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第 1 章 計画策定にあたって 

 

１  計画の位置づけ 

 本計画は、「子ども・子育て支援法」第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画（第２

期）」です。 

本計画は、平成２７年度から平成３１年度までを計画期間とする前回計画を継承するとともに、計画の

一部を「次世代育成支援対策推進法」第８条及び、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第 9 条に基

づく「市町村行動計画」に位置づけます。ただし、他の計画において進行管理している施策・事業の一部

を除きます。 

 

 

  

【子ども・子育て支援法（第六十一条）】  

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基

づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。  

  

【次世代育成支援対策推進法（第八条）】  

市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支

援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭

に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する

計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定することができる。  

 

【子どもの貧困対策の推進に関する法律（第九条）】 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、当該市町村における子どもの貧困

対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
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《子ども・子育て支援新制度の概要》 

（１） 制度の目的  

平成 27 年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」といいます。） 

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めざして、次の３つを掲げています。  

１．質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供  

２．保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善  

３．地域の子ども・子育て支援の充実 

（２） 子ども・子育て関連３法 

 新制度の創設に関する次の３つの法律に合わせて、「子ども・子育て関連３法」と呼ばれています。  

１．子ども・子育て支援法  

２．認定こども園法の一部改正法  

３．関係法律の整備法（児童福祉法等の関係法律を整備） 

（３） 新制度の主な内容 

・質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供  

認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業を通じた給付制度が導入され、いずれの施設を利用した場合も共通の仕組みと

なります。幼稚園と保育所の機能を併せもつ認定こども園の普及のため、認可・指導監督の一本化などの制度の改善が図れま

す。  

・保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善  

市町村は、制度の実施主体として、地域のニーズをふまえた上で「子ども・子育て支援事業計画」を定め、認定こども園や保育

所、地域型保育事業を計画的に整備することとされています。 

また、「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」も確保するため、保育士・教員などの人材確保、職員の処遇や配置の改善などが

図られます。  

・地域の子ども・子育て支援の充実  

地域における子育て支援に対する様々なニーズに応えるために、育成学級（放課後児童クラブ）、保育所等一時預かり、地域子

育て支援拠点事業などのサービス拡充が図れます。 

（４） 国が示す計画の対象事業について  

国が示す「市町村子ども・子育て支援事業計画」に記載する事業は、「教育・保育事業」と１５項目からなる「地域子ども・子育て支

援事業」の合わせて１６の事業に大別されます。  

  ○教育・保育事業  

・幼稚園・保育所・認定こども園  

・地域型保育（家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育）  

   ○地域子ども・子育て支援事業  

     教育・保育施設を利用する家庭だけではなく、在宅を含むすべての子育て家庭を対象とする以下の１５項目の事業を市町村が地

域の実情に応じて実施します。  

①  時間外保育事業（延長保育事業）  

②  幼稚園預かり保育  

③  保育所等一時預かり  

④  病児・病後児保育事業  

⑤  ファミリー・サポート・センター  

⑥  育成学級（放課後児童クラブ）  

⑦  子育て短期支援事業（ショートステイなど）  

⑧  地域子育て支援事業  

⑨  利用者支援事業  

⑩  乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）  

⑪  養育支援訪問事業  

⑫  妊婦健康診査  

⑬  子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  

⑭  実費徴収に係る補足給付を行う事業  

⑮ 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 

 

※子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な事業者の参入促進・能力活用事業

については、量の見込み等を設定する対象外となっています。 
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２ 計画の期間 

 「第２期勝央町子ども・子育て支援事業計画」の計画期間は子ども・子育て支援法に基づいて定められ

た基本指針に即して、2020 年度（令２年度）から 2024 年度（令和 6 年度）までの５年間とします。

ただし、量の見込みや確保方策などに変更の必要が生じた場合は、中途で見直すこととします。 

 

３ 計画の策定方法 

（１）勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査の実施 

  本計画の策定にあたり、子育て支援サービスの利用状況や今後の利用希望、意見などを把握し、教

育・保育・子育て支援の充実を図るため本調査を実施しました。 

■調査の概要 

調査対象 町内在住の就学前児童の保護者 

調査票発送数 496 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

調査期間 平成 30 年 2 月 4 日～平成 30 年 9 月 28 日 

調査票回収数 287 

回収率 57.8% 

（２）庁内評価及び関係機関、関係団体への意見聴取 

 第 1 期計画の取り組み状況や目標の達成状況に関して、各事業・施策の担当課において評価を行い、

子育て支援施策に係る課題や改善策の整理・検討を行いました。 

また、子育て中の保護者や子育て支援に携わる者から子育ての現状・課題について意見聴取を行い、施

策の検討に活用しました。 
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第 2 章 勝央町の子育てに関する現状 

 

１ 子育て世帯の現状について 

（１） 人口構成・人口動態 

  人口は横ばいから、将来はゆるやかに減少する事が見込まれます。15～64 歳の生産年齢人口が減

少し、高齢者のうち、75 歳以上人口の増加が見込まれます。  

一方、世帯数 4,579 世帯（令和元年 10 月 1 日現在）は微増し、核家族化、夫婦のみの世帯や単身

世帯が増加し、1 世帯あたりの人員が減少傾向にあります。 

 

表１ 勝央町の人口の推移（年齢区分別推計）              

                                   （単位：人） 

男女計 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 

0～14 歳 1,499 1,459 1,362 1,287 1,249 1,212 1,309 

15～64 歳 6,155 5,793 5,559 5,405 5,270 4,988 5,065 

65～74 歳 1,438 1,561 1,430 1,252 1,096 1,162 1,404 

75 歳以上 1,867 1,840 1,979 2,080 2,098 2,023 1,938 

総数 10,959 10,653 10,330 10,024 9,713 9,385 9,716 

                               出典：2015 年：国勢調査 

 出生については、100 人前後で推移しています。少産多死により人口は自然減少の傾向にありま

す。 

                                     （単位:人） 

図１ 児童数の推移                            
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  表２ 勝央町の出生数と死亡数の推移           （単位:人） 

