
第１８回佐賀市子ども・子育て会議 
 

日時:令和２年１月２８日（火） 
１９:００～ 

場所:本庁 ４階    大会議室 
 

次    第 
 

１ 開会 
 

２ 議題 
(1) 利用定員の設定について 

 
(2) 次期子ども・子育て支援事業計画について 

・パブリックコメントに関する報告 
・パブリックコメント後の変更 

 
３ 閉会 
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佐賀市子ども・子育て会議委員 
任期 平成３０年１月３０日～令和２年１月２９日 

令和２年１月２８日現在 

 

  

No 所属団体名等 委員名

1 西九州大学こども学部教授 会⾧　　髙尾
た か お

　兼利
かねとし

2 佐賀女子短期大学名誉教授 副会⾧　吉牟田
よ し む た

　美代子
み よ こ

3
佐賀市私立幼稚園・認定こども園連合会副
会⾧ 福元

ふ く もと

　芳子
よ し こ

4 佐賀市私立保育園会会⾧ 中
なかとみ

臣　　健
つよし

5 はとぽっぽう園⾧（小規模保育Ａ型） 松永
まつなが

　由美
ゆ み

6 届出保育所連絡支援会 吉村
よ しむら

　直記
な お き

7 佐賀市医師会理事（小児科） 橋野
は し の

　かの子
か の こ

8 佐賀市医師会監事（産婦人科） 田中
た な か

　博志
ひ ろ し

9
佐賀市民生委員児童委員協議会
児童福祉推進部会⾧ 山下

やました

　一徹
いってつ

10 佐賀商工会議所総務課⾧ 坂井
さ か い

　俊彦
と しひ こ

11 連合佐賀アドバイザー 弥
や

吉
よ し

　正
まさたか

孝

12 佐賀市ＰＴＡ協議会副会⾧ 佐伯
さ い き

　朝美
と も み

13 佐賀市子育てサークル連絡会代表 吉村
よ しむら

　純子
じゅ んこ

14 公募委員 金田
か ね た

　亜紀子
あ き こ

子育てサークル関係者

公募

 認可外保育施設関係者

医療機関関係者

医療機関関係者

地域関係者

企業関係者

労働者代表

子育て当事者

地域型保育関係者

区分

学識経験者

学識経験者

幼稚園関係者

保育園関係者
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【参考】令和元年度 佐賀市子ども・子育て会議 事務局 
令和２年１月２８日現在 

 

部署 職名 氏名

子育て支援部 子育て支援部⾧ 今井
い ま い

　剛
つよし

保育幼稚園課 子育て支援部副部⾧兼保育幼稚園課⾧ 大松
おおまつ

　明浩
あきひろ

子育て支援部保育幼稚園課副課⾧兼幼保支援係⾧ 川副
かわそえ

　清隆
きよたか

子育て支援部保育幼稚園課副課⾧兼幼保事業係⾧ 大坪
おおつぼ

　裕樹
ひ ろ き

子育て支援部保育幼稚園課主幹兼入所・入園係⾧ 石丸
いしまる

　登
と

士
し

子
こ

子育て支援部保育幼稚園課幼保事業係
（子ども・子育て会議　担当） 荒巻

あらまき

　正英
まさひで

子育て支援部保育幼稚園課幼保事業係
（子ども・子育て会議　担当） 新

あらた

　大介
だいすけ

子育て総務課 子育て支援部子育て総務課⾧ 久富
ひさとみ

　和彦
かずひこ

子育て支援部子育て総務課参事兼副課⾧兼子育て政策係⾧ 馬場
ば ば

　文則
ふみのり

子育て支援部子育て総務課主幹兼児童育成係⾧ 塚原
つかはら

　貴史
たかふみ

こども家庭課 子育て支援部こども家庭課⾧ 山崎
やま さき

　浩二
ひ ろ じ

子育て支援部こども家庭課副課⾧兼子育てコーディネート係⾧ 末次
すえつぎ

　伊
い

津
つ

子
こ

健康づくり課 保健福祉部健康づくり課⾧ 古田
ふ る た

　一陽
いちよう

保健福祉部健康づくり課主幹兼母子保健係⾧ 山口
やま ぐち

　さだ子
さ だ こ

担当部署

保育幼稚園課

子育て総務課

こども家庭課

健康づくり課

養育支援訪問事業

子育て短期支援事業

妊婦健康診査

乳幼児家庭全戸訪問事業

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

一時預かり事業

一時預かり事業（幼稚園の預かり保育）

延⾧保育事業

病児・病後児保育事業

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

地域子育て支援拠点事業

佐賀市子ども・子育て支援事業計画　事業の担当部署
事業名

教育・保育の提供

利用者支援事業
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利用定員の設定 
 
 
 

（１）幼稚園 東与賀幼稚園 
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１ 意見聴取の目的 
「教育・保育施設」、「地域型保育事業」の運営開始の申請がなされた場合、その利用定員の設定にあたり、佐

賀市は「佐賀市子ども・子育て会議」の意見を聴取する必要がある。 

※新規設定のみ。定員の変更については、意見聴取は不要。 

２ 事業開始までの流れ 
①市による施設の認可 

②市による施設の利用定員の設定 ★ 

③市による施設の確認（運営基準の遵守のため市町村が指導監督を実施） 

④施設の運営開始 

３ 今回の意見聴取 
利用定員の設定についての審議 

 

４ 利用定員の設定に係る注意点 
①在園児童は、基本的に同じ園の上のクラスにあがるので、定員は、基本的に年齢が上がるにつれて増やし、又は

同数で設定する必要がある。 

 

②今回の案件は、幼稚園の運営形態を移行するもの（旧制度（私学助成）⇒新制度（施設型給付）） 

※私学助成・・・県から助成を受けて運営する運営形態 

※施設型給付・・・子ども・子育て新制度に基づく給付を受けて運営する運営形態 

③今回の変更は、行政からの支援方法が変更されるだけで、幼稚園としての位置づけ、教育内容などが変わるもので

はない。 

  

1号

(増減)

２号

(増減)

３号
1・2歳
(増減)

３号
0歳

(増減)
合計

120 ― ― ― 120
(▲80) (▲80)

令和2年
4月1日

（予定）

校区

利用定員

開始年月日施設の種類

1 幼稚園（施設型給付）東与賀幼稚園 移行 南部 東与賀

No 施設名
新規・
移行

区域

パターン１ パターン2
5歳クラス １５人 １０人
4歳クラス １５人 １０人
3歳クラス １５人 １０人
2歳クラス 　５人 １０人

クラス 定員 年齢が上がるにつれて 
増やす、又は同数 
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【設置場所】 

 

 

事業類型

申請者

設置場所

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

－ － 15人 35人 35人 35人 120人

開園日 令和２年４月１日（予定）

利用定員
１号

佐賀市東与賀町大字飯盛５０３番地

名称
ひがしよかようちえん

東与賀幼稚園

幼稚園（施設型給付）　※私学助成からの移行

学校法人東与賀幼稚園

1号 ２号
３号

1・2歳
３号
0歳

合計

計画値　（H26意向調査）
計画に含まれています。
（幼稚園 （私学助成））

125 ― ― ― 125

現状 幼稚園 （私学助成）
（利用定員ではなく、認可定員）

200 ― ― ― 200

今回の設定　（R01） 幼稚園（施設型給付） 120 ― ― ― 120

▲ 80 0 0 0 ▲ 80

施設名 東与賀幼稚園
利用定員

変動（今回の設定－現状）

（１）幼稚園 東与賀幼稚園 
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新規　利用定員（希望）
H29.
5月

H29.
6月

H29.
7月

H29.
8月

H29.
9月

H29.
10月

H29.
11月

H29.
12月

H30.
1月

H30.
2月

H30.
3月

H30.
4月

H30.
5月

H30.
6月

H30.
7月

H30.
8月

H30.
9月

H30.
10月

H30.
11月

H30.
12月

H31.
1月

H31.
2月

H31.
3月

H31.
4月

R01.
5月

R01.
6月

R01.
7月

R01.
8月

R01.
9月

R01.
10月

認可定員 満3歳児(2歳児)～5歳児 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

満3歳児(2歳児) 4 6 7 9 11 14 14 14 16 15 17 1 1 1 3 4 6 7 11 12 14 15 17 0 1 3 4 7 10 14
3歳児 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 31 34 34 35 35 36 36 36 35 35 35 35 29 30 29 30 30 30 30
4歳児 36 36 36 36 36 36 35 35 36 36 36 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 34 31 31 31 31 31 32
5歳児 44 44 44 44 45 45 46 46 47 47 47 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 41 41 41 41 41 41
合計 122 124 125 127 130 133 133 133 138 137 139 108 111 111 114 116 119 120 124 124 126 127 129 104 103 104 106 109 112 117

３号0歳
３号1・2歳
２号
２号３号合計
入所児童 122 124 125 127 130 133 133 133 138 137 139 108 111 111 114 116 119 120 124 124 126 127 129 104 103 104 106 109 112 117
新規利用定員　３号0歳

新規利用定員　３号1・2歳

新規利用定員　２号

新規利用定員　保育合計

新規利用定員　１号 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

利用定員
（新規）

１号： 120

東与賀幼稚
園 入所児童

（実績）

児童
（集計）

122 124 125 127 130 133 133 133 138 137 139

108 111 111 114 116 119 120 124 124 126 127 129

104 103 104 106 109 112
117
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H
29.12
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H
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月

H
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月

H
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月

H
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月

H
30.5

月

H
30.6

月

H
30.7

月

H
30.8

月

H
30.9

月

H
30.10

月

H
30.11

月

H
30.12

月

H
31.1

月

H
31.2

月

H
31.3

月

H
31.4

月

R01.5月

R01.6 月

R01.7 月

R01.8 月

R01.9 月

R01.10
月

入所児童 新規利用定員 １号 認可定員

入所児童数は、減少傾向

（保育ニーズの高まりの影響）

今年度の5歳児（41名）が卒園すれば、

来年度は、およそ105名の見込み
・3～5歳 各30名程度

・満3歳 15名程度

●認可定員・利用定員（認可定員≧利用定員）
◆認可定員 施設（幼稚園）の設置の認可を受ける際に、県が設定するもの

◆利用定員 子ども・子育て支援新制度における給付費の単価水準を決めるもので、

直近の実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえて、市が設定するもの

4 
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次期子ども・子育て支援事業計画（案）に係るパブリック

コメントに関する報告（意見とその回答案） 
 
 
 

（１）パブリックコメントの概要 
（２）主な意見とその回答案 

 
  

資料３ 
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（１）パブリックコメントの概要 
ア 実施期間     令和元年１１月１日（金）～同年 12 月２日（月） 

