千葉県1.33に対して浦安市は1.17 と大きく下回っており、少子化の進行がうかがえる。 

浦安市では、都市化の進行に伴う新マンション建設により核家族世帯が増加しているため、子育てに

関する悩みも多いと考えられる。また、浦安市は、元町（埋立以前からの市域）、中町（1964 年からの海面

埋立事業により誕生した地域）、新町（1972 年からの第２期埋立事業で造成された地域）の三地域に分け

られるが、特に新町地域においては、子どもの数が他地域に比べ、相対的に多い傾向がある。 

 

２） 基本理念 

現在、浦安市の子育て支援施策は、「浦安市子育て支援総合計画（後期）」（2010 年３月）に基づき、

「子どもが健やかに成長できるまち」「安心して、生き生きと子育てできるまち」「子どもと家庭を見守り、支

えあえるまち」の３つを基本理念に掲げて進められている。 

また、2012 年には、児童虐待の防止等によって子どもの人権を擁護するとともに、子どもが健やかに

成長することができる社会の実現に寄与することを目的として「浦安市の子どもをみんなで守る条例」が制

定された。さらに、2009 年には就学前保育・教育指針「いきいき☆浦安っ子」を、2010 年には児童育成ク

ラブのガイドライン「今後目指すべき浦安市の児童育成クラブについて」も策定されている。 

 

３） 庁内組織の体制 

現在、浦安市の子育て関連施策は、こども部が担当している。こども家庭課、保育幼稚園課、青少年

課、こども家庭支援センター、こども発達センターの５課からなり、2007 年に新設された。設置に当たり、

保育園と幼稚園の窓口を一本化するため、保育幼稚園課が創設された。また、青少年事業と児童育成ク
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ラブを担当する青少年課が教育委員会から移設された。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

2013 年度に地方版子ども・子育て会議の設置を予定している（2013 年３月議会に上程）。既存の会議

等を活用するのではなく、新たに設置し、委員としては、学識経験者、子育て関係団体、事業者（学校・

保育所等の関係者）、公募市民（子育て当事者）等を考えている。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

2012 年３月、浦安市インターネット市政モニター制度（U モニ）を活用し、子育て事業に関するアンケ

ートを実施した。また、行政が設置する会議などへの参画という面では、子育て支援総合計画等の検討

に当たって、公募市民（子育て当事者）が参加している。 

 

６） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

2006 年度より、地域の子育て力の向上を目的に「子育て・家族支援者養成講座」（詳細は後述）を開

催している。受講生は、地域の子育て支援活動に尽力している。 

 

７） 認定こども園の整備 

浦安市としては初となる認定こども園を、民設・民営方式で１園整備する計画でいたが、東日本大震

災の影響による就学前児童人口の減少や、新町地域における大型住宅開発が見合わせられたことなど

から、一旦実施を見送り、現在 2013 年度の事業者募集に向けた準備を進めている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 在宅子育て家庭定期一時保育事業 

浦安市の協働事業提案制度で採択された NPO法人 i-net が運営する「保育室ゆるり」では、生後４か

月から２歳（年度の初日で２歳）までの乳幼児を対象に、利用目的に制限を設けず、週１日～３日の定期

保育又は単発での一時保育・緊急保育を実施している。施設としては、浦安市旧第１福祉作業所を改装

して利用している。開所時間は月～金の午前９時～午後５時（祝・年末年始・夏季休暇有）で、保育時間

は一日保育、半日保育（午後１時まで、午後１時から）、２時間保育（午前 10 時～午前 12 時、午後２時～

午後６時）である。 

運営スキームとしては、NPO 法人 i-net からの自由提案に基づき、浦安市協働事業提案制度（担当：

協働推進課）を活用したもので、2011年度、2012年度の２か年にわたり事業費の補助を行っている（市単

独事業）。 

○ 保育料金 一日保育 3,000 円、半日保育 2,000 円、２時間保育 1,000 円 

○ 保育定員 おおむね 15 人 

○ 補助額 2011 年度、2012 年度、各年度 500 万円 

経緯・背景 

浦安市では、認可保育所７園において生後６か月以上の就学前児童を対象とした一時保育事業を実

施しているが、予約日に申し込みがすぐに満杯となってしまうなど、ニーズが極めて高い。また、既存の保

育所は、利用に際して就労の有無等の制約があり、在宅子育て家庭は、定期保育を利用したくても利用
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できない状況にあった。 

こうした状況を背景に、浦安市と NPO 法人 i-net（子育て支援施設運営や家庭訪問型子育て支援ホ

ームスタートなどの様々な子育て支援活動に取り組む団体、2001 年５月活動開始）との協働事業として、

2011 年６月、「保育室ゆるり」を開設し、一時預かり事業を開始した。 

成果・効果 

事業の実施により、在宅子育て家庭の育児負担の軽減や認可保育所の保育事業の待ち状況の緩和

が図られている。また、利用理由を問わない定期一時保育であり、既存事業では対応が困難な市民ニー

ズにも、柔軟に対応できている。2011 年度（６月～３月）の利用実績は、延べ 1,537 人(開所日数 191 日)

