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ごあいさつ

　第 2 期那須烏山市子ども・子育て支援事業計画

の策定にあたり、ごあいさつを申し上げます。

今 年 度 は、 元 号 が「 平 成 」 か ら「 令 和 」 と な る

改元という喜ばしい節目の年となりました。

　一方で、10 月には、大型の台風 19 号が本市を

襲い、住宅や各施設だけでなく地域全体に甚大な

被害を及ぼしました。

　令和 2 年を迎え早々には、新型コロナウイルスが大都市圏を中心に日本中で　

流行し、未だ終息する兆しも見えず、日々不安を抱く保護者の皆様も多いことと

想いを馳せております。

　このような状況の下、本市では、これまでの子育て支援のあり方を見直し、

本市の未来を担う子どもたちの夢や希望を実現できるまちづくりのため、第 2 期

の子ども・子育て支援事業計画の策定に取り組んでまいりました。

　本計画の策定にあたっては、本市の子育て中の保護者の皆様にご協力いただき、

平成 30 年 12 月に市民ニーズ調査を実施し、本市の抱える課題を明らかにすると

ともに、それらが容易に解決できるものではないことも分かりました。

　本計画に掲げる目標を実現するためには、市民や関係機関等の皆様のご理解と

ご協力があってはじめて達成できるものと存じております。子どもを望む家庭、

子育て中の家庭、そして全ての子どもたちが安心して暮らせるまちづくりのため、

力を合わせて子育て支援施策を推進し、一つひとつ実現したいと考えております

ので、どうぞ力添えをよろしくお願いいいたします。

　結びに、本計画の策定にあたり、市民ニーズ調査にご協力いただきました皆様

をはじめ、活発な審議やご提言をいただきました那須烏山市子ども ･ 子育て会議　

委員の皆様に、心よりお礼を申し上げます。

　令和２年３月
那須烏山市長　川俣　純子
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　第１章　計画の策定にあたって

　１　計画の趣旨

　全国的な少子化・核家族化の進行や地域のつながりが希薄化する中で、子育てに不安

を抱える保護者の増加、女性の社会進出に伴う低年齢児の保育ニーズの増加、児童虐待

等の子どもの権利を脅かす事件の増加など、子育てをめぐる課題は複雑化しています。

　家庭を取り巻く環境等の急速な変化を背景として、国や地域を挙げて「社会全体で

子ども・子育てを支援する」という新しい支え合いの仕組みを構築するため、平成 24 年

8 月に「子ども・子育て関連 3 法」が成立しました。

　これらの法律に基づき、国では、平成 27 年 4 月から「質の高い幼児期の学校教育・

保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、「地域における子ども・子育て支援の

充実」の３つを柱とする「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」という。）を施行

しました。

　また、平成 29 年 6 月に策定した「子育て安心プラン」による待機児童を解消する取組の

早期着手や令和元年 10 月施行の幼児教育・保育の無償化等による子育て支援策が加速化

していることからも、地域社会が一体となってさらなる子育て支援に取り組むことが求め

られています。

　本市においては、新制度の下「みんなで支え合い 親子が安心して生き生きと暮らせる

まちづくり」を目標として、子ども・子育て支援法に基づく基本指針（以下「基本指針」と

いう。）を基に、平成 27 年 3 月に「那須烏山市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第１期

計画」という。）を策定し、地域の実情に応じた教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業が効率的かつ効果的に提供されるよう、様々な施策を総合的・計画的に推進してきま

した。

　令和２年度から始まる第２期那須烏山市子ども・子育て支援事業計画（以下「本計画」と

いう。）では、第１期計画を見直すとともに、那須烏山市第２次総合計画（以下「総合計画」

という。）を実現し、かつ、本市のさらなる子育て環境の向上・発展に向けて策定するもの

とします。
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　２　計画の位置づけ

　本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条の「市町村子ども・子育て支援事業計画」

及び次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」（※）として位置づけます。

　また、市総合計画を最上位計画に、市地域福祉計画を福祉分野における上位計画

として、本市の子育て支援施策における個別計画として策定します。

　※	次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画	
…　地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの
　心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅
　及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援
　対策の実施に関する計画 のこと。

■計画の位置づけ
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市子ども・子育て支援事業計画
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市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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》
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　３　計画の期間

　４　計画の策定体制

　本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。

　計画期間内は、市子ども・子育て会議において毎年度の事業進捗を点検・評価すること

で各施策の実施を担保するとともに、社会情勢等の変化を見極めながら、各事業の実績等

に応じて見直しを行うこととします。

平成
27 年度

平成
28 年度

平成
29 年度

平成
30 年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

第１期計画 第２期計画

　本計画は、子ども・子育て支援法第 77 条に基づく那須烏山市子ども・子育て会議

（以下「市子ども・子育て会議」という。）を中心とした審議、市内の未就学児の保護者など

を対象としたニーズ調査等を基に、子ども・子育てに関する状況や意向等を踏まえ策定

します。

（１）市子ども・子育て会議の実施
　子ども・子育て支援法に基づき市町村が条例で定める機関で、保護者、子ども・

子育て支援事業者、識見者等で構成する委員により、計画の内容等を審議・提言等を

行います。

（２）ニーズ調査の実施
　本計画策定にあたり、平成 30 年 12 月に、保育ニーズや子育て支援サービスの利用

状況・利用意向、子育て世帯の生活実態、要望・意見などを把握することを目的に、　

「未就学児のいる世帯」及び「母子健康手帳交付者」を対象として調査を実施しました。

（３）パブリックコメントによる意見公募
　本計画の策定過程における公正性・透明性を確保しつつ、広く市民等から意見・

提言を収集するため、計画案を公表し、パブリックコメントを実施します。
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　第２章　子ども・子育てを取り巻く状況

　１　人口と世帯の状況

（１）総人口及び年齢３区分別人口
　本市人口は、平成 31 年４月１日現在 ( 住民基本台帳より ) 26,442 人となっています。

　平成 27 年からの推移をみると総人口が年々減少しており､ ５年間で 1,849 人の

減少となっています。また、年齢３区分でみると、65 歳以上の高齢者人口が増加

し続けている一方で、15 ～ 64 歳の生産年齢人口 及び 15 歳未満の年少人口が減少

しており、少子 ･ 高齢化が進んでいることがうかがえます。

■総人口及び年齢３区分人口の推移

■年齢３区分人口構成比の推移

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

2,947 2,874 2,785 2,710 2,606

16,43516,435 15,95415,954 15,46915,469 14,98914,989 14,45414,454

8,9098,909 9,0529,052 9,2079,207 9,2789,278 9,3829,382

28,29128,291 27,88027,880 27,46127,461 26,97726,977 26,44226,442
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資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）
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（２）自然動態
　出生数は、若年女性人口の減少が影響することもあり、年々減少を続けています。

　死亡数は、年間 400 人前後で推移しているため、出生数との差が大きくなり、

より一層の「自然減」が見込まれます。

（３）社会動態
　転入・転出者数の推移をみると、転出者数が転入者数を上回る「社会減」が続いて

います。近年では、毎年 200 人前後が社会減となる傾向にあります。

600人

死亡数

出生数

平成21年

189

400

平成22年

178

394

平成23年

154

417

平成24年

151

416

平成25年
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404

平成26年

150

406

平成27年

138

436

平成28年

145

392

平成29年

136
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平成30年

138

411

400人

200人

0人

資料：住民基本台帳人口動態（外国人を除く）

600人 転出者数

転入者数

平成21年

667

849

平成22年
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400人
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資料：住民基本台帳人口動態（外国人を除く）
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（４）世帯数
　本市の世帯数は、平成 27 年で 9,407 世帯となっています。

　また､ １世帯あたりの人員数は､ 年々減少しており、核家族化が進んでいることが

分かります。

（５）世帯類型
　本市の世帯類型をみると、単独世帯、核家族世帯が年々増加しています。

　平成 27 年では、単独世帯は 21.7％、夫婦のみの世帯は 19.7％となっており、

合わせると４割近くになっています。

　核家族世帯の内訳を比較すると、夫婦と子どもの世帯で減少し、夫婦のみの世帯や

ひとり親と子どもの世帯で増加していることが分かります。

■世帯数と１世帯あたり人員数の推移

■世帯類型による世帯数の推移

資料：国勢調査
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　２　婚姻・出産等の状況

（１）婚姻・離婚
　本市の婚姻件数は、平成 29 年では 99 件となっています。

　また、離婚件数は、平成 29 年では 30 件となっています。

（２）未婚率
　男女ともに若い年齢層ほど未婚率が高くなっており、男性の率が女性を上回って

います。また、未婚率の上昇傾向は、男性に比べると女性の方が大きいことが分かり

ます。

■婚姻件数・離婚件数の推移

■未婚率の推移

120人

100人

離婚件数

婚姻件数
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82

45
39

68

82

41

平成25年

30
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80人

60人

40人

20人

0人

資料：栃木県保健統計年報
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資料：国勢調査
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（３）母親の年齢別出生数
　本市の出生数は、平成 29 年が 133 人となっており、年々減少を続けています。

　母親の年齢別出生数の推移をみると、平成 27 年まで 25 ～ 29 歳層の出生数が最も

多かったものの、平成 28 年以降になると 30 ～ 34 歳層が最も多くなっています。

（４）合計特殊出生率
　本市の合計特殊出生率は、平成 29 年で 1.39 となっており、全国及び栃木県の

率を下回っています。

■母親の年齢別出生数の推移

■合計特殊出生率の推移

　※	合計特殊出生率	
…　15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が
　その年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当します。

1.5

栃木県

那須烏山市

全国
1.43

1.43

1.37

1.42

1.36

1.46

1.49

1.45

1.34

1.44

1.38

1.46

平成25年

1.45

1.43

1.39

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

1.4

1.3

資料：栃木県保健統計年報

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

歳

歳

歳

歳

歳

資料：人口動態統計（年齢不詳は除く）
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（５）児童数
　本市の 18 歳未満の児童数は、平成 31 年４月１日現在で 3,308 人となっています。

　このうち、０～５歳の就学前児童数は 863 人、６～ 11 歳の小学生児童数は 1,098 人、

12 ～ 14 歳の中学生児童数は 645 人、15 ～ 17 歳の児童数は 702 人となっています。

　平成 27 年からの５年間の推移をみると、全体的に減少傾向となっています。

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年

0 歳 129 136 128 142 123

1 〜 2 歳 336 319 279 266 276

3 〜 5 歳 543 511 500 494 464

6 〜 11 歳 1,227 1,208 1,216 1,159 1,098

12 〜 14 歳 712 700 662 649 645

15 〜 17 歳 747 713 727 706 702

合　計 3,694 3,587 3,512 3,416 3,308
資料 ：住民基本台帳 （各年 4月 1日現在）

■児童数の推移

 

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

歳

歳

歳

資料：住民基本台帳（各年4月1日現在）
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　３　就業の状況

（１）年齢別労働力率
　年齢別の労働力率（15 歳以上の人口に占める、各区分の労働力人口の割合）は、

男性が低下傾向にある中で、女性は上昇傾向にあり、働く女性の割合が増えています。

　女性の年齢別の労働力率を年齢に沿ってみると、25 ～ 29 歳をピークに減少し、

更に 40 歳を超えると労働力率は再び高くなる「Ｍ字曲線」を示していましたが、

その差が年々小さくなっており、30 代前後で結婚や出産を理由に離職をしても、

早々に復職する割合が多くなっているものと考えられます。

■女性の年齢別労働力率

■男性の年齢別労働力率
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　４　教育・保育施設の状況

　市内の施設数は、平成 29 年度に私立幼稚園が認定こども園に移行したことに

伴い数の増減がみられます。また、平成 28 年度以降、私立地域型保育施設の新設が

続いたため、　令和元年度までに 3 か所となりました。

■施設数	 （単位：箇所／各年	4月 1日時点・こども課資料）

項　目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

幼稚園
公立 1 1 1 1 1

私立 1 1 0 0 0

認可保育所
公立 3 3 3 3 3

私立 1 1 1 1 1

認定こども園
公立 0 0 0 0 0

私立 1 1 2 2 2

地域型保育施設
公立 0 0 0 0 0

私立 1 2 2 3 3

　幼稚園の児童数は、各年齢とも平成 27 年度から減少傾向にあり、本市の少子化の

進行に加えて、保育園の入園を希望する保護者の増加が影響していると考えられます。

■幼稚園の年齢別児童数	 （単位：人／各年	4月 1日時点・こども課資料）

年齢 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

3 歳 57 63    60    47 　38    

　▷市内 57 63    57    45    　37    

　▷市外 　  0 　  0    　  3    　  2    　  1    

4 歳 80    64    59    65    　50    

　▷市内 77    63    58    62    　48    

　▷市外 　  3    　  1    1  　  3    　  2    

5 歳 80    86    59    61    　60

　▷市内 78    83    59    59    　58    

　▷市外 　  2    　  3    　  0    　  2    　  2    

合　計 217    213    178    173    148    
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　認可保育所の児童数は、本市の児童人口が減少を続ける一方で、全体的に増加傾向に