イ 意見提出者   １６名 

ウ 意見件数     ２１件（一人で複数件の意見あり。内容が重複するものを含む。） 

No 内容 件数 担当課 

1～15 放課後児童クラブについて 15 件 子育て総務課 

16 子どもの貧困対策について 1 件 子育て総務課 

17 副食費の無償化について 1 件 保育幼稚園課 

18 子どものための条例の制定について 1 件 社会教育課 

19 親のための家庭教育について 1 件 社会教育課 

20 意識調査について 1 件 保育幼稚園課 

21 基本施策に係る具体的な方策について 1 件 保育幼稚園課 

 
（２）主な意見とその回答案 

No 内容 意見 回答案 

1 放課後児童ク

ラブについて① 

民間の放課後児童クラブ事業者に

対し、運営経費等（支援員の確保・

待遇改善、場所の確保、施設の設備・

借り上げなどに係る経費）の補助を望

む。 

現時点では、民間の放課後児童クラ

ブへの補助は考えていない。 

しかしながら、待機児童の解消に向

けてどのような手法が有効か、関係機関

や関係団体に意見を聴きながら検討し

ていきたい。 

2 放課後児童ク

ラブについて② 

児童の居場所として、リラックスして、

遊びこめる場所にしてほしい。 

保護者が安心して働ける、放課後児

童クラブにしてほしい。 

子どもたちに寄り添い、子ども達に今

一番必要なものをみんなで考え、子ども

達と遊びこめる支援員が必要だと思う。 

本市では、条例に基づき、次の基準に

沿った運営を行っている。 

・専用区画（遊びと生活の場など）

を設ける 

・専用区画の面積は、児童１人につ

きおおむね１．６５㎡以上 

・支援単位（おおむね４０人以下

の児童）ごとに、放課後児童支

援員（県が実施する研修を修

了）を１人以上配置 

また、巡回指導員による巡回指導のほ

かに、児童の支援に関する研修を実施す

るなど、支援員のスキルアップを図ってい

る。 

3 放課後児童ク

ラブについて③ 

待機児童解消に向けて、市として、

次の取組みが必要である。 

①場所の確保（空き教室、校庭内 

場所の確保については、①「学校施

設内の余裕教室等」、②「学校周辺の

公共施設等」、③「学校施設内への専 
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  プレハブ、小学校近郊の空き家等） 

②支援員の確保（待遇改善。最低

時給１，２００円。中心になる

支援員はフルタイム。） 

用館の設置」の順で検討し、実施して

いる。 

支援員の確保については、質を確保

するために、「時間給の指導員に加え、

月給制の嘱託職員の採用」、「指導員

の時給額のアップ」、「県が実施する研

修を受講修了した指導員には支援員

手当を支給」などの処遇改善を実施し

ている。 

また、令和２年度からは、一定の条件

を満たせば、期末手当や通勤手当を支

給する予定である。 

4 放課後児童ク

ラブについて④ 

小学４年生からも受入れをお願いし

たい。 

小学３年生の子どもが、来年小学

４年生になるため、放課後の子どもの

居場所を悩んでいる。他の小学３年生

の子どもの保護者にも、悩んでいる人は

多くいる。 

受入にあたっては、低学年の児童を

優先的に受け入れ、４年生以上につい

ても順次受け入れている。 

場所と指導員の確保が追いつかず、

一部の校区を除き４年生以上の受け

入れが出来ていない状況だが、今後も

引き続き、場所と指導員の確保を行

い、４年生以上の受け入れを拡大して

いきたい。 

5 放課後児童ク

ラブについて⑤ 

毎年８０名の増を計画しているが、

待機児童が多い校区を優先するのか、

複数の学校を対象にわずかずつ増加さ

せるのか、その内容が不明である。 

令和２年度までに数百人の確保増だ

が、方策はどのような内容なのか。 

場所の確保については、待機児童が

生じている校区を優先的に実施してい

る。 

令和２年度の確保については、すで

に場所を確保している校区や令和２年

度に追加して場所を確保する校区など

を見込んでいる。 

6 子どもの貧困

対策について 

国の「子どもの貧困対策大綱」が５

年ぶりに見直された。 

大綱の基本的方針に掲げられた

「親の妊娠・出産から子どもの社会的自

立までの切れ目のない支援」、ライフステ

ージに応じた早期の課題把握や支援の

多様化は、今、一番必要なことである。 

佐賀市が、これらにいち早く取り組む

ことを明記してほしい。 

本市としても子どもの貧困対策は、重

要な課題であると認識している。 

本市においても負の連鎖を断ち切り、

『現在から将来にわたり、全ての子ども

達が夢や希望を持てる社会』を目指す

ため、子どものライフステージに応じた支

援に努めるとともに、遊び場や食事の提

供及び学習支援等の多面的な支援を

行う地域における子どもの居場所づくり

を推進し、地域で見守り支えあう子育て

を推進していきたい。 
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   ※基本施策１「地域における子育

て・親育ちへの支援」基本事業３

「子育てを地域で支える環境づく

り」に追記予定 

7 副食費の無償

化について 

給食は、大切な教育、保育の指導内

容である。 

幼児教育の無償化の一環として、副

食費についても、無償化してほしい。 

副食費を含む給食費については、幼

児教育・保育の無償化が実施される以

前から、家庭保育の保護者と同様に保

護者負担が原則であるとされていることか

ら、無償化後も保護者に負担していただ

きたい。 

ただし、経済的な負担等を考慮し、世帯

年収が３６０万円未満に相当する世帯の

子どもや第３子以降の子どもに係る副食費

については、免除する。 

8 子どものための

条例の制定に

ついて 

平成２０年から取り組まれている「子

どもへのまなざし運動」を推進するために、

「佐賀市未来を託す子どもを育むための

大人の役割に関する条例（まなざし条

例）」が制定されているが、これは大人の

役割を定めたものである。 

「児童の権利に関する条約」にあるよう

に、「子どもの幸せを第一に考え、子ども

の利益が最大限に尊重されるよう…」取

り組んでいくのであれば、佐賀市でも、子

どもの育成・支援・保護を目的に掲げた

「子どものための条例」を制定し、子どもの

基本的人権に十分配慮し、一人一人を

大切にした教育が行われることを望む。 

「まなざし条例」には「大人は、子どもの

権利の尊重に努めること。」という基本理

念が定められており、本市はこの「まなざし

条例」を「子どもの利益が最大限に尊重

される」ことを趣旨とした条例であると認識

している。 

この条例を基に、「家庭」、「地域」、

「企業等」、「学校等」の４つの場におい

て、「命」、「自立」、「他者とのかかわり」、

「子どもを取り巻く環境」の４つの視点を

もとに、１６の具体的な「大人の行動指

針」を定め、市民総ぐるみで子どもへのま

なざし運動を推進している。 

従来から取り組んでいる「まなざし条

例」に基づく「子どもへのまなざし運動」の

推進を重要視していくべきと考えており、

現状として、新たな条例の制定について

は、考えていない。 

9 親のための家

庭教育につい

て 

子どもだけでなく親も共に育っていくには

「家庭教育」が大事である。「家庭教育」

は「社会教育」の全ての出発点になる。

一番根底になる。 

「就学前の家庭教育講座」だけでな

く、子どもの年代に応じた切れ目のない取

り組みが必要だと感じる。 

家庭教育は、子どもに命の繋がりの大切

さを伝えたり、子どもの自立を促すことを目

的として基本的生活習慣を身に付けさせ

るなど、子どもにとって最も重要な教育の出

発点になる。 

本市では、保護者を対象に、市内の

公立小中学校で開催される新入学説明 
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  さまざまな社会の変化を追いかける施

策でなく、変化に備える施策となれば、よ

り安心した子ども・子育て支援を推進して

いけると思う。 

会を活用した「家庭教育講座」のほか、

市内全域において希望される団体に対し

て講師の派遣事業を実施している。 

今後も引き続き市民の皆様へ本事業

の周知に努めていきたいと考えている。 

10 意識調査につ

いて 

意識調査の回答者が少なく、どれくら

い合理性があるか心配である。 

調査の方法についても検討してほし

い。 

意識調査の対象は、佐賀市内の０

歳から小学６年生までの児童がいる世

帯で、本年５月末現在における対象

児童数は、およそ２５，０００人であ

る。 

この児童数に対する調査で、信頼度

９５％、標本誤差５％とするために必

要な回答数（※）は統計学上およそ

３８０件である。 

※必要回答数 

25,000÷[{(0.05÷1.96)２×

(25,000-1)×4}＋1] ≒ 380 

本調査の回答数は１，６１０件であ

ることから、十分な数の回答が得られた

ものと考えている。 

また、対象者を抽出する際にも、各

小学校区の学年ごとの人口を考慮する

などして、校区と児童年齢に偏りが生じ

ないような工夫をしているところである。 

11 基本施策に係

る具体的な方

策について 

具体的な方策について知りたいので、何

らかの方法で教えてほしい。 

本計画には、基本理念の実現に向けて

６つの基本施策と２１の基本事業の方

向性を定めている。そして、基本事業の具

体的な方策として関係各課が担当する個

別事業がある。 

この個別事業については、その一覧を

本計画の巻末に掲載する。（別表参

照） 

 



子ども・子育て支援計画施策体系一覧 別表
 

担当課 事業内容

1 地域における子育て・親育ちへの支援

① 家庭教育への支援の充実

1 子育て総務課 子育て支援サービスの概要や詳しい説明が受けられる窓口等を示した子育て
ガイドブック「Hug」を作成し、子育てに関する情報提供を行います。

2 保育幼稚園課 佐賀市子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」において、子育て中の親子に交流
や遊び場を提供するとともに、育児支援の情報提供を行います。また、専門的
な相談に対応するスタッフを配置し育児相談機能を強化するとともに、子育て
サークルにスタッフを派遣し、支援やサークル間のネットワーク化を進めます。

3 保育幼稚園課 常設の地域子育て支援センターにおいて、家庭で保育されている就学前児童
及び保護者を対象とし、子育てサロン、子育てサークルの支援、育児相談の実
施を行い、子育て中の親子同士の交流を図ります。

4 子育て総務課 児童センター（児童館）において、乳幼児とその保護者を対象として、手遊び
や工作、リズム遊びなど、楽しみながら子どもの発達を援助するとともに、親子の
絆を強めたり、保護者同士のかかわりを通して、子育ての仲間づくりを支援しま
す。

5 公民館支援課 地域における市民の生涯学習、地域コミュニティ活動の拠点として、公民館等
を整備、管理、運営し、様々な生涯学習の機会を提供していきます。

6 社会教育課 家庭教育について、保護者自らが考える機会を拡充するため、小中学校の新
入学説明会や各種団体が企画する講演会の場を活用し、家庭教育講座を
開催します。

