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 計画策定の背景  

§ 平成24年8月に「子ども・子育て関連３法」が制定され、これに基づき、平成27年に「子ども・

子育て支援新制度」が施行されます。新制度においては、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な

提供や、待機児童の解消、地域での子ども・子育て支援の充実を図ることとしています。市におい

ても、「子どもは親、保護者が育むことが基本」としながらも、地域をあげて社会全体で子ども・子

育てを支援する、新しい支えあいの仕組みを構築する必要があります。子ども・子育て支援に関す

るこれまでの登別市の取組の成果を引き継ぎつつ、新たな計画として「登別市子ども・子育て支援

事業計画」を策定し、今度の市の子育て支援施策を展開していきます。 

 

 計画の位置づけと期間  

§ この計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。 

§ この計画は、平成 27(2015)年度を初年度として、平成 31(2019)年度までの５年間を計画期間

とします。 

 

 基本理念  

 

安心して子どもを生み 健やかに育て 明るい未来をつくるまち 

§ 子どもは「未来の夢」、「次代の希望」であり、次代を担う子どもを育むことは、家庭と地域社会が

存続するための基礎的条件であるとともに、地域社会に明るい未来をつくり出すものです。 

§ この計画においては、これまでのテーマを理念として継承し、子どもが人間として大切にされ、健

やかに成長する環境を家庭・地域社会・事業主・行政など社会全体の連携でつくり上げていくため、

次の基本理念を定めます。 

 基本的な視点  

§ 基本理念を実現するため、次の８項目の基本的な視点をもって基本目標を設定します。 

 

 

 

 

  

視点４ 

地域社会等全体で子育
てを支える視点 

平成27年度～平成31年度 

－概要版－ 

視点８ 

次代の担い手づくりと
いう視点 

視点７ 

地域の実情に応じた取
り組みの視点 

視点３ 

仕事と生活の調和の実
現を促す視点 

視点２ 

すべての子育て家庭を
支援する視点 

視点１ 

子どもの幸せを第一に
考える視点 

視点６ 

多様で良質なサービス
を充実する視点 

視点５ 

地域の社会資源を活用
する視点 
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 基本目標  

§ 前述の基本理念と基本的な視点に立って、次の６つの基本目標を設定し、体系的に施策を展開

していきます。 

 

 

地域における子育ての 

支援の充実 

必要なサービスが必要なときに受けられるよう、地域におけるさまざまな子育て支

援サービスとその情報提供の充実を図っていきます。また、子育て家庭と地域社会

を結ぶネットワークづくりや子育て支援情報の充実に重点を置き、不安や悩みにも的

確に対応できるよう、地域における子育て支援を充実していきます。 

◆主要施策 

(1)地域の子育て支援サービスの充実 (2)子どもの居場所づくり 

 

 

親と子の健康の確保と 

増進 

妊娠・出産にはじまり、育児の各ステージにおける子どもとその親（子どもを養育する

全ての人）の心身の健康を維持・増進していくために、栄養のバランスと規則正しい

食事習慣の教育（食育）、各種育児相談、親子の健康を支える医療の充実（特に小

児医療の充実）など、保健、医療、福祉、教育の各分野の連携により、親と子の健康

の確保と増進を図ります。 

◆主要施策 

(1)親と子の健康の確保 (3)小児医療の確保 

(2)健康な生活習慣・食育の推進 

 

 

子どもの成長に資する 

教育環境の整備 

子どもたちが、さまざまな学習の機会や人々との交流を通して子育ての意義や大切

さ、他人への思いやりや自然への愛情を育み、次代を担う社会の一員として成長で

きるよう、家庭、学校、地域における、教育環境のさらなる整備を進めます。 

◆主要施策 

(1)学校教育環境の充実 (3)子どもの健全育成の取り組み 

(2)家庭や地域の教育力の向上 

 

 

安全な子育て環境の 

整備 

子どもを安心して産み育てることができるよう、身近な公園やベビーカーでも利用し

やすい道路や施設の整備など、バリアフリーのまちづくりを進めます。また、交通事

故や犯罪などの被害に遭うことのない安心安全な地域づくりの取り組みを推進して

いきます。 

◆主要施策 

(1)安全・安心なまちづくり 

 

 

仕事と生活の調和の 

促進 

すべての子育て家庭において、仕事と家庭生活のバランスの取れた多様な働き方

を選択できるよう、仕事と子育ての両立を支援するための各種子育て支援サービス

の充実に努めるとともに、国・道や市内事業所等と連携しながら、事業主における行

動計画の策定を促します。また、働く人々の権利である育児休業制度等の関連制

度等の情報提供により意識啓発に取り組みます。 

◆主要施策 

(1)仕事と子育ての両立の支援 

 

 