あります。増加率は、年齢ごとの児童数でみると大きくありませんが、小学校へ入学前

の児童数の推移と合わせて考えると、保護者の認可保育所への入所希望が高いことが

うかがえます。

■認可保育所の年齢別児童数	 （単位：人／各年	4月 1日時点）

年齢 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

0 歳 　  17   18     33     35     27   

　▷市内 　  16   14     32     33     27   

　▷市外 　　  1   　  4   　  1   　  2   　  0   

1 歳 　  74     70      64     68     85   

　▷市内 　  69     65   59     67     83   

　▷市外 　　  5   　  5   　  5   　  1   　  2   

2 歳 　  81     93   91     85   82   

　▷市内 　  75     88   85     81     79   

　▷市外 　　  6   　  5   　  6   　  4   　  3   

3 歳 　  87     89   108     97   93   

　▷市内 　  84     82   104     94     89   

　▷市外 　　  3   　  7   　  4   　  3   　  4   

4 歳 　107     90     98   110     97   

　▷市内 　105     85     92   108     94   

　▷市外 　　  2   　  5   　  6   　  2   　  3   

5 歳 　108   107   97   101   115   

　▷市内 　105   105   91   96   112   

　▷市外 　　  3   　  2   　  6   　  5   　  3   

合　計 　474   467   491   496   499   

小学校入学前の
未就学児童数 1,008   966   907   902   863   

※こども課 資料
※未就学児童数は、住民基本台帳より算出
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　本市の市立小学校・中学校の児童数は、年々減少を続けています。

　平成 27 年度から令和元年度までの学校別推移では、江川小・境小学校が横ばいで

あることを除いて、各校とも 25 人以上が減少し、特に烏山小学校では 81 人が減って

います。

　本市の障がい児通園施設の利用者延べ人数は、児童発達支援施設で年々減少して

いる一方で、放課後デイサービスで大きく増加しているため、総じて利用実績が

伸びている結果となっています。

■障がい児通園施設の利用等状況	 （単位：人年）

施設名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

児童発達支援 484  438  418  　352  281

放課後等デイサービス 356  490  571  　685  784

合　　計 840  928  989  1,037  1,065

※健康福祉課 資料

■小・中学校の在籍児童数	 （単位：人／各年	4月 1日時点）

学 校 名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

荒 川 小 学 校 　312   　302   　308   　288   　272   

江 川 小 学 校 　162   　169   　171   　166   　169   

烏 山 小 学 校 　494   　464   　458   　432   　413   

境 小 学 校 　　75   　　75   　　82   　　87   　　83   

七 合 小 学 校 　176   　187   　177   　170   　147   

南那須中学校 　268   　264   　247   　229   　238   

烏 山 中 学 校 　415   　410   　402   　400   　390   

合　計 1,902   1,871   1,845   1,772   1,712   

▷ 小学校 計 1,219   1,197   1,196   1,143   1,084   

▷ 中学校 計 　683   674   　649   　629   　628   

※学校教育課 資料
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　５　市民ニーズ調査について

（１）調査の目的
　本調査は、より一層の子育て支援施策の充実に向けて、本計画の資料とするため、

保育ニーズや子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の生活

実態、要望・意見などを把握することを目的に、ニーズ調査として実施しました。

　調査結果については、本書の資料編（56 ｐ～）に、項目を抜粋して掲載します。

（２）調査対象及び調査方法
　調査実施日： 平成 30 年 12 月 12 日～ 12 月 28 日 　（調査基準日 12 月 1 日）

調査対象者 調査方法

就学前児童の保護者

▷ 幼稚園・認可保育所・認定こども園の就園児は、各園を通じて
　 配付及び回収を行う。
▷ 未就園児は、住所地に郵送で配付し、返信用封筒等により回収を

行う。

母子健康手帳交付者
▷ 調査基準日時点で、母子健康手帳を交付する者の内、出産して
　いない者 （※基準日に既に出産している者には、「就学前児童用」
　の調査票を送付する。）

（３）回収状況
対象者 配付数 回収数 回収率（％）

就学前児童保護者 996 人    731 件    73.4％    

▷ 在宅児 337 人    186 人    55.2％    

▷ 在園児 659 人    545 人    82.7％    

▶ 有効回答 731 人    686 人    93.8％    

▶ 無効回答 731 人      45 人      6.2％    

母子健康手帳交付者 67 人    35 件      52.2％    

▶ 有効回答 35 人    35 人    100.0％    

▶ 無効回答 35 人      0 人      　0.0％    
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　６　本市の現状からみる主な課題について

（１）ニーズ調査からみる課題について
　アンケート結果から、本市の子ども・子育て支援施策に対して次の課題が上がり

ました。これらに向き合い、子どもとその家族が安心して暮らせるまちづくりを

築くための取組が求められています。

①	就学児前児童の保護者の調査結果から	
➢　少子化が進む一方で、「核家族化の進行」や「共働き世帯の増加」等により、
　 保 育 を 必 要 と す る 児 童 が 増 え て い る 現 状 に あ り ま す。 こ れ ら 保 育 ニ ー ズ に
　おいて、子育て家庭を取り巻く環境が多様化・複雑化してきていることから、
　その需要に合った各種支援を提供する体制整備が求められています。
➢　また、本市の子育て支援に関する各事業は、保護者に知られていないことが
　分かりました。アンケート結果から、「利用したことがある」割合は、すべて
　30％を下回る結果となりました。これを受け、まず事業を知ってもらうこと、
　参加したいと思えるよう内容を見直すことが必要です。

②	母子健康手帳交付者の調査結果から	
➢ 　アンケートの設問の中で「育児に対して不安に感じること」の回答として、
　『 育 児 に 掛 か る 費 用 負 担（51.4 ％）』、『 子 ど も の 病 気・ 発 育・ 発 達（40 ％）』、
　『地域のサービス内容や利用 ･ 申込方法が分からない（31.4％）』が挙げられま
　した。この結果から、子育てに抱く不安や負担を少しでも軽減するため、母親
　のニーズに合った事業を展開していく必要があります。
➢ 　各事業を実施していく上で、「参加者の満足度の向上」「効果の創出」にも
　取り組んでいく必要があります。

【自由記述に寄せられた市民の声】
　◉	子育て関連の情報を、もっと簡単に知りたい。
　◉	他市町のような子どもの遊び場・施設・公園を作って欲しい。
　◉	ファミリー・サポート・センターを利用したい。
　◉	子育てに関する悩みを聞いて欲しい。子育て相談をしたい。
　◉	母親同士で交流できる機会や場所を作って欲しい。

【自由記述に寄せられた市民の声】
　◉	妊婦や母親同士の交流の機会や場所を作って欲しい。
　◉	子どもたちが安心して遊べる場所が欲しい。公園がない。
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（２）今後の重点的な取組について
➢   子育てに関する様々な情報を誰でも簡単に取得できる環境の整備は、特に重要

　 な取組の一つに上げられます。

　   様々な媒体を活用して、情報を必要とする家庭に、必要とする時期に届ける

　 ための仕組みを構築することが求められています。

➢    地域の方が身近で気軽に相談できる窓口として、子育て世代包括支援センター

　のより一層の充実を図り、子どもとその家庭に寄り添った支援を提供する体制

　が求められます。

➢   子育てに係る費用に負担や不安を抱える家庭が多いことから、各種手当や助成

　制度を積極的に周知するだけでなく、栃木県や近隣市町の動向・取組を踏まえ

　ながら、支援策の創設及び拡充の検討を進めていく必要があります。

➢    本市に在住する外国籍の方は、言語・宗教・文化等の違いから、生活する上で

　困難な場面に合うことが少なくありません。

　   特に、行政機関等での窓口では、様々な手続きを経なければならないことから、

　日本語の理解が十分でない方に向けて、負担を軽減するための取組が求められ

　ます。

（３）子育て環境や支援への市民満足度について
　本市の子育て環境や支援についての満足度は、「不満（11.1％）」と「満足度が低い

（40.2％）」を合わせて 50％を超える結果となりました。

　これは、本市の子育て家庭が、より良い支援・充実したサービスを求めている

表れであり、今後、市民ニーズに合った事業を展開し応えられるよう内容の見直し

に取り組む必要があります。
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　第３章　計画の基本的な考え方

　１　基本理念

　基本指針における「子ども・子育て支援」は、「子どもの最善の利益が実現される社会

を目指す」という考えを基本として、子どもの視点に立ち、子どもの成長と発達が保障

されるよう、良質かつ適切な内容及び水準とすることを定めています。

　さらに、「父母その他の保護者が子育てにおいて第一義的責任を有する」という基本的

認識を前提に、また、家庭は教育の原点であり出発点であるとの認識の下で、子ども・

子育て支援に関わる環境を社会全体で整備することが求められています。

　第 2 期計画では、前期計画を踏襲しつつ、市総合計画に掲げる基本目標「安心できる

子育てと健康な暮らしを支え合うまちづくり」の実現のため、若い世代が結婚や子育て

に対して抱く希望がかなえられるよう地域全体で応援する意識を醸成します。合わせて、

子育て支援を切れ目なく提供していく体制の充実を図ることで、子育て世帯が安心して

暮らせるまちづくりを実現するために、基本理念を次のとおり掲げます。

〔基本指針〕
　子ども・子育て支援法の制定に伴い、市町村において子ども・子育て支援給付

及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことを定める新制度が

創設されました。

　この新制度における基本指針は、「教育 ･ 保育の提供体制の確保」、「地域子ども ･

子育て支援事業等の実施に関する基本的事項」、「子ども ･ 子育て支援事業計画の

記載事項等」を定め、教育 ･ 保育及び地域子ども ･ 子育て支援事業を提供する体制の

整備が計画的に図られるようにすること等を目的とするものです。

安心できる子育てと健康な暮らしを
支え合うまちづくり
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　２　基本目標

　基本理念の実現に向けて、すべての子育て家庭のために、多様なニーズに応える

教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業を提供します。

　また、次世代育成支援対策推進法に基づき、総合的な子ども・子育て支援施策を推進

します。

基本目標１ 結婚・妊娠・出産・子育て期にわたる子育て支援の充実

　若者や適齢世代の結婚に対する意識を啓発するとともに、結婚を望む方の希望を

かなえられるよう、婚活支援の充実を図ります。

　子どもを望む家庭が子育てに対して抱く希望をかなえられるよう、また、すべての

子どもの健やかな成長のため、妊活・妊娠から子育て期にわたる切れ目のない支援を

提供できるよう、子育て支援施策を推進します。

基本目標2 幼児教育・保育の充実

　保護者の就労形態・多様なニーズに応じた子育てができるよう、教育・保育事業の

充実を図るとともに、家庭・地域・事業所等の連携と共通理解を図り、仕事と生活を

両立できるワーク・ライフ・バランスを実現するための環境づくりを推進します。

　事業の推進にあたっては、教育・保育サービスの「必要量を確保する」とともに、

誰もが使いやすく満足いくものとなるように「質の向上」にも取り組みます。

基本目標3 きめ細やかな子育て支援サービスの充実

　すべての子どもの人権が尊重され、誰もが身近な地域で自立した生活ができるよう、

支援を必要とする子どもとその家庭へのきめ細かな取組を推進します。

　また、これらの事業を展開していく上で、「児童虐待の防止対策」及び「子育て

家庭の貧困対策」の取組を推進するため、総合的な支援体制を構築する他、個々の家庭

の置かれた状況を把握することに努めます。
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　３　計画の体系

　本計画の体系を次表のとおり整理します。「取組」欄における「子ども ･ 子育て支援

施策」は第 4 章（20 ページ～）で、「幼児期の教育 ･ 保育及び地域の子ども ･ 子育て

支援事業の提供体制」は第 5 章（30 ページ～）で詳しく説明します。

基本
理念 取組 施策 施策の内容等

安
心
で
き
る
子
育
て
と
健
康
な
暮
ら
し
を
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
策

基本目標１
結婚・妊娠・出産・
子育て期にわたる
子育て支援の充実

１　結婚への意識醸成と出会いの場の創出
２　妊活・妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援
３　地域における子育て支援施策の充実

