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平成２９年度第１回袖ケ浦市子ども･子育て支援会議 

 

 

１ 開催日時   平成２９年６月３０日（金） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所   市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

委員長 片倉 憲太郎 委 員 神﨑 保 

副委員長 柳瀬 芳枝 委 員 和田 操 

委 員 中山 惠美子 委 員 大熊 賢滋 

委 員 小熊 良 委 員 千貫 啓太 

委 員 高橋 広幸 委 員 寺田 陽一 

委 員 小林 清子 委 員 伊藤 桂子 

委 員 福島 桜子 委 員 中島 友子 

委 員 進藤 節子 委 員 阿蘇 由紀子 

委 員 弘中 邦典   

 

４ 欠席委員 

委 員 佐藤 ちひろ 委 員 田中 直子 

委 員 小貫 篤史   

 

５ 出席職員 

福祉部長 宮嶋 亮二 

子育て支援課長 今関 磨美 

子育て支援課副課長（子育て環境推進班長事務取扱） 竹川 義治 

子育て支援課こども家庭班長 今村 豪 

子育て支援課子育て環境推進班 副主査 巽 浩二郎 

子育て支援課子育て環境推進班 主任主事 川島 秀之 

保育課長 高浦 正充 

保育課保育班長 勝畑 孝光 

健康推進課上席保健師（すこやか親子班長） 茂木 敬子 

学校教育課副参事（指導班長事務取扱） 鈴木 大介 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員   ５人 

傍聴人数   ２人 

 

７ 議題 

（１）子育て支援施策について 

（２）その他 
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８ 議事 

 

１ 開 会  

 

２ 委嘱状交付  

※市長より名簿順に委嘱状を交付 

 

３ 市長挨拶  

 ※市長より挨拶・市長退席 

 

４ 出席者紹介  

※各委員自己紹介・事務局職員紹介 

 

５ 委員長及び副委員長の選出  

事務局 

それでは、委員長及び副委員長の選出に入らせていただきます。 

袖ケ浦市子ども・子育て支援会議条例第５条では、委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互

選により定めることとなっております。選出にあたりまして、宮嶋福祉部長より進行役を務めさせ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

※異議なしの声 

 

それでは宮嶋福祉部長、進行をお願いします。 

 

宮嶋福祉部長 

それでは袖ケ浦市子ども・子育て支援会議の委員長・副委員長の選出を行いたいと思いますが、

その前に、当会議の概要、目的等について、事務局から説明申し上げます。 

 

事務局 

それでは当会議の目的、概要等について説明させていただきます。お配りしております「袖ケ浦

市子ども・子育て支援会議条例」をご覧ください。 

当会議の設置については、条例第１条において、本市における子ども・子育て支援に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、袖

ケ浦市子ども・子育て支援会議を置くこととしております。 

所掌事務につきましては、条例第２条において、次に掲げる事務を処理するものとしております。

(1)特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。(2)特定地域型保育

事業の利用定員の設定に関して審議し意見を述べること。(3)市町村子ども・子育て支援事業計画

に関して審議し、意見を述べること。(4)次世代育成支援対策推進法の規定に基づく市町村行動計

画に関して審議し、意見を述べること。(5)本市における子ども・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し、意見を述べること。 

以上となります。 

 

宮嶋福祉部長 

所掌事務の(1)に特定教育・保育施設とありますが、これは保育所等のことで、(2)にある利用定

員を会議でご確認いただくということがございます。これは今年度予定をしておりまして、後程詳
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細を説明させていただきます。また、事前にお配りしている「子育て応援プラン」は、ここに書い

ている計画のことでございます。その設定に当たりましても、ご意見をいただくということがござ

います。個別の事業に関しても、逐次紹介、説明をしまして、その推進状況についてご意見をいた

だくという内容になっております。 

これらについて何かご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それではこの会議の委員長と副委員長の選出ですが、先程の説明にもありましたとおり、委員の

互選により決定します。まず委員長の互選に入らせていただきます。立候補、推薦等を含めて何か

ご意見等がございましたらお願いします。 

はい、大熊委員お願いします。 

 

大熊委員 

意見になりますが、子ども・子育て支援事業計画の策定時から、委員長としてご活躍いただきま

した長浦保育園園長の片倉憲太郎委員に委員長をお願いしてはいかがでしょうか。 

 

宮嶋福祉部長 

今、片倉委員にお願いしてはどうかというご推薦の意見がありましたが、他にご意見やご推薦、

立候補がございますか。 

それでは、片倉委員を委員長とすることについてお諮りしたいと思います。皆様いかがでしょう

か。 

 

※異議なしの声 

 

宮嶋福祉部長 

ありがとうございます。 

片倉委員、ご承諾いただけますでしょうか。 

 

片倉委員 

はい。 

 

宮嶋福祉部長 

ありがとうございます。 

それでは、委員長につきましては片倉憲太郎委員にお願いしたいと存じます。 

続きまして副委員長の互選ですが、立候補、ご推薦等ありましたらお願いします。はい、小林委

員、お願いします。 

 

小林委員 

民生委員児童委員の柳瀬委員とお仕事をさせていただいておりますが、大変経験が豊かで、副委

員長にふさわし方と思いますので、推薦させていただきます。 

 

宮嶋福祉部長 

ありがとうございます。 

ただ今、民生委員児童委員を務められている柳瀬委員をご推薦いただきました。他に立候補や推

薦等はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは柳瀬委員に副委員長をお願いすることについてお諮りしますがいかがでしょうか。 
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※異議なしの声 

 

宮嶋福祉部長 

ありがとうございます。 

柳瀬委員、ご承諾いただけますでしょうか。 

 

柳瀬委員 

はい。 

 

宮嶋福祉部長 

ありがとうございます。 

それでは、副委員長につきましては柳瀬委員にお願いしたいと存じます。 

委員長、副委員長が選出されましたので、進行役の任を解かせていただきます。 

 

事務局 

それでは、委員長、副委員長は、所定の席へご移動くださるようお願いいたします。 

 

 委員長、副委員長挨拶  

※委員長、副委員長より挨拶 

 

６ 議 題  

（１）子育て支援施策について  

 ※事務局から資料により説明 

 

【 質疑・応答 】 

 

 片倉議長 

ただ今、事務局から子育て支援施策について説明がありました。 

ただ今の内容について、ご意見、ご質問があれば、お願いいたします。 

子育て世代総合支援センターや産前産後ヘルパーといった新しい施策があります。また認可保育

園と認定こども園の開設もあります。子どもを取り巻く環境について市では整備を進めている状況

です。そのような中でもご意見があればお受けいたします。 

はい、事務局お願いします。 

 

 事務局 

議題が４項目一括の説明で恐縮でした。１はこれまでの少子化対策の国の取組ということで、結

論としては平成２７年度は新しい制度ができたというのが趣旨です。以前は保育所、幼稚園といえ

ばその１種類のみでしたが、それが小規模保育や家庭的保育といった小規模の施設による保育事業

も可能になりました。大きく変わりましたのは、これまで保育所、幼稚園に入る際には入所の申し

込みをいただくだけでしたが、先程「認定」という説明がありましたが、認定を受けて保育所、幼

稚園をご利用いただくようになったということです。ただし、市内にある私立幼稚園２園につきま

してはこの制度に移行しないという意思表示をしていただいておりますので、直接の申し込みがで

きます。市立幼稚園につきましては、この認定をお受けいただくというのが１の流れです。２、３、

４につきましては、市の子育て施策が、この新制度等の内容も含めて計画を策定しているという説

明でした。その計画も、２本の計画を合わせて１本にしているということです。その中で、例えば



 5 

先程駅舎の改修の説明がありましたが、これによってエレベーターができ、乳母車をご利用の母親

も駅の利用がしやすくなった、そのような施策まで含めたものが子育て応援プランの次世代育成支

援行動計画の部分。またもう一つの子ども・子育て支援事業計画は、保育所の整備をどこまでやる

か、そのような内容が中心となっていて、保育ニーズに対して保育所や認定こども園等のサービス

の確保量を定めているものです。 

そういった計画の内容を駆け足でのご説明でしたが、ご感想等何かございましたらお願いいたし

ます。 

 

 片倉議長 

 委員の皆様いかがでしょうか。 

 はい、小熊委員。 

 

小熊委員 

 部分的なことになりますが、病後児保育の具体的な定員や医師・病院との連携についてご説明お

願いします。 

 

片倉議長 

定員等の内容ですね。お願いします。 

 

事務局 

病後児保育は１日にお預かりできる定員は４名程度、病時期から快復期に至っているおり、急な

病状変化がないお子様を病院等と連携しながらお預かりしています。実施施設は、長浦保育園です。

また、６月からは大空保育園で病児保育が始まっています。 

 

小熊委員 

２施設で１０名弱ということですね。 

 

事務局 

そうですね。１０名まで行かず、７名程度ということです。 

 

事務局 

病後児保育もありますが、６月から始まった病児保育は、感染性が強い病状ではお預かりできま

せんが、そうでない場合は医師の診断で園でお預かりできるというものです。 

 

小熊委員 

病児と病後児２つあるということですね。そうすると概要版の一番後ろのページの表（７）病児

保育事業とあるのは、これはこれで正しいということですか。 

 

事務局 

概要版にある病児保育事業というのは、病児保育、病後児保育の２つを含んでおります。 

 

小熊委員 

わかりました。ありがとうございました。 
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片倉議長 

元々病後児保育をスタートした時には、快復期のお子さんの利用が中心でした。病児の場合は、

医療行為が発生しているお子さんで、保護者の方がどうしても仕事に行かなければならない場合に、

緊急に保育するという形になります。ただし、伝染疾患の場合は、定員を制限する場合もあります。 

他にございますか。 

 

小林委員 

先日学童に伺った時に、お母さんの仕事が東京方面でも袖ケ浦は保育園が充実していて、すぐに

子どもを預けられるけれども、例えば子どもが病気になった時に、東京からだとすぐに帰れない。

その方は親戚等が近くにいないということで、そういう場合は保育園の延長保育で何時頃まで預か

っていただけるのかということと、私は特別支援に関わってきたんですが、市でそういうお子さん

を保育園や幼稚園でどの程度の子どもまで預かって、その子に合った教育をしていただけるのかお

聞きしたいです。 

 

片倉議長 

はい、延長保育の内容ということで、お願いします。 

 

