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資料１ 

 

○幕別町次世代育成支援対策地域協議会条例 

（平成21年３月25日条例第10号） 

 

（設置） 

第１条 幕別町における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議する

ため、幕別町次世代育成支援対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務）  

第２条 地域協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第８条に規定する市町村行動計画の

策定に関すること。 

(２) 前号に規定する計画の推進に関すること。 

(３) 子どもの権利に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項各号に掲げる事務の処理に関

すること。 

(５) 前４号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策の推進のために必要なこと。 

（組織） 

第３条 地域協議会は、15人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 子育て支援関係団体に属する者 

(３) 教育関係者 

(４) 保健福祉関係者 

(５) 商工団体に属する者 

(６) 公募による者 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 地域協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 地域協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴

くことができる。 

（庶務） 

第６条 地域協議会の庶務は、民生部こども課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定め

る。 

附 則 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月13日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の幕別町次世代育成支援対策地域協議会条例第３条第１項の規定によ

り新たに委嘱される委員の任期は、同条第３項の規定にかかわらず、平成27年７月２日までとす

る。 
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資料２ 

幕別町次世代育成支援対策地域協議会委員名簿（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職 氏   名 所属・役職等 備考 

会長 千葉 智子 町商工会女性部員・すきやき隊隊員  

副会長 牛尾 義美 前幕別町ＰＴＡ連合会会長  

委員 荒木 彰子 元おひさまクラブ代表  

同 今泉 みか 町保健福祉課保健予防係・保健師  

同 齊藤 彰彦 幕別町主任児童委員  

同 佐藤 徳之 前忠類中学校ＰＴＡ副会長  

同 下川 暢宏 民生委員/忠類保育所運営委員  

同 杉山 ユリ子 すきやき隊隊長  

同 西出 伴良宏 幕別町校長会(会長/幕別中学校長)  

同 堀  浩子 公募  

同 嶽山 信行 公募  

同 牧田 博恵 幕別町立札内北保育所・保育士  

同 森    徹 前忠類保育所保護者会会長・運営委員会委員  

同 安田 正司 十勝竜谷学園幕別幼稚園園長  
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資料３ 

幕別町子ども・子育て支援事業計画策定までの経緯 

 

年度 月 日 内 容 

平成 

25年度 

平成25年６月18日(火) 

第１回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後７時02分～午後８時10分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

 ○内容 

・子ども・子育て支援新制度について 

・子育て支援等に係わる町の施策について 

平成25年10月18日(火) 

第２回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後７時03分～午後８時28分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

 ○内容 

  ・子ども・子育て支援新制度について 
・次世代育成支援行動計画及び次世代育成支援対策 

地域協議会について 
・幕別町子どもの権利に関する条例について 
・今後のスケジュールについて 

平成25年11月27日(火) 

第３回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時32分～午後８時04分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

 ○内容 

  ・子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望に

関するアンケート調査について 

・次世代育成支援行動計画（後期計画）の進捗状況及

び評価について 

平成26年１月８日 

～ 

 平成26年１月29日 
子ども・子育て支援新制度に関するアンケート調査の実施 

平成26年２月26日（水） 

第４回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後８時18分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

 ○内容 

  ・子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望に

関するアンケート調査結果について 

平成26年３月26日（水） 

第５回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後７時42分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

 ○内容 

・子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」 

について 
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年度 月 日 内 容 

平成 

26年度 

平成26年５月29日（木） 

第１回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後７時50分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

・幕別町子ども・子育て支援事業計画の構成及び骨子 

（案）について 

・事業計画における量の見込み（地域別）について 

・今後のスケジュールについて 

平成26年７月10日（木） 

第２回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後８時37分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

  ・幕別町子ども・子育て支援事業計画の素案について 

  ・事業計画における量の見込み（地域別）と確保対策

について 

・子ども・子育て支援に関する各種事業の条例等で定

める基準について 

平成26年８月19日（火） 

第３回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時35分～午後７時33分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

  ・子ども・子育て支援事業計画の基本理念及び基本目

標について 

  ・子ども・子育て支援に関する各種事業の考え方・方

向性について 

  ・子ども・子育て支援に関する各種施設・事業の基準

(骨子案)のパブリックコメントの結果について 

平成26年10月２日（木） 

第４回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時28分～午後７時37分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

  ・子ども・子育て支援新制度における利用者負担につ 

いて 

平成26年10月30日（木） 

第５回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後７時30分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

・新制度における利用者負担について 

・新制度に関する説明会・パブリックコメントの実 

施について 

年度 月 日 内 容 
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年度 月 日 内 容 

平成 

26年度 

平成26年11月19日（水） 

第６回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後７時37分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

  ・次世代育成支援行動計画（後期計画）の進捗状況 

及び評価について 

・子ども・子育て支援事業計画案について 

平成26年11月25日 

～ 

平成26年12月25日 

子ども・子育て支援事業計画案及び子ども・子育てに係る

利用者負担（骨子案）のパブリックコメント意見募集 

平成27年１月15日（木） 

第７回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時33分～午後７時10分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

・事業計画案及び利用者負担（２号認定・３号認定） 

のパブリックコメントの結果について 

・１号認定の利用者負担（幼稚園保育料）について 

平成27年２月12日（木） 

第８回幕別町次世代育成支援対策地域協議会 

○時間：午後６時30分～午後７時24分 

○場所：幕別町保健福祉センター多目的ホール 

○内容 

  ・子ども・子育て支援事業計画案について 

・幼稚園・保育所（園）の利用定員の設定（確認） 

について 



 

 

 

 

 幕別町子ども・子育て支援事業計画 
＜幕別町次世代育成支援行動計画＞ 

（平成２７年度～平成３１年度） 

 

～すべての町民が支えあい 子どもの豊かな心と生きる力を育むまち～ 
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