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第１章 子ども・子育て支援の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

大和町ではこれまで「大和町次世代育成支援行動計画（後期計画）」によりさまざ

まな施策・事業の推進に取り組んできました。 

計画の目的として、子育て中の「親」も成長すること、町民相互のつながりが深ま

ること、時代に即した新しいコミュニティづくりなどが掲げられています。 

そのためには、すべての家庭（親）が安心して産み育てる喜びを実感できることは

もちろん、次代を担う子どもの成長を喜びあえるまち、子ども自身が大和町で生ま

れ育った喜びを実感できるまちでなければいけません。 

この考えから、次世代育成支援の共通目標となる計画の基本理念（目指す姿）とし

て『育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち・大和』『育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち・大和』『育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち・大和』『育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち・大和』が設定されました。 

 

本計画は、社会全体で子ども、子育て、親の育ちを支援していくための「保育の量

的拡大・確保」「地域の子ども・子育て支援の充実」「質の高い教育・保育の総合的な

提供」を目指すもので、次世代育成支援の姿勢を継承すべきものです。 

また、「大和町次世代育成支援行動計画」で掲げられた理念は、子ども・子育て支

援法の趣旨である「一人ひとりが個性ある存在として認められ、自己肯定感を持っ

て育まれることが可能となる環境を社会全体で整備する」「地域や社会が保護者に寄

り添いながら、親としての成長を支援する」とも合致します。 

 

以上により、大和町の子ども・子育て支援事業を定める本計画においても、最も大

切な理念として次世代育成支援行動計画の理念を継承していくこととします。 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向け、以下の目標を掲げます。 

 

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    保育の量的な整備保育の量的な整備保育の量的な整備保育の量的な整備    

幼児期の学校教育・保育に対するニーズを把握し、ニーズ量に応じた供給体制を整

備します。 

現在増加している児童人口や人口推計のみにとらわれず、将来の利用者数の変動

も考慮しながら、計画年度中には常にニーズの動向把握に努め、持続可能な形での

供給確保を目指します。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標 2222    地域子ども・子育て支援の充実地域子ども・子育て支援の充実地域子ども・子育て支援の充実地域子ども・子育て支援の充実    

妊娠・出産期から乳幼児期、学童期まで切れ目なく「子どもの最善の利益」が実現

されるよう、さまざまな事業を通じて子ども及び子育て家庭への支援を行います。 

サービスの提供にあたっては、子ども・子育て新制度の事業の枠組みを基本としつ

つ、町の施設状況や従来の事業実施状況・提供方法などを踏まえ、実態に合った柔軟

な対応で一層の充実を目指します。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標 3333    すべての子どもや子育て家庭への支援すべての子どもや子育て家庭への支援すべての子どもや子育て家庭への支援すべての子どもや子育て家庭への支援    

障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が

高い子どもやその家族を含め、すべての子どもや子育て家庭を対象に、一人ひとり

の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指します。 

大和町でこれまで推進してきた次世代育成支援の事業と方針を引き継ぎ、保護者

は子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを実感できるように、地域は次代を担う

子どもの成長を共に喜びあえるように、そして子どもは大和町で生まれ育つ喜びを

感じられるように、子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図っていきます。 
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第２章 教育・保育提供区域の設定 

 

１ 教育・保育提供区域の定義 

教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法にかかる教育・保育事業を提供する

基礎となる市町村内の区域（子ども・子育て支援法第 61条第 2項）で、保護者や

子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を基本に、地理的条件、人口、交

通事情などの社会的条件、教育・保育の整備状況などを総合的に勘案した上で、市町

村が独自に設定します。 

大和町においても、サービスを計画的に提供するための基礎的な範囲として設定

します。なお、運用にあたり、次の事項が定められています。 

 

1 教育・保育提供区域は、教育・保育事業に共通の区域設定が基本。 

ただし、施設状況や利用実態に応じて、「子どもの認定区分ごとの設定」「地域子ども・子育
て支援事業ごと（13 事業のうち、11 事業）の設定」も可能。 
 

2 教育・保育提供区域は、教育・保育事業を認可する際の需給調整の判断基準となる。 

各提供区域の中で供給が不足する区域がある場合、その区域内に認可基準を満たす申請
があれば、原則、認可しなければならない（※）。 

 

※①社会福祉法人、学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基

礎、社会的信望、社会福祉事業の知識や経験に関する要件を満たすことを求める。②その上で、欠格

事由に該当する場合や、供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。 
 

3 施設や事業の利用は、提供区域内での利用が原則。ただし、区域外の施設・事業の利
用も可能。 

  

需要（量の見込み） 供給（確保の状況）＞＞＞＞ 需要（量の見込み） 供給（確保の状況）＜＜＜＜

需要

供給 需要

供給

原則認可・認定

（適格性・認可基準を満たす申請者である場合）

認可・認定を

行わないことができる
（＝需給調整）

認可・認定

申請

認可・認定

申請
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２ 教育・保育提供区域の設定 

大和町では、認定区分（1号、2号、3号）ごとの教育・保育提供区域と、地域子

ども・子育て支援事業の提供区域を、次のように設定します。 

 

