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第２期伯耆町子ども・子育て支援事業計画（素案・案）修正・追記箇所一覧

＜素案からの修正＞ 

●元号（年号）の修正

2019年度末や 2019年 5月 1日以降に係る元号表記を「平成 31年（H31）」から「令

和元年（R1）」に修正しました。

頁 修正前 修正後

p1

1. 計画策定の趣旨 

（前文略） 

この計画が平成 31 年度末をもって終

了することから、(以下略) 

1. 計画策定の趣旨 

（前文略） 

この計画が令和元年度末をもって終了

することから、(以下略) 

p7

■ 小学校の児童生徒数の推移 

計画期間中の児童生徒数は、平成 27 年

度と平成 31 年度とを比較すると、（以下

略） 

■ 小学校の児童生徒数の推移 

計画期間中の児童生徒数は、平成 27 年

度と令和元年度とを比較すると、（以下

略） 

p7
＜学校別＞ ＜学校別＞ 

施設名 （略） H31 施設名 （略） R1

p8
＜学年別＞ ＜学年別＞

学年 （略） H31 学年 （略） R1

●グラフの単位の追記

単位表記がもれていたグラフがありましたので、単位を追記しました。

頁 グラフ名 修正等の内容

P2 (2)世帯数の推移 グラフ右側の縦軸の単位「（人）」を追加

P4 (6)婚姻数・婚姻率 グラフ右側の縦軸の単位「（件）」を追加

P4 (7)離婚数・離婚率 グラフ右側の縦軸の単位「（件）」を追加

P4 (8)共働き世帯の状況 グラフ左側の縦軸の単位「（世帯）」を追加

P5 (9)計画期間中の児童数の見

込み

・表の単位「（単位：人）」を追加

・階層別集計（４年齢区分）のグラフ左側の縦軸の単

位「（人）」を追加

●数値の訂正

数値の誤りを修正しました。（第２回会議で口頭訂正したもの）

頁 修正前 修正後

P9

(4)放課後子供教室の状況

■開催状況

(4)放課後子供教室の状況

■開催状況

H27 （略）

岸本 申込者数 31 人 （略）

H27 （略）

岸本 申込者数 24 人 （略）
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●第２章中「３．アンケート調査結果」の最終頁（P21）に以下の文章を追記しました。

●第２章中「４．子ども・子育てをめぐる現状と課題」に、町独自の現状・課題を追記しま

した。

修正前 修正後

４. 子ども・子育てをめぐる現状と課題 

近年、核家族化の進展や地域のつなが

りの希薄化により、（中略）支援や協力を

得ることが困難な状況となっています。 

（略） 

以上のような子どもの育ちや子育てを

めぐる環境に鑑みれば、（中略）行政や地

域社会を始め社会全体で支援していくこ

とが必要です。こうした取組みを通じて、

全ての子どもの健やかな育ちを実現する

必要があります。（国の基本指針より抜

粋） 

４. 子ども・子育てをめぐる現状と課題 

＜国全体の現状・課題＞ 

近年、核家族化の進展や地域のつなが

りの希薄化により、（中略）支援や協力を

得ることが困難な状況となっています。 

（略） 

以上のような子どもの育ちや子育てを

めぐる環境に鑑みれば、（中略）行政や地

域社会を始め社会全体で支援していくこ

とが必要です。こうした取組みを通じて、

全ての子どもの健やかな育ちを実現する

必要があります。（国の基本指針より抜

粋） 

＜町独自の現状・課題＞ 

町全体の人口は、減少を続けています

が、アパートの増加等による子育て世帯

の転入等によって、年少人口は増減を繰

り返しており、今後も大きな減少はない

と見込んでいます。そうした中、共働き世

帯は増加し、母親の就労形態にも変化が

見られるなど、保育ニーズはさらに高ま

り、多様化すると考えられます。また、経

済的な理由等によって育児休業から早期

に復職する母親が多く、低年齢児の保育

ニーズ増加の一因となっています。提供

体制の確保と地域の実情にあった施策の

展開が必要です。 

＜アンケートを通して＞ 

子育てが楽しいと感じたり、伯耆町は子育てしやすいまちと感じる人が多い一

方で、子育てに負担を感じたり、子育てに関する悩みを抱えている人も多くいる

という結果になりました。また、「話し相手や相談相手がいない」「配偶者の協力

が少ない」など、地域や家庭の中で孤立感を感じている保護者も見られます。 

保護者が負担や不安を抱え込むことがないよう、妊娠期から子育て期に至るま

での切れ目のない支援や、親同士の交流や地域の支援者とのつながりの中で、孤

立感を感じることなく、喜びを感じながら子育てできるよう、地域全体で子育て

を支えていくことが求められています。 
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●各事業概要（説明文）の修正

