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第１章 計画の策定に当たって 

 

第１節 計画策定の目的 

石井町では、これまで平成 17 年４月に施行された「次世代育成支援対策推進

法」に基づき、平成 17 年に「石井町次世代育成支援行動計画（前期計画）」、

平成 22 年に「石井町次世代育成支援行動計画（後期計画）」を策定し、子育て

支援サービスの充実を図ってきました。 

その後平成27年度から始まった子ども・子育て支援制度は、平成24年８月

に制定された「子ども・子育て関連３法」に基づき、一人ひとりの子どもが健や

かに成長することができる社会の実現を目指す制度です。 

この子ども・子育て支援法に基づき、石井町では平成 27 年 3 月に「第 1 期

石井町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、平成 27 年 4 月から当計画に基

づき、各種子育て支援の取組を積極的に推進してきました。 

本計画は、第 1 期石井町子ども・子育て支援事業計画を引き継ぎながら、必要

な見直し等を行い、本町の子ども・子育て支援サービスの需要量の見込みや提供

方策等をきめ細かく定めるとともに、住民や教育・保育従事者、地域、行政が

協働で取り組んでいく施策・事業の方向を明らかにするため、策定します。 

 

第２節 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に規定される「市町村子ども・

子育て支援事業計画」であり、内閣府から示された「子ども・子育て支援法に基

づく基本指針」に即して、「教育・保育提供区域」ごとの各年度の「子どものた

めの教育・保育給付」の需要量の見込み、「地域子ども・子育て支援事業」の需

要量の見込み、それらの提供体制確保策を定めます。 

なお、本町においては、市町村における子育て支援施策が、子ども・子育て

関連３法や児童福祉法のみならず、保健・医療、雇用、住環境など、まちづく

りの中で総合的な視野で実施していくことが重要と考えるため、次世代育成支

援後期計画で掲げた各分野における施策の方向性についても、引き続き本計画

で位置づけます。 

また、本町の最上位計画と位置付けられる「第４次石井町総合発展計画（後期

基本計画）」や、「石井町第２期教育振興基本計画」、「第３期石井町障がい者計画・

第５期石井町障がい福祉計画・第１期石井町障がい児福祉計画」等との整合を図

りながら策定するものです。 
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第３節 計画の期間 

子ども・子育て支援事業計画は、令和２（2020）年度から令和６（2024）

年度までを計画期間とします。 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 
          
石井町子ども・子育て支援事業計画 

〔第２期〕 
     

      

 見直し 
石井町子ども・子育て支援事業計画 

〔第３期〕 
          
 

第４節 子ども・子育て支援法に基づく制度概要 

子ども・子育て支援法に基づく制度は、平成 24 年８月に成立した「子ども・

子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法等

の施行に伴う関係法律整備法」の３法（以下「子ども・子育て関連３法」とする）

に基づく制度のことです。 

これまでは、「エンゼルプラン」や「次世代育成支援行動計画」に基づき、施

策を推進してきましたが、人口減少社会の到来とさらなる少子化の進行、依然

解消されない待機児童問題、地域の子育て力の低下、幼稚園と保育所の制度再

構築の要請などから、抜本的な制度改革が求められていました。 

「子ども・子育て支援法」第２条では、保護者が子育てについての第一義的責

任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会の

あらゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互

に協力して行うことが基本理念として掲げられています。このような基本理念

の下、本制度では、子ども・子育て支援に関して、基礎的自治体としての市町

村の権限と責任が大幅に強化されます。したがって、本計画に基づき、市町村

は、それぞれの地域の特性や課題に即して、より柔軟に制度運営・サービス提

供を行っていけるようになった半面、「保育の必要性の認定」の制度が導入され、

支給認定を受けた子どもを保育するための供給体制の確保が義務化されるなど、

責任も強化されています。 

 

子ども・子育て関連３法の主なポイント 

●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 

●「地域の」子ども・子育て支援の充実 

 

 

中間 

見直し 
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１ 子ども・子育て支援法に基づく制度でのサービスの類型 

「子ども・子育て支援法」のサービスは、「子ども・子育て支援給付」と「地

域子ども・子育て支援事業」の２区分となります。また、「子ども・子育て支援

給付」は、主に「子どものための教育・保育給付」と「子育てのための施設等利

用給付」に分かれます。 

 

＜子ども・子育て支援法に基づく制度でのサービスの類型＞ 

※「子どものための現金給付」として支給する「児童手当」も、子ども・子育て支援法の適用となります。 

法区分 給付の区分 事業名 

子ども・子
育て支援
給付 

子どものための 

教育・保育給付 

施設型給付 

１ 公立幼稚園 

２ 本制度への移行を選択する私立幼稚園 

３ 公立認可保育所 

４ 幼保連携型認定こども園 

５ 幼稚園型認定こども園 

６ 保育所型認定こども園 

７ 地方裁量型認定こども園 

地域型保育給付 

（市町村が認可） 

８ 小規模保育 

９ 家庭的保育 

10 居宅訪問型保育 

11 事業所内保育 

子育てのた
めの施設等
利用給付 

施設等利用
給付 

12 幼稚園（従来型） 

13 特別支援学校 

14 預かり保育事業 

15 認可外保育施設等 

地域子ども・子育て支援事業 

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 養育支援訪問事業等 

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 病児保育事業 

11 放課後児童健全育成事業（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 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
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２ 施設型給付 

「子ども・子育て支援法」では、幼稚園、認可保育所、認定こども園は、「教

育・保育施設」と称され、そのうち、同法による施設型給付を行うための市町村

による「確認」を行った施設を「特定教育・保育施設」と呼びます。したがって、

公立幼稚園、認可保育所、認定こども園は、子ども・子育て支援法の「特定教

育・保育施設」に移行しています。「施設型給付」とは、「特定教育・保育施設」

で行う教育・保育のことで、保育料は、市町村が利用者の所得に応じて応能負

担で定める「公定価格」になっています。 

なお、新制度に移行していない幼稚園は、令和元年 10 月から実施されている

幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに創設された子育てのための施設等利用給

付の対象となっています。 

 

３ 地域型保育給付 

利用定員６人以上 19 人以下の①「小規模保育」、利用定員５人以下の②「家

庭的保育」、子どもの居宅で保育する③「居宅訪問型保育」、従業員の子どもと

地域の保育を必要とする子どもに保育を提供する④「事業所内保育」は、地域型

保育給付として、市町村が条例に基づき事業所を「認可」し、「施設型給付」と

同様に、保育の必要度の認定を受けた子どもに保育を提供します。 

 

地域型保育給付の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 

可 

定 

員 

小規模保育 

19 人 

 

 

６人 

５人 

 

１人 
家庭的保育 

居宅訪問型 

保育 

事業所内保育 
従業員の子ども 

＋ 

地域枠 
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４ 施設等利用給付 

令和元年 10 月に実施された幼児教育・保育の無償化に伴い設けられた給付制

度で、特定教育・保育施設ではない幼稚園（施設型給付費に係る施設として確認

を受けずに従来通り運営を行う幼稚園）や特別支援学校、預かり保育事業、認可

外保育施設等を利用する場合は、子育てのための施設等利用給付の対象となりま

す。 

 

５ 地域子ども・子育て支援事業 

「地域子ども・子育て支援事業」は 13 事業あり、そのうち 10 の事業が前制

度からの既存事業で、「利用者支援事業」「実費徴収に係る補足給付を行う事業」

「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」が新制度施行時に導入されていま

す。 

なお、「地域子ども・子育て支援事業」の１つである「放課後児童健全育成事

業（放課後児童クラブ）」は、児童福祉法の改正で、６年生までに対象学年が拡

大されたほか、市町村が条例で設置・運営に関する基準を定め、指導・支援を

強化していくことになっています。 
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６ 幼保連携型認定こども園の制度改正 

「認定こども園」は、教育と保育を一体的に提供し、地域における子育て支援

を実施する機能を備える幼稚園や保育所を県知事が国の指針と県条例をもとに

「認定」し、財政面などの特例措置が講ずるもので、平成 30 年４月現在、全国

に 6,160 園あります。なお「認定こども園法の一部改正法」により、「幼保連

携型認定こども園」の制度改正が行われています。従来の認定こども園は、幼稚

園部分は「学校教育法」に、保育所部分は「児童福祉法」に、認定こども園部分

は「認定こども園法」に規定されるという、複雑な仕組みとなっていましたが、

改正によって、認可・指導監督や財政措置等が一本化されています。 
 

認定こども園のタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前制度・現行制度における幼保連携型認定こども園の比較（私立の場合） 
 

前制度での幼保連携型認定こども園 現行制度における幼保連携型認定こども園 

根拠法 【幼稚園部分】学校教育法 認定こども園法 

【保育所部分】児童福祉法   

【認定こども園部分】認定こども園法   

設置 

主体等 

【幼稚園】国、地方公共団体及び学校法人 

【保育所】設置主体制限なし 

※幼稚園・保育所からの移行は任意。 

国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人 

※幼稚園・保育所からの移行は任意。 

認可等 【幼稚園部分】都道府県知事 都道府県知事（教育委員会が一定の関与） 

権者 【保育所部分】都道府県知事、指定都市市長、中核市市長 ※大都市（指定都市・中核市）に権限を移譲  

【認定こども園の認定】都道府県知事（又は教育委員会）   

指導 【幼稚園部分】閉鎖命令 立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、閉鎖命令、認可の取消し 

監督 【保育所部分】立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、認可の取消し 

 

 

【認定こども園】認定の取消し   

基準 【幼稚園部分】幼稚園設置基準 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に  

【保育所部分】児童福祉施設最低基準 関する基準 

財政 【幼稚園部分】私学助成（都道府県） 施設型給付（市町村）が基本 

措置 幼稚園就園奨励費補助（市町村）    

【保育所部分】保育所運営費負担金（市町村）   

利用者 【幼稚園部分】施設が自由に設定 市町村が設定（応能負担） 

負担 【保育所部分】市町村の関与の下、施設が設定（応能負担） ※一定の要件の下、施設による上乗せ徴収が可能 

幼保連携型 

幼稚園機能  ＋  保育所 

幼稚園   ＋  保育所機能 

幼稚園・保育所 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

（認可外保育施設を認定 

こども園と認定するタイプ） 

 

幼稚園機能 
＋ 

保育所機能 

全国の施設数 

（平成30年４月） 

 

4,409 か所 

 

 

 

966 か所 

 

 

 

720 か所 

 

 

 

65 か所 
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3,387 3,345 3,248 3,207 3,178

15,386 15,088 14,896 14,666 14,476

7,612 7,869 8,031 8,138 8,230

26,385 26,302 26,175 26,011 25,884

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

65歳以上

15～64歳

15歳未満

第２章 石井町の子どもと子育て家庭の現状と課題 

 

第１節 人口や世帯、就業状況等 

１ 総人口と年齢３区分別人口の推移 

平成 31 年４月１日現在、本町の人口は 25,884 人となっており、15 歳未満

の年少人口は3,178人で、年少人口割合は12.3%である一方、65歳以上の高

齢者人口は 8,230 人で、高齢者人口割合は 31.8%となっています。 

年齢３区分の人口の推移をみると、少子・高齢化が進行しており、高齢者人

口については、平成 29 年に 30％を超え高まっている一方、年少人口は緩やか

な低下傾向となっています。 

 

年齢３区分人口構成の推移 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

総人口 26,385 26,302 26,175 26,011 25,884 

15 歳未満 3,387 3,345 3,248 3,207 3,178 

割合 12.8% 12.7% 12.4% 12.3% 12.3% 

15～64 歳 15,386 15,088 14,896 14,666 14,476 

割合 58.3% 57.4% 56.9% 56.4% 55.9% 

65 歳以上 7,612 7,869 8,031 8,138 8,230 

割合 28.8% 29.9% 30.7% 31.3% 31.8% 

※図表中の％は少数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100.0％にならない場合があります。以下同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 3 月末日） 
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２ 人口動態と婚姻・離婚 

平成20年から平成30年までの人口動態について、自然動態は、死亡が出生

を上回る自然減が続いています。社会動態では平成 22 年、26～28 年を除いて

社会増の年が続き、自然動態と社会動態を加算した人口動態は、人口減が続い

ています。 

婚姻件数については減少傾向にあり平成 29 年では 100 件を下回る一方、離

婚件数については毎年 40 件程度で推移しています。 

 

人口動態の推移 

  

人   口 

自然動態 社会動態 人口 

増減 出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 

平成 20 年 216 282 -66 824 819 5 -61 

平成 21 年 240 307 -67 796 791 5 -62 

平成 22 年 203 284 -81 750 793 -43 -124 

平成 23 年 206 307 -101 856 761 95 -6 

平成 24 年 223 340 -117 862 768 94 -23 

平成 25 年 186 329 -143 868 822 46 -97 

平成 26 年 176 310 -134  767 818 -51  -185  

平成 27 年 196 281 -85  845 851 -6  -91  

平成 28 年 181 306 -125  759 768 -9  -134  

平成 29 年 166 317 -151  833 775 58  -93  

平成 30 年 149 315 -166  750 747 3  -163  

資料：住民基本台帳（各年 1 月～12 月末） 

 

