


 

はじめに 
 

  

本市では、市民協働で子どもを見守り、ともに支えあう地域づくりを目指して、

平成１７年に次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」、平

成２２年には「次世代育成支援後期行動計画」を策定し、保育ニーズに応えるべく

認可保育所４か所や放課後児童クラブ分室など施設整備を計画的に実施し、子育

て・支援の充実・発展に取り組んでまいりました。平成２５年に実施した市内子育

て世帯を対象に実施した子ども・子育てに関するニーズ調査では、前回調査の５

４％を上回る約６５％の未就学児の保護者の方から「子育てしやすいまち」という

評価をいただいております。 

一方、本市の人口は、平成２２年をピークに緩やかな減少に転じ、少子高齢化が

進行しつつあります。また、ここ数年で子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変

化しており、加えて、家族観の変化による核家族の増加や就労意欲のある母親の増

加、派遣労働などの就労形態の多様化、そして、地域コミュニティ意識の希薄化な

どにより、子育てニーズの多様化も進んでいます。 

このたび、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の新たな仕組みを定める、

子ども・子育て関連３法が成立し、「子ども・子育て支援法」に基づく新制度が平

成２７年４月から開始されます。本市においても、これまでの子育て支援施策を継

続しつつ、新たな子ども・子育て支援のニーズを反映し、特に需要が高い低年齢児

を対象とした、小規模保育事業や事業所内保育などの施設整備及びサービスの充実

を進め、保護者が安心して働ける社会を地域全体で構築するため、平成２７年度か

ら５年間の「岩沼市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

この計画では、本市のまちづくりの指針である「いわぬま未来構想」に掲げる 

「 があふれる“健幸”先進都市いわぬま」の実現に向けて、子育て支援施策の一

層の充実や教育力の更なる向上を図るなど、学校と家庭、地域や事業者などと行政

が一体となって将来の岩沼市を担う子どもを安心して産み、育てることができる環

境づくりに努めてまいります。 

最後に、この計画の策定にあたりご尽力いただきました岩沼市子ども・子育て会

議の委員の皆様をはじめ、ニーズ調査やパブリックコメントなどにご協力いただき

ました多くの皆様に心からお礼申し上げます。 

 

              平成２７年３月 

                      岩沼市長 菊地 啓夫  
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１．計画の背景 

近年の急速な少子化の進行や核家族化・高齢化の進行など、家族や地域、就

労・雇用など子どもや子育てを取り巻く社会環境の変化に対応するため、国に

おいては平成 15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」を策定し、地域や職

場における総合的な次世代育成支援対策を推進してきました。 

平成 19 年 12 月に「子どもと家族を応援する日本｣重点戦略を策定し、「“子

育て家庭”を社会全体で支援」するという考え方によって子育て支援が実施さ

れてきましたが、その間にも少子化の進行や未婚・晩婚化の進行はとどまりま

せんでした。 

これを受け、「“社会全体”で子ども・子育てを支援」するという考え方に基

づき、平成 22 年 1 月には今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジ

ョンである「子ども・子育てビジョン」を策定し、平成 24 年 8 月に「子ども・

子育て関連 3 法」が成立し、平成 27 年 4 月より「子ども・子育て支援新制度」

が施行される予定となっています。 

 

これまで、岩沼市では、平成１５年７月に１０年間の時限法として「次世代

育成支援対策推進法」が制定されたことを受け、平成１７年４月からは「次世

代育成支援行動計画」を、また、平成２２年４月からは前期計画を継承した「次

世代育成支援後期行動計画」を策定し、保育ニーズに応えるサービス提供や施

設整備を計画的に実施し、本市の子育て支援の充実・発展に取り組んでまいり

ました。 

 

また、ここ数年、合計特殊出生率はもち直したとみられるものの、出生数は

漸減しており、社会全体でのさらなるワーク・ライフ・バランスの浸透や女性

が就労の場で活躍できる取組の促進、企業の仕事と子育ての両立のための環境

整備などを推進することが必要な状況を鑑み、次世代育成支援対策推進法を延

長・強化するため、法律の有効期限を平成 36 年度末まで 10 年間延長するこ

とや、事業主の特例認定制度の創設などを盛り込んだ次世代育成支援対策推進

法の一部改正が行われました。 

次世代育成支援対策推進法の一部改正と同時に、母子寡婦法（母子及び寡婦

福祉法）、児童扶養手当法の一部改正が行われ、母子家庭及び父子家庭に対す

る支援施策の充実を図ることになります。 
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２．計画の趣旨 

「子ども・子育て支援法」では、都道府県及び市町村に、子ども・子育て支

援事業計画の策定が義務づけられました。この「子ども・子育て支援新制度」

では、子育ての孤立感と負担感の増加や深刻な待機児童問題、放課後児童クラ

ブの不足、女性の社会参画を支える支援の不足（Ｍ字カーブの解消）、地域の

実情に応じた提供対策などと併せて、子ども・子育て支援の質と量の不足を解

消するために、「質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供」、「保育の

量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

の 3 つを柱として掲げています。 

子ども・子育て支援事業計画の策定義務づけを受けて、「次世代育成支援対

策推進法」に基づく、都道府県及び市町村の次世代育成支援行動計画の策定は

義務づけから任意になりました。 

本市においても、「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行に適切に対応

していくとともに、平成２７年４月から５年間の本市の子ども・子育て支援の

取組について定めるものです。 
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３．計画の位置づけ 

○計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育

て支援事業計画」となります。 

また次世代育成支援対策推進法が改正され、法律の有効期限が 10 年間延

長（平成 37 年 3 月 31 日まで）されたことから、次世代育成支援対策推進

法第 8 条に基づく「市町村行動計画」にも位置づけるとともに、児童福祉法

に基づく「市町村整備計画」の内容も含む計画とします。 

また、そのほかの諸計画など、子どもの福祉や教育に関する他の計画とも

整合を図り、調和を保った計画となります。 

 

【子ども・子育て支援法（抜粋）】 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

【次世代育成支援対策推進法（抜粋）】 

（市町村行動計画） 

第八条市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関

し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の

確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成す

る家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の

推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）

を策定するものとする。 

 

      【諸計画の関係】 
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市町村整備計画

＜関連計画＞ 

いわぬま未来構想 

地域福祉計画 

生涯学習推進計画 男女共同参画基本計画 

教育基本方針 

子ども・子育て支援事業計画
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４．計画の期間 

本計画は５年を１期とするものとされています。また、計画の内容と実際の

状況に乖離がある場合は、必要に応じ、中間年を目安として計画の見直しを行

うものとします。 

 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

      

 

 

 

 

５．策定体制 

本計画の策定にあたっては、「岩沼市子ども・子育て会議」を設置し、検討

を行ったほか、岩沼市子ども・子育て支援ニーズ調査により、子育て家庭の意

見収集を実施し、計画策定のための参考としました。 

 

■計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗評価 進捗評価 進捗評価 進捗評価

中間評価 計画改訂 

  

 

 

岩沼市子ども・子育て会議 

学識経験者 

関係機関・団体の代表者 

市長 

事務局 

（子ども福祉課） 

市民 

参加 

設置 

会議開催・ 

資料提供 

意見・提案 

子ども・子育て 

支援ニーズ調査 

回答 

パブリック・ 

コメント 
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１．岩沼市の子ども・子育てに関わる概況 

■岩沼市の人口（各年10 月1 日現在） 

平成2 年から平成17 年までは増加傾向にありましたが、平成22 年では人口の伸びは鈍化し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

■世帯数（各年10 月1 日現在） 

世帯数は増加を続けており、平成22 年には15,519 世帯となっています。また、１世帯あた

り人員は減少傾向にあり平成2２年では2.85人となっており、核家族化の進行がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２．母子保健の状況 

■母子手帳の交付状況 

妊娠届出数はゆるやかな減少傾向にあります。 

                                 単位：人  

年度 

妊娠届出数 届 出 時 週 数 

（交付数） 
満11 週 

以内 

満12  

～19 週 

満20  

～27 週 

満28 週 

以上 
不明 

平成21 年度 439(445) 405 27 4 3 0 

平成22 年度 398(401) 332 50 13 2 1 

平成23 年度 409(415) 372 29 6 2 0 

平成24 年度 382(385) 353 2 3 3 0 

平成25 年度 381(383） 350 23 4 4 0 

 資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

 

■妊婦健康診査状況（医療機関委託） 

平成25 年度の妊婦健康診査の受診結果をみると、「異常なし」が95％を占めており、要精検・

要治療は２％程度にとどまっています。 

                                  単位：人 

  

交付及び受診状況 結 果 (延) 

健診票 

交付数 

受診者

数 
異常なし 要観察 要精検 要治療 不明 

平成25 年度 

初回 383 380 338 5 28 6 3 

12～15 週前後 388 349 346 3 0 0 0 

16～19 週前後 399 357 351 6 0 0 0 

20～23 週前後 404 376 370 4 0 2 2 

24～25 週前後 410 363 356 7 0 0 0 

26～27 週前後 414 372 338 9 0 25 0 

28～29 週前後 417 367 353 11 0 3 0 

30～31 週前後 420 364 342 9 0 13 0 

32～33 週前後 423 334 326 6 0 2 0 

34～35 週前後 426 307 299 2 0 6 0 

36 週前後 427 312 297 7 0 8 0 

37 週前後 427 276 258 7 0 8 3 

38 週前後 428 233 229 3 0 1 0 

39 週前後 427 147 142 4 0 0 1 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 
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                              単位：人 

  
子宮頸がん細胞診（初回に実施） 

受検者数 異常なし 要精検 希望せず 

平成21 年度 初回 428 427 1 16 

平成22 年度 初回 374 372 2 22 

平成23 年度 初回 398 395 3 11 

平成24 年度 初回 263 262 1 21 

平成25 年度 初回 364 362 2 16 

                   資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

■妊産婦・新生児訪問指導状況(助産師委託） 

出生数に対する訪問率は90％以上で高い訪問率を示しています。 

                                     単位：人  
年度 出生数 

（3 月～ 

次年2 月） 

訪問 

申請者数 

訪    問    内    訳 

妊婦 産婦 新生児 出生数に対

する訪問率実 延 実 延 実 延 

平成21 年度 425 408 1 1 389 389 396 397 93.2% 

平成22 年度 419 398 0 0 383 383 388 388 92.6% 

平成23 年度 388 335 0 0 381 381 381 381 98.2% 

平成24 年度 399 353 0 0 372 372 376 377 94.2% 

平成25 年度 386 338 0 0 379 385 378 384 97.9% 

※市外・県外訪問も含む                資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

 

 

■ママサポート事業 

産後うつ病ハイリスク調査でのハイリスク出現率は減少傾向にあり、平成25 年度では10.9％

となっています。フォローの状況では「健診」によるフォローが多くなっています。 

                                     単位：人 
年度 産後うつ病ハイリスク調査 支援の状況 （延） 

実人数(外

国人除) 

ハイリスク 

産婦数 

ハイリスク  

出現率 
再訪問 電話 来所 健診 

保健師継

続支援 

平成21 年度 387 60 15.5% 35 68 18 46 33 

平成22 年度 380 52 13.7% 26 67 12 48 28 

平成23 年度 378 60 15.9% 28 60 10 33 31 

平成24 年度 368 40 10.9% 22 28 7 31 19 

平成25 年度 377 41 10.9% 38 26 3 32 22 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 
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■乳児一般健康診査状況（医療機関委託） 

乳児一般健康診査は、各年度ともに健診票の交付数は８か月児が多いものの、８か月

児の受診者数は２か月児より少なくなっています。 

                                      単位：人 

年度 対象 
健診票

交付数 

受診者

数 
異常なし 要観察 要治療 要精検 治療中 未記入 

平成21年度 
２か月児 495 393 367 21 1 0 3 1 

８か月児 524 357 329 25 1 0 1 1 

平成22年度 
２か月児 421 372 349 12 0 5 2 4 

８か月児 435 349 332 15 0 2 0 0 

平成23年度 
２か月児 470 350 319 23 1 2 5 0 

８か月児 498 343 306 27 3 3 3 1 

平成24年度 
２か月児 443 378 333 29 4 5 6 1 

８か月児 467 330 297 26 2 2 3 0 

平成25年度 
２か月児 443 367 320 29 3 3 2 10 

８か月児 175 341 306 22 1 4 7 1 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

■3 か月児健康診査（毎月定例実施12 回） 

3 か月児健康診査の受診率は、96～98％で推移しています。 
                                    単位：人 

年度 対象人数 受診者数 受診率 
発育状況 

診察   

有所見児

要経過  

観察児 

股関節 

異常 やせ 肥満 

平成21 年度 440 424 96.4% 18 12 112 118 78 

平成22 年度 408 403 98.8% 11 7 92 110 77 

平成23 年度 393 378 96.2% 9 8 112 59 83 

平成24 年度 419 412 98.3% 14 3 92 104 72 

平成25 年度 411 402 97.8% 7 20 114 106 67 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

■1 歳8 か月児健康診査（毎月定例実施12 回） 

1 歳 8 か月児健康診査の受診率は、年々上昇し、平成 24 年度以降は 97％以上を示

しています。発育状況をみると、肥り気味・肥満の子どもが増加しています。 

                                   単位：人・本 

年度 
対象 

人数 

受診者

数 
受診率 

発育状況 
診察有

所見児

要経過

観察児

歯 科 健 診 

やせ
肥り

気味
肥満

う歯

あり
罹患率 

一人平

均 

口腔

疾患

平成21年度 473 446 94.3% 110 35 5 33 210 18 4.0% 0.1 90 

平成22年度 398 380 95.5% 130 28 2 24 190 11 2.9% 0.1 52 

平成23年度 451 427 94.7% 143 46 2 32 219 11 2.6% 0.07 74 

平成24年度 406 394 97.0% 113 42 5 34 151 6 1.5% 0.06 53 

平成25年度 405 394 97.3% 59 67 13 40 159 10 2.5% 0.069 55 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 
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■2 歳6 か月児歯科健康診査（毎月定例実施12 回） 

2歳6か月児歯科健康診査の受診率は、平成23年度以降は90％以上となっており、

平成25 年度は93.2％となっています。 

                                                          単位：人・本 

年度 対象人数 受診者数 受診率 
歯    科    健    診 

う歯あり 罹患率 一人平均 口腔疾患

平成21 年度 455 373 82.0% 39 10.5% 0.32 40 

平成22 年度 458 405 88.4% 51 12.6% 0.34 41 

平成23 年度 417 386 92.6% 40 10.4% 0.33 52 

平成24 年度 402 389 96.8% 35 9.0% 0.24 49 

平成25 年度 428 399 93.2% 57 14.3% 0.47 57 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

 

■3 歳6 か月児健康診査（毎月定例実施12 回） 

3 歳6 か月児健康診査の受診率は、93～98％で推移しています。歯科健診での罹患

率が20～30％台と2 歳6 か月児に比べて多くなっています。 

                                   単位：人・本 

年度 
対象

人数 

受診

者数 

受診

率 

発育状況 
診察有

所見児

要経過

観察児

歯科健診 

やせ
肥り

気味
肥満 う歯あり 罹患率 

一人

平均 

口腔

疾患

平成21 年度 443 413 93.2% 3 0 2 37 77 114 27.6% 1.1 51 

平成22 年度 399 389 97.5% 0 1 0 44 85 115 29.8% 0.7 53 

平成23 年度 502 469 93.4% 3 1 1 42 80 112 32.6% 0.9 56 

平成24 年度 426 418 98.1% 4 0 0 37 90 101 24.2% 0.7 36 

平成25 年度 415 399 96.1% 1 4 0 11 64 92 23.1% 0.7 49 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

■相談・教室の状況（延） 

乳幼児相談の人数が平成23 年度に減少していますが、相談と併せて実施していた遊

びのコーナー（親子ふれあい教室）を「みなみプラザ」実施に変更したためのものです。       

単位：人 

年度 乳児相談 
乳幼児  

相談 

乳幼児   

保健講座 

ママの  

相談 

にこにこ

教室 

発達  

相談 

ことばの  

相談  

離乳食  

教室 

赤ちゃん  

ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

各種教室等 

（就学児健診・講話）

平成21 年度 269 944 72 64 100 34 22 105 546 514（5 回実施） 

平成22 年度 237 1078 64 26 112 35 11 93 315 534（8 回実施） 

平成23 年度 215 429 － 24 41 28 7 76 344 563（8 回実施） 

平成24 年度 247 353 94 52 59 32 17 57 311 479（5 回実施） 

平成25 年度 372 535 160 18 60 27 22 97 269 467（5 回実施） 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 
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■保健師の支援ケース状況 

保健師の支援ケースは実人数では、ほぼ横ばいで推移しています。内訳をみると、発

達は減少傾向にありますが、情緒が増加しています。 

                                     単位：人 

年度 
実人

数 
延人数 

内訳 

発達 言語 情緒 
環境（母子

関係） 

自閉   

（傾向） 
疾病 その他 

虐待（疑い

も含む） 

平成21 年度 314 433 136 60 12 35 52 29 66 43 

平成22 年度 341 532 146 70 19 63 76 38 81 39 

平成23 年度 301 475 131 62 25 48 57 38 73 26 

平成24 年度 299 456 127 62 25 48 57 38 73 26 

平成25 年度 299 424 110 57 34 63 51 23 66 20 

注）平成25 年度は4 月から12 月末まで          資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 

 

 

■管理栄養士の相談状況（平成２５年度） 

平成 25 年度の管理栄養士の相談状況をみると、相談数が乳幼児相談で も多くなっ

ています。全体の内訳としては、「食事量（食べすぎ・小食）」に関する相談が も多く、

ついで「間食」となっています。 

                                      単位：件 

事業名 
実人

数   

相談件

数 

要継続児 内訳 

人数 
割合

（％）
授乳 卒乳 食事量 偏食

食物ｱﾚﾙ

ｷﾞー ・ｱﾄﾋﾟー  
間食 咀嚼 

調理・

食材

乳 児 相 談 27 75 1 3.7 16 - - - 4 - - 26 

乳 幼 児 相 談 103 536 18 17.5 49 11 70 14 16 32 30 66 

1 歳 8 ヶ月児健診 94 395 13 13.8 - 20 46 51 22 46 34 23 

2 歳 6 ヶ月児歯科健診 104 393 13 12.5 - 10 40 47 6 63 14 41 

3 歳 6 ヶ月児健診 73 271 6 8.2 - 3 35 26 7 40 10 12 

離乳食完了期教室 97 265 6 6.2 33 33 31 17 7 12 22 30 

その他(訪問・電話・来所） 55 239 20 36.4 20 5 35 17 9 15 8 20 

合計 553 2174 77 - 118 82 257 172 71 208 118 218 

資料：健康福祉部健康増進課「地域保健計画書」 
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

３．教育・保育施設の状況 

■保育園 

各保育所（園）ともに、弾力的運用により定員を超える児童を受け入れています。 
○定員（各年度４月１日現在）                                単位：人 