事務局 

まず延長保育については、公立と私立でそれぞれ少し時間が異なっておりますが、基本的には公

立ですと午後７時まで、ただし吉野田保育所については午後７時半まで。私立ですと、午後７時ま

でであったり、午後９時まで預かっていただくところもあります。病気で熱が出たりして、保護者

の方に連絡が中々取れないというような場合には保育所で時間まで預かることもあります。 

 

小林委員 

障害を持ったお子さんの受け入れの相談があれば、市役所でこういうところがありますよと紹介

いただけるのでしょうか。 

 

事務局 

基本的に障害をお持ちの方を区別はしていませんので、希望者の申請により調整を行います。実

際各園数名ずつ、いないところもありますが、受け入れしております。 

 

事務局 

病気のお子様の預かりですが、お子様の具合が悪くなったときには通院も必要になると思います

ので、大変申し訳ないのですが、できれば保護者の方にお越しいただくという連絡をさせていただ

きます。制度的には保護者の方にお迎えに来ていただくという内容になっておりますが、どうして

も来られないという場合には、園の中でお待ちするとか、保護者の方と相談の上通院するというこ

ともありますが、基本的には保護者の方がいらっしゃらない中での、通院、医療行為というのは中々

問題もありますので、まずはお迎えに来ていただくというお願いをします。必ずしも延長保育でお

預かりをしているものではありませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 

片倉議長 

病後児の場合は、あくまでもお子さんが体調を崩しているという場合になりますが、長浦保育園

ではただお子さんを休めるだけでなく、看護師が必ず付き添います。保護者の方が仕事で迎えに来

られないという場合は、看護師が付き添いで病院に連れて行き、その内容は保護者に報告していま

す。今話されたように、なるべく早めにお迎えに来ていただけるのが一番良いのですが、それまで
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は、看護師、保育士が携わって保育しておりますので、安心していただける状況かと思います。 

他にございますか。はい、阿蘇委員。 

 

阿蘇委員 

こども園が来年の４月に開園し、今井幼稚園が閉園するということですが、お子さんをそちらに

通わせたかったという母親もいまして、中川幼稚園が公立で１箇所になってしまったときに、昭和

地区等距離があるご家庭の方でも通いたいという方もいらっしゃると思います。その送迎バスはど

うなっているのか教えていただけますでしょうか。 

 

事務局 

送迎バスについては、今必要な台数等を精査していくところで、これから公立幼稚園統合に向け

ての準備の中で、バスの利用台数等必要なところへ配車できるように検討を進めていきたいと考え

ております。 

 

阿蘇委員 

市内であれば送迎バスは利用可能ということでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

そのように考えております。ただし、小さなお子さんの利用ですので、乗車の時間も含めて検討

しているところです。 

 

片倉議長 

よろしいでしょうか。 

他にありますか。はい、進藤委員。 

 

進藤委員 

意見ではなくお願いになりますが、そでがうらこども館では利用者がかなり増えてきております

が、お母さん方からは「認定こども園ができるけど、どんな施設なの？」というご質問が多くあり

ます。広報やちらし等で市民の方々にお知らせはしておりますが、やはりまだまだ不足していると

感じます。お母さん方は育休中に利用されている方がかなりいらっしゃいます。その中で、情報の

出所はわかりませんが、保育所は１歳児の入所は難しいけど、０歳児であれば入れるということが

話に出てくることが多くあります。そうすると、認定こども園でも保育をお願いしたいという方が

ますます多くなってくる。そこで保育所と認定こども園ではどう違うのか、という疑問があったり

しますので、そういった内容をもう少しわかりやすく皆様にお知らせできたら良いのかなと思いま

す。 

 

事務局 

ご意見ありがとうございます。認定こども園につきましては、袖ケ浦市としては今回初めてとい

うことで、今お話いただきましたとおり、中々わからないという方もいらっしゃると思います。こ

のこども園は、従来の保育所と幼稚園の機能を併せ持った施設になります。保育所は、ご両親が仕

事等で家庭での保育が難しい場合に、入所できるものです。幼稚園はそのような家庭でなくとも利

用できますが、このように、家庭の事情によって預ける施設が別々というのが、これからの時代に

沿うものなのかということがあります。また例えば、仕事があって保育所を利用していたけれども、

仕事を辞めて保育所が利用できなくなった場合、こども園であれば幼稚園部分で引き続き同じ施設

に通えるというメリットもあります。このような内容は、昨年度中も説明会や広報に掲載してはお
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りますが、来年度４月開設ということで、ご質問等がかなり多くなっているというのは承知してい

るところです。ですので、今年９月を目途に事業者から説明会を開催する予定であるということを

聞いておりますので、またお問い合わせ等ありましたら、そのような予定があるということをお伝

えいただければと思います。 

 

片倉議長 

認定こども園の場合は他の幼稚園と保育園の違いの中にも、認定を受けなればならないというこ

とが有ります。入園は園との直接契約になりますが、認定こども園の場合は市の認定を受けるとい

う作業が入ります。後は今事務局から説明があったように、保育園と幼稚園の機能を併せ持ってい

るというのが大筋の内容になります。 

他にございますか。はい、中島委員。 

 

中島委員 

認定こども園の質問に引き続きますが、幼保兼ね備えた施設ということですが、それぞれどちら

に申請するかということで、入園先が決まると思います。その際、保育所に通う時に利用料が計算

されると思いますが、その点に関して幼稚園部分に通われるお子さんと保育園部分に通われるお子

さんに違いはありますか。 

 

事務局 

 認定こども園の幼稚園部分、いわゆる１号認定保育料も、保育部分の２号・３号についても、保

護者の所得に応じて保育料が決まってまいります。 

 

中島委員 

幼稚園部分の利用時間については、現在幼稚園に通われているお子さんが帰ってくるような時間

に帰されるということでしょうか。 

 

事務局 

 こちらは事業者との話になるかと思いますが、基本的にはそのようになると思います。 

 

片倉議長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。はい、伊藤委員。 

 

 伊藤委員 

 続けてこども園についてお話を伺いますが、幼稚園部分と保育所部分は、こども園の中でくっき

り分かれた形になるのか、それとも年代によって統合されて教育されていくのか、教えてください。 

 

事務局 

 本日こども園に関する資料をご用意しておりませんので、分かりにくくて申し訳ございませんが、 

今年度、こども園の認可に向けての手続き等もございますので、今後の会議の予定の中で、ご説明

させていただいて、ご意見をいただきたいと思っております。 

 ただ今のご質問についてですが、年齢ごとのお話をさせていただきますと、まず０歳から２歳ま

でのお子さんは保育しかなく、幼児教育の部分はございません。専門用語で恐縮ですが、先程から

認定という言葉が出ております。この認定について、１号認定、２号認定、３号認定と３種類あり

まして、この内の３号認定に当たります。３号認定は０歳から２歳のお子さんで、保育を必要とす
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る方になります。１号認定、２号認定については、３歳から５歳のお子さんで、その内幼児教育の

み必要とする方が１号認定、保育を必要とする方が２号認定を受けていただき、お子さんを預けて

いただくということになります。お預かりする形態については、３号については、これは保育しか

ないので、通常の保育園と同じような形でお預かりしていただいて、１号と２号については、お子

さんは一緒にお預かりする形になります。１号のお子さんだけの教室、２号のお子さんだけの教室

という分け方はしません。人数が多くなるとクラス分けをしなければならないので、クラスは複数

に分かれることになりますが、その一つのクラスの中に１号のお子さんもいれば２号のお子さんも

いるという形で、同じ教育・保育が受けられる、同じカリキュラムで受けていただく形になります。

ただし、先程もお話にありましたが、お預かりする時間については、１号の方は通常の幼稚園と同

じ時間になりますので、お早めにお帰りいただくということはあります。その後、２号のお子さん

は通常の保育と同じ形で保護者の方がお迎えに来るまでお預かりするという形になります。 

 

片倉議長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。それでは意見がないようですので、子ども・子育て支援施策についての議題

を終了いたします。 

 

（２）その他  

※事務局から資料により平成２９年度の会議予定、ファミリーサポートセンターの提供会員の募

集について説明 

 

【 質疑・応答 】 

片倉議長 

ありがとうございました。 

 事務局からは以上でよろしいですか。 

 委員の皆様からその他ということで何かあればお願いします。はい、小熊委員。 

 

小熊委員 

ファミリーサポートセンターの件ですが、提供会員と利用会員の需給のバランスは、袖ケ浦市の

現状はいかがでしょうか。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

提供会員の方が現在３４名程度、提供と利用の両方の会員の方が１０名程度、それ以外の利用の

みの会員の方が１５０名程度でございましては、今現在は何とか援助できている状況ですが、利用

したい会員に比べまして、提供会員が固定化して中々新規加入が難しいということがありまして、

今様々なところで周知させていただいております。利用会員の方は子育ての状況の中で核家族であ

ったりとか、大変であるという声を聞いておりますが、ファミリーサポートセンターでは、特に昭

和地区や長浦地区の方に利用会員として多くお申込みいただいているところです。市としましては

利用希望に対して、提供会員を様々なところで募らせていただきまして、スムーズにサービスを提

供させていただきたいということで、ご案内させていただいております。 
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片倉議長  

他にありますか。ないようですので、その他の議題を終了します。 

今日は新しい委員の皆様に来ていただきまして、最初の会議ということになりましたが、思った

以上に新委員の皆様にもご発言いただくことができました。本日は、皆様の貴重なご意見をいただ

き、ありがとうございました。 

以上をもちまして進行を事務局に戻します。 

 

７ 閉 会  



平成２９年度第１回 

袖ケ浦市子ども・子育て支援会議次第 

 

 

日時 平成２９年６月３０日（金） 

午前１０時から 

場所 市役所旧館３階大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 出席者紹介 

 

５ 委員長及び副委員長の選出 

 

６ 議 題 

 

 （１）子育て支援施策について 

 

 （２）その他 

 

７ 閉 会 



６ 議 題 

（１）子育て支援施策について

１．これまでの国の少子化対策の取組み 

２．袖ケ浦市子育て応援プランの概要について 

３．子ども・子育て支援事業計画における 
  教育・保育サービスの量の見込みと確保方策 

４．応援プラン策定後のこれまでの取組事業 
について 

1 

資料 



１．これまでの国の少子化対策の取組み 

2 



3 

１．これまでの国の少子化対策の取組み 

資料：内閣府 平成２８年版少子化社会対策白書より 



4 

「子ども・子育て関連３法」の趣旨と主なポイント 

＜趣 旨＞ 

 ○ 「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、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する。 