  出生数 
出生率 

死亡数 
死亡率 

勝央町 岡山県 勝央町 岡山県 

平成 25 年 114   150   

平成 26 年 107 9.7 8.3 146 13.5 11.0 

平成 27 年 110 9.9 8.2 138 12.4 11.3 

平成 28 年 107 9.6 11.4 152 13.7 11.3 

出典：衛生統計年報 

表３ 合計特殊出生率の推移 （単位:人） 

  勝央町 岡山県 

平成 26 年 1.96 1.49 

平成 27 年 1.83 1.54 

平成 28 年 1.81 1.56 

出典：衛生統計年報 

※合計特殊出生率：人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。 

（２） 未就学児をもつ世帯の就労状況 

平成 30 年度に実施した勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査によると、ひと

り親は全体の 7％でした。 

父親の 92％がフルタイムの勤務です。 

母親についてはフルタイム 4６％、パートタイム 3３％、専業主婦２１％と、平成 25 年度のアン

ケート結果よりもフルタイムの勤務の割合が増えています。専業主婦 57 人のうち、45 人は就業の希

望があり、そのうちすぐにでもしたい人は 12 人、21％あります。 

図 2 母親の就業形態 

参考：平成 25 年度・平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

  

フルタイム
46%

パートタイム
33%

専業主婦
21%

母親の就業形態（平成30年度）
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表４ 保育園の入園状況 

勝央町在住 保育園児童数    （単位：人） 

園名（定員） 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 合計 

勝間田保育園 9 23 30 60 44 51 217 

植月保育園 - 10 14 18 17 21 81 

吉野保育園 - 4 8 9 9 13 45 

古吉野保育園 - 6 5 10 5 4 30 

高取保育園 - 9 13 16 17 8 63 

町      外 - 1 - 2 3 1 7 

ひまわり保育園 3      3 

令和元年 10 月 1 日現在 

 
 

図 3 園を選ぶ際に重視したいもの 

 参考：平成 25 年度・平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 
図４ 教育要素として重視したいこと 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 
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（３） アンケート調査からみる保護者の評価 

 

図 5 家族の協力に対する満足度 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

   子育てを楽しいと感じている方は、下記の図６のとおり増加し、「楽しい」・「まあまあ楽しい」と回

答した方は 322 人 94%です。 

 

図 6 子育てを楽しいと感じている人の経年比較 

 参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

  なかでも子育てが「あまり楽しくない」「まったく楽しくない」と答えた人について詳しくみてみる

と、家族の育児協力に満足されていないと答えた人が多くみられました。 

  また、こどもの発達や関わり方に関する情報を必要とされる人も多くありました。 
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図 7 子育てを楽しいと感じている人と家族の協力に対する満足度の関係 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 気軽に相談できる人はいますか 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

 

子育て情報の入手については、図８にあるように「親族（親・きょうだい）」「友人」から情報を入

手している方が多く、「友人」、「インターネット」の割合が増えていることが特徴的です。 
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図 9 子育て情報の入手先の変化 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

子育て情報としてどんな情報がほしいかについては、図 7 のとおり「医療や医療機関」、「子どもの

発達」、「予防接種」、「子どもの病気の時の対処法」、「公園や遊び場」、についての関心が高いです。 

 
 

図 10 子育てにどのよう情報が必要ですか 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 
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地域の方からの声かけは、「よくある」から「時々ある」と感じる人が増えています。 

 「ほとんどない」「全くない」と答えた人が増えていることは気になります。 

子育て世帯が地域から孤立しないように、積極的な声かけが大切です。 

 
 

図 11 地域の方からの声かけの推移 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

子どもの外遊びに関しては、次ページの図１２にもあるとおり「週 5 日以上」、「週 3～4 日」とも

に大幅に減っている傾向がみられます。「週 1～2 日」、「ほとんどしない」が増えており、外遊び自体

が減っていると考えられます。 

 
図 12 外あそびの頻度の推移 

参考：勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 
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図 13 母子保健サービスの周知度と利用度 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 
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図 14 は利用したサービスについての満足度です。全て満足度は高くなっています。 

 

 
図 14 母子保健サービスの満足度（平成 30 年度） 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

 

 子育てを楽しいと感じている方が増えたとともに、虐待について、「時々ある」が減り、「ほとんどない」

という人が増えています。 

しかし、児童虐待相談件数は減ってはおらず、虐待事例も深刻化し、児童虐待防止対策は緊急の課題と

なっています。 

 
図 15 虐待をしているのでは？と思った割合 

参考：平成 30 年度実施勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 
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2 第１期計画（平成２７～３１年度）の進捗状況 

表４ 第１期計画（平成２７～３１年度）の進捗状況 

 

 

 