№ 保育所(園)名 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 備考 

1 東 保 育 所 90 90 休所 休所 45 45 市立 

2 亀 塚 保 育 所 60 60 60 60 60 60 市立 

3 相 の 原 保 育 所 60 60 60 60 60 60 市立 

4 西 保 育 所 60 60 60 60 60 60 市立 

5 岩 沼 保 育 園 60 60 60 60 60 60 私立 

6 竹 駒 保 育 園 90 90 90 95 95 95 私立 

7 岩 沼 北 保 育 園 90 90 90 90 90 90 私立 

8 チ ア フ ル 保 育 園 60 60 60 60 60 60 私立 

9 ほ の ぼ の 保 育 園 60 60 60 60 60 私立  H22.4開園 

10 岩沼はるかぜ保育園 75 90 75 75 私立  H23.4開園 

11 ひ よ こ 園    36 私立  H26.4開園 

合計 570 630 615 635 665 701  

○入所児童数（各年度3 月1 日現在 ただし平成２６年度は４月１日現在）           単位：人 

№ 保育所(園)名 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 備考 

1 東 保 育 所 96 98 休所 休所 40 51 市立 

2 亀 塚 保 育 所 68 67 61 61 62 55 市立 

3 相 の 原 保 育 所 70 64 66 64 62 61 市立 

4 西 保 育 所 71 71 70 71 68 67 市立 

5 岩 沼 保 育 園 70 71 72 73 72 66 私立 

6 竹 駒 保 育 園 97 95 101 111 111 110 私立 

7 岩 沼 北 保 育 園 93 95 96 98 95 91 私立 

8 チ ア フ ル 保 育 園 72 72 72 71 72 71 私立 

9 ほ の ぼ の 保 育 園 59 59 60 59 60 私立  H22.4開園 

10 岩沼はるかぜ保育園 98 100 81 75 私立  H23.4開園 

11 ひ よ こ 園    25 私立  H26.4開園 

合計 637 692 695 709 722 732  

  注）平成２１年度⇒平成22 年3 月1 日現在                   資料：子ども福祉課 

 

■待機児童数（各年度４月１日現在） 

待機児童数は減少傾向にあり、平成26 年度では11 人になっています。 
                                    単位：人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども福祉課 
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■幼稚園 （各年度５月１日現在） 

幼稚園の定員はこの５年間で変更はありません。在園児は年度によって増減はありま

すが、定員以内となっています。 
                                    単位：人 

  平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

 

定員 

岩 沼 さ く ら 245 245 245 245 245

岩 沼 こ ば と 200 200 200 200 200

岩沼西こばと 260 260 260 260 260

岩沼南こばと 320 320 320 320 320

合計 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025

 

在園数 

岩 沼 さ く ら 232 208 208 195 209

岩 沼 こ ば と 128 131 134 140 135

岩沼西こばと 192 171 162 168 182

岩沼南こばと 296 251 239 295 296

合計 848 761 743 798 822

資料：学校基本調査 

 

■小学校の概況（各年度5 月1 日現在）  

小学校の児童数は、ほぼ横ばいで推移していますが、岩沼西小学校は増加傾向が続い

ています。 
                                      単位：人 

年度 計 男 女 
岩沼 岩沼西 岩沼南 玉浦 

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

平成21年度 2,745 1,441 1,304 739 396 343 995 523 472 672 345 327 339 177 162

平成22年度 2,768 1,437 1,331 722  372 350 1,037 543 494 664 341 323 345 181 164

平成23年度 2,801 1,434 1,367 729  377 352 1,091 563 528 652 323 329 329 171 158

平成24年度 2,777 1,422 1,355 720  359 361 1,109 585 524 622 308 314 326 170 156

平成25年度 2,770 1,425 1,345 719  365 354 1,117 600 517 613 299 314 321 161 160

※特別支援学級の児童含む                     資料：学校基本調査，学校統計要覧 
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■学童保育（各年度3 月末現在） 

学童保育は増加傾向にあり、西児童センター、南児童館、北児童センターでは分室を

新設し対応しています。平成 25 年度で 70 人を超えているのは西児童センターと北児

童センターとなっています。 
                                    単位：人 

№ 放課後児童クラブ名 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1 東児童館放課後児童クラブ 45 49 53 54 59

2 西児童センター放課後児童クラブ 113 105 81 116 99

3     〃   分室にしっこクラブ 25 26 22 25

4     〃   分室ただいまクラブ 23 23 19

5     〃   分室おかえりクラブ   24

6 南児童館放課後児童クラブ 80 70 68 70 66

7     〃   分室みなみっこクラブ 19 18 17 21

8 北児童センター放課後児童クラブ 86 72 64 63 81

9     〃   分室すずかけクラブ 21 25 27 30

                   合計 324 361 358 392 424

  注）平成21 年度⇒平成22 年3 月31 日現在                 資料：子ども福祉課 

 

 

■中学校の概況（各年度5 月1 日現在） 

中学校の生徒数は、岩沼中学校でやや減少傾向がみられるものの、各中学校ともにほ

ぼ横ばいで推移しています。 
                                      単位：人 

年度 計 男 女 
岩沼 岩沼北 岩沼西 玉浦 

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

平成21年度 1,295 681 614 423 221 202 258 142 116 445 234 211 169 84 85

平成22年度 1,327 698 629 446 220 226 264 151 113 452 247 205 165 80 85

平成23年度 1,263 670 593 404 203 201 273 150 123 438 244 194 148 73 75

平成24年度 1,287 696 591 400 215 185 279 154 125 448 241 207 160 86 74

平成25年度 1,296 685 611 393 220 173 266 138 128 469 235 234 168 92 76

※特別支援学級の生徒含む                     資料：学校基本調査，学校統計要覧 
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４．子ども・子育て支援ニーズ調査のポイント 

本計画を策定するにあたり、「量の見込み」の算出や子育て支援に関する実

態や意見・要望等を把握するために、「岩沼市子ども・子育て支援ニーズ調査」

を実施しました。 

 

（１）調査方法 

調査対象 岩沼市在住の就学前児童及び小学生児童をもつ保護者 

対象者抽出方法 住民基本台帳からの系統抽出 

調査方法 郵送による配布・回収方式 

調査期間 平成25年12月 

 

 

（２）回収状況 

調査種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 1,500 票 728 票 48.5％

小学生 1,350 票 590 票 43.7％

 

 

（３）調査結果のポイント 

①就学前児童 

■回答者及び対象児童の属性 

子育てを主に行っているのは、「主に母親」と「父母ともに」が共に半数近

くになっています。 

日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人については、「緊急時もしくは用

事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」とした方が６割を占めて も多

くなっています。 

 

■子育ての状況や悩み、相談等について 

子育てに関する感じ方をみると、「楽しいと感じることの方が多い」が７割

近くで も多くなっています。 

子育てをする上で有効と感じる支援・対策をみると、「仕事と家庭生活の両

立ができる労働環境の整備」との回答が約７割で も多くなっていますが、

「保育サービスの充実」、「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」も

半数以上を占めています。子育てをする上で特に負担に思うことについては、

「子育てで出費がかさむ」との回答が半数を超えて も多くなっています。 
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子育てに関して、日常悩んでいることについては、「子どもを叱りすぎてい

るような気がすること」とした方が約４割で も多くなっています。ついで

「食事や栄養に関すること」、「仕事や自分のやりたいことが十分できないこ

と」が３割以上となっています。 

子育てについての悩みの相談先をみると、「配偶者（パートナー含む）」が

も多く約８割を占めています。 

子育てに関する情報の入手経路は、「隣近所の人、知人、友人」とした方が

５割を超えて も多くなっています。ついで「親族（親、兄弟姉妹など）」、

「市の広報やパンフレット」、「保育所（園）、幼稚園、学校」が４割以上とな

っています。 

 

■子どもの安全と権利擁護について 

子どもの安全を守るために、特に重要と思われることについては、「通学路

や子どもの遊び場（公園等）の安全対策（防犯灯や防犯カメラの整備による

暗がりや死角の解消）」が６割以上で も多くなっています。ついで「歩行者

や自転車のための交通安全施設（ガードレール、歩道橋等）の整備」と「地

域ぐるみのパトロールなど子どもを犯罪から守るための取組」が約半数で続

いています。 

児童の虐待を見たり聞いたりした時の対応については、「特になにもしてい

ない」との回答が約７割となっています。市役所や警察等に連絡したのはそ

れぞれ１割未満となっています。 

 

■保護者の就労状況について 

未就労の保護者の就労希望をみると、“母親”では「１年より先、一番下の

子どもが●歳になったころに就労したい」が半数を超えて も多くなってお

り、就労を希望する子どもの年齢をみると、「３歳」とした方が３割で も多

くなっています。「子育てや家事などに専念したい」は２割弱にとどまってい

ます。 

仕事と子育てを両立させる上で大変なことについては、「自分が病気・けが

をした時や子どもが急に病気になった時に、代わりに面倒をみる人がいない」

とした方が半数以上で も多くなっています。 

 

■平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況をみると、「利用している」方が

約５割となっています。利用している方の具体的な利用事業をみると、「認可

保育所（園）」が５割で も多くなっています。ついで「幼稚園」が４割とな

っています。 
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利用していない方の利用しない理由をみると「子どもがまだ小さいため」

との回答が半数以上を占めて も多く、ついで「利用する必要がない」との

回答が４割以上とこれら２項目が上位を占めています。利用しない理由で「子

どもがまだ小さいため」と回答した方の利用を希望する子どもの年齢をみる

と、「３歳」（42.6％）と「４歳」（29.5％）が上位を占めています。 

平日に利用したい定期的な教育・保育事業をみると、「幼稚園」が６割以上

を占めて も多くなっています。 

 

■地域子育て支援事業の利用状況等について 

子育て支援事業の認知度をみると、「保健センターの教室・健診・相談サー

ビス」が９割で も多くなっています。ついで「保育所（園）の園庭等の開

放日及び子育て支援企画事業」、「児童館（センター）の一般利用」が８割台

で続いています。 

子育て支援事業の利用経験をみると、「保健センターの教室・健診・相談サ

ービス」が８割近くの方に利用されています。ついで利用されているのは「子

育てガイドブック、Ｈappy チャイルドカレンダー」、「児童館（センター）の

一般利用」が４割台で続いています。 

子育て支援事業利用者の満足度をみると、“満足”とした方が も多いのは

「地域子育て支援センター等の子育てサークル」で約６割の方が満足として

います。ついで「岩沼市子育て支援センター企画事業」、「ふれあい教室やあ

そびの広場」が半数を超えています。 

今後利用したいサービスをみると、「保健センターの教室・健診・相談サー

ビス」が約５割を占めて も多くなっています。ついで「児童館（センター）

の一般利用」が 41.9％、「図書館の絵本読み聞かせ会」が 38.6％となって

います。 

 

■土曜・休日・長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について 

土曜・休日等の定期的な教育・保育事業の利用希望をみると、“土曜日”で

は「月に１～２回は利用したい」とした方は 25.3％と４人に１人の割合とな

っています。 

“日曜・祝日”では「月に１～２回は利用したい」とした方は１割台とな

っています。 

 

■病気の際の対応について 

平日の定期的な教育・保育事業を利用している方の、お子さんの病気やケ

ガで普段の教育・保育が利用できなかった日の有無をみると、「あった」とし

た方は７割以上となっています。 
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お子さんの病気やケガで普段の教育・保育事業が利用できなかった場合の

対処方法をみると、「母親が休んだ」が７割以上で も多くを占めています。

ついで「親族・知人に子どもを看てもらった」が４割弱となっています。 

お子さんの病気やケガで仕事を休んだと回答した方の病児・病後児のため

の保育施設等の利用意向をみると、「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」とした方は約４割となっています。 

 

■小学校就学後の放課後の過ごし方について 

放課後の過ごし方の希望をみると、小学校“低学年”“高学年”共に「自宅」

が も多く、ついで「習い事」、「放課後児童クラブ」となっています。 

小学校低学年における放課後の過ごし方の希望ごとの１週あたり希望日数

をみると、“自宅”と“児童館（センター）”、“放課後児童クラブ”では、と

もに「５日以上」とした方が も多くなっています。 

小学校高学年における放課後の過ごし方の希望ごとの１週あたり希望日数

をみると、“自宅”と“放課後児童クラブ”では、ともに「５日以上」とした

方が多くなっています。 

 

■市政について 

岩沼市が子育てしやすいまちだと思うかについては、「そう思う」と「まあ

そう思う」を合わせると６割以上となっています。 

市に対して充実を図って欲しい子育て支援については、「子連れでも出かけ

やすく楽しめる場所を増やしてほしい」が も多く、ついで「保育所（園）

や幼稚園にかかる出費負担を軽減してほしい」が６割以上となっており、こ

れら２項目が上位を占めています。 

 

 

 

 

②小学生 

■回答者及び対象児童の属性 

日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人については、「緊急時もしくは用

事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」とした方が５割を占めて も多

くなっています。ついで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」（32.2％）、

「 緊 急 時 も し く は 用 事 の 際 に は 子 ど も を み て も ら え る 友 人 ・ 知 人 が い る 」

（25.9％）となっています。 
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■子育ての状況や悩み、相談等について 

子育てに関する感じ方をみると、「楽しいと感じることの方が多い」が６割

で も多くなっています。 

子育てをする上で有効と感じる支援・対策では、「仕事と家庭生活の両立が

できる労働環境の整備」との回答が６割以上で も多くなっています。つい

で「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」、「子どもを対象にした犯

罪・事故の軽減」が４割以上で続いています。 

子育てをする上で特に負担に思うことは、「子育てで出費がかさむ」との回

答が半数を超えて も多く、ついで「自分の自由な時間が持てない」、「子育

てによる精神の疲れが大きい」が３割前後で続いています。 

子育てについての悩みの相談先をみると、「配偶者（パートナー含む）」が

も多く約８割を占めています。ついで「親族（親、兄弟姉妹など）」、「隣近

所の人、知人、友人」が５割以上となっています。 

子育てに関する情報の入手経路は、「隣近所の人、知人、友人」とした方が

７割近くで も多く、ついで「保育所（園）、幼稚園、学校」、「親族（親、兄

弟姉妹など）」が４割以上となっています。 

 

■子どもの安全と権利擁護について 

子どもの安全を守るために、特に重要と思われることをみると、「通学路や

子どもの遊び場（公園等）の安全対策（防犯灯や防犯カメラの整備による暗

がりや死角の解消）」が６割以上で も多くなっています。ついで「歩行者や

自転車のための交通安全施設（ガードレール、歩道橋等）の整備」（53.6％）、

「地域ぐるみのパトロールなど子どもを犯罪から守るための取組」（46.3％）

が上位３項目となっています。 

児童の虐待を見たり聞いたりした時の対応については、「特になにもしてい

ない」との回答が６割となっています。市役所、民生委員等に連絡したのは

それぞれ１割未満となっています。 

 

■保護者の就労状況について 

未就労の保護者の就労希望をみると、“母親”では「１年より先、一番下の

子どもが○○歳になったころに就労したい」が４割弱で も多くなっていま

す。就労を希望する子どもの年齢をみると、「10 歳以上」とした方が２割で

も多くなっています。「子育てや家事などに専念したい」は 23.3％となっ

ています。 

仕事とプライベートの優先度については、“希望”と“現実”共に「家事（育

児）時間を優先」とした方が も多くなっています。 

仕事と子育てを両立させる上で大変なことについては、「自分が病気・けが
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をした時や子どもが急に病気になった時に、代わりに面倒をみる人がいない」

とした方が半数以上で も多くなっています。 

 

■放課後、休日の過ごし方について 

放課後の過ごし方をみると、“現在”“今後”共に「自宅」が も多く、つ

いで「習い事」、「放課後児童クラブ」となっています。 

お子さんを日曜や祝日など休日に預かってほしいと思うかについては、「預

かってほしいと思わない」が約６割で も多くなっていますが、ついで「年

に数回程度、思うことがある」が３割近くを占めています。 

 

■病気の際の対応について 

お子さんの病気やケガで普段の教育・保育事業が利用できなかった日の有

無をみると、「あった」とした方は６割以上となっています。 

お子さんの病気やケガで普段の教育・保育事業が利用できなかった場合の

対処方法をみると、「母親が休んだ」が約５割で も多くを占めています。 

お子さんの病気やケガで仕事を休んだと回答した方の病児・病後児のため

の保育施設等の利用意向をみると、「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」とした方は約２割となっています。 
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５．本市の子ども・子育て環境の課題 

（１）核家族化の進行 

総人口の推移などから少子高齢化と核家族化が年々進行していることがう

かがえ、今後もさらに進行していくことが予想されます。 

子どもの減少に歯止めをかけるためには、本計画の施策全体において、よ

り一層の充実が求められるとともに、少子高齢化・核家族化の時代における

子育て支援のあり方を考えていかなければなりません。 

 

（２）働く母親への支援の充実 

昨今の厳しい景気状況などから、就労している、または就労意欲のある母

親が増加しており、母親が安心して働ける体制の整備が求められています。

それは子育て支援サービスの整備・充実はもちろんですが、企業や学校、地

域など社会全体に向けて、働く母親への理解を深めてもらうことも重要です。 

 

（３）多様なニーズへの対応 

少子高齢化・核家族化の進行や就労意欲のある母親の増加、就労形態の多

様化などにより、多様なニーズが顕在化しつつあります。人口推計からは児

童数の減少が予想されていますが、児童数の推移は今後も注視していく必要

があります。このような中、休日保育や病児・病後児保育などの利用意向は

少なくありません。 

また、子どもへの教育など、就労以外の理由による利用ニーズも少なくな

いことから、教育・保育事業を総合的に考えて、多様なニーズへの対応を進

めていく必要があります。 

 

（４）子育て支援サービスの利用促進・子育て支援環境の充実 

本市において実施されているさまざまな子育て支援サービスの認知度は向

上しつつありますが、利用は限定的です。また、今後の利用意向についても

それほど高くないことから、認知から利用につながるような周知方法を検討

し、利用を促進していく必要があります。 

また、施設や事業内容、実施体制など子育て支援環境の充実を図り、利用

者の満足度を向上させることで将来的な利用者増加につなげる取組を推進し

ていくことも重要です。 
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（５）相談体制の充実 

子育てに関することの相談先は身近な人が大きな割合を占めていますが、

それ以外の選択肢はあまりない状態となっています。核家族化の進行などに

より、相談できる相手が身近にいない人や専門的な内容について聞きたい場

合など、さまざまな状況に対応できる総合的な相談窓口などを含めて、子育

て家庭が社会から孤立しないよう、また、安心して子育てができるよう相談

体制の充実を図ることが重要です。 

 

（６）ワーク・ライフ・バランスの推進 

就労意向のある母親の増加や父親の育児参加の促進などを考慮すると、社

会全体でのワーク・ライフ・バランスの推進は欠かせないものとなります。

母親と父親が共に子育てに参加でき、経済的にも自立し安心して生活できる

社会を目指して、ワーク・ライフ・バランスの考え方を社会全体で醸成して

いく取組が必要です。 
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１．計画の基本的な方向 

（１）基本理念 

「子ども・子育て関連３法」の制定により、我が国の子ども・子育て支援は、

平成 27 年４月から「子ども・子育て支援新制度」へと移行します。 

「子ども・子育て支援新制度」は、子どもを生み育てやすい社会の実現を目

指して創設されるもので、新制度においては、市町村は子ども・子育て支援の

実施主体の役割を担い、地域のニーズに基づいて事業計画を策定し、質の高い

幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業の提供を図ること

が求められています。 

 

   ＜国の基本指針において掲げられた計画のポイント＞ 

◆「子どもの 善の利益」が実現される社会を目指す 

◆一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障する 

◆地域や社会が保護者に寄り添い、保護者が自己肯定感をもちながら

子どもと向き合える環境を整える 

◆幼児期の学校教育・保育、地域における多様な子ども・子育て支援

の量的拡充と質的改善を図る 

◆各々が協働し、それぞれの役割を果たす 
 

そこで、本計画においては、岩沼市次世代育成支援後期行動計画の理念を継

承し、『いわぬま未来構想』を具現化するため、子どもの 善の利益の実現、

自助・共助・公助に基づく地域全体で子どもや子育て家庭を支える社会の構築

を目指した、以下の基本理念を掲げるものとします。 

 