教育･保育の提供区域教育･保育の提供区域教育･保育の提供区域教育･保育の提供区域    

事業区分（子どもの認定区分） 区域設定 考え方 

１号認定（３歳以上・教育のみ） 町内全域 

実態及びアンケート調査から、
利用者は各自可能な移動手段
（90％以上が車使用）等、また就
労や生活パターンにより比較的
自由に施設（町外含む）を選択・
利用していると思われることなど
から、細かい区域に分けず町内
全域で需要・供給の調整を柔軟
に行うこととする。 

今後、施設・事業の追加整備が
必要となる局面が訪れた場合
は、地区ごとの状況や需要の変
動を踏まえて実施していく。 

２号認定（３歳以上・保育あり） 町内全域 

３号認定（０～２歳・保育あり） 町内全域 

 

地域子ども・子育て支援事業の提供区域地域子ども・子育て支援事業の提供区域地域子ども・子育て支援事業の提供区域地域子ども・子育て支援事業の提供区域    

地域子ども・子育て支援事業 区域設定 考え方 

 ①利用者支援事業（新） 町内全域 
相談支援、情報提供という事業
特性から町内全域で検討。 

 ②地域子育て支援拠点事業 町内全域 
居住区によらない利用実態もあ
ることから、町内全域で対応。 

 ③妊婦健康診査 町内全域 
県内各所の医療機関で受診可
能で、区域を設定して行う事業
ではないため町内全域で対応。 

 ④乳児家庭全戸訪問 町内全域 
訪問型の事業であるため町内全
域で対応。 

 ⑤養育支援訪問事業 町内全域 
訪問型の事業であるため町内全
域で検討。 
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 ⑥子育て短期支援事業 町内全域 

一時的・不定期のサービス提供
事業であり、区域を特定しての
提供にあたらないことから町内
全域で検討。 

 ⑦ファミリー・サポート・センター事業 

  （子育て援助活動支援事業） 
町内全域 

一時的・不定期のサービスであ
ること。実施の場合は町域全体
での会員登録・利用調整が想定
されるため、町内全域で検討。 

 ⑧一時預かり事業 町内全域 
一時的・不定期のサービスであ
ることから、町内全域で対応。 

 ⑨延長保育事業 町内全域 

通常の保育時間を超えて保育を
行う事業であり、保育事業と切り
離せないことから、保育同等に
町内全域域で対応。 

 ⑩病児保育事業 町内全域 
区域を特定した需給計画にはな
じまないことから町内全域での
対応を検討。 

 ⑪放課後児童クラブ 

  （放課後児童健全育成事業） 
６区域 

【吉岡】【宮床】【小野】 

【吉田】【鶴巣】【落合】 

小学校区を基本に調整し、上記

６区域で対応する。 

 

提供区域設定を行わない事業提供区域設定を行わない事業提供区域設定を行わない事業提供区域設定を行わない事業    

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
（新） 

－ 
区域ごとに対応する事業ではない
ため、設定はない。 

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（新） 

－ 
区域ごとに対応する事業ではない
ため、設定はない。 
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第３章 教育・保育施設の需要量及び確保の方策 

 

 

１ 「量の見込み」と「確保の方策」について 

教育・保育の提供については計画期間中の各年度に利用希望が発生すると想定し

た量（量の見込み）に対して、提供する計画数（確保の方策）を表として示していま

す。 

 

教育・保育の「量の見込み」算出方法教育・保育の「量の見込み」算出方法教育・保育の「量の見込み」算出方法教育・保育の「量の見込み」算出方法    

 

国の示した作業の手引きに沿って算出しました。 

算出方法の概要は以下のとおりです。 

 

     就学前児童数推計（人） ×  潜在家庭類型の算出（％） ×  利用意向率の算出（％） 

 

●就学前児童数の推計 

計画期間中の就学前児童数を過去の実績値を基に推計。 

   

●「潜在家庭類型」を分類・算出 

ニーズ調査をもとに、父母の配偶者の有無及び就労状況により分類した「現在の家

庭類型」に、母親の将来の就労意向等を反映し、「潜在家庭類型」の分類ごとの構

成割合を算出。 

   

●各家庭の教育・保育施設や地域型保育事業の利用意向率を算出 

ニーズ調査の回答をもとに施設や事業の利用意向割合（率）を算出。 
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●「家庭類型別児童数」の算出 

「就学前児童数（推計）」×「潜在家庭類型割合（％）」 

 ＝「家庭類型別児童数（人）」 

   

●「量の見込み」の算出  

「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向率（％）」＝「量の見込み（人）」 

 

 

地域子ども・子育て支援事業地域子ども・子育て支援事業地域子ども・子育て支援事業地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」算出方法の「量の見込み」算出方法の「量の見込み」算出方法の「量の見込み」算出方法    

地域子ども・子育て支援事業については、事業ごとに、算定の対象とする子どもの

年齢、家庭類型などが異なりますが、基本的には上記と同様の考え方で算出方法が

示されています。ただし、ニーズ調査では見込みが算出されない事業もあり、その場

合は町で独自の推計を行っています。 

 

 

市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごとのののの検討検討検討検討    

「教育・保育」「地域子ども・子育て支援事業」のいずれも、計画策定にあたって

は地域の実態等も鑑み市町村ごとに見込み量の設定を検討していくこととされてい

ます。 
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２ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の方策 

計画期間の「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（満 3 歳未満の子どもの保育

利用を含む）」、と見込みに対応する教育・保育施設、地域型保育事業等による提供体

制及び実施時期を次の通り定めます。 

表中「①量の見込み」は計画期間中の各年度に利用希望が発生すると想定した量。

「②確保の方策」はその需要に対して提供を確保する計画数を示しています。 

    

