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 第１部 総論  

 

第１章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

子ども・子育て支援法第６１条において、市町村は、国が示す基本指針（「教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支

援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」）に即して、そ

れぞれ５年を１期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるものとされています。 

 市町村においては、平成２７年度を始期とする計画期間の終期が令和元年度であることから、令和

２年度を始期とする第２期の計画を策定することとなりました。 

 第１期の計画内容を基本としつつ、施策の評価・見直し等を行った上で、評価結果を反映したほか、

「子育て安心プラン」、「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直し」、「新・放課

後子ども総合プラン」を踏まえ、第１期の内容に追加、修正が必要な項目を中心に、第２期市町村支

援事業計画の策定を進めてきました。 

本町では、平成１３年３月に「上士幌町エンゼルプラン」を策定し、さらに平成１７年３月に「か

みしほろ次世代育成支援行動計画（前期）」を、平成２２年３月に「かみしほろ次世代育成支援行動

計画（後期）」を、平成２７年３月に「上士幌町子ども・子育て支援事業計画（第１期）」を策定し、

子育て支援施策や保育・教育事業の充実を図ってきました。 

「第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第２期市町村支援事業計画」）は、子ど

も・子育て支援の取り組みを一層推進するために策定するものです。本計画においても、子育て支援

事業の量の見込み、提供体制の確保の方策とその時期を定めることによって、町民のニーズに応えて

いくための体制づくりを進めることとしています。 

 

第２節 子ども・子育て支援制度の概要 

１ 子どものための教育・保育給付 

 認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など、市町村主体で進める事業に対して共通の財政

支援が行われています。 
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①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③一時預かり事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧延長保育事業 

⑨病児保育事業 

⑩放課後児童クラブ（学童保育所） 

⑪妊婦健診  

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 

地域子ども・子育て支援事業 

２ 保育認定 

  子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用する子どもについて、３つの認定区分が設けられ、

これに従って施設型給付等が行われます。認定区分は次の１～３号の区分で行われます。 

認定区分 給付の内容 

利用定員を設定し 

給付を受けること 

となる施設・事業 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認定

子ども以外のもの（１号認定子ども） 
教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の

労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家

庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

（２号認定子ども） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の

労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家

庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

（３号認定子ども） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

 

３ 地域子ども・子育て支援事業 

市町村は、地域の実情に応じた子育て支援として次の事業を実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画 

市町村支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援に

関わる需給計画であり、全市町村で策定しています。子どもの保護者や関係者で構成される「市町村
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１ 子ども・子育て支援は、父母その他の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全ての構成員

が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健や

かに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

子ども・子育て支援法の基本理念 

子ども・子育て会議」では、事業計画策定に向けた審議を行うほか、継続的に点検・評価・見直しを

実施する役割りが期待されています。 

 

第３節 計画の位置付けと計画期間 

１ 計画の位置付け 

本計画は、「子ども・子育て支援法」の基本理念等を踏まえ、同法第６１条第１項に基づく市町村

支援事業計画として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本とする。 

・障害・疾病・虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子どもや子育て家

庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す。 

・核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、依然として多くの待機児童の存在、児童虐待

の深刻化、兄弟姉妹の数の減少など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が変化。 

・子ども・子育て支援とは、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつ、上記の環境

の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じ

て、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子

どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくこと。そうした支援により、より良

い親子関係を形成していくことは、子どものより良い育ちを実現することに他ならない。 

・乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや

基本的な生きる力の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者の関わりや、質

の高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障することが必要。 

・子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域における多様な子

ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要。その際、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を

行っていくことに留意することが重要。 

・社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々

が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要。 

※令和元年６月内閣府子ども・子育て本部「子ども・子育て支援新制度について」より 

子ども・子育て支援の意義のポイント（基本指針） 
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第５期 上士幌町総合計画 

第３期 上士幌町地域福祉計画 

第２期 上士幌町子ども・子育て支援事業計画 

上士幌町三愛計画（平成３０～令和２年度） 

（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・障がい福祉計画） 

第３期 上士幌町健康増進計画 

上士幌町子ども教育ビジョン 

上士幌町人口ビジョン・総合戦略 

平　成 平　成 平　成 平　成 令　和 令　和 令　和 令　和 令　和 令　和

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

第５期上士幌町総合計画 （Ｈ24～Ｒ3）

第１期上士幌町子ども・子育て支援事業計画 （Ｈ27～Ｒ1）

第３期上士幌町地域福祉計画 （Ｈ28～Ｒ2）

上士幌町三愛計画 （Ｈ27～Ｈ29）

第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画 （Ｒ2～Ｒ6）

上士幌町三愛計画 （Ｈ30～Ｒ2）

第６期上士幌町総合計画 （Ｒ4～Ｒ13）

上士幌町人口ビジョン・総合戦略 （Ｈ27～Ｒ1） 上士幌町人口ビジョン・総合戦略 （Ｒ2～Ｒ6）

第４期上士幌町地域福祉計画 （Ｒ3～Ｒ7）

上士幌町三愛計画 （Ｒ3～Ｒ5）

第２期上士幌町健康増進計画 （Ｈ25～Ｈ29） 第３期上士幌町健康増進計画 （Ｈ30～Ｒ10）

上士幌町子ども教育ビジョン （Ｈ27～Ｒ6）

第２期市町村支援事業計画の策定にあたっては、総合計画のほか、人口ビジョン・総合戦略、地域

福祉計画、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する自立促進計画、障害者計画、児童福祉法に規定

する市町村整備計画、教育振興基本計画等の諸計画と整合性を図るなど、子ども・子育て支援に関す

る事項を定める計画との間の調和を保ち策定しています。また、次世代育成支援行動計画の後継とし

ても位置付けています。 

【関連計画相関関係】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

第２期市町村事業計画は、令和２年度から令和６年度までの５か年計画となります。 

［策定期間］ 
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３ 次世代育成支援行動計画との関係 

次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画は、令和７年３月まで法的根拠が存続していま

すが、計画の策定は任意であり、子ども・子育て支援事業計画と一体的に策定することが可能となって

います。 

本町では、子育て支援に関する総合的な計画である市町村支援事業計画を「かみしほろ次世代育成

支援行動計画（後期：平成 22～26年度）」の後継計画として位置付けています。 

 

４ 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査の実施 

第２期市町村支援事業計画の策定に向け、確保を図るべき教育・保育・子育て支援の「量の見込み」

を算出し、教育・保育・子育て支援に関する現在の利用状況や今後の利用希望を把握するため、ニーズ

調査を実施しました。 

  

  ［ニーズ調査実施状況（平成 30年 11月実施）］ 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童調査 171世帯 65世帯 38.0％ 

小学生児童調査 175世帯 63世帯 36.0％ 

 

５ 「上士幌町子ども・子育て会議」の開催 

本計画の策定にあたり、子ども・子育て支援法の規定に基づく事務を処理するための審議会とし

て、子どもの保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育てに関する事業に

従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験がある者、教育・福祉・世代を代表する者で構成

する「上士幌町子ども・子育て会議」を設置しています。第２期市町村支援事業計画策定のため、

令和元年６月から会議を開催してきました。 

 

６ 行政機関内部の体制 

子ども・子育て支援法に基づく市町村支援事業計画の策定及び変更、進捗状況の確認、実施の評価

を行い、保育・保健・福祉・教育分野にわたる課題等について庁内の関係課が連携し、子ども・子育

て支援事業の総合的な推進を図るため、「上士幌町子育て支援検討委員会」を設置しています。検討

委員会には、子ども・子育て支援に関する事務を担う職員で構成する作業部会が設置されており、子

育て支援策の充実に向けた事業毎の協議が進められています。 

 

７ 町民の意見反映 

本計画の策定にあたり、ニーズ調査における保護者の意見を慎重に分析し、自由意見の記載事項を

参考とするなど、計画への反映に努めています。また、子どもの保護者の他、あらゆる世代や団体等

の代表者で構成する「子ども・子育て会議」の開催により、計画の策定方針、各事業の評価・検証、

計画案の内容等に理解を得てきました。計画案の策定内容は、所管する町議会常任委員会へ説明する

他、ホームページで公開し、パブリックコメントを実施するなど、広く意見を募ることに努めていま
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す。 

第２章 子ども・子育てを取り巻く町の状況 

第１節 少子化の動向 

１ 人口の推移と少子化の動向 

住民基本台帳に基づく上士幌町の人口は、平成２６年度末に 4,874人でありましたが、子育て・教育

施策の充実をはじめとする様々な地方創生に向けた取り組みにより、生産年齢人口の増加を特徴とす

る社会増がみられ、平成３０年４月末に 5,000 人を超え、同年７月には 5,020 人にまで増加していま

す。生産年齢人口の増加に伴い、平成２９年４月に 35.00％であった本町の高齢化率は、平成３１年４

月には 34.34％に減少するなど、高齢化率上昇に一定の歯止めがかかっています。 

一方、令和元年９月末時点における年少人口（１５歳未満人口）は 583 人で、総人口の 11.7％であ

り、昭和６０年の年少人口（1,394人）と比較すると３４年の間に当時の約４割にまで減少しているな

ど、年々減少する状況にありましたが、平成２７年以降の年少人口に増加傾向がみられています。 

 

 

［人口の推移］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査データ参考 ※令和元年は住民基本台帳による９月末現在の人口   （単位：人） 
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２ 出生の動向 

平成２２年から平成３０年までの出生数の平均は 34.6人で、ここ数年は３０人前後で推移してい

ます。平成２７年の合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの数）は 1.61と全国の 1.45及

び全道の 1.31を上回っています。 

 

［出生数の推移］                           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民基本台帳に基づく暦年の出生数（令和元年は見込み数）※学年齢毎の児童数と一致しない 

 

３ 世帯数及び世帯当たり人員の動向 

世帯数については増減がありましたが、平成２７年以降に増加が見られています。一方、世帯当た

り人員については年々減少する傾向にあり、令和元年に 1.94人となっています。 

 