であり、2012 年度（４月～12 月）の利用実績は、延べ 2,487 人(開所日数 178 日)であった。 

 

２） 浦安市こども発達センターの支援事業 

浦安市こども発達センターでは、保育士・臨床（発達）心理士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士

などが、子どもの心身の発達上でのさまざまな悩みや心配事の相談・訓練に応じている。当センターにお

ける特色ある取組としては、以下のようなものが挙げられる。特に、新たな障害児支援制度の中で推進が

求められている地域支援事業については、国が方向性を示す以前から、浦安市の協働提案事業制度等

も活用しながら先駆的に取り組んでいる（下記⑤）。 

① 通園事業（児童発達支援）におけるチームアプローチの取組（保育士＋療育専門職で個々の子ども

の状況に合致した支援を提供、うめだ・あけぼの学園（東京都足立区）の指導を受けている） 

② 外来事業では、０歳から 18 歳までの広い年齢層を対象に、市の無料単独事業としてサービスを提供。

また、一人親・共働きなど平日利用が困難な方のために、毎月第２・第４土曜日にも相談業務を実施し

ている。 

③ 児童発達支援利用児、特に重度の障がいを抱えた利用児に対し、他市に先駆けた先進的な取組と

して、医療的ケアの実施（2012 年 10 月開始） 

④ 新たな障がい児支援制度（ケアプランに基づく支援）に対応した相談支援事業所の開設（2012 年 10

月開始） 

⑤ 地域支援事業への取組として、各種連携事業及び実習生の受入、民間との協働による早期発見・早

期療育推進事業（NPO 法人発達わんぱく会との協働提案事業「気になるこどもの子育て応援事業」、

2011 年度、2012 年度、補助額各年度 500 万円）など 

○ 療育目標 心身の発達に遅れや心配のある子どもたちが、将来地域の中で自立（自己決定・自己選

択）して行ける基盤づくり 

○ 職員体制（2012 年３月末現在） 43.3 人（常勤換算） 

○ 開館時間 午前８時 30 分～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 

○ 予算額（2010 年度） 112,100 千円 

（2011 年度） 122,166 千円 

（2012 年度） 127,601 千円 

経緯・背景 

2007 年、こども部の新設と同時に、保育を中心に集団療育を実施していた「簡易マザーズホーム」と

相談・訓練等の個別療育を実施していた「こども療育センター」を統合し、「こども発達センター」を設置し

た。両施設に分断されていた障がい児支援に携わる保育士と療育専門職（心理・言語・理学・作業）のヒ

ューマンリソースを一体化することで、それぞれの専門職を活かした効率的な事業運営と療育支援にお
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ける質の向上を目指した。 

成果・効果 

2011 年度利用実績としては、利用登録者数 807 人で外来部門利用状況は 684 件、相談指導延人数

8,220 人である。通園部門通所状況は、通所児 60 人で延べ 3,981 人であった。 

施設統合及びヒューマンリソースの一体化により、療育の質が確実に向上したと実感している。2012

年度に利用者の保護者を対象に実施した「サービス向上アンケート」の結果では、当センターのサービス

全体について、９割が「満足している」又は「まあ満足している」と回答している。また、自由記述欄に記入

のあった４割のうち約半数が「センターに通ってよかった」と回答している。 

課題 

センターの利用登録児数が年々増加していることが課題である。毎年、職員体制の強化や各種事業

の見直し・効率化に努めてきたが、そうした対応では追いつかない状況である。また、2012年10月から始

まった医療的ケアの実施やケアプランに基づく支援についても内容的に課題が多い。なお、上記アンケ

ートでは、入学時の引き継ぎや就学後の支援に対する不安や不満の声が寄せられている。今後、教育委

員会や学校と連携しながら、よりよい支援策について検討を続けていきたいとしている。 

 

