
■ 平成２９年度「子育て応援プラン」事業一覧

１． 元気に子育て

■ 子育て中の母親が自ら解決する力を養い、自己肯定感を高め、育児をする
　 ことを目的とする
　▶ 内容○ ･･･ ＮＰファシリテータが1回2時間、計6回のプログラムを実施
　▶ 対象者 ･･･ 育児への困惑感や自信のなさを感じている2歳頃の子をもつ
　▷ ○○○ ･･･ 母親

健康推進課

■ 楽しく育児に取り組めるよう、ママのリフレッシュと各年齢期に適した健
　 康・食育教室を実施
　▶ 「お手軽エクササイズ」 ･･･ 50歳未満女性（託児あり）

健康推進課

■ 就学前の幼児に対するフッ素塗布及びフッ化物洗口を行う環境を整備し、
　 就学後のフッ化物洗口の効果をより向上させ、子どもの歯科衛生の更なる
　 推進を図る。
≪フッ素塗布≫
　▶ 対象者 ･･･ 1歳3ヵ月～就学前の児童　※自己負担800円あり
　▷ ○○○ ･･･ （月5回、保健センターで実施）

≪フッ素洗口≫
　▶ 保育所○○ ･･･ 9ヵ所で実施
　▷ ○○○○○ ･･･ ※1ヵ所はブラッシングにより歯科衛生を推進
　▶ 私立幼稚園 ･･･ 10園で実施　※未実施園：1園

　※北海道の支援事業（薬剤等現物支給）
　○○･･･ 実施初年度のみの支援（道支援を優先）

子育て支援室
健康推進課

２．安心子育て

■ 市内にマイホームを新築または購入し、本市に転入する子育て・若年者世
　 帯に対し助成金を交付し、持ち家取得による子育て・若年世代の市内への
　 移住を促進する
　▶ 対象者○ ･･･ 本市へ転入する「18歳以下の子どもがいる世帯」または
　▷ ○○○○ ･･･ 「夫婦ともに40歳未満の世帯」で、所要の条件を満たす者
　▶ 助成内容 ･･･ 100万円以上の住宅購入等費用に対し助成（上限80万円）
　▷ ○○○○ ･･･ ※市内業者が工事を施工する場合は、20万円を加算

※空家活用促進事業制度と併用した場合、最大200万円を助成

都市政策課

■ 市営住宅公募時に子育て世帯の抽選番号を一般世帯より増やし、子育て世
　 帯を優遇
　▶ 対象世帯 ･･･ 18歳（到達後最初の3月31日 ※4月1日生の子どもは18歳の
　▷ ○○○○ ･･･ 誕生日前日）までの子どもと同居している世帯
　▶ 優遇方法 ･･･ 抽選番号を1つ増やす

市営住宅課

■ 市内で住宅の新築または購入された子育て世帯に対し助成金を交付し、
　 持ち家取得による子育て世代の市内定住を促進する
　▶ 対象者○ ･･･ H26.1.2～H29.1.1までに対象住宅を自ら所有し居住する子
　▷ ○○○○ ･･･ 育て世帯で、所要の条件を満たす者
　▶ 助成内容 ･･･ 家屋等に係る固定資産税等の1/2相当額
　▶ 助成期間 ･･･ 固定資産税等を初めて賦課された年度から3年間

※H29.1.2以降の住宅取得者は対象外

都市政策課

■ 不妊治療のうち、体外受精・顕微授精・精子回収術等を受けた夫婦に対し
　 助成し、安心して子どもを産むことができるよう、負担の軽減を図る
　▶ 対象○ ･･･ 女性（妻）及び男性（夫）の不妊治療
　▷ ○○○ ･･･ ※北海道の「特定不妊治療費助成事業」の助成を受けた市民
　▷ ○○○ ･･･ ○が対象
　▶ 助成額 ･･･ 治療費に対し1回当たり5万円（上限）

