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はじめに
　我が国では急速に少子高齢化が進行し、岡垣町でも、こ
れまで増加してきた人口が減少傾向に転じており、それに伴
う生産年齢人口の減少や地域の担い手不足など様々な課題
が生じています。

　岡垣町では、これらの課題に対応し、将来にわたり活力
あるまちづくりを続けていくため、第５次総合計画後期基本
計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、出生率
の向上や定住促進対策などの人口の維持・増加に向けた取
り組みを進めてきました。

　特に、エンゼルプラン（子ども・子育て支援事業計画）において、子どもを産み育て
やすい環境を目指して、子育て相談・支援体制や保育サービスの充実、教育環境の整
備などに取り組んでまいりましたが、制度や機関により相談支援体制が分断されている
など連携体制が不十分な状況や保育所利用の待機児童が継続的に発生している状況が
あり、これらの課題への対応が求められています。

　このたび策定する「岡垣町第３次エンゼルプラン　岡垣町第２期子ども・子育て支援
事業計画」では、基本理念に「子どもや子育て世帯を社会全体で応援する」という視
点を新たに設定し、安心して産み育てられる環境づくりなど３つの基本目標に基づく施
策を推進することとしています。

　計画において、「切れ目なくきめ細かな支援体制の整備」を特に重要な事項とし、令
和元年10月に設置した「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」
を令和２年４月から一つの課に集約して設置し、より緊密な連携のもとにきめ細かな対
応ができるよう相談支援体制の充実を図ることとしています。また、同様に重要な課題
である待機児童の解消を図るため、教育・保育施設の確保を進めることとしています。
今後、本計画に基づき住民、地域関係機関や団体、事業者などと役割分担と連携を図り、
着実な推進に努めてまいります。

　結びに、本計画の策定にあたりまして、アンケート調査にご協力頂きました皆様をは
じめ、貴重なご意見、ご提言を頂きましたエンゼルプラン推進協議会の皆様に心から
感謝を申し上げるとともに、本計画の推進に向けて、より一層のご協力とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

令和２年３月
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第１章　計画の概要

　我が国の人口は、平成 20 年を境に減少局面に入っています。また、ここ30 年ほどの間で出
生率は大幅に低下、高齢化率は着実に上昇し、人口減少・少子高齢化が進行しています。
　このような状況は、労働供給力の減少のみならず、将来の経済規模の縮小や社会保障制度の
維持などの様々な課題が指摘されています。

　岡垣町においても、人口は、平成 22年まで微増傾向が続き、約32,700人に達しましたが、
平成 23 年以降減少に転じており、令和元年11月末には 31,716人となっています。また、出生
数も減少しており、平成 22年中は 234人となっていましたが、平成 30 年中は194人となって
います。

　岡垣町では、これらの人口減少・少子高齢化をはじめとする様々な課題やニーズに対し、児童
福祉施策を総合的・計画的に対応するため、平成14 年 3月に「岡垣町エンゼルプラン」を策定し、
また、平成15 年 7月に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、平成17年 3月には「岡
垣町次世代育成支援行動計画 ( 前期計画 )」を策定しました。さらに、質の高い幼児教育・保育
の総合的な提供や保育の量的拡大・確保などを目的とした、子ども・子育て支援新制度開始に向け、
平成 27年 3月には「岡垣町エンゼルプラン（岡垣町子ども・子育て支援事業計画）」を策定して、
児童福祉施策を推進してきました。
　平成 28 年 3月には「岡垣町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、子どもを産み育てや
すい環境づくりを推進しています。

　今回、「岡垣町子ども・子育て支援事業計画」が期限を迎えることから、これまでの取り組み
や新たなニーズ等を踏まえ、岡垣町エンゼルプランも含め計画を策定し、住みやすいまちを目指し、
子どもを産み育てやすい環境づくりを進めるものです。

１　計画の趣旨
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　本計画の対象とする子ども及び子育て家庭については、児童福祉法の対象である18 歳未満の
子ども及び子育て家庭を対象とし、その中でも、子育て支援施策の対象となる就学前児童及び小
学生の子育て家庭を中心とします。

第１章　計画の概要

（１）岡垣町第２期子ども・子育て支援事業計画　　令和2年度～令和 6年度
　　　　＊必要に応じ中間見直しを行う
（２）岡垣町第３次エンゼルプラン　　令和2年度～令和11年度

　本計画は、「岡垣町総合計画」及び福祉分野の上位計画である「岡垣町地域福祉計画」の個別
計画であり、かつ「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども・子育て支援事業計画」、「次世代育
成支援対策推進法」に基づく計画も包含しています。
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平成 27（2015）

28（2016）
29（2017） 子ども・子育て支援事業計画中間見直し

30（2018）
第２期子ども・子育て支援事業計画
ニーズ調査実施

令和 元（2019）
第２期子ども・子育て支援事業計画策定
エンゼルプラン改定

２（2020）
３（2021）
４（2022）
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第２期子ども・子育て
支援事業計画
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２　計画の性格

３　計画の対象

４　計画の期間
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

（１）　我が国全体の少子化の現状

　内閣府の令和元年度少子化社会対策白書によると、我が国の総人口は、2018（平成 30）年
で1億 2,644万人となっています。年少人口（0 ～14歳）、生産年齢人口（15～ 64 歳）、高齢
者人口（65歳以上）は、それぞれ1,542 万人、7,545万人、3,558万人となっており、総人口
に占める割合は、それぞれ12.2％、59.7％、28.1％となっています。
　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」において、中位推計（出
生中位・死亡中位）では、合計特殊出生率は、実績値が1.45であった2015（平成 27）年から、
2024（令和 6）年の1.42、2035（令和17）年の1.43を経て、2065（令和 47）年には1.44
へ推移すると仮定しています。
　この中位推計の結果に基づけば、総人口は、2053（令和 35）年には1億人を下回って9,924
万人となり、2065 年には 8,808万人になる推計になっています。

１　国の現状と子育て政策の状況
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（２）　国の子育て政策

　厳しい少子化の現状について、平
成 2年のいわゆる「1.57ショック」で、
社会的に強く認識されるようになりま
した。
　国では、平成 6 年に最初の総合的
な少子化対策となる「エンゼルプラン」
が策定され、仕事と子育ての両立に
向けた雇用環境の整備や、保育所の
増設、延長保育、地域子育て支援セ
ンターの整備などの保育サービスの
拡充などが図られました。
　平成15年には、次世代を担う子ど
もを育成する家庭を社会全体で支援す
るため、地方自治体及び企業で集中的・
計画的な取り組みを促進する「次世代
育成支援対策推進法」が制定される
とともに、「少子化社会対策基本法」
が制定され、少子化社会における施
策の基本理念を明らかにし、施策を総
合的に推進することとされました。
　また、質の高い幼児期の学校教育・
保育を総合的に提供し、地域の子ど
も・子育て支援を充実させ、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を図るため、平成 24
年に「子ども・子育て関連 3法」が成立し、平成 27年 4月から子ども・子育て支援新制度が開
始されました。さらに平成 28 年には、希望出生率1.8 の実現を目指す「ニッポン一億総活躍プラ
ン」、平成 29 年には「働き方改革実行計画」、「子育て安心プラン」、「新しい経済政策パッケージ」
が策定されました。「新しい経済政策パッケージ」では、幼児教育の無償化や待機児童の解消な
ど子育て世代、子どもたちに政策資源を投入することで社会保障制度を全世代型へと改革するこ
ととされ、令和元年に「子ども・子育て支援法」が改正され、同年10月から幼児教育・保育の
無償化が実施されることとなりました。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状
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（１）　人口の推移

　本町の人口は、平成 22年11月の32,752 人をピークに減少傾向が続いています。平成 31年
4月1日現在、総人口は、31,626人で、平成 27年と比べ745人減少しています。このうち、年
少人口（０～14歳）は、4,159人で平成 27年と比べ 291人減少となっています。今後５年間の
推計においても、減少傾向が続くことが見込まれます。

２　岡垣町の状況

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

出典：〔平成 22～31年〕住民基本台帳（各年 4月1日現在）

（２）　児童人口の推移

　就学前児童にあたる０～５歳人口は、出生数に関係する15～ 49 歳の女性人口の減少等により、
平成 27年の1,585人から平成 31年には、1,421人まで減少しています。また、小学生児童に
あたる6～11歳人口も、緩やかな減少傾向にあり、平成 27年の1,885人から平成 31年には、
1,765人まで減少しています。
　今後５年間の推計においても減少傾向が続くことが見込まれます。

