
資料№１－２

田上町子ども・子育て支援事業計画（素案）施策提案の検討

番号 施策の提案 提案内容 平成25年度実績（有・無）

平成31年度まで

の目標

施策の方向性 担当課 備考

№ 1 医療施設の新設
小児専門病院・皮膚科・耳鼻科・整形外科等の幼少期に誰もが利用する医療機関がありません。メ

ディカルタウンを設けてもらいたい。

県立加茂病院建て替えに伴う

小児科・産科の設置要望

　提案を頂いている診療科は、加茂市・田上町内の開

業医で十分網羅されている。また、県立加茂病院の立

て替えや県央地域での救急医療施設についても施設建

設に向け検討されており、診療科についても盛り込まれ

ている。

　町単独でﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｳﾝの検討をすることは現実的に不

可能。

※ﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｳﾝとはﾋﾞﾚｯｼﾞ型、ﾀﾜｰ型など複数の診療科

目の独立したクリニックが集まる医療複合施設の総称

保健福祉課 5章：ｐ91①

№ 2 任意予防接種費用の

助成

インフルエンザ・水疱瘡等の任意予防接種費用の助成。インフルエンザは１回目は無料等。可能で

あれば、義務教育期間の子どもがいる世帯の家族も同様の条件が適応されるとなおよいと思いま

す。

平成25年４月よりインフルエン

ザ、肺炎に対応したヒブワクチ

ン、小児用肺炎球菌ワクチンが

定期予防接種となっています。

（※平成26年10月からは水疱

瘡が定期予防接種となっていま

す。）

小児のインフルエ

ンザ接種費用につ

いての助成を検討

する。

　水痘については予防接種法の改正により定期接種と

なったため、H26.10月から接種費について無料とした。

小児インフルエンザの助成を行っている市町村数は、

H26.7月現在で 12市町村／30市町村 いずれも年齢、助

成回数、助成金額がバラバラであり統一性がないため、

近隣市町村での実施内容を参考に実施に向けて検討し

たい。

保健福祉課

№ 3 予防接種助成の充実
先回会議でもお話させて頂きましたが、インフルエンザ接種を主として、補助が出ず、且つ頻度の高

い予防接種があるかと思います（具体的には勉強不足です申し訳ありません）。特に近隣他市町村

で行っているものに関し助成の充実が必要かと考え提案させて頂きます。

有

任意風しん予防接種費用助成

【対象者】

　　妊娠を希望する女性、妊婦

の夫及び家族等

　小児について、インフルエンザ以外の接種費助成を

行っている市町村はあまりない。該当するものは、おた

ふくが3町村、ロタウイルスが2町村であり、まだまだ少

数である。

　法定接種となっている予防接種については、県内全て

の市町村が費用負担なく、無料で接種が可能となって

いるため、予防接種法の改正を期待したい。

保健福祉課

№ 4 室内プール・スポーツ

施設・図書館・科学館

等の教育施設の新設

冬場でも利用できるプール、スポーツ施設、学習室のある図書館、子どもが興味を持てるような展

示物や体験ができる科学館等の新設。

　町は役場前の土地に以前より、生涯学習機能を持っ

た建物の建設を検討してきました。この場所について

は、403号バイパス沿いであることから、この場所が“に

ぎわいと交流が図れる場所”として位置づけられること

から、平成26年度より「道の駅」を含めたにぎわいを創

出する場所として「（仮）地域交流会館」の整備を予定し

ております。

その構想の中で、生涯学習機能として必要な図書館

（学習室含む）は、中学校・幼児園に近い原ケ崎交流セ

ンター内にその機能を持たせ、既存施設も有効に活用

しながら、必要に応じて不足する機能を補完するような

考え方で検討しています。

　冬場でも利用できるプールですが、プールは１つの

コースで約1億円程度かかると別の施設で確認してお

り、現状では建設は非常に難しい。スポーツ施設につい

ては、子どもが1人でぷらっと利用できる施設は限られ

ますが、コミュニティセンターなどの既存施設を有効活

用してほしいと思います。

　子どもが興味を持てるような展示物や体験ができる科

