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子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連３法」に基づき、全国市区町村を

実施主体として、「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、軽井沢町においても平成27年度

から第１期軽井沢町子ども・子育て支援事業計画を策定し、事業を推進してまいりました。さら

に第２期の策定にあたって、子育て支援の取組を一層充実させるため、子育て世代へのニーズ調

査を行うとともに各分野の意見を反映させ、この度、第２期軽井沢町子ども・子育て支援事業計

画（令和２年度～令和６年度）を策定いたしました。 

 国が進めている働き方改革も後押しとなり、女性の就業率も上がる中、乳幼児期からの保育需

要が増加しており、子育てと仕事を両立するための支援の充実、妊娠・出産期から子育てまでの

切れ目のない総合的な子育て支援の拡充を図るため、引き続き、町民の皆様のご理解ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

結びに、本計画にあたり、「子育て支援に関するニーズ調査」にご協力いただいた保護者の皆

様、また、これまで３回にわたる会議を通して貴重なご意見を頂戴した「軽井沢町子ども・子育

て会議」の委員の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

令和２年３月 

軽井沢町長 藤 巻   進  
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第 1章 計画の基本事項 
 

1 計画策定の趣旨 

平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」を核とした「子ども・子育て関連 3 法」が制定さ

れ、平成 27 年度より、全国の自治体で子ども・子育て支援新制度に基づく事業が始まりました。 

その後、国は平成 28 年の「ニッポン一億総活躍プラン」において「ニッポン一億総活躍社会

の実現」という将来像を打ち出し、働き方改革、外国人就労の機会拡大、女性活躍社会の推進等

の経済振興とそれを支える子育て支援策を一体的に推進するため、令和元年 10 月より、幼児教

育・保育の無償化を導入しました。 

軽井沢町（以下、「当町」という。）では、平成 24 年 8 月に制定された「子ども・子育て支援

法」に基づき、平成 27 年度～令和元年度（平成 31 年度）を計画期間とする「軽井沢町子ども・

子育て支援事業計画」（以下、「第 1 期計画」という。）を策定し、子育て家庭の多様な保育・子育

て支援ニーズに対応する支援を総合的かつ計画的に推進してきました。 

この度、第 1 期計画の完了を迎えたことから、年少人口の減少や子育て世帯に共働きが多い等

の子育て環境に関する 5 年間の動向、第 1 期計画の成果を整理し、幼児教育・保育の無償化とい

う新しい制度の下で、次の 5 年間の事業提供体制と取り組みを進める計画として「第２期軽井沢

町子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

『令和』という新しい時代を迎えた今、住民・関係団体・企業等と協力・連携し、本計画に基づ

き、より質の高い教育・保育の提供とともに、全ての子どもが健やかに成長するための子育て環

境づくりに取り組みます。 
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2 計画の位置付け 

【法的根拠】 

本計画は、「子ども・子育て支援法」の基本理念（第 2 条）を踏まえ、同法第 61 条に基づく

「市町村子ども・子育て支援事業計画」に該当します。 

また、本計画は、第１期計画に引き続き、「次世代育成支援対策推進法」の一部改正（平成 27

年 4 月 1 日施行）において市町村の努力規定として定められた「市町村行動計画（次世代育成支

援行動計画）」を包含します。 

 

【子ども・子育て支援法 第 2条（基本理念）】 

○子ども・子育て支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の

下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野においてその役割を果たすととも

に、相互に協力して行わなければならない。 

○子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するもの

であって、良質かつ適切なものでなければならない。 

○子ども・子育て支援は地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わ

なければならない。 

 

 

 

【当町における位置付け】 

当町では、町政の最上位計画である「第 5 次軽井沢町長期振興計画」の「基本方針 5 安心し

て暮らせる健康福祉のまち」の関連計画の一つに本計画を位置付けるとともに、長野県子ども・

子育て支援事業支援計画、関連分野の計画・方針との整合と連動を図ります。 

 

【当町における位置付け】 

国・県  軽井沢町 

  

 
第 5次軽井沢町長期振興計画 

子ども・子育て支援法 

 

改正次世代育成支援対策推進法 

 

長野県子ども・子育て支援事業

支援計画 

 

 

 

 

 

 

【健康福祉政策の個別事業計画】 

基本方針 5 

・安心して暮らせる健康福祉のまち 

主要施策 2 

・子育てを地域で支える仕組みの充実 

関連計画 

   ・「子ども・子育て支援事業計画」 

【関連分野】 

保健・医療・福祉、 

地域福祉の推進等 
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【参考】「第 5次軽井沢町長期振興計画」の概要 

まちづくりの理念 自然と文化が奏でる軽井沢 

計画期間 平成 25年度（2013年度）～令和 4年度（2022年度） 

基本方針 

1 森と高原の快適環境 

2 交流を促す円滑交通 

3 災害に強い安全・安心のまち 

4 軽井沢ブランドを活かした交流のまち 

5 安心して暮らせる健康福祉のまち 

6 人を育てる教育・文化 

7 住民が主役の協働参画のまちづくり 

8 持続と自律の地域主権 

将来人口 

 令和 4年（2022年）推計 

総人口 21,000人 

 年少人口（0～14歳） 2,300人 

 生産年齢人口（15～64歳） 11,900人 

 老年人口（65歳以上） 6,800人 

 

【参考】「第 5次軽井沢町長期振興計画【後期基本計画】」の目標と指標 

計画期間 平成 30年度（2018年度）～令和 4年度（2022年度） 

主要施策 子育てを地域で支える仕組みの充実 

目標 地域とともに子どもの育ちを喜べる、子育てが楽しいまち 

指標 現況 目標（Ｒ4） 

待機児童数（3歳以上） 0人（Ｈ28） 0人 

子育てに適した行政サービスが整っていると感じている親の割合 72％（Ｈ29） 80％ 

出産祝金給付件数 127件（Ｈ28） 147件 

多子世帯保育料補助件数 68件（Ｈ28） 70件 

0.1.2歳児童の保育定員の確保 146人（Ｈ28） 150人 

子育て支援センターの登録者数 480人（Ｈ28） 680人 

妊婦一般健診受診率 100％（Ｈ28） 100％ 

乳幼児健診受診率 96％（Ｈ28） 97％ 
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3 計画の期間 

本計画の期間は令和 2 年度（2020 年度）から令和 6 年度（2024 年度）までの 5 年間です。 

なお、計画期間中に大幅な法制度の改正や社会状況の大きな変化が生じた場合、必要に応じて

見直すこととします。 

 

【子ども・子育てに関連する計画の期間】 

 平成 17年度～ 

平成 21年度 

平成 22年度～ 

平成 26年度 

平成 27年度～ 

令和元年度 

令和 2年度～ 

令和 6年度 

（2020～2024） 

次世代育成支援行動計画（前期）     

次世代育成支援行動計画（後期）     

子ども・子育て支援事業計画     

第 2期子ども・子育て支援事業計画     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画 
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4 計画の策定方法 

【子ども・子育て会議の設置】 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77 条（合議制機関の設置）に基づき、

「軽井沢町子ども・子育て会議」において事業計画に関する協議を行いました。 

 

【本計画の策定体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民意向の把握】 

保育所（園）、幼稚園及び放課後子ども教室の利用状況及び今後の利用意向、子育て環境に関す

るアンケートを就学前児童の保護者と小学生の保護者を対象に実施しました。 

 

【実施概要】 

【保護者アンケート】 

種別 就学前児童 小学生 

調査対象、配付数 

・ 保育所（園）、幼稚園を利用している世

帯の保護者 556人（全数） 

・ 0～2歳で保育所（園）を利用していない

世帯の保護者 298人（全数） 

・ 小学生（1～6年）児童の保護者の抽出に

より646人（世帯数） 

調査方法 

・ 保育所（園）、幼稚園を利用している世

帯は保育所（園）、幼稚園で配付・回収 

・ 0～2歳で保育所（園）を利用していない

世帯は郵送配付・回収 

・ 小学校で配付・回収 

 

 

調査期間 令和元年7月3日～7月12日  

回答数 622票（72.8％） 454票（70.3％） 

  

（住民・関係団体等） 

アンケート 

パブリックコメント等 

意見

子ども・子育て会議 

町長 

（庁内） 

事業実績 

事業計画 

統計データ等 
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5 国、長野県の動向 

①国の動向 

【子ども・子育て支援新制度の施行以前】 

国の少子化対策は、平成元年に合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に子どもを出産する指

標）が過去最低（当時）となった「1.57 ショック（注）」が契機となりました。 

新たな少子化対策として「エンゼルプラン」（平成 6 年 12 月策定）、「新エンゼルプラン」（平

成 11 年 12 月策定）、「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年 7 月から段階施行）、「少子化

社会対策基本法」（平成 15 年 9 月施行）等を打ち出し、さらに「少子化社会対策大綱」（平成 16

年 6 月閣議決定）、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（平成 19 年 12 月）

等を定め、子育て支援施策を展開しました。 

この間、合計特殊出生率は平成 17 年に 1.26 まで落ち込みましたが、平成 18 年には回復の

兆しも見え始めました。国では、合計特殊出生率の回復基調を確かなものにするため、「新たな少

子化社会対策大綱『子ども・子育てビジョン』」（平成 22 年 1 月閣議決定）を定め、「それまでの

少子化対策から子ども・子育て」への転換、「子どもの最善の利益の実現（チルドレン・ファース

ト）」と「生活と仕事と子育ての調和」の視点を重視し、社会全体で子育てを支え、個人の希望が

叶う社会の実現を目指す方針を打ち出しました。 

この方針の下、待機児童の解消や幼児教育・保育の充実を目的とする「子ども・子育て支援法」

を核とした「子ども・子育て関連 3 法」が平成 24 年 8 月に制定され、関連３法に基づく子ど

も・子育て支援新制度が平成 27 年度より施行されました。 

わが国では少子高齢化と人口減少の進行が予測されており、子育て環境の充実が国全体の最重

要テーマの一つとなっています。子ども・子育て支援新制度は、全ての子どもに良質な育成環境

を保障し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的として、幼児

期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する新しい制度として導入され

ました。 

 

