
別海町子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直し 

 平成２７年３月に策定した「別海町子ども・子育て支援事業計画」は国の基本指針に

おいて、計画年期間の中間年を目安として、必要な場合には計画の見直しを行うことと

なっています。町では、現在の状況（教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の実

績）から、子ども・子育て会議において審議し、計画の見直しをするものです。 

 

１ 教育・保育施設の充実 

 教育・保育の利用状況、ニーズ調査により把握した利用希望を踏まえて、認定区 

分ごとに量の見込み（必要利用定員総数）を定めています。 

 中間年において、計画値と利用児童見込み数のかい離があるため、１号・２号の

必要利用定員総数の見直しを行うものです。 

（１）１号認定（３歳以上、幼稚園を利用希望）          （計画Ｐ33-34） 

 ・平成３０年度 ２７０人 → １７０人  

・平成３１年度 ２６２人 → １７０人  

（２）２号認定（３歳以上、保育園を利用希望） 

・平成３０年度 １４６人 → ２６５人  

・平成３１年度 １３８人 → ２６５人  

 

２ 地域子ども・子育て支援事業について 

 市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事

業です。 

１．利用者支援に関する事業                    （計画 P39） 

事業内容 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用について情報集約と提供を

行い、保護者から利用にあたっての相談に応じ、適切な支援を選択し円滑に

利用できるよう必要な情報提供・助言を行うなど、関係機関との連絡調整等

を行う新たに法定化される事業です。 

計画 当面の間は町が役割を担い、現体制の行政事務により対応することとし、す

べての子どもと子育て家庭に対して、必要な情報提供と子育て支援の斡旋を

行い、今後のあり方についても検討を進めます。 

進捗状況 現状の体制を継続しながら、多様化する保護者のニーズに対応できるよう、

今後の方向性を検討します。 

課題等 平成３２年度末までに『子育て世代包括支援センター』の設置に取り組むこ

ととされていることから、関係機関との役割分担等を明確にし、体制整備に

努めていく必要があります。 

今後の量の見

込み確保方策 
量の見込み、確保方策に変更はありません。 



２．延長保育事業（時間外保育事業）              （計画 P３９） 

事業内容 保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う延長保育需要に対応す

るため、通常の保育時間を超えて、延長保育を実施する事業ですが、これ

まで本町での事業実績はありません。 

計画 次年度から認定こども園に移行する２号認定者の利用状況把握が困難なこ

と、また、認可保育園の保育時間が平日１５分の延長、土曜日は平日同様の

時間となることから、延長保育の利用数が見込みづらいことに加え、職員(保

育士)確保も困難なことから、来年度はニーズの把握に努め、状況に応じて２

８年度からの事業実施に向け検討を進めます。 

進捗状況 幼稚園の認定こども園への移行により、幼稚園において保育を必要とする

２号認定こどもの受け入れが実現したことから、通常の運営で概ねニーズ

への対応が出来ていると考えます。平成２８年度認可保育所及び町立幼稚

園の認定こども園への移行により、保育時間が最長したことで、延長保育

を希望する保護者の要望はありません。 

課題等 今後も、ニーズ把握に努めます。 

今後の量の見

込み確保方策 
量の見込み、確保方策に変更はありません。 

 

３．放課後児童健全育成事業                  （計画 P４０） 

事業内容 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後や長期休

業期間に適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る事業で、本町では、

中央児童館と西児童館の２館で実施しております。また、中春別小学校区で

来年度から、地域の運営による学校の図書室を利用した開設に向けて体制整

備を進めています。 

計画 ニーズが見込まれる小学校区においては、地域の実情に合わせて余裕教室や
公共施設等を利用した整備を検討するとともに、事業の受け皿となる団体等
に支援を行います。 

また、４年生以上の対象児童は、特別な事情がある場合に限りクラブ員とし

て登録可能となります。 

進捗状況 町直営の中央児童館２クラブ、西児童館１クラブに加え、中春別小学校区に
おいて、地域の保護者の運営による児童クラブ（中春別アフタースクールキ
ッズクラブ）を開設し実施しています。今後も、地域運営への支援を継続し
ながら、体制整備を進めます。 

H28 開設日数 延べ児童ク

ラブ員 

1日平均利用

数 

中央児童館  293 13,346 45 

西児童館  293 4,495 15 

中春別  278 1,968   7 
 



課題等 ニーズが見込まれる小学校区においての子どもの居場所づくりをどのよ

うに進めるのか、検討を継続します。 

今後の量の見

込み確保方策 
量の見込み、確保方策に変更はありません。 

 

４．子育て短期支援事業（ショートステイ）          （計画 P４０） 

 

５．乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）      （計画 P４１） 

事業内容 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を

行う事業です。また、支援が必要な家庭に対しては、適切なサービス提供に

つなげるものであり、乳児家庭の孤立を防ぐことを目的としています。 

計画 現在実施している新生児訪問事業に合わせて実施します。 

現況 平成２８年度より、事業を実施しています。平成２８年度１０２件 

課題等 事業を継続します。 

今後の量の見

込み確保方策 

出生数の変化に伴い、実績が量の見込みを若干下回っていますが、 

量の見込みと確保方策については、変更ありません。 

 