② 保育サービスの充実

1 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定教育・保育施設等（保育所（園）、
認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所）において特定教育・保育等の
提供を受けた際に、当該教育・保育等に要した費用の一部を支給します。

2 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定子ども・子育て支援施設等（幼稚園、
認定こども園、認可外保育施設等）において特定子ども・子育て支援を受け
た際に、当該特定子ども・子育て支援に要した費用の一部を支給します。

3 保育幼稚園課 保護者のパートタイム就労時の一時的な保育や、保護者の病気等による緊
急時の保育に対応するため、一時保育を実施します。

4 保育幼稚園課 通常保育後の時間帯まで保育を必要とする家庭の児童に対し、延⾧保育を
実施します。

5 保育幼稚園課 幼稚園、認定こども園の在園児を対象に、教育時間終了後、土曜日及び⾧
期休暇中の預かり保育を実施します。

6 保育幼稚園課 認可外保育施設に対し、児童や職員の健康診断に要する経費や運営費の
一部を補助します。

7 保育幼稚園課 保育所（園）、認定こども園において、世代間交流や異年齢児との交流、育
児講座等を行います。

8 保育幼稚園課 アドバイザーが子育ての応援をしてほしい人（依頼会員）と子育ての応援をし
たい人（提供会員）の組み合わせを行い、保育所（園）、認定こども園、地
域型保育事業所、放課後児童クラブ等への送迎や保護者帰宅までの預かり
など、市民同士の相互支援を行います。

9 保育幼稚園課 市内の教育・保育施設等に勤務する保育士等を対象とした研修会を実施
し、保育の質の向上を図ります。また、潜在保育士及び保育業務に関心のあ
る方の就労気運の向上を図るための研修会を実施します。

10 保育幼稚園課 保育幼稚園課窓口に専任のスタッフを配置し、保護者の希望に沿った教育・
保育施設や事業の案内を行うなど、個別の相談に対応します。

11 子育て総務課 保護者が仕事の都合などで、病気の子どもを自宅で世話することが困難な場
合に、小児科医に併設した病児・病後児保育室で一時的に子どもを預かりま
す。

12 子育て総務課 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後の適切な遊び
場と生活の場を提供します。

13 こども家庭課 保護者の疾病等の理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難と
なった場合に、児童福祉施設において原則７日間以内で児童を養育します。

③ 子育てを地域で支える環境づくり

1 社会教育課 子どもが社会において保障されるべき様々な権利の尊重に努め、全ての大人が
子どもの育成に関心を持ち、かつ、主体的にかかわる社会を構築することを目
的とした市民運動を展開します。「家庭」「地域」「企業等」「学校等」が連携、
協働を図りながら子どもの育成に努めます。

2 福祉総務課 地域福祉の推進主体である佐賀市社会福祉協議会の円滑な運営及び地
域福祉活動の促進のために要する経費の補助を行います。

3 福祉総務課 地域福祉活動を担う基礎組織である校区社会福祉協議会に対し補助を行
います。

4 福祉総務課 市が策定している地域福祉計画に係る（地域福祉計画）策定推進委員会
を開催し、地域福祉の向上を目指します。

子育てのための施設等利用給
付事業

保育士等の職員向けの研修事
業

利用者支援事業

病児・病後児保育事業

放課後児童クラブ運営事業

子育て支援短期利用（ショート
ステイ）事業

子どもへのまなざし運動（市民
総参加子ども育成運動）

社会福祉協議会運営費等補
助

基本施策 基本事業

子育て支援情報発信事業

「ゆめ・ぽけっと」子育て支援事
業

個別事業名

子育て支援センター事業

児童センター事業

公民館管理運営事業

家庭教育講座開催事業

子どものための教育・保育給付
事業

一時保育事業

預かり保育事業

認可外保育施設支援事業

保育所地域活動事業

ファミリーサポートセンター事業

地域福祉活動事業費補助

地域福祉計画推進事業

延⾧保育事業



5 福祉総務課 地域での見守りや身近な相談相手として住民と行政とのつなぎ役である民生
委員・児童委員の活動に要する経費に対し補助を行います。

6 協働促進のための環境整備

（１） 市民活動拠点運営
事業

協働推進課 市民活動の推進を図るため、市民活動団体の活動拠点となる市民活動プラ
ザを設置しています。

（２） 市民活動推進事業 協働推進課 ボランティアや市民活動団体など、市民による自発的で社会性のある活動を支
援するための環境整備を図ります。

7 子育て総務課 家庭環境によりさまざまな困難を抱える子どもに対し、遊び場の提供、食事の
提供、学習支援等を行う地域における居場所づくりを推進し、多面的な支援
を行うことで貧困をはじめとした負の連鎖の解消を図ります。

④ 地域における児童の健全育成

1 子育て総務課 児童センター（児童館）において、いつでも自由に来て遊べる場として開放す
るとともに、文化体験、スポーツ教室等を行い児童の健全育成を行います。ま
た、地域との交流や児童センター（児童館）を拠点に子育て支援活動を行う
団体の育成を支援します。

2 公民館支援課 異年齢の子どもたちが、公民館等で寝食を共にし、食事の準備や後片付けな
どの生活体験をしながら学校に通う通学合宿などの生活体験型学習を実施し
ます。

3 社会教育課 青少年の居場所として青少年センターを維持管理します。

4 社会教育課 学校や公民館を活用し、放課後または週末における遊びや体験活動、地域と
の交流などの機会を提供します。また、放課後児童クラブと一体的に又は連携
して実施することを目指して関係機関と協力していきます。また、対象校区の拡
大に努めます。一体型の児童クラブ及び子ども教室については、令和５年度ま
でに全小学校のうち50％の整備を目標とします。

5 緑化推進課 自治会等による児童遊園地の設置、補修等にかかる経費への補助を行い、
健全な遊び場の提供や児童の健康増進及び情操の高揚を図ります。

2 子どもの生きる力を育む環境の充実

① 幼児教育の充実

1 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定教育・保育施設等（保育所（園）、
認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所）において特定教育・保育等の
提供を受けた際に、当該教育・保育等に要した費用の一部を支給します。

2 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定子ども・子育て支援施設等（幼稚園、
認定こども園、認可外保育施設等）において特定子ども・子育て支援を受け
た際に、当該特定子ども・子育て支援に要した費用の一部を支給します。

3 保育幼稚園課 幼稚園・保育所（園）・認定こども園から小学校へ進級する際にスムーズな
移行が行えるよう、幼保小接続期プログラムを作成、実践します。また、食育を
推進し、食に関する意識を高め、健やかな子どもの成⾧につなげます。

4 保育幼稚園課 市内の教育・保育施設等に勤務する保育士等を対象とした研修会を実施
し、保育の質の向上を図ります。また、潜在保育士及び保育業務に関心のあ
る方の就労気運の向上を図るための研修会を実施します。

5 保育幼稚園課 保育幼稚園課窓口に専任のスタッフを配置し、保護者の希望に沿った教育・
保育施設や事業の案内を行うなど、個別の相談に対応します。

② 確かな学力の向上

1 学校教育課 中学生の英会話能力の向上のため、外国語指導助手（ALT）を中学校に
配置します。また、学習指導要領の改訂に伴う小学校への外国語活動・外国
語の導入にあわせ、小学校３～６年生の全クラスに配置します。

2 学校教育課 開かれた学校づくりの一環として、市内各小中学校において、授業や給食など
教育活動の参観を保護者だけでなく、広く市民にも公開します。

3 学校教育課 校務運営の体制整備と充実を図るため、校⾧、教頭、主幹教諭等の研修会
を実施します。また、学校経営方針や教育活動について保護者、市民等に周
知を行うため、学校案内パンフレットを作成します。

4 学校教育課 市内の全教職員により組織された各教科等部会で年数回の研究会を開き、
授業実践や実技研修などを通し、指導方法の工夫・改善に取り組みます。

5 学校教育課 子どもたちの学校への適応状況及び学習した内容の到達度や定着度を把握
します。併せて個に応じた適切な指導を行い、学校の指導方法の改善・充実
に生かすことを目的として、小学校・中学校の各段階において各種調査を行い
ます。

6 学校教育課 中学校において、学力の定着が十分に図られていない生徒のため、地域の人
材（退職教職員等の社会人や保護者、教員志望の大学生等）を活用し、
放課後や⾧期休業中に補充学習を行うことにより、学習への意欲付けと学習
習慣の確立を図ります。

7 学校教育課（教育総
務課）

佐賀市が目指す子ども像（基礎学力、佐賀への愛着、社会常識・倫理観）
の達成状況を測るために、基礎基本部会、佐賀問題・社会常識部会に分か
れて調査分析を行い、その結果を保護者に説明するとともに、各学校への教
育課程へ活かします。

学校フリー参観デー開催事業

学校経営方針の明確化と学校
運営の改善事業

教科等研究会研究委託事業

到達度等調査研究事業

放課後等補充学習支援事業

目指す子ども像達成推進

子どものための教育・保育給付
事業（再掲）

子育てのための施設等利用給
付事業（再掲）

利用者支援事業（再掲）

英語指導助手派遣事業

児童センター事業（再掲）

生活体験型学習の実施

自治会管理の児童遊園地に対
する設備整備補助

青少年センター管理運営事業

放課後子ども教室推進事業

幼保小の接続期における教育
推進事業

保育士等の職員向けの研修事
業（再掲）

子どもの居場所づくり事業

 民生委員児童委員活動費補
助



8 学校教育課 全学校に学校評議員・学校運営協議会委員を委嘱し、制度を活用して、学
校と保護者・地域の融合を図ります。これにより、学校が行う教育活動のさらな
る活性化を目指します。

9 学校教育課 市が直面している喫緊の教育課題に対する改善策の研究と、教職員を対象と
した研修会の開催、校内研修・個人研究支援のため、研究所員会を組織し
ます。また、教職員の研究意欲の高揚及び教育活動の活性化を図るため、個
人やグループによる研究及び教材・教具の創作への応募を奨励･支援していま
す。

10 学校教育課 小中学校にICT教育環境を整備し、維持･管理することにより、児童生徒の
学習意欲を高め学力の向上を図ります。また、ICTの利活用を支援すること
で、社会のIT化に対応する児童生徒の育成を目指します。

11 教育総務課 生徒会役員リーダー研修会を開催し、生徒達のリーダー性を育むとともに、生
徒たちが自校の活性化案「中学校パワーアップ・プラン」を企画立案・実行して
いく機会を提供することで、生徒たち自身の手による市立中学校の活性化を
目指します。

12 教育総務課 学校と教育委員会が協働して、地域の実情の違いや児童生徒の実態の違
い、学校周辺の環境の違い等の地域に応じた学校運営のあり方を研究し、特
色ある学校運営を目指します。