婚姻数・離婚数の推移 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 2７年 平成 28 年 平成 29 年 

婚姻数（件） 120 104 113 109 103 96 

離婚数（件） 50 45 43 35 39 43 

資料：徳島県統計書 
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14.5%

17.3%

19.0%

22.7%

57.5%

59.2%

59.8%

60.2%

20.1%

15.9%

13.3%

11.5%

8.0%

7.6%

7.9%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯

3,189 2,880 2,635 2,475 2,392 2,246

45.9%
39.0%

32.7%
28.9% 26.8% 24.1%

0%

20%

40%

60%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

18歳未満の親族のいる世帯数 一般世帯合計に占める割合

３ 世帯類型等の推移 

平成 27 年の一般世帯数の合計は、9,308 世帯で、単独世帯が 2,114 世帯

（約 23％）、核家族世帯が 5,607 世帯（約 60%）、三世代世帯が 1,067 世帯

（約 12%）となっており、単独世帯と核家族世帯の割合が高まっています。 

18 歳未満の親族のいる世帯数は、平成 27 年では 2,246 世帯、一般世帯の

24.1%で、世帯数、構成比ともに減少傾向が続いています。 

 

世帯類型等の推移 

    平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

単独世帯 718 897 1,168 1,484 1,693 2,114 

核家族世帯 3,805 4,075 4,625 5,066 5,332 5,607 

  

  

  

夫婦のみの世帯 1,056 1,275 1,549 1,737 1,882 2,011 

夫婦と未婚の子のみの世帯 2,330 2,294 2,498 2,607 2,589 2,685 

ひとり親と未婚の子のみの世帯 419 506 578 722 861 911 

三世代世帯 1,919 1,857 1,615 1,360 1,186 1,067 

その他の世帯 502 559 641 652 703 520 

合計 6,944 7,388 8,049 8,562 8,914 9,308 

※世帯の種類不詳を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

18 歳未満の親族のいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

平成22年（石井町） 9.5% 62.8% 83.4% 87.7% 89.1% 86.5% 89.7% 87.8% 83.7% 63.0% 25.6%

平成27年（石井町） 10.9% 63.0% 82.3% 83.2% 87.3% 86.8% 80.4% 84.8% 86.1% 68.4% 27.1%

平成27年（全国） 13.2% 56.8% 77.0% 80.8% 83.3% 84.5% 84.6% 85.6% 85.2% 73.0% 31.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

平成22年（石井町） 6.7% 62.6% 69.2% 69.0% 68.1% 71.8% 73.7% 72.5% 59.0% 38.0% 12.9%

平成27年（石井町） 9.3% 62.1% 74.7% 73.2% 73.4% 76.4% 74.8% 72.3% 67.6% 44.5% 14.7%

平成27年（全国） 12.9% 58.6% 68.2% 63.3% 64.1% 67.9% 70.3% 70.3% 65.0% 49.1% 15.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

４ 男女別の就業状況 

平成 27 年の男女別・年齢別の就業率は、25～59 歳の年齢層において、男性

は 80％台、女性は 70％台でほぼ横ばいとなっています。平成 22 年と平成 27

年を比較すると、男性の就業率に大きな変化はみられませんが、女性の就業率は、

出産・子育て期にあたる 25～44 歳の年齢層で高まっています。 

また、平成 27 年について、本町と全国とを比較すると、女性については 60

歳未満の年齢層で、全国より若干上回っています。 

 

男女別・年齢別の就業率 

〔男性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国勢調査 
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52.6%
61.7% 58.6%

48.5%

68.6%
73.9% 73.4%

66.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成22年 平成27年 徳島県

（平成27年）

全国

（平成27年）

最年少が６歳未満

最年少が６歳～12歳未満

５ 共働き世帯の状況 

平成 27 年の子どものいる世帯における共働き世帯（夫・妻ともに就業者であ

る世帯）の割合は、最年少の子どもが６歳未満の世帯で約 60％、６～12 歳未

満の世帯で約 70％となっており、平成 22 年と比較すると、ともに高まってい

ます。 

また、徳島県や全国の平均を上回っている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 



12 

 

６ 配偶関係の状況 

20 歳代～30 歳代の未婚率（離婚した人は含まない）をみると、平成 27 年

においては、35～39 歳の層で、男性の 34.2%、女性の 25.6%が未婚となっ

ています。この割合は、男女ともに平成 17 年から徐々に高まってきており、晩

婚化・非婚化の傾向が見てとれます。 

 

未婚率の推移 

〔男性〕 

91.1% 89.8%
92.8%

64.1%
70.5% 68.8%

39.5% 39.8%

49.3%

29.6% 31.8%
34.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成17年 平成22年 平成27年

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

 
 

〔女性〕 

88.3% 88.2%
91.3%

55.4%
58.1% 60.3%

29.1%
33.9% 35.3%

19.0%
20.7%

25.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成17年 平成22年 平成27年

〔女性〕

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

 
資料：国勢調査 
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そう思う
30.6%

どちらかという
とそう思う
53.7%

どちらかという
とそう思わない

4.9%

そうは思わない
3.2%

わからない
6.6%

無回答
0.9%

n=752

44.3

41.8

40.3

34.8

28.2

22.7

20.3

11.7

6.3

3.7

3.5

4.4

1.1

1.6

0 10 20 30 40 50

子育てへの経済的支援の充実

子育てしながら働きやすい職場環境の整備

小児医療体制の充実

乳幼児の遊び場（公園や児童館など）の整備

小中学生の心身の健やかな成長への支援

母子保健サービス（乳幼児健康診査や予防接種など）の充実

保育所（園）、幼稚園、認定こども園の充実

子育てに関する相談や情報提供の充実

保護者同士の交流や地域の子育て支援活動への支援

家庭内における子育てへの参画（父親の意識啓発など）の促進

児童虐待対策の推進

その他

特に必要なものはない

無回答

％

n=752

第２節 ニーズ調査からみた石井町の子育て環境について 

本計画策定の基礎資料とするため、平成31年１月に、小学校6年生以下のお

子さんのいる 1,640 世帯を対象に、就園・就学児のいる家庭には各幼稚園・保

育所等・学校を通してアンケート配付・回収を、未就園児のいる家庭へは郵送

によるアンケート調査を実施しました。回収数は 752 世帯分（回収率 45.9％）

で、主な結果は以下のとおりです。 

 

１ 子育てしやすいまちづくりについて 

石井町は子育てしやすいまちだと思うかについては、「そう思う」、「どちら

かというとそう思う」を合わせると 84.3％となり、多くの保護者が肯定的な評

価をしています。 

重要と考える施策として最も多いのは「子育てへの経済的支援の充実」で、

44.3％の人が選択しています。次いで多いのが「子育てしながら働きやすい職

場環境の整備」で 41.8％、その次は「小児医療体制の充実」40.3％となってい

ます。 

石井町は子育てしやすいまちだと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てしやすいまちづくりのために重要だと思うこと（複数回答） 
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45.9

5.3

28.5

1.7

16.5

0.8

1.3

86.3

0.0

0.8

0.0

1.1

0.0

11.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

就労している（フルタイム）

就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中）

就労している（パート等）

就労している（パート等だが産休・育休・介護休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

母親

父親

n=752

％

２ 保護者の就労状況について 

母親の就労状況は、「就労している（フルタイム）」「就労している（フルタイ

ムだが産休・育休・介護休業中）」を合わせると 51.2％となり最も多く、次いで

「就労している（パート等）」と「就労している（パート等だが産休・育休・介

護休業中）」を合わせると 30.2％、「以前は就労していたが、現在は就労してい

ない」と「これまで就労したことがない」を合わせた人は 17.3％となっていま

す。 

父親の就労状況は、「就労している（フルタイム）」が 86.3％となっており、

大多数となっています。 

母親と父親の就労状況は、このように大きく異なり、母親が就労を調整しつつ

子育てや家事を主に担っている様子が伺えます。 

 

 

母親と父親の就労状況 
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50.9

42.7

39.2

38.1

36.0

26.8

25.0

16.3

8.7

3.7

1.8

1.1

7.6

0 10 20 30 40 50 60

友だちとのびのびと遊ぶこと

自然体験など多様な体験をすること

集団で行動できるようになること

一人ひとりの個性に応じた保育を行うこと

しつけや生活習慣を身につけること

異年齢の子どもやいろいろな人とかかわること

絵や音楽、運動などに親しみ、上手になること

文字や数などに興味・関心を持たせること

保護者が子育てについて情報交換・相談できること

保護者同士が交流すること

その他

特に希望はない

無回答

％

n=436

64.1

49.9

45.1

38.4

28.7

25.8

16.0

15.7

9.3

8.0

6.0

0.9

1.1

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70

人と仲良くつきあえるなど、社会生活を営む上で必要な態度や能力

自らを律し、他を思いやる心や感動する心など豊かな人間性

社会の中で力強く生きていくために必要な思考力、判断力、表現力

読み、書き、計算など日常生活に必要な基礎的学力

生涯にわたって自分で学んでいけるための学び方や学ぶ意欲

たくましく生きるための健康や体力

国際化、情報化など社会の変化に対応できる能力

豊かな個性や創造性

上級学校へ進学するために必要な学力

絵画や音楽などに親しみ、美しいものに感動できる情操

ふるさとを愛する心、自然環境や社会環境についての基礎的な知識

その他

特に希望はない

無回答

％

n=752

３ 幼稚園・保育所・認定こども園、小学校教育に望むこと 

幼稚園、保育所、認定こども園に対して望むこととしては、「友だちとのびの

びと遊ぶこと」が 50.9％で最も多く、次いで「自然体験など多様な体験をする

こと」（42.7％）、「集団で行動できるようになること」（39.2％）と続きます。 

小学校教育に望むことについては、「人と仲良くつきあえるなど、社会生活を

営む上で必要な態度や能力」が 64.1％で最も多く、次いで「自らを律し、他を

思いやる心や感動する心など豊かな人間性」（49.9％）、「社会の中で力強く生

きていくために必要な思考力、判断力、表現力」（45.1％）と続いています。 

 

幼稚園、保育所、認定こども園に望むこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校教育に望むこと（複数回答） 
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第３節 保育サービスなどの状況 

１ 保育所(園)・幼稚園・認定こども園 

（１）認可保育所 

認可保育所は、平成27年度まで町立が４保育所、私立が３保育園ありました

が、平成 2９年度末で町立保育所が 1 か所閉所となっています。また平成 28 年

には私立保育園 1 園が認定こども園に移行し、さらに平成 30 年度から新規の私

立保育園が開設され、令和元年度は町立３保育所、私立３保育園の体制となって

います。児童数は平成 31 年 4 月 1 日時点で 374 人となっています。 

町立保育所の保育時間は７時30分から19時までで、町立の認可保育所すべ

てで、延長保育と開放保育を実施しています。また私立保育園の保育時間は 7

時 15 分から１８時４５分までで、すべての保育園で延長保育を実施しているほ

か、２園が一時預かりを実施しています。 

保育所等の待機児童数は、令和元年 10 月時点で１名となっています。 

＜認可保育所の施設数・定員・児童数の推移＞ 

 平成 2７年 平成 2８年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

施設数（か所） 

町立 4 4 4 3 3 

私立 3 2 2 3 3 

計 7   6   6   6   6 

定員（人） 

町立 270 270 270 210 210 

私立 215 135 135 225 225 

計 485 405 405 435 435 

児童数（人） 

町立 241 232 219 174 169 

私立 221 147 140 195 205 

計 462 379 359 369 374 

０歳 22 35 27 31 28 

１歳 96 94 117 106 95 

２歳 125 83 80 109 105 

３歳 153 110 101 98 125 

４歳 37 33 15 13 11 

５歳 29 24 19 12 10 

※各年度４月の値。 

＜施設別の認可保育所の定員及び児童数＞ 

区分 保育所(園)名 定員（人） 
平成 31 年 

児童数（人） 

町立 

浦庄保育所 90 52 

高原保育所 60 67 

高川原保育所 60 50 

町立計 210 169 

私立 

光の子保育園 90 87 

いしいキッズ 45 39 

気延のもりの保育園 90 79 

私立計 225 205 

合計 435 374 
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（２）幼稚園 

幼稚園は、町立が５園あり、園児数は平成29年度を境に減少傾向にあります。 

各幼稚園では、預かり保育を実施しています。 

＜幼稚園の施設数・定員数・園児数の推移＞ 

 平成 2７年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

施設数（か所） 5 5 5 5 5 

園児数（人） 

合計 374 385 400 372 339 

４歳 179 185 193 170 158 

５歳 195 200 207 202 181 

※各年度 5 月の値。 

＜施設別の幼稚園の定員及び園児数＞ 

幼稚園名 定員 
令和元年 

園児数（人） 

石井幼稚園 220 148 

浦庄幼稚園 55 33 

高原幼稚園 110 59 

藍畑幼稚園 85 32 

高川原幼稚園 110 67 

町立計 580 339 

 