健康推進課

歳入 ▲ 40,167

（単位：千円）

事業名 H29予算額 事業内容 所管課

≪新規≫
① 幼児親支援講座
　（ＮＰプログラム）

145

② 親子健康増進事業
　（ママを応援！育レッシュ事業）

278

③ 子どもの歯科衛生推進事業 1,633

≪新規≫
④ 子育て・若年者世代転入者
　 マイホーム購入助成

18,000

⑤ 市営住宅入居者公募抽選時の
　 子育て世帯優遇

－

⑥ 子育て世代持家住宅促進助成 17,794

⑦ 特定不妊治療費助成 2,200

≪拡充≫
⑧ 多子世帯・ひとり親世帯等の
　 保育料負担の軽減

■ 幼稚園・保育所の保育料負担を軽減
≪国制度改正≫
　▶ 市民税非課税世帯の第2子無償化
　▷ ※現行制度：第2子は半額、第3子以降は無償
　▶ 年収約360万円未満相当世帯（市民税課税世帯）の軽減措置を拡充

≪市単独事業≫
　▶ 18歳まで（18歳到達後の最初の3月31日まで）の子どもを3人以上養育して
　▷ おり、かつ市民税所得割額が30万1千円未満の世帯に対し、第3子以降無償

子育て支援室

8,369

資料４

－ 1／4 －



（単位：千円）

事業名 H29予算額 事業内容 所管課

◆ひとり親世帯や低所得世帯等に対する経済的負担の軽減や就職支援などを実
　施し、安定的な生活基盤の確立と、結婚や妊娠・出産、子育ての希望がかな
　う社会の実現を図る

ア）寡婦（夫）控除のみなし適用 歳入 ▲ 411

■ 婚姻歴のないひとり親家庭に対し、寡婦（夫）控除があるものとみなし、
　 幼稚園・保育所の保育料、市営住宅家賃を軽減
　▶ 対象事業 ･･･ 保育所の保育料・延長保育料・一時預かり利用料、私立幼
　▷ ○○○○ ･･･ 稚園就園奨励費補助金、市営住宅使用料（家賃）

子育て支援室
市営住宅課

イ）ひとり親家庭等ヘルパー派遣

■ 疾病等で日常生活に一時的に支障をきたすひとり親家庭に対し、ヘルパー
　 を派遣
　▶ 派遣対象 ･･･ 母子・父子家庭等のひとり親家庭で、疾病や看護等で日常
　▷ ○○○○ ･･･ 生活に一時的に支障をきたす場合
　▶ 対象要件 ･･･ 未就学児のいるひとり親家庭が就業上の理由により帰宅時
　▷ ○○○○ ･･･ 間が遅くなる場合に、定期的な利用も可能
　▶ 利用時間 ･･･ 8：00～19：00
　▷ ○○○○ ･･･ ※1事由につき、原則10日間（1日1回原則2時間）

子育て支援室

≪拡充≫
ウ）自立支援教育訓練給付

■ ひとり親家庭の親が受講する講座費用（市指定の職業能力開発の講座）に
　 対し助成
　▶ 助成額 ･･･ 受講費用の6割（上限20万円）
　▷ ○○○ ･･･ ※ただし、雇用保険の受給資格があり、一般教育訓練給付
　▷ ○○○ ･･･ ○（費用の2割（上限10万円））の支給を受ける「ひとり親」
　▷ ○○○ ･･･ ○に対しては、差額分を上乗せ支給（国制度改正による）

子育て支援室

エ）高等職業訓練促進給付

■ 看護師などの資格取得のために養成機関で修学するひとり親世帯の親に対
　 し、修学期間中の生活費を助成
　▶ 助成内容 ･･･ 看護師や保育士などの対象資格取得のため、1年以上修学し
　▷ ○○○○ ･･･ ている場合に3年間支給
　▷ ○○○○ ･･･ ※通信制も利用可
　▶ 助成額○ ･･･ ①促進給付：月額10万円
　▷ ○○○○ ･･･ ○○○○○：※市民税課税世帯は月額7万500円
　▷ ○○○○ ･･･ ②修了支援給付（一時金）：5万円
　▷ ○○○○ ･･･ ○○○○○○○（○○○）：※市民税課税世帯は2万5千円

子育て支援室

オ）高等学校卒業程度認定試験
　  合格支援給付

■ 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すひとり親家庭の親及び子が受講
　 する講座費用に対し助成
　▶ 助成額 ･･･ ①受講修了時給付：受講費用の2割
　▷ ○○○ ･･･ ②合格時給付○○：受講費用の4割
　▷ ○○○ ･･･ ※①と②を合わせて上限15万円

