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は じ め に 

 

 

 

 

 

近年、少子高齢化が加速するなか、核家族化の進展や共働き家庭の増加に加え、地域

の希薄化など、子育て世代を取り巻く環境に大きな変化が見られます。 

これらに伴い、子育て世代に子育てへの負担や不安感、孤立感が高まっており、未来

を担う子どもたちを安心して生み育てることができる環境を整備していくために、社会

全体で支援していくことが求められています。 

こうしたなか、中井町（以下「本町」という。）では、子どもの年齢や保護者の就労状

況にかかわらず、子育て環境が等しく確保されるよう、教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保や関連する施策を円滑に推進するため、「中井町子ども・

子育て支援事業計画（計画期間：平成 27年度～平成 31年度）」を策定し、子育て支援事

業や幼児教育・保育事業、母子保健事業などの各種施策に取り組んできたほか、町独自

の保育料免除施策や、安心して出産を迎え子育てができるよう「里都まち♡なかいネウ

ボラ」などにも取り組んでまいりました。 

国においても、子ども・子育て支援法の改正や「ニッポン一億総活躍プラン」や「子

育て安心プラン」など、待機児童の解消や女性の就業率の向上、保育の受け皿の拡大と

質の確保などの方向性を打ち出してはいるもの、全国的な少子化の流れは止められず、

令和元年度から幼児教育・保育の無償化を実施するなど、子育て支援対策を加速化して

います。 

そこで本町では、これまでの「中井町子ども・子育て支援事業計画」による取り組み

を引き継ぎ、社会情勢やニーズの変化施策に反映しするため、「中井町第二期子ども・子

育て支援事業計画」を策定しました。 

これからは、本計画に基づき、地域社会全体で子どもや子育て世代を支援する施策を

更に推進するとともに、安心して子どもを産み育てることのできる環境整備を推進して

まいります。 

最後に、本計画策定にあたり、アンケート調査にご協力いただいた皆様や子ども・子

育て会議委員の皆さまをはじめ、関係各位のご協力に深く感謝申し上げます。 

 

令和２年３月 

中井町長 杉 山 祐 一  
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Ⅰ 計画策定にあたって 

第１章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定の背景 

国の少子化対策は、平成２年に合計特殊出生率（一人の女性が 15歳から 49歳まで

に産む子どもの数の平均）が 1.57と判明したところから始まりました。平成 15 年に

「少子化社会対策基本法」とともに「次世代育成支援対策推進法」を制定し、「少子化

社会対策基本法」の理念を具体化するために地方公共団体や企業に行動計画の策定を

義務付けています。 

しかしながら、少子化は依然として進行しており、子ども・子育て支援が不足して

いることから、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会をめざし、

平成 24 年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとした子ども・子育て関連３法

が制定されました。これらに基づき「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年４月

に施行され、新制度では、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されました。 

さらに、子ども・子育て支援法の改正や「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定

等を踏まえ、平成 29 年６月に国から「子育て安心プラン」が発表され、『待機児童の

解消』、『女性の就業率の向上（Ｍ字カーブの解消）』、『保育の受け皿の拡大と質の確保、

保育人材の確保』、『保護者への「寄り添う支援」の普及促進』といった方向性が打ち

出されています。 

中井町においても、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保される

よう、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保並びにそれに関

連する業務の円滑な実施に関する計画の策定が必要となり、「中井町次世代育成支援地

域行動計画（後期計画）」が平成 26 年度に最終年度を迎えたことから、「中井町次世

代育成支援地域行動計画（後期計画）」によるこれまでの取り組みの成果を引き継ぎ、

新たな計画として「中井町子ども・子育て支援事業計画」（計画期間：平成 27 年度～ 

平成 31 年度）を策定しました。 

このたび、本計画の改定時期を迎え、第一期計画策定後の子ども・子育て支援法の

改正や「ニッポン一億総活躍プラン」、「子育て安心プラン」の内容や方向性を踏まえ

るとともに、さらなる少子化の進行や有配偶女性の就業率の上昇に伴う保育需要の拡

大等、社会情勢やニーズの変化を施策に反映するため、第二期の「中井町子ども・子

育て支援事業計画」（計画期間：令和２年度～令和６年度）を策定します。 
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国の出生数及び合計特殊出生率の年次推移 
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出典：人口動態調査 

注）合計特殊出生率は、15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの 

 

子ども・子育て支援新制度の概要 

 

出典：内閣府「子ども・子育て支援新制度の概要」

地域の実情に応じた
子育て支援の展開

〔子ども・子育て支援新制度の主なポイント〕

人口減少地域での展開 大都市部での展開

〔子どもが減少する中で、適
切な育ちの環境を確保する

ことが課題〕

〔潜在的なニーズにまで応え得る
待機児童対策が課題(保育所待

機児童解消加速化プランなど)〕

子どもが減少しても、認定こども園を活
用し、一定規模の子ども集団を確保し
つつ、教育・保育の提供が可能

子どもが減少し、保育所(20人以上)と
して維持できない場合でも、小規模保
育等として、身近な場所で保育の場の
維持が可能

地域子育て支援拠点(子育てひろば)、
一時預かりなど、在宅の子育て家庭に
対する支援を中心に展開

施設・人員に余裕のある幼稚園の認
定こども園移行により、待機児童の解
消が可能

土地の確保が困難な地域でも、既存
の建物の賃借等により、機動的な待機
児童対策を講じることが可能

延長保育、病児保育、放課後児童ク
ラブなど、多様な保育ニーズに応える事
業を中心に展開

①認定こども園制度の改善
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設
二重行政の解消、財政支援の充実により、
地域の実情に応じた展開が可能

②小規模保育等への財政支援の創設
「小規模保育」(定員６～19人)、「保育
ママ」(定員１～５人)等に対する財政支
援（地域型保育給付）を創設

③地域の実情に応じた子育て支援の充実
市町村の判断で実施できる13の子育て
支援事業を法定、在宅の子育て家庭を
中心とした支援の充実

新制度の基盤
市町村が実施主体 社会全体による費用負担
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ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決定）の子育ての環境整備等の概要 

【子育ての環境整備】 

⚫ 保育の受け皿については、平成 29年度末までの整備量を 40万人分から 50万人分に

上積み。 

⚫ 保育士の処遇については、新たに２％相当（月額 6,000円程度）の処遇改善を行う

とともに、予算措置が執行面で適切に賃金に反映されるようにしつつ、保育士とし

ての技能・経験を積んだ職員について、現在月額４万円ある全産業の女性労働者と

の賃金差がなくなるよう、追加的な処遇改善。なお、全産業の男女労働者間の賃金

差については、女性活躍推進法や同一労働同一賃金に向けた取り組みを進めていく

中で、今後、全体として、縮めていく。保育士についても、必要に応じて、さらな

る処遇改善。 

⚫ 多様な保育士の確保・育成に向けて、返済免除型の貸付制度の拡充や、ICT等を活

用した生産性向上など、総合的に取り組む。 

⚫ 放課後児童クラブについて、平成 31年度末までに 30万人分の追加的に受け皿を整

備。職員の処遇改善や業務負担軽減対策を進めるとともに、追加的受け皿整備を平

成 30年度末に前倒して実現するための方策を検討。 

【「希望出生率 1.8」に向けたその他の取り組み】 

⚫ 女性の活躍は、一億総活躍の中核。子育て等で一度退職した正社員が復職する道が

一層開かれるよう、企業へ働きかけ。ひとり親が就職に有利な看護師等の資格を取

得できるよう、貸付・給付金事業を推進。役員候補段階の女性を対象にしたリーダ

ー育成研修等の先進的な取り組みを推進。 

⚫ 子育て世代包括支援センターについて、市町村での設置の努力義務等を法定化し、

令和２年度末までに全国展開。不妊専門相談センターを平成 31年度までに全都道府

県・指定都市・中核市に配置して相談機能を強化し、不妊治療支援の充実を継続。 

⚫ 大家族で、世代間で支え合うライフスタイルを選択肢として広げるため、三世代同

居・近居をしやすい環境づくりを推進。 

⚫ 困難を有する子ども・若者（発達障害者など）等に対して、専門機関が連携して伴

走型の支援を実施。 

 

子育て安心プランの概要 

【待機児童を解消】 

⚫ 国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要

な受け皿約 22万人分の予算を平成 30年度から平成 31年度末までの２年間で確保。

（遅くとも令和２年度末までの３年間で全国の待機児童を解消） 

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】 

⚫ 「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成 30年度から令和４年度末までの５年間で女性

就業率 80％に対応できる約 32万人分の受け皿整備。 
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第２節 計画の位置づけ 

この計画は、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条の市町村行動計画として位置づけられ、市町村子

ども・子育て支援事業計画は、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に即

して策定するとともに、中井町の独自施策を盛り込んだ計画として策定します。 

なお、本計画の策定にあたっては、国や県の子育て支援に関する各種計画のほか、

町の最上位計画である「第六次中井町総合計画（平成 28年度～令和７年度）」をはじ

め、「中井町第３次障がい者計画、第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」

等の各種分野別計画との整合性を確保し、調和・連携を図りながら推進するものです。 

■子ども・子育て支援法（抜粋） 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61条  市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。  

 

上位・関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※中井町地域福祉総合プラン…中井町で策定する地域福祉計画と、中井町社会福祉協議会で策定する「地域

福祉活動計画」とを一体的に策定しています。 

中井町第二期子ども 
・子育て支援事業計画 

⚫ 美・緑なかい健康プラン（中井町健康増進計画・食育推進計画） 

⚫ 中井町国民健康保険データヘルス計画（第２期）・特定健康診査

等実施計画（第３期） 

⚫ 第７期中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 等 

調和 

第六次中井町総合計画 

中井町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略 

中井町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

（中井町地域福祉総合プラン）※ 

中井町第３次障がい者計画、 

第５期障がい福祉計画・ 

第１期障がい児福祉計画 

調和 
その他関連個別計画 

・子ども・子育て支援法 

・次世代育成支援対策推進法 

・神奈川県子ども・子育て 

支援事業支援計画 
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第３節 計画の期間 

本計画の計画期間は、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に基づき、

令和２年度から令和６年度までの５か年とします。 

ただし、計画期間の中間年度を目安として、支給認定の変動や情勢の変化を考慮し、

必要な計画の見直しを行います。 

 

平成 22年度 
～26年度 

平成 
27年度  
（2015） 

平成 
28年度  
（2016） 

平成 
29年度  
（2017） 

平成 
30年度  
（2018） 

平成 
31年度  
（2019） 

令和 
２年度  
（2020） 

令和 
３年度  
（2021） 

令和 
４年度  
（2022） 

令和 
５年度  
（2023） 

令和 
６年度  
（2024） 

中井町 

次世代 

育成支援 

行動計画 

(後期計画） 

第一期計画 本計画（第二期計画） 

  中間 

見直し 

 改定   中間 

見直し 

 改定 

         

 

第４節 計画の対象 

この計画は、すべての子どもとその家庭、地域、企業（事業所）、行政などすべて

の個人及び団体を対象とします。なお、子どもの対象年齢は、児童福祉法に定める乳

幼児期から概ね 18歳未満とします。 

 

第５節 計画の策定方法 

１．アンケート調査の実施 

本計画の策定に向けて、住民の子育てに関する生活実態や子育てに関する事業の

ニーズを把握するため、就学前児童（０～５歳児）と小学生（１～３年生）の保護

者を対象としたアンケート調査を実施しました。 

 

２．計画の策定体制 

中井町子ども・子育て会議 

本計画の策定に向けて、町内の子育て関係団体をはじめ、保健・福祉・医療関

係者、教育関係者などで構成する「中井町子ども・子育て会議」を設置し、計画

に対する意見・提言を計画に反映させるため、必要な事項の協議を行います。 
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Ⅱ 子どもたちを取り巻く状況 

第１章 中井町の現況 

第１節 町の概況 

本町は、神奈川県の西部、足柄上郡の東端に位置し、東京から約 60km、横浜からは

約 40kmの距離にあります。 

明治 41年に、中村と井ノ口村が合併して中井村となり、昭和 33年、中井村誕生 50

年を契機に単独で町制を施行し、現在の姿になりました。 

起伏に富んだ大磯丘陵の一角にあって、北に丹沢山塊、西には箱根連山や富士山を

仰ぎみることができます。また、南側に望む相模湾の影響を直接受けるため、冬暖か

く、夏涼しい気候となっています。 

町域は東西約 5.9km、南北約 6.0km、面積 19.99 ㎢ のほぼ四角い形をしており、北

は秦野市、東は平塚市、南は小田原市及び中郡二宮町、西は足柄上郡大井町に接して

います。 

本町には鉄道がなく、最寄り駅のＪＲ東海道線二宮駅や小田急線秦野駅へは路線バ

スが運行されています。 

一方、広域道路網としては、町の北部を東名高速道路が通り、秦野市境に秦野中井

インターチェンジが開設されていることから、東京都心までは約１時間の距離にあり

ます。また、秦野中井インターチェンジに接続し、町を南北に縦断する主要地方道秦

野二宮線（バイパス）は、国道１号線と国道 246 号線を結んでおり道路交通の利便性

は比較的高く、整備が進められている厚木秦野道路を含め各広域道路を結ぶ道路交通

の要衝として、今後のまちづくりに活用していくことが期待されています。 
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第２節 人口と世帯の状況 

１．総人口と総世帯の状況 

本町の人口は、減少が続いており、平成30年の総人口は9,559人となっています。 

一方で、世帯数は増加傾向にあり、平成 30年は 3,757世帯まで増加しています。 

一世帯当たりの人口は、平成 27 年以降、3.0 人を下回る状態となり、平成 30 年

は 2.54人まで減少しています。神奈川県、全国と比較すると、依然として上回って

いるものの、その差は縮まってきています。 

人口と世帯数の推移（単位：人・世帯／各年 10月１日現在・平成 28年以降は各年１月１日） 

区 分 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

総  人  口 10,222 10,173 10,010 9,679 9,669 9,630 9,559 

 男 性 5,214 5,174 5,007 4,834 4,866 4,846 4,832 

 女 性 5,008 4,999 5,003 4,845 4,803 4,784 4,727 

世  帯  数 3,072 3,197 3,339 3,359 3,687 3,720 3,757 

一世帯当たり人口 3.33 3.18 3.00 2.88 2.62 2.59 2.54 

＜参考：神奈川県＞ 

一世帯当たり人口 
2.54 2.45 2.35 2.29 2.18 2.16 2.14 

＜参考：全国＞ 

一世帯当たり人口 
2.70 2.58 2.46 2.38 2.25 2.23 2.20 

10,222 10,173 10,010
9,679 9,669 9,630 9,559

3,072 3,197 3,339 3,359
3,687 3,720 3,757

3.33

3.18

3.00
2.88

2.62 2.59 2.54

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

総人口（人） 総世帯（世帯） １世帯あたり人員（人）

 
出典：平成 12～27年は国勢調査、平成 28年以降は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口

動態及び世帯数調査」 
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２．人口構成、人口動態及び婚姻・離婚数の推移 

本町の年齢３区分人口では、年少人口（15歳未満）が減少し、高齢者人口（65歳

以上）が増加する、少子高齢化が年々進んでいます。 

性別・年齢別の人口構成（次ページ）について、平成 22 年から平成 27 年の変化

をみると、男女ともに「65～69歳」の割合が最も高くなり、65歳以上の比率が高ま

っていることが窺えます。 

平成 27年の神奈川県全体との比較では、本町の少子高齢化の傾向がより顕著とな

っています。 

 

年齢３区分人口構成の推移               （単位：人／各年１月１日現在） 

区 分 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

総 人 口 9,811 9,760 9,669 9,630 9,559 

15歳未満 1,154 1,105 1,085 1,024 1,006 

割 合 11.8％ 11.3％ 11.2％ 10.6％ 10.5％ 

15～64歳 5,967 5,810 5,652 5,578 5,451 

割 合 60.8％ 59.5％ 58.5％ 57.9％ 57.0％ 

65歳以上 2,690 2,845 2,932 3,028 3,102 

割 合 27.4％ 29.2％ 30.3％ 31.5％ 32.5％ 

 

1,154 1,105 1,085 1,024 1,006 

5,967 5,810 5,652 5,578 5,451 

2,690 2,845 2,932 3,028 3,102 

9,811 9,760 9,669 9,630 9,559 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成26年

（2014）

平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 総人口

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 
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本町の性別・年齢別人口構成（平成 22年と平成 27年の比較） 

90歳以上

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳162

244

258

214

237

297

328

388

358

258

291

372

510

401

283

192

128

60

22

123

181

240

299

190

194

242

320

388

341

268

297

359

496

371

249

146

86

36

0200400600

（人）

195

201

210

213

227

216

296

346

294

246

296

426

482

381

290

212

195

153

122

120

211

201

206

183

179

210

282

363

288

250

292

414

483

373

266

205

172

147

0 200 400 600

平成27年

平成22年

平成27年 4,834

平成22年 5,007

男性

平成27年 4,845

平成22年 5,003

女性

 

性別・年齢別人口構成（平成 27年／本町と神奈川県との比較） 

90歳以上

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳
2.5

3.8

5.0

6.2

3.9

4.0

5.0

6.6

8.0

7.1

5.6

6.2

7.4

10.3

7.7

5.2

3.0

1.8

0.7

4.1

4.3

4.5

5.0

5.5

5.6

6.4

7.4

8.8

8.3

7.0

5.7

5.9

6.9

5.6

4.3

2.8

1.4

0.5

0.05.010.015.0

（％）

男性

平成27年

2.5

4.4

4.1

4.3

3.8

3.7

4.3

5.8

7.5

5.9

5.2

6.0

8.5

10.0

7.7

5.5

4.2

3.6

3.0

3.9

4.1

4.3

4.6

5.0

5.2

6.0

6.9

8.3

7.6

6.4

5.4

5.9

7.3

6.2

4.9

3.8

2.5

1.6

0.0 5.0 10.0 15.0

中井町

神奈川県

女性

 
※割合は、「年齢不詳」を除いて算出しています。 

出典：国勢調査 
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人口動態では、自然動態の減少が続いており、社会動態は年により変化はあるも

のの、減少傾向となっています。平成 25 年～平成 29 年の平均の人口増減率は、神

奈川県と全国を下回る水準となっています。 

婚姻・離婚数は、平成 24年からは婚姻、離婚ともに大きな変化はみられません。 

 

人口動態と婚姻・離婚の推移          （単位：人／各年１月１日～12月 31日） 

区  分 

人   口 
婚姻 

（組） 

離婚 

（組） 
自然動態 社会動態 人口 

増減 出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 

平成 24年 46 107 -61 284 396 -112 -173 24 17 

平成 25年 37 97 -60 456 370 86 26 19 18 

平成 26年 43 90 -47 384 388 -4 -51 25 9 

平成 27年 39 117 -78 435 472 -37 -115 27 13 

平成 28年 35 112 -77 386 348 38 -39 25 15 

平成 29年 42 105 —63 355 363 -8 -71 24 10 

出典：平成 24年～平成 29年の人口動態は神奈川県人口統計調査、平成 24年～平成 29年の婚姻・離

婚は神奈川県衛生統計年報 

 

 

人口増減率（平成 25年～平成 29年の平均）の神奈川県・全国との比較 

-0.8000

-0.6000

-0.4000

-0.2000

0.0000

0.2000

0.4000

中井町 神奈川県 全国

人口増減率 自然増減率 社会増減率

平均（直近５年）

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 
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３．家族類型等の推移 

本町の一般世帯の家族類型では、核家族世帯が増加傾向となっており、単独世帯

も平成 12 年には減少したものの、平成 17 年から再び増加しています。また、ひと

り親と未婚の子どものみの世帯が一般世帯の約９％を占めています。 

18歳未満の子どものいる世帯は、減少傾向が続いており、家族類型では「両親と

子ども」が最も多く、平成 27年は 18歳未満の子どものいる世帯では 65.4％、６歳

未満の子どものいる世帯では 72.7％となっています。 

 

一般世帯の家族類型の推移             （単位：世帯／各年 10月１日現在） 

区  分 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

単独世帯 594 532 583 626 670 

核家族世帯 1,710 1,786 1,924 2,099 2,149 

 夫婦のみの世帯 333 447 569 705 793 

 夫婦と未婚の子のみの世帯 1,220 1,161 1,137 1,108 1,062 

 ひとり親と未婚の子のみの世帯 157 178 218 286 294 

三世代世帯 595 567 542 445 370 

その他の世帯 141 182 143 162 163 

出典：国勢調査 

 

一般世帯の家族類型（平成 22年と平成 27年の比較） 

14.9

12.7

20.0

18.8

単独世帯

31.1

27.4

23.7

21.2

夫婦のみ

17.4

16.2

31.7

33.3

夫婦と子供

10.1

9.3

8.8

8.6

ひとり親と子供

25.9

34.0

15.4

17.5

同居親族世帯

0.6

0.3

0.5

0.8

非親族世帯

平成27年

平成22年

平成27年

平成22年

（％）

65歳

以上

世帯

員あ

り

核家族世帯

総数

(3,333)

(3,352)

(1,477)

(1,774)

 
※同居親族世帯は、「核家族以外の親族世帯」です。 

※（母数：世帯数）には家族類型「不詳」を含みます。割合は「不詳」を除いて算出しています。 

出典：国勢調査 

夫婦と子ども ひとり親と子ども 
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18歳未満の子どものいる世帯数の推移        （単位：世帯／各年 10月１日現在） 

区  分 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

18歳未満の子どもの 

いる世帯数 
1,151 992 909 850 769 

資料：国勢調査 

 

