
 



はじめに 
 
 子どもたちが健やかに生まれ育つことは全ての人々の願いです。そんな子ども

たちは、夢と希望を秘めた社会の宝です。 
 しかし、全国的に高齢化が進む一方、出生率は低下の一途をたどり少子化の

進行は大きな社会問題となっており、本村も例外ではありません。 
 かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助の弱体化、地域住民相互のつながり

の希薄化、就労環境の変化などを背景に家庭や地域における子育て力の低下が

懸念されています。 
 このため国は、平成７年に「子育てのための総合計画（エンゼルプラン）」、

平成１１年に「少子化対策推進方針（新エンゼルプラン）」を策定し少子化対策、

子育て支援対策に取り組んできました。 
 しかし、急速に進む少子化に歯止めがかからず、施策の実効性を高めるため

に、平成１４年に「少子化対策プラスワン」を取りまとめ、さらに、少子化の

流れを緩和し、少しでも子どもを産み育てやすい環境を整えていくために平成

１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、地方公共団体や企業が

集中的・計画的な取り組みを促進していくことになりました。 
 本村では「次世代育成支援対策推進法」に基づき少子化の流れを変えるため、 
「中札内村次世代育成支援行動計画」を策定しました。 
 本計画では、地域全体で次世代育成支援に向けた事業を展開していくことが

求められています。 
 そのために、地域での人間関係を再構築し、生まれてくる子どもたちが家族

や地域に心から祝福され、村民の皆様が子育てを通じて喜びに満ちた生活を送

ることができることを基本理念として、村民の皆様と協働して本計画を積極的

に進めていきたいと考えています。 
 また、最後になりますが、本計画の策定に当たり、中札内村次世代育成支援

対策地域協議会委員の皆様には、貴重なご意見ご提言をいただきましたことに

対し深く感謝申し上げます。 
 
          平成１７年３月 
 
                     中札内村長 和田 民次郎 
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第１章 計画の策定に当たって 
 
第１節 計画策定の背景・趣旨 

 

１ 計画策定の背景 

  

 人の寿命が延び高齢化が進む一方、出生率は低下の一途をたどり、日本の少子高齢化

の様相は深刻さを増しています。厚生労働省の人口推計によると、出生数は、２００１

年は１１７万人で、２０５０年には６７万人に減少すると見込まれています。 

 女性が一生の間に生むと推定される子どもの数を示す合計特殊出生率は、昭和２２～

２４年の第１次ベビーブーム期に４．０を超えていましたが、その後低下傾向で推移し

昭和３６年には２．０を下回りました。その後、昭和４１年の「ひのえうま」前後の特

殊な動きを除くと緩やかな上昇傾向となり、昭和４６年には２．１６まで回復しました

が、再度低下傾向に転じ、平成１４年度には１．３２と過去最低の水準になりました。 

 少子化の主な要因としては、結婚に関する意識の変化、仕事と子育てを両立すること

の負担感の増大、子育てに対する不安の増大などを背景とした晩婚化や未婚率の上昇に

あると考えられています。また、子育ての経済的・精神的・肉体的な負担からの出生数

の減少など、解決しなければならないさまざまな社会経済的な課題があります。 

 我が国においては、「子育て支援のための総合計画（エンゼルプラン）」（平成７年）、

「少子化対策推進方針（新エンゼルプラン）」（平成１１年）などの少子化対策を実施し

てきましたが、少子化に歯止めがかからず、厚生労働省は、平成１４年９月に「少子化

対策プラスワン」を取りまとめ、従来の「子育てと仕事の両立支援」の取り組みに加え、

「男性を含めた働き方の見直し」「地域における子育て支援」「社会保障における次世

代支援」「子どもの社会性の向上や自立の促進」の４つの柱に沿った取り組みを推進し、

少子化の流れに歯止めをかけようとしています。 

 本村といたしましても、次代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境

の整備・充実を図るため、本計画を策定して事業を実施していきます。 
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２ 計画策定の趣旨 

 

平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が国会で成立し、同月、公布・施行 

されました。 

 本村ではこれまでも「中札内村総合計画」や平成１６年３月に策定した「中札内村地

域福祉計画」に基づき子育て支援に関する施策を実施していますが、少子化の流れを変

えるため、家庭や地域での少子化対策及び子育て対策を目的として「中札内村次世代育

成支援行動計画」を策定しました。 

 

第２節 計画の位置づけ 

 

１ 計画の位置づけ 

 

（１）各種計画との調和 

 「第５期中札内村総合計画（平成１６年度～平成２５年度）」の基本構想に沿い安ら

ぎの社会を育み、心豊かな福祉のまちづくりを目指すため、総合計画との調和を図り、

また、平成１６年３月に策定した「中札内村地域福祉計画」との調和を図りながら、計

画を進めます。 

 

（２）北海道との連携 

 次世代育成支援対策推進法では都道府県にも、「次世代育成支援行動計画」の策定を

義務づけていますので、北海道との連携を強化していきます。 

 

２ 法令等の根拠 

 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第８条第１項の規

定に基づき策定しました。 
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第３節 計画の期間及び見直しの時期 

 
 計画の期間は平成１７年度から平成２６年度までの１０年間とし、平成２１年度に事

業の検証を行い、平成２２年度から平成２６年度までの計画に反映します。 

 

第４節 人口の推計 

 
 中札内村の過去の人口推移を基に、人口推計を行った結果が下図になります。中札内

村の人口は微減傾向にあり、１５歳未満の人口は、平成２１年には、平成１６年よりも  

６２人少ない５１７人と予想されます。 

 

図１ 人口推計 
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資料：国勢調査（平成７年、平成１２年各年の１０月１日の人口）を用いて、厚生労働省が提示

したワークシートを基に、保健福祉課で推計。（平成 16 年のみ３月３１日の住民基本台

帳） 
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・就学前児童保護者調査
・小学生児童保護者調査 

中札内村 

 

第５節 計画策定体制と経緯等 

 

１ 計画策定体制 

 

（１）「中札内村次世代育成支援対策地域協議会」の設置 

 本計画の策定に当たっては、公募による村民、学識経験者及び保健・医療・福祉関係

者、子育て支援関係者で構成する「中札内村次世代育成支援対策地域協議会」（以下「地

域協議会」という。）を設置し、審議を行いました。 

 地域協議会は、平成１６年５月から５回開催しました。 

 

（２）行政機関内部の体制 

 本村では、次世代育成支援対策を総合的に進めるために、保健福祉課・保育所・総務

財政課・教育委員会の職員で「庁内検討会」を設置し、行動計画の策定を進めました。 

 

 図２ 計画策定体制図 
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２ 村民の意見反映及び村民への広報活動 

 

 本計画の策定に当たっては、広く村民の意見を反映させるため、地域協議会を設置し

村民の参画を行うとともに、アンケートによるニーズ調査を行い、平成１７年１月６日

から１月３１日まで計画素案に対するパブリックコメントの募集を実施しました。 

 また、地域協議会の設置、公募委員の募集、ニーズ調査の実施結果等を、広報紙へ掲

載するなどの広報活動を実施しました。 

 

３ 次世代育成支援ニーズ調査 

 

 本計画の策定に当たっては、子育ての状況と保育サービス等のニーズを把握するため、

就学前の児童や小学生の保護者全員を対象としアンケートを実施しました。 

 アンケートの概要は次のとおりです。 

 

 ニーズ調査実施概要 

回収状況
区分 調査対象者 調査時期 依頼数 

調査方

法 
（回収率）

（１） 就学前児童 

 

０歳児から５歳児がいる保護者 平成 16 年 1 月 21 日

直接配

布 １６８名 

  保護者調査 に対して調査を実施 から 

２２３名 

郵送 （７５．３％）

（２） 小学生児童 小学１年生から小学６年生が 平成 16 年 2 月 6 日 ２０６名 

  保護者調査 いる保護者に対して調査を実施   

２４８名 
直接配

布 
（８３．１％）
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第２章 中札内村の現状 
 
第１節 少子化の動向 

 

１ 人口の推移と少子化の動向 

 

 平成１５年９月３０日現在の住民基本台帳による本村の総人口は４，０９０人となっ

ており、このうち１５歳未満の人口は、５９０人で総人口の１４．４％となっています。 

 また、１５歳以上６４歳以下の人口は２，６４３人で６４．６％、６５歳以上の人口

は、８５７人で２１．０％となっています。 

 総人口に占める１５歳未満の児童人口の割合は、昭和６０年と比較すると約５％減少

しています。一方で６５歳以上の人口の割合は、約１１％増加しており、少子高齢化が

進んでいる現状です。 

 

 表１ 人口推移と少子化の動向（中札内村）        （人） 
区 分 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１５年  