年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

見込み 442人 448人 447人 456人 448人

実績 443人 455人 453人 455人 446人

見込み 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所

実績 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所

見込み 450人日（1カ所） 450人日（1カ所） 600人日（2か所） 600人日（2か所） 600人日（3カ所）

実績 300人日（1カ所） 556人日（1カ所） 446人日（1カ所） 500人日（1カ所） 385人日（1カ所）

見込み 10人（1カ所） 10人（1カ所） 10人（1カ所） 10人（1カ所） 10人（1カ所）

実績 82人（1カ所） 86人（1カ所） 96人（1カ所） 109人（1カ所） 110人1カ所）

見込み

実績 0カ所 ０カ所 1カ所 1カ所 1カ所

見込み 1,947人日（1カ所） 1,947人日（1カ所）2,003人日（1カ所）1,960人日（1カ所）1,911人日（1カ所）

実績 6,077人日（1カ所） 6,566人日（1カ所）3,872人日（1カ所）3,957人日（1カ所）3,929人日（1カ所）

見込み 1カ所 1カ所 1カ所 1カ所 1カ所

実績 0カ所 ０カ所 1カ所 1カ所 1カ所

見込み 99人 98人 95人 93人 90人

実績 112人 110人 93人 97人 90人

見込み 50人 50人 50人 50人 50人

実績 130人 142人 80人 70人 70人

見込み 120人 120人 120人 120人 120人

実績 　　人 120人 107人 147人 120人

見込み

110人

（2クラブ）

（2単位）

108人

（2クラブ）

（2単位）

104人

（2クラブ）

（2単位）

101人

（2クラブ）

（2単位）

150人

（2クラブ）

（3単位）

実績

138人

（2クラブ）

（2単位）

134人

（2クラブ）

（2単位）

143人

（2クラブ）

（2単位）

164人

（2クラブ）

（2単位）

195人

（2クラブ）

（３単位）

見込み 2,470人日（2か所） 2,470人日（2か所）2,470人日（2か所）2,470人日（2か所）2,470人日（2か所）

実績 2,086人日（2か所） 2,159人日（2か所）1,991人日（2か所）2,351人日（2か所）2,351人日（2か所）

地

域

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

事

業

延長保育事業

実施箇所数

一時預かり事業

利用延べ人数（実施箇所数）

実施箇所数

ファミリーサポートセンター事業

会員人数（実施箇所数）

子育て短期支援事業（ショートステイ）

実施箇所数

地域子育て支援事業

利用延べ人数（実施箇所数）

利用者支援事業（母子保健型）

放課後児童健全育成事業（学童保育）

利用児童数

（クラブ数）

（支援単位数）

※構成児童数　４月１日現在

放課後子ども教室

項目
第１期計画

保

育

保育の量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※実績は翌年度４月１日時点

保育所、企業型保育事業所等

の利用定員数

延べ利用人数（実施箇所数）

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

訪問延べ人数

養育支援訪問事業

訪問人数

妊婦健康診査

妊娠届出人数
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３ 第１期計画の取り組みと課題 

第１期計画では「幼児期の教育・保育を提供する体制づくり」「地域での子ども・子育て支援事業を提

供する体制づくり」「学童期の教育・保育を提供する体制づくり環境づくり」「特別な支援を必要とする親

子への体制づくり」の４つの体制づくりを組んできましたが、今回はその取り組みを振り返り、第２期計

画に引き継ぎたい課題を中心にまとめました。 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ２ 幼児期の教育・保育を提供する体制づくり【第 1 期計画冊子 p.6～p.11】 

取り組み 〇出生数の増加している勝間田小学校区では令和2年度から新築した高取保育園

での保育を開始し、定員を増やして勝間田保育園との２園で対応できるよう環境

整備を行った。 

〇町内全保育園での延長保育、土曜日保育の実施。 

〇平成 30 年度より開所された企業主導型保育事業による保育園などを利用し、

ニーズに応じた多様な保育体制により園児の受け皿を増やしていくようにした。 

〇保育士の募集。 

〇臨時保育士の処遇改善。 

〇子ども達の個性に応じた対応ができるよう、言語聴覚士等の園巡回指導や発達

支援教室を実施した。 

〇保育にあたる者が、一人ひとりの子どもの生きる力の基礎を育成できるよう、

積極的に研修等に参加するなど保育について学ぶ機会をつくった。 

〇養護と幼児教育が一体となり、幼稚園と同じ 5 領域（健康・人間関係・環境・

言葉・表現）も保育目標に取り入れ、特に３歳児以上については、教育面も考慮

された内容となっている。 

課題 働く母親が増え、出産前から育児休業明けの保育サービスを心配する声があり

ます。特に０歳児保育は町内で２箇所ありますが、保育士不足もあり、施設があ

っても受け入れができない状況です今後は、現状よりも、ますます、低年齢児の

保育需要が高まる事が予測されます。 

現在の家庭ではできにくい、集団を生かした体験遊びや自然と触れ合える体験

などが保育園に期待されていますが、勝央北小学校区においては園児数が少なく

十分な集団あそびも行えない現状といえます。 

安定的に良質な就学前教育・保育を提供できる環境を整備することが求められ

ています。 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ３ 地域での子ども・子育て支援事業を提供する体制づくり 

 ア 就園前の子どもたちの保育【第 1 期計画冊子 p.11～p.１２】 

取り組み 〇吉野保育園での一時保育の実施 

〇企業主導型保育による一時保育の案内（平成 30 年度～） 

〇ひとり親家庭のファミリー・サポート利用料の減免 



- 15 - 

 

〇広域相互利用協定により、津山市等町外病児保育施設の利用が可能となる（平

成 30 年度～） 

〇津山市の児童養護施設を利用したショートステイの実施（平成２９年度～） 

〇子育て広場や母親クラブ活動などを一体的に実施することでファミリーサポー

トの提供会員と母親との顔の見える関係ができ、ファミリーサポートの利用者の

拡大に繋がった。 

課題 現在、１園で一時保育を行っていますが、核家族やひとり親世帯の増加もあり、

多様なニーズに対応できるよう病児保育やファミリーサポートなど他の事業も含

めた体制整備が必要です。 

周知度の低いサービスもあり、必要な人が利用できるよう、顔の見える関係づ

くりや有効な手段を使い、情報発信して行くことが求められます。 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ３ 地域での子ども・子育て支援事業を提供する体制づくり 