６歳未満の子ども・18歳未満の子どものいる世帯の家族類型（平成 22年と平成 27年の比較） 

65.4

61.1

72.7

72.8

両親と子ども

6.4

6.1

3.7

3.0

ひとり親と子ども

26.1

29.8

21.9

23.3

1.8

2.1

1.7

0.6

0.3

0.8

0.3

非親族世帯・

単独世帯

0.1

その他

平成27年

平成22年

平成27年

平成22年

（％）

18歳未満

世帯員

あり

６歳未満

世帯員

あり

両親と子どもと祖

父母・他の親族を

含む同居世帯

兄弟のみ・他

に分類されな

い世帯

(331)

(242)

(850)

(769)

 
※割合は「不詳」を除いて算出しています。 

出典：国勢調査 
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第３節 就業の状況 

就業人口総数では、平成７年をピークに減少傾向となっています。 

産業３区分別では、第１次産業、第２次産業が減少、第３次産業は平成 17年まで増

加し、以降、減少に転じています。 

産業３区分就業人口の割合は、第３次産業が就業者全体の約６割と最も多く、次い

で第２次産業、第１次産業の順となっています。65歳以上でみると、第１次産業の割

合が３割超と高く、第２次産業を上回っています。 

 

産業別就業人口の推移                （単位：人／各年 10月１日現在） 

区  分 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

就業人口総数 5,893 5,728 5,560 5,049 4,852 

 第１次産業 640 584 592 432 439 

 

農業 634 581 589 431 435 

林業・狩猟業 6 3 3 1 4 

漁業・水産養殖業 0 0 0 0 0 

 第２次産業 2,192 1,923 1,662 1,464 1,413 

 

鉱業 21 30 16 8 5 

建設業 423 415 387 380 398 

製造業 1,748 1,478 1,259 1,076 1,010 

 第３次産業 3,050 3,203 3,241 3,063 2,867 

 

卸売・小売業・飲食店 914 944 924 906 582 

金融・保険業 105 88 87 91 64 

不動産業 54 58 64 72 77 

運輸・通信業 319 416 517 506 463 

電気・ガス・熱供給・水道業 59 48 30 20 22 

サービス業 1,371 1,411 1,390 1,273 1,504 

公務 228 238 229 195 155 

分類不能の産業 11 18 65 90 133 

     資料：国勢調査 
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産業３区分就業人口の割合 

33.8

41.4

9.3

8.7

第１次産業

19.3

16.3

29.9

29.5

第２次産業

46.9

42.2

60.8

61.8

第３次産業

平成27年

平成22年

平成27年

平成22年

（％）

65歳

以上

総数

(5,049)

(4,852)

(634)

(882)

 

※母数（就業人口）には「分類不能」を含みます。割合は「分類不能」を除いて算出しています。 

資料：国勢調査 
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第４節 女性の就業状況 

本町の女性就業者数及び就業率は、平成７年以降、全体では減少しているものの、

就業率は 30 歳～39 歳の層で大幅な増加がみられます。結婚・出産期に当たる年代に

一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」

の谷の部分が浅くなってきています。 

女性の年齢層別就業者数及び就業率の推移     （単位：人、％／各年 10月１日現在） 

区 分 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

15～19歳 81/421 54/314 37/251 28/213 39/206 

 割合 19.2% 17.2% 14.7% 13.1% 18.9% 

20～24歳 331/440 270/378 182/272 159/227 118/183 

 割合 75.2% 71.4% 66.9% 70.0% 64.5% 

25～29歳 236/313 263/380 230/307 166/216 140/179 

 割合 75.4% 69.2% 74.9% 76.9% 78.2% 

30～34歳 138/273 168/278 208/340 191/296 152/210 

 割合 50.5% 60.4% 61.2% 64.5% 72.4% 

35～39歳 173/305 157/259 192/293 229/346 198/282 

 割合 56.7% 60.6% 65.5% 66.2% 70.2% 

40～44歳 300/422 222/307 188/255 211/294 278/363 

 割合 71.1% 72.3% 73.7% 71.8% 76.6% 

45～49歳 371/501 315/429 216/292 190/246 223/288 

 割合 74.1% 73.4% 74.0% 77.2% 77.4% 

50～54歳 264/390 324/484 301/426 203/296 188/250 

 割合 67.7% 66.9% 70.7% 68.6% 75.2% 

55～59歳 198/302 227/393 283/487 260/426 200/292 

 割合 65.6% 57.8% 58.1% 61.0% 68.5% 

60～64歳 115/237 120/293 151/383 224/482 196/414 

 割合 48.5% 41.0% 39.4% 46.5% 47.3% 

65歳以上 179/701 194/838 250/1,094 234/1,353 343/1,646 

 割合 25.5% 23.2% 22.9% 17.3% 20.8% 

合  計 2,386/4,305 2,314/4,353 2,238/4,400 2,095/4,395 2,075/4,313 

 割合 55.4% 53.2% 50.9% 47.7% 48.1% 

出典：国勢調査 
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女性の年齢層別就業率の推移（グラフ） 
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出典：国勢調査 
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第５節 配偶関係の状況 

20歳代～30歳代の女性の未婚率は、平成７年以降、各年齢層とも増加傾向にあり、

平成 27年が最も高くなっています。男性については、年により若干の増減はあるも

のの、男女ともに晩婚化、未婚化の傾向がみられます。 

20～30歳代住民の未婚者数・未婚率の推移     （単位：人、％／各年 10月１日現在） 

区 分 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

女性 20～24歳 395/440 347/378 248/272 210/227 171/183 

  割合 89.8% 91.8% 91.2% 92.5% 93.4% 

 25～29歳 176/313 236/380 213/307 148/216 133/179 

  割合 56.2% 62.1% 69.4% 68.5% 74.3% 

 30～34歳 62/273 88/278 122/340 106/296 85/210 

  割合 22.7% 31.7% 35.9% 35.8% 40.5% 

 35～39歳 22/305 32/259 56/293 74/346 67/282 

  割合 7.2% 12.4% 19.1% 21.4% 23.8% 

男性 20～24歳 480/500 400/425 297/312 226/237 180/190 

  割合 96.0% 94.1% 95.2% 95.4% 94.7% 

 25～29歳 349/441 376/469 313/375 241/297 154/194 

  割合 79.1% 80.2% 83.5% 81.1% 79.4% 

 30～34歳 154/324 213/367 229/410 182/328 149/242 

  割合 47.5% 58.0% 55.9% 55.5% 61.6% 

 35～39歳 75/312 85/277 158/369 164/388 131/320 

  割合 24.0% 30.7% 42.8% 42.3% 40.9% 

 

20～30歳代女性の未婚率の推移（グラフ） 
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資料：国勢調査 
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第６節 出生率及び合計特殊出生率の推移 
本町の出生率は、全国及び神奈川県より低い状態で緩やかに減少しており、平成 29

年は 4.2‰と、平成 21年と比較して 2.9ポイント減少しています。 

また、合計特殊出生率についても、全国及び神奈川県より低く、増減はあるものの、

平成 29年は 1.00と、平成 21年と比較すると 0.23ポイント減少しています。 

出生率の推移  
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出典：神奈川県衛生統計年報 

注）出生率：出生数÷総人口×1,000人 

合計特殊出生率の推移 
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出典：神奈川県衛生統計年報 

注）合計特殊出生率：出生率計算の際の分母の人口数を、出産可能年齢（15～49 歳）の女性に限定し、各

年齢の出生率を足し合わせ、一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均を推計したもの。 
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第７節 児童数の状況 

小学生以下（０～11 歳児）の児童数の合計は、平成 31 年現在 709 人で、就学前児

童数は 279人、小学生児童数は 430人となっています。小学生以下児童数の合計は、

減少を続けており、平成 27年と比較すると 122人減少しています。 

小学生以下の児童数の推移                （単位：人／各年４月１日現在） 

区 分 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

 就学前児童数 321 308 293 284 279 

 ０歳児 42 40 40 37 43 

 １歳児 47 52 41 41 37 

 ２歳児 49 46 49 44 46 

 ３歳児 60 53 50 52 44 

 ４歳児 55 59 52 56 50 

 ５歳児 68 58 61 54 59 

 小学生児童数 510 498 465 452 430 

 ６歳児 86 68 59 62 55 

 ７歳児 88 91 69 60 61 

 ８歳児 80 84 90 67 60 

 ９歳児 74 83 85 94 72 

 10歳児 95 76 83 86 98 

 11歳児 87 96 79 83 84 

小学生以下児童数の合計 831 806 758 736 709 

                                     出典：税務町民課 
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第８節 アンケート調査結果の概要 

１．調査の目的 

本町では、より一層の子育て支援施策の充実に向けて、「第二期中井町子ども・子

育て支援事業計画」を策定するにあたり、子育て中の住民の現状や意見、子育て支

援に関するニーズなどを把握し、町や国・県の子ども・子育て支援施策の検討に利

用することを目的として、就学前及び小学校１年生から３年生の児童の保護者を対

象にアンケートを実施しました。 

 

２．調査の方法 

 １．就学前児童調査 ２．小学校児童調査 

(１)調査対象者 
町内在住の就学前の児童を養育

する保護者 

町内在住の小学校（１年生から

３年生）の児童を養育する保護

者 

(２)調査対象者数 233人 181人 

(３)調査方法 

認定こども園、保育園などを利用

している場合は園を通じて配布、

その他は郵送配布。郵送回収 

小学校を通じて配布。郵送回収 

(４)調査実施期間 平成 30年 12月 18日（火）～平成 31年１月７日（月） 

 

３．回収状況 

調査名 配布数 回収数 回収率 

１．就学前児童調査 233票 123票 52.8％ 

２．小学校児童調査 181票 81票 44.8％ 

 

４．調査結果の概要 

≪お子さんとご家族の状況について≫ 

○ お子さんの子育てを主に行っている方は、「主に母親」が最も多く、就学前児童では

約５割（49.6％）、小学校児童では約６割（58.0％）を占めています。 

≪子育ての環境について≫ 

○ 「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」という家庭が約５

割（就学前49.6％、小学校児童53.1％）で最も多く、「日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる」という家庭も含めると、それぞれ全体の約９割に子どもをみてもらえ

る親族がおり、「いずれもいない」という家庭は１割未満となっています。 

○ 「気軽に相談できる人や場所がある」家庭は、就学前児童、小学校児童ともに全体

の９割を超えています。相談先は、就学前児童では「祖父母等の親族」（85.2％）、

小学校児童では「友人や知人」（80.5％）が最も多くなっています。 
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≪保護者の就労状況について≫ 

○ 母親の就労状況は、フルタイムの就労比率が約４割（就学前児童は38.3％、小学校

児童43.2％）で、前回調査（就学前26.4％、小学校児童17.3％）と比べて大きく増

加しています。 

○ パート・アルバイト等で就労している母親では、就学前児童は約４割（36.7％）、小

学校児童は約２割（19.2％）がフルタイムへの転換を希望していますが、「実現でき

る見込みはない」がその多くを占めています（就学前児童30.0％、小学校児童19.2％）。 

○ 現在働いていない母親のうち、就学前児童は約９割（89.3％）、小学校児童は約７割

（73.6％）が今後の就労を希望しており、「すぐにでも、もしくは1年以内に働きた

い」方のうち、就学前児童の約７割（69.2％）、小学校児童の８割超（85.7％）が「パ

ートタイム、アルバイト等（フルタイム以外）」を希望しています。 

≪平日の認定子ども園、保育園、幼稚園などの利用状況について≫ 

○ 就学前の家庭で、現在、認定こども園、保育園、幼稚園などを定期的に「利用して

いる」のは約７割（69.1％）で、０歳児のみ「利用していない」が約６割（62.5％）

と多くなっています。  

○ 就学前の家庭で、保育園、認定こども園、幼稚園などを「定期的」に利用していな

い場合の理由としては、「子どもがまだ小さいため」が約７割（65.7％）となってい

ます。 

○ お子さんが【０～２歳のとき】に利用したい施設や事業は、「認定こども園」が約５

割（53.3％）と最も多く、次いで「認可保育園」が約４割（35.0％）と続いており、

約１割が「利用する予定はない」と回答しています。また、施設や事業の利用を希

望している家庭のうち、０歳からの利用希望を持つ家庭が約４割（42.5％）と最も

多くなっています。 

○ お子さんが【３歳以上のとき】に利用したい施設や事業は、「認定こども園」が６割

超（64.2％）と最も多く、次いで「認可保育園」（43.9％）、「幼稚園＋預かり保育」

（36.6％）が約４割で続いています。施設や事業の利用を希望している家庭のうち、

３歳からの利用希望を持つ家庭が約９割（90.3％）と最も多くなっています。 

≪土曜・休日や夏休み・冬休みなどの長期休暇中の「定期的」な利用希望について≫ 

○ 認定こども園、保育園、幼稚園などの土曜、日曜・祝日の利用について、「月に１～

２回は利用したい」と「ほぼ毎週利用したい」を合わせた土曜日の利用希望は３割

超（34.1％）、日曜日の利用希望は約２割（16.5％）、祝日の利用希望は約３割（28.3％）

となっています。 

○ 「幼稚園」又は「認定こども園」（1号認定の方のみ）の利用者の夏休み・冬休みな

ど長期の休暇期間中の利用希望については、「休みの期間中、週に数日利用したい」

が２割超（24.1％）、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が約２割（17.2％）と

なっています。 

 



22 

 

≪お子さんの病気の際の対応について≫ 

○ 就学前のお子さんの病気の際、病児・病後児保育を「できれば利用したかった」と

いう家庭は約４割（37.3％）で、前回調査（33.3％）と比べて若干の増加がみられ

ます。病児・病後児保育を利用したくても利用できなかった、あるいは利用の必要

がないという理由については、「親が仕事を休んで対応できる」の回答が約６割

（63.3％）で最も多く、前回調査（47.9％）と比べて増加しています。 

≪地域の子育て支援事業の利用状況について≫ 

○ 就学前の家庭の子育て支援センター等の施設・事業の利用状況に関しては、「中井町

子育て支援センター（ひよっこひろばを含む）」の利用が約３割（31.7％）となって

います。「いずれも利用していない」は約６割（60.2％）で、利用していない理由と

しては、「時間がない」が５割超（54.1％）と最も多くなっています。 

○ 就学前の家庭が知っている子育て支援事業は、「母親父親教室」（65.0％）、「病児保

育」「育児相談」（ともに63.4％）、「ファミリー・サポート・センター」（61.0％）、「認

定こども園や保育園の園庭開放」（58.5％）の順に多くなっています。利用したこと

があるものでは、「認定こども園や保育園の園庭開放」（44.7％）が最も多く、次い

で「母親父親教室」（41.5％）が続いています。 

○ 就学前児童の家庭が「今後は（今後も）利用したい」と思う子育て支援事業は、「病

後児保育」と「認定こども園や保育園の園庭開放」がともに20.3％と最も多く、「病

児保育」（19.5％）、「育児相談」「親子セミナー」「学校カウンセリング」（それぞれ

18.7％）が続いています。 

○ 小学校児童の家庭が知っている子育て支援事業は、「病児保育」（72.8％）、「ファミ

リー・サポート・センター」（66.7％）、「育児相談」（65.4％）、「病後児保育」「母親

父親教室」（ともに64.2％）、「認定こども園や保育園の園庭開放」（60.5％）の順に

多くなっています。利用したことがあるものでは、「家庭教育学級」（44.4％）が最

も多く、次いで「認定こども園や保育園の園庭開放」（42.0％）、「母親父親教室」

（40.7％）となっています。 

○ 小学校児童の家庭が「今後は（今後も）利用したい」と思う子育て支援事業は、「病

後児保育」（18.5％）、次いで「病児保育」（14.8％）、「ファミリー・サポート・セン

ター」（12.3％）となっています。 

≪お子さんの放課後の過ごし方について≫ 

○ お子さんが４月に小学校に入学する家庭では、就学後に放課後の時間を過ごさせた

い場所として、「自宅」（58.8％）が最も多く、「学童保育」は４割近く（35.3％）と

なっています。学童保育の利用を希望する家庭のうち、約７割が「小学３年生まで」

（66.7％）、約３割が「小学６年生まで」（33.3％）の利用を希望しています。 

○ 小学校児童では、学童保育の利用を希望する家庭のうち、約６割が「小学６年生ま

で」（60.0％）、約２割が「小学４年生まで」（23.3％）の利用を希望しています。 
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○ 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の学童保育の利用希望は、お子さんが４月

に小学校に入学する家庭では約５割（47.1％）、小学校児童の家庭では５割超

（54.3％）となっています。 

≪子育て全般について≫ 

○ 子育てを「楽しいと感じることの方が多い」との回答は、就学前児童では約６割

（62.6％）、小学校児童では約５割（53.1％）となっています。 

○ 中井町の子育て支援施策でさらに力を入れてほしいものは、就学前児童、小学校児

童いずれも「安全・安心に通行できる道路交通環境の整備」と「子育てに伴う経済

的支援の充実」が上位２つとなっています。 
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第２章 第一期計画の評価  

第１節 基本目標別進捗・達成状況 

第一期計画の７つの基本目標に設定した施策・事業について、庁内担当各課において平

成 30年度までの進捗・達成状況の評価・検証を行った結果、全 154の施策・事業のうち、

「○少し進んだ」が 53.3％（82件）で最も多く、次いで「◎かなり進んだ」が 31.2％（48

件）、「△ほとんど進んでいない」が 10.4％（16件）、「×まったく進んでいない」が 3.2％

（５件）となっています。 

 基本目標別にみると、基本目標２「母性と乳幼児等の健康の確保及び増進」に関する施

策・事業において、「◎かなり進んだ」が 42.3％と最も多くなっています。 

 取り組みが進まなかった施策・事業については、対応を見直し、本計画に位置づけて改

善・充実を図ります。 

 

基本目標の達成・進捗状況 

基本目標 項 目 

評 点 

◎ かなり 

進んだ 

○ 少し 

進んだ 

△ ほとんど 

進んでいない 

× まったく 

進んでいない 
－ 事業終了 

１ 地域に 

おける子育て

の支援  

事業数（33） 13 16 2 1 1 

構成比 39.4％ 48.5％ 6.1％ 3.0％ 3.0％ 

・△の事業：障害児保育事業、世代間交流・地域交流の促進 

・×の事業：休日保育事業 

・－の事業：児童館事業 

２ 母性と 

乳幼児等の 

健康の確保 

及び増進 

事業数（26） 11 9 4 2 0 

構成比 42.3％ 34.6％ 15.4％ 7.7％ 0.0％ 

・△の事業：地域ぐるみの歯科保健対策、二次及び三次救急医療体制の整備、不

妊相談先の情報提供、不妊に悩む方への特定治療支援事業 

・×の事業：小児医療体制の整備、不育治療費助成事業 

３ 子どもの

心身の健やか

な成長に資す

る教育環境の

整備 

事業数（48） 16 31 1 0 0 

構成比 33.3％ 64.6％ 2.1％ 0.0％ 0.0％ 

・△の事業：まちづくりパートナーの活用 
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基本目標 項 目 

評 点 

◎ かなり 

進んだ 

○ 少し 

進んだ 

△ ほとんど 

進んでいない 

× まったく 

進んでいない 
－ 事業終了 

４ 子育てを

支援する生活

環境の整備 

事業数（13） ０ 9 2 0 2 

構成比 0.0％ 69.2％ 15.4％ 0.0％ 15.4％ 

・△の事業：町営住宅の入居、公共交通の充実 

・－の事業： 「心のバリアフリー」の推進、侵入による犯罪の防止 

５ 職業生活

と家庭生活の

両立の推進  

事業数（７） 1 4 2 0 0 

構成比 14.3％ 57.1％ 28.6％ 0.0％ 0.0％ 

・△の事業：意識啓発活動の推進、育児・介護休業制度の普及 

６ 子どもの

安全の確保  

事業数（10） 1 4 3 2 0 

構成比 10.0％ 40.0％ 30.0％ 20.0％ 0.0％ 

・△の事業：交通安全教育の推進、公用車防犯ステッカー貼付による巡回、「子

ども 110番の家」の充実 

・×の事業：関係機関・団体との情報交換、防犯講習の実施 

７ 要保護 

児童への対応

などきめ細か

な支援  

事業数（17） 6 9 2 0 0 

構成比 35.3％ 52.9％ 11.8％ 0.0％ 0.0％ 

・△の事業：療育体制の整備、障害児福祉手当の周知 

総 計 

総事業数

（154） 48 82 16 5 3 

構成比 31.2％ 53.3％ 10.4％ 3.2％ 1.9％ 
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Ⅲ 計画の目標 

第１章 理念と目標  

第１節 基本理念 

本町では、これまで、次世代育成支援地域行動計画、続く第一期中井町子ども・子

育て支援事業計画に基づいて様々な施策を展開してきました。しかしながら、人口の

減少、少子高齢化などの社会的な傾向には変化はみられず、子育て支援に求められる

方向性は大きくは変わらないと考えられます。 

そこで、第二期計画においても、次世代育成支援地域行動計画から継承してきた基

本理念、「笑顔で 羽ばたく 子どもたち」を基本理念として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

第六次中井町総合計画では、本町の将来像として「一人ひとりが主役！ 魅力育む 

里都まち♡なかい」を掲げています。中井町には、自治体加入率の高さや町民の自主的

な活動、有力企業の集積、水や緑など豊かな自然環境と集客力のある公園など素晴ら

しい地域資源が備わっており、活力＋快適＋安心を高めることで、町の魅力を育み、

一人ひとりにスポットライトのあたる町民主体のまちづくりをめざしています。 

このような、豊かな自然と小規模な集落で形成された「里」と、自立した自治体を

支える産業などが集積した「まち」がほどよく調和した「里都まち」として共生して

いくことは、「笑顔で 羽ばたく 子どもたち」を育てることにつながります。 

また、地域のつながりが本町の良さとなっており、保護者同士の情報交換により、

子育てしやすいまちとしての特色となっています。このような本町の特色を共有し、

子育ちしやすいまちをめざします。 

 

