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 ○はじめに 

１ 子ども・子育て会議について 

子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に基づく子ども・子育て会議の所掌事務は次

のとおりとなります。 

(1) 特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）の利用定員の設定に関して意

見を述べること。 

(2) 特定地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）の

利用定員の設定に関して意見を述べること。 

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定・変更に関して意見を述べること。 

(4) 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。 

２ 今後の審議について 

平成２９年度においては、平成２７年度策定の子ども・子育て支援事業計画の中間見直

しに関し審議を頂きました。平成３０年度以降の子ども・子育て会議における審議は、

次の事項となります。 

(1)「滝沢市子ども・子育て支援事業計画」の実施状況の点検・評価等に関すること。 

(2) 市の子ども・子育て支援に関する施策の推進に関すること。 

(3) 特定教育・保育施設等が新設される場合の利用定員の設定に関すること。 

（既存施設の利用定員変更を除く。） 

(4) 子ども・子育て支援事業計画の変更に関すること。（平成３１年度は次期子ども 

・子育て支援事業計画策定年になります。） 

   ※(3)、(4)については、該当する事由が生じた場合となります。  

◆滝沢市子ども・子育て支援事業計画の実施状況について 

○基本目標１ 子育て家庭を支援する環境づくり 

 

 （１）施設型給付の充実 

 【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

平成２９年度において、国の基本的な指針により、計画値と実績値が概ね１０％以上

のかい離がある場合に該当するとして、滝沢市子ども・子育て支援事業計画の中間見直

しを行いました。具体的には、１号認定（学校教育を希望する３～５歳）が実績値/量

の見込み120.7％、２号認定（保育の必要性がある３～５歳）が同じく109.1％、保育の

必要性がある３号認定の０歳児が同じく85.6％、３号認定の１～２歳児が同じく96.1％

でした。女性就業率の上昇や、住宅地の開発など地域的な特徴も加味した数値に見直し

を図りました。運営法人のご協力により分園の新設や既存施設の認可定員の見直しによ

り対応をしておりますが、平成３１年度以降については、私立幼稚園の認定こども園化

による受け入れもすることで対応していきます。 
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【教育・保育施設の現状】 

 

○待機児童等の推移 

 

 H26.4 H27.4 H28.4 Ｈ29.4 Ｈ３0.4 

待機児童数 ８ １ １６ 27 27 

該当 

年齢 

０歳 ０ ０ 0 1 ０ 

１歳 ８ １ １２ 15 18 

２歳 ０ ０ 4 10 7 

３歳 ０ ０ 0 1 2 

※入所保留数 １１５ ４３ ８７ 99 94 

 

※他に入所可能な保育所があるにも関わらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的

な理由により待機している場合には、待機児童には含めません。 

※入所保留数＝待機児童も含め広い意味で入所を待っている児童の数。 

特定の保育所を希望し待機している場合や、転園希望や求職中で入所基準を十分に満

たしていない場合も含め、国の待機児童の定義には該当しないが、保育所の入所を希

望し入所保留となっている児童。 

        

○保育所入所率の推移  

 

 H26 

（実績） 

前年比 H27 

（実績） 

前年比 H2８ 

（実績） 

前年比 H2９ 

（実績） 

前年比 

保育所数 15  1 15 0 15 0 16 0 

出生数 489 19 469 △20 427 △42 433 6 

0～5歳児童数A 3,135 △45 3,097 △38 3,013 △84 2,909 △104 

定員数 1,218 90 1,270 52 1,275 5 1,295 20 

年間延入所数B 16,551 72 17,528 977 17,894 366 18,142 248 

（1号認定含）   20,745 4,194 20,663 △82 21,236 573 

1か月当入所数 

C（B/12） 

1,379 ６ 1,460 81 1,491 31 1,512 21 

  1,729 349 1,722 △6 1,770 48 

入所率％ C/A 

 