出典：〔平成 22～31年〕住民基本台帳（各年 4月1日現在）

推計実績

推計実績

（人）

（人）
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

（３）　子どものいる世帯

　平成 27年国勢調査によると、岡垣町の世帯数は11,753 世帯で、そのうち、０～５歳の子ど
もがいる世帯は、9.5％（1,110 世帯）、６～17 歳の子どもがいる世帯は、15.1％（1,778 世帯）
で、子どもがいる世帯の割合は、全国、福岡県及び遠賀郡より高くなっています。また、平成 22
年国勢調査の結果と比べると、約１％低くなっています。

出典：平成 22・27年国勢調査（各年10月1日現在）

（H27）

（H22）

　このうち、０～17歳の子どもがいる世帯の73.6％、０～５歳の子どもがいる世帯では 81.4％
が核家族となっています。
　一方、ひとり親家庭の割合は、母子のみの世帯が、平成 22年国勢調査の結果と比べると増加
しており、0～17歳の子どもがいる世帯では6.7％、０～５歳の子どもがいる世帯では3.7％となっ
ていますが、遠賀郡や福岡県の割合に比べると、低い水準にあります。

出典：平成 22・27年国勢調査（各年10月1日現在）

岡垣町
（H22）

岡垣町
（H27）
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

出典：平成 22・27年国勢調査（各年10月1日現在）

岡垣町
（H22）

岡垣町
（H27）

（４）　出生数・出生率と就業率の状況

①　出生数と出生率
　岡垣町の出生数は、毎年差はあるものの、平成19 年以降 210 ～250人の間で推移していま
したが、平成 29 年に 200人を下回り、平成 30 年には直近の10 年間で最も少ない194人とな
りました。
　出生率は、福岡県や遠賀郡の値を下回る状況には変わりありませんが、出生数の低下に伴い、
平成 29 年には過去10 年間で最低となる6.17‰ (注 ) となっています。

（人）

出典：福岡県人口移動調査（各年 9月～10月）

（注）‰（パーミル）：人口千人当たりの率

（‰）
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②　就業率
　岡垣町の男性就業率については、平成 22年と平成 27年ではほぼ同じ水準で推移しています。
また、福岡県よりも高い就業率がみられますが、遠賀郡の値と比べると、30 歳以上の世代では、
高い水準にあるものの、20 ～24歳は低い状況です。
　一方、女性の就業率は、25歳以上の世代が平成 22年の値より高くなっており、特に子育て世
代と考えられる25歳～44歳では、伸び率が大きくなっています。
また、25歳～44歳の女性就業率は、福岡県や遠賀郡の値に比べ高い水準にある状況です。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

※グラフ中の数値は、平成 27年岡垣町の就業率。
出典：平成 22年・平成 27年国勢調査（各年10月1日現在）
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

（５）　教育・保育施設の利用状況と待機児童の推移

①　認可保育所など
　保育所については、建て替えによる定員の拡大、地域型保育施設の設置、認定こども園移行に
伴う保育所定員の創設により、平成 27年度に比べ、令和元年度では定員で 99名拡大しています。
一方で、待機児童数は、定員拡大に伴い一時的に減少しましたが、2歳未満児を中心に増加して
います。

平成 27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
町内施設定員
（４月１日） 220人 251人 251人 319人 319人

町内施設数
（４月１日） 3か所 5か所 5か所 6か所 6か所

年間延べ人員 3,160人 3,143人 3,223人 3,770人 3,984人

入所数（４月１日） 255人 250人 258人 291人 307人

待機児童数（４月１日）
（　）内�うち2 歳未満児

18人
（18人）

18人
（14人）

22 人
（12 人）

5人
（5人）

27人
（22 人）

■認可保育所・地域型保育施設・認定こども園（保育部分）入所状況

※年間延べ人員、入所数、待機児童数は広域利用数を含む
※年間延べ人員は、毎月の利用児童数×利用した月数
※待機児童数は、入所申し込みをしたが入所できなかった児童数で国調査の待機児童数と不一致

②　幼稚園
　幼稚園については、700人程度の入園児数で推移しています。また、認定こども園への移行に
伴い、保育所部分へ通園する児童が増加したため、平成 30 年度からは幼稚園部分の入園児数は
減少しています。

平成 27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
町内施設定員
（４月１日） 920人 920人 920人 884人 884人

町内施設数
（４月１日） 3か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所

入園児数
（５月１日） 725人 701人 704人 664人 631人

■幼稚園・認定こども園（教育部分）入園状況

※入園児数は、各年度の学校基本調査数値で広域利用数を含む
※平成 30 年４月に１園が認定こども園へ移行（園児数は１号認定児童数）
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

③　学童保育所
　学童保育所については、待機児童の増加に伴って平成 29 年度から増設し、定員の拡大を図り、
8か所で運営しています。入所数は、令和元年度では 380人となっていますが、一部の学童保育
所において待機児童が発生しています。

平成 27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
町内施設定員
（４月１日） 345人 345人 405人 405人 405人

町内施設数
（４月１日） ７か所 ７か所 ８か所 ８か所 ８か所

年間延べ人員 3,503人 3,976人 4,228人 4,240人 4,316人

入所数（４月１日）
（利用登録者数） 309人 343人 381人 369人 380人

待機児童数（４月１日） ０人 16人 ０人 ０人 ２人

■学童保育所入所状況

（６）　要保護児童、要支援児童数の推移

　全国的に児童虐待相談件数は増加しており、重篤な事案も発生しています。岡垣町においても
要保護児童対策地域協議会を中心に要保護児童・要支援児童及びその家庭の支援を実施してい
ます。児童福祉法の改正などによる市町村の役割拡大を受け、町が対応を進めたこともあり、平
成 29 年度以降件数は増加傾向となっています。

平成 26 年度 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度
全国児童相談所児童
虐待相談件数 88,931件 103,286 件 122,575 件 133,778 件 159,850 件

岡垣町対応件数 21件 14件 13件 45件 76 件

■児童相談所における児童虐待相談件数と岡垣町の対応件数の推移

※岡垣町対応件数は、要保護児童対策地域協議会での登録ケース数
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３　エンゼルプランの取り組み

　エンゼルプランでは、16の施策の方向を示し、45の事業を掲げ推進してきました。5年間の
計画期間中、全ての事業において着手し、継続して取り組んできました。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

（１）　基本目標ごとの取り組み状況

　②　家庭における岡垣っ子の育成支援

主な取り組みと成果 ４施策13 事業を掲げ、すべて実施中

▶� �「子育て相談 ･支援体制の充実」では、母子健康手帳交付や乳幼児健診、教育
保育施設や各種手当手続、こども未来館の利用など様々な機会において、健康
づくり課、こども未来課、こども未来館において、健診情報や保育所、こども
未来館事業の情報など子育て支援全般における情報提供や相談を、それぞれの
課で連携した体制で対応しました。さらに、令和元年10月からは、子育て世代
包括支援センターを設置し、切れ目なく総合的に相談できる体制を整備しました。

▶� �「子育て家庭の経済負担の軽減」では、児童手当や幼稚園就園奨励費補助、就
学援助などを国の制度に基づき実施したほか、子どもの医療費について、0 歳
児から小中学生の通院入院費に対し助成を行ったほか、届出保育施設保育料補
助を行いました。また、令和元年10月からは、国の幼児教育保育無償化の制
度に対応し、対象施設利用者などの負担軽減を図りました。

▶� �「ひとり親家庭への支援」においては、福岡県が設置する専門相談機関との連携
による相談事業の実施やひとり親家庭の生活援助のために支援員を派遣する事
業、ひとり親家庭医療費助成を実施しました。

▶� �「児童虐待等の問題解決体制の整備」においては、岡垣町児童家庭支援ネット
ワーク体制を充実し、関係機関と連携して児童虐待の早期発見・早期対応に努
めました。さらに、令和元年10月には、社会福祉士等の専門職員を配置した、
子ども家庭総合支援拠点を設置し、対応体制の強化を図りました。