 

１．子どもの 善の利益が実現される地域づくり 

２．安心して利用できる子育て支援 

３．子どもが夢や希望を抱いて、次代の親になれる環境づくり 

４．多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善 

５．協働で子どもを見守り、ともに支えあう地域づくり 
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２．計画の体系  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子どもの 善の利益が実現される地域づくり 

２．安心して利用できる子育て支援 

３．子どもが夢や希望を抱いて、次代の親になれる環境づくり 

４．多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善 

５．協働で子どもを見守り、ともに支えあう地域づくり 

基本理念 

基本目標１：子ども・子育てサポート体制の充実 

1 保育の必要性の認定について 

2 子どものための教育・保育給付 
１．新制度の全体像  

１ 教育・保育提供区域について 

２ 計画期間における量の見込み 

３ 各事業における確保の内容 

４ 学校教育・保育の一体的提供と推進体制 

２．教育・保育施設の充実 

１ 計画期間における量の見込み 

２ 各事業における確保の内容 
３．地域子ども・子育て支援事業 

４．産休・育休後の教育・保育施設等の円滑
な利用の確保 

基本目標２：地域における子育ての支援 

１ 子育て支援ネットワークづくり 

２ 子育て支援団体への情報提供・支援 

３ 子育て支援活動の場の確保の支援 

４ 子育て応援者の育成・支援 

１．子育て支援のネットワークづくり 

１ 子どもの居場所の確保 

２ 地域での子どもの健全育成の推進 

３ 世代間交流の推進 

４ 親子ふれあい絵本事業 

５ 子どもの健全育成の教育・啓発 

６ 家庭児童相談事業 

７ 児童手当事業 

８ 子どもの社会参加の推進 

２．子どもの健全育成の推進 

１ 民生委員・児童委員、主任児童委員との連携 

２ 人的資源、社会資源の活用 
３．地域における人材養成 
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基本目標３：職業生活と家庭生活との両立の推進 

１ 男女共同参画に関する広報・啓発の推進 

２ 男女共同参画計画の推進 

３ 男女共同参画に関する活動組織の育成・支援 

４ DV の周知・防止の推進 

５ 小学校の人権教室などにおける男女平等教育の推進 

１．男性の子育てへの参加促進 

１ 労働時間短縮の啓発 

２ フレックスタイムや在宅就労などの就労形態の多様

化への働きかけ 

３ 育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ 

４ 再雇用制度への働きかけ 

５ 再雇用・再就職の促進を図る相談、情報・学習機会の

提供 

６ 関係機関と連携した就労環境の改善と就労支援 

７ 市内事業主に対する取組の支援 

８ 事業所内保育施設設置への働きかけ 

９ 職場の理解と協力体制の広報・啓発 

10 仕事との両立に向けた子育て支援相談の充実 

11 ファミリー・サポート・センターの広報啓発 

２．子育てしやすい就労環境づくり 

１ 家庭と仕事の両立支援に向けた環境づくりへの啓発

活動の充実 
３．結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない

支援の推進 

基本目標４：母性・乳児・幼児などの健康の確保及び増進 

１ 健康づくりの支援 

２ 支援体制の充実 

３ 各種サービスのコーディネートの充実 

４ 妊娠・出産期における健康づくりの支援 

５ 新生児、産婦の健康管理 

６ 不妊治療等に関する支援 

７ 安心できる子育て環境の推進 

８ こうのとりの〒屋さんによる育児支援の推進 

９ 家庭での事故防止の啓発 

１．妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保
健対策の充実 

１ 心の健康などの相談、情報提供 

２ 子どもの自殺予防の推進 

３ 「自分を大切にすること」についての教育 

４ 次代の親となる体づくり 

５ 性感染症の予防対策 

６ 薬物乱用に対する学習の充実 

７ タバコ・飲酒に対する学習等の充実 

２．学童期・思春期から成人期に向けた保健
対策の充実 

１ 食育啓発 

２ 食べる力を育むための環境 

３ 米粉を生かした給食・調理実習などによる食育の推進

４ 学童体験農園の実施 

５ 生産者、事業者の食育啓発 

３．食育の推進 

１ 小児医療の充実 

２ 転入者への小児医療に関する情報提供 

３ 小児医療に関しての相談窓口の啓発 

４ 乳幼児保健講座での緊急対応方法についての啓発 

５ 小児医療費の負担（乳幼児医療費助成事業） 

６ かかりつけ医・歯科医の定着促進 

４．小児医療の充実 
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基本目標５：子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

１ 家庭を築くことの教育・啓発 

２ 産み育てる教育 

３ 地域で次代を担う親育ちの環境づくり 

４ 世代間ふれあい交流の機会創出 

１．次代の親の育成 

１ 確かな学力の向上 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

４ 信頼される学校づくり 

５ 幼児教育環境の充実 

２．子どもの生きる力の育成に向けた学校の
教育環境等の整備 

１ 学校教育以外での学習支援の充実 

２ 地域の教育力の向上 

３ スポーツ環境の整備 

４ 芸術文化環境の整備 

５ 図書館活動 

６ 児童・生徒交流活動 

３．家庭や地域の教育力の向上 

１ 子どもの健全育成活動の推進と啓発 

２ PTA などによる有害情報セミナーの開催支援 
４．子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

基本目標６：子育てを支援する生活環境の整備 

１ 良質な住宅の確保のための情報提供 

２ 居住環境の整備・情報提供 
１．良質な生活環境の確保 

１ バリアフリー化された歩道などの整備 

２ 交通環境の整備 

３ 人にやさしい公共施設 

４ 子育て世帯への情報提供 

５ 防犯施設整備 

６ 街区公園・緑地の保全 

７ 防犯広報啓発 

２．安全・安心なまちづくりの推進 
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基本目標７：子どもの安全の確保 

１ 交通安全教育事業 

２ 交通安全運動（交通安全運動事業） 

３ 交通安全団体の育成 

４ 交通安全関係団体との連携 

５ 通学路の安全点検 

６ チャイルドシートの使用啓発 

７ チャイルドシートを利用しやすい環境づくり 

８ 3 人乗り（幼児２人同乗）自転車に関する情報提供 

１．子どもの交通安全を確保するための活動
の推進 

１ 自主防犯体制づくり 

２ 防犯パトロール活動 

３ 防犯環境の整備 

４ 自主防災体制づくり 

５ 災害時要援護者マニュアルに基づく妊産婦、子どもへ

の支援 

６ 災害時要援護者台帳の検討 

７ 関係機関・団体との連携・活動 

８ 防犯教育・啓発 

９「子ども110 番の家」普及・支援 

10 危険情報のメール送信による周知 

２．子どもを犯罪被害などから守るための活
動の推進 

１ 子どもの心のケア 

２ 保護者等への支援 

基本目標８：支援を要する子どもへの対応などの取組の推進 

１ 子どもの権利擁護 

２ 虐待の早期発見 

３ 虐待相談機能体制の充実 

４ 虐待ネットワークの強化 

５ 養育訪問事業 

６ 虐待児の保護・支援・アフターケアの推進 

７ 子ども虐待知識についての情報提供 

１．虐待防止対策の充実 

１ 子育ての支援・サービスの充実 

２ 自立・就業支援 

３ 経済支援 

４ 関係機関・団体との連携 

２．母子・父子家庭などの自立支援の推進 

１ 社会参加の促進 

２ 障害児との相互交流 

３ 障害児家庭への生活支援 

４ 障害児保育の充実 

５ 放課後児童健全育成事業による障害児受け入れ 

６ 障害児虐待の早期発見・対応体制の構築 

７ 障害児通園施設の事業 

８ 各種障害に合わせた訓練 

９ 経済支援 

10 障害児に配慮した生活環境 

11 障害児を支援する関係機関・団体との連携体制の構築 

３．障害をもつ子どもを支援する施策の充実

４．被害や災害にあった子どもの支援の推進
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基本目標１：子ども・子育てサポート体制の充実 

本計画は、子ども・子育て支援事業計画と次世代法に基づく市町村行動計画

を 一 体的に 策 定して い ますが 、 子ども ・ 子育て 支 援新制 度 で定め ら れた 子 ど

も・子育て支援事業計画は、「教育・保育サービスの利用量」を定める事業計

画で、国は「幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画」

と定義しています。 

本計画の推進にあたっては、子ども・子育て支援法で規定される「子ども・

子育て支援給付」や「地域子ども・子育て支援事業」の整備・推進を図るとと

もに、子どもや子育て家庭に必要とされるサポートについて、子ども・子育て

家庭、地域社会と一緒になって取り組んでいきます。 

 

＜子ども・子育て支援制度の内容＞ 

■質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、幼児教育と保育を一体

的に提供する「認定こども園」制度の改善・普及促進（「幼保連携型認定こ

ども園」について設置手続きの簡素化、財政支援の充実・強化） 

■保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、地域のニーズをふまえた

「子ども・子育て支援事業計画」の策定、教育・保育に対する財政措置の

充実（認定こども園・幼稚園・保育所（園）の給付制度の統一、地域型保

育事業の給付制度の創設） 

■地域の子ども・子育て支援の充実、子育てに対する多様な支援の充実（利

用者支援事業の創設、地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブなど既

存の「地域子ども・子育て支援事業」の充実） 
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１．新制度の全体像 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基

づき、保育の必要性を認定した上で、給付を支給する仕組となっています。子

ども・子育て支援新制度は、「子どものための教育・保育給付」と「地域子ど

も・子育て支援事業」の２つの枠組みから構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保育の必要性の認定について 

保育の必要性の認定については、保育を必要とする事由、保護者の就労時間、

その他に優先すべき事情などを勘案して行います。 

認定区分は１号～３号の３区分となっており、区分によって利用できるサー

ビス・事業が異なっています。 

 

① 認定区分 

認定区分とそれぞれの対象者、利用できる事業などは以下のようになりま

す。 

認定区分 対象者 対象事業 

１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 

（保育の必要性なし） 

幼稚園 

認定こども園（教育利用）

２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども

（保育を必要とする子ども） 

保育所（園） 

認定こども園（保育利用）

３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども

（保育を必要とする子ども） 

保育所（園） 

認定こども園（保育利用）

小規模保育事業など 

子どものための教育・保育給付 

地域子ども・子育て支援事業 

給
付
費 

認定こども園 
幼稚園 
保育所（園） 

小規模保育 
家庭的保育 
居宅訪問型保育 
事業所内保育 

施設型給付 地域型保育給付

①利用者支援事業 
②地域子育て支援拠点事業 
③妊婦健康診査 
④乳児家庭全戸訪問事業 
⑤養育支援訪問事業 
⑥子育て短期支援事業 
⑦ファミリー・サポート・センター事業 

⑧一時預かり事業 
⑨延長保育事業 
⑩病児・病後児保育事業 
⑪放課後児童クラブ 
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 
⑬多様な主体が本制度に参入することを促進

するための事業 

交
付
金 
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② 認定基準 

保育の必要性については、保育を必要とする事由、保育を必要とする時間

（保護者の就労時間）、その他に優先すべき事情などにより、総合的に判断を

行います。 

 

＜事由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保育時間＞ 

 

 

 

 

 

＜優先すべき事情＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο就労 
ο妊娠・出産 
ο保護者の疾病・障害  
ο同居親族等の介護・看護 
ο災害復旧 
ο求職活動 
ο就学 
ο虐待やＤＶのおそれがあること 
ο育児休業取得時に、すでに保育を利用していること 
οその他市町村が定める事由 

ο保育標準時間 
主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 

 
ο保育短時間 

主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 

οひとり親家庭 
ο生活保護世帯 
ο生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 
ο虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 
ο子どもが障害を有する場合 
ο育児休業明け 
ο兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所等の利用を希望する場合 
ο小規模保育事業などの卒園児童 
οその他市町村が定める事由 
ｅｔｃ． 
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（２）子どものための教育・保育給付 

幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、幼稚

園、保育所（園）、認定こども園、小規模保育等を利用した場合に給付対象と

なります。 

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的

な給付ではなく、各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービ

スを受ける仕組となります。 

給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

 

■施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「認定こども園」、「幼稚園」、「認可保育所（園）」

等の教育・保育施設となります。 

 

■地域型保育給付 

地域型保育給付の対象となる事業は、「小規模保育事業」「家庭的保育事業」

「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」となります。（新制度では、定

員 19 人以下の保育事業を市町村による認可事業となる“地域型保育事業”

とし、給付の対象としています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 人以下 

5 人以下 

1 人以上 

6 人以上 

小規模保育 
 
事業主体 

：市町村、民間事業者等

家庭的保育 
 
事業主体 

：市町村、民間事業者等

居宅訪問型保育 
 
 
事業主体 

：市町村、民間事業者等

事業所内保育 
 
 
 
事業主体 

：事業主 
認

可

定

員 

保育者の居宅 
その他の場所、施設 

（右に該当する場所を除く） 

保育を必要とする
子どもの居宅 

事業所の 
従業員の子ども 

＋ 
地域の保育を必要とする 

子ども（地域枠） 

保育の実施場所等 
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２．教育・保育施設の充実 

（１）教育・保育提供区域について 

子ども・子育て支援事業計画においては、「量の見込み」及び「確保の方策」

を設定する単位として、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易

に移動することが可能な区域（「教育・保育提供区域」）を設定するよう定め

られています。 

本市では、現在の教育・保育実施状況や施設の配置・整備状況などを勘案

して、全市を一地区として教育・保育提供区域に設定しました。 

なお、実際の基盤整備においては、全体的な整備目標のなかで、地域の実

情やニーズの変化など、地域性に配慮して柔軟に取り組んでいくものとしま

す。 

 

（２）計画期間における量の見込み 

教育・保育提供区域ごとの計画期間における「幼児期の学校教育・保育の

量の見込み（必要利用定員総数）」、「確保の内容（提供体制）」、「全体の満３

歳未満児に占める 3 号認定子どもの利用定員総数（保育利用率）」は以下の

通りです。 

 

 
１号認定 ２号認定 

３号認定 
０歳 １･２歳

平
成
２
７
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 524 699 87 264

確
保
の
内
容
（
提
供
体
制
） 

施設型給付 

保育所（園） － 453 73 227

幼稚園 － －  

認定こども園 － － － － 

地域型 
保育給付 

小規模保育事業  5 10

家庭的保育事業 － － 

居宅訪問型保育 － － 

事業所内保育 － － 

認可外保育施設  32 3 34

確認を受けない幼稚園 722 200   

確保の合計② 722 685 81 271

②－① 198 ▲14 ▲6 7

保育利用率（％）  29.2 
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１号認定 ２号認定 

３号認定 
０歳 1･2 歳

平
成
２
８
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 509 694 86 273

確
保
の
内
容
（
提
供
体
制
） 

施設型給付 

保育所（園） － 453 73 227

幼稚園 － －  

認定こども園 － － － － 

地域型 
保育給付 

小規模保育事業  8 26

家庭的保育事業 － － 

居宅訪問型保育 － － 

事業所内保育 － － 

認可外保育施設  32  18

確認を受けない幼稚園 728 200   

確保の合計② 728 685 81 271

②－① 219 ▲9 ▲5 ▲２

保育利用率（％）  29.7 

平
成
２
９
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 493 688 85 283

確
保
の
内
容
（
提
供
体
制
） 

施設型給付 

保育所（園） － 453 73 227

幼稚園 － －  

認定こども園 － － － － 

地域型 
保育給付 

小規模保育事業  8 26

家庭的保育事業 － － 

居宅訪問型保育 － － 

事業所内保育 － － 

認可外保育施設  32 － 18

確認を受けない幼稚園 733 200   

確保の合計② 733 685 81 271

②－① 240 ▲3 ▲4 ▲12

保育利用率（％）  30.3 

平
成
３
０
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 479 683 84 292

確
保
の
内
容
（
提
供
体
制
） 

施設型給付 

保育所（園） － 453 79 257

幼稚園 － －  

認定こども園 － － － － 

地域型 
保育給付 

小規模保育事業  8 26

家庭的保育事業 － － 

居宅訪問型保育 － － 

事業所内保育 － － 

認可外保育施設  32 － 18

確認を受けない幼稚園 738 200   

確保の合計② 738 685 87 30１

②－① 259 2 3 9

保育利用率（％）  34.1 



 

47 

 
１号認定 ２号認定 

３号認定 

０歳 1･2歳

平
成
３
１
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 461 679 83 301

確
保
の
内
容
（
提
供
体
制
） 

施設型給付 

保育所（園） － 453 79 257

幼稚園 － －  

認定こども園 － － － － 

地域型 
保育給付 

小規模保育事業  8 26

家庭的保育事業 － － 

居宅訪問型保育 － － 

事業所内保育 － － 

認可外保育施設  32 － 18

確認を受けない幼稚園 741 200   

確保の合計② 741 685 87 301

②－① 280 6 4 0

保育利用率（％）  34.5 

 

 

（３）各事業における確保の内容 

①保育所（園） 

保護者が就労していたり、病気などのために、家庭で保育ができないとき、

保育所（園）が代わりに保育を行います。 

玉浦西地区への集団移転等で需要が伸びている東保育所については、現在

の入所児童数が暫定定員 45 人に対し、弾力運用制限の 120％である 54 名

となっており、今後の需要を満たすため、利用定員を 60 人に増やします。 

２号認定は 453 人で計画期間中の増減はない見込みです。３号認定は平成

30 年度に利用定員の弾力運用により０歳で６人、１・２歳で 30 人の定員増

を見込んでいます。 

 

                                       単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

２号認定 453 453 453 453 453 

３号認定 
0 歳 73 73 73 79 79 

１・２歳 227 227 227 257 257 
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② 認定こども園 

保育所（園）と幼稚園の両方の機能をもち、就学前の教育・保育を一体的

に一貫して行います。 

ニーズ調査による結果では認定こども園の利用希望が高いことから、今後、

既存幼稚園、保育所（園）で認定こども園への移行を希望する場合は、その

支援を行い、計画期間の 終年度までに市内に 1 ケ所以上設置されることを

目標とします。また認定こども園の普及を促進させるため、認可・認定の基

準となる必要利用定員総数に加える数を以下のとおり定めます。 

 

認可・認定の基準となる必要利用定員総数※に加える数 ７０人 

  ※ 必要利用定員総数とは、幼稚園からの移行の場合は、「2 号認定と 3 号認定の量

の見込みの合計」、保育所（園）からの移行の場合は、「1 号認定の量の見込み」

を指します。 

  ※ 認定こども園の設置にあっては、市の確保方策（供給）が必要利用定員総数に県

計画で定める数を加えた数に達していなければ、「供給不足」として原則認可とな

ります。 

 

 

③小規模保育事業 

主に３歳未満を対象として、６～１９人までの小規模な人数で行う保育事

業です。 

ニーズ調査でも利用希望があることから、既存の認可外保育施設の小規模

保育事業への移行を促進していきます。 

                                       単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

３号認定 
0 歳 5 8 8 8 8 

１・２歳 １０ 26 26 26 26 

 

 