上記の基本理念のもと、 

 

 

 

 

 

の３つの基本方向を定めます。 

 

笑顔で 羽ばたく 子どもたち 

基本方向１  健やかに 育ち育てる 環境づくり 

基本方向２  豊潤に  仕事を支える 生活づくり 

基本方向３  細やかに 守り防ぐ 安心・安全づくり 
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第２節 基本目標 

子ども・子育て支援の推進にあたっては、すべての子どもに良質な成育環境を保障

するため、それぞれの家庭や子どもの状況に応じ、子ども・子育て支援給付を保障す

るとともに、地域子育て支援事業等の実施を通じて、妊娠・出産期からの切れ目のな

い支援を行うことが必要となります。 

先の基本理念・基本方向を基調として、以下に示す７つを基本目標として定めます。 

 

基本目標 １ 地域における子育ての支援 

子育て支援サービス、保育サービスの充実、子育て支援ネットワークの構築推進、子

どもの居場所づくりや様々な交流プラン・交流スペースづくり等、地域の子育て支援に

努めます。 

基本目標 ２ 母性と乳幼児等の健康の確保及び増進 

乳幼児や妊産婦に対する健診や相談支援の充実、子どもへの食育や性の知識の普及、

思春期保健対策、小児医療の充実、不妊治療対策の推進に努めます。 

基本目標 ３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもが成長していく上での意識啓発や職業意識の醸成、学校での教育環境や地域社

会における家庭への教育支援や教育施設の整備に加え、子どもを取り巻く有害環境への

対策に努めます。 

基本目標 ４ 子育てを支援する生活環境の整備 

良好な居住環境、道路や公園の整備など、子どもや子育て世帯を含めたすべての家庭

が暮らしやすいバリアフリーが組み込まれたまちづくりに努めます。 

基本目標 ５ 職業生活と家庭生活の両立の推進 

男女の役割分担の見直し、多様で柔軟な働き方の実現など、仕事と子育ての両立が可

能となる環境づくりの支援に努めます。 

基本目標 ６ 子どもの安全・安心の確保 

子どもが安全・安心に暮らせるよう、交通事故、犯罪、災害等の被害から守ることに

努めます。 

基本目標 ７ 特別な配慮が必要な子どもへの支援の充実 

児童虐待防止対策の構築、ひとり親家庭等の自立促進、障がい児施策の充実、外国に

つながる子どもへの支援などに努めます。 
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第２章 施策の体系 

基本方向 基本目標 基本施策 

1 健やかに 

育ち育てる 

環境づくり 

1 地域における子育ての

支援 

1 地域における子育て支援サービス

の充実 

2 保育サービスの充実 

3 子育て支援のネットワークづくり 

4 児童の健全育成 

5 経済的な支援の仕組みづくり 

2 母性と乳幼児等の健康

の確保及び増進 

1 子どもや母親の健康の確保 

2 食育の推進 

3 思春期保健対策の充実 

4 小児医療の充実 

5 不妊に関する相談支援 

3 子どもの心身の健やか

な成長に資する教育環

境の整備 

1 次代の親の育成 

2 子どもの生きる力の育成に向けた

学校の教育環境等の整備 

3 家庭や地域の教育力の向上 

4 子どもを取り巻く有害環境対策の

推進 

2 豊潤に 

仕事を支える 

生活づくり 

4 子育てを支援する生活

環境の整備 

1 良好な居住環境の確保 

2 豊かなまちづくりの推進等 

5 職業生活と家庭生活と

の両立の推進 

1 仕事と生活の調和の実現のための

働き方の見直し等 

2 仕事と子育ての両立の推進 

3 細やかに 

守り防ぐ 

安心・安全 

づくり 

6 子どもの安全・安心の

確保 

1 子どもの交通安全を確保するため

の活動の推進 

2 子どもを犯罪等の被害から守るた

めの活動の推進 

7 特別な配慮が必要な 

子どもへの支援の充実 

1 児童虐待防止対策の充実 

2 ひとり親家庭の自立支援の推進 

3 障がい児施策の充実 

4 外国につながる子どもへの支援 
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第３章 子どもの人口の見通し 

年齢別の児童数を平成26年から平成30年までの各年10月１日現在の住民基本台帳の

データをもとに、コーホート変化率法※にて推計を実施しました。 

各年の年齢別推計児童数は、下表のとおりとなります。計画目標年度（令和６年度）

の就学前児童（０～５歳児の層）の合計は 226人、小学生児童数（６～11歳児の層）の

合計は 330人と予測されます。 

※コーホート変化率法…各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です。なお、ここでいう「コーホート」とは、同

じ年（又は同じ時期）に生まれた人々の集団のことをさします。 

 

年齢別推計児童数                            （単位：人） 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 0～5歳合計 

令和２年 36人  39人  38人  61人  36人  49人  259人  

令和３年 33人  39人  40人  40人  61人  38人  251人  

令和４年 32人  36人  40人  43人  40人  65人  256人  

令和５年 30人  35人  37人  43人  43人  43人  231人  

令和６年 28人  33人  36人  40人  43人  46人  226人  

        

区 分 ６歳児(小1) ７歳児(小2) ８歳児(小3) ９歳児(小4) 10歳児(小5) 11歳児(小6) 6～11歳合計 

令和２年 59人  57人  52人  66人  79人  72人  385人  

令和３年 50人  60人  57人  54人  67人  80人  368人  

令和４年 39人  51人  60人  59人  55人  68人  332人  

令和５年 67人  40人  51人  62人  60人  56人  336人  

令和６年 44人  69人  40人  53人  63人  61人  330人  
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Ⅳ 教育・保育事業の量の見込み等（必須記載事項） 

 

子ども・子育て支援新制度とは、平成 24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」、

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」の子ども・子育て関連３法に基づく制度のことをいいます。 

この関連３法は、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、「子ども・子育て家庭を

社会全体で支援」することを目的に、制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、

幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援を総

合的に推進していくものです。 

この目的を計画的に推進するため、教育・保育施設及び各種子ども・子育て支援事業

について、今後５年間の需要量の見込みや、その確保の方策について定めます。 

 

■子ども・子育て支援制度の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇子ども・子育て支援給付 

 

◇地域子ども・子育て支援事業 

 

①地域子育て支援拠点事業 

②一時預かり事業 

③病児･病後児保育事業 

④ファミリー・サポート・センター事業 

⑤利用者支援事業 

⑥妊婦健康診査 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 

⑧養育支援訪問事業 

⑨放課後児童クラブ 

⑩延長保育事業 

⑪子育て短期支援事業 

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 

施設型給付 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 

地域型保育給付 

○家庭的保育事業 

（保育者の居宅等において保育を行う。定

員は５人以下） 

○小規模保育事業 

（定員は６人以上 19人以下） 

○居宅訪問型保育事業 

（子どもの居宅等において保育を行う） 

○事業所内保育事業 

（事業所内の施設等において保育を行う） 
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第１章 教育・保育の提供区域の設定  

 

■ 提供区域の設定と考え方 

 

○ 国の考え方を踏まえ、全町で１つの提供区域とします。 

 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画において、「教育・保育」、

「地域子ども・子育て支援事業」を提供する区域（以下「教育・保育提供区域」という。）

を定め、当該区域ごとに「量の見込み」、「確保の内容」、「実施時期」を定めることとさ

れています。教育・保育提供区域の設定にあたっては、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

整備の状況その他の条件を総合的に勘案するとともに、地域の実情に応じて保護者や子

どもが居宅より容易に移動することが可能な区域を定めることとなっています。その

際、教育・保育提供区域は、地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準

となることを踏まえて設定する必要があります。 

本町においては、全町的な利用ニーズに対応していることから、効率的に資源を活用

できるよう、教育・保育提供区域を１圏域（全町）と設定し、教育・保育、地域子育て

支援事業の整備に努めます。 
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第２章 各年度における教育・保育の量の見込みと確保策 

計画期間における「教育･保育の量の見込み（必要利用定員総数）」は、国の示した「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』算出の考え方（改訂

版）」を踏まえつつ、ニーズ調査（アンケート調査）結果から推計する方法と、平成 27

年度以降の各事業の実績値を勘案し推計する方法により算出し、さらに本町の各事業の

特性に応じて設定しています。 

計画期間における量の見込みは、以下のとおりとします。 

 

【量の見込と確保の内容】 

■保育 単位（人／年） 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

2号 3号 2号 3号 2号 3号 

3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 0歳 1-2歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
111 13 45 105 12 46 112 12 44 

②確保の 

内容 

認定こども

園･保育所 
155 12 62 155 12 62 155 12 62 

地域型保育 

事業 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

企業主導型 

保育の地域枠 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

②－① 44 －1 17 50 0 16 43 0 18 
 

 

令和５年度 令和６年度 

2号 3号 2号 3号 

3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 0歳 1-2歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
97 11 42 97 10 40 

②確保の 

内容 

認定こども

園・保育所 
155 12 62 155 12 62 

地域型保育 

事業 
0 0 0 0 0 0 

企業主導型 

保育の地域枠 
0 0 0 0 0 0 

②－① 58 1 20 58 2 22 
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■教育 単位（人／年） 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1号 1号 1号 

3-5歳 3-5歳 3-5歳 
①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
35 34 36 

②確保の 

内容 

幼稚園･ 

認定こども園 
70 70 70 

②－① 35 36 34 
 

 

令和５年度 令和６年度 

1号 1号 

3-5歳 3-5歳 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
32 32 

②確保の 

内容 

幼稚園･ 

認定こども園 
70 70 

②－① 38 38 

 

■保育利用率（満３歳未満の子どもの利用定員数の割合）         （単位／人、％） 

 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 

＜参考＞ 推計児童数（0-2歳） 113人 112人 108人 102人 97人 

保育利用率 66.4% 66.1% 68.5% 72.5% 76.3% 

 （0歳児） 36.1% 36.4% 37.5% 40.0% 42.9% 

（1・2歳児） 80.5% 78.5% 81.6% 86.1% 89.9% 

 

 

 

 

 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○ニーズ調査結果と将来児童人口の推計結果等から必要な量の見込みを算出していま

す。 

○教育・保育については、令和元年度現在、（公立認定こども園１園、私立保育所１園）

の提供体制があります。 

○保育の定員数は、０歳が 12名、１歳が 26名、２歳が 36名、３～５歳が 155名とな

っています。 

○教育の定員数は、３～５歳が 70名となっています。 

○保育・教育の提供体制は、見込量に対して十分な提供体制となっており、引き続き

保護者のニーズを把握しながら体制の整備を進めます。 
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【子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保】  

  国の幼児教育・保育の無償化（令和元年 10月）に伴い、子ども・子育て支援新制度に

移行していない幼稚園や認可外保育施設等を利用する住民が無償化の対象となるために

は、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。本町は、公正かつ

適正な支給の確保とともに、給付対象者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案しつつ、

円滑な給付方法を検討し、実施します。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の方に基づく事務の

執行や権限の行使について、都道府県に協力を要請することができることを踏まえ、都

道府県との連携方策等について検討し、明確にします。 

 

【幼児教育・保育等に対する基本的考え方及び幼児教育・保育の質の確保・向上】  

  乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要なものであることに十分に留意し、幼稚園や保育所双方の良さ

を活かし、子どもの発達段階に応じたより質の高い教育・保育を提供します。また、子

どもの健やかな育ちに重要となる集団生活や異年齢交流等を幅広く実施するとともに、

保護者や地域の子育て力が高まるよう、子育てに関する相談活動や親子の集いの場を設

ける等、地域に開かれた子育て支援の充実を図ります。 

こうした保育・教育の質の確保及び向上を図るため、保育士や幼稚園教諭等の処遇の

改善や保育・教育の担い手の確保に向けた取り組みを進めます。  

 

①専門性の向上を図るため、幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の

教育・保育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境の改善等

について助言等を行う幼児教育アドバイザー等の育成・配置の検討を進めます。  

②認定こども園・保育所・幼稚園と小学校等との円滑な接続を推進する観点から、パン

フレット等による連携・接続の意識啓発、園児と小学校児童との交流活動、幼稚園教

諭・保育士・保育教諭等と小学校教師との合同研修会や研究会の開催、幼稚園教諭・

保育士・保育教諭等による小学校の授業参観、小学校教師による教育・保育施設の保

育参観、接続を意識したカリキュラムの作成等について実施又は支援を行います。 

③地域の子育て支援のネットワークを構築するため、相互連携に必要な意見交換の場の

提供や、共通カリキュラム等の検討といったコーディネートを町が行うことで、町民

が必要とするサービスを効率的に提供できるように努めます。 
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第３章 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

 

① 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

 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 

①量の見込み（人日） 8,066 7,780 7,296 6,695 6,182 

②確保方策（延べ利用者数） 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

（実施か所数） 1 1 1 1 1 

②－① 934 1,220 1,704 2,305 2,818 

 

 

 

② 一時預かり事業 

・預かり保育事業（なかいこども園）                            

 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 

①量の見込み 

（延べ利用者数／人日） 
幼稚園型 472 449 478 417 417 

②確保方策（延べ利用者数／人日） 500 500 500 450 450 

②－① 28 51 22 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○過去４年の利用実績は年間 1万人日前後となっており、ニーズ調査に基づく量の見込

みを大きく上回っていることから、実績値に基づいて量の見込みを算出しています。 

○令和元年度現在、１か所で実施していますが、見込量に対して十分に提供できる体制

があることから、今後も利用者のニーズに応えながら、より利用しやすい運営方法の

工夫に努めます。 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○過去４年の利用実績は年間 250 人日～500 人日程度となっています。ニーズ調査に基

づく量の見込みはその 10倍超との結果となっていますが、急激な利用拡大は考えにく

いことから、実績値に基づいて量の見込みを算出しています。 

○令和元年度現在、なかいこども園１か所で実施しており、共働きの幼稚園利用の家庭

（２号認定で教育利用希望が強い家庭）も含め、見込量に対して提供できる体制を確

保していきます。 
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・一時預かり事業（なかいこども園を除く）、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／就学前児童）                            

 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 

①量の見込み（人日） 725 740 793 750 767 

②確保方策 

 （人日） 

一時預かり事業（在園

児対象型を除く） 
800 800 800 800 800 

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

／就学前児童） 

0 0 0 0 0 

②－① 75 60 7 50 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

 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 

①量の見込み（人日） 6 7 9 9 10 

②確保方策 

（延べ利用者

数／人日） 

病児・病後児保育事業 10 10 10 10 10 

体調不良児対応型 0 0 0 0 0 

子育て援助活動支援事

業（病児・緊急対応強

化事業） 

0 0 0 0 0 

②－① 4 3 1 1 0 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○令和元年度現在、病後児保育を秦野市との連携事業で、病児保育を足柄上郡５町の広

域事業でそれぞれ実施しています。平成 30年度からの開始であり、利用実績は病児保

育事業の年間５人日のみとなっていますが、ニーズ調査に基づく量の見込みは 500 人

日程と過大であるため、実績値に基づいて量の見込みを算出しています。 

○これまでの提供体制を維持するとともに、ニーズ調査での利用意向も踏まえ、新たな

提供体制を検討していきます。 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○過去４年の利用実績は年間 550 人日～800 人日程度となっています。ニーズ調査に基

づく量の見込みはその３倍程と現実的ではないことから、実績値に基づいて量の見込

みを算出しています。 

○令和元年度現在、こども園、保育所による一時保育を２か所で実施していますが、今

後のニーズの拡大に対応できるよう、提供体制の確保に努めます。 
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④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／就学児） 

 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 

①量の見込み（延べ利用者数／人日） 59 69 74 86 96 

②確保方策（延べ利用者数／人日） 60 70 80 90 100 

②－① 1 1 6 4 4 

 

 
 

 

⑤利用者支援事業 

 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 

①量の見込み 

（実施か所数） 
基本型・特定型 1 1 1 1 1 

②確保方策 

（実施か所数） 

基本型・特定型 0 0 0 0 0 

母子保健型 1 1 1 1 1 

②－① 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○本事業を開始した平成 28年度以降の利用実績は、年間 10人日～40人日程度となって

います。ニーズ調査に基づく量の見込みはその 10倍超と過大な結果となっており、該

当設問への回答者が少なかった影響も考慮し、実績値に基づいて量の見込みを算出し

ています。 

○令和元年度現在、１か所で実施していますが、今後のニーズの拡大に対応できるよう、

提供体制を確保していきます。 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○実績値に基づいて量の見込みを算出する事業となっています。 

○令和元年度現在、１か所で実施しています。今後も周知を図りつつ、すべての妊産婦、

乳幼児とその保護者が利用できるよう、関係機関との協力による情報発信を図ります。 

○医療機関や関係課、子育て支援センター等と連携し、相談内容に応じた支援を実施し

ます。 
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⑥妊婦に対する健康診査 

 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 

①量の見込み（実利用者数／人） 40 37 36 34 31 

②確保方策（実利用者数／人）  40 37 36 34 31 

②－① 0 0 0 0 0 

 

 
 

⑦乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

 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（訪問乳児数／人）① 36 33 32 30 28 

確保方策 
訪問率（％） 100 100 100 100 100 

訪問乳児数（人）② 36 33 32 30 28 

②－① 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○実績値に基づいて量の見込みを算出する事業となっています。 

○過去４年の訪問率はほぼ 100％となっており、今後も乳児のいる全家庭訪問をめざし、

関係機関との連携強化により、早期訪問等により早期の状況把握に努めます。   

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○実績値に基づいて量の見込みを算出する事業となっています。 

○町内のすべての妊婦に対し、妊娠中 14回の健診費用の補助を実施します。 

○妊婦が健やかな妊娠期間を過ごせるよう、受診環境の一層の整備に努めるとともに、受

診率の状況や県内の公的支援の動向を確認しながら、さらなる拡充等についても検討し

ます。 
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⑧養育支援訪問事業 

 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 

①量の見込み（訪問乳児数／人） 0 0 0 0 0 

②確保方策（訪問乳児数／人）  0 0 0 0 0 

②－①  0 0 0 0 0 

 

 
 

⑨放課後児童クラブ 

 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 登録児童数（人）① 141 141 143 149 151 

1年生 29 23 18 29 18 

２年生 35 38 35 28 52 

３年生 34 41 47 44 37 

４年生 31 29 35 40 37 

５年生 11 9 7 7 7 

６年生 1 1 1 1 0 

確保方策 登録児童数（人）② 141 141 143 149 151 

定員数（人） 126 126 126 126 126 

実施か所数 2 2 2 2 2 

指導員数（人） 14 14 14 14 14 

②－① 0 0 0 0 0 

※「第４章 新・放課後子ども総合プランに基づく対応」参照。 

 

 
 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○令和元年度現在、２か所で実施しており、定員を超えて受け入れる状態が続いていま

す。女性の就業率の上昇傾向や需要の高まり、学年進行によりクラブの利用が減少す

る実態等を踏まえ、ニーズ調査に基づく量の見込みよりも全体及び低学年の量を多く

見込む、実績値に基づいた量の見込みを設定し、提供体制を確保します。 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○これまで当事業の実績はありませんが、前記⑦の乳児家庭全戸訪問事業の訪問結果等

に基づき、必要に応じて養育に関する専門的な指導・助言の実施とともに、家事・育

児の援助を行います。 

○要保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関等と連携・協議して、児童虐待の予防、

早期発見及び被虐待児童への迅速かつ適切な対応を行うとともに、児童虐待問題につ

いての住民への啓発活動を実施していきます。   
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⑩延長保育事業 

 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（人）① 60 58 59 53 52 

確保方策 
実施か所数 1 1 1 1 1 

実利用者数（人）② 60 60 60 60 60 

②－① 0 2 1 7 8 

 

 

⑪子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 

 
 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 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 

①量の見込み（支給児童数／人） 3 3 4 4 4 

②確保方策（支給児童数／人）  3 3 4 4 4 

②－①  0 0 0 0 0 

 

 

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 

 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○本事業は、随時、事業者との相談対応を実施しています。 

○本事業により必要に応じ、認可保育施設を開設する新規事業者の参入を検討します。   

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○令和元年度現在、中井町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱を制定し、対象

者に補助金を交付しています。 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○令和元年度現在、１か所で実施しており、過去４年の利用実績は年間 40名弱、年間延

べ利用者数は 600～900人日となっています。女性の就業率の上昇や保護者の就労形態

の多様化、長時間勤務に伴う需要を踏まえ、より量の見込みの大きいニーズ調査に基

づいた量の見込みを設定し、提供体制を確保します。 

■ 提供体制、確保方策の考え方 

○令和元年度現在、実施していません。ニーズ調査では、保護者の疾病や仕事等の理由

により家庭での子どもの養育が一時的に困難となった場合について一定のニーズは

みられるものの、これまで相談事例等はなく、児童相談所や児童福祉施設との連携に

よる対応が可能であることから、本町としては実施しない予定です。今後の状況を踏

まえ、事業の実施について検討していきます。 
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第４章 新・放課後子ども総合プランに基づく対応 

平成 30年９月に策定された、国の「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、子ど

もの放課後の活動支援について以下のとおり本町の対応を定めます。 

 

【趣旨・目的】 

主に共働き家庭等において、子どもを保育園に預ける期間を過ぎると、平日の放課

後や、夏休み等長期休暇中はどこに子どもを預けるかといった問題、いわゆる「小１

の壁」に直面します。 

この「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての

就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）を継続していくとともに、一体型

の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）や、地域住民等の参画を得て放課後

等にすべての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業（「放課後子ども

教室」）の開始について、地域の特性や実態を踏まえつつ検討していきます。 

 