【子ども・子育て関連 3法】 

 子ども・子育て支援法 

 認定こども園法の一部改正法 

 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（上記 2法に伴う児童福祉法等の改正） 

 

 平成 27年 4月 子ども・子育て支援新制度 施行  

 

（注）1.57ショックとは、平成元年の合計特殊出生率が 1.57となり、それまでの過去最低であった 

「丙午（ひのえうま）」の昭和 41年の 1.58を下回ったことをいいます。 
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【第 1期計画の策定以降（子ども・子育て支援新制度の施行）】 

全国の市町村では、子ども・子育て支援新制度の着実な推進に向けて、各市町村が策定した子

ども・子育て支援事業計画に基づき、「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援事

業」を平成 27 年度より実施しています。 

 

【市町村が実施する子ども・子育て支援新制度に基づく事業】 

■子ども・子育て支援給付（3つの給付） 

種類 対象事業 

（ア）施設型給付 幼稚園、保育所、認定こども園 

（イ）地域型保育給付 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

（ウ）児童手当 － 

※（ア）施設型給付、（イ）地域型保育給付は、保護者の申請を受けた市町村が客観的

基準に基づく保育の必要性を認定（下記）した上で給付する（子ども・子育て支援法

第 19条） 

 

区分 年齢 認定区分 主な利用施設 

1号認定 3～5歳 教育標準時間認定 幼稚園、認定こども園 

2号認定 3～5歳 保育認定 保育所、認定こども園 

3号認定 0～2歳 保育認定 保育所、認定こども園、地域型保育 

■地域子ども・子育て支援事業（13事業） 

（1）利用者支援事業 

（2）地域子育て支援拠点事業 

（3）妊婦健康診査 

（4）乳児家庭全戸訪問事業 

（5）養育支援訪問事業その他要支援児童要保護児童の支援に資する事業 

（6）子育て短期支援事業 

（7）子育て援助活動支援事業（就学児対象） 

（8）一時預かり事業 

（9）延長保育事業 

（10）病児・病後児保育事業 

（11）放課後児童健全育成事業 

（12）実費徴収に伴う補足給付事業 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

 

国では、「50 年後（2060 年代）の人口 1 億人の維持」という目標を掲げるとともに、平成

28 年に「ニッポン一億総活躍社会の実現」という将来像を示し、経済政策と子育て支援を車の両

輪に例え、2 つの政策の一体的な推進によって活力ある社会の維持を図ろうとしています。 

この一環として、令和元年 10 月より、幼児教育・保育の無償化の導入、保育所等の待機児童

の解消、放課後児童クラブの拡充、多様な保育ニーズへの一層の対応、子どもの貧困対策等、子

ども・子育てに関する一層の取り組みを進めています。 
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【参考】第 1期計画期間における国の主な動向 

平成 27年 

少子化社会対策大綱の改定（3月）（平成 16年、22年に続く、今回 3回目） 

 少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針 

 5 つの重点課題への取り組み（子育て支援策の一層の充実、若い年齢での結婚・出産の希望の

実現、多子世帯への一層の配慮、男女の働き方改革、地域の実情に即した取り組み強化） 

子ども・子育て本部の設置（4月） 

 内閣府に、少子化社会対策大綱の推進、子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のための組織

を新設。本部長は内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

平成 28年 

ニッポン一億総活躍プランの策定（6月） 

 「一億総活躍社会」の実現に向けた 10年間のロードマップ（平成 28年度～令和 7年度（2025

年度）） 

 目標① 希望出生率 1.8の実現、目標② 介護離職ゼロの実現、目標③ 国の代表的な経済指

標である名目ＧＤＰ（国内総生産）600兆円の実現 

児童福祉法の一部改正（10月から段階施行） 

 子どもを児童福祉の対象から児童福祉を受ける「権利主体」に転換（子どもの権利条約を準拠） 

 市町村に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センタ

ー」(法律上の名称は「母子健康包括支援センター」)設置の努力義務を規定（注：ニッポン一

億総活躍プランでは、令和 2年度末までの全国での設置を目指す） 

 児童虐待防止対策の強化（要保護児童対策地域協議会に専門職を配置、政令で定める特別区に

児童相談所の設置、市町村は支援のための拠点整備に努める等） 

平成 29年 

子育て安心プランの公表（6月） 

 待機児童の解消：遅くとも、令和 2年度末までに全国の待機児童の解消が目標 

 5年間で「Ｍ字カーブ」を解消：平成 30年度から令和 4年度末（2022年度末）までに女性就業

率 80％にも対応できる約 32 万人分の保育の受け皿を整備（注：新しい経済政策パッケージで

は、令和 2年度末（2020年度末）までに前倒しで整備することとした） 

新しい経済政策パッケージの策定（12月） 

 少子高齢化に立ち向かう「人づくり革命」と「生産性革命」をパッケージとする経済政策 

 「人づくり革命」は、幼児教育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化等、2 兆円規模

の政策を盛り込み、社会保障制度を高齢者中心から全世代型に改革 

 施策の財源として、令和元年 10 月の消費税率 10％への引き上げによる財源の活用、子ども・

子育て拠出金を 0.3兆円増額 

平成 30年 

子ども・子育て支援法一部改正（4月施行） 

 事業主拠出金の率の上限の引き上げ 

 事業主拠出金の充当対象の拡大 

 市区町村の待機児童解消等の取り組みへの支援（都道府県の協議会設置等） 

令和元年 
子ども・子育て支援法一部改正（10月施行） 

 幼児教育・保育の無償化 

 

  



●第 1 章 計画の基本事項● 

● 9 ● 

②長野県の動向 

長野県では、「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」を平成 27 年４月１日より施行

し、全ての子どもが将来に夢と希望を持ち、伸び伸びと育つ地域社会を実現する社会の実現を目

指しています。 

本計画に関連するものとして、県内自治体における子ども・子育て支援事業の円滑な実施を支

援するため、「長野県子ども・子育て支援事業支援計画」を策定しました。令和元年度には「長野

県第 2 期子ども・子育て支援事業支援計画」（令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間の計画）

を策定しています。 

 

【参考】「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」の抜粋 

前文 

子どもは、社会の宝であり、一人一人がかけがえのない存在である。 

子どもは、一人の人間として、その命や人格が大切にされ、社会の一員として豊かに育つことができるよ

う、その人権が守られなければならない。子どもが、生まれた時から持っている育つ力を発揮して能動的か

つ自立的に活動し、自らを大切に思う気持ちを持って自分らしく成長していくことができるよう、大人は、

子どもの力を信じ、支えていく必要がある。 

長野県には、地域で子どもを大切に育んできた伝統と取り組みがあり、多くの子どもは、大人に見守られ

ながら健やかに成長している。 

（中略） 

ここに、子ども支援に関わる全ての者が連携協力して、子どもと子どもの育ちを支える人を支援すること

により、未来を担う子どもの幸せを最大限に尊重し、ひいては全ての子どもが将来に夢と希望を持ち、伸び

伸びと育つ地域社会を実現するため、この条例を制定する。 

 

第 1条（目的） 

この条例は、子ども支援に関し、基本理念を定め、並びに県、保護者、学校関係者等、事業者及び県民の

役割を明らかにするとともに、子ども支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、子ども支援

のための施策を総合的に推進し、もって子どもの最善の利益を実現することを目的とする。 

 

第 3条（基本理念） 

子どもへの支援は、子どもが不当な差別、虐待、体罰、いじめなどに悩み、又は苦しむことなく安心して

生きていくことができるよう、その人権が尊重されることを旨として行わなければならない。 

2 子どもへの支援は、子どもが、その成長段階に応じ、学び、遊び等を通じて人間関係を構築し、自ら意見

を表明することなどにより主体的に社会に参加することができる環境を整備することを旨として行わな

ければならない。 

3 子どもへの支援は、子どもが相互に人権を尊重し合うことができるよう自らを大切に思う気持ちや他者

を思いやる心を育み、規範意識を身に付け、次代の社会を担うことができるようになることを旨として行

わなければならない。 

4 子どもの育ちを支える者への支援は、その者がゆとりのある環境で子どもと接することができるように

なることを旨として行わなければならない。 

5 子ども支援は、県、国、市町村、保護者、学校関係者等、事業者、県民等が各々の役割を果たすことによ

り重層的に行うとともに、相互に連携協力して継続的に行わなければならない。虐待は、子どもの人権を

著しく侵害する行為であり、何人も、虐待を決して行ってはならず、また、許してはならない。 
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第 2章 子ども・子育て支援の概況 
 

1 人口、就労状況 

（1） 人口の動き 

当町の総人口は、平成 27 年からわずかながら増加している傾向にあります。この中で未就学

児と小学生を含む年少人口（0～14 歳）、子どもの保護者を含む生産年齢人口（15～64 歳）は

少しずつ減少しており、少子高齢化が徐々に進んでいます。 

平成 27 年からの実績に基づく将来人口予測では、総人口は微増、少子高齢化が進行するもの

と考えられます。 

 

【総人口、年齢 3 区分別人口（人）】 

 

【年齢 3 区分別人口割合（％）】 

 

 （住民基本台帳／各年 4月 1日） 
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（2） 人口動態、出生の動き 

平成 22 年からの人口動態を見ると、毎年、転入が転出を上回る“社会増”で推移しています。

その一方、出生が死亡を下回る“自然減“となっています。 

 

【人口動態（人）】 

 

 （毎月人口異動調査／軽井沢町の統計） 

 

平成 27 年からの年間出生数は 120 人～130 人台であり、ほぼ横ばいです。 

 

【出生数（人）、人口千人あたり出生率（‰）】 

 

 （毎月人口異動調査／軽井沢町の統計） 
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（3） 女性の就労状況 