（３）認定こども園 

認定こども園は、私立が１園あり、児童数は平成 31 年 4 月時点で 111 人と

なっています。開園時間は７時１５分～１８時４５分、延長保育と一時保育を実

施しています。 

＜認定こども園の施設数・定員数・児童数の推移＞ 

 平成 2７年 平成 2８年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

  1 号 ２、３号 1号 ２、３号 1号 ２、３号 1号 ２、３号 1号 ２、３号 

児童数 

（人） 

計   9 79 10 83 7 100 7 104 

０歳   - - - - - - - - 

１歳   - - - - - - - - 

２歳   - 38 - 35 - 36 - 37 

３歳   9 36 9 40 6 43 3 37 

４歳   0 5 1 4 0 17 3 17 

５歳   0 0 0 4 1 4 1 13 

※各年度４月の値。 

＜認定こども園の児童数＞ 

認定こども園名 定員 
平成 31 年 

児童数（人） 

さくら認定こども園 

90人（２、３号認定） 104 

10 人（１号認定） 7 

合計 111 
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２ 地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業） 

地域子育て支援センターは、育児相談、親子あそびの紹介、サークル支援、子

育てに関する情報の提供等を行っています。 

本町では、私立「さくら認定こども園」と「こどもねっといしい」の２か所で

実施しています。 

 

＜地域子育て支援センターの利用人数の推移＞ 

単位（人日／年） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

さくら認定こども園※ 4,318 7,081 6,651 5,286 

こどもねっといしい 6,340 6,279 5,215 6,454 

合計 10,658 13,360 11,866 11,740 

※さくら認定こども園は、平成 27 年度まではさくら保育園 

 

３ 妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持、増進を図るため、妊婦の健康診査を医療機関に委託して実

施しています。妊婦一般健康診査受診票は、妊婦一人につき最大 14 枚交付し（う

ち６枚は超音波検査を同時実施）、妊婦の経済的負担を軽減するとともに、定期

受診を促しています。 

＜妊婦一般健康診査の実施状況＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

受診票交付数 2,837 2,622 2,269 2,294 

受診者数（延べ） 2,370 2,120 1,843 1,900 

受診実人員 314 287 248 243 

 

４ こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業） 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、母子の心身の状況や不安、悩みな

ど養育状況、環境等の把握及び助言を行い、子育て支援に関する情報提供を行う

とともに、支援が必要な家庭に対しては適切な子育て支援サービスにつなげ、乳

児のいる家庭の孤立化を防いで乳児の健全な育成環境の確保を図っています。 

 

＜こんにちは赤ちゃん事業の実施状況＞ 

単位（人／年） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

訪問者数 169 160 148 132 
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５ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を保健師が訪問して、養育に関する指導や助言を行

い、保護者の養育能力を向上させるための相談支援などを行う事業です。 

 

＜養育支援訪問事業の実施状況＞ 

単位（人／年） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用者数 30 19 45 22 

 

 

６ 子育て短期支援事業 

短期入所生活援助（ショートステイ）事業と夜間養護等（トワイライトステイ）

事業があります。 

ショートステイは、保護者が、疾病・疲労などの身体上・精神上・環境上の

理由により子どもの養育が困難となった場合等に、児童養護施設などの保護を

適切に行うことができる施設において養育・保護を行う事業です。 

トワイライトステイは、平日の夜間又は休日に不在となり、児童の養育が困

難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など保護を適切に行うことが

できる施設において児童を預かる事業です。 

 

＜ショートステイ・トワイライトステイの実施状況＞ 

単位（人／年） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

ショートステイ 

利用者数 
6 0 22 65 

トワイライトステイ 

利用者数 
0 2 1 13 
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７ ファミリー・サポート・センター事業 

ファミリー・サポート・センターは、徳島市昭和町に徳島ファミリー・サポー

ト・センターを１か所開設しており、徳島市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、

石井町及び神山町在住又は在勤者を対象者としています。 

生後６か月から小学校６年生までの子どもの保護者が仕事や急な用事などで

困ったときに、子育ての支援を受けたい依頼会員と支援を行いたい協力会員の会

員制の組織で、会員相互による子育ての支援を行っています。 

 

＜ファミリー・サポート・センターの会員数の推移＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

依頼会員 101 107 110 110 

提供会員 30 33 35 35 

両方会員 20 20 17 19 

 

８ 一時預かり 

（１）幼稚園の預かり保育 

幼稚園の預かり保育は、子育て支援の一環として幼稚園降園後（１９時まで）、

長期休業期間及び土曜日、保護者の就労等のため家庭で保育できない幼児を対象

に幼稚園の施設を利用して保育の提供を行っています。 

 

＜幼稚園の在園児対象型：預かり保育の実施状況＞ 

単位（人日／年） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

石井幼稚園 1,190 1,157 1,282 1,146 

浦庄幼稚園 235 268 404 353 

高原幼稚園 480 461 623 570 

高川原幼稚園 643 689 726 719 

藍畑幼稚園 356 401 429 286 

計 2,904 2,976 3,464 3,074 
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（２）その他の一時預かり 

保育所（園）や認定こども園での、一時預かりの利用状況は以下のとおりです。 

 

＜一時預かりの実施状況＞ 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

光の子保育園 644 827 1,207 555 

いしいキッズ     241 307 

さくら認定こども園     973 1,022 

合計 644 827 2,421 1,884 

 

９ 延長保育事業 

延長保育事業は、11 時間以上の開所時間で保育を行う事業です。 

現在、すべての保育所(園)・認定こども園で実施しています。 

 

＜延長保育の実施状況＞ 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

光の子保育園 1,473 2,326 1,710 1,866 

いしいキッズ 211 670 1,137 99 

さくら認定こども園 911 237 1,048 1,025 

気延のもりの保育園       1,048 

合計 2,595 3,233 3,895 4,038 

 

１０ 病児保育事業 

病児保育事業は、子どもが急な病気となった場合、病院等に付設された専用ス

ペースなどで看護師等が一時的に保育する事業です。石井町が病児保育を委託し

ている病院では１日 9 人までの児童を預かることができるようになっています。 

 

＜病児保育事業の実施状況＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用者数 917 966 1,291 1,030 
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１１ 学童保育（放課後児童クラブ） 

保護者の仕事などで、学校から帰宅しても自宅に保護者のいない小学１年生

から６年生までの児童を預かる学童保育所を、平成３０年度までは、本町では７

学童開設していました。平成３１年度から石井にこにこクラブ第３を新たに設置

し、現在は８クラブで学童保育を実施しています。 

 

＜放課後児童クラブの登録者数の推移＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

石井学童保育 

にこにこクラブ 
34 43 44 50 

石井学童保育 

ふじっこクラブ 
30 42 44 51 

浦庄学童保育 

ともだちクラブ 
40 47 61 66 

高原学童保育 

高原キッズクラブ 
34 41 53 67 

藍畑学童保育 

クラブ 
29 27 48 58 

高川原学童保育 

なかよしクラブ 
24 31 43 48 

高川原第 2 

なかよしくらぶ 
23 40 43 53 

合計 214 271 336 393 
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第４節 石井町の子ども・子育て支援の課題 

（１）高齢化・核家族化の進行 

石井町では総人口がすでに減少し始めているとともに、少子高齢化が進んできて

います。平成 31 年の 15 歳未満の年少人口割合は 12.3％である一方、65 歳以

上の高齢者人口割合は 31.8%となっています。この割合は平成 27 年以降、年少

人口では緩やかに減少し高齢者人口では増加が続いています（住民基本台帳より）。 

また、世帯類型については、三世代世帯の割合は大きく減少する一方、核家族世

帯は少しずつ割合を増やしています（国勢調査より）。 

このため、年少人口が緩やかに減少することで保育ニーズも徐々に減少していく

ことが想定されるものの、家族や親族を頼った子育ては今後より一層困難になると

考えられ、子育て家庭を社会全体で支えていく仕組みが必要と考えられます。また

高齢化により、地域での子育て支援の人材が不足していく可能性があります。 

 

（２）女性の就業率と保育ニーズへの対応 

女性の就業率をみると（国勢調査）、30 代の女性の就業率が落ち込み、全体と

してみると M 字型（M 字型曲線）をしていましたが、この子育て年代の女性の就

業率の落ち込みがなくなりつつあり、M 字型から台形へと移行してきています。平

成 27 年の石井町の女性の就業率は、30 代では 73％台となっており、他の年代

をみるとほぼ上限に近づきつつあるようにも見えますが、女性の就業は今後さらに

増えていく可能性があります。少子化が進む一方で、子育てしながら働きつづける

世帯は増えていくと考えられ、短期的にはさらに保育ニーズは高まる可能性があり

ます。 

 

（３）子育て支援への多様な要望への対応 

ニーズ調査結果からは、石井町の子育て支援への満足度は高いものの、子育てへ

の経済的支援や、子育てしながら働きやすい職場環境の整備、小児医療体制の充実、

乳幼児の遊び場の整備、などは重要な取組と認識されており、引き続きこれらの取

組を充実させていくことが求められています。 
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第３章 第１期石井町子ども・子育て支援事業計画の総括 

 

石井町は第1期子ども・子育て支援事業計画のもと、平成27年度～令和元年

度の５年間を期間として、子どもや子育て家庭の支援施策を展開してきまし

た。 

第１期石井町子ども・子育て支援事業計画において掲げた施策体系は、以下

のとおりです。 

 

基本目標 基本施策 

１．子育てが楽しくできる 

１ 保育サービス等の充実 

２ 子育て支援サービスの充実 

３ 経済的支援 

４ ひとり親家族への支援 

２．地域ぐるみで子どもを健やか

に育てる 

１ 地域での子育て支援体制の充実 

２ 子育てと両立しやすい就労環境の整備促進 

３ 健やかに育てるための母子保健の充実 

３．子どもが健やかに育つことが

できる 

１ 健やかに育つための権利擁護の推進 

２ 教育の充実 

３ 子育てと子どもにやさしい生活環境の整備 

 

 

上記の施策体系ごとに、第１期石井町子ども・子育て支援事業計画の推進状

況を各担当課で点検・評価し、課題について検討を行いました。以下、基本目

標ごとに、その評価と課題のまとめを記載しています。 
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「基本目標１ 子育てが楽しくできる」の進捗状況 

【評価】 

基本目標１の評価については、25 の実施項目のうち「順調」は 16、「やや

順調」は８、「不調」は１となっています。「不調」と評価されたのは、「休日

保育」となっており、今後対応が必要な課題となっています。また、今後の方針

としては、「継続」が 22、「変更」は３となっています。「変更」は「待機児

童の解消」「医療費の助成の充実」「ひとり親家庭に対する経済的支援の充実」で

あり、これらも現状に課題があり、実施にあたって変更が求められる取組となっ

ています。 

 

評価 実施項目数 割合  今後の方針 実施項目数 割合 

順調 16 64.0%  継続 22 88.0% 

やや順調 8 32.0%  変更 3 12.0% 

やや不調 0 0.0%  廃止 0 0.0% 

不調 1 4.0%     

未実施・廃止 0 0.0%     

 

【課題と今後の取組の方向性】 

・「待機児童の解消」については、平成 30 年４月で一度解消されたものの、再び待

機児童が生じていることから、保育士の確保に努め、待機児童を解消することが求

められています。 

・「休日保育」については現在休止中となっており、利用希望者のニーズを把握し、

必要に応じて実施体制を整えることが求められています。 

・「医療費の助成の充実」については、「子どもはぐくみ医療」において、助成対象

を 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までに拡大し、令和２年４月より実施

します。 

・「ひとり親家庭に対する経済的支援の充実」については、児童扶養手当の支給はこ

れまでは年３回でしたが、令和２年度からは年６回支給へ変更されます。 
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「基本目標２ 地域ぐるみで子どもを健やかに育てる」の進捗状況 

【評価】 

基本目標２の評価については、20 の実施項目のうち「順調」は 19、「やや

順調」は１となっています。今後の方針としては、すべての実施項目が「継続」

となっています。基本目標２については、ほぼ順調に各取組が実施されています。 

評価 実施項目数 割合  今後の方針 実施項目数 割合 

順調 19 95.0%  継続 20 100.0% 

やや順調 1 5.0%  変更 0 0.0% 

やや不調 0 0.0%  廃止 0 0.0% 

不調 0 0.0%     

未実施・廃止 0 0.0%     

 

「基本目標３ 子どもが健やかに育つことができる」の進捗状況 

【評価】 

基本目標３の評価について、18 の実施項目のうち「順調」は 15、「やや順

調」３となっています。今後の方針については、「継続」17、「変更」１とな

っています。「変更」の実施項目は「児童虐待の防止」となっています。「児童

虐待の防止」の一部に追加される取組があり、実施にあたって変更が求められる

取組となっています。 

 

評価 実施項目数 割合  今後の方針 実施項目数 割合 

順調 15 83.3%  継続 17 94.4% 

やや順調 3 16.7%  変更 1 5.6% 

やや不調 0 0％  廃止 0 0.0% 

不調 0 0％     

未実施・廃止 0 0％     

 

【課題と今後の取組の方向性】 

・「児童虐待の防止」については、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法

等の一部を改正する法律により、今後体罰によらない子育ての推進が求められてお

り、こうした考え方の普及・啓発が求められています。また、子ども家庭総合支援

拠点の設置が市町村に求められており、本町もこれに対応していくことが求められ

ています。 
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第４章 計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画の基本理念 