［世帯数の推移］                             （単位：世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査データ参考 ※令和元年は住民基本台帳による９月末日現在の外国人を含む世帯数 
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［世帯当たりの人員の推移］                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査データ参考 ※令和元年は住民基本台帳による９月末日現在の人員数 

 

第２節 子育ての状況 

１ 保育教育事業の状況  

平成２９年度以降は農村部における小学校閉校の進展に伴い、認可外保育施設である私立保育所の

閉所が進み、糠平保育所についても休所する状況にあるなど、町内で保育教育事業を行う施設は、平成

２７年４月に開園した幼保連携型認定こども園１か所のみの状況となっています。 

これまでの児童数の推移は、次のとおりとなっています。 

設置区分 保育所名 
児童数（人） 

平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元 

公 立 認 定 こ ど も 園 １２０ １３９ １５６ １８５ １８５ 

私 立 萩 ケ 岡 保 育 所 ７ ７ ６ ― ― 

北 居 辺 保 育 所 ５ ５ ― ― ― 

北 門 保 育 所 １０ ７ ７ ― ― 

糠 平 保 育 所 ３ ０ １ ― ― 

合 計  １４５ １５８ １７０ １８５ １８５ 

   各年度３月１日現在 ※令和元年度は１０月１日現在 

 

２ 子育て支援事業の状況 

幼児期における保育・教育環境の充実を図るため、平成２７年４月に幼保連携型認定こども園ほろん

が開園するなど、質の高い保育・教育のニーズに応えられるよう職員の資質や専門性の向上に努めてい

ます。また、多世代の交流施設である生涯学習センターわっかが平成２９年６月にオープンし、これま

で点在していた学童保育所や子ども発達支援センター等の子育て支援施設の他、高齢者が利用する生

きがいセンターの機能が集約化されるなど、子どもたちを安心して育む環境の整備が進んでいます。 

更に、本町では、少子化の流れを変え、子どもを安心して産み育てられるよう、住宅購入費の助成、

高校生までの医療費無料化、保育料の完全無料化等、子育て世代に対する様々な経済的支援策を講じて

います。 
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◇主な子育て支援事業の実施状況 

 ①放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

社会福祉協議会に委託していた学童保育所の運営主体を平成２７年度から町直営に変更しています。

平成２９年６月に青少年会館から生涯学習センターわっかへ移転後には、小学校４年生までであった

入所対象児童の範囲を６年生までに拡大し、６０名であった入所定員を７５名に拡大しています。ま

た、延長保育制度の開始、多子世帯の学童保育料の改正、要保護・準要保護世帯に対する減免規定の明

確化を進めるなど、経済的負担の軽減対策が進められています。 

（単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元 

利用者数 ６７ ５８ ６４ ９６ ８６ 

   

②地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

親子が自由に集える場所を提供するため、「すくすく広場」「なかよし広場」「ベビース広場」を実施

するほか、保健師と連携しながら、妊婦が安心して出産を迎えられるよう「マミーズ広場」を実施して

います。平成２８年度からの保育料完全無料化に伴い、認定こども園への入園児童が増えたため、利用

者数は減少していましたが、平成３０年度の出生数の増加に伴い、利用者は増えています。   

 

                      （単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元 

登録人数（親子） １７３ １７７ １７０ ２２０ ２１５ 

 

③一時預かり事業（一時保育事業） 

保護者の育児疲れや外出等を理由とした、一時的な預かり事業を実施しています。 

［幼稚園在園児対象］ 

 町内における女性の就業率は高く、幼稚園型の入園児童数が減少していることから利用者数は減

少しています。 

（単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

利用者数 １，３９１ ４４０ ６６ ２８７ ２８７ 

 

［在園児を除く］ 

 保育料の完全無料化実施に伴い、認定こども園への入園者数が増加しているため、利用者数は減

少しています。 

（単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

利用者数 １４６ ４１ ８４ １０５ ８４ 
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 ④ファミリ－サポート事業 

  ［就学前児童対象］ 

   依頼内容は、送迎や預かりが多く、近隣に身寄りがいない保護者の定期的な利用があるなど、平成

３０年度後半より利用者数は増えています。 

（単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

利用者数 １８ ４８ ６ １５ ６４ 

 

［就学児］ 

   平成２９年６月の生涯学習センターわっかのオープン以降、これまで分散していた子ども発達支

援センターや学童保育所のわっかへの集約化が進んで以降は利用がありません。 

（単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

利用者数 １ １ ６ ０ ０ 

 

 ⑤乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、親子の健康状態、授乳状況、育児に対する不安等

を把握し、保健指導と情報提供を進めています。訪問後において、継続的な支援が必要な保護者に対し

ては養育支援事業につなげるなど、関係機関が連携した支援を行っています。 

     （単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

訪問件数 ２５ ３３ ２９ ３４ ２９ 

                   

 ⑥養育支援訪問事業 

子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭を訪問し、専門的な支援を提供するなど、親子が孤立する

ことがないように努めています。 

                           （単位：人） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

訪問件数 ４ ７ ４ ３０ ４５ 

                   

 ⑦発達支援事業 

発達障害に対する住民の理解が深まっていますが、障がいの有無に加えて親子間の愛着の問題から、

家庭や家族支援を伴う対応が多くなっています。 

切れ目のない支援を継続するため、かみしほろ学園の取り組みにより、認定こども園から上士幌高校

までの校種間連携を図るなど、対応の充実に努めています。 

平成３０年度からは、通所支援事業を利用していない幼児、児童生徒を対象に居場所づくりを目的と

した地域開放事業を開始し、体づくりや自己理解を促すトレーニング等の取り組みを進めています。 
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平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年

211 229 212 232 221

8（6） 9（7） 10（7） 10（8） ９（6）

16 14 13 ー ー

3 2（1） ３（2） ー ー

16 ー ー ー ー

3 ー ー ー ー

7 6 6 4 4

3 3 3 2 2

250 249 231 236 225

17(6) 14(8) 16(9) 12(8) 11(6)

116 116 128 135 141

4(4) 4(4) 4(3) 4(3) 5(5)

366 365 359 371 366

21（10） 18（12） 20（12） 16（11） 16（11）

195 189 200 169 159

6 6 6 6 6

区　分 学校名

上段　児童・生徒数（人）

下段　学級数、（　）は特別支援学級数

小学校

上士幌小学校

北門小学校

小中学校合計

高等学校 上士幌高等学校

萩ケ岡小学校

糠平小学校

計

中学校 上士幌中学校

 

                                 （単位：延べ人数） 

 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元年 

利用者数 

発達支援事業(にこにこ教室) １５２ ２０２ ２６３ ２２９ １２０ 

放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ３８１ ５８０ １，２２２ ５８３ ５７６ 

地域開放(幼児) ― ― ― ２７ ４８ 

地域開放(小学生以上) ― ― ― １４８ ４６８ 

 

３ 小学校・中学校・高等学校の状況 

小学校の適正配置計画に基づき、農村部における小学校の閉校が進んでいます。また、令和元年度末

には糠平小学校が閉校し、上士幌小学校への統合が決まっています。町内においては、令和２年度から

小学校１校、中学校１校、高等学校１校体制となります。 

上士幌高校は、これまで２間口を維持していますが、十勝管内における中卒者数は年々減少してお

り、地元からの進学率向上をはじめとする生徒確保に向けた取り組みを一層推進する必要があります。 

 

［町内各学校の概要］                          （4 月 1 日現在） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

『子どもの笑顔あふれるふれあいの元気まち』 

第５期上士幌町総合計画では、本町が持っている豊かな地域資源と自然環境を活かし、地域産業の

活力を生み出し、誰もが健康で安心していつまでも住み続けたいと思える「5,000 人のまちづくり」

の実現に向け、町民の皆さんとの協働による“元気まち”を目指しています。まちづくりの将来像を

『このまちが好きだから みんなで創ろう 元気まち上士幌』とし、町民の皆さんはもとより、町外

の人たちにも好かれるまちづくりを進めています。 

第２期市町村支援事業計画においても、総合計画の理念に基づき、豊かな自然環境の中で本町の次

代を担うすべての子どもたちが健やかに育つよう、出産から成長まで切れ目のないサービスの提供や

環境整備を図ります。また、子どもを持つ親やこれから子どもを持とうとする人が、安心して出産や

育児をすることができるよう、行政と町民との協働による子育て支援体制の整備を目指しています。

家庭や幼児教育の場、学校、事業者、行政機関が相互に連携し、地域が一体となって子育てを推進す

るための計画として、『子どもの笑顔あふれるふれあいの元気まち』を基本理念に、子育てに関わる

取り組みを進め、子どもたちのはつらつとした姿がまちにあふれることを願うものとしています。 

 

２ 基本的な視点                  

本計画は、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本に、次の３つの視

点に立ち、子ども・子育て支援のための施策を展開します。  

 

（１）子どもの権利が尊重され、健やかに成長できるまちづくり 

  「子どもの権利条約」の精神に照らし、子どもに関わる様々な権利が擁護されるよう各種施策を推

進することが必要です。 

障がい、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子ど

もや子育て家庭を対象として、一人一人の子どもが健やかに成長できるまちづくりを推進します。 

子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域におけ

る多様な子ども子育て支援の量的拡充と質的改善を図り、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を推

進します。 

 

（２）家庭と子育てに夢と喜びが感じられるまちづくり 

  家庭や子どもを持つことは自由であり、あくまでも個人の選択であることを前提としつつ、今日の

出生率の低下を社会問題と認識し、子どもを持ちたいと思う人が安心して子どもを産み育てられるよ

う、子育てに対する支援体制を築くことが重要です。 

  男女が協力して子育てを行い、家庭と仕事、地域生活のそれぞれの場でいきいきと活動することが

できるように施策を進めます。また、こうした環境の中で育てられる子どもたちが心豊かに成長し、

自らも家庭や子どもを持ちたいと思えるようなまちづくりを推進します。 
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（３）地域がふれあいながら子育て家庭を支援するまちづくり 

  子育てにおいて最も重要な役割と責任を持つのが保護者であるということを前提にしながら、子育

て家庭を行政や地域、事業所等が担い手となって支援をすることで子育て家庭が抱える負担感や不安

感を和らげるとともに、地域全体で子どもたちの健やかな成長を喜びとして分かち合えるまちづくり

を推進します。 

 