３） 延長保育促進事業 

浦安市には、公設公営型７園、公設民営型（指定管理）５園、民間６園の計 18 園の保育所がある。こ

れらの保育所では、月～金曜日の午前８時 30 分～午後４時 30 分、土曜日午前８時 30 分～午前 11 時

30 分を基本保育時間として、それ以外の時間、すなわち月～金曜日の午前７時～午前８時 30 分及び午

後４時 30 分以降、土曜日の午前７時～午前８時 30 分及び午前 11 時 30 分以降に延長保育を行ってい

る。 

なお、公設公営型や公設民営型の保育所よりも、民間の保育所の方が一般に延長保育の時間が長

い。例えば、平日の延長保育時間は、公設公営型、公設民営型、民間（１園）が午後４時30分～午後７時

であるのに対し、民間４園が午後４時 30 分～午後８時、民間のポピンズナーサリースクール新浦安では、

午後４時30分～午後11時となっている。また民間ポピンズナーサリースクール新浦安と愛和元町保育園

では休日保育午前７時～午後７時も行っている。 

経緯・背景 

浦安市では、首都圏に通勤する共稼ぎの世帯が多く、延長保育のニーズは非常に高いものがあった。

こうしたニーズに対応して、運営タイプを問わず市内の保育所が、保育時間前後の延長保育に理解を示

し浦安市での延長保育促進事業の推進につながった。 

成果・効果 

最長で 23時までの延長保育を実施している「ポピンズナーサリースクール新浦安」は、JR京葉線新浦

安駅前プラザ「マーレ」に立地しており、新浦安駅に隣接する利便性も相まって、長時間の延長保育を希

望する保護者のニーズに応えている。 

課題 

「ポピンズナーサリースクール新浦安」は、とりわけ人気が高く、入園希望に応じられない場合がある。 

 

４） 子育てケアマネジャーの配置 

「子育て・家族支援者養成講座」を通じて、子育て支援者としての知識と教養をもった市民を「子育て

ケアマネジャー」として養成し、保護者等を対象に面談・電話により気軽に子育て相談ができる場所と機
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会を提供している。相談内容は、家族や子育て、保育所・幼稚園の入園のことなど多岐に渡る。子育てケ

アマネジャーの配置場所は、子育て相談室（集合事務所３階子育て支援センター内、２人体制）と子育て

総合窓口（浦安市役所 第３庁舎１階駐車場側入口、１人体制）である。相談時間は、月～金曜日の午前

９時～午後４時（昼休みと祝日、年末年始を除く）である。相談方法は、面談又は電話（子育て総合窓口

は面談のみ）である。 

経緯・背景 

子育てに関する相談をワンストップサービスで各機関へつなげる場や子育て中の保護者が気軽に相

談でき、子育ての不安やストレスを受け入れることのできる場が求められていた。2008 年と 2009 年に１か

所ずつ配置している。 

成果・効果 

気軽に相談できることにより、保護者の気持ちが緩まり、子育ての不安やストレス解消、児童虐待の予

防にも一役担っている。2010 年度の相談件数は、620 件、2011 年度は 495 件、2012 年度（12 月以前）

は 350 件である。 

なお、2006年度以降、2013年１月 31日現在養成講座実績は、子育て家族支援者養成講座３級の受

講者315人で認定者287人、子育て家族支援者養成講座２級の受講者113人で認定者106人、子育て

ケアマネジャー集中講義の受講者 12 人で認定者 12 人である。2012 年８月１日現在、子育てケアマネジ

ャー認定者のうち８人を雇用している。 

課題 

「子育て・家族支援者養成講座」は、受講者が講座で学んだ内容を踏まえ、子育て支援活動を通じて、

地域に還元することを目的としている。学んだことを自らの活動の中で活かしている受講者も多いがその

活動先を浦安市では、さらに拡充したいと考えている。また、受講者のモチベーションを維持するため、

有償ボランティアとしての活動の機会も提供したいとしている。 
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（９） 東京都豊島区 
豊島区は、東京 23 区の西北部に位置しており、山の手エリア３大副都心の一つ池袋、高級住宅地の

目白、漫画によるまちおこし「トキワ荘プロジェクト」の南長崎、「おばあちゃんの原宿」として知られる巣鴨、

ソメイヨシノ発祥の地である駒込などのバラエティ豊かな特別区である。その交通の要であり、都内でも屈

指の大規模な繁華街・歓楽街が形成されている池袋駅は、東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道・東京

地下鉄が乗り入れ、2012年時点で1日平均の利用者数は約251万人と新宿駅、渋谷駅に次いで世界第

３位のターミナルである。 

人口（2013 年１月１日現在）    268,959 人（世帯数 161,197 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2013 年１月１日現在）   10,116 人（人口比 3.8％） 

面積          13.01k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

豊島区の人口推移を見ると、1997 年を底に 2002 年まで増加傾向にあった人口は、2003 年、2004 年

に一時的に減少したが、2005年には再度増加に転じ、以降は年間2,000人程度の増加傾向にある。また、

豊島区の人口密度は現在１k ㎡当たり 20,673 人で全国一となっている。 

世帯別に見ると、2005 年度まで減少を続けていたファミリー世帯も増加し、単身世帯、夫婦のみの世

帯とともに全ての世帯が増加している。年齢構成別には、15～24 歳を除く全ての年齢層で増加が続いて

いる。これは、子育て世帯の流入が続いているためと考えられる。昭和から平成にかけて減少してきた出

生数は、1995 年以降、1,400～1,500 人前後で横ばい状態となったが、2005 年以降は増加を続け 2010

年には約 1,800 人となった。 

人口の流入や増加が続く中で、保育需要が高まっていること、少子化・核家族化の進行により地域の

近隣関係が希薄となり保護者に孤立感と子育てへの不安感、負担感が増加していること、こうした社会状

況が児童虐待や子どもの発達に悪影響を及ぼすことが危惧されることなどが課題である。 

豊島区では、待機児童解消に向けて認可保育所の増設や認証保育所の誘致、認可保育所の大規

模改修・改築事業に取り組んでいる。 

なお、認定こども園の設置に至っていない理由は、区内の私立幼稚園の規模が小さく乳幼児受入れ

のための施設改修が敷地面積や経費の点で困難であること、保育士の確保が難しいこと、預かり保育で

対応できることなどである。 

 