女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合）は、結婚

や出産期にあたる年齢に低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇する、いわゆる「Ｍ字カーブ」

となることが知られています。 

当町の女性労働力率（平成 27 年国勢調査）は 35～39 歳でやや低下しますが、「Ｍ字カーブ」

というほどの落ち込みは見られません。長野県全体と概ね同様の傾向です。 

男性労働力率は 25 歳以上が 95％前後であることから、小学生までの子育て世帯では「共働

き」が多いと考えられます。 

 

【女性の年齢階層別労働力率（％）】 

 

 （平成 27年国勢調査） 
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2 教育・保育施設の現状 

（1） 教育・保育施設の設置状況 

令和元年 4 月現在、町内の特定教育・保育施設（注）は町立保育園 4 園であり、保育認定を受

けた 0～5 歳児の保育（3 号認定、2 号認定）を行っています。利用定員は 4 園合計で 450 人

です。 

 

（注）特定教育・保育施設は、平成 27年度から全国で始まった「子ども・子育て支援新制度」に基づいて施設

型給付を受ける施設のことです。なお、新制度に基づく施設型給付を受けないで幼児教育・保育を行う幼

稚園や保育所もあります。 

 

【特定教育・保育施設の施設数（か所）】 

認定区分 特定教育・保育施設 
平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

3号認定（0～2歳） 

2号認定（3～5歳） 

保育園 

（町立） 

施設数 4 4 4 4 4 

利用定員（人） 450 450 450 450 450 

認定こども園 0 0 0 0 0 

地域型保育施設 0 0 0 0 0 

1号認定（3～5歳） 幼稚園、認定こども園 0 0 0 0 0 

（こども教育課／各年 4月 1日） 

 

（参考）子ども・子育て支援新制度における認定区分 

区分 年齢 認定区分 説明 

3号認定 0～2歳 保育認定 
保護者の就労や疾病等により、家庭において必要

な保育を受けることが困難な満３歳未満の子ども 

2号認定 3～5歳 保育認定 上記の要件を満たす満３歳以上の子ども 

1号認定 3～5歳 教育標準時間認定 2号認定以外の満３歳以上の子ども 
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（2） 教育・保育施設の利用状況 

特定教育・保育施設（施設型給付）である町立保育園の平成 27 年からの利用状況は、4 園合

計で 3 号認定（0～2 歳 保育認定）128～154 人、2 号認定（3～5 歳 保育認定）298～

315 人、合計 426～453 人です。 

4 園合計の利用者数は利用定員 450 人とほぼ同数であり、定員を超過した場合は定員弾力化

で対応しています（最低基準を満たすことを前提に、認可定員を超過して入所できるようにする

こと）。 

平成 27 年度～令和元年度では待機児童はいません。 

 

【教育・保育施設の利用状況（人）】 

 

（こども教育課／各年 4月 1日） 
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3 保護者アンケートの主な結果 

ア 保護者の就労状況 

就学前児童、小学生の保護者ともに「共働き世帯」が多いことから、職場における子育て家庭

への配慮（ワーク・ライフ・バランスの普及等）、出産で離職した母親の就労復帰への支援（求人

情報の提供、資格取得支援等）が期待されています。 

※グラフの「n＝」は回答者数を示す。 

◇アンケート結果 

 就学前児童／父親はフルタイム、母親がパート・アルバイト等またはフルタイムの「共働き世帯」が多い。  

（図は母親） 

 

 就学前児童／現在、パート・アルバイト等の母親の就労意向は「パート等を継続」が多い。（図は母親） 

 

 就学前児童／現在、未就労の母親の就労復帰意向は子どもが 3歳頃を目途に考えている場合が多い。（図は母親） 

 

  

← 子どもの年齢（平均）：3.3 歳 
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イ 保育園・幼稚園の利用に関すること 

教育・保育事業の希望にできる限り対応するよう、保育園、幼稚園の定員確保が必要です。 

また、サービス業中心の地域特性から保育園の土曜日や日曜・祝日、幼稚園の長期休暇期間中の

利用希望も一定程度あるため、職員確保や費用等を含め、長期的な視点での検討も必要です。 

育児休業取得者の半数近くは育児休業期間を希望通りに取得できない状況であることから、事

業者への啓発や 1歳児保育の拡充を検討する必要があります。 

調査結果からは保育サービスに大きな問題は見られないものの、教育・保育の質を継続的に高

める取り組みとともに、社会全体で増えつつある海外からの帰国や両親が国際結婚等の「外国に

つながる幼児」、特別な支援の必要な幼児、経済的な課題を抱える家庭等への支援も必要です。 

 

◇アンケート結果 

 就学前児童／教育・保育事業の利用希望（平日）は保育園（認可保育所）60～80％、幼稚園 30％程度。 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

幼稚園 33.3％ 31.9％ 27.4％ 31.8％ 29.9％ 29.0％ 

認可保育所 74.5％ 80.9％ 75.8％ 70.1％ 60.6％ 66.0％ 

 

 就学前児童／土曜日、日曜・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望は一定程度ある。 

【土曜日】                    【日曜・祝日】 

 

 就学前児童／幼稚園利用者に夏休み・冬休み等の長期休暇期間中の利用希望が見られる。 

 

 就学前児童／希望通りに育児休業期間を取得できなかった人は 42.7％（「育児休業期間を調整したのですぐ

に利用できた」＋「すぐには利用できなかった」）。 

 

希望通りに取得できなかった 42.7 
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ウ 子育て支援事業の利用に関すること 

0～1歳児の保護者を中心に利用希望が多い地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター。子

育て相談や就学前親子の交流の場）はニーズに沿った内容の充実が必要です。 

 

◇アンケート結果 

 就学前児童／地域子育て支援拠点事業の利用希望は 0～1歳児が多い。 

子どもの年齢 
回答者

（人） 

利用していないが、今後利

用したい 

利用しており、利用日数を

増やしたい 

新たに利用したり、日数を

増やしたいとは思わない 

0歳 51 29.4％ 35.3％ 29.4％ 

1歳 94 25.5％ 19.1％ 52.1％ 

2歳 95 21.1％ 10.5％ 65.3％ 

3歳 107 14.0％ 9.3％ 72.9％ 

4歳 127 21.3％ 6.3％ 69.3％ 

5歳 100 11.0％ 14.0％ 71.0％ 

 

子どもと関わる時間の長い 0 歳児等の保護者のストレスが溜まらないよう、また、子どもが病

気の際に母親が対応できない場合でも慌てることのないよう、レスパイト（保護者の休息、リフ

レッシュ等）やネグレクト（放棄）の未然防止につながる不定期な一時預かり事業、病児・病後

児保育事業等、子育て支援事業の種類や利用方法を継続的に周知することが必要です。 

 

◇アンケート結果 

 就学前児童／私用等による不定期な一時預かりを利用したい人の目的は、特に 0歳児の保護者で「私用、リ

フレッシュ目的」が多い。 

子どもの年齢 
回答者

（人） 
私用、リフレッシュ目的 

冠婚葬祭、学校行事、 

子どもや親の通院等 
不定期の就労 

0歳 17 88.2％ 52.9％ 35.3％ 

1歳 30 63.3％ 73.3％ 30.0％ 

2歳 33 78.8％ 51.5％ 51.5％ 

3歳 28 75.0％ 78.6％ 25.0％ 

4歳 50 68.0％ 58.0％ 38.0％ 

5歳 30 63.3％ 53.3％ 46.7％ 

 

 就学前児童・小学生／病児・病後児保育の利用希望は一定程度ある。 

【就学前児童】 

 

【小学生】 
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エ 放課後子ども教室の利用に関すること 

放課後子ども教室について、小学生の利用希望（47.4％）や就学前児童（5歳）の入学後の利用

希望（44.1％）は現状の利用（46.5％）に概ね近く、また、教室への満足度も高いことがわかりま

した。今後は児童数の推移に合わせて放課後子ども教室を継続するとともに、保護者の様々な意

見を継続的に把握しながら、安全で子どもの成長に寄与する運営が期待されます。 

 

◇アンケート結果 

 就学前児童・小学生／小学生の放課後子ども教室の利用希望は現状と同程度である。就学前児童（5歳）の

入学後の利用希望は 44.1％。 

【小学生の利用希望】           【就学前児童（5歳）の利用希望】 

 

 

 小学生／保護者は現在の放課後子ども教室に概ね満足している。 

放課後子ども教室利用者 211人 満足度（満足＋まあ満足） 不満度（不満＋やや不満） 

ア 施設、設備 79.1％ 1.4％ 

イ 開室・閉室時間 70.6％ 13.2％ 

ウ 職員の人数 74.0％ 4.7％ 

エ 職員の子どもへの接し方 68.7％ 7.6％ 

オ 安全・衛生対策 62.1％ 4.7％ 

カ 子どもの病気やケガへの対応 60.2％ 4.3％ 

キ 保護者の要望・意見への対応 50.7％ 6.6％ 

（どちらともいえない、無回答は非表示） 
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オ 子育てや地域の環境に関すること 

地域の子育ての環境に一定の満足度が見られます。また、就学前児童と小学生の保護者は「自

然環境」や「人間関係」に満足している一方、「保健・医療サービス」を課題にとらえています。 

こうした保護者の意見や子育て家庭を取り巻く状況を踏まえ、保護者、住民・地域、関係機関

等と協力し、子育て環境のより一層の向上に努める必要があります。 

 

◇アンケート結果 

 小学生／地域の子育ての環境や支援への満足度（5段階評価）は「ふつう以上」が 75.8％。 

 

 
不満      ふつう      満足 

 

 

 就学前児童・小学生／子育て環境の総合評価では、「自然環境」や「人間関係」は満足し、「保健・医療サー

ビス」を課題とする点等、子育て環境に対する意識は就学前児童と小学生の保護者に共通している。 

項 目 

就学前児童 小学生 

満足度 不満度 満足度 不満度 

①自然環境の豊かさ（自然環境） 90.4 3.2 84.8 3.9 

②保育サービス等、町の子育て支援（行政サービス） 59.6 17.2 50.4 16.7 

③見守り、子育て支援等、子育てをしやすい地域の活動や雰囲気 

（地域社会） 
52.6 13.1 48.2 14.1 

④子どもの遊び場や子連れでも出かけやすい施設・設備 

（生活環境） 
39.6 30.0 32.6 34.3 

⑤保健・医療サービス（保健・医療サービス） 47.4 29.4 39.2 32.3 

⑥子育ての不安を和らげ、楽しい時間を過ごせる仲間 

（仲間・友人関係） 
62.9 7.7 54.8 7.9 

⑦障害への配慮、対応（障害対策） 24.1 8.7 24.0 11.9 

⑧総合的な町の子育てしやすさ（総合評価） 57.6 14.5 48.7 17.0 

（無回答は非表示） 

 