＜主なねらい＞ 

 ○ 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 

＜主なポイント＞ 

 ○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小 

   規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

 ○ 認定こども園制度の改善 

 ○ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（＝利用者支援、地域子育て支援拠点、 

   放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実 

＜幼児期の学校教育・保育、地域の子ども子育て支援に共通の仕組み＞ 

 ○ 基礎自治体である市町村が実施主体 

 ○ 社会全体による費用負担 

 ○ 政府の推進体制の整備 

 ○ 子ども・子育て会議の設置 

袖ケ浦市子育て応援プラン Ｐ4 より 



5 

子ども・子育て支援新制度の体系（Ｈ27～） 

資料：内閣府資料 



6 

子ども・子育て支援新制度の主なポイント 

資料：内閣府資料 

地域の実情に応じた 
子育て支援の展開 



7 

地方版子ども・子育て支援会議の役割について 

資料：内閣府資料 



２．袖ケ浦市子育て応援プランの概要について 

8 



○新制度では、子育てに関わる課題の解決に向け
て様々な取り組みを進めていくことを念頭に置
き、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業
の提供体制の確保などに関する「子ども・子
育て支援事業計画」を定めることとされてい
ます。 

 

 ■計画策定の趣旨 

9 

○計画策定にあたって 

○平成２４年８月に「子ども・子育て支援法」
などの「子ども・子育て関連３法」が成立し、
「子ども・子育て支援新制度」の枠組みが示
されました。 

子育て応援プラン概要版 Ｐ1 



 ■計画の期間 

10 

「次世代育成支援対策推進法」及び「子ども・
子育て支援法」により５年を一期として策定す
るものとされています。本計画の計画期間は、
平成２７年度から平成３１年度までの５年間と
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 

平成 

３３年度 

平成 

３４年度 

平成 

３５年度 

平成 

３６年度 

                    

子育て応援プラン概要版 Ｐ1 
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袖ケ浦市子育て応援プラン 

次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援計画 

位置づけ 

次世代育成支援対策を１０年
間集中的・計画的に推進する
ための計画（※平成２６年度
に１０年間期限延長決定） 

幼児期の教育・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子ども・
子育て支援法に基づく業務の
円滑な実施に関する計画 

内容 

１８歳未満程度までの子ども
を対象とする、子育て支援・
母子保健・教育・住宅等を含
む広範な政策 

基本的に就学前の子どもと小
学生を対象にし、教育・保育
提供区域ごとの幼児教育・保
育の各事業の見込み量とその
確保方策等について定める 

 ■計画の位置づけ 子育て応援プラン概要版 Ｐ1 



 ■計画の位置づけ 

12 

「子ども・子育て支援事業計画」は法律により
策定が必須のものとなっていますが、子ども・
子育て支援法が示す範囲としては十分に子ど
も・子育て分野をカバーできないことなどから、
次世代育成支援行動計画についても同計画に内
包するものとします。 

子育て応援プラン概要版 Ｐ1 



 ■人口推移と今後の推計 

13 

○袖ケ浦市の現況 

○袖ケ浦市の人口は、６万人を超えて推移を続けて
います。 

○今後の推計においては袖ケ浦駅海側特定土地区画
整理事業に伴う社会増を見込み、平成３１年度に
は６４，０５７人と推計しました。 

 （※Ｈ26年度計画策定時の推計） 

  年齢区分（単位：人） 平成26年度 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 

０歳 503 462 511 510 459 457 

１～２歳 1,044 1,096 1,046 1,059 1,012 1,007 

３～５歳 1,669 1,600 1,663 1,658 1,737 1,682 

６～１１歳 3,412 3,403 3,411 3,421 3,531 3,569 

１２～１４歳 1,840 1,847 1,794 1,757 1,719 1,774 

１５～１７歳 1,877 1,835 1,855 1,845 1,903 1,859 

１８～６４歳 37,343 36,780 36,434 36,146 36,520 36,557 

６５歳以上 14,207 14,904 15,433 15,994 16,705 17,152 

合 計 61,895 61,927 62,147 62,390 63,586 64,057 

実 績 推 計 

子育て応援プラン概要版 Ｐ2 



 ■これまでの子ども・子育て分野での 
  市の取り組み 

14 

 ○１８歳未満程度までの子どもを対象とする、
子育て支援・母子保健・教育・住宅等を含む
広範な政策についての計画です。 

 ○本市における次世代育成支援行動計画は、平
成１７年度よりスタートしました。 

 ○これまで取り組んできた子ども・子育て分野
の事業を今後も円滑に継続して実施していく
ため、子ども・子育て支援法に基づきつつ、
前計画を引き継いで、子育ての中核をなすも
のとして新計画を策定しました。 

○次世代育成支援行動計画の概要 

 

子育て応援プラン概要版 Ｐ2 



 ■施策の体系 

15 

【基本理念】「自立と協働」 

－子どもとその家庭、それを支える地域の人々の笑顔のかがやくまちをめざして－ 

＜基本方針＞ 
（１）結婚・出産・子育てが、持続可能な社会実現のため重要な価値を持つものであることを、 

   地域住民が共通して認識するまちを目指します。  

（２）家庭・地域・行政が一体で少子化対策に取り組み、活力ある地域社会を目指します。  

（３）子育て、子育ち環境のさらなる向上に努めます。  

（４）子どもと親がともに育ちあう場の充実に努めます。 

（５）子どもの人権を尊重し、子どもの幸せを第一に考えます。  

（６）利用者の視点に立った子育て情報の提供を行い、相談に応じます。  

（７）子育てが終わった後も住み続けたいと思える、トータルバランスの優れたまちを目指します。 

＜計画の重点事業＞ 
（１）地域の実情に応じた教育・保育サービスの提供と保育所待機児童の解消 

（２）認定こども園化の推進 

（３）放課後児童クラブの適正化 

（４）子ども・子育て家庭の交流の場、協働の場の充実 

（５）子育て情報提供の充実と相談機能強化 

（６）子育て支援ネットワークの推進 

（７）家庭・地域の教育力の向上 

【基本目標Ⅰ～ Ⅶ 】 

子育て応援プラン概要版 Ｐ3・4 



 ■施策の体系 
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【基本理念】 

＜計画の重点事業＞ 

＜基本方針＞ 

【基本目標Ⅰ】地域における子育ての支援 

【基本目標Ⅲ】子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

【基本目標Ⅱ】母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

       ※平成２９年１月の計画の一部変更で、「子育て世代包括支援事業」と「産前産 
            後ヘルパー派遣事業」を新規事業として計画に位置付け 

【基本目標Ⅳ】子育てを支援する生活環境の整備 

【基本目標Ⅴ】職業生活と家庭生活との両立の支援 

【基本目標Ⅵ】子どもの安全の確保 

【基本目標Ⅶ】要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

子育て応援プラン概要版 Ｐ3・4 



 ■計画の一部変更による新規事業の位置づけ 

【基本目標Ⅱ 】母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

１ 切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 

新規事業名 事業内容 

子育て世代包括支援事業 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健
や育児に関する不安の解消を図るとともに、
教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円
滑に利用できるよう、専門職員等がきめ細や
かに相談支援を行います。 

産前産後ヘルパー派遣事業 

家族等から十分な家事・育児などの援助が受
けられない母親が安心して子育てできるよう、
産前産後において有償のヘルパー派遣サービ
スを提供します。 

子育て応援プラン 一部変更 Ｐ51 

17 



18 

 基本的に就学前の子どもと小学生を対象にし、教
育・保育提供区域ごとの幼児教育・保育の各事業の
見込み量とその確保方策等について定める計画です。 

○子ども・子育て支援事業計画の概要 

 

子育て支援事業の量の見込み 
ニーズ量 を算出 

確保方策 

年度ごとに数値を示す 

もう一つの計画 

平成２９年１月
に見直しを実施 

子育て応援プラン概要版 Ｐ5 



 ■子ども・子育てニーズ調査 

19 

○「子ども・子育て支援事業計画」の策定に必
要な情報を得るため、市の現状と今後の子ど
も・子育て支援における課題を整理すること
を目的としたアンケート形式によるニーズ調
査を実施。 

○対象は、平成２５年１１月から１２月にかけ
て、市内の就学前児童のいる世帯 

 ２，０００世帯を対象に実施。 

 回収  １，１０８世帯 

 回収率 ５５．４％。 

子育て応援プラン概要版 Ｐ5 



 ■教育・保育提供区域の設定 

20 

 ニーズ調査・人口推計⇒「量の見込み」 

平川地区 

子育て応援プラン概要版 Ｐ5 



 ■子ども・子育て支援事業計画に 
  定めるサービス 

21 

子ども・子育て支援事業計画では、以下のサービスについて「量の見込み」を行いました。 

子育て応援プラン概要版 Ｐ6 

国で定める対象事業 市で該当する事業 

■教育・保育の量の見込み 

教育標準時間認定 １号認定 幼稚園（認定こども園） 

保育認定①（※） 
２号認定 

幼稚園（認定こども園） 

保育認定② 保育所（園）（認定こども園） 

保育認定③ ３号認定 保育所（園）（認定こども園）、地域型保育 

■地域子ども・子育て支援事業 

時間外保育事業 延長保育事業 

放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ 

子育て短期支援事業 ショートステイ（トワイライトステイ） 

地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター、なかよし広場・園庭開放 

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 

幼稚園で実施している「預かり保育」 

一時預かり事業 
・その他 

保育所（園）で実施している「一時的保育」・「休日保育」、 
「ファミリー・サポート・センター」のうち５歳以下の利用 

病児保育事業 病後児保育「マミー」 

子育て援助活動支援事業 「ファミリー・サポート・センター」（小学生以上） 

利用者支援事業 利用者支援事業 

妊婦に対する健康診査 妊婦健康診査 

乳幼児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等 乳幼児家庭全戸訪問事業 

（※幼児期の学校教育のニーズが強いと推定されるもの） 



３．子ども・子育て支援事業計画における 

  教育・保育サービスの量の見込みと確保方策 

22 



（１）幼児期の学校教育・保育 

23 

○教育・保育サービスの量の見込みと 

 確保方策 

 