③ 豊かな心の育成

1 子育て総務課 児童センター（児童館）において、子どもの年齢に応じた遊びや、出会い、居
場所などの場を提供し、子ども同士や大人との関わりを通して、自主性、社会
性、創造性などの豊かな心を育んでいきます。

2 保育幼稚園課 保育所（園）、認定こども園において、世代間交流や異年齢児との交流、育
児講座等を行います。

3 学校教育課 学校教育課に所属する人権・同和教育担当の指導員を各学校に派遣し、研
究授業や児童生徒への講話、校内研修などを通して、児童生徒及び教職員
の人権意識を高めます。

4 学校教育課 ふるさとを愛し佐賀を誇りに思う心を育てるため、各学校が校外で実施するふる
さと学習の活動に必要な、貸し切りバス等の費用を助成します。

5 学校教育課 山村留学を通じて、子どもたちが自然の中で心身を鍛練し、健全な心を養いま
す。また、受け入れ側の子どもたちも含めた教育効果の向上を図るとともに、都
市と農村の交流を通して地域の活性化に寄与するため、運営費の一部を助
成します。

6 学校教育課 図書資料の購入や図書館蔵書情報をデータベース化するとともに、市立図書
館とのネットワークを構築し、学校間及び市立図書館の図書資源の共同利用
化を推進し、学校図書館の充実を図ります。

7 学事課 学校の独自性を高める教育活動を支援するため、各学校から申請を受け付
け、教育委員会で採択した事業に対して経費を支援します。

8 教育総務課（学校教
育課）

佐賀市が目指す子ども像（基礎学力、佐賀への愛着、社会常識・倫理観）
の達成状況を測るために、基礎基本部会、佐賀問題・社会常識部会に分か
れて調査分析を行い、その結果を保護者に説明するとともに、各学校への教
育課程へ活かします。

9 教育総務課 指導員のもと、勧興小学校において土曜日の午前中に、紙工作や木工作など
のものづくりを行い、学校環境を離れた異年齢集団の中での工作活動を通じ
て、子どもたちの科学的発想を育成します。

10 教育総務課 早稲田大学と協働で、子ども出前講座や教職員講座、大隈重信をテーマにし
たスピーチコンテストを実施し、子どもたちが大隈重信やふるさと佐賀への理解を
深め、郷土の良さを見直す機会や、教職員の資質向上の機会を提供します。

11 公民館支援課 地域における市民の生涯学習、地域コミュニティ活動の拠点として、公民館等
を整備、管理、運営し、様々な生涯学習の機会を提供していきます。

12 社会教育課 青少年を対象にキャンプ施設を提供することで、青少年の自然体験を推進す
るとともに、青少年の健全育成を図ります。

13 図書館 図書館資料の貸出・返却・蔵書管理・予約等の業務を適正に遂行し、利用
者にとって利便性の高い信頼されるサービスを提供することにより、図書館を快
適に利用できるような環境を提供します。

14 図書館 対面朗読や絵本読み語りボランティア養成講座を実施し、図書館や市内小・
中学校、地域文庫などにおけるボランティア活動を支援します。

15 図書館 市街周辺部等に居住する市民に図書館サービスを提供するため、６分室を運
営します。また、図書館サービスが行き渡りにくい地区、子どもが多く集まる児童
センターなどに自動車図書館を運行し定期的に巡回します。

16 図書館 子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもたちが、学校、家庭及び地域に
おいて意欲的に読書に親しみ、生涯にわたって続く読書習慣を身につけることが
できる環境づくりに取り組みます。

17 社会教育課 佐賀市と久米島町の中学生が交流し、異なる双方の歴史や文化等に触れ、
郷土への理解を深めます。また、佐賀市出身で、硫黄鳥島の島民の命を救
い、インフラ整備や人材育成など沖縄で大きな業績を収めた第１１代齋藤用
之助の功績に触れ、郷土に誇りを持つ中学生を増やします。

早稲田・佐賀２１世紀子ども
プロジェクト

公民館管理運営事業（再
掲）
金立教育キャンプ場事業

図書館運営事業

読書活動支援事業

分室・自動車図書館運営事業

子どもの読書活動推進事業

佐賀市久米島町中学生交流
事業

児童センター事業（再掲）

保育所地域活動事業（再
掲）

学校人権・同和教育推進事業

ふるさと学習支援事業

山村留学助成事業

小学校・中学校児童用図書整
備事業

学校マネジメント支援事業

目指す子ども像達成推進（再
掲）

発明クラブ運営事業

特色ある学校運営推進事業

学校評議員等活用事業

教育研究所運営事業

ICT教育環境維持管理及び利
活用推進事業

生徒会活性化事業



18 環境政策課 正しい環境の知識を身につけてもらうことや環境に配慮する意識の高揚を目的
に、環境に関するさまざまな情報の提供や環境学習の機会の場を提供しま
す。

19 環境政策課 環境問題に取り組む姿勢を育むため、各段階に応じた環境教育を推進しま
す。また、学校現場で取り組まれている環境保全にかかわる活動を、「佐賀市
学校版環境ＩＳＯ認定制度」として取り組むための指導・支援を行います。

20 循環型社会推進課 佐賀市の環境学習の拠点｢佐賀市エコプラザ｣では、施設見学や各種講座・
イベント等を通じて、地球温暖化対策や３Ｒ（ごみの減量・再利用・再資源
化）の推進などの取り組みを周知し、市民の環境配慮行動へ繋げることで、
低炭素社会、循環型社会及び自然共生型社会の構築と生活環境の向上を
目指します。

④ 健やかな体の育成

1 スポーツ振興課 少年スポーツの指導者や保護者等を対象に少年期の発達段階を考慮した指
導や、身体の特徴を正しく理解する機会を設け、少年スポーツの過度な練習
や期待を抑制し、少年スポーツのあり方や適正な指導方法を啓発します。

2 スポーツ振興課 いろいろな種目の少年スポーツクラブが、スポーツ少年団に結集し、相互の体
力増進、リーダーの養成、交流、研修を行います。

3 スポーツ振興課 小中学校体育施設を開放し、スポーツの場として有効活用します。

4 スポーツ振興課 地域住民が自主的に運営する多世代、多種目、多志向により活動している
総合型地域スポーツクラブの設立支援を行います。

5 学校教育課・スポーツ
振興課

児童生徒が九州または全国規模の大会に参加する場合に、大会参加費の
一部を助成することにより、競技力の向上を図ります。

6 社会教育課 子どもたちが、体験活動を通じて他人への思いやりや優しさ、協調性を学び、
心身ともに健全な青少年として成⾧することを目的とし、卓球教室や料理教
室等の講座を開催します。

⑤ いじめ・非行の防止や不登校児を支える体制づくり

1 学校教育課 全ての小中学校に臨床心理士などの専門家を配置し、児童生徒や保護者の
教育相談に応じます。また、校内研修などで、講話・演習等を依頼し、教職員
のカウンセリング能力の向上に努めます。

2 学校教育課 児童生徒の問題行動や保護者の相談等に対応するため、関係機関との連携
を図り、チームで対応する体制を整え、効果的な解決を図ります。

3 学校教育課 不登校及び不登校傾向の児童生徒に対し、学習支援員による別室での学
習・生活支援や、ICT学習支援を行います。また、家庭を訪問し、悩みや相談
を聞いたり、生活空間を広げたりすることにより、児童生徒の学校への復帰を目
指します。

4 学校教育課 不登校の問題を抱える学校に対して、適切な指導助言のあり方や、具体的・
即時的な指導方法の研究と実践を図ります。また、適応指導教室「くすの実」
を設置し、学校・家庭と連携を図りながら、カウンセラーやサポート相談員を活
用し、児童生徒及び保護者の支援を行います。

5 社会教育課 専任補導員による市街地の青少年が多く集まる場所や大型店舗等の巡回指
導、また、校区の少年育成委員による月４回の巡回指導を行い、青少年の
非行や犯罪を未然に防止します。

6 社会教育課 ニート、ひきこもり、不登校等の問題を抱える４０歳未満の子ども・若者やその
家族からの相談を受け付けるとともに、必要に応じて訪問支援、講座、教室等
を実施し、学校復帰や社会復帰に向けて支援します。

3 支援を要する子どもや家庭を支える取り組みの推進

① 要保護児童対策の充実

1 要保護児童対策の充実

（１） 相談支援体制強化
事業

こども家庭課 子育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待など専門性と継続的な支援が必
要な相談にも対応できるよう、子ども家庭総合支援拠点を整備します。

（２） 要保護児童対策地
域協議会開催事業

こども家庭課 要保護児童対策のために必要な情報交換や援助方針、役割分担に関する
協議を行います。

（３） 家庭児童相談室運
営事業

こども家庭課 家庭相談員等が家庭における児童の養育等について相談に応じ、指導・助言
や、必要な場合には家庭訪問等を実施します。

（４） 乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃ
ん）事業

健康づくり課 生後２か月～４か月の乳児のいる全ての家庭を対象に、母子保健推進員や
民生委員・主任児童委員等が家庭訪問を行い、子育てに関する各種事業
等の情報提供や育児相談を行います。

（５） 養育支援家庭訪問
事業

こども家庭課 家庭養育上支援の必要な家庭に対し、子ども家庭支援員等を派遣し、適切
な養育に関する支援や助言等を実施します。

（６） 子どもへの暴力防止
ワークショップ開催事
業

こども家庭課 子どもや教職員、地域の大人を対象に、ワークショップを開催し、地域ぐるみで
子どもへの暴力防止を図ります。

（７） 児童虐待防止専門
化講座開催事業

こども家庭課 子どもに関わるさまざまな機関の連携強化と対応力の向上･定着を図るための
講座を実施します。

② ひとり親家庭への支援

1 こども家庭課 家庭相談員等が家庭における児童の養育等について相談に応じ、指導・助言
や、必要な場合には家庭訪問等を実施します。

学校問題解決サポート事業

不登校児童生徒のＩＴ等を活
用した学習活動支援事業

不登校対策事業

少年補導巡回事業

 家庭児童相談室運営事業
（再掲）

環境教育の推進

エコプラザ管理運営事業

スポーツ指導者育成事業

スポーツ少年団の活動推進事
業
学校体育施設開放事業

総合型地域スポーツクラブの設
立支援事業
各種大会出場費補助事業

小・中学生、親子向け講座

スクールカウンセラー活用事業

子ども・若者支援事業

環境配慮意識の高揚



2 こども家庭課 ひとり親家庭やひとりで出産や育児を迎える方を対象として、支援サービスや制
度を紹介する「ひとり親家庭くらしのハンドブック」を作成し、出産や子育てに関
する情報提供を行います。

3 こども家庭課 ひとり親の母とその子どもを母子生活支援施設へ入所させ、保護するとともに、
自立促進のための支援を行います。

4 こども家庭課 児童扶養手当受給者のよりよい就業のために母子・父子自立支援プログラム
策定員が、個別に面接を行い、就業の希望や生活・子育てにおける課題等を
把握し、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定して、ハローワークと
連携しながら就業支援を行います。