主な取り組みと成果 ２施策９事業を掲げ、すべて実施中

▶� �「子どもの権利を守るための啓発活動」では、人権講演会や人権啓発冊子の配布な
どを通じ毎年度周知するとともに、児童虐待防止に向けた街頭啓発を行いました。

▶� �「家庭・地域の子どもの育成意識の啓発」では、男女共同参画推進事業をはじめ、
公民館での家庭教育講座、PTAが実施する家庭教育講演会への補助、子育て
家庭の保護者に向けた学習支援と読書の習慣定着のため、ブックスタート・セカ
ンドブック事業を行いました。

　①　岡垣っ子の育成意識の啓発
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

　③　岡垣っ子の育成と仕事の両立支援

主な取り組みと成果 ３施策９事業を掲げ、すべて実施中または検討完了

▶� �「保育サービスの充実」では、子ども・子育て支援事業計画に基づき、需要見込
量に対応し、認定こども園の設置促進や保育所の建て替えによる定員拡大、地
域型保育事業の推進を図り、保育定員を平成 27年 4月の220人から令和 2年
3月の326人へ106人増加し保育を実施しましたが、待機児童解消には至って
いません。また、町内保育士研修の実施などによる保育内容の充実を図りました。

▶� �「多様な育児援助サービスの充実」では、需要見込量に対応し、学童保育所の
増設を行い、平成 27年 4月の7施設、定員345人から令和2年3月の 8施設、
定員405人へ拡大を図り保育を実施しましたが、年度によっては一部の学童保
育所において待機児童が発生しています。また、子育て短期利用事業においては、
乳幼児も利用できるよう利用施設を乳児院に拡大し実施しました。なお、ファミ
リー・サポート・センター事業については、検討を進めましたが、一時保育やシ
ルバー人材センターでの類似のサービスにより、子育て世代のニーズに一定程度
対応しているため、設置を見送りました。

▶� �「職場における子育て支援環境整備の促進」では、事業所内保育施設の設置支
援を行い、1カ所の定員19人で運営されています。また、北九州都市圏域の市
町村で連携して、企業に対する子育て支援の啓発などの事業を実施しました。

　④　岡垣っ子を育む教育環境の整備

主な取り組みと成果 ３施策７事業を掲げ、すべて実施中

▶� �「豊かなこころづくり」では、児童生徒による海岸清掃やボランティア活動への
表彰などの教育推進事業や、様々な体験活動を通じた自主性や主体性の伸長を
目的とする通学合宿、国内短期留学事業、国際交流員による国際交流事業など
を行い、子どもたちが自ら生きる力を引き出す取り組みを進めました。

▶� �「社会参加･参画の推進」では、子どもたちが地域と連携し自ら企画運営する子
ども地域体験補助や、学校運営協議会制度 (コミュニティー・スクール)の活用
による子どもの社会参加への機会拡充、地域が子育てを担う良好な社会の形成
を行いました。

▶� �「健全育成拠点等の整備」では、子どもの生きる力を引き出す健全育成拠点とし
て、地域子育て支援センター機能と児童センター機能を持つこども未来館を、安
心して楽しく利用できる施設となるよう環境整備を進めました。また、都市公園
が安全で安心して利用できるよう施設の維持管理を行いました。

-   14   -



　⑤　岡垣っ子の健康づくり

主な取り組みと成果 ２施策４事業を掲げ、すべて実施中

▶� �「健康管理・健康教育の推進」では、４カ月、7カ月、１歳６カ月、３歳児健診
や歯科健診を実施し、乳幼児の生活習慣の改善や健康の保持、成長段階に応じ
た支援を行いました。また、子どもの感染症予防のため、定期予防接種事業を
行うとともに、季節性のインフルエンザ予防接種助成を平成 29 年10月から開
始し重症化の予防を行いました。

▶� �「障害の早期発見と対応」では、子どもの心の発達に関する発達相談や発育・
発達に不安のある子どもと親の親子遊びを行うかるがも親子教室を実施し、子
どもの発達を支援しました。また、児童発達支援センターの支援員が、障害の
ある児童の在籍する保育所などを訪問し、集団生活の適合に向けて支援する保
育所等訪問支援事業を実施しました。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

　⑥　岡垣っ子を育む生活環境の整備

主な取り組みと成果 ２施策３事業を掲げ、すべて実施中

▶� �「子どもの育成支援を担う地域社会の形成」では、こども未来館を拠点として、
子育てサークルへの情報提供や活動支援を行い、子育てに関する幅広いネット
ワークづくりを進めました。

▶� �「子どもと子育てに配慮した環境の整備」では、子どもが安心して暮らせるよう、
通学路への信号機設置や歩道の整備など、交通安全施設の整備を進めました。
また、子どもを犯罪から守るため、各校区コミュニティーや防犯団体など地域に
よる防犯パトロールを実施しました。
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４　住民意識調査結果からみる現状

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

調査対象　岡垣町在住の就学前児童・小学生児童の保護者
配布方法　就学前児童：�認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に通う児童は施設から

配布、その他の児童は郵送により配布
　　　　　小学生児童：郵送による配布
回収方法　就学前児童及び小学生児童ともに郵送による回収
　　　　　※中部保育所に通う児童については保育所で回収
調査方法　質問紙による自記入方式
調査期間　平成 31年３月12日～3月22日　※回収は平成 31年４月５日まで継続

配布数 回収数 回収率

就学前児童用 800 383 47.9％

小学生児童用 400 168 42.0％

■配布・回収の状況

（１）　就業前児童保護者（母親）の就労状況
　就学前児童を持つ母親の就労状況をみると、「就労しており産休･育休中ではない（パート・アル
バイト含む）」が前回の44.3％から11.5％増加し、55.8％になっています。また、「以前は就労し
ていたが現在は就労していない」が前回の46.4％から13.0％減少し、33.4％になっています。一
方で、「産休・育休・介護休業中」についても、4.1％増加しており、就労をしている母親が増えて
います。

就業前児童保護者（母親）の就労状況

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

就労（パート・アルバイト含む）しているが、産休・育休・
介護休業中である

就労（パート・アルバイト含む）しており、産休・育休・
介護休業中ではない

8.6
4.5

33.4
46.4

55.8
44.3

1.3
3.7

0.8
1.2

0 10 20 30 40 50 60

H30 H25 （％）
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（２）　就業前児童の定期的な教育保育の利用状況
　定期的に教育・保育サービスを利用している人は、回答者の7割を超え、前回調査より約15％
増加しており、就学前に保育所や幼稚園などの施設を利用している児童が増えています。
　
　子どもが平日に利用している教育・保育サービスは、「幼稚園」（45.2％）が最も高く、次いで「認
可保育所（31.2％）」「幼稚園の預かり保育（15.4％）」「認定こども園（14.0％）」となっています。
前回調査時と比べると、利用率の高いサービスの順位は変わらないものの、各サービスの利用率
については、幼稚園は減少（-19％）し、認可保育所（+4.8％）や認定こども園（+13.7％）は増
加しており、保育サービスのニーズが高まっています。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

利用している

利用していない

無回答

定期的な教育・保育サービスの利用

H30 H25
0 20

72.8
56.1

27.2
43.4

0.0
0.5

（％）
40 60 80

幼稚園

無回答

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

企業主導型保育施設

その他の
認可外保育施設

居宅訪問型保育

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟー ﾄ・ｾﾝﾀｰ

そのほか

H30 H25
0 20

（％）
40 60 80

現在利用している教育・保育サービス
45.2

64.2
15.4
17.9

31.2
26.4

14.0
0.3
2.9
0.3
0.0
0.0
2.5
1.3
1.1
0.0
1.8
3.8

0.0
0.3
0.0
0.3
1.4
1.9
0.7
0.0
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（３）日頃子どもを見てもらえる親族・知人の有無
　子どもを見てもらえる親族・知人については、前回と比較し、「いずれもない」が小学生では2.5％
減少、就学前児童で1.6％増加しています。また、「緊急時もしくは用事の際には友人知人に見て
もらえる」が小学生で 7.9％減少、就学前児童で8.3％減少しています。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

（4）子育てについて気軽に相談できる人や場所
　子育てについて気軽に相談できる人や場所については、小学生、就学前児童ともに9割以上が「い
る/ある」としていますが、小学生で 6.5％、就学前児童で3.4％が「ない」と回答しています。