認定区分 給付内容 施設・事業 

○１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前子ども 
（保育の必要性なし） 

教育標準時間 
幼稚園 
認定こども園 

○２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた 
就学前子ども（保育を必要とする子ども） 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所（園） 
認定こども園 

○３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた 
就学前子ども（保育を必要とする子ども） 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所（園） 
認定こども園 
小規模保育等 

子育て応援プラン Ｐ88 



■地区別の施設（平成２９年度） 

24 

地
区 

幼稚園 保育所（園） 地域型保育 認可外保育施設 

昭
和 

・市立今井幼稚園 
・市立福王台保育所 
・私立昭和保育園 
・私立大空保育園 

・みらいっ子るーむ 

長
浦 

・私立袖ケ浦桜ヶ丘 
 幼稚園 
・私立蔵波台さつき 
 幼稚園 

・市立久保田保育所 
・私立長浦保育園 
・私立白ゆり保育園 

・みどりの風保育園 

・房総ヤクルト販売 
 長浦センター（長 
 浦保育室） 
・すみかキッズちば 
・キッズガーデンひ 
 まわり保育園 

根
形 

  ・市立根形保育所   

平
川 

・市立中川幼稚園 
・市立平川保育所 
・市立吉野田保育所 

  

子育て応援プラン Ｐ88 
（時点修正） 



■幼稚園の利用実績（５月１日時点） 

25 

（２）これまでの実績 

子育て応援プラン Ｐ89 
（時点修正） 

地区 名 称 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

入園 定員 入所率 入園 定員 入所率 入園 定員 入所率 

昭和 市立今井幼稚園 188 210 89.5% 175 210 83.3% 157 210 74.8% 

平川 市立中川幼稚園 91 210 43.3% 82 210 39.0% 74 210 35.2% 

合計（市立幼稚園） 279 420 66.4% 257 420 61.2% 231 420 55.0% 

長浦 私立袖ケ浦桜ヶ丘幼稚園 169 200 84.5% 166 200 83.0% 169 200 84.5% 

長浦 私立蔵波台さつき幼稚園 257 340 75.6% 245 340 72.1% 242 340 71.2% 

合計（私立幼稚園） 426 540 78.9% 411 540 76.1% 411 540 76.1% 

市内幼稚園 合計 705 960 73.4% 668 960 69.6% 642 960 66.9% 

※私立幼稚園の入園者数は市外からの入園者数も含まれています。 



■保育所（園）の利用実績（４月１日時点） 
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地区 名 称 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

入所 定員 入所率 入所 定員 入所率 入所 定員 入所率 

昭和 市立福王台保育所 138 120 115.0% 123 120 102.5% 126 120 105.0% 

長浦 市立久保田保育所 11６ 120 96.7% 114 120 95.0% 126 120 105.0% 

根形 市立根形保育所 110 90 122.2% 109 120 90.8% 101 120 84.2% 

平川 市立平川保育所 73 90 81.1% 73 90 81.1% 70 90 77.8% 

平川 市立吉野田保育所 70 90 77.8% 74 90 82.2% 73 90 81.1% 

 合計（市立保育所） 507 510 99.4% 493 540 91.3% 496 540 91.9% 

昭和 私立昭和保育園 103 90 114.4% 101 90 112.2% 106 90 117.8% 

昭和 私立大空保育園 － － － 91 120 75.8% 132 120 110.0% 

長浦 私立長浦保育園 153 130 117.7% 150 130 115.4% 142 130 109.2% 

長浦 私立白ゆり保育園 149 120 124.2% 146 120 121.7% 142 1２0 118.3% 

 合計（私立保育園） 405 340 119.1% 488 460 106.1% 522 4６0 113.5% 

 市内保育所（園） 合計 912 850 107.3% 854 1,000 85.4% 1,018 1,000 101.8% 

子育て応援プラン Ｐ89 （時点修正） 

※入園者数は市外からの入園者数も含まれています。 



■教育・保育サービスの提供イメージ 
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認定 施設 地区 施設名 定員 
地区別 
施設別 
合計 

施設別 
合計 

１号認定 
２号認定 

の一部 
幼稚園 

昭和 市立今井幼稚園 210 210 

960 
長浦 私立袖ケ浦桜ヶ丘幼稚園 200 

540 
長浦 私立蔵波台さつき幼稚園 340 

平川 市立中川幼稚園 210 210 

２号認定 
３号認定 

保育所（園） 

昭和 市立福王台保育所 120 

330 

1030 

昭和 私立昭和保育園 90 

昭和 私立大空保育園 120 

長浦 市立久保田保育所 120 

400 長浦 私立長浦保育園 130 

長浦 私立白ゆり保育園 150 

根形 市立根形保育所 120 120 

平川 市立平川保育所 90 
180 

平川 市立吉野田保育所 90 

３号認定 
（地域型保

育） 

小規模保育 長浦 私立みどりの風保育園 19 
24 

家庭的保育 昭和 みらいっ子るーむ  5 

子育て応援プラン Ｐ90 （時点修正） 定員は平成２９年度のもの  単位：人 



■ニーズ量の見込みとサービス提供のための確保方策 
 （市全体） 

平成３１年度 

①ニーズ量の見込み（市全体） 
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単位：人 

②見込みと確保方策について（市全体） 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

ニーズ量（Ａ）  53 388 806 163 607 

確保方策合計（Ｂ）  127 425 821 840 

差 （Ｂ－Ａ） 74 37 15 70 

子育て応援プラン 一部変更 Ｐ92・93 

  

０歳 １～２歳 ３～５歳 

３号認定 ２号認定 １号認定 

保育の必要性有 保育の必要性有 
幼児期の学校教育
の利用希望が強い 

学校教育のみ 

平成２９年度 56 409 760 165 614 

平成３０年度 53 399 783 169 627 

平成３１年度 53 388 806 163 607 



■ニーズ量の見込みとサービス提供のための確保方策 
 （地区別） 

①昭和地区の見込みと確保方策 
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②長浦地区の見込みと確保方策 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定 ２号認定 １号認定 

ニーズ量（Ａ） 22 148 272 57 211 

確保方策合計（Ｂ） 55 172 277 68 251 

差 （Ｂ－Ａ） 33 24 5 11 40 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定 ２号認定 １号認定 

ニーズ量（Ａ） 25 159 318 73 276 

確保方策合計（Ｂ） 57 178 334 88 328  

差 （Ｂ－Ａ） 32 19 16 15 52 

単位：人 

子育て応援プラン 一部変更 Ｐ97・98 

平成３１年度 

平成３１年度 



③根形地区の見込みと確保方策 
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■ニーズ量の見込みとサービス提供のための確保方策 
 （地区別） 

④平川地区の見込みと確保方策 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定 ２号認定 １号認定 

ニーズ量（Ａ） 2 37 83 13 47 

確保方策合計（Ｂ） 5 35 80 15 56 

差 （Ｂ－Ａ） 3 △2 △3 2 9 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定 ２号認定 １号認定 

ニーズ量（Ａ） 4 45 133 20 73 

確保方策合計（Ｂ） 10 40 130 24 87  

差 （Ｂ－Ａ） 6 △5 △3 4 14 

子育て応援プラン 一部変更 Ｐ99・100 

平成３１年度 

平成３１年度 





４．応援プラン策定後のこれまでの取組 

  事業について 

31 
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■応援プラン策定後のこれまでの取組事業 
平成２７年度 

事業名 拡 充 内 容 

ひらかわ健康福祉支援室管
理運営事業 

平成２７年４月ひらかわ健康福祉支援室・地域包括支援ひらかわサブセン
ター開設 

病後児保育 
私立保育園１箇所 → 私立保育園２箇所 

利用人数 １．２人／日 → ２．５人／日 

待機児童解消のための保育
所等の整備 

私立大空保育園１箇所開設 
（平成２７年４月開設） 

公立根形保育所定員変更 ９０人 → １２０人 

待機児童解消のための地域
型保育事業の推進 

小規模保育事業私立みどりの風保育園１箇所開設 
（平成２８年１月開設） 

延長保育 
延長保育 公立５箇所、私立３箇所→公立５箇所、私立４箇所 

土曜延長 公立２箇所、私立３箇所→公立２箇所、私立４箇所 

「市交通バリアフリー基本
構想」での重点整備地区の
整備 

【袖ケ浦駅周辺地区】 
・駅舎及び南北自由通路が完成（H25・26・27年度3ヵ年事業） 
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■応援プラン策定後のこれまでの取組事業 