5 こども家庭課 母子家庭の母又は父子家庭の父の就労促進のための教育訓練に対する給
付金や就業に役立つ資格取得のための生活費の援助等を実施します。

6 こども家庭課 養育費の取り決めを行う場合や、取り決めが履行されない場合の相談に対応
するとともに、活用可能な法的手段に関する情報提供を積極的に行います。

7 こども家庭課 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、離婚等により父
又は母と生計を別にしている１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま
での間にある児童（中度以上の障がいがある場合は２０歳未満）を監護す
る父若しくは母又は養育者に手当を支給します。

8 こども家庭課 ひとり親家庭等の父又は母及び１８歳に達する日以後の最初の３月３１日
までの間にある児童等が病気やけが等で治療を受けたときの医療費の一部に
ついて助成を行います。

9 こども家庭課 佐賀市母子寡婦福祉連合会の事業に対し、その経費の一部を補助します。

③ 障がいのある子どもと家庭への支援

1 保育幼稚園課 障がい児の就園の機会を拡充するため、障がい児教育のための人件費及び教
育管理に要する経費を私立幼稚園に補助します。

2 保育幼稚園課 保育を必要とし、日々通園できる障がい児を保育園、認定こども園、地域型
保育施設において受け入れます。

3 子育て総務課 金立特別支援学校・大和特別支援学校に通う児童のうち、保護者が就労等
により昼間家庭にいない児童を、放課後に児童クラブで受け入れ預かります。

4 学校教育課 小中学校に在籍する個別の支援が必要な児童生徒に対し、ニーズに合わせ
たきめ細かな指導や支援が出来るよう「生活指導員」、「特別支援学級支援
員」を配置します。

5 学校教育課 発達障がいのある子どもが、安心して生活できる環境づくりを学校・家庭ととも
に考えていくため、学校における支援が困難である児童生徒を対象とし、本人
及び保護者、学校関係者を交えた相談業務を行い、その子に応じた教育及
び生活における支援についてガイドラインを提示し、学校生活への適応を図りま
す。

6 保育幼稚園課 特別な支援を必要とする乳幼児が、円滑に就学できるよう、特別支援教育相
談員の配置等を行い、きめ細かな対応を行います。

7 学事課 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、
就学に必要な経費（学用品費・給食費等）の一部を援助します。

8 障がい福祉課 障がい者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを
行い、障がい者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援します。

9 障がい福祉課 障がい児等の日中における活動の場を確保し、また、障がい児等の家族の就
労支援及び家族の一時的な負担軽減を図るため、日中の一時預かりを実施
します。

10 子育て総務課 自閉スペクトラム症等の発達障がいと診断された未就学児を対象として、日常
生活における基本的な動作、集団生活への適応を目的とした療育支援を行
います。

④ 子育てにかかる経済的負担の軽減・経済格差対策の推進

1 こども家庭課 経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施
設において助産を行います。

2 保育幼稚園課 幼稚園（新制度未移行園）に通う児童のいる世帯で、世帯所得の状況等
を勘案して市が定める基準に該当する保護者に対し、給食費（副食費）の
一部を補助します。

3 学事課 市内に在住し、小中学校に通う児童生徒のいる世帯で、経済的に困窮してい
る保護者に対し、学用品費・給食費等の一部を援助します。

4 学事課 富士町・大和町・三瀬村の山間部に居住し、指定小中学校に通学する児童
生徒の保護者に対して、バス定期券代の一部を補助します。

5 こども家庭課 家庭等における生活の安定に寄与し、児童の健やかな成⾧に資するため、中
学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給します。

6 こども家庭課 小学生までの子どもに対しては、入院・通院・調剤に係る医療費の一部を助
成します。また、中学生に対しては、入院に係る医療費の一部を助成します。

4 親子の健康の確保・増進

① 妊娠期からの切れ目ない親子の健康づくり

1 学事課 心身ともに健康な児童生徒を育成するため、健康診断を適正に実施し、事後
措置を徹底するとともに、学校・家庭・学校医・学校保健関係団体（医師
会、歯科医師会、薬剤師会、学校保健会等）が連携を図りながら、学校教
育活動全体で健康に関する教育に取り組みます。

児童発達支援事業

特別支援教育補助事業

障がい児保育事業

障がい児学童保育事業

特別支援教育推進事業

発達障がい児相談室（ひまわ
り相談室）運営事業

就学前児童特別支援教育推
進事業
特別支援教育就学奨励費

障がい者相談支援事業

日中一時支援事業

養育費取得促進事業

児童扶養手当給付事業

ひとり親家庭等医療費助成事
業

母子寡婦福祉連合会補助事
業

子育て支援情報発信事業
（再掲）

母子生活支援施設運営事業

母子・父子自立支援プログラム
策定事業

母子家庭就労支援事業

実費徴収に係る補足給付事業

小学校・中学校就学援助事業

通学費補助事業

児童手当支給事業

子どもの医療費助成事業

助産施設収容措置事業

児童生徒の各種健康診断等の
実施



2 健康づくり課 妊産婦と乳幼児を対象に、特に若年妊婦や未熟児、第１子などに重点を置
いて家庭訪問を行い、疾病の予防や発育に関する適切な指導を行います。

3 健康づくり課 １歳６か月児を対象に、問診・身体計測・内科診察・歯科健診・フッ化物塗
布・保健指導・栄養指導を実施します。何らかの異常及び疑いがある児に対
し、精密検査受診券発行や家庭訪問、各相談機関紹介など適切な援助を
行います。

4 健康づくり課 ３歳６か月児を対象に、問診・身体計測・内科診察・尿検査・歯科健診・
フッ化物塗布・耳鼻科健診（必要時）及び保健指導・栄養指導を実施しま
す。何らかの異常及び疑いがある児に対し、精密検査受診券発行や家庭訪
問、各相談機関紹介など適切な援助を行います。

5 健康づくり課 １歳６か月児・３歳児健康診査、乳幼児健康相談等の母子保健事業にお
いて、育てにくさや育児不安のある親子に対して相談員による個別相談を行
い、子育て不安の軽減や、子育てに関する助言を行います。また、必要に応じ
て専門機関への紹介を行います。

6 健康づくり課 親と子どもの生活習慣病予防を目的に４つのセミナー（妊婦セミナー、3～6
か月児セミナー、7～10か月児セミナー、1歳～1歳5か月児セミナー）を構成
し、生活習慣病予防に関する内容（生活リズム、食生活、子どもの発達・発
育に関すること等）の説明を行います。

7 健康づくり課 乳幼児のむし歯をなくすことを目的に、生後１歳児から就学前の幼児にむし歯
予防のための啓発、フッ化物塗布や洗口でのむし歯予防事業を行います。

8 健康づくり課 乳幼児健康相談・乳幼児健診・電話相談・訪問等の結果、ことばの遅れやし
つけ等に関して不安や悩みを持つ保護者を対象に臨床心理士による個別相
談を行います。

9 健康づくり課 健康管理の向上を図るために、生後13か月に至るまでの乳幼児に対して無料
の健診票を交付し、小児科等での定期的な受診を勧奨します。

10 健康づくり課 乳幼児等に対して、身体計測や、育児・栄養・母乳・歯科・ことば等に関して
専門職(保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士）による個別相談を行い、必
要に応じて各専門相談機関等の紹介を行います。また、テレホン専用回線を
設置し、子育てに関する相談に随時対応します。

11 健康づくり課 母子保健に関心のある市民を公募し養成を行い、地域活動として乳児とその
保護者を対象に家庭訪問を行い、子育てに関する情報提供や子育てサーク
ル・サロン等への支援を行います。

12 健康づくり課 定期の予防接種について、受託医療機関での個別接種を行い接種勧奨を行
います。

13 健康づくり課 乳幼児へのむし歯菌感染予防を推進するために、妊娠期からの取り組みとして
妊婦歯科健診を実施し、あわせて家族へのむし歯予防の啓発を行います。

14 保育幼稚園課 出産後や妊娠中に、実家や家族等の支援が望めない母親に、家事や育児の
手伝いをするサポート・ママを派遣します。

15 こども家庭課 経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施
設において助産を行います。

16 健康づくり課 妊娠届出時に、保健師による母子手帳の使い方、健康診査の必要性、栄養
や歯科保健に関する個別指導を行います。また、出産後も助産師や保健師に
よる個別相談を行います。

17 健康づくり課 妊娠届出時に妊婦健康診査受診票を交付し、受診を勧奨します。

18 健康づくり課 医療保険の適用がない不妊治療に対して費用の助成を行い、子どもを望む夫
婦の経済的負担の軽減を図ります。

19 健康づくり課 入院が必要な未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行い乳児の健康
管理を図ります。

② 食生活を見直し、健康的な生活を送るための支援

1 学事課 学校給食に地場産品を導入することで、児童生徒が給食を通して、特有の風
土の中で培われた食文化や、農業をはじめとする地域の産業への理解を深
め、生産者への感謝の心を育てることにつなげます。

2 学事課 給食の時間だけでなく、特別活動の学級活動や学校行事をはじめ、各教科、
道徳、総合的な学習の時間等で、食に関する教育を積極的に行います。食
育指導の手引きを活用するとともに栄養職員の配置を進め、食に関する教育
の充実を図ります。

3 健康づくり課 健康講話や調理実習、親子クッキング等、食に関する健康教室や、ライフス
テージに応じた食生活に関する支援等を実施します。

③ 救急医療の確保における小児医療の充実

1 健康づくり課 佐賀市医師会により、休日夜間こども診療所の管理・運営を行います。

2 健康づくり課 佐賀市医師会により、日曜、祝日及び年末年始の休日診療（初期救急）
を行う在宅当番医の運営を実施します。

3 健康づくり課 佐賀市・多久市・小城市の管内で日曜、祝日及び年末年始において、入院
が必要な救急患者の診療を行うため、二次救急医療機関が輪番で開院しま
す。

4 健康づくり課 佐賀市歯科医師会により、休日歯科診療所の管理・運営を行います。

妊産婦の健康相談

妊婦の健康診査事業

不妊治療費助成事業

養育医療給付事業

食育の推進

休日夜間こども診療所運営事
業

妊産婦乳幼児訪問指導

１歳６か月児健康診査事業

３歳６か月児健康診査事業

すくすく子育て相談会

親子生活習慣病予防事業

フッ化物応用むし歯予防事業

子育て専門相談室

乳児健康診査事業

乳幼児健康相談事業

母子保健推進員事業

予防接種事業

乳幼児むし歯対策事業

病院群輪番制病院運営事業

休日歯科診療所運営事業

在宅当番医制運営事業

学校給食食材の地場産品導
入による食農教育の推進

食に関する教育指導の充実

サポートママ事業

助産施設収容措置事業（再
掲）



5 健康づくり課 佐賀県医療機関情報・救急医療機関情報システム「９９さがネット」で県内
の医療機関、消防機関を結び、救急医療や医療機関の情報を提供します。

5 仕事と家庭との両立の推進

① 働きながら子育てすることへの理解

1 公民館支援課 地域における市民の生涯学習、地域コミュニティ活動の拠点として、公民館等
を整備、管理、運営し、様々な生涯学習の機会を提供していきます。

2 商業振興課 労政だより等により、労働局等関係機関から収集した労政情報を積極的に提
供します。

3 人権・同和政策・男女
参画課

事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進やイクボスの育成等に関する研修
会の開催や女・男フォーラムの開催等、性別に関わらず個性と能力を十分に発
揮することができる男女共同参画社会をめざし啓発を行います。