「第１期石井町子ども・子育て支援事業計画」では、「地域ぐるみで、子ども

を健やかに育てるまちづくり」を目指し、「子育てが楽しくできる」こと、「地

域ぐるみで子どもを健やかに育てる」こと、「子どもが健やかに育つことができ

る」ことを３つの基本目標として、子育て支援の取組を推進してきました。 

また、まちづくりの基本となる第四次石井町総合発展計画では、まちの将来像

を「太陽と緑の環境都市 いしい」とし、福祉及び教育分野では、「支え合い育

て合う、人の輝くまちづくり」を基本目標として、安心と生きがいを培う保健・

医療・福祉の充実、人と地域を育てる教育・文化の充実を目指しています。 

こうした、本町が目指している方向性に沿い、本計画の基本理念は、第１期石

井町子ども・子育て支援事業計画」の基本理念を引き継ぎ、次のとおり掲げるこ

ととします。 

 

■基本理念 

「地域ぐるみで、子どもを健やかに育てるまちづくり」 

 

 

平成 27 年４月から始まった、子ども・子育て支援法に基づく制度では、子育

てについての第一義的な責任が親にあることを前提にしつつ、子ども・子育てを

取り巻く環境の変化に伴う家族や地域の子育て力の低下等を踏まえ、子育てに関

する新たな支え合いの仕組みを構築することを目的としています。 

第１期石井町子ども・子育て支援事業計画の取組を引き継ぎながら、家庭教育

の重要性を改めて認識しつつ、子ども・子育て家庭を、幼稚園・保育所等・学校、

ボランティア、自治会、事業所、行政など、地域ぐるみで支え合う石井町をつく

っていきます。 
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3～5歳

0～2歳

第２節 子どもの人口の見通し 

住民基本台帳人口を基に、コーホート変化率法により、子どもの将来人口を推

計すると、以下の表のとおりとなります。 

 
 

平成 31 年 令和２年 令和３年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

０歳 167 166  162  160  156  154  

１・２歳 353 341 351 345 339 333 

３～５歳 630 628 604 570 554 561  

６～８歳 683 661  633  630  626  600  

９～11 歳 668 686  694  684  662  633  

0～5 歳合計 1,150  1,135  1,117  1,075  1,049  1,048  

6～11 歳合計 1,351  1,347  1,327  1,314  1,288  1,233  

0～11 歳合計 2,501  2,482  2,444  2,389  2,337  2,281  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援事業計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的

に勘案して、需要の指標となる量の見込みやその確保策を「教育・保育提供区域」

ごとに設定することが、「子ども・子育て支援法」に定められています。 

教育・保育提供区域は、事業資源の配置バランス上の枠組みであり、細かく設

定すれば、きめ細やかな計画になりますが、弾力的な運用がしづらいものとなり

ます。このため、本町では、町内全域で柔軟な需給体制を確保するため、教育・

保育提供区域を全町１地区と設定します。 
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第４節 基本目標 

子ども・子育て支援法に基づく制度においては、質の高い幼児期の学校教育・

保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保、地域における子ども・子育て支

援の充実を推進していくものとされ、さらに、仕事と生活の調和の推進や妊娠・

出産から子育てまでの切れ目ない支援、児童虐待防止、ひとり親家庭や障がいの

ある子どもへの支援なども重視されています。 

そこで、本計画では、次世代育成支援行動計画の内容を継承した第 1 期石井町

子ども・子育て支援事業計画の体系を引き継ぎながら、基本目標を以下の３つと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子育てが楽しくできる 

保育サービス及び様々な子育て支援サービスを充実するとともに、保健・医療・福祉、

教育などの分野が連携し、総合的な子育て支援体制を確立し、子育て中の人はもちろん、

これから子どもを生み育てたいと考えている人が、子育てに喜びと充実感を感じ、子育て

が楽しくできるまちを目指します。 

２．地域ぐるみで子どもを健やかに育てる 

安心して子どもを産み、健やかに子どもを育てることができるよう、母子保健サービス

を充実します。 

家庭、学校、地域、企業及び行政等が、それぞれの立場から、主体的に取り組み、相互

に連携し、地域ぐるみで子どもを健やかに育てるまちを目指します。 

３．子どもが健やかに育つことができる 

子どもの視点に立ち、子どもの人格や人権が尊重された環境をつくるため、一人ひとり

の個性を大切にした教育や、恵まれた自然環境を活かし、様々な体験を通して豊かに成長

できる環境整備を行い、子どもが自ら考え行動する力を伸ばし、次代に向かって、健やか

に生まれ育つことのできるまちを目指します。 
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第５節 施策の体系 

基本目標を実現するための施策の体系は、第１期石井町子ども・子育て支援事

業計画を継承することとし、以下のとおりとします。 

 

基本理念 基本目標 基本施策

１－１　保育サービス等の充実

１－２　子育て支援サービスの充実

１－３　経済的支援

１－４　ひとり親家族への支援

２－１　地域での子育て支援体制の充実

２－２　子育てと両立しやすい就労環境の整備促進

２－３　健やかに育てるための母子保健の充実

３－１　健やかに育つための権利擁護の推進

３－２　教育の充実

３－３　子育てと子どもにやさしい生活環境の整備

１．子育てが楽しくできる

２．地域ぐるみで子どもを
健やかに育てる

３．子どもが健やかに育つ
ことができる

地
域
ぐ
る
み
で
、

子
ど
も
を
健
や
か
に
育
て
る
ま
ち
づ
く
り

 



31 

 

第５章 分野別施策の展開 

 

第１節 子育てが楽しくできる 

１－１ 保育サービス等の充実 

町内私立保育園・認定こども園において恒常的に保育定員が 100％を超えて

いる状態のため、私立保育園・認定こども園と連携し定員増を図るとともに、保

育サービスの充実に努めます。 

実施項目 実施内容 担当課 

1 待機児童の解消 保育需要に可能な限り応えるため、定員を超えて受

け入れ可能な限度枠上限まで受け入れを行っていま

す。今後も保育士の確保等、保育所等での受け入れ体

制を整えるとともに、保育のニーズに応じて、適正な

受け入れを行いながら、潜在的な待機児童も見込んだ

待機児童解消に向けて、保育所等、幼稚園とともに取

り組みます。 

子育て支援課 

2 低年齢児保育の

受け入れ推進 

町立保育所の入所要件を満５歳児までから満３児

までに変更し、４・５歳児について、町立施設への利

用を希望する場合には、すべて幼稚園に入園すること

とになりました。これにより３歳児以下の受け入れを

拡大しています。今後も、実際の保育ニーズを見極め

ながら、各保育所等、関係機関と連携し、保育の充実

を進めていきます。 

子育て支援課 

3 延長保育の拡充 保護者の働き方の多様化により、延長保育のニーズ

に対応してきました。保育所等では延長保育促進事業

で人材を確保し、長時間の保育を利用する子どもたち

の保育の保障を確保してきました。利用者も増加して

いることから、今後も積極的に実施していきます。 

子育て支援課 

4 休日保育の実施 就労形態の多様化により日曜日や祝日の保育ニーズ

が顕在化しています。今後も入所児童の保護者向けに

個別にニーズ調査などを実施し、保護者のワーク・ラ

イフ・バランスを考え、検討をしていきます。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

5 保育所等のサー

ビス評価の実施 

保育所等での行事の後にアンケート調査を実施す

るなど、保護者の意見や要望、評価などの収集、また、

自己評価なども実施し、評価体制の確立を図ります。 

その結果の公表に努めるとともに活用を図り、研修

などによる保育士の資質の向上や保育環境の整備等、

保育サービスの質の向上に努めます。 

子育て支援課 

６ 職員の資質向上

の支援 

保育士等の職員が、多様な保育ニーズに対応できる

よう各種研修等に参加することを支援し、またこれら

の研修の結果を他の職員と共有する体制を整え、職員

全体の資質向上を図ります。 

また、幼児教育・保育の質の向上に資するよう、教

育・保育に関する専門性を有する指導主事・幼児教

育アドバイザーの配置・確保等に努めます。 

子育て支援課 

７ 外国につながる

幼児への支援 

国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国

人幼児、両親が国際結婚の幼児などの外国につながる

幼児の増加が見込まれており、これらの子どもが円滑

に教育・保育等の利用ができるよう、保護者及び教

育・保育施設等に対し必要な支援を行います。 

子育て支援課 

学校教育課 

８ 子育てのための

施設等利用給付

の円滑な実施 

子育てのための施設等利用給付の実施にあたって、

公正かつ適正な支給の確保を図り、保護者の経済的負

担の軽減や利便性等を勘案し、円滑な給付方法の実施

に努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

 

 

１－２ 子育て支援サービスの充実 

地域子育て支援サービスを中心とした相談支援体制の確立や、多様なニーズに

対応できるよう、子育て支援サービスの充実に努めます。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 放課後児童健全

育成事業（学童

保育クラブ）の

拡充 

昼間、保護者のいない小学生の児童を対象に、遊び

を通しての自主性、社会性、創造性を培う目的で、現

在の学童保育クラブの事業を引き続き実施していき

ます。保育ニーズの増加に対応し、定員の増員や実施

個所の増設などを行い、平成 31年度からは町内 8 ク

ラブで実施しています。今後も、児童が放課後を安全

で安心して過ごせるように支援します。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

2 一時預かり事業

の充実 

保護者の就労形態の多様化や傷病などによる一時

的な保育や、育児に伴う心理的、肉体的負担を解消す

るための保育需要などに対応するため、一時預かり事

業の充実を図ります。 

子育て支援課 

3 幼稚園における

預かり保育の充

実 

幼稚園に通う園児を対象に、保護者の就労などによ

り、幼稚園閉園時間後も保育を要する園児に対し、平

日は１９時まで、土曜日は午前中、そして長期休業期

間も預かり保育を実施しており、引き続き保護者のニ

ーズに応じた支援を実施していきます。 

学校教育課 

4 地域子育て支援

拠点事業の充実 

地域子育て支援拠点事業実施施設では、子育ての不

安や負担感を解消するために担当職員を配置し保護

者の相談に応じたり、親子が気軽に集うことのできる

交流の場を提供し、育児相談などを行っています。今

後も、地域全体で子育てを支援する基盤づくりのた

め、子育て家庭への支援活動の企画、調整など、地域

の子育て支援の拠点としての機能充実を行います。 

子育て支援課 

5 ショートステイ

事業、トワイラ

イトステイ事業

の充実 

保護者の疾病や、出張・残業などの事由、育児疲れ

や育児不安等の解消のため、家庭における児童の養育

が一時的に困難となった場合や、保護者の仕事など

が、恒常的に夜間又は休日となる家庭の児童などに、

児童福祉施設等において、短期間、児童を預かるショ

ートステイ事業や、夜間などに児童福祉施設等で生活

指導、食事の提供などを行うトワイライトステイ事業

により、子育て支援を行います。現在ショートステイ

を６施設、トワイライトステイを１施設に委託し、事

業を実施しています。 

子育て支援課 

6 病児保育事業の

充実 

広域利用に関する協定を締結した地域に居住する

小学校６年生までの児童で、安静の確保に配慮する必

要があり、集団保育が困難で、かつ保護者の社会的に

やむを得ない事由により、家庭で育児を行うことが困

難な児童の保育をすることで、育児と仕事の両立を図

っています。石井町が病児保育を委託している病院で

は１日９人までの児童を預かっており、引き続き、事

業を実施します。 

子育て支援課 

7 ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業の充実 

保護者が就労や疾病のときの養育や、保育所等・幼

稚園の送迎等、子育ての支援を依頼したい人、子育て

の支援を行いたい人の登録からなる会員組織である

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

ファミリー・サポート・センター事業の実施により、

より多様な子育てニーズに対応できるよう事業を実

施しています。徳島ファミリー・サポート・センター

は徳島市昭和町にあり、徳島市、小松島市、勝浦町、

佐那河内村、石井町及び神山町在住又は在勤者等を対

象に行っています。 

8 子育て支援に関

する情報提供の

充実 

町広報誌・ホームページに加え、石井町有線放送で

の文字放送や、いしいアプリ・インスタグラムも活用

し、情報の発信を行っています。また石井町の子育て

ハンドブック「ｔｓｕｎａｇｕ」を作成し、石井町が

行っている子育てサービスを広く周知するとともに、

保護者と子ども・地域とが共に支援をつなぎ子育てし

ていくための一助となっています。 

今後も様々なツールを活用し、それぞれの家庭にあ

った情報の提供や共有ができるように工夫し、子育て

に関する情報がいきわたるようにしていきます。 

子育て支援課 

９ 利用者支援事業

の実施 

子どもとその保護者が、保育所等の教育・保育施設

の利用や、一時預かりなど地域子育て支援事業などの

中から適切なものを選択し、円滑に利用できるように

身近な場所で支援を行う事業です。平成 31年４月に

は利用者支援事業（母子保健型）として、子育て世代

包括支援センターを開設しました。保健師及び助産師

が常駐し、相談や情報提供、助言等を行っており、引

き続き利用者に必要な情報が必要な時に提供できる

よう体制を維持していきます。 

子育て支援課 

健康増進課 

10 特別な支援を必

要とする子ども

への支援 

平成 28年度より、保育所等において障がい児を受

け入れるために必要な改修等を行う障がい児受け入

れ促進事業を開始しています。また、障がい児保育事

業補助金の交付も行い、特別な支援を必要とする子ど

もを持つ保護者が保育所等の選択に支障がないよう

努めています。 

子育て支援課 

11 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

用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業

です。 

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化の実

子育て支援課 

学校教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

施に伴い、２号認定こどもにおける副食費を保護者か

ら実費徴収することとされましたが、石井町において

は保護者負担の軽減のため、副食費における全ての保

護者負担分を石井町が助成しています。その他日用品

等の助成に関しても検討していきます。 

12 多様な事業者の

参入促進・能力

活用事業 

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、

私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児保育事

業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認

定こども園で受け入れるための職員の加配を促進す

るための事業です。 

本町でも、ニーズに応じ実施を検討していきます。 

子育て支援課 
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１－３ 経済的支援 

子どもを安心して生み育てるためには、子育て家庭の経済的負担の軽減を図る

ことが重要であることから、児童手当、子どもはぐくみ医療費の助成などにより、

経済的支援を行います。また、これらの制度が十分活用されるように周知をして

いきます。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 児童の養育に関

する経済的支援

の充実 

〇児童手当 

中学校修了前までの児童を養育している家庭に

対し、児童手当を支給し、子育てに要する費用の経

済的負担を緩和し、子育てを支援します。 

また、制度内容や手当受給に必要な手続きについ

て周知するとともに、支給漏れや二重支給等を防ぐ

ために住民基本台帳部門等の関係機関との連携に

努めます。 

 