 事業の概要の説明文の一部を修正しました。

頁 事業名 修正前 修正後 説明

P30
放課後子
供教室 

放課後や夏休み等の子

どもの安心・安全な活動

場所を確保するため、

（以下略） 

放課後の子どもの安心・

安全な活動場所を確保

するため、（以下略） 

会議意見による修

正 

P35

給食費の

負担軽減 

学校給食費を１食あた

り100円補助していま

す。

学校給食費を１食あた

り100円補助し、経済

的負担の軽減と児童生

徒の健全な発達を図り

ます。

事業目的を追記 

●取り組む主な施策・事業の追加

 会議意見を踏まえ、以下の施策・事業を追加しました。

第４章 施策の展開

２．子育てに喜びを感じることのできるまちづくり

（５）経済的な支援の充実（P35）
施策・事業 概要 担当課 

就学援助金の支給 

経済的理由によって就学が困難な児童生徒を対象

に、学用品費や給食費等の一部を助成し、経済的負

担の軽減と教育の機会均等を図ります。 

教育委員会

 ３．地域全体で子ども・子育てを支えるまちづくり

（１）地域の子育て支援機能の充実（P36）
施策・事業 概要 担当課 

家庭教育支援事業 

親の育ちを応援する学習機会の提供と、支援ネット

ワークの体制づくりを行い、学校・家庭・地域が連

携した活動を促進し、親子と地域を結ぶ取り組みを

推進します。 

教育委員会

●その他

・小学生の学年を２分類する場合の表記を修正しました。（会議意見による）

頁 修正前 修正後 

P16,17,28,29
低学年 下学年 

高学年 上学年 
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●会議意見を踏まえ、第５章（P38）を以下のとおり修正しました。

（１．推進体制を全部修正、３．計画全体の成果指標を追加）

修正前 修正後

第５章 計画の推進に向けて 

１. 推進体制 

本計画の推進にあたっては、基本理念

である「子どもと親と地域がともに育ち

あうまち伯耆町」の実現を目指して、家庭

や地域、行政などが子育て支援の重要性

を共有し、それぞれが連携を図りながら

子育て支援に関する取り組みを行うこと

により、子どもの育ちと子育てを社会全

体で支援していきます。

２. 計画の進行管理 

（変更なしのため、全文省略）

第５章 計画の推進に向けて 

１. 推進体制 

この計画を実効性のあるものとするた

めには、行政や子育て支援関係者だけで

なく、家庭や地域、企業、団体などの様々

な主体が協働・連携し、施策や事業を展開

していく必要があります。町民一人ひと

りが、子育てへの関心や子育て支援の重

要性に対する理解を深め、町全体で子育

てを支援する体制（土台）が作られるよ

う、以下の取り組みを進めます。 

＜情報提供・周知＞ 

町の広報紙やホームページをはじめと

する各種媒体を積極的に活用し、町民全

体に対して適切な情報提供を行い、子ど

も・子育て支援施策に関する周知を図り

ます。 

＜当事者意識の醸成＞ 

“町民一人ひとりが子育て支援の担い

手である”という意識の醸成を図るため、

計画の周知や子育て支援に関する啓発に

努めます。 

＜関係機関の連携強化＞ 

各事業の効果的で円滑な実施に向け、

既存のネットワークの活用等による関係

機関の連携強化に努めます。 

※イメージは省略 

２. 計画の進行管理 

（変更なしのため、全文省略） 

３．計画全体の成果指標 

各施策・事業に関する成果とは別に、計

画全体の達成度合いを判断する目安とし

て、計画の最終年である令和６年度を目

標年次に、成果指標（達成目標）を設定し

計画を推進します。 

成果指標 令和元年度 令和６年度

伯耆町は「子

育てしやすい

まち」と感じ

る人の割合 

36.4％ 40.0％ 

※基準値となる令和元年度の数値は、令和

元年７月に実施した子育てに関するアンケー

ト調査で「そう思う」と答えた人の割合 
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＜前回案（パブリックコメント用）からの修正＞ 

パブリックコメントによる計画案の修正はありませんが、以下は、事務局で案を再度見

直した結果、追加で修正した箇所です。なお、下記のほか、誤字・脱字、書体の統一、文

字の位置ずれ等の内容には直接影響のない修正を行っています。

●第４章 施策の展開

「量の見込みと確保の方策」で、時点や単位が明記されていない事業がありましたので、

注記等を追加しました。

頁 事業 追加した注記等

P27
教育・保育（１号～３号）の

量の見込み

（欄外に記載）

※「量の見込み」は各年度の 3 月 1 日時点を見込ん

でいます

P28
放課後児童クラブの量の見

込み

（欄外に記載）

※「量の見込み」は各年度の 4 月 1 日時点を見込ん

でいます

P33
時間外保育事業の量の見込

み
①量の見込み（年間利用実人員）

●第２章 町の状況等

「２．教育・保育事業等の状況」で記載した以下の事業の説明文を修正しました。

頁 修正前 修正後

P9 （７）養育支援訪問事業の状況 

町の保健師による訪問のほか、専門

的支援を外部委託しています。 

（７）養育支援訪問事業の状況 

町の保健師による訪問のほか、専門

的支援を外部委託し、養育に関する指

導、助言等の支援を行っています。 

P11 （11）子育て世代包括支援センター

（平成 29 年度～）の状況 

 妊娠期から子育て期にわたるまで

切れ目のない支援を行うため、平成

29年４月に新たに「伯耆町子育て

世代包括支援センター」を設置しま

した。 

（11）子育て世代包括支援センター

（平成 29 年度～）の状況 

 妊娠期から子育て期にわたるまで

切れ目のない支援を行うため、平成

29年４月に健康対策課内に「伯耆

町子育て世代包括支援センター」を

設置しました。 