791 781 708 643 590 
１５歳未満 

19.3% 18.3% 16.4% 15.6% 14.4% 

2,891 3,002 2,937 2,685 2,643 
１５～６４歳 

70.5% 70.2% 68.0% 65.2% 64.6% 

419 494 674 788 857 
６５歳以上 

10.2% 11.6% 15.6% 19.1% 21.0% 

総人口 4,101 4,277 4,319 4,116 4,090 

資料 国勢調査、平成１５年は住民基本台帳（平成１５年９月３０日現在）  
※ 小数点以下の処理の都合及び年齢不詳者の数により、各項の和と合計が一致しない場合もあります。 

 

 表２ 人口推移と少子化の動向（北海道）         （人） 
区分 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１５年  

1,217,959 1,034,251 898,673 792,352 751,640 
１５歳未満 

21.4% 18.3% 15.8% 13.9% 13.3% 

3,910,729 3,924,717 3,942,868 3,832,902 3,795,242 
１５～６４歳 

68.9% 69.5% 69.3% 67.4% 67.0% 

549,487 674,881 844,927 1,031,552 1,115,974 
６５歳以上 

9.7% 12.0% 14.8% 18.2% 19.7% 

総人口 5,679,439 5,643,647 5,692,321 5,683,062 5,662,856 

資料 国勢調査、平成１５年は住民基本台帳（平成１５年９月３０日現在）  

※ 小数点以下の処理の都合及び年齢不詳者の数により、各項の和と合計が一致しない場合もあります。 
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 表３ 人口推移と少子化の動向（全国）          （人） 
区分 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１５年  

26,033,218 22,486,239 20,013,730 18,472,499 17,956,209 
１５歳未満 

21.5% 18.2% 15.9% 14.6% 14.2% 

82,506,016 85,903,976 87,164,721 86,219,631 84,833,351 
１５～６４歳 

68.2% 69.5% 69.4% 67.9% 67.0% 

12,468,343 14,894,595 18,260,822 22,005,152 23,848,786 
６５歳以上 

10.3% 12.0% 14.5% 17.3% 18.8% 

総人口 121,048,923 123,611,167 125,570,246 126,925,843126,638,346   

資料 国勢調査、平成１５年は住民基本台帳（平成１５年９月３０日現在）  

※ 小数点以下の処理の都合及び年齢不詳者の数により、各項の和と合計が一致しない場合もあります。 

 

２ 出生の動向 

 出生率は、減少傾向になっており、中札内村の５年間ごとの合計特殊出生率は、１．

６０から１．４８と減少しています。 

 

表４ 人口推移と少子化の動向 
中札内村 

年 
人口 出生数 

出生率（人

口千人対）

合計特殊出

生率 

北海道  

合計特殊出

生率 

全国   

合計特殊

出生率 

平成５年 3,997 41 10.3 1.33 1.46 

平成６年 4,023 38 9.4 1.37 1.50 

平成７年 4,042 38 9.4 1.31 1.42 

平成８年 4,039 35 8.7 1.30 1.43 

平成９年 4,099 37 9.0 

1.60 

1.27 1.39 

平成１０年 3,980 38 9.5 1.26 1.38 

平成１１年 4,014 27 6.7 1.20 1.34 

平成１２年 4,011 41 10.2 1.23 1.36 

平成１３年 4,044 36 8.9 1.21 1.33 

平成１４年 4,085 31 7.6 

1.48 

1.22 1.32 

資料 住民基本台帳（各年３月３１日現在）、人口動態統計（各年１２月３１日現在） 

（注１）出生率とは、ある年に生まれた出生数をその年の人口で割って 1000 倍した人数 

（注２）合計特殊出生率とは、一人の女子が、その年次の年齢別出生率において、一生の間に子

どもを生むとした場合の平均の子ども数。 

（注３）中札内村の平成 10 年から平成 14 年の合計特殊出生率は、人口動態統計に基づき、保

健福祉課で推計。 
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３ 婚姻の動向 

 

（１）婚姻率と離婚率 

 平成１４年の婚姻率は４．９となっており、北海道の５．８を下回っており、全国的

な数値からも低い状況にあります。離婚率は２．４と北海道の２．８を下回っています。

経年変化をみると、中札内村、北海道ともに離婚率が上昇しています。 

 

 表５ 婚姻率と離婚率 
中札内村 北海道 全国 

年 
婚姻率 離婚率 婚姻率 離婚率 婚姻率 離婚率 

平成１０年 6.0 1.4 6.0 2.4 6.3 1.9 

平成１１年 5.3 1.4 5.8 2.4 6.1 2.0 

平成１２年 3.7 2.0 6.1 2.5 6.4 2.1 

平成１３年 4.1 2.2 6.1 2.8 6.4 2.3 

平成１４年 4.9 2.4 5.8 2.8 6.0 2.3 

資料 人口動態統計（各年１２月３１日現在）     

（注１）婚姻率とは、人口千人当たりの婚姻件数を示す率。 

（注２）離婚率とは、人口千人当たりの離婚件数を示す率。 

 

（２）平均初婚年齢 

 北海道の平均初婚年齢は、全国とほぼ同じ年齢ですが、夫、妻ともに上昇しています。 

 

 表６ 夫妻の平均初婚年齢 
北海道 全国 

年 
夫 妻 夫 妻 

平成１０年 ２８．１歳 ２６．５歳 ２８．６歳 ２６．５歳 

平成１１年 ２８．１歳 ２６．６歳 ２８．７歳 ２６．６歳 

平成１２年 ２８．３歳 ２６．８歳 ２８．８歳 ２６．８歳 

平成１３年 ２８．３歳 ２６．９歳 ２９．０歳 ２６．９歳 

平成１４年 ２８．５歳 ２７．１歳 ２９．１歳 ２７．４歳 

資料 人口動態統計（各年１２月３１日現在）   
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４ 晩産化、少産化の動向 

  

 全体的に出生数が減少している中で、本村の状況は、２０～２４歳代の出産数は、北

海道、全国よりも高い数値になっています。 

 

  

  表７ 母親の年齢階層別出生数割合                 （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 区分 出生数（人） ～１９歳

２０～２４

歳 

２５～２９

歳 

３０～３４

歳 

３５～３９

歳 

４０～４４

歳 ４５歳～

中札内村 38 0.0 2.6 44.7 44.7 7.9 0.0 0.0 

北海道 49,065 1.8 17.4 38.9 30.7 10.0 1.2 0.1 平成１０年 

全国 1,203,147 1.5 14.7 41.0 32.3 9.5 1.1 0.0 

中札内村 27 0.0 14.8 44.4 29.6 11.1 0.0 0.0 

北海道 46,680 1.9 17 38.8 30.4 10.5 1.3 0.0 平成１１年 

全国 1,177,669 1.5 14.1 40.4 32.8 9.9 1.2 0.0 

中札内村 41 0.0 9.8 53.7 24.4 9.8 2.4 0.0 

北海道 46,780 2.1 16.7 38.4 30.9 10.6 1.3 0.0 平成１２年 

全国 1,190,547 1.7 13.6 39.5 33.3 10.6 1.2 0.0 

中札内村 36 5.6 16.7 38.9 25.0 13.9 0.0 0.0 

北海道 46,236 2.3 16.3 38.1 31.1 10.8 1.4 0.0 平成１３年 

全国 1,170,662 1.8 13.4 38.4 34.2 10.9 1.3 0.0 

中札内村 31 0.0 19.4 35.5 25.8 19.4 0.0 0.0 

北海道 46,101 2.3 16.2 36.9 32.0 11.2 1.4 0.0 平成１４年 

全国 1,153,855 1.9 13.2 36.9 35.2 11.4 1.4 0.0 

資料 人口動態統計（各年１２月３１日現在）        
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第２節 家族や地域の状況 

 

１ 世帯の動向 

 本村の世帯数は、平成１４年１２月３１日現在で１，６１３世帯で、世帯数は増加傾

向にあります。しかし、１世帯当たりの人口は減少傾向にあります。 

 

 表８ 世帯当たり人口の推移      （人） 

年 
中 札 内 村

世帯数 

中札内村１

世帯当たり

人口 

北海道  

１世帯当た

り人口 

全国   

１世帯当た

り人口 
 

平成５年 1,522 2.7 2.6 2.9  

平成６年 1,454 2.8 2.5 2.8  

平成７年 1,457 2.8 2.5 2.8  

平成８年 1,471 2.7 2.5 2.8  

平成９年 1,470 2.7 2.4 2.8  

平成１０年 1,512 2.7 2.4 2.7  

平成１１年 1,534 2.6 2.4 2.7  

平成１２年 1,571 2.6 2.3 2.7  

平成１３年 1,593 2.6 2.3 2.6  

平成１４年 1,613 2.5 2.3 2.6  
資料 住民基本台帳（中札内村・北海道は各年１２月３１日現在、全国は各年３月３１

日現在） 
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２ 女性の就労状況 

 本村の女性の年齢階層別就業率の推移を見ると、ほとんどの年齢階層において、全国、

北海道の水準を上回っています。 

 