④家庭的保育事業 

家庭的保育者の居宅などで家庭的な雰囲気の下、少人数（家庭的保育者１

人につき３人）を対象にきめ細かな保育を行う事業です。 

ニーズ調査でも利用希望があり、現在、市内で保育ママの会が活動してい

ることから、将来的に新制度への移行等を希望する場合は、その支援を行っ

ていきます。  
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⑤事業所内保育事業 

企業の事業所内の保育施設で従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育

する事業です。 

既存の事業所内保育施設については、「地域枠を確保した事業所内保育事業」

への移行を促進します。また、安心して産み育てる環境の整備に必要な「人

が集まる産業づくり」を進めるため、事業所内保育事業を検討する企業に対

する支援を行います。 

 

⑥認可外保育施設 

国の規定した設置基準に満たないものの、宮城県や市の定める基準を満た

した保育施設です。 

既存の認可外保育施設については、新制度に伴って、小規模保育事業等へ

の移行が進むものと考えられますが、保護者のニーズもあることから、認可

外保育施設への支援については、当面継続していきます。 

 

                                       単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

２号認定 32 32 32 32 32 

３号認定 
0 歳 3 0 0 0 0 

１・２歳 34 18 18 18 18 

 

 

⑦確認を受けない幼稚園 

子ども・子育て新制度における「施設型給付」を受けない幼稚園です。 

１号認定の確保方策については、市内幼稚園の認可定員 1,025 人から２号

認定（確認を受けない幼稚園での預かり保育）200 人及び市外利用（亘理町）

を差し引いた数とします。 

２号認定で教育ニーズの高い児童については、幼稚園での預かり保育（50

人×４園実施）での受け入れを想定しています。 

 

                                       単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

１号認定 722 728 733 738 741 

２号認定 200 200 200 200 200 
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（４）学校教育・保育の一体的提供と推進体制 

今回の調査結果からは、０～２歳までの保育所（園）利用を希望している

保護者が多くみられました。また、保育を必要とする２号認定を受けた方の

中にも、幼稚園で教育を受けることを望んでいる保護者が少なくありません

でした。 

こうした保護者の希望をみると、質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

が期待できる認定こども園の設置の検討が今後必要になると思われます。 

 

 

■発達や学びにおける「連続性」に対する取組について 

接続・連携 取組内容 

教育・保育施設等か

ら小学校への接続 

小学校 
・教員の幼稚園・保育所（園）の保育参観及

び、情報交換 

幼稚園・ 

保育所（園） 

・幼稚園・保育所（園）・児童館（センター）

職員の小学校の授業参観及び、情報交換 

・小学校行事への参加 

（運動会・給食体験・小学校探検など） 

・スタート・アプローチカリキュラムの活用 

・年度末の幼稚園・保育所（園）と小学校の

引継ぎ 

児童館（センター） ・児童館（センター）と小学校の情報交換 
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３．地域子ども・子育て支援事業 

（１）計画期間における量の見込み 

計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」及び確保の

内容は以下の通りです。 

なお、地域子ども・子育て支援事業の実施にあたっては、妊娠期からの切れ

目ない支援に配慮し、母子保健関連施策との連携をとりつつ実施していきます。 

 

単位
平成 

２７年度
平成 

２８年度
平成 

２９年度 
平成 

３０年度
平成 

３１年度

時間外保育事業 

（延長保育） 
量の見込み① 

人 

186 190 196 200 204

確保の内容② 186 190 196 200 204

②－① 0 0 0 0 0

放課後児童健全

育成事業 人数 

量の見込み① 

人日

501 496 492 487 482

確保の内容② 433 458 483 508 533

②－① ▲68 ▲38 ▲9 21 51

ケ所数 

量の見込み① 

人日

10 11 12 13 13

確保の内容② 9 10 11 12 13

②－① ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 0

地域子育て支援

拠点事業 人数 

量の見込み① 

人日

7,121 7,875 8,601 9,300 9,949

確保の内容② 7,100 7,900 8,700 9,500 10,000

②－① ▲21 25 99 200 51

ケ所数 

量の見込み① 

ケ所

2 2 2 2 2

確保の内容② 2 2 2 2 2

②－① 0 0 0 0 0

一時預かり（幼稚園在園児対象） 

人日

 1 号認定の利用 量の見込み① 3,643 3,583 3,521 3,460 3,397

 2 号認定の利用 量の見込み② 42,124 42,534 42,907 43,241 43,536

  確保の内容③ 15,768 15,788 15,910 15,848 15,970

  ③－②－① ▲29,999 ▲30,329 ▲30,518 ▲30,853 ▲30,963

一時預かり（幼稚園以外）等 量の見込み① 

人日

14,835 14,566 14,298 14,030 13,764

 
一時預かり 

（幼稚園以外） 
確保の内容② 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

 ファミリー・サポート・センター 

（病児・病後児以外） 
確保の内容③ 1,320 2,640 3,960 5,280 6,600

  （③＋②）－① ▲7,715 ▲6,126 ▲4,538 ▲2,950 ▲1,364

病児・病後児保育事業 量の見込み① 

人日

262 313 362 409 454

 病児病後児保育 確保の内容② 500 500 500 500 500

  ②－① 238 187 138 91 46

子育て援助活動支援事業 

（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀ（ー就学児のみ）） 

 

量の見込み① 

人日

231 322 407 488 572

確保の内容② 500 500 500 500 500

②－① 269 178 93 12 ▲72
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単位
平成 

２７年度
平成 

２８年度
平成 

２９年度 
平成 

３０年度
平成 

３１年度

妊婦健康診査 量の見込み① 

人・

回 

407 406 405 405 404

健診回数（①×14） 5,698 5,684 5,670 5,670 5,656

確保の内容② 407 406 405 405 404

②－① 0 0 0 0 0

乳児家庭全戸訪問事業 量の見込み① 

人 

437 437 436 435 434

確保の内容② 437 437 436 435 434

②－① 0 0 0 0

養育支援訪問事業 

 

 

量の見込み①  92 92 92 91 91

確保の内容② 人 92 92 92 91 91

②－①  0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

（２）各事業における確保の内容 

①利用者支援事業 

法定 13 事業としての利用者支援事業は、児童またはその保護者の身近な場

所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供や相談・助言な

どを行うものですが、同様の事業はすでに子育て支援センターにおいて実施し

ているため、新規事業として実施するのではなく、これまで同様に子育て支援

センターの業務で対応することにしています。 

 

 

②時間外保育事業（延長保育） 

保育認定を受けた児童について、通常の利用時間以外の時間において、保育

所（園）等において保育を実施する事業です。 

市内 11 ケ所（園）全てで延長保育を実施しており、見込み量は全て確保で

きる予定です。 

 

 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

量の見込み① 

人 

186 190 196 200 204

確保方策② 186 190 196 200 204

②－① 0 0 0 0 0
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③ 放課後児童健全育成事業 

保 護 者 が就 労 等 によ り 昼 間家 庭 に いな い 小 学校 児 童 の心 身 の 健全 な 育 成を

図るため、放課後児童クラブにおいて子どもたちどうしで過ごし、「放課後児

童支援員」が家庭的な雰囲気のなかで子どもたちの保育にあたる事業です。市

条 例 で定め る 設備及 び 運営に 関 する基 準 に基づ き 適正な ク ラブ運 営 を行 い ま

す。クラブの定員はおおむね 40 人とします。 

利用定員については、現在でも定員超過となっている施設もあることから、

小 学 校教室 等 の活用 に よる分 室 の設置 を 検討し て 見込み 量 の確保 に 努め ま す

が、定員超過が想定される場合は、必要性の高い低学年を優先して受入を行っ

ていきます。 

 

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

人数 

量の見込み①

人日 

501 496 492 487 482

確保方策② 433 458 483 508 533

②－① ▲68 ▲38 ▲9 21 51

ケ所数 

量の見込み①

人日 

10 11 12 13 13

確保方策② 9 10 11 12 13

②－① ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 0

 

 

④地域子育て支援拠点事業 

「ひろば型」と「センター型」の２種類の地域子育て支援拠点施設において、

子育て親子が身近な場所で気軽に集まり、親子どうしの交流や、育児不安につ

いての相談、子育てに関する情報提供、子育て講座等のイベントを実施する事

業です。 

平成 31 年度までに利用者が１万人になることを想定しています。 

 

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

人数 

量の見込み① 

人日 

7,121 7,875 8,601 9,300 9,949

確保方策② 7,100 7,900 8,700 9,500 10,000

②－① ▲21 25 99 200 51

ケ所数 

量の見込み① 

ケ所 

2 2 2 2 2

確保方策② 2 2 2 2 2

②－① 0 0 0 0 0
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⑤一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）） 

幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業中に、希望する児童に向

けて実施される預かり保育事業です。 

市内の４つ全ての幼稚園において実施しており、将来のニーズに対しても十

分対応できる見込みです。2 号認定の受入先としても期待できます。ただし、

4 園の新制度の移行時期については不明ですが、新制度に移行を希望する際は、

一時預かりについても市として実施を促すよう、支援を行っていきます。 

確保方策については、１号認定確保量×平均利用日数＋２号認定（教育ニー

ズ）確保量×平均利用日数で年度ごとに算定しています。 

 

 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

量の見込み①

（１号認定） 

人日 

3,643 3,583 3,521 3,460 3,397

量の見込み②

（２号認定） 
42,124 42,534 42,907 43,241 43,536

確保方策③ 15,768 15,788 15,910 15,848 15,970

③－②－① ▲29,999 ▲30,329 ▲30,518 ▲30,853 ▲30,963

 

 

⑥一時預かり事業（未就学児の保育所やファミリー・サポート･センターでの一時預かり） 

幼稚園の在園児以外に実施される預かり保育で、保育所（園）やファミリー・

サポート・センターなどにおける預かり保育事業です。 

現在、市内保育園２ケ所で一時預かりを実施しています。（１日当たり 10

人×290 日×２園＝5,800 人日） 

ファミリー・サポート・センターについては、平成 27 年度には受託会員目

標 55 人が月２回×12 月預かりを行うと想定し、段階的に平成 31 年度には

月 10 回まで受託件数が増えることを想定しています。（55 人×月 10 回×12

月＝6,600 人日） 

 

 
単位

平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

平成30

年度 

平成31

年度 

量の見込み① 

人日

14,835 14,566 14,298 14,030 13,764

確保方策② 

（一時預かり） 
5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

確保方策③ 

（ファミサポ病児・病後児以外） 
1,320 2,640 3,960 5,280 6,600

（③＋②）－① ▲7,715 ▲6,126 ▲4,538 ▲2,950 ▲1,364
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⑦病児・病後児保育事業 

病児・病後児について、保育所（園）や病院等に付設された専用スペースな

どで一時的に保育する事業です。 

市では、平成 22 年 4 月から病児・病後児保育を実施しており、実施個所は

１ケ所で、年間 290 日開所しています。 

 

 
単位 

平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

平成30

年度 

平成31

年度 

量の見込み① 

人日 

262 313 362 409 454

確保方策② 

（病児・病後児保育） 
500 500 500 500 500

②－① 238 187 138 91 46

 

 

⑧子育て援助活動支援事業（就学児対象） 

小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の一時預かり

等の援助を受けることを希望する者と、その援助を行うことを希望する者との

相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

確保方策は、「トワイライトステイ」「子育て援助活動支援事業（病児・緊急

対応強化事業）」は未実施のため、「病児保育事業」の確保量となっています。 

 

 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

量の見込み① 

人日

231 322 407 488 572

確保方策② 500 500 500 500 500

②－① 269 178 93 12 ▲72
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⑨妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健

康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適

時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

  単位 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度

量の見込み 
人 407 406 405 405 404

回 5,698 5,684 5,670 5,670 5,656

確保方策 

実施場所：妊婦の

希望する病院、診

療所、助産院に一

部委託 

実施体制：2 人（市

の業務担当） 

検査項目：問診及

び診察、尿中一般

物質定性定量検

査、血液科学検査、

超音波検査等（妊

娠週数に応じて実

施） 

実施時期：妊娠初

期～妊娠39 週 

実施場所：妊婦の

希望する病院、診

療所、助産院に一

部委託 

実施体制：2人（市

の業務担当） 

検査項目：問診及

び診察、尿中一般

物質定性定量検

査、血液科学検査、

超音波検査等（妊

娠週数に応じて実

施） 

実施時期：妊娠初

期～妊娠39 週 

実施場所：妊婦の

希望する病院、診

療所、助産院に一

部委託 

実施体制：2 人（市

の業務担当） 

検査項目：問診及

び診察、尿中一般

物質定性定量検

査、血液科学検査、

超音波検査等（妊

娠週数に応じて実

施） 

実施時期：妊娠初

期～妊娠39 週 

実施場所：妊婦の

希望する病院、診

療所、助産院に一

部委託 

実施体制：2人（市

の業務担当） 

検査項目：問診及

び診察、尿中一般

物質定性定量検

査、血液科学検査、

超音波検査等（妊

娠週数に応じて実

施） 

実施時期：妊娠初

期～妊娠39 週 

実施場所：妊婦の

希望する病院、診

療所、助産院に一

部委託 

実施体制：2人（市

の業務担当） 

検査項目：問診及

び診察、尿中一般

物質定性定量検

査、血液科学検査、

超音波検査等（妊

娠週数に応じて実

施） 

実施時期：妊娠初

期～妊娠39 週 

 

 

⑩乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業） 

乳児家庭全戸訪問は、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、

子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

 

  単位 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度

量の見込み 人 437 437 436 435 434

確保方策 

実施体制：委託 

実施期間：通年 

委託団体等：助産

師３名、医療機関

１ケ所 

実施体制：委託 

実施期間：通年 

委託団体等：助産

師３名、医療機関

１ケ所 

実施体制：委託 

実施期間：通年 

委託団体等：助産

師３名、医療機関

1 ケ所 

実施体制：委託 

実施期間：通年 

委託団体等：助産

師３名、医療機関

１ケ所 

実施体制：委託 

実施期間：通年 

委託団体等：助産

師３名、医療機関

１ケ所 
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⑪養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

 （その他要保護児童等の支援に資する事業） 

養 育 支 援が 特 に 必要 な 家 庭に 対 し て、 そ の 居宅 を 訪 問し 、 養 育に 関 す る指

導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業と、

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図

るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネ

ットワーク間の連携強化を図る取組を実施する事業です。  

                                   単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

量の見込み① 92 92 92 91 91 

確保の内容② 92 92 92 91 91 

①－② 0 0 0 0 0 

 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護

者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要す

る費用または行事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他

多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進

するための事業です。 

新制度について分かりやすく情報を提供していくとともに、民間事業者から

の問い合わせ等に対して、市民ニーズや見込み量等の事業に関連する情報提供、

設置申請に至るまでの相談支援等を行っていきます。 

また、新規施設事業者が円滑に事業を実施できるよう、相談・助言を行って

いきます。 
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４．産休・育休後の教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

本市においては、保護者が産休・育休明けの希望する時期に、円滑に教育・

保育施設や地域型保育事業を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提

供を図るとともに、計画的に教育・保育施設や地域型保育事業を整備していき

ます。 

特に、０歳児の保護者が保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得を

ためらったり、途中で切り上げたりする状況があることから、育児休業期間満

了時（原則として、児童が１歳に到達した時）から教育・保育施設等の利用を

希望する保護者に対して、希望した時から質の高い保育を利用できるよう環境

整備を進めていきます。 
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基本目標２：地域における子育ての支援 

子ども・子育て支援制度は、子育ての孤立感と負担感の増加や深刻な待機児

童問題、放課後児童クラブの不足、女性の社会参画を支える支援の不足、地域

の実情に応じた提供対策などと併せて、子ども・子育て支援の質と量の不足を

解消するために、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の

量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

の 3 つを柱として掲げています。 

岩沼市は子ども・子育て支援新制度の実施主体として、地域住民の子ども・

子育て支援の利用状況並びに利用希望を把握し、質の高い幼児期の学校教育・

保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施していきます。 

また、幼児教育・保育と小学校教育との円滑な接続（保幼小連携）の取組を

進めていくため、幼稚園教諭・保育士等の研修の充実等による資質・能力の向

上、処遇改善をはじめとする労働環境への配慮を行い、施設・事業の運営の状

況に関する評価の実施、運営改善の取組の促進に必要な支援を実施していきま

す。 

質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供の

ためには、関係各機関の連携が重要になることから、新制度に係る事務の一元

的実施体制の整備、関係部局間の連携、事業者との連携を進めていきます。 

   

  

   

１．子育て支援のネットワークづくり  

子育て支援ニーズが多様化する中で、子育て家庭の不安や負担も少なくなく、

子どもや子育て家庭の置かれた状況に応じた、きめ細かな支援策が求められて

います。ライフスタイルや価値観が多様化した状況にあっては、公的な取組だ

けでなく、市民の自主的な子育て支援活動が協働し、地域全体として重層的な

子育て支援のネットワークを広げていく必要があります。 

そのため、本市では子育て支援のネットワークの構築と拡大が重要であると

の認識のもと、市民や関係団体の協力を得るため、子育て支援に関わっている

関係機関や団体等が情報提供や収集できる機会をつくり、情報共有を通じて子

育て支援に結びつける体制の強化に努めます。 
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１ 子育て支援ネットワークづくり 

施策の内容・

方向性 

子育て支援連絡会議などの開催によって、子育て支援の機関、団体、サークルのネ

ットワーク化や情報交流の場づくりの充実を図り、関係機関や学校、地域社会と連

携しながら継続した子育て支援体制づくりに努めます。また、子育て応援者（子育

てサポーター）等の養成・登録・活用を推進し、地域全体で子育てを支えていける

ようなネットワークの構築に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

２ 子育て支援団体への情報提供・支援 

施策の内容・
方向性 

子育て支援に関する情報の充実を図るために、子育て家庭及び子育て支援団体に対

し、情報提供に取り組みます。 

○幼稚園、保育所（園）、児童館（センター）だよりや、市広報紙を通しての子育

てに関する情報提供を行います。 

○「子育てガイドブック」や「Ｈappy チャイルドカレンダー」などの子育て情報

紙の作成・配布による、子育てに関する情報提供を行います。 

○各種行事における会場などでの情報提供を行います。 

○「子育てワークショップ」講座や教室の開催を推進します。 

○子育て関係機関・団体へのメールやファックスなどによる相互の情報交換・提供

を行います。また、報道機関を活用しての情報提供を行います。 

所管課 子ども福祉課 関連課 生涯学習課 

 

３ 子育て支援活動の場の確保の支援 

施策の内容・
方向性 

南部地区総合福祉プラザなどの福祉関係施設で、子育て支援団体やサークル活動を

行う場を提供し、子育て支援活動の充実を図ります。また、子育て支援の機関・団

体・サークル（子育て・ボランティア等）が相互に情報交換を行い易い環境の整備

を推進します。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

４ 子育て応援者の育成・支援 

施策の内容・
方向性 

地域における子育て支援活動を行うボランティア養成を目的とした「子育て応援者

養成講座」を開催し、人材の育成・確保に努め、子育て応援者の活動に必要な支援

を行います。また、地域で活動する子育てサークルなど子育て応援者が活動参画し

やすい環境づくりのために、サークル活動の研修会や講演会などのスキルアップ講

座を開催し、活動の促進を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課  
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２．子どもの健全育成の推進 