該当事業 
１ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供しています。 

２ 放課後子ども教室 

子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、学習や体験・交流活動を提供する

ものです。 

 

◇令和６年度までの整備計画 

放課後児童クラブについては、令和５年度までに全小学校区における整備率 100％を

めざします。 

 
平成 31年 

４月１日現在 

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 

学童 

保育 

クラブ 

低学年 １年生（人） 23 29 23 18 29 18 

    ２年生（人） 25 35 38 35 28 52 

    ３年生（人） 29 34 41 47 44 37 

高学年 ４年生（人） 25 31 29 35 40 37 

    ５年生（人） 16 11 9 7 7 7 

    ６年生（人） 13 1 1 1 1 0 

合計    （か所） 2 2 2 2 2 2 

放課後子ども教室   （か所） 0 0 0 0 0 0 

一体型の学童保育クラブ及び 

放課後子ども教室   （か所） 
0 0 0 0 0 0 
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■ 目指すべき方向性 

①放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、又は連携による実施に関す

る具体的な方策 

共通プログラムの企画段階から放課後児童クラブと放課後子ども教室が連携

してプログラムの内容・実施日等を検討するための、学校区毎の定期的な打ち合

わせの場の創設 

②小学校の余裕教室等の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室への活用に関す

る具体的な方策 

事業の実施主体である教育委員会と福祉部局の担当者の各小学校への訪問に

よる、新・放課後子ども総合プランの必要性や意義等についての説明と理解促進 

③放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に係る教育委員会と福祉部局の

具体的な連携に関する方策 

  放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に係る教育委員会と福祉部局

における、放課後活動実施にあたっての具体的な責任体制の文書化 

④特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策 

  必要に応じた支援員の加配など、児童が安心して過ごせる環境づくり 

⑤地域の実情に応じた放課後児童クラブの開所時間の延長に係る取り組み 

放課後児童クラブの開所時間延長支援事業の令和６年度実施 

⑥放課後児童クラブの役割をさらに向上させていくための方策 

  「単に保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を授

業の終了後に預かるだけではなく、児童が放課後児童支援員の助けを借りなが

ら、基本的な生活習慣や異年齢児童等との交わり等を通じた社会性の習得、発達

段階に応じた主体的な遊びや生活ができる『遊びの場』『生活の場』であり、子

どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る」という放課後児童クラブの

役割の徹底、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上 

⑦各放課後児童クラブにおける育成支援の内容について、利用者や地域住民への周

知を推進させるための方策 

  上記の放課後児童クラブの役割や育成支援の内容の本計画や本町ホームペー

ジを通じた公表、各放課後児童クラブでの入所案内時の説明による利用者や地域

住民への周知の推進 
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Ⅴ 基本施策 

 

第１章 地域における子育ての支援 

核家族化や女性の社会進出が進む中、保育サービスのニーズは増大し多様化してい

ます。今後、共働き家庭のみならず、すべての子育て家庭を対象とした地域における

子育て支援サービスを充実していくことが重要であり、サービスの担い手としては行

政だけでなく、育児サークル、地域の高齢者や子育て経験者など、住民の役割も期待

されます。 

現在、保育園への入所待機児童はいませんが、保育園や幼稚園の保育時間の前後や

急用時の保育について保護者のニーズがあり、これを把握し対応していくことが求め

られています。 

さらに今後は、子ども自身の視点、地域のボランティアや子育て中の住民など住民

自身による支え合いの視点、公共施設の開放、地域資源の活用などにより、地域と密

着した、利用者の視点に立ったサービスの提供及び拡充を行っていくことが必要です。 

 

第１節 地域における子育て支援サービスの充実 

【現状と課題】 

地域住民の連帯意識の希薄化や核家族化の進行などにより、保護者の子育てに対

する孤独感や不安感を緩和するため、子育て支援サービスの充実が求められていま

す。 

アンケート結果では、子育て支援センター等の施設の利用有無によって、子育て

をしやすい町と感じている割合に顕著な違いが表れており、利用している方におい

てはリピート意向や子育てのしやすさへの評価が高くなっていることから、新規の

利用者を増やしていくことが課題と考えられます。病児・病後児保育事業とファミ

リー・サポート・センター事業については、認知度は低くないこと、各年齢ともに

利用ニーズが顕在化していることから、立地や利用条件などの検討・調整に加え、

サービスの安全面などへの保護者の不安を解消することが課題となっています。ま

た、放課後児童クラブの利用意向では、小学校１年～３年生は学年が上がるほど高

く、母親がフルタイムで就労している世帯で特に高い状況です。 

さらに、すべての子育て家庭への支援を行う観点から、行政のみが担い手となる

のではなく、育児サークルなどの住民の自主的組織やシニア世代や子育て経験者に

よるボランティアの育成支援、民間事業者の活用などの展開が望まれます。 

 

【基本施策】 

次代を担う子どもたちが地域において健やかに成長できるよう、総合的な子育て

支援サービスの充実を図ります。 
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【施策の方向】 

 

１．居宅において親子等を支援する事業 

事 業 名 ファミリー・サポート・センター事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

依頼会員 13人、支援会員 10人、両方会員２人：会員数計 25人。 

活動回数 42回。支援会員講習を年１回開催。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
子育てに支援を必要とする保護者とその支援を提供できる人との接点をもた

らす互助的事業です。潜在的なニーズを踏まえ、今後の対応を検討します。 

 

２．こども園その他の施設において支援する事業 

事 業 名 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

登録児童数：142人（中村学童保育 61人、井ノ口学童保育 81人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

本町では、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学１年生から６年生まで

の児童を放課後及び学校の長期休業期間に預かり、健全育成を図っています。現

在、２か所の学童保育教室が設置されており、令和元年 6月現在の利用児童数は

132人（定員 126人）、支援員は計 14人(中村学童保育７人、井ノ口学童保育７

人)で実施しています。 

今後も保護者の就労等により放課後留守家庭となる児童に対し、健全な育成を

図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立に対する支援に努めます。 

 

事 業 名 ブックスタート事業 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

７か月児健康診査時に開催：６回／年、利用者数：親子 35組（７か月児健診時

32 組、未受診により別の機会に渡した親子３組で、対象児全員にスタートキッ

トを手渡し） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

絵本の読み聞かせを通じて子どものことばと心の発達を促し、親子のふれあい

をより深めてもらうために、関係機関・関係者と連携して取り組んでいます。本

町では現在、乳幼児健康診査時に、民生委員・児童委員による絵本の読み聞かせ

等を通して子どもとの心ふれあう時間を持つきっかけを提供します。  
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事 業 名 一時預かり事業 （一時保育事業） 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

利用児童数 

・なかいこども園：延べ 200人 

・木之花保育園：延べ 458人 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町立なかいこども園と私立木之花保育園の２園で実施しており、平成 30年度

は年間約 650名の利用がありました。 

今後も、保護者のリフレッシュや育児疲れ解消のため、事業の推進に努めます。 

 

３．地域の児童の養育に関する情報提供及び相談を行う事業 

事 業 名 地域子育て支援センター事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・中井町子育て支援センター…開設日数：244日、利用者数：8,916人、１日平

均 ：21組 

・木之花保育園地域育児センター…毎週木曜日に園庭開放：26 人利用、毎月１

回の公開保育：72 人利用、育児相談の随時実施：８件、その他に野菜の栽培収

穫やどんど焼きなどの行事を通して地域の方やグループホームの入居者の方な

どと交流を図っています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町では、地域の子育て親子の交流等を促進する子育て拠点として設置し、地域

の子育て支援の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを

促す場を提供しています。 

年々利用者も増加しており、引き続き事業を継続していきます。 

また、木之の花保育園においても、地域育児センター事業を実施しており、地

域の方やグループホームの入居者との交流を図っており、こちらの事業について

も継続して実施します。 

 

事 業 名 民生委員・児童委員による相談支援 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

子どもの健やかな成長と保護者の子育てを応援するため、赤ちゃんのいる家庭

を主任児童委員が訪問し、相談支援や子育て情報をお知らせする「赤ちゃん訪問

事業」により、地域の身近な相談者として顔のわかる関係づくりに取り組みまし

た。また、｢産後ほっとステーション事業｣では、｢赤ちゃん訪問｣前や後の様子を

窺うことにより、民生委員・児童委員として切れ目ない支援を行えるよう取り組

みました。(赤ちゃん訪問実績：17件、産後ほっとステーション参加実績：９回) 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

本町では、25 名の民生委員・児童委員が、援助を必要とする人（児童）に対

して福祉サービスを適切に利用できるよう、住民の立場に立って必要な情報の提

供を行うことや機関へつなぐことで、相談業務の充実を図っています。また、児

童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員の２名が、複雑化する児童

の諸問題について、関係機関や民生委員児童委員と連絡・調整の上、援助業務に

あたっています。 

今後も、本町において援助を必要としている方々の把握と適切な情報提供な

ど、地域の身近な相談役として、相談支援等の充実に努めます。 
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事 業 名 子育て支援ボランティア活動 

事業担当課 福祉課・健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

ファミリー・サポート・センターの開設、子育て支援センターの地域支援機能

の強化などにより様々な地域住民、団体との支援・協力関係の構築を進めていま

す。 

・「託児ボランティア養成講座」11/28、3/20開催   

・登録及び活動ボランティア数：７人（平成 30年度新規２人）  

・活動回数及び活動延べ人数：25回、40人 

・ファミサポ会員数：依頼 16人、支援 10人、両方２人（R1.12.1現在） 

事業区分 改善 

事業内容・方針 

子育て中の親が積極的に安心して各種保健事業に参加できるよう、また、結果

として子育てに関する不安の軽減につながるよう、託児ボランティアの育成と養

成により、子育て支援の環境整備・充実を図ります。 

また、他の子育て支援関係者や関係機関と連携し、地域に根ざした子育て支援

活動の推進に向けた取り組みを進めます。 

 

事 業 名 乳児家庭全戸訪問事業 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

新生児・乳児訪問件数 43件（ネウボラでの面談４件を含む） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

乳児のいるすべての家庭を訪問することにより、育児に関する不安や悩みの聴

取、相談・子育て支援に関する情報提供・養育環境や乳児及び保護者の心身の状

況の把握を行います。 

また、民生委員主任児童委員の「赤ちゃん訪問事業」と連携した子育て支援に

努めます。 

 

第２節 保育サービスの充実 

【現状と課題】 

女性の社会参画及び就労形態の多様化に伴い、園の運営形態にも柔軟性が求めら

れています。 

アンケート調査では、認定こども園、保育園、幼稚園などの土曜、日曜・祝日の

利用について、土曜日の利用希望は３割超、日曜日の利用希望は約２割、祝日の利

用希望は約３割となっており、預かり保育へのニーズも高い結果となっています。

公立保育園運営費の一般財源化や私立保育園に対する補助金の増加等、財源確保が

厳しい中一層の効率的運営及び保育サービスの充実が期待されています。 

 

【基本施策】 

平成 27年４月から実施されている子ども・子育て支援新制度のもと、子どもの健

やかな心身の成長のため、利用者の生活実態や多様化するニーズに対応した運営に

さらに努めます。 
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【施策の方向】 

事 業 名 通常保育事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

入所者数 

・なかいこども園：79人（町内 75人、町外４人） 

・木之花保育園：133人（町内 55人、町外 78人） 

・管外委託：２人（小田原市２人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

待機児童ゼロを維持できるよう、保育環境の一層の充実を図るとともに、より

一層、安心して子育て・子育ちができる環境整備に努めます。また、職員の研修

会参加を通して資質向上を図り、適切な保育・教育の提供に努めます。 

併せて、保育料の無償化事業に伴い、新制度移行施設利用者とそうでない施設

利用者との公平性を担保するため、未移行幼稚園に対し、副食費の補足給付事業

を実施するなど、保護者の負担軽減施策も実施します。 

 

事 業 名 延長保育事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

開設日数：244日、利用者数：725人 

事業区分 改善 

事業内容・方針 

私立木之花保育園の保育時間は、午前７時から午後６時までですが、延長保育

を午後６時から６時 30分まで実施しています。町では園に対し、年間 30万円の

補助金を支給しています。 

長時間保育を必要とする利用者のニーズに応えるため、引き続き私立木之花保

育園での事業を実施するとともに、公立保育園における実施も検討します。 

 

事 業 名 障害児保育事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

利用実績なし 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

集団保育が可能で、日々通所でき、保育が必要な障がい児は受け入れが可能で

す。現在利用者はいませんが、受け入れに際しては状況をよく把握し、引き続き

受け入れに努めます。 

 

事 業 名 休日保育事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

未実施 

事業区分 改善 

事業内容・方針 
日曜及び祝日に就労している保護者のニーズはありますが、今後の状況を注視

しつつ対応を検討します。 

 



48 

 

事 業 名 病児・病後児保育事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

病気により集団保育が困難な児童を保育する病児・病後児保育を近隣市町との

連携により実施しました。４月から病後児保育を秦野市との連携事業で、10 月

からは病児保育を足柄上郡５町の広域事業でそれぞれ開始しました。 

（病児保育利用者５人、病後児保育利用者０人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

病気あるいは病気回復期にある児童を、保護者が家庭で保育を行うことができ

ない期間内、一時的に施設で預かる事業です。保護者の要望を踏まえ、近隣との

連携も視野に入れ、拡充を検討します。 

 

事 業 名 乳児保育の促進 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

利用者数 

・なかいこども園：８人（町内８人、町外０人） 

・木之花保育園：10人（町内４人、町外６人）   

事業区分 継続 

事業内容・方針 
産後の早期復職を希望する保護者のニーズに応えるため、町内公立・私立施設

では生後６か月からの乳児保育を実施しています。 

 

事 業 名 こども園における預かり保育事業  

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

利用児童数：延べ 337人（なかいこども園） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

本町では、平成 25年度より幼稚園での通常の保育時間以降に、引き続き子ど

もを預かる「預かり保育事業」を実施しています。平成 26年度から幼稚園と保

育園を統合して幼保連携型認定こども園となりましたが、多様なニーズに対応す

るため、事業を推進していきます。 



49 

 

第３節 子育て支援のネットワークづくり 

【現況と課題】 

現代社会においては、これまで地域で担われてきた子育て支援機能が脆弱になっ

てきているため、家庭における育児の負担感が強くなっています。 

このため、家庭における子育てを、地域、企業、行政等社会全体の課題としてと

らえ、地域連携による子育て支援を進めていくことが必要です。 

 

【基本施策】 

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスの効果的・

効率的な提供と、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子育て支援サ

ービス等のネットワークの形成を促進するなど、地域連携による子育て支援体制の

確立に努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 子育て支援のネットワーク化 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

要保護児童対策地域協議会で、代表者会議、実務者会議、個別ケース会議を実

施し、関係機関での多層的な連携強化を図っています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスの効果的・効率的な提供とサー

ビスの質を向上させるため、民生委員・児童委員、児童相談所、保健福祉事務所

等と、民間事業者等の地域活動団体とともに、官民の枠を超えた地域における虐

待防止対策や母子保健も含めた子育て支援のネットワーク化（下図参照）を促進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中井町子ども・子育て会議 

要保護児童対策
地域協議会 

新規ネットワーク 

ケース検討会 ケース検討会 ケース検討会 

新規ネットワーク 

中井町子育て支援ネットワーク 
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事 業 名 保育サービスに関する情報提供 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

 町広報やホームページ、子育て支援情報サービスかながわ等様々なメディアに

より情報提供を行いました。また、町ホームページ内の子育てポータルサイトへ

情報の充実を図りました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

ホームページや SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）、こども園で配

布する「入園のしおり」、福祉課窓口で配布する「保育所入所のご案内」にて情

報提供しています。子育てガイドブック等については、今後検討します。 

 

 

第４節 児童の健全育成 

【現況と課題】 

地域における児童数の減少は、遊びを通じての仲間同士の交流や児童の社会性の

発達と規範意識の形成に大きな影響があると考えられます。このため、地域におい

て児童が自主的に参加し、自由に遊べ、安全で安心して過ごすことのできる放課後

や週末等の居場所づくりの推進が必要です。また、いじめ問題への対応や少年非行

等の問題を抱える児童の立ち直りや保護者の子育て支援、引きこもりや不登校への

対応においては、関係機関が連携して地域全体で対処することが必要です。 

アンケート調査でも、子どもに関する施策でさらに力を入れてほしいものとして、

「子どもの居場所づくりの推進」、「子どものいじめ防止対策等の推進」、「遊びや行

事等を通じた地域における交流の推進」が上位にあがっています。 

 

【基本施策】 

地域の子どもたちが、放課後、週末、夏期や冬期の長期休業日等において、自主

的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる居場所づくりを進めるため、

こども園、学校、児童館、公民館、図書室、児童公園等の施設の活用や、奉仕・体

験活動、スポーツ活動、世代間交流などを通じた青少年健全育成活動の促進を図り

ます。 

また、少年非行等の問題を抱える児童の立ち直りや保護者の子育て支援、引きこ

もりや不登校への対応においては、家庭、学校、保健福祉事務所、警察等が連携し、

地域ぐるみで支援に取り組みます。 
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【施策の方向】 

事 業 名 児童相談事業 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

相談担当職員を中心に相談体制の強化に努めるとともに、中井町要保護児童対

策地域協議会の会議に、児童相談所・県保健福祉事務所の家庭相談員・町子育て

支援センター等を構成機関とし、連携強化を図り対応しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

子どもの生活習慣・しつけの問題・家庭における人間関係・学校生活、引きこ

もり、不登校など、児童の養育に関連する様々な問題について相談を受け付けま

す。その際相談員の確保に努め、案件によっては、家庭訪問、保健福祉事務所及

び児童相談所等関係機関へ連絡をとり対処します。 

 

事 業 名 学校カウンセリング事業 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

年間 48回カウンセラーが勤務、相談件数約 100件 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
こども園、小・中学校教職員、保護者、就学予定幼児、児童・生徒を対象に、

いじめ・不登校・問題行動・発達相談等への対応のため、専門家を各学校に派遣

し、教育相談の充実に努めます。 

 

事 業 名 教育支援センター（教育相談たんぽぽ教室）設置事業 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

学校を週３～４日巡回し、個に応じた学習支援を行ったほか、不登校生徒宅へ

家庭訪問等を実施しました。 

(平成 30年度は定期的に通級している児童生徒はいませんでした) 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

不登校児童・生徒やその保護者の相談に応じたり、不登校児童・生徒の学習支

援等を行ったりするため、心の居場所になれるような教室を学校外につくり、専

任講師を配置し、今後も本事業の推進に努めます。また、町広報にて周知し、学

校教育全般について電話、電子メールによる相談を受けることにより事業の推進

に努めます。 

 

事 業 名 スクールカウンセラー設置活用事業 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

年間 35回勤務。生徒及び保護者へのカウンセリング、生徒指導担当者会への

参加や教職員への研修を実施しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

多感で心理的に不安定な中学生の健全育成に資するため、中学校に児童・生徒

の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを配置し

ています。必要に応じて、小学校へも派遣します。また、様々な悩みを抱える児

童・生徒へのカウンセリング、いじめ、暴力行為、不登校等の生徒指導上の課題

で悩んでいる保護者や教師への助言等を行います。今後も本事業の推進に努めま

す。 
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事 業 名 公民館活動の推進 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・一般…料理３回・44 人、工芸３回・43 人、趣味・教養７回・107 人、運動１

回・18人、芸術鑑賞１回・200人 

・親子…料理５回・107人、工芸２回・30人、芸術鑑賞２回・350人 

・子ども…２回・30人 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

文化活動や学習を通じて豊かな感性や社会性を育てるため、様々な事業を推進

しています。地域住民の教育文化活動の場として、広い分野にわたる講座の開催、

充実に努めます。 

 

事 業 名 図書室活動の推進 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・おはなし会：年 12回 公民館にて実施。年間延べ 155人  

・読書活動推進の取り組みとして「本の貸出し福袋」を改善センターで 11/１～

11/15、公民館で１/４～１/17に実施しました。 

・相互貸借は 235冊の借受けがあり、40冊の貸出しを行っています。 

事業区分 改善 

事業内容・方針 

蔵書の充実及び図書室の環境整備に努めます。また、ボランティアによる「お

はなし会」が定期的に行われています。 

電算システムの活用や読書活動推進員の継続配置により、レファレンスサービ

スの向上と子ども読書活動の推進を図ります。 

 

事 業 名 世代間交流・地域交流の促進 

事業担当課 教育課・生涯学習課・地域防災課 

事業実績 
（平成 30年度） 

自治会運営助成金により自治会支援を行い、各自治会の創意工夫により、祭り

囃子の練習やウォーキング、納涼祭など様々な世代間交流事業等が行われていま

す。例えば、町で普及に努めているニュースポーツのユニカールを活用し、１自

治会においては定期開催が定着しました。また、別の３以上の自治会で、ユニカ

ールを通して世代間・地域間交流事業が実施されました。社会教育団体等におい

ても、小中学生に対するスポーツ指導など各種生涯学習事業実施の際に交流が図

られています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

自治会、地域活動団体により、子どもたちも一緒に参加できる世代間交流事業

が実施されています。各自治会が、地域の実情に合った主体的な活動が進められ

るように、引き続き、総合的な支援を行っていきます。 

また、地域活動団体においても、支援・育成等を行っていくことが必要です。 
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第５節 経済的な支援の仕組みづくり 