表９ 女性の年齢階層別就業率                     （％） 

年度 区分 総数 

１５～

１９歳 

２０～

２４歳

２５～

２９歳

３０～

３４歳

３５～

３９歳

４０～

４４歳

４５～

４９歳

５０～

５４歳 

５５～

５９歳 

６０～

６４歳 

６５歳

以上

中札内村 56.4 13.0 82.1 63.8 62.5 74.8 80.3 73.5 76.9 61.8 53.2 20.3

北海道 42.7 17.7 70.4 47.7 41.1 49.8 59.0 58.7 52.4 43.3 31.0 11.3
昭和６０年 

全国 46.4 16.2 69.7 51.6 47.7 56.6 64.7 64.9 58.8 48.8 37.1 15.0

中札内村 58.3 11.4 75.4 71.6 61.7 76.4 81.2 75.9 77.5 75.9 52.8 22.3

北海道 44.2 18.5 73.7 56.2 45.2 53.1 61.4 62.7 55.9 44.5 31.2 11.3
平成２年 

全国 47.1 16.0 72.2 58.6 49.2 58.3 65.7 67.4 62.1 50.6 36.6 14.7

中札内村 58.4 12.0 82.1 76.8 76.1 71.9 79.4 83.4 74.7 69.5 61.1 19.3

北海道 45.0 16.8 70.3 60.0 48.7 54.1 63.3 64.0 59.8 49.7 33.2 12.1
平成７年 

全国 47.3 13.9 69.1 62.2 50.7 57.5 65.8 64.8 63.7 54.5 37.6 15.5

中札内村 57.1 14.5 84.5 64.1 72.1 75.4 84.6 86.9 78.2 73.5 60.8 21.2

北海道 44.1 16.4 66.6 63.6 53.0 55.5 63.7 65.9 61.6 51.7 33.3 11.2
平成１２年 

全国 46.2 13.6 65.2 65.1 53.7 57.7 66.3 68.5 64.6 55.6 37.2 14.1

資料 国勢調査             
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第３節 子育ての状況 

 

１ 保育所サービスについて 

 
（１）保育事業の概況 

 平成１６年４月現在で保育所は中札内保育所（認可保育所）、上札内保育所（へき地

保育所）の２か所が設置されています。 

 

 表１０ 認可保育所の概況 

区         分 平成１１年度 平成１３年度 平成１５年度 

保育所数 1 1 1 

保育所定員数（人） 120 120 120 

入所児童数（人） 90 103 113 

入所率 75.0% 85.8% 94.2% 

利用延人員 186 160 309 
一時保育 

利用延時間 968 903 1,844 

障がい児保育 利用実人員 1 5 0 

※ 入所児童数は各年４月１日現在の入所児童数   

 

 表１１ へき地保育所の概況 

区         分 平成１１年度 平成１３年度 平成１５年度 

保育所数 1 1 1 

保育所定員数（人） 30 30 30 

入所児童数（人） 16 15 10 

入所率 53.3% 50.0% 33.3% 

※ 入所児童数は各年４月１日現在の入所児童数   
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２ 子育て支援サービスについて 

 

（１）中札内村子育て支援センターの概況 

 中札内村子育て支援センターは、子育て家庭への不安等についての相談指導や子育て

サークル等への支援、気軽に訪れることの出来る身近な交流・憩いの場として利用でき

る施設です。 

 

 表１２ 中札内村子育て支援センターの概況（平成１５年度） 
相談の状況 合 計 

電話相談 10 

支援時相談 32 

来所相談 17 

その他の相談 9 

計 68 

    

事業の内容 合 計 

回 24 
ぴよぴよの日 

人 360 

回 24 
ちびたんの日 

人 402 

回 24 
すくすくの日 

人 311 

回 24 
のびのびの日 

人 357 

回 12 
なかよしひろば 

人 338 

上札内 回 12 

なかよしひろば 人 64 

回 44 
フリーサロン 

人 534 

回 53 リ フ レ ッ シ ュ 

サ ロ ン 人 258 

回 217 
計 

人 2,624 

回 21 
サークル支援 

人 575 

人 271 
本の貸出 

冊 888 
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（２）放課後児童クラブの概況 

 放課後児童クラブは、昼間保護者が家庭にいない児童に対し、授業の終了後に遊びと

生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るため、児童館で中札内放課後児童クラブ、

公民館で上札内放課後児童クラブを実施しています。 

 

 表１３ 放課後児童クラブの概況 

区分 中札内放課後児童クラブ 上札内放課後児童クラブ 

実施場所 児童館 公民館 

利用実人員 ４１人 １１人 

※ 利用実人員はＨ１６年４月１日利用者数   
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３ 母子保健事業について 

 

 主な母子保健事業の状況は以下のとおりです。 

 

 表１４ 母子保健事業の概況 
事     業     名 平成１４年度 平成１５年度 

妊娠届 初産婦 14 人 14 人 

  経産婦 17 人 12 人 

お父さんお母さん教室 実数 19 人（+父 12） 19 人 （+父 14） 

  延数 29 人（+父 15） 29 人 （+父 15） 

かんがるーのポケット 実数 24 人 24 人 

  延数 30 人 33 人 

新生児訪問 新生児訪問 30 人 28 人 

  乳児訪問 9 人 6 人 

股関節脱臼検査 村実施 29 人 29 人 

  医療機関実施 2 人 1 人 

乳幼児健康診査 対象数 33 人 117 人 

  受診数 33 人 113 人 

  受診率 100% 97% 

１歳６か月児健診 対象数 41 人 30 人 

  受診数 41 人 29 人 

  受診率 100% 97% 

３歳児健診 対象数 33 人 41 人 

  受診数 33 人 39 人 

  受診率 100% 95% 

随時の乳幼児相談 相談数 227 人 225 人 

歯科健診 北大乳幼児 466 人 355 人 

  北大小中学生 381 人 378 人 

  北大母 33 人 27 人 

  幼児健診（1 歳半・3 歳） 74 人 68 人 

巡回児童相談 実施回数 3 人 3 人 

  相談延数 7 人 5 人 

もぐもぐクッキング 対象数 65 人 85 人 

（離乳食講習会） 受講数 38 人 46 人 

  受講率 58.5% 54.1% 

キッズクッキング 対象（小学校 1～6 年生）      

  受講数 46 人 62 人 

依頼による健康教育 栄養      

  回数 4 回 6 回 

  参加人数 314 人 332 人 

  性教育      

  回数 3 回 12 回 

  参加人数 78 人 280 人 
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４ 小学校・中学校について 

 

 小学校２校、中学校１校が設置されています。在籍する児童生徒数は年々減少傾向に

あります。 

 

 表１５ 小学校・中学校の概況 

区 分 平成１１年 平成１３年 平成１５年 

小  学  校 

（２校） 
２７０人 ２４４人 ２５１人 

中  学  校 

（１校） 
１６７人 １６２人 １２４人 

児童・生徒 

合  計  数 
４３７人 ４０６人 ３７５人 

 

  表１６ 特殊学級の概況 

区  分 平成１１年 平成１３年 平成１５年 

学 級 数 ２学級 ２学級 ２学級 
小学校 

児 童 数 ２人 ２人 ４人 

学 級 数 0 0 １学級 
中学校 

児 童 数 0 0 １人 

学 級 数 ２学級 ２学級 ３学級 
合 計 

児童・生徒数 ２人 ２人 ５人 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 
第１節 基本理念と基本的な視点 

 

１ 基本理念 

 

 中札内村は、まちづくりのテーマ「キラリ輝く うるおいのまち」、サブテー

マ「自然と生きる豊かさ・安心の実感」を実現するため、本村の豊かな自然と

の共生を基本に活力ある産業の振興を図り、自立心あふれる村民意識を培い、

豊かな人間関係を協働でつくり上げて行くことが必要です。 

 地域での人間関係を再構築し、村民一人ひとりのふれあい・学びあい・支え

あいが活発に行われる人間性豊かな村づくりを行い、生まれてくる子どもたち

が家族や地域に心から祝福され、すべての人が子育てを通じて喜びに満ちた生

活を送ることができるまちづくりを目指します。 

 

２ 基本的な視点 

 

 基本理念を受け、この計画の基本的な視点を次の４点とします。 

 

（１）子どもからの視点 → 健やかな成長を支援する基盤づくり 

 子育て支援サービス等で、子どもの幸せを第一に考え、子どもの権利が尊重

されるように配慮します。また、子どもは次世代を担うという認識のもと、子

どもの健全育成のための取り組みを進めます。 

        