学館・・は、現在検討中の原ケ崎交流センター整備や

（仮）地域交流会館整備の中での整備を検討します。

教育委員会

№ 5 グローバルな教育・早

期英語教育

現状の英語に親しむ程度のものではなく、支援センター利用時期から常に外国人講師参加型の教

育を行っていく。町内全体（ルーテル幼稚園、竹の友、小学校、中学校）の子ども達がいつでも（休

日でも）参加できるイベントやレッスンを開催する。

　竹の友は、3歳・4歳・5歳を対象に月2回程度？英語に

親しむため外国語指導助手より英語指導を受けてい

る。町内全体の子どもたちがいつでも・・・、については

今後検討したい。

教育委員会
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№ 6 情報提供・相談体制整

備

小学校に上がった子どもの子育てに困って相談したり、情報が得られる場として子育て支援セン

ターでは少し抵抗があるとのこと。役場内に気軽に相談できるようなコーナーを設置するとか、相談

先がわかりやすい広告、表示などはできないでしょうか。

総合窓口によるワンストップ・

サービス(総務課)

総合窓口によるワ

ンストップ・サービ

スの定着(総務課)

　子育てに関する専門のコーナーを設置することは難し

い。現在は総合窓口が、子育てを含む全ての窓口と

なっており、ワンストップ・サービスを実施している。今後

も総合窓口を全てのサービスの入口として機能させ、そ

こに職員が出向いて対応するサービスを確立・定着させ

ていきたい。(総務課)

　他課と連携していきたい。(保健福祉課)

　子育て支援センターは、年齢に関係なく子育て全般に

ついて、相談業務を行っているが、教育支援などの業務

は、教育委員会、児童の要保護については保健福祉課

で行っている。一元化は利用者にとっても窓口がわかり

やすくなるため、それらについて検討したい。(教育委員

会)

総務課・保健

福祉課・教育

員会

5章ｐ：73②相談体制の

充実

№ 7 子ども・子育てに関する

情報発信の充実

アンケートの結果を見てみると、足りないものへの要望は当然として、既に実施しているものや内容

を勘違いしているものへの改善要望等が散見されます。保護者がもっと調べるべきであることは当

然なのですが、事業としてこの情報発信に注力する必要もあるのではと考え提案させて頂きます。

既に小児救急医療の充実の項目や、保育サービスに関する積極的な情報提供にてHPの活用を実

績及び目標として挙げておりますが、新規の事業として包括した情報発信の事業が必要ではと思い

ます。これを提案するにあたり、久しぶりに町のHPを見てみたところ、最初にポップアップで少子化

対策について出てくるようになっており、とても素晴らしい対応だと感じました。一方この部分に子ど

も・子育てに関する情報を一元化して載せればもっと分かりやすいのにとの思いにもなりました。幼

稚園幼児園小中学校に関する説明・行事の情報（幼稚園に関しては全く無いのですね、正直驚きま

した）、小児救急医療（特に県央では小児担当がいるとは限らない等や、まず新潟市の小児連絡に

電話したほうがいい等の単なる情報提示以上の情報も）、各助成金、子育て相談個所や遊び場情

報等、今回のアンケートや教育委員会様で保有しておられる今までの知見の蓄積から、子育て世

代が必要と思われる情報を分かりやすく、見やすくまとめることが必要かと思われます。方向性とし

ては、パンフ等紙もの製作は予算も掛かりますし、費用対効果の事もありますので、とにかく町の

HPにて子育てに関する情報を一元化し、見やすくわかりやすく纏めること、そして町の広報や、各健

診、園学校での入園入学や保護者会等の集まりを利用して、何かわからないことがあれば町のHP

を見てもらうよう頻度よく伝えるルーチンを作成することが良いかと思います。

町ホームページ(総務課) 町ホームページの

充実(総務課)

現在、「町長のイチオシ！」として少子化対策に特化し

たポップアップを表示している。表示できる領域が限ら

れるため、全てを詰め込むことは難しく、無理に行えば

見にくくなることが想定される。ただ、町として「子育てし

やすいまち」を目指し、推し進めるため、必要な情報を

見やすく掲載し、充実させるよう努めていきたい。(総務

課)