計画各年度における満３歳未満の子どもの想定保育利用率※ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

推計児童数 
（０～２歳） 

904 人 938 人 938 人 938 人 928 人 

保育利用率 27.2% 26.2% 28.4% 28.4% 28.3% 

※国の基本指針では、３号認定の「保育利用率」を設定することとされています。 

  各年度、「②確保の方策（３号認定）÷推計人口（０～２歳）」により算出し、保育利用率としています。 

    

    

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定値を基本に見込みました。３号認定については、ニーズ調査

による育児休業取得状況等及び利用実態を勘案し見込んでいます。 

    

平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    

区  分 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3-5 歳 

幼稚園 

3-5 歳 

幼稚園

希望 

3-5 歳 

保育所 

1-2 歳 

保育所 

0 歳 

保育所 

量の見込み ① １８２人 ３９３人 
２５１人 ２１５人 ７３人 

（合計） （５７５人） 

確保の方策 ② 保育所  ２８２人 １８０人 ６６人 

幼稚園 ５７１人    

特定 

地域型保育 
     

認可外保育施設 ③   ３３人 ３４人  

過不足【（②＋③）－①】 －４人 ６４人 －1 人 －７人 

※幼稚園希望者で４人不足が生じるが、保育所分で過分があり保育所入所が可能なので過不足は生じ

ない。 
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平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

区  分 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3-5 歳 

幼稚園 

3-5 歳 

幼稚園

希望 

3-5 歳 

保育所 

1-2 歳 

保育所 

0 歳 

保育所 

量の見込み ① １８７人 ４０３人 
２５５人 ２２６人 ７４人 

（合計） （５９０人） 

確保の方策 ② 保育所  ２８２人 １８０人 ６６人 

幼稚園 ５７６人    

特定 

地域型保育 
     

認可外保育施設 ③   ３３人 ３４人  

過不足【（②＋③）－①】 －１４人 ６０人 －１２人 －８人 

※平成 27 年度と同様。 

 

 

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

区  分 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3-5 歳 

幼稚園 

3-5 歳 

幼稚園

希望 

3-5 歳 

保育所 

1-2 歳 

保育所 

0 歳 

保育所 

量の見込み ① １９９人 ４２８人 
２７１人 ２２７人 ７３人 

（合計） （６２７人） 

確保の方策 ② 保育所  ２８２人 １８０人 ６６人 

幼稚園 ６０１人    

特定 

地域型保育 
   １３人 ７人 

認可外保育施設 ③   ３３人 ３４人  

過不足【（②＋③）－①】 －２６人 ４４人 ０人 ０人 

※1 号 2 号認定については平成 27 年度と同様。3 号認定については小規模保育施設等新設により対

応。 
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平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    

区  分 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3-5 歳 

幼稚園 

3-5 歳 

幼稚園

希望 

3-5 歳 

保育所 

1-2 歳 

保育所 

0 歳 

保育所 

量の見込み ① １９９人 ４２9 人 
２７2 人 ２２７人 ７３人 

（合計） （６２8 人） 

確保の方策 ② 保育所  ２８２人 １８０人 ６６人 

幼稚園 ６０１人    

特定 

地域型保育 
   １３人 ７人 

認可外保育施設 ③   ３３人 ３４人  

過不足【（②＋③）－①】 －２7 人 ４3 人 ０人 ０人 

※平成 29 年度と同様。 

 

 

平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

区  分 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3-5 歳 

幼稚園 

3-5 歳 

幼稚園

希望 

3-5 歳 

保育所 

1-2 歳 

保育所 

0 歳 

保育所 

量の見込み ① 206 人 445 人 
２82 人 ２２6 人 ７1 人 

（合計） （６51 人） 

確保の方策 ② 保育所  ２８２人 １８０人 ６６人 

幼稚園 ６１８人    

特定 

地域型保育 
   １2 人 5 人 

認可外保育施設 ③   ３３人 ３４人  

過不足【（②＋③）－①】 －33 人 ３３人 ０人 ０人 

※1 号２号認定いずれも不足が生じる，3 号認定については小規模保育施設等新設により対応。 

 

 

【確保の方策・実施の方針】 

３号認定は平成 29年度、小規模保育施設等新設により対応。 

平成３０年度・平成 31 年度は、１号認定・２号幼稚園希望者での不足に見える分

は、２号認定保育所の過分で受け入れ可能なので過不足は生じません。 
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３ 教育・保育の一体的提供推進 

 

幼児期の教育を求める傾向幼児期の教育を求める傾向幼児期の教育を求める傾向幼児期の教育を求める傾向    

ニーズ調査による教育・保育の需要量の見込み算定の過程では、共働きなど保育が

必要とされる可能性の高い 2 号認定において幼児期の教育を希望する層の存在が認

められました。 

また、ニーズ調査では、現在の幼稚園利用の率よりも今後の幼稚園利用希望の率が

高くなっており、回答者の子どもの年齢が0-2歳で38.0％を占めていることから、

３歳以上になった際に幼児期の教育施設の利用を希望する傾向があるものと考えら

れます。幼児期の教育を望む傾向は利用中の施設の選択理由で 26.7％が「教育・保

育の方針・内容」を挙げていることからもうかがえます。 

 

 

教育を希望しつつ保育も必要とする層への対応教育を希望しつつ保育も必要とする層への対応教育を希望しつつ保育も必要とする層への対応教育を希望しつつ保育も必要とする層への対応    