8.5 22.2 5.5 56.0 39.6

8.8 18.2 4.2 64.6 32.1

6.0 14.3 4.8 64.3 30.4

10.4 9.9 2.3 61.4 34.5

日頃子どもを見てもらえる親族・知人（複数回答）

0 20 40 60 80 100 120 140

小学生

就学前児童

小学生

就学前児童

H3
0

H2
5

いずれもいない

日常的に祖父母などの親族に見てもらえる
緊急時もしくは用事の際には祖父母などの親族に見てもらえる
日常的に子どもを見てもらえる友人・知人がいる
緊急時もしくは用事の際には友人・知人に子どもを見てもらえる

（％）

93.0

91.7

6.5

1.8

3.4

3.7

0 20 40 60 80 100

いる/ある ない 無回答

小学生

就学前児童

（％）

気軽に相談できる人や場所
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（５）必要だと思う行政の支援
　必要だと思う行政の支援について、就学前児童では「経済的支援（35.8％）」が最も高く、次いで「教
育の充実（24.0％）」「保育制度（13.6％）」となっています。前回調査時と比較すると、「保育制度」
の割合が増加（+2.3％）しており、保育サービスの充実を必要としていることがうかがえます。

　小学生では、「教育の充実（39.9％）」が最も高く、次いで「経済的支援（26.2％）」となっています。
　前回調査時よりも教育の充実を求める声が高まっています。

第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

必要だと思う行政の支援（就学前児童）

経済的支援

保育制度

教育の充実

医療制度

就労支援

無回答

35.8
31.9

13.6
11.3

24.0
25.7

8.4
13.2

7.3
6.2

11.0
11.6

H30 H25
0 ５

（％）
10 15 4020 25 30 35

必要だと思う行政の支援（小学生）

経済的支援

保育制度

教育の充実

医療制度

就労支援

無回答

26.2
28.3

4.8
5.1

39.9
37.2

12.5
10.6

2.4
5.8

14.3
13.0

H30 H25
0

（％）
10 5020 30 40
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（６）岡垣町における子育て環境や支援の満足度
　子育て支援の満足度について、就学前児童、小学生保護者のアンケート結果の前回との比較で
は、いずれも中間的な「3」評価が多くなっています。
　満足度が最も高い「5」は、就学前児童では、前回と比較し3.7ポイント、小学生では1.6ポイ
ント上昇しています。また、満足度「4」「5」を合わせた数値でみると、就学前児童では、1.8ポ
イント、小学生では0.5ポイント上昇でほぼ横ばいとなっています。一方で、満足度が最も低い「1」は、
小学生では、前回と比較し2.1ポイント上昇しています。満足度「1」「2」を合わせた数値でみると、
就学前児童では、1.3ポイント、小学生では2.9 ポイント上昇しています。
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子育て環境や支援への満足度（就学前児童）

6.3 22.2 43.3 20.1 6.5

1.6

2.81.8

7.6 19.6 46.2 22.0

0 10 20 30 50 6040 70 80 10090

H30

H25

無回答 １ ２ ３ ４ 5
満足度が低い 満足度が高い

（％）

子育て環境や支援への満足度（小学生）

6.5 17.9 49.4 21.4

3.61.2

2.0
7.5 4.4 17.1 46.4 22.5

0 10 20 30 50 6040 70 80 10090

H30

H25

無回答 １ ２ ３ ４ 5
満足度が低い 満足度が高い

（％）
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第２章　岡垣町の子どもと子育て家庭を取り巻く現状

５　子どもと子育て家庭への支援における課題

（１）子育て家庭への支援体制

　ライフスタイルや社会経済が変化し、人口が減少する中でも世帯数は増加しており、核家族化
が進展しています。今や家族は、就労、家事などに日々追われています。また、地域とのつなが
りも希薄化し、子育てに対する助言や支援・協力を家族や地域から得られにくくなっています。
　また、児童虐待に係る相談・対応件数は増加し、重篤な事案も発生していることから、身近な
場所である市町村に子どもや保護者に寄り添った対応が求められています。
　現在の市町村をはじめとする行政や関係機関の支援は、母子保健や子育て支援、各施設サー
ビス、医療など各方面からの支援が行われていますが、制度や機関により支援が分断されるなど、
利用者からみて一貫性を持った対応も求められています。

（２）保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備

　乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、質の高い幼児教育・
保育を提供できる環境の充実を図る必要があります。
　保育サービス体制は、施設整備などを進めていますが、低年齢の保育ニーズが年々増大し、待
機児童が発生しています。アンケートにおいても教育・保育サービスの利用希望が高まっており、
子育てしやすい環境づくりのためには、施設整備や保育士体制の確保などが必要です。
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第３章　基本的な考え方

１　基本理念

　岡垣町の子どもたちが、町の豊かな自然を守り、一人ひとりの幸福と生活
を大切にし、心豊かに暮らすことができるように社会全体で応援するまちづ
くりを目指します。特に、地域の歴史を紡ぐ子どもたちには、岡垣町を愛し、
豊かな心を育み、自ら考え、生きる力を伸ばしていく、そのような「岡垣っ子」
であって欲しい。それが私たちの思いです。

２　基本目標

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育つ環境づくり

　すべての子どもたちが健やかに成長するためには、成長段階に応じた教育・保育及び子育て支
援サービスが確保されることが重要です。教育・保育サービスや多様な子育て支援サービスを整え
るとともに、子どもたちが自ら考え生きる力を伸ばし豊かな心を育む取り組みを進めます。また、
子どもたち一人ひとりの発達状況に合わせ、保護者をはじめ関係者が連携し、きめ細かに適切な
関わりを持ち、子どもの健やかな育ちにつなげます。
　子どもたちが適切な養育を受け、健やかに成長し発達することを最優先に、児童虐待などの家
庭が抱える諸問題の早期発見、適切な対応に取り組みます。

基本目標Ⅱ 安心して産み育てられる環境づくり

　出産から子育て期に、母子が心身ともに健康で、子どもが健やかに育つことができるように、
母子保健事業やひとり親家庭への支援など子育て家庭に寄り添い、切れ目なくきめ細かな取り組
みを進めます。

基本目標Ⅲ 地域・企業での子育て支援環境づくり

　核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、子育て家庭が孤立しないようにする必要がありま
す。また、働きやすい職場環境や男女がともに子育てを行うワーク・ライフ・バランスの意識も必
要です。子どもと保護者を孤立させず、地域の中で安全に暮らし、子どもたちの育成を地域全体
で見守りながら子育て支援を行う環境づくりを進めます。
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計画を支える推進体制 切れ目なくきめ細かな支援体制の整備

　3つの基本目標の施策を進める上では、行政と関係機関が密接に連携した取り組みと子育て支
援に関する情報提供が不可欠です。そのための体制を掲げます。

第３章　基本的な考え方

３　計画体系

基本目標 施策の方向

子どもが健やかに
育つ環境づくり

１　幼児教育・保育及び多様な子育て支援サービスの充実

２　子どもの健全育成

３　子どもの権利擁護

１　妊娠から出産、育児までの母子保健対策の充実

２　子育て家庭への経済的支援の推進

３　ひとり親家庭への自立支援の推進

１　子どもの育成支援を担う地域社会の形成

２　子どもと子育てに配慮した環境の整備

３　企業における環境づくり

４　職場・家庭における男女共同参画の推進

計画を支える
推進体制

切れ目なくきめ細かな
支援体制の整備

①　相談しやすい子育て支援体制の充実

②　子育てに関する情報提供の充実

Ⅰ

安心して産み育て
られる環境づくり

Ⅱ

地域・企業での
子育て支援環境づくり

Ⅲ
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第４章　施策の展開（基本計画）

Ⅰ　子どもが健やかに育つ環境づくり

１　幼児教育・保育及び多様な子育て支援サービスの充実

　①　総合的な幼児教育・保育の提供

▶� �子ども･子育て支援事業計画に基づき、家庭や子どもの状況に応じて、保育所、
幼稚園、認定こども園、地域型保育施設などの幼児・教育保育サービスを提供
します。

▶� �教育・保育内容の充実のためには、保育士や幼稚園教諭等関係者の体制整備が
不可欠です。国の制度に基づく処遇改善を図るほか、国や県、施設関係者と連
携して保育士、幼稚園教諭等の人材確保に向けた取り組みを進めます。