小児の救急において、現在HPに掲載している以上の情

報は持ち合わせていない。(保健福祉課)

　情報発信は、確かに発信する側だけが満足しても情

報収集を行う側がわかりやすく、見やすくなくてはいけな

い。したがって、情報発信を行う際には、これらのことを

留意し、情報発信を行うよう努めたい。(教育委員会)

総務課・保健

福祉課・教育

員会

5章；ｐ73

④保育サービスに関す

る積極的な情報提供

⑤幼児園幼稚園に関

する情報の提供

ｐ83

③子育て総合情報の

提供

№ 8 子どもが利用できる交

通網の充実

子ども子育て支援事業になるかは、捉え方によるかと思いますが、田上町単体で子育てに関する

施設設備に関する要望を全て満足することは難しいと思います。その為近隣市町村に足を運ぶ必

要もあるかと思いますが、車がないと行けないところが多々あります。インフラに関することなので

非常にハードルが高いとは思いますが、田上町で車がないお母さん（特に東京近郊からお嫁に来ら

れた方に多いと思います）や中高生が子どもだけで移動するさいに、電車と田上加茂間を移動する

バス（あと小須戸のバス？）しかなく、特に高校で必ず町外に出なければならない田上の子ども達に

は非常に不便だと思います。田上を中心として、放射状に新潟市（白根市）、五泉市、加茂市、三条

市等々、バスの運行ができるようであれば、子育てを行う上でも、子ども達が自立して動けるように

なる上でも有用ではと考え提案させて頂きます。

有 現路線バスの維

持

　現路線バスについて不足する運行費を補助している。

近年、利用者数の減少、補助額の増加と、町の負担が

増えており、現路線を維持するのも困難となりつつあ

る。

　デマンド交通の導入検討を行ったが、試算では現状の

バス補助金の数倍必要となる。H25年度の全協にて説

明し、現状の路線バスへの補助を継続することとなっ

た。

産業振興課

№ 9 幼児から小中高生・大

人までが集い過ごせる

遊び場・居場所作り【プ

レーパークの建設】

プレーパークとは、今から約３０年前に東京都世田谷区羽根木に常設された日本で最初の冒険遊

び場である。禁止や制約だらけの子どもの遊ぶ環境をもっと自由に、子ども自身が挑戦し試行錯誤

できる場として、親や地域住民が手作りの遊び場を作った。実践３年後に、区が記念事業として位

置付け、大学や地域住民が協働して運営している。また、子ども実際に育つのは「地域」の中だから

こそ、運営の中心は住民が責任をもっておこなっている。

プレーパークは一般の公園とは違い、きれいに整備されてなく、廃材とロープを使った手作り遊具や

丸太、火・土・水・木といった自然と道具や工具を使うことができ、「自分の責任で自由に遊ぶ」という

モットーを掲げている。子どものやってみたいを応援し、子どもの育ちに必要な心の糧となる体験・

体感を重視している。また、たき火で四季折々の野外料理など、常に変化し続ける遊び場となって

いる。そこにはプレーリーダーが常時滞在している。

幼児や小中高生はもちろん、２０代の若者もたくさん遊びにきていて、子育て中の親、４０代５０代を

はじめ大人の出入りも多く、子どもを中心とした多世代コミュニティの場ともなっている。新潟県で

は、現在、柏崎夢の森公園の中でプレーパークがひらかれています。

田上は自然に恵まれ、地域密着で子育てができる環境にあるので、プレーパークの建設に適してい

ると考えます。いつでも誰でも利用でき、休園・閉園なしのプレーパークの存在は大きいと思われま

す。屋外施設は既存のプレーパークにならい、屋内施設としては、里山工房や喫茶をはじめ、食育・

郷土料理のイベント、育児相談のできるブースや、伝承を伝えていく遊び場など。また、森づくり活

動、乳幼児の「屋外型」子育てサロンの開催など。

多世代の方が集うことで、情報交換や先人の知恵や伝統を継承することができる。近隣の大学の

研究室と連携をとりながら、プレーリーダーの育成やボランティア活動の場となると考えます。

未実施(地域整備課)