２） 基本理念 

急速な社会変化が進み、待機児童問題、児童虐待、いじめ問題、青少年に対する非行や犯罪への

誘引など、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、2010 年に「豊島区子どもプラン－次世代

育成支援行動計画－（10 年計画）」を見直し、同プランの後期計画（５年計画）を策定した。この後期計画

では「すべての子どもの最善の利益が考慮され、家庭や地域のなかで子どもの成長や子育てに伴う喜び

が実感できるまちづくり」を基本理念に、次の４つの目標を立てた。 

① 子どもの権利を尊重し、すべての子どもがいきいきと自分らしく育つ。 

② 安心して子どもを産み育て、家庭で子育ての喜びを共有できる。 

③ 楽しく充実した保育施設・教育機関で子どもを育てる。 
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④ 人々の共生と協働により子どもの成長と子育てを地域ぐるみで支援する。 

 

３） 豊島区子どもの権利に関する条例 

2006 年に「豊島区子どもの権利に関する条例」を制定し、基本的な考え方や施策の方向を示すととも

に、子どもの虐待の早期発見、迅速な対応、発生防止について、関係機関との連携や権利擁護委員の

設置などにより、施策の充実に取り組んでいる。2010年１月から子育て支援課東部子ども家庭支援センタ

ーに、弁護士と臨床心理士各１人からなる権利擁護委員を設置し、児童虐待に関する相談・通告に対し

専門的な助言や支援を行っている。 

なお、子どもの事故や虐待を予防する地域活動は国際的にも認められ、2012 年 11 月に世界保健機

関（WHO）が推進する「セーフコミュニティ（子どもから高齢者までの住民を事故や犯罪、暴力、災害から

「予防」する地域活動）」認証を日本で５番目に取得した。 

 

４） 庁内組織の体制 

現行では、保健所内の健康推進課、子ども家庭部内の子ども課、子育て支援課、保育園課、教育委

員会内の教育総務課という体制であるが、子ども・子育て関連３法への対応に向け、今後、組織のあり方

も検討する必要があると考えている。 

 

５） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

設置の方向で予算を要求している。時期は未定であるが、メンバーは国の構成案に沿って検討する。 

 

６） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

2010 年の子どもプラン作成時には分野を拡大して調査したが、改めて 2013 年度中に意識・意向・ニ

ーズ調査を実施予定である。調査はアンケート方式で調査項目は国の案を参考に検討する。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 乳児要支援家庭早期発見・支援事業 

早期に要支援家庭を把握し、対応が困難な事例については、スーパーバイザーによる事例検討会や

子ども家庭支援センターとの連携会議でアセスメントを行い、適切な子育て支援サービスを提供する。 

本事業の取組と工夫点を挙げる。 

① 妊娠届出時の全数面接が困難であるため、産科病棟連絡会（隣接区病院含む）を実施しハイリスク

者支援のための連携に努める。 

② 赤ちゃん訪問指導員（委託助産師）には「揺さぶられ症候群」などの虐待予防や発達障害の視点を

加味した研修会を実施し意識づけを行った。 

③ 赤ちゃん訪問に応じずエジンバラ産後うつ病質問票によるスクリーニングができない場合や乳児健診

未受診で「お母さんの気持ちアンケート」ができない場合は、地区担当保健師が事前の約束をせず訪

問を実施して全数把握に務めている。これは、様々な事情で訪問拒否する家庭もあるための措置であ

る。 

④ 赤ちゃん訪問未実施や乳児健診未来所で再度訪問しても現状確認できないケースは、子育て支援

課との連携により、「保育園入園状況・子ども手当受給状況」を確認する。 
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⑤ 現状確認できず、状況不明な事例については、子ども家庭支援センターの子どもの権利担当（虐待

