
平成２４年度事業の評価について

　大館市次世代育成支援対策地域協議会では、平成25年7月30日に平成24年度事業実績について検討しました。
　内容については以下のとおりです。

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23年度実績 平成24年度目標 評価

1 通常保育事業

認可保育所(H23.4.1)
　3歳未満児　484人
　3歳以上児　695人
認可保育所(H24.3.1)
　3歳未満児　527人
　3歳以上児　710人

認可保育所
　3歳未満児　495人
　3歳以上児　720人

認可入所(H24.4.1)
3歳未満児　491人
3歳以上児　721人

認可入所(H25.3.1)
3歳未満児　516人
3歳以上児　712人

3歳以上児は退園等により
最終的には若干下回った
が、未満児は定員の改正
により21人上回る。

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

６ヶ所
　扇田保育園1,019人(実59人)
　たしろ保育園8,028人(実118人)
　大館乳児保育園3,307人(実53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
が丘は、自主事業として実施

実施施設：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※

扇田1,706人(実45人)
たしろ8,026人(実102人)
乳児2,874人(実51人)

※エンジェル、南が丘、
はちまんは、自主事業と
して実施

認定こども園3園が自主事
業として実施したことに
より、目標を上回る。

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　延374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（利用数
465人）

実人数24人

施設数は目標達成
また、保育士を2→3名に
増加したことにより、延
べ人数が大幅に増加。

6 一時預かり事業

３ヶ所
　たしろ保育園　延172人
　白百合ホーム　延1,193人
　エンジェル保育園※

３ヶ所
　たしろ保育園
　白百合ホーム
　エンジェル保育園※

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

エンジェル保育園が自主
事業として実施したこと
により、目標達成。

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　実人数53人
　　　　延1,000人利用
　休日　実人数62人
　　　　延452人利用

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　実人数49人
　　　延1,277人利用
休日　実人数55人
　　　延462人利用

平日の実人数が目標を1名
下回るが、延べ人数は大
幅に上回る。

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）

平成25年度実施に向けた検討
実施なし
（子育てサポート事業で
対応）

（平成25年度に事業開
始）

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
　延54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　延15人

施設数は目標達成
ただし、延べ人数が大幅
に減る。

12
放課後児童
健全育成事業

放課後児童クラブ
12ヶ所(H23.4.1)　823人
※有浦児童会館分館も1箇所と
する

放課後児童クラブ12ヶ所 770
人

山瀬児童仲良しクラブ(山瀬
小)及びはやぐち児童仲良しク
ラブ(はやぐち児童館)の開設
時間延長の検討

※併せて、たしろ児童館、は
やぐち児童館についても開所
時間延長を検討

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

実施箇所及び人数とも目
標を上回る。
また、開所時間について
も、延長を実施する。

※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

平成24年度実績
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　②その他新規事業

№ 区分 事業内容 平成24年度事業実績 備考

1 認可保育園の定員見直し

・城南（170名→175名）・城南分園（40名→50名）
・有浦（130名→150名）・釈迦内（60名→75名）
・十二所（45名→50名）・たしろ（170名→200名）

合計 85名増

H24.4実施

2 待機児童の解消

上記定員の見直し（85名）及びH23年度の新規開所等に
よる定員増（110名）を行ったが、未だ解消されていな
い。

H24.4現在待機児童数：1歳児1人、2歳児14人、3歳児7人

待機児童数
H22.4　31人
H23.4   4人
H24.4  22人

3 既存保育園の増改築

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

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

はちまん 54名増
南が丘   51名増
  計    105名増

4
ファミリー・サポート・
センター事業の開始

「秋田県北NPO支援センター」に委託し、H25.4開始
補助要件：会員100
名以上（協力会員、
依頼会員）

5 延長保育の有料化 平成27年度実施に向けた検討

6 休日保育の増設

需要調査と可能に向けた検討

※平成24年度から、実施施設の大館乳児保育園では、保
育士を1名増員し、定員も6→9名に増やす。

7
公立保育園指定管理者制
度導入

釈迦内、十二所、東館、西館の4園の指定管理先とし
て、社会福祉法人大館感恩講に決定し、基本協定書を締
結。
H26年度移行に向け、H25年度は引継ぎ保育を実施。

通常保育事業の拡充
（待機児童の解消）

目標達成に向けた準備
（平成25年度以降の開始
予定）
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