無(産業振興課)

当課としては設置

は考えておりませ

ん。(地域整備課)

YOU・遊ランドにつ

いては、平成30年

度まで現指定管

理者と協定を締結

しており、期間内

での大幅な変更

は困難。(産業振

興課)

　ＹＯＵ遊ランドや森林公園を有効利用したら良いかと

思います。(地域整備課)

　YOU・遊ランドについては、青少年の健全育成が目的

であり、ポテンシャルは高い。現在は、観光目的での利

用が多く、実現するためには大幅な意識改革が必要と

なる（利用者、管理者共）。森林公園、梅林公園、護摩

堂山については、アクセスが悪く、拠点的な施設もない

ため、適していないと思われる。(産業振興課)

地域整備課・

産業振興課
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№ 10 図書館の建設
特に小学校の方で建設を望む意見が目立ちました。「田上の１２か年教育」を充実したものにする

ためには絶対に必要なものであり、現在無いということが恥ずかしいです。図書館は本を読んだり

勉強したりする場であるだけでなく、映写会や工作教室の実施など、子どもの居場所としても機能す

る施設です。そして、大人が新聞や雑誌を眺めたり、趣味の活動をしたりといった場でもあります。

子どもも大人も安心して過ごせる場として、図書館は最適の施設だと思います。（現在は蔵書も管

理の仕方もお粗末です。これでは田上で子どもを育てようという人が増えるとは思えません。）

　№4でも施設の方向性の中で触れましたが、図書館の

建設については、生涯学習機能を持った施設建設を検

討する中で、原ケ崎交流センター内にその機能を持た

せたいと検討しています。　確かに、現状の公民館にあ

る図書室は、非常に狭いスペースで蔵書数も限られて

おり、新しい施設を建設する際には、図書館に必要な学

習スペースも整備したいと検討しております。

教育委員会

№ 11 羽生田地区コミュニティ

センター

私が小学校のＰＴＡ役員をしていた時から、毎年町への要望としてあげられていました。羽生田地区

の子ども達は、子どもだけで行って安心して過ごせる場所がありません。責任のある大人が常駐す

る場が、子どもが自力で行けるところにあるべきだと思います。

　羽生田地区のコミュニティセンターについては、以前よ

りＰＴＡ要望で上がってきておりましたが、町は様々な事

業について優先順位をつけながら実施をしており、現状

では難しい状況です。

教育委員会 5章：ｐ84③子育てサー

クル・ボランティアの育

成

ｐ96①地域いの力を活

用した支援（・子育て支

援～施設の有効活用）

№ 12 子どもたちだけで遊べ

る場

近隣市町村の例を挙げると、小さい子対象では三条市栄の「すまいるランド」、小学生も、というと燕

市の「子どもの森」はとても良い施設です。田上からわざわざ出かけていく人も少なくありません。町

内にあれば、大勢の人が利用すると思いますし、他の市町村からも遊びに来るケースもあると思い

ます。

　現状の原ケ崎交流センターは、幼児の利用は子ども

たちだけで利用できることにはなっておりませんが、一

般的に小学生くらいになれば原ケ崎交流センターやコ

ミュニティセンター・田上町公民館講堂は利用が可能で

すので、是非利用していただければと思います。

（※小さい子どもで目の離せないような場合は、安全上

を考慮し、子どもたちだけの利用はご遠慮いただいてい

ます。）

教育委員会

№ 13 親子で利用できる遊び

場施設の整備

集まったニーズの中でも特に多かった「親子で出かけられて楽しめる場所」。天候に左右されず、親

子でできる遊びを提案してほしいのではないかと考えられる。月に１～２回くらいで遊びイベントの開

催があり、親、子どももボランティアとして設営や進行にも参加できるものが良いと思います。

有(産業振興課) ハードとしては整

備済み（YOU・遊ラ

ンド）。(産業振興

課)

　場所の提供は可能だが、採算性のあわない事業は実

施困難。(産業振興課)