 イ 親子の居場所【第 1 期計画冊子 p.13～p.16】 

取り組み 〇「勝央町子育てかがやきネットなないろ（母子クラブ）」の活動支援 

〇勝央町総合保健福祉センターでの「子育て広場ちゃお！」の開催（平成 30 年

度～） 

〇勝央北小学校区で月１回、吉野コミュニティを中心に、「出張広場 ちゃお！」

を開催（平成 30 年度～） 

〇高齢者福祉センター（かしの木）での「かしの木広場」の開催（平成 30 年～） 

〇総合保健福祉センター芝生広場の整備 

〇ダンスＤａｙの開催 

〇町有地（畑）の活用 

〇保育園での園開放、園庭開放の実施 

課題 保育園への要望と同じく、就園前にも、同年代の子と遊ぶこと、自然と触れ合

える体験をさせること、こどもの発達や関わり方に関する情報へのニーズが多く

あります。 

子どもの生きる力の基礎を育成できるよう、子育てや子どもの発達について学

ぶ機会をつくります。そのような環境を意図的に整備するにことが求められます。 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ３ 地域での子ども・子育て支援事業を提供する体制づくり 

ウ 子どもの心と体を育む家庭・地域づくり【第 1 期計画冊子 p.16～p.22】 

取り組み 〇子育て世代包括支援センターの運営 

〇保健センターの相談室、トイレ、授乳室の整備 

〇母子手帳交付時の全員面接（利用者支援事業） 

〇養育訪問（保健師） 

〇乳幼児健康診査、妊婦健診、産婦健診、新生児へ聴覚検査の機会の拡充と推進 
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〇予防接種の機会の拡充と推進 

〇子育てに関する講座（テーマ：子どもの発達、食育、祖父母や地域の子育て支

援、父親の子育て、非認知能力の育て方、わらべ歌、五感を使った遊び、花育な

ど） 

〇中学生への啓発（愛育委員より禁煙、危険ドラッグについての啓発チラシの配

布） 

〇不育・不妊治療対策の拡充（治療費の助成、相談先の広報） 

〇愛育委員・栄養委員・子育てボランティアなど地域子育て支援組織の育成と活

動支援 

〇こんにちは赤ちゃん訪問（愛育委員） 

〇乳幼児健診時の月齢に合わせた試食の提供（栄養委員） 

〇妊娠期からの助産師による訪問・サロン、健康運動指導士による教室、妊産婦

健診による産婦人科との連携（産前・産後サポート事業） 

〇支援が必要な方へ助産師・保健師による訪問・相談（産後ケア事業） 

〇効率的な情報提供のツールとしての電子母子手帳の導入（平成 30 年度～） 

課題 子育てが「楽しくない」と答えた人について詳しくみてみると、家族の育児協

力に満足されていないと答えた人が多くみられました。 

情報の入手方法として、「友人」、「インターネット」の割合が増えています。「医

療や医療機関」、「子どもの発達」、「予防接種」、「子どもの病気の時の対処法」、「公

園や遊び場」、についての情報を求める声が多くあります。 

地域の方からの声かけも、「ほとんどない」「全くない」と答えた人が増えてい

ます。子育て世帯が地域から孤立しないような働きかけ、仕組みづくりが大切で

す。 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ４ 学童期の教育・保育を提供する体制づくり【第 1 期計画冊子 p.22～p.24】 

取り組み 〇全２小学校区において公立民営（保護者や地住民等により構成される運営委員

会）での学童保育の実施。 

〇勝間田小学校区の学童保育の面積要件を満たし、1 単位から 2 単位に増やし

た。 

〇学童保育の支援員の研修受講を推進・支援した。勝間田小学校区の支援員は受

講された。 

〇全２小学校区において公立公営での放課後子ども教室の実施。（教育振興部） 

〇学童保育の支援員と放課後子ども教室のコーディネーターが連携して共通プロ

グラムを実施した。 

課題 学童保育の利用希望者は増えています。施設の改修を実施し、面積も増加しま

したが、さらなる低学年学童保育の利用希望者の増加が見込まれ、場所やスタッ

フ数等の課題は継続します。放課後の遊びを中心とした生活についてスタッフの
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研修が必要です。 

学童保育と放課後子ども教室の連携した取り組みについては、開催日数、スタ

ッフ数等の問題から、完全な一体化または連携をすることは難しい状況です。随

時共通した時間を設ける等しています。 

乳幼児から小学生まで異年齢交流、自然を生かした体験あそび等地域の特性を

生かした居場所、子どもが就学後も集える場所を望む声が多くあります。 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ５ 特別な支援を必要とする親子への体制づくり 

ア 児童虐待防止策の推進【第 1 期計画冊子 p.22～p.25】 

取り組み 〇児童虐待予防としての子育て世代包括支援センターの活動 

〇要保護児童地域対策協議会の調整 

課題 子育てを楽しいと感じている方が増えたとともに、虐待について、「時々ある」

が減り、「ほとんどない」という人が増えています。 

しかし、児童虐待相談件数は減ってはおらず、虐待事例も深刻化し、児童虐待

防止対策は緊急の課題となっています。 

 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ５ 特別な支援を必要とする親子への体制づくり 

イ 発達を支援する体制づくり【第 1 期計画冊子 p.25～p.26】 

取り組み 〇専門的相談体制整備のため、臨床心理士の採用 

〇言語聴覚士による発達支援教室、保育園巡回の実施 

〇ケースを通じての保育園、小学校、障害児通所支援施設等の関係機関との連携 

〇就学前の発達検査（希望する発達支援教室生）と情報提供 

〇勝央町親の会、自立支援協議会の活動支援 

課題 就学にむけて支援が必要と思われる児童に対しては、家族に児童の特性の理解を

促し（発達検査、子育て相談等の実施）、適切な学級選びができるような支援が重

要です。小学校に関する適切な情報提供を行い、就学に向けて不安が少しでも軽

減できるよう、随時、就学相談ができる体制づくりが課題です。 

また、必要時には情報を共有、連携することで、保育園での関わりが小学校でも

生かす事ができるようになってきています。 

 