43.99 0.81 47.14 3.15 49.49 2.35 51.98 2.49 

  55.83  57.15 1.32 60.85 3.70 

 
※出生数は年度中、0～5歳児童は各年4月1日現在、定員数は年度末の数値。  
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 ○保育所運営委託料の推移      

                                  （円）                                                                                      

 H27 H28 Ｈ29（見込） 前年比 

保育所運営委託料 1,734,803,323 1,769,500,986 1,951,596,584 182,095,598 

財
源
内
訳 

国（1/2） 546,732,545 572,256,995 649,187,050 76,930,055 

県（1/4） 273,366,273 286,128,497 324,593,525 38,465,028 

県 
（1号認定分） 

18,317,000 16,891,000 19,809,000 2,918,000 

公立保育所 
受託費 

5,259,400 6,188,120 4,136,260 △2,051,860 

保育料 274,929,465 278,981,885 291,754,490 12,772,605 

一般財源 616,198,640 609,054,489 662,116,259 53,061,770 

児童１人当り 1,003,937 1,027,589 1,102,597 75,012 

保育園１園当り 115,653,555 117,966,732 121,974,787 12,139,707 

 

○保育所定員数の推移 

（人） 

 H27 H28 Ｈ29 H30 

２，３号定員数合計 1,270 1,275 1,295 1,370 

定
員
増
の
内
訳 

大沢保育園 
定員見直し 

 ５   

りんごの森保育園 
分園新設 

  20  

鵜飼保育園 
定員見直し 

   10 

元村保育園 
建て替え 

   30 

ハレルヤ保育園 
建て替え 

   15 

計  5 20 55 

※姥屋敷保育所を除く 

【主な取組の状況】 

・待機児童解消に向けた取り組みとして、運営法人のご協力により、平成２９年度は、新

規分園開設による０歳児３人、１・２歳児１７人の計２０人の定員増が図られました。平

成３０年度当初には、既存の保育施設の建て替えが２園で行われ、１園は３０人、１園は

１５人の定員増が図られました。また、既存の保育施設の定員見直しにより、０歳児１０

人の定員増が図られ、昨年度当初に比べ、７５人の利用定員が拡大されました。この建て

替えにおいては、国からの財政措置（保育所等整備交付金）も受けております。 

 ・保育料については、国の軽減制度により、市町村民税非課税世帯の第２子以降の軽減、

及び所得割48,600円以上77,101円未満のひとり親及び障がい世帯の保育料を引き下げしま

した。 
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（２）地域型保育給付の充実 

 【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

・ 小規模保育園等の設置についての相談が複数ありますが、現行の滝沢市子ども・子育

て支援事業計画には、小規模保育園の設置について含まれておらず、中間見直しにお

いても含めていないため、慎重に対応を図ってまいります。 

  

 

（３）児童手当給付事業 

 【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・引き続き実施します。 

 H26 H27 H28 H29 

延べ人数（人） 87,958 87,158 86,625 85,762 

前年比  △800 △533 △863 

支給額（円） 982,115,000 972,795,000 966,525,000 956,300,000 

前年比  △9,320,000 △6,270,000 △10,225,000 

 

 

 

 

 

教育・保育施設による対応に加え、子ども・子育て家庭にとって身近な地域

における保育の利用を確保する観点から、地域の保育ニーズの動向を踏まえな

がら、地域型保育の充実に努めます。 

◇地域型保育事業 

・小規模保育（利用定員６人以上１９人以下） 

 ・家庭的保育（利用定員５人以下） 

 ・居宅訪問型保育 

 ・事業所内保育（従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもに

保育を提供） 

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、

中学校終了までの子どもを養育している親等に対し児童手当を支給します。 
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○基本目標２ 子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり 

 