対応部門）との定例連携会議で情報提供する（2011 年度の情報提供 1 件、2011 年度０歳児の虐待対

応ケース 22 件）。 

⑥ 対応困難事例については、精神科医をスーパーバイザーとした事例検討会を子ども家庭支援センタ

ーと合同実施し、課題を共有し対応方針を確認する。 

経緯・背景 

子育て家庭の孤立化を防ぎ、安心して子育てができるように、妊娠期から赤ちゃん訪問・乳児健診時

期までの一連の母子保健事業を通じ、スクリーニング方式を用いて早期に要支援家庭を把握する漏れの

ない支援活動を開始した。 

成果・効果 

事業の成果として、早期に要支援家庭を把握し、必要な対応を提供する体制を整えることができた。

例えば、2011 年度の例では、以下に示すように、「胎児ネグレクト」「エジンバラ産後うつ病の疑い」「保健

所・保健師個別フォロー」「子ども家庭支援センター指導」「要保護児童の特定」など、支援すべきケース

を抽出することができた。 

① 妊娠届出時の保健師面接 224 件（母子健康手帳発行件数 2,544 件の 8.8％）、要支援妊婦（胎児ネ

グレクト）の個別対応 11 件、病院サマリーの連絡受理 81 件 

② 赤ちゃん訪問実施件数1,653件（出生数概数より訪問率90％、残る 10％は乳児健診でチェック）、エ

ジンバラ産後うつ病問診票の実施1,254件（赤ちゃん訪問者の75.8％に実施、うち高得点者フォロー件

数は 98 件で実施件数の 7.8％） 

③ 乳児健診をした全員に「お母さんの気持アンケート」を実施1,850件（うち要指導者380件、実施件数

の20.5％）、保健所フォロー360件（こころの相談・母乳教室・育児相談など）、地区担当保健師個別フォ

ロー86 件、子ども家庭支援センターでの相談対応 35 件（育児支援ヘルパー事業・子育て訪問事業な

ど） 

④ 乳児健診未受診者のフォロー54 件（地区担当保健師の事前約束なし訪問） 

⑤ 赤ちゃん訪問要支援者対応会議は年６回実施、18 事例の検討（多量飲酒や大量服薬による育児ネ

グレクト、飛び込み出産、ひきこもりママ、居住実態のない家庭、父親によるなど） 

課題 

妊婦届出時のアンケート実施によって、早期に要支援妊婦を把握する体制づくりを推進し、妊婦面接

及び妊婦訪問事業を拡大することが課題である。 

また、要支援家庭への重層的な支援体制を構築するために、地区担当保健師を中心に、近隣地区産

科病棟、子ども家庭支援センターの子育て支援活動、子ども虐待ネットワークによる見守り、民生児童委

員の子育てサロン事業、区民ひろば活動（子育て支援機能）、女性相談やエポック 10（男女平等推進セ

ンター）などとの連携を強化することが重要である。 

 

２） 子どもスキップ事業 

小学校の教室や校庭、体育館を活用しながら、１年生から６年生までの全児童を対象とする育成事業

と学童クラブ（対象：小学１～３年生及び小学４～６年生で健全育成上指導を要する児童）を総合的に展

開する事業である。児童が広い遊び場を確保できる。定員を設定していないので待機児童はいない。学

校から直接「子どもスキップ」に行きカバンをおいて活動できる「直接利用」もある。 

子どもスキップでは、教育委員会所管の「放課後子ども教室」（地域住民等を講師とする各種講座・教
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室・スポーツなど）も実施している。学校内や隣接地で事業を実施しているため、保護者からは安全・安心

な遊び場として評価されており、子どもスキップの設置が、学校選択の際のひとつの要素にもなっている。 

子どもスキップでの子どもたちの活動や様子などの情報を交換するなど、学校とも連携して実施してい

る。また、「地域子ども懇談会」を設置し、子どもスキップ事業へのアドバイスや子どもたちの見守りなどに

ついて地域の協力を得ている。 

○ 実施箇所（2012 年 11 月末現在） 18 か所（校舎内型 11 か所、敷地内型４か所、隣接型３か所） 

○ 職員体制 施設長 １人（常勤又は非常勤職員） 

学童指導員 ３人～７人（常勤及び非常勤職員）、他に臨時職員を配置 

○ 予算額（2012 年度） 373 百万円 

○ 利用状況（2012 年 11 月末現在） 

・ 延べ利用人数 262,528 人 

（小学校低学年 82,551 人、小学校高学年 57,875 人、学童クラブ 122,102 人） 

・ １日平均利用者数 73.3 人 

経緯・背景 

公共施設全体の効率的活用を図るため、児童館の利用対象を撤廃し区民全体が利用できるよう見直

すとともに、子どもたちの生活様式の多様化を反映した、新しい活動場所として子どもスキップの開設が

計画された。これを受けて、2004 年４月に最初の子どもスキップが開設された。 

成果・効果 

子どもスキップの新規開設２年目までは利用者アンケート調査を実施し、よりよい事業展開の参考とし

ている。調査対象は子どもスキップ利用対象者（保護者を含む）とし、小学校を通して全校配布、また、当

該小学校以外の利用対象者には来所時に配付している。 

2012 年４月開設の「子どもスキップ要（かなめ）」の例では、配布数 272 枚、回収数 162 枚で回収率

59.6％であった。 

課題 

小学校の空き教室を利用し基本的に２教室での実施のため、日によっては 100 人を超える児童が来

所する所もあり、利用児童数の多い施設では、校庭が使用できないなどでスペースとしては厳しい時間帯

がある。 

また、事業に対する学校側の理解や協力・連携が非常に重要である。本来、子育ては家庭が行い、

地域が子どもを育む環境を守るのが理想であるが、地域の担い手を育てるために行政もサポートする必

要があると考えている。 
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（10） 東京都三鷹市 
三鷹市は、東京多摩地区最東南に位置する市である。東京都のほぼ中央に位置し、新宿駅まで JR