子育て支援室

カ）ひとり親家庭就業・自立支援
　  センター事業

■ 母子家庭の母親等の就業に関する相談、技能習得、就業情報提供、無料職
　 業紹介、講習会や関係機関との連携会議、養育費等に関する専門相談等を
　 行う
　▶ 国の「母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱」に基づき、北海道と共同
　▷ 実施（H23.10月開設）

子育て支援室

■ 生活困窮世帯の子どもが、高等学校等へ進学し充実した学生生活を送るこ
　 とにより、将来への希望を持って就学・就労できるよう、学生等のボラン
　 ティアが学習面について支援を行う
　▶ 対象○○ ･･･ 生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む）の中学生
　▶ 実施場所 ･･･ 3ヵ所
　▷ ○○○○ ･･･（蘭東（社協）・蘭西（文化ｾﾝﾀｰ）・蘭北（ｻﾝﾗｲﾌ室蘭））
　▶ 実施回数 ･･･ 月4回

生活支援課

■ 経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、給
　 食費等を助成し、負担の軽減を図る
　▶ 新入学時の学用品費の早期支給○ ･･･ H29.4月新入学から3月支給
　▶ 新入学時の学用品費の単価引上げ ･･･ 小学校：20,470円 ⇒ 40,600円
　▷ ○○○○○○○○○○○○○○○ ･･･ 中学校：23,550円 ⇒ 47,400円

学校教育課

■ 休日保育
　▶ 対象要件 ･･･ 両親とも休日に就労している市内保育所に在籍の子ども
　▶ 実施箇所 ･･･ 2ヵ所（常盤保育所、中島保育所）

■ 障がい児保育
　▶ 対象要件 ･･･ 障がいの程度が軽度・中度で、日々の通所ができる集団保
　▷ ○○○○ ･･･ 育が可能な原則3歳以上の子ども
　▶ 実施箇所 ･･･ 10ヵ所（全保育所）

■ 延長保育
　▶ 対象要件 ･･･ 保育所に入所中の満1歳以上の子どもで、保護者の仕事や家
　▷ ○○○○ ･･･ 庭の事情で保育が必要な場合
　▶ 延長時間 ･･･ 標準時間認定　18：30～19：30
　▷ ○○○○ ･･･ 短時間認定　7：30～8：30、16：30～19：30
　▶ 実施箇所 ･･･ 10ヵ所（全保育所）
　▶ 利用料○ ･･･ 200円/時間

■ 病児保育（体調不良児対応型）≪拡充≫
　▶ 対象要件 ･･･ 保育中に体調不良となった子ども
　▷ ○○○○ ･･･ ※保護者が迎えに来るまでの間
　▶ 実施箇所 ･･･ 4ヵ所
　▷ ○○○○ ･･･（東町保育所、ほくと保育園、港北保育所、常盤保育所）

■ 乳児保育
　▶ 対象要件 ･･･ 産後休暇明け（生後57日目以降）の乳児
　▶ 実施箇所 ･･･ 10ヵ所（全保育所）

子育て支援室

⑨ ひとり親世帯等への支援

136

71

1,200

150

2,000

≪拡充≫
⑩ 生活困窮者学習支援事業

3,132

≪拡充≫
⑪ 要保護・準要保護就学扶助

86,173

≪拡充≫
⑫ 特別保育事業
　（一時預かり事業を除く）

80,670
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（単位：千円）

事業名 H29予算額 事業内容 所管課

■ 一般型（保育所）
　▶ 対象要件 ･･･ 就労・在籍の要件なし（保護者の病気や育児疲れも対象）
　▶ 実施箇所 ･･･ 4ヵ所
　▷ ○○○○ ･･･（東町保育所、常盤保育所（休日一時も実施）、
　▷ ○○○○ ･･･（中島保育所、港北保育所）
　▶ 利用時間 ･･･ 月～土曜日 9：00～17：00　※常盤保育所は、日曜日・祝
　▷ ○○○○ ･･･ 日も実施
　▶ 利用料○ ･･･ 3歳未満児 1,600円/日、3歳以上児 1,200円/日
　▷ ○○○○ ･･･（休日一時は1,600円/日）