基本目標２
幼児教育・保育の
充実

１　質の高い幼児期の教育・保育の総合的な支援
２　乳幼児から就学児まで安心して預けられる環境整備
３　仕事と家庭の両立に向けた意識の啓発

基本目標３
きめ細やかな
子育て支援サー
ビスの充実

１　子育て家庭への経済的な支援と子どもの貧困対策の推進
２　支援を必要する児童や障がいを抱える児童とその保護者の支援
３　児童虐待防止対策の充実

幼
児
期
の
教
育
・
保
育
及
び

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制

教育・保育の量と
質の確保

１　教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及び
　　その実施時期
２　教育・保育の一体的提供及びその推進に関する体制の確保の
　　内容

地域子ども・子育て
支援事業の充実

１　利用者支援事業
２　地域子育て支援拠点事業
３　妊婦健康診査
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（ショートステイ）
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）
８　一時預かり事業
９　延長保育事業（時間外保育事業）
10　病児保育事業
11　放課後児童健全育成事業
12　実費徴収に係る補足給付を行う事業
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
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　第４章　子ども・子育て支援施策の展開

　基本目標１　結婚・妊娠・出産・子育て期にわたる子育て支援の充実

　１　結婚への意識醸成と出会いの場の創出

　〔事業実施のポイント〕
◉ 若者や適齢世代が、結婚への意識を見つめ直す機会の提供や機運が高まるよう啓発

を行います。

◉ 結婚への意欲・希望をかなえられるよう地域全体で応援する意識の醸成を図ります。

◉ 成婚につながる機会創出のため､とちぎ結婚支援センター（※ 1）やとちぎ未来クラブ（※ 2）

等と情報共有に向けての体制構築に取り組む他、地域団体との連携や民間活力との

協働をもって結婚希望者をつなぐ体制を構築します。

◉ 市の結婚相談所の機能や役割等のあり方を見直すことで、結婚を望む方により良い

支援を提供できる体制を整えます。

※１ とちぎ結婚支援センター 
…栃木県が設置する、結婚を誠実に希望する独身男女のポジティブな婚活に

つながるよう、新たな出会いの機会を提供する組織

※２ とちぎ未来クラブ 
…県民総ぐるみで、結婚 ･ 子育てを支援して安心して子どもを生み育てることが

できる環境づくりを推進する組織

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

若者交流事業 婚活イベントを開催し、出会いの機会を創出する事業 こども課

市結婚相談所 結婚相談員で構成する結婚を望む方の相談窓口 こども課

結婚活動登録制度 　とちぎ結婚相談支援センターやとちぎ未来クラブで実施する
事業等の情報提供を行う事業 こども課
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　２　妊活・妊娠から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援

　〔事業実施のポイント〕
◉ 不妊治療への啓発、不妊治療費助成制度の充実に向けた取組を推進します。

◉ 妊娠中の不安解消のため、市民が気兼ねなく相談ができる体制を整備するとともに、

市の子育て世代包括支援センターの周知・利用啓発に努めます。

◉ すべての子が健やかに成長できるよう、健康診査や保健指導等の充実を図ります。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

不妊治療費助成 　保険適用外の不妊治療を受けた夫婦に治療費の一部を助成する
事業 こども課

妊産婦一般健康診査
受診票の交付

　産前・産後の健康診査受診券を交付して、受診費用の一部を
助成する事業 こども課

妊産婦医療費助成 　母子健康手帳の交付を受けた者が健康保険適用の診療等を受
けた場合に、医療費の一部を助成する事業 こども課

妊婦・産婦
ママサロン

　妊産婦の情報交換・交流機会を提供するなど、安心して出産を
迎えるため・産後リフレッシュしてもらうためにサロンを実施
する事業

こども課

南那須地区
マタニティ ･ サポート
１１９

　出産予定日や母体の状況等を事前に登録された妊婦の希望に
より、救急搬送が必要な場合に、１１９番通報で迅速な対応を
行うための事業

南那須地区
広域行政
事務組合

産後ケア事業 　出産後、母子の生活リズムと心身の安定を図るため、産科医療
機関で育児相談 ･ 指導等を提供する事業 こども課

養育医療費助成 　生まれてすぐの子どもが、高度な医療を受けた場合の医療費を
一部助成する事業 こども課

新生児聴覚検査費
助成事業

　先天性聴覚障がいの早期発見・早期療育等の促進を図るため、
新生児聴覚検査費用を一部助成する事業 こども課

乳児全戸訪問事業
（赤ちゃん訪問）

　子どもが生まれた家庭に保健師等が訪問し、発育・発達の相談
や予防接種・乳幼児健診等の説明を行う事業 こども課

乳幼児健診・相談 　子どもの月齢に合わせて発育の健康診査や発達相談を実施する
事業 こども課

予防接種費用助成 　子どもが受ける予防接種費用を一部助成する事業 こども課

離乳食相談・幼児食
生活相談・食育教室

　子どもの月齢に合った食事相談の実施や食育に関する教室等を
開催する事業 こども課

歯科指導事業 　子どもの虫歯予防のため、相談や指導を実施する事業
　（よくかめるかな教室・学校歯科指導） こども課

小児生活習慣病
予防事業

　生活習慣病を予防するための意識付けを目的に、子どもと
その家族への改善指導・相談を実施する事業 こども課

思春期ふれあい
体験事業

　小中学生を対象に、父性・母性意識を育み、命の尊さについて
考える機会を創出する事業 こども課
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　３　地域における子育て支援策の充実

　〔事業実施のポイント〕
◉ 地域全体が協力して子育てしやすい環境づくりに取り組み、市民活動の活発化を

促し、すべての家庭が安心して子育てできる相互支援の意識を醸成します。

◉ 子どもやその保護者が、各手当や医療費助成等のサービスを、公平に簡便に受ける

ことができる窓口体制を整えます。

◉ 実施する事業等を広く市民に周知できるよう、かつ、より多くの参加者が集まるよう

積極的な啓発活動を行います。

◉ 子どもとその保護者が立ち寄りやすい・利用しやすい公共施設となるように機能の

改善に取り組みます。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

子育て応援ブック
発行 　本市の子育て支援サービス一覧を冊子にして配付する事業 こども課

こども医療費助成 　中学生修了前の子どもが健康保険適用の診療等を受けた
場合に、医療費の一部を助成する事業 こども課

児童手当給付 　15 歳となる年度末までの子どもを養育する保護者に、子どもの
健やかな成長のために給付する事業 こども課

こども館
移動出前サロン 　子育て支援員が地域に出張し、親子交流をお手伝いする事業 こども課

こども館
親子ふれあい活動事業

　こども館で開催する親子交流の機会を作るためのイベント
実施事業 こども課

子育て支援センター
きらきら

　親子が自由に遊び、交流し、子育てについて学び合える場所を
提供する事業 こども課

若鮎クラブ 　子ども体験教室として、自然との触れ合いや文化交流を体験
する事業 生涯学習課

図書館活動事業 　子どもの読書への興味関心を育て、読書の楽しさを伝えるため
にイベント等を開催する事業 生涯学習課

読み聞かせ
ボランティア養成講座

　図書館で読み聞かせボランティアのスキルアップや新たな人材
の育成を図る事業 生涯学習課

地域スポーツ体験教室 　様々なスポーツを体験する機会を創出するため、種目ごとに
教室を開催する事業 生涯学習課

デマンド交通 　乗り合いで、希望の場所から目的地まで移動できる市内を 
運行する公共交通サービス まちづくり課

赤ちゃんの駅設置事業 　子育て中の家庭が、市の公共施設を気軽に利用できるよう
「授乳室」や「児童用トイレ」を設置する事業 こども課
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　基本目標２　幼児教育・保育の充実

　１　質の高い幼児期の教育・保育の総合的な支援

　２　乳幼児から就学児まで安心して預けられる環境整備

　〔事業実施のポイント〕
◉ 保育士の確保に向けて対策を講じるとともに、保育の質向上のために保育士等の 

人材育成に努めます。

◉ 教育・保育施設への支援及び指導の継続に合わせて、施設間の連携強化を図ります。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

潜在保育士等就労
準備金交付事業

　保育士や幼稚園教諭の資格を持ちながら、1 年以上保育等の
仕事から離れている方の就職を支援するため就労準備金を助成
する事業

こども課

特定教育保育施設・
認可外保育施設等指
導監査

　教育 ･ 保育施設が適正に運営されているか指導監査を実施 
する事業 こども課

幼稚園・認可保育所・
認定こども園と小学
校との連携事業

　子どもの発達過程や健康状態等を、小学校と幼稚園・保育所・
認定こども園とが共に子どもの発達を長期的視点で共有できる
よう実施する事業

学校教育課

子育て支援員研修
　保育や子育て支援分野の事業所等に従事するために必要な 
知識・技能等を修得し、「子育て支援員」の認定を受けるための
研修費を支援する事業

こども課

　〔事業実施のポイント〕
◉ 保護者の就労形態が多様化していく中で、安心して仕事と子育ての両立ができる 

よう、多様なニーズに応じることができる体制の整備を行います。

◉ 学童保育の受入態勢の拡充と、利用者の満足度向上に努めます。

◉ 保育施設利用における医療的ケア児の受入体制構築に向けて検討します。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

保育相談 　保育園入所や在園中の相談に随時応じる取組 こども課
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　３　仕事と家庭の両立に向けた意識の啓発

事業名 事業概要 主管課

幼児教育・保育の
無償化制度

　教育・保育施設を利用する 3 歳児からの子どもが、安心して
質の高い幼児教育を受けるため、利用料の無償化により利用者
負担の軽減を目的に実施する制度

こども課

第 3 子以降
保育料等免除制度

　第 3 子以降の子どもが、教育・保育施設を利用する場合に、
保育料等を免除する制度 こども課

一時預かり事業 　家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を、幼稚園 ･ 保育
所 ･ 認定こども園等で一時的に預かり、必要な保育を行う事業 こども課

医療的ケア児
支援体制整備事業

　医療的ケアを必要とする子どもが、教育 ･ 保育等の様々な機会
で適切な支援を受けられるよう、保育・保健・医療・教育等の 
関係機関が連携し、支援体制を整備するため協議 ･ 検討する事業

こども課

病児・病後児
保育事業

　子どもが急病にかかった場合、専門の看護師のケアを受け
ながら一時的に保育する事業 こども課

ファミリー・サポート・
センター

　子どもの預かり等の援助を希望する者（依頼会員）と、援助
を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関
する連絡・調整を行う事業

こども課

放課後児童クラブ 　放課後に保護者のいない家庭の小学生に対し、適切な遊びや
生活の場を与えて、健全な育成を図る事業 こども課

　〔事業実施のポイント〕
◉ 子育て家庭の就労への意欲や希望をかなえるため、相談体制の充実を図ります。

◉ 市民がサービスを利用しやすいような工夫・負担軽減の取組を推進します。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

行政窓口サービスの
情報化推進

　マイナンバー制度の開始に伴い、行政機関に出向くことなく
各種手続きが出来るようにすることで働く家庭の負担軽減を図
る事業

総合政策課

相談員の設置 　母子父子自立支援員を配置し、家庭の経済的自立を支援する
ため、相談先の専門機関等につなぐ取組 こども課

男女共同参画計画
推進・啓発事業

　女性が活躍できる地域づくりのため、男女が共に家庭や子育て
に責任を担い、お互いを思いやる意識の醸成を目的に実施する事
業 及び 啓発活動

生涯学習課

男女共同参画講座
受講費補助制度

　公益財団法人とちぎ男女共同参画財団等の主催講座に参加され
た方に、受講費用を補助する事業 生涯学習課
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　基本目標３　きめ細やかな子育て支援サービスの充実

　１　子育て家庭への経済的支援と子どもの貧困対策の推進

　〔事業実施のポイント〕
◉ 国の定める「子どもの貧困対策に関する大綱」において、支援が届いていない又

は届きにくい子どもとその保護者に配慮して施策を推進することが盛り込まれ、 
本市においても、妊娠期の子どもが生まれる前から子どもの社会的自立まで、困難を 
抱える家庭に目を向け、切れ目のない支援の手を差し伸べられるよう早期発見に努
めます。

◉ 貧困の状態にある子どもとその家庭が、社会的に孤立することがないよう、関係機関 
や支援団体が連携し、相談 ･ 支援の充実を図ります。

◉ 経済的に困窮する家庭が安定的な生活基盤を築くことに資するため、保護者の就
労に向けた求職活動等を支援します。合わせて、安心して仕事を継続できるよう、 
保育等の環境整備を図ります。

◉ 教育・保育に必要な教材や日常生活での必需品等のリサイクル事業実施に向けて 
検討します。

◉ 子育て世帯の経済的負担の軽減 及び 生活応援を目的として、住宅支援策を実施し、
安心して暮らせるまちづくりへの取組を推進します。

　子供の貧困対策に関する大綱　　
　平成 26 年８月に策定され、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「子供の貧困
に関する指標」及び「指標の改善に向けた重点施策」が示されました。
　この大綱では、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることなく貧困が世代を
超えて連鎖することがない社会の実現を目的として、「子どもの成育環境」や「保育 ･ 
教育条件」に必要な整備・改善・充実を図るために定められたものです。