第１期計画 第２章 子育てに関する現状と課題と施策の方向 

 ６ 安全な生活環境の整備【第 1 期計画冊子 p.26～p.27】 

取り組み 〇子育て広場の中で、メディアとの付き合い方についての講話やパンフレットの

掲載などで掲載啓発した。 

〇保育園児が通行することが多い道路上に速度の抑制の注意喚起の表示を標し
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た。 

〇総合保健福祉センター内にキッズコーナー、トイレにベビーチェア、和室に授

乳コーナーをつくりました。 

〇学校付近や通学路等において学校関係者や関係機関・団体と連携したパトロー

ル活動を行っています。 

課題 メディアとの関わりについての課題は深刻です。 
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第３章 計画の概要 

１ 計画の基本理念・基本目標 

（１） 計画の基本理念（目指す姿） 

 

  

（２） 計画の基本目標 

 基本理念の実現を目指し、以下の２つの基本目標を設定します。 

 

子どもの成長においては、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や周囲の

人間への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲得、学童期における心

身の健全な発達が大切であり、一人ひとりがかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、

自己肯定感を持って育まれる事が重要です。 

子どものよりよい育ちを促し、子ども一人ひとりが一健やかに成長するとともに子どもの最善の利益

を保障できる家庭や地域を目指します。 

 

保護者が子育てについての第一義的責任を有することを基本的認識としつつ、保護者が子育てについ

ての責任を果たすことや、子育ての権利を享受することがよりたやすくなるような支援を行います。 

子育ての環境の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を

和らげることを通じて、保護者も自己肯定感をもちながら子どもと向き合える環境を整え、親として成

長していくことを支援します。 

ともに、子育て家庭が不安や悩みを解消できるよう、支援内容についての情報提供や子育て家庭同士の

交流の場、相談のできる場づくりを進めます。また、特別な配慮を必要とする家庭、児童虐待の防止対策

を行うことで、安心して子育てを楽しめる地域を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民みんながいきいきと充実した人生を生きる 

思いやりと笑顔のあふれる勝央町 

Ⅰ 子どもの健やかな育ちを支えるまちづくり 

Ⅱ 保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるまちづくり 
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２ 計画の構成 

 基本目標を達成するための各種施策を、具体的かつ効果的に推進するための基本的施策をそれぞれ定

めます。 

 

基本目標 

Ⅰ 子どもの健やかな育ちを支えるまちづくり 

 

Ⅱ 保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるまちづく

り。 

施策の展開 

（１）幼児期の教育・保育を提供する体制づくり 

基本的施策 １ 幼児期の教育・保育を提供する体制づくり 

 

（２） 地域での子ども・子育て支援事業を提供する体制づくり 

① 就園前の子どもたちの保育 

基本的施策 １ 多様な子育て支援サービスの充実 

② 子どもの心と体を育む家庭・地域づくり 

基本的施策 １ 妊産婦等への保健医療の充実 

基本的施策 ２ 子どもの健康の確保 

 基本的施策 ３  切れ目のない包括的な相談体制の充実 

 基本的施策 ４ 地域による子育て家庭への支援強化 

 

（３） 学童期の教育・保育を提供する体制づくり 

 基本的施策 １ 学童期の教育・保育を提供する体制づくり 

 基本的施策 ２ 次代の親の育成 

 

（４）特別な支援を必要とする親子への体制づくり 

 基本的施策 １ 養育支援の必要な家庭への援助と児童虐待防止の対策 

基本的施策 ２ 発達を支援する体制づくり 

 

（５） 安全な生活環境の整備 

基本的施策 １ 子どもを取り巻く有害環境への対策 
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第 4 章 施策の展開 

１ 幼児期の教育・保育を提供する体制づくり 

基本的施策 １ 幼児期の教育・保育を提供する体制づくり 

<施策の方向性> 

●幼児教育・保育の量的拡大・確保、保小中高連携や研修の実施等による質の確保や人材確保に取り組み

ます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

通常保育 

 