〇就学援助 

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護

者に対し学用品や給食費等の援助を行い、小中学校

における義務教育の円滑な実施を図ります。 

援助費の支給対象者は、世帯全員の前年合計所得

金額が認定基準額以下の方です（認定基準額は世帯

構成・年齢等により異なります。また生活保護を受

けている方は修学旅行費のみ援助対象となりま

す）。 

子育て支援課 

学校教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

2 医療費の助成の

充実 

子どもはぐくみ医療費助成事業により、子どもの医

療に要する費用を助成し、子どもに必要な医療を提供

するとともに、経済的負担を緩和します。 

また、様々な医療費の助成等の制度の活用につい

て、周知を図ります。 

 

○子どもはぐくみ医療費助成事業 

＜0～3歳未満児＞ 医療費の公費負担。 

＜3 歳～中学校３年生修了時＞ 医療費を公費負

担（一部自己負担あり）。 

※令和２年４月より、助成対象を 18歳到達後の最

初の 3月３１日までに拡大します。 

○未熟児養育医療給付 

出生時体重 2,000 グラム以下の場合、あるいは

正常児が出生時に有する諸機能を有していない場

合等、入院を必要とする未熟児に対し、医療費の給

付が行われます（所得に応じた自己負担あり。子ど

もはぐくみ医療対象者は、自己負担額を子どもはぐ

くみ医療費で助成）。 

○育成医療 

18 歳未満の肢体不自由、聴覚・音声言語機能障

がい、又は先天性内臓・心臓疾患等の障がいのある

児童に対し、生活能力を得るために必要な医療が給

付されます（所得に応じた自己負担あり。子どもは

ぐくみ医療対象者は、自己負担額を子どもはぐくみ

医療費で助成）。 

○療育医療（県による事業） 

長期の療養を要する結核に罹った児童に対し、医

療費や学習用品が支給されます（所得に応じた自己

負担あり）。 

○小児慢性特定疾患治療研究事業（県による事業） 

小児の慢性疾患のうち、特定の疾患については、

その治療に相当の期間を要し、医療費の負担も高額

になることから、医療費の公費負担が行われます。 

子育て支援課 

健康増進課 

福祉生活課 
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実施項目 実施内容 担当課 

3 障がい児の養育

に関する経済的

支援（特別児童

扶養手当、障害

児福祉手当）の

充実 

障がい児を養育する保護者等に対し、その養育に要

する費用について、次のような手当ての支給により、

経済的支援を行います。 

 

○特別児童扶養手当（申請受付：市町村、支給：都道

府県） 

一定の障がいがある20歳未満の児童を養育して

いる父母又は養育者に対して支給します（受給者等

に一定以上の所得がある場合等は支給されませ

ん）。 

○障害児福祉手当（申請受付：市町村、支給：福祉事

務所を管理する都道府県・市町村） 

在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限さ

れ、介護を要する状態にある 20歳未満の児童に対

し支給します（扶養義務者に一定以上の所得がある

場合は支給されません）。 

 

今後も、各機関と連携を取りながら、制度について

情報交換・提供し、支援が必要な方が制度を利用でき

るよう努めていきます。 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ ひとり親家族への支援 

児童扶養手当等による経済的支援を行うとともに、日常生活を支援するための各

種施策の活用を図り、ひとり親家庭への子育て支援を充実します。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 ひとり親家庭に

対する相談体制

の充実 

母子家庭等、ひとり親家庭に対する相談援助体制を

充実し、ひとり親家庭の保護者の精神的負担を軽減す

る等、子育て支援を充実します。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

2 ひとり親家庭に

対する経済的支

援の充実 

児童扶養手当等の制度について周知を行い、制度の

活用により、ひとり親家庭の経済的安定を図り、自立

を促進します。 

 

○児童扶養手当（申請受付：市町村、支給：福祉事務

所を管理する都道府県・市町村） 

母子・父子家庭（又は準ずる母子・父子家庭）や、

父親・母親に重度の障がいがある家庭で、18歳に

なった年度末までの児童（障がい児の場合は 20歳

未満）を養育している父親・母親又は、養育してい

る者に児童扶養手当を支給し、子育てに要する経済

的負担を軽減します（所得による制限あり）。 

○ひとり親家庭等医療費助成事業 

ひとり親家庭の親及びその扶養している児童、父

母のない児童に対し、その保健の向上と福祉の増進

を図るため、入院時の医療費が一部助成されます

（所得等による制限あり）。 

＜ひとり親家庭の親＞ 18 歳に達した年度末まで

の児童を扶養している者 

＜ひとり親家庭の児童＞ 18 歳に達した年度末ま

での児童 

＜父母のいない児童＞ 18 歳に達した年度末まで

の児童 

子育て支援課 

3 ひとり親家庭の

自立のための支

援の推進 

母子及び父子家庭の父母並びに寡婦の方の経済的

自立を支援し、養育している児童の福祉増進のため、

必要に応じ、資金の貸付けを受けられるよう、母子父

子寡婦福祉資金貸付制度について周知します。 

 

○母子父子寡婦福祉資金貸付制度（申請受付：市町村、

実施機関：福祉事務所） 

母子及び父子家庭の父母並びに寡婦の方の経済

的自立を支援し、養育している児童の福祉増進のた

め、必要に応じ、資金の貸付けが行われます。 

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、「母子及び

父子並びに寡婦福祉法」に基づき、都道府県等が出

資する原資と償還金等を財源として運営されてい

ます。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

4 ひとり親家庭等

に対する生活支

援の促進 

ひとり親家庭の母親、父親が病気や自立促進に必要

な技術習得のための就学等で、一時的に日常生活に支

援を要する場合、家庭生活支援員を派遣し、生活援助、

児童の養育などを行い、生活支援を行う「ひとり親家

庭等日常生活支援事業」について、周知を図り、活用

を促進します。 

 

○ひとり親家庭等日常生活支援事業（申請受付：市町

村、派遣決定：福祉事務所） 

＜派遣対象＞ 

・ひとり親家庭の母・父・児童（20歳未満の者） 

・寡婦 

子育て支援課 
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第２節 地域ぐるみで子どもを健やかに育てる 

２－１ 地域での子育て支援体制の充実 

児童委員、主任児童委員等の活動の充実や、保健・医療・福祉・教育などの関

係機関の連携により、子育て支援体制を充実します。 

また、子育てサークルなどの活動支援を行うとともに、ボランティア活動や住

民の自主的な活動の育成・支援により、地域ぐるみで子育てを考え、サポートで

きるような取組を進めます。 

実施項目 実施内容 担当課 

1 児童委員・主任

児童委員活動の

充実 

児童委員、主任児童委員については、研修等を通じ、

資質の向上を図り、また、保育所や学校等の関係機関

との連携を深め、地域における児童や保護者の相談

役、子育て支援のリーダーとして、その役割が十分果

たされるよう、活動を支援します。 

 

○児 童 委 員   ：54名 

○主任児童委員 ： 3 名 

福祉生活課 

2 子育てサークル

の活動支援の推

進 

地域子育て支援センター「さくら認定こども園」を

中心に、地域の子育てサークルの育成、活動支援を行

い、子育て中の親同士が交流をし、情報交換や相互に

協力を行う等、自主的に活発な活動ができるようにし

ます。 

子育て支援課 

3 子育て支援ネッ

トワークづくり

の推進 

地域における子育て支援サービスや、その他様々な

子育てに関する情報、社会資源が相互に連携を持ち、

有効に機能するよう、子育て支援に関するネットワー

クを構築しており、引き続きネットワークの維持・拡

充に努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

社会教育課 

健康増進課 

4 人材の育成・活

用の推進 

ボランティアセンターにおけるボランティア講座

や生涯学習活動等との連携を図り、子育て支援のため

の人材の育成を推進します。 

また、講座の修了者等を登録・紹介し、地域での子

育て支援活動のリーダー、指導者として活動できるよ

うコーディネートを行います。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

5 ブックスタート

事業の推進 

赤ちゃんと保護者が、絵本を介してふれあうひとと

きを持つきっかけづくりになるため、４か月健診の機

会に、絵本を読んでもらう体験と一緒にメッセージを

伝え絵本を贈る事業を推進します。対象者は、石井町

に住所を有する乳児と保護者で、読み聞かせは、支援

センターの職員や主任児童委員、読み聞かせボランテ

ィアが行います。 

子育て支援課 

6 地域の子育て支

援の拠点として

の保育所等、幼

稚園、学校の活

用 

保育所等、幼稚園、学校等が地域における子育て支

援の拠点としての役割を担い、地域での子育て支援の

役割を果たせるよう、その施設や機能の十分な活用を

進めています。 

各幼稚園では月１回程度、子育て支援開放日とし

て、未就園児及びその保護者との交流の場を設けてい

ます。町立保育所では、開放保育を実施しています。 

今後も施設を最大限に利用し、さらなる交流を持て

るように工夫をしていくとともに、職員同士の連携や

研修などを取り入れることにも取り組んでいきます。 

子育て支援課 

学校教育課 

7 はぐくみ子育て

クラブの支援 

子育て支援機関・団体・子育てサークル・ＰＴＡ・

老人会・地域ボランティア等が集まり、「石井町はぐ

くみ子育て応援団」を結成し、子育てに関する支援団

体のネットワークを構築することにより、地域のみん

なで支え合う地域の子育て力の向上に取り組みます。 

 

〇町立保育所で月に１回開放保育を実施 

〇「みらいフェスタ」 

〇「石井町親子クリスマス会」等の開催 

〇その他保護者へ子育て支援情報を提供し、利用を促進 

子育て支援課 

8 世代間交流事業

の推進 

高齢者と児童等との世代間交流の機会を充実させ、

高齢者の生きがいづくりと社会参加を推進するとと

もに、様々な伝統・文化の伝承、また、農業体験など

の交流の機会を通じて、子どもたちが高齢者をいたわ

る気持ちや社会性等を養い、地域での活動を行う機会

づくりを充実させます。 

長寿社会課 
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２－２ 子育てと両立しやすい就労環境の整備促進 

各種子育て支援サービスの充実と活用により、仕事と子育てを両立しやすい環境を整

えるとともに、育児休業制度の活用をはじめとして、働き方の見直しや支援のあり方等、

子育てと両立しやすい就労環境の整備について、企業への意識啓発に努めます。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 事業所への意識

啓発の推進 

従業員 100 人以上の町内事業主に対し、一般事業

主行動計画の策定・運用を働きかけていきます。また、

事業主や勤労者に対し、再雇用支援制度や育児・介護

休業法に基づく措置等の周知を図るとともに、利用を

促進していきます。 

子育て支援課 

2 男女共同参画社

会の推進 

男女雇用機会均等法や労働基準法等に関する法律

に基づき、就労の場において、性別を問わず、その能

力が十分活用されるよう、普及・啓発を推進します。 

また、家庭においても、これまでの固定的な役割分

担ではなく、家事や育児において、それぞれの家庭に

合った役割分担が行われ、子育てが負担となることが

ないよう、男女共同参画社会の推進を図ります。 

社会教育課 

3 関係機関との連

携による推進 

子育てと両立しやすい就労環境や男女共同参画社

会の推進について、国・県の関係機関と連携を図り、

意識啓発等に努めます。 

社会教育課 

4 各種子育て支援

サービスの充

実、活用 

様々なライフスタイルや多様化する就労形態に合

わせて必要な支援が行えるよう、子育て支援サービス

を充実するとともに、十分活用され、仕事と子育てが

両立しやすくなるよう、周知徹底します。 

子育て支援課 
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２－３ 健やかに育てるための母子保健の充実 