６．養育支援訪問事業                     （計画 P４１） 

事業概要 養育支援が必要な家庭に対して、専門的な訪問指導を実施し、保護者の育児、

家事等の養育能力を向上させるための支援を行う事業で、併せて関係機関と

連携・協議して児童虐待の予防、早期発見や児童虐待を受けた児童への迅速

かつ適切な対応を行う事業です。 

事業内容 保護者が、疾病や疲労など身体、精神及び環境上の理由により児童の養育が

困難となった場合などに、児童養護施設等において養育や保護を行う事業で

す。 

計画 本町には対応可能な施設がないため、当面は、町外施設等（児童相談所・児

童養護施設など）により対応しますが、民間事業者の活用も含め町内での事

業実施について検討します。 

進捗状況 現時点で対応可能な施設がないため、関係機関（児童相談所・児童擁護施設

など）と連携し、保護者の支援に努めます。 

課題等 関係機関（児童相談所・児童養護施設等）と連携し、保護者の支援に努めま

す。 

今後の量の見

込み確保方策 
量の見込み、確保方策に変更はありません。 



計画 本町では、養育支援が必要な児童及び家庭について関連機関と連携を取り、

別海町要保護児童対策地域協議会を開催し、問題の軽減に取り組んできまし

た。 

今後も乳幼児全戸訪問事業や母子保健事業、及び関係機関との連携や情報共

有により、取り組み強化を図ります。 

進捗状況 現状により継続して実施します。 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した養育支援を特に必要とする家庭に対

し、主に保健師・助産師が育児相談や育児技術等の訪問指導を行っています。 

平成２９年１月末実施件数４２件（６０件の見込み） 

（内乳児全戸訪問によるもの２０件） 

課題等 事業を継続し、児童虐待の予防、早期発見を強化します。 

今後の量の見

込み確保方策 

養育支援が増加傾向にあるため、量の見込みと確保方策を ３０ → ５０

件に変更します。 

 

７．地域子育て支援拠点事業                  （計画 P４２） 

事業内容 地域の身近な場所において、乳幼児のいる子育て中の母親が、親子で気軽に

交流できる場を提供し、育児相談、情報提供等を行う事業です。 

計画 現在、子育て支援センター(はみんぐ)に拠点をおいて事業実施しているほか、

月１回、西春別・尾岱沼で「子ども広場」を開設しています。継続して事業

実施するとともに、今後の状況を見極め、事業者や団体、認定こども園によ

る子育て支援の場を活用するなど、地域社会の中で多様な支援の場や機会が

創出されるよう拠点整備に努めます。 

進捗状況 ① 認定こども園において、子育て支援事業の実施が義務付けられており本

事業における類似事業体制が拡充されている。 

② へき地保育園においても、園解放事業を実施し地域の子育て支援を実施

している。 

③ 地域子育て支援拠点施設（子育て支援センターはみんぐ）において出張

ひろばを拡充して実施している。 

課題等 現状の事業を充実します。 

今後の量の見

込み確保方策 

認定こども園：公立 6 園 私立２園において、事業の展開されていること及

び現支援施設においても各地区対応していることから、量の見込みと確保方

策を１に変更します。 

 

 

 

 

 



８．一時預かり事業 ①幼稚園型（認定こども園における在園児対象）（計画 P４２） 

事業内容 通常の教育時間後や、長期休業期間中などに、希望する在園児を対象に保育

を行う事業です。本町では、公立幼稚園２園、私立幼稚園２園において実施

しています。 

計画 来年度から私立幼稚園（認定こども園） 

2 園に委託して実施します。また、町立幼稚園２園（野付、中西別）におい
ても実施しますが上西春別幼稚園においては、次年度から実施に向けて検討
します。 

進捗状況 

 

 

子育て支援の充実を図るため保護者の希望により「一時預かり」が利用でき
ます。 

私立認定こども園２園 

・くるみ幼稚園 1,352 人 ・愛光幼稚園 1,317 人 

公立認定こども園３園 

・中西別幼稚園 124 人 ・野付幼稚園 160 人・上西春別幼稚園 180 人 

課題 現状の事業を充実します。 

今後の量の見

込み確保方策 

実際の利用状況から、量の見込みを ６，７００人／年 → ３，１００人
／年 に変更します。 

 

       ②一般型(幼稚園型対象児童以外)         （計画 P４３） 

事業内容 保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより家庭において保育を受け

ることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、認定こども園、幼稚

園、保育園その他の場所において、一時的に保育を行う事業ですが、これま

で本町での実施実績はありません。 

計画 認定こども園等において実施を検討するとともに、ファミリー・サポート・

センター事業を活用した事業の実施についても検討します。 

進捗状況 現在まで、事業の実施実績はありません。 

本町の施設整備状況や保護者のニーズから判断し、当面は、ファミリー・サ

ポート・センター事業の活用により対応します。 

幼稚園での一時預かり２０人、ファミリー・サポート・センター事業の活用

が１２０人と量の見込みと実績が大きくかい離しています。  

課題等 一時預かり事業のニーズは主に３歳未満児と考えます。（３歳以上児は施設を

利用しているため）３歳未満時を対象とした一時預かり施設整備等を含め、

計画を再検討します。また、ファミリー・サポート・センター事業の活用が

進まない理由を把握する必要があります。 

今後の量の見

込み確保方策 

量の見込み、確保方策ともに変更はありません。 

    

