
（１）平成２６年度事業実績

①次世代育成支援行動計画（後期）特定12項目事業の評価

№ 事　業　名 平成25年度実績
後期行動計画
（H22～26）

最終年度目標事業量
平成26年度実績 評価

1 通常保育事業

認可入所(H25.4.1)
　3歳未満児　516人
　3歳以上児　701人
認可入所(H26.3.1)
　3歳未満児　538人
　3歳以上児　703人

認可
　3歳未満児　460人
　3歳以上児　650人

認可入所(H26.4.1)
　3歳未満児　516人
　3歳以上児　716人
認可入所(H27.3.1)
　3歳未満児　545人
　3歳以上児　721人

少子化の影響により出生数
は減少しているが、それを
上回る入所希望者の増加に
より、また、施設整備事業
による受け入れ枠の確保に
より、目標事業量を大幅に
上回る。

2 特定保育事業
実施なし
（NO.6一時預かり事業等で対応）

検討
実施なし
（NO.6一時預かり事業等で対応）

3 延長保育事業

実施施設：６ヶ所
　扇田保育園1,189人(実58人)
　たしろ保育園9,494人(実118人)
　大館乳児保育園3,765人(実59人)
　エンジェル保育園4,555人(実51人)
　南が丘保育園1,222人(実19人)
　はちまんの森保育園4,855人(実75人)

延人数：25,080人　　実人数：380人

５ヶ所

実施施設：６ヶ所
　扇田保育園1,435人(実79人)
　たしろ保育園9,184人(実107人)
　大館乳児保育園5,103人(実63人)
　エンジェル保育園4,262人(実57人)
　南が丘保育園2,141人(実22人)
　はちまんの森保育園5,143人(実84
人)

延人数：27,268人　　実人数：412人

私立保育園、認定こども園
の実施により目標を達成。
保護者のニーズが高い事業
の一つ。

4 夜間保育事業
実施なし
（NO.8トワイライト事業で対応）

検討
実施なし
（NO.8トワイライト事業で対応）

5 休日保育事業
１ヵ所
　大館乳児保育園

利用人数422人 実人数28人
１ヶ所

１ヵ所
　大館乳児保育園
利用人数434人 実人数25人

目標達成
※平成24年度に保育士を増
員し 利用人数増加

※特定12事業：国が全国共通に目標事業量の設定を求めた事業
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　利用人数422人、実人数28人 利用人数434人、実人数25人 員し、利用人数増加