ふつう以上 75.8 
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第 3章 計画の基本方針 
 

1 基本方針 

 

大地に根をはり 

たくましく伸びる軽井沢の子どもたち 

豊かな自然とあたたかい地域社会の中で、子どもたちが健やかに育ち、 

自らの手で人生を選び取れるまち 

 

 

当町は、第 1 期計画の基本方針に『大地に根をはり たくましく伸びる 軽井沢の子どもたち』

を定め、「豊かな自然とあたたかい地域社会の中で、子どもたちが健やかに育ち、自らの手で人生

を選び取れるまち」の実現に取り組んでいるところです。 

これからの社会は少子化や家族のあり方の多様化が一段と進み、これまで以上に全ての子ども

の権利の尊重が求められます。そのためには、行政、家庭、学校、地域、企業等、町中の人や組織

が関わり、次代を担う子どもが健やかに、たくましく成長できる環境をさらに向上することがま

すます重要になってきます。 

こうした認識に立ち、本計画の基本方針は第 1 期計画を継承します。一貫した基本方針の下、

「子育ての基本は家庭」であることの浸透を図り、親が子どもとしっかり向き合い、子どもがた

くましく成長する喜びを感じ、親も子も「このまちで、子育てをして本当に良かった」「このまち

で生まれ、育ったことに誇りを感じる」と思える子育て環境をさらに目指します。 
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2 計画の視点 

少子化の抑制、子育てへの不安解消、子育てと仕事の両立、子育ての経済的負担軽減等を目指

し、本計画の策定にあたっての「基本的な視点」として下記の８項目を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画でも第 1 期計画を継承し、町独自の価値観として、あらゆる施策・事業を展開する際の

視点を次のように定めます。 

 

 

『子ども一人ひとりの幸せを考えます』 

子ども一人ひとりの人権が十分に尊重され、幸せに育つことが保障されなければなりません。

親や社会から尊重され、自らをかけがえのない存在と知った子どもは人権を尊重できる人間へ成

長します。 

また、子どもは本来、自ら伸びようとするたくましい力を持っています。その力を損なうこと

なく、成長・発達の段階や年齢、心身の状態、それぞれの家庭の状況に応じた、社会的な保護が

必要とされています。 

子ども自身が将来に夢を持ち、ハードルを乗り越える力を育み、それぞれが自立できる環境づ

くりを進めます。 

  

子ども一人ひとりの

幸せを考えます

ゆとりある家庭づくり

を支えます

豊かな自然、優れた景
観につつまれた暮らし

を大切にします

支えあう地域社会を

つくります

施策展開の
視点

基 本 的 な 視 点 

 

① 子どもの視点 

② 次代の親づくりという視点 

③ サービス利用者の視点 

④ 社会全体による支援の視点 

⑤ 全ての子どもと家庭への支援の視点 

⑥ 地域における社会資源の効果的な活用の視点 

⑦ サービスの質の視点 

⑧ 地域特性の視点 
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『ゆとりある家庭づくりを支えます』 

家庭は子どもにとって、やすらぎであると同時に初めて接する社会でもあり、重要な役割を持

っています。 

子育ての基本は家庭であり、食事をはじめとする生活習慣の基礎から、ルールを守ることや責

任を果たすことの大切さを、しっかりと伝えていく必要があります。このため、子育て・子育ち

を全員で助けあいながら、ゆとりある家庭づくりを支援します。 

 

『支えあう地域社会をつくります』 

子どもの意識や行動は、社会の鏡でもあります。子どもの問題を検討する前提として、大人社

会の問題解決が必要であることを忘れてはなりません。特に、地域には子育ての重要な役割があ

ります。 

危険な時の保護や愛情のこもった子育てや支援がスムーズに行われるためには、子どもと大人

の信頼関係の確立等、地域の教育力の向上が必要です。 

子育て支援に関わる地域の人がそれぞれの役割を果たしながら、子どもがいきいきと学び、遊

び、誰もが安心して暮らせ、やさしく認め合える、心あたたかい地域社会づくりを支援します。 

また、当町は国際的な観光・リゾート地としての特性を持っており、母親を含めた働く女性が

多い地域です。通常は親子のふれあいの時間が多く確保できる夏期や休日等が観光・リゾート産

業の繁忙期と重なることから、保育サービスの提供や子育て支援、親子のふれあいの確保につい

ては、地域ぐるみで子育て世帯を支援できる仕組みを育てていくことを目指します。 

 

『豊かな自然、優れた景観につつまれた暮らしを大切にします』 

わが国を代表する国際的な保養地として発展してきた当町の大切な財産である豊かな自然環境

や景観は大きな地域の魅力であるとともに、子どもの健やかな心身を育む貴重な資源でもありま

す。 

子どもは保護者や家族によって育てられると同時に、親たちもまた、地域の環境によって成長

を続けるといえます。 

このため、子育て・子育ち、そして親育ちといった、「人間形成」にとって望ましい環境を将来

にわたって保ち続けることも子ども・子育て支援に向けた重要な課題としてとらえ取り組んでい

きます。 
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3 施策体系 

基本方針 

大地に根をはり たくましく伸びる 軽井沢の子どもたち 

 

 

章 項目 施策・事業 

第
４
章 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

1 教育・保育提供区域  

2 教育・保育の量の見込みと

提供体制 

（1）子どもの人数の見通し 

（2）教育・保育の量の見込みと確保方策（提供体制） 

3 地域子ども・子育て支援事

業の量の見込みと提供体制 

（1）利用者支援事業 

（2）地域子育て支援拠点事業 

（3）妊婦健康診査 

（4）乳児家庭全戸訪問事業 

（5）養育支援訪問事業その他要支援児童要保護児童の支援に 

資する事業 

（6）子育て短期支援事業 

（7）ファミリー・サポート・センター事業（就学児対象） 

（8）一時預かり及び幼稚園の預かり保育 

（9）延長保育事業 

（10）病児・病後児保育事業 

（11）放課後子ども教室 

（12）実費徴収に伴う補足給付事業 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

4 子ども・子育て支援給付に

係る教育・保育の一体的 

提供等の推進 

（1）産後の休養及び育児休業後における特定教育・保育施設等 

の円滑な利用の確保 

（2）子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に 

関する県が行う施策との連携 

（3）労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるように 

するために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 

（4）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

第
５
章 

基
本
施
策
の
展
開 

1 子育てを支える地域のつな

がり 

（1）地域みんなで子育てを見守る 

（2）地域に子育ての輪を広げる 

（3）交流・ふれあいを広げる 

2 親子の健康と成長を守るつ

ながり 

（1）適切な情報提供と相談支援を充実する 

（2）親子の健康づくりをサポートする 

（3）障がいや慢性疾患のある子どもの療育を支援する 

3 子どもたちの個性と能力を 

生かすつながり 

（1）遊び・体験の拠点を整備する 

（2）小・中学校教育を充実する 

（3）校外活動を活発にする 

4 働きやすさ、育てやすさの  

つながり 

（1）保育サービスを充実する 

（2）子育てしやすい就労環境を整備する 

（3）支えの必要な家庭の自立を支援する 

5 子どもが安心できるつなが

り 

（1）暮らしやすい住環境を確保する 

（2）安心して外出できる環境を整備する 

（3）子どもが安全に生活できる環境づくりを進める 
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4 計画の推進 

＜庁内関係部局との連携＞ 

本計画に基づく子ども・子育て支援を着実に推進するため、保健・福祉分野に関連する部局を

中心に、教育、環境、まちづくり等、庁内の幅広い分野における関係各課との連携を図ります。 

 

＜子ども・子育て会議による進捗管理＞ 

本計画の施策・事業の進捗状況については、毎年度、担当課においてとりまとめます。 

子ども・子育て支援法第 77 条（合議制機関の設置）に基づき設置している「軽井沢町子ども・

子育て会議」において、毎年度、施策・事業の進捗状況の評価を行い、必要に応じて改善案を協

議します。 

 

＜計画の普及と全町的な取り組みの促進＞ 

本計画の目標及び施策内容、毎年度の施策・事業の進捗状況等について、各種広報を通じて住

民に広く情報提供します。また、住民との会合等の機会を通じて子ども・子育て支援の取り組み

の普及と促進を図ります。 

 

＜子ども関連組織・団体のネットワーク化促進＞ 

町内にある子どもに関わる組織や団体について、その活動内容等を詳細に把握し、事業を展開

する上で連携を図りやすい体制をつくるために情報の整理を行い、共有化を図ります。 

また、教育や療育等、子どもに関わる人材育成を目指し、研修の充実や研究活動の支援に努め、

協働の取り組みを展開します。 
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第 4章 子ども・子育て支援事業計画 
 

1 教育・保育提供区域 

 

子ども・子育て支援法第 61 条により、市町村は子ども・子育て支援事業計画において、地理

的条件や人口、交通事情その他の社会的条件及び教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案し

て教育・保育提供区域を設定し、区域ごとに事業の必要量を算出するとともに、事業内容や実施

時期を示さなければならないとされています。 

当町の教育・保育提供区域は、第 1 期計画において地理的条件、教育・保育の利用状況及び施

設の整備状況に加えて、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続等を総合的に勘案して全町を

「1 区域」として設定しました。本計画期間においても、次の考え方から全町を「1 区域」とし

て設定（継続）します。 

 

 