【現況と課題】 

近年、理想の子どもの数よりも、実際の子どもの数が少ないという家庭が増加し

ています。その最大の原因が経済的負担と考えられ、本町のアンケート調査におい

ても、町の子育て支援施策でさらに力を入れてほしいものとして、「子育てに伴う経

済的支援の充実」との回答が全体の約４割と上位に位置しています。 

また、子どもの貧困問題への関心が高まっており、子どもの貧困対策の推進に関

する法律の改正及び大綱の見直しなどを踏まえながら、子どもに届く支援施策をこ

れまでの子育て支援施策と連動させて検討・推進していくことが求められています。 

令和元年 10月に開始した国の幼児教育・保育の無償化制度に加え、町としても経

済的支援策の充実を検討し、子育ての経済的負担感の軽減に努めることが必要です。 

 

【基本施策】 

子どもたちが、生まれ育った家庭の経済社会状況に関わらず、未来への希望を持

ち、自立する力を伸ばすことのできる機会と環境づくりに取り組みます。 

子どもの貧困問題についての正しい理解と、様々な課題との関連性について啓発

を図るとともに、子育て家庭の経済的負担感を軽減するために、各種助成制度、手

当等の強化に努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 保育料の軽減 

事業担当課 福祉課・教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

保育所、幼稚園、こども園に在園する児童の保育料に対し年額５千円を補助し

ています。平成 30年度は 161人に補助を実施しました。また、平成 30年度から

第２子保育料無償化（所得制限あり）も実施しています。 

事業区分 改善 

事業内容・方針 
2019年 10月の幼児教育・保育の無償化により３歳～５歳児の保育料が原則無

償化されたため、対象世帯の見直し等を行います。 

 

事 業 名 小児医療費助成 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

医療費助成額：27,755千円、対象者 1,010人 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

県補助制度が小学校就学前までの通院及び中学校修了前までの入院（所得制限

及び一部負担金あり）に対し、町では中学校修了前までの通院及び入院に対し、

すべて所得制限及び一部負担金なしで助成しています。 
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事 業 名 児童手当の支給 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

対象児童数：延べ 11,327人、支給総額：123,675千円 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

家庭における生活の安定と、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目

的とする児童手当を、15 歳到達後最初の３月までの間にある児童（中学校修了

前の児童）を養育している方に支給します。 

 

事 業 名 就学援助制度 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

要保護及び準要保護就学奨励費補助金（対象者：92人、支給額：6,613千円） 

事業区分 改善 

事業内容・方針 

経済的理由により、就学困難な児童及び生徒の就学に必要な学用品費、給食費

等を援助する制度です。世帯の経済状況及び校長等の所見をもとに審査を行い、

認定された方へ援助を実施します。 

 

事 業 名 奨学金制度 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

中井町育英奨学金（対象者：３人、交付額：180千円）  

事業区分 継続 

事業内容・方針 
経済的な理由により高等学校・専修学校への就学が困難な生徒に対し、育英奨

学金を交付します。 

 

事 業 名 学校給食費補助制度 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

対処児童生徒数：述べ 7,726人 

交付額 2,589千円 

事業区分 継続 

事業内容・方針 保護者の経済的負担を軽減するため補助金を交付します。 

 

事 業 名 子どもの貧困対策 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

各種経済的な支援等の実施 

事業区分 拡充 

事業内容・方針 
既存の保育料の軽減、小児医療助成、就学援助制度等の各種経済的な支援に加

え、県及び関係機関と連携し相談体制等の充実を図ります。 
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第２章 母性と乳幼児等の健康の確保及び増進 

現在、親子の健康の確保・増進をめざし、必要な保健指導、健康診査、健康づくり

が進められています。生活習慣病、子どもたちの「孤食」などが増える中で、各成長

段階での適切な食事と生活習慣病予防が必要とされています。 

さらに、思春期の保健対策、救急医療を含む小児医療対策、不妊に関する相談など

の施策が必要とされています。 

 

第１節 子どもや母親の健康の確保 

【現況と課題】 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、

乳幼児健診、新生児訪問、両親学級等の母子保健における健康診査、訪問指導、保

健指導等の充実が必要です。 

また、安全な妊娠・出産に向け、妊婦はもちろん家族全体で生活習慣に気を配る

とともに、母親の孤立した育児を防ぐため、身近な相談窓口の周知、仲間づくり支

援が必要です。 

アンケート調査でも、就学前児童の保護者では、「子育てをする中で悩みや気にな

ること」として、「病気や発育・発達」をあげる回答が４割超と最も多くなっていま

す。 

 

【基本施策】 

安全で快適な妊娠・出産ができる環境づくり、子ども一人ひとりの成長・発達を

促進する支援、育児支援を視点においた母子保健事業の充実を図り、子どもと親の

健康の確保に努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 母子健康手帳の交付 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

 保健福祉センターに設置した「里都まちなかいネウボラ」において母子保健コ

ーディネーターが妊婦全員に母子健康手帳を交付しました。 

・母子健康手帳発行数 42冊（日本語版 38冊、英語版２冊、ベトナム語２冊） 

・町の HPの子育て応援ページにて、妊娠出産子育てに関する情報を発信。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

妊娠届出に基づき母子健康手帳を交付するとともに、今後も妊婦全員に対して

母子保健コーディネーターによる面接、保健指導を実施し、妊娠早期からの一貫

した健康管理の充実を図ります。 

また、相談しやすい体制を維持し、支援が必要と思われる妊婦の早期把握と支

援に努めます。 



56 

 

事 業 名 妊婦健康診査の実施 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

 補助金額（１～14回）…１回目 20,000円、２～５・７～14回目 5,000円、６

回目 10,000円：計 90,000円のほか、自己負担された妊婦健康診査費用を 15,000

円まで総額 105,000円まで町が負担しました。 

（妊婦健康診査受診件数：499件、妊婦健康診査補助券発行冊数：42冊） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

健康診査受診状況の把握をはじめとし、妊婦の健康管理を図り、妊娠高血圧症

候群の予防など、母・児の健康状態の把握と健康管理支援に努めます。平成 21

年度より、妊娠中 14回の健診費用の補助を実施しています。 

 

事 業 名 母親・父親教室の開催 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・対象数：42人  

・利用者数：実人数 24人（妊婦 21人、夫３人）、延べ人数 46人  

事業区分 拡充 

事業内容・方針 

妊娠・出産に関する適切な情報提供と、不安の解消を図ることを目的に母親・

父親教室を開催しています。妊婦とその家族が安心して子を産み育てることがで

きるよう、育児相談窓口（子育て支援センター等）の紹介や友達づくり支援、父

親への育児情報提供などを行います。 

 

事 業 名 妊産婦・新生児・低出生体重児訪問指導 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・妊婦訪問・面談：45件 

・産婦、新生児・乳児訪問件数：43件 

（うち低出生体重児：５件 うちネウボラでの面談：４件） 

事業区分 拡充 

事業内容・方針 

母子保健法に基づき、妊産婦、新生児、低出生体重児等の健康状態に応じ保健

指導を要する方については、訪問指導を行うことになっています。本町では妊産

婦及び新生児の全戸訪問を実施しています。母子の健康の保持・増進のため、き

め細かなフォローアップに努めます。 
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事 業 名 乳幼児健康診査の実施 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・３～４か月児健診（年６回）：受診者数 36 人／36 人、７か月児健診（３～４

か月児健診と同時実施）：受診者数 35人／35人、１歳６か月児健診（年４回）：

受診者数 54人／52人、３歳児健康診査（年４回）：受診者数 51人／47人、お誕

生前健診（個別健診）：受診者数 36人／47人 

※未受診者へは電話連絡等により状況確認及び次回健診の案内を実施。 

・乳幼児健診時に集団にて、食に関する講話を実施。食のスタート（離乳期）に

関わることであり、丸のみ・偏食等にならないよう、食の進め方や形態などを説

明しました。 

・乳幼児健診にて栄養士による個別指導の実施（55人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

乳幼児期各期において、健康診査及び保健指導を実施し、疾病又は異常の早期

発見、心身の発達、育児全般の相談指導を個々の子どもに合わせて行っています。

３～４か月児、７か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査は町保健福祉センター

で行い、お誕生前健診（10～11 か月児）は医療機関に委託し個別健診方式で実

施しています。すべての乳幼児が、確実に乳幼児健康診査を受けられるよう、未

受診者に対する受診勧奨を行います。 

また、発達面に心配がある子どもや育児不安を持つ保護者等に対し、フォロー

アップ教室や訪問指導等を通じた継続的な相談・支援の充実に努めます。 

 

事 業 名 育児相談の実施 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

隔月開催：年６回、来所者数：29 組述べ 57 名（再計：妊婦２人、乳児 22 人、

幼児 33人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

妊産婦と０歳～就学前までの乳幼児を対象に、年６回育児に関する適切な情報

の提供や、身体計測、不安・心配事の軽減・解消を目的に「育児相談」を井ノ口

公民館にて実施しています。また、平成 29年度からは助産師を加え、母乳等に

関する相談にも対応しています。平成 30年度より、会場を井ノ口公民館１か所

にして実施したことにより、バス以外に交通手段がなく、子育て支援センターを

なかなか利用できない外国籍の方の利用が増えています。 

育児相談開設日に限らず、町保健福祉センターにて保健師・栄養士がいつでも

相談できる体制を整えていますが、今後もさらに利用しやすい体制づくりに努め

ます。 
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事 業 名 地域ぐるみの歯科保健対策 

事業担当課 健康課・教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・母親父親教室（歯科）11人、歯科教室及び幼児歯科健康診査（年６回）、歯科

教室：参加者数 38人／42人、２歳児歯科健診：受診者数 41人／41人、２歳６

か月児歯科健診：受診者数 36人／38人 

※未受診者には、電話連絡等により状況確認及び次回健診の案内を実施。 

・乳幼児を対象とした歯科相談（３回／年）を開催、利用者８人 

・各校・園での歯科検診の実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

妊婦及び乳幼児が歯の健康管理を行えるよう、歯科教室や歯科健康診査におけ

る相談・指導の充実に努めるとともに、地域ぐるみで子どもの歯の健康を守る啓

発活動を進めます。フッ化物等を活用したホームケアの推進を図ります。 

 

事 業 名 子育て期女性の健康管理 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

【健康づくり健康診査】施設（町内医療機関）・集団健診（６月、10月に計３回）

にて実施。受診女性：10人 

【がん検診推進事業】 

・乳がん検診(30歳以上)：311人（30代:74人､40代:64人､50代:38人､ 

60代:70人､70代以上:65人） 

・子宮がん検診(20歳以上)：415人（20代:6人､30代:42人､40代:94人､ 

50代:70人､60代:107人､70代以上:96人）                                  

【骨密度測定（育児相談同時実施）】12／26開催：子育て中の母親 15人 

【メンタルヘルスケア】産後訪問にてエジンバラ産後うつ病問診票を全数実施。

フローチャートに基づき、要フォロー者への支援を確実なものとしています。エ

ジンバラ実施数：44 人、高得点者数０人、各種健診問診票において、母親の心

身の健康状態を把握し支援に努めています。各種健診総数：141人  

事業区分 継続 

事業内容・方針 

【健康づくり健康診査】高血圧・糖尿病・心疾患等の生活習慣病予防と早期発見・

早期治療を目的に、35～39 歳までの方を対象に健康診査を実施しており、受診

者数の増加を図るため、利用勧奨を行います。平成 30年度より集団健診だけで

なく個別健診も受診可能とし、受診機関の拡大、受診しやすい環境づくりに努め

ました。 

【女性のためのがん検診】乳がん検診は 30歳以上の方、子宮がん検診は 20歳以

上の方を対象に実施します。 

【骨密度測定】骨密度測定や栄養指導を実施し、健康増進に役立てます。 

【メンタルヘルスケア】新生児・乳児訪問時の EPDS（産後うつ病）チェックな

ど、産後のメンタルヘルスケアについてのきめ細かな取り組みをはじめ、乳幼児

健康診査においても母親の心身の健康状態の把握と支援に努めます。 
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事 業 名 親子セミナー 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

平成 27 年４月生まれ～平成 28 年３月生まれの児（45 名）を対象に１コースを

開催。15名が参加。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

幼児と親を対象として、親子での遊びや子どもの生活リズム、食生活、心身の

発達、事故予防等についての教室を実施し、親子の関わりを重視しながら、子ど

もを持つ親としての自覚を高め、心身の健康の保持・増進を図ります。 

 

事 業 名 予防接種の実施 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

四種混合：162件、二種混合：44件、麻しん、風しん混合：92件、日本脳炎：

223件、BCG：32件、不活化ポリオ：０件、子宮頸がん予防ワクチン：０件、ヒ

ブ：154 件、小児用肺炎球菌ワクチン：155 件、水痘：101 件、Ｂ型肝炎：104

件 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
感染の恐れがある疾病の発生及びまん延予防などを目的に、乳幼児や児童・生

徒を対象とした法律による予防接種を引き続き実施します。 

 

事 業 名 健康づくりカレンダーの作成 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

４月に全戸配布、町内公共施設配架（印刷部数 3,500部） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

母子保健事業の年間計画を掲載した健康づくりカレンダーを、毎年各戸へ配布

しています。あらかじめお知らせすることにより、事業へ計画的に参加していた

だけるよう促しています。また、ホームページに事業の案内を掲載することによ

り事業の周知に努めます。 

 

事 業 名 受動喫煙防止の普及啓発 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・各乳幼児健診にて禁煙を勧めるチラシ及び禁煙補助事業のチラシを配布（291

人） 

・母子健康手帳発行時に本人と同居家族の禁煙の有無を確認し、必要な方には個

別指導を実施（指導実施者数 17人） 

・禁煙治療費補助事業の開始 

・子育て支援センターにおいて禁煙きんたろう塗り絵の実施 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

妊娠届出時をはじめ、母子保健事業等の様々な機会に、禁煙や受動喫煙防止に

関する情報提供を行い、啓発活動を進めるとともに、禁煙の取り組みを支援する

ことにより、事業の推進に努めます。 
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第２節 食育の推進 

【現況と課題】 

朝食欠食等の食生活の乱れや、肥満児の増加にみられるような心身の健康問題が

子どもたちに生じています。このため、乳幼児期からの適切な食事の摂り方や、望

ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心

身の健全育成を図るため、保健分野や教育分野をはじめとする様々な分野が連携し

つつ、乳幼児から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供を進

めることが必要です。 

アンケート調査でも、就学前児童の保護者では、「子育てをする中で悩みや気にな

ること」として「食事や栄養」をあげる回答が約４割と多くなっています。 

 

【基本施策】 

食を通じて心身ともに健康な子どもの育成や、食を通じた家族との良好な関係づ

くりが促進されるよう、必要な対策に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 食に関する学習機会の確保や情報提供 

事業担当課 健康課・教育課・産業振興課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・母親父親教室 栄養講義：３回/年、参加人数：13人 

・離乳食講習会（年６回）：延べ参加者数：38人 

・３歳児親子セミナー 栄養テーマ：1回／年、参加者数：10組（子 10人） 

・健康プラン「幼児のいる家庭も対象とした親子クッキング」事業にて３歳児健

診時、親子クッキングとレシピ集を配布、延べ参加人数：49組（子 49人） 

・なかい誕生 110年記念事業・健康プラン事業「クッキングレシピコンテスト」

実施…中井町で取れる食材を用い、子どもが 30分以内で作ることができるレシ

ピを町内の小中学生対象に募集。応募レシピ数：222品、入賞レシピ：13品、入

賞レシピ集を町内公共施設等にて配架及び各種事業にて配布。さらに入賞レシピ

を町広報に順次掲載。 

・小・中学校において、各教科及び総合的学習の時間の中で食に関する学習を行

っています。また、こども園においても食に関する活動を行いました。 

・稲作体験事業により小学生に食に対する学習機会を提供しています（４回、各

30人）。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

母親教室、離乳食講習会、３歳児親子セミナー等、母子保健事業において、親

子を対象とした食に関する学習の機会の確保と情報提供を進めます。 

食育推進計画に基づき、妊産婦や乳幼児期、学童期・思春期を対象とし、地域

の特徴を活かした食育を推進します。 

小学生が種まき・田植えから収穫（籾摺り・精米）までの一連の稲作を体験す

ることで、生産の苦労を体験し、食の大切さを学びます。 
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事 業 名 こども園給食の提供 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

給食献立表・食育だよりを毎月発行。また、１～５歳児の園児を対象とした栄

養指導を学年別に寸劇や紙芝居で５回実施したほか、保護者向けの給食試食会を

４回実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

園児の健全な発育及び健康の維持・増進の基盤であるとともに、おいしい、楽

しいという情緒的機能や食事を大切にする考え方を教える教育的機能などの役

割を持つこども園給食を、今後も提供します。また、給食に使用する食材につい

ては、安全性に十分配慮します。 

 

事 業 名 学校給食の推進 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・献立表を月１回発行、給食メールを毎日発行。また、給食週間に合わせて町長・

議長・教育委員と児童との会食を実施。                                   

・地場産物活用を目的とした「なかい産品デー」（中井町産及び神奈川県産のも

のを多く使用する）を月１回以上実施。 

・安全で安心な給食提供を図るため、町ホームページにて産地の公表を実施。 

・栄養教諭による給食指導 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

児童・生徒の発育や健康のもととなる学校給食については、給食センターと学

校との連携を図りながら、望ましい食習慣の形成や食事マナーの指導などを推進

するとともに、栄養バランスの良い食事の提供や郷土色を取り入れた地場産食材

の使用など学校給食の充実に努めています。また、児童・生徒の家庭に対しては、

献立表や給食だよりを発行・配布するなど、情報の提供に努めています。今後も、

安全な学校給食の充実や保護者の負担軽減に努めます。  

 

事 業 名 食生活改善推進協議会活動 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

会員数：37人、養成講座受講者数：１人（修了者数１人） 

ライフステージに合わせた食育活動、生活習慣病予防に対する食習慣の改善啓

発活動を展開しています。３歳児健診親子クッキングおやつ作り（年４回）、エ

ンジョイクッキング（年１回）、ふれあい料理教室（年１回）、小学生お菓子作り

教室（年１回）、親子料理教室(年１回）など 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

生涯を通じた健康づくりの一貫と、地域での食生活改善の活動として、食べる

楽しさ、つくる喜びを伝える体験や食を通じた家族・人との関係づくりなどの食

育活動を推進します。 
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第３節 思春期保健対策の充実 

【現況と課題】 

思春期は、身体的・心理的・社会的に成長が著しく、子どもから大人への移行期

であり、自己を確立しながら独立していく時期です。しかし、その過程で悩みや不

安などを持ちやすく、精神的にも不安定になりやすい時期のため、不満や悩み・ス

トレスが反社会的な行動に結びつくこともあり、適切な対応が必要となります。 

また、この時期は、性についての関心が高まる時期です。思春期における心身の

健康は、本人はもちろん次世代にも影響を及ぼす問題となるため、正しい知識を身

につけ、責任ある行動をとれるよう育成することが重要となります。 

 

【基本施策】 

思春期の子どもに対して、性や薬物についての正しい知識の普及を図るとともに、

一人で悩まず相談できるよう専門機関と支援します。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 思春期における健康教育と相談 

事業担当課 健康課・教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・学校からの健康教育に関する要望や依頼への対応を中心に支援を継続的に実施

しています。中井中学校…学校保健委員会 11/22出席（テーマ「朝食・食生活に

ついて」）、福祉体験学習：３年生（３/１）、育児体験コーナーの指導 82名 

・学校保健において、思春期における健康教育を行っています。また、保健体育

科において、指導を行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

関係機関で実施している事業との連携を図り、思春期から自分の健康の保持・

増進への意識が高まるような健康教育等の支援策を検討、実施します。思春期の

心の問題への対応については、学校保健での取り組みはもちろん、関係機関、関

係職種との連携を図り推進します。 
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第４節 小児医療の充実 

【現況と課題】 

小児医療体制は、安心して子どもを産み、健やかに育てることができる環境の基

盤となることから、小児医療の充実・確保に取り組むことが必要です。特に産科の

医師を確保することが課題となっています。 

 

【基本施策】 

安心して子どもを産み、健やかに育てることができるよう地域医療体制の整備を

図ります。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 小児医療体制の整備 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

小児科を標ぼうしている町内医療機関数：３医療機関 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

将来にわたって産科及び小児科の医師を確保できるように、国・県・医師会等

へ働きかけをし、必要な医療ニーズに対応していくことにより、保護者が安心し

て子育てができる体制整備に努めます。 

 

事 業 名 二次及び三次救急医療体制の整備 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

県西地区２市８町で、広域二次病院群輪番制事業を継続して実施。 

※10病院平成 30年度受診者 27人（全体の 8.5%） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
近隣の病院等も含めた地域の医療機関、関係機関との連携を図り、生活圏を重

視した救急医療体制の充実に努めます。 
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第５節 不妊に関する相談支援 

【現況と課題】 

不妊に悩む方に対して、医学的な相談や不妊による心の悩みの相談等を行う相談

機能の確保が必要です。 

 

【基本施策】 

県、関係機関との連携を図りながら、不妊治療の正しい情報の提供や安心して相

談できる環境づくりに努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 不妊に悩む方への特定治療支援事業 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

平成 23年９月７日施行「中井町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱」

に基づき、夫婦１組１回の治療につき 15万円を限度に助成。 

・平成 30度申請者：０件（交付額：０円） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

医療保険が適用されない高額な医療費がかかる特定不妊治療について、神奈川

県の実施する助成事業に上乗せする形で、治療にかかる費用の一部を助成しま

す。 

また、町広報、ホームページで本事業についての周知を継続するとともに、申

請時に神奈川県不妊・不育専門相談センターや不妊治療医療機関などの相談先の

案内チラシを配布します。 

 