平成２８年度 

事業名 拡 充 内 容 

放課後児童クラブの環境改
善 

平成２８年４月蔵波小学校区に「子ども会館フレンドクラブ」開設 

待機児童解消のための保育
所等の整備 

私立白ゆり保育園定員変更 １２０人 → １５０人 

平成２９年度（実施済みの事業） 

事業名 拡 充 内 容 

病児保育 私立大空保育園１箇所開設（平成２９年６月開設） 

延長保育 公立吉野田保育園１箇所（平成２９年４月開始） 

子育て世代包括支援事業 子育て世代総合サポートセンター開設（平成２９年４月開設） 

産前産後ヘルパー派遣事業 平成２９年４月開始 



34 

■子育て世代総合サポートセンターの概要 

【妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の実施】 

・妊娠期から子育て期までのさまざまな支援や相談をワンストップで 

 受け付ける「子育て世代総合サポートセンター」を市役所内に開設。 



35 

■産前産後ヘルパー派遣事業の概要 

・妊娠期や産後期にあって、家族等から十分な家事や育児の援助 

 が受けられない母親等の負担軽減を目的に、日常的な家事（調 

 理・洗濯・掃除・買物）及び育児を援助するヘルパーを派遣。 



認定こども園の整備支援 

36 

■保育の確保量拡大に向けての取組（予定） 

（仮称）認定こども園まりん 

袖ケ浦駅 

市役所 

認可保育所の整備支援 

開  設 平成２９年１２月 

名  称 （仮称）みどりの丘保育園 

所 在 地  袖ケ浦市蔵波 

定  員 ９０名 

設置主体 社会福祉法人 みどりの風 

実施予定の保育サービス 

・延長保育、一時預かり等 

開  設 平成３０年４月 

名  称 （仮称）認定こども園まりん 

所 在 地  袖ケ浦駅海側土地区画整理事業 

     施行地区内 

定  員 ２４０名 

    １号認定（幼稚園部分）９０名 

    ２・３号認定（保育部分）１５０名 

設置主体 社会福祉法人 恵福祉会 

実施予定の保育サービス 

・延長保育、一時預かり、子育て支援セン 

 ター等 

土地区画整理事業区域 

（仮称）みどりの丘保育園 

県立槇の実特別支援学校 

館山自動車道 

みどりの風保育園 



質疑 
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袖ケ浦市子育て応援プラン 

概要版 

次世代育成支援行動計画 

子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年３月 

袖ケ浦市 
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■計画策定の趣旨 

国は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支

援を重点的に推進するため、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、自治体に

おいては、平成１７年３月に策定した「次世代育成支援行動計画」に引き続き、次の５年間を対象

とする「次世代育成支援後期行動計画」の策定が求められ、本市でも、平成２２年３月、『袖ケ浦

市次世代育成支援後期行動計画』を策定し、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備に

取り組んできました。 

子育てをめぐっては、家庭や地域の“子育て力”の低下など様々な課題が指摘され、平成２４年

８月には、「子ども・子育て支援法」などの「子ども・子育て関連３法」が成立し、「子ども・子育

て支援新制度」の枠組みが示されました。新制度は、子育てに関わる課題の解決に向けて様々な取

り組みを進めていくことを念頭に置き、市町村は、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の提

供体制の確保などに関する「子ども・子育て支援事業計画」を定めることとされています。 

このようなことから、「袖ケ浦市子ども・子育て支援事業計画」及び施策や事業の進捗状況等の 

確認・評価を実施するために、任意策定とされた「袖ケ浦市次世代育成支援行動計画」を策定した

ものです。 
 

■計画の期間 

「次世代育成支援対策推進法」及び「子ども・子育て支援法」により５年を一期として策定する

ものとされています。本計画の計画期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 
 

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 

平成 

３３年度 

平成 

３４年度 

平成 

３５年度 

平成 

３６年度 

          

 

■計画の位置づけ 

本計画を袖ケ浦市におけるあらゆる子育ての行政施策の中心とするものとして『子育て応援プラ

ン「袖ケ浦市次世代育成支援後期行動計画」』の後継計画として位置づけます。 

子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」は法律により策定が必須のもの

となっていますが、子ども・子育て支援法が示す範囲としては十分に子ども・子育て分野をカバー

できないこと、また、すでに前計画時より各事業の推進に対する評価による改善等がなされている

ことなどから、次世代育成支援行動計画についても同計画に内包するものとします。 

 

  

 

 

○計画策定にあたって 

 

今 回 計 画 

次 期 計 画 

 

子ども・子育て分野（平成２７年度～３１年度） 

 

 

 

 

袖ケ浦市子育て応援プラン[次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画] 

 

 

 

次世代育成支援行動計画（任意） 

（→内包） 

子ども・子育て支援事業計画（必須） 

（→内包） 
その他の 

関連計画 
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■ 人口推移と今後の推計                     

年齢区分（単位：人） 平成２６年度 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 

０歳 503 467 459 461 459 457 

１～２歳 1,044 1,103 1,044 1,019 1,012 1,007 

３～５歳 1,669 1,606 1,673 1,699 1,737 1,682 

６～１１歳 3,412 3,414 3,396 3,483 3,531 3,569 

１２～１４歳 1,840 1,839 1,780 1,785 1,719 1,774 

１５～１７歳 1,877 1,843 1,856 1,889 1,903 1,859 

１８～６４歳 37,343 36,817 36,401 36,598 36,520 36,557 

６５歳以上 14,207 14,898 15,439 16,143 16,705 17,152 

合 計 61,895 61,987 62,048 63,077 63,586 64,057 

 

袖ケ浦市の人口は、６万人を超えたあたりで推移を続けています。今後の推計においては昭和地

区の袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業に伴う社会増を見込み、平成３１年度には６４，０５７人

となることが予想されます。 

６５歳以上の人口は今後も増加が見込まれ、平成３１年度の推計では１７，１５２人と市の人口

の約２６．８％を占めることが見込まれている一方、１７歳以下の人口は社会増の見込みをあわせ

ても、１万人を超えたあたりで推移することが見込まれます。 

 

■合計特殊出生率と出生数の推移 

  平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

全 国 ・合計特殊出生率 1.37  1.37  1.39  1.39  1.41  1.43  

千葉県 ・合計特殊出生率 1.29  1.31  1.34  1.31  1.31  1.33  

袖ケ浦市・合計特殊出生率 1.40  1.37  1.38  1.33  1.46  1.45  

袖ケ浦市・出生数（人） 541  517  482  475  503  505  

 

合計特殊出生率の推移を見ると、千葉県は国全体より低い傾向が続いていますが、袖ケ浦市では

年によるばらつきは大きいものの、千葉県全体よりも高い傾向が続いており、概ね国の平均に近い

値となっています。 

 

 

 

 

■これまでの子ども・子育て分野での市の取り組み 

前計画である「次世代育成支援後期行動計画」においては、毎年、事業の推進状況を評価し、袖

ケ浦市次世代育成支援対策地域協議会での協議を経て、市民に公表してまいりました。 

現時点で最新の評価である、平成２５年度の事業の推進状況の評価については、次世代育成支援

行動計画に掲げられた全１１５事業のうち、Ａである「計画を上回って進んだ」は３事業、Ｂまた

はＣである「計画どおり」または「概ね計画どおり」は１１１事業の結果となりました。 

○袖ケ浦市の現況 

 

○次世代育成支援行動計画 
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【基本目標Ⅰ】地域における子育ての支援 

【基本目標Ⅱ】母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

■施策の体系（★は子ども・子育て支援事業計画） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】「自立と協働」 

－子どもとその家庭、それを支える地域の人々の笑顔のかがやくまちをめざして－ 

１ 地域における子育て支援サービスの充実 
★放課後児童クラブの環境改善 ひらかわ健康福祉支援室管理運営事業 

子育てポータルサイトの活用・その他子育て情報の充実 ★ファミリー・サポート・センター事業 

中学生までの子どもの医療費助成 ★病後児保育 ★病児保育 ★一時預かり事業等 ★地域子育て支援拠点事業 

★子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） すきすき絵本タイム事業 

★放課後児童健全育成事業 ★幼稚園における預かり保育 ★幼稚園関係施策 各種相談 

２ 保育サービスの充実 
★待機児童解消のための保育所等の整備 ★待機児童解消のための地域型保育事業の推進 ★通常保育 ★延長保育 

★障がい児保育 ★市立保育所、市立幼稚園の幼保連携の推進 ★認定こども園化の推進 ★私立保育園の支援  

★保育士等の資質・専門性の向上・保育基盤の強化 

 ３ 子育て支援ネットワークづくり 
地域子育て支援ネットワークの推進 青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議 

【再掲】子育てポータルサイトの活用・その他子育て情報の充実 【再掲】★ファミリー・サポート・センター事業 

 
４ 子どもの健全育成 
青少年健全育成団体への支援 放課後子供教室推進事業 ★保育所（園）の園庭開放 子どもの遊び場の適正管理等  

保育所（園）地域活動事業 青少年教育推進事業 学校体育施設開放事業 子育て支援ボランティア・ＮＰＯへの支援 

総合型地域スポーツクラブ活性化事業 【再掲】★放課後児童クラブの環境改善 【再掲】★放課後児童健全育成事業 

１ 切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 
妊娠・出産に関する安全性と快適な環境づくりの推進 妊産婦及び新生児の健康への支援  

乳幼児の生活習慣の確立と生活習慣病予防の支援 乳幼児の事故防止対策に関する啓発の強化 

予防接種の接種率向上 

２ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 
性に関する正しい知識の啓発･指導 未成年者の喫煙、飲酒、薬物乱用の防止対策等 学校教育と関係機関の連携強化 

＜基本方針＞ 
（１）結婚・出産・子育てが、持続可能な社会実現のため重要な価値を持つものであることを、 

地域住民が共通して認識するまちを目指します。  

（２）家庭・地域・行政が一体で少子化対策に取り組み、活力ある地域社会を目指します。  

（３）子育て、子育ち環境のさらなる向上に努めます。  

（４）子どもと親がともに育ちあう場の充実に努めます。 

（５）子どもの人権を尊重し、子どもの幸せを第一に考えます。  

（６）利用者の視点に立った子育て情報の提供を行い、相談に応じます。  

（７）子育てが終わった後も住み続けたいと思える、トータルバランスの優れたまちを目指します。 

３ 食育等の推進 
乳幼児の生活習慣の確立への支援強化 栄養・食生活に関する情報発信、学習や相談の場の提供 食環境の整備推進 

学童・思春期の生活習慣病予防の支援 

４ 子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 
地域での身近な子育て支援 【再掲】地域子育て支援ネットワークの推進 

＜計画の重点事業＞ 
（１）地域の実情に応じた教育・保育サービスの提供と保育所待機児童の解消 

（２）認定こども園化の推進 

（３）放課後児童クラブの適正化 

（４）子ども・子育て家庭の交流の場、協働の場の充実 

（５）子育て情報提供の充実と相談機能強化 

（６）子育て支援ネットワークの推進 

（７）家庭・地域の教育力の向上 
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【基本目標Ⅲ】子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

【基本目標Ⅳ】子育てを支援する生活環境の整備 

【基本目標Ⅴ】職業生活と家庭生活との両立の支援 

【基本目標Ⅵ】子どもの安全の確保 

【基本目標Ⅶ】要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 障がい児施策の充実 
療育支援 放課後児童健全育成事業での障がい児受入れ 通級による指導 特別支援教員活用事業  

重度心身障がい者（児）医療費等の支給 障がい児在宅福祉サービスの提供  

心身障がい児の更生施設、療護施設への入所 特別支援教育総合推進事業専門家チーム会議 巡回相談員の派遣 

【再掲】障がい児保育 

２ 母子家庭等の自立支援の推進 
 母子・父子自立支援員による母子家庭等の親に対する自立就業相談 ひとり親家庭等医療費等の助成  

母子・父子・寡婦福祉資金・母子及び寡婦生活援護資金の貸付 要保護・準要保護児童生徒に援助費の支給 

母子生活支援施設への入所 

１ 次代の親の育成 
家庭教育総合推進事業 福祉教育 

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 
国際理解教育推進事業 情報教育推進事業、ウグイスネット管理事業 小中学校基礎学力向上支援教員配置事業 