（２）保護者からの視点 → 子どもを生み育てることに喜びを感じる環境づく 

             り 

 保護者が子育てについての第一義的な責任を持つという認識のもと、長期的な

視野に立ち、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりが進められるよう

に、総合的な取り組みを進めます。 
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（３）地域からの視点 → 子どもとその保護者を地域で支え合う体制づくり 

 子育ての基本的役割は家庭にあるという認識のもと、地域社会の一員である子

どもを、健やかに育むためには、家庭はもとより、地域・団体・企業・行政等

がそれぞれの責務を担いながら、連携と協力をし、子どもとその保護者を地域

で支え合う体制づくりを進めます。 

 

（４）事業者からの視点 → 子育て家庭に配慮した環境づくり 

 少子化の進行は、労働力不足や社会の活力の低下を招くことから、働き方の見

直しには、企業等の理解と協力が不可欠となります。このため、子育て支援に

取り組もうとする事業者に対し、情報提供などの支援を進めます。 

 

 

第２節 施策の目標 

 

 本計画では、基本理念を実現するために、４つの基本的な視点を踏まえつつ、

次の７つを「中札内村次世代育成支援行動計画の目標」として、総合的に施策

を推進します。 

 

１ 地域における子育ての支援 

 子どもの幸せを第一に考えて、子育てをしている人が安心して子育てが出来

るよう支援を行うため、地域での様々な子育て支援サービスの充実を推進しま

す。 

 子育て家庭が必要とする情報の提供や地域での子育てネットワークの形成の

促進など、本村の自然環境や農業、子育て関係の人材等を活用した取り組みを

推進します。 

 

２ 母と子どもの健康の確保・増進 

 母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であり、子どもを生み、ゆとりを持

って育てるための基盤となるものです。妊娠・出産・子育てが安全で快適にで

きるような健康管理指導を強化する取り組みを推進します。 
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３ 子どもの教育環境の整備 

 子どもが個性豊かに生きる力を育むことが出来るよう、それぞれの子どもの

実態を踏まえ、学校・家庭・地域が協力し教育力を向上させるための支援の充

実を推進します。 

 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 子どもと保護者が、安心して暮らせるよう、外出しやすい環境づくりなど、

子育てに配慮した総合的なまちづくりを推進します。 

 

５ 職業生活と家庭生活との両立の支援 

 仕事と子育てを両立するためには、働き方の見直しが必要です。国・北海道・

関係団体等と連携を図りながら、仕事と子育ての両立を支援する法律等の広

報・啓発活動に努めます。 

 

６ 子どもの安全の確保 

 子どもや保護者を事故や犯罪に巻き込まれることを防ぐため、地域での見守

りや、関係機関と連携した活動を推進します。 

 

７ 支援を必要とする子どもへの取り組みの推進 

 児童虐待防止対策の充実、母子家庭等の自立の支援、障がい児施策の充実等

を通じ、支援を必要とする子どもが、地域で安心して生活できる環境づくりを

推進します。 
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第４章 具体的な行動計画 
１ 地域における子育ての支援 
 
第１節 動向と課題 

 少子・高齢化、核家族化の急速な進展、バブル経済崩壊後の景気停滞等による

社会経済環境の変化が、人々の生活環境や生活スタイルを大幅に変え、家庭の

形態や機能のあり方にも影響を及ぼしています。 

 少子化の主な要因としては、結婚に関する意識の変化、仕事と子育てを両立

することの負担感の増大、子育てに対する不安の増大などを背景とした晩婚化

や未婚率の上昇にあると考えられています。また、子育ての経済的・精神的・

肉体的な負担からの出生数の減少など、解決しなければならないさまざまな社

会的・経済的な課題があります。 

 このような状況下で子育てをしている人が安心して働くことができる環境の

整備や、子どもを持ちたいと思う人が、安心して子どもを産み育てられるため

に、保育サービス、子育て支援事業を充実し、地域全体で子育てを支え合う環

境をつくることが必要です。 

  

第２節 保育所等でのサービスの充実 

 女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、保育所を利用する村民のニーズ

は多様化しています。 

 このため、子育てをしている人が安心して働くことができるよう多様なニー

ズに応じて、広く村民が利用しやすい保育所等でのサービスの提供に努めます。 

№１ 保育所環境整備                    保健福祉課 

事業の概要 

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける児童の保

育を行っています。 

・保育所の受け入れ定数は、充足されていますが、今後、社会情

 勢等を見ながら柔軟に対応します。 

・保育サービスを更に、充実するため、職員の資質の向上・保育

 所の地域への開放（保護者が参加しやすい日曜日の保育参観の

 実施、地域住民の保育所見学の実施、お楽しみ保育を地域住民

 等に開放し、世代間交流を深めながらボランティア活動につな

 げる。）を実施するように努めます。 

・保育所の内部改修工事を計画します。 
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№２ 休日保育                       保健福祉課 

事業の概要 

現在、日曜・祝日の保育は実施していません。 

アンケート調査では約１７％の方が利用を希望しています。 

・振替等で平日が休みになる場合や土曜日は希望者のみ保育を

実施していますが、休日（日・祝日）の開所は、希望者が少な

 いため、村保育所としての実施はしませんが、民間事業者等で

 実施希望があれば支援します。 

 

№３ 延長保育                       保健福祉課 

事業の概要 

保護者の仕事等のため、通常の保育所の開所時間を超えて児童の

保育を希望する場合に行っています。 

延長保育は今後も継続しますが、通常時間の利用者との負担の公

平性を考慮しながら料金のあり方を検討します。 

 

№４ 障がい児保育                     保健福祉課 

事業の概要 

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける障がい児

の保育を行っています。 

過去にも保育を行っていますが、障がい児の状態や施設の問題等

を考慮し、可能な限り受け入れに努めます。 

 

№５ 一時保育                      保健福祉課 

事業の概要 

保護者の育児疲れの解消、保護者の急病や保護者の断続的な就労

形態などに対応するため、一時的に預かる保育を行っています。

・一時保育は、開所時間の延長・料金のあり方・利用手続きの簡

 素化を検討します。 

 

№６ ゼロ歳児・産休明け保育                保健福祉課 

事業の概要 

おおむね１歳６か月で離乳食が完了している子どもの保育を実

施しており、ゼロ歳児・産休明け保育は実施していません。 

・家庭的保育・ベビーシッター・ＮＰＯなど地域の保育資源の協

 力を得て、実施方法を検討します。 
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№７ へき地保育所（上札内）の運営             保健福祉課 

事業の概要 

保護者の労働又は疾病などの理由により、上札内保育所で保育に

欠ける児童の保育を行っています。 

平成１６年度は、１０人以上が入所していることから北海道から

の補助金は廃止されないと考えられますが、今後、上札内小学校、

上札内放課後児童クラブと合わせ村民と統廃合を含めた協議を

進めます。 

 

第３節 子育て支援サービスの充実 

 子育て家庭の孤立化・地域での養育力の低下など、子育ての不安や負担感が

高まっています。 

 これまでの児童福祉法は、保育に欠ける児童に対する対策が中心でしたが、

平成１５年に法律が改正になり、すべての子育て家庭での児童の養育を支援し、

子育てをしやすい環境の整備を図ることとしました。 

 このため、本村で実施している子育て支援サービスの充実に努めるとともに、

民間で実施している子育てサークルの支援に努めます。 

 

（１）在宅における児童の養育を支援 

№８ 在宅における児童の支援                民間で実施 

事業の概要 

ＮＰＯ法人が週に１回児童とその親を対象にしたミニデイサー

ビスを実施しています。 

ＮＰＯ法人が実施しているミニデイサービス等の情報を提供

し、また、子育てサークルの活動情報の提供も行います。 

（２）放課後児童クラブ等で養育を支援 

№９ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）      保健福祉課 

事業の概要 

児童館と公民館を利用して、保護者が就労等により昼間家庭にい

ない小学生を対象に児童の健全育成を行っています。アンケート

調査では約３０％の方が利用を希望しています。 

・児童の保護や遊びを通じて育成、指導を行います。 

・保育所の延長保育時間に合わせて開設時間を検討します。 

・中札内放課後児童クラブの対象児童を４年生までに引き上げ

を検討します。 

 

№５ 一時保育                      保健福祉課 

事業の概要 再  掲 
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（３）保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言 

№10 子育て支援センター                  保健福祉課 

事業の概要 

子育て支援センターは、子ども同士の遊びの場、親同士の交流の

場、子育てに関する情報交換ができる憩いの場、育児疲れから開

放されるリフレッシュの場として利用されています。アンケート

結果では約８６％の方が利用しており、今後も利用を希望する方

は約７８％を占めています。 

・問題を抱えている家庭への訪問による支援、家庭的保育を行う

 者への支援を行い、地域の調整役を担います。 

・子育て家庭に対する支援として、父親の育児への積極的参加、

子どもの発達、親子のかかわり、子どもの栄養、事故防止など

子育ての知識等の習得や育児不安解消のため、子育て講座を開

催します。  
 また、子どもの怪我や急病のときの対処のために、消防職員に

 よる救急講習会を実施します。 

・子どもを持ちたいと思う人が、安心して子どもを産み育てられ

 る環境をつくるために、子育てボランティアの募集、高校生の

 ボランティアの育成や保育資源の育成・発掘をし、活用できる

 体制づくりを推進します。 

 