保護者のニーズに合わせた様々な保育形態の教育保育環境を整え、適正な定員管理と

入所調整を行っていきます。 

健康福祉部 

教育・保育人材確保事 

業 

保育士・幼稚園教諭就職支援セミナーや関係部署と連携した就職支援会の開催を通

じ、潜在的有資格者の就労を促進するとともに、保育園の安定的人材確保を図りま

す。 

健康福祉部 

幼児教育・保育の質の 

確保・向上 

保育士に対する研修の充実や研究会の実施等、質の確保・向上への施策を検討・実施

します。 

健康福祉部 

公立教育・保育施設の 

計画的整備 

安全・安心な子育て環境を整えるため、保育園の定員増に伴う施設の改善や耐震対策

を継続的に実施します。 

健康福祉部 

保小中高連携の充実 年３回程度の担当者会（研修）を実施するほか、保育園・小学校・中学校・勝間田高

校の職員が相互に参観等に出向くことで連携を図ります。 

健康福祉部 

教育振興部 

２ 地域での子ども・子育て支援事業を提供する体制づくり 

（１） 就園前の子どもたちの保育 

 基本的施策 １ 多様な子育て支援サービスの充実 

<施策の方向性> 

●児童手当や給付、医療費の公費負担など、子育て家庭への経済的な支援に引き続き取り組みます。 

●延長保育や一時預かり、拡充が行われた病児保育など、多様な子育て支援サービスについて引き続き

利便性の向上やサービスの周知を図ります。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

延長保育 全園において延長保育事業を継続実施します。 健康福祉部 

一時預かり事業 保護者が急な用事などで保育ができないときや、在宅で育児をしている保護者がリフ

レッシュしたい時などに、保育園で一時的に預かり、必要な保育を行います。 

健康福祉部 

病児保育事業（医療機 

関型） 

病児について、医療機関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

育を実施します。 

健康福祉部 

子育て短期支援事業 保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難とな

った場合に、委託施設において宿泊を伴った一時預かりを行います。本事業が広く町

民に認知されるよう啓発に努めます。 

健康福祉部 

（２） 子どもの心と体を育む家庭・地域づくり 

 基本的施策 １ 妊産婦等への保健医療の充実 

<施策の方向性> 

●産婦健康診査の実施など、産後間もない時期も含めて、妊娠から出産まで母親の健康確保に取り組み

ます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

妊婦一般健康診査 妊婦と胎児の健康状態を定期的に確認するため、14 回の妊婦一般健康診査を実施し

ます。 

健康福祉部 

妊婦への妊娠・出産に関 母子健康手帳交付時に、「母子健康手帳副読本」等のパンフレットを活用し、妊娠・ 健康福祉部 
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する知識等の啓発 出産に関しての正しい知識の啓発に努めるとともに、妊娠期から利用できるサービス

等の利用について案内します。 

また、保健師による面接を実施し、育児の不安や負担感の軽減を図るほか、サポート

が必要な妊婦には、妊娠期から継続した支援を行います。 

不育治療支援事業 医療保険適用外の不育治療を受けた夫婦に対して助成を行います。 健康福祉部 

産婦健康診査 産婦の健康状態を定期的に確認するため、２回の産婦健康診査を実施します。 健康福祉部 

基本的施策 2 子どもの健康の確保 

<施策の方向性> 

●子どもの健康確保に向けて、乳幼児健康診査の受診勧奨や診査後のフォローに継続して取り組みます。 

●虫歯の予防など歯の健康維持や、子どもを感染症等から守るための予防接種の実施に取り組みます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

新生児聴覚検査 新生児期の聴覚の異常を発見し、早期に支援を行うため新生児聴覚検査を実施しま

す。 

健康福祉部 

乳幼児健康診査 乳幼児健康診査を実施して病気の予防や早期発見を図り、身体発育や情緒の発達、生

活習慣等の育児に関する不安を軽減するための助言・指導を行います。 

また、未受診児の把握に努めるとともに、受診の徹底を図ります。 

健康福祉部 

乳幼児健康診査後の 

継続支援 

乳幼児健康診査を通じて把握した心身の発達、家庭環境等の子育てに関する様々な課

題に対し、関係機関と連携して、必要な支援を継続実施します。 

健康福祉部 

歯科検診と指導 乳児期から、健診や保育園での生活等、あらゆる機会をとらえて歯科指導を継続し、

個人に応じた指導と保護者の意識を高める事業を実施します。 

健康福祉部 

予防接種 子どもを感染症等から守るため、ワクチンごとの対象年齢に応じて無料で予防接種を

実施します。 

健康福祉部 

基本的施策 ３  切れ目のない包括的な相談体制の充実 

<施策の方向性> 

●妊娠期から出産、子育てに至る期間において、ワンストップでの相談対応を行う「勝央町子育て世代包

括支援センター」を設置・運営します。 

●ガイドブックや広報紙、ホームページのほか 電子母子手帳アプリを活用した情報発信を行うとともに、

勝央町総合保健福祉センターにおいて利用者支援事業を実施し、利用者に応じた情報提供を行います。 

●訪問による相談支援や、乳幼児健診時や地域に出向いて実施する相談の場、支援センターや子育てひ

ろばでの相談など、様々な相談の機会を設け、保護者等の育児不安の解消や課題解決を図ります。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

子育て世代包括支援セン

ター 

母子保健コーディネーターとなる保健師を配置し、妊娠から出産・子育てまで、切れ

目なく相談に対応します。 

健康福祉部 

子育て支援情報、イベ 

ント情報等の提供 

「勝央町子育て支援ガイドブック」、広報紙、ホームページ、電子母子手帳アプリ等

を活用し、保育園をはじめとする子育て支援サービスや各種の給付、また、誰でも参

加できる行事等の情報を提供します 

健康福祉部 

利用者支援事業 勝央町総合保健福祉センターにおいて、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事

業等の情報提供及び相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施し

ます。 

健康福祉部 

相談 定例日の育児相談に来られない方でも、いつでも気軽に相談し、育児不安を軽減する

ことができるよう、体制し整えます。 

健康福祉部 

産後ケア事業 安心して出産・子育てができるように、必要に応じてホームヘルパー、助産師訪問、

ショートステイによる支援を行います。 

健康福祉部 

子育て広場 広場において、乳幼児をもつ保護者が気軽に育児について相談したり、保護者同士で

交流したりする場を提供します。スタッフの質の向上や、子育てに関する講習の定期

的開催、関係施設との連携に努めます。乳幼児健診やお便り等での広報活動により、

参加者の増加をめざします。また、保健師・栄養士・心理士・子育て支援員が連携し

て、相談事業の充実を図ります。 

健康福祉部 
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基本的施策 ４ 地域による子育て家庭への支援強化 