　天候に左右されず、親子でできる遊びということです

が、室内で遊ぶということになると先ほどのように遊べ

る場所は町内ではコミュニティセンター・原ケ崎交流セン

ターなど限られてきます。ただ、小学校の体育館につい

ては、必ずしもスポーツ団体が毎日施設を利用（夜間・

土・休日)しているわけでもないため、小学校体育館の

利用は事前に話しがあれば利用は可能ですが、今後フ

リーの利用については、管理上の問題もあるため、管理

体制について検討します。

　親・子どももボランティアとしての設営・・・ですが、保護

者の方（児童含む）から事業の企画・立案・実施までの

工程により、事業を設営していただくのは、非常に面白

い試みだと思います。予算上の問題もありますので平

成28年度実施に向けて検討していきたいと思います。

(教育委員会)

産業振興課・

教育委員会

№ 14 各地区の児童公園の

整備

全てとは言いませんが、草だらけで安全とは言えません。地域の方たちを巻き込んで、クリーン作

戦とかできないでしょうか。

各地区に管理委託をお願いし

地域の方々を巻き込んだ管理

を実施

継続 　引続き実施。管理にかかる材料費等は今までどおり

町支給

地域整備課

№ 15 公園の整備
荒れ果てた公園の整備。老朽化している遊具の取り換え。公園の遊具も見た目に進化しています。

遊具が新しい公園には利用者も多く見かけます。安全面も考慮し、遊具の取り換えを検討していた

だきたい。

管理面は上記参照。遊具の点

検は毎年実施し不具合箇所は

その都度修繕。安全面に支障

ある遊具は撤去を基本としてい

る。(地域整備課)

有（護摩堂ふれあい広場遊具

設置工事）

継続(地域整備課)

定期的に点検を

行い、必要な処置

をとる。(産業振興

課)

　引続き実施。遊具の新設・再設にについては、各行政

区の要望を踏まえ予算の範囲内で設置(地域整備課)

　稼働状況により更新、撤去が必要。(産業振興課)