中央線で 15 分と、都心へのアクセスの利便性も高い。武蔵野の自然が残る落ち着いた住宅都市である。 

2010年に「市制施行60周年」を迎えた三鷹市の特徴は、市民参加と協働の取組を全国的にも先進的

に推進してきた点にある。1973 年に市民によって構成される住民協議会が発足し、現在市内７つのコミュ

ニティセンターを管理運営しているなど、全国でも先駆的な市民主体のコミュニティづくりを継続している。

その歴史は約 40 年と長い。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   179,644 人（世帯数 87,501 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）   8,770 人（人口比 4.9％） 

面積          16.5k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

三鷹市では、今後高齢化がいっそう進行し、65 歳以上の老年人口が 20％を超え、15 歳から 64 歳ま

での生産年齢人口については、2015 年まで微増した後に減少することが予測されている。また、15 歳未

満の年少人口は、増加傾向がしばらく続く見込みであるが、2015 年前後にピークを向かえ、その後は緩

やかな減少に転じると予測されている。６歳から11歳までの児童人口及び０歳から５歳までの就学前人口

は、この 10 年で増加傾向を示し、ともに８～９％増となっているが、ここ数年で増加率が減少しており、こ

れらについても今後は微増若しくは横ばいが見込まれる。 

今後も施設保育支援、在宅子育て支援、制度（経済的）支援の３つをバランス良く実施し、充実した子

ども・子育て支援を展開する。子ども・子育て支援においても、三鷹市の強みである市民参加と協働、諸

関係機関との強い連携による取組を推進している。 

 

２） 基本理念（「三鷹市子育て支援ビジョン」） 

｢三鷹市子育て支援ビジョン｣は、「三鷹子ども憲章」を目標とし、「未来への投資」を効果的に行う子育

て支援施策の総合的指針として位置づけられている。 

① 多様な主体の参画と協働による子育て支援体制の整備 

② 子育て生活を応援する在宅子育て支援 

③ 子どもの育ちを伸ばす施設保育支援 

④ 学童保育所を中心とした子育て支援環境の充実 

⑤ 子育て支援施策の質の向上を目指した検証・研究・研修の拡充 

 

３） 三鷹子ども憲章 

三鷹市では、子どもたちのすこやかな成長のための子どもと大人の共通目標として、2008 年に「三鷹

子ども憲章」を制定した。「三鷹子ども憲章」の制定にあたっては、企画部を中心とした庁内でチームを立

ち上げ憲章イメージ案を作成した。策定にあたり、子どもたちの意見を反映させたいとの考えから、市立

小・中学校の代表が参加した「みたか子どもサミット」を開催した。また、広報「みたか」やホームページで

も子どもからの意見の募集を行った。語呂合わせで頭文字をとると「みたかのこども」となり、子どもも暗記

しやすいよう工夫されている。 
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① みんなでつくる 三鷹の未来 

② たすけあい いじめをなくそう 勇気を出して 

③ かんがえて 行動しよう マナーとルール 

④ のこそう自然 三鷹らしさをいつまでも 

⑤ こまったら 相談しよう まわりの人に 

⑥ どの人も あいさつかわす まちにしよう 

⑦ もっている みんなのいのち 大切に 

 

４） 庁内組織の体制 

「子ども政策部」の創設 

三鷹市では、総合的な子育て支援施策の展開を図るため、2010 年に「子ども政策部」を創設した。

それまでは、健康福祉部のもとにあった子育て支援室が中心となり、三鷹市次世代育成支援行動計画

（後期計画）の策定などを担ってきたが、部として創設することによって、子ども・子育て支援機能の集約

と強化ができた。子ども政策部の下には、児童青少年課、子ども育成課（子ども家庭支援センター、保

育園）、子育て支援課があり、三鷹市役所全職員約 1,000 人のうちの約４分の１の割合を占め、庁内組

織で最も大所帯となっている。 

子ども・子育て支援プロジェクト・チーム 

さらに、横断的に、子ども政策部、健康福祉部、教育委員会を中心とした子ども・子育て支援プロジ

ェクト・チームを構成している。市民会議である三鷹市次世代育成支援推進協議会の開催の前後で、

協議会の準備や議論の情報共有などを行っている。 

 

５） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

三鷹市次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定する際には、年６回にわたり三鷹市次世代育成

支援行動計画（後期計画）策定委員会を開催した。その後、本計画の評価・検証するために、三鷹市次

世代育成支援推進協議会と改称し、本協議会を年４回ほど開催し、関連施策に関する議論を行っている。

2011 年度では、幼保一体化の取組、地域子どもクラブと学童保育所との連携など学校・教育関係につい

て活発な議論が展開され、三鷹市健康福祉総合計画 2022（子ども・子育て分野）策定の一翼を担った。

本協議会を継続し、新制度のもとでの地方版子ども・子育て会議につなげていければと考えている。 

 

６） 幼保小の連携の取組 

三鷹市では、０歳から義務教育までの子どもを連続的に見ていこうと考えている。市立中学校を核とし

てその周りに小学校を位置づけた学園制（コミュニティスクール）を敷いており、現在７つの学園がある。そ

の制度のもとで、さらに小学校に入学したばかりの１年生が集団行動を取れないなどの小１プロブレムに

対応するために、同様に小学校を中心とした幼稚園、保育園との連携を強化した幼保一体化の取組を行

っている。園児が小学校の給食を食べに行ったり、小学校の運動会に参加するなど、様々なイベントを通

して小学校と幼稚園、保育園の交流を図っている。 

 

７） 三鷹型こども園（市立ちどりこども園）の取組 

現在、三鷹市では市立保育園が19園あり、そのうち７園は公設民営化されているが、その中に幼保一

体を図ったこども園が１園ある。その園とは、市立ちどりこども園のことであり、2007 年４月に開園されたい
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わゆる「三鷹型こども園」である。現在１歳児から５歳児までの保育園児 53人と、４、５歳児の幼稚園タイプ

園児 30 人が在園しており、４、５歳児は幼保混合クラスとなっている。９時から午後２時のコアの時間帯で

は、保育園児と幼稚園タイプ園児が同じクラスで幼児教育を受けており、午後２時以降は、預かり保育の

幼稚園タイプ園児も一緒に異年齢交流も図った混合保育を行うなど、時間帯別にカリキュラムを組んでい

る。カリキュラムについては、開設１年前より幼保職員が中心となってじっくり検討を重ねた。 

経緯・背景 

三鷹市では、1970 年代に幼稚園への入園希望者が一気に増えたのをきっかけに、私立幼稚園を補う

かたちで、三鷹市立幼稚園を５園設立した。しかし、近年保育の需要が高まり、幼稚園児の欠員が増えた

ため、民間の幼稚園は経営的に維持することが難しくなった。そこで、市立幼稚園を全て廃園とし、既存

の施設を利用して市立保育園を４園、学童保育や児童館機能を持たせたひろば１ヶ所を開設することに

なった。ただし、そのうちの１保育園については市立幼稚園の伝統も残して行こうということで、短時間保

育と長時間保育の混合タイプの三鷹型こども園が開園した。 

成果・効果 

いろいろな保育形態や保育時間帯が違う子どもが混在しているので、時間軸で運営・管理するための

ノウハウが蓄積した。 

保育園児も教育要領に基づいた幼稚園教育が受けられて、幼稚園タイプ園児も異年齢児との交流に

参加できるなど、両者の長所を活かしたカリキュラムが展開されている。ただ、近年の幼稚園の教育要領

と保育指針は近づいており、市立ちどりこども園と他の市立保育園との間のカリキュラムの差はなくなって

きている。 

課題 

市立ちどりこども園における児童の預かり年齢が、現在国の認定こども園で想定されている年齢と異な

っている。もともと４、５歳児の市立幼稚園園舎を改造して作った園なので、保育園として０歳児を預かる

ための環境整備ができないし、３歳児の幼稚園タイプ園児を受け入れるだけのスペースもない。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