共働き家庭等の小学生の遊び・生活の場を確保するとともに、次代を担う人

材を育成する観点から、すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、

多様な体験・活動を行うことができるよう、「放課後子ども総合プラン」に基づ

きながら、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に推進していく必要

があります。 

現状では、放課後児童クラブのニーズが高く、利用定員を超過している施設

もあることから、より利用しやすい施設環境を整備していくことが重要です。 

このことから、小学校で余裕教室が発生した場合には、その具体的な活用を

教育委員会と一緒に検討していき、また、並行して希望する幼稚園などの活用

の検討や、開所時間の延長に係る取組や高齢者等の地域の人材の活用等、効果

的・効率的な取組を推進していきます。 

 

１ 子どもの居場所の確保 

施策の内容・
方向性 

子ども自身が健やかに育つことができ、また、子どもの成長に配慮した環境づくり

を推進します。 

保育所（園）の園庭開放により、子どもたちの拠点や集まる場を提供し、健康な子

どもの育成に努めます。 

「親子ふれあい広場」を、市内児童館（センター）などを活用して実施するととも

に、各小学校の教室を活用した「放課後子ども教室」の開催など、その他の公共施

設の利用・活用を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課 生涯学習課 

 

２ 地域での子どもの健全育成の推進 

施策の内容・
方向性 

児童館（センター）や放課後児童クラブ分室による子どもの健全育成を推進します。

子どもの一般利用の促進や児童クラブ、幼児クラブの開催、児童館まつりの開催な

どによる事業の充実に努めるとともに、中学・高校生までの児童が利用しやすい環

境づくりの取組に努め、子どもの健全育成を推進します。 

また、子育て交流の場としての利用・活用や世代間交流事業を推進していきます。

所管課 子ども福祉課 関連課  
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３ 世代間交流の推進 

施策の内容・
方向性 

地域の老人クラブなどと連携し、保育所（園）、介護施設、児童館（センター）で

の世代間交流、異年齢交流を推進します。 

学校での放課後子ども教室などによる体験学習、保育所（園）、介護施設への交流

訪問、祖父母参観日などを実施します。 

また、老人クラブやシルバー人材センターなどと連携し、子ども会活動や各種行事

の開催による、世代間でのふれあいの仕組づくりを推進します。 

所管課 子ども福祉課 関連課 生涯学習課 

 

４ 親子ふれあい絵本事業 

施策の内容・
方向性 

絵本を通して豊かな心を育み、親子の絆をより深めるきっかけとなるよう絵本の交

付を行います。また、市内各地に出向き、「絵本のひろば」を開催していきます。

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

５ 子どもの健全育成の教育・啓発 

施策の内容・
方向性 

子どもの健全育成に関する教育や啓発、相談体制の充実に努めます。 

警察署・少年補導員・保護司・更生保護女性会、学校、社会福祉協議会などと連携

し、子どもの健全育成活動の充実に努めます。 

市内中学生による「少年の主張」を開催し、子どもの豊かな心の育成と多様な価値

観に触れる機会の充実を図ります。 

また、中学校１年生を対象に、福祉体験などのボランティア体験学習を実施します。

所管課 生涯学習課 関連課 
社会福祉課 
学校教育課 

 

６ 家庭児童相談事業 

施策の内容・
方向性 

家庭児童に関する相談を受け、関係機関と連携しながら、専門的なアドバイスを行

うことにより、児童福祉の向上を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

７ 児童手当事業 

施策の内容・
方向性 

子どもを養育する家庭の生活の安定と次代を担う子どもの健全な育成を図るため、

児童手当の支給を行います。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 



 

63 

８ 子どもの社会参加の推進 

施策の内容・
方向性 

小学校の余裕教室を活用した学習や遊びの場を提供する放課後子ども教室を実施

し、地域住民などの参画により、体験学習や昔の遊びなどを通した子どもの健全育

成に努めます。 

所管課 生涯学習課 関連課  

 

 

 

３．地域における人材養成 

子ども・子育て支援新制度のもとで、多様な子育て支援ニーズに対応した子

育て支援を充実していくためには、人材の確保が必要であり、育児経験豊かな

主婦等を中心とした人材の養成など、地域の人材の効果的な活用が必要です。 

そのため、本市での関係者との連携を図るとともに、新たな人材の発掘・養

成を行い需要に応える体制の整備に努めます。 

 

１ 民生委員・児童委員、主任児童委員との連携 

施策の内容・
方向性 

担当地区における民生委員・児童委員、主任児童委員との連携を図り、子どもの健

全育成を推進する活動への支援に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 社会福祉課 

 

２ 人的資源、社会資源の活用 

施策の内容・
方向性 

よみきかせの会やジュニア・リーダーなど人的資源を各地区の子ども会行事等に派

遣することにより、地区活動を支援します。 

また、ＰTA、町内会などの社会資源と連携し、福祉・教育関係などの各種施設の

社会資源を活用しながら、その活動機会の充実に努めます。 

所管課 生涯学習課 関連課 学校教育課 
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基本目標３：職業生活と家庭生活との両立の推進 

仕事と生活の調和の実現については、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、

労使をはじめ国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援すること

等により、社会全体の運動として広げていく必要があるとされています。 

このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫のもとに、宮城県、地域の企

業、労働者団体、宮城労働局、子育て支援活動を行う民間団体等と相互に密接

に連携し、協力し合いながら、地域の実情に応じた取組を進めることが必要と

なります。 

市としては、保育及び放課後児童健全育成事業の充実、病児保育の充実など

多様な働き方に対応した子育て支援を展開していきます。 

 

 

 

１．男性の子育てへの参加促進 

男女共同参画社会の推進や、両親による子育ての大切さがうたわれています

が、「男は仕事、女は家庭」「子育ては母親の仕事」という意識がまだまだ根づ

いています。核家族化や価値観の多様化等により、多様な働き方が生まれてい

る現在、家族ぐるみ・地域ぐるみ・企業ぐるみで、仕事と子育てのあり方につ

いて、真剣に取り組んでいかなければなりません。 

仕事という面では、とりわけ企業の理解と協力が必要です。また、「男女が共

に責任をもつ」という男女共同参画社会をより一層推進するためにさまざまな

取組が必要です。 

 

１ 男女共同参画に関する広報・啓発の推進 

施策の内容・
方向性 

家事・育児・介護など家庭生活の全般にわたる性別役割分担意識の軽減と、男女共

同参画の視点に立つ豊かな家庭生活の実現を目指し、さまざまな機会や媒体を通じ

て男女共同参画の考え方に関する広報・啓発に努めます。 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない男女平等の視点に立った意識を培うた

め、家庭教育をはじめ学校教育や社会教育における男女平等教育を推進します。 

所管課 さわやか市政推進課 関連課 
学校教育課 
生涯学習課 
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２ 男女共同参画計画の推進 

施策の内容・
方向性 

男女共同参画計画を具現化するため、関係組織や関係各課と連携した取組を推進し

ます。 

所管課 さわやか市政推進課 関連課  

 

３ 男女共同参画に関する活動組織の育成・支援 

施策の内容・
方向性 

男女共同参画に関して活動する関係組織などの育成と、意識の醸成を推進するイベ

ント・講演会などの開催について支援を行います。 

所管課 さわやか市政推進課 関連課  

 

４ DV（ドメスティックバイオレンス）の周知・防止の推進 

施策の内容・
方向性 

家庭内暴力などを防止するため早期発見・対応に努めます。 

家庭内暴力などに関して、広報紙などによるDV の防止や早期発見・対応を図るた

めの意識の啓発に努めます。 

警察や人権擁護委員、家庭児童相談員、民生委員・児童委員などと連携し、DV 被

害者の早期発見・対応を図るための体制構築に取り組みます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
さわやか市政推進課 
社会福祉課 

 

５ 小学校の人権教室などにおける男女平等教育の推進 

施策の内容・
方向性 

小学生を対象とした人権教室などを通して、固定的な役割分担意識にとらわれない

男女平等意識を醸成するための取組を推進します。 

所管課 さわやか市政推進課 関連課 学校教育課 
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２．子育てしやすい就労環境づくり 

出産・育児のために仕事を中断した場合でも、同じ企業に再雇用できる環境

を整えることが必要です。これについては、企業に対する啓発など、より一層

の協力を働きかけます。仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に対

する認定制度・認定マーク（くるみん 1）や新たに創設された特例認定制度・特

例認定マーク（プラチナくるみん 2）の活用等の啓発を積極的に行っていきます。 

また、保育サービスなどの子育て支援サービスを充実させ、仕事と生活の両

立のための体制を整備していきます。 

 

 

１ 労働時間短縮の啓発 

施策の内容・
方向性 

市内の事業所を対象に、労働時間短縮を促進するための働きかけを行います。 

国・県の普及パンフレットや資料の配布などにより週40 時間労働制に関する啓

発・広報活動に努めます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

２ フレックスタイムや在宅就労などの就労形態の多様化への働きかけ 

施策の内容・
方向性 

市内の事業所を対象に、家庭と仕事の両立を図り、ゆとりある生活が送れるよう、

フレックスタイム制や子育て期の短時間勤務、在宅就労など多様な就労形態導入の

働きかけに努めます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

３ 育児休業制度の普及啓発と取得促進に向けた働きかけ 

施策の内容・
方向性 

事業主を対象に、育児休業制度に関する広報・周知に努めるとともに、育児休業の

取得や職場復帰がしやすい環境の整備、育児休業給付制度の適切な運用についての

広報・周知に取り組みます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

 

                                             
1 くるみんとは、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、「子育てサポート企業」

として厚生労働大臣が認定した企業が使用できる次世代認定マーク。税制面で優遇措置の適用を受けられ、商

品、広告、求人広告などにつけ、子育て サポート企業であることもPR できます。 
2 プラチナくるみんとは、くるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業

に対する新たな認定マークで、税制面で優遇措置の適用を受けることができます。 
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４ 再雇用制度への働きかけ 

施策の内容・
方向性 

事業主などに、育児休業など各種制度の定着と利用しやすい環境づくりを促すとと

もに、再雇用制度の導入などに関する啓発活動を推進します。 

フレックスタイム制、短時間勤務制度などの柔軟な勤務体制の導入を働きかける一

方で、求人制限廃止などの啓発を行い、再就職の機会拡充を図ります。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

５ 再雇用・再就職の促進を図る相談、情報・学習機会の提供 

施策の内容・
方向性 

出産や育児により一時退職した女性の再就職を支援するため、関係機関と連携し、

再就職に関する相談や学習機会の情報提供などに努めます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

  

６ 関係機関と連携した就労環境の改善と就労支援 

施策の内容・
方向性 

若者の非正規雇用などについて、関係機関と連携し就労環境の改善に取り組み、若

者の生活安定を図ります。また、若者の閉じこもりから社会復帰し、就労するため

の職業訓練等による能力向上や社会的に自立するための支援に取り組みます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

７ 市内事業主に対する取組の支援 

施策の内容・
方向性 

101 人以上の従業員のいる事業主を対象に、一般事業主行動計画の策定に関する

情報提供を行うなど策定の支援に取り組みます。 

市民や事業主を対象に、一般事業主行動計画を広報紙等で周知を図り、計画策定や

仕事と子育てを両立する意識の向上に努めます。 

また、次世代育成認定マーク（くるみん）や特例認定制度・特例認定マーク（プラ

チナくるみん）の周知・取組の促進を図ります。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

８ 事業所内保育施設設置への働きかけ 

施策の内容・
方向性 

市内の事業所を対象に、勤務が不規則な就業者の子育てを支援するため、事業所内

保育室の設置を働きかけます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 
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９ 職場の理解と協力体制の広報・啓発 

施策の内容・
方向性 

事業主・従業員の職場における問題を対処するため、岩沼市商工会などと連携し、

労働問題（育児休業制度取得等）や事業所内保育室設置等の周知と講演会等の開催

から子育て家庭への支援に努めます。 

所管課 商工観光課 関連課 子ども福祉課 

 

１０ 仕事との両立に向けた子育て支援相談の充実 

施策の内容・
方向性 

育児休業明けの保育所（園）の入所や受け入れなど適切な保育サービス等が受けら

れるよう、保育所（園）、認可外保育所（園）、保育ママなどに関する情報を提供

し、子育て支援相談の充実に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

１１ ファミリー・サポート・センターの広報啓発 

施策の内容・
方向性 

市子育て支援センターによるファミリー・サポート・センターについて広報紙など

による周知を図り、子育て家庭の就労などを支援します。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

 

 

３．結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 

誰もが子育てしやすい地域社会を実現するため、結婚・妊娠・出産・育児に

関する切れ目のない支援の推進が必要になります。実情に応じたニーズに対応

する各ライフステージに応じたきめ細かい支援を行っていきます。 

 

１ 家庭と仕事の両立支援に向けた環境づくりへの啓発活動の充実 

施策の内容・
方向性 

市内の事業所を対象に、就労者の育児や介護などの家族的責任に対する理解と協力

を図る広報啓発の充実に努めます。 

就労者の家庭と仕事の両立に十分配慮し、多様でかつ柔軟な働き方の選択を可能と

するため事業所への啓発・普及に努めます。 

人材の募集・採用にあたっては、公平・公正性を事業所に求め、企業内研修会など

を通じてその普及・定着に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 健康増進課 
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基本目標４：母性・乳児・幼児などの健康の確保及び増進 

母子保健法では、母親は「すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てら

れる基盤であることに鑑み、尊重され、かつ、保護されなければならない。」と

されており、乳幼児についても「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として

成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。」

とされています。家族は子育ての基盤となるものであることから、家族の健康

は充実した子育てにとって欠かせない条件の一つであると言えます。 

地域子ども・子育て支援事業の実施にあたっては、妊娠・出産期からの切れ

目のない支援に配慮することが重要で、母子保健関連施策との連携の確保が必

要です。このため、妊婦に対する健康診査をはじめ、母子保健に関する知識の

普及、妊産婦等への保健指導その他の母子保健関連施策等を推進することが必

要となります。 

 

 

 

１．妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 

現在、母子健康手帳交付時に、健康相談、育児相談などの各種の相談事業を

行い健康な妊娠・出産期を過ごせるよう支援しています。 

産前産後は、母親が肉体的・精神的に大きな負担を強いられます。このため、

産後うつ病や病気になるまでには至らなくとも不安を抱えている人は少なくあ

りません。特に、身近に両親や同世代の友人・知人など相談相手がいない場合、

正しい育児知識・方法を学ぶだけでも、不安解消につながるものです。 

このため、妊娠や出産に関する悩みを抱え込むことなく、子どもをもちたい

と願う人が安心して産み育てることができるよう、妊娠期からの一貫した保健

指導を一層充実し、父親への啓発機会の充実とも併せて、安全な妊娠・出産へ

の支援に取り組みます。また、県で実施している特定不妊治療費助成事業への

上乗せ助成を実施し、不妊治療に対する経済的負担の軽減を図ります。 
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１ 健康づくりの支援 

施策の内容・
方向性 

母子の健康推進を図るため、すべての子どもが各種乳幼児健康診査及び相談を受け

られる体制を充実します。 

健診では、乳児健診（２か月児、８か月児）、乳幼児健診（３か月児、１歳８か月

児、3 歳６か月児）、歯科健診（２歳6 か月児）を実施します。 

各種相談への対応として、乳児相談（すくすく教室）や乳幼児相談（ちびっこ相談）

を実施します。また、「赤ちゃんホットライン」を設置し、電話による乳幼児の育

児に関する相談を実施します。 

各小学校で実施している「放課後子ども教室」では、保護者などの家庭教育に関す

る相談を実施します。 

予防接種事業では、予防接種法に基づく定期予防接種を実施します。 

所管課 健康増進課 関連課 生涯学習課 

 

２ 支援体制の充実 

施策の内容・
方向性 

子どもと母親の健康を保持するための支援体制を充実します。 

乳幼児発達相談やことばの相談、乳幼児健全発達支援事業（小集団の遊びの教室）

において、臨床心理士や言語聴覚士、作業療法士、保育士などの協力に基づき、発

達面や母子関係で配慮が必要な乳幼児について、保護者が適切な療育を行えるよう

支援します。 

生後１か月前後の乳児と母親を対象に、助産師等の訪問による産後の体や心につい

て必要な支援を行うとともに、育児などに関しての悩みを母親が抱え込まないよう

相談できる訪問事業を実施します。 

また、若年妊娠・高齢出産や妊娠中毒症などの出産に関しての危険性が高い方など

を対象に、訪問等による必要な支援を行います。 

所管課 健康増進課 関連課  

 

３ 各種サービスのコーディネートの充実 

施策の内容・
方向性 

子ども福祉課、保育所（園）、幼稚園、すぎのこ学園、学校、保健所などと連携し、

支援体制の充実を図ります。 

所管課 健康増進課 関連課 子ども福祉課 
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４ 妊娠・出産期における健康づくりの支援 

施策の内容・
方向性 

妊産婦を対象に、健康教育や相談を実施し、安心して分娩を迎え出産後も健やかに

生活ができるよう、妊産婦の健康を保持・増進するための保健指導の充実に努めま

す。 

母子健康手帳、父子健康手帳の交付時に、助産師や保健師による相談を行います。

また、助産師による「ママの相談」を開催し、相談による支援を行います。 

妊産婦で継続的に支援が必要な場合は、助産師や保健師の妊産婦訪問指導による健

康管理など必要な支援を行います。 

妊婦健康診査受診票を交付し、医療機関での受診を支援します。さらに、医療機関

による妊婦健診、母親学級、父親学級の活用を推進します。 

妊婦健康診査に係る費用を助成し、妊娠期から健康を保持するための支援体制の強

化に取り組みます。 

所管課 健康増進課 関連課  

 

５ 新生児、産婦の健康管理 

施策の内容・
方向性 

医療機関との連携を図り、新生児や産婦の健康管理に努めます。 

助産師や保健師による新生児・妊産婦訪問指導（未熟児訪問指導）を行い、母子の

健康管理や育児に関して気軽に相談できる訪問事業を充実します。 

また、新生児・産婦健診、産後ケアにおいて医療機関の活用を図ります。〔１か月

児健診、産後の保健指導、母乳相談等〕 

所管課 健康増進課 関連課  

 

６ 不妊治療等に関する支援 

施策の内容・
方向性 

宮城県で実施している特定不妊治療費助成事業への上乗せ助成を実施し、不妊治療

を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。 

所管課 健康増進課 関連課 子ども福祉課 
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７ 安心できる子育て環境の推進 

施策の内容・
方向性 

保護者が子どもを安心して育てていくことのできる環境づくりを推進します。 

市子育て支援センターによって行われる親どうしが子育てについて語り合う「ワン

デー・トーキングパーティ」や、地域子育て支援センターとの協働による、保護者

と子どもが楽しく遊びふれあう機会と保護者どうしの交流の場である「親子ふれあ

い広場」や「ねんねサロン」などを実施し、子育て中の保護者の交流の場をつくり

ます。 

また、遊び場マップ、医療機関マップ、Ｈappy チャイルドカレンダーなどの子育

て関連情報の提供の充実に努めます。 

さらに、「子育て応援者養成講座」の開催による子育て応援者の育成や、子育て支

援ボランティアやサークルの養成に取り組むとともに、「スキルアップ研修会」に

よる支援技術の向上など、必要な支援を行います。 

併せて、子育てを地域社会全体で見守り、支える意識の醸成に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 健康増進課 

 

８ こうのとりの〒屋さんによる育児支援の推進 

施策の内容・
方向性 

保護者の育児に関する不安や悩みに身近な地域の育児経験者が寄り添い、保護者の

育児に関しての不安や悩みを軽減する市民提案事業の「こうのとりの〒屋さん」事

業によって、母親の孤立の防止に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 健康増進課 

 

