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子ども・子育て支援に係る北広島市の現状について 

 

１ 北広島市の状況 
 

【面積】１１８．５４k㎡ 

【人口】６０，０４４人             （平成 25年 3月 31日現在） 

東部地区 西の里地区 大曲地区 西部地区 団地地区 

15,733人 6,658人 17,209人 4,123人 16,321人 

【子ども人口】                 （平成 25年 3月 31日現在） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 

309 人 383 人 404 人 440 人 466 人 485 人 494 人 500 人 556 人 616 人 585 人 646 人 

計 5,884人（9.8％） 

 

2 北広島市における就学前教育・保育の状況（平成 25年 5月 1日現在） 
 

○就学前教育（幼稚園）の状況 

幼稚園の総数 ８施設（総定員数 １，２２０人 利用児童数 ９０５人） 

施設名 地区 定員数 施設名 地区 定員数 

広島天使幼稚園 東部 140人 広島幼稚園 東部 160人 

広島大谷幼稚園 団地 100人 大曲大谷幼稚園 大曲 240人 

広島わかば幼稚園 団地 160人 札幌自由の森幼稚園 西の里 130人 

広島かおり幼稚園 団地 80人 大地太陽幼稚園 大曲 210人 

 

○保育（認可保育所）の状況 

 保育所の総数 ９施設（総定員数 ６９０人 利用児童数 ７２０人） 

施設名 地区 定員数 施設名 地区 定員数 

すみれ保育園 団地 120人 大曲いちい保育園 大曲 70人 

すずらん保育園 団地 90人 大地太陽森の家保育園 大曲 30人 

稲穂保育園 東部 90人 大曲はだかんぼ保育園 大曲 100人 

西の里きらきら保育

園 

西の里 70人 大谷むつみ保育園 大曲 60人 

はだかんぼ保育園 東部 60人    

 

○その他の施設 

民間認可外保育園 １施設（総定員数 ２０人 利用児童数 １８人） 

施設名 地区 定員数 施設名 地区 定員数 

あおぞら保育園 西部 20人    
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3 北広島市における地域子ども・子育て支援事業の状況 

  子ども・子育て支援法に規定される「地域子ども・子育て支援事業」に類する事

業について、北広島市は次のとおり実施しています。 

 

○地域子育て支援拠点事業 

常設施設 1か所・保育所併設施設 2か所の「地域子育て支援センター」で、子育て

中の親子の交流を行うとともに、子育てについての相談、情報提供、助言などの援助

や子育てサークルへの支援を行っています。 

平成 24年度実績 

施設名 類型 地区 延べ利用者数(年) サークル支援数(年) 

あいあい 常設 東部 7,810人 4回 

どんぐり 保育所併設 西の里 3,858人 39回 

ぶらんこ 保育所併設 大曲 3,188人 3回 

 

○一時預かり事業 

保護者の疾病や就業、リフレッシュ等により一時的に児童の保育が必要なときに保

育園で預かる事業で、現在３か所の保育園で実施しています。 

平成 24年度実績 

施設名 地区 延べ利用者数(年) 備考 

すみれ保育園 団地 1,088人 休日保育を含む 

西の里きらきら保育園 西の里 309人  

大谷むつみ保育園 大曲 335人  

 

○乳児家庭全戸訪問事業 

生後２か月までに保健師が訪問し、乳児や母親の心身の状況等を把握し、子育て情

報の提供や育児不安等に関する相談や指導を行っています。 

平成 24年度実績 

訪問対象家庭数 家庭訪問実績数 実施率 

310件 305件 98.4％ 

 

○養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

妊産婦の悩みや不安等に対し、保健師による面接や電話での相談、指導を行う事業

や、「北広島市要保護児童対策地域協議会」を設置し、要保護児童等に関する情報そ

の他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護

児童等に対する支援の内容に関する協議を行っています。 

平成 24年度実績 

妊産婦健康相談 面接相談 222人  電話相談 112人 

要保護児童対策地域協議会 代表者・実務者会議 1回 個別ケース検討会議 12回 
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○ファミリー・サポート・センター事業 

育児や介護を受けたい人と行える人たちが会員になり、有料で互いに援助しあう会

員組織の事業を行い、子育て支援を行っています。 

平成 24年度実績 

年度末登録会員数 協力会員 両方会員 利用会員 利用件数 

443人 58人 22人 363人 602件 

 

○子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により、家庭で児童の養育が困難なとき、児童養護施設で一