事 業 名 不育症治療費助成事業 

事業担当課 健康課 

事業実績 
（平成 30年度） 

平成 24年６月 20日施行「中井町不育症治療費助成事業実施要綱」に基づき実

施。医療機関で不育症と診断された方の治療であること、医療保険各法の規定に

基づく保険給付が適用されない不育症治療費であること等を交付の条件とし、１

治療期間ごとの医療費の 1/2以内、１年度 30万円を助成の限度額としています。 

・平成 30度申請者：０件 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

医療保険が適用されない高額な医療費がかかる不育症の治療に要する費用の

一部を助成することにより、不育症のために子どもを持つことが困難な夫婦の経

済的負担を軽減します。 

また、町広報、ホームページで本事業についての周知を継続するとともに、申

請時に神奈川県不妊・不育専門相談センターや不妊治療医療機関などの相談先の

案内チラシを配布します。 
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第３章 心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

中学生、高校生等これから親になる世代が、子どもを産み育てることの意義や子ど

もや家庭の大切さが理解できるように、学校・地域・家庭の教育環境の整備が求めら

れています。 

 

第１節 次代の親の育成 

【現況と課題】 

男女が協力して家庭を築くことや、子どもを産み育てることの意義に関する教

育・広報・啓発について、各分野が連携し効果的な取り組みを推進することが必要

です。 

また、家庭を築き、子どもを産み育てたいと思う男女が、その希望を実現できる

ようにするため、地域の環境整備を進めることが必要です。 

特に、中学生、高校生等が、子どもを産み育てることの意義を理解し、子どもや

家庭の大切さを理解できるようにするため、福祉体験学習等を活用し、こども園や

子育て支援センターにおいて乳幼児とふれあう機会を広げるための取り組みを推進

することが必要です。 

 

【基本施策】 

男女が協力して家庭を築くこと、子育ての楽しさや子どもを産み育てることの意

義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携し効果的な取り組みを推進し

ます。 

また、思春期における乳幼児とのふれあい体験などの機会を確保し、次代の親の

育成支援に努めます。 
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【施策の方向】 

 

事 業 名 男女平等教育の推進 

事業担当課 地域防災課・教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

「中井町男女共同参画プラン改訂版」に基づき、中学校における技術家庭科の

男女共修や、小・中学校における男女混合名簿の導入を行いました。小学校では、

学校行事における整列順や組分けにおいて男女混合の考え方を導入しています。

意識啓発活動を推進し、平成 30年度は「卒婚 夫婦の良い距離の取り方」～互

いに縛らず、支え合う関係～をテーマに、中央大学法学部教授を講師に招き講演

会を実施しました（44人参加）。また、情報誌を年２回発行（全戸配布）しまし

た。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

男女平等の意識は、子どものころから日常生活の中で形成されるものであり、

家庭での教育が重要となります。家庭教育学級や教育相談の充実により、男女共

同参画による家庭のあり方についての啓発や情報提供を行っています。また、中

学校における技術家庭科の男女共修や、全小・中学校における男女混合名簿の導

入など学校教育の場での男女共同参画はある程度進んでいますが、今後は教育指

導のみではなく、学校行事など教育の様々な場面で、男女平等教育を推進してい

きます。さらに、教職員の研修についても充実を図ります。 

また、仕事と子育ての両立のためには、従来の「男は仕事」、「女は家庭」と

いう固定的な性別役割分担意識を是正し、家族一人ひとりが家庭の大切さを認識

し、育児や家事などを男女が協力して担っていく必要があります。「中井町男女

共同参画プラン改訂版」に基づき、意識啓発活動を推進します。 

【啓発活動の推進】 

・広報なかい等による情報の提供 

・情報誌の発行 

・講演会、フォーラムの開催 

・近隣市町との連携による事業の実施 

 

事 業 名 乳幼児とのふれあい 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・中井中学校で開催している福祉体験学習において「育児体験」を実施（中学３

年生 82人）。 

・中井中学校２年生の職業体験で、なかいこども園等の保育施設へ２人が参加し、

園児とのふれあいを体験。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

思春期の子どもたちが乳幼児とふれあう機会を広げ、命の誕生の喜びや大切

さ、子育ての楽しさなどを知り、次世代の子育てにつながるような体験や学習に

ついて、関係機関との連携のもと推進します。 
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第２節 子どもの生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備 

 

【現況と課題】 

本町では、小・中学校における教育について「生きる力」を育むために、個性を

尊重する教育をさらに進めるとともに、豊かな感性を養う体験学習などを充実して

います。 

また、幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期となることから、幼児の自発

性を重視し、しつけや心の教育にも配慮した特色ある教育課程の編成や教育内容の

充実、教職員の資質の向上が必要です。 

さらに、幼児教育の質的変化に伴う施設の整備や、より充実した教育を行うため

の環境整備が必要です。 

 

【基本施策】 

次代の担い手である子どもたちが、個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよ

う、学校の教育環境等の整備に努めます。 

 

【施策の方向】 

 

１．確かな学力の向上 

事 業 名 教育課程の工夫・改善に関わる研究指定校事業 

事業担当課 教育課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

児童・生徒の学力向上をめざして、３校１園連携の授業づくり研究を実施。講

師派遣の研究会を各校・園で計 20回実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

今後も、学習指導要領のねらいの一層の実現を図り、｢生きる力｣の知的側面か

らとらえた｢確かな学力｣を幼児・児童・生徒に育成するため、｢教育課程を適切

に実施するための指導時間を確保｣したり、｢伝え合い話し合う授業｣や｢個に応じ

た指導｣の一層の充実を図ったりするなど、園・学校の特色を生かした実践的な

研究を通してその成果の普及を図ります。 

 

事 業 名 外国人講師設置事業 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

外国人指導助手（ＡＬＴ）２人（うち１人は委託契約者）。全児童・生徒対象。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

国際化の進展や社会のニーズに応じて、こども園・小学校・中学校の子どもが

行事・総合的な学習の時間等を通して、直接外国人とふれあい、正しい国際理解

の素地を養うとともに、外国語にふれ、慣れ、親しむことができるよう、引き続

き外国語指導助手を配置していきます。 
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事 業 名 情報教育の充実 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

小学校でボランティアによる情報教育支援者派遣を実施。 

・中村小：校務用 PC25台、教育用 PC31台、教育用タブレット９台 

・井ノ口小：校務用 PC26台、教育用 PC31台、教育用タブレット９台 

・中井中：校務用 PC28台、教育用 PC41台、教育用タブレット５台 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

小・中学校の専用教室に、パソコンをはじめとする情報教育関連機器を導入し、

校内ＬＡＮを整備することで、どの教室でも情報機器を活用した授業ができるよ

う環境整備に努めています。また、教職員の情報教育の指導力向上をめざした研

修会の開催や、小学校におけるプログラミング教育に関する研究をしています。

今後とも情報教育の充実に努めます。 

 

２．豊かな心の育成 

事 業 名 道徳教育の充実 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

各校、各学年の「道徳科」の必要時数の完全実施をめざして取り組み、達成し

ました。また、新学習指導要領の完全実施に伴い、道徳の抜本的充実に向けた研

修会を実施しました。こども園では、道徳性の規範意識の芽生えを意識した教

育・保育活動を行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

児童・生徒の道徳的心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性の育成として

下記の内容に取り組んでいます。 

・学校の教育活動全体を通じた道徳教育の充実を図る。 

・「道徳の時間」において、各教科・領域との関連を図りながら、道徳的価値

の自覚を深め、道徳的実践力の育成を図る。 

・体験活動等を活かした心に響く道徳教育の実践を積極的に支援する。 

・保護者や地域の人々の協力を得るなど、各学校の創意工夫と特色を活かした

道徳教育の充実を図る。 

今後も、上記教育内容の充実に努めます。 

 

事 業 名 稲作体験事業 

事業担当課 産業振興課 

事業実績 
（平成 30年度） 

中村小学校５年生が実施（４回、各 30人）。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

農業委員や地域の農業者の指導のもと、小学生が、種まき・田植えから収穫（籾

摺り・精米）までの一連の稲作を体験することで、生産の苦労を体験し、お米の

大切さを学びます。収穫したお米を小学生が調理し、体験した学習の内容を発表

する「収穫祭」が開催され、さらに交流を深めています。引き続き、町の産業の

一つである農業を、子どもたちに理解してもらうよう実施します。 
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事 業 名 文化活動の推進 

事業担当課 生涯学習課・教育課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

全幼児・児童・生徒が対象で今年度も実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町教育研究会が中心となって、幼児・児童が良質の文化活動にふれあうことが

できる芸術鑑賞会を開催しています。また、町内の保育園・こども園、小学校・

中学校の幼児・児童・生徒作品展を開催し、幼児・児童・生徒の学習成果を公表

し、文化活動の推進に努めています。今後も、文化活動の推進に努めます。 

 

事 業 名 読書活動推進事業 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・中井町読書の日に合わせて読書活動推進を図る取り組みとして、標語・ポスタ

ーコンクールのほか、読書の日のつどい表彰式を 11/３（土）に実施。 

・子育て支援センターや学校、こども園へ月に 40冊程度の団体貸出しを実施（年

間：小学校 276冊、こども園 113冊）。 

・こども園、小学校へ新しい本の紹介チラシを年４回配布。 

・なかい誕生 110年記念事業として「中井っ子に読ませたい 110の本」を実施。

公募及び関係機関、委員等により 110 冊を選書し、７/１～12/28 の間、改善セ

ンター及び井ノ口公民館図書室において貸出し（実績 328冊）。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

図書室の図書資料整備や環境整備、図書資源のリサイクル、読書活動推進員の

派遣、ボランティアとの連携によるサービスの提供、図書室電算システムの活用

による情報化推進など、こども園・学校・家庭・地域が連携を図りながら読書活

動の推進に努めます。 

 

事 業 名 児童生徒表彰 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

表彰人数 236人（中村小学校 58人、井ノ口小学校 95人、中井中学校 83人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

地域の大人たちが子どもたちに目を向け、子どもたちの優れた個性や能力、良

い行いを称える児童生徒表彰を実施しています。同表彰は、学校や保護者、地域

住民の推薦によって奉仕・親切・学芸・体育・努力・創造・勤労・読書・友情・

明朗・その他の各賞を選考したもので、今後とも、身近なところで頑張っている

子どもたちを家庭・地域で見守ることをねらいに、事業の推進を図ります。 
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３．健やかなからだの育成 

事 業 名 スポーツ活動に関する支援 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

平成 26 年度よりニュースポーツとしてユニカールを推進しており、平成 30

年度もユニカール講習会を開催するとともに、自治会親善ユニカール大会を開催

したほか、スポーツ推進委員の指導者資格取得支援を行いました。秋の自治会親

善パークゴルフ大会は 18回目の実施となりました。 

・ユニカール講習会：４回延べ 68人参加、自治会親善ユニカール大会：１回 70

人参加、ユニカール教室（新規事業）：１回小学生対象で９人参加 

 ６月には健康スポレク祭を開催し、子どもがスポーツにふれあえる機会を提供

しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

ニュースポーツも含めた様々なスポーツ活動に接する機会の提供と、スポーツ

人口の増加を図っています。また、今後とも運動を楽しめる教育・指導を充実さ

せるとともに、地域との連携により、スポーツ推進委員と地域活動振興員による

支援の充実に努めます。 

 

事 業 名 小児生活習慣病の予防 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

食育担当者会議を開催（５月）し、こども園、小・中学校の連携を図りながら、

食育の推進の一環として栄養バランス、旬の野菜について、朝食をとることの意

味等の情報提供により小児生活習慣病の予防の啓発を図りました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
肥満、野菜不足、朝食の欠食などの解消に向けた食習慣や栄養、適正体重等に

関する正しい知識の普及啓発を図るため健康指導の充実を図り、小児生活習慣病

の予防に努めます。  

 

事 業 名 口腔の健康管理 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

園・小・中の全園児・児童・生徒に各年１回の歯科検診を実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
歯科検診や健康教育等を通じて、むし歯予防等の口腔の健康管理に取り組みま

す。 
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４．信頼されるこども園・保育園・学校づくり 

事 業 名 学校評議員制度の充実と学校評価の推進 

事業担当課 教育課、福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・こども園、小中学校でそれぞれ年２回会議を開催。 

・年３回、評議委員会及び保育参観を開催し、園運営に関して意見聴取を行いま

した。また、入園式や運動会、卒園式にも出席してもらい、園児の成長をみても

らいました。 

・園評価については、11 月に保護者及び職員を対象に園評価、自己評価を実施

し、12 月には、評価に対する分析と改善策について職員間で取りまとめ、２月

の評議委員会議で評議員から評価書案に対する意見をもらいました。 

事業区分 改善 

事業内容・方針 

・学校が、保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連携・協力し一体と

なって子どもたちの健やかな成長を図っていく観点から、より一層地域に開かれ

た学校づくりを推進していくため、地域住民の学校運営への参画の仕組みとして

学校評議員制度を立ち上げ、各学校に学校評議員を任命しています。学校評議員

や保護者等による学校運営等への外部評価、並びに教職員による自己評価を積極

的に進め、その評価結果の公表に努めています。今後も学校評議員制度の充実と

学校評価の推進に努めます。 

・こども園に関しては、平成 31年度に「こども評議員」へ名称変更は行いまし

たが、これまでどおり園評価や園運営への意見等をもらうなど事業を継続しま

す。 

 

事 業 名 地域に開かれた学校運営の推進 

事業担当課 教育課、福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・なかいこども園において、11月 14日(水）に一般公開保育、２月 18日（月）

に公開保育及び研究発表会を実施しました。また、隔月で未就園児を対象とした

園庭開放、９月４日(火）には地域の消防団啓発活動・防災訓練、１月 17日(木）・

25日（木）には地域の老人会の方々による昔遊び（５歳児）を行っています。 

・小中学校では、学校公開日を実施しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

こども園の一般開放や地域の方を招いた事業を実施する等、地域に開かれた園

運営を実施しています。 

また、神奈川県｢学校へ行こう週間｣をはじめ、日頃から保護者や地域の人々に

学校施設を開放し、学校教育への理解を推進することを基本とし、児童・生徒が

来校した地域の人々から学ぶ機会や、地域に出かけて学ぶ機会を積極的につくっ

ています。 

今後とも地域に開かれた学校運営に努めます。 
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事 業 名 ボランティアの活用 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

小学校本の読み聞かせやお米づくり、子ども安全パトロール員による巡回や昔

遊びをお年寄りから教えてもらうなど、中学校では中井町のハイキングコースを

歩く｢中井を見て歩く｣授業や俳句や短歌づくりの指導や地域の人たちとスポー

ツを楽しむ会など、多くの場面でボランティアが活躍しています。園各校ともボ

ランティアを取りまとめる「スクールコーディネーター」を配置し、さらなる活

性化を図りました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

「総合的な学習の時間」の活動や道徳の時間の学習に対する指導、学校図書室

の環境整備や本の読み聞かせ、運動部活動の指導など、子どもたちの教育活動の

充実のために、保護者や祖父母、地域の人々の協力によりボランティア活動を進

めています。今後とも協力のもと教育活動の充実に努めます。 

 

事 業 名 学校施設の開放 

事業担当課 教育課・生涯学習課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・井ノ口小学校のミーティングルームを継続して学童保育に開放しています。ま

た、夏季休業期間に両小学校プールを一般開放（小学校２施設：35日間、1,621

人）し、多くの子どもに利用されている。その他、年間を通して、小中学校のグ

ラウンドを休日、体育館を平日夜間と休日に開放し、子どものスポーツ団体等に

も利用されています。 

・放課後児童健全育成事業としての実績は、土曜日の体育館利用や夏季休業中の

プール利用などがありました。放課後健全児童育成事業の充実を図るため、所管

課と連携しながら施設の有効利用に努めました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

小学校の１教室を放課後児童健全育成事業に開放したり、平日の夜間や土・日

曜日、祝日に体育館やグラウンドなどの体育施設を地域の人々に開放したりして

います。また、夏期休業中は、小学校のプールを地域の人々に開放しています。

今後とも関係機関が連携し、学校施設の開放の推進に努めます。 

 

事 業 名 教職員の指導力の向上（児童教育） 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

町授業づくり指定研究の１年目として、年度末に、成果と課題を明確にするた

め、各校で研究紀要を作成しました。また、各学校全教員が１回以上研究授業を

実施しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

公開授業を中心とした校内研究会の充実を図り、外部講師の指導等を活かし、

指導方法の工夫・改善に努めています。また、学校外の研究会等にも積極的に参

加し、研修の成果を自校の教育活動に反映するよう努めています。今後とも教職

員の指導力の向上に努めます。 
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事 業 名 安全管理と安全確保の推進 

事業担当課 教育課・地域防災課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・防犯指導員による巡回監視を継続実施。 

・施設監視機器を園に設置済み（２か所）。 

【安全監視業務】 

・防災安全専門員による巡回監視を実施。（週に４日 ２時間／日程度） 

・防犯指導員２名による巡回監視を実施。（月に２日 ３時間／日程度） 

【防犯カメラ】 

・平成 28年度に小中学校及び保育関連施設周辺に 19基の防犯カメラを設置。 

（24時間体制で稼働） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

児童・生徒が安心して教育を受けることができるよう、こども園・保育園・小

学校・中学校などに警報装置を設置しています。また、児童・生徒の活動時間中

は、各施設の安全を確保するために、防犯指導員や防犯安全専門員が巡回してい

ます。児童・生徒には、登下校中の安全を期するため、防犯器具を配布していま

す。今後とも安全管理と安全確保の推進に努めるとともに、このパトロールの活

動について、町民にアピールすることで防犯意識の向上を促す工夫を行います。 

 

５．保育・幼児教育の充実 

事 業 名 教職員の指導力の向上（幼児教育） 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

年間 10回。新指導要領の趣旨に則った園内研究会の充実を図りました。また、

継続の講師招聘を行い、研究内容の共通理解がさらに深まりました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
公開保育を中心とした園内研究会の充実を図るとともに、公立幼稚園協議会を

はじめとした各種研究会に積極的に参加し、その成果を自園の教育活動に反映で

きるように努めており、今後とも教職員の指導力の向上に努めます。  

 

事 業 名 人と自然と文化との関わりの推進 

事業担当課 教育課 

事業実績 
（平成 30年度） 

稲作体験や野菜の栽培、うさぎの飼育、メダカの卵ふ化の観察などの体験活動

を行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
野菜の栽培や収穫、動物の飼育、保護者や家族の保育参加、調理や遊びを通し

た高齢者とのふれあいやこども園児との交流、人形劇をはじめとする文化活動な

ど、今後とも、人、自然、文化を対象とした体験活動の推進に努めます。 
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事 業 名 ３年保育の実施 

事業担当課 福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・平成 24年度より、３歳児、４歳児、５歳児の保育を開始。 

・平成 26年度より、なかいこども園開園。０～５歳児までの受け入れ開始。 

・平成 31年３月現在、１号認定３歳児 12人。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

少子化等の社会情勢をかんがみ、早期から人との交流の機会を確保するため、

引き続き３年保育を実施していきます。また、幼児教育にふさわしい環境づくり

をめざし、施設の維持管理に努めるとともに、設備の充実を図ることを検討しま

す。 

 

事 業 名 こども園・保育園と小学校の連携 

事業担当課 教育課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

なかいこども園と木之花保育園で５歳児の交流会を実施。また、中村・井ノ口

小学校の授業・給食を５歳児が体験したほか、中井音頭の指導や絵本の読み聞か

せなどの交流を図りました。園と学校の職員間で、授業や保育参観を行い、研究

会に参加して連携を図りました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

幼児教育から小学校教育への適切な移行を図るために連絡会を開催し、授業参

観、情報交換及び共通理解を実践しており、今後もこども園・保育園と小学校の

連携推進に努めます。 
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第３節 家庭や地域の教育力の向上 

【現況と課題】 

育児不安や児童虐待の背景として、近年の都市化、核家族化、少子化、地域にお

ける地縁的なつながりの希薄化等に伴う家庭の教育力の低下が指摘されています。

アンケート調査でも、就学前児童の保護者、小学校児童の保護者ともに「子育てを

する中で悩みや気になること」として「子どもを叱りすぎているような気がする」

との回答が上位にあがっています。 

このため、公民館等の社会教育施設をはじめ、乳幼児健診や就学時健診等の多く

の親が集まる機会を活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会

や情報の提供を行うことが必要です。また、子育て経験者等の養成・配置等による、

子育て中の親が家庭教育に関して気軽に相談できる体制の整備や育児サークル活動

への支援など、地域において子育てを支援するネットワークの形成を図ることが必

要です。 

さらに、子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断、行動し、よ

りよく問題を解決する力や他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、た

くましく生きるための健康や体力を備えた「生きる力」を、学校や家庭及び地域が

相互に連携しつつ社会全体で育んでいくことが必要です。 

 

【基本施策】 

子どもを地域全体で育てる観点から、学校や家庭及び地域との連携のもとに家庭

や地域における教育力を総合的に高めていきます。 

 

【施策の方向】 

 

１．家庭教育の支援の充実 

事 業 名 家庭教育学級の開催 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

委託を行った５団体それぞれで、すどう美術館館長による講演会や救急救命講

習会、食品工場の視察等の事業が実施されました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

こども園保護者と先生の会、小学校及び中学校のＰＴＡに委託し、近年の核家

族化、少子家族化の進行に加え、共働き家庭の増加等に伴って低下している家庭

教育力、地域教育力の向上を図ることを目的に、家庭教育学級を実施しています。

具体的には、「いじめ、人権、豊かな心に関すること」「生活習慣改善に関する

こと」を必須実施とし講演会や社会見学などが実施されています。 

今後とも家庭教育学級の充実に努めます。 
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事 業 名 育児サークル活動への支援 