３ 施策の方向 

基本理念、基本的な視点を基に次の５つの項目に基づき、子ども子育て支援事業について施策の展

開を図ります。 

 

（１）子どもを育む教育・保育の環境づくり 

  すべての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、発達段階に応じた質の高い教育・保育が

提供されることが重要です。 

  そのため、保護者の就労状況や家庭の状況、その他の事情に関わらず、すべての子どもが質の高い

教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 

 

（２）家庭の子育てを支えるための地域づくり 

  家庭における子育てを支援するため、家庭の様々な状況に応じて柔軟に利用できる支援サービスの

提供に努めます。 

  親の不安や孤立感を解消できるよう、情報提供や相談体制の充実を図るとともに、保護者や地域の

ボランティア等がともに子育てを楽しめる体制を整備するため、地域活動の支援や人材の育成に努め

ます。 

 

（３）親と子どもの健康づくり 

  母親が安心して子どもを産み育てることができるよう支援するとともに、子どもの発達や成長段階

に応じて成年期に至るまで、一貫した健康の維持・増進、望ましい食生活を推進し、生涯にわたる健

康な生活の基礎づくりを推進します。 

 

（４）子どもの健やかな育ちを守るまちづくり 

  子どもの人権が守られるよう関係機関が連携し、児童虐待の発生予防及び早期発見への体制が図ら

れるよう努めます。 

  また、発達支援が必要な子どもやひとり親家庭等、特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援を

進めます。 

 

（５）子育てと仕事を両立できる環境づくり   

安心して子育てと仕事ができるよう、ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及に努めるととも

に、仕事と子育てを両立するための環境づくりを進めます。  
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また、子育てを父親、母親が協力しあいながら進めて行くことができるよう、男女共同参画の意  

識づくりを進めます。 

 

４ 区域の設定と量の見込みと確保の方策                  

（１）教育・保育提供区域 

 子ども・子育て支援法では、本計画策定にあたり「教育・保育を提供する区域」を定め、「区域ご

との量の見込み（必要利用定員総数）」や「確保の方策」、「実施時期」を記載することとなっていま

す。「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」では、小学校区、中学校区、行政区単位等地域の実

情に応じて、保護者や子どもが自宅から容易に移動できることが可能な区域を設定することとなって

います。 

 

（２）教育・保育提供区域の設定 

本町では、人口規模、人口分布、小中学校、認定こども園等の配置状況を考慮し、町全域を１区域

として設定しています。また、「地域子ども・子育て支援事業の提供区域」についても、子育て支援

センター、学童保育所等の配置状況を考慮し、町全域を１区域として設定しています。 

 

（３）量の見込みと確保の方策 

 内閣府子ども・子育て本部が示した『第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の

見込み」の算出等の考え方』に基づき、平成２９年９月に実施した「市町村子ども・子育て支援事業

計画等に関する中間年の見直し」結果を踏まえ、令和２年度から令和６年度までの人口推計値とニー

ズ調査の結果から求められた見込み量算出結果と合わせ、本町の地域特性を加味して一部補正を行う

など、各種サービスの見込み量を算出しています。ワークシート見込み量算出結果や実績による見込

み量算出結果など、ニーズ調査結果に基づき算定された量の見込みについては、現状の数値から乖離

する事業があったため、修正を行うことで量の見込みとして算出しています。 

これらの量の見込みに対する確保の方策として、提供体制の確保の内容及びその実施時期を本計画

に位置付けています。 
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1 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

（任意記載事項、次世代計画） 

2 育児休業制度等の周知 

（任意記載事項、次世代計画） 

3 ワーク・ライフ・バランスの推進に向け

た意識啓発（任意記載事項、次世代計画） 

 

1 妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健 

活動の充実（必須記載事項、次世代計画）  

2 学童期・思春期から成人期に向けた保健 

対策の充実      （次世代計画） 

3 食育の推進      （次世代計画） 

4 親と子の医療の提供  （次世代計画） 

1 地域における子ども・子育て支援サービス

の充実 （必須記載事項、次世代計画） 

2 子育て支援ネットワークづくりの推進 

            （次世代計画） 

3 地域における子育て支援（次世代計画） 

 

1 幼児期の学校教育・保育サービスの充実 

（必須記載事項） 

2 幼児期の学校教育・保育の一体的な提供の

推進        （必須記載事項） 

【施策の方向】 

1 子ども虐待の防止  （任意記載事項） 

2 発達支援施策の充実 （任意記載事項） 

3 ひとり親家庭等の支援（任意記載事項） 

○子どもの権利が

尊重され、健や

かに成長できる

まちづくり 

 

○家庭と子育てに

夢と喜びが感じ

られるまちづく

り 

 

○地域がふれあい

ながら子育て家

庭を支援するま

ちづくり 

子 

ど 

も 

の 

笑 

顔 

あ 

ふ 

れ 

る 
 

 

ふ 

れ 

あ 

い 

の 

元 
気 

ま 

ち 

【基本理念】 【基本的な視点】 

５ 計画の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施 策】 

1 子どもを育む

教育・保育の

環境づくり 

 

2 家庭の子育て

を支えるため

の地域づくり 

3 親と子どもの

健康づくり 

4 子どもの健や

かな育ちを守

るまちづくり 

 

5 子育てと仕事

を両立できる

環境づくり 
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第２部 施策の展開 

第１章 子どもを育む教育・保育の環境づくり  

すべての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、発達段階に応じた質の高い教育・保育が提

供されることが重要です。 

そのため、保護者の就労状況や家庭の状況、その他の事情に関わらず、すべての子どもが質の高い教

育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 

 

第１節 幼児期の学校教育・保育サービスの充実 

１ 量の見込みと確保の方策             

【現状と課題】 

・本町の人口ビジョン・総合戦略に基づき、平成２８年度に開始した認定こども園の保育料完全無料

化の実施や様々な子育て支援策の充実に伴い、道内外を含む地域から子育て世代の移住者が増加して

いるなど保育所型（２号・３号認定）の入園児童数が増加しています。園内における十分な保育スペ

ースを確保するため、隣接する山村開発センター内に認定こども園分室を設置し、平成３０年度から

乳幼児室として利用を開始しています。分室の設置に伴い、開園時に１２０名であった認定こども園

の定員数を１７０名に見直し、増加傾向にある入園希望者への対応に努めています。 

・母親の就業率は高く、幼稚園型（１号認定）の入園児童数は減少傾向にあります。 

・保育料の完全無料化の実施に伴い、０歳児の入園児童が多くみられるなど、入園時期の低年齢化が

進んでいます。令和元年１０月から国の子育て支援策として、全国的に幼児教育・保育の無償化が実

施されたため、今後は移住者の動向も含めて児童数の推移を見極める必要があります。 

・認可外保育施設である私立保育所は、農村部等における児童数の減少に伴い、閉所や休所が進み、

認定こども園以外に保育の受け皿がない状況にあります。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

・町内における出生数や子育て世代の移住者の状況等に影響する入園児童数の推移を慎重に見極め、

今後も待機児童を出さないよう、入園児童数に見合った施設の整備と保育教諭の確保を図るなど、保

育環境の充実に努めます。 

 

○１号認定（幼稚園）                             （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み(必要利用定員総数) １７ １６ １６ １５ １６ 

②確保の内容 教育・保育施設 １７ １６ １６ １５ １６ 

①－② ０  ０ ０ ０ ０ 
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○２号認定（３～５歳保育認定）                        （単位：人） 

 

○３号認定（０～２歳保育認定）                       （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み(必要利用定員総数) 0 

歳 

1･2 

歳 

0 

歳 

1･2 

歳 

0 

歳 

1･2 

歳 

0 

歳 

1･2 

歳 

0 

歳 

1･2 

歳 

12 38 12 39 13 40 13 42 14 43 

②確保の内容 
教育・保育施設 12 38 12 39 13 40 13 42 14 43 

地域型保育事業 － － － － － － － － － － 

③認可外保育施設 － － － － － － － － － － 

①－（②+③） 0 0 0 0 0 ０ 0 0 0 0 

 

第２節 幼児期の学校教育・保育の一体的な提供の推進方策 

１ 認定こども園の運営 

本町では、これまで設置していた上士幌保育所に変えて、平成２７年４月に幼保連携型の認定こども

園ほろんを開園し、認定区分に応じた質の高い教育・保育が提供できるよう努めています。 

 平成２７年の開園時より幼稚園型の範囲における料金の無料化を開始し、平成２８年度からは、町の

人口ビジョン・総合戦略に基づき、保育所型料金と食費を合わせた保育料の完全無料化を開始していま

すが、子育て世代の移住者が増加する効果が見られ、入園児童数は増加傾向にあります。 

 これまで認可外保育施設として運営されていた私立保育所は、閉所もしくは休所する状況にあります

が、農村部等から町内で唯一、教育・保育を提供する施設である認定こども園までの保護者の送迎に経

済的な負担が生じるため、本町では通園に係る費用を補助しています。 

認定こども園から上士幌高校まで一貫した教育環境を整備することを目的とした「かみしほろ学園」

の取り組みを推進しているほか、園児の体験や挑戦を目的に設置した第２園庭「ほろんの森」の活用、

幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を意識した幼稚園教育要領に沿った意図的な保育教育活

動の推進等、幼児期における保育教育の充実に努めています。また、保護者・地域・保育教諭とが連携

したＰＣＴＡの活動の他、コミュニティ・スクールの取り組みにより、地域と一体となった保育環境の

整備を推進することとしています。 

なお、小規模保育や家庭的保育などの「地域型保育事業」が実施される場合には、３歳児からの受入

が円滑に実施されるよう連携を図っていくこととします。  

 

 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み(必要利用定員総数) １２４ １２０ １１９ １１３ １１６ 

②確保の内容 
教育・保育施設 １２４ １２０ １１９ １１３ １１６ 

地域型保育事業 － － － － － 

③認可外保育施設 － － － － － 

①－（②+③） ０ ０ ０ ０ ０ 
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２ 質の高い幼児期における保育教育の推進方策 