心の相談事業 スクールカウンセラー活用事業 学校音楽鑑賞教室の開催  

読書教育推進事業、学校図書館支援センター運営事業 学校評議員制度推進  

スポーツ・レクリエーションの組織充実・連携、指導者養成等 小中学校体験活動推進事業 

３ 家庭や地域の教育力の向上 
子どもを育む学校・家庭・地域連携事業 ねがたオープンキャンパス（ねこまろ） 【再掲】家庭教育総合推進事業 

【再掲】福祉教育 【再掲】★放課後児童クラブの環境改善 【再掲】★放課後児童健全育成事業  

【再掲】放課後子供教室推進事業 

４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
【再掲】情報教育推進事業、ウグイスネット管理事業 

１ 安全な道路交通環境の整備 
あんしん歩行エリアの整備 安全な道路交通環境の整備 「市交通バリアフリー基本構想」での重点整備地区の整備 

２ 安心して外出できる環境の整備 
公園・児童遊園の整備 【再掲】「市交通バリアフリー基本構想」での重点整備地区の整備 

１ 仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等 
ワークライフバランスの環境改善に向けた啓発活動 男女共同参画推進事業  

袖ケ浦市役所の特定事業主行動計画策定と運用 

２ 仕事と子育ての両立の推進 
【再掲】★放課後児童クラブの環境改善 【再掲】★病後児保育 【再掲】★病児保育 【再掲】★一時預かり事業等 

【再掲】★子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 【再掲】★放課後児童健全育成事業  

【再掲】★幼稚園における預かり保育 【再掲】★待機児童解消のための保育所等の整備  

【再掲】★待機児童解消のための地域型保育事業の推進 【再掲】★通常保育 【再掲】★延長保育 

【再掲】★障がい児保育 【再掲】★市立保育所、市立幼稚園の幼保連携の推進 【再掲】★認定こども園化の推進 

【再掲】★私立保育園の支援 

 

【再掲】★認定こども園化の推進 

                     【再掲】★私立保育園の支援 

１ 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 
交通安全教育指導事業 交通安全啓発事業 

２ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 
自主防災活動 不審者情報の提供 防犯・交通安全ボランティアへの支援 各種パトロール 各種防犯講習・啓発 

小中学校における児童生徒の防犯講習会・啓発 子ども１１０番連絡所 小中学生への携帯型防犯ブザーの購入補助 

３ 被害にあった子どもの支援の推進 
被害にあった子どもに対する相談体制の強化 【再掲】心の相談事業 【再掲】スクールカウンセラー活用事業 

１ 児童虐待防止対策の充実 
市児童福祉支援対策地域協議会の充実 児童虐待に対する相談の充実 

児童相談所との連携による児童虐待予防体制の強化 児童虐待防止マニュアルの活用と関係機関における運用の徹底 

民生委員・児童委員、主任児童委員の活用による児童虐待防止 
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■子ども・子育てニーズ調査 

「子ども・子育て支援事業計画」の策定に必要な情報を得るため、子育て家庭ニーズの動向分析

等を行い、市の現状と今後の子ども・子育て支援における課題を整理することを目的としたアンケ

ート形式によるニーズ調査を実施しました。 

 ニーズ調査は、平成２５年１１月から１２月にかけて、市内の就学前児童のいる世帯２，０００

世帯を対象に実施しました。調査票は郵送で配布し、１，１０８世帯分回収しました。回収率は、

５５．４％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教育・保育提供区域の設定 

国の基本指針では、市町村は、「量の見込み」、「確保方策」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を設定することとされまし

た。本計画においては、人口や日常生活圏域、生活実態、教育・保育の施設の整備状況等から、「平

岡地区」と「中川・富岡地区」をあわせて「平川地区」とし、全体で４地区として設定します。 
 

◇袖ケ浦市の教育・保育提供区域 

【小学校区】    ➜   【前計画（５地区）】   ➜   【本計画（４地区）】 

昭 和小学校区  
昭和地区 

 
昭和地区 

奈良輪小学校区   

蔵 波小学校区  
長浦地区 

 
長浦地区 

長 浦小学校区   

根 形小学校区  根形地区  根形地区 

平 岡小学校区  平岡地区  
平川地区 

中 川小学校区  中川・富岡地区  

 

○子ども・子育て支援事業計画 

 

【主な調査結果】 

・日常的に子どもをみてもらえる家庭は３割程度となっていますが、日常的、もしくは緊急時に子

どもをみてもらえない家庭が１割を超えています。 

・平日の定期的な教育・保育の利用希望は、幼稚園と認可保育所が依然大きくなっていますが、 

幼稚園の預かり保育や認定こども園、事業所内保育施設など多様なニーズがみられます。 

・保育所の園庭解放や母親（父親）学級、各種相談事業などの子育て支援事業の認知度は比較的高

いですが、利用状況は、事業によってばらつきがあるため、周知・情報提供が必要です。 

・病後児保育は実施しているものの、子どもの病気やケガの際は母親などが仕事を休んで対応して

いることも多く、病児保育の検討も必要とされています。 

・一時保育事業の利用希望は高く、私用やリフレッシュ目的、その他行事、不定期の就労など目的

は多様です。幼稚園や保育所等での預かりの希望が高く、事業の提供体制の整備が必要です。 

・放課後の過ごし方の意向は成長段階により異なっていますが、放課後児童クラブの質の充実など

地域の居場所として子どもたちが安全に過ごすことができる環境整備が求められています。 

・育児休業からの職場復帰については、現状では希望の時期に復帰できない人が多く、低年齢児の

保育受入れ体制の整備とともに、企業等における子育て支援制度の充実や職場の意識啓発が必要

となっています。 
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■子ども・子育て支援事業計画に定めるサービス 
子ども・子育て支援事業計画では以下のサービスについて「量の見込み」を行いました。 

国で定める対象事業 市で該当する事業 

■教育・保育の量の見込み 

教育標準時間認定 １号認定 幼稚園（認定こども園） 

保育認定①（※） 
２号認定 

幼稚園（認定こども園） 

保育認定② 保育所（園）（認定こども園） 

保育認定③ ３号認定 保育所（園）（認定こども園）、地域型保育 

■地域子ども・子育て支援事業 

時間外保育事業 延長保育事業 

放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ 

子育て短期支援事業 ショートステイ（トワイライトステイ） 

地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター、なかよし広場・園庭開放 

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 

幼稚園で実施している「預かり保育」 

一時預かり事業 

・その他 

保育所（園）で実施している「一時的保育」・「休日保育」、 

「ファミリー・サポート・センター」のうち５歳以下の利用 

病児保育事業 病後児保育「マミー」 

子育て援助活動支援事業 「ファミリー・サポート・センター」（小学生以上） 

利用者支援事業 利用者支援事業 

妊婦に対する健康診査 妊婦健康診査 

乳幼児家庭全戸訪問事業、 

養育支援訪問事業等 
乳幼児家庭全戸訪問事業 

（※幼児期の学校教育のニーズが強いと推定されるもの） 

この「量の見込み」の算出にあたっては、国から「市町村子ども・子育て支援事業計画における

『量の見込み』の算出等のための手引き」が示されており、市においても平成２５年度にニーズ調

査を実施しており、その結果から、この手引きに準じて算出いたしました。 

なお、これらの方法から、算出されたニーズ量が非常に大きくなっていると思われる算出項目も

あるため、それらのサービスについては、必要に応じて利用実績等を勘案するなどの方法を通じて

量の確保を行います。 
 

◇袖ケ浦市におけるニーズ量の見込み 

【平成２７年度】                             単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 467 1,103 1,606 

ニーズ量（Ａ）  45 567 597 158 580 

確保方策合計（Ｂ）  49 344 641 960 

差 （Ｂ－Ａ） 4 △223 44 222 

 

【平成３１年度】                             単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 457 1,007 1,682 

ニーズ量（Ａ）  45 517 625 163 607 

確保方策合計（Ｂ）  55 496 720 960 

差 （Ｂ－Ａ） 10 △21 95 190 
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■地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

 事業と概要 確保方策 

（１）時間外保育事業 

保育所の時間外に預かるサービスです。無料で実施して

いる「時間外保育事業」と有料で実施している「延長保育

事業」があります。 

今後のニーズに対応するため、施設の整備・

開設を見込んでいることから、これにあわせて

事業を実施します。 

（２）放課後児童健全育成事業 

放課後児童クラブは、放課後、就労等の理由で家庭に保

護者がいない子どもたちが、安全で楽しい時間を過ごすた

めの施設です。 

平成２９年度以降は環境改善を要するクラ

ブの施設整備を見込むとともに、類似事業であ

る「放課後子ども教室」の利用案内も行います。 

（３）子育て短期支援事業 

家庭での養育が一時的に困難となった場合に児童養護

施設等で行う、「ショートステイ」や「トワイライトステ

イ」と呼ばれるサービスです。 

平成２６年度から実施しています。各年度ご

との利用状況を見ながら適切に施策を実施し

ます。 

（４）地域子育て支援拠点事業 

私立保育園への委託による「子育て支援センター」や市

立保育所で「なかよし広場」を実施します。 

平成２６年４月に「そでがうらこども館」を

開設し、拠点施設を増やしました。平川地区の

子育て支援センターの設置について今後検討

します。 

（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） 

保護者の状況や地域の実情に応じて、預かり保育を実施

します。（※私立幼稚園２箇所のみにて実施） 

現在預かり保育を実施していない幼稚園が

事業を進めるにあたっては、各幼稚園の保護者

に意向調査を実施し、ニーズに応じて事業の検

討を行います。 

（６）一時預かり事業（その他の一時預かり） 

保育所で実施している「一時預かり保育」や「休日保育」、

登録会員が利用できる「ファミリー・サポート・センター」

です。 

今後のニーズに対応するため、施設の整備・

開設を見込んでいることから、これにあわせて

事業を実施します。 

（７）病児保育事業 

病気等の回復期にある児童が、保護者の勤務等の都合で

育児を行うことが困難な場合に病後児保育を実施します。 

今後のニーズに対応するため、施設の整備・

開設を見込んでいることから、これにあわせて

事業を実施するとともに、病児保育の実施に向

けても検討します。 

（８）利用者支援事業 

子育てに関する事業等の情報提供及び相談・助言等を実

施します。 

平成２６年度から実施しています。平成２８

年度から「そでがうらこども館」での実施を見

込むなど、今後も利用状況を見ながら適切に事

業を実施します。 

（９）妊婦に対する健康診査 

安心して妊娠・出産できる環境を整えるため、妊婦に対

し健康診査や保健指導を実施します。 

平成２７年度にひらかわ健康福祉支援室を

開設することから、全数の保健指導を目指し、

定期的な妊婦健診の啓発を行います。 

（１０）乳児家庭全戸訪問事業 

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い、必

要なサービスにつなげる事業です。 

新生児や乳児がいる家庭へのサポートを

行うため、新生児訪問とあわせて、対象者全

数の訪問を行います。 

 