９ 家庭での事故防止の啓発 

施策の内容・
方向性 乳幼児保健講座や各種健診・相談において事故防止についての啓発に努めます。 

所管課 健康増進課 関連課  
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２．学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

思春期の子どもたちをめぐっては、心身の著しい成長に伴う悩みや不安に加

え、今日のめまぐるしい社会環境変化に翻弄され、心身の不安定や生活習慣の

乱れを来たすケースも見受けられます。家庭や学校、地域において、生命の尊

厳、人への思いやり、男女平等について学べるような思春期保健対策が求めら

れています。 

特に、10 代の自殺や不健康やせ等の思春期の課題の重要性を認識した保健対

策の充実が必要で、10 代の自殺死亡率の減少のため、幅広い関係者が児童生徒

の問題行動の未然防止や、自殺の兆候の早期発見等に取り組むことや、児童生

徒の心のケアのための相談体制の充実が必要です。 

妊娠期前から妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得られることや、思春

期の子どもの身体的・心理的状況の理解と行動の受け止めができる地域づくり

を進め、学校保健等と連携し、思春期の心とからだの健康づくりや性教育、禁

煙教育、薬物乱用防止教育を進めていきます。 

 

１ 心の健康などの相談、情報提供 

施策の内容・
方向性 

各関係機関が連携を図り、心の健康などの思春期相談や情報提供を行います。 

思春期相談（摂食障害・やせ症・不登校・ひきこもりなど）、心の相談、心の健康

講座などにより、電話相談、面接、訪問による相談・支援を行います。また、併せ

て宮城県の各種相談事業の活用を図ります。〔育成相談・非行相談・養護相談等〕

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課 
社会福祉課 
生涯学習課 

 

２ 子どもの自殺予防の推進 

施策の内容・
方向性 

「子どもと親の相談員」やスクールカウンセラーなどの配置など、児童生徒が悩み

を相談できる体制づくりを推進するとともに、岩沼市の相談窓口や宮城県の実施し

ている「思春期相談」などの各種相談窓口についての情報提供を行いながら、関係

各課や関係機関が相互に連携し、子どもの自殺予防に関する取組を推進します。 

また、子どもの自殺を予防するため、広報紙などによる周知・啓発を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課 

健康増進課 
社会福祉課 
学校教育課 
生涯学習課 
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３ 「自分を大切にすること」についての教育 

施策の内容・
方向性 

児童・生徒に対して、家族や友人等との関係性において、自分を大切にすることの

重要性について指導していきます。 

すべての学校教育のなかで、「自己の存在感」を確認できるよう指導の工夫を行う

とともに、学校における道徳の全体計画に基づき、道徳の時間を中心に「自分を大

切にする」指導に取り組みます。 

所管課 学校教育課 関連課  

 

４ 次代の親となる体づくり 

施策の内容・
方向性 

性に関する正しい知識の習得や、子どもを産むための健康な体づくりについての健

康教育を推進します。 

助産師、保健師、養護教諭、保健教諭との連携による性教育指導を行うとともに、

「健康な母体環境づくり（過剰ダイエットの防止など）」の指導に取り組みます。

所管課 学校教育課 関連課 健康増進課 

 

５ 性感染症の予防対策 

施策の内容・
方向性 

性に関する正しい知識の習得や、性感染症予防教育などについての健康教育を推進

します。 

クラミジア・エイズなどの正しい知識の啓発に取り組みます。また、各種相談やパ

ンフレットなどによって啓発を図ります。 

所管課 学校教育課 関連課 健康増進課 

 

６ 薬物乱用に対する学習の充実 

施策の内容・
方向性 

児童・生徒に対して、薬物についての学習機会を設け、薬物乱用の防止に取り組み

ます。 

小中学校の保健授業で、関係機関・団体と連携し、薬物乱用が健康に及ぼす影響に

ついての知識の普及啓発に取り組みます。また、中学校では、「薬物乱用防止教室」

を開催し、薬物乱用防止に取り組みます。 

所管課 学校教育課 関連課  
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７ タバコ・飲酒に対する学習等の充実 

施策の内容・
方向性 

小中学校の保健の授業で、未成年者の喫煙や飲酒が健康に及ぼす影響について、正

しく理解されるよう取り組みます。 

また、母子手帳交付時に、リーフレットを使用し、喫煙や受動喫煙、飲酒による胎

児・乳幼児への影響について啓発を行います。 

所管課 学校教育課 関連課 健康増進課 

 

 

 

 

３．食育の推進 

市民の生涯にわたる適切な食習慣の確立を目指して、生涯の各時期に応じた

体系的な事業に取り組んでいます。 

保護者や子どもが主体的に望ましい食習慣を確立できるよう、家庭での食育

の啓発や、乳児期・保育期・学童期・思春期と、発達に応じた食に関する学習

の機会や情報提供・体験学習を行うとともに、子どもも参加できる事業に取り

組みます。また、子育て相談の中には、食育に関することもあり、栄養士、保

健師、歯科衛生士との連携を図っていきます。 

 

１ 食育啓発 

施策の内容・
方向性 

子どもの豊かな人間性の形成や心身の健全育成を図るため、乳幼児期からの正しい

食事の摂り方や望ましい食習慣の定着に努めます。 

乳児期・幼児期では、健診時での指導・支援、乳幼児相談などにおいて個別栄養指

導を行います。 

学童・思春期では、学校給食での地産地消や放課後児童の生活の場を提供している

児童館（センター）での調理実習などを行い、食育の推進に取り組みます。また、

女性の健康相談で食に関する知識や必要な食に関する指導を行うなど、食育の啓発

に取り組みます。 

所管課 健康増進課 関連課 
子ども福祉課 
学校教育課 
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２ 食べる力を育むための環境 

施策の内容・
方向性 

保育所（園）、児童館（センター）、健康増進課、学校における栄養、食生活、食

の安全安心に関する情報収集・発信、学習などを管理栄養士や栄養教諭等を中心に

推進し、子どもの健康を保持・増進するための食育に取り組みます。 

家庭においては、親と子の料理教室や農作業体験、保育所（園）での地産地消の親

子クッキングの実施などを通じて、食べ物を大切にする心を育成します。 

地域においては、食生活改善推進員による伝達講習などの開催や食育ボランティア

の普及活動による食育を推進します。また、「健幸力アップメニューレシピ集」等

を活用し、岩沼の健康食とともに普及に努めます。 

所管課 健康増進課 関連課 
子ども福祉課 
農政課 
学校教育課 

 

３ 米粉を生かした給食・調理実習などによる食育の推進 

施策の内容・
方向性 

岩沼産の米を使った米粉などを活用し、学校給食の献立や調理実習での使用などに

よる食育の推進に取り組みます。 

所管課 学校教育課 関連課 
健康増進課 
子ども福祉課 
農政課 

 

４ 学童体験農園の実施 

施策の内容・
方向性 

ハナトピア岩沼の学童体験農園において、岩沼市農村青少年クラブ連絡協議会を作

付の講師として、応募した市民などへのほ場の貸し出しを行い、児童とのふれあい

や安全で安心な野菜の栽培と食育につながる生産活動の場の提供を行います。 

所管課 農政課 関連課  

 

５ 生産者、事業者の食育啓発 

施策の内容・
方向性 

生産者、事業者との協力による見学、体験学習（調理実習や農業体験など）や食に

関する講座を通して食育の啓発に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課 
農政課 
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４．小児医療の充実 

すべての子どもたちが安心して適切な医療サービスを受けることができるよ

う、宮城県や広域圏・近隣市町、関係機関、医師会などと連携し、小児医療や

休日・夜間診療体制の充実を目指します。 

また、保護者の経済的負担の軽減と子どもたちの保健福祉の向上を目的に、

小児医療費助成事業を進めるとともに、養育医療や育成医療などに関する手続

きを円滑に行い、子どもが必要とする適切な医療が受けられるよう取り組みま

す。 

 

１ 小児医療の充実 

施策の内容・
方向性 

休日当番医等の初期救急、病院群輪番制運営事業等を通して小児救急医療体制の充

実に努めます。 

また、小児科の情報や予防接種に関する適切な情報提供、接種率の向上に努めます。

併せて、養育医療や育成医療に関する手続きを円滑に行えるよう、必要な支援を行

います。 

所管課 健康増進課 関連課 社会福祉課 

 

２ 転入者への小児医療に関する情報提供 

施策の内容・
方向性 

本市への転入時において、小児医療体制についてのチラシなどによる情報提供を行

います。 

所管課 健康増進課 関連課  

 

３ 小児医療に関しての相談窓口の啓発 

施策の内容・
方向性 

宮城県で実施している「こども夜間安心コール」や「子ども救急」などの電話によ

る相談窓口についての広報・啓発に取り組みます。 

所管課 健康増進課 関連課  

 

４ 乳幼児保健講座での緊急対応方法についての啓発 

施策の内容・
方向性 

乳幼児保健講座において、子どもの急病時などの対応方法などについての指導と情

報提供を行います。 

所管課 健康増進課 関連課  
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５ 小児医療費の負担（乳幼児医療費助成事業） 

施策の内容・
方向性 

乳幼児等子どもの医療費の一部を助成し、子どもの適正な医療機会の確保及び子育

て家庭における経済的負担の軽減を図ります。 

所管課 健康増進課 関連課  

 

６ かかりつけ医・歯科医の定着促進 

施策の内容・
方向性 

乳幼児保健講座及び各種健診・相談において、かかりつけ医・歯科医をもつよう働

きかけを行います。 

所管課 健康増進課 関連課  
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基本目標５：子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

本市では、地域社会全体で子どもを見守り育てる仕組づくりを目指し、地域

と各種教育機関の連携強化や岩沼ならではの豊かな自然環境を生かした教育な

どに取り組み、子どもの自立性や社会性を育む機会を充実させてきました。 

今後とも、子どもたちの発達段階に応じて、個性や「生きる力」を伸長でき

るよう、特色ある学校教育の推進や安心安全な教育環境づくりに取り組むとと

もに、社会性を育む交流機会や活動機会の提供に努めていく必要があります。 

また、「次代の親」の育成の観点からは、中・高校生を対象に乳幼児との交流

事業を進め、子どもたちが子育ての楽しさや家庭を築くことの意義を学ぶ機会

の提供に努めてきましたが、今後は広く若者に対象を広げながらさまざまな啓

発機会、体験機会の提供に取り組む必要があります。同時に、子どもたちの健

全な育成を家庭や地域全体で見守り、支えていくことが重要であることから、

家庭や地域社会の子育て力の向上に一層取り組む必要があります。 

 

 

 

１．次代の親の育成 

子どもたちが、次代の親としての自覚と正しい知識をもち、望ましい家庭を

築いていくことができるよう、それぞれ発達段階に応じた啓発機会を充実させ

ていくことが重要です。 

このため、子どもたちが命や家庭の大切さを考え、仕事や家庭で果たすべき

社会的責任、男女共同参画の重要性などについて知識や自覚が高められるよう、

幼稚園や保育所（園）での交流事業や学校教育など多くの機会をとらえた啓発

事業の一層の推進に取り組みます。 

 

１ 家庭を築くことの教育・啓発 

施策の内容・
方向性 

子育ての楽しさや男女が協力して家庭を築くことの教育を推進するとともに、広報

などによる啓発を行います。また、「家族の日」「家族の週間」などを通じた理解

促進を図ります。 

所管課 学校教育課 関連課  
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２ 産み育てる教育 

施策の内容・
方向性 

地域子育て支援センターと連携し、中学校の生徒が乳幼児との交流などを通じて、

子どもを産み育てるための教育を推進します。 

所管課 学校教育課 関連課 子ども福祉課 

 

３ 地域で次代を担う親育ちの環境づくり 

施策の内容・
方向性 

家庭教育や子育てに関する「子育て親育ち講座」の開催を通じて、子育てに関する

具体的な支援方法を学習するとともに、各関係機関の連携体制を構築し、地域で次

代を担う親育ちの環境づくりに取り組みます。 

所管課 生涯学習課 関連課  

 

４ 世代間ふれあい交流の機会創出 

施策の内容・
方向性 

中学・高校生が保育所（園）や幼稚園、放課後児童の小学生とふれあう機会の創出

に取り組みます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 生涯学習課 

 

 

 

 

２．子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

子どもたちの個性や「生きる力」を伸ばしていくためには、基礎的・基本的

な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に学習に取り組む態度など

の確かな学力のための教育内容・方法の一層の充実が必要となります。 

次代の担い手である子どもたちが地域の人や豊かな自然とふれあう体験活動

やスポーツ活動などを通じて豊かな心を育み、生きる力を高めるため、創意工

夫ある教育課程の編成や教職員研修機会の充実、学校部活動のための指導者育

成に取り組みます。 
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１ 確かな学力の向上 

施策の内容・
方向性 

社会の変化のなかで主体的に生きる子どもたちの育成を図るために「生きる力＝知・

徳・体のバランスの取れた力」の育成に取り組みます。 【知】 
 
 ○知  確かな学力の育成：基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して自ら

考え、判断し、表現することによりさまざまな問題に積極的に対応し、解
決する力 

 ○徳  豊かな心の育成：自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる
心や感動する心 

 ○体  健やかな身体の育成：たくましく生きるための健康や体力 
 

■総合的な学習の時間・特色ある学校づくり推進事業 

児童生徒が課題解決に向けて主体的に活動する体験活動や、学校の特色を生かした創

造的な教育活動を展開することを支援し、特色ある学校づくりを推進します。 

■小中学校支援事業 

児童生徒一人ひとりにきめ細やかに対応し、発達段階を考慮した適切な学習指導、生

徒指導の推進を支援します。 

■スクールカウンセラー活用調査研究事業 

各学校にスクールカウンセラーを配置し、学校生活に不安や悩みを抱える等の不適応

を抱えている児童生徒一人ひとりにきめ細やかに対応する体制づくりを推進します。

■外国語指導助手招致事業 

外国語指導助手を配置し、外国語教育と外国語活動、及び国際理解教育の推進を図り

ます。また、関係各課と連携し、国際姉妹都市との交流事業を展開します。 

■只野文哉先生小中学生科学技術奨励事業 

児童生徒が科学技術に興味をもち、自ら追及や体験することを通して、科学的創造力

の素地育成を図ります。 

■副読本作成・配布事業 

理科及び社会の副読本を整備し、児童生徒が主体的に地域を学ぶことができるように

支援します。 

■岩沼市教育研究会補助金 

教員の資質の向上を図る研修会などを支援し、教育活動や指導の充実を図ります。 

■特別支援指導助手研究事業 

特別支援指導助手、特別支援教育支援員を配置し、障害をもつ児童生徒が住み慣れた

地域の学校で学べるよう特別支援教育の充実に取り組みます。 

■障害児就学支援事業 

障害をもつ児童生徒やその保護者が希望する就学先について判断できるよう、各学校

で就学相談を実施します。 

■小中学校特別支援教育振興事業 

 障害をもつ児童生徒の保護者に対して、経済的に支援することで、児童生徒が安心し

て学ぶことができる環境づくりに努めます。 

■小中学校就学環境整備事業（就学援助費） 

助成費を支給し、保護者の経済的負担を援助することで、児童生徒が安心して学ぶこ

とができる環境づくりに努めます。 

■小中学校就学環境整備事業（遠距離通学費） 

遠距離通学の児童生徒に対して、バス通学の定期券を交付し、児童生徒が安全に通学

できる環境づくりに努めます。 

所管課 学校教育課 関連課  
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２ 豊かな心の育成 

施策の内容・
方向性 

社会の変化のなかで主体的に生きる子どもたちの育成を図るために「生きる力＝知・

徳・体のバランスの取れた力」の育成に取り組みます。 【徳】 

■福祉教育 

福祉副読本の配布、JRC 委員会活動などを通して、思いやりのある心の育成に取り組

みます。 

■環境教育 

子どもエコクラブ加入の推進を図ります。 

■ふるさと教育 

生活科や社会科、及び総合的な学習の時間において、ふるさとをステージにした学習

活動を展開し、ふるさとの歴史や文化、社会資源などを理解するための教育活動を推

進します。 

■道徳教育 

総合的な学習の時間における福祉体験や環境実践活動などの体験学習と関連させなが

ら、子どもの心に響く道徳教育に取り組みます。 

■体験活動 

総合的な学習の時間の清掃体験学習活動や福祉・奉仕体験学習などによる、体験活動

の充実に努めます。 

■不適応対策 

学校生活に不安や悩みなどを抱え、適応できない児童生徒一人ひとりの状況に応じた

指導を行い、学校生活への復帰を図るため、「子どもと親の相談員」や「スクールカ

ウンセラー」を配置し、相談活動を充実させます。 

■指導体制の充実 

全小学校に指導助手を配置し、小学校１年生が学校生活に適応できるよう、きめ細や

かな指導を行います。 

■スクールソーシャルワーカーによる対応 

小学校・中学校のスクールカウンセラーなどでの対応が困難な事例などに対応するた

め、スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒やその保護者の指導に取り組み

ます。 

所管課 学校教育課 関連課  
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３ 健やかな体の育成 

施策の内容・
方向性 

社会の変化のなかで主体的に生きる子どもたちの育成を図るために「生きる力＝知・

徳・体のバランスの取れた力」の育成に取り組みます。 【体】 

■児童生徒体力向上助成金事業 

優れた指導者の確保や、運動器具・用具の充実、指導方法の工夫・改善による体育の

授業や運動部活動の充実を図り、子どもたちが生涯にわたって積極的にスポーツに親

しむ習慣や意欲、能力の育成に取り組みます。 

■中学校体育連盟補助金事業 

 中学校の運動部活動の成果の場である競技大会の充実を図り、スポーツに親しむ環境

づくりに取り組みます。 

■小中学校保健事業 

学校での保健管理、安全管理について、必要な事項を定め、児童生徒、職員の健康の

保持・増進を図り、学校教育の円滑な実施と成果を確保するため、健康教育の充実に

取り組みます。 

■学校給食 

学校給食を通じて、児童生徒の食に関する正しい知識の習得を図る食育を推進します。 

所管課 学校教育課 関連課  

  

４ 信頼される学校づくり 

施策の内容・
方向性 

保護者や地域住民の参画を得た学校運営の改善等を図り、社会総がかりで子どもたちを

育む「地域とともにある学校づくり」の推進が必要です。そのため、家庭や地域社会に

開かれた信頼される学校づくりを推進します。 

■教育施設整備 

安全・安心が確保された教育環境の提供及び整備に努めます。また、環境美化の推進

に努めます。 

■ＩＣＴ教育環境整備 

児童生徒用のコンピュータ（タブレット端末を含む）や電子黒板等、ＩCT 教育環境

の整備を図り、情報教育の一層の推進を図ります。 

■いじめ・生徒指導体制の充実 

いじめ防止基本方針に基づいて、いじめ防止の対策を効果的に推進します。また、各

小中学校において、生徒指導対策会議を実施し、児童生徒一人ひとりを大切にした生

徒指導を推進します。 

■学校評議員の活用 

全小中学校の運営について、学校評議委員会を開催し、信頼され魅力ある学校づくり

を推進します。 

■地域連携 

PTA 活動等への支援を行い、家庭、地域社会、学校との連携を強化するとともに、

地域全体で子どもを見守り育むための体制づくりに努めます。 

■ユニーク先生活用事業 

地域の方を講師として学校に招へいし、学校を地域に開くとともに、地域とともに歩

む特色ある学校づくりに努めます。 

所管課 学校教育課 関連課  
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５ 幼児教育環境の充実 

施策の内容・
方向性 

幼稚園と小学校が連携した体制を構築し、幼稚園の教育活動及び教育環境の充実、

幼稚園における子育て支援の充実、幼稚園や保育所（園）と小学校との連携の推進

などによる幼児教育の充実を図ります。 

中学・高校生が幼児などとふれあう、異年齢交流機会の一層の充実に努めます。 

併せて、幼稚園児の保護者負担を軽減するため幼稚園就園奨励費の補助を行い、ま

た、幼児教育に関する情報提供の充実に努めます。 

所管課 学校教育課 関連課  

 