　②　認定こども園、地域型保育事業の推進

▶� �教育保育ニーズに対応し、待機児童の解消に向け、認定こども園移行促進や小
規模保育事業、事業所内保育事業の設置促進を図ります。

　③　保育士、幼稚園教諭等の確保と資質の向上

▶� �多様化する子どもや家庭を取り巻く環境を踏まえた教育・保育内容の充実に向け、
研修・講習等により保育士・幼稚園教諭をはじめとした児童福祉関係者の資質
の向上を図ります。

　④　多様な子育て支援サービスの充実

▶� �子育て世帯の就業率の向上により増加傾向にある保育を必要とする学童保育の
ニーズに対応して、放課後の小学生児童に遊び場や生活の場の提供と、児童の
健全な育成を図るため、子ども･子育て支援事業計画に基づき、既存施設の有
効活用などにより、学童保育所の体制を整備しサービスを提供します。

施策の方向

１　幼児教育・保育及び多様な
子育て支援サービスの充実

主な施策

①　総合的な幼児教育・保育の提供

②　認定こども園、地域型保育事業の推進

③　保育士、幼稚園教諭等の確保と資質の向上

④　多様な子育て支援サービスの充実

⑤　障害児保育・教育の推進
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第４章　施策の展開（基本計画）

　⑤　障害児保育・教育の推進

▶� �子ども一人ひとりの発達状況に応じた保育や教育が切れ目なく実施できるよう、
保育所、幼稚園などでの専門職員による定期巡回相談の実施や保育所への保育
士配置支援、研修の充実など施設の専門性の向上に向けた取り組みを検討し、
障害児保育･教育を推進します。

▶� �子育て世代の就労形態など多様な状況に合わせて、こども未来館、保育所によ
る一時保育事業やショートステイ、トワイライトステイを行う子育て支援短期利
用事業、児童が入院治療を要しない病気療養中で集団生活が困難な期間に、保
護者が就業などにより看護ができない場合、一時的に専用施設で保育・看護を
行う病児病後児保育などを行います。また、こども未来館において、就学前の
乳幼児と保護者が安心して過ごせる場の提供や保護者同士の交流の機会の創出、
子育て家庭への相談などの充実を図ります。

2　子どもの健全育成

　①　子どもの生きる力の向上

▶� �農業体験や登山・サーフィンなど各小中学校で地域の特性に応じた体験活動を実
施し、町の豊かな自然環境や農業などにふれることで、ふるさとへの愛郷心を高
める教育を推進します。

▶� �児童が、保育所・幼稚園・認定こども園などの就学前の施設から、小学校・中学
校へ切れ目なくスムーズに新たな環境につながるよう各施設で連携した取り組み
を進めます。

▶� �子どもの社会性を育てる観点から、年齢が異なる子どもたちが交流し、その中で
の役割を担うことができる通学合宿「夢の体験塾」、ジュニアリーダーの育成を
図る国内短期留学事業や、国際感覚を養う国際交流事業を行います。また、子
どもが自分だけの力で挑戦し、他校の異年齢の子どもたちと一緒にものづくりの
楽しさを味わうチャレンジスクールを行います。

施策の方向

２　子どもの健全育成

主な施策

①　子どもの生きる力の向上

②　障害の早期発見、早期療育

③　家庭教育力の向上

④　児童育成事業（児童センター）の推進
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　②　障害の早期発見・早期療育

▶� �臨床心理士が、心や言葉の発達に不安のある子どもの相談を受け、必要に応じ
て子どもの発達に適した支援を関係機関と連携して行います。

▶� �発育や発達に不安のある子どもと保護者を対象とした、小集団での親子遊びの
教室を通して、子どもの心や言葉を育みます。

▶� �障害のある児童に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援など、適切に障
害児福祉サービスを提供します。

　③　家庭教育力の向上

▶� �「地域の子どもは地域で育てる」をキーワードに学校・家庭・地域が情報の共有
化や懇談を通して、互いの教育的役割を自覚することなどを目的に、地区懇談会
を開催します。

▶� �親子のふれあい充実の機会として、ものづくりやスポーツを通して大人と子ども
の円滑なコミュニケーションを図ることや、運動好きの子どもを育てるための親
子の教室、絵本の読み聞かせにより子どもの感性を育てる親子の読み聞かせ教
室、ブックスタート事業などを実施します。

　④　児童育成事業（児童センター）の推進

▶� �こども未来館において、様々な体験活動を通じて子どもたちの心身の発達支援
を行う児童センター事業の充実を図ります。

３　子どもの権利擁護

　①　児童虐待などの対応における支援策の充実

▶� �子ども及び妊産婦の福祉に関し必要な実情把握や情報提供を行い、家庭などか
らの相談に応じ必要な支援を行うため、専門職を配置した子ども家庭総合支援
拠点事業を推進します。また、関係機関とのネットワーク機能充実のため、児童
家庭ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を中心に、町の保健部局や教育
部局、福祉部局などの関係課で支援 ･連携方針の共有を行い、適切に支援につ
なげ継続支援を行うなどネットワーク強化を図ります。

▶� �母子保健事業や子育て支援事業などを通じて、健康や家庭、職場などでの悩み
やストレスを抱えている子育て家庭を早期に発見し、各種相談事業などへつなぎ、
支援していきます。

第４章　施策の展開（基本計画）

施策の方向

３　子どもの権利擁護

主な施策

①　児童虐待などの対応における支援策の充実
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▶� �児童虐待をはじめ問題を抱える児童や家庭に対し、子ども家庭総合支援拠点を
中心に児童相談所などの関係機関と情報共有を含む緊密な連携を図り、早期の
段階からそれぞれの状況に応じて様々な社会資源を有機的につなげ、包括的な
支援を行うとともに、啓発を充実し予防に努めます。

第４章　施策の展開（基本計画）

▶� �子どもの目の前で配偶者などからの暴力を受けている人に対して、適切な支援を
受けられるよう関係機関と調整し対応します。

Ⅱ　安心して産み育てられる環境づくり

１　妊娠から出産、育児までの母子保健対策の充実

　①　妊娠から切れ目ない母子保健事業

▶� �子育て世代包括支援センターでは、妊娠期の母子健康手帳、妊婦健診補助券の
交付、産後の赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査、各種相談などを通して、母子の
生活習慣の改善、健康の保持・増進に努めることで、妊娠期から子育て期まで
の継続した支援を行います。

▶� �産前産後の身体的精神的不調などのため、日中の家事や育児が困難で介助者が
いない家庭などに支援ヘルパー等を派遣し、家事や育児の一部介助、養育に関
する指導、助言を行い、母子とその家庭が健やかな育児ができる環境を整えます。

▶� �乳幼児期からの正しい食事の取り方や望ましい食習慣の定着などを図るため、保
健・教育をはじめとする様々な分野が連携して、乳幼児期から思春期まで発達段
階に応じた食に関する学習の機会や情報提供、食事作りの体験活動及び子ども
参加型の取り組みを進めます。

▶� �子どもの感染症を予防するため、定期予防接種事業及び子どものインフルエンザ
予防接種助成を推進します。

▶� �妊娠期からの切れ目ない支援の充実のため、妊娠や子育てなどの相談しやすい
体制を整え、母子保健相談を充実します。

施策の方向 主な施策

１　妊娠から出産、育児
までの母子保健対策の充実 ①　妊娠期から切れ目ない母子保健事業

-   27   --   27   -



第４章　施策の展開（基本計画）

２　子育て家庭への経済的支援の推進

　①　子育て家庭への経済的支援

▶� �幼児期の教育・保育の重要性、子どもの保護者の経済的負担を軽減する観点から、
保育所や幼稚園、届出保育所などの施設利用給付、低所得者に対する副食費の
補助を行い、幼児教育・保育の無償化に取り組みます。また、幼児教育・保育無
償化の対象とならない届出保育施設に通園する児童の保護者に対し、保育料の
一部を補助します。

▶� �子どもの現在、将来がその生まれ育った環境に左右されることのない社会を実現
するため、福岡県こどもの貧困対策推進計画に沿って、ひとり親家庭などの学習
支援事業の促進に取り組むなど、子どもの貧困対策を検討します。