 

次世代育成支援行動計画を推進する関係課が中心となり、施策の計画目標をもとに、毎年の進捗

状況を庁内で点検し、その結果を基に、ＰＤＣＡサイクルで、より効率的で効果的な施策の推進を

目指します。また、各年度における計画の進捗状況の把握・点検を行い、その結果をその後の対策

や計画の見直しなどに反映させるため、市民の代表、学識経験者、関係機関等によって構成される

「袖ケ浦市子ども・子育て支援会議」により本計画の進捗状況の把握・点検を継続的に行い、子育

て支援についての問題提起・提案を行っていきます。 

 
袖ケ浦市子育て応援プラン（次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画） 概要版 

発 行  平成２７年３月       企画・編集  袖ケ浦市 福祉部 子育て支援課 

                            〒２９９－０２９２ 千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電話 ０４３８－６２－２１１１（代表） 

○計画の推進について 

この概要版は、再生紙を使用しています。 
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平成２９年１月 一部変更 

袖ケ浦市 
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Ⅱ 母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

 

目指す方向性 

 

 

 

 

 

【目標を実現するための取り組み】 

家 庭 
（自助） 

●安心して妊娠・出産が迎えられるよう母子共に健康づくりに努めます。 

●保健対策の正しい知識を得るように努めます。 

地 域 
（共助） ●日常生活を通して、子どもの健やかな成長を見守ります。 

行 政 
（公助） ●母子等の健康を維持・増進するため、現状を把握し、必要な施策を展開します。 

 

１ 切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 

母性並びに乳幼児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉

及び教育分野との連携を図りつつ、地域における母子保健施策等の充実が必要です。 

また、母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」の趣旨を十分踏まえ、母子保

健計画策定指針に基づき袖ケ浦市次世代育成支援行動計画の一部に母子保健計画を組み込

み、切れ目のない妊産婦・乳幼児への支援体制の構築と母子保健サービスの充実を図りま

す。 

 

【具体的事業】 

NO 事業名 事業内容 取り組み 担当課 

2-1 

妊娠・出産に関する安 

全性と快適な環境づく

りの推進 

安心して妊娠、出産できる環境整備とハ

イリスク妊婦への対応を強化します。妊

婦一般健康診査受診券14回分を母子手

帳交付時に交付しています。 

継続 健康推進課 

2-２ 
妊産婦及び新生児の健

康への支援 

正常な妊娠・出産を迎えるための妊婦へ

の保健指導を実施します。また、産婦及

び新生児の健康や育児支援を行います。 

継続 健康推進課 

■妊娠・出産・健診の経過に対する満足度を上昇させます。 

■子どもが健康的な食生活を身に付けていると感じる割合を増やします。 
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NO 事業名 事業内容 取り組み 担当課 

2-３ 

乳幼児の生活習慣の確

立と生活習慣病予防の

支援 

乳幼児期にあわせた生活習慣（食事・歯

科・生活リズム）について乳幼児の教室・

健診等で指導を行います。生活習慣病を

予防するために小児期からのメタボリッ

クシンドローム予防の視点で子どもの肥

満・やせの保健指導を行います。 

継続 健康推進課 

2-４ 
乳幼児の事故防止対策

に関する啓発の強化 

乳幼児の発達段階に応じた事故防止方法

について情報提供を行います。 
継続 健康推進課 

2-５ 予防接種の接種率向上 

感染症予防のため、接種勧奨を実施する

とともに、安心して予防接種が受けられ

るように予防接種に関する情報提供や相

談・指導を行います。 

継続 健康推進課 

 
子育て世代包括支援事

業 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子

保健や育児に関する不安の解消を図ると

ともに、教育・保育施設や地域の子育て

支援事業を円滑に利用できるよう、専門

職員等がきめ細やかに相談支援を行いま

す。 

新規 
子育て支援課 

健康推進課 

 
産前産後ヘルパー派遣

事業 

家族等から十分な家事・育児などの援助

が受けられない母親が安心して子育てで

きるよう、産前産後において有償のヘル

パー派遣サービスを提供します。 

新規 子育て支援課 
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（３）ニーズ量の見込みとサービス提供のための確保方策（市全体） 

①ニーズ量の見込み（市全体） 

【ニーズ量の見込み】                          単位：人 

 

０歳 １～２歳 ３～５歳 

３号認定 ２号認定 １号認定 

保育の必要性有 保育の必要性有 
幼児期の学校教育

の利用希望が強い 
学校教育のみ 

平成２７年度 45 567 597 158 580 

平成２８年度 53 412 754 162 604 

平成２９年度 56 409 760 165 614 

平成３０年度 53 399 783 169 627 

平成３１年度 53 388 806 163 607 
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②見込みと確保方策について（市全体） 

○平成２８年度                                単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 511 1,046 1,663 

ニーズ量（Ａ）  53 412 754 162 604 

確
保
方
策
（
Ｂ
） 

特定教育・保育施設 

（幼稚園・保育所（園）・

認定こども園） 

74 280 608 420 

（市外の利用） 2 11 25 0  

確認を受けない幼稚園       497  

（市外の利用）       43  

特定地域型保育事業 6 18     

（市外の利用）  0  0     

確保方策合計（Ｂ）  82 309 633 960 

差 （Ｂ－Ａ） 29 △103 △121 194 
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○平成２９年度                                単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 493 1,069 1,687 

ニーズ量（Ａ）  56 409 760 165 614 

確
保
方
策
（
Ｂ
） 

特定教育・保育施設 

（幼稚園・保育所（園）・

認定こども園） 

77 287 628 420 

（市外の利用） 2 11 25 0  

確認を受けない幼稚園       497  

（市外の利用）       43  

特定地域型保育事業 6 18     

（市外の利用）  0  0      

確保方策合計（Ｂ）  85 316 653 960 

差 （Ｂ－Ａ） 29 △93 △107 181 

 

 

○平成３０年度                                単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 492 1,089 1,694 

ニーズ量（Ａ）  53 399 783 169 627 

確
保
方
策
（
Ｂ
） 

特定教育・保育施設 

（幼稚園・保育所（園）・

認定こども園） 

114 382 796 510 

（市外の利用） 2  11  25  0  

確認を受けない幼稚園       497  

（市外の利用）       43  

特定地域型保育事業 11 32    

（市外の利用）  0  0      

確保方策合計（Ｂ）  127 425 821 1,050 

差 （Ｂ－Ａ） 74 26 38 254 
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○平成３１年度                                単位：人 

年齢 ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定 ３号認定  ２号認定  １号認定 

推計児童数 493 1,089 1,722 

ニーズ量（Ａ）  53 388 806 163 607 

確
保
方
策
（
Ｂ
） 

特定教育・保育施設 

（幼稚園・保育所（園）・

認定こども園） 

114 382 796 300 

（市外の利用） 2 11 25 0  

確認を受けない幼稚園       497  

（市外の利用）       43  

特定地域型保育事業 11 32    

（市外の利用）  0  0      

確保方策合計（Ｂ）  127 425 821 840 

差 （Ｂ－Ａ） 74 37 15 70 
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（４）ニーズ量の見込みとサービス提供のための確保方策（地区別） 

①昭和地区の見込みと確保方策 

年齢   ０歳 １～２歳 ３～５歳  

認定   ３号認定 ２号認定 １号認定 

◆平成２７年度                             単位：人 

推計児童数   177 396 510 

ニーズ量（Ａ）    17 204 190 50 184 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 15 111 196 28 105 

確認を受けない幼稚園       33  124  

特定地域型保育事業 3 9       

確保方策合計（Ｂ） 18 120 196 61  229  

差 （Ｂ－Ａ）   1 △ 84 6 11 45 

◆平成２８年度 

推計児童数   195 376 531 

ニーズ量（Ａ）    23 157 250 52 193 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 24 104 202 28 106 

確認を受けない幼稚園       34  125  

特定地域型保育事業 1 4       

確保方策合計（Ｂ） 25 108 202 62 231 

差 （Ｂ－Ａ） 2 △ 49 △ 48 10 38 

◆平成２９年度 

推計児童数   197 403 557 

ニーズ量（Ａ）    23 153 268 54 203 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 24 104 202 29 109 

確認を受けない幼稚園       35  129  

特定地域型保育事業 1 4       

確保方策合計（Ｂ） 25 108 202 64 238 

差 （Ｂ－Ａ） 2 △ 45 △ 66 10 35 

◆平成３０年度 

推計児童数   201 421 573 

ニーズ量（Ａ）    22 154 268 57 212 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 49 154 277 30 112 

確認を受けない幼稚園       36  132  

特定地域型保育事業 6 18       

確保方策合計（Ｂ） 55 172 277 66 244 

差 （Ｂ－Ａ） 33 18 9 9 32 

◆平成３１年度 

推計児童数   206 431 598 

ニーズ量（Ａ）    22 148 272 57 211 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 49 154 277 31 115 

確認を受けない幼稚園       37  136  

特定地域型保育事業 6 18       

確保方策合計（Ｂ） 55 172 277 68 251 

差 （Ｂ－Ａ） 33 24 5 11 40 
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②長浦地区の見込みと確保方策 

年齢   ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定   ３号認定 ２号認定 １号認定 

◆平成２７年度                             単位：人 

推計児童数   207 498 761 

ニーズ量（Ａ）    20 255 282 75 275 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 16 139 291 43 157 

確認を受けない幼稚園       51  186  

特定地域型保育事業 5 12       

確保方策合計（Ｂ）  21 151 291 94  343  

差 （Ｂ－Ａ）   1 △ 104 9 19 68 

◆平成２８年度 

推計児童数   226 472 784 

ニーズ量（Ａ）    25 176 311 76 285 

確保方策（Ｂ）  

特定教育・保育施設 37 112 221 43 156 

確認を受けない幼稚園       49  185  

特定地域型保育事業 5 14       

確保方策合計（Ｂ）  42 126 221 92 341  

差 （Ｂ－Ａ）   17 △ 50 △ 90 16 56 

◆平成２９年度 

推計児童数   213 471 784 

ニーズ量（Ａ）    27 167 306 77 286 

確保方策（Ｂ）  

特定教育・保育施設 40 119 241 42 154 

確認を受けない幼稚園       49  182  

特定地域型保育事業 5 14       

確保方策合計（Ｂ）  45 133 241 91 336  

差 （Ｂ－Ａ）   18 △ 34 △ 65 14 50 

◆平成３０年度 

推計児童数   209 475 778 

ニーズ量（Ａ）    25 158 315 78 288 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 52 164 334 41 152 