4 社会教育課 子どもが社会において保障されるべき様々な権利の尊重に努め、全ての大人が
子どもの育成に関心を持ち、かつ、主体的にかかわる社会を構築することを目
的とした市民運動を展開します。「家庭」「地域」「企業等」「学校等」が連携、
協働を図りながら子どもの育成に努めます。

② 保育サービスの充実（再掲）

1 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定教育・保育施設等（保育所（園）、
認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所）において特定教育・保育等の
提供を受けた際に、当該教育・保育等に要した費用の一部を支給します。

2 保育幼稚園課 認定を受けた就学前の児童が、特定子ども・子育て支援施設等（幼稚園、
認定こども園、認可外保育施設等）において特定子ども・子育て支援を受け
た際に、当該特定子ども・子育て支援に要した費用の一部を支給します。

3 保育幼稚園課 保護者のパートタイム就労時の一時的な保育や、保護者の病気等による緊
急時の保育に対応するため、一時保育を実施します。

4 保育幼稚園課 通常保育後の時間帯まで保育を必要とする家庭の児童に対し、延⾧保育を
実施します。

5 保育幼稚園課 幼稚園、認定こども園の在園児を対象に、教育時間終了後、土曜日及び⾧
期休暇中の預かり保育を実施します。

6 保育幼稚園課 認可外保育施設に対し、児童や職員の健康診断に要する経費や運営費の
一部を補助します。

7 保育幼稚園課 保育所（園）、認定こども園において、世代間交流や異年齢児との交流、育
児講座等を行います。

8 保育幼稚園課 アドバイザーが子育ての応援をしてほしい人（依頼会員）と子育ての応援をし
たい人（提供会員）の組み合わせを行い、保育所（園）、認定こども園、地
域型保育事業所、放課後児童クラブ等への送迎や保護者帰宅までの預かり
など、市民同士の相互支援を行います。

9 保育幼稚園課 市内の教育・保育施設等に勤務する保育士等を対象とした研修会を実施
し、保育の質の向上を図ります。また、潜在保育士及び保育業務に関心のあ
る方の就労気運の向上を図るための研修会を実施します。

10 保育幼稚園課 保育幼稚園課窓口に専任のスタッフを配置し、保護者の希望に沿った教育・
保育施設や事業の案内を行うなど、個別の相談に対応します。

11 子育て総務課 保護者が仕事の都合などで、病気の子どもを自宅で世話することが困難な場
合に、小児科医に併設した病児・病後児保育室で一時的に子どもを預かりま
す。

12 子育て総務課 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後の適切な遊び
場と生活の場を提供します。

13 こども家庭課 保護者の疾病等の理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難とな
り、他に養育する人がいない場合に、児童福祉施設において原則７日間以内
で児童を養育します。

6 子どもの安全確保と子育てに適した生活環境の整備

① 良好な居住環境・生活環境等の確保・整備

1 建築指導課 建築基準法に基づく建築確認申請の審査や、佐賀県福祉のまちづくり条例に
基づく審査・検査を行い、安全・安心で利用しやすい建築物の建築を促進しま
す。

2 建築住宅課 主に市民が使用する市有施設について、バリアフリー化の助言を行います。

3 建築住宅課 同居する18歳以下の子が複数いる世帯（母子・父子家庭は1名以上）を
対象として公営住宅の優先入居を実施します。ひとり親世帯を対象として、公
営住宅の一般入居の抽選優遇制度を実施します。

4 道路管理課 道路パトロールや一般市民等から得た情報をもとに、道路の舗装、側溝・護岸
等の破損崩壊か所を補修します。

5 道路管理課 市道の機能管理及び財産管理を行います。

6 道路管理課 放置自転車の指導、警告、撤去とその返還を行います。

7 道路整備課 道路整備に関する住民要望に対し、評価制度を導入し、道路の新設及び改
良工事を実施します。

8 緑化推進課 自治会等による児童遊園地の設置、補修等にかかる経費への補助を行い、
健全な遊び場の提供や児童の健康増進及び情操の高揚を図ります。

子どものための教育・保育給付
事業

一時保育事業

自治会管理の児童遊園地に対
する設備整備補助（再掲）

市有施設バリアフリー化

公営住宅優先入居

放置自転車等対策事業

道路一般改良事業

道路維持補修事業

道路管理事業

救急医療情報システム

公民館管理運営事業（再
掲）

子育てのための施設等利用給
付事業

保育士等の職員向けの研修事
業

利用者支援事業

病児・病後児保育事業

放課後児童クラブ運営事業

子育て支援短期利用（ショート
ステイ）事業

建築確認審査等事業

延⾧保育事業

預かり保育事業

認可外保育施設支援事業

保育所地域活動事業

ファミリーサポートセンター事業

労政情報発信事業

男女共同参画社会推進への啓
発事業

子どもへのまなざし運動（市民
総参加子ども育成運動）（再
掲）



9 緑化推進課 都市公園及び開発公園等の清掃や維持管理、定期的なパトロールや施設の
点検等を行い、公園施設を良好な状態に保持します。

10 緑化推進課 児童遊園地・児童広場の清掃や維持管理、定期的な公園パトロールや施設
の点検等を行い、公園施設を良好な状態に保持します。

11 緑化推進課 都市公園の整備事業については、バランスのいい配置を考慮し、子どもから高
齢者までの健康増進と快適な子育て空間の創生を行い、子育て支援対策を
推進します。

12 緑化推進課 佐賀市都市公園施設⾧寿命化計画の下、老朽化している既存の都市公園
施設の計画的な補修や更新（バリアフリー化）を実施し、安全で安心な遊び
場と快適な子育て空間の提供を行います。

② 交通安全を確保する取り組み

1 生活安全課 各地区の交通安全指導員による通学路での街頭指導や、交通安全啓発事
業に取り組みます。

生活安全課 交通安全事業実施計画を策定し、関係機関と連携して、交通安全意識の
高揚や交通事故防止にかかる周知・啓発事業を行います。

道路整備課・道路管
理課

交通安全施設（防護柵、区画線、視線誘導標等）や歩道設置などを行い
ます。

3 生活安全課 交通公園において、未就学児、児童や生徒が、交通安全に関するマナーや
ルールに関する学習ができる場の提供を行います。

③ 子どもを危険から守る取り組み

1 学事課 さがんメール配信に登録をした小中学校の児童生徒の保護者等に対し、犯
罪・災害等緊急情報や学校情報を通知します。

2 生活安全課 生活安全推進協議会において、主に防犯に関する活動状況や取り組みなどに
ついて協議を行うとともに、防犯協会の活動を支援します。

3 生活安全課 少年非行や犯罪発生の重点パトロールエリア等において、防犯カメラを設置し
非行や犯罪の抑制を図ります。

4 生活安全課 自治会等による地区内の犯罪の抑制、防止及び夜間の交通事故防止のため
の防犯灯の新設等にかかる経費の一部を助成し、設置を推進します。

5 こども家庭課 子どもや教職員、地域の大人を対象に、ワークショップを開催し、地域ぐるみで
子どもへの暴力防止を図ります。

2

公園整備事業

都市公園安全安心対策事業

公園維持管理事業

児童遊園、児童広場の環境整
備

学校情報携帯メール配信事業

生活安全推進事業

防犯カメラ設置・運営事業

防犯灯設置助成事業

子どもへの暴力防止ワークショッ
プ開催事業（再掲）

交通安全指導員活動事業

交通公園運営事業

交通安全対策事業
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パブリックコメント後における次期子ども・子育て支援事業

計画（案）の変更 
 
 
 

（１）パブリックコメント後の変更事項 
 
  

資料４ 
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（１）パブリックコメント後の変更事項 
ア 成果指標（１２項目）の記載（別添１ 参照） 

関連する計画（総合計画、教育振興基本計画など）との調整等が完了したことによるもの 

① 指標の内容 

（ア）１１項目 第 1 期計画と同じ内容を設定 

（イ）１項目  新規設定 「男女共同参画推進協賛事業所の登録件数」 

② 目標値 

（ア）総合計画と同じ指標（７項目） 

総合計画は、１０年計画（平成 27 年度～令和 6 年度）であり、今年度、中間見直しを実施。 

総合計画の最終目標値（令和 6 年度）を、本計画の目標値とする。 

●中間目標値を達成したもの     最終目標値を上方修正＜↑＞（４項目） 

●中間目標値を達成していないもの 最終目標値を据え置き ＜→＞（３項目） 

（イ）教育振興基本計画と同じ指標（１項目） 

教育振興基本計画は、５年計画（平成 27 年度～令和元年度）で、来年度から新期。 

教育振興基本計画の次期目標値（令和６年度）を、本計画の目標値とする。 

●今期の目標値を達成していないため、今期の目標値を据え置き＜→＞ 

（ウ）まち・ひと・しごと創生総合戦略と同じ指標（１項目） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略は、５年計画（平成 27 年度～令和元年度）で、来年度から新期。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の次期目標値（令和６年度）を、本計画の目標値とする。 

●まち・ひと・しごと創生総合戦略において、新規設定された目標値を採用 

※第 1 期で設定していた指標が、市民意向調査の項目から除外されたことによる変更 

（エ）子ども・子育て支援事業計画独自で設定している指標（３項目） 

●今期の目標値を達成していないため、今期の目標値を据え置き＜→＞ 

※他の８項目と考え方を合わせる。 

イ 量の見込み等の変更 

① 教育・保育の量の見込み等の表の変更（別添２ 参照） 

国が示す基本指針の改訂や、広域利用に係る県内市町と協議した結果などを受けて変更するもの 

（ア）「幼児期の学校教育の利用希望が強いもの（保育の必要性がある者のうち、幼稚園等の利用

希望が強いもの）」についての区分の追加 

・量の見込み:１号認定から、新２号認定（※）を差し引く。 

※新 2 号・・・1 号認定の児童で、保育の必要性があり、預かり保育を利用するもの。令和元年９

月時点における割合は３３．９％（新 2 号／1 号）。 

・提供体制の確保:１号（預かり保育）で対応 

（イ）地域型保育事業、企業主導型保育の量の見込み等から、「従業員枠」の控除 

（ウ）広域利用に係る協議結果 

・原則、平成３０年度の実績を据え置いていたが、県内市町と協議した結果を受けて一部変更するもの 

② 令和元年度の実績（見込み）の追加 

教育・保育、地域子育て支援事業の実績値に、令和元年度の見込みを追加するもの 

※計画書の校正段階で数値が確定等するものについては、その数値。ただし、令和2年度以降と同様の
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方法で見込んだ数値。 