▶� �経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅
行費など必要な援助を行います。

３　ひとり親家庭への自立支援の推進

　①　ひとり親家庭の相談支援体制の充実

▶� �ひとり親家庭の悩みを解決するため、関係機関と連携して幅広い相談・解決体制
をつくります。

▶� �母子家庭・父子家庭などの就学等自立促進や疾病などで一時的に生活援助が必
要な場合に、支援員を派遣し生活の安定を図ります。

▶� �母子家庭、父子家庭などの生活の安定と自立を図るため、ひとり親家庭医療費
助成を実施するとともに、児童扶養手当制度の周知・手続きを進めます。

施策の方向 主な施策

２　子育て家庭への
経済的支援の推進 ①　子育て家庭への経済的支援

施策の方向 主な施策

３　ひとり親家庭への
自立支援の推進 ①　ひとり親家庭の相談支援体制の充実
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Ⅲ　地域・企業での子育て支援環境づくり

１　子どもの育成支援を担う地域社会の形成

　①　地域での子ども見守り体制の充実

▶� �地域に開かれた学校を目標に、学校運営協議会を設置し様々な学校行事におい
て、保護者や地域の協力体制を整え、学校・家庭・地域が連携して子どもたちを
育成します。

▶� �PTAや校区コミュニティ、ボランティア団体などによる小中学生の登下校時の見
守り活動を支援します。

▶� �住民の自主防犯行動を促進するための犯罪などに関する情報提供を推進し、防
犯ボランティアなどに対する支援を行います。

第４章　施策の展開（基本計画）

　②　子育てグループの育成・支援

▶� �児童福祉に関するボランティア活動に取り組む団体、グループに対する活動を支
援します。

２　子どもと子育てに配慮した環境の整備

　①　子どもの安全に配慮した道路・公園等の整備

▶� �通学路や保育所などが散歩などで利用する道路の危険個所について、関係機関
と合同点検を実施し、交通安全施設の整備、検討を行います。また、老朽化し
た公園遊具などについて、定期的な安全点検を実施し、必要に応じて修繕改修
を行い、子どもと子育てに配慮した環境整備を進めます。

施策の方向 主な施策

１　子どもの育成支援を担う
地域社会の形成

①　地域での子ども見守り体制の充実

②　子育てグループの育成・支援

施策の方向 主な施策

２　子どもと子育てに配慮した
環境の整備 ①　子どもの安全に配慮した道路・公園等の整備
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第４章　施策の展開（基本計画）

３　企業における環境づくり

　①　職場における子育て支援環境整備の促進

▶� �企業による事業所内保育施設などの設置促進を図り、保育ニーズへの対応、待機
児童解消を目指します。

▶� �子育て支援環境の整備を促進するため、町の男女共同参画基本計画に基づき、
仕事と家庭の両立しやすい職場環境づくりの啓発に努めます。

４　職場・家庭における男女共同参画の推進

　①　男女がともに支えあいながら子育てする意識の啓発

▶� �仕事中心のライフスタイルではなく、仕事・家庭・地域活動などのバランスのとれ
たライフスタイルである「ワーク・ライフ・バランス」は、家族のきずなを深める
とともに、少子高齢化への対応、ボランティア活動、地域における活動の振興な
ど社会全体としての観点からもその推進が求められています。

▶� �講座の開催、各種事業、広報活動などを通じて、一人ひとりが仕事と生活の調和
のあり方について考え、周囲の理解を得ながらその実現ができるように、各事業
の中での啓発活動や男性の育児家事・地域参加の促進、情報提供などを行い、
男女がともに支えあいながら子育てする意識の啓発を進めます。

施策の方向 主な施策

３　企業における環境づくり ①　職場における子育て支援環境整備の促進

施策の方向 主な施策

４　職場・家庭における
男女共同参画の推進

①　男女がともに支えあいながら子育てする
　　意識の啓発
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第４章　施策の展開（基本計画）

計画を支える推進体制

切れ目なくきめ細かな支援体制の整備

　①　相談しやすい子育て支援体制の充実

▶� �子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点それぞれに専門職を配
置するとともに、子育て家庭が相談しやすく、子育てに関してより連携した対応
を目指し、役場の組織体制の見直しを行い、相談体制を充実します。

▶� �こども未来館（地域子育て支援センター）において、電話や利用時の子育て相談
を実施し、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点などの関係
機関と連携して、子育て家庭の子育てに関する悩みに対応します。

▶� �子育て家庭の相談にあたっては、課題が複雑化しており、庁舎内の一つの課では
対応は難しいため、児童家庭ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を中心
に関係課や関係機関の連携体制を充実し切れ目なく寄り添った支援に努めます。
また、小中学校を担当する子ども家庭支援員を配置し、不登校や虐待など支援
が必要な家庭との面談や訪問、学校・行政の各種会議への参加による連携を図り、
家庭や児童生徒への支援体制を充実します。

　②　子育てに関する情報提供の充実

▶� �各種健診や相談事業、こども未来館や保育所、幼稚園など妊娠期から子育て期
に関係する事業や制度は多岐にわたります。これらの情報を分かりやすくタイム
リーに提供するため、広報誌やホームページ、パンフレット、SNSなど様々な媒
体を活用して幅広く情報発信を行います。

施策の方向 主な施策

切れ目なくきめ細かな
支援体制の整備

①　相談しやすい子育て支援体制の充実

②　子育てに関する情報提供の充実
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第５章　子ども・子育て支援事業計画

１　教育・保育の提供区域の設定

　子ども・子育て支援法第 61条により、市町村は、子ども・子育て支援事業計画において、地
理的条件や人口、交通事情などの社会的条件と幼稚園・保育所などの整備状況などを総合的に勘
案して「教育・保育提供区域」を設定し、区域ごとに事業の必要性を算出するとともに、事業内
容や実施時期を示さなければならないとされています。

　岡垣町は、以下の点を踏まえ、町全域を一つの教育・保育提供区域として設定します。

●� 地形的に山岳や大規模河川などで分断されておらず、一体となった地理的条件を有している。
●� 国道や県道、町道などで県内の各地域が結ばれており、社会的なつながりがある。
●� 町内の幼児教育・保育施設は、町内全域から利用されている。
●� 宅地開発やマンションの整備は、今後も考えられるが、人口が増加する地域を予測するこ�
� とは難しい。

（参考）教育・保育の認定区分

認定区分 定　　義

１号認定 満３歳以上の小学校就学前子ども（２号認定こどもを除く）

２号認定
保護者の労働または疾病など内閣府が定める事由により、家庭で
必要な保育を受けられない満３歳以上の小学校就学前子ども

３号認定
保護者の労働または疾病など内閣府が定める事由により、家庭で
必要な保育を受けられない満３歳未満の小学校就学前子ども

　子ども・子育て支援法第１９条により、教育・保育の支給認定は、次のように区分
されています。

認定区分 年　齢 保育の必要性 対応する施設

１号認定
満３歳以上

保育を必要としない 幼稚園
認定こども園（幼稚園部分）

２号認定

保育を必要とする

認可保育所
認定こども園（保育所部分）

３号認定
１～２歳 認可保育所

認定こども園（保育所部分）
地域型保育事業（注）０歳

　上記の定義をまとめると、以下の内容となります。

（注）地域型保育事業：小規模保育や事業所内保育など、保育所（原則 20人以上）より少人数で 0 ～2 歳の子どもを保育する事業。
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２　教育・保育の量の見込みと確保方策

第５章　子ども・子育て支援事業計画

（１）教育需要（１号認定）

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　
号

量の見込み（a） 356 342 323 323 311
確保の方策（b） 649 649 656 646 556
特定教育・保育施設 244 235 227 219 556
確認を受けない幼稚園 405 414 429 427 0
過不足（b）－（a) 293 307 333 323 245

（２）保育需要（２・３号認定）

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

２　
号

量の見込み（a） 439 452 454 456 437
教育ニーズ 235 226 211 213 203
保育ニーズ 204 226 243 243 234

確保の方策（b） 408 417 410 420 437
特定教育・保育施設 173 191 199 207 437
確認を受けない幼稚園
（幼稚園＋預かり保育） 235 226 211 213 0

過不足（b）－（a) -31 -35 -44 -36 0

３　
号

量の見込み（a） 222 223 228 226 222
確保の方策（b） 180 183 183 189 277
特定教育・保育施設 145 145 145 151 200
特定地域型保育 35 38 38 38 77
過不足（b）－（a) -42 -40 -45 -37 55