　市町村における「子どもの貧困対策」　
　「子どもの貧困対策推進法」により、市町村が「子供の貧困対策に関する大綱」を勘案
して、市町村計画を定めるよう努めるものとなりました。
　本市では、貧困の状態にある子どもの把握に努め、すべての子どもが健やかに育成 
される環境を整えるため、関係機関及び地域のネットワークの協力を得ながら、関連施策 
等の推進に努めます。
　なお、本市の貧困対策計画に係る内容は、市計画に内包するものといたします。
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　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

ひとり親家庭
医療費助成

　ひとり親家庭の保護者と子どもが、健康保険適用の診療等を
受けた場合に、医療費を一部助成する事業 こども課

児童扶養手当 　ひとり親家庭の生活安定や自立促進のため、18 歳の年度末 
までの子どもを養育する保護者に給付する事業 こども課

放課後児童クラブ
事業利用料減免制度

　放課後児童クラブの利用に当たり、生活保護法の適用を受ける
家庭やひとり親家庭の利用料を減免する制度 こども課

ひとり親家庭
就労相談・支援

　母子父子自立支援員を配置して、就労や養育費等の生活全般
に関する相談を受けたり、情報を提供したりと、自立支援に向
けて支援する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　〔再掲〕

こども課

ひとり親家庭自立
支援給付金事業

　ひとり親家庭の親が就労に有利な資格を取得するために養成
学校や各種講座等を修学した際に、給付金を支給する事業 こども課

なのはなリサイクル 　寄付を受けた子育て用品を、必要とする家庭や希望者に配布
する事業 こども課

支援団体との連携事業
オピニオンリーダー、親子学習プログラム、子育てサポーター
リーダー、子育てサークル、子育てボランティアなど支援団体
等と連携する事業

こども課

就学援助制度 　小中学校に通う上で、経済的に困難を抱える家庭に対して、
学用品費や給食費等を援助する事業 学校教育課

奨学金給付
・貸付制度

　高校や大学等に進学 ･ 在学するにあたり、経済的理由で修学
困難な家庭の子どもに奨学金を給付する制度 学校教育課

母子父子自立支援員を配置して、栃木県や日本学生支援機構等
が行う貸付に関する相談・手続きの支援を行う取組 こども課

生活困窮者自立支援
事業

　生活困窮家庭が生活保護を受けることなく、早い段階で自立し
た生活を送れるよう、支援員が相談を受け、様々な問題に対応 
して支援をつなげる事業

健康福祉課

子育て世帯応援・
ＩＪＵ促進住宅取得
奨励金

若者・子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、市外から
の移住による人口増加及び市民の定着を図るため、市内に住宅
を取得した子育て世帯や転入者に対して奨励金を交付する事業

まちづくり課

転入若者夫婦世帯
家賃応援補助金

　市内の民間賃貸住宅等に転入した若者夫婦世帯の経済的負担の
軽減及び子育て世帯の生活応援のため、家賃を一部補助する事業 まちづくり課

フードバンク
提供事業

　本市のボランティア団体を中心に、生活困窮を理由に食べ物に
困っている家庭に対して、無償で支援を提供する活動

ボランティア
団体
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　２　支援を必要とする児童や障がいを抱える児童とその保護者の支援

　〔事業実施のポイント〕
◉ 健康診査や児童発達相談を通して、支援を必要とする子どもの早期発見に努め、 

適切な治療・療育等を提供します。

◉ 子どもとその家庭にとって、必要な支援が迅速に提供できるよう関係機関等の連携

強化に努めます。

　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

育成医療費助成
　身体に障がいがあり、疾患を放置すると将来に障がいを残すと
認められる子どもで、治療効果が期待できる者に対し、指定医療
機関で受ける医療費を一部助成する事業

こども課

身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者 
保健福祉手帳の交付

　身体障がい・知的障がい・精神疾患等を有する子どもに手帳
を交付する事業 健康福祉課

精神通院医療費助成 　精神障がい者の通院治療を促進するため、医療費を一部助成
する事業 健康福祉課

特別児童扶養手当 　精神または身体に中程度以上の障がいを有する 20 歳未満の
子どもを養育する保護者に給付する事業 健康福祉課

障害児福祉手当 　精神または身体に重度の障がいを有し、常時介護を必要とする
20 歳未満の子どもに給付する事業 健康福祉課

日常生活用具給付 　在宅の重度心身障がい者に対して、日常生活の便宜を図るため
に生活用具の給付を行う事業 健康福祉課

補装具費支給 　身体障害者手帳を有する者に、身体の不自由な部分を助け生活し
やすくするために、補装具の購入・修理費用を一部助成する事業 健康福祉課

児童発達支援事業所
との連携事業

　発達の遅れが心配な子どもや障がいがある子どもが支援事業所
を利用することで、生活能力向上のため支援する事業（こども発
達支援センター・放課後等デイサービス）

健康福祉課

すこやか教育相談
　子どもが健やかに成長することを手助けするため、保護者から
子育て・学校・勉強・人間関係等の生活全般にわたる幅広い相談
を受ける事業

学校教育課

適応指導教室
レインボーハウス

　子どもが様々な理由で学校に行けない場合、適応指導教室を
利用することで、集団生活に適応する能力育成や自立を目指す
援助・指導を行う事業

学校教育課

特別指導教育
就学奨励費

　特別支援学級へ就学する子どもの保護者の経済的負担を軽減
するため、その世帯の所得に応じて学用品費や学校給食費等を
一部助成する事業

学校教育課
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　３　児童虐待防止対策の充実

　〔事業実施のポイント〕
◉ 子どもとその保護者からの様々な相談や児童虐待・ＤＶ相談に対応するため、 

専門職として相談員を配置することで、相談につながりやすい環境づくりに努め、
支援体制の充実を図ります。

◉ 教育 ･ 保育機関、医療機関、警察、児童相談所等で構成する要保護児童対策地域 
協議会において、支援を要する子どもとその家庭への支援策の協議や関係機関が 
相互に情報を共有することで、虐待の早期対応や早期発見に努めます。また、関係
機関の連携を密にすることで、虐待の早期発見につながるよう体制強化を図ります。

◉ 妊婦や子どもとその保護者からの様々な相談に迅速に対応するため、また、要保護
児童への切れ目のない支援を提供するため、「子ども家庭総合支援拠点」の整備を 
推進します。

◉ 職員の資質向上のため、研修会等に積極的に参加するなど研鑽に努めます。

■	家庭児童相談の受付状況
　本市の児童虐待を含む児童相談は、年々増加傾向にあり、その内容も複雑化・深刻化してい
ます。下表は、直近の相談件数を表にしたものです。

（単位：件）
養護 保健 障がい 非行 育成 その他 計

平成
28 年度

38 
（15） 0 0 0 0 0 38

平成
29 年度

44 
（15） 0 0 0 0 0 44

平成
30 年度

58 
（37） 0 0 0 4 0 62

※	(　) は、虐待の内数　　　　　　　　　　　　　　　　　　			　　　　　資料：こども課

　児童虐待が起こる背景　
　児童虐待には、子育て世帯の核家族化や近所付き合いの希薄化、適切な相談先がない
などによる “ 保護者の孤立化 ” により、子育ての負担や不安を抱え込み、そこに保護者 
自身の日常生活上の悩みが複雑に絡み合うことで、虐待として弱い子どもへと向けられる 
背景があるとみられています。
　児童虐待の予防・早期発見・早期対応のためには、地域全体で子どもを見守り支える 
意識を醸成する他、保護者同士が相談 ･ 交流できる場を提供し充実を図ることが、解決策 
の一つとなります。
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　〔事業実施〕
事業名 事業概要 主管課

相談員の設置 　家庭相談員・婦人相談員を配置し、子どもの養育相談や虐待
防止等を支援する体制整備 こども課

訪問支援等の充実
　乳幼児健診の未受診者や未就園で福祉サービスを利用して 
いない子どものいる家庭の訪問等により、子どもの安全確認を
行う他、児童虐待の早期発見や虐待防止啓発を図るための取組

こども課

養育支援訪問事業
　育児に対する不安・ストレスを抱える家庭を早期に発見し、
要支援児童など支援が必要と認められる保護者の家庭を訪問し、
育児相談や支援を行う事業

こども課

要保護児童対策地域
協議会

　要保護児童等へ適切な支援を行うことを目的に、行政・教育・
保健・医療・警察等の関係機関で構成する組織で、情報交換と
共有を図り、ケースに応じた支援策の協議を行う法定協議会

こども課

虐待防止啓発活動

　｢体罰によらない子育ての推進｣ や ｢児童虐待・ＤＶ防止｣
などの理解を深め、予防や早期発見につなげるため、市内の
教育 ･ 保育機関を通じて相談案内 ･ 虐待防止リーフレットを
配布する取組

こども課

子ども家庭総合
支援拠点の整備

　妊婦や子どもとその保護者からの相談に対して、関係機関との
連携をもって、切れ目のなく支援する体制及び機能を有する組織 こども課
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　第５章　幼児期の教育・保育 及び
　　　　　地域の子ども・子育て支援事業の提供体制

（１）子ども・子育て支援サービスの概要

　子ども・子育て支援法に基づき作成する市町村子ども・子育て支援事業計画には、

就学前児童の「教育・保育の事業」及び「地域子ども・子育て支援事業」について、

提供区域ごとに「量の見込み」及び「確保の方策」等を記載することとされています。

本章では、これらの事業計画について示します。

■子ども・子育て支援サービスの概要図

子どものための教育・保育給付

施設型給付 地域型保育給付

認定こども園

（０～５歳）

・小規模保育

・家庭的保育

・居宅訪問型保育

・事業所内保育

施設等利用

地域子ども・子育て支援事業

市
町
村
主
体

国
主
体

仕事・子育て両立支援事業

保育所

（０～５歳）

幼稚園

（３～５歳）

（主に０～２歳）

・利用者支援事業

・地域子育て支援拠点事業

・妊婦健康診査

・乳児家庭全戸訪問事業

・養育支援訪問事業、子どもを

守る地域ネットワーク機能強化

事業

・子育て短期支援事業

・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）

・一時預かり事業

・延長保育事業（時間外保育事業）

・病児保育事業

・放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）

・実費徴収に係る補足給付を行う

事業

・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

・幼稚園＜未移行＞
・特別支援学校

・預かり保育事業
・認可外保育施設等

・企業主導型保育事業

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
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（２）量の見込みと確保方策について

　教育・保育 及び 地域子ども・子育て支援の事業については、計画年次ごとの量の

見込み ( ※ ) の算出とその量の見込みに応じた確保方策 ( ※ ) を、以下の手順を経て設定

します。

※量の見込み：平成 30 年 12 月に実施した市民ニーズ調査や第 1 期計画の実績等に基づき設定する
各事業の必要事業量の見込みのこと。

※確保方策：量の見込みに対して、確保する量やその内容のこと。

※将来の児童数の推計：令和２年度から令和 6 年度までの本計画の対象となる推計児童数。
（次頁参照）

■量の見込みと確保方策の設定

〇ニーズ調査の実施

・保護者の就労状況及び今後の就労意向の把握

・教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の利用意向率の把握

・将来の児童数の推計（令和２～令和６年度）

・教育・保育事業等の利用実績を反映

○教育・保育事業の量の見込み

○地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

①１号認定（認定こども園及び幼稚園）
②２号認定（認定こども園及び保育所）
③３号認定（認定こども園及び保育所＋地域型保育事業）

○国の手引き等を活用し、ニーズ量を算出

①利用者支援事業
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健康診査
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
⑥子育て短期支援事業
⑦子育て援助活動支援事業
⑧一時預かり事業
⑨延長保育事業
⑩病児保育事業
⑪放課後児童健全育成事業
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
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

○各種事業の確保の方策の検討

※
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　本計画の対象となる推計児童数については、平成 27 年から平成 31 年までの住民

基本台帳人口データ（各年４月１日現在）を用いて、コーホート変化率法 ( ※ ) により、

計画の最終年度である令和６年までの推計を行いました。

　０歳から 17 歳の児童数は、いずれの年齢階層においても減少が予測され、令和２年

に 3,193 人だった人数が令和６年には 2,820 人となり、373 人の減少が見込まれます。

※ コーホート変化率法：
同じ期間に生まれた集団（コーホート）について、過去における実績人口の動勢から「変
化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