障がい児、要保護児童等 

へのきめ細かな 

取り組みの推進 

より細やかな支援が必要な子どもとその保護者が安心して生活できるよう、障がい

児に対する福祉サービスなどと連携を強化していきます。また、地域の関係機関の

体制強化を図り、児童虐待の発生予防や早期発見、その後の保護・支援対策等の

充実に努めます。 

◆主要施策 

(1)児童虐待防止対策の充実 (3)障がい児施策の充実 

(2)ひとり親家庭の自立支援 

基基本目標１ 

基基本目標２ 

基基本目標３ 

基基本目標４ 

基基本目標５ 

基基本目標６ 
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 子ども・子育て支援新制度について  

新制度の概要 

§ 『子ども・子育て支援新制度』は、平成24 年8月に成立した子ども・子育て関連3 法に基づ

く制度です。新制度の主なポイントは次のとおりです。 

 

①施設型給付・地域型保育給付の創設                                       

都道府県が認可する認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型

給付」、市町村が認可する地域型保育事業への給付である「地域型保育給付」の創設によ

り、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保

育機能の確保に対応します。 

 

②認定こども園制度の改善                                                 

幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設と

しての法的位置づけがなされます。 

 

③地域子ども・子育て支援事業の充実                                       

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」）の充実が図られます。 

 
 

▽子ども子育て支援新制度における給付・事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○利用者支援事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○一時預かリ 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業 

○ファミリー・サポート・センター事業 

○子育て短期支援事業 

○延長保育事業 

○病児・病後児保育事業 

○放課後児童クラブ 

○妊婦健診 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

○多様な主体の参入促進事業 

【施設型給付】 

○認定子ども園 

○幼稚園 

○保育所（定員20人以上） 

【地域型保育給付】 

○小規模保育（定員６～19人） 

○家庭的保育（定員５人以下） 

  保育者の居宅等において保育を行う。 

〇居宅訪問型保育 

  子どもの居宅等において保育を行う。 

〇事業所内保育 

  事業所内の施設において保育を行う。 

【児童手当】 

子ども・子育て支援給付 地域子ども子育て支援事業 
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 教育・保育の提供区域の設定  

§ 登別市では、これまでの市の教育・保育施設の整備状況やサービス見込み量にかかわる推計、

国による区域設定の諸条件等を総合的に勘案した結果、市全体を提供区域とすることで、計画

期間中における需要量と供給量に対して十分かつ柔軟な対応が可能となることから、市域全域

を１つの提供区域として設定することとします。 

 

 教育・保育  

§ 認定こども園、幼稚園、保育所、認可外保育施設等の現在の利用状況に、利用希望を踏まえて、

以下の区分で設定します。 

▽認定区分 

認定区分 対 象 該当する施設 

1 号認定 3-5 歳 
専業主婦（夫）家庭 

短時間就労家庭 
認定こども園・幼稚園 

2 号認定 

3-5 歳 
共働き等で学校教育の利用希

望が強い家庭 
認定こども園・幼稚園 

3-5 歳 共働き家庭等 認定こども園・保育所 

3 号認定 

０歳 共働き家庭等 認定こども園・保育所・地域型保育施設 

１-2歳 共働き家庭等 認定こども園・保育所・地域型保育施設 

 

◎１号認定（３歳以上、幼稚園を利用希望） 

 
実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

必要利用定員総数 581人 556人 536人 544人 543人 528人 504人 

確保策 685人 685人 685人 685人 685人 535人 535人 

【提供体制・確保策の考え方】 

 〇現在、定員数６８５人（私立幼稚園４園）となっており、１号認定に対しては、定員数が計画期間中

におけるニーズ量を上回っていることから、提供体制は満たしています。 
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◎２号認定（３歳以上、教育を希望） 