ウ 文言の追記（別添３ 参照） 

国が示す基本指針の改訂やパブリックコメントにおける意見を受けて、次の事項を追記 

① 外国につながる子どもやその保護者等に関する記載（基本施策１「地域における子育て・親育ちへの

支援」基本事業２「保育サービスの充実」） 

② 医療的ケア児に関する記載（基本施策３「支援を要する子どもや家庭を支える取り組みの推進」基

本事業３「障がいのある子どもと家庭への支援」） 

③ 子どもの貧困対策に関する記載（基本施策１「地域における子育て・親育ちへの支援」基本事業３

「子育てを地域で支える環境づくり」 

参考（①、②関係） 

・国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が

国際結婚の幼児などの外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼児が円滑な

教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は、保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支援

を行うこと。 

・医療的ケアが必要な児童の支援のための総合的な支援体制の構築等について、市町村計画の作

成に関する任意的記載事項に追加すること。 

（内閣府資料 「子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正について」から抜粋） 

 

参考（③関係） 

【目的】 

現在から将来にわたり、全ての子供たちが夢や希望を持てる社会を目指す子育てや貧困を家庭

のみの責任とせず、子供を第一に考えた支援を包括的・早期に実施 

【基本的指針】 

①親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援 

→子供のライフステージに応じて早期の課題把握 

②支援が届かない又は届きにくい子供・家庭への配慮 

→声を上げられない子供や家庭の早期発見と支援の多様化 

③地方公共団体による取組の充実 

→計画策定や取組の充実、市町村等が保有する情報の活用促進 

（内閣府資料 「子供の貧困対策に関する大綱のポイント」から抜粋） 

 



別添１

基本施策 成果指標 基準値 目標値 成果指標 参照元 基準値 目標値 設定理由等
H25 H30 R1 総合計画 その他 なし H30 Ｒ６

１．地域における子育て・
親育ちへの支援

佐賀市が子育てしやすいま
ちだと思う市民の割合

80.6% 82.4% 84.3% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 82.4% 84.3%

子ども・子育て支援事業計画 独自の目標値

【子ども・子育て支援事業計画】
　目標値(H31/R1)84.3%を達成していないため、
　据置き
　　＜第1期84.3％→第2期84.3％＞

「子どもへのまなざし運動」
を意識して、子どもと関わる
ようになったと回答する市民
の割合

35.4% 34.4% 45.0% 第１期と同様 第１期と同様
○

中間見直し後
追加

○
教育振興
基本計画

34.4% 45.0%

教育振興基本計画の目標値(R6)と同値
※総合計画の最終目標値(R6)と同値（中間見直し後、総合計画にも追加）

【教育振興基本計画(5か年)】
　目標値(H31/R1)45.0%を達成していないため、
　据置き
　　＜第3期45.0％→第4期45.0％＞

２．子どもの生きる力を育
む環境の充実

園児が楽しく幼稚園・保育
所（園）に通っていると感
じている市民の割合（園児
がいる世帯の回答）

94.6% 89.7% 94.8% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 89.7% 95.0%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

【総合計画(１０か年)】
　中間目標値(H31/R1)94.8%を達成していない
　ため、最終目標値(R6)を据置き
　　＜中間見直し前95.0％→中間見直し後95.0％＞

児童生徒が楽しく小中学校
に通っていると感じている市
民の割合（小中学生がい
る世帯の回答）

84.3% 87.6% 86.0% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 87.6% 87.6%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

【総合計画(10か年)】
　中間目標値(H31/R1)86.0%を達成したため、
　最終目標値(R6)を上方修正
　　＜中間見直し前87.0％→中間見直し後87.6％＞

地域の行事や活動に参加
している市民の割合

37.0% 42.2% 46.6% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 42.2% 55.0%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

　【総合計画(10か年)】
　　中間目標値(H31/R1)46.6%を達成していないため、
　　最終目標値(R6)を据置き
　　＜中間見直し前55.0％→中間見直し後55.0％＞

３．支援を要する子ども
や家庭を支える取り組みの
推進

子育てに大きな不安や負担
を感じている市民の割合
（中学生以下の子どもが
いる世帯の回答）

54.6% 44.5% 46.0% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 44.5% 39.0%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

　【総合計画(10か年)】
　　中間目標値(H31/R1)46.0%を達成したため、
　　最終目標値(R6)を上方修正
　　＜中間見直し前40.0％→中間見直し後39.0％＞

４．親子の健康の確保・
増進

「毎日朝食をとる」と回答す
る子どもの割合

85.9% 85.6% 91.0% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 85.6% 91.0%

子ども・子育て支援事業計画 独自の目標値

　【子ども・子育て支援事業計画】
　　目標値(H31/R1)91.0%を達成していないため、
　　据置き
　　＜第1期91.0％→第2期91.0％＞

第２期第１期
実績 関連する計画

◎成果指標（案）~第2期　佐賀市子ども・子育て支援事業計画～



育児に不安や悩みがある人
の割合

15.3% 17.2% 13.8% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 17.2% 13.8%

子ども・子育て支援事業計画 独自の目標値

　【子ども・子育て支援事業計画】
　　目標値(H31/R1)13.8%を達成していないため、
　　据置き
　　＜第1期13.8％→第2期13.8％＞

５．仕事と家庭との両立
の推進

ワークライフバランス（仕事
と生活等の調和）がとれて
いると感じる保護者の割合

― 59.0%
男女共同参画推進協賛事
業所の登録数

まち・ひと・しごと
創生総合戦略

○
まち・ひと・
しごと創生
総合戦略

176件 266件

まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終目標値(R6)と同値
※新規設定

「男だから、女だから」という
理由により、自分の思い通
りにならないことがあった市
民の割合

18.7% 8.2% 15.5% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 8.2% 6.7%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

　【総合計画(10か年)】
　　中間目標値(H31/R1)15.5%を達成したため、
　　最終目標値(R6)を上方修正
　　＜中間見直し前13.0％→中間見直し後6.7％＞

６．子どもの安全確保と
子育てに適した生活環境
の整備

住居が安全快適で住みや
すいと感じている市民の割
合

82.5% 86.9% 83.7% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 86.9% 87.2%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

　【総合計画(10か年)】
　　中間目標値(H31/R1)83.7%を達成したため、
　　最終目標値(R6)を上方修正
　　＜中間見直し前84.7％→中間見直し後87.2％＞

地域で、事故・事件にあうこ
となく安全に暮らせると感じ
る市民の割合

79.1% 87.9% 83.0% 第１期と同様 第１期と同様 ○ 87.9% 90.0%

総合計画の最終目標値(R6)と同値

　【総合計画(10か年)】
　　中間目標値(H31/R1)83.0%を達成したため、
　　最終目標値(R6)を上方修正
　　＜中間見直し前85.5％→中間見直し後90.0％＞



教育・保育の量の見込み等 （変更後 ※変更箇所は赤字） 別添２①
区　　　　　　　　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

0歳児 3,938 3,887 3,835 3,786 3,736
1・2歳児 4,055 4,006 3,958 3,909 3,863
3～5歳児 6,225 6,176 6,126 6,077 6,029
合計 14,218 14,069 13,919 13,772 13,628
0歳児 928 915 903 891 879
1・2歳児 2,584 2,673 2,759 2,842 2,924

B ２号 3～5歳児 下記以外 3,797 3,952 4,104 4,253 4,401
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

760 691 623 556 490

１号 3～5歳児 1,481 1,347 1,214 1,084 956
合計 合計 9,550 9,578 9,603 9,626 9,650

0歳児 25 22 21 20 20
1・2歳児 60 56 51 48 46

C ２号 3～5歳児 下記以外 130 123 116 108 98
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 150 147 144 138 131
合計 合計 365 348 332 314 295

0歳児 15 15 15 15 15
1・2歳児 47 47 47 47 47

D ２号 3～5歳児 下記以外 15 15 15 15 15
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 77 77 77 77 77

0歳児 968 952 939 926 914
1・2歳児 2,691 2,776 2,857 2,937 3,017

E ２号 3～5歳児 下記以外 3,942 4,090 4,235 4,376 4,514
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

760 691 623 556 490

１号 3～5歳児 1,631 1,494 1,358 1,222 1,087
合計 合計 9,992 10,003 10,012 10,017 10,022

0歳児 848 869 886 900 914
1・2歳児 2,591 2,708 2,821 2,921 3,017

F ２号 3～5歳児 下記以外 3,793 4,027 4,230 4,402 4,514
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 3,432 3,186 2,974 2,789 1,577
合計 合計 10,664 10,790 10,911 11,012 10,022

0歳児 700 721 738 752 766
1・2歳児 2,271 2,388 2,501 2,601 2,697

２号 3～5歳児 下記以外 3,776 4,010 4,213 4,385 4,497
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 3,432 3,186 2,974 2,789 1,577
合計 合計 10,179 10,305 10,426 10,527 9,537

0歳児 119 119 119 119 119
1・2歳児 272 272 272 272 272

２号 3～5歳児 下記以外 - - - - -
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

- - - - -

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 391 391 391 391 391

0歳児 29 29 29 29 29
1・2歳児 48 48 48 48 48

２号 3～5歳児 下記以外 17 17 17 17 17
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 94 94 94 94 94

0歳児 -120 -83 -53 -26 0
1・2歳児 -100 -68 -36 -16 0

２号 3～5歳児 下記以外 -149 -63 -5 26 0
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

-760 -691 -623 -556 -490

１号 3～5歳児 1,801 1,692 1,616 1,567 490
合計 合計 672 787 899 995 0

0歳児 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235
1・2歳児 0.637 0.667 0.697 0.727 0.756
3～5歳児 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969
0～５歳児 0.671 0.680 0.689 0.698 0.708
0～2歳児 0.439 0.454 0.469 0.485 0.500