0 歳 123 117 111 106 100

1 〜 2 歳 271 255 249 237 226

3 〜 5 歳 422 418 413 407 384

6 〜 11 歳 1,091 1,068 1,010 945 938

12 〜 14 歳 624 605 576 591 571

15 〜 17 歳 662 643 641 620 601

合計 3,193 3,106 3,000 2,906 2,820
資料 ：住民基本台帳 （各年 4月 1日現在） による推計

■推計児童数の推移

■児童数の見込み	 （単位：人）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）による推計

662 643 641 620 601

624624 605605 576576 591591 571571

1,0911,091 1,0681,068 1,0101,010 945945 938938

422422 418418
413413 407407 384384

271271 255255
249249 237237 226226

123123 117117
111111

106106 100100

3,1933,193 3,106
3,000

2,906 2,8202,820

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

０歳

１～２歳

３～５歳

６～11歳

12～14歳

15～17歳
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（３）教育・保育提供区域の設定

　「教育・保育提供区域」とは、計画期間における教育・保育及び地域子育て支援 

事業の「①必要量の見込み」「②提供体制の確保の内容」「③その実施時期」を定める

単位となる市町村内の区割のことです。

　この区割は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の 

利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案して設定

する必要があります。

　本市では、教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制に広域性を

確保することを基本とし、市全体を１つの区域と設定します。

■本市の教育・保育提供区域
事業及び対象年齢等 提供区域

子どものための
教育 ･ 保育給付

１号認定 満 3 〜 5 歳児

市全体を
１つの区域

２号認定 満 3 〜 5 歳児

３号認定 0 歳児
1・2 歳児

地域子ども・
子育て支援事業

利用者支援事業（母子保健型） 妊婦・乳幼児
児童とその保護者

地域子育て支援拠点事業 乳幼児・保護者

妊婦健康診査 妊婦

乳児家庭全戸訪問事業 生後 2 か月までの
乳幼児がいる家庭

養育支援訪問事業 養育支援が
特に必要な家庭

子育て短期支援事業（ショートステイ） 0 〜 18 歳未満

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター）

0 〜 5 歳児・
小学 1 〜 6 年生

一時預かり事業
・幼稚園における在園児対象の一時預かり
・その他の一時預かり

満３〜５歳児
  ０〜５歳児

延長保育事業（時間外保育事業） ０〜５歳児

病児保育事業 ０〜５歳児・
小学１〜６年生

放課後児童健全育成事業 小学１〜６年生
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　１　那須烏山市の教育・保育事業

　教育・保育施設及び事業の利用にあたっては、教育・保育を受けるための支給認定 

（保育の必要性の認定）を受ける必要があります。

　認定については、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、３つの区分があり、その

事由や保護者の就労時間、その他優先すべき事情などを勘案して行います。

　年齢による認定区分、利用できる主な施設及び事業は、以下のとおりです。

■利用できる主な施設及び事業
年齢 保育の必要性 認定区分 利用できる主な施設及び事業

満３歳以上

なし １号認定（教育標準時間認定）
　　※１日４時間程度 幼稚園・認定こども園

あり

２号認定（保育標準時間認定）
　　※最大 11 時間の利用

保育所・認定こども園
２号認定（保育短時間認定）
　　※最大８時間の利用

満３歳未満 あり
３号認定（保育標準時間認定）

保育所・認定こども園
地域型保育事業

３号認定（保育短時間認定）

　国から示された基本指針等に沿って、幼児期の教育・保育（子どものための教育・

保育給付）について「量の見込み」と「確保方策」を設定します。

■教育・保育施設の量の見込み及び確保方策の見方

区分 令和２年度 令和３年度

量の見込み

確保方策

過不足

計画年度 利用見込数

量の見込み：

　将来推計人口や事業の

利用率などから算出され

る当該年度のニーズ量

（需要量）を表示

確保方策：

　現在の施設状況や今後

の整備状況を勘案した事

業種類毎の提供可能な量

（供給量）を表示
確保方策から量の見込みを引いて算出される事業の需要と
供給の差（マイナスは不足量を示します）
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　子育て家庭の経済的負担を軽減するため、令和元年 10 月１日から始まった幼児教育・

保育の無償化を踏まえて、量の見込みと確保方策を設定します。

■幼児教育・保育の無償化の内容

■幼児教育の無償化のイメージ

対象 無償化の内容

幼稚園、保育所、
認定こども園等

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳児（幼稚園は満 3 歳）から５歳
児までのすべての子どもの利用料が無償化される。

○０歳から２歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として
利用料が無償化される。

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準
的な利用料）も同様に無償化の対象となる。

幼稚園の預かり
保育

○新たに保育の必要性があると認定を受けた場合は、幼稚園の利用に加え、利用日
数に応じて最大月額 1.13 万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化される。

認可外保育施設等
○３歳児から５歳児クラスまでの子どもは月額 3.7 万円まで、０歳から２歳児クラス

までの住民税非課税世帯の子どもは月額 4.2 万円までの利用料が無償化される。
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・

センター事業も無償化の対象となる。

就学前の障がい
児の発達支援

○就学前の障がい児の発達支援を利用する３歳から５歳児クラスまでの子どもの
利用料が無償化される。

○幼稚園、保育所、認定こども園も利用する場合は、ともに無償化の対象となる。

3歳～5歳

3歳～5歳

・ 共働き家庭
・ シングルで働いて
  いる家庭　　など

・ 専業主婦（夫）
  　　家庭　など

保育の必要性の
認定事由に該当
する子ども

上記以外

利用

利用

利用

利用
（複数利用）

複数利用

複数利用

無償
（幼稚園は月額
2.57万円まで）

無償
（幼稚園は月額
2.57万円まで）

ともに無償
（幼稚園は月額2.57万円まで）

ともに無償
（幼稚園は月額2.57万円まで）

幼稚園の利用に加え、
月額1.13万円まで無償

月額3.7万円まで無償

幼稚園、保育所、
認定こども園、

就学前障がい児の発達支援

就学前
障がい児の
発達支援

幼稚園、保育所、
認定こども園

幼稚園、認定こども園、
就学前障がい児の発達支援

幼稚園の預かり保育

認可外保育施設、
一時預かり事業など

+

就学前
障がい児の
発達支援

幼稚園、
認定こども園

+
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（１）幼稚園	及び	認定こども園	（１号認定）	

　【事業概要】
　満３歳以上の就学前児童の教育を行うもので、幼稚園は小学校以降の教育の基礎を

つくるための幼児期の教育施設として、認定こども園は保育所と幼稚園の枠組みを 

超えて保育・幼児教育を一体的に提供する施設として設置します。

　なお、幼稚園は「特定教育・保育施設（幼稚園・認定こども園）」、「確認を受け 

ない幼稚園（現行の私学助成を継続）」の２種類となります。

　【現状】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在において、幼稚園 1 か所（公立つくし幼稚園）で

教育の機会を、認定こども園２か所（私立烏山みどり幼稚園、私立烏山聖マリア幼稚園）

で保育・教育の一体的な提供を実施しています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 217 208 174 166 143   

　【量の見込みと確保方策】
　１号認定については、市内の幼稚園等により必要事業量は確保できる見込みです。

　幼児教育の希望が強い２号認定については、特例施設型給付により標準時間の教育

を提供することとし、そのために必要な「量の見込み」は市内の幼稚園等により確保 

できる見込みです。

　さらに、就労する保護者の保育の必要性に着実に応えるべく、幼稚園に在園する 

児童の定期的な一時預かり事業の提供体制の確保を図ります。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み
（必要利用
　定員総数）

137 135 134 132 125

確保方策 195 195 195 195 170
確保方策－
量の見込み   58   60   61   63   45

※ 1 号認定　…　満 3 歳以上の小学校就学前の子どもであって、2 号認定の子ども以外のもの。 
（※ 2 号認定については、次ページに記載します。） 

− 36 −



（２）保育所	及び	認定こども園	（２号認定）	

　【事業概要】
保護者の就労等により家庭で保育できない満３歳以上の子どもの保育を行うものです。

　【現状】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在において、認可保育所 3 か所（私立烏山保育園、

公立すくすく保育園、公立にこにこ保育園）で、認定こども園２か所（私立烏山みどり

幼稚園、私立烏山聖マリア幼稚園）で、保育を実施しています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 294 272 287 298 295

　【量の見込みと確保方策】
　市内に設置する保育園の利用定員（県または市から認可を受けた定員の範囲内で、

直近の在園児数を踏まえた定員）を基礎として、「確保の方策」を設定しました。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み
（必要利用
　定員総数）

265    267    268    264    246    

確保方策 344    344    344    344    375    
確保方策－
量の見込み   79      77      76      80    129    

※ 2 号認定　…　満 3 歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その 
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。 
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（３）認定こども園	及び	認可保育所、特定地域型保育事業、認可外保育施設
（３号認定）

　【事業概要】
　保護者就労などにより家庭で保育できない満３歳未満の子どもの保育を行うもの 

です。なお、特定地域型保育事業は、０～２歳児を対象とした「小規模保育事業」・ 

「家庭的保育事業」･「居宅訪問型保育事業」･「事業所内保育事業」の４事業があります。

　【現状】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在において、認可保育所 3 か所（私立烏山保育園、

公立すくすく保育園、公立にこにこ保育園）、認定こども園２か所（私立烏山みどり

幼稚園、私立烏山聖マリア幼稚園）、小規模保育事業２か所（私立ゆうゆうランド那

須烏山園、私立キッズランドあさひ）、事業所内保育事業１か所（私立みらいの Kaze

保育園）で、保育を実施しています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 160 167 176 181 189

　【量の見込みと確保方策】
　市内に設置する保育園の利用定員（県または市から認可を受けた定員の範囲内で、

直近の在園児数を踏まえた定員）を基礎として、「確保の方策」を設定しました。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み
（必要利用
　定員総数）

210 209 203 193 184

確保方策 216 247 247 247 244
特定教育・
保育施設 182 182 182 182 179
特定地域型
保育事業   34   65   65   65   65

確保方策－
量の見込み 　  6   38   44   54   60

※ 3 号認定　…　満 3 歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他
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。 
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　２　那須烏山市の地域子ども・子育て支援事業

　国から示された基本指針等に従って、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

及びその事業ごとの確保方策を設定します。

■地域子ども・子育て支援事業
事業 事業内容 対象年齢等

① 利用者支援事業
（母子保健型）

子どもとその保護者が、身近な場所で、教育・保育事業
や地域子育て支援事業等の情報提供を受けられるよう、
関係機関との連絡調整等を実施し、必要に応じて相談や
助言等を行う事業

妊婦・乳幼児
児童とその保護者

② 地域子育て支援
拠点事業

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流を行う場所
を開設し、育児相談・情報提供・援助を行う事業 乳幼児・保護者

③ 妊婦健康診査 安全・安心に出産を迎えるために、妊婦の健康保持や
増進を図るため、定期的な健康診査を実施する事業 妊婦

④ 乳児家庭全戸
訪問事業

生後 2 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、 出産
後の母体の健康管理を図るとともに、育児相談・ 子育て
支援に関する情報提供等を行う事業

生後 2 か月までの
乳児のいる家庭

⑤ 養育支援訪問
事業

育児に対する不安・ストレスを抱える家庭を早期に発見
し、要支援児童など支援が必要と認められる保護者への
相談・支援を行う事業

養育支援が
特に必要な家庭

⑥ 子育て短期支援
事業

保護者の疾病等の理由で、家庭での養育が一時的に困難
となった子どもについて、児童養護施設等で養育を行う
事業

0 〜 18 歳未満

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）

子どもの預かり等の援助を希望する者（依頼会員）と、
援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援
助活動に関する連絡・調整を行う事業

0 〜 5 歳児、
小学 1 〜 6 年生

⑧ 一時預かり事業
幼稚園の在園児を対象とした一時預かり事業 満 3 〜 5 歳児

保育園・その他の場所での一時預かり事業 0 〜 5 歳児

⑨ 延長保育事業
（時間外保育事業）

通常保育の時間を超えて、保護者の保育ニーズへの対応
を図る事業 0 〜 5 歳児

⑩ 病児・病後児保
育事業

子どもが急病にかかった場合や病気の回復期にある場合
に看護師のケアを受けながら一時的に保育する事業

0 〜 5 歳児、
小学 1 〜 6 年生

⑪ 放課後児童健全
育成事業

放課後に保護者のいない家庭の小学生に対し、適切な
遊びや生活の場を与えて、健全な育成を図る事業 小学 1 〜 6 年生

⑫
実費徴収に係る
補足給付を行う
事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・ 保育
施設等に対して保護者が支払うべき教育・保育に必要な
教材等の購入に要する費用を助成する事業

保護者

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

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入促進に関 
する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定
教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
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（１）利用者支援事業