《教育・保育提供区域を全町「1 区域」とする考え方》 

○ 教育・保育施設と小学校との連携をさらに進めることができる 

○ 現行の利用実態に特段の問題がなく、サービスの効率的な提供を継続できる 

○ 提供区域の変更に伴う利用者やサービス事業者への影響がない 

○ 計画期間内において、地区の人口バランスを大きく変えるような転入出や出生率の極端な

変動は想定できない 
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2 教育・保育の量の見込みと提供体制 

（1） 子どもの人数の見通し 

本計画の対象となる子どもの人数は、平成 27 年から令和元年にかけて 0～2 歳と 3～5 歳が

ほぼ横ばいで推移し、未就学児（0～5 歳）全体は 850 人前後で推移しています。 

平成 27 年からの実績に基づく令和 2 年以降の将来人口予測は、生産年齢人口の減少に伴い、

未就学児が少しずつ減少する見通しです。小学生は低学年が少しずつ減少、高学年がほぼ横ばい

で推移する見通しです。 

【未就学児（上）、小学生（下）の人数の推移と見通し（人）】 

 

 

 （実績は住民基本台帳／各年 4月 1日） 

  

406 400 422 402 392 392 379 372 372 371 370

460 444 437 435 450 448 445 432 431 417 410

866
844 859

837 842 840 824 804 803 788 780
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

実績 推計 参考

（人） 0～2歳 3～5歳

500 487 489 478 468 456 470 479 477 473 459

486 483 497 500 496 493 480 473 461 475 483

986 970 986 978 964 949 950 952 938 948 942
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2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

実績 推計 参考

（人）
6～8歳 9～11歳
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将来人口予測に基づく本計画期間の未就学児及び小学生の人数の見通しは次の通りです。 

 

【0～11歳人口の実績と推計（人）】 

 実績 計画期間（推計） 参考 

 平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

令和 

7年 

 2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

0歳 131 131 132 125 123 118 117 117 118 116 116 

1歳 136 132 142 132 137 130 125 124 124 125 123 

2歳 139 137 148 145 132 144 137 131 130 130 131 

3歳 146 147 142 152 157 139 151 144 138 137 137 

4歳 154 144 148 136 152 155 137 149 142 136 135 

5歳 160 153 147 147 141 154 157 139 151 144 138 

6歳 162 159 162 151 156 148 162 165 146 158 151 

7歳 166 162 162 163 149 157 149 163 166 147 159 

8歳 172 166 165 164 163 151 159 151 165 168 149 

9歳 155 175 166 163 166 163 151 159 151 165 168 

10歳 151 154 176 164 164 166 163 151 159 151 164 

11歳 180 154 155 173 166 164 166 163 151 159 151 

0～2歳合計 406 400 422 402 392 392 379 372 372 371 370 

3～5歳合計 460 444 437 435 450 448 445 432 431 417 410 

6～11歳合計 986 970 986 978 964 949 950 952 938 948 942 

合計 1,852 1,814 1,845 1,815 1,806 1,789 1,774 1,756 1,741 1,736 1,722 

 （実績は住民基本台帳／各年 4月 1日） 

（推計方法）1歳ごとに当該年齢の社会移動率、生残率を掛け合わせて翌年の年齢別人数を算出する推計方法 
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（2） 教育・保育の量の見込みと確保方策（提供体制） 

特定教育・保育施設に関する計画期間（令和 2 年度～令和 6 年度の 5 年間）の量の見込みは、

過去の利用実績、今後の人口推移、ニーズ調査結果、教育・保育の無償化（注）の影響等を勘案し

て、次のように想定します。 

量の見込みに対する提供体制は、町立保育園、幼稚園、地域型保育施設の有効活用と定員の確

保により対応していきます。認定子ども園については、事業者動向等も勘案しながら、教育・保

育ニーズの多様化に対応するための施設として、今後も確保に取り組んでいきます。 

 

（注）教育・保育の無償化は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行により、令和元年 10月から

幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化（子育てのための施設等利用給付の創設）が導入されました。 

 

 

【教育・保育の量の見込みと提供体制】 

（単位：人） 

令和 2年度  1号認定 2号認定 2号認定 3号認定 

  3～5歳 

3～5歳 

幼稚園利用 

（注） 

3～5歳 

保育利用 0歳 1・2歳 

量の見込み ① 150 0 300 13 156 

提供体制 特定教育・保育施設 110 0 300 10 140 

 地域型保育    3 16 

 上記以外の施設 40 0    

 合計 ② 150 0 300 13 156 

過不足 ②－① 0 0 0 0 0 

（注）2号認定の幼稚園利用は、就労等による保育認定を受けた上で幼稚園を希望する子どもです。 

（単位：人） 

令和 3年度  1号認定 2号認定 2号認定 3号認定 

  3～5歳 
3～5歳 

幼稚園利用 

3～5歳 

保育利用 
0歳 1・2歳 

量の見込み ① 150 0 300 13 156 

提供体制 特定教育・保育施設 110 0 300 10 140 

 地域型保育    3 16 

 上記以外の施設 40 0    

 合計 ② 150 0 300 13 156 

過不足 ②－① 0 0 0 0 0 
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（単位：人） 

令和 4年度  1号認定 2号認定 2号認定 3号認定 

  3～5歳 
3～5歳 

幼稚園利用 

3～5歳 

保育利用 
0歳 1・2歳 

量の見込み ① 140 0 300 13 156 

提供体制 特定教育・保育施設 110 0 300 10 140 

 地域型保育    3 16 

 上記以外の施設 30 0    

 合計 ② 140 0 300 13 156 

過不足 ②－① 0 0 0 0 0 

 

（単位：人） 

令和 5年度  1号認定 2号認定 2号認定 3号認定 

  3～5歳 
3～5歳 

幼稚園利用 

3～5歳 

保育利用 
0歳 1・2歳 

量の見込み ① 140 0 300 13 156 

提供体制 特定教育・保育施設 110 0 300 10 140 

 地域型保育    3 16 

 上記以外の施設 30 0    

 合計 ② 140 0 300 13 156 

過不足 ②－① 0 0 0 0 0 

 

（単位：人） 

令和 6年度  1号認定 2号認定 2号認定 3号認定 

  3～5歳 
3～5歳 

幼稚園利用 

3～5歳 

保育利用 
0歳 1・2歳 

量の見込み ① 140 0 300 13 156 

提供体制 特定教育・保育施設 110 0 300 10 140 

 地域型保育    3 16 

 上記以外の施設 30 0    

 合計 ② 140 0 300 13 156 

過不足 ②－① 0 0 0 0 0 

各年 4月 1日現在 
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3 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

一時預かり、延長保育、地域子育て支援事業（子育て支援センター）、ファミリー・サポート・

センター等についての令和２～６年度の 5 か年間にわたる量の見込み等については、次のように

想定します。 

なお、地域子ども・子育て支援事業の 13 事業区分、及びそれぞれの種別として、次のように

位置付けられます。 

 

【地域子ども・子育て支援事業の概要】 

法定事業名 当町の事業名 

種別 

相談 

支援 

訪問系 

事業 

通所系 

事業 
その他 

（1）利用者支援事業 利用者支援事業 ○    

（2）地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業 ○    

（3）妊婦健康診査 妊婦健康診査    ○ 

（4）乳児家庭全戸訪問事業 乳児家庭全戸訪問事業  ○   

（5）養育支援訪問事業その他

要支援児童要保護児童の

支援に資する事業 

養育支援訪問事業その他要支

援児童要保護児童の支援に資

する事業 

 ○   

（6）子育て短期支援事業 子育て短期支援事業   ○  

（7）子育て援助活動支援事業 

（就学児対象） 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業（就学児対象） 
  ○  

（8）一時預かり事業 
一時預かり及び幼稚園の預か

り保育 
  ○  

（9）延長保育事業 延長保育事業   ○  

（10）病児・病後児保育事業 病児・病後児保育事業   ○  

（11）放課後児童健全育成事業 放課後子ども教室    ○ 

（12）実費徴収に伴う補足給付

事業 
実費徴収に伴う補足給付事業    ○ 

（13）多様な主体が本制度に参

入することを促進するた

めの事業 

多様な主体が本制度に参入す

ることを促進するための事業 
   ○ 
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（1） 利用者支援事業 

子どもや保護者、妊娠している方が多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業の中から適

切なものを選択し、確実かつ円滑に利用できるよう、関連情報の集約とともに、利用にあたって

の相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。 

利用者支援事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

 

当町では子育て支援センター「るるぱる」に相談・連絡調整を行える職員を配置して事業を行

っており、今後も引き続き実施します。 

（主な担当課：こども教育課） 

利用者支援事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

提供体制 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

 

 

（2） 地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の援助を行う事業です。 

地域子育て支援拠点事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用人数 人／年 9,567 10,509 12,138 11,988 10,700 

 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

（令和元年度は見込み数） 

当町では子育て支援センター「るるぱる」を拠点として事業を実施しており、今後も引き続き

子育て支援の多様な交流機会の充実を図ります。 

（主な担当課：こども教育課） 

地域子育て支援拠点事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用人数 人／年 10,860 10,630 10,490 10,440 10,440 

提供体制 利用人数 人／年 10,860 10,630 10,490 10,440 10,440 

 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

  



●第 4 章 子ども・子育て支援事業計画● 

● 32 ● 

（3） 妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康状態の把握、検査計

測、保健指導とともに、妊娠期間中、必要に応じた医学的検査を実施する事業です。妊婦 1 人あ

たり１４回分（２３枚）の妊婦健康診査受診票を交付しています。 

妊婦健康診査 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用回数 回／年 1,527 1,321 1,594 1,537 1,000 

（令和元年度は見込み数） 

今後も引き続き、妊婦全員に妊婦健康診査受診票を交付し、受診の促進を図ります。 

（主な担当課：保健福祉課） 

妊婦健康診査 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用回数 回／年 1,652 1,638 1,638 1,652 1,624 

提供体制 利用回数 回／年 1,652 1,638 1,638 1,652 1,624 

 

 

（4） 乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境

等の把握を行う事業です。 

乳児家庭全戸訪問事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用実人数 人／年 124 131 126 133 75 