 （１）地域子ども・子育て支援事業の充実 

【施策の方向性】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

・多様な保育ニーズに対応したサービスを提供し、子育て世帯への支援を充実するため

延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を実施しています。 

・すべての乳児のいる家庭に保健師等が訪問し、子育てに関する情報の提供、養育につ

いての相談対応や助言を行っています。また、訪問等により把握した養育の支援が必

要な児童・保護者に対しては、家庭児童相談員が引き続き訪問し、養育に関する相談、

助言を行っています。 

・放課後児童クラブについては、ニーズ調査の結果では既存の施設の供給量で対応が可

能となっていましたが、鵜飼小学校区、滝沢小学校区では、住宅地の開発等の影響も

あり、入所を希望する児童数が増加しています。また、地理的な面から一部の放課後

児童クラブに希望が集中する傾向や、施設の面積基準では受入可能でも、職員の確保

が困難なため施設定員まで受け入れできない状況も生じています。 

○対象事業 

①延長保育事業 

②子育て短期支援事業 

③地域子育て支援拠点事業 

④一時預かり事業 

⑤病児保育事業 

⑥ファミリー・サポート・センター事業 

⑦利用者支援事業 

⑧乳児家庭全戸訪問事業 

⑨養育支援訪問事業 

⑩妊婦健康診査 

⑪放課後児童クラブ 

多様なニーズに対応した保育サービスの提供や子育てに関する情報提供、

養育についての相談対応や助言等を行うため、上記事業について引き続き実

施・充実を図っていきます。また、新制度により新設された利用者支援事業

については、健康推進課内に開設した子育て世代包括支援センターでの実施

について検討していきます。 
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   このことから、入所を希望する新１年生ができるだけ入所できるよう、運営団体と協

議を行い、学区内の放課後児童クラブ間で入所調整することにより対応しています。

また、職員確保対策としては、大規模なクラブへの職員人件費分として、平成２８年

度から市単独予算で補助金に上乗せしております。職員の募集については、市広報を

継続して活用し、市としても職員の確保に努めていきます。また、平成３１年度の滝

沢中央小学校開校に合わせ、新規放課後児童クラブ（２支援単位）を開設する準備を

すすめております。 

 

 

○基本目標３ 子どもが健やかであるための支援 

 

 （１）幼児期の学校教育・保育の一体的提供等の推進策 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・認定こども園への移行については、地域の教育・保育ニーズの状況や幼稚園・保育園

の意向等を考慮しながら、市の状況も踏まえて総合的に検討を進めていきます。 

・幼稚園就園奨励費については、国の幼児教育の無償化に向けた取り組みの段階的推進

により、平成２９年度において、市町村民税非課税世帯第２子の無償化、市町村民税

所得割課税額 77,100円以下世帯の保護者の負担軽減が行われました。 

 

 

 （２）小学校との連携 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園は、子ども・子育て支援新制度では、認可手続きの簡素化等によ

り、新設や幼稚園・保育所からの移行が促進される仕組みとなっています。この

ような新制度の趣旨を踏まえ、認定こども園の普及に取り組みます。 

また、新制度下での利用者負担の設定にあたり、現行の幼稚園等の利用者負担

等の状況を考慮して設定するなど、私立幼稚園や認定こども園が新制度に移行し

やすい環境づくりに取り組みます。 

子どもに対して妊娠・出産期から成長段階に応じて切れ目のない支援を行うた

めには、就学前の教育・保育施設と小学校、放課後児童クラブとの連携が不可欠

です。 

本市では、配慮が必要な子どもに関する幼稚園・保育所等と小学校、放課後児

童クラブとの情報交換や、認定こども園等と小学校の入学前相互訪問など、就学

前・後の関係者の情報交換や連携に取り組み、保幼小連携を推進していきます。 
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【主な取組の状況】 

 ・配慮が必要な子どもに関する幼稚園・保育所等と小学校、放課後児童クラブとの情報

交換については、重要な事項と捉えております。現在のところは、保育・教育施設等

への巡回指導事業や幼児ことばの教室等で、担当・保護者・園など関係機関との情報

共有を図り、小学校の就学時につないでおります。仕組みの構築については検討して

いきます。 

 

 

 （３）母子保健と医療 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・妊婦への早期からの支援、乳幼児期における家庭訪問や健康診査、育児に関する知識