 

 

３．家庭や地域の教育力の向上 

家庭環境の多様化や地域社会の変化により、子育ての場である家庭の養育力

（子育て力）の低下が言われています。 

本市では、これを補うため子育てに関する講座の開催などにより、家庭教育

の支援に取り組んでいます。また、ジュニア・リーダー育成事業や世代間交流

などを通じて、地域住民の活力を生かした子どもの「生きる力」の育成に取り

組むとともに、子育て応援者養成講座などによる地域で子育てを支援する仕組

づくりを推進しています。 

本計画においても、家庭に求められる子育て力の向上を支援するとともに、

親子が地域と接する機会を一層提供できるよう、学校教育や地域の各種公民館

事業などを通じて、家庭教育や地域交流機会の充実を目指します。 

また、子どもの将来が生まれた環境に左右されることのないよう、学習支援

を中心とした必要な環境整備を図ることも重要になります。 

 

１ 学校教育以外での学習支援の充実 

施策の内容・
方向性 

地域や学校等の豊かなつながりの中で家庭教育が行われるよう、親子の学習機会の

充実を図り、また、低所得者向けの学習支援を通じて、貧困が世代を超えて連鎖し

ないよう必要な環境整備と教育の機会均等を図っていきます。 

さらに、課題を抱える家庭への訪問等を学校・福祉等と連携して行う仕組づくりも

検討していきます。 

所管課 社会福祉課 関連課 
子ども福祉課 
生涯学習課 
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２ 地域の教育力の向上 

施策の内容・
方向性 

子どもたちが自分で課題を見つけ、自ら学び自ら考える「生きる力」を、学校や家

庭及び地域社会が相互に連携しつつ社会全体で育み、地域教育力の向上を図ります。

■生きる力の育み 

生活体験活動の推進を図り、児童館（センター）、公民館や学習館の福祉・社会

教育施設を活用した子どもの活動を支援するとともに、親子交流による自然体験

学習などの充実を図ります。園児と児童の交流、園児、小学生と中学・高校生の

交流、児童と大人の交流など、世代間の交流活動を推進します。 

■スポーツによる世代間交流の促進 

放課後子ども教室において、主任児童委員や地域ボランティアが主体的に関わり、

昔遊びなどの指導による放課後児童の活動する場の提供を通じて、世代間の交流

を推進します。また、グランドゴルフ大会などを通じての世代間交流を推進しま

す。 

■サポート体制（ジュニア・リーダー育成事業） 

子ども会指導者・育成者研修の充実を図ります。各地区子ども会活動の支援を目

的に、ジュニア・リーダーを派遣し、その活動を支援します。さらに、学校など

の夏季休暇期間において、ジュニア・リーダー初級研修会などを実施し、人材の

育成を推進します。また、ジュニア・リーダーによるボランティア活動などを支

援します。 

■学校教育・社会教育連携 

小中学校の授業において、社会教育施設の活用、各学校での公開講座や授業開放

施策を促進し、学校と社会教育の連携を強化し、子どもの教育を推進します。 

■学校教職員の地域活動 

教職員の地域理解を深めるため、教職員の地域活動への参加意識の啓発を図りま

す。 

所管課 生涯学習課 関連課 学校教育課 

 

３ スポーツ環境の整備 

施策の内容・
方向性 

誰もがスポーツに親しめるよう、その利用環境の整備に努めると同時に、スポーツ

指導体制の整備を図ります。また、子どもの健全育成施設へのスポーツ推進委員の

派遣活用や身体に障害をもつ方々と一緒にスポーツのできる場の提供に努めます。

所管課 スポーツ振興課 関連課  

 

４ 芸術文化環境の整備 

施策の内容・
方向性 

幼児・児童生徒を対象に、市民会館・文化事業協会・各公民館事業などが連携し、

文化鑑賞や親子・子ども参加の芸術文化事業・行事の推進に努めます。 

所管課 生涯学習課 関連課  
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５ 図書館活動 

施策の内容・
方向性 

岩沼市子ども読書活動推進計画に基づき、子どものニーズを把握しながら、利用し

やすい図書館づくりを進め、地域における子どもの読書活動を推進します。特に児

童図書や子育て関連図書の整備に努めるとともに、親子・子どもを対象とした行事

や教室の開催を推進します。 

所管課 市民図書館 関連課  

 

６ 児童・生徒交流活動 

施策の内容・
方向性 

国際友好都市のドーバー市と中学生の相互交流などによる交流を推進し、次代を担

う青少年の国際感覚を養うための派遣や、姉妹都市、友好都市等との市民交流事業

を推進します。 

所管課 さわやか市政推進課 関連課  

 

 

 

４．子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

スマートフォン等の普及とともに、長時間利用による生活リズムの乱れや有

害サイトを通じた犯罪等が問題になっており、「青少年インターネット環境整備

法」等に基づき、地域住民や関係機関・団体との連携協力の強化による、青少

年のインターネットの適切・安全・安心な利用や保護者に対する普及啓発の推

進が必要とされています。 

学校教育をはじめ多くの機会をとらえて、有害サイトのみならず喫煙や飲酒、

薬物乱用などを防止するための教育機会や啓発事業を推進します。 

また、関係団体や地域住民などによる連携強化や関係業界の自主的な取り組

みを促進し、性や暴力などに関する図書や情報など青少年に悪影響を与える有

害環境の解消に取り組みます。 

 

１ 子どもの健全育成活動の推進と啓発 

施策の内容・
方向性 

子どもの健全育成に関する相談体制や情報提供の充実を図るとともに、健やかな子

どもを育てる岩沼市民会議による街頭巡回指導や広報紙「すこやかさん」の全戸配

布により、子どもを健全育成するための環境づくりに関する意識の向上を図ります。

また、有害広告物や、有害物品の販売機などの撤去活動を推進します。 

所管課 生涯学習課 関連課  
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２ PTA などによる有害情報セミナーの開催支援 

施策の内容・
方向性 

学校及びPTA などの主催で、民間事業者の協力によるケータイ（インターネット）

安全教室を開催し、適切な使用方法やフィルタリング機能など有害情報を防止する

ための方法などに関する啓発活動の支援に取り組みます。 

所管課 学校教育課 関連課  

 

  



 

88 

基本目標６：子育てを支援する生活環境の整備 

子育て家庭が、子育てに適した居住環境で生活を営むことは非常に重要です。

市では、子どもと一緒に安心して外出できるよう、安全な歩道の整備や公共交

通機関のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めています。 

また、防犯対策では、町内会の防犯灯設置への助成など防犯対策を推進して

きています。 

すべての市民が安心して移動できるまちづくりを推進するとともに、地域の

防犯体制と連携した防犯体制づくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

１．良質な生活環境の確保 

安心して子どもを産み育てられる環境づくりにおいて、子育てしやすい良好

な住宅の確保や子どもたちが安心して遊べる場の確保に対しては、市民の要望

が高く、これからの重要な取組課題と位置づけられるものです。 

このため、引き続き、住宅に困窮する人が良好な住宅環境のもとで安心して

子育てできるよう、市営住宅への入居に配慮するとともに、地域と連携しなが

ら良好な自然環境の保全、子育て環境の整備に努めます。 

 

１ 良質な住宅の確保のための情報提供 

施策の内容・
方向性 

子育て世帯が住宅を確保するため、市営住宅等の必要な情報提供による支援に努め

ます。 

所管課 復興・都市整備課 関連課 子ども福祉課 

 

２ 居住環境の整備・情報提供 

施策の内容・
方向性 

公園・緑地環境や道路などの整備を行います。また、妊婦、子ども連れにとって利

用しやすいバリアフリーやユニバーサルデザインなどに配慮した環境整備を推進

し、妊産婦や子育て家庭にやさしい居住環境づくりに努めます。 

所管課 復興・都市整備課 関連課 土木課 
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２．安全・安心なまちづくりの推進 

これまでバリアフリー化やユニバーサルデザイン化の視点に基づき、生活環

境の整備に鋭意取り組んできたところです。 

生活道路等においては、歩道等の整備や、車両速度抑制の物理的デバイス等

の設置を進めることが望ましく、さらに妊婦等に配慮した道路上の駐停車場所

の確保も望まれます。 

子どもやベビーカー利用などの親子をはじめ、市民の誰もが安心して通行で

きるよう、特に駅や公共施設へのアクセス道路を中心に、安全な道路環境づく

りに継続して取り組みます。 

また、子どもが安心して遊べる安全な公園・広場の計画的な整備を目指しま

す。 

 

１ バリアフリー化された歩道などの整備 

施策の内容・
方向性 

既設歩道の段差や勾配の改善を行うとともに、学校、地域、通学路点検などによる

子どもの視点に立った歩道の補修などを推進します。 

所管課 土木課 関連課 学校教育課 

 

２ 交通環境の整備 

施策の内容・
方向性 

子どもや子ども連れの親が安心して通行できるよう、道路交通環境の整備を推進し

ます。人と車の共存を図るため、狭あい道路の整備を行い、安全面に配慮した生活

道路としての整備に努めます。 

所管課 土木課 関連課  

 

３ 人にやさしい公共施設 

施策の内容・
方向性 

妊産婦や乳幼児連れの親子など市民の誰もが安心して外出できるような公共施設の

バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を図ります。 

公共施設における授乳児コーナーや育児コーナーの整備を図ります。 

また、おむつ替えのスペースとなる、ゆったりとしたトイレを整備し、乳幼児連れ

の親子が安心して利用できるよう整備を図ります。 

所管課 公共施設管理担当課 関連課 子ども福祉課 
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４ 子育て世帯への情報提供 

施策の内容・
方向性 

「子育てバリアフリーマップ」の作成・配布や市広報紙、ホームページなどでの情

報提供、「交通バリアフリー教室」の開催を通して子育て世帯へのバリアフリー情

報の提供を推進します。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

５ 防犯施設整備 

施策の内容・
方向性 

町内会などによる防犯灯の設置や維持管理に必要な助成を行います。また、自動車

などの交通量が多く危険性の高い交差点などに道路照明灯の整備を図ります。 

所管課 土木課 関連課  

 

６ 街区公園・緑地の保全 

施策の内容・
方向性 

街区公園や緑地の保全を行い、子どもが安全にのびのびと遊べる空間づくりを推進

します。 

所管課 復興・都市整備課 関連課  

 

７ 防犯広報啓発 

施策の内容・
方向性 

警察などの関係機関と連携し、広報紙などによる防犯に関する情報提供による防犯

意識の啓発を行います。 

所管課 生活環境課 関連課  
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基本目標７：子どもの安全の確保 

子どもや子育て家庭が地域のなかで安心して暮らすためには、安全安心な生

活環境が確保されていることが必要です。 

安全パトロールの実施を支援するとともに、ＰＴＡや地域の自治会、民生委

員児童委員などと協働して、安全が確保されるまちづくりに向けての取組を強

化していきます。 

子どもが巻き込まれる犯罪や交通事故をなくすためには、関係機関や地域住

民との連携をさらに密にし、子どもの安全を地域全体で見守る仕組に一層取り

組むことが望まれます。 

 

 

 

１．子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

本市では、保育所（園）・幼稚園及び全小学校で交通安全教室を実施し、交通

ルールや安全な自転車の乗り方などの指導に取り組んでいます。また、子ども

の小学校などへの入学時期に、交通指導隊や各種団体等と連携し、重点交通安

全指導や街頭指導などを行っています。 

子どもたちを痛ましい事故から守るため、関係機関や地域と連携しながら、

交通安全教育や交通安全運動の推進に引き続き取り組みます。 

 

１ 交通安全教育事業 

施策の内容・
方向性 

子どもの交通事故防止のため、交通安全教室・交通ルール指導・自転車実技指導を

行い、交通安全思想の普及啓発に努めます。 

所管課 生活環境課 関連課  

 

２ 交通安全運動（交通安全運動事業） 

施策の内容・
方向性 

子どもの交通安全確保のため、交通指導隊及び各種団体の活動による交通安全の現

場指導を通じ、市民への交通安全意識の啓発に努めます。 

所管課 生活環境課 関連課  
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３ 交通安全団体の育成 

施策の内容・
方向性 

学校における交通少年団活動への支援や交通安全に関する団体の育成に取り組みま

す。また、町内会や子ども会などの自主交通安全組織の育成・支援に取り組みます。

所管課 生活環境課 関連課  

 

４ 交通安全関係団体との連携 

施策の内容・
方向性 

警察署・交通安全協会・交通指導隊・交通安全母の会や関係機関・団体との連携・

協働による交通安全教室の開催に取り組みます。 

春・秋の交通安全運動期間を中心とした交通安全の指導・啓発、交通ルールの順守

やマナーの向上を図るため、効果的な指導などの情報交換や研修の充実を図ります。

所管課 生活環境課 関連課  

 

５ 通学路の安全点検 

施策の内容・
方向性 学校、PTA との連携による通学路の安全点検を推進します。 

所管課 学校教育課 関連課  

 

６ チャイルドシートの使用啓発 

施策の内容・
方向性 

警察署や交通安全協会など、関係機関・団体作成のパンフレット、リーフレットを

配布し、チャイルドシート使用の普及啓発に努めます 

所管課 生活環境課 関連課  

 

７ チャイルドシートを利用しやすい環境づくり 

施策の内容・
方向性 

各種行事でのリサイクル用品のバザーや市広報紙での「ゆずりあいコーナー」を活

用し、チャイルドシートのリサイクル活用に取り組みます。 

所管課 生活環境課 関連課  
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８ 3 人乗り（幼児２人同乗）自転車に関する情報提供 

施策の内容・
方向性 

子育て家庭における自転車での安全な移動を促すため、３人乗り（幼児２人同乗）

自転車に関する情報提供を行います。 

所管課 生活環境課 関連課  

 

 

 

 

２．子どもを犯罪被害などから守るための活動の推進 

近年、子どもを巻き込んだ犯罪などが多発しています。また、子どもが加害

者となる事例も多発しています。 

本市では、「岩沼市安全安心まちづくり条例及び基本計画」を策定し、市・警

察及び安全・安心に係る関係団体が相互に連携し、情報交換などによる防犯体

制づくりに取り組んでいます。 

子どもが犯罪に巻き込まれることがないよう、今後とも防犯意識の高揚や防

犯灯などの整備を進めるとともに、防犯協会をはじめ、市民によるパトロール

活動などの自主的な防犯活動を育成支援しながら、関係機関との密接な連携の

もとに地域全体での防犯体制の強化を推進します。 

 

１ 自主防犯体制づくり 

施策の内容・
方向性 

地域での自主防犯組織の育成を図り、地域において適切で迅速な対応ができる体制

づくりを推進します。 

所管課 生活環境課 関連課  

 

２ 防犯パトロール活動 

施策の内容・
方向性 

町内会や民生委員・児童委員、ふれあいパトロール隊、防犯協会などの協力による、

地区内の防犯パトロール活動や地域における防犯ネットワークづくりを推進しま

す。 

所管課 学校教育課 関連課 生活環境課 
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３ 防犯環境の整備 

施策の内容・
方向性 

地域安全（防犯）運動・活動団体支援や啓発広報を行うことにより、市民が安全で

安心して暮らせるような地域づくりに取り組みます。 

所管課 生活環境課 関連課  

 

４ 自主防災体制づくり 

施策の内容・
方向性 

地域の自主防災組織の育成を図り、地域において適切で迅速な対応ができる体制づ

くりを推進します。また、「子育てファミリーのためのぐらっときても安心BOOK」

の配布により、災害等への対応の意識向上を図ります。 

所管課 防災課 関連課 子ども福祉課 

 

５ 災害時要援護者マニュアルに基づく妊産婦、子どもへの支援 

施策の内容・
方向性 

災害発生時に災害時要援護者の円滑な避難・誘導をするための災害時要援護者マニ

ュアルの作成にあたって、妊産婦や乳幼児などを含めたマニュアル作成を検討しま

す。 

所管課 社会福祉課 関連課 
防災課 
健康増進課 

 

６ 災害時要援護者台帳の検討 

施策の内容・
方向性 

災害発生時に災害時要援護者の円滑な避難・誘導をするための災害時要援護者台帳

について、妊産婦や乳幼児などを含めた台帳の作成について検討を行います。 

所管課 社会福祉課 関連課 
防災課 
健康増進課 

 

７ 関係機関・団体との連携・活動 

施策の内容・
方向性 

PTA などの学校関係者や少年補導員などの関係機関・団体が連携し、学校付近や

通園・通学路、公園・広場の地域環境における防犯活動を推進します。 

所管課 学校教育課 関連課 
生活環境課 
生涯学習課 
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８ 防犯教育・啓発 

施策の内容・
方向性 

子どもが犯罪の危険を判断するための防犯教育を推進するとともに、防犯に関して

の意識の啓発に取り組みます。 

■防犯教室・講習 

各小学校における防犯グッズを活用した防犯教室・講習、各種イベントでの防犯

コーナーの設置などによる防犯意識の啓発を行います。また、不審者に対する対

応指導の学習を行います。 

■防犯の情報提供 

子どもが犯罪の被害に遭わないため、地域や事業所、各種施設に防犯パンフレッ

トやリーフレットを配付し、防犯意識の啓発を推進します。 

■防犯作文・ポスター募集 

防犯作文・ポスターの募集や作品掲示などによって防犯意識の啓発に取り組みま

す。 

所管課 学校教育課 関連課  

 

９ 「子ども110 番の家」普及・支援 

施策の内容・
方向性 

子どもが犯罪などに遭いそうな時や遭ったときの緊急避難場所となる「子ども110

番の家」の普及と支援に取り組みます。 

■子ども110 番の家設置推進 

子どもが犯罪などに遭いそうな時や遭った時の緊急避難場所である「子ども110

番の家」の設置を推進します。 

■子ども110 番の家マップ作成 

「子ども110 番の家」のマップを活用し、子どもたちに「子ども110 番の家」

の周知徹底を図ります。 

■子ども110 番の家マニュアル活用 

子どもが犯罪に遭いそうになった時や遭った時に対応するため、岩沼警察署が作

成したマニュアルを活用します。 

■子ども110 番の家ボランティアへの支援 

「子ども110 番の家」登録者を対象に、タウンミーティングを開催するなど、

情報交換の機会を創出し、防犯ボランティア登録者の活動を支援します。 

所管課 生涯学習課 関連課 学校教育課 

 

１０ 危険情報のメール送信による周知 

施策の内容・
方向性 

保護者の携帯電話に、不審者などの情報をメールで送信し、適切な対応がとれるよ

う情報提供を行います。 

所管課 学校教育課 関連課  
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基本目標８：支援を要する子どもへの対応などの取組の推進 