6 一時預かり事業

３ヶ所
　たしろ保育園 280人
　白百合ホーム 1,365人
　エンジェル保育園 99人
延人数：1,744人

４ヶ所

３ヶ所
　たしろ保育園 181人
　白百合ホーム 784人
　エンジェル保育園 111人
延人数：1,076人

目標に１ヶ所足りないが、
対象となる在宅児童数の減
少により、また、NO.10ファ
ミサポ事業での対応によ
り、増設の必要性がなく
なった。

7

地域子育て支
援拠点事業
　ひろば型
　センター型
　児童館型

３ヶ所
　つどいの広場ひよこ
　城南子育て相談室
　扇田地域子育て支援センター
※たしろ子育て支援室きりんは、自
主事業（保育所地域活動）として実
施

３ヶ所

３ヶ所
　つどいの広場ひよこ
　城南子育て相談室
　扇田地域子育て支援センター
※たしろ子育て支援室きりんは、
自主事業（保育所地域活動）とし
て実施

目標達成
自主事業を含めると４ヶ所
で実施。

8
トワイライトス
テイ事業

１ヶ所
　白百合ホーム
　平日　888人利用、実人数52人
　休日　535人利用、実人数37人

１ヶ所
　実人員 平日(夜間)50人
　　　　 休日40人

１ヶ所
　白百合ホーム
　平日　709人利用、実人数58人
　休日　800人利用、実人数34人

施設数及び平日は目標を達
成するが、休日の実人数が
若干下回る。
ただし、休日延べ人数は前
年度に比べ大幅に増加。

9
ショートステイ
事業

実施なし
（NO.6一時預かり事業等で対応）

検討
実施なし
（NO.6一時預かり事業等で対応）

10
ファミリーサ
ポートセンター
事業

利用会員84人、協力会員32人、
両方会員7人
利用人数315人、利用時間922.5h

１ヶ所
利用会員92人、協力会員39人、
両方会員14人
利用人数161人、利用時間381.5h

設置目標は達成し、会員数
も着実に増えているが、在
宅児童数の減少等により、
利用人数及び時間とも前年
度を大きく下回る。

11
病児・病後児
保育事業

１ヶ所
　大館乳児保育園病後児保育室
　45人

１ヶ所

２ヶ所
　病後児：大館乳児保育園
　　　　　病後児保育室　20人

　病児：マミースマイル 835人

目標達成
ニーズの高い病児保育を
H26.5.7に新設したところ、
予想以上の利用となる。

12
放課後児童
健全育成事業

放課後児童クラブ
15ヶ所(H25.4.1)　933人

１１ヶ所、710人
放課後児童クラブ
15ヶ所　893人

目標達成
少子化の影響により減少し
ているが、ニーズはまだ高
い。
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　②その他事業

№ 区分 事業内容 平成26年度事業実績 備考

1
既存保育園・幼稚園の増
改築

※園名は、H27.4.1現在
※定員は、保育園部分の人数（新制度における2号、3
号）

大館ホテヤこども園
　①増改築　定員55名→192名　H27.5園舎完成
　②新築　　定員45名　　　　H27.秋 園舎完成見込み

宮の杜神明こども園
　③新築　　定員75名、H27.3園舎完成、H27.4保育開始

向陽こども園
　④新築　　定員60名、H27.3園舎完成、H27.4保育開始

大館カトリック幼稚園・幼稚園付属こひつじ保育園
　⑤新築　　定員73名、H27.3園舎完成、H27.4保育開始

①、②は平成27年度
へ繰越

2 待機児童の解消

H23.4　定員110名増（新規開所、定員見直し）
H24.4　定員85名増（定員見直し）
H25.4　定員54名増（はちまん増改築）
H26.4　定員51名増（南が丘増改築）
H27.4　定員208名増（上記③～⑤）

→5年間で計508名の定員の増加を図ったが、待機児童数
は未だ解消されていない。

待機児童数
H22.4　31人
H23.4   4人
H24.4  22人
H25.4  38人
H26.4  37人
H27.4  18人

病児保育開始

通常保育事業の拡充
（待機児童の解消）
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3
病児、病後児保育事業の
増設

H26.5.7 病児保育開始
委託先：病児保育施設マミースマイル（耳鼻咽喉科まき
なえクリニック内）

H26.5 定員6人
H27.4 定員9人

4 利用者支援事業の実施
利用者支援専門員1名（非常勤）を配置
訪問箇所数：50箇所　　対応件数：172件

5
地域少子化対策強化事業
の実施

○「子育て環境を考える集いin大館樹海ドーム」推進事
業
　・大館市子育てフェスティバル、参加人数3,000人
　・中学生対象学習会1回開催、参加人数150人
　　　※学習会は、都合により別開催（11/27）

○企業による女性の仕事と子育て両立支援促進事業
　・講演会：8回開催　　参加人数：819人
　・大館市"働くパパママ応援企業"認定制度

7/25～27

東中学校2年生

H26年度 13社認定

6 延長保育の有料化 平成28年度実施に向けた検討
平成27年度に具体案
検討

7 休日保育の増設 増設せずに現在の供給量（1施設）で足りるか調査
H24.4
 保育士1名増員し、
定員3名増員(6→9)

平成26年度
新規取組事項

目標達成に向けた準備
（今後の事業開始に向け
た検討）
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