の普及啓発により育児不安の軽減を図るなど、子どもが健やかに育つ環境づくりのた

め、妊産婦・乳幼児相談指導事業、乳幼児健康診査事業、育児支援事業等の母子保健

事業を推進しています。 

 ・虐待を未然に防ぐため、妊婦のメンタルヘルス対策、虐待のハイリスクとなる妊婦へ

の早期からの支援など各事業を通して虐待予防を視点に入れた支援を実施しています。 

少子化、核家族化、地域のつながりの希薄化等により家庭での育児機能は

低下し、父母の育児不安や負担が増えてきている中、多様化する母子保健課

題に対応し、子どもたちがすこやかに安心して暮らせるよう、妊婦健康診査

や妊娠中の保健指導、思春期対策、産婦のメンタルヘルス対策、乳幼児健診

など児童虐待防止を視野に入れた母子保健事業を推進します。 

また、医療費を助成することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、

母体の健康保持、乳幼児の健全な育成を促します。 

○対象事業 

 ①妊婦保健事業 

 ②妊産婦・乳幼児相談指導事業 

 ③乳幼児健康診査事業 

 ④育児支援事業（子育て広場） 

 ⑤療育支援 

 ⑥思春期保健事業 

 ⑦栄養改善事業 

 ⑧特定不妊治療助成事業 

 ⑨妊産婦医療費給付事業 

 ⑩子ども医療費給付事業 
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 ・医療費を助成することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、母体の健康保持、

乳幼児の健全な育成を促しています。 

  ・平成２８年８月からは、未就学児及び妊産婦について、医療費助成の現物給付を行っ

ており、子育て世帯の負担軽減につながっております。 

  ・平成２９年８月からは、小学生の入院に加えて、通院に係る医療費助成を行っており

ます。 

・平成２７年度より、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）を受けた夫婦に対して、経

済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。 

   

 

 

○基本目標４ 子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり 

  

（１）仕事と子育ての両立の支援 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・産休、育休明けに希望に応じて円滑に保育施設を利用できるよう、また、育休満了時

からの利用希望に対応できるように受け入れ児童数の拡大に取り組みます。 

 ・平成２７年４月に策定された「たきざわ輝きプラン2～滝沢市男女共同参画計画～」に

基づき、男女がともに仕事と家庭などを両立できる環境づくりや「仕事と生活の調和」

の実現に向けた啓発活動を行っています。  

保護者が産休（産前・産後休業）、育休（育児休業）明けに希望に応じて円

滑に、認定こども園や幼稚園、保育所を利用できるよう、産休・育休中の保護

者に対する情報提供や相談支援を行うとともに、計画的に教育・保育の量の見

込みに対する確保の方策を講じます。 

これらの取組にあたっては、0歳児の保護者が保育所等への入所時期を考慮

して育休取得をためらったり、取得中の育休を途中で切り上げたりする状況が

あることを踏まえ、育休満了時（原則1歳到達時）からの利用を希望する保護

者が、希望時期から質の高い保育を利用できるよう配慮に努めます。 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現については、本

市では、「男女共同参画推進計画『たきざわ輝きプラン』」等に基づき、男女

がともに仕事と家庭・地域活動などを両立できる環境づくりに取り組んでいま

す。今後も県や企業等と連携して、長時間労働の是正等の働き方の見直しや、

育休や短時間勤務等を取得しやすい職場環境づくりに向けた啓発など、「仕事

と生活の調和」の実現に向けた取組の推進に努めます。 
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（２）児童虐待防止対策等の充実 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・「滝沢市児童家庭相談援助ネットワーク会議」を設置し、要保護児童の早期発見のた