 

 



９．病児・病後時保育事業                   （計画 P４３） 

事業内容 病気のために集団で保育を受けることが困難な期間において、その子どもを

病院等の医療機関や保育施設の付設の専用スペース等で看護師等が一時的に

預かる事業ですが、これまで本町での事業実績はありません。 

計画 利用人数の把握困難であることに加え、病院に職員を配置し施設整備をする

ことが現状では困難であるため、専用施設等の整備による事業実施は予定し

ておりませんが、ファミリー・サポート・センター事業等を活用した事業の

実施について検討します。 

進捗状況 事業実績はありません。 

課題等 専用施設、看護師等の確保が開設の高いハードルと考えます。 

ファミリー・サポート・センター事業が本事業の受け皿となるよう、環境整

備に努めます。 

今後の量の見

込み・確保方策 
量の見込み、確保方策に変更はありません。 

 

１０．ファミリー・サポート・センター事業          （計画 P４４） 

事業内容 子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提

供会員）、両方を兼ねる人（両方会員）が会員登録し、子育てのサポートを

提供する相互援助活動について連絡調整を行い、子育て支援を行う事業です

が、これまで本町での事業実績はありません。 

計画 早期に事業実施が可能となる体制整備、実施する団体等を積極的に支援しま

す。次年度に会員募集・研修会等を実施し、会員の相互援助活動体制等の整

備を行った上で、２８年度以降に実施する団体等に対し積極的な支援を行い

ます。 

進捗状況 平成２７年度開設準備（協力会員講習）、平成２８年度から福祉課に事務局

を持ち実施しています。 

登録状況：利用会員 44 人 協力会員 9 人 両方会員 5 人 計 58 人 

利用実績：平成２８年度 ３家庭（４名）４回 送迎・預かり 各２回 

 

課題等 利用のしにくさ、費用が発生することへの抵抗感等利用実績が伸びない様々

な要因が考えられます。しかし、本町において、地域子ども・子育て支援事

業計画（１３事業）を展開するうえで、核となる事業であると考えます。 

当面の間、直営での事業を継続しながら、委託先等も含め活用されやすい環

境整備に努めます。 

今後の量の見

込み・確保方策 

量の見込み、確保方策に変更はありません。 

 



１１．妊婦健診事業                      （計画 P４４） 

事業概要 妊婦健康診査は、お母さんとお腹の赤ちゃんのため、母子共に健全な状態で

妊娠・出産を迎えられるよう健診を実施する事業です。本町では、これまで

も定期的に行う健診費用の一部を公費負担することにより、安全・安心な出

産を支援しています。 

計画 現在実施している妊婦健診事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、

健診回数 14 回の公費負担を事業として継続します。 

進捗状況 計画通りの事業を実施しています。 

平成 28 年度実績  健康診査 1,196 回 超音波検査 482 回 

課題等 現状の提供体制を継続します。 

今後の量の見

込み・確保方策 

出生数の変化に伴い、実績が量の見込みを若干下回っていますが、 

量の見込みと確保方策については、変更ありません。 

 

１２．実費徴収に係る補足給付を行う事業            （計画 P４５） 

事業内容 町が定めた保育料以外に、教材費、園外活動等の行事費及び給食費などは

実費負担にかかる費用として、保護者同意の下、施設が独自に徴収するこ

とができます。この実費徴収に対して保護者の負担軽減を図るため、所得

状況等を勘案して公費による補助を行う新たに法定化される事業です。 

計画 対象となる保護者（生保世帯、非課税世帯）に対し、27 年度から費用の

全部又は一部の助成を行います。 

進捗状況 対象となる保護者の負担軽減を図るため、事業を実施しています。 

対象：１号認定者は、第１階層に該当する者 

   ２号認定者は、第１、２階層に該当する者 

助成額：給食費（副食費）は１か月４,５００円を上限 

教材費・行事費等は１か月２,５００円を上限として費用一部を

助成します。平成２８年度延べ４３人 54，388 円  

課題等 現状の事業を継続します。 

今後の量の見

込み・確保方策 

確保方策に変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３．多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業  （計画 P４５） 

事業内容 新規施設事業者が安定的かつ継続的に事業を運営し、地域ニーズに即した保

育等を円滑に実施できるよう、実地支援、相談・助言及び連携施設のあっせ

んなどを行う新たに法定化される事業です。 

計画 新たに運営を開始する事業者について、相談等の支援を行います。 

認定こども園における障がい児受け入れ実態により、必要に応じて体制整備

のため支援等を検討します。 

進捗状況 上記に同じ 

課題等 新規参入事業者への相談支援を行います。 

今後の量の見

込み・確保方策 

確保方策に変更はありません。 

 