確認を受けない幼稚園       49  180  

特定地域型保育事業 5 14       

確保方策合計（Ｂ）  57 178 334 90 332  

差 （Ｂ－Ａ）   32 20 19 12 44 

◆平成３１年度 

推計児童数   207 469 782 

ニーズ量（Ａ）    25 159 318 73 276 

確保方策（Ｂ）  

特定教育・保育施設 52 164 334 40 150 

確認を受けない幼稚園       48  178  

特定地域型保育事業 5 14       

確保方策合計（Ｂ）  57 178 334 88 328  

差 （Ｂ－Ａ）   32 19 16 15 52 
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③根形地区の見込みと確保方策 

年齢   ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定   ３号認定 ２号認定 １号認定 

◆平成２７年度                             単位：人 

推計児童数   28 88 129 

ニーズ量（Ａ）    3 45 48 13 47 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 2 25 50 7 27 

確認を受けない幼稚園       8  32  

特定地域型保育事業 1 1       

確保方策合計（Ｂ）  3 26 50 15  59  

差 （Ｂ－Ａ）   0 △ 19 2 2 12 

◆平成２８年度 

推計児童数   31 83 137 

ニーズ量（Ａ）    1 32 82 13 49 

確保方策（Ｂ）  

特定教育・保育施設 5 35 80 7 27 

確認を受けない幼稚園       9  32  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  5 35 80 16 59  

差 （Ｂ－Ａ）   4 3 △ 2 3 10 

◆平成２９年度 

推計児童数   29 83 133 

ニーズ量（Ａ）    2 39 75 13 48 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 5 35 80 7 26 

確認を受けない幼稚園       9  31  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  5 35 80 16 57  

差 （Ｂ－Ａ）   3 △ 4 5 3 9 

◆平成３０年度 

推計児童数   29 83 132 

ニーズ量（Ａ）    2 39 80 13 49 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 5 35 80 7 26 

確認を受けない幼稚園       8  31  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  5 35 80 15 57  

差 （Ｂ－Ａ）   3 △ 4 0 2 8 

◆平成３１年度 

推計児童数   28 82 134 

ニーズ量（Ａ）    2 37 83 13 47 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 5 35 80 7 26 

確認を受けない幼稚園       8  30  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  5 35 80 15 56  

差 （Ｂ－Ａ）   3 △ 2 △ 3 2 9 
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④平川地区の見込みと確保方策 

年齢   ０歳 １～２歳 ３～５歳 

認定   ３号認定  ２号認定  １号認定 

◆平成２７年度                             単位：人 

推計児童数   55 121 206 

ニーズ量（Ａ）    5 63 77 20 74 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 4 34 79 11 42 

確認を受けない幼稚園       13  50  

特定地域型保育事業 1 2       

確保方策合計（Ｂ）  5 36 79 24  92  

差 （Ｂ－Ａ）   0 △ 27 2 4 18 

◆平成２８年度 

推計児童数   59 114 212 

ニーズ量（Ａ）    5 48 111 21 77 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 10 40 130 11 42 

確認を受けない幼稚園       13  50  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  10 40 130 24 92  

差 （Ｂ－Ａ）   5 △ 8 19 3 15 

◆平成２９年度 

推計児童数   55 112 212 

ニーズ量（Ａ）    4 50 110 21 77 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 10 40 130 11 42 

確認を受けない幼稚園       13  49  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  10 40 130 24 91  

差 （Ｂ－Ａ）   6 △ 10 20 3 14 

◆平成３０年度 

推計児童数   53 111 210 

ニーズ量（Ａ）    4 47 121 21 78 

確保方策（Ｂ）  

特定教育・保育施設 10 40 130 11 41 

確認を受けない幼稚園       13  48  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  10 40 130 24 89  

差 （Ｂ－Ａ）   6 △ 7 9 3 11 

◆平成３１年度 

推計児童数   52 107 208 

ニーズ量（Ａ）    4 45 133 20 73 

確保方策（Ｂ） 

特定教育・保育施設 10 40 130 11 40 

確認を受けない幼稚園       13  47  

特定地域型保育事業 0 0       

確保方策合計（Ｂ）  10 40 130 24 87  

差 （Ｂ－Ａ）   6 △ 5 △ 3 4 14 

 



○袖ケ浦市子ども・子育て支援会議条例  

（設置） 

第１条 本市における子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために、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、袖ケ浦市子ども・子育て支援会議（以

下「子育て支援会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第２条 子育て支援会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。  

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べ

ること。 

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べ

ること。 

(3) 市町村子ども・子育て支援事業計画に関して審議し、意見を述べる

こと。 

(4) 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）の規定に

基づく市町村行動計画に関して審議し、意見を述べること。  

(5) 本市における子ども・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し、意見

を述べること。 

（組織） 

第３条 子育て支援会議は、委員２０人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 学識経験を有する者  

(2) 関係団体に属する者  

(3) 教育関係者 

(4) 保育関係者 

(5) 事業主 

(6) 労働者 



(7) 子どもの保護者 

(8) 市民 

（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補欠委

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。  

（委員長及び副委員長）  

第５条 子育て支援会議に、委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互

選によりこれを定める。  

２ 委員長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。  

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（会議） 

第６条 子育て支援会議の会議（以下この条及び第８条において「会議」

という。）は、委員長が招集し、その議長となる。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。  

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（庶務） 

第７条 子育て支援会議の庶務は、福祉部子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

委員長が会議に諮って定める。  

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。  

（任期の特例） 

２ この条例の公布以後、初めての委員の任期は、第４条の規定にかかわ

らず、平成２７年３月３１日までとする。  

（袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正） 

３ 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和４６年条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

附 則（平成２７年条例第１３号）  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 



袖ケ浦市子ども・子育て支援会議 平成２９年度の予定 

１回 

 

Ｈ２９年 

６／３０(金) 

議題 

（１）子育て支援施策について 

２回 

 

Ｈ２９年 

８月下旬 

議題（案） 

（１）子育て応援プランの進捗状況報告等 

（現地視察案） 

・（仮称）みどりの丘保育園建設状況 

３回 

 

Ｈ２９年 

１０月下旬 

議題（案） 

（１）保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取 

（２）放課後児童クラブの現状と今後の取組みに 

ついて 

（現地視察案） 

・（仮称）認定こども園まりん建設状況 

４回 

 

Ｈ３０年 

２月上旬 

議題（案） 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に係 

る意見聴取 

 

 

 



【参考】これまでの会議議題 

 

●Ｈ２８（４回） 

子育て応援プランの変更に係る意見聴取 

次世代育成支援後期行動計画及び子ども・子育て支援事業計画の推進状況報告 

ほか 

 

●Ｈ２７（４回） 

子育て応援プランについて 

幼保連携の推進、小規模保育事業の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取 

次世代育成支援後期行動計画推進状況報告 ほか 

 

●Ｈ２６（６回） 

子ども・子育て支援新制度に係る準備（条例整備） 

子ども・子育て支援事業計画策定に関する意見聴取 

次世代育成支援後期行動計画推進状況報告 ほか 

 

●Ｈ２５（２回） 

袖ケ浦市子ども・子育て支援計画にかかるニーズ調査 

次世代育成支援後期行動計画推進状況報告 



 

 

                                                                            

   

  

子どもを預かってほしい方                 子どもを預かることができる方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●援助可能な提供会員さんをお探しして、利用会員さんに紹介します。 

 

    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曜日・時間帯 金額 

平日の午前 6 時～午後 8時 １時間：７００円 

平日の上記以外の時間 
１時間：９００円 

土・日・祝祭日・年末年始 

 利用会員 

 

提供会員 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 

アドバイザー 

利用依頼 

活動依頼 

援助活動の実施 

 

 

3.・事前打ち合わせ 

・援助活動実施                      

・援助料金の受け渡し 
● 市内在住または在勤で、６ヵ月から 

小学校 6 年生までのお子さんがいる方 

● 市内在住の満 20歳以上の方で、心身ともに

健康で援助活動ができる方。 

（資格、男女を問いません） 

● 基礎研修を受講していただきます。 

●約束ごと 

 

◎ 援助活動は、原則として提供会員の自宅で 

行います。 

◎ 病気の症状があるお子さんは、お預かりで 

きません。 

◎ お子さんの宿泊や入浴・午後 10 時以降の援

助・及び家事の援助はできません。 

 

 

● 援助料金（子ども 1 人あたり） 

ファミリーサポートセンターの仕組み 

活動中の事故やけがは、センターが加入している保険で対応します。(登録料無料) 

＜問い合わせ＞ 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 
（そでがうらこども館内）         

〒299-0257 袖ケ浦市神納 1136-3  

電話・FAX （64）3115 

開所時間 月曜日～土曜日 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 日曜日・祝日・年末年始 

● 地図 
☆入会にあたり、以下の書類が必要です 

①写真（2.5 ㎝×2 ㎝）2 枚  

②市内在住が確認できるもの（運転免許証など） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 時間程度の援助が多いです。 

詳細は電話でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て経験をいかしてみませんか！ 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 
（そでがうらこども館内） 月～土曜日の 9：00～17：00 

袖ケ浦市神納 1136-3  電話・FAX （64）3115 

袖ケ浦市役所・子育て支援課 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンターは、子育ての手助けを行いたい方（提供会員）と、

子育ての手助けを受けたい方（利用会員）が会員となり、地域で子育てを支援する有償の相

互援助活動です。 

 

●提供会員…市内在住の満 20 歳以上で、心身ともに健康で子育ての手助けを行いたい方 

＊資格・男女を問いませんが、基礎研修を受講していただきます。 

 

(援助内容) 
 

●保育園・幼稚園・小学校・放課後児童クラブなどの送迎や預かり 

●保育施設などの休みの時の援助 

●その他、子育てを行う上で必要と認められるときの援助 
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