№11 家庭教育・相談事業            教育委員会・保健福祉課 

事業の概要 

保健センターでは「お父さん・お母さん教室」「親子の健康相談」

等を実施し、教育委員会では「家庭教育学級」などを実施してい

ます。アンケート調査では事業によって利用者の認知度はかなり

低いものもあります。事業の内容を周知し、また、充実させ、多

くの方に利用してもらえるように努めます。 

また、平成１７年４月１日から児童福祉法の改正により、児童関

係の 初の相談窓口は市町村になりますので、周知をします。 

（４）子育て情報の提供 
№12 子育て情報の提供                   保健福祉課 

事業の概要 

子育てに関する情報は村の広報紙や、くらしの便利帳等で提供し

ています。 

子育て支援センターの事業や子育て情報を広報や健康カレンダ

ーでＰＲし、内容の充実を図ります。 
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第４節 子育て支援ネットワーク及び児童虐待防止対策の充実 

 子育てをしている家庭に、子育て支援サービスを提供していくためには、子

育て支援サービスの地域ネットワークを形成していくことが重要です。 

 このため、関係機関が連携し、児童の虐待防止に取り組む「児童虐待防止ネ

ットワーク会議」や、住民を犯罪から守るために組織された「地域安全推進協

議会」の活動をより積極的に推進していく必要があります。 

  

№13 児童虐待防止ネットワーク会議             保健福祉課 

事業の概要 

村、学校、村立診療所、警察、児童相談所など子どもに関係する

機関が連携して児童虐待の未然防止などの対応を行っています。

連絡会議や専門部会での研修を開催するなど関係機関とのネッ

トワークの強化を図り、迅速な問題解決に取り組みます。 

なお、平成１７年４月１日から児童福祉法の改正により名称が

「要保護児童対策地域協議会」に変わる予定です。 

 

№14 地域安全推進協議会                  総務財政課 

事業の概要 

各行政区等から選出された地域安全推進委員で地域安全推進協

議会を構成しており、「子ども１１０番の家」の設置など、子ど

もが犯罪に巻き込まれることを防止する活動などを行っていま

す。今後、地域安全推進協議会の緊急時の連絡先の周知、不審者

が現れた場合の情報無線での早急な周知を実施します。 

 

№15 民生委員・児童委員活動                保健福祉課 

事業の概要 

地域における身近な相談者として、地域福祉の充実を図るととも

に、児童の健全育成や保護を必要とする児童の把握、支援を行っ

ています。更に、児童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力

し、村民と協働した福祉活動の展開や情報提供を行います。 

 
№16  児童虐待早期発見        保健福祉課・子育て支援センター 

事業の概要 

妊娠届出時から乳幼児健診まで問診項目で生活・子育て環境を把

握し、また子育て支援センターでの児童の状況把握等を行ってい

ます。 

子育て支援の必要な保護者の早期発見・早期支援に結びつくため

の事業を進めます。 

 
№10 子育て支援センター                  保健福祉課 

事業の概要 再  掲 
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第５節 児童の健全育成及び世代間交流等の促進 

 児童数の減少は、遊びを通じての仲間意識の形成や児童の社会性の発達に大

きな影響があり、児童が地域の中で自由に遊び、安全に過ごす場の提供などが

必要です。また、地域の社会資源を利用しながら、地域全体で子育てを支援す

る環境をつくります。 

  

№17 児童館管理運営事業          保健福祉課・社会福祉協議会 

事業の概要 

現在は、放課後児童クラブで有効に利用されていますが、その他

の子どもも健全な遊びを通して、健康に育つような施策を検討し

ます。 

 

№18 地域活動の充実                    教育委員会 

事業の概要 

子ども会育成連絡協議会主催で、各種事業を実施しています。今

後、指導者の育成を図り、ボランティア等の協力を得て児童の健

全育成に努めます。 

 

№19 スポーツ少年団指導者の育成              教育委員会 

事業の概要 
スポーツ少年団指導者を育成するために、講習会の案内を実施

し、広い分野の指導者の育成を図ります。 

 

№20 交流事業                 教育委員会・施設管理課 

事業の概要 

高齢者・他地域の小中学生・障がい者・子育てをしている保護者

とその子などとの交流について、住民が自発的に活動している団

体等の協力を仰ぎながら、積極的に取り組みます。また、鉄道記

念公園にベンチを設置し、子育て交流、世代間交流を推進します。

 
№21 体験活動等                      教育委員会 

事業の概要 

子どもが村内の豊かな自然の中で健やかに育つために、村内の公

園や自然を利用し、自然体験活動や村の基幹産業である農業を取

り巻く様々な資源を活用した労働体験など、子どもの健全育成に

努めます。 

 
№９ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）      保健福祉課 

事業の概要 再  掲 
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２ 母と子どもの心身の健康確保 
 
第１節 動向と課題 

 近年、本村では随時の個別相談内容が、虐待・配偶者等からの肉体的・精神的・

性的な暴力・引きこもり等複雑化してきており、問題に的確に対応できる人材

の確保や各機関との連携が必要になってきています。 

 このような現状から「安心」「感動」「満足」のできる妊娠・出産・育児のた

め、支援体制の整備を目指し、母子手帳発行時から始まる地域母子保健の流れ

の中で、医療との連携を考慮した連続的な関わりを展開し、ライフサイクルに

合わせて一貫した支援ができるよう努めています。 

 また、性や性感染症の予防に関する正しい知識の普及を図ることが必要にな

っています。 

  

第２節 子どもや母親の心身の健康確保 

 母親と乳幼児の心身の健康の確保を図るため妊娠・出産・新生児期及び乳幼

児期における健康診査や保健指導の充実を進めるとともに、妊娠・出産から育

児へと総合的・継続的な相談・指導体制の確保を図り、母親の健康確保と子ど

もが健やかに育っていけるよう支援体制の充実を図ります。 

 

№22 母子健康手帳発行時の健康相談             保健福祉課 

事業の概要 

妊娠の届け出があった妊婦に対し母子健康手帳の発行を行うと

ともに、母子健康カードの内容により問診及び健康相談を行いま

す。 

 

№23 妊婦一般健康診査事業及び超音波検査事業        保健福祉課 

事業の概要 

妊婦の健康保持・増進のため妊娠中の健康診査について、受診票

の交付により助成を行っています。 

一般健康診査受診票は、妊婦１名に対し２枚交付し、超音波検査

は、出産予定日現在で３５歳以上の妊婦１名に１枚交付してお

り、引き続き実施します。 
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№24 各種教室事業                     保健福祉課 

事業の概要 

出産に向けての意識やイメージづくりのために、出産前の「お父

さん・お母さん教室」の実施、出産前後のお母さんの交流のため

に、「かんがるーのポケット」を行っています。 

各種教室は、妊娠・出産・育児に必要な情報・知識を通して親に

なる心構えを養うとともに、育児をする仲間づくりとなることか

ら事業を推進します。 

 

№25 妊産婦・新生児訪問事業                保健福祉課 

事業の概要 

新生児と母親全てを支援するために、訪問指導を行っています。

今後は、生活環境・健康上のハイリスク（危険率が高い）者を訪

問し、支援することを推進します。 

 
№26 股関節脱臼検査                    保健福祉課 

事業の概要 

満４か月の乳児を対象に専門医による検診を行っています。 

疾病を早期に発見することにより、乳児期の健康を維持するため

事業を進めます。 

 
№27 乳児健康診査事業                   保健福祉課 

事業の概要 

満４か月・７か月・１０か月・１２か月の乳児を対象に身体計測・

問診・観察・診察などで、心身・運動・言語の発達確認を行って

います。 

生活習慣の自立への育児支援を行い、乳児の健全な発育発達を促

すため引き続き実施します。 

 
№28 １歳６か月・３歳児健康診査事業            保健福祉課 

事業の概要 

１歳６か月から１歳８か月及び３歳０か月から３歳２か月の幼

児を対象に医師による診察のほか、歯科医師の健診と南十勝こと

ばの教室専門員の発達相談などを行います。 

乳幼児の健全な発育発達を促すため引き続き実施します。 

 
№29 歯科健診及びフッ素・サホライド塗布事業        保健福祉課 

事業の概要 

満１歳から６歳までの幼児を対象に、歯科健診・指導、フッ素・

サホライド塗布を行っています（希望者のみ）。 

幼児の健全な発育を促すため引き続き実施します。 
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№30 母子相談事業                     保健福祉課 

