
平成30年度 
第１回 川島町子ども・子育て会議 

 
平成30年10月12日（金） 午前10時～ 



子育て支援新制度、 

「かわじま子育て応援プラン」について 



 
  ・運営実施をするための事務手続きを緩和 

  ・財政措置を一本化し、運営費補助を増額 

 

 

  ・保育施設（事業）の認可基準を制定 

  ・保育施設（事業）に運営費補助を給付 

 

 

  ・様々な子育て支援事業に事業補助を給付 
お 

 

 

  ・離島やへき地への運営費補助を特別給付 

１．認定こども園の普及 

２．待機児童の解消 

４．支援の地域格差の解消 

３．支援の量の拡充と質の向上 

４つの目的 

子育て支援新制度、「かわじま子育て応援プラン」について① 



・平成27～31年度までの５か年計画 

・地域の実情や過去の実績値、アンケートの結果をもとに、 

 量の見込み（ニーズ量）と確保方策（対応策）を数値化 

（１）教育・保育施設の充実 
 ①幼稚園、認定子ども園 
 ②保育園（所）など 

（２）地域子ども・子育て支援事業の推進 
 ①利用者支援事業 
 ②地域子育て支援拠点事業 
 ③妊婦健康診査 
 ④乳児家庭全戸訪問事業 
 ⑤養育支援訪問事業 
 ⑤－２子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 
 ⑥子育て短期支援事業 
 ⑦ファミリー・サポ―ト・センター 
 ⑧一時預かり事業 
 ⑨時間外保育事業 
 ⑩病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援事業 
 ⑪放課後児童健全育成事業 
 ⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 
 ⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

子育て支援新制度、「かわじま子育て応援プラン」について② 



 現在のかわじま子育て応援プラン（川島町子育て支援事業計画） 

かわじま子育て応援プランについて 

 計画期間は、平成27年度（2015年度）から平成31年度（2019年度）までの５年間 

平成31年度に第２期かわじま子育て応援プラン策定 
（2,020年度から2,024年度までの５か年計画） 

子育て支援新制度、「かわじま子育て応援プラン」について③ 



※ 来年度は４～５回の子ども・子育て会議を予定しています。 

第２期かわじま子育て応援プランについて 
（2,020年度から2,024年度までの５か年計画） 

平成31年度会議スケジュール（予定） 
 
５～６月  ：  希望利用把握調査（ニーズ調査）の内容について検討 
７月    ：  ニーズ調査実施 
８月～９月 ：  調査内容集計 
９月～10月 ：  調査結果報告、内容の分析 
11～12月  ：  量の見込み（案）の報告  
１～２月  ：  計画策定 

子育て支援新制度、「かわじま子育て応援プラン」について④ 



幼児教育の無償化について 
 

2019年10月１日から 



  ３歳から５歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども
園などの利用料が無償化されます。 消費税率引上げ時の 

2019年１０月１日からの実施を目指すこととされています。 

○ 子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教
育の無償化を一気に加速することとされました。幼児教育の無償化は、生涯
にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を
図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。 

 
○ 「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）、「経済財
政運営と改革の基本方針2018」（2018年６月15日閣議決定）において、以
下の方針が示され、消費税率引上げ時の2019年10月１日からの実施を目指
すこととされています。具体的な手続き等については、現在検討が行われて
いるところです。 

幼児教育の無償化について① 



つばさ南放課後児童クラブ整備について 



つばさ南放課後児童クラブ整備について① 

 この事業は、町の放課後児童クラブ（学童保育）が「子ども・子育て支援事業
計画」に定めた量の見込みと確保方策に基づき、平成３１年度までに条例基準に
適合した施設となり、また、国の「放課後子ども総合プラン」にある全ての小学
校区に施設が設置されるべきと考えに基づき、新たに放課後児童クラブを整備す