一方、保育に対するニーズも一定数が認められ、幼稚園の預かり保育も利用希望が

多いことから、「教育を希望しつつ保育も必要とする」層への対応は今後必要性を増

してくることと思われます。 

保護者の子育てに関するニーズは多様化しています。「幼稚園」と「保育所」とい

う、これまで「幼児教育」と「子育て支援」をそれぞれ担ってきた施設に対し、両方

の役割を求める保護者が今後増加することも予想できます。 

 

 

大和町における考え方、方向性大和町における考え方、方向性大和町における考え方、方向性大和町における考え方、方向性    

今回の新制度では、幼稚園と保育所双方の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普

及が促されています。それは待機児童解消の策であると同時に、上記のような保護

者ニーズの多様化に対応する側面もあると捉えられ、大和町においてもニーズの高

まりを見ながら、認定こども園の普及について対応を検討する必要があると思われ

ます。 

ただし、私立の幼稚園については、運営者の事業に対する考え方（建学の精神など）

や教育・保育に対する方針があり、実際に利用する保護者にはそれらの方針に対す

る共感がある点も考慮しなければいけません。 
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町内の施設の状況等も考えると、新制度開始にあたっての一律の移行促進は必ず

しも適当ではないと考えられることから、既存施設の認定こども園への移行につい

ては、それぞれの施設・運営事業者の意向を尊重することとします。 

また、教育・保育の一体的な提供の推進は、単に施設的な統合ではなく、教育・保

育機能やカリキュラム等の充実（ソフト的な整備）も重要であり、今後、その観点も

踏まえて検討をすすめていくこととします。 

 

 

４ 幼児期の教育・保育に関するその他の施策 

 

教育・保育施設の質の向上教育・保育施設の質の向上教育・保育施設の質の向上教育・保育施設の質の向上    

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するためには、施設設備等の環境の確保

と併せて、幼稚園教諭、保育士等、子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が重要

であり、研修等によりその専門性の向上を図ることが必要です。 

教育・保育に携わる者に関して、町としてあるいは事業者への要望を通じて以下の

推進に努めます。 

○職員配置の充実 

○職員の資質向上に向けた研修等の充実 

○幼稚園教諭と保育士の合同研修 

○職員の雇用条件の改善 

 

 

幼・保・小連携の体制強化、小学校教育との円滑な接続幼・保・小連携の体制強化、小学校教育との円滑な接続幼・保・小連携の体制強化、小学校教育との円滑な接続幼・保・小連携の体制強化、小学校教育との円滑な接続    

幼児期の教育・保育の目的が達成されるよう、幼稚園教育要領、保育所保育指針、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、学習指導要領についての理解を深めると

ともに、研修や会議等を通じて施設相互の連携を図りながら、町内の施設全体とし

て、小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一貫性を確保するよう努めます。 

また、小学校就学後に円滑に放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）を利用

できるよう相互の連携を図ることとします。 
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第４章 地域子ども・子育て支援事業 

 

国の基本指針等に沿って、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の

見込み」を定めます。設定した「見込み量」に対応するよう、地域子ども・子育て支

援事業等によるサービス供給（確保の方策）及び実施時期を以下の通り定めます。 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業 

 

① 利用者支援事業 

 

子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、子育てや教育・保育の利用に必要な

情報の提供、助言などを含めた支援を行う事業です。新制度による新規事業です。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

実施予定か所数 0 か所 0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

 

【実施の方針】 

事業実施にあたっては「利用者支援」と「地域連携」を共に実施する基本形か、主

として行政機関の窓口等を活用した「利用者支援」の特定型のいずれかで行うとさ

れています。 

平成 29年度、町内 1 か所での事業開始を検討します。 
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② 地域子育て支援拠点事業 

 

公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子

の交流や育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査による利用希望を基に見込みました。 

 

 

 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

量の見込み 2,013 人回 2,089 人回 2,089 人回 2,089 人回 2,089 人回 

確保の方策 

（実施か所数） 
１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

(年延べ） 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

認可保育所等の空き空間を利用し、専従に配置された保育士から育児に関する相談

など乳幼児と保護者が自由に来館し利用できる体制を作り活用します。 
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③ 妊婦健康診査 

妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。 

 

 

【量の見込み】 

ほとんどの場合、子どもが生まれる前の年度から受診を始めることになるため、人

口推計の 0歳児の人数を、その前の年度の量の見込み数として設定しました。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 293 人 291 人 291 人 283 人 283 人 

量の見込み 4,102 回 4,074 回 4,074 回 3,962 回 3,962 回 

確保の方策 

（実施体制） 
実施場所：県内の産婦人科 実施時期：通年 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

妊婦健康診査 14回分の費用を助成しています。宮城県内の産婦人科で受診でき、

里帰りによる県外医療機関などでの受信や助産所などの契約外機関で受診される方

についても同様に助成します。 

また、双子など多胎妊婦の方は、さらに追加 6回（妊娠期最大 20回）の助成券利

用が可能です。 

現状どおり継続します。 
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④ 乳児家庭全戸訪問事業 

 

子育てについての情報提供や養育環境の把握、相談・助言等の援助を行う等の目的

で、生後 4 か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する事業です。 

 

 

【量の見込み】 

各年度に生まれる 0歳児の全員に対して実施することから、人口推計による各年度

の 0歳児人口の予測を基に見込みました。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 291 人 293 人 291 人 291 人 283 人 