地域整備課・

産業振興課
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資料№１－２

田上町子ども・子育て支援事業計画（素案）施策提案の検討

番号 施策の提案 提案内容 平成25年度実績（有・無）

平成31年度まで

の目標

施策の方向性 担当課 備考

№ 16 小学校の施設を活用し

ての遊び場の提供

新潟市ではふれあいスクール事業として実施されています。小学校の施設を活用して子どもたちに

安全な遊び場を提供すると共に、異年齢や地域住民との交流を図ることを目的とする事業です。中

心となる組織は、PTAや地域、学校、教育委員会から構成する「ふれあいスクール運営委員」です。

保護者や地域の方々からも協力を得ながら運営されています。

　この「ふれあいスクール事業」は、国の「放課後子ども

プラン」と同様の事業で、平日の放課後及び土曜日の

午前中に地域の方々のご協力により、子どもの自由遊

びができる場を提供するものです。

　町では、今後学校区内でのコミュニティの強化（学校・

家庭・地域の連携強化）のため、地域の方々のご協力

により、学校への協力や児童・生徒のかかわりについて

関係を深めていきたいと考えています。

　ただ、これらを行うためには、地域の協力体制・指導

者などこれからの環境整備が必要となります。学校を中

心とした組織形成ができるよう進めていきたい。

教育委員会

№ 17 休日を含む子どもの一

時預かり場所（家庭的

保育室）の増設

昨年、塚越さんがけがをされ、今現在、保育室の再開・ご自身の体の復帰のめどがたたないとお聞

きしました。時間外や休日の子どもの一時預かり場所に困っている方は、多くいらっしゃるので、家

庭的保育室の機能をもった施設の新規建設を、提案します。

実績　無し 現在、町での建設

予定は無いが、今

後の課題として、

事業所・開設者に

対する支援も含

め、研究していく

　幼児園での一時預かりを充分活用いただき、日曜日

などの休日については、今後の検討課題として研究し

ていく

竹の友幼児

園

4章：ｐ60・一時預かり

事業

5章：ｐ73一時預かり事

業

№ 18 保育者等職員の資質お

よび専門性の向上

最低年２回職員が研修に参加する。

定例で園内研修を実施する。

保育士会研修　8回 17人参加

他の園公開講座 3回　7人参加

県主催研修　3回　8人参加

「保育士会」が開

催する研修会や

他の園の公開講

座に積極的に参

加していく。また保

育士間の意識共

有が行えるよう園

内研修（報告会）

を実施

　今後も研修参加（特に他の園公開講座）に積極的に

参画する。より質の高い保育が出来るように他の保育

士との意識共有が行えるように園内研修を行う。

竹の友幼児

園

5章：ｐ70①幼児教育・

保育の充実（・保育士

の確保・資質の向上）

№ 19 保育者等の雇用形態

の見直し

正規職員と非正規職員が適正な割合で配置されているか見直す。
正規職員　22名

非正規職員（有資格）　18名

今後も園児数に対

応した適正な人員

配置を継続してい

く

　市町村の適正職員配置基準からも幼児園に正規職員

を増やすことは難しいが、今後も人口動態を考慮しつ

つ、正規・非正規職員のバランスの取れた職員確保に

努める。

竹の友幼児

園

№ 20 保育士配置基準の見

直し

国の基準を上回る保育士の配置基準を設定する。

新潟市はよりきめ細かい保育を実現するために独自の基準を設けています。

開園当初より、1歳児における

基準６：１を4：１として手厚い保

育を実施

今後も継続実施し

ていく

　1歳児における入所希望が多く、基準緩和や増築で対

応してきている。今後も入所希望数を見ながら適正な配

置に取り組む。

竹の友幼児

園

№ 21 子育て支援センターの

拡充

アンケートの自由記述の中には、親子で遊べる場や図書館やコミュニティセンター的なニーズがたく

さん見られたので、年齢を幅広く、土・日・祝日も使えるようにしたり、相談や交流の場を整えられる

施設になれたらよいと思う。一か所に限らず、整えられると理想的。（既存の施設の利用の見直しな

ど）

利用者の口コミ等により年々利

用者が拡大

年間利用者数　　延べ5,333人

「利用者の来る受

けの体制」から「利

用者側の方へ出

向く攻めの体制」

を実践して利用者

の拡大を図る

　設置箇所の増は、現状難しいが利用者の利便性を検

討し、既存施設を利用して大勢の人に利用してもらうよ

うにする。（平成２７年度から実施予定）

竹の友幼児

園

5章：ｐ72②相談体制の

充実（・地域子育て支

援センター事業）

№ 22 延長保育事業の充実
すべてのサービスにおいて、子育て世代を考えると時間の設定が厳しすぎると感じる。朝は７時か

ら、夜も７時くらいまで対応してもらわないと、支援にならないのではと思う。土日祝の対応も同様で

ある。

早朝７時から夜８時迄の延長を

月曜から土曜日まで実施

年間利用者数　　延べ　285人

今後も継続実施し

ていく

　開園当初より『就労支援』を目的に近隣市町村と比較

しても利用しやすい充実したサービスを今後も継続して

いく。

竹の友幼児

園

4章：ｐ56延長保育事業

5章：ｐ72③多様な保育

サービスの実施

№ 23 延長保育事業の充実
保育内容の検討等延長保育の充実を図る。

上記同様 利用園児の年齢

に幅がある為、現

状の保育内容の

継続実施

　今後の課題として研究していく。 竹の友幼児

園

同上

№ 24 職業生活と家庭生活の

両立支援

仕事と子育ての両立が可能となるよう企業に働きかけを行う。
未実施(総務課)

無(産業振興課)

事業内容の検討・

実施(総務課)

国の政策に呼応

し、働きかけを行

う。(産業振興課)

　今年度策定した少子化・定住対策として、子育てを支

援する企業に対する支援事業についても、検討すること

としている。

事業実施までには、まだまだ時間が必要だが、「子育て

しやすいまち」の実現に向け、実施に向け進めてきた

い。(総務課)

　今後、必要になると思われる。(産業振興課)

総務課・産業

振興課

5章：ｐ82②働き方の見

直しと子育て家庭にや

さしい職場づくりの啓発
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