るものです。   

平成27年度、９つの児童遊園地の整備を実施（過年度実績） 

現在 

中山小学校区 
①学童保育かっぱくらぶ（中山小学校敷地

内） 

伊草小学校区 ②学童保育どりいむくらぶ（伊草小学校西） 

つばさ南小学校区
（旧三保谷、出丸） 

つばさ北小学校区
（旧八ツ保、小見野） 

③かわじま学童クラブ 
（つばさ北小学校南かわみんハウス内） 

１支援単位：おおむね40人、全ての小学校区に 



①学童保育かっぱくらぶ 
（中山小学校区） 

つばさ南放課後児童クラブ整備について② 



②学童保育どりいむくらぶ 
（伊草地区） 

つばさ南放課後児童クラブ整備について③ 



③かわじま学童クラブ（つばさ南、北小学校区） 

つばさ南放課後児童クラブ整備について④ 



つばさ南放課後児童クラブ整備について⑤ 

平成27年度、９つの児童遊園地の整備を実施（過年度実績） 

①学童保育かっぱくらぶ（中山小学校敷地内） 中山小学校区 

伊草小学校区 ②学童保育どりいむくらぶ（伊草小学校西） 

つばさ南小学校区
（旧三保谷、出丸） 

つばさ北小学校区
（旧八ツ保、小見野） 

③かわじま学童クラブ（つばさ北小学校南） 

④つばさ南放課後児童クラブ（つばさ南小学校西） 
開所予定 

※ 全ての小学校区へのクラブの設置を目指し、現在、整備を進めています。 

平成31年４月から 



つばさ南放課後児童クラブ整備について⑥ 



つばさ南放課後児童クラブ整備について⑦ 

平成27年度、９つの児童遊園地の整備を実施（過年度実績） 

建設予定地 



つばさ南放課後児童クラブ整備について⑧ 

平成27年度、９つの児童遊園地の整備を実施（過年度実績） 

建設予定地 



つばさ南放課後児童クラブ整備について⑨ 

建物概要 
 

構造：木造、平屋建て 
延床面積：119.24㎡ 
        （36坪） 
定員：40人 
※１人あたり1.65㎡ 

保育室面積：66.75㎡ 
 
66.75÷1.65≒40.4人 



川島町子どもの遊び場整備事業について 



川島町子どもの遊び場整備事業について① 

 川島町の児童遊園地を、安全かつ安心で快適な場所として維持することを
目的として、再整備する。 
 
   川島町の児童遊園地（全37園）にある遊具の点検（平成27年9月） 

平成27年度、９つの児童遊園地の整備を実施 

平成28年度、６つの児童遊園地の整備を実施 

平成29年度、６つの児童遊園地の整備を実施 

平成30年度、４つの児童遊園地の整備予定 



川島町子どもの遊び場整備事業について② 

№ 名称 住所 整備実施年度 

4 八幡児童遊園地 吹塚830 

平成27年度 

8 伏木児童遊園地 中山1995 

9 久保児童遊園地 中山2193 

13 青空児童公園 上伊草1582 

16 下伊草児童遊園地 下伊草478-1 

25 出丸中郷若一王子神社子供広場 出丸中郷1866 

33 諏訪神社(山ケ谷戸・牛ケ谷戸) 牛ケ谷戸669 

34 一本木円泉寺児童遊園地 一本木71-1 

36 谷中児童遊園地 谷中251 

3 長楽児童遊園地 長楽259 

平成28年度 

6 延命寺児童遊園地 中山1286 

7 宮本児童遊園地 中山1790-1 

21 角泉児童遊園地 角泉132-2 

31 薬師堂（畑中）児童遊園地 畑仲738 

35 氷川（虫塚）児童遊園地 上小見野38 



川島町子どもの遊び場整備事業について③ 

№ 名称 住所 整備実施年度 

5 吹塚新田児童遊園地 吹塚785-1 

平成29年度 

11 上伊草（三井サンライフ）児童遊園地 上伊草1379-2 

19 飯島児童遊園地 飯島296-1 

22 平沼児童公園 平沼324-1 

28 薬師堂児童遊園地（田中店北側） 下八ツ林237 

32 三保谷氷川児童遊園地 三保谷宿570 

12 児童公園（ウェルシア北側） 上伊草1613 

平成30年度 
（予定） 

14 児童公園（ウェルシア南側） 上伊草1618 

20 安塚児童遊園地 角泉685 

20 八枝神社 下小見野926-1 



川島町子どもの遊び場整備事業について④ 
№ 名称 

1 西見寺児童遊園地 ⇒遊具なし 

2 医音寺児童遊園地 ⇒遊具なし  

3 長楽児童遊園地 

4 八幡児童遊園地 

5 吹塚新田児童遊園地 

6 延命寺児童遊園地 

7 宮本児童遊園地 

8 伏木児童遊園地 

9 久保児童遊園地 

10 東光寺児童遊園地 ⇒遊具なし 

11 上伊草児童遊園地 

12 児童公園 

13 青空児童公園 

14 児童公園 

15 伊草公園 ⇒どりいむくらぶ前 

16 下伊草児童遊園地 

17 伊草遊園地 ⇒遊具なし 

18 善性寺児童遊園地 ⇒遊具なし 

19 飯島児童遊園地 

20 安塚児童遊園地 

21 角泉児童遊園地 

22 平沼児童遊園地 

23 上狢児童遊園地 ⇒遊具なし 

24 宮原児童遊園地 ⇒遊具なし 

25 出丸中郷若一王子神社子供広場 

26 出丸中郷児童遊園地 ⇒遊具なし 

27 氷川遊園地 ⇒遊具なし 

28 薬師堂児童遊園地 

29 善福寺児童遊園地 ⇒遊具なし 

30 吉祥寺児童遊園地 ⇒遊具なし 

31 薬師堂児童遊園地 

32 三保谷氷川神社児童遊園地 

33 諏訪神社(山ケ谷戸・牛ケ谷戸) 

34 一本木円泉寺児童遊園地 

35 氷川児童遊園地 

36 谷中児童遊園地 

37 氷川児童遊園地 ⇒遊具なし 

八枝神社 

黄 色：平成27年度整備実施（9か所） 
ピンク：平成28年度整備実施（6か所） 
水 色：平成29年度整備実施（6か所） 
 
    平成30年度４か所整備予定  

合計：25か所の整備が終了予定  



子育て支援総合センター 
 「かわみんハウス」について 



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」① 



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」④ 

月 
開館 
日数 

幼児 小・中・高 大人 月合計 日平均 

４月 26 609 208 506 1,323 51 

５月 26 502 109 422 1,033 40 

６月 26 593 140 541 1,274 49 

７月 26 767 222 658 1,647 63 

８月 26 1,243 369 1,026 2,638 101 

９月 26 972 223 856 2,051 79 

合 計 3,030 800 2,670 9,966 63 

利用者数 （平成30年４月から９月まで） 
     ６か月合計：９，９６６名、日平均：６３名  



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」③ 

小学生何でもチャレンジ 
 「のの字探し」の様子 



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」③ 

ママのリフレッシュタイム 
「新聞でエコバッグづくり」の様子 



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」③ 

子育て講座 
「親子でヨガ」の様子 

子育て講座 
「プリザーブドフラワーづくり」の様子 



川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」③ 

児童センター 
「スポーツ鬼ごっこ」の様子 

親子教室 
「親子で製作」の様子 



お疲れ様でした。 