<施策の方向性> 

●地域による子育て支援の仕組みとして、「ファミリー・サポート・センター事業」の活用・普及に取り

組みます。 

●愛育委員・栄養委員、町内会等と親子クラブによる世代間交流や、地域での声かけ・育児相談に取り組

みます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

ファミリー・サポート・

センター事業の普及 

乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と、援助を行う

ことを希望する方との相互援助活動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポー

ト・センター事業を実施します。 

ファミリー・サポート・センター事業の充実のため、交流会や講座を開催し、会員相

互の親睦や保育・育児のスキルアップを図ります。 

また、津山圏域での広域化を進める中で、会員でない方も参加できる講座の開催等を

通じて子育てに有意義な情報を発信し、事業の広報と会員増加を図ります。 

健康福祉部 

愛育委員・栄養委員と母

子クラブとの交流事業等 

愛育委員・栄養委員等と母子クラブによる世代間交流を図ります。 健康福祉部 

愛育委員・栄養委員の 

声かけ訪問 

愛育委員・栄養委員の声かけにより、人と人のつながりを大切にした健康なまちづく

りをめざし、地域ぐるみの子育て支援をすすめていきます。 

健康福祉部 

３） 学童期の教育・保育を提供する体制づくり 

 基本的施策 １ 学童期の教育・保育を提供する体制づくり 

<施策の方向性> 

●新・放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な実施を推進

し、実施内容や実施体制の整備を図ります。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

放課後児童クラブにおいて、昼間、保護者が就労等でいない児童に対して適切な遊び

と生活の場を提供し、健全育成を行います。小学校区ごとに、保護者等による運営委

員会が設置したクラブを運営しており、運営や施設の充実、保育から育成支援に向け

た支援員の資質向上や処遇改善を図ります。 

健康福祉部 

放課後子ども教室 放課後や週末等の子どもたちの居場所として、地域住民の参画を得ながら、放課後子

ども教室において様々な体験活動や交流活動、学習活動を行います。 

健康福祉部 

放課後児童クラブと放課

後子ども教室の一体型又

は連携型での実施の推進 

国の定めた新・放課後子ども総合プランに基づき、同一学区内の放課後児童クラブと

放課後子ども教室との連携又は一体的な実施を進め、放課後児童クラブを利用する児

童への子ども教室への参加の機会をつくります。 

健康福祉部 

教育振興部 

放課後児童クラブにお 

ける特別な配慮を必要 

とする児童への対応 

育成支援を行う中で、障害や発達特性があり特別な配慮が必要な児童に対しては、加

配職員の配置を行い、小学校や外部専門機関等と連携を行いながら適切な支援を行い

ます。 

また、加配職員に対し、特別支援の研修の機会をつくり、職員の資質向上を図りま

す。 

健康福祉部 

教育委員会と健康福祉部

との連携 

それぞれの担当事業の開催や、個々の気になる子どもについて適切に支援できるよ

う、関係機関がスムーズに連携できるようにしていきます。 

健康福祉部 

教育振興部 

基本的施策 ２ 次代の親の育成 

<施策の方向性> 

●子育て広場を、中高生等が乳幼児やその保護者とふれあうことができる場として活用します。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

学生・生徒と未就学児 子育てひろば ちゃお！で、中学生・高校生・大学生のボランティア等の活動を定 健康福祉部 
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等との交流促進 期的に受け入れ、乳幼児やその保護者とふれあう機会を提供します。 

子育ての楽しさ、大切さや親の役割についての理解を促進します。 

社会福祉協議会 

４） 特別な支援を必要とする親子への体制づくり 

 基本的施策 １ 養育支援の必要な家庭への援助と児童虐待防止の対策 

<施策の方向性> 

●虐待の防止と、迅速な対応を行うことを目的とした「子ども家庭総合支援拠点」の設置を進めます。 

●要保護児童の早期発見・保護に努めるほか、「勝央町要保護児童対策地域協議会」を活用して関係機関

との連携を強化し、情報の共有や適切な支援、見守りを進めます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

子ども家庭総合支援 

拠点事業 

子どもや妊婦から子育てに関する相談を受け、必要な情報提供や支援を行っていくた

め、設置をすすめます。 

健康福祉部 

児童相談窓口の周知 児童相談窓口の周知徹底を図るため、広報紙、ホームページ等による啓発を行いま

す。 

毎年 11 月の児童虐待防止月間に合わせ、広報で特集記事を掲載して重点的に啓発を

行います。 

健康福祉部 

養育支援訪問事業 個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図るため、子育てに対して不安や

孤立感を抱える家庭や様々な原因で養育支援が必要となっている家庭を訪問し、具体

的な養育に関する指導・助言等を実施します。 

健康福祉部 

要保護児童対策 

地域協議会 

 