認定こども園への入園児童数が増加するなど、教育・保育ニーズが増している中で、保育の量的拡

充や質の向上を図るため、計画的に保育教諭の研修機会を確保し、１種免許取得に係る講習受講を促

すなど、専門性の向上に向けた取り組みを進めています。 

また、道内大学等の協力を得ながら、教育カリキュラムの充実や子どもの体づくり、職員の業務改

善等に関するアドバイザー派遣の取り組みを進めるなど質の高い教育・保育の提供に努めています。 

 

３ 義務教育との円滑な連携の方策 

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であるため、就学するまでに必要な

力を身に付け、義務教育との円滑な接続を図ることが求められています。 

認定こども園では、園児に対し、早期から外国語に触れる機会を提供するため、２名の外国人講師

を配置しています。英語遊びや小学校低学年の授業サポートを進めているほか、町内に在住する外国

人と園児との交流を進め、異文化交流や国際理解教育の推進に努めています。 

また、発達の遅れや障がいのある子どもなど、特別な支援を必要とする子どもに対する早期からの

教育支援を推進するため、認定こども園に教育支援コーディネーターを配置し、小学校の特別支援コ

ーディネーター、子ども発達支援センターと幼小連携の取り組みを進めています。 

かみしほろ学園の取り組みでは、幼小中高の教職員が教育研究や校種間訪問、各種の研修活動に連

携して取り組むほか、子どもの成長に応じた継続的な支援を推進するため、必要な記録を共有するフ

ァイルであるサポートブック「アーチ」の取り組みを乳幼児期の段階から進めています。 

第２章 家庭の子育てを支えるための地域づくり 

 家庭における子育てを支援するため、家庭の様々な状況に応じて柔軟に利用できる支援サービスの

提供を図ります。 

 親の不安や孤独感の解消ができるよう、情報提供や相談体制の充実を図るとともに、親同士や地域

のボランテイア等がともに子育てを楽しめる体制を整備するため、地域活動の支援や人材の育成を推

進します。 

 

第１節 地域における子ども・子育て支援サービスの充実 

 

１ 利用者支援事業              

【事業の概要】 

  子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必

要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

 

【現状と課題】 

  これまでの児童相談内容は、主に育児、不登校、子どもの発達に関する相談の他、まれにネグレク

トなどの虐待の疑いやいじめ等に関する相談が含まれています。保健・福祉・教育分野の職員が対応

に当たっていますが、コーディネートする担当職員の位置付けがありません。 
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  本町では、移住者が増加傾向にある中で、相談窓口の明確化が求められていますが、現状は子ども

発達支援センターの職員が関係課との連携や関係機関との調整を担っています。年間の相談件数は多

くありませんが、相談者への対応は長期に及ぶことがあるため体制を明確化し、相談対応の充実を図

る必要があります。 

  また、母親の就業率の向上に伴い、認定こども園への入園時期の低年齢化が進むなど、親が子ども

に向き合う時間が少なくなる傾向が見られています。母子の愛着を育て、子育ての力を身に付ける取

り組みを進める必要があります。妊娠期から子育て期にわたる母子保健事業や育児相談に対応するた

め、子育てに積極的に関与することが求められています。  

 

【確保の方策】 

 ［基本型］ 

  子ども発達支援センターのスタッフリーダーをコーディネーターに位置付け、基本型の利用者支援

事業を実施することして窓口の明確化を図り、当事者の目線に立った寄り添い型の支援を推進しま

す。また、社会福祉士の配置を検討し家庭支援の円滑化を図るなど相談情報の蓄積や検証を行うこと

が可能な体制の整備に努めます。 

 ［母子保健型（子育て世代包括支援センター）］ 

母子保健分野と子育て支援分野の両面からの一体的支援の提供を通じて、妊娠期から子育て期にわ

たるまで切れ目のない支援体制を構築するため、子育て世代包括支援センターの開設を目指します。

なお、子育て世代包括支援センターは、子ども発達支援センターを窓口とし、基本型の事業を担う社

会福祉士を中心に、母子保健と子育て支援センターとが連携した取り組みを推進します。  

 

○基本型                                 （単位：か所） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み １ １ １ １ １ 

②確保の内容 １ １ １ １ １ 

①－② ０ ０ ０ ０ ０ 

 

○母子保健型（子育て世代包括支援センター）                （単位：か所） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み １ １ １ １ １ 

②確保の内容 ０ ０ ０ ０ １ 

①－② １ １ １ １ ０ 

 

２ 時間外保育事業（延長保育）           

【事業の概要】 

保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所

等で引き続き保育を実施する事業です。 
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【現状と課題】 

平成２７年度の認定こども園の開園以降には、保育時間をこれまでの１０時間３０分から１１時間

に延長しています。開園時間を超える延長保育の実施は行っていませんが、保育短時間型の園児に対

しては、開園時間の範囲内において預かり延長保育を実施しています。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

時間外保育事業の実施に向けては、対応する職員の確保を伴うことから、現在の対応を上回る保育

の実施については、慎重に検討する必要があります。 

時間外におけるニーズに対応するため、ファミリーサポート事業の充実を図るなど、他のサービス

との連携に努めることとしています。 

                                      （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ２２ ２２ ２２ ２２ ２３ 

②確保の内容 ０ ０ ０ ０ ０ 

①－② ２２ ２２ ２２ ２２ ２３ 

 

３ 放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

【事業の概要】 

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館

などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

 

【現状と課題】 

 平成２７年度より運営主体を社会福祉協議会から町直営とし、平成２９年６月には、運営場所を青

少年会館から改築した生涯学習センターへと移転しました。移転後は、これまで小学１年生から小学

４年生までだった入所対象児童の範囲を小学１年生から小学６年生までとし、入所定員を６０名から

７５名に拡大しています。また、１８時００分から１８時４０分までの延長保育を開始した他、多子

世帯の学童保育料の見直し、保育料減免対象の明確化を進めるなど、保護者の経済的負担の軽減を図

っています。 

 現在は、厚生労働省が定める児童１人当たりの学童保育専用区画（1.65㎡）を日単位では維持して

いますが、入所児童数の増加が見られた場合には、保育場所や支援の担い手となる放課後支援員等の

確保が必要となってきます。また、児童に対してよりよい保育を行う観点から、児童個々の状況に関

して小学校や関係機関等と情報交換する必要があります。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

 今後も多様な保育や子育て支援分野における必要な知識や技能を修得するため、放課後支援員等の

研修機会を確保し、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう保育の質の向上に努めま

す。また、入所児童や保護者からの要望を的確に把握し、保育活動に活かす取り組みを進めるなど、

放課後における子どもたちの健全育成と保護者支援の充実に努めます。  
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                                      （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み 

 ７０ ７５ ７５ ６５ ６３ 

１年生 ２７ ２７ ２７ １８ ２２ 

２年生 １５ ２３ ２３ ２３ １５ 

３年生 １６ １１ １１ １１ １２ 

４年生 ７ ８ ８ ８ ８ 

５年生 ３ ４ ４ ３ ４ 

６年生 ２ ２ ２ ２ ２ 

②確保の内容 ７５ ７５ ７５ ７５ ７５ 

①－② △５ ０ ０ △１０ △１２ 

 

４ 放課後子ども対策事業            

【事業の概要】 

 放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりとして小学校の教室や生涯学習センターにおい

て、次の事業を行っています。 

《放課後子ども教室推進事業》 

スクールバスを利用する児童を対象として、上士幌小学校において補充学習、運動、ゲーム・レク

リェーション、創作活動、野外活動等の取り組みを進めています。 

《放課後子ども対策事業（ほろんクラブ）》 

放課後ほろんクラブでは、町民や町内にある各種サークル等の協力を得て、地域の方を講師に、創

作活動やスポーツ教室など様々な取り組みを進めています。  

 《子どもの居場所づくり》 

 生涯学習センターに来所する子どもたちに様々な屋内外の遊具を貸し出しする事業や、居場所づく

りを目的とした事業を行っています。 

 

【現状と課題】 

放課後の子どもたちにとって安全・安心な居場所を確保するため、学校、保護者、地域、学童保育

所、事業関係者等との連携が必要となっています。また、低学年と高学年とで授業の終了時刻が異な

ることがあることから、関係機関の情報共有のもと、事業を実施する必要があります。 

 

【今後の取組】 

 放課後の子どもたちの居場所を的確に把握できるように、学校・保護者・児童・関係機関等が共通

認識に立ち、スムーズの情報伝達が図れる体制の確立に努め、今後も子どもたちの安全を最優先にし

た多様な体験活動を行います。    
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５ 子育て短期支援事業          

【事業の概要】 

保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合

等に、その子どもを児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等で預か

る事業です。短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業が

あります。 

 

【現状と課題】 

宿泊に対応できる適切な施設が無いことを理由として本町では本事業を実施していません。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

宿泊を伴うニーズがある場合には、児童相談所の一時保護等の他制度の活用を検討し対応を図るも

のとします。  

                            （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

②確保の内容 ０ ０ ０ ０ ０ 

①－② ０ ０ ０ ０ ０ 

  

６ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）  

【事業の概要】 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報の提供、助 

言その他の援助を行う事業です。   

 

【現状と課題】 

本町では、令和元年度の世帯当たりの人員が1.94人に減少するなど核家族化が進行しており、移住

者など近隣に身寄りがいない子育て世帯が増加している状況にあります。 

子育てが孤立化し、子育てに不安や負担を抱くことが無いように多様な大人や子どもと関わること

ができるよう、子育て中の親子が気軽に集い、不安や悩みを相談できる場所を提供することが必要で

す。 

子育て支援センターでは、子育てに向き合うゆとりと自信を高める場所として『なかよし広場（０

歳～就学前親子対象）』、『なかよしチャレンジ（０歳～就学前対象）』『ベビーズ広場（０～１歳親子

対象）』『ちいさな広場』等の事業を実施する他、妊婦が集える場所として『すくすく広場（０～２歳

親子・妊婦対象）』や『マミーズ広場（妊婦対象）』等の事業を行っています。 

 平成２８年度から認定こども園へ入園する乳幼児が増加し、利用者が減少していましたが、平成３

０年度後期より出生率の増加が見られ、ベビーズ広場の利用者は増えています。 

   