201１年 12 月から、民生・児童委員によるおおむね生後４か月までの乳児のいる家庭の全戸訪問を実

施している。専門的なアドバイスを行う助産師・保健師による新生児訪問事業は、これとは別に希望者に

対して実施している。助産師・保健師による新生児訪問事業は生後 90 日以内の母子保健のための位置

づけであるのに対し、本事業はあくまでも子育て支援の位置づけであり、養育環境を地域で見守ることに

よって虐待などの防止につなげることを目的としている。既に市で実施されていた「はじめての絵本（ブッ

クスタート）事業」と連携し、民生・児童委員が訪問の際に新生児の誕生を祝い、絵本を渡すとともに、市

の子育て支援事業の紹介も行っている。 

○ 訪問件数（2012 年） 1,503 件 

○ 民生・児童委員数（2012 年） 116 人 

○ 訪問謝礼（2012 年） 150,300 円（100 円／回×1,503 人） 

経緯・背景 

民生・児童委員から、地域の子ども・子育て支援にもっと関わりたいとの理由で、乳児家庭全戸訪問実

施の提案があった。 
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成果・効果 

民生・児童委員が訪問することで、ゆりかごから墓場まで、連続した地域における見守りのネットワーク

が形成できた。さらに、助産師・保健師の新生児訪問を希望することにより、心配な点を二重にチェックで

きる。市の事業について直接丁寧に紹介することによって、参加を促すことができる。 

2012 年度の第 81 回全国民生・児童委員大会において、三鷹市民生・児童委員協議会が、子ども家

庭支援ネットワークへの参加を含むその独自の取組を評価され、「優良民生委員児童委員協議会」として

表彰された。 

課題 

民生・児童委員は従来高齢者や障がい者への支援が中心だったので、子どもへの虐待などの可能性

の見立てや子ども・子育てに関する市の事業への精通が求められる。これらのスキルアップのため、定期

的に研修を行っている。 

当初は民生・児童委員個人への負担が懸念されたが、１人当たり年間訪問数は 10人～15人程度と、

今のところ民生・児童委員個人への負担はそれほどない。 

 

２） 病児・病後児保育事業 

2002 年に三鷹駅前に開設された医院併設の病児・病後児保育室に加え、2010 年８月に新たに大学

病院の近隣に病児・病後児保育室が開設された。三鷹市の病児・病後児保育室は現在この２ヶ所で、い

ずれも１日 4,000円、半日2,000円で病児・病後児を預かっている。新施設には看護師が常駐するものの

医師の常駐はないため、大学病院からインターネットによるリモートカメラで児童の様子が確認できるよう

にしている。また、従来は大学病院の受診を経なければ施設が利用できなかったが、2011 年４月からは、

医師会の協力を得て、かかりつけ医の診療情報提供書による施設の利用が可能となった。 

○ 定員 ８人、年間延べ利用者数 900 人（2011 年、２ヶ所合わせて） 

○ 委託費（2011 年、２ヶ所合わせて） 23,940,000 円 

経緯・背景 

三鷹市内にある大学病院の事業所内的性格を持った保育施設を誘致するために、三鷹市から関連

子会社に建設費として 1,000 万円を補助した。大学病院との協働事業なので、何か医療的な仕組も付加

しようということで、保育事業者が東京都から補助を受けて病児・病後児保育を併設した。ただ、ここには

医者が常駐していないため、保育所に預けられるかどうかの判断を慎重にせざるを得ず、大学病院によ

る受診が必須条件であったため使い勝手が悪かった。 

成果・効果 

新たな病児・病後児保育施設の開設により、病児・病後児の受け入れ枠が４人から８人に拡大した。

朝早く（駅前施設が７時半、大学病院内施設が８時）から開室しているので、養育者は午前中も勤務先を

休むことなく朝から出勤することができる。さらに、かかりつけ医の診療情報提供書で申込みができること

になって、利便性が向上した。 

課題 

全体の定員数が８人と少なく、まだまだ不足している。 

また、当日の朝の診療情報提供書を以って利用できるとよい。子どもの症状は刻々と変わるので、前

日の夜の診断による預かり可否の判断に懸念がある。医療拠点で小児早朝診療体制の対応ができてい

れば可能であるが、それにはさらなる医師会との連携の仕組が必要となる。 
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３） ファミリー・サポート・センター事業における子育てサポーターの育成 

三鷹市では、ファミリー・サポート・センター事業における援助会員のスキルアップをさらに図ることによ

って、地域の子育てサポートリーダー（子育てサポーター）を育成する取組を 2011 年度から始めた。 

援助会員になるためには３日間のファミリー・サポート・センター援助会員養成講座の受講が必須条件

だが、その後も援助会員に対して毎年フォローアップ研修を行っている。子育てサポーターの養成講座

は、さらにその上のスキルアップを目指すものであり、保健師、養育機関、NPO 法人、医師などの協力を

得て、障がいのある子どもや病児への対応の仕方などを学ぶ。本養成講座を受講して子育てサポーター

の認証を受けた後、保育園地域開放事業（出前ひろば）などに出張して母親からの相談を受けるなど、現

場の経験を通して子育てサポーターとしての実力をつけていく。 

○ 子育てサポーター登録数（2011 年） 11 人 

○ 子育てサポーター養成講座実施費（2011 年） 92,000 円 

経緯・背景 

2011年度のファミリー・サポート・センター事業の利用会員、援助会員を合わせた全会員数は2,267人

である。当事業は三鷹市の在宅子育て支援としての大きな役割を担いつつある。そこで、さらに病児や障

がい児にも対応できるような在宅子育て支援へと拡充する目的で、援助会員のスキルアップを図ることと

なった。 

成果・効果 

まだ始まったばかりの試みであり、子育てサポーター育成の効果・成果は今後の事業の発展について

の検証の中で明らかにしていく。 

課題 

将来的には、病児や障がい児への対応もできるような居宅訪問型保育の専門家として、施設型保育

の補完的役割を担うものとしていきたいが、どのくらいの研修や経験を積めばそういった専門家が育つか

については、まだ把握しきれていない。 
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