確保の方策 

（実施体制） 
保健師、保健推進員 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

今後も継続して実施していきます。 
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⑤ 養育支援訪問事業 

 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上さ

せるための支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う事業です。 

 

 

【量の見込み】 

過去の、保健福祉課と子育て支援課による訪問相談件数の実績値を基に見込みとし

ました。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 44 人 44 人 46 人 46 人 48 人 

確保の方策 

（実施体制） 
保健師、生活相談員 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

健診や保護者からの相談により児童の養育状況を把握し関係機関と連携し取り組み

ます。 

現状どおり継続します。 
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⑥ 子育て短期支援事業 

 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難

となった場合等に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴う養育・保護を行う事業で

す。 

 

 

【量の見込み】 

現在実施していない事業であることから過去実績等による推計も困難でした。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

確保の方策 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

（年延べ） 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

大和町では当事業を実施できる施設が現在のところありません。 

計画期間中及び次期計画策定時においてもニーズの把握に努め、事業の実施につい

て検討します。 

 

 

 

  



 

19 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）：就学児対象 

 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。ここ

では、ファミリー・サポート・センター事業のうち、就学児を対象とする預かり等に

ついて記載しています。 

 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定数値を採用しています。現在実施していない事業であること

から実績等による将来的な推計も困難ですが、潜在ニーズの存在として調査結果を

尊重し量の見込みに記載しています。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
（低学年） 

5 人日 5 人日 10人日 10人日 15 人日 

量の見込み 
（高学年） 

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

確保の方策 
（子育て援助活

動支援事業：就学

児対象) 

0人日 0人日 0人日 0人日 15 人日 

（年延べ） 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

現在、町内ではファミリー・サポート・センター事業を実施していません。 

就学児を対象とする預かり等については、町内 6 か所の児童館で現状低学年を対象

に一時預かりを実施しており、児童厚生員が対応しています。 

また、小学生～高校生まで随時自由に来館し利用できることから、就学児を対象と

する預かりに該当するサービスが行われている状況です。 

ファミリー・サポート・センター（子育て援助活動支援事業）の実施及びそれによ

る就学児の預かりサービスについては、平成 31 年度に実施するよう事業計画を進

めていきます。（計画年度中の予定はありませんが、今後のニーズの高まりを見なが

ら検討していくことになります。） 
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⑧ 一時預かり事業 

    

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった

乳児又は幼児について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業

です。 

 

 

幼稚園預かり保育幼稚園預かり保育幼稚園預かり保育幼稚園預かり保育    

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定を基に、同調査での定期的教育・保育サービスの利用率を勘

案して見込みました。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
（1 号認定） 

662 人日 678 人日 721 人日 723 人日 749人日 

量の見込み 
（2 号認定） 

0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

確保の方策 
一時預かり事業

（在園児対象型） 
662 人日 678 人日 721 人日 723 人日 749人日 

確保の方策 
（実施か所数） 

2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

（年延べ） 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

2 か所の幼稚園で一時預かりを実施しています。 

現状の体制で対応が可能と考えられますが、今後の需要の伸びを注視し、提供体制

の確保に努めます。 
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幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園以外での以外での以外での以外での預かり預かり預かり預かり保育保育保育保育    

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定結果に実態との乖離がみられたため、直近の保育所等による

一時預かり利用実績を基に、今後の児童人口推計を勘案して見込みました。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 1,553 人日 1,642 人日 1,735 人日 1,834 人日 1,939 人日 

確保の方策 
一時預かり事業

( 在 園 児 対 象 型 

を除く) 

1,553 人日 1,642 人日 1,735 人日 1,834 人日 1,939 人日 

確保の方策 
（実施か所数） 

3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

（年延べ） 

    

 

【提供の方策・実施の方針】 

3 か所の認可保育所で一時預かりを実施しています。 

現状の体制で対応が可能と考えられますが、今後の需要の伸びを注視し、提供体制

の確保に努めます。 
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⑨ 延長保育事業 

 

保育所利用者を対象に、通常の延長保育時間以降に保育を希望する場合に提供す

る事業です。 

 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定結果に実態との乖離がみられたため、直近の保育所による時

間外保育利用実績を基に、今後の児童人口推計を勘案して見込みました。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 241 人 255 人 269 人 285 人 301 人 

確保の方策 241 人 255 人 269 人 285 人 301 人 

確保の方策 
（実施か所数） 

4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 

 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

平成 27年度に認可保育所が 1 か所開園し、4 か所の保育施設での実施となりま

す。 

今後の需要の伸びについても対応可能と考えられます。 
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⑩ 病児保育事業 

 

病児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを医療機関

や保育所の付設の専用スペースなどで一時的に預かる事業です。 

 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査による算定数値を基に、同調査での病気やケガの対処方法についての回

答結果等を勘案して見込みました。現在実施していない事業であることから実績等

による将来的な推計も困難ですが、潜在ニーズの存在と捉え、量の見込みを記載し

ています。 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 375 人日 375 人日 375 人日 375 人日 375 人日 

確保の方策 

（病児保育事業：

病児・病後児対応

型） 

0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 375 人日 

（年延べ） 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

現在は実施していませんが、潜在的なニーズが存在することであり、平成 31 年度

に実施できるよう関係機関と連携し事業計画を進めていきます。 

（計画年度中の実施予定はありませんが、ニーズ調査の回答においても希望があるこ

とから、引き続き検討します。） 
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⑪ 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