【確保の方策・今後の取組】 
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 保護者からの声を聴き、安心して過ごせる居場所づくりを進めるため、利用者の状況に合わせた

「広場」の時間設定や曜日設定の見直しを進め、備品の整備等、遊びの環境づくりに努めます。 

 また、保健師と連携して「マミーズ広場」等、子育て支援センターの利用を促し、保護者の子育て

力の向上を支える取り組みを進めます。   

                         （単位：人/か所） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ２０３ ２０９ ２１７ ２２４ ２３２ 

②確保の内容 １ １ １ １ １ 

  

７－１ 一時預かり（幼稚園における在園児を対象） 

【事業の概要】 

認定こども園・幼稚園に在籍する１号認定の児童で、認定された時間・曜日以外において保育を 

必要とする場合に在籍する施設で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

 

【現状と課題】 

母親の就業率が向上しており、幼稚園型（１号認定）の入園児童数は減少する傾向にありますが、

保育時間内における一時預かりや延長保育については、保護者のニーズに沿う対応ができています。

また、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が実施され、預かり・延長保育も一定額の範囲で

無料となったため、利用者数に大きな増減がないものと考えられています。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

 育児疲れや外出予定があるなど、保護者の都合に配慮し、柔軟な対応が図れるような事業の継続に

努めます。        

                            （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ 

②確保の内容 ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ 

①－② ０ ０ ０ ０ ０ 

                            

７－２ 一時預かり（在園児を除く）及びフアミリーサポート事業（病児・緊急対応事業

除く） 

【事業の概要】 

《一時預かり事業（在園児を除く）》 

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幼児について、主として昼間において、

認定こども園、幼稚園、保育所、地域子ども子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預か

り、必要な保護を行う事業です。 

《ファミリーサポート事業》 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける
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ことを希望する者と、援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

です。 

 

【現状と課題】 

認定こども園の入園児童数の増加に伴い、平成２７年度に１４６名であった一時預かりの利用者数

は４１名に減少しています。一時預かりはこれまで有料の事業でありましたが、令和元年１０月から

一定額の範囲で無料化されることから、利用者の増加が見込まれています。一時預かりに対応できる

職員は限られているため、利用者が増加した場合には利用者のニーズに沿えない可能性があります。 

ファミリーサポート事業は、主に送迎や預かりの依頼が多く、移住者のため近隣に身寄りがいない

保護者からの定期的な利用があり、平成３０年度後期より利用者が増えています。依頼会員の利用料

に対する補助がありますが、協力会員の報酬については３０分３００円と低額であり、仕事を優先す

るなど、依頼会員のニーズに沿えない場合があります。支援が必要な日に安心して利用できるように

協力会員の確保に努める必要があります。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

 今後も一時預かりに必要な人員を配置するなど体制の整備に努めます。また、送迎や子どもの預か

りの依頼があった場合に円滑に協力会員が確保できるよう、町の助成方法を含めた事業見直しの検討

を進める他、支援が必要な保護者への情報提供に努めます。    

                            （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み １０５ １０６ １０９ １１２ １１６ 

②確保の内容 

一時預かり ７５ ７６ ７８ ８０ ８３ 

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ ３０ ３０ ３１ ３２ ３３ 

計 １０５ １０６ １０９ １１２ １１６ 

①－② ０ ０ ０ ０ ０ 

 

８ 病児・病後児保育事業及びファミリーサポート事業（病児・緊急対応事業）                 

【事業の概要】                

《病児病後児保育》 

認定子ども園、保育所の保育認定を受ける児童で、一時的に集団保育を受けることのできない病 

児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保

育をする事業です。 

《ファミリーサポート病児緊急対応事業》 

 ファミリーサポート事業で病児・病後児の預かりを行う事業です。協力会員については一定の講 

習の受講が義務付けられています。 

 

【現状と課題】 

町内医療機関関係者と共に実施箇所の視察調査と実施の検討を進めています。 
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公立の保育所等では実施される例が少ないこと、町内医療機関には小児科専門医がいないこと、実

施の場合には複数の専用保育室の設置と看護師の雇用が必要となるが、小児科病院と連携できる体制

にないことなどから本町では本事業の実施にいたっていません。 

ニース調査の結果から、小児科専門医が常駐する医療機関が近隣にない中で実施した場合に保護者

からの安心が得られず、利用が進まない可能性があります。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

  体調不良児に重点を置くなど対応する症状を限定して実施する方法の他、広域的な取り組みの可能

性を含めて、近隣市町村や小児科専門医等との情報交換を進め、本町での実施方法を慎重に検討する

こととしています。 

          （単位：人/か所） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ６８ ６８ ６７ ７０ ７０ 

②確保の内容 ０ ０ ０ ０ １ 

 

９ ファミリーサポート事業（就学児）   

【現状と課題】                        

就学児に対する預かり事業を実施していますが、子ども発達支援センターが生涯学習センターに移

転してからは利用がありません。 

現在でも就学児の登録はあることから利用希望がある場合には対応する必要があります。 

 

【確保の方策・今後の取組】 

利用希望がある場合には、現行体制の中で対応することとし、協力会員を確保するため、本事業の

周知に努めます。   

                          （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み １ １ ２ １ ２ 

②確保の内容 １ １ ２ １ ２ 

①－② ０ ０ ０ ０ ０ 
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第２節 子育て支援ネットワークづくりの推進 

【現状と課題】  

 子育支援に関わるネットワークを形成し、子育て家庭に対する質の高いサービスの提供と、支援内容

の浸透を図る取り組みが必要です。また、子育て世代の移住者が増加する傾向にあるなかで、近隣に身

寄りが無く、不安を抱く保護者が少なくないことが、ニーズ調査の自由意見等から想定されています。 

子どもたちを安心して健やかに生み育てる環境を作るため、保育・保健・福祉・教育に関係する担当

職員が協議する場として設置された「上士幌町子育て推進会議」は、「子ども・子育て支援事業計画」

の進捗状況の確認や評価を行うことを目的に加え、平成２９年８月に「上士幌町子育て支援検討委員

会」に移行しています。 

 子育て中の保護者等を参加対象とした子育て支援講演会については、平成２６年３月に開催して以

降は、子どもの発達段階に合わせたテーマを定め、関係課において開催されており、同世代の子を持つ

保護者や同じ悩みを持つ保護者が相談できる機会を提供しています。 

 「よちよちひよこサークル」「すまいる・はあと」の他、新たな子育て支援サークルである「ナッツ

クルクル団」が行う事業（アートワークショップ）に対し、「みんなの学び応援事業」による補助を進

めています。また、平成３０年度からは生涯学習センターわっかにおいて、町民有志による「みんなの

広場」（子どもの居場所づくり）が定期的に実施されている他、「けん玉キッズクラブ」が設立され、会

員数の拡大が見られているなど、様々なサークル活動を通じて子どもたちや保護者間の交流が進んで

います。 

本町への移住者が増える中、保護者が孤立しないよう各種サークル等の活動内容の周知や交流場所

の確保に対する支援の継続が必要です。 

 

【今後の取組】 

子育て世代のネットワークを形成するため、認定こども園やふれあいプラザの他、生涯学習センター

わっかの機能を有効に活用し、様々な情報の提供を進めることと合わせ、保護者のニーズに沿った講演

会や各種研修会の開催を今後も継続します。 

また、「子育て支援検討委員会」の開催により、子育て支援に関わる職員間の連携を図り、子育てに

関わるサークル活動の充実に向けた情報交換とネットワーク形成に向けた交流機会の確保に努めます。 

 

第３節 地域における子育て支援 

【現状と課題】  

平成１８年度に設置された「子育て支援会議」に代わり、平成２９年８月に「子育て支援検討委員会」

が新たに設置され、保育・保健・福祉・教育分野にわたる課題の他、子ども・子育て支援事業計画の進

捗状況の確認と評価を行うこと等を加え、関係部局が連携して子育て支援事業の総合的な推進にあた

っています。 

また、地域における子育て支援の充実を図るためには、町内における各種サークル活動に取り組む育

児経験が豊富な人材の活用が効果的であり、新たな子育てサークルが活性化するよう、活動場所の確保

等、支援の継続に努める必要があります。 

平成２６年１２月に策定された「上士幌町子ども教育ビジョン」の目指す子ども像を具現化する目的
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で「かみしほろ学園構想」が平成２８年３月に策定されました。「幼児から高校生まで一貫性のある教

育づくり」と、「地域総ぐるみで子どもの育ちに関わる仕組みづくり」を基本理念に掲げ取り組みを進

めています。また、認定こども園から上士幌高等学校までコミュニティ・スクール制度の導入が進み、

地域総ぐるみで子どもの育ちに関わる仕組みができ、コーディネーターが調整役を担い、認定こども園

や学校の運営に町民や企業が直接関わり、子どもたちの学びの充実が図られています。  

 移住世帯が増えているなか、身近な地域に相談できる相手がいないなど、働いている、いないに関

わらず、親と子の育ちを地域で支え、家庭内での孤独な子育てを無くしていくことが必要です。 

 

【今後の取組】 

本町に移住する子育て世帯が増えている中、今回のニーズ調査からも、町内に身寄りがいないなど、

子育てに不安を抱く保護者は少なくないと想定されています。多様な世代の交流施設であり、子どもた

ちの放課後や休日の居場所となっている生涯学習センターわっかの機能を十分に生かし、子育て支援

の取り組みや社会教育活動の他、各種サークル活動のＰＲを進め、町民間の交流を促す取り組みを進め

ます。  



28 

 

第３章 親と子どもの健康づくり 

母親が安心して妊娠・出産し、子どもを産み育てることができるように支援するとともに、子どもの

発達や成長段階に応じて成年期に至るまで一貫した健康の維持・増進、望ましい食生活を促進し、生涯

にわたる健康な生活の基礎づくりを支援します。 

 