妊婦・乳幼児健診を通じて、安心して子どもを生み、健やかな発達を支援する

母子保健の充実を図るとともに、育児に関する知識や情報の提供、親同士の交流

等を通じた子育て支援を充実します。 

また、育児不安を取り除き、安心して健やかに育てることができるよう、各相

談事業の充実と連携を図ります。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 乳幼児健康診査

の充実 

集団健診又は個別健診による発達段階にあわせた

健康診査を行うことにより、障がいや疾病の早期発見

に努め、子どもの発達や健康等の知識等の伝達、子育

てについての相談等、乳幼児期の健康及び育児支援を

充実します。 

 

○乳児一般健康診査 

個別健診（1 歳までに 2回受診可） 

集団健診（4～5か月児、年間 6 回実施） 

※精密検査は、費用を公費負担（子どもはぐくみ医

療にて助成）とします。 

○先天性股関節脱臼検診 

集団検診（3～8か月児、年間４回実施） 

○1 歳 6か月児健康診査 

1 歳 6 か月～2 歳未満児（年 12回実施） 

※精密検査は、費用を公費負担（子どもはぐくみ医

療にて助成）とします。 

○3 歳児健康診査 

3 歳 6 か月～4 歳未満児（年 12回実施） 

※精密検査は、費用を公費負担（子どもはぐくみ医

療にて助成）とします。 

○5 歳児健康診査 

年少児～小学校入学前の 5 歳児（年 6回実施） 

○新生児聴覚検査 

平成 30年度から一人１回検査（初回検査）可、

里帰り先での検査の費用償還を実施しています。 

健康増進課 
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実施項目 実施内容 担当課 

2 歯科継続健診の

充実 

徳島大学歯学部小児歯科学講座の協力により、5歳

児までの一貫した継続健診を実施し、歯科衛生の取組

を行っています。 

 

○歯科継続健診 

8～9 か月児、1 歳、2歳、2歳 6 か月、3 歳、

4 歳、5歳児（年 24 回実施） 

健康増進課 

3 妊婦健康診査の

充実 

個別健診による妊婦一般健康診査等を通じて、妊娠

期の健康管理を行うとともに、健康で安心・安全に出

産ができるように支援します。 

 

○妊婦一般健康診査（妊娠中に 14 回受診可、里帰り

妊婦健診の費用償還） 

○多胎妊婦超音波検査 

平成 29年度より、妊娠中に 2回受診可、里帰り

妊婦健診の費用償還を実施しています。 

健康増進課 

4 妊産婦、乳幼児

の健康支援の充

実 

出産前後の妊産婦、また乳幼児について、必要に応

じ、訪問等により健康や発達・発育に関する相談、子

育てに関する相談などの援助を行っています。 

 

○妊産婦、新生児、乳幼児の訪問指導 

○低出生体重児届出の受理と訪問指導 

○こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）

として全戸訪問（4か月児まで） 

○養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を保健師が訪問して、

養育に関する指導や助言を行い、保護者の養育能力

を向上させるための相談支援などを実施します。 

○発達相談（年間１５回） 

  育児不安の強い保護者や発達面での要経過観察

児等に対して、心理相談員による指導や助言を行

い、保護者の子育てや子どもの発達支援を継続的に

実施します。 

  近年は相談の需要が高まり希望者が増加してお

り、令和２年度からは相談回数を増やす予定です。 

健康増進課 
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実施項目 実施内容 担当課 

5 健康教育等の充実 妊娠期、子育て期の健康管理から将来の生活習慣病

の予防につなげるための一貫した健康教育や育児の

ための知識等の情報提供を行う。また、親となるため

の自覚を促し、子育て支援の充実を図ります。 

 

○妊婦の健康相談、指導 

妊娠届出時、保健師による相談・指導（妊娠高血

圧症候群や妊娠糖尿病予防のための食事指導や低

出生体重児出産予防のための禁煙指導等）を実施し

ています。 

平成 31年 4月から保健センター内に「子育て世

代包括支援センター」を開設し、利用者支援事業（母

子保健型）を実施し、保健師に加え助産師が週３日

常駐し、妊娠届出時の相談・指導をより充実させて

います。電話や来所等で随時実施しています。 

○乳幼児期の管理栄養士による栄養相談の実施 

４～５か月児健診時に離乳食講座、８～９か月児

歯科継続健診・１歳６か月児健診・３歳児健診時に

栄養相談を実施しています。 

○育児サロンの実施 

１歳未満の乳児とその母親を対象に交流の場の

提供として、母子保健推進員の協力により実施して

いきます。希望者に保健師や管理栄養士、保育士に

よる相談を実施（年２回）しています。 

健康増進課 

6 相談援助体制の

充実 

妊娠期、子育て中における健康や育児に関する相談

や、不安について、各種相談機関との連携を図り、子

育てにおける育児不安や、悩みの解消等を行います。 

 

○妊婦の健康相談、指導（再掲） 

○産婦の健康相談 

妊娠期から継続して相談･指導を実施しており、

また平成 31年 4月から産後ケア（訪問型）事業を

実施しています。産後の乳房ケアや母子の心身のケ

ア、育児相談等を助産師の訪問により実施していま

す。1回の出産につき 1回のみ、産後 1年未満対

象としています。 

○母子保健推進員活動 

健康増進課 
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実施項目 実施内容 担当課 

7 予防接種事業の

充実 

感染症予防についての啓発や定期的に予防接種を

行い、感染の恐れのある疾病の発生及びまん延の予防

に努めます。 

 

○A類定期予防接種については対象者へ通知し接種勧

奨を実施しています。また、町内医療機関及び広域

医療機関にて年間を通して接種できる体制を整備

し、接種機会を拡充しています。 

〇県外で受けた定期予防接種費用の償還払いを実施

しています。 

○任意接種として中学 3年生へのインフルエンザ予

防接種費用助成を実施しています。3,300 円を上

限、一人一回のみとしていましたが、令和元年度以

降は、上限費用を 3,537円に変更しています。 

健康増進課 

8 育児等健康支援

事業の充実 

育児等健康支援事業として実施している各種事業

や活動の充実及び連携をさらに進め、より効果的な母

子保健活動、育児支援の充実を進めます。 

 

○母子保健推進員活動の充実 

○育児サロン（再掲） 

○歯科継続健診の実施（再掲） 

健康増進課 
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第３節 子どもが健やかに育つことができる 

３－１ 健やかに育つための権利擁護の推進 

すべての子どもの人格が尊重され、のびのびと成長できるような環境づくりと

相談援助体制を確立するとともに、児童虐待防止ネットワークとの連携により、

児童虐待の防止に努めます。また、医療的ケア児への対応が必要となった場合に

は、可能な対応について検討をしていきます。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

１ 障がい児への支

援の充実 

保護者との信頼関係を大切にしながら、発達の緩や

かな子どもや障がいのある子どもとその保護者に関

して十分な配慮のもとに支援を行える体制を整備し

ていきます。今後も、各関係機関との連携を密にしな

がら保育所等・幼稚園、小・中学校へ必要な施設整備・

改善、教職員の研修をし、さらに人材確保等に努め保

育・教育における障がい児及び支援を必要とする子ど

もの受け入れを最大限進めていきます。 

 

○保育士・幼稚園教諭・保健師連絡会 

必要時、保育士と保健師が連携を図り、情報の共

有と支援を行っています。 

○保育士・幼稚園教諭・保健師連絡会議 

保育士・幼稚園教諭・保健師と年１回を目安に連

絡会を開催して情報の共有をしていきます。 

○特別支援連携協議会 

年２回程度の総会及び実務者会を開催し、関係機

関との連携を図っていきます。また、連携ファイル

の配布を開始し、乳幼児期からの一貫した支援に活

用できるよう進めています。 

○母子保健関係職員学習会、発達支援障がい研修など

積極的に参加し個別支援をしていきます。例えば、

視覚支援などのように、それぞれの障がいの特性を

理解した支援方法を職員間や保護者とともにして

いけるように考えていきます。 

子育て支援課 

学校教育課 

健康増進課 

２ 子どもの権利擁

護の推進 

子どもの権利に関する条約や児童憲章などを基本

にすべての事業の基本軸としていきます。すべての子

どもにとって最善の利益の保障を守ることを忘れず

に関わっていきます。 

子育て支援課 
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実施項目 実施内容 担当課 

３ 児童虐待の防止

の推進 

今後も引き続き石井町要保護児童対策地域協議会

を中心に各機関と連携しながら、児童虐待予防に努め

ていきます。各種健診、訪問、相談などをし、居住実

態の把握や子育ての不安の解消など、丁寧な関わりを

目指していきます。 

子どもの成長の過程を周囲の大人が見守っていく

こと、虐待についての理解を求めることなどの基盤づ

くりをしていきます。特に、体罰によらない子育てを

推進するための普及・啓発に取り組みます。また、虐

待を受けた子どもの保護やケアも行えるような支援

も必要であり、「子どもの最善の利益」の追求を考え

ていきます。また、子ども家庭総合支援拠点を設置し、

すべての子どもと家庭の課題に対し、子ども支援の専

門性をもって対応し、地域の資源を有機的につないで

いく体制づくりに努めます。 

子育て支援課 

４ 児童相談の窓口

の充実 

児童虐待の予防に対応するため、様々な子育て支援

に関する相談やサービスの情報提供を行い、各種相談

機関と連携し、総合的な子育て支援を行っていきま

す。 

子育て支援課 

５ 子どものための

相談援助体制の

確立 

子どもの悩みや心の問題に適切に対応し、健やかな

成長をサポートするため、各種相談事業等での連携を

図り、子どものための相談援助体制を確立します。 

 

○スクールカウンセラーの活用 

思春期の様々な悩みや不安について、スクールカ

ウンセラーによる相談援助を実施しています。 

○心の相談員 

不登校の児童・生徒及び保護者に対し、臨床心理

士や専門的な知識経験者が電話・面接及び家庭訪問

等による相談援助を行っています。 

学校教育課 
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３－２ 教育の充実 

子ども一人ひとりの個性を大切にし、自ら考え、行動する力を身につけられる

よう、きめ細かな教育の充実に努めます。また、地域に開かれた保育所等、幼稚

園・学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たしながら、ともに子どもを健やか

に育んでいけるよう、連携・協力を図ります。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

1 幼児教育の充実 研修による教職員の指導力の向上を図る等、保育所

等、幼稚園における幼児教育の充実を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

2 学校教育の充実 子どもの一人ひとりの特性を大切にし、その能力を

最大限に活かすことができるよう、研修等による教員

の指導力の向上を図るとともに、ティーム・ティーチ

ングや少人数学級の活用により、よりきめ細やかな指

導に努めます。 

 

○教育の充実 

複数の教員が協力して指導する「ティーム・ティ

ーチング」や少人数学級を活用し、児童・生徒一人

ひとりの特性を大切にしながら、その能力を最大限

に伸ばす教育の充実に努めます。 

○指導力の向上 

研修を通じ、教員の指導力の向上に努めます。 

○学校評議員の活用 

学校評議員制度を活用し、学校における教育につ

いて点検を行うとともに、地域に根ざした学校とし

ての取組を進めます。 

○地域ごとの連携による教育 

学校が、家庭・地域と協力し、それぞれの持つ教

育力を集結、活用し、こころ豊かにのびのびと育つ

ことのできるまちづくりに向け、それぞれ連携を深

めるとともに、ＰＴＡや、公民館などの、あらゆる

子育て支援施設、子育て支援関係団体との連携のも

と、教育への取組を進めます。 

○ＰＴＡ活動の活性化 

○公民館との連携 

○地域との積極的な交流促進 

学校教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

3 特別支援教育の

推進 

特別な支援が必要な子ども一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、持て

る力を可能な限り伸ばし、生きる力を身につけること

をめざして、「特別支援教育」の推進に努めます。 

○個別の指導計画の作成 

 特別な支援が必要な子どもに対し、一人ひとりに関
して具体的な指導目標、内容・方法を示した「個別の
指導計画」を作成し、効果的な指導を行うよう努めま
す。 

○個別の教育支援計画の作成 

障がいのある子どもにライフステージを通じた

支援を適切に行うため、関係機関との連携等により

「個別の教育支援計画」を作成し、一人ひとりのニ

ーズに応じた支援を行えるよう努めます。 

○特別支援教育コーディネーターの配置 

学校内、また、関係機関や地域との連絡調整役と

して、特別支援教育コーディネーターを配置し、関

係者の連携をより一層深め、充実した支援を行える

ようにします。 

学校教育課 

4 福祉教育の推進 学校教育における福祉教育の推進を図り、子どもの

頃から福祉に関心を持ち、すべての人の幸せなくらし

を実現するために、自らで考え、行動できる力を養い

ます。 

 