（３）確保方策の方針
▶� �特定教育・保育について、令和２年度には、認定こども園の施設整備完了と幼保連携型へ

の移行に伴い、保育定員が 30人確保されます。また、事業所内保育施設の定員が増加し
たことに伴い、３号認定の保育定員が 7人分増加します。

▶� �令和６年度までに、私立幼稚園の認定こども園移行や新制度幼稚園移行に伴う3号認定
2歳児の保育の受け皿となる一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の実施による保育定員確保を
目指します。また、地域型保育施設の新設を促し、低年齢層における保育定員の確保を
目指します。

▶� �上記整備が整うまでの間は、制度上各施設において利用定員の120％までの受け入れが
認められているため、認定こども園、認可保育所及び事業所内保育施設において、定員の
弾力的な運用を促します。

単位：人

単位：人
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第５章　子ども・子育て支援事業計画

３　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

　国が示したニーズ調査結果を用いた方法で量の見込み（必要量）を算出したうえで、年度ごとに
量の見込みに対する確保数を設定しています。

（１）放課後児童健全育成事業（学童保育所事業）
　保護者が就業または病気などにより、放課後自宅で保育できない家庭の小学生児童に、遊び
場や生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。

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
（A) （B) （A) （B) （A) （B) （A) （B) （A) （B)

（A)利用児童
数見込み
・

（B)登録児童
数見込み

１年生 65 153 70 162 73 166 75 170 75 178
２年生 54 121 57 130 59 135 61 136 63 142
３年生 51 120 55 126 58 131 57 133 59 138
４年生 36 83 39 89 39 91 39 94 41 96
５年生 15 37 15 38 15 40 16 40 16 42
６年生 5 11 5 11 7 13 5 13 7 56
合計 226 525 241 556 251 576 253 586 261 652

〔確保方策の方針〕
▶� �町内の５校区８カ所に設置している学童保育所で実施します。なお、現在は施設ごとに定

員数が異なりますが、1施設当たり45人の受け入れ態勢を整備した場合、将来的に定員
が不足することが考えられます。今後定員数に不足が生じた場合は、小学校の空き教室な
どの活用により、定員確保を実施します。

注　（A) 利用者児童数見込みは、各校区別に登録児童数に対する平均利用率を算出し、（B) 登録児童数見込みに乗じて算出。

受入児童数（人）

　保護者の就労形態の多様化や長時間の通勤などによる延長保育ニーズに対応するため、保育認
定を受けた子どもを対象に、開所時間（11時間）の前後に保育を提供する事業です。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 100 100 100 100 100

単位：人

〔確保方策の方針〕
▶� �町内の認可保育所３カ所（おとぎのいえ保育園、岡垣ほしのほいくえん、中部保育所）と

認定こども園（認定こども園えびつ幼稚園）、地域型保育施設２カ所（ひよこ保育園、キッ
ズルーム岡垣）で実施します。また、令和６年度までに私立幼稚園の認定こども園化や地
域型保育施設の新規参入を促し、利用定員を確保する見込みです。

（２）延長保育（時間外保育）事業
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第５章　子ども・子育て支援事業計画

　保護者の就労、通院などにより、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を一
時的に預かる事業です。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

〔確保方策の方針〕
▶� �一時預かり事業（一般型）
� 岡垣町こども未来館及び岡垣ほしのほいくえんで実施します。
▶� �子育て短期支援事業（トワイライトステイ）
� 委託契約を締結している報恩母の家及び鞍手乳児院で実施します。

単位：人日

　認定こども園や確認を受けた幼稚園に通う児童のうち、保護者の就労、通院などにより、家庭
で保育を受けることが一時的に困難となった児童を、幼稚園で一時的に預かる事業です。

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

利用児童数見込み
（量の見込み）

延べ人数 63,500 61,500 57,500 57,500 56,500

１号認定 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

２号認定 56,000 54,000 50,000 50,000 49,000

〔確保方策の方針〕
　町内の認定こども園で実施します。また、令和６年度までに町内の私立幼稚園の認定こども園
化や新制度への移行を促し、利用定員を確保する見込みです。

単位：人日

（３）一時預かり事業（一般型）・子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

（４）一時預かり事業（幼稚園型）
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　育児の援助を受けたい人（依頼会員）と、育児の援助を行いたい人（協力会員）との相互援助
活動の連絡・調整を行うものです。相互援助活動には、子どもの預かりや施設への送迎などがあ
ります。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 0 0 0 0 0

〔確保方策の方針〕
　シルバー人材センターで類似のサービスを実施しているため、利用希望者にサービスの周知を図
ることにより対応します。

単位：人日

（5）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）

　児童が病気療養中または病気の回復期で集団生活が困難な期間に、保護者が就労などにより
看病できない場合に、一時的に専用施設で保育と看護を行う事業です。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 90 90 90 90 90

〔確保方策の方針〕
　遠賀中間医師会に委託し「病児・病後児保育室ぞうさんルーム」（遠賀中間医師会おんが病院内）
で実施します。

（６）病児・病後児保育事業

単位：人日

　保護者が病気など身体上、精神上、環境上の理由により、子どもの養育が困難となった場合な
どに、施設で子どもを預かる事業です。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 50 50 50 50 50

〔確保方策の方針〕
　委託契約を締結している報恩母の家及び鞍手乳児院で実施します。

（７）子育て短期支援事業（ショートステイ）

単位：人日

第５章　子ども・子育て支援事業計画
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第５章　子ども・子育て支援事業計画

　地域の子育て支援を目的に、親子の交流の場の提供、子育てに関する相談・援助、地域の子
育て関連情報の提供、子育て支援に関する講習などを行います。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 630 630 630 630 630

〔確保方策の方針〕
　岡垣町こども未来館で実施します。

（８）地域子育て支援拠点事業

単位：延べ人回

　子どもやその保護者が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業などを円滑に利用でき
るよう、身近な場所で相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行い、関係機関と連絡調整等を総
合的に行います。

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

提供体制

基本型 0 0 0 0 0
特定型 0 0 0 0 0
その他 1 1 1 1 1
合　計 1 1 1 1 1

〔確保方策の方針〕
　こども未来課の窓口及びこども未来館窓口にて行政サービスとして実施します。

単位：か所

（９）利用者支援事業（基本型・特定型）

　妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩みなどに円滑に対応する
ため、保健師などが専門的な見地から相談支援などを行い、妊娠期から子育て期にわたるまでの
切れ目ない支援を行う事業です。

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

提供体制
母子保健型 1 1 1 1 1
その他 0 0 0 0 0
合　計 1 1 1 1 1

〔確保方策の方針〕
　子育て世代包括支援センターを設置し、切れ目ない支援を実施します。

単位：か所

（10）利用者支援事業（母子保健型）
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第５章　子ども・子育て支援事業計画

　町の保健師などが生後４カ月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児に関する相談・情報の提
供、養育環境の把握を行います。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 190 188 183 175 169

〔確保方策の方針〕
　子育て世代包括支援センターと連携し、切れ目ない支援を実施します。

（11）乳児家庭全戸訪問事業

単位：人

　子育てに関して不安や孤立感などを抱えるなどの養育支援が必要な家庭を訪問し、養育に関す
る指導・援助を行います。

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

利用児童数見込み
（量の見込み） 20 20 20 20 20

〔確保方策の方針〕
　子育て世代包括支援センターと連携し、切れ目ない支援を実施します。

（12）養育支援訪問事業

単位：人

　母子健康手帳交付時に妊婦健康診査補助券を配布します。（14回分が公費負担）

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

利用者数見込み
（量の見込み） 2,100 2,100 2,100 2,000 2,000

〔確保方策の方針〕
　子育て世代包括支援センターと連携し、切れ目ない支援を実施します。

（13）妊婦健康診査事業

単位：延べ人回
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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
子どもを守るための地域
ネットワーク機能強化事業

事業実施
予定 実施 実施 実施 実施 実施

実費徴収に伴う
補足給付事業

事業実施
予定 実施 実施 実施 実施 実施

多様な主体の
参入促進事業

事業実施
予定 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

（14）その他の事業

〔確保方策の方針〕
▶� �子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業
� 　岡垣町では、子どもの虐待などについて、保育所、こども未来館、幼稚園、認定こども�
� 園、学校などで早期に発見し、適切な対応がとれ、問題解決に向けた包括的な体制をと�
� るため、「岡垣町児童家庭支援ネットワーク」を設置し、関係機関と連携体制を構築して�
� います。