第１節 妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健活動の充実  

 

１ 妊婦に対する健診事業 

【事業の概要】 

妊婦健診事業は、医療機関等で健康状態の把握、適切な医療、必要な保健指導を受けるなど、安全安

心な妊娠期を過ごすための事業であり、健診費用や医療機関のある帯広市までの交通費を助成してい

ます。 

 

【現状と課題】 

  本町の妊婦はすべて妊婦健診を受診できていますが、移住者の増加に伴い、里帰り出産など道外で受

診する妊婦の増加が見込まれています。 

妊婦健診にかかる費用については、厚生労働省や北海道が示す基準に基づいた回数まで健診料金が

無料になる受診票を配布していますが、それを上回る受診があった場合は、町で定める要綱に基づき、

償還払いで助成しています。二通りの助成方法となっているため、ニーズ調査においては助成方法が解

りにくいという意見があります。また、町の要綱で定める助成額は、道内医療機関の受診単価に基づい

たものであり、道内に比べて受診料金が高額となる道外医療機関で受診した場合に自己負担額が大き

くなる状況にあります。  

 

【確保の方策・今後の取り組み】 

すべての妊婦が安全・安心な出産を迎えるための健診機会を確保し、経済的負担軽減のため、引き続

き助成方法の見直しを検討します。 

 （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ３６ ３７ ３９ ３９ ４１ 

②確保の内容 実施場所：総合病院・産科医院・助産所等 

実施体制：保健師等 

 

２ 乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

【事業の概要】 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、親子の健康に関する保健指導を行う他、子育て

支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行っています。親子の健康を確保し、乳児家庭の孤立を防

ぐことを目的として、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐための事業です。 
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【現状と課題】 

出生した乳児のいるすべての家庭を保健師が訪問し、授乳方法、体重増加、育児方法等、産後におけ

る保健指導を実施していますが、継続的な支援を必要とすることがあります。また、子育て支援センタ

ーの利用に不安を抱える保護者へは、個別に声をかけて利用につなげることによって保護者間の交流

機会の確保と育児不安の軽減に努めています。 

 

【確保の方策・今後の取り組み】 

出生したすべての家庭を訪問し、保護者が自信を持って育児に取り組めるよう、必要な保健指導を

実施します。また、子育て支援に関する情報を提供するのみでなく、保護者の気持ちに寄り添い、子

育て支援センター等の各種サービスを利用できるよう支援体制の充実を図ります。 

 （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み ３０ ３１ ３３ ３３ ３５ 

②確保の内容 実施機関：町（保健福祉課健康増進担当） 

実施体制：保健師等 

 

３ 養育支援訪問事業          

【事業の概要】 

乳児家庭全戸訪問事業等から、養育を支援することが必要な家庭を把握し、保健師や精神保健福祉士

等の専門職が訪問することにより、養育に関する指導・助言等を行い、育児不安を軽減し、適切な育児

ができるよう支援する事業です。 

 

【現状と課題】 

産前産後から育児期にかけて、保護者に病気や障がいがある場合や、家庭内で育児の協力が得られに

くいなどの困難さを抱える家庭への継続的な支援を必要とする場合があります。このような状況に対

応するため、要保護児童対策地域協議会等において必要な支援策を検討し、育児や家事援助等のサービ

スを含めた効果的な支援策が講じられるように努める必要があります。 

 

【確保の方策・今後の取り組み】 

育児に困難さを抱える家庭に対しては、要保護児童対策地域協議会を開催するなど、関係機関の協力

を得ながら計画的に専門的な支援内容を検討するほか、子育て支援検討委員会を開催するなど、産前産

後から育児期における子育てサポート体制の充実に向けた支援策の検討を進めます。 

 （単位：人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み １１ １１ １２ １２ １３ 

②確保の内容 実施機関：町（保健福祉課健康増進担当） 

実施体制：要保護児童対策地域協議会（個別ケース検討会議） 
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４ 安全な妊娠・出産の確保に関する事業 

【事業の概要】 

  親子の心身の健康を保持増進することを目的として、妊娠相談事業を通じて妊娠の受け止め、家庭基

盤、健康状態等の把握を進めています。また、妊娠期支援事業「マミーズプラザ」では、栄養や運動な

ど妊娠期の生活習慣を見直すための講座や生まれてくる命への愛情を育むための講座を開催し、子育

て支援センターで実施する「マミーズ広場」では妊婦同士の交流を図っています。 

  北海道が実施主体である親子支援システムを活用し、医療、保健等が連携して妊娠・出産・育児にい

たるまで一貫したサービスを提供しているほか、消防署への妊婦に関する情報提供を進めることによ

って緊急時における搬送が可能となるようなサービスを提供しています。 

 

【現状と課題】 

 安全で快適な妊娠・出産期を確保し、妊婦本人のみならず、生まれてくる子どもの健康を守るため、

保護者が生活習慣を見直し、健康管理を適切に行うことができるよう、相談支援の充実が求められてい

ます。また、育児の孤立化を防ぎ、妊娠出産期を安心して過ごせるよう、親同士の交流をはじめとした

育児支援を進めるとともに、緊急時対応など医療機関等と連携した健康管理や育児支援を推進するこ

とが求められています。 

 

【今後の取り組み】 

母子手帳の交付から、出産、育児を通じて、親子の一貫した健康管理と健康の保持増進、妊娠出産に

関する不安の軽減、育児の孤立防止を図るため、妊娠相談事業や妊娠期支援事業の充実に努めます。 

また、妊娠・出産期を安心安全に過ごすため、妊婦に対する消防署への情報提供を促すほか、親子支

援システムの活用による育児支援を継続します。 

 

５ 親と子の健康の確保に関する事業 

【事業の概要】 

母子健康相談、乳幼児健診、歯科健診、予防接種等は、親と子の健康確保のために行う事業であり、

子どもの健全な成長発達とそれに伴う保護者の育児不安の軽減や健康増進を図るために実施する事業

です。 

   

【現状と課題】 

親子が地域で孤立することがないよう、子育て支援に関する情報を提供し、相談機会を確保するとと

もに、親子の健やかな成長と一貫した支援を推進するためには、母子保健、認定こども園、子育て支援

センター、子ども発達支援センターが連携し、乳幼児健康診査や健診結果を踏まえたフォローアップを

継続する必要があります。 

子どものう歯罹患率は年々減少傾向にありますが、３歳児う歯罹患率は全道及び全国の状況より高

く、十勝管内においても同様の状況にあることから、今後も生活習慣の改善とう歯予防に関する普及啓

発に努める必要があります。 

子どもの感染症予防に関する定期予防接種の数が増えていますが、高い接種率を維持するため、接種
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しやすい環境をつくることが求められています。 

 

【今後の取り組み】 

母子健康相談の実施により、子どもの発達状況や育児不安を把握し、必要な保健指導を実施する他、

転入する親子に対しては、早期に面談を実施するなど、子育て支援に関わる情報提供に努めます。また、

乳幼児健康診査を継続し、親子の健康保持に努めるとともに、発達や育児に関する支援が必要な親子に

は、健診後フォローアップ会議を開催するなど、関係機関と連携した切れ目のない支援を行います。 

乳幼児期の歯科健診や指導、むし歯予防に関する普及啓発を進め、う歯罹患率の減少を目指す他、感

染症予防のため、予防接種に関する正しい情報の提供を進め、接種しやすい環境づくりと接種率の維持

向上に努めます。 

 

６ 愛情豊かな親子のきずなづくりの推進に関する事業 

【事業の概要】 

 親子のふれあいを通して育児の喜びを実感し、親子が愛情豊かな関係を築けるよう、カンガルー教室

やブックスタート事業を進めているほか、「すくすく十勝応援プロジェクト森の輪（わっこ）」の取り組

みにより、地域の木材で作られた歯固めのおもちゃを出産祝いとして配付しています。 

  

【現状と課題】 

乳幼児期から認定こども園に入園する児童が増えているなか、親子で楽しく時間を過ごす機会を確

保し、子どもの健全育成と保護者の育児不安の解消に努め、親子のきずなづくりや子育てする力の向上

を支援する取り組みが求められています。 

 

【今後の取り組み】 

 保護者が育児の喜びを実感し、親子のきずなづくりと子育てする力が育まれるよう、母子保健、子育

て支援センター等が進める取り組みの充実を図ります。 

 

第２節 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

１ 生教育事業 

【事業の概要】 

幼児期から思春期の子どもたちが、それぞれの年代において命の尊さを確認し、性について広く正し

い知識を身に付け、心豊かに成長できるように支援する事業です。年長児童や小・中学生に対し、生教

育支援チーム・認定こども園・学校が連携して「上士幌町生教育モデル」に基づく授業を進めています。  

 

【現状と課題】 

生教育支援チームが中心となり、各年代に合わせた授業を実施してきましたが、LGBT（性的少数者）、

性感染症、避妊、インターネットと性被害など、性に関する情報が急激に変化しているため、専門性の

ある講師を活用するなど、時代の変化に対応した生教育を展開することが求められています。 
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【今後の取り組み】 

生教育に関する専門的知識と技術を有する講師を活用し、生教育支援チーム、こども園、学校と連携

しながら、幼児期から思春期の発達段階に応じた生教育を推進します。また、時代の変化に対応するた

め、「上士幌町生教育モデル」の見直しを進めます。 

 

２ 心の健康づくり支援事業 

【事業の概要】 

町民に対して、心の相談場所や心の健康に関する情報提供を進めているほか、心の相談日や心に悩み

を抱える人の見守り役を育成することを目的としてゲートキーパー研修会を開催しています。特に学

童期や思春期の子どもたちに対しては、子ども発達支援センターと協力し、自殺予防に関連する各種の

講座を実施するなど自己理解や生きていくためのスキルを身に付ける取り組みを進めています。 

※ゲートキーパー・・・自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人 

 