　子育て世代包括支援センターを設置し、子どもとその保護者が子育て支援事業等の

情報提供を受けられるよう、また、妊娠から子育て期にわたり切れ目なく相談や支援

を受けることができるよう、きめ細かい支援を実施する事業です。

　【現状と課題】
　本市では、平成 29 年度に同センターをこども課内に設置し、妊婦から子育て世帯

を対象に、切れ目のない支援の充実を目的として運営しています。

　要支援者に寄り添うことに加えて、妊娠を望む家庭への相談支援や主体的に実施 

する事業の積極的な啓発を行っていく必要があります。
（単位：個所）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

基本型・特定型 0 0 0 0 0
母子保健型 0 0 1 1 1

　【量の見込みと確保の方策】
　第 2 期計画期間においても、こども課内に同センターを設置継続し、基本目標に 

掲げる重点事業等の遂行を通して、充実した支援を提供できるよう努めます。

　また、市民ニーズ調査から、サロンや教室等の啓発事業の認知度・利用希望が低いと

いう結果が出ていることから、より多くの市民が参加しやすい取り組みが実施できる 

よう計画を推進します。
（単位：個所）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本型・特定型 0 0 0 0 0
母子保健型 1 1 1 1 1

※基本型 … 子どもとその保護者が、教育 ･ 保育施設や地域子育て支援事業等を円滑
に利用できるよう、身近な場所で、当事者目線で寄り添い支援するもの。

………………………………………………………………………………………………………
※特定型 … 待機児童の解消等を図るため、行政が地域連携の機能を果たすことを 

前提に保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援するもの。
………………………………………………………………………………………………………
※母子保健型 … 母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健

師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期
にわたるまでの切れ目なく支援するもの。
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（２）地域子育て支援拠点事業

　乳幼児 及び 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・情報提供・助言や援助を行う事業です。

　【現状と課題】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、こども館 及び 子育て支援センターきらきら 

（にこにこ保育園内）で、子育て中の親子の交流を行う場所を開放し、育児相談・ 

情報提供・援助を行っています。
（単位：人 /月、個所）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 250 210 197 203 241
実施箇所数 2 2 2 2 2

※ こども館では、移動出前サロン事業を合わせて実施しており、こども館から子育て支援 
スタッフが地域に出向いて親子交流をお手伝いしています。上表の利用実績は、この事業
の利用人数も含めています。

　【量の見込みと確保の方策】
　量の見込みは、市民ニーズ調査の結果を基礎として、第 1 期計画期間中の利用実績

を考慮して算定しています。

　令和 2 年度以降の「量の見込み」が近年の利用実績を上回っていますが、本事業の

周知・啓発を積極的に実施し、より多くの子育て家庭に参加いただけるよう内容等の

充実に取り組みます。
（単位：人 /月、個所）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 243 230 222 212 202
確保方策 243 230 222 212 202

確保方策―
量の見込み 　  0 　  0 　  0 　  0 　  0

実施箇所数 　  2 　  2 　  2 　  2 　  2
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（３）妊婦健康診査事業

　安心安全に出産を迎えるために、妊婦の健康保持や増進を図るため、定期的な健康

診査を実施する事業です。

　【現状と課題】
　妊婦健康診査の受診が母子の安心安全な出産につながるため、妊娠届出の際に、 

母子健康手帳と合わせて妊婦健康診査受診票を交付し、定期受診を促しています。

　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、産前 14 回分の受診票に加えて、産後 2 回分 

（産後 2 週間・1 か月）を助成しています。
（単位：件 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 1,729 1,721 1,725 1,541 1,047

　【量の見込みと確保の方策】
　量の見込みは、市民ニーズ調査の結果によらず、第 1 期計画の実績および人口推計

に基づいて算定しました。

　妊産婦が健診を定期的に受診するよう声掛け・啓発等を行い、その結果として利用

実績が伸びるよう取り組みます。
（単位：件 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 1,430 1,408 1,408 1,386 1,386

確保方策 1,430 1,408 1,408 1,386 1,386
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0
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（４）乳児家庭全戸訪問事業

　生後 2 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、出産後の母体の健康管理を図る

とともに、育児相談・子育て支援に関する情報提供等を行う事業です。

　【現状と課題】
　市の保健師や助産師が家庭を訪問し、乳児の発育・発達の相談や、予防接種・健診

について案内します。また、乳児のことだけでなく、母体の体調等の悩みに対しても

相談・支援を行います。

　訪問実績では、乳児が入院等をしている場合を除き、ほぼすべての家庭を訪問する

ことができています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

訪問実績 135 162 133 130 105

　【量の見込みと確保の方策】
　新生児は、周囲の環境に慣れておらず、免疫機能も少ないことなどから、様々な 

疾病にかかりやすく、保護者が抱く不安も大きいものです。

　加えて、産後すぐの時期は、保護者（特に母親）の生活にも大きな変化がある 

ことから、ストレスを抱えやすくなります。

　本事業を通して、すべての家庭に専門知識を有する者が訪問することで、子育て 

不安の解消だけでなく、母子の孤立化や乳児等への虐待防止を目的に、今後も継続 

して実施していきます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果によらず、近年の出生数および児童 

人口推計に基づき算定しています。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 128 128 126 126 126

確保方策 128 128 126 126 126
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0
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（５）養育支援訪問事業

　育児に対する不安・ストレスを抱える家庭を早期に発見し、要支援児童など支援が

必要と認められる保護者への相談・支援を行う事業です。

　【現状】
　保健師や助産師が早期に関わり、面談を重ねて関係を築くことで、医療機関や専門

機関につなげやすい体制を整えています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 33 17 26 24 17

　【量の見込みと確保の方策】
　養育支援を必要とする保護者の数は、若年・高齢・未婚・外国人などの妊婦が増加

傾向にあることを背景に、年々比例して増えています。

　これらの家庭を重点的に支援することで、産後うつ・育児放棄・虐待等を未然に 

防止できるよう努めていきます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果によらず、近年の相談件数等の状況を

もって算定しています。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 24 24 24 24 24

確保方策 24 24 24 24 24
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0
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（６）子育て短期支援事業	（ショートステイ）

　保護者の疾病等の理由で、家庭での養育が一時的に困難となった子どもについて、

児童養護施設等で養育を行う事業です。

　利用対象となる家庭の例としては、「保護者が疾病又は負傷している」・「妊娠中又

は出産後間もない」・「同居する親族を介護や看護している」等があたります。

　【現状と課題】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、市内児童養護施設 2 か所（桔梗寮・明和園）と

契約し、子どもを宿泊させる場合も含めて原則 7 日以内まで預けることができます。

　第 1 期計画では、保護者の育児疲れやストレス軽減を目的に、本事業の利用検討と

並行して他の支援策を選択していく中で、その家庭の状況に合った支援が提供できる

よう努めてきました。その結果、現在までの利用実績がありませんでした。

　しかし、近年の児童相談や虐待件数の増加 及び 家庭の抱える様々な問題の複雑化

により、ケースに応じた支援策を講じる必要があり、その一つとしてショートステイ

事業の利用検討を進めていく必要があります。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 0 0 0 0 0

　【量の見込みと確保の方策】
　近年は、養育困難を訴える事例も多様化し、その背景 ･ 要因も複雑化しています。

　今後、本事業が児童虐待防止等の一助となるよう、支援を必要とする家庭に対して

利用啓発 及び 制度充実を図ります。

　なお、量の見込みは、第 1 期計画の実績によらず、国指針に基づき要支援児童数の

状況を主な算定根拠としています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 20 20 20 20 20

確保方策 20 20 20 20 20
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0

− 45 −



（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）

　子どもの育児や預かり等の援助を希望する家庭（依頼会員）と、援助を行うことが 

できる人（提供会員）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】
　第 1 期計画では、会員登録があったものの、支援をいただける方（提供会員）への

事業説明や利用希望家庭（依頼会員）への啓発など、会員間の連絡 ･ 調整や結びつけ

が足りなかったことが影響し、利用実態がない状態が続いていました。

　第 2 期計画策定にあたり実施した市民ニーズ調査では、利用を希望する意見が多数

集まっており、本市の実情に合った実効性ある事業にすることが求められています。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 0 0 0 0 0

提供会員数 1 3 5 5 5

依頼会員数 0 2 2 2 2

両方会員数 0 0 0 0 0

　【量の見込みと確保の方策】
　市民ニーズ調査で寄せられた本事業の利用希望に応えるため、真に実現性・実効性

のある計画を立て、運営に着手していかなければなりません。

　まずは、多くの提供会員を募り、事業説明 及び 研修会の実施等により人材育成に

取り組みます。また、合わせて運営方法についても検討します。

　なお、本事業においては､「量の見込み」を市民ニーズ調査結果を尊重して算定し､ 

「確保の方策」を令和 2 年度に実施計画を策定した上で次年度以降に事業展開して 

いくものとして算定しています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 156 150 144 132 132

確保方策 0 52 144 132 132
確保方策－
量の見込み ▲ 156 ▲ 98 0 0 0
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（８）一時預かり事業

　日常生活上の突発的な事情や社会参画等により、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幼児について、主として昼間に幼稚園 ･ 保育園 ･ 認定こども

園等で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。

①幼稚園における在園児を対象とした一時預かり
　【現状】

　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、幼稚園１か所（公立つくし幼稚園）及び認定 

こども園２か所（私立烏山みどり幼稚園・私立烏山聖マリア幼稚園）で実施しています。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 3,806 3,008 4,587 4,393 3,155

　【量の見込みと確保の方策】
　幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性を持つ児童については、一時預かり

も無償化の対象となり、利用児童の増加が見込まれます。

　幼稚園等における一時預かりについては、利用を希望するすべての園児が利用 

できる支援体制を継続していきます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果を基礎として、現況の実績を考慮して

算定しています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 3,784 3,749 3,703 3,650 3,443

▷ 1 号認定 192 191 188 186 175

▷ 2 号認定 3,592 3,558 3,515 3,464 3,268

確保方策 3,784 3,749 3,703 3,650 3,443
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0

提供施設数 3 3 3 3 3
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②保育園やその他の場所での一時預かり
（トワイライトステイ、ファミリー・サポート・センターの未就学児の利用を含む）

　【現状】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、保育所 2 か所（公立すくすく保育園・公立 

にこにこ保育園）・認定こども園 1 か所（私立烏山聖マリア幼稚園）・地域型保育施設 

3 か所（ゆうゆうランド那須烏山園・みらいの Kaze 保育園・キッズランドあさひ）で

実施しています。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 320 196 583 642 539

提供施設数 2 3 5 6 6

※ トワイライトステイ（夜間の一時的な養育を行う事業）は、未実施です。
利用希望があった場合は、ショートステイ事業やその他の支援策を案内することで対応 
しています。

　【量の見込みと確保の方策】
　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等を背景に、育児疲れによる保護者が 

増えていくことが見込まれ、心理的・身体的負担を軽減するための支援がより一層 

求められます。

　これらに応えるため、保育園等で預かる体制を確保・充実させることにより、安心

して子育てができる環境を提供していきます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果に基づき算定しています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 342 327 318 306 290

確保方策 4,731 4,731 4,731 4,731 4,731
確保方策－
量の見込み 4,389 4,404 4,413 4,425 4,441

提供施設数 6 6 6 6 6
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（９）延長保育事業（時間外保育事業）

通常保育の時間を超えて、保護者の保育ニーズへの対応を図る事業です。

　【現状】
　本市では、保育必要量（保育短時間・保育標準時間）の認定の範囲を超えた保育を

必要とする場合には、各施設が定める保育時間の範囲内で時間外保育事業を実施して

います。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 96 92 133 123 196

　【量の見込みと確保の方策】
　保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により保育時間を延長して

園児が預けられる支援体制が必要とされています。

　すべての認可保育所・認定こども園において、引き続き保育を実施することで安心

して子育てをできる環境づくりに努めます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果に基づく算定しています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 174 169 165 160 152

確保方策 174 169 165 160 152
確保方策－
量の見込み 0 0 0 0 0

提供施設数 9 9 9 9 9

〔令和2年 4月 1日現在の実施施設〕
施設区分 施設名称

幼稚園 公立つくし幼稚園

認可保育所 私立烏山保育園，公立すくすく保育園，公立にこにこ保育園

認定こども園 私立烏山みどり幼稚園，私立烏山聖マリア幼稚園

地域型保育施設 私立ゆうゆうランド那須烏山園，私立キッズランドあさひ
私立みらいの Kaze 保育園
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（10）病児保育事業

　児童が急病にかかった場合、専門の看護師のケアを受けながら一時的に保育する 

事業です。

　【現状】
　本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、病児対応型 1 か所（那須南病院）、体調不良児