 

保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な育成を受けられ

ない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全育成を図る事業です。本事

業の提供区域は 6区域の設定となります。 

 

 

【量の見込み】 

ニーズ調査により見込みました。低学年は実績値により算定しました。 

 

 

 吉岡地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 130人 130人 130人 130人 130人 

高学年 20人 20人 20人 20人 20人 

確保の方策 150人 150人 150人 150人 150人 

実施か所数 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

（年登録数 以下同） 

 

 宮床地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 6 人 7人 7人 7人 7人 

高学年 4 人 4 人 5 人 5 人 5 人 

確保の方策 10人 11 人 12 人 12 人 12 人 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 
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 小野地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 100人 100人 140人 140人 140人 

高学年 20人 20人 20人 20人 20人 

確保の方策 90人 90人 160人 160人 160人 

実施か所数 1 か所 1 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

 

 吉田地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 6 人 7人 7人 7人 7人 

高学年 4 人 4 人 5 人 5 人 5 人 

確保の方策 10人 11 人 12 人 12 人 12 人 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

 鶴巣地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 15 人 15 人 15 人 16 人 17人 

高学年 9人 10人 10人 11 人 11 人 

確保の方策 24 人 25 人 25 人 27人 28 人 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

 落合地区 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 8 人 8 人 8 人 9人 9人 

高学年 5 人 5 人 6 人 6 人 6 人 

確保の方策 13 人 13 人 14 人 15 人 15 人 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 
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全町 合計 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 
低学年 265 人 267人 307人 309人 310人 

高学年 62 人 63 人 66 人 67人 67人 

確保の方策 297人 300人 373 人 376 人 377人 

実施か所数 7か所 7か所 8 か所 8 か所 8 か所 

 

 

【提供の方策・実施の方針】 

現在、小学校区ごとの児童館 6 か所にて実施しています。平成 27年度に吉岡地区

に 1 か所、平成 29年度に小野地区に 1 か所、新たに開設します。 

一部に低学年までを対象としているクラブがあり、当該地区については今後の高学

年のニーズをみながら対応を検討します。 

 

 

 

放課後子ども総合プラン 

平成 26 年、いわゆる「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、全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、「放課後児童クラブ」及び「放課後子供教室」の計画的な整備等

を推進することを目的に、「放課後子ども総合プラン」が国により示されました。 

 

 

【課題・実施の方針】 

大和町では、「放課後子ども総合プラン」の方針に沿い、学校施設の徹底活用や、

「放課後児童クラブ」と、町の次世代育成支援関連施策「放課後子ども教室推進事

業」との連携実施等につき検討していくこととします。 

検討にあたっては、教育委員会と福祉部局（子育て支援課）が連携を深め、活動場

所や共通のプログラム開発などの協議を行っていきます。 

 

現在の児童館は小学校に近接した位置にありますが、学校敷地内ではありません。

そのため、学校施設の使用を前提とるする「一体型」よりも連携による整備が現実的と

考えられますが、学校施設の徹底活用についても検討を進めます。 
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

新制度による、平成 27 年度からの新規事業です。世帯の所得の状況等に勘案し

て物品購入に要する費用等の全部又は一部を助成する事業です。 

 

 

【実施の方針】 

幼稚園や保育所の保育料は、国が定める公定価格を基に各市町村が条例により利用

者負担額を設定することとなっています。ただし、施設によっては、実費徴収など

の上乗せ徴収を行う場合があると想定されます。 

本事業は、教育・保育施設が上乗せ徴収を行う際、実費負担の部分について低所得

者の負担軽減を図るため、公費による補肋を行うものです。 

財源の確保等を踏まえて、事業の実施を検討していくこととします。 

 

 

 

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 

 

新制度による、平成 27年度からの新規事業です。特定教育・保育施設等への民間

事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です 

 

【実施の方針】 

教育・保育施設等への民間事業者の新規参入は町内地域ごとの状況や既存施設との

共存の面からも町が一律の方針で促進することは現実的ではないと思われます。 

人口推計では児童人口が増加の予想となっている本町ですが、教育・保育施設の運

営は計画年度中のみならず長期にわたるものであるため、将来的な見込みも含め、

あくまでも事業者の主体性を尊重しながら、多様な主体の参入について促進を検討

していくこととします。 

また、新規事業者の参入にあたっては質的な担保も重要であり、第三者評価、保護

者による評価をはじめとするチェックの体制づくりなど、サービスの質的向上を図

る町の対応も必要になると考えます。 
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２ 産休後及び育休後の教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設等を利用できるよ

う、休業中の保護者に対して情報提供するとともに、必要に応じ、地域型保育事業の

推進を検討し、計画的に教育・保育施設を整備します。 

保護者への情報提供については、以下の事業等さまざまな機会を利用して行うこ

ととします。 

○各相談窓口・育児サークルとの連携による情報提供・利用支援 

○地域子育て支援拠点事業を通じての情報提供 

○妊婦健診事業を通じての情報提供 

○乳児家庭全戸訪問事業を通じての状況把握・情報提供 

 

３ 専門的支援に関して都道府県が行う施策との連携 

児童虐待防止対策、母子家庭及び父子家庭の自立支援、障害児など特別な支援が必

要な子どもに対応する施策等、子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援

に関して県が行う施策については、積極的に連携を図り、町の実情に応じた施策を

関係各機関とも連携を密にして進めることとします。 

 