○小・中・高等学校での福祉教育の推進 

点字、手話、車いす体験、高齢者疑似体験などの

体験学習を実施し、福祉についての正しい知識の普

及に努めます。また、障がい者や高齢者と子どもた

ちとの交流などにより、障がい者や高齢者に対する

正しい認識が持てるよう、福祉教育の充実に努めま

す。 

○ボランティア活動の推進 

石井町学生ボランティア委員会を中心に、活動の

支援を行っていきます。 

○交流教育の推進 

特別支援学級等との交流学習を推進し、ふれあい

を通して、正しい理解を深め、お互いを尊重し大切

にする態度を養います。 

学校教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

５ 思春期保健の充実 性に関する正しい知識の普及を行い、また、自分の

体についての関心を高め、自らの意思により行動でき

る力を身につけるとともに、将来、次世代の親になる

ために十分な知識を養えるようにします。 

 

○思春期保健教育の充実 

学校における保健体育の授業等により、自分の体

や健康について学び、それぞれの存在を尊重しあえ

るように思春期保健教育を充実します。 

○いのちの授業 

中学生を対象に、命の大切さや性教育について学

び、正しい理解を深める場となっています。 

○職業体験学習 

保育所等・幼稚園・小学校等での職業体験学習の

機会を通じて、子どもとの関わり、ふれあいの中か

ら、次世代の親としての自覚を養い、子育てについ

ても体験できる機会とします。 

子育て支援課 

健康増進課 

学校教育課 

６ 食育の推進 健康な体づくりの基本となる「食」について、栄養

バランスのとれた食事を摂り、望ましい食習慣を身に

つけるため、幼稚園・学校等において、食育に取り組

むとともに、家庭や地域においての取組もできるよ

う、食育の普及・開発に努めています。 

給食センター 

７ 家庭教育の充実 親子関係を基盤にし、子どもが基本的な生活習慣等

を身につけられるよう、家庭教育学級の開催等によ

り、家庭における教育力の醸成を支援します。 

 

○家庭教育学級・講座の開催 

幼・小・中学校の保護者や一般の希望者を対象に

実施していきます。 

社会教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

８ 青少年教育の振興 家庭、学校、地域と、名西郡青少年育成センター、

青少年健全育成町民会議、警察等、関係機関の協力と

連携を図り、子ども会活動、スポーツ活動等の地域で

の子どもの活動を支援し、また、青少年を取り巻く

様々な悩みについての相談援助等を行い、青少年の健

全育成、社会参加、非行防止に努めます。 

学校教育課 

社会教育課 

９ 放課後子ども教

室推進事業の充

実 

子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づく

りを推進し、家庭の経済力等に関わらず学ぶ意欲のあ

る子どもたちに学習の場を提供するとともに、行政諸

機関等と地域社会が一体となって次代を担う子ども

たちの育成に努めるため、放課後子ども教室推進事業

を実施しています。今後も継続して実施していくとと

もに、教育委員会の協力のもとに、放課後児童健全育

成事業と一体的に連携しながら実施していきます。 

子育て支援課 

学校教育課 
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３－３ 子育てと子どもにやさしい生活環境の整備 

地域のあらゆる社会資源や人材を活用して、地域全体で子どもが健全に成長で

きる社会環境を整備するとともに、豊かな自然環境を活かしながら、道路や公共

施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインによる住環境、生活環境の整備

をさらに進め、子育てと子どもにとってやさしいまちづくり、安心して子どもを

育て、また、育つことのできる安心で安全なまちづくりを進めます。 

 

実施項目 実施内容 担当課 

１ 地域での子ども

の健全育成の推

進 

地域のあらゆる社会資源や人材を活用して、地域ぐ

るみで子どもの健全育成に取り組みます。 

 

○石井町子ども育成事業 

児童会活動において、ＰＴＡ、各種団体、ボラン

ティア等との協力のもと、地域で子どもと親が共

に、伝統文化の伝承や様々な体験活動を行う等、地

域で子どもを健全に育成するための活動を支援し

ます。 

子育て支援課 

社会教育課 

２ 子育てと子ども

にやさしいまち

づくりの推進 

年齢や障がいのあるなしに関わらず、誰もが利用し

やすいように配慮されているユニバーサルデザイン

の考え方のもと、安全で快適に過ごせるような福祉の

まちづくりを進め環境の整備を図ります。 

「バリアフリー新法」等の普及・啓発に努めるとと

もに、「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづく

りの推進に関する条例」に基づき、道路や歩道、公共

施設の改修・整備等を進め、バリアフリー化を進めて

います。 

 

○バリアフリー化の推進 

○ユニバーサルデザインの推進 

○子育てに配慮した施設の整備促進 

福祉生活課 

子育て支援課 

長寿社会課 

建設課 

学校教育課 
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実施項目 実施内容 担当課 

３ 子どもが健やか

に暮らせるまち

づくりの推進 

豊かな自然環境の中、子どもが健やかに育つことが

できるよう、公園等の遊び場の整備を行い、安心して

過ごすことができるようにします。 

 

○見守り・補導 

名西郡青少年育成センター職員による小・中学生

の下校時の見守りを実施しています。 

また小・中学校の長期休暇中には地域住民と共同

で巡回・補導を実施しています。 

○公園、遊び場の整備 

公園や遊び場で安全に遊ぶことができるよう、定

期的に遊具等を点検し、必要に応じ整備を行いま

す。 

○有害環境対策推進 

一般書店やコンビニエンスストア等で販売され

たり、テレビやインターネット等のメディアで流さ

れる性や暴力等の有害情報は、子どもに対する悪影

響が懸念されることから、関係機関・団体・ＰＴＡ・

ボランティア等の地域住民と連携・協力して、関係

団体に対する働きかけを行っています。 

建設課 

学校教育課 

社会教育課 

福祉生活課 
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実施項目 実施内容 担当課 

４ 安全・安心対策

の充実 

事故の防止等の交通安全対策や、防犯や犯罪被害に

遭わないための取組や情報提供に努めます。 

 

○交通安全対策 

・交通安全教室の開催 

児童、高齢者等に対する交通安全教室を開催

し、交通事故の防止等、交通安全対策を進めます。 

・新入生等ヘルメット購入補助事業 

町内の幼稚園・中学校等の新入園児・生徒に、

自転車用ヘルメットの購入費を補助し、子どもた

ちの命を守り、交通安全を推奨することを目的と

した事業です。 

・チャイルドシート等の使用徹底 

あらゆる機会を通じ、ベビーシート、チャイル

ドシートの使用徹底についての啓発を行うとと

もに、社会福祉協議会において行っているベビー

シート、チャイルドシートの貸出制度を周知し、

活用を図り、使用を徹底することにより、子ども

の安全が守られるように努めます。 

○子どもの安全対策 

子どもを狙った性犯罪をはじめとする犯罪被害

に遭うのを防ぐために、地域での見守り体制等の取

組を進めるとともに、関係機関との連携のもと、あ

らゆる広報等の機会を通じ、被害に遭わないための

対策等、必要な情報提供を充実します。 

・緊急避難場所の確保と周知徹底（「子ども 110

番の家」等） 

「子ども 110番の家」、「子どもを守る」ス

テッカー等、緊急避難場所や協力者を確保し、い

ざというときに避難又は助けを求めることがで

きるよう、その場所の周知徹底を図ります。 

・地域での見守り体制の確立 

登下校時に合わせたあいさつ運動や声かけに

より、地域での子どもの見守り体制の確立に努め

ています。 

危機管理課 

学校教育課 

社会教育課 
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第６章 子ども・子育て支援サービスの見込量 

 

第１節 量の見込みの算出方法 

本事業計画におけるサービスの見込量は、推計人口とニーズ調査の結果を基

に以下の方法で算出し、実績も考慮した上で、各事業の量の見込みを算出しま

した。 

計画期間における子ども・子育て支援の量の見込みは、家族類型別の子ども

の数に、アンケート結果から得た意向率を乗じて算出します。 
 

１ 算出項目 

（１） 教育・保育施設及び事業 
 

 対 象 事 業 算出対象年齢 

１ 
１号認定（認定こども園（短時間）及び幼稚園）  

※専業主婦（夫）家庭、就労短時間家庭 
３～５歳 

２ ２号認定（認定こども園（長時間・短時間）及び保育所(園)・幼稚園） ３～５歳 

３ ３号認定（認定こども園（長時間）及び保育所(園)＋地域型保育事業） ０～２歳 

 

（２） 地域子ども・子育て支援事業 
 

 対 象 事 業 算出対象年齢 

１ 利用者支援事業 － 

２ 地域子育て支援拠点事業 ０～２歳 

３ 妊婦健康診査 － 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 ０歳 

５ 養育支援訪問事業等 － 

６ 子育て短期支援事業 ０～５歳 

７ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 
０～５歳 
１～６年生 

８ 一時預かり事業 ０～５歳 

９ 延長保育事業 ０～５歳 

10 病児保育事業 ０～５歳 

11 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） １～６年生 

※「１ 利用者支援事業」、「３ 妊婦健康診査」、「４ 乳児家庭全戸訪問事業」、「５ 養育支援訪問事業等」は

事業形態の性質上、ニーズ調査とは別に量の見込みを算出しました。 
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２ 算出方法 

家庭類型の 

分類 

 ニーズ調査結果の父親・母親の就労形態及び就労希望の形態（フルタイム、パートタイム、

無業）から家庭類型を区分し、それぞれの家庭類型の児童数の割合を算出する。 

【家庭類型】   

※１年以内の就労希望がある者は、希望の就労形態により区分する。 

タイプＡ ：ひとり親家庭 

タイプＢ ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ：フルタイム×パートタイム 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム（短時間） 

タイプＤ ：専業主婦（夫） 

タイプＥ ：パート×パート 

タイプＥ’：パート×パート（短時間） 

タイプＦ ：無業×無業 

量の見込みを

算出 

家庭類型ごとに利用状況・利用意向（希望）から割合を求め、それを年度ごとの児童数

の推計値に掛け合わせることにより、量の見込みを算出する。 

 

３ 量の見込みの算出イメージ 

・家庭類型別児童数の算出 

家庭類型 推計児童数（人）  潜在家庭類型割合  家庭類型別児童数 

タイプＡ 

※コーホート変化率法

による年度ごと年齢ご

との推計児童数 

×  ＝  

タイプＢ ×  ＝  

タイプＣ ×  ＝  

タイプＣ’ ×  ＝  

タイプＤ ×  ＝  

タイプＥ ×  ＝  

タイプＥ’ ×  ＝  

タイプＦ ×  ＝  

     

 ・量の見込みの算出 

家庭類型 家庭類型別児童数  利用意向率  量の見込み 

タイプＡ  ×  ＝  

タイプＢ  ×  ＝  

タイプＣ  ×  ＝  

タイプＣ’  ×  ＝  

タイプＤ  ×  ＝  

タイプＥ  ×  ＝  

タイプＥ’  ×  ＝  

タイプＦ  ×  ＝  
 

※年度ごと、年齢区分ごとに算出。年齢区分は事業による。 

年齢別に分類 
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第２節 教育・保育給付の量の見込み 

１ 量の見込み 

町内に居住する子どもの施設型給付・地域型保育給付の量の見込みは、以下の

とおりです。推計児童数は令和２年以降徐々に減少していく見込みとなっており、

量の見込みもそれに従い減少していく推計結果となっています。 

 

■１号認定（認定こども園・幼稚園）【３歳以上】 

 令和２年度においては、1 号認定の量の見込みは 353 人となっています。現状の

体制で量の見込みには対応できます。実際のニーズに応えつつ、提供体制を確保して

いきます。 

 

単位（人） 

 

令和元年度実績 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
１号 １号 １号 １号 １号 

量の見込み 347 353 365 338 320 320 

確保方策 － 580 580 580 580 580 

 

 

■２号認定（認定こども園・保育所(園)）【３歳以上】 

 令和 2 年度においては、2 号認定の量の見込みは 194 人となっています。現状の

体制で量の見込みに対応できると考えられますが、実際のニーズに応じて提供体制を

確保していきます。 

単位（人） 

 

令和元年度実績 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
2 号 2 号 2 号 2 号 2 号 

量の見込み 220 194 187 176 171 174 

確保方策 － 195 195 195 195 195 
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■３号認定【０歳】（認定こども園・保育所(園)） 

 令和２年度において、０歳の 3 号認定の量の見込みは 30 人となっています。現状

の体制で量の見込みに対応できると考えられますが、実際のニーズに応じ保育士の確

保に努め、提供体制を確保していきます。 

単位（人） 

単位（人） 

令和元年度実績 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
3 号 3 号 3 号 3 号 3 号 

量の見込み 28 30 29 29 28 28 

確保方策 － 66 66 66 66 66 

 

 

 

■３号認定【１・２歳】（認定こども園・保育所(園)） 

 令和 2 年度において、１・２歳の 3 号認定の量の見込は 214 人となっています。

現状の体制で量の見込みに対応できると考えられますが、実際のニーズに応じて提供

体制を確保していきます。 

単位（人） 

 

令和元年度実績 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
3 号 3 号 3 号 3 号 3 号 

量の見込み 239 214 220 216 213 209 

確保方策 － 237 247 247 247 247 

 

 

２ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進
に関する体制の確保 

 

子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育の一体的提供及び推進体制の確

保をしていくことが、「子ども・子育て支援法」に定められています。 

本町には、私立の認定こども園が１か所すでにあり、また高原保育所と高原幼

稚園が同一施設にある石井西幼保連携施設があります。引き続き、地域のニーズ

を把握し、必要に応じて教育・保育の一体的提供のあり方を検討していきます。 



61 

 