めの保育・教育施設、小学校などの関係機関等との連携体制の強化や啓発活動を実施

しています。 

 ・平成2６年１月から児童福祉課内に「家庭児童相談室」の窓口を設け、家庭児童相談員

が、要保護児童の発生が懸念される家庭や、相談・見守り活動が必要な家庭に対する

支援を実施しています。 

・健康診査やその未受診者へのフォロー訪問、その他の保健指導等、地域の医療機関等

との連携により虐待予防を視点に入れた支援を実施しています。 

 ・平成３０年度健康推進課内に子育て世代包括支援センターを設置しました。児童福祉

法等の一部を改正する法律の施行により、児童虐待の発生予防として市町村は妊娠期

から子育て期までの切れ目ない支援を行うものです。乳児家庭全戸訪問事業や養育支

援事業など、必要に応じて支援プランを立て、支援することにより虐待の発生を防ぎ

ます。   

  

（３）母子・父子家庭等の自立支援の推進 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

児童虐待の発生予防と早期発見・対応のためには、地域の関係機関の連携と

情報共有が不可欠です。虐待をはじめとした要保護児童問題に関わる関係機関

の連携強化を図ります。 

今年度設置した子育て世代包括支援センターは、関係機関と連携し、妊産婦

や乳幼児の状況を継続的に把握し、必要な支援を切れ目なく提供することを目

的とします。支援を必要とする親子を早期に把握するとともに、乳幼児全戸訪

問事業等の母子保健事業や、特に支援を必要とする場合には、養育支援事業等

の適切な支援につなげていきます。 

また、児童虐待防止に関する知識の普及・啓発に取り組むとともに、虐待の

発生予防や早期発見等のため、民生委員・児童委員、ボランティア等の地域の

関係団体との連携強化を図ります。 

 

 

 

 

ひとり親の自立支援については、保育や、放課後児童健全育成事業、子育て短

期支援事業（ショートステイ）等の地域子育て支援事業の利用に際しての配慮を

はじめ、県が策定する「いわて子どもプラン」等も踏まえつつ、生活保護受給者

等自立支援促進事業等による就業支援や、子育て・生活支援、経済的支援等によ

り、総合的な自立支援に取り組みます。 
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【主な取組の状況】 

  ・平成２６年１月から母子・父子自立支援員を設置し、ひとり親が就業し、仕事と子育

てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成長でき

るよう、ひとり親家庭への総合的な支援を行っています。 

  ・平成２９年度には、高等職業訓練促進給付金の給付対象期間が最長３年へと延長され

准看護師の資格取得後に、正看護師の資格を取得するための期間についても対象にな

りました。 

 

（４）障がい児療育支援事業の充実 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の状況】 

 ・幼児ことばの教室において、ことば等の発達に課題がみられる就学前の児童を対象に

適切な指導、助言をすることにより児童の健全な発育を支援しています。（平成29

年度23人） 

 ・巡回指導を希望する障がい児がいる保育所等を訪問し、個々の障がい児の状況に応じ

た保育者への指導、助言を行い、障がい児の健全な成長･発達に向けて支援体制の充実

を図っています。（平成29年度17園、延べ165人） 

 ・複数（2人以上4人以下）の障がい児を受け入れ、これに対応するための職員を新規に

雇い入れた放課後児童クラブについては、障がい児の受け入れ体制の促進のため、国

加算額の1/4の額を「複数障がい児加算」として市単独で加算しています。 

特別な支援が必要な子どもへの支援については、「第５期滝沢市障がい福祉

計画」「第１期滝沢市障がい児福祉計画」に基づき、学校卒業までの成長段階

に応じた療育や保育・教育の推進を図ります。 

また、発達段階に応じて切れ目なく保健・医療・福祉、教育等の必要な支援

が受けられるよう、関係機関等との連携強化を図ります。 

就学前の教育・保育、子育て支援に関しては、認定こども園や幼稚園、保育

所等の教育・保育施設での障がい児受け入れを促進するため、職員体制の充実・

資質向上や、障がい児保育巡回指導など保育所等訪問支援による受け入れ後の

フォロー体制の充実などに取り組みます。あわせて、放課後児童健全育成事業

についても障がい児の受け入れや配慮に努めます。 

 