（令和元年度は見込み数） 

今後も引き続き、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を対象に実施します。 

（主な担当課：保健福祉課） 

乳児家庭全戸訪問事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用実人数 人／年 118 117 117 118 116 

提供体制 利用実人数 人／年 118 117 117 118 116 

 

 

（5） 養育支援訪問事業その他要支援児童要保護児童の支援に資する事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行い、家庭での適切な養育

の実施を確保する事業です。 

事業の性格上、利用者数の見込みは設定せず、今後も特別な支援や保護の必要な児童・世帯の

把握に努め、適切に事業を実施します。 

（主な担当課：保健福祉課、こども教育課） 
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（6） 子育て短期支援事業 

保護者の疾病等によって家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童

養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業））

です。 

子育て短期支援事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用日数 日／年 0 0 0 0 0 

（令和元年度は見込み数） 

今後の需要動向の把握に努めつつ、必要に応じ対応します。 

（主な担当課：こども教育課） 

子育て短期支援事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用日数 日／年 6 6 6 6 6 

提供体制 利用日数 日／年 6 6 6 6 6 

 

 

（7） ファミリー・サポート・センター事業（就学児対象） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受

けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整

を行う事業です。このうち、小学校就学児を対象とする事業です。 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 
区分 単位 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用日数 日／年 14 6 5 35 18 

（令和元年度は見込み数） 

令和２年度より新事業者へ委託を行います。住民相互の子育て支援活動として需要動向の把握

に努め、事業者と連携して事業の周知と会員の確保を図ります。 

（主な担当課：こども教育課） 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 
区分 単位 

令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用日数 日／年 10 10 10 10 10 

提供体制 利用日数 日／年 10 10 10 10 10 
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（8） 一時預かり及び幼稚園の預かり保育 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主に昼間、認定こど

も園、幼稚園、保育園等において一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

このうち、幼稚園の預かり保育は、在園児対象の不定期の預かり保育と２号認定相当による定

期的な利用（注）です。上記以外の一時預かりは在宅児が対象であり、認定こども園、保育園等

の一時的な利用です。 

 

（注）2号認定相当による定期的な利用とは、就労等による保育認定を受けた上で幼稚園を利用し、幼稚園で預

かり保育を利用することです。 

 

一時預かり事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 幼稚園の預かり保育 
利用日数 日／年 0 0 0 0 0 

実施か所数 か所 0 0 0 0 0 

 
一時預かり 

（上記以外） 

利用日数 日／年 516 557 498 905 330 

実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

 
ファミリー・サポー

ト・センター 
利用日数 日／年 369 163 141 388 80 

（令和元年度は見込み数） 

今後の幼稚園や保育所等における需要を勘案し、一定の利用を見込み、各施設において一時預

かりの体制を確保し、柔軟に対応します。 

（主な担当課：こども教育課） 

一時預かり事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 
幼稚園の 

預かり保育 
利用日数 日／年 2,200 2,200 2,200 2,100 2,000 

 
一時預かり 

（上記以外） 
利用日数 日／年 770 750 730 710 690 

提供体制 幼稚園の 

預かり保育 

利用日数 日／年 2,200 2,200 2,200 2,100 2,000 

 実施か所数 か所 2 2 2 2 2 

 一時預かり 

（上記以外） 

利用日数 日／年 500 490 480 470 460 

 実施か所数 か所 1 1 1 1 1 

 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー 

利用日数 日／年 270 260 250 240 230 
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（9） 延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外に保育所等において保育を実施する事

業です。 

延長保育事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用実人数 人／年 83 346 206 204 196 

 実施か所数 か所 4 4 4 4 4 

（令和元年度は見込み数） 

今後も保育所における延長保育として一定の利用が見込まれることから、引き続き、各保育所

における体制を確保し、対応します。令和 2 年度開設の小規模保育施設でも延長保育を実施する

予定です。 

（主な担当課：こども教育課） 

延長保育事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用実人数 人／年 370 360 350 350 340 

提供体制 利用実人数 人／年 370 360 350 350 340 

 実施か所数 か所 5 5 5 5 5 

 

 

（10） 病児・病後児保育事業 

病児・病後児（注）について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等

が一時的に保育等を行う事業です。 

（注）病児は、病気の治療中にあり、回復期には至らないが症状が安定していて入院治療の必要はないと医師

が判断した児童です。病後児は、病気の回復期にあり、症状は軽度であるが安静の確保に配慮する必要が

あると医師が判断した児童です。 

病児・病後児保育事業 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 利用日数 日／年 3 4 4 6 14 

（令和元年度は見込み数） 

今後も一定の利用を見込み、佐久定住自立圏事業として 10 市町村共同で実施する病児・病後

児保育を引き続き実施するとともに、町内での対応について需給動向を踏まえつつ適切に検討し

ます。 

（主な担当課：こども教育課） 

病児・病後児保育事業 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 利用日数 日／年 10 10 10 10 10 

提供体制 利用日数 日／年 5 5 5 5 5 

 実施か所数 か所 2 2 2 2 2 

 
ファミリー・サポ

ート・センター 
日／年 5 5 5 5 5 
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（11） 放課後子ども教室 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後において児

童館及び小学校の施設を使用し、児童の安全かつ安心な活動拠点を設け、地域住民との交流活動

等を通じて、心豊かで健やかに育くまれる環境づくりを推進するために行う事業です。 

 

放課後子ども教室 区分 単位 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

実績 低学年 利用実人数 人／年 409 589 454 424 428 

 高学年 利用実人数 人／年 315 338 339 331 321 

 

当町では小学生が安全で安心して楽しく活動できる居場所づくりとして、平成 27 年度から「児

童館」「放課後児童(学童)クラブ」を一体的に統合した放課後子ども教室事業を東・西・中地区児

童館３か所で開設しており、今後も継続します。 

（主な担当課：こども教育課） 

放課後子ども教室 区分 単位 
令和 

2年 

令和 

3年 

令和 

4年 

令和 

5年 

令和 

6年 

量の見込み 低学年 利用実人数 人／年 552 568 579 577 572 

 高学年 利用実人数 人／年 345 336 331 323 332 

提供体制 低学年 利用実人数 人／年 552 568 579 577 572 

 高学年 利用実人数 人／年 345 336 331 323 332 

 

 

（12） 実費徴収に伴う補足給付事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、

文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、または行事への参加に要する費

用等を助成する事業です。 

今後も対象となる児童・世帯の把握に努め、特定教育・保育施設等と連携して適切な利用を図

ります。 

（主な担当課：こども教育課） 

 

 

（13） 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様な事業者の

能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、または運営を促進するための事業です。 

今後も施設や定員規模等の需給動向を踏まえつつ、適切に支援を行います。 

（主な担当課：こども教育課） 
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4 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供等の推進 

（1） 産後の休養及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

産前・産後休業、育児休業明けに希望に応じて特定教育・保育施設等を利用できるよう、産前・

産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を行うとともに、計画的な教

育・保育施設の提供体制等の確保に努めます。 

 

 

（2） 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する県が行う施策との連携 

障がいや医療的ケア等、特別な支援の必要な子どもの健全な発達と生活を支援していきます。 

母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進に向け、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保、

経済的支援等を進めます。 

児童虐待の防止対策として、職員の配置、社会的養護施設との連携等の体制の充実を図ります。 

県が行う施策との連携や、当町の実情に応じた施策を、関係機関と連携を密にして展開します。 

 

 

（3） 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す

る施策との連携 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けて、働き方の見直しを促進する

ための広報・啓発、事例の収集・紹介等に取り組む他、仕事と子育ての両立のための基盤整備と

して、多様な働き方に対応した子育て支援を推進します。 

また、県や地域の企業、労働者団体、子ども・子育て関連団体等と連携しながら、地域の実情

に応じた取り組みを進めます。 

 

 

（4） 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

幼児教育、保育無償化の一環として、子育てを行う家庭への経済的負担の軽減を図るため、幼

児教育・保育無償化対象の認定を受けた３歳以上の児童が利用した認可外保育施設、預かり保育、

一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターに係る施設等利用費を補助します。 
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第 5章 基本施策の展開 

1 子育てを支える地域のつながり 

～誰もが子育てに参加するまちへ～ 

結婚や出産を控えた若い世代が子育てに明るい希望を持てるよう、地域全体で「子育て」

と「親育ち」を支援し、子どもが伸び伸びと育つまちづくりにつなげます。 

 

（1） 地域みんなで子育てを見守る 

保護者が子育てを楽しみながら、自信とゆとりを持って子育てできるよう、地域みんなが子育

てをあたたかく見守ります。 

施策 内容 

相談・支援の充実 

町独自の相談体制により、乳幼児期から幼・保・小・中学まで切れ目

のない見守りで支えます。 

子育てに悩んでいる時、相談相手が欲しい時に気軽に相談に応じられ

るよう、体制を整え支援していきます。 

子どもの健康な成長と発達とともに、保護者自身が不安を解消し、  

育児ができるよう、切れ目のない支援事業を実施していきます。 

サポーター等の育成 
子育て中の家庭への相談や訪問相談にあたる相談員（サポーター）、

アドバイザー、カウンセラー等の育成を図ります。 

 

 

（2） 地域に子育ての輪を広げる 

子育て中の保護者同士の地域における自主的な子育てネットワークを支援するとともに、その

輪を広げます。年々、子どもが減少していく地区もあることを踏まえ、児童館活動の中で特色あ

る取り組みを行います。 

施策 内容 

子育てグループ活動

への支援 

児童館や子育て支援センターを中心に、子育てをしている母親の集ま

りでの自主的なサークル活動を支援するとともに、コミュニケーション

が図れる場所を充実させます。 

子育て家庭だけでなく、これから子育てを担う世代の参加も含めて、

児童館等の活動の中で、広がりのある、特色ある活動を行います。 

 

  



●第 5 章 基本施策の展開● 

● 39 ● 

 