【現状と課題】 

 全国的に自殺者数は減少傾向にあるものの、若者の自殺者数は高止まりの状態にあり、本町において

も２０歳代の自殺者があるなど、早期からの自殺予防対策に取り組む必要があります。 

 学童期や思春期の心の健康を守るためには、自分自身を理解することのほか、SOS を発信できるこ

とが重要であり、周囲の大人が子どものサインに気づき、必要な支援につなげられるような取り組みを

進める必要があります。 

身近な相談場所として心の相談日を実施していますが、必要な時に迅速に対応できるよう関係機関

が連携した取り組みが求められています。  

 

【今後の取り組み】 

学童期や思春期の子どもたちに向けた心の健康づくりに関する知識の普及を図ります。また、子ども

のサインに気づき、必要な支援に繋げるため、周囲の大人たちに対するゲートキーパー研修会等の開催

や心の相談日の取り組みを継続し、関係機関連携による支援体制を強化します。 

 

 

第３節 食育の推進                 

１ 望ましい食習慣確立のための相談・健康教育事業 

【事業の概要】 

 健康な妊娠期を過ごし、母子の将来の生活習慣病のリスクを軽減するため、妊婦や胎児に必用な栄養

について学ぶ教室の開催や相談対応を進め、妊娠、出産、産後の各時期を食環境の面から支援していま

す。 

認定こども園では、食べる機能の獲得と健やかな発達のため、児童の発達に合わせた主食を含んだ給

食を提供しているほか、保護者に食事のバランスや幼児に必要な食事量を伝えるため、毎日の給食を展

示しています。 

また、児童生徒が正しい知識に基づいて自ら判断し、健全な食生活を実践していくことができる資質
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や能力を身に付けることができるよう、専門性を生かした学校栄養教諭による食育授業や給食指導を

実施し、平成２８年度からは、学校給食担当者会議を開催するなど小中学校との連携を深めています。 

 

【現状と課題】 

 妊娠期の「やせ」や不適切な食生活が、胎児期の栄養状態と将来の生活習慣病の発症リスクとの関連

性が指摘されていることから、妊娠期からの食習慣が重要となっています。 

また、平成２７年度からの学校栄養教諭配置に伴い、食育授業や給食指導の充実を図っていますが、

児童生徒が食に関する理解を深め、日常生活の中で実践できるよう、更に地域や家庭と連携した取り組

みが必要です。 

 

【今後の取り組み】 

 今後も妊婦や胎児に必用な栄養についての情報提供や相談対応を継続する他、認定こども園、小中学

校と連携した食に関する指導の充実を図り、生きた教材として活用可能な給食の提供、栄養士や栄養教

諭の資質向上を図るため、研修機会の確保に努めます。また、給食だより、給食ブログ等を通じて、保

護者に対する情報発信を進めます。  

 

 

２ 子どもたちの食の体験の充実 

【事業の概要】 

 認定こども園では、菜園活動の取り組みにより、野菜の成長や収穫、喫食を通じて、食への興味関心

を養っています。また、地元の食材を使った和給食や、行事食、餅つき等の実施により、季節を感じ取

り、食の伝統を知る活動を行っています。 

学校給食においては、地元食材を活用したふるさと給食を実施するほか、ＪＡや地元の農業者と協力

し、旬の地元食材を使用した給食の提供を進めています。 

小学校高学年を対象として実施している子ども料理教室は、難しい調理過程を自分たちの力だけで

行い、達成感を味わうことができるとともに、食事の栄養バランスについて学び、自ら食品を選ぶ力を

育てる機会となっています。 

 

【現状と課題】 

食育に関する事業は、子どもの発達段階に合わせ、保健福祉課、幼児教育課、教育委員会それぞれが

主体となって実施しています。 

認定こども園における菜園活動では、育てる作物を自分たちが選び、苗を買いに行く取り組みを行

い、クッキング保育では使用する食材を買いに行き、調理を行う取り組みを行っています。これらの活

動は児童が食に興味関心を持つきっかけとなっています。また、学校給食におけるふるさと給食の提

供、生産者や調理員との給食交流会の実施は、子どもたちが地場農畜産物への理解を深め、作り手の思

いを知る機会となっていることから、今後も継続する必要があります。 

子ども料理教室は継続して参加する児童が多く、新たな参加者を増やす取り組みが必要となってい

ます。 
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【今後の取り組み】 

生涯にわたり健康で質の高い生活を送る基本となる「食を営む力」を育成するため、各年代にわたる

食育の取り組みを充実させます。 

また、ふるさと給食の提供や地域の生産者との交流を推進するなど、地場農畜産物の活用と理解を深

める取り組みを進めます。 

 

３ 食育ネットワーク事業 

【事業の概要】 

教育、農林、幼児教育、保健福祉など、子どもたちの食育に関係する関係課の連携により、様々な視

点から食育活動を推進しています。また、町内の生産者やＪＡ担当者が講師を担い、食育に関する事業

を実施することにより、生産者との交流や生産現場を理解する機会となっています。 

平成２７年度策定の上士幌町食育・地産地消促進計画に基づき、計画数値目標の達成状況等に関する

情報共有を、地産地消推進関係課会議の中で進めています。 

 

【現状と課題】 

食育ネットワーク事業として実施している認定こども園の年長児を対象とした体験中心の取り組み

は、幅広い視点による食育活動となるよう内容の充実に努める必要があります。 

 

【今後の取り組み】 

今後も子どもの食育に関わる関係機関と地域とが連携し、食育活動の充実を図るとともに、地産地消

推進関係課会議の開催により、計画的な食育事業の推進に努めます。 

 

第４節 親と子の医療の提供           

【現状と課題】  

本町では、小児科専門医療機関がなく、子どもがかかりやすい病気に対しては、町内の医療機関で対

応していますが、必要な場合には、専門医の受診につなげています。また、夜間や休日は、北海道小児

救急電話相談や帯広市休日夜間急病センターが相談や受診に対応し、高度な専門的治療を必要とする

周産期医療（妊娠２２週から生後７日未満までの医療）については、総合周産期センターの機能を担う

帯広厚生病院が２つの産科医療機関と連携する体制が整っているなど、小児救急医療の提供とあわせ、

北海道と十勝管内市町村の医療機関等による広域的な連携が図られています。 

子育て世帯の経済的負担の軽減と早期治療を促すため、「子供医療給付事業」の給付年齢の上限を平

成２７年度に中学校３年生から高校３年生に引き上げた他、ひとり親家庭に対しては、親の入院分の医

療費と子どもの医療費を助成する「ひとり親家庭等医療給付事業」を行っています。 

また、養育のため入院が必要な未熟児に対して医療の給付を行う「養育医療給付事業」や身体に障が

い等を有する児童で必要な医療を行った場合の医療費を助成する「育成医療」の給付を行っています。 

更に、インフルエンザ予防接種を高校３年生まで無料化することで、インフルエンザの蔓延防止と重

症化予防に結び付いています。 
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不妊治療を受けている方に対しては、「北海道特定不妊治療助成事業」を補完する形で「特定不妊治

療費助成事業」を実施し、経済的負担の軽減が図られています。また、平成２９年度からは「不育症治

療費助成事業」を開始するなど支援内容の充実が図られています。 

ニーズ調査においては、子どもの病院受診に不安を抱く保護者が多く、特に管外からの転入世帯に対

しては、十勝管内の小児科医院の所在や夜間・休日の診療体制等について詳細に情報提供する必要があ

ります。また、医療費への不安を抱かずに、子どもに必要な医療を受けさせるため、「子ども医療給付

事業」や「ひとり親家庭等医療給付事業」のほか、「インフルエンザ予防接種の無料化」など、経済的

負担の軽減を図る取り組みの継続が求められています。 

特定不妊治療や不育症の治療費助成事業については、婚姻届時のパンフレット配布や町広報紙等で

周知していますが、帯広保健所に申請があった際に、町の支援策を紹介するなど、更に周知方法を検討

する必要があります。 

 

【今後の取組】 

夜間や休日の相談窓口となる北海道小児救急電話相談、十勝管内の小児医療に関わる情報、町内医療

機関において小児受診が可能であることなど、ホームページやリーフレットを活用して周知します。ま

た、小児の救急医療や周産期医療に関しては、北海道や十勝管内医療機関等と連携を図り、安心して必

要な医療が受けられる体制の維持に努めます。さらに、急病時の ICT 活用による相談支援など、新た

な施策の調査検討を進めます。 

子ども医療給付事業、ひとり親家庭等医療給付事業、インフルエンザ予防接種費用の助成を継続する

ほか、養育医療や育成医療の本人負担分を含めた医療費を助成するなど、子育て世代の経済的な負担軽

減策の充実を図り、特定不妊治療や不育症の治療費助成事業に関する情報提供を進めます。 

 

第４章 子どもの健やかな育ちを守るまちづくり 

 子どもの人権が守られるよう関係機関が連携し、児童虐待の発生予防及び早期発見への体制が図ら

れるよう努めます。 

 また、発達支援が必要な子どもやひとり親家庭等、特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援を

進めます。 

 

第１節 子ども虐待の防止         

【現状と課題】 

虐待や不適切な養育態度は、転入出や保護者の転職、失職等の生活上の転機をもとに事案化する傾向

があることから、母子健康手帳交付時のほか、各種健診事業や訪問事業等の母子保健事業において、育

児不安等の全戸把握の取り組みを進め、関係機関と連携して切れ目の無い支援の提供と虐待の発生予

防に努めています。 

また、虐待の発生予防、早期発見、早期対応のため、要保護児童対策地域協議会を設置し、福祉、医

療、保健、教育、警察等との連携を図る取り組みを進めています。被虐待児童や支援が必要な児童と保

護者を把握した場合には、児童相談所等の関係機関と連携しながら、児童や保護者等への支援を行って
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います。 

虐待に至る要因は、夫婦間の不和や経済的困窮、育児疲れ、保護者の精神的な不安定さ等があります

が、対象世帯を総合的に支援する視点が必要であり、虐待発生時や支援が必要な児童を把握した際のリ

スクアセスメントの共有化が課題となっているなど、個別ケース会議等において複数の機関で情報を

共有し、連携した対応が求められています。 ※リスクアセスメント・・・緊急性や危険度の把握、役割分担の

明確化、アセスメントシートの作成他  

 