人口推計 A

量の見込み

（市内児童で
　　市内施設利用）

３号

量の見込み

（市外児童で
　　   市内施設利用）

３号

量の見込み

（企業主導型
　　　　保育事業利用）

３号

量の見込み

（市内施設利用）
B＋C＋D

３号

提供体制の確保

３号

施設利用率
（量の見込み「市内児童で

　　市内施設利用」÷人口推計）

B÷A

 (1) 教育・保育施設
  　　・保育所
  　　・認定こども園
  　　・幼稚園

３号

 (2) 地域型保育事業

３号

 (3) 企業主導型保育事業

３号

過不足

F－E

３号



教育・保育の量の見込み等 （変更後−変更前） 別添２②
区　　　　　　　　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

0歳児 0 0 0 0 0
1・2歳児 0 0 0 0 0
3～5歳児 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0
0歳児 -17 -17 -17 -17 -17
1・2歳児 -11 -11 -11 -11 -11

B ２号 3～5歳児 下記以外 0 0 0 0 0
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

760 691 623 556 490

１号 3～5歳児 -760 -691 -623 -556 -490
合計 合計 -28 -28 -28 -28 -28

0歳児 -1 -4 -5 -6 -6
1・2歳児 -6 -9 -16 -18 -20

C ２号 3～5歳児 下記以外 -5 -11 -18 -26 -36
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 0 -6 -8 -13 -21
合計 合計 -12 -30 -47 -63 -83

0歳児 -14 -14 -14 -14 -14
1・2歳児 -20 -20 -20 -20 -20

D ２号 3～5歳児 下記以外 5 5 5 5 5
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 -29 -29 -29 -29 -29

0歳児 -32 -35 -36 -37 -37
1・2歳児 -37 -40 -47 -49 -51

E ２号 3～5歳児 下記以外 0 -6 -13 -21 -31
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

760 691 623 556 490

１号 3～5歳児 -760 -697 -631 -569 -511
合計 合計 -69 -87 -104 -120 -140

0歳児 -32 -35 -36 -37 -37
1・2歳児 -37 -40 -47 -49 -51

F ２号 3～5歳児 下記以外 0 -6 -13 -21 -31
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 0 -6 -8 -13 -21
合計 合計 -69 -87 -104 -120 -140

0歳児 13 10 9 8 8
1・2歳児 104 101 94 92 90

２号 3～5歳児 下記以外 26 20 13 5 -5
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 0 -6 -8 -13 -21
合計 合計 143 125 108 92 72

0歳児 -7 -7 -7 -7 -7
1・2歳児 -16 -16 -16 -16 -16

２号 3～5歳児 下記以外 - - - - -
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

- - - - -

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 -23 -23 -23 -23 -23

0歳児 -38 -38 -38 -38 -38
1・2歳児 -125 -125 -125 -125 -125

２号 3～5歳児 下記以外 -26 -26 -26 -26 -26
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

0 0 0 0 0

１号 3～5歳児 - - - - -
合計 合計 -189 -189 -189 -189 -189

0歳児 0 0 0 0 0
1・2歳児 0 0 0 0 0

２号 3～5歳児 下記以外 0 0 0 0 0
幼児期の学校教育の
利用希望が強い

-760 -691 -623 -556 -490

１号 3～5歳児 760 691 623 556 490
合計 合計 0 0 0 0 0

0歳児 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
1・2歳児 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003
3～5歳児 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0～５歳児 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0～2歳児 -0.003 -0.004 -0.004 -0.003 -0.004

人口推計 A

量の見込み

（市内児童で
　　市内施設利用）

３号

量の見込み

（市外児童で
　　   市内施設利用）

３号

量の見込み

（企業主導型
　　　　保育事業利用）

３号

量の見込み

（市内施設利用）
B＋C＋D

３号

提供体制の確保

３号

施設利用率
（量の見込み「市内児童で

　　市内施設利用」÷人口推計）

B÷A

 (1) 教育・保育施設
  　　・保育所
  　　・認定こども園
  　　・幼稚園

３号

 (2) 地域型保育事業

３号

 (3) 企業主導型保育事業

３号

過不足

F－E

３号

(ｲ) 従業員枠の控除
（事業所内保育事業分）

(ｱ) 区分の追加
（幼児期の学校教育の
利用希望が強いもの）

(ｳ) 広域利用の
協議結果

(ｱ) 区分の追加
幼児期の学校教育の利用希望
が強いもの
については、
1号（預かり保育）で 対応

需要量への影響
※全体（約1万人）の

1％程度

(ｲ) 従業員枠の控除
（企業主導型保育事業分）

(ｲ) 従業員枠の控除
（事業所内保育事業分）

(ｲ) 従業員枠の控除
（企業主導型保育事業分）

供給量への影響
※需要量と同数とす
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別添３ 

佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案） 新旧対照表（パブリックコメント実施前後） 

実施前 実施後 

第５章 施策の展開 第５章 施策の展開 

基本施策１ 地域における子育て・親育ちへの支援 基本施策１ 地域における子育て・親育ちへの支援 

■基本事業 ■基本事業 

≪基本事業１≫ 略 ≪基本事業１≫ 略 

≪基本事業２≫ 保育サービスの充実 ≪基本事業２≫ 保育サービスの充実 

【事業の方向性】 【事業の方向性】 

子どもの幸せを第一に考え、子育て家庭が地域の中で、子育てに喜

びを感じながら安心して子育てができるよう、生活実態や意向を十

分に踏まえた保育サービスを提供します。 

子どもの幸せを第一に考え、子育て家庭が地域の中で、子育てに喜

びを感じながら安心して子育てができるよう、生活実態や意向を十分

に踏まえた保育サービスを提供します。 

 また、国際化の進展に伴い海外から帰国した子どもや外国人の子ど

もなど、外国につながる子どもが増加している現状を踏まえ、関連機

関と連携し、提供する情報を充実させるなど、外国につながる子ども

やその保護者に対して丁寧な支援に取り組みます。 

子ども・子育て支援新制度は、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の質と量を充実させようとするものです。第６章の事業計

画にこれらの量の見込みを掲げますが、保育所（園）等の保育事業や

放課後児童クラブ事業等の保育サービス、市民同士の相互支援であ

るファミリー・サポート・センター事業等を実施するとともに、地域

との交流事業や教育・保育従事者への研修実施等、保育サービスの質

の向上に努めます。 

子ども・子育て支援新制度は、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の質と量を充実させようとするものです。第６章の事業計画

にこれらの量の見込みを掲げますが、保育所（園）等の保育事業や放

課後児童クラブ事業等の保育サービス、市民同士の相互支援であるフ

ァミリー・サポート・センター事業等を実施するとともに、地域との

交流事業や教育・保育従事者への研修実施等、保育サービスの質の向

上に努めます。 

【事業の項目】 【事業の項目】 

○未就学児・小学生を対象とした保育の実施 ○未就学児・小学生を対象とした保育の実施 

○病気の子どもを対象とした保育の実施 ○病気の子どもを対象とした保育の実施 
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○市民相互により子育てを支援する取り組み ○市民相互により子育てを支援する取り組み 

○保育所（園）、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等にお

ける異年齢者との交流 

○保育所（園）、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等にお

ける異年齢者との交流 

○保育所（園）、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等の職

員を対象とした研修会等の実施 

○保育所（園）、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等の職

員を対象とした研修会等の実施 

○利用者支援の実施 ○利用者支援の実施 

≪基本事業３≫ 子育てを地域で支える環境づくり ≪基本事業３≫ 子育てを地域で支える環境づくり 

【事業の方向性】 【事業の方向性】 

子どもへのまなざし運動を、家庭、地域、企業等、学校等そして行

政が一体となって取り組めるよう、広く市民へ周知・啓発を図り、子

育てを地域で支える意識を醸成します。 

子どもへのまなざし運動を、家庭、地域、企業等、学校等そして行

政が一体となって取り組めるよう、広く市民へ周知・啓発を図り、子

育てを地域で支える意識を醸成します。 

また、地域の関係団体と行政が協働して子育てを支援する関係づく

りに努め、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会等の関係団体と

連携して、子どもの健全育成や子育て支援の取り組みを進めます。 

また、地域の関係団体と行政が協働して子育てを支援する関係づく

りに努め、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会等の関係団体と

連携して、子どもの健全育成や子育て支援の取り組みを進めます。 

 そして、子どもの７人に１人が相対的貧困の状況に置かれていると

いう現状を踏まえ、『現在から将来にわたり全ての子ども達が夢や希

望を持てる社会』を目指して子どものライフステージに応じた支援に

努めるとともに、地域における子どもの居場所づくりを推進し、地域

で見守り支えあう子育ての支援を推進します。 

【事業の項目】 【事業の項目】 

○子どもへのまなざし運動 ○子どもへのまなざし運動 

○地域の関係団体による子育て支援 ○地域の関係団体による子育て支援 

○市民との協働を進める取り組み ○市民との協働を進める取り組み 

○地域における人材育成 ○地域における人材育成 

 ○子どもの居場所づくりの推進 

≪基本事業４≫ 略 ≪基本事業４≫ 略 
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基本施策３ 支援を要する子どもや家庭を支える取り組みの推進 基本施策３ 支援を要する子どもや家庭を支える取り組みの推進 

■基本事業 ■基本事業 

≪基本事業１≫～≪基本事業２≫ 略 ≪基本事業１≫～≪基本事業２≫ 略 

≪基本事業３≫ 障がいのある子どもと家庭への支援 ≪基本事業３≫ 障がいのある子どもと家庭への支援 

【事業の方向性】 【事業の方向性】 

保育所（園）等や放課後児童クラブでの障がいのある子どもを対象

とした保育サービスの実施や、障がいのある子どもの学習の理解や

学校への適応など健全な発達を支援するための教育支援の取り組み

を進めるとともに、教育にかかる経済的負担を軽減するため、就学に

必要な経費を助成します。 

保育所（園）等や放課後児童クラブでの障がいのある子どもを対象

とした保育サービスの実施や、障がいのある子どもの学習の理解や学

校への適応など健全な発達を支援するための教育支援の取り組みを進

めるとともに、教育にかかる経済的負担を軽減するため、就学に必要

な経費を助成します。 

また、障がいのある子どもや家庭からの相談に応じ、情報提供や必

要な支援を行います。 

また、障がいのある子どもや家庭からの相談に応じ、情報提供や必

要な支援を行います。 

 そして、日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児（医

療的ケア児）が、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関連分野の支援が受けられるよう、関連機関による協議の場を

設けるなど、各機関の連携強化を図ります。 

【事業の項目】 【事業の項目】 

○障がいのある子どもを対象とした保育の実施 ○障がいのある子どもを対象とした保育の実施 

○相談体制の充実 ○相談体制の充実 

○障がいのある子どもの自立支援の取り組み ○障がいのある子どもの自立支援の取り組み 

○教育にかかる経済的負担の軽減 ○教育にかかる経済的負担の軽減 

≪基本事業４≫ 略 ≪基本事業４≫ 略 

  

 