事業の概要 

電話・来所・訪問等で随時健康相談（保健師等対応）を実施して

います。 

母子の心身の不安を解消するために、引き続き実施します。 

 
№31 療育体制整備事業                   保健福祉課 

事業の概要 

妊娠中から母子に対し、相談・訪問等を実施し、また、健診等に

より障がいを早期発見、早期に支援を実施しています。今後、更

に適切なサービスを受けられるよう支援を行います。 

 
№32 予防接種事業                     保健福祉課 

事業の概要 
感染症の発生及び蔓延を予防するとともに、個人の発病・重症化

予防のため、引き続き実施します。 

 
№33 不妊治療に関する情報提供等              保健福祉課 

事業の概要 

不妊に悩む夫婦に対して、不妊治療に関する情報提供や保健師に

よる相談業務を実施し、また、北海道が実施する特定不妊治療助

成事業の周知及び村単独の上乗せ制度の実施を検討します。 

 

 

第３節 食育の推進及び思春期保健対策の充実 

 朝食の欠食などの食習慣の乱れが、子どもの心身の健康問題に大きく関係し

ており、乳幼児期からの正しい食事のとりかたや望ましい食習慣の定着、食を

通じた豊かな人間形成や家族関係づくりによる心身の健全な育成を図ることが

求められています。このため、食に関する情報提供、指導等を積極的に推進し

ます。 

 思春期の性の問題は重要課題で、１０代の人工妊娠中絶、性感染症は増加傾

向にあります。このため、保健指導と学校教育が連携し次世代を担う子どもた

ちに生き方としての生と性のあり方を考えられるような支援に努めます。 
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№34 栄養士による食指導の実施         保健福祉課・教育委員会 

事業の概要 

妊娠期から思春期まで子どもの成長に合わせた栄養教育を実施

しています。離乳食講習会（もぐもぐクッキング）では、離乳食

の初期・中期・後期の赤ちゃんを持つ母親を対象に指導と調理実

習を行っています。また、子どもの頃から生活習慣病予防や食を

大切にすることを学ぶために、食生活改善推進員と協力し、保育

所園児への栄養教育、小学生を対象にした料理教室（キッズクッ

キング）等を開催しています。 

小学校では子どもに正しい食事のあり方や食習慣を身につけ、健

康管理ができることなどを目指して、学校栄養職員が食に関する

指導を行っています。 

食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心と身

体の発達に欠かせないものであるため、今後も関係機関が連携

し、取り組みを推進します。 

 
№35 性教育・喫煙・飲酒・薬物等に関する教育の実施 

                        教育委員会・保健福祉課 

事業の概要 

学校や地域において、自他の生命を尊重し、個人の生活での健康

や安全に関する理解を深めるための教育・支援が必要です。幼

児・児童・生徒だけではなく、保護者の学習機会も大切なので、

学校や家庭と協力し実施します。また、規則正しい生活習慣、外

遊びの習慣づけをするため、子育ての団体等を支援します。 
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３ 子どもの教育環境の整備 
 
第１節 動向と課題 

 近年、児童虐待の増加や校内暴力等子どもを取り巻く環境が深刻化していま

すが、こうした問題の背景には、少子化の進行や、地域における地縁的なつな

がりの希薄化などが考えられます。また、保護者の間では、子どもの教育やし

つけの仕方がわからないといった育児に関する悩みが広がっています。 

 家庭は、全ての教育の出発点であり、基本的な生活習慣やモラル、自律心や

自制心社会的なマナーなどを身につける上で重要な役割を担っています。家庭

の教育力が向上するためには、学校や地域の協力を得ながら、若い世代から親

の役割や責務を自覚できる社会環境づくりをしていくことが必要です。 

 学校教育では、子ども一人ひとりが自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生

活を送ることができる「子どもが主役の学校づくり」が求められており、学校

と地域が連携しながら、教職員等の創意工夫による教育活動など、特色ある学

校づくりに努めることが必要です。 
  

第２節 次世代を担う人材の育成 

 近年、赤ちゃんと子ども、子ども同志、子どもと大人がふれあう機会が減少

しています。人が人として育っていく中で、多様な世代の人たちとふれあうこ

とが大切です。このようなことから、住民の交流を実施している団体の協力を

仰ぎ交流機会の拡大と、交流の場を提供するように努めます。 

 

№20 交流事業                 教育委員会・施設管理課 

事業の概要 再  掲 
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第３節 学校の教育環境の整備 

 次代の担い手である子どもは、活気にあふれた学校生活を送り、社会の変化

の中で主体的に生きていくことができるよう個性豊かに生きる力を伸ばしてい

くことが必要です。このため、学力の向上を図るとともに、相談指導体制の充

実や文化・スポーツの振興に努めるなど、心も体も健やかに育つ環境を整えて

いきます。 

 

№36 総合的な学習の時間等における地域人材等の活用     教育委員会 

事業の概要 
各学校で創意工夫をこらした学習内容にあわせて、様々な教育活

動で地域などからの人材を活用し、学習内容の充実に努めます。

 

№37 心の教室相談の充実                  教育委員会 

事業の概要 

中学校に配置している「心の教室相談員」は、いじめ、不登校へ

の対応、問題行動等の防止に向けて教師と連携を行っています。

保護者も含めた相談体制の充実を図ります。 

 
№38 道徳教育の充実                    教育委員会 

事業の概要 
学校では、地域住民や家庭との連携をし、全教育活動を通じて「豊

かな心の育成」に努めます。 

 
№39 生徒指導の充実                    教育委員会 

事業の概要 

各学校で、児童生徒の理解に基づき一人ひとりの存在感を高める

積極的な生徒指導を行い、各学校と関係機関が連携して対応を図

っています。 

生徒指導の機能を生かして、一人ひとりの自己実現が図られる指

導の充実に努めます。 

 

第４節 家庭や地域の教育力の向上 

 核家族化や地域的なつながりの希薄化は、家庭や地域における教育力の低下 

の一要因と考えられます。 

 このため、地域における子育てサービスや子育て情報の提供・乳幼児健診や

子育ての相談・指導の充実を図り、家庭における養育機能の向上に努めていき

ます。 

 また、地域の実情に応じた学校づくりを目指すとともに、学校施設の地域開



 32

放に努め、地域・家庭・学校が連携・協力し、地域全体の教育力の向上を図っ

ていきます。 

 さらに、子育てサークルの育成や子ども会活動の活発化に努めるなど、地域

における人と人との結びつきを強めていきます。 

 

№40 自然・農業とのふれあい                教育委員会 

事業の概要 

子どもが村内の豊かな自然や村の基幹産業である農業の中で、健

やかに育ち、友人と切磋琢磨しながら社会性、創造性を養えるよ

うに、公園・緑地水辺空間・地域の自然を活用し、また、農業者

からの支援・協力体制を促進します。 

 

№41 子ども会活動の育成                  教育委員会 

事業の概要 

子ども会育成連絡協議会を中心に、子ども会活動の活性化を図り

ます。また、活動内容は子どもが中心に企画するようにし、それ

を、子ども会育成連絡協議会が支援するように努めます。 

  

№10 子育て支援センター                  保健福祉課 

事業の概要 再 掲 

 

№12 子育て情報の提供                   保健福祉課 

事業の概要 再 掲 

 

№20 交流事業                 教育委員会・施設管理課 

事業の概要 再 掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

４ 職業生活と家庭生活との両立の支援 
 
第１節 動向と課題 

 これまでは、家庭生活よりも職場生活が優先されてきました。また、職場に

進出する女性は増加傾向にありますが、職業生活以外での家事・育児・介護等

のほとんどを女性が担ってきたのが現状です。 

 近年、少子化が進行していますが、その要因として考えられるのは、結婚に

対する意識の変化、仕事と子育てを両立することの負担感の増大、子育てに対

する不安の増大などを背景とした晩婚化・未婚率の上昇にあると考えられてい

ます。また、子育ての経済的・精神的・肉体的な負担からも出生数の減少が考

えられています。 

  

第２節 働き方の見直し・多様な生き方の実現  

 男女ともに充実した家庭生活を送るため、仕事と生活のバランスがとれる多

様な生き方を選択できるようになることを目標にするとともに、「働き方の見

直し」を進めることが必要です。 

 このため、職域・地域等における固定的な役割分担意識の解消や職場優先の

意識の是正のため、国・道・関係団体や地域住民と連携を図りながら、啓発・

啓蒙、情報の提供に努めていきます。 

 

№42 男女共同参画の推進                  総務財政課 

事業の概要 

「男女共同参画社会基本法」の基本理念や国民の役割、また、具

体的に男女共同参画社会を実現するための方法等を、村広報紙や

ホームページで村民に情報提供をします。 

 

