平成 27 年７月３日（金）
幕別町次世代育成支援対策地域協議会
資料１

○幕別町子ども・子育て支援事業計画及び
幕別町次世代育成支援対策地域協議会について
１

幕別町子ども・子育て支援事業計画策定の背景と目的

近年、我が国では、急速な少子化の進行や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化など
により、子どもの育ちや子育てをめぐる環境が変化しています。
このことから、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進め、
子どもの健やかな育ちと子育てを支えていくことが、社会全体で取り組むべき最重要課題の
一つとなっています。
このような状況等を踏まえ、子育て家庭に必要な支援を行い、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実現するため、平成24年８月に子ども・子育て関連３法が
成立しました。
子ども・子育て関連３法に基づく、新たな子育て支援の仕組みとなる「子ども・子育て支
援新制度」では、①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・
確保及び教育・保育の質的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実などを目指すこととな
ります。
また、子ども・子育て関連３法の一つ「子ども・子育て支援法」で、市町村は、
「子ども・
子育て支援事業計画」を策定することが義務づけられました。
幕別町においては、子ども・子育て支援は、父母等の保護者が子育てについての第一義的
責任を有するという基本的認識の下に、「幕別町次世代育成支援行動計画」及び「幕別町子
どもの権利に関する条例」を踏まえながら、国の考え方に即し「幕別町子ども・子育て支援
事業計画」を策定しました。

２

基本理念

少子化や核家族化の進展、共働き世帯の増加など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は、
近年大きく変化しており、改めて、地域の人と人とのふれあいを大切にすることが求められ
ています。このことから、本町の次代を担う子どもたちが家族の豊かな愛情のもとで健やか
に育つこと、また、子を持つ親や次代の親となる人たちが子育てに関する様々な不安や負担
を軽減できる環境をつくること、子育て・親育てに地域の住民が積極的に協力し支えあう地
域社会を築くことを目的に、
「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」と基本理念を定めております。

３

基本目標

子ども・子育て支援法第60条第１項により内閣総理大臣が定めた基本指針に基づき、本計
画の基本理念を実現するため、次の５つを基本目標とします。

１

基本目標１

幼児期の学校教育・保育の推進等

基本目標２

地域における子ども・子育て支援事業の推進

基本目標３

親子の健康の確保と育成支援

基本目標４

支援を必要とする子どもへの取組みの推進

基本目標５

職業生活と家庭生活との両立の推進

５つの基本目標の達成に向け 67 事業を実施していきます。

４

計画の期間

子ども・子育て支援法では、「市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・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
実施に関する計画を定めるものとする。」となっていることから、幕別町子ども・子育て支
援事業計画は、５年を１期とし、平成27年度から平成31年度までの計画を策定しました。

５

計画の公表状況

計画の内容については、町ホームページに掲載、また、実施状況については、年度末に町
広報紙に掲載します。

６

計画の策定及び推進体制

次世代育成支援対策地域協議会（識見を有する者１名、子育て支援関係団体に属する者２
名、教育関係者４名、保健福祉関係者４名、商工団体に属する者１名、公募による者３名の
15名で構成）を設置し、毎年、計画の推進に関しての審議を行います。

７

幕別町次世代育成支援対策地域協議会について

本協議会は、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、次世代育成支援対策推進法第21条の規定に基づき設置するものです。
所掌事務は、次に掲げる事項についての調査審議です。
(１) 次世代育成支援行動計画の策定に関すること。
(２) 次世代育成支援行動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・子育て支援法第77条第１項各号に掲げる事務に関すること
(５) このほか、次世代育成支援対策の推進のために必要なこと。

２

平成 24 年度開催実績
会議

第１回

第２回

日時

場

所

内容

町保健福祉センター
多目的ホール

○委員委嘱状交付
○協議事項
・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
・幕別町の子どもに関わる施策について
・幕別町子どもの権利に関する条例につい
て

平成 24 年
町保健福祉センター
11 月 19 日(月) 多目的ホール

○協議事項
・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
・子育て支援等に係わる町の施策につい
て
・児童虐待に係わる相談等の対応状況に
ついて

平成 24 年
７月３日(火)

平成 25 年度開催実績
会議

日時

場

所

内容

平成 25 年
町保健福祉センター
６月 18 日(火) 多目的ホール

○協議事項
・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
町保健福祉センター
10 月 18 日(火) 多目的ホール

○協議事項
・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

第３回

平成 25 年
町保健福祉センター
11 月 27 日(火) 多目的ホール

○協議事項
・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

第４回

平成 26 年
町保健福祉センター
２月 26 日(水) 多目的ホール

○協議事項
・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

第５回

平成 26 年
町保健福祉センター
３月 26 日(水) 多目的ホール

○協議事項
・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

第１回

第２回

３

平成 26 年度開催実績
会議

日時

場

所

内容

平成 26 年
町保健福祉センター
５月 29 日(木) 多目的ホール

○協議事項
・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
町保健福祉センター
７月 10 日(木) 多目的ホール

○協議事項
・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

第３回

平成 26 年
町保健福祉センター
８月 19 日(火) 多目的ホール

○協議事項
・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

第４回

平成 26 年
10 月２日(木)

町保健福祉センター
多目的ホール

○協議事項
・子ども・子育て支援新制度における利
用者負担について

第５回

平成 26 年
町保健福祉センター
10 月 30 日(木) 多目的ホール

○協議事項
・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

平成 26 年
町保健福祉センター
11 月 19 日(水) 多目的ホール

○協議事項
・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 27 年
町保健福祉センター
１月 15 日(木) 多目的ホール

○協議事項
・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
町保健福祉センター
２月 12 日(木) 多目的ホール

○協議事項
・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

第１回

第２回

第６回

第７回

第８回

４