施策 内容 

地域の子育て支援者

の活用 

子育てをしている保護者から気軽に相談を受け、適切な情報を提供で

きるアドバイザー等を確保していきます。 

児童館厚生員、保育士、助産師、保健師、教師、児童相談所、地域の

子育て経験のある人たち等の力を借りながら、地域における子育て支援

者のネットワークを広げていきます。 

 

 

（3） 交流・ふれあいを広げる 

様々な世代、職業の人とのつながりが子どもの成長の糧になります。今後も地域コミュニティ

を維持し、世代を超えた交流の場を増やし、顔の見えるつながりを広げます。 

施策 内容 

世代間交流・異年齢

交流の推進 

地域の文化に親しみ、郷土への愛着を育てるためにも、地域伝統行事

等の継承を始め、ボランティアグループや老人会等が一体となって、多

世代が一緒に参加できる活動を推進します。 

子ども会やスポーツ少年団等を通じた異年齢の子ども同士がふれあう

場を増やします。 
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2 親子の健康と成長を守るつながり 

～出産・育児が安心してできるまちへ～ 

子どもの健康を支えるための健康診査等を通じて、子どもの成長・発達に関する知識の向

上と適切な支援を行うとともに、ノーマライゼーションの理念（注）に基づき、安心して出

産と育児ができる環境をつくります。 

 

（注）ノーマライゼーションとは、「障がいのある人が障がいのない人と同等に生活し、ともにいきいきと

活動できる社会を目指すという考え方です。 

 

（1） 適切な情報提供と相談支援を充実する 

健康な心身の成長・発達の基礎をつくる大事な乳幼児期を親子が不安なく過ごせるよう、一人 

ひとりの状況に合わせた情報提供と身近で相談できる環境をつくります。 

施策 内容 

成長・発達に適切な

情報提供と相談の充

実 

各種事業の実施を通じて、子どもの成長・発達の状況に応じ、適切な

情報提供と相談による支援を実施します。 

子育て支援センター

の充実 

子育て支援センターから情報提供と、親子で利用しながら気軽に相談

できる体制の充実を図ります。 

 

 

（2） 親子の健康づくりをサポートする 

妊娠から産前・産後にかけて母子の健康を継続的に支えるため、身近な医療体制の充実と切れ

目のない保健事業を実施します。 

施策 内容 

妊娠から産後におけ

る保健事業の充実 

安心して妊娠や産後の生活、子育てが行えるよう、妊婦・産婦健康診

査の一部助成、乳幼児健康診査、産前・産後訪問、産後ケア宿泊型事業

等を実施し、保護者の経済的負担軽減や産後うつ・虐待予防等、産後の

ケアに取り組みます。 

助産師・保健師・管理栄養士による出産や子育てについての相談・情

報提供に努めます。 
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施策 内容 

子どもの健やかな発

達の促進 

保護者が子どもの健康や発達についての理解を深められるよう、また

安心して健康づくりや子育てに取り組めるよう、健診等の充実を図りま

す。 

各健診のデータを一元管理し、継続的かつ効果的な保健事業を実施し

ます。 

身近で適切な医療サービスを利用できるよう、住民に「かかりつけ医」

の普及を図ります。 

小児医療、救急医療

体制の充実 

町内や近隣の病院・診療所と連携し、小児医療体制と夜間・休日等の

救急医療体制の維持・充実を図ります。 

食育の推進 
健診等を通じて、子どもに自然と親子の一体感と安心感を伝える機会

である家族の食卓の大切さと正しい食知識の普及に努めます。 

 

 

（3） 障がいや慢性疾患のある子どもの療育を支援する 

障がいのある児童本人や保護者の意志を尊重するためには豊富な選択肢が必要であることから、

障がいの有無に関わらず子どもは全て地域で育つことがあたり前であるという「ノーマライゼー

ション」の理念に基づき、障がい児施策を進めます。 

施策の一つとして、児童発達支援センターを開設する予定です。児童発達支援センターでは、

主に未就学児で障がいの可能性のある子どもに対し、個々の障がいの状態及び発達の段階・特性

等に応じた発達支援を行う他、子どもの発達の基盤となる家族への支援を行います。また、保育

所等の機関に対しても療育に関するアドバイスを行う等の後方支援を行います。 

施策 内容 

療育支援の充実 

【児童発達支援事業の充実】 

①児童発達支援事業 

0 歳から就学前の児童を対象に、日常生活の基本的な動作、社会生活

への適応性を高める知識や技能の向上、集団生活への適応支援等を行い

ます。 

 

②放課後等デイサービス 

就学後から高校生までの児童を対象に、放課後や学校の長期休みを利

用して、生活能力の向上支援や余暇活動の提供を行います。 

 

③ソーシャルスキルトレーニング 

支援が必要な子どもを対象に、実践的なロールプレイ（疑似体験）等

を通じて、円滑な社会生活に欠かせない技能や人とのコミュニケーショ

ン力を高めるトレーニングを行います。 
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施策 内容 

 

④保育所等訪問支援 

支援員が保育所等を訪問し、障がい児や支援の必要な児童、保育所等

のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法

等のアドバイスを行います。 

相談支援の充実 

子どもの育ちや学校生活の様子について相談できる総合窓口となり、

電話や来所で保育士や心理職等が相談に応じます。 

福祉サービスを利用する際のサービス等利用計画の作成を行います。 
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3 子どもたちの個性と能力を生かすつながり 

～子どもが健やかに育つまちへ～ 

一人ひとりが充実した子ども時代を過ごすため、様々な体験を自主的に選び取れる環境づ

くりに注力し、子どもたちが心豊かな人間に成長し、自立する力を身につけることにつなげ

ます。 

 

（1） 遊び・体験の拠点を整備する 

子どもが歩いていける身近な公園や雨の日でも自由に遊べる遊び場へのニーズが高まっている

ことから、子どもたちにとっての遊び場は社会性や協調性、自立心や仲間意識等を育む重要な場

所であること等を踏まえ、豊かな遊び・活動の環境づくりを進めます。 

施策 内容 

子どもの遊び場の充

実 

子どもたちが自由に遊べる施設は、現状の資産を活用しながら、老朽

化した施設については改築を検討し、充実を図ります。 

公園遊具の事故防止のため、点検を強化し、改善や更新を行います。

子どもが公園等へ自由に行き帰りできるよう、安心して外出できる環境

の整備にも取り組んでいきます。 

子どもが公園で安心して遊べるように、地域住民の協力を得ながら、

公園の見守り、地域での維持管理の仕組みを充実します。 

 

 

（2） 小・中学校教育を充実する 

軽井沢町教育の理念 

軽井沢町の町木「こぶし」は、雪解けとともに白い花を梢いっぱいに咲かせます。「町教育」

は、厳しい環境に耐えて咲く「こぶしの花」に例えて「こぶし教育」と名づけ、心豊かでたくまし

い軽井沢の子どもを育成することを推進しています。 

 

 

 

 

 

  

こ  こころ豊かに 

    「人」「物」「環境」への思いやりを備えた人の育成に努めます。 

ぶ ぶんかを育て 

     国際親善文化観光都市にふさわしい人の育成に努めます。 

し しぜんを愛する 

      軽井沢の自然を愛し、自然環境を守り続ける人の育成に努めます。 
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子どもたちの活動意欲の向上と学校教育の充実に向けて、子どもたちが軽井沢育ちであること

に誇りを持って、学業成績だけでない自分の個性を見つけられる教育の充実と、より魅力的な学

校づくりに取り組みます。 

施策 内容 

放課後子ども教室の

充実 

 小学生が安全で安心して楽しく活動できる居場所づくりとして、「児

童館」「放課後児童(学童)クラブ」を一体的に統合した放課後子ども教室

では、コーディネーターを中心に児童館職員・学習アドバイザー・安全

管理員が児童の宿題や児童館内や校庭での活動を見守る他、地域の専門

職の方々を講師とした体験教室を行っており、今後もさらなる充実を図

ります。 

小学校入学前の取り

組み 

 幼稚園児・保育園児がスムーズに小学校での生活に慣れるよう、学校

体験、幼稚園、保育園の横のつながり、小学校入学前の取り組みを継続

します。 

幼稚園・保育園・小学校教職員の学びあいの機会を設け、より良い取

り組みができるよう、さらなる連携を図ります。 

軽井沢学の構築 

軽井沢で育つ子どもたちが軽井沢への愛着を持ち、軽井沢の伝統を継

承できる人材に育つよう、軽井沢に関する学習を中核に据えた単元・軽

井沢学の推進を目指します。 

小中一貫の計画として歴史・風土や自然、文化、産業といった学習を、

総合的な学習の時間等で展開します。 

地域住民の協力を仰ぎ、多分野にわたる方々に協力を得られるような

組織づくり等に努めます。 

幼・保・小・中・高連

携の促進 

当町は町内小学校、中学校、高等学校との７校連携協定を結んでいま

す。今後も学校教育、生涯学習、スポーツ等の分野で協力し、学校及び

地域における教育の充実・発展に取り組みます。 

3つの小学校の児童が一つの中学校に進学する当町の特性を生かし、

小学校高学年の2年間に中学校的な文化（教科担任制の導入等）を取り

入れる他、中学校の文化祭「からまつ祭」や中学校体験入学に各校の6年

生が参加する等、小学校と中学校との連携を促進します。 

幼稚園・保育園を含めた町内の教職員研修を継続し、共通意識を持ち、

より実践を深めていきます。 

アフタースクールの

開設 

中学校では放課後や長期休業中に補習学習支援を行い、基礎学力の定

着や応用力の向上を目的として、自学自習形式を主体とした生徒のアフ

タースクールを開設しています。 

現在は数学・英語の2教科を開設していますが、より効果がでるよう

に他教科の講座を開設したり、方法を改善したりする等、さらなる発展

を図ります。 
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施策 内容 

部活動の社会教育へ

の促進 

小・中学校では学校教育活動と部活動が密接につながっていることか

ら、小・中学生の部活動の大部分を学校が担ってきました。今後は部活

動を社会教育へ移行し、地域のスポーツ振興や芸術文化の促進を図りま

す。 

 