【今後の取組】 

  今後も虐待防止意識や早期発見の普及啓発に努め、母子保健事業等による全戸把握の取り組みの継

続、医療機関と保健機関の連携支援（親子支援システム）の活用のほか、健診への関係機関職員の同席

等により、発生予防に向けた取り組みを進めます。 

また、早期発見や早期対応、子どもの保護や支援、保護者の支援に向けては、要保護児童対策地域協

議会において協議するなど、引き続き関係機関と連携して適切な支援に努めます。 

 

第２節 発達支援施策の充実 

【現状と課題】 

発達障がいに対する町民の理解や対応は深まっていますが、障がいの有無に加えて「愛着」の問題が

含まれるケースがあるなど、家庭や家族支援を伴う対応が多くなっています。子育てや就労等により日

常的に余裕がない中で保護者同士が交流できる機会を増やす取り組みが求められています。 

また、子どもの年齢や発達状況に合わせた個人支援と小集団活動は重要であり、ニーズも多いことか

ら、継続的に取り組む必要があります。 

幼児から高校生まで切れ目のない支援を推進するため、かみしほろ学園の取り組みによって、円滑で

横断的な校種間連携が図られています。平成３０年度から北海道の「発達障がい支援成果普及事業」推

進地域及び推進校の指定を受けるなど、認定こども園から上士幌高等学校まで医療、保健、福祉、労働

等の関係機関が連携した個別の教育支援計画に基づく乳幼児期から就労までの一貫した支援体制の整

備を目指しています。 

研修機会の充実に伴い、障がい特性や子どもの状態像を把握できるなど、職員の資質向上が進んでい

ますが、その手立てを判断するにあたっては、引き続き大学や医療等の専門機関の指導を得る必要があ

ります。また、地域・教育関係者・児童生徒等を対象とした研修機会の充実に努めていく必要がありま

す。 

 

【今後の取組】 

 《発達支援事業》 

発達障害に対する正しい理解と子どもたちへの関わり方を支援する取り組みを進めます。 

《通所支援事業》 

児童発達支援事業（にこにこ教室）では、認定こども園と連携した個別小集団活動の充実に努め

ます。また、放課後デイサービス事業では、学校と連携しながら生活に必要なスキルトレーニング

を中心とする活動を進めます。 
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 《地域開放事業》 

平成３０年度より、障がいの有無にかかわらず、子どもたちに必要な経験ができる場所として、

地域開放事業を実施しています。スキルトレーニングや運動を中心としたプログラムを実施する

など、地域の子どもたちに対する取り組みを継続します。利用希望者は増加傾向にあることから、

見守り体制の充実に努めます。  

《関係機関との連携》 

かみしほろ学園の取り組みにより教育機関が連携するなど、早期からの切れ目のない支援を継

続します。また、上士幌高等学校の生徒に対するスキルトレーニングを実施するなど、今後もセン

ター職員が側面的に支援に関わる取り組みを継続します。 

不登校・引きこもり・虐待等の相談については、関係機関との調整役を担い、迅速で慎重な対応

を進めます。 

（単位：延べ人数／か所） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

①量の見込み 

発達支援事業(にこにこ教室) １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ４５４ ４５４ ４５４ ４５４ ４５４ 

地域開放(幼児) ６６ ６６ ６６ ６６ ６６ 

地域開放(小学生以上) ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

②確保の内容  １ １ １ １ １ 

 

 

第３節 ひとり親家庭等の支援     

【現状と課題】  

ひとり親家庭等への支援は、福祉や保健、雇用、教育分野など多岐にわたる支援が必要です。民生

委員・児童委員の協力を得て、ひとり親家庭等の実態を把握し、各種福祉サービスの情報提供と相談

対応に努めています。児童扶養手当や母子等年金のほか、ひとり親家庭の医療費助成により経済的な

支援を進めています。 

また、ひとり親家庭等の自立を支援するため、就労支援や経済支援について関係機関へのポスター

掲示やひとり親家庭等へのリーフレット配付など情報の提供に努めています。 

 

【今後の取組】 

引き続き、ひとり親家庭など配慮を必要とする子どもと家庭への丁寧な相談対応に努め、経済的な

支援と情報提供を進め、子育てと仕事を両立させることができるよう、認定こども園や学童保育所の

利用等、子育て支援体制の充実を図り、就業支援など関係機関と連携した取り組みを進めます。 
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第５章 子育てと仕事を両立できる環境づくり 

 安心して子育てと仕事の両立ができるよう、ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及に努めると

ともに、仕事と子育てを両立するための環境づくりを促進します。 

また、子育てを父親、母親が協力しあいながら進めて行くことができるよう、男女共同参画の意識

づくりを図ります。 

 

第１節 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

【現状と課題】 

本町では「オンリーワンの子育ての町」を目指し、保育料の完全無料化や高校生までの医療費の無料

化のほか、住宅建設費の助成など、都市部との所得格差を埋める様々な経済的支援策を講じ、子育て世

代の移住者が増加しています。移住者の増加に伴い、町内企業等の労働力の確保に少なからず結び付い

ている状況にありますが、企業内においては未だ人員体制に余裕がないなど、育児休業や短時間勤務制

度が取りにくい状況にあることが想定されています。また、本町の認定こども園では、０歳児全体の半

数程度が入園する傾向にあり、8 か月齢に達する時点で職場復帰するケースが見られています。 

 

【今後の取組】 

女性の就労意欲が向上し、女性の社会参画が進んでいる中、多様な選択を可能とする社会の構築が求

められています。多様で柔軟性のある働き方の推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、男性の家事・

育児等への参画等が更に進む必要がありますが、経済的な不安を抱かずに子育てに向かうことができ

るよう、経済的支援策の一層の充実を図る必要があります。父母が共に育児の喜びを実感できるよう、

マミーズプラザ（妊娠期）やカンガルー教室（親子の触れ合い体験）などへの、父親の参加を促し、今

後も男性の育児参加に対する機運の醸成に努めます。 

  

第２節 育児休業制度等の周知 

【現状と課題】 

ニーズ調査結果では、子どもが満１歳になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満３歳

になるまでの育児休業、健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組み等について、「育児休

業給付のみ知っていた」方は 26.2%、「いずれも知らなかった」方は 36.9%と職場の両立支援制度を知

らない方が多いことが分かっています。出産後に育児休業を取得したという母親は 24.6％、父親は

4.6％であり、いずれも低い状況にあります。また、職場復帰時に短時間勤務制度を利用した方は、母

親が 45.5%、父親の利用は 0%であり、利用する必要がなかった方も 33.3%と多いです。育児休業や短

時間勤務制度等については、町内企業等を通じて更に浸透を図る取り組みが必要です。 

 

【今後の取組】 

今後も育児休業の取得や短時間勤務の推進のためには、制度の浸透を図る取り組みのほか、子育て中

における短時間勤務の促進等について、引き続き関係機関と連携し、広報紙等を通じて企業への働きか

けを進めます。 
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第３節 ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識啓発   

【現状と課題】 

 やりがいを感じながら働き、仕事上の責任を果たしながらも、家庭や地域生活、子育て期や中高年期

といった様々な段階に応じて、多様な生き方が選択・実現できる社会が求められている中、子育て支援

に関わる企業や団体等と連携し、地域の実情に応じて取り組むことが求められています。 

平成３１年３月末における北海道家庭教育サポート企業協力企業登録件数は３２件であり、行政と

企業が協定を結び、企業自らが家庭教育や社会教育の重要性を認識し、従業員に学校教育や社会教育へ

の参画を促す取り組みが進められているほか、農業経営に関わる各世帯員が、意欲ややりがいを持って

経営に参画することを目指した家族経営協定の過去５年間の締結件数は７件と締結する家族が増えて

います。また、学校における働き方改革推進のため、平成３０年６月に「上士幌アクション・プラン」

が策定され、定時退勤日、消灯時間、時間外勤務等縮減強調週間設定等の取り組みが進められています

が、保護者の理解を得ながら、教職員の働き方の改善に向けた一層の取り組みの推進が求められていま

す。 

仕事を優先する傾向や育児休暇を取りにくい職場の雰囲気がある中、働き方を何か一つ変えてみる

取り組みを社会全体で認め合い、積み重ねていく必要があります。 

 

【今後の取組】 

居心地のよい働き方ができる会社や社会となるよう家事や育児への男女共同参画の推進に関する広

報・啓発活動を実施します。 

北海道家庭教育サポート企業等の取り組みや家族経営協定の締結推進に向けた取り組みを支援しま

す。また、教育現場における働き方改革を推進するため、町費教職員等の配置や地域の人々が学校教育

を支援するコミュニティ・スクールの推進を図る他、会議開催方法の見直しや事務軽減の取り組みによ

り、保育教諭や教職員が十分に能力を発揮して子どもたちに向かうことができるよう職場環境の改善

に努めます。  
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第３部 計画の推進                   

 

１ 計画の推進体制 

子育て支援事業に対する町民のニーズに応えていくため、行政・企業・学校・地域住民・子育て支

援団体等が一体となった取り組みが必要です。このため、関係機関が連携して子育て支援施策の充実

に取り組むとともに、有識者等により構成される「上士幌町子ども・子育て会議」や庁内組織である

「上士幌町子育て支援検討委員会」を中心に計画の推進を図ります。 

 

２ 計画の進行管理（達成状況の点検及び評価方法） 

本計画を着実に推進するためには、計画に基づく各施策・事業の進捗状況を整理するとともに、計

画全体の成果を検証することが重要です。このため、「上士幌町子ども・子育て会議」や、庁内組織

である「上士幌町子育て支援検討委員会」において、その進捗状況の確認と評価を進めます。 

また、広報紙やホームページを活用し、本計画の内容を公開するなど、広く町民に周知します。 

子育て家庭を取り巻く環境や情勢の変化に適切に対応するため、国や北海道をはじめ、近隣自治体

との広域的な課題や共通する課題に対応できるよう連携し、密接な情報交換を進めることにより計画

を着実に推進するほか、必要に応じて計画の見直しを進めます。  

 

              