近年増加し、複雑化する児童虐待案件に対応するため、関係部局が情報共有し、保育

園・小中学校や乳幼児の家庭における要保護児童の早期発見や保護に努めます。 

また、「勝央町要保護児童対策地域協議会」を活用して関係機関との連携を一層強化

し、役割分担の明確化や情報共有による的確な支援を図ります。被虐待児の所属する

保育園や小学校・中学校・高校と連携し、該当児童の学校生活の様子などの生活実態

の把握に努め、継続的支援を行います。引き続き、関係機関と連携をとりながら、ケ

ースの進行管理を行います。 

健康福祉部 

教育振興部 

基本的施策 ２ 発達を支援する体制づくり 

<施策の方向性>  

●勝央町発達支援事業（おやこ教室、保育園園巡回、発達検査など）の取組内容の充実や、医療的ケア児

への支援体制の整備など、障害のある児童への支援環境を強化します。 

●不登校児童・生徒への対応として、関係機関やスクール・カウンセラー、教育支援員などと連携して支

援します。 

●特別支援教育の充実に向けて、引き続き、支援者への研修や相談対応、必要な支援へのつなぎ等を行い

ます。 

<関連事業> 

事業名 内容 担当課 

障害児通所支援の充実 障害種別に関わらず、必要な療育・相談等が受けられるよう、児童発達支援、放課後

等デイサービス等のサービス充実を図ります。 

発達支援コーディネーターをおき、適切に療育が受けられるように障害児通所支援施

設と連携を図るとともに、保育園・小学校との連携を強化します。 

健康福祉部 

勝央町発達支援事業の充

実 

勝央町発達支援事業の充実を図り、保育園等巡回相談等の体制整備に努めます。就学

にむけて支援が必要と思われる児童に対しては、家族に児童の特性の理解を促し（発

達検査、子育て相談等の実施）、適切な学級選びができるよう支援します。また、保護

者には、小学校に関する適切な情報提供を行い、就学に向けて不安が少しでも軽減で

きるよう、随時、就学相談を実施します。 

保育園での関わりが小学校でも生かす事ができるよう、情報の共有、連携を図りま

す。 

健康福祉部 

通級指導教室の利用 定住自立圏において、周辺市町村と連携を図り、特別支援教育の支援体制の充実を行

います。 

健康福祉部 

教育振興部 
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ピアカウンセリングの推

進 

保護者同士の悩みや不安、喜びを共有できる場の確保、親の会の支援を行い、共に育

てることを支援します。 

健康福祉部 

 

 

５） 安全な生活環境の整備 

基本的施策 １ 子どもを取り巻く有害環境への対策 

<施策の方向性> 

●自殺や薬物乱用防止に向けて、引き続き啓発活動に取り組みます。 

●引き続き学校や家庭と連携をとりながら、情報モラルに関する啓発に取り組みます。 

 

  

事業名 内容 担当課 

思春期保健等対策 

 

１０代の自殺対策については、自殺対策計画策定をきっかけとして教育現場と課題の

共有を行います。 

健康福祉部 

教育振興部 

薬物乱用等防止 愛育委員等関係機関と連携し、中学生対象の薬物乱用防止教室等を開催するととも

に、リーフレットの配布等を通じた保護者への啓発を併せて実施します。 

健康福祉部 

教育振興部 

情報モラルの地域へ 

の啓発 

外部の団体との協力の下、情報メディアに関する研修会を実施します。 

また、広報紙等を利用して地域住民への啓発を行います。 

健康福祉部 

教育振興部 

安心して外出できる環境

の整備 

妊婦や親子が安心して外出できるよう、公共施設等における子育て家族での外出等に

優しいトイレ等の整備、ベビーベッド、ベビーチェア、授乳室、おむつ換えシートの

設置などを推進します。 

健康福祉部 
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第 5 章 幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の確保方策等 

１ 教育・保育の提供区域の設定と見込量の考え方 

 本計画では、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業について、

５年間の「量の見込み」（利用に関するニーズ量）及び「確保方策」（量の見込みに対応して確保する提供

体制の内容と実施時期）を定めます。  

平成３１年２月に、町内の子育て世帯を対象に実施した利用ニーズ調査「勝央町子ども・子育て支援に

関するニーズ調査」の結果や現在の利用状況を踏まえ、量の見込みを算出するとともに、それに対応する

ための確保方策を設定しました。 

（１）教育・保育提供区域の設定 

 勝間田小学校区では出生数が増加し、勝央北小学校区では出生数が減少傾向にあります。そのため、保

育に係る需要と供給のバランスを図り、柔軟に対応できるように教育・保育提供区域について１つの区

域設定とします。 

（２）教育・保育の「量の見込み」と提供体制の「確保方策」について  

１）「量の見込み」の算定に当たっての考え方  

  「勝央町子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果をもとに、国から示された「量の見込み」

の算出手法等に従い設定しました。  

２）「確保方策」の考え方  

① 幼児教育の提供体制 

  質の高い教育・保育を提供するために、専門職として必要な資質・能力をバランスよく育成するこ

とができるように、研修の機会を確保します。 

子ども達の個性に応じた保育ができるように、言語聴覚士等の園巡回相談や発達支援教室を利用

して保育士の専門性を高めていきます。 

② 保育の提供体制  

     必要なときに保育サービスが利用できるように保育体制を整備していく必要があります。 

出生数の増加している勝間田小学校区では令和 2 年度から新築した高取保育園での保育を開始し、

定員を増加しています。また、認定こども園は幼稚園及び保育園の機能を併せ持ち、「学校教育」「保

育」「子育て支援」を総合的に提供することができるとともに、保護者の就労状況及びその変化等に

よらず柔軟に子どもを受け入れることができる施設であり、本町でも既存の保育園に認定こども園

の機能を持たせます。 

本町が条例で定める基準に適合する事及び子どもの健全な発育発達を保障し安全面での配慮が行

き届いているかを審査した上で、企業主導型保育事業による保育園などとも連携を図りながら、保

育体制を補うように努めます。  
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（３）各年度における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

表 5 各年度における教育・保育の量の見込みと確保方策 

 

注）１号認定：教育標準時間認定（お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合。２号認定児のうち、「幼児期の学校教育の利用希望

が強いと想定されるもの」については、１号で集計。） 

  ２号認定：満３歳以上・保育認定（お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合） 

  ３号認定：満３歳未満・保育認定（お子さんが、満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合） 

表６ 各年度における認定こども園の設置目標 

 

 

 

 

 

 

  

1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2号

３～5歳 ３～5歳 0歳 1～２歳 ３～5歳 ３～5歳 0歳 1～２歳 ３～5歳 ３～5歳 0歳 1～２歳 ３～5歳 ３～5歳 0歳 1～２歳 ３～5歳 ３～5歳 0歳 1～２歳

①量の見込み
必要利用
定員総数

24 268 17 136 27 271 17 131 27 258 16 124 29 246 16 125 29 238 16 125

特定教育
保育施設

24 268 17 136 27 271 17 131 27 258 16 124 29 246 16 125 29 238 16 125

地域型
保育事業

- - 0 - - - 0 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3号

②確保の方策

②－①

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

3号 3号 3号 3号

単位：設置数

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 0 0 0 0

認定こども園の設置目標
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２ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

保育が必要な子どもがいる家庭だけでなく、すべての子育て家庭を対象に地域