対応型 2 か所（私立烏山保育園，私立キッズランドあさひ）で実施しています。

　また、宇都宮市方面に勤務する保護者の利便性を考慮し、病児対応型を実施する 

済生会宇都宮病院に本事業を委託しています。
（単位：人日 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 0 6 318 356 359

　【量の見込みと確保の方策】
　保護者の就労形態の多様化に伴い、利用者が年々増加する傾向にあります。

　本事業は、病児保育施設で病気の子どもを保護者に代わって保育することにより、

子育てと就労等の両立を図れるもので、利用案内や啓発を積極的に実施することで、

利用しやすい環境の向上やニーズに応じた体制整備に努めます。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査結果に基づき算定しています。
（単位：人日 /年）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 545 528 517 501 474

確保方策 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
確保方策－
量の見込み 660 677 688 704 731

病児 ･ 病後児
対応型 1 1 1 1 1

体調不良児
対応型 2 2 2 2 2
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

　放課後に保護者のいない家庭の小学生に対し、適切な遊びや生活の場を与えて、 

健全な育成を図る事業です。

　【現状と課題】
　平成 30 年 9 月 14 日に国から公表された「新 ･ 放課後子ども総合プラン」では、

放課後児童健全育成事業の実施に当たり『女性の就業率（25-44 歳内）が 8 割となる』

ことを想定し、市町村に待機児童が生じないよう受け皿を整備することが示されました。

　加えて、市町村行動計画に「放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施」

に向けた具体的な内容を盛り込むことも定められています。これに伴い、本市の行動

計画の推進に向けて、関係機関と協議を重ねていく必要があります。

　なお、本市では、令和 2 年 4 月 1 日現在、烏山（第一，第二，第三）・境・七合・荒川 

（第一，第二）・江川（第一，第二）の計 9 か所で開設しており、次の「利用実績」及び 

「量の見込みと確保の方策」では、通常利用の子どもの数を計上しています。
（単位：人）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

利用実績 216    233    242    252    279    

１〜３年生 160    161    157    171    181    

４〜６年生 56    72    85    81    98    

提供施設数 7    7    8    8    8    

　【量の見込みと確保の方策】
　放課後児童クラブの利用意向の高まりから、利用登録を希望するすべての子どもが 

入れるよう、開設する施設数を検討します。

　なお、量の見込みは、市民ニーズ調査の結果を基に、現状の実績を考慮して算定 

しています。
（単位：人）

区分 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み 278    284    290    296    302    

１〜３年生 181    185    188    192    196    

４〜６年生 97    99    102    104    106    

確保方策 358    358    358    358    358    
確保方策－
量の見込み 80    74    68    62    56    

提供施設数 9    9    9    9    9    
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が 

負担する教育・保育に必要な教材費等の購入費用を助成する事業です。

　【本市の取組内容】
　幼稚園・認可保育所・認定こども園等に通園する子どもがいる世帯で、その世帯の

所得状況やその他の事情を勘案して、入園する施設で使用する日用品や文房具等の 

購入費用や遠足行事等の参加費用等の実費徴収額の一部を給付しています。

　また、新制度に移行していない幼稚園（私学助成制度に属する施設）を利用する 

保護者が支払うべき食事の提供に要する費用（副食費）の一部を給付しています。
（単位：人 /年）

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

給付園児数 0 0 1 2 2

（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

　特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様

な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための

事業です。

　事業量は見込んでいませんが、国や近隣自治体の動向を踏まえ、必要に応じて実施

を検討します。
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　第６章　計画の推進

　１　計画の推進体制

　本計画が目指す子ども・子育て支援は、子どもの健やかな成長が保障され、子どもに 

関わる人たちが、その成長に喜びを感じることができるように切れ目のない支援を充実 

させていくことです。

　本市では、行政機関をはじめとし、教育 ･ 福祉 ･ 保健分野の関係者等と連携しながら、

地域をあげて本計画に掲げる基本理念 及び 基本目標の実現に努めます。

　また、父母その他の保護者が子育てにおいて第一義的責任を有するという考えから、 

家庭は教育の原点であり出発点であるとの認識の下で、子育て世帯が安心して暮らせる 

まちづくりを地域全体で支える体制構築を推進します。

〇	家庭の役割
　家庭は、子どもの基本的生活習慣を身に付ける上で重要な役割を担っており、その 

子どもの発達に応じた適切な関りが大切です。

　特に、乳幼児期は、生涯の人格形成の基礎が培われる時期であり、その家庭における 

生活環境が子どもの発達や成長に強く影響します。

　近年では、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化する中、保護者の働き方の変化 

等もあり、家庭教育が難しくなりつつあります。子育てに対する理解促進のためにも、 

子どもに関わる全ての者が家庭の意義や役割について学び、子育てについての理解を深め

る必要があります。

○	地域の役割
　市民が、全ての子どもたちの育ちに広く関心と理解を持ち、地域全体で子育てを支援し、

見守っていくことが重要です。

　そのため、家庭・地域・教育 ･ 保育事業所・行政機関等が相互に連携し、地域のコミュニティ

の中で子どもを育もうという風土を醸成していくことが必要です。特に、教育・保育に 

関わる機関や事業所は、子ども・子育て支援の中核的な役割を担うことが期待されます。
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　２　教育・保育の一体的提供	及び	その推進体制の確保

○	認定こども園・地域型保育事業所の普及
　本市における「幼稚園から認定こども園への移行」及び「地域型保育事業所の新設」は、

平成 27 年度から進み、令和２年４月現在で認定こども園が市内２か所（私立烏山みどり

幼稚園・私立烏山聖マリア幼稚園）に、地域型保育事業所が市内３か所（私立 みらいの

Kaze 保育園・私立 ゆうゆうランド那須烏山園・私立 キッズランドあさひ）に設置されて

います。

　地域型保育事業所では、在園児が３歳児になるときに、幼稚園・認可保育所・認定こども 

園に接続（転園等）することとなります。

　本市では、設置者が公立・私立に関わらず、保護者の不安や負担等の解消に配慮しながら、

必要な教育や保育が接続的に提供できるよう取り組んできました。

　今後も、教育・保育ニーズや設置者との協議・連携を重視した上で、施設等の状況を 

総合的に勘案しながら、さらなる普及 及び 子育て環境の充実に努めます。

○	小学校と教育 ･保育事業所との連携
　幼児期と学童期における子どもの育ちの連続性を確保するためには、教育・保育事業が

円滑に接続することが重要です。

　本市では、子どもの発達の過程や健康状態等を、個人情報であることに十分に配慮した

上で、小学校と幼稚園・保育所・認定こども園とが、共に子どもの発達を長期的視点で 

共有できるよう努めています。

　今後とも、関係機関の相互の密な連携を通じた小学校への円滑な接続を支援します。

○	行政の役割
　子ども・子育て支援事業の実施主体となり、本計画の推進にあたり積極的に事業を 

展開し、市民に広く啓発するよう努めます。特に、子どもの健康づくりや健やかな成長・

発達に関して、適切な生活習慣の定着などに着目し、地域との相互連携の下で積極的な 

啓発を図ります。

　また、家庭と地域を結ぶ役割を担い、安心できる子育てと健康な暮らしを地域全体で 

支え合う意識づくり・環境づくりに尽力します。
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　３　計画の進捗管理

　本市の子ども・子育て支援施策を総合的に推進するため、こども課を中心に全庁体制で

取り組む他、関係機関や教育 ･ 保育事業所等との連携体制を確保します。

　また、本計画の実行性を担保し、事業計画の推進がその目的に照らして効果的であるか

を検証するために、各事業の実施状況等の進捗状況の把握 及び 点検・評価が不可欠です。

　これらは、子ども・子育て支援に関し識見を有する者や教育・保育機関の関係者等で 

構成する市子ども・子育て会議に報告・諮問し、意見や提言等を受けることで客観性を確

保します。また、計画期間の中間にあたる時期には、必要に応じて事業内容・指標等の 

見直しを検討します。

　なお、評価結果等については、市民に広く公表・周知するよう努めます。
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　資料編

　１　計画策定の経過

開催日 内容等 対　象

平成30年
　　12月			1 日

第 2期	市子ども・子育て支援事業計画の策定
	及び	市民ニーズ調査実施の決定

　　12月 12日
第２期計画策定に係る市民ニーズ調査の実施
（調査期間：12月 12～ 28日）　

就学前児童の保護者
母子健康手帳交付者

　　12月 25日
第 18回	市子ども・子育て会議
　▷	第 2期計画策定・ニーズ調査の内容について

市子ども・子育て
会議委員

平成31年
　　		3 月 第２期計画策定に係る市民ニーズ調査報告書の完成

令和1年
　　		9 月　3日

栃木県ヒアリング
　▷	量の見込み及び確保の方策	について 栃木県こども政策課

　　10月　4日

第 19回	市子ども・子育て会議
　▷	市民ニーズ調査結果の報告について
　▷	第 2期計画策定スケジュールについて

市子ども・子育て
会議委員

　　10月 28日 庁議　▷	第２期計画の策定方針の決定 庁内会議

　　11月 14日
第 20回	市子ども・子育て会議
　▷	第２期計画の骨子案について

市子ども・子育て
会議委員

令和２年
　　		1 月 15日

第 21回	市子ども・子育て会議
　▷	第２期計画	素案について
　▷	パブリックコメントの実施について

市子ども・子育て
会議委員

　　		1 月 27日
庁議　▷	第 2期計画	原案の決定
　　　▷	パブリックコメント実施について 庁内会議

　　		2 月 19日
パブリックコメントの実施
（実施期間：2月 19日～ 3月 11日）

　　		3 月 16日
第 22回	市子ども・子育て会議
　▷	第２期計画の内容報告

市子ども・子育て
会議委員

　　		3 月 第 2期	市子ども・子育て支援事業計画の確定
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　２　市民ニーズ調査結果

調査結果の見方

（１）比率は、小数点以下第２位を四捨五入しています。このため比率が 0.05 未満の場合
には0.0 と表記しています。また、合計が100.0％とならないこともあります。

（２）複数回答の項目については、原則、その項目に対しての有効回答者の数を基数とし、
比率算出を行っています。このため、比率計が100％を超えることがあります。

（３）グラフ中の（N: ○○）という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎と
なります。

（４）クロス集計については、集計の都合上、無回答者を除いた集計となっている部分が	
あるため、単純集計の結果と合致しない場合があります。

調査結果（抜粋）

　居住地区

　居住地域は、「荒川」が 24.6％で最も多く、次いで「烏山」が 21.1％、「向田」が

15.5％、「下江川」が 14.6％、「七合」が 13.1％となっています。

お住まいの地区は次のうちどちらですか。

24.624.6 14.614.6 21.121.1 15.515.5 7.5 13.113.1 3.63.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

荒川 下江川 烏山 向田 境 七合 無回答
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　子どもの人数は、「２人」が 47.2％で最も多く、次いで「１人」が 23.4％、「３人」が

21.2％、「４人以上」が 5.1％となっています。

　主に子育てをしている人は、「父母ともに」が 47.5％で最も多く、次いで「主に母親」

が 47.3％となっています。

　子どもの人数

　主に子育てをしている人

お子さんは何人きょうだいですか。

お子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。

⃝きょうだいの数 ⃝末子の年齢

23.4

47.2

21.2

5.1

3.1

0% 20% 40% 60%

1人

2人

3人

4人以上

無回答

(n=731)

5.9

7.0

7.8

9.2

13.1

15.5

10.9

30.6

0% 20% 40%

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

無回答

(n=731)

47.547.5 47.347.3

0.3

1.41.4

1.9

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答
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　子育てに日常的に関わっている人・施設は、「父母ともに」が 59.1％で最も多く、 

次いで「祖父母」が 44.3％、「保育所」が 37.3％、「母親」が 29.8％、「認定こども園」

が 21.5％となっています。

　子育てに影響すると思われる環境は、「家庭」が 95.1％で最も多く、次いで「保育所」

が 43.1％、「認定こども園」が 23.7％、「地域」が 21.2％、「幼稚園」が 18.3％となって

います。

　子育てに日常的に関わっている人・施設

　子育てに影響すると思われる環境

お子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方（施設）
はどなたですか。

お子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われ
る環境すべてを選んでください。

59.1

44.3

37.3

29.8

21.5

10.9

3.8

5.6

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

父母ともに

祖父母

保育所

母親

認定こども園

幼稚園

父親

その他

無回答

(n=731)

95.143.1

23.7

21.2

18.3

2.6

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

保育所

認定こども園

地域

幼稚園

その他

無回答

(n=731)
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　気軽に相談できる人・場所の有無は、「いる／ある」が 94.7％、「いない／ない」が 2.7％