時的（ショートステイ事業）又は夜間、休日（トワイライトステイ事業）に子どもを

預かる事業を行っています。 

平成 24年度実績 

施設名 事業名 利用実人員 延べ利用日数 

天使の園 
ショートステイ事業 3人 66日間 

トワイライトステイ事業 1人 78日間 

 ※平成 25年度から市内 1施設を追加 

 

○延長保育事業 

保護者の勤務形態の多様化に対応するため、通常の 11 時間を越えて児童を預かる

事業を行っています。 

平成 24年度実績 

実施施設数 延べ利用者数（年） 

9保育園 7,007人 

 

○病児・病後児保育事業 

子どもの急な病気等に、有料で互いに援助しあう会員組織の緊急サポートネットワ

ーク事業を行い、子育て支援を行っています。 

平成 24年度実績 

協力会員 利用会員 利用件数 

35人 65人 32件 

 

○放課後児童クラブ（学童クラブ） 

保護者が就労や疾病などにより昼間家庭にいない小学校１年生から３年生までの

児童（障がいを持つ児童は 4年生まで）を、授業終了後等に、家庭に代わる生活の場

を提供し、適切な遊びや生活指導行うことにより、児童の健全な育成を図るとともに、

保護者の仕事と子育ての両立を支援しています。 

実施施設数 定員総数 児童数（4月 1日現在） 

10か所 480人 471人 
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○妊婦健診 

受診票（妊婦一般健康診査 14枚、超音波検査 6枚）を発行して健診受診を促進し、

健康な子どもの出産を支援しています。 

平成 24年度実績 

受診実人数 受診延べ人数 

492人 5,358人 

 