■ 幼稚園型（私立幼稚園）≪新規≫
　※「子ども・子育て支援新制度」に移行する私立幼稚園が実施する一時預か
　○り事業は、原則、私学助成から新制度の中で対応
　○「【H29新制度移行園】
　○「【（室蘭市）文化学園大学附属幼稚園
　○「【（登別市）白菊幼稚園、白雪幼稚園、カトリック聖心幼稚園
　▶ 対象要件 ･･･ 当該園の在園児
　▷ ○○○○ ･･･ ※少数であれば非在園児の受け入れも可能
　▶ 対象施設 ･･･ 2ヵ所（文化学園大学附属幼稚園、白菊幼稚園（登別市））
　▶ 利用時間 ･･･ 各園が定める時間
　▶ 利用料○ ･･･ 各園が定める料金

子育て支援室

■ 児童クラブ（直営：登録児のみ）
　▶ 実施箇所 ･･･ 2ヵ所（海陽、白鳥台）
　▶ 対象者 ･･･ 小1～小6まで

■ スクール児童館（業務委託：登録児＋自由来館）
　▶ 実施箇所 ･･･ 10ヵ所
　▷ ○○○○ ･･･（みなと、地球岬、大沢、高砂、水元、知利別、旭ヶ丘、
　▷ ○○○○ ･･･（八丁平、蘭北、本室蘭）

■ 児童センター（指定管理：登録児＋自由来館）
　▶ 実施箇所 ･･･ 2ヵ所（蘭中、蘭北）

■ 児童館（直営：自由来館のみ）
　▶ 実施箇所 ･･･ 1ヵ所（東町）

◎ 児童クラブ・スクール児童館の開設時間（登録児童に限る）
　▶ 開設時間 ･･･ （平日）放課後～18：30
　▷ ○○○○ ･･･ （土曜日・長期休暇）8：00～18：30
　▶ 延長利用料（18：00～18：30） ･･･ 100円/回

子育て支援室

■ 保護者等の送迎がなくても土曜・長期休業期間にスクール児童館を利用で
　 きるよう、送迎用のバス・タクシーを運行
　▶ 実施箇所 ･･･ 2館（みなとスクール児童館、蘭北スクール児童館）
　▷ ○○○○ ･･･ ※蘭北スクール児童館は、タクシーで送迎

子育て支援室

■ 認可外保育施設に入所する児童の健康、衛生、安全管理などにかかわる経
　 費への助成
　▶ 対象施設 ･･･ 2ヵ所（はだしっこ共同子供園、こどもの森幼保園）
　▷ ○○○○ ･･･ ※認可外保育施設のうち、事業所内保育施設及びベビー
　▷ ○○○○ ･･･ ○ホテルを除く
　▶ 対象経費 ･･･ 健康診断経費、歯科検診経費、検便経費（調理担当職
　▷ ○○○○ ･･･ 員）、職員研修経費

子育て支援室

■ 子育てに関する相談、親子のためのセミナー、交流スペース等の提供
　▶ 実施内容 ･･･ 各種講座、子育てサークルへの支援、子育てなんでも相談
　▷ ○○○○ ･･･ 会開催、サンデーパパ　　外
　▶ 実施箇所 ･･･ 2ヵ所
　▷ ○○○○ ･･･（子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内）、
　▷ ○○○○ ･･･（子育て支援センターらんらん（常盤保育所内））
　▷ ○○○○ ･･･（※ふれあいセンター主催事業のうち、一部事業は道営住宅
　▷ ○○○○ ･･･（○「であえーる」集会所（旧日新小跡地）で実施

子育て支援室

■ 特別支援学級のほか、普通学級に在籍する発達障がいの児童生徒に対する
　 特別支援教育支援員を増員
　▶ 小学校の普通学級における配置基準の見直し
　▷ ○≪現行≫学校からの申請を受け、計画書や学校訪問により配置校を決定
　▷ ○≪○○≫※H28は小学校12校に配置（1校1人）
　▷ ○≪拡充≫全小学校（陣屋・喜門岱を除く13校）に配置（1校1人）

学校教育課

■ 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設において障がい児本人
　 及び訪問先のスタッフに対する支援を行う

子育て支援室
【療育】

■ 子どもの心身の発達状況や支援内容を記載した支援ファイルを作成し、子
　 ども発達支援センター利用児童や特別支援学級通学児童、その他ファイル
　 利用を希望する児童の保護者に配布