 

（3） 校外活動を活発にする 

子どもの健全育成のため、家庭・学校・地域の連携を深め、様々な体験を通じた異年齢の交流、

世代間交流、子どもの地域活動や社会参加の機会を提供していきます。 

施策 内容 

子どもの健全育成の

推進 

自然の中での体験活動、生活体験活動、伝統文化の継承活動、様々な

ボランティア活動等、体験学習の機会を提供します。 

地域での子ども会等の各種イベントは、できるだけ子ども自身の手で

企画運営するように配慮し、自主性・主体性を育てるために環境を整え

ます。 

職業体験の推進 

子どもたちが社会に興味・関心を持ち、「生きる力」を育てるために、

企業や福祉の現場での職業体験、優れた芸術・文化にふれる活動等の充

実を図ります。 

子どもの居場所づく

りの推進 

児童館、図書館、中間教室、放課後子ども教室等を活用し、地域で小・

中学生が安心できる居場所づくりを進めます。 
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4 働きやすさ、育てやすさのつながり 

～子育てと仕事が両立できるまちへ～ 

人々の意識やライフスタイルの変化に伴う住民ニーズの多様化に対応し、ニーズにきめ細

かく対応した保育サービスの提供と子育て家庭に配慮した子育て支援を行い、子育てと仕事

が両立できる環境を創出します。 

 

（1） 保育サービスを充実する 

延長保育や一時保育等、多様な保育サービスの実現を望む声が高まっています。働きやすく育

てやすい環境の実現に向け、気軽に利用できる子育て拠点を整備するとともに、仕事を持たない

保護者に対しても緊急時の対応やリフレッシュ支援等を目的とする保育サービスの充実を図りま

す。 

施策 内容 

多様な保育サービス

の提供 

休日保育や延長保育等、保育ニーズの多様化に対応する保育サービスの

充実に努めます。 

保育サービスに関する情報提供を積極的に行うとともに、相談の窓口に

ついても周知を図ります。 

安全な保育サービス

の提供 

保育園施設について、必要に応じて修繕を行います。 

不審者の侵入防止については、関係機関の連携を図りながら、研修の実

施等を行う他、安全な保育サービスの提供に努めます。 

 

 

（2） 子育てしやすい就労環境を整備する 

子育て家庭において「出産=退職、あるいは復職しても育児休暇取得に対しての職場理解が得ら

れにくい」「育児が一段落したあとで再就職が難しい」という状況も勘案し、家事や育児の分担、

男性も含めた企業社会での働き方の見直しを働きかけていくため、国・県とともにワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）の普及や男女共同参画社会づくりに向けた取り組みを進めま

す。 

施策 内容 

働き方の見直しに 

向けた啓発 

男女がともに子育てに参加し、ともに仕事と両立できるよう、育児休

業制度の普及を進めるとともに、子育て中の就労者の時間短縮等、子育

てのしやすさにつながる制度の充実を企業に呼びかけていきます。 

子育て後の再就業支

援 

求人情報の提供や再雇用制度の情報収集・普及に努める他、出産や育

児のために退職した女性の再就職・再雇用を支援し、企業の制度改革を

呼びかけていきます。 
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（3） 支えの必要な家庭の自立を支援する 

全国的な離婚や未婚の増加に伴い、ひとり親家庭が多くなる傾向にあります。当町でも同様の

傾向が想定されることから、複数の問題に直面するケースの多い母子家庭、父子家庭の状況に応

じて、精神的、経済的な不安の解消や孤立化の防止、自立支援に取り組みます。 

施策 内容 

ひとり親家庭への支

援の充実 

ひとり親家庭の自立と生活の安定のために、子育てや日常生活の相談、

就業に関する相談、経済的な支援、就労に必要な技能や知識を身に付け

るための情報提供を充実します。 
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5 子どもが安心できるつながり 

～子どもが安全に育つまちへ～ 

子どもが事故や事件に巻き込まれないよう、安心して子どもが育つ地域を目指して、地域、

警察、保育所、学校等のネットワークを推進します。 

また、地域の住環境、道路交通環境、公共施設等の整備・設計にユニバーサルデザイン（注）

の視点を取り入れたまちづくりを推進します。 

 

（注）ユニバーサルデザインは、年齢や障がいの有無等に関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用で

きるように設計することです。 

 

（1） 暮らしやすい住環境を確保する 

子育て世代を中心に高品質な住宅へのニーズが広がっていることを踏まえ、快適な都市機能と

豊かな自然環境のバランスが取れたまちづくりやゆとりある住宅等、子育てしやすい住環境の創

出に取り組みます。 

施策 内容 

子育てを支援する良

好な居住環境の確保 

子育ての居住環境については、民間事業者による優良宅地造成が進め

られています。 

当町では、住宅建設資金融資利子補給や公営住宅法に基づく町営住宅

の適切な家賃設定により、子育て支援を行います。 

 

 

（2） 安心して外出できる環境を整備する 

妊婦、子ども、子ども連れの人が気軽に外出できるよう環境の整備を進めます。 

施策 内容 

公共施設のユニバー

サルデザイン化推進 

歩道未整備区間の安全性確保を進めます。子ども連れやベビーカーで

も安心して歩けるスペースをつくるため、排気ガス等の環境面やデザイ

ン面にも配慮した歩道の新設、既存歩道の拡幅や段差解消、公共施設の

ユニバーサルデザイン化を推進します。 

子育て支援設備の 

普及 

公共の新設トイレは障がい者や、乳幼児の利用に対応した多目的トイ

レの設置を進める他、商業施設等のトイレにベビーシートの設置や授乳

スペースの確保等、子育て支援設備の必要性の啓発と普及を促進します。 
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（3） 子どもが安全に生活できる環境づくりを進める 

全国各地で子どもに危険が及ぶ交通事故や犯罪被害が発生していることを踏まえ、警察や自治

会との連携を図りながら、地域ぐるみで子どもを守っていく体制の強化を進めます。 

施策 内容 

「こどもを守る安心

の家」の充実 

子どもたちの緊急避難場所である「こどもを守る安心の家」について、

町内の事業所やご家庭に一層のご協力をお願いし、子どもたちの安全を

守る地域づくりをさらに広げていきます。 

教育・保育施設では、非常時への対応の研修を継続的に実施します。 

安全・安心なまちづ

くりの推進 

通学路等の防犯外灯は、今後も必要に応じて設置していきます。 

「地域の子どもは地域で守る」意識を高め、犯罪が起こりにくい、連

帯感のある地域社会をつくるため、声かけ運動等、地域の協力をお願い

していきます。 

子どもの交通安全を

確保するための活動

の推進 

警察、学校、保育園等と連携しながら、実践的な交通安全教育に努め

るとともに、交通指導員や「子ども見守り隊」等、地域の協力を得なが

ら街頭指導を実施し、地域ぐるみで子どもを交通事故から守る活動を推

進します。 

虐待・いじめ・ 

不登校・差別の防止 

相談しやすい窓口を整備し、保護者の子育て不安や悩みが大きくなる

前に解消していきます。 

子どもからの発信を逃さないよう、子育て支援センター、保健師、保

育士、養護教員、スクールサポーター 等が連携して、虐待等の未然防止

と早期発見に努めます。 
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参考資料 
 

1 軽井沢町子ども・子育て会議条例・委員名簿 

軽井沢町子ども・子育て会議条例 

平成 25 年９月 27 日条例第 26 号 

改正 

平成 28 年 10 月 28 日条例第 23 号 

 

軽井沢町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項の規定に基づき、軽

井沢町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、子ども・子育て支援法第 77 条第１項各号に掲げる事務を処理する。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 17 名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱

する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 教育関係者 

(３) 幼稚園・保育園関係者 

(４) 児童福祉関係者 

(５) 知識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、及び資料の提

出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 会議の事務局は、教育委員会こども教育課に置く。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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軽井沢町子ども・子育て会議委員名簿 

任期 令和元年度１０月１日～令和３年９月３０日 

（役員改選等による退任後は前任者残任期間） 

  選出区分 氏名 備考 

1 

子
ど
も
の
保
護
者 

軽井沢町ＰＴＡ連合会代表 桑 原  純 一   

2 保育園保護者会連合会会長 金 箱  久 美   

3 児童館母親クラブ連合会代表 渡 邉  結 子   

4 幼稚園保護者会代表 山 本  典 史   

5 

教
育
関
係
者 

教育長職務代理者 平 澤  セツ子 会長 

6 東部小学校長 六 川    進   

7 中部小学校長 橋 詰  文 彦   

8 西部小学校長 牛 木  剛 二   

9 

幼
稚
園
・
保
育
園 

関
係
者 

保育園長代表 神 山  晶 子   

10 聖パウロ幼稚園長 土 屋  清 子   

11 軽井沢幼稚園長 高 石  久美子   

12 森のようちえん ぴっぴ 中 澤  眞 弓   

13 児
童
福
祉 

関
係
者 

民生児童委員 土 屋  栄 衛 副会長 

14 民生児童委員 瀬 原  智 利   

15 
知
識
経
験
者 

区長会長 岩 井  袈裟次   

16 放課後子ども教室コーディネーター 小井土    泉   
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2 計画の策定経過 

年月日 会議等 

令和元年７月 3 日～ 

７月 12 日 

第 2 期軽井沢町子ども・子育て支援事業計画策定のための 

アンケート調査の実施 

令和 2 年 1 月 14 日 

第 1 回軽井沢町子ども・子育て会議 

（1）軽井沢町子ども・子育て会議会長・副会長選出について 

（2）第 2 期軽井沢町子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

（3）その他 

 

令和 2 年 1 月 31 日 

第 2 回軽井沢町子ども・子育て会議 

（1）第 2 期軽井沢町子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

（2）その他 

令和２年 1 月 29 日～ 

２月１２日 
パブリックコメントの実施 

令和 2 年 3 月 2 日 

第 3 回軽井沢町子ども・子育て会議 

（1）第 2 期軽井沢町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

（2）特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

（3）その他 
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