すべての子どもの 善の利益の実現を支援していく観点から、支援が必要な

児童への取組はとても重要です。 

児童虐待の多くが育児不安や負担感の増加に起因し、中には虐待が意識され

ず日常化しているケースも少なくなく、こうした問題が潜在化していると言わ

れています。このため、保護者の子育て不安や負担感の軽減・解消を図り、児

童虐待を未然に防止できるよう、相談指導体制の充実に取り組むとともに、関

係機関・関連施設や市民との連携を密にし、問題の早期発見体制の充実や問題

への迅速かつ的確な対応を図っていく必要があります。 

一方、思春期の子どもにあっては、心身上のさまざまな悩みを抱えたり、い

じめの問題や生活習慣の乱れなどの不安定な状況に陥りやすく、問題の早期発

見に努め、また、こうした子どもたちが身近で相談を受けられるよう、関係機

関・団体との連携を強化し、相談支援体制を一層充実していくことが求められ

ています。 

また、ひとり親世帯は増加傾向にあり、近年、父子家庭の増加傾向が見受け

られます。こうしたひとり親家庭の支援ニーズは、経済的自立の支援から日常

的な子育て支援に至るまで多岐にわたっており、国・県の施策を活用しながら、

引き続き、世帯の状況に応じたきめ細かなニーズの発掘と適切な支援策が必要

です。 

さらに、障害などによって支援を必要とする子どもたちが、地域において伸

びやかに育まれ、また、地域社会の一員として積極的に社会参加する機会を確

保することができるよう広く地域の理解を深めながら、成長段階に応じ、療育

から地域での自立生活支援に至るまでの一貫した支援策を推進していく必要が

あります。同時に、その家族の精神的、身体的、経済的負担の大きさを考慮し

た支援策が求められます。 

 

 

 

 

 

１．虐待防止対策の充実 

児童虐待の予防や問題の早期発見、事後の適切かつ迅速な対応を図ることが

できるよう、引き続き要保護児童対策地域協議会の活用や子育て総合相談の充

実のほか、養育支援訪問事業などの保健師などによる専門的指導や育児・家事
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支援が必要な家庭への支援を行います。 

また、児童相談所や警察など関係機関との連携を強化し、問題への早期での

的確な対応を図ります。 

 

１ 子どもの権利擁護 

施策の内容・
方向性 

要保護児童対策地域協議会を通じて、相談体制や関係機関との連携を強化し、子ど

もの権利を擁護するためのシステムの構築を推進します。 

関係機関と連携を強化し、相談・支援体制の充実を図るとともに、家庭児童相談員

などによる要保護児童家庭への訪問指導などによる支援の充実に努めます。 

また、要保護児童対策地域協議会による代表者会議・実務者会議・ケース会議にお

いて、地域・保健・福祉・教育部門と連携し、虐待の防止・早期発見・援助活動な

どの総合的な取組を推進します。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課 
社会福祉課 

 

２ 虐待の早期発見 

施策の内容・
方向性 

保健センターでの健診、保育所（園）、幼稚園、児童館（センター）、学校などに

おいて、虐待の早期発見に努めます。また、民生委員・児童委員を中心として、地

域との連携を強化し、地域における虐待防止の意識の向上と虐待の早期発見に努め

ます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 健康増進課 

 

３ 虐待相談機能体制の充実 

施策の内容・
方向性 

児童虐待を受けたと思われる児童などの相談・通告をしやすくするために、市の相

談機能体制の充実に努めます。 

市民や民生委員・児童委員、子育て関係機関が児童虐待を受けたと思われる児童な

どの相談・通告をしやすくするために、市の相談窓口の周知の徹底と情報の提供に

努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

４ 虐待ネットワークの強化 

施策の内容・
方向性 

福祉・保健・教育施設、医療機関、警察、児童相談所などとの要保護児童対策地域

協議会を中心としたネットワーク強化を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課  
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５ 養育訪問事業 

施策の内容・
方向性 

こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業などにより、養育支援が特に必要であ

ると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士等が居宅を訪問し、養育に関す

る指導・助言などを行い、望ましい養育の実施を図ります。 

所管課 健康増進課 関連課 子ども福祉課 

 

６ 虐待児の保護・支援・アフターケアの推進 

施策の内容・
方向性 

虐待を受けた児童を対象に、保育所（園）などの入所や一時預かりなどを通じて一

時的に母子等分離などを行いながら、継続的に指導・支援を行い、緊急性のあるケ

ースについては児童相談所と連携し、一時保護やアフターケアの充実を図ります。

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

７ 子ども虐待知識についての情報提供 

施策の内容・
方向性 

子ども虐待知識について、広報紙などによる情報提供を行い、予防啓発・早期発見・

早期対応に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

 

 

２．母子・父子家庭などの自立支援の推進 

一般世帯に比べ、低い所得水準となっているひとり親家庭の自立にとって、

子育てと就業の両立は必要不可欠であり、引き続き、自立支援員などによる情

報提供や相談の充実を図るとともに、関係機関との連携を密にし、就労支援を

中心とした経済的自立に向けた支援を行い、生活の安定を促します。 

また、近年増加傾向にある父子家庭についても、その特性をふまえた支援に

取り組みます。 
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１ 子育ての支援・サービスの充実 

施策の内容・
方向性 

母子・父子家庭などを対象とした、子育て支援サービスの充実に努めます。 

保育所（園）入所、放課後児童クラブへの母子・父子家庭などの児童の優先的利用

に配慮します。 

また、必要に応じて、母子生活支援施設などの入所措置を行い、一時的な施設入所

により、自立に向けた母子の生活を支援します。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

２ 自立・就業支援 

施策の内容・
方向性 

公共職業安定所などの関係機関との連携を強化し、母子・父子家庭などの雇用を促

進し、その支援の充実を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

３ 経済支援 

施策の内容・
方向性 

ひとり親家庭などへの経済的支援の情報提供及び給付を行います。 

■福祉資金の貸付 

ひとり親家庭などへの福祉資金の貸付を行い、生活安定を図ります。 

■母子・父子家庭医療費助成 

母子・父子家庭などに対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭など

の生活の安定と福祉の増進を図ります。 

■児童扶養手当の給付 

ひとり親家庭などへの児童扶養手当の給付を行い、生活の安定を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課 健康増進課 

 

４ 関係機関・団体との連携 

施策の内容・
方向性 

母子寡婦福祉会と連携し、母子寡婦福祉会が行う事業への支援を行います。 

交流活動への支援として、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、主任児童委員と

の連携強化を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課 社会福祉課 
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３．障害をもつ子どもを支援する施策の充実 

近年、学習障害（LD）や注意欠陥・多動性障害（ADHD）などの「発達障害」

が注目され、相談件数も増加傾向にあることから、「発達障害者支援法」などの

法制度の整備に呼応し、こども発達支援ネットワーク事業として特別な支援を

要する子どもへの一貫した相談体制を整備するなどの取組を進めてきました。 

今後とも、障害児やその家族の状況に応じて必要なサービス提供が受けられ、

子どもが地域の一員として「 善の利益」を実現できるよう、関係機関や関連

施設などと連携しながら障害児施策の体系的な推進に取り組みます。 

特に、子どもの発育・発達に不安や問題を抱える保護者が気軽に相談でき、

必要な支援サービスを受けることができるよう、こども発達相談や障害児保育

の充実に取り組むとともに、特別支援教育協議会を中心に特別支援教育の充実

に取り組みます。 

また、障害児をもつ家族の精神的、肉体的な負担の大きさを考慮し、家族支

援のためのサービスの充実を図ります。 

 

１ 社会参加の促進 

施策の内容・
方向性 

行事での周知イベント、推進キャンペーンや各種広報などによって、ノーマライゼ

ーションの理念と障害に対する理解を推進していきます。 

■共生理念の啓発・広報 

各種行事やふれあいの広場などへの参加を促し、また、各種広報や市ホームペー

ジなどによる周知によって、障害に対する理解が深まるように努めます。 

■社会活動、行事参加促進 

障害児やその保護者の社会活動、行事参加の促進を図るため、日中一時支援事業

や移動支援事業、福祉タクシー利用助成・自動車燃料費助成などに取り組みます。

■環境づくり 

「岩沼市障害福祉サービスガイド」の配布や、総合福祉センターへの身体・知的

障害者相談員の配置、障害児やその家族などの交流活動への支援など、社会参加

のしやすい環境づくりを推進します。 

所管課 社会福祉課 関連課 子ども福祉課 
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２ 障害児との相互交流 

施策の内容・
方向性 

障害児が通園・通学する学校、施設などでの相互学習・交流・研修を行います。 

小中学校の特別支援学級児童と普通学級児童との交流を行います。 

また、学校、施設間との協働による作品展などの行事を展開します。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
社会福祉課 
学校教育課 

 

３ 障害児家庭への生活支援 

施策の内容・
方向性 

居宅介護（ホームヘルプサービス）などの障害福祉サービスの提供及び日中一時支

援事業などの地域支援事業を提供し、生活安定を図ります。 

■関係団体との協働・育成・支援 

岩沼市身体障害者福祉協会、岩沼市手をつなぐ親の会連絡協議会などとの協働に

よる相談窓口体制の充実を図ります。 

■自立支援サービスによる支援 

介護給付や訓練等給付、地域生活支援事業などのサービスの提供により、障害児

が地域生活を継続する上で必要な支援を行います。 

■日常生活用具の給付 

障害児の身体的機能を補完し、日常生活または就学を容易とするため、補装具や

日常生活用具の給付、修理などを行います。 

■デイサービス・ショートステイの実施 

障害児者を対象に、障害者総合支援法などに基づくサービスの提供を行います。

所管課 社会福祉課 関連課  

 

４ 障害児保育の充実 

施策の内容・
方向性 

発達障害などの軽度の障害がある乳幼児を、保育所（園）で保育する事業の

充実に取り組みます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

５ 放課後児童健全育成事業による障害児受け入れ 

施策の内容・
方向性 

発達障害など軽度の障害がある児童を受け入れられるよう、放課後児童健全育成事

業の充実に取り組みます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  
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６ 障害児虐待の早期発見・対応体制の構築 

施策の内容・
方向性 

小中学校や相談支援事業所、児童相談所、母子保健担当課、障害福祉担当課、岩沼

市障害者虐待防止センターなどと連携しながら、障害児虐待の早期発見と適切な対

応に努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課    
社会福祉課 

 

７ 障害児通園施設の事業 

施策の内容・
方向性 

心身に障害をもつ子どもたちに指導、療育事業を行い、子どもたちの発達を促し、

集団適応の基礎づくりを行います。 

併せて、障害児などが活動しやすい環境づくりに努めます。 

所管課 子ども福祉課 関連課  

 

８ 各種障害に合わせた訓練 

施策の内容・
方向性 

障害福祉サービスなどによる訓練などを行います。また、訓練ができる児童デイサ

ービス事業所の充実を図るため、事業所などに整備を働きかけます。 

所管課 社会福祉課 関連課  

 

９ 経済支援 

施策の内容・
方向性 

障害をもつ子どもの生活基盤を経済的に支援します。 

精神または身体に障害を有する20 歳未満の児童の福祉の増進のため、特別児童扶

養手当の申請受付を行います。 

在宅で常時介護が必要な20 歳未満の障害児を対象に、障害児福祉手当を支給し、

経済的負担の軽減を図ります。 

また、心身障害者医療費助成制度によって、その医療費の一部を助成し、経済的負

担の軽減を図ります。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課    
社会福祉課 

 

１０ 障害児に配慮した生活環境 

施策の内容・
方向性 

障害をもつ子どもの日常生活に配慮したユニバーサルデザインによる生活環境づく

りを推進します。 

また、在宅の障害児の日常生活における移動の円滑化を図るため、バリアフリーに

向けた住宅改修に係る情報提供を行います。 

所管課 子ども福祉課 関連課 社会福祉課 
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１１ 障害児を支援する関係機関・団体との連携体制の構築 

施策の内容・
方向性 

障害児の支援を充実するため、特別支援学校やサービス提供事業者など、関係機関

や関係各課、団体と連携した体制の構築に取り組みます。 

所管課 社会福祉課 関連課 
子ども福祉課 
健康増進課 
学校教育課 

 

 

 

 

４．被害や災害にあった子どもの支援の推進 

犯罪やいじめなどに巻き込まれた子どもの精神的ダメージを軽減し、日常生

活を送れるよう支援することが重要です。 

また、震災を体験した子どもについては、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障

害）などによる日常生活・学校生活への影響も懸念されています。 

これからも、子どもの不安や悩みなどの精神的負担を軽減するためのカウン

セリングなどの心のケアや、保護者に対する助言を行うとともに、関係機関と

連携しながらきめ細やかな支援を行う体制づくりに取り組んでいきます。 

 

１ 子どもの心のケア 

施策の内容・
方向性 

児童相談所や子ども総合センター、みやぎ心のケアセンターなどの専門機関や、福

祉・教育・保健関係の各機関、警察などと連携し、子どもに対するカウンセリング

などの心のケアを行い、必要な支援を行っていきます。 

所管課 子ども福祉課 関連課 被災者生活支援室 

 

２ 保護者等への支援 

施策の内容・
方向性 

警察などの関係機関と連携し、被害に遭った子どもの保護者や事件に関わった世帯

等に対する助言を行います。 

また、震災後の環境の変化に伴い、保護者自身がストレスや疲労から子育てに不安

や戸惑いを抱えている保護者に対して、専門機関と連携しながら、その不安などを

和らげ、安心して子育てできるように必要な支援を行います。 

所管課 子ども福祉課 関連課 
健康増進課 
社会福祉課 
被災者生活支援室 

 

 

 



 

104 
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１．計画の周知 

本計画は、子育てに係る関係者をはじめ、多くの市民の理解・協力が重要で

あることから、市が活用しているさまざまな媒体を活用して、広く市民に知ら

せていきます。 

また、子ども・子育て支援の新制度について分かりやすく知らせていくこと

が、各種サービスの活用につながり、充実した子育てに結び付くと考えられる

ため、利用者の視点での情報提供に努めていきます。 

 

 

 

２．関係機関等との連携・協働 

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するためには、

教育・保育施設、地域型保育事業を行う事業者等が相互に連携し、協働しなが

ら地域の実情に応じた取組を進めていく必要があります。 

また、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行うとともに、地域の子育て

支援機能の維持及び確保等を図るため、子ども・子育て支援を行う者どうし相

互の密接な連携が必要です。市は、これらの関係機関に積極的に関与すること

で、円滑な連携が可能となるよう取り組んでいきます。 

 

 

 

３．計画の実施状況の点検・評価 

国の基本方針では、子ども・子育て会議においては、毎年度、子ども・子育

て支援事業計画に基づく施策その他の地域における子ども・子育て支援施策の

実施状況（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）につい

て点検、評価し、必要に応じて改善を促すこと、とされています。また、公立

の教育・保育施設に係る施策の実施状況等についても、その対象とする必要が

あることに留意が必要であると指摘されています。 

市では、利用者の評価を得るために、市民の満足度調査を実施し、この結果

を公表するとともに、これに基づいて必要な措置を講じていきます。 
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本計画の実現に向けて、計画の進捗状況を子ども・子育て会議において把握

し、毎年度点検・評価を実施していきます。 

具体的には、図の様にＰＤＣＡサイクルに基づいて、計画内容と実際の認定

状況や利用状況、整備状況などを点検・評価し、乖離がある場合には問題点や

課題の検討を行っていきます。 

また、大きな修正・変更が必要と認められた場合には、計画の中間年を目安

として計画を改善していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「量の見込み」と 
「確保の内容」を定める 

計画に定めた 
内容を実施 

計画内容と実際の 
実施状況の点検・評価 

点検・評価の結果、 
乖離がある場合は、問題

点・課題の検討 
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■計画策定の経緯 

 

１．計画の策定経緯 

開催（実施）時期 策定作業 概要 

平成２５年８月１日 
平成２５年度第１回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・委員委嘱状交付式 

・子ども・子育て支援新制度の概要説明 

・計画策定の進め方について(ニーズ調査の実施

等) 

平成２５年１２月 
岩沼市子ども・子育て支援事業

計画策定に伴うニーズ調査 

・市内の未就学児童を持つ保護者1,500名及び小

学3年生以下の児童のいる保護者1,350名を対

象に、教育・保育事業及びの子育て支援事業の

見込みを算出するため実施 

平成２６年６月３０日 
平成２６年度第１回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・ニーズ調査の結果報告について 

・子ども・子育て支援新制度に係る基準条例(案)

について 

平成２６年７月２５日 
平成２６年度第２回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・次世代育成支援後期行動計画の平成25年度評

価について 

・子ども・子育て支援新制度に係る基準条例(案)

に関するパブリックコメント実施結果につい

て 

・子ども・子育て支援事業計画(骨子案)について

平成２６年９月３０日 
平成２６年度第３回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画(素案)について 

・量の見込み及び確保の内容、実施時期について

・平成２７年度保育所利用定員について 

・新制度実施にむけた事務手続きスケジュー 

ルについて 

平成２６年１１月６日 
平成２６年度第４回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画（案）について 

・量の見込み及び確保の内容、実施時期について

・パブリックコメント、市民説明会の実施につい

て 

平成２６年１２月１日 

～１２月３１日 

岩沼市子ども・子育て支援事業

計画(案)に関するパブリックコ

メント 

・応募者数 ６名 

(放課後児童クラブの受入枠拡大について等) 

平成２７年１月１７日 

～１月２０日 

健康福祉部内関係計画(案) 

市民説明会 

・健康福祉部４計画(案)に関する合同説明会 

・市内４か所で実施 

平成２７年１月２７日 
平成２６年度第５回 

岩沼市子ども・子育て会議 

・パブリックコメントの実施結果について 

・子ども・子育て支援事業計画(最終案)につ 

いて 

・小規模保育事業所の認可について 

平成２７年３月 
岩沼市子ども・子育て支援 

事業計画策定 
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２．子ども・子育て会議 

（１）設置条例 

岩沼市子ども・子育て会議設置条例 

（設置） 

第1 条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項の規定に基づき、子ども・子育て支援

に関する施策等を推進するため、岩沼市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を

置く。 

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員１０人以内をもって組織する。 

   ２ 委員は、子ども・子育て支援に関わる福祉、保健、教育等分野の関係者で構成し、市長が任命する。 

（所掌） 

第３条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

  ⑴ 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

  ⑵ 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実

施状況を調査審議すること。 

  ⑶ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

  ⑷ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

  ⑸ その他市長が特に必要と認めた事項 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

  ２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

  ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。 

  ２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

  ３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

  ４ 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育

て会議に諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月1 日から施行する。 
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（２）委員名簿（岩沼市子ども・子育て会議   岩沼市次世代育成支援協議会） 

                                 （順不同・敬称略） 

 No 氏名 役  職  等 備考 

 
1 鈴木 啓二郎 岩沼西中学校 校長 会長 

 
2 青野  里美 特定非営利活動法人ひよこ会 理事長 副会長 

 
3 保田  真理 

東北大学災害科学国際研究所 情報管理・社会

連携部門 災害アーカイブ研究分野 助手  

 
4 山田  弘子 岩沼市心身障害児（者）親の会 会長 

 

 
5 星   幸枝 岩沼市主任児童委員（西部地区担当） 

 

 
6 小川 せつ子 岩沼南こばと幼稚園 園長 

 

 

7 松﨑 由美子 竹駒保育園 園長 
 

 

8 髙橋  弘樹 玉浦中学校父母教師会 会長 
 

 
9 関根 百合子 子育て応援者グループ「おひさま」 代表 

 

委嘱期間 平成２５年８月１日から平成２７年７月３１日まで 
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