子育て支援室
【療育】

≪拡充≫
⑬ 一時預かり事業

14,340

⑭ 放課後児童対策事業 209,980

⑮ スクール児童館専用送迎バス等運行 3,059

⑯ 認可外保育施設助成 190

⑰ 子育て支援センター事業 24,613

≪拡充≫
⑱ 特別支援教育支援員配置

105,353

⑲ 保育所等訪問支援事業 5,961

⑳ 発達障害児支援ファイル作成 138

－ 3／4 －



（単位：千円）

事業名 H29予算額 事業内容 所管課

■ 身体障害者手帳の基準に該当しない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入
　 等に対し助成し、日常生活における支援の充実を図る
　▶ 対象要件 ･･･ 18歳未満で、両耳の聴力レベルが30db以上70db未満の
　▷ ○○○○ ･･･ 難聴児
　▷ ○○○○ ･･･ ※ただし、所得要件あり
　▷ ○○○○ ･･･ （市民税所得割額46万円以上の者がいない世帯が対象）
　▶ 給付内容 ･･･ 補聴器の購入・修理に係る費用の2/3を給付

障害福祉課

３．楽しく子育て

■ 長寿命化計画に基づき、遊具等を更新
　▶ H29実施予定：5公園
　▷ H00○○○○（入江運動公園、常盤公園、中島本町公園、高砂北公園、
　▷ H00○○○○（日の出町2号公園）

土木課

■ 子育て中の親子の交流・情報交換や子育てに関する相談等の場を提供
　▶ 開設日 ･･･ 毎週月・水・金曜日、第2・第4土曜日
　▷ ○○○ ･･･ ※開設時間：10時～16時

子育て支援室
健康推進課

■ 地域子育てセミナーにおいて、父親と子どもが軽スポーツを通じて親
　 子の交流を図る講座を実施
　▶ 対象者 ･･･ 幼児または小学生を持つ親
　▶ 実施内容 ･･･ 2会場（市内小学校）で前・後期各5回実施
　▷ ○○○○ ･･･ （うち各1回で「父親との軽スポーツ交流講座」を実施）

子育て支援室

■ イルカ・クジラウオッチングを通して、子育て世代の親子が本市の貴重な
　 自然環境に親しみながら、大切に守り育てていく意識を育むとともに、留
　 学生や市外から来た学生を対象とすることで、市外や海外へのＰＲを図る
　▶ 室工大留学生・看護学院生 ･･･ 各15名
　▶ ノックスビル市来蘭中学生 ･･･ 20名
　▶ 一般公募（親子） ･･･ 60人

観光課

４．みんなで子育て

■ 子育て支援の事業を行う企業や団体を「子育て応援団」として登録し、地
　 域全体で子育てを応援する意識の醸成を図る

子育て支援室

■ 北海道と市町村が連携し、商工団体や企業等の理解と協力を得ながら、社
　 会全体で子育てを応援する
　▶ 対象者○ ･･･ 妊娠中の方もしくは小学生までの子どもがいる世帯
　▷ ○○○○ ･･･ ※対象となる子育て世帯に特典カードを配付
　▶ 特典内容 ･･･ 特典カードを提示することで、小売店や飲食店などの協賛
　▷ ○○○○ ･･･ 店で商品の割引やポイントカードのポイント割増などの特
　▷ ○○○○ ･･･ 典サービスが受けられる
　▷ ○○○○ ･･･ ※特典サービスの内容は、各協賛店が決める

子育て支援室

■ 男性従業員の多いものづくり・建設業界において、人手不足や人材確保・
　 育成が課題となっていることから、女性でも安心して働けるような職場環
　 境の改善を図る経費に対し助成し、女性従業員の仕事と子育ての充実を図
　 る
　▶ 対象経費 ･･･ ものづくり現場の工事事務所への女子トイレ・女子更衣
　▷ ○○○○ ･･･ 室・女子シャワー室や託児スペース等の増設・造作工事費
　▶ 補助内容 ･･･ 補助率1/2（※上限200万円）

産業振興課

歳入 ▲ 40,578

歳出 629,598

㉑ 軽度・中等度難聴児補聴器給付 74

㉒ 公園整備（交付金事業） 30,000

㉓ つどいの広場（サンキッズ）
　 運営管理

8,534

㉔ 地域子育てセミナー
　（父親と子どもの交流講座の実施）

－

㉘ 女性向け職場改善・魅力アップ
　 支援事業
　（ものづくり・建設業等人材確保
　　支援事業）

4,000

㉕ ネーチャー・ウオッチング事業 699

㉖ 子育て応援企業等登録事業 706

㉗ どさんこ・子育て特典制度 －

－ 4／4 －