４ 職業生活と家庭生活との両立支援に向けた雇用環境の整備 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しを図るために、県、地域の企業、

労働者団体、労働局、子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域の実情に応

じた取り組みを進めます。 
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第５章 次世代育成支援関連施策 

 

本計画では、次世代育成支援対策推進法の趣旨に則り、大和町においてこれまで取

り組んできた「大和町次世代育成支援行動計画(後期計画)」を検証し、継承します。

今後の事業及び事業内容（実施の方針）は以下のとおりです。 

 

未就学児の発達支援事業の充実 

事 業 事業内容 所管課 

幼児ことばの教室 

日常会話で発音が不明瞭な子、こと

ばの発達の遅れのある子の指導の充

実を図ります。 

子育て支援課 

幼児教育の充実 

事 業 事業内容 所管課 

児童館における子育て支援事業 

の推進 

児童館において、幼児教育や子育て

サークルへのサポートなどの子育て

支援事業を展開します。 

子育て支援課 

児童福祉施設の環境整備 

事 業 事業内容 所管課 

児童福祉施設の環境整備 
児童福祉施設の建設及び環境の整備

を図ります。 
子育て支援課 

児童福祉施設の危機管理体制の 

確立 

児童福祉施設内での児童の安全確保

のための危機管理対策を図ります。 
子育て支援課 

保護者への情報提供の充実 

事 業 事業内容 所管課 

子育て支援に関する情報提供 

子育て情報誌「ぽっかぽか」の配布

とホームページへの掲載により情報

の提供を行います。 

子育て支援課 
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児童虐待防止対策の推進 

事 業 事業内容 所管課 

虐待防止ネットワーク体制の 

推進 

児童虐待防止の広報や早期発見・早

期対応及び支援にかかる研修等の開

催や情報交換を行い、ネットワーク

づくりを整備します。 

子育て支援課 

虐待児童の安全確認や送致 

児童虐待を受けたと思われるとの通

告・通報のあった児童への安全確認

の対応や判断に応じて、児童相談所

への送致を行います。 

子育て支援課 

被害児童のケア相談 
児童のケアのためのネットワークの

確立を図ります。 
子育て支援課 

ひとり親家庭に対する支援 

事 業 事業内容 所管課 

総合相談窓口の開設 
総合相談窓口体制と個別相談の対応

により自立支援を図ります。 
子育て支援課 

児童扶養手当の給付 

子どもを養育しているひとり親家庭

等に対して手当を支給することによ

り経済的負担を軽減し、生活の安定

と児童の健全育成を図ります。 

子育て支援課 

母子・父子家庭医療費の助成 

母子・父子家庭に対して医療費を助

成し、生活の安定と福祉の増進を図

ります。 

子育て支援課 

つどいの広場事業など親子のつどいの機会の充実 

事 業 事業内容 所管課 

子育てつどいの広場 

育児不安を抱えて孤立化することな

く、子育てを楽しむことができるよ

う、定期的に子育て中の親子が集

い、交流できる機会の充実を図りま

す。 

子育て支援課 

育児学級や家庭教育等の充実 

事 業 事業内容 所管課 

幼児学級 
親子の体験学習を通して幼児教育を

学習します。 

子育て支援課 

(各児童館) 

子育て講座 

子どもと保護者を対象に家庭教育の

あり方を見つめ直してもらう機会の

提供を行います。 

子育て支援課 

（各児童館） 
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子育てにかかる各種支援制度の周知 

事 業 事業内容 所管課 

あんしん子育て医療費の助成 

0歳から中学生まで子どもの医療費

の自己負担分を助成し、子育て家庭

における経済的負担の軽減を図りま

す。 

子育て支援課 

保育費用等の軽減 

事 業 事業内容 所管課 

保育料の負担軽減 

ひとり親家庭や低所得者層の世帯等

不安定な収入の実情に応じて、適切

に支援が行えるよう保護者の経済的

負担の軽減を図ります。 

子育て支援課 

幼稚園就園奨励費の助成 
幼稚園教育の普及充実と保護者の経

済的負担の軽減を図ります。 
子育て支援課 

地元企業、事業所に対する子育て家庭への配慮・支援の要請 

事 業 事業内容 所管課 

育児休業制度の普及啓発と 

取得促進に向けた働きかけの 

情報発信 

育児を行う労働者の仕事と家庭との

両立をより一層推進するため、育児

休業制度に関する正しい知識・情報

の周知を引き続き図るとともに、企

業に対し、育児休業の取得後でも職

場復帰がしやすい環境の整備や、育

児休業給付制度の適切な運用につい

て積極的に働きかけるための情報の

発信を行います。 

子育て支援課 

フレックスタイムや在宅就労等 

の就労形態の多様化への 

働きかけの情報の発信 

町内の事業所を対象に、家庭と仕事

の両立を図り、ゆとりある生活が送

れるよう、フレックスタイムや子育

て期の短時間勤務、在宅就労など多

様な就労形態への働きかけるための

情報の発信を行います。 

子育て支援課 

子育てへの男女共同参画の促進 

事 業 事業内容 所管課 

ワーク・ライフ・バランスの 

推進 

男女共同参画社会づくりでの職業生

活と家庭生活の両立実現に向けた啓

発を図ります。 

総務課 

男女がともに担う子育て推進 

父親の育児参加を通して男女共同意

識の啓発に努め、父親も参加しやす

い時間での開催、父親の参加を促す

内容・体制づくりを図ります。 

子育て支援課 

（保育所、幼稚

園） 
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子どもの視点に立った遊び場づくりの推進と環境整備の推進 

