
平成２５年度事業の評価について

　　大館市子ども・子育て会議（大館市次世代育成支援対策地域協議会）では、平成26年6月25日に平成25年度事業実績について
　検討しました。内容については次のとおりです。

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24年度実績 平成25年度目標 平成25年度実績 評価

1 通常保育事業

認可保育所(H24.4.1)
　3歳未満児　491人
　3歳以上児　721人
認可保育所(H25.3.1)
　3歳未満児　516人
　3歳以上児　712人

認可入所
　3歳未満児　510人
　3歳以上児　700人

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

少子化の影響により3歳以
上児は減少傾向だが、未
満児はそれ以上に入所希
望者が増え増加傾向

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

６ヶ所
　扇田保育園1,706人(実45人)
　たしろ保育園8,026人(実102人)
　大館乳児保育園2,874人(実51人)
　エンジェル保育園※
　南が丘保育園※
　はちまんの森保育園※

※エンジェル、はちまん、南が丘は、
自主事業として実施

６ヶ所
　扇田保育園
　たしろ保育園
　大館乳児保育園
　エンジェル保育園※
　南が丘保育園※
　はちまんの森保育園※

※エンジェル、はちまん、南
が丘を補助事業に変更

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)

目標達成
また、認定こども園３園
を補助事業に変更

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ヶ所
　大館乳児保育園
　利用人数465人、実人数24人

１ヶ所　大館乳児保育園
増設の可能性について検討

１ヵ所
　大館乳児保育園
　利用人数422人、実人数28人

目標達成
※平成24年度に保育士を
増員し、利用人数増加

6 一時預かり事業

３ヶ所
　たしろ保育園　298人
　白百合ホーム　904人
　エンジェル保育園※
※エンジェルは自主事業として実施

３ヶ所
　たしろ保育園
　白百合ホーム
　エンジェル保育園※
※エンジェルは補助事業に
変更

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

目標達成
また、エンジェル保育園
を補助事業に変更

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

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

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

8
トワイライトス
テイ事業

１ヶ所
　白百合ホーム
　平日　1,277人利用、実人数49人
　休日　462人利用、実人数55人

１ヶ所
　白百合ホーム
　　実人数　平日50人
　　　　　　休日40人

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

休日の実人数の目標を3名
下回るが、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

実施なし
（子育てサポート事業で対応）

利用人数 420人
利用時間1,250h

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

人数及び時間とも目標を
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
　15人

１ヶ所
　大館乳児保育園病後児保
育室

１ヶ所
　大館乳児保育園病後児保育室
　45人

目標達成
利用人数は、例年並みに
戻る

12
放課後児童
健全育成事業

放課後児童クラブ
15ヶ所(H25.3.1)　955人
※上川沿小、川口小、長木小の空き教
室を活用して実施(12→15ヶ所
H24.11.1)

山瀬、はやぐち両クラブとも開所時間
を延長
平日 18:30まで　休日　8:30～18:00

放課後児童クラブ
15ヶ所 970人

放課後児童クラブ
15ヶ所(H25.4.1)　933人

箇所数は目標を達成した
が、利用者数が少子化の
影響により下回る。

※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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　②その他事業

№ 区分 事業内容 平成25年度事業実績 備考

1 既存保育園の増改築

南が丘保育園（学校法人月居学園）
定員24名→75名、H25.12完成、H26.4保育開始

【参考】
はちまんの森保育園（学校法人福原学園）
定員36名→90名、H25.2完成、H25.4保育開始

南が丘   51名増
はちまん 54名増
  計    105名増

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）
→4年で計300名の定員の増加を図ったが、待機児童は未
だ解消されていない。

H25.4現在待機児童数：38人（0歳児5人、1歳児24人、2
歳児1人、3歳児7人、5歳児1人）

待機児童数
H22.4　31人
H23.4   4人
H24.4  22人
H25.4  38人

3 指定管理者制度への移行

H25.4 引き継ぎ保育の開始
H26.4 指定管理者制度移行
　　　（指定管理者：社会福祉法人大館感恩講）
　→基幹保育園（城南、有浦、扇田、たしろ）と指定管
理移行園（釈迦内、十二所、東館、西館）との連携

4
ファミリー・サポート・
センター事業の開始

H25.4開始
委託先：秋田県北NPO支援センター

会員数（H26.4）
協力会員 32人
利用会員 82人
両方会員  7人
　計　　121人

5
病児、病後児保育事業の
増設の検討

後期行動計画の目標では、平成29年度・3施設だが、前
倒しで設置を検討。
→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）

6 子ども課の創設
幼保連携を強化するため、就学前児童の体制を一元化す
る。

7
子育て支援総合窓口「つ
なぐ」の設置

県緊急雇用創出臨時対策基金事業を活用し、専任職員を
配置。
庁内各課及び関係団体と相談者の架け橋として対応。

8
子育てポータルサイト
「大館市子育てねっと」
の開設

H25.2.7開設
妊娠から出産、幼稚園・保育園、小学校までの情報を、
部署にとらわれず一元的に提供。

アクセス数
H26.3.31　80,526件

9 延長保育の有料化
平成27年度実施に向けた検討
　→ニーズ調査結果を基に、子ども・子育て会議で検討

10 休日保育の増設
需要調査と可能に向けた検討
　→ニーズ調査結果を基に、子ども・子育て会議で検討

H24.4
 保育士1名増員し、
定員3名増員(6→9)

目標達成に向けた準備
（今後の事業開始に向け
た検討）

通常保育事業の拡充
（待機児童の解消）

平成25年度
新規取組事項
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