推進事業名 事業の内容 現状
（平成21年度）

目標
（平成26年度）

平成24年度の取組み

地域子育て支援センター
事業の推進

子育て中の親子の支援のた
め常設の基幹となる施設を
整備するとともに地域の保
育園を利用して、遊びや交
流の場を提供、子育てｻｰｸﾙ
支援を行う

４か所
（保育園４）

３か所
(専用施設１
保育園２）

延べ支援利用者数
サークル支援活動数
あいあい　7,810人　4回
ぶらんこ　3,188人　3回
どんぐり　3,858人 39回

子育てサークル交流会
年1回開催　28人
ファミリーサポートセン
ター事業との合同交流会年1
回開催 220人

ファミリーサポート･セ
ンター事業の推進

育児や介護を受けたい人と
行える人たちが会員にな
り、有料で互いに援助しあ
う会員組織の事業を行い、
子育てを支援する

１か所 １か所

年度末登録会員数 443人
協力会員　　 　　 58人
両方会員　　 　　 22人
利用会員　 　　　363人
利用件数　 　　　602件

通常保育事業の充実
保育需要の増加に対応した
受け入れ体制の整備や定員
増を図る（保育園増築）

定員
605人

定員
640人

クラス拡大等を柔軟に行
い、受入れ体制を強化した

乳児保育事業の推進
生後７週目以後の乳児の保
育を進める

８園 ８園
9園で延べ861名の0歳児保育
を実施

障がい児保育事業の推進
障がいを持つ子どもの保育
を進める

７園 ７園
8園で受入れ可能
年度末、4園で9名の障がい
児保育を実施

一時預かり事業の推進

保護者の疾病や就業、リフ
レッシュにより一時的に児
童の保育が必要なとき保育
園で預かる事業を拡大する

２か所 ３か所

【年間延利用人数】
すみれ保育園　1,088人（休
日含む）
西の里きらきら保育園
　　　　　　　　309人
大谷むつみ保育園335人

病児・病後児保育事業の
検討

疾病にかかっている6歳未満
の児童を、保育所、病院等
において適当な設備を備
え、保育を行うことを検討
する

検討 検討

緊急サポートネットワーク
事業で実施
年度末利用会員数　65人
年度末協力会員数　35人
利用実績　　　　　32件

延長保育事業の推進

保護者の勤務形態の多様化
に対応するため、通常の11
時間を越えて児童を預かる
事業を拡大する

６園 ８園
利用実員数は公立816名、私
立257名

保育所地域活動事業の推
進

保育園児と地域の子ども達
やお年寄りとの交流を行う

８園 ８園
動物園バス遠足、老人福祉
施設訪問等を実施

休日保育事業の推進

保護者の勤務形態の多様化
に対応するため、日曜日・
祝日に児童を預かる事業を
行う

検討 １園
一時預かり事業の拡大とし
てすみれ保育園にて実施
延利用人数300名

高齢者等と子どもの世代
間交流の推進

保育園地域活動による高齢
者との交流事業や児童セン
ターにおける異世代交流を
開催する

実施 継続

保育園は大谷むつみ、大曲
はだかんぼ、大曲いちい、
すずらんの4園で実施
児童センターは2箇所で実施

乳幼児ふれあい体験の実
施

生徒が保育園で乳幼児との
交流を通して、こどもを育
てることの意義について理
解を深める

実施 継続 認可保育園7園で実施

子育て相談（保育園）の
充実

保育園において地域活動事
業などで子育て相談や情報
提供を行う

全園 全園 全園で実施

　　北広島市次世代育成支援対策推進行動計画

　後期行動計画（Ｈ２２～Ｈ２６）の進捗状況から抜粋
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推進事業名 事業の内容 現状
（平成21年度）

目標
（平成26年度）

平成24年度の取組み

保育園、幼稚園等と小学
校の連携

保育園、幼稚園等から小学
校への円滑な移行のため連
携強化を図る

実施 継続
「幼児教育の連携に関する
懇話会」を開催し、連携強
化に向け検討を実施

幼稚園における預かり保
育事業

保護者の就業等に対応する
ため、保育時間終了後も幼
稚園で預かる

全園 全園
全園（8園）で実施
年間延べ利用園児数
24,660人

私立幼稚園就園奨励補助
金の交付

幼稚園就園による入園料及
び保育料の保護者負担を支
援し、幼児教育を推進する

実施 継続
19園、児童数 773名に対し
補助を実施

私立幼稚園就園準備金の
支給

私立幼稚園が実施する子育
て支援事業への参加に要す
る費用の一部を助成する

実施 継続 園児202名に対し助成を実施

子 育 て 短 期 支 援 事 業
（ショートステイ事業）
の推進

保護者の疾病等の理由によ
り、家庭で児童の養育が困
難なとき、児童養護施設で
一時的に養育する

１か所 １か所
市内1施設で実施
利用実人員　3人
延利用日数　66日間

子育て短期支援事業（ト
ワイライトステイ事業）
の推進

保護者の仕事等の理由によ
り、家庭で児童の養育が困
難なとき、児童養護施設で
夜間、休日に養育する

― 検討
市内1施設で実施
利用実人員　1人
延利用日数　78日間

赤ちゃん訪問の実施
(乳児家庭全戸訪問事業)

生後２か月までに保健師が
訪問し、乳児や母親の心身
の状況等を把握し、子育て
情報の提供や育児不安等に
関する相談や指導を行う

実施 継続
訪問対象者　310件
訪問数　　　305件
実施率　　　98.4％

妊産婦健康相談の推進
妊産婦の悩みや不安等に対
し、保健師による面接や電
話での相談、指導を行う

実施 継続
面接　222人
電話　112人

妊婦一般健康診査の実施
受診票を発行して健診受診
を促進し、健康な子どもの
出産を支援する

一人
14回分

継続

受診(一般＋超音波)
実人数　492人
延人数　5,358人
うち有所見者延人数　81人

放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）の充実

放課後に保護者のいない留
守家庭の小学生１～３年生
に対する健全育成事業の充
実を図るとともに、４年生
の入所について検討する

９か所
実績見込
４５０人

定員
４３０人

９か所
実績見込
４６０人

定員
４４０人

○10か所を運営
　（定員480人）
○入所希望者の多い学童ク
ラブについては、指導員を
増員し、定員以上の受け入
れを行った

児童館の整備、運営の充
実

児童の遊び場、居場所づく
りのため、児童館の整備・
運営を行う

２か所 ３か所

児童センター2か所（輪厚、
大曲）の運営及び（仮称)北
広島団地児童センターの平
成26年度開設に向けた準備

放課後子ども教室の開設

放課後や週末等に小学校の
余裕教室等を活用して、子
どもたちに、地域の支援者
等によるスポーツや文化の
体験活動の機会を提供する

検討 １か所

7月大曲小学校放課後子ども
教室開級
40回開催、延べ参加人数
7,201名

仕事と子育ての両立のた
めの広報・啓発

関係機関と連携し、労働基
準法、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法等の
周知を図る

実施 継続

各種制度のポスターやパン
フレットの設置とともに、
広報やホームページを活用
し周知

こども発達支援センター
の運営

発達の遅れや障がいのある
児童に療育支援を行い、保
護者の子育てを支援する

85人 継続
延べ利用契約者数　99人
利用延べ人数　 2,965人
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