事 業 事業内容 所管課 

公園・広場の維持管理 

安全で快適に公園・広場が利用でき

るよう住民の協力を得て、維持管理

体制の充実を図ります。 

都市建設課 

柔軟な運営による居場所づくり 

事 業 事業内容 所管課 

児童館活動の充実 

地域児童等の健全育成の拠点として

の活動の推進と中高校生の居場所づ

くりや地域に開かれた子育て関連の

交流ゾーンの充実を図ります。 

子育て支援課 

子育て支援者の育成 

事 業 事業内容 所管課 

子育てサポーターなどの育成 

子育て経験者などを中心として、地

域での子育て支援のための住民によ

る自主的な活動を促進するため、関

係団体などと連携し、子育て支援者

となるサポーターの育成を図りま

す。 

生涯学習課 

放課後の子どもの居場所づくり 

事 業 事業内容 所管課 

放課後子ども教室推進事業 

家庭、学校、地域の協力により子ど

もたちが活動できる放課後の居場所

づくりを行います。 

生涯学習課 
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第６章 計画の推進体制 

 

関係機関等との連携を深め、子どもと子育て家庭に関する問題を常に把握して計

画の点検・評価・見直しを行いながら、子育て支援を推進します。 

 

１ 関係機関等との連携 

本計画は、福祉、教育、保健・医療、生活環境など広範囲に関わるものであり、計

画の推進にあたっては、行政だけでなく町民参画のもと、関係機関等との連携を深

めることが重要です。 

 

庁内の体制庁内の体制庁内の体制庁内の体制    

施策を効果的かつ確実に進るため、福祉、教育、保健・医療をはじめとする関係各

部課や町関係機関との横断的な推進体制の強化を図ります。 

また、職員は子どもやその家庭の状況に配慮し職務を遂行するよう、知識と意識を

高めていきます。 

 

町民・機関との協働町民・機関との協働町民・機関との協働町民・機関との協働    

社会全体で子育て支援に取り組むために、地域社会全体が理念を共有し、主体的な

取り組みが行えるよう、計画内容の広報・啓発に努めます。 

町の所管によらない関係機関とも一層の連携を強化し、施策に関する問題やニー

ズを把握しながら計画実施に反映していきます。 

 

国・県との連携国・県との連携国・県との連携国・県との連携    

町は、町民に最も近い行政として、子どもやその家庭のニーズを的確に把握し、国

や県に対し施策や制度の提案・提言、必要な行政上の措置の要請を行うとともに、近

隣市町村とも密接な連携を図りながら施策を推めます。 
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２ 計画の達成状況の点検・評価 

子ども・子育て会議の運営子ども・子育て会議の運営子ども・子育て会議の運営子ども・子育て会議の運営    

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標を

もとに毎年の進捗状況を庁内で点検するとともに、子ども・子育て会議で協議しな

がら、事業の見直しを含め、計画の着実な推進を図ります。 

 

計画の公表、意見の反映計画の公表、意見の反映計画の公表、意見の反映計画の公表、意見の反映    

計画の内容は町のホームページへの掲載、広報での紹介などを行い町民への浸透

を図ります。 

実施する事業やさまざまな活動の現場、家庭への訪問機会や保護者の事業利用・来

訪などあらゆる場面を通じて意見・要望の把握に努め、利用者の立場に立った施策・

事業の推進を図ります。 

 

� 計画の達成状況の点検・評価におけるサイクル計画の達成状況の点検・評価におけるサイクル計画の達成状況の点検・評価におけるサイクル計画の達成状況の点検・評価におけるサイクル    
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資料編 

 

大和町こども・子育て会議条例 

平成 26 年 3 月 10 日 

大和町条例第 1 号 

 (設置) 

第 1 条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 77 条第 1 項に基づき，同

項の合議制の機関として，大和町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会

議」という。)を置く。 

 (定義) 

第 2 条 この条例において使用する用語は，子ども・子育て支援法において使用する

用語の例による。 

 (組織) 

第 3 条 子ども・子育て会議は，委員 20 人以内で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから，町長が委嘱する。 

 (1) 子どもの保護者 

 (2) 事業主を代表する者 

 (3) 労働者を代表する者 

 (4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

 (5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

 (6) その他町長が適当と認める者 

 (委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は，3 年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 

2 委員は，再任されることができる。 

 (会長及び副会長) 

第 5 条 子ども・子育て会議に会長及び副会長 1 人を置き，委員の互選によりこれを

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 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，副会長が，その職務を代理す

る。 
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 (会議) 

第 6 条 会長は，子ども・子育て会議の会議を招集し，その議長となる。 

2 子ども・子育て会議の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができ

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で決し，可否同数のとき

は，議長の決するところによる。 

 (関係者の出席等) 

第 7 条 会長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その説明又は意

見を聴くことができる。 

 (庶務) 

第 8 条 子ども・子育て会議の庶務は，子育て支援課において処理する。 

 (委任) 

第 9 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・子育て会議に諮って定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は，平成 26 年 4月 1日から施行する。 

(大和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 大和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 31 年

大和町条例第 16 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

  



 

 

 