第３節 仕事と子育ての両立の推進 

 仕事と子育ての両立を支援するため、多様な保育需要に応じた保育サービス

の実施を検討し、働きやすい環境を整えていきます。 

 また、関係機関や企業等との連携・協力のもとに、特に女性では、結婚、出

産後の職場復帰や、子育て後の再就職に向けて安心して就業できる環境づくり

を進めます。 
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№２ 休日保育                       保健福祉課 

事業の概要 再 掲 

 

№３ 延長保育                       保健福祉課 

事業の概要 再 掲 

 
№６ ゼロ歳児・産休明け保育                保健福祉課 

事業の概要              再 掲 
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５ 子ども等の安全の確保 
 
第１節 動向と課題 

 交通事故は後を絶たず、特に交通弱者である多くの子どもや高齢者などが犠

牲になっている現状です。 

 このことから、歩行者やドライバー双方に交通ルールの習得と交通安全啓発

が必要です。 

 また、一方で子どもの連れ去り事件等が身近で起こっており、日常生活の中

での子どもの安全確保が求められています。 

 

第２節 交通安全教育の推進と犯罪等の被害防止活動 

 子どもを交通事故から守るため、中札内村地域安全推進協議会を中心に警

察・交通安全指導員・学校・ＰＴＡなど関係団体等と連携した協力体制の強化

を図るとともに、交通マナーの習得など交通安全教育の徹底やチャイルドシー

トの使用、ＳＳ（シートベルト装着・交通安全）運動の展開など総合的な交通

事故防止対策を推進します。 

 また、子どもを犯罪等の被害から守るため、村民の協力のもとに設置してい

る「子ども１１０番の家」の継続、中札内村地域安全推進協議会、警察等から

の情報提供を進めます。 

 
№43 交通安全教室                     総務財政課 

事業の概要 
小学生を対象として、自転車に乗っての体験や、実践型の交通安

全教室を行っており、内容の充実に努めます。 

 
№44 交通安全の確保               総務財政課・民間団体 

事業の概要 

交通安全週間における街頭啓発を実施しています。また、役場職

員組合及び地域安全推進協議会ではチャイルドシートの無料貸

し出しを行っています。 

交通安全を確保するため、継続して実施します。 
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№45 地域安全推進協議会への支援              総務財政課 

事業の概要 

地域安全協議会は、各行政区から推薦された村民・各種団体・企

業等、行政関係で構成されており、地域の実態に即した安全活動

の推進、広報啓発活動の推進等、防犯活動を行っています。今後

も活動の支援をします。 

 
№46 子ども１１０番の家の継続               総務財政課 

事業の概要 

子どもが不審者から声をかけられたりした場合等、子どもがかけ

込むことができる「子ども１１０番の家」を村民の協力により設

置しており、今後も継続します。 

 
№47 通学路等での見守り活動          総務財政課・教育委員会 

事業の概要 

自発的なボランティアの方により現在、実施していただいてます

が、村民とのふれあい活動（声かけ）の奨励など、子どもの登下

校時に、見守り活動をできるように、ＰＴＡや地域安全協議会と

協議します。 
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６ 支援を必要とする子どもへの取り組みの推進 
 
第１節 動向と課題 

 近年、離婚の増加等により、母子・父子家庭が増え続けていますが、母子家

庭における子育ては、経済的・社会的に不安定な状態であり、自立した社会生

活を送ることができるよう支援を進めていくことが必要です。父子家庭に関し

ても援助の方法等を検討していくことが必要です。 

 また、障がい児を持つ子育て家庭も、社会的不安を抱えており、障がい児の

健全な発達を支援する必要があります。 

 

第２節 母子・父子家庭等の自立支援の推進 

 母子・父子家庭等は子育てをする上で経済的・社会的に不安定な状態にあり、

家庭生活においても多くの問題を抱えています。 

 このため、母子家庭や父子家庭に対する相談指導体制の充実や社会的経済的

自立に必要な情報の提供を進めていきます。 

 また、母子家庭には児童扶養手当制度の周知、母子・父子家庭には保育所の

入所など生活の実態に応じた支援に努めます。 

 
№48 相談指導体制                     保健福祉課 

事業の概要 
母子・父子家庭の心身の健康上の相談や関係行政機関の相談窓口

の紹介などを実施します。 

 
№49 福祉年金                       保健福祉課 

事業の概要 

母子・父子家庭等に対して、年額１４，０００円を給付（所得制

限有り）しています。今後、給付によっての効果等を検証し、見

直します。 

 

第３節 障がい児施策の充実 

 妊婦・乳幼児期に行われる健康診査は、疾病や疾病のリスクの早期発見の機

会として、また、疾病の発生予防を保健指導に結びつける機会としても重要で

す。このため、健康診査で身体面の発育不良・視聴覚障がい・精神運動発達遅

滞などの早期発見に努めるとともに、発見された児童に対しては、保健・医療・
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福祉・教育部門が連携を取りながら専門的立場で対応し、障がいに応じた専門

機関のもとで、適切な医療と指導が行われるよう支援体制を充実していきます。 

 
№50 母子通園センター「南十勝ことばの教室」        保健福祉課 

事業の概要 

大樹町にある母子通園センター「南十勝ことばの教室」で、発達

の遅れがある児童の通園事業を実施し、併せて交通費の一部助成

を実施しています。 

支援費制度等の動向もありますが、今後も継続をしたいと考えて

います。 

 
№51 児童デイサービス事業                 保健福祉課 

事業の概要 

支援費制度の対象にならない中学生・高校生の障がい児童デイサ

ービス事業を実施しています。今後、負担の適正化、事業の効果

等を検証します。 

 
№27 乳幼児健康診査事業                  保健福祉課 

事業の概要 再 掲 

 
№28 １歳６か月・３歳児健康診査事業            保健福祉課 

事業の概要 再 掲 
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第５章 事業目標 
１．地域における子育ての支援 

（１）保育所等でのサービスの充実 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

１．保育所環境整備 ・中札内保育所定数１２０

 人           

・職員の資質の向上、保育

 所の地域への開放の検討

・保育所の内部改修工事 

中札内保育所定数１２０人 
 

 
 
平成２１年度 
 
平成１９年度 

２．休日保育 民間事業所など実施希望が

ある者への支援 
 平成２１年度 

３．延長保育 ・設置箇所数   ２か所

・料金のあり方の検討 
設置箇所数    ２か所 
 

 
平成１７年度 

４．障がい児保育 過去に受け入れはしている

が、１６年度入所者０人 
可能な限り受け入れを実

施。 
 

５．一時保育 ・設置箇所数   １か所

・ 開所時間の延長、料金の

 あり方、利用手続き簡素

 化の検討 

設置箇所数    １か所  
平成１７年度 

６．ゼロ歳児・産休明け

  保育 
地域の保育資源と実施方法

の検討 
 平成２１年度 

７．へき地保育所（上札

  内）の運営 
・ 上札内保育所定数 30 人

・ 入所者数の減により、北

 海道からの補助が廃止さ

 れた場合の統廃合を含め

 た検討 

上札内保育所定数 ３０人 
 

 
平成２１年度 

（２）子育て支援サービスの充実 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

８．在宅における児童の

  支援 
ＮＰＯ法人が実施している

ミニデイサービス、子育て

サークルの活動情報の提供

  
平成２１年度 

９．放課後児童健全育成

 事業（放課後児童クラ

 ブ） 

・中札内放課後児童クラブ

 ５０人 
 上札内放課後児童クラブ

 ３０人（へき地保育所の

 統廃合の検討と合わせて

 検討） 
・保育所の延長保育に合わ

 せた開設時間の検討 
・中札内放課後児童クラブ

 の対象児童を４年生まで

 に引き上げを検討 

中札内放課後児童クラブ 
５０人 
上札内放課後児童クラブ 
３０人 

 
 
 
平成２１年度 
 
 
 
平成１７年度 
 
平成１７年度 
 

５．一時保育 再掲 
10．子育て支援センター 子育てに関する支援の実施

子育てボランティア・保育

資源の育成等 

 平成２１年度 

11．家庭教育・相談事業 各種事業内容・児童相談窓

口の周知 
 平成２１年度 

12．子育て情報の提供 子育て支援センターの事業

や子育て情報のＰＲの充実

 平成２１年度 
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（３）子育て支援ネットワーク及び児童虐待防止対策の充実 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

13．児童虐待防止ネット 
  ワーク会議 

・ 児童虐待の未然防止と、

 迅速な問題解決 
・組織の名称変更 

 平成２１年度 
 
平成１７年度 

14．地域安全推進協議会 子どもが犯罪に巻き込まれ

ることの未然防止 
 平成２１年度 

15．民生委員・児童委員 
  活動 

児童の健全育成や保護を必

要とする児童の把握・支援

 平成２１年度 

16．児童虐待早期発見 子育て支援の必要な保護者

の早期発見、早期支援に結

びつくための事業の推進 

 平成２１年度 

10．子育て支援センター 再掲 

 