事業担当課 健康課・福祉課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・保健福祉センター２階の掲示板に子育てサークルの活動内容・紹介チラシを掲

示し幼児健診問診時にサークル参加希望者へ紹介しました。 

・町ホームページ上の子育て応援サイトにおいて、サークル情報を掲載しました。 

・サークルイベントにおいて、運動の必要性について説明と親子体操を実施しま

した（２月 19日）。 

・子育て支援センターのホールや地域集会施設、保健福祉センター会議室等を育

児サークルなどへ活動の場として提供しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
地域の子育て支援を目的に、情報提供等育児サークル活動への支援に努めま

す。 

 

２．地域の教育力の向上 

事 業 名 青少年育成のための地域への機器材の貸出し 

事業担当課 地域防災課・生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

平成 27年度より「まちづくり活動備品貸出制度」を開始し、従来のスポーツ

関係用品に加え、会議関係物品や放送機具等の町所有備品の無料貸出しを実施

し、自治会活動や地域活動の支援を行っています。 

自治会、子ども会等の各種行事実施に伴い、「まちづくり活動備品貸出制度」

により依頼のあった物品などの貸出し（放送設備、プロジェクター、発電機、テ

ント、机、椅子等）を行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

各自治会のスポーツ大会やレクリエーション大会に町所有のスポーツ備品を

貸し出しており、今後とも青少年育成のため地域への活動に機器材の貸出しに努

めます。 

 

事 業 名 学校施設の開放（体育施設） 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

地域のスポーツ振興、住民の健康増進等、引き続き積極的に学校施設の開放に

努めています。 

・夏季休業期間に両小学校プールの一般開放を実施（小学校２施設：35 日間、

1,621人）。 

・小中学校のグラウンドを休日、体育館を平日夜間と休日に町民等に開放。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
スポーツの振興と住民の健康増進を図るため、教育委員会の所管する体育館、

グラウンド、プールなど学校体育施設（小学校及び中学校）の開放を実施してお

り、今後とも学校施設の開放推進に努めます。 
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事 業 名 少年少女のスポーツ活動の推進 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

総合グラウンドや学校体育施設等の開放を行い、子どもたちのスポーツ活動の

場の提供を行っています。今年度は、小学生を対象に他町からジュニアセットを

借用しユニカール教室を開催（１回９人）しました。また、体育協会が実施して

いる中学生への指導に対する支援、小学生を対象とした足柄上地区内での駅伝ほ

か、各種目の参加案内配布等、子どもたちのスポーツ活動の推進に努めています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

少年野球、サッカー、剣道、少林寺拳法など各種スポーツ活動の場の提供、ボ

ランティア指導者による指導を実施しています。また、体育協会等が小・中学校

で部活動の指導も実施しています。今後とも少年少女のスポーツ活動の推進に努

めます。 

 

事 業 名 ジュニアリーダーの育成 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 
（平成 30年度） 

・ふれあいキャンプ（山北町大石キャンプ場）：参加者 18人（中学生８人・小学

生 10人） 

・中学生ふれあいスキー＆スノーボード教室（長野県栂池）：参加者 27人 

・花いっぱいの中井町（万年橋付近花壇整備）：中学生ボランティア８人 

 前年度、戸沢村・中井町青少年ふれあい交流事業に参加した小学生が中学生と

なり、当該事業に協力しています（５人）。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

キャンプやスキー＆スノーボード教室などを通して、ジュニアリーダーとなる

人材の発掘及び育成に努めています。また、青少年を対象としたボランティア活

動の推進も実施しています。 

 

事 業 名 まちづくりパートナーの活用 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 
（平成 30年度） 

 人材活用制度として「まちづくりパートナー制度」を運用しています。活用が

少ないため、今後、さらに広報・周知に努めます。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

技能や資格など豊富な知識等を有する方々を生涯学習指導者としてまちづく

りパートナーに登録し、総合学習や講演会、学習会等要望に応じ講師として派遣

します。今後とも、子どもから大人まで各層に対応すべく、人材の発掘に努める

とともに、活用の促進を図ります。 
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事 業 名 体育協会活動の充実 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 

（平成30年度） 

体育協会への補助金交付等により、各種スポーツ活動への支援、育成を行って

います。また、体協だよりで会員の募集をしており、種目によっては幼少期から、

小学生、中学生も見据え、体力向上と体育振興の宣伝啓発や指導を行い、会員間

の交流を子育て支援につなげています。小中学生との関わりでは、中学生との交

流会（12 月）やパークゴルフ協会による中学１年生とのふれあい交流でのパー

クゴルフ指導、テニス協会、陸上部等による中学生指導、町スポーツ少年団事務

への支援など、体育協会活動への支援を図るとともに子育て支援の推進に努めて

います。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

本町におけるスポーツの振興を通して、住民の体力づくりと健康の維持・増進

を図り、スポーツマンシップの涵（かん）養・スポーツを通してのコミュニティ

づくりを推進するため、本町の体育協会活動を推進しています。今後とも小・中

学校における部活動の指導に努める等、体育協会活動の充実を図ります。 

 

 

第４節 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

【現況と課題】 

性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフ

ト等が販売されていることに加え、インターネットをはじめとしたメディア上の有

害情報については、子どもに対する悪影響が懸念されています。また、最近では、

インターネット上のいじめなども社会問題化しているため、関係機関、学校、家庭、

地域がさらに連携し、有害環境対策を進めていくことが必要です。 

 

【基本施策】 

子どもを取り巻く有害環境対策の推進を図るため、関係機関、学校、家庭、地域

の連携を深め、子どもを健全に育成できる環境づくりに努めます。  

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 保護者に対する教育・啓発の推進 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 

（平成30年度） 

家庭教育学級で取り上げるテーマは、毎年ＰＴＡ役員が決定するため町が指定

することはできないが、本事業のテーマも取り上げられるよう、事業の説明会に

おいて情報提供やテーマ例への記載など、啓発推進に努めました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

家庭教育学級において、子どもが犯罪被害に巻き込まれることがないよう、イ

ンターネットをはじめとするメディア上の子どもに関する情報を活用するとと

もに、メディアの問題性や注意事項などを促すために、子どもや保護者に対する

各種啓発活動や勉強会を推進し、今後とも教育・啓発の推進に努めます。 
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事 業 名 有害図書等における関係者への指導・要望 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 

（平成30年度） 

青少年指導員の協力により社会環境実態調査を行いましたが、悪質な有害図書

等の存在はありませんでした。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
有害図書・ビデオ・ソフト等の存在を把握し、また、地域、警察、関係団体等

との連携による情報入手を踏まえ、今後とも、悪質な有害図書等の排除のため関

係者への指導・要望に努めます。 

 

事 業 名 環境浄化活動の促進 

事業担当課 生涯学習課 

事業実績 

（平成30年度） 

７月 23日（月）及び 12月 10日（月）に町内の夜間パトロールを実施しまし

た。また、有害自動販売機等の存在の把握に努め、発見した場合は関係機関と連

携し、排除するようにしています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
街頭浄化活動や町内パトロール等により、青少年の非行防止にあたるととも

に、有害図書、有害自動販売機等有害環境の排除に努めます。 
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第４章 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもと子育て家庭の日常生活の基盤となるのが、質の良い「住宅」と「まちづく

り」です。良好な住宅と居住環境、安全な道路交通環境、安心できる公共施設など、

子どもを含めたすべての家庭が暮らしやすいバリアフリーが組み込まれた「まちづく

り」が求められています。 

 

第１節 良好な居住環境の確保 

【現況と課題】 

子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりある住宅を確保することができるよ

う、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取り組みが望まれます。 

また、公共賃貸住宅においては、子育て期にある多子世帯等がゆとりある住宅に

入居できるよう、優先入居の制度の活用を図ることが望まれます。 

さらに、持ち家又は借家を含め、広くゆとりのある住宅の確保のための情報提供

等を進めることが望まれます。 

公共賃貸住宅の整備や土地区画整理事業においては、地域の実情等を踏まえつつ、

良質な住宅が確保できるよう受託用地の確保を行うとともに、子育て関連施設も一

体的に整備することが望まれます。 

 

【基本施策】 

町営住宅の整備や市街地再開発事業が着手される場合、衛生面や健康面に配慮し

た住宅、保育に関わる支援施設の一体的整備や防犯性の向上など、安心して子育て

がしやすい居住環境を整備することに努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 町営住宅の入居 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

従来どおり、町営住宅の管理運営を行いました。 

（30年度管理戸数５戸、入居戸数５戸、新規募集０件） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町営住宅の募集にあたっては、低所得者、20 歳未満の子を扶養している寡婦

又は寡夫等を優先して選考しています。今後も公平性を考慮しつつ、適正な管理

に努めます。 
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第２節 豊かなまちづくりの推進等 

【現況と課題】 

整備された道路交通環境、公園や公共交通機関・公共建築物等のバリアフリー化

とともに、妊産婦等への理解を深める「心のバリアフリー」のための取り組みを進

め、ハード・ソフトの両面から安心して生活・外出できる、豊かな「まちづくり」

の推進が必要です。 

 

【基本施策】 

妊産婦や子ども、子ども連れの保護者等が安全・安心に利用することができるよ

う、道路交通環境や公園、公共施設等のバリアフリー化に努めます。また、誰もが

お互いに協力し助け合える「心のバリアフリー」の取り組みを進めます。 

また、子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路・

公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪等の防止に配慮した

環境設計を行うことに努めます。 

 

【施策の方向】 

 

１．安全な道路交通環境の整備 

事 業 名 幹線道路及び町道の整備 

事業担当課 まち整備課 

事業実績 

（平成30年度） 

【幹線道路の維持管理】草刈業務委託 

【生活道路の整備】町道石原線道路改良（延長=50m・幅員=４m）、町道神戸線道

路改良（延長=39m・幅員=４m）、遠藤橋（町道向畑ヶ線）長寿命化修繕、道路後

退用地整備 ほか 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

【幹線道路】地域間の交流や災害時における物資等の輸送などが円滑にできるよ

う、今後も周辺環境との調和を図った道路ネットワークの形成と維持管理に努め

ます。 

【生活道路】安全で安心して利用できる生活道路の整備と維持管理に努めます。 

 

事 業 名 交通安全施設の整備 

事業担当課 まち整備課 

事業実績 

（平成30年度） 

町道安全対策工事：中井隧道補修工事（延長=50m）、井ノ口・藤沢地区安全対策

（区画線設置 延長=30m、車道標識設置一式）ほか 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
交通量の多い交差点や交通事故が発生しやすい箇所については、関係機関など

と協議を行いながら、安全な道路環境の整備と維持・管理の向上に努めます。 
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事 業 名 公共交通の充実 

事業担当課 企画課 

事業実績 

（平成30年度） 

 中井町地域公共交通会議を１回開催し、地域の多様なニーズに合わせたオンデ

マンドバスの運行を通じて、住民にとって便利で使いやすい交通システムの提供

に努めました。また、今年度より町内完結型運行に切り替え、利用状況を注視し

ていくとともに、引き続き高齢者や交通弱者など、より移動手段を必要とする人

が利用しやすい運行体制を構築していくよう努めています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町内には鉄道駅がなく、公共交通による移動は主に路線バスが利用されていま

すが、利便性やマイカー依存等による利用者の減少に伴い、一部路線では廃止・

減便となっている状況がみられます。誰もが利用しやすい生活交通の充実は重要

ですが、今後、高齢化が進み自ら運転することが困難となる方が増えることも見

込まれる中で、引き続き路線バスの維持に努めるとともに、住民の生活ニーズに

対応した身近に利用できる交通手段の確立に努めます。 

 

事 業 名 カーブミラーの設置 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 
カーブミラー設置数：２基（総数 601基） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
危険箇所を最優先し、自治会、ＰＴＡ、校外指導員等の要望箇所の設置を年１

回実施しており、今後とも設置を行い道路交通の安全に努めます。 
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２．安心して外出できる環境の整備 

事 業 名 公共道路のバリアフリー化の推進 

事業担当課 まち整備課 

事業実績 

（平成30年度） 
歩行者安全対策（横原線老朽化側溝の改修 延長=136m） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
引き続き、子どもや高齢者、身体障がい者等の交通弱者も安心して公共道路の

利用ができるよう、段差の解消等バリアフリー化に努めます。 

 

事 業 名 「心のバリアフリー」の推進 

事業担当課 福祉課・健康課・教育課 

事業実績 

（平成30年度） 

・町立中学校全校生徒を対象とした、悩みとの向き合い方に関する講演会を実

施しました。 

・産後ケア・乳幼児健診については、主任児童委員・民生委員児童委員の協力に

より実施しています。事業で子育て中の保護者が委員とつながることが、地域

において相談しやすい環境となっています。 

・産後ケア事業（産後ほっとステーション）20 回／年、７か月児健康診査（ブ

ックスタート事業）６回／年、２歳児歯科健診６回／年 

・子どもの健やかな成長と豊かな人間形成のために、家庭教育の持つ意義と重要

性について共通の理解を深めることを目的に、家庭教育学級事業を学校ＰＴＡ

等に委託し、いじめ、人権、豊かな心に関する学習の機会を提供しています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
町民が互いに相談しやすい環境づくりのため、関係機関・団体と連携し、地域

で支え合える環境づくりの啓発に努めます。 
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３．安全・安心なまちづくりの推進等 

事 業 名 公園・緑地と自然環境の整備 

事業担当課 まち整備課 

事業実績 

（平成30年度） 

・公園の維持管理の実施（樹木伐採、植栽剪定、遊具の点検（13公園）、遊具の

修繕（２公園）、施設修繕（９公園）） 

・ホタルの養殖委託（厳島ホタルの会 会員 10人） 

・自然環境保全の推進（「厳島湿生公園の保全及び管理運営に係る協議会」の開

催） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

都市公園として整備され、災害時の拠点となる中井中央公園は、遊びの広場や

水辺の広場なども含め、住民のスポーツや憩いの場として活用されています。 

また、災害時の一時避難場所にもなる児童公園においては、遊具の維持管理に

心がけ、防犯対策にも配慮した安全で安心して利用できる公園環境整備にも努め

るとともに、都市基盤等の整備に合わせ、子育てにも活用できる小公園の整備に

取り組みます。 

なお、自然生態系の保全に配慮したホタルの飛翔する厳島湿生公園や、町の特

徴である里山景観などは、町の貴重な財産として、保全管理に努めます。 

 

事 業 名 道路の安全確保 

事業担当課 まち整備課 

事業実績 

（平成30年度） 

・舗装の傷みの激しい道路の補修を実施（境平沢線延長=243m、横原６号線延長

=248m） 

・道路の草刈り、側溝清掃の実施 

事業区分 継続 

事業内容・方針 道路利用者が安全に通行できるよう、道路利用環境の整備を継続します。 

 

事 業 名 防犯設備の整備と啓発活動の実施 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

・防犯灯設置数:８基（総数 1139基） 

・町広報紙等による啓発：「安全安心なまちづくり」記事を広報へ掲載したほか、

「振り込め詐欺対策」「窃盗注意喚起」チラシの組回覧を行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
今後とも、防犯灯、道路照明灯等の防犯設備の整備に努めるとともに、広報紙

等により防犯意識の高揚を図ります。 
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第５章 職業生活と家庭生活との両立の推進 

働く男女や企業が、積極的に子育てに取り組んでいけるように、働き方の見直しや

企業における子育て支援など、仕事と家庭の両立の支援が求められています。 

 

第１節 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し等 

【現況と課題】 

仕事と生活の調和を実現するためには、すべての人が自らの働き方を見直し、社

会全体の運動として広げていくことが必要です。また、職場優先の意識や、「男は仕

事」、「女は家庭」といった固定的な意識、働きやすい環境を阻害する職場における

慣行などを解消することが必要です。 

 

【基本施策】 

仕事と生活の調和の実現や男女の役割分担の見直し等に向けて、労働者、事業主、

地域住民等の意識改革を推進するための広報・啓発、研修、情報提供等について、

国、県、関係機関・団体等と連携に努めます。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 意識啓発活動の推進 

事業担当課 地域防災課・教育課・総務課 

事業実績 

（平成30年度） 

・「中井町男女共同参画プラン改訂版」に基づき、意識啓発活動を推進しました。

平成 30年度は「卒婚 夫婦の良い距離の取り方～互いに縛らず、支え合う関係

～」をテーマに、中央大学法学部教授を講師に招き講演会を実施しました（44

人参加）。また、情報誌を年２回発行（全戸配布）しました。 

・職員子育て支援行動計画に基づき、子育て中の職員への支援環境の整備に努め

るとともに、女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定し、仕事

と家庭生活が両立できる職場環境の整備を推進し、リフレッシュ休暇制度の周

知、取得促進等を図りました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

仕事と子育ての両立のためには、従来の「男は仕事」、「女は家庭」という固

定的な性別役割分担意識を是正し、家族一人ひとりが家庭の大切さを認識し、育

児や家事などを男女が協力して担っていく必要があります「中井町男女共同参画

プラン改訂版」に基づき、意識啓発活動を推進します。 

【啓発活動の推進】 

・広報なかい等による情報の提供 

・情報誌の発行 

・啓発冊子（リーフレット等）の発行 

・講演会、フォーラムの開催 

・近隣市町との連携による事業の実施 

 

 



86 

 

事 業 名 育児・介護休業制度の普及 

事業担当課 産業振興課・福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

・町主催イベントでの相談窓口設置（１回）、チラシの配架（通年） 

・役場への相談案件は生じませんでした。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

仕事と家事や育児、介護を両立しながら働き続けることができるよう、育児・

介護休業制度の相談に応じます。今後、役場において相談案件が生じた際にも適

切かつ迅速な対応ができるよう、情報集約や関係機関との連携を引き続き図って

いきます。 

 

第２節 仕事と子育ての両立の推進 

【現況と課題】 

保育サービス及び放課後児童健全育成事業の充実・促進等、仕事と子育ての両立

支援のための体制の整備、関係法制度等の広報・啓発、情報提供等について、国、

県、関係機関・団体等と連携を図りながら積極的に推進することが必要です。 

アンケート調査では、現在就労していない母親の就労希望は高い一方、子育てを

優先して仕事を控えている母親も多い傾向がみられ、母親の就労状況の変化による

家庭環境への影響に配慮していくことが求められます。 

 

【基本施策】 

男女がともに仕事と子育ての両立ができるよう、働き続けられる環境整備、職業

能力の向上等、また、国、県及び関係機関・団体等との連携に努めます。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 民間保育サービスの活用 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

・保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金：０円 

・一時保育事業費補助金：139,000円  

・延長保育事業費補助金：300,000円 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
施設面から保育内容まで、各種保育サービスの充実及び質の向上が図れるよう

支援します。 

 

事 業 名 国、県、近隣市町及び関係団体・企業等との連携 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

施設面から保育内容まで、各種保育サービスの充実及び質の向上が図れるよう

支援します。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
国、県、近隣市町及び地域における関係団体・企業等と連携を図りながら、仕

事と子育ての両立支援のための体制の整備、関係法制度等の広報・啓発、情報提

供等について今後とも積極的に推進します。 
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第６章 子どもの安全・安心の確保 

交通安全の整備・啓発、犯罪被害からの防備連携、そして被害を受けた子どもなど、

子どもたちを取り巻くあらゆる危機被害に対する備えと対応が求められています。 

 

第１節 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【現況と課題】 

子どもを交通事故から守るため、警察・保育園・こども園・学校・関係民間団体等

との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策が必要です。 

アンケート調査でも、町の子育て支援施策でさらに力を入れてほしいものとして、

「安全・安心に通行できる道路交通環境の整備」が、子どもに関する施策でさらに力

を入れてほしいものとしても、「子どもの交通安全を確保するための活動の推進」が全

体で最も多い回答となっています。 

 

【基本施策】 

子どもを交通事故から守るため、関係機関と連携して学校や地域における交通安

全教室の開催や指導体制の充実、交通安全意識の啓発に努めます。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 交通安全教育の推進 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

交通安全教室：４回開催 

（なかいこども園、木之花保育園、中村小学校で町交通指導隊員による交通安全

教室を各１回、井ノ口小学校で配送会社による交通安全教室を１回実施開催した

ほか、３月に県警交通安全教育隊による安全教室をこども園で実施しました。） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

町内の保育園・こども園にて町交通指導隊、松田警察署の協力により、手遊び、

紙芝居、手品、映画上映、横断歩道の渡り方指導等の交通安全教室を実施してい

ます。また、小学校においても町交通指導隊、松田警察署交通課の協力により、

自転車の乗り方指導等の交通安全教室を実施しています。交通ルールの大切さを

学ぶ教室を各施設年１回程度実施しており、今後とも、交通安全教育の推進に努

めます。 

 

事 業 名 交通指導隊の指導力の向上等 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

研修等実施回数：１回 

（５月：２年に１度実施する任免式後の会議で駐在所員による指導研修を実施） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、警察と行政の連携のもと、

今後とも、交通安全教育にあたる交通指導隊の指導力の向上及び地域における民

間の指導者の育成に努めます。 
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第２節 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【現況と課題】 

子どもを犯罪等の被害から守るため、家庭・保育園・こども園・学校・地域が協

力して各種施策の推進を図ることが必要です。 

警察官ＯＢ（安全監視員）に町内の保育園・こども園・小学校・中学校のパトロ

ールを委託するとともに、住民ボランティア（子ども安全パトロール員）や防犯指

導員等が登園・登校・降園・下校時にパトロールを実施しています。 

 

【基本施策】 

子どもを犯罪等の被害から守るため、住民の自主防犯活動の促進を図るとともに、

関係機関・団体との連携強化に努めます。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 自主防犯活動の促進 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