 
実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

必要利用定員総数 0 人 0 人 139人 139人 141人 137人 131人 

確保策 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

【提供体制・確保策の考え方】 

 〇２号認定のうち幼児への学校教育の利用希望のニーズに対しては、現在市内において確保できていな

い状況です。 

〇計画期間中の平成30年度を目途に、市内のいずれかの教育・保育施設の認定こども園への移行を目

指します。 

 〇認定こども園移行までの期間については、各年度の量の見込みが幼稚園の認可定員の余剰分を下回っ

ており、幼稚園で入園希望者に対応できることから、幼稚園の定員枠で対応します。 

◎２号認定（３歳以上、保育所を利用希望） 

 
実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

必要利用定員総数 285人 276人 249人 253人 252人 246人 234人 

確保策 363人 363人 363人 363人 363人 251人 251人 

【提供体制・確保策の考え方】 

 〇現在、定員数３６３人（公立保育所５か所）となっており、定員数が計画期間中におけるニーズ量を

上回っていることから、提供体制は満たしています。 

◎３号認定（０歳、保育所を利用希望） 

 
実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

必要利用定員総数 15人 12人 31人 30人 29人 29人 28人 

確保策 41人 41人 41人 41人 41人 41人 41人 

【提供体制・確保策の考え方】 

 〇現在、定員数４１人（公立保育所５か所）となっており、定員数が計画期間中におけるニーズ量を上

回っていることから、提供体制は満たしています。 

◎３号認定（１・２歳、保育所を利用希望） 

 
実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

必要利用定員総数 138人 113人 216人 203人 197人 194人 190人 

確保策 167人 167人 167人 167人 167人 239人 239人 

【提供体制・確保策の考え方】 

 〇各年度の量の⾒込みが市内保育所の認可定員（１４１人）を上回っており、不足が生じています。こ

のため、他の区分における余剰分を有効活用し、2号認定（３歳以上児）の定員枠で対応します。 
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 地域子ども・子育て支援事業  

①利用者支援事業【新規】 

【事業概要】 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び

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。 

  単位：か所（設置個所数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 0 0 1 1 1 1 1 

確保の内容 0 0 1 1 1 1 1 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇子ども・子育て支援に関する相談、情報提供、利用援助等の支援を行う窓口を市役所に設置します。 

〇子育て家庭が安心して相談できる地域子育て支援拠点を中心に、子ども・子育て支援に関する情

報提供や利用援助等の総合的な支援を行うため、関係機関等とのネットワークの充実を図ります。 

②地域子育て支援拠点事業 

【事業概要】 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、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。 

単位：人回／月（1月あたりの利用回数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 1,722 1,950 2,063 2,163 2,293 2,421 2,562 

確保の内容 1,722 1,950 2,063 2,163 2,293 2,421 2,562 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇子育て支援センター２か所と子育て広場の１か所で、地域子育て支援拠点事業を実施しています。 

 〇未設置の鷲別地区において計画期間内に子育て支援拠点の開設を目指します。 

③妊婦健診事業 

【事業概要】 

  母子保健法第１３条に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的として健康診

査を行う事業です。 

単位：人（1年あたりの受診者数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 3,790 3,779 3,745 3,673 3,619 3,536 3,451 

確保の内容 3,790 3,779 3,745 3,673 3,619 3,536 3,451 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇妊婦に対する健康診査を１４回実施しています。 

〇今後もすべての妊婦に対し現行通り実施します。 
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④乳児家庭全戸訪問事業 

【事業概要】 

  生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況並びに養育

環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサー

ビスの提供に結びつける事業です。 

単位：人（1年あたりの訪問者数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 339 304 304 295 290 283 281 

確保の内容 339 304 304 295 290 283 281 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇乳児のいる家庭に保健師等が訪問し、子育て支援に関する情報の提供、養育環境の把握、養育に

ついての相談や助言を行っています。 

 〇すべての乳児のいる家庭を対象として、実施率１００％を目指します。 

⑤養育支援訪問事業 

【事業概要】 

児童の養育を行うために支援が必要でありながら、何らかの理由により子育てに係るサービスが利

用できない家庭に対し、養育に関する専門的な相談指導・助言、家事等の養育支援を行う育児支援ヘ

ルパーの派遣を行います。 

単位：人（1年あたりの利用者数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 2 2 ５ ５ ５ ５ ５ 

確保の内容 2 2 ５ ５ ５ ５ ５ 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇養育を支援することが特に必要と認められる児童・保護者に対して、相談や産後子育てママの派

遣など、必要な支援を行っています。 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

【事業概要】 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった児童につい

て、必要な保護を行う事業です。 

単位：人日／年（1年あたりの利用回数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 0 0 1 1 1 1 1 

確保の内容 0 0 1 1 1 1 1 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇近年利用実績はなく、計画期間中のニーズにも表れていません。利用の希望があった場合は、毎

年委託契約をしている言泉学園と連携を図り対応を行います。 

〇事業に関する周知が十分でなく活用されていない状況があることから、今後必要とする方が利用

できるよう、周知の充実など利用促進を図ります。 
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⑦ファミリー・サポート・センター事業 

【事業概要】 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となり、有償で子どもを自宅で預かる相互援助活

動組織で、依頼会員は概ね小学校６年生までの子どもを持つ保護者です。 

単位：人日／年（1年あたりの利用回数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 1,814 1,890 1,972 1,962 1,999 2,050 2,070 

確保の内容 1,814 1,890 1,972 1,962 1,999 2,050 2,070 

※ファミリー・サポート・センターに関する数値は就学児童のみを対象とした値です。 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇現在、１か所で実施しており、会員数が計画期間中のニーズを上回っていることから、提供体制