（４）児童の健全育成及び世代間交流等の促進 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

17．児童館管理運営事業 子どもが健全な遊びを通し

て、健康に育つような施策

の検討 

 平成２１年度 

18．地域活動の充実 指導者の育成、保護者同士

の連帯組織の育成支援を

し、児童の健全育成の実施

 平成２１年度 

19．スポーツ少年団指導 
 者の育成 

講習会の案内等を実施  
 

平成２１年度 

20．交流事業 ・ 高齢者、他地域の小中学

 生、障がい者などとの積

 極的な交流を住民が自発

 的に活動している団体の

 協力を仰ぎながら積極的

 に取り組む。 
・鉄道記念公園へのベンチ

 の設置 

 平成２１年度 
 
 
 
 
 
平成１７年度 

21．体験活動等 村内の公園・自然を利用し

た自然体験活動や村の基幹

産業である農業を取り巻く

様々な資源を活用した労働

体験などで子どもの健全育

成をする。 

 平成２１年度 

９．放課後児童健全育成

 事業（放課後児童クラ

 ブ） 

再掲 
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２．母と子どもの心身の健康確保 

（１）子どもや母親の心身の健康の確保 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

22．母子健康手帳発行時 
  の健康相談 

母子健康手帳の交付、母子

健康カードの内容による問

診及び健康相談 

 
 

平成２１年度 

23．妊婦一般健康診査事 
  業及び超音波検査事

  業 

妊娠中の健康診査受診票の

交付、超音波検査受診票の

交付 

 平成２１年度 

24．各種教室事業 妊娠・出産・育児に必要な

情報・知識を通して親にな

る心構えを養うとともに、

育児をする仲間づくりをす

るために各種教室を実施。

 平成２１年度 

25．妊産婦・新生児訪問 
  事業 

通常の訪問指導のほかに、

生活環境・健康上のハイリ

スク者を訪問し、支援する。

 平成２１年度 

26．股関節脱臼検査 乳幼児の健康維持のため事

業を推進 
 平成２１年度 

27．乳児健康診査事業 生活習慣の自立への育児支

援を健全な発達のため従来

の事業を実施。 

 平成２１年度 

28．１歳６か月・３歳児 
  健康診査事業 

医師・歯科医師・南十勝こ

とばの教室専門員による発

達相談などの実施 

 平成２１年度 

29．歯科健診及びフッ 
 素・サホライド塗布 

 事業 

乳幼児の歯の健康を守るた

め希望者を対象に実施 
 平成２１年度 

30．母子相談事業 母子の心身の不安を解消す

るため実施 
 平成２１年度 

31．療育体制整備事業 専門的な療育機関を利用、

適切なサービスを受けられ

るように支援 

 平成２１年度 

32．予防接種事業 感染症の蔓延防止、個人の

発病・重症化予防 
 平成２１年度 

33．不妊治療に関する情 
  報提供等 

不妊に関する情報提供・相

談の実施、不妊治療の助成

制度の検討 

 平成２１年度 

 

（２）食育の推進及び思春期保健対策の充実 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

34．栄養士による食指導 
  の実施 

離乳食講習会、小学生を対

象にした料理教室の実施・

食習慣の指導 

 
 

平成２１年度 

35．性教育・喫煙・飲酒・ 
  薬物等に関する教育

  の実施 

幼児、児童、生徒だけでは

なく親も学習し、学校・家

庭の協力を得ながら支援 
規則正しい生活習慣、外遊

びの習慣づけをするため

に、子育ての団体等を支援

 平成２１年度 
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３．子どもの教育環境の整備 

（１）次世代を担う人材の育成 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

20．交流事業 再掲 

 

（２）学校の教育環境等の整備 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

36．総合的な学習の時間 
  等における地域人材

  等の活用 

総合的な学習の時間等にお

ける地域人材等の活用 
 
 

平成２１年度 

37．心の教室相談の充実 心の教室相談員は保護者を

含めた相談体制の充実 
 
 

平成２１年度 

38．道徳教育の充実 地域住民や家庭と連携、全

教育活動を通じた豊かな心

の育成 

 
 

平成２１年度 

39．生徒指導の充実 生徒一人ひとりの自己実現

が図られるよう生徒指導を

充実 

 
 

平成２１年度 

 

（３）家庭や地域の教育力の向上 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

40．自然・農業とのふれ 
  あい 

公園・緑地水辺空間・地域

の自然を活用、また、農業

者からの支援・協力体制の

促進 

 
 

平成２１年度 

41．子ども会活動の育成 子どもが中心に企画する子

ども会活動の活性化 
 
 

平成２１年度 

10．子育て支援センター 再掲 
12．子育て情報の提供 再掲 
20．交流事業 再掲 

 

４．職業生活と家庭生活との両立の支援 

（１）働き方の見直し・多様な生き方の実現 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

42．男女共同参画の推進 男女共同参画に対する情報

提供の実施 
 
 

平成２１年度 

（２）仕事と子育ての両立の推進 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

２．休日保育 再掲 
３．延長保育 再掲 
６．ゼロ歳児保育 再掲 
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５．子ども等の安全の確保 

（１）交通安全教育の推進と犯罪等の被害防止活動 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

43．交通安全教室 実践型の交通安全教室の実

施 
 
 

平成２１年度 

44．交通安全の確保 交通安全の街頭啓発、チャ

イルドシートの無料貸し出

しの実施 

 
 

平成２１年度 

45．地域安全推進協議会 
  への支援 

全村的な組織の地域安全推

進協議会への支援 
 
 

平成２１年度 

46．子ども１１０番の家 
  の継続 

村民の協力を得て子ども１

１０番の家の継続 
 
 

平成２１年度 

47．通学路等での見守り 
  の実施 

ＰＴＡ、地域安全協議会と

協議し実施 
 
 

平成２１年度 

 

６．支援を必要とする子どもへの取り組みの推進 

（１）母子・父子家庭等の自立支援の推進 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

48．相談指導体制 保健師による母子・父子家

庭の心身の健康上の相談の

充実等 

 
 

平成２１年度 

49．福祉年金 母子・父子家庭等への福祉

年金給付の検証と見直し 
 
 

平成１８年度 

（２）障がい児施策の充実 
子育て支援サービス項目 平成１６年度の実施事業量及

び１７年度からの検討事項 平成２１年度目標事業量等 目標達成予定年度

50．母子通園センター「南 
 十勝ことばの教室」 

児童の通園事業の実施及び

交通費の一部助成の実施 
 
 

平成２１年度 

51．児童デイサービス事 
  業 

あり方の検討  平成１８年度 

27．乳幼児健康診査事業 再掲 
28．１歳６か月・３歳児 
  健康診査事業 

再掲 

 



 
 
 
 
 
 

資 料 
１．中札内村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

２．中札内村次世代育成支援対策地域協議会委員名簿 
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   中札内村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以 

 下「法」という 。）第８条第３項及び第２１条に基づき、中札内村における次世 

 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、中札内 

 村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） 

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）法第８条に基づく市町村行動計画の策定に関すること。 

（２）地域における子育て支援に関すること。 

（３）母性並びに乳児及び児童等の健康の確保及び増進に関すること。 

（４）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備に関すること。 

（５）子育てを支援する生活環境の整備に関すること。 

（６）職業生活と家庭生活との両立の促進に関すること。 

（７）子どもの安全確保に関すること。 

（８）要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進に関すること。 

（９）その他次世代育成支援対策に関し必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 地域協議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める範囲内 

 において村長が任命する。 

（１）村民 ６人以内 

（２）学識経験者及び保健・医療・福祉関係者 ２人以内 

（３）子育て支援関係者 ２人以内 

３ 前項第１号の委員の半数は公募するものとする。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、 

 再任を妨げない。 

 （会長） 

第４条 地域協議会に会長をおき、委員の互選によって定める。 

２ 会長は会務を総理し、地域協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理す 

 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。 

 

 （庶務） 

第６条 地域協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。 



 

                     45 

 

 

 （村長への委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会に関し必要な事項は村長が別 

 に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

中札内村次世代育成支援対策地域協議会（敬称略） 
 

委 員 氏 名 委員の要綱上の分類 役 職 

井 脇  伸 司  村民  

嶋 村  いつ子 学識経験及び保健・医

療・福祉関係者  職務代理者 

鶴 海  幸 恵  村民  

成 田    忍  村民  

平 崎  明 美  子育て支援関係者  

福 島  美和子  村民  

堀 田  美 幸  子育て支援関係者  

松 本  厚 子  村民  

山 本  亜 矢 村民  

結 城  光 明 学識経験及び保健・医

療・福祉関係者  会長 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中札内村次世代育成支援行動計画 
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