となっています。

　気軽に相談できる人・場所は、「祖父母等の親族」が 84.1％で最も多く、次いで「友人

や知人」が 73.6％、「保育士」が 25.7％、「幼稚園教諭」が 14.3％、「かかりつけの医師」

が 13.2％となっています。

　気軽に相談できる人・場所の有無

　気軽に相談できる人・場所

お子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる
人はいますか。

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、
誰（どこ）ですか。

94.794.7 2.72.7 2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

いる／ある いない／ない 無回答

84.1

73.6

25.7

14.3

13.2

10.7

6.5

5.3

3.3

0.4

3.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

幼稚園教諭

かかりつけの医師

子育て支援施設（児童館等）・NPO

近所の人

市役所のこそだて関連窓口（こども課・教育委員会等）

栃木県の保健所･保健センター

民生委員・児童委員

その他

無回答

(n=692)
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　母親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休 ･ 育休 ･ 介護休業中ではな

い」が 36.5％で最も多く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」が

24.1％、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が

22.8％となっています。

　父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が

90.3％で最も多く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 0.5％、「パー

ト・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない」が 0.4％となっています。

　母親の就労状況

　父親の就労状況

お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者を含む）
をうかがいます。

お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者を含む）
をうかがいます。

36.536.5 7.87.8 22.822.8 4.04.0 24.124.1

1.5

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

90.390.3 0.10.1 0.40.4

0.0 0.5 0.0

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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　利用したい平日の定期的な教育・保育の事業（第 1 希望のみ抽出）は、「認可保育所」

が 39.8％で最も多く、次いで「認定こども園」が 28.2％、「幼稚園」が 22.0％、「小規模

保育施設」が 2.6％となっています。

　利用したい平日の定期的な教育・保育の事業

現在、「利用している」「利用していない」にかかわらず、お子さ
んの平日の「教育 ･保育の事業」として、定期的に利用したいと
考える事業をお答えください。

39.8

28.2

22.0

2.6

1.2

1.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

認可保育所

認定こども園

幼稚園

小規模保育施設

幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

自治体の認証・認定保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

その他

無回答

(n=731)
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　地域子育て支援拠点事業の利用状況は、「地域子育て支援拠点事業」が 16.1％、「その

他の那須烏山市内で実施される類似の事業」が 3.4％となっています。

　地域子育て支援拠点事業の利用希望は、「新たに利用したり、利用日数を増やしたい

とは思わない」が 60.9％で最も多く、次いで「利用していないが、今後利用したい」が

22.7％、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」が 9.3％となっています。

　地域の子育て支援事業の利用状況

　地域の子育て支援拠点事業の利用希望

お子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごし
たり、相談・情報提供を受けたりする場で、こども館や子育て支援	
センターきらきらが該当）を利用していますか。

地域子育て支援拠点事業について、「今は利用していないが、できれば
今後利用したい」、あるいは、「利用日数を増やしたい」と思いますか。

16.1

3.4

78.9

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域子育て支援拠点事業

その他の那須烏山市内で実施される類似の事業

利用していない

無回答

(n=731)

22.722.7 9.39.3 60.960.9 7.17.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=731)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたりしたいとは思わない

無回答
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　各種事業の認知度（知っているもの）について、「はい」が多い順に、「⑥那須烏山市

子育て包括支援センター」（62.9％）、「①母親 ･ 父親学級、両親学級、育児学級」（57.5％）、

「⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放」（52.5％）となっています。

　一方、「いいえ」が多い順では、「③家庭教育に関する学級・講座」（70.0％）、「⑦行政

機関が発行の子育て支援情報誌」（58.8％）、「④教育相談窓口」（47.3％）となっています。

　各種事業の認知度

次の事業で、「知っているもの」について、①～⑦の事業ごとに
「はい」・「いいえ」を選んでください。

57.557.5

47.747.7

21.621.6

45.145.1

52.552.5

62.962.9

33.733.7

34.334.3

44.544.5

70.070.0

47.347.3

38.938.9

29.829.8

58.858.8

8.2

7.8

8.3

7.5

8.6

7.3

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親･父親学級、両親学級、育児学級

②県の保健センターの情報･相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談窓口

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑥那須烏山市子育て包括支援センター

⑦行政機関が発行の子育て支援情報誌

(n=731)
はい いいえ 無回答
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　各種事業の利用状況（これまでに利用したことがあるもの）について、「はい」が多い

順に、「⑥那須烏山市子育て包括支援センター」（28.6％）、「①母親 ･ 父親学級、両親学級、

育児学級」（25.6％）、「⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放」（25.2％）となっています。

　一方、「いいえ」が多い順では、「③家庭教育に関する学級・講座」（81.0％）、「④教育

相談窓口」（79.3％）、「②県の保健センターの情報 ･ 相談事業」（73.7％）となっています。

　各種事業の利用状況

次の事業で、「これまでに利用したことがあるもの」について、
①～⑦の事業ごとに、　「はい」・「いいえ」を選んでください。

25.625.6

12.412.4

3.43.4

5.35.3

25.225.2

28.628.6

16.016.0

61.161.1

73.773.7

81.081.0

79.379.3

61.661.6

58.558.5

68.968.9

13.3

13.8

15.6

15.3

13.3

12.9

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親･父親学級、両親学級、育児学級

②県の保健センターの情報･相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談窓口

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑥那須烏山市子育て包括支援センター

⑦行政機関が発行の子育て支援情報誌

(n=731)
はい いいえ 無回答
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　各種事業の利用意向（今後利用したいと思うものを）について、「はい」が多い順に、

「⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放」（51.2％）、「⑦行政機関が発行の子育て支援情報誌」

（45.6％）、「⑥那須烏山市子育て包括支援センター」（42.0％）となっています。

　一方、「いいえ」が多い順では、「②県の保健センターの情報 ･ 相談事業」（54.6％）、「③

家庭教育に関する学級・講座」（50.6％）、「①母親 ･ 父親学級、両親学級、育児学級」（49.0％）

となっています。

　各種事業の利用意向（希望）

次の事業で、「今後利用したいと思うもの」について、①～⑦の事
業ごとに「はい」・「いいえ」を選んでください。

34.634.6

29.129.1

33.833.8

36.436.4

51.251.2

42.042.0

45.645.6

49.049.0

54.654.6

50.650.6

47.647.6

33.233.2

42.042.0

38.738.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親･父親学級、両親学級、育児学級

②県の保健センターの情報･相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談窓口

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑥那須烏山市子育て包括支援センター

⑦行政機関が発行の子育て支援情報誌

(n=731)
はい いいえ
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　希望する低学年時の放課後の過ごし方は、「自宅」、「放課後児童クラブ（学童保育）」が 

ともに 22.7％で最も多く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が

18.3％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 9.0％、「放課後子ども教室」が 6.0％となっています。

　希望する高学年時の放課後の過ごし方は、「自宅」が 27.4％で最も多く、次いで「習い事 

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 21.3％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が

18.6％、「祖父母宅や友人・知人宅」が 9.3％、「放課後子ども教室」が 7.0％となっています。

　希望する低学年時の放課後の過ごし方

小学校就学後の放課後の過ごし方	〔５歳以上のみ調査対象〕

　希望する高学年時の放課後の過ごし方

お子さんについて、小学校１～３年生のうちは、放課後（平日の小学
校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。	

お子さんについて、小学校４～６年生になったら、放課後（平日の小
学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事 （ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答
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　３　那須烏山市子ども・子育て会議の設置

那須烏山市子ども・子育て会議設置条例
（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項並びに

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律 65 号。以下「法」という。）第 77 条第１項及
び第３項の規定に基づき、市長の附属機関としての子ども・子育て会議の設置、組織
及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）
第２条　法第 77 条第１項の規定に基づき、市に子ども・子育て会議を設置する。

（所掌事務）
第３条　子ども・子育て会議は、法第 77 条第１項各号に掲げる事項を処理するほか、 

市長の諮問に応じて、子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て 
支援をいう。以下同じ。）に関する計画（法第 61 条第１項に規定する計画を除く。）
その他の子ども・子育て支援に関する重要な施策について調査審議し、市長に答申 
するものとする。

２　子ども・子育て会議は、前項に掲げる事項について必要があると認めるときは、 
市長に対して、意見を述べ、又は提案することができる。

（組織等）
第４条　子ども・子育て会議は、委員 15 人以内で組織する。
２　委員は、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者

のうちから、市長が任命する。
３　委員の任期は、２年以内において市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた

ときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　委員は、再任されることができる。
５　委員は、非常勤とする。

（会長及び副会長）
第５条　子ども・子育て会議に会長及び副会長それぞれ１名を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
３　会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。
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（会議）
第６条　子ども・子育て会議は、会長が招集する。
２　子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
３　子ども・子育て会議の議長は、会長をもって充てる。
４　子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。
５　前各項の場合において、会長及び副会長が選出されていない場合における会長及び

議長の職務は、市長が行うものとする。

（関係者の出席等）
第７条　子ども・子育て会議は、所掌事務の遂行のため必要があると認めるときは、 

子ども・子育て会議に関係者の出席を求め、その説明及び意見を聴き、又は関係者 
から必要な資料の提出を求めることができる。

（守秘義務）
第８条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後におい

ても、同様とする。

（報酬等）
第９条　委員の報酬及び費用弁償については、那須烏山市非常勤特別職の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例（平成 17 年那須烏山市条例第 31 号）の定めるところによる。

（庶務）
第 10 条　子ども・子育て会議の庶務は、こども課において処理する。

（委任）
第 11 条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、子ども・

子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

　　　附　則
この条例は、公布の日から施行する。
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　４　那須烏山市子ども・子育て会議委員名簿

■任期：平成31年 4月 1日	～	令和元年 12月 11日	（※）

所属等 役職名 氏名

1 子ども ･子育て支援に関し識見を有する者 会長
増	渕　け	い

2 烏山地区主任児童委員 齋	藤　恵	子

3 南那須地区主任児童委員 菊地		恵美子

4 私立保育園代表　烏山保育園 園　	　			長 那	須　信	純

5 認定こども園代表
　認定こども園烏山みどり幼稚園 園　　				長	 吉	水　義	浩

6 地域型保育園代表
　みらいのＫ aze 保育園 園　　				長 佐	藤　朋	子

7 公立保育園・幼稚園代表
　にこにこ保育園 園　		　		長 勝	冶　範	子

8 私立保育園・認定こども園保護者会
　代表　烏山保育園保護者会 会　　　長 星	　　哲	平

9 公立保育園・幼稚園保護者会
　代表　にこにこ保育園保護者会 会　　　長 佐々木恵梨子

10 放課後児童クラブ
　特定非営利活動法人	野うさぎクラブﾞ 理　事　長 矢	口　和	美

11 市小中学校長会 会　　　長 小	森	　　厚

12 市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 会　　　長 鈴	木　徳	之

13 社会福祉協議会こども発達支援センター
　くれよんクラブ

児童発達支援管理
責任者 荒	井　陽	子

14 公募委員 齋	藤	　　瞳

15 公募委員 山	縣　佳	恵

（※）正規の任期は、平成 29 年 12 月 12 日からですが、各所属先で交替が生じているため、本計画に主に関わっ
た委員ということで、平成 31 年 4 月 1 日から委嘱する委員を記載しています。 
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■任期：令和元年12月 12日	～	令和３年 12月 11日

所属等 役職名 氏名

1 子ども ･子育て支援に関し識見を有する者 会長
山久保　拓男

2 烏山地区主任児童委員 髙	野　幸	惠

3 南那須地区主任児童委員 （※）

4 私立保育園代表　烏山保育園 園　　　長 那	須　信	純

5 認定こども園代表
　烏山聖マリア幼稚園 副　園　長 綱	川　桂	子　

6 地域型保育園代表
　ゆうゆうランド那須烏山園 園　　　長	 細	木　英	司

7 公立保育園・幼稚園代表
　すくすく保育園 園　　　長 榎　　由美子

8 私立保育園・認定こども園保護者会
　代表　烏山みどり幼稚園保護者会 会　　　長 古	内　秀	直

9 公立保育園・幼稚園保護者会
　代表　すくすく保育園保護者会 会　　　長 片岡　佐奈恵

10 放課後児童クラブ
　特定非営利活動法人	野うさぎクラブﾞ 理　事　長 矢	口　和	美

11 市小中学校長会 会　　　長 小	森	　　厚

12 市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 会　　　長 鈴	木　徳	之

13 社会福祉協議会こども発達支援センター
　くれよんクラブ

児童発達支援管理
責任者 荒	井　陽	子

14 公募委員 中	山　早	苗

15 公募委員 小	口　敦	子

（※）南那須地区主任児童委員は、第 22 回市子ども・子育て会議を開催する令和 2 年 3 月 16 日現在で、欠員となっ
ています。
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