は確保されています。 

⑧一時預かり事業 

【事業概要】 

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて、希望する者を対象に実施

する事業です。 

単位：人日／年（1年あたりの利用回数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

幼
稚

園
 

量の見込み 11,011 10,537 13,664 13,873 13,854 13,456 12,868 

確保の内容 11,011 10,537 13,664 13,873 13,854 13,456 12,868 

そ
の

他
 

量の見込み 1,139 1,267 1,177 1,160 1,144 1,115 1,080 

確保の内容 1,139 1,267 1,177 1,160 1,144 1,115 1,080 

※ファミリー・サポート・センターに関する数値は就学前児童のみを対象とした値です。 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇幼稚園在園児を対象とした一時預かりについては、現在、市内４か所（私立）で実施しており、

現在の施設規模により計画期間中のニーズは確保されていることから、事業の継続を促します。 

 〇その他の一時預かりについては、保育所における一時保育とファミリー・サポート・センターに

よる一時預かりがあります。保育所による一時保育は、現在、市内１か所の保育所において一時

預かりを実施しており、計画期間中のニーズは確保されていることから、引き続き提供体制を確

保します。ファミリー・サポート・センターについては、現在、１か所で実施しており、会員数

が計画期間中のニーズを上回っていることから、提供体制は確保されています。 
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⑨延長保育事業 

【事業概要】 

保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育時間を超えて延長

して保育を実施する事業です。 

単位：人／年（1年あたりの利用人数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 182 183 231 230 231 230 226 

確保の内容 182 183 231 230 231 230 226 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇現在、５か所すべての保育所で実施しており、定員についても設定せず、保護者の利用意向すべ

てに対応していることから、引き続き現在の提供体制を維持します。 

⑩病児・病後児保育事業 

【事業概要】 

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由で、保護者が保育できない際に、保育施設で児

童を預かる事業です。 
単位：人日／年（1年あたりの利用回数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み   2,646 2,607 2,572 2,506 2,427 

確保の内容 0 0 0 0 0 0 0 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇現在、本市では未実施事業です。 

〇今回のアンケート調査結果から潜在ニーズがみられることから、今後も引き続き医療機関と連携

した病児・病後児保育の実施を検討していきます。 

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

【事業概要】 

保護者が就業等により昼間家庭にいない児童を対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供

し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休み

等の長期休業日にも実施します。 
単位：人／年（1年あたりの利用人数） 

 実績 見込み 計画期間 

平成25年度 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 

量の見込み 213 226 245 244 245 251 268 

確保の内容 280 280 280 280 280 280 280 

【提供体制、確保策の考え方】 

 〇現在、市内７クラブでの実施、受け入れ可能数２８０人となっており、計画期間中におけるニー

ズ量を上回っていることから、確保体制は整っています。 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

【事業概要】 

幼稚園や保育園の保育料については、国が定める公定価格を基に、各市町村が条例等により利用者

負担額を設定することとされていますが、施設によっては、実費徴収などの上乗せ徴収を行う場合が

あると想定されます。 

本事業は、教育・保育施設が上乗せ徴収を行う際、実費負担の部分について低所得者の負担軽減を

図るため、公費による補助を行うものです。 

【今後の方向性】 

事業の導入について、国や北海道の動向を踏まえ、今後の事業実施について検討していきます。 

⑬多様な主体が参入することを促進するための事業 

【事業概要】 

保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のためには、多様な事業者の能力を生

かしながら、保育所、地域型保育事業等の整備を促進していくことが必要ですが、新たに整備・開設

した施設や事業が安定的、かつ継続的に事業を運営し、利用者の信頼関係を築いていくためには、一

定の時間が必要です。 

本事業は、新規事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう、支援、相談・助言、さらに

は、他の事業者の連携施設のあっせん等を行うものです。 

【今後の方向性】 

今後、新規事業者の参入があった場合には、事業の導入について検討します。 

 

 計画の推進体制と進行管理  

◆推進体制の充実 
（１）市役所内における各部署の連携強化 

各部署間の綿密な情報交換と連携した行動によって、計画の効率的かつ効果的な推進を図ります。 

（２）関係機関や市民との協力 

市民に対して積極的に情報を提供していくとともに、市行政と各種団体、地域住民との協力の強

化を推進します。 

（３）国・道との連携 

国・道に対し必要な要望を行うとともに、行財政上の措置を要請していきます。 

 

◆計画の点検・評価に向けて 
本計画を市民とともに推進していく体制を確保するため、市民参画により構成される「登別市子

ども・子育て会議」を中心に、計画の推進と進行管理を行います。 

庁内においては、各施策・事業の進捗状況を把握し、定期的に報告と検討を行います。 

 

 

登別市 保健福祉部 子育てグループ 

〒059-8701 登別市中央町６丁目11番地 

（TEL）０１４３－８５－５６３４ 

（FAX）０１４３－８５－１１０８ 