第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

１ 利用者支援事業 

子どもとその保護者が、保育所等などの教育・保育施設の利用や、一時預か

りなど地域子育て支援事業などの中から適切なものを選択し、円滑に利用でき

るように身近な場所で支援を行う新規の事業です。基本型１か所、母子保健型 1

か所、合計町内２か所で実施していきます。 

単位（か所） 

  令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 
基本型・特定型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

母子保健型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

確保方策 
基本型・特定型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

母子保健型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

 

２ 地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業） 

乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供などを身近な場所

で実施する事業です。 

本町では、「さくら認定こども園」と「こどもねっといしい」の 2 か所で実施

しています。 

量の見込みに対して、今後もニーズに対応できる水準と考えられ、実際のニ

ーズを把握しながら、必要に応じ事業体制を整備していきます。 

単位（人日／月） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 11,740 10,921 10,748 10,344 10,094 10,084 

確保方策 － ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

 

３ 妊婦健康診査 

妊婦健康診査は、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。 

現在、受診する妊婦に対して、14 回の助成を行っていますが、安全で安心な

出産のために、引き続き 14 回の助成を推進していきます。 

単位（人回／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,843 1,936 1,889 1,866 1,819 1,796 

確保方策 － 1,936 1,889 1,866 1,819 1,796 
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４ こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業） 
 

こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）は、生後４か月までの乳児

がいる全家庭を保健師・助産師が訪問し、不安や悩みを聞き、子育て支援に関

する情報提供や助言を行う事業です。 

引き続き、乳児のいる全家庭に対し実施していきます。 

 

単位（人／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 132 166 162 160 156 154 

確保方策 － 166 162 160 156 154 

 

５ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を保健師が訪問して、養育に関する指導や助言を

行い、保護者の養育能力を向上させるための相談支援などを行う事業です。 

引き続き、必要な家庭については、養育支援家庭訪問事業で継続的な支援を

実施していきます。 

 

単位（人／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 22 27 26 25 25 25 

確保方策 － 27 26 25 25 25 
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６ 子育て短期支援事業 

短期入所生活援助（ショートステイ）事業と夜間養護等（トワイライトステイ）

事業があります。 

ショートステイは、保護者が、疾病・疲労などの身体上・精神上・環境上の

理由により子どもの養育が困難となった場合等に、児童養護施設などの保護を

適切に行うことができる施設において養育・保護を行う事業です。 

トワイライトステイは、平日の夜間又は休日に不在となり、児童の養育が困

難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など保護を適切に行うことが

できる施設において児童を預かる事業です。 

ニーズ調査からは、ショートステイはごくわずかなニーズしか出てきていなか

ったため、実績をもとに見込み量を算出しています。これまでも利用希望者はす

べて受け入れており、今後も現状の維持に努めます。トワイライトステイは実績

はわずかながらありますが、ニーズ調査からはニーズが出てきていませんでした。

受け入れ体制はできており、現状の維持に努めます。 

単位（人日／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和 2
年度 

令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

令和６
年度 

量の見込み 
ショートステイ 65 32 32 31 31 30 

トワイライトステイ 13 0 0 0 0 0 

確保方策 
ショートステイ  － 32 32 31 31 30 

トワイライトステイ － 0 0 0 0 0 

 

７ ファミリー・サポート・センター事業 

ファミリー・サポート・センターは、子どもの預かり等の援助を受けることを

希望する人と、援助を行うことを希望する人との相互援助活動に関する連絡・

調整を実施する事業です。 

徳島市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、石井町及び神山町在住又は在勤者

を対象者として、徳島市昭和町に徳島ファミリー・サポート・センターが１か

所開設されており、町から事業を委託しています。引き続き会員の確保と制度

の拡充に努めていきます。 

ニーズ調査からは、ごくわずかなニーズしか出てきていなかったため、実績を

もとに見込み量を算出しています。これまでも利用希望者はすべて受け入れてお

り、今後も現状の維持に努めます。 

単位（人日／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 241 181 178 176 173 165 

確保方策 － 181 178 176 173 165 
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８ 一時預かり 

一時預かり事業は、乳幼児について、主に昼間に保育所等その他の場所にお

いて、一時的に預かる事業です。 

 

〔在園児対象型〕 

幼稚園における在園児を対象とした一時預かりの量の見込みについて、算出し

ています。これまでも受け入れ希望者についてはすべて受け入れてきており、現

状の維持に努めます。 

 

単位（人日／年） 

（延人日/年） 
平成 30 年度 
実績 

令和 2
年度 

令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

令和６
年度 

量の見込み 幼稚園１号 3,074 3,105 2,987 2,818 2,739 2,774 

確保方策 
一時預かり事業
（在園児対象型） 

－ 3,105 2,987 2,818 2,739 2,774 

 

 

〔在園児対象型以外〕 

ここでは在園児以外の一時預かりの見込み量を提示しています。これまで希望

者はすべて受け入れてきており、現状の維持に努めます。 

 

単位（人日／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和 2
年度 

令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

令和６
年度 

量の見込み 一時預かり 1,884 2,020 1,988 1,913 1,867 1,865 

確保方策 
一時預かり － 2,020 1,988 1,913 1,867 1,865 

ファミリー・サポート・センター － 840 840 840 840 840 
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９ 延長保育事業 

延長保育事業は、11 時間以上の開所時間で保育を行う事業です。 

ここでの量の見込みは、夕方18時以降の延長保育のニーズを算出しています。

現在、すべての保育所・保育園・認定こども園で実施しており、量の見込みに対

し、現在の確保方策で対応できる水準であるため、引き続き現状の維持に努め

ます。 

 

単位（人日／週） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 84 88 86 83 81 81 

確保方策 － 88 86 83 81 81 

 

１０ 病児保育事業 

病児保育事業は、子どもが急な病気となった場合、病院等に付設された専用

スペースなどで看護師等が一時的に保育する事業です。 

量の見込みに対し、町が委託している病院の定員などから確保方策には余裕が

あり、ニーズには対応できる水準であるため、現状の維持に努めます。 

 

単位（人日／年） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,030 1,060 1,043 1,020 998 974 

確保方策 － 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 
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１１ 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

放課後児童クラブは、共働き家庭など留守家庭の小学生の児童に対して、学

校の余裕教室、学童施設などで、放課後に適切な遊び、生活の場を提供して、

その健全育成を図る事業です。 

これまでニーズに応じて、施設を増やすなど確保方策に努めてきました。現在

町内 8 クラブで実施しており、今後も実際のニーズに応じて、受け入れ体制を整

えていきます。 

 

                                     単位（人） 

  
平成 30 年度 
実績 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み       

 1 年生 114 107 105 115 105 92 

 2 年生 80 84 77 75 83 75 

 3 年生 68 56 54 50 49 43 

 4 年生 33 37 37 36 36 33 

 5 年生 17 18 17 17 17 15 

 6 年生 6 9 9 9 9 9 

 合計 318 311 299 302 299 267 

確保方策 － 311 299 302 299 267 

 

 

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

る費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、２号認定こども

における副食費を保護者から実費徴収することとされましたが、本町において

は保護者負担の軽減のため、副食費におけるすべての保護者負担分を石井町が

助成しています。その他日用品等の助成に関しては、実施を検討していきます。 
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１３ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援

教育経費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを、認

定こども園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業です。 

本町においても、ニーズに応じ実施を検討していきます。 

 

 

 



68 

 

第７章 計画の推進 

 

第１節 計画の推進に当たっての役割分担と連携 

１ 連携による施策の推進 

計画の推進に当たっては、すべての町民が、子ども・子育てを社会全体の問題

として認識し、関与していくことが重要です。 

町民、地域、事業者をはじめ社会全体で子ども・子育てに関わるという意識づ

くりに向けて、様々な機会を通じて町民の理解を深め、連携・協力を図るよう努

めていきます。 

多様化した子育て支援に関する町民ニーズにきめ細かく対応していくために

は、行政側からの一方的なサービス提供だけでは困難です。 

本計画に関わる多くの事業は、人と人とのふれあいや、様々な人たちとの関わ

りが重要な要素であることから、子どもを含む町民やＮＰＯ、地域団体などの各

種関係団体と連携し、施策を推進していきます。 

 

２ 庁内における推進体制の充実 

本計画における施策・事業は、保健・福祉関係部門、教育関係部門など、様々

な部門に及びます。 

町民に効率的かつ効果的なサービスを提供するため、関係各部門の役割分担と

連携により、施策の効果的な推進を図ります。 

 

３ 役割分担 

関係主体それぞれの役割分担は、以下のとおりとします。 

 

 

関係主体 役割 

石井町 

１．子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、

子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子育

て支援事業を総合的かつ計画的に行う。 

２．子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、

及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども子育て支援を円滑に

利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整そ

の他の便宜の提供を行う。 

３．子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護
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関係主体 役割 

者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育

及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供され

るよう、その提供体制を確保する。 

徳島県 

法に基づく事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対し、必要

な助言及び適切な援助を行う。 

特に専門性の高い施策及び市町村の区域を超えた広域的な対応が必要

な施策を講じる。 

国 法に基づく事業が適正かつ円滑に行われるよう、必要な措置を講じる。 

事業主 

雇用する労働者に係る多様な労働条件と、労働者の職業生活と家庭生

活との両立が図られる雇用環境を整備する。 

国又は徳島県や石井町が講ずる子ども・子育て支援へ協力する。 

町民 

（ＮＰＯ等含む） 

子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、

国又は徳島県や石井町が講ずる子ども・子育て支援へ協力する。 

 

 

第２節 計画の進行管理 

本計画の施策・事業の実施に当たっては、国や県など関係機関との情報交換、

連携を強化するとともに、今後の社会・経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応し

ながら、限られた財源の中で、必要な施策・事業を、可能な限り着実に推進する

よう努めていきます。 

このため、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）に基づき、計画の実

施状況について定期的な点検を行うとともに、その後の対策については、町民の

意見を反映させながら検討を行い、必要に応じて変更等の措置を講じるよう努め

ていきます。 
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第１節 子ども・子育て会議条例 

 

 石井町子ども・子育て会議条例 

                                 平成２５年９月１７日 

                                     条例第３２号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項の

規定に基づき、石井町子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必

要と認める者のうちから、町長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子育て会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は会長をもって充てる。 

３ 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。 

４ 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、会長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、

部会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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第２節 子ども・子育て会議名簿 

 

石井町子ども・子育て会議 委員名簿 
 

氏名 所属 備考 

川端 辰雄 石井町民生委員・児童委員協議会 会長   

岩本 由美子 石井町民生委員・児童委員 主任児童委員   

吉浦 理史 社会福祉協議会事務局長   

松原 義弘 小学校保護者代表   

岩佐 悠可 幼稚園保護者代表   

美浦 加奈子 保育所保護者代表   

喜多 利生 小学校校長会代表 石井小学校 校長 

麻植 康代 石井幼稚園 園長   

黒田 信雄 光の子保育園 園長   

西村 千代美 高川原保育所 所長   

仁木 喜久美 ＮＰＯ法人こどもねっといしい代表   

岩本 朱美 放課後児童クラブ指導員代表 藍畑学童保育クラブ 

清重 弘子 地域子育て支援センター代表 
さくら認定こども園 

園長 

尾原 幸代 放課後子ども教室コーディネーター   

阿部 龍裕 副町長   

中村 淳 教育委員会次長   

河崎 洋子 健康増進課課長    

   

【事務局】   

奈良 貴美子 子育て支援課 課長  

小川 佳子 子育て支援課 係長  

山口 友紀 子育て支援課 係長  

敬称略 
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第３節 計画策定の経緯 

 

年月日 項目 内容 

平成 31 年 

1 月 7 日～ 

1 月 21 日 

「子ども・子育て支援に

関するアンケート調査」

（ニーズ調査） 

本計画策定のための基礎資料を

集めるため調査を実施。 

令和元年 

7 月 11 日 

第 1 回 子ども・子育て

会議 

【議事等】 

・子ども・子育て支援事業計画につ

いて 

・子ども・子育て支援に関するアン

ケート調査結果について 

・今後のスケジュールについて 

令和元年 

12 月 4 日 

第 2 回 子ども・子育て

会議 

・第 1 期石井町子ども・子育て支

援事業計画の総括 

・第 2 期石井町子ども・子育て支

援事業計画に係る量の見込みに

ついて 

・第 2 期石井町子ども・子育て支

援事業計画骨子案 

令和２年 

1 月 29 日 

第３回 子ども・子育て

会議 

・石井町子ども・子育て会議委員の

交代について 

・第 2 期石井町子ども・子育て支

援事業計画素案 変更点のポイ

ントについて 

・第 2 期石井町子ども・子育て支

援事業計画（案）について 

令和 2 年 

2 月 14 日～ 

2 月 24 日 

パブリックコメント 
町ホームページ上において、パブ

リックコメントを実施。 

令和 2 年 

３月 16 日～ 

3 月 23 日 

第４回 子ども・子育て

会議（書面会議） 

・第 2 期石井町子ども・子育て支

援事業計画（修正案）について 
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