▶� �実費徴収に伴う補足給付事業
� 　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設などに対して、保護者が支�
� 払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事�
� への参加に要する費用などを補助する事業です。岡垣町では、新制度未移行幼稚園に通�
� う子どもの副食費の一部を補助します。

▶� �多様な主体の参入促進事業
� 　特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究やその他の多�
� 様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進する事業です。�
� 　岡垣町では、事業として取り組んでいませんが、こども未来課にて対応しています。

第５章　子ども・子育て支援事業計画
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第６章　計画の推進に向けて

１　推進体制と計画の進行管理

　本計画を着実に実行していくためには、計画の進行管理を含めた推進体制が不可欠となります。
本町では、児童福祉分野や学校教育･社会教育分野の従事者及び学識経験者などによる「岡垣
町エンゼルプラン推進協議会」を設置して、本計画の策定審議のほか、本計画の推進と執行管理
の協議行う組織として位置づけています。また、庁舎内では、「こども未来課」を中心として関係
課が連携して取り組み、国や福岡県と連携を密にしながら、社会・経済情勢の変化などに柔軟に
対応する必要があります。
　今後も、「岡垣町エンゼルプラン推進協議会」により、本計画に基づく各取り組みの実施状況
や進捗について把握を行い進行管理を行います。
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資料編
●　計画策定経過

●　計画策定体制

●　エンゼルプラン推進協議会委員　等

●　諮問・答申
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●　計画策定経過

実施時期 内　　容

平成 31年２月25日㈪ 第１回エンゼルプラン策定会議 ・策定方針、スケジュール
・住民意識調査内容

平成 31年 3月20日㈬ 第１回岡垣町エンゼルプラン推進協
議会

・委員委嘱及び会長選出
・町長からの諮問
・策定方針、スケジュール
・住民意識調査内容
・平成 30 年度事業進捗報告

平成31年３月12日～22日 住民意識調査実施

令和元年５月17日㈮ 第２回エンゼルプラン策定会議 ・住民意識調査結果、分析
・前計画進捗状況

令和元年６月20日㈮ 第２回岡垣町エンゼルプラン推進
協議会

・住民意識調査、分析
・前計画進捗管理
・施設利用定員変更

令和元年７月19日㈮ 第３回エンゼルプラン策定会議 ・前計画評価
・�子ども・子育て支援事業計画素案検討

令和元年9月27日㈮ 第４回エンゼルプラン策定会議 ・エンゼルプラン素案検討
・�子ども・子育て支援事業計画素案検討

令和元年10月29日㈫ 第５回エンゼルプラン策定会議 ・�子ども・子育て支援事業計画素案検討

令和元年11月 8日㈮ 第６回エンゼルプラン策定会議 ・エンゼルプラン素案検討
・�子ども・子育て支援事業計画素案検討

令和元年11月29日㈮ 教育・保育施設等連絡会議
・住民意識調査結果
・�エンゼルプラン、子ども・子育て支援事
業計画進捗状況

令和元年11月下旬
　～12月上旬 教育・保育施設事業者意向調査

令和元年12月10日㈫ 第 7回エンゼルプラン策定会議 ・全体計画素案検討
・パブリックコメントについて

令和元年12月上旬 町議会（12月議会）報告 ・�エンゼルプラン、子ども・子育て支援事
業計画進捗状況

令和元年12月26日㈭ 第３回岡垣町エンゼルプラン推進
協議会

・全体計画素案検討
・パブリックコメントについて

令和２年１月７日～20日 パブリックコメント

令和２年１月31日㈮ 第８回エンゼルプラン策定会議 ・パブリックコメント結果報告及び対応
・全体計画案検討

令和２年２月13日㈭ 第４回岡垣町エンゼルプラン推進
協議会

・パブリックコメント結果報告及び対応
・全体計画案検討
・町長への答申

令和２年３月 町議会（３月議会）報告
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●　計画策定体制

エンゼルプラン
推進協議会 町　長 議　会

住民参画行政内部体制

コンサルタント業者
（住民意識調査のみ）

エンゼルプラン
策定会議

事務局

教育保育施設等連絡会議

パブリック・コメント

住民意識調査

諮問

答申

進捗管理

計画説明

指示 住民意識調査
集計結果報告

意見反映
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●　エンゼルプラン推進協議会委員

役　職 氏　名 区　分 所　属
会長 二文字　正勝 児童関係施設の代表 岡垣ほしのほいくえん（理事）

副会長 石田　隆男 自治区長会の代表 区長会（副会長・茅原区長）

委員 中村　典史 小中学校校長の代表 岡垣中学校校長

〃 御領園　久美子 民生・児童委員の代表 民生委員・児童委員協議会（会計）

〃 深田　智子 児童関係施設の代表 岡垣中央幼稚園（園長）

〃 桒野　聡 医師会の代表 遠賀中間医師会

〃 森山　公 歯科医師会の代表 遠賀中間歯科医師会

〃 矢野　共子 各種団体の代表 婦人会（書記）

〃 石田　初江 各種団体の代表 青少年健全育成町民会議（副会長）

〃 古賀　真子 各種団体の代表 子育てサークル「わらしっこクラブ」代表

〃 末廣　亜希子 各種団体の代表 子育てサークル「みつばっち」代表

〃 外山　美絵 各種団体の代表 吉木学童保育所保護者会（会長）

任期：平成 30 年４月１日～令和２年３月31日
（敬称略）

●　エンゼルプラン策定会議委員

会長 副町長

副会長 こども未来課長

委員 企画政策室長

〃 総務課長

〃 健康づくり課長

〃 教育総務課長

〃 福祉課長

〃 生涯学習課長

〃 こども未来館長

事務局 こども未来課　少子化対策係
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●　諮問・答申

３０岡こ第２０１２号
平成３１年３月２０日

　岡垣町エンゼルプラン推進協議会
　会長　二文字　正勝　様

岡垣町長　宮　内　　實　生
（こども未来課　少子化対策係）

岡垣町第 3次エンゼルプラン及び岡垣町第２期子ども・子育て支援事業計画の策定
	 について（諮問）

　岡垣町第 3次エンゼルプラン及び岡垣町第２期子ども・子育て支援事業計画の策定を行
うにあたり、子ども・子育て支援法第６１条第７項及び、岡垣町エンゼルプラン推進協議会
規則第３条に基づき貴協議会へ意見を求めます。

（理由）
　岡垣町では、岡垣町エンゼルプラン・子ども子育て支援事業計画に基づき、「豊かな自然
と温かな家庭・地域につつまれ、自ら生きる力を育む、岡垣の子どもたち」を基本理念とし
て子育て支援施策を展開しています。
　子ども・子育て支援法に基づく第１期の子ども・子育て支援事業計画は、平成 31年度
に終期を迎えます。また、第２次エンゼルプランについては、平成 32 年度が終期となって
いますが、一体的な事業展開が不可欠であることから第２期子ども・子育て支援事業計画
策定にあわせ、第３次エンゼルプラン策定をすることとしています。
　つきましては、今後の岡垣町の児童福祉の方向性を位置づけるとともに、児童福祉サー
ビス量や供給体制確保等に係る重要な取り組みとなりますので、貴推進協議会の意見を賜
りたく調査審議を諮問する次第です。
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令和２年２月１３日

　岡垣町長　宮　内　　實　生　様
　（こども未来課　少子化対策係）

岡垣町エンゼルプラン推進協議会
会長　　二　文　字　　正　勝

岡垣町第 3次エンゼルプラン及び岡垣町第２期子ども・子育て支援事業計画の
	 策定について（答申）

　平成３１年３月２０日付３０岡こ第２０１２号で諮問のあった岡垣町第３次エンゼルプラン及
び岡垣町第２期子ども・子育て支援事業計画について、慎重に審議した結果、その内容は
適切であると判断したので貴職に答申します。
　こども達が岡垣町を愛し、豊かな心を育み、自ら考え、生きる力を向上できるように、社
会全体で応援するまちづくりに向け、関係者と連携した着実な実行を図られたい。
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