安全安心メール配信状況：不審者情報２件、振り込め詐欺情報 60件 

地域安全情報や松田警察署からの緊急的な事案に関する情報を、防災行政無

線、安全安心メール、湘南ケーブルネットワーク、ｔｖｋデータ放送により配信

しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
住民の自主防犯活動を促進するため、今後とも、防災行政無線を通じた犯罪等

に関する情報の提供に努めます。 

 

事 業 名 関係機関・団体との情報交換 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

・関係機関等が開催する会議やイベント等に積極的に参加し、情報補共有に努め

ました。 

・平時から、松田警察署や教育課等との関係機関と情報を共有できる体制をつく

り、犯罪情報等に迅速に対応しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
子どもを犯罪・事故等の被害から守るため、今後とも、学校関係者や警察等と

の綿密な情報交換の推進に努めます。 

 

事 業 名 パトロール活動の推進 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

・防災安全専門員：月～木（２時間／日程度）教育施設等の巡回を実施。 

・防犯指導員：月２回程度広報車によるパトロールを実施。 

・子ども安全パトロール員:可能な時間帯・場所でパトロールを実施。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
安全監視員、防犯指導員、青少年指導員が、今後とも、学校付近や通学路等に

おいて、ＰＴＡ等の学校関係者や防犯ボランティア等の関係機関・団体と連携し

たパトロール活動の推進に努めます。 
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事 業 名 公用車防犯ステッカー貼付による巡回 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 
公用車を使用する際に防犯ステッカー貼付を随時行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
町職員が公務で公用車を使用する際、「防犯パトロール実施中」と記したステ

ッカーを貼って町内を移動しています。今後とも、不審者等を発見したときは、

警察機関、学校等の施設への連絡に努めます。 

 

事 業 名 防犯立て看板の設置 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

自治会等からの要望等により、防犯上必要と思われる箇所に「防犯パトロール

実施中、不審者に注意!!」の看板を設置しました。また既存の看板で劣化が激し

いものは交換を実施しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
不審者等の犯罪抑止を目的に、町内学校等の施設前に「防犯パトロール重点地

区」の看板を設置しており、今後とも、松田警察署との連名のもと防犯立て看板

の設置推進に努めます。 

 

事 業 名 防犯講習の実施 

事業担当課 地域防災課 

事業実績 

（平成30年度） 

神奈川県が主催する「新任防犯指導員研修会」や、足柄上地区１市５町共催の

「防犯指導者養成セミナー」等により、関係者（団体）の防犯に関する知識の習

得に努めました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
子どもが犯罪等に遭わないようにするために、今後とも、関係機関と協力して

防犯講習の充実に努めます。 

 

事 業 名 「子ども110番の家」の充実 

事業担当課 地域防災課・生涯学習課 

事業実績 

（平成30年度） 

・現在の総設置枚数：中村小学校 177軒、井ノ口小学校 137軒 

不審者による被害に遭った方に助けを求められた場合、被害者の安全確保や自

宅等への連絡などに協力していただけるよう呼びかけを実施しました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

子どもが危険を感じたときや、困ったことが起きたときの緊急避難場所として

「子ども 110番の家」を設置しています。現在は小学校ＰＴＡが主体となり、そ

の充実に努めています。 
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第７章 特別な配慮が必要な子どもへの支援の充実 

児童虐待において保護を必要とする子どもや家庭、ひとり親家庭、障がいのある児

童を持つ家庭、貧困状態にある子ども、外国につながる幼児など、支援を必要とする

家庭に対し、福祉・医療・保健・教育・警察など地域の関係機関の協力体制のもと、

細やかな対応を行うことが不可欠となっています。 

子どもの権利が保障され、子どもの利益が最大限に尊重されるように、相談体制の

充実や、養育力不足の家庭に対する支援が求められています。 

 

第１節 児童虐待防止対策の充実 

【現況と課題】 

児童虐待を未然に防止するため、健診等での異常の早期発見、住民基本台帳と学

齢簿の突き合わせによる居所不明児童の把握、保護者への相談の充実を図るなど、

関係機関との連携を密にし、情報の共有を図ることが必要です。 

また、被害を受けた子どもがいる場合、精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支

援するため、子どもに対するカウンセリング、保護者に対する助言等、きめ細かな

支援を実施することが必要です。 

 

【基本施策】 

児童虐待の早期発見、早期対応のため、身近な場所における継続的な支援を行い、

児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導等を行

う保健福祉センターや地域子育て支援センター、利用者支援事業等により、地域に

おける切れ目のない子育て支援を活用して虐待を予防します。児童相談所の権限や

専門性を要する場合には、事案を送致することや必要な助言を求めることが重要で

あるため、関係機関との連携強化に努めます。 

また、体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪

影響や体罰によらない子育てに関する理解が社会で広まるよう、乳幼児健診やこど

も園、保育所、学校等も活用して、普及啓発活動を行います。保護者として監護を

著しく怠ることは、ネグレクトに該当することを踏まえ、子どもを自宅や車内に放

置してはならないことも周知していきます。 
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【施策の方向】 

事 業 名 虐待防止の相談・支援ネットワーク部会の設置 

事業担当課 福祉課・教育課・健康課 

事業実績 

（平成30年度） 

児童虐待ケースに係る情報共有・情報交換等のため、中井町要保護児童対策地

域協議会において、代表者会議、実務者会議などを実施したほか、専門職による

相談業務を随時実施しました。関係者によるケース会議や児童相談所との定期的

な打ち合わせにより対応力の向上が図れました。また、ＳＳＷ（スクールソーシ

ャルワーカー）との情報交換も行いました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

被害を受けた子どもの早期発見と早期対応に日頃の事業において努めるとと

もに、立ち直りを支援するため、関係機関と連携したきめ細かな相談体制の整備

に努めます。また、母親の育児不安や親子関係等の状況に応じて、社会資源を活

用した育児サポートに努めます。虐待ケース等への対応強化を図るため、要保護

児童対策地域協議会において定期的に会議を実施し、情報共有及び情報交換並び

に支援策の検討等を行っています。虐待が疑われるケースでは、関係機関と連携

を密にして適切な対応をとり、子どもの安全確保を図ります。また、親がゆとり

を持って、楽しく子育てができるように子育て支援体制を充実します。 

 

事 業 名 虐待の発生予防 

事業担当課 福祉課・健康課 

事業実績 

（平成30年度） 

児童虐待ケースに係る情報共有・情報交換等のため、中井町要保護児童対策地

域協議会において、代表者会議、実務者会議、個別ケース会議を開催したほか、

職員による個別相談業務を随時実施しました。また必要に応じて、県保健福祉事

務所や児童相談所へ対応を依頼しました。 

・平成 30年度助産師等による妊娠期支援（面談 42件、電話 45件、訪問 43件、

母親父親教室 24人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

虐待ケース等への対応強化を図るため、要保護児童対策地域協議会を設置し定

期的な会議を実施しています。また、虐待の発生予防及び早期対応に努めるため、

県保健福祉事務所及び児童相談所と連携して取り組みの充実を図るとともに、民

生委員・児童委員、主任児童委員、関係機関等の協力を得て、地域における情報

の交換と関係者間の情報共有を積極的に推進します。さらに、住民に対する意識

啓発を行うとともに、必要な施策を関係者と検討します。 

また、平成 29年度子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期からの支援

の充実、虐待発生防止に努めています。 

 

第２節 ひとり親家庭の自立支援の推進 

【現況と課題】 

離婚の増加等によりひとり親家庭等が急増しています。このような中、ひとり親

家庭等の児童の健全な育成を図るために、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」や「母

子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の規定を踏まえて、きめ細かな福祉

サービスの展開と自立・就業の支援に主眼を置き、子育てや生活支援策、就業支援

策、養育費の確保及び経済的支援策について、地域のひとり親家庭等の現状を把握

しつつ、総合的な対策を適切に実施していくことが必要です。 
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【基本施策】 

ひとり親家庭等の児童の健全な育成を図るために、きめ細かな福祉サービスの展

開と自立・就業の支援を主眼に、子育てや生活支援、経済的支援等、総合的な対策

に努めます。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 児童扶養手当の支給 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
生活保護受給世帯数：41世帯 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童を養育している母子

又は父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的

として手当を支給するもので、所得制限があります。今後も、制度の周知及び対

応に努めます。 

 

事 業 名 ひとり親家庭等の自立、就業支援 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
ひとり親家庭等医療費助成事業受給者世帯：46世帯 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

現在、行っている制度は、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度など

があり、自立支援を推進しています。また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療

費助成申請等の際に、県保健福祉事務所生活支援課や県母子家庭就業・自立支援

センターの周知を行い、自立・就業支援等のサポートに努めます。 

 

事 業 名 ひとり親家庭への相談対応の推進 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

ひとり親家庭からの相談に対し、内容により各担当者と調整して対応しまし

た。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
ひとり親家庭における児童の健全な育成を支援するため、民生委員・児童委員、

主任児童委員及び県の女性相談員との連携を密にして生活指導や相談対応を行

います。 
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第３節 障がい児施策の充実 

【現状と課題】 

障がいの原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療を推進するため、妊婦

及び乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を推進することが必要です。 

また、障がい児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活ができるよう

にするとともに、人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むため

に医療を要する状態にある障がい児（医療的ケア児）が身近な地域で必要な支援が

受けられるように、保健・医療・福祉・教育等の各種施策の円滑な連携により、適

切な医療及び医学的リハビリテーションの提供、在宅サービスの充実、就学支援を

含めた教育支援体制の整備等、一貫した総合的な取り組みを推進することが求めら

れています。 

 

【基本施策】 

障がい児の「完全参加と平等」を進めていくため、ノーマライゼーションの理念

のもと、健全な児童の育成を図る上で、障がい児の療育体制の強化や障がい児や障

がい児の親を支援する総合的な体制の構築・充実に努めます。 

特に、障がい児が教育・保育を利用する際には、必要に応じて障がい児相談支援

等との連携を図ります。 

 

【施策の方向】 

事 業 名 療育体制の整備 

事業担当課 福祉課・教育課・健康課 

事業実績 

（平成30年度） 

保健師と福祉担当（相談担当）とで連携し、ニーズのある児童の把握に努め、

近隣幼稚園・保育園と情報共有や教育相談の周知を図り、保護者とつながること

により、療育・就学等への相談体制の確立を図りました。 

健診事後指導教室にて発達障害傾向児や母支援を要する母子へ集団活動を通

じた助言指導、定期的な心理相談員との面談の機会を設けるとともに、必要に応

じて療育機関と連携し、対象者に紹介して、より専門的な支援につないでいます。 

平成 29年度より、療育の必要性の判断がより早期にできるよう、相談支援事

業所による巡回相談とは別に、臨床心理士等の専門職による巡回相談事業も開始

しました。また、療育を受けるにあたっての経済的支援のため、児童発達支援利

用者に対する通所交通費補助を実施しています。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

障がいのある児童に対する療育体制を整備するために、保健・医療・福祉・教

育等の連携の強化を図り、障がいのある子どもが身近な地域で、いつでも相談・

対応できるよう相談員等の確保に努めます。 

今後、地域訓練会事業を廃止し、児童発達支援センターの設置を見据えた児童

発達支援事業所を検討していきます。 
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事 業 名 在宅障害児支援の推進 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 

支給決定者数：全体 19人 

（うち放課後等デイサービス 11人、児童発達支援８人、短期入所２人、移動支

援 ３人、日中一時支援 ２人、児童計画相談支援 10人、保育所等訪問支援３人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

在宅で生活する障がいのある児童について、障害児通所支援や障害児入所支援

などの障がい児支援や、移動支援や日中一時支援などの地域生活支援事業を推進

します。  

 

事 業 名 障害児補装具費支給事業の実施 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
支給決定者：１人（短下肢装具） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
障がいのある児童の身体機能を補完・代替し、日常生活動作や就学・就労を支

援するための補装具の購入・修理費の支給を行います。 

 

事 業 名 障害児日常生活用具給付事業の実施 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
給付決定者１人 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
在宅で身体等に重度の障がいのある児童に対し、日常生活の便宜を図ることを

目的に、日常生活を送る上で必要な生活用品を給付します。 

 

事 業 名 特別支援教育児童・生徒の就学補助の実施 

事業担当課 教育課 

事業実績 

（平成30年度） 
特別支援教育就学奨励費（対象者：７人、支給額：210千円） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

｢要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助

金交付要綱｣に基づき、特別支援学級等へ就学する児童・生徒の保護者等の経済

的負担を軽減するため、学校必要経費の一定額の援助を行っています。今後とも

特別支援教育児童・生徒の就学補助の実施に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

事 業 名 特別支援教育の推進 

事業担当課 教育課 

事業実績 

（平成30年度） 

・小中学校及びこども園の担当を対象に町教委事業の研究会を実施。 

・介助員配置（中村小１人、井ノ口小４人）。 

・学習支援員配置（中村小１人）。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 

知的発達症や学習症（ＬＤ）、注意欠如・多動性（ＡＤＨＤ）、自閉症スペク

トラム障害等、教育や療育に特別のニーズのある子どもについて、国・県のグラ

ンドデザインに基づき、教員の資質向上を図りつつ、相談支援業務を含め適切な

教育的支援に努めています。また、個々のニーズに応じた指導方法について研究

を重ねています。今後とも特別支援教育の推進に努めます。 

 

事 業 名 障害児福祉手当の周知 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
相談件数：０件 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい児に対して、障がい児

福祉手当の制度を手帳交付時に周知します。事務所管は、小田原保健福祉事務所

足柄上センターとなっています。 

 

事 業 名 特別児童扶養手当の支給 

事業担当課 福祉課 

事業実績 

（平成30年度） 
対象者数９人（うち支給者数８人） 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
身体又は精神に障がいのある 20歳未満の児童を監護又は養育している方を対

象に、特別児童扶養手当を支給します。 
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第４節 外国につながる子どもへの支援 

【現状と課題】 

外国につながる（外国にルーツを持つ）幼児等、特別な支援が必要な子どもが円

滑に教育・保育等を利用できるようにするために必要な配慮を行うとともに、必要

な支援を行うことが必要です。 

また、教育・保育施設、地域型保育事業を行う事業者等は、施設の設置、事業の

運営にあたり、円滑な受け入れに資するような配慮を行うことが求められています。 

 

【基本施策】 

外国につながる幼児が教育・保育を利用する際には、当該子どもや保護者の使用

可能な言語に配慮した案内を行うなど、それぞれの事情に応じた丁寧な支援に取り

組むとともに、利用手続きを行う窓口において、教育・保育以外の関連施策につい

ても、基本的な情報や必要な書類の提供を行うことに努めます。 

 

【施策の方向】 

 

事 業 名 窓口における外国人への対応 

事業担当課 全課 

事業実績 

（平成30年度） 

窓口対応用に翻訳機を購入するなどして、近年増加する外国人への対応を図り

ました。 

事業区分 継続 

事業内容・方針 
役場のすべての窓口において、外国人への対応がスムーズに行えるよう、外国

語の対応マニュアルの整備を進めると同時に、必要に応じ翻訳機を購入するなど

の対応も行います。 
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Ⅵ 計画の推進 

第１章 計画の推進体制 

本計画における各種施策の取り組みにあたっては、子どもの利益を守るために、最

大限の努力を払うことから、家庭、地域、保育・教育機関、行政等町全体が連携を図

りながら取り組んでいきます。こうした観点から、本町では、計画の実現に向けた関

係機関との推進体制とフォロー体制を確立し、整備・発展させていきます。 

 

第１節 計画の推進体制の確立 

１．庁内における推進体制の充実 

本計画の推進に当たっては、福祉課を担当事務局とした庁内計画推進組織を設置

し、全庁的な体制のもとで、各年度においてその実施状況を把握・点検しながら、

その後の対策を実施していく必要があります。 

 

２．子ども・子育て会議の設置 

本町において、すべての子どもと子育て家庭への支援に関する施策及び事業を体

系的に盛り込み、計画的に実施するため、「子ども・子育て会議」を設置します。 

この会議において、本計画の進捗状況等の点検・管理を行い、その後の対策の実

施や計画の見直し等に反映させることとします。 

 

第２節 住民への周知と意見聴取 

子ども・子育て会議での意見交換だけではなく、広く住民からの意見・要望を聴取

し、今後の取り組みに生かしていくことが重要です。そのため、計画策定にあたって

はパブリックコメントを実施するとともに、本計画の実施状況に関わる情報を広報紙

やホームページにより、住民にわかりやすく周知を図ります。 

そして、住民の意見等を聴取してから、その後の対策の実施や計画の見直し等に反

映させることを、庁内計画推進組織で検討していきます。 

 

第３節 家庭、地域、保育・教育機関等との連携 

家庭、地域、保育・教育機関は子どもを育む基礎となる場です。子どもに最も近く、

子育てに関わる人や組織と緊密な連携を取りながら、本計画と関連する諸事業を推進

します。 
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第２章 計画の点検・評価・公表 

本計画における各種基本施策の取り組みにあたって、計画期間における施策の進捗

状況を把握・点検し、整備や軌道修正の必要な部分に関して、協議検討を図り、今後

の取り組みに生かします。 

 

第１節 計画の点検・評価 

計画策定後も、庁内計画推進組織及び子ども・子育て会議において、毎年度の計

画の進捗状況を把握し、点検・評価を行うことにより、PDCAサイクルに基づく進捗

管理を行っていきます。 

点検・評価にあたっては、各背策・事業の優先度の調整や事業内容の改善を図り、

必要に応じて、本計画の見直しも行うなど、今後の取り組みに生かしていくことと

します。 

 

 
 

第２節 計画の公表 

毎年度の点検状況を、中井町子ども・子育て会議をはじめ住民に公表し、周知を

図ります。 
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Ⅶ 資料編 

資料１ 中井町子ども・子育て会議条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 77条第３項の

規定に基づき、中井町子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（設置及び担任事項） 

第２条 子ども・子育て支援法第 77条第１項の規定に基づき中井町子ども・子育て会議

（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

２ 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第 77条第１項各号に掲げる事務を処

理するものとする。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員 14人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町

長が任命する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(4) 関係行政機関の職員 

２ 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 子ども・子育て会議に、会長を置き、委員の互選によつて定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

（協力の要請） 

第６条 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者

に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、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・子育て会議に諮つて定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（中井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 中井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 41年中

井町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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資料２ 中井町子ども・子育て会議委員名簿 

 

区 分 所 属 氏 名 備 考 

１号委員 

子育てサークル 

たけのこ会 

リーダー 
林田 かおり 令和元年 7月 24日～ 

つくし会 

代表 
鈴木 絵里香 

平成 30年 11月 29日 

～令和元年 7月 23日 

なかいこども園保護者と先生の会 

会長 

早坂 恵利子 令和元年 7月 24日～ 

伊藤  忍 
平成 30年 11月 29日 

～令和元年 7月 23日 

井ノ口小学校ＰＴＡ 会長 

小清水 なつみ 令和元年 7月 24日～ 

早田  誠 
平成 30年 11月 29日 

～令和元年 7月 23日 

町民代表 中西 和美  

２号委員 

なかいこども園 園長 鳥海 啓子  

木之花保育園 園長 三橋 幸恵  

学校長の代表 

中井中学校 校長 
米山  伸  

学童保育支援員 関野 美由紀  

子育て支援センター 

アドバイザー 
栗林 敦子  

３号委員 

足柄上医師会 

りゅう医院 院長 
劉   崙  

民生委員・児童委員 

（主任児童員） 

西尾 美嘉子 令和元年 12月 1日～ 

川野 さゆり 
平成 30年 11月 29日 

～令和元年 11月 30日 

教育委員 石塚 恵美子  

４号委員 

小田原児童 

相談所 

所長 高須 正幸 令和元年 7月 24日～ 

子ども支援課 

課長 
星  賢一 

平成 30年 11月 29日 

～令和元年 7月 23日 

小田原保健福祉事務所 

足柄上センター 

保健福祉課 課長 

西田  統  
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資料３ 策定までの経過 

 

日 時 項 目 内 容 

平成 30年 

11月 29日（木） 

平成 30年度 第１回 

子ども・子育て会議 

(1) 平成 29年度子ども・子育て支援事業の点検

評価について 

(2) 平成 30年度子ども・子育て支援事業の状況

について 

・計画策定に向けたアンケート調査について 

平成 30年 

12月中旬 

～平成 31年 

 １月７日（月） 

子ども・子育てに 

関するアンケート調査 

(1) 調査対象 

・未就学児童の保護者 233人 

・小学校児童（１年生から３年生）の保護者 

181人 

(2) 回収状況 

・未就学児童の保護者 123人（52.8％） 

・小学校児童（１年生から３年生）の保護者 

81人（44.8％） 

平成 31年 

３月 18日（月） 

平成 30年度 第２回 

子ども・子育て会議 

(1) 平成 30年度子ども・子育て支援事業計画実

施状況について 

(2) 子ども・子育てに関するアンケート結果につ

いて 

令和元年 

７月 24日（水） 

令和元年度 第１回 

子ども・子育て会議 

(1) 平成 30年度子ども・子育て支援事業計画の

点検・評価について 

(2) 第二期子ども・子育て支援事業計画の骨子案

について 

令和元年 

11月 20日（水） 

令和元年度 第２回 

子ども・子育て会議 

(1) 第二期子ども・子育て支援事業計画の素案に

ついて 

(2) パブリックコメントの実施及び今後の策定

スケジュールについて 

令和２年 

２月 26日（水） 

令和元年度 第３回 

子ども・子育て会議 

(1) パブリックコメントに対する町の考え方に

ついて 

(2) 第二期子ども・子育て支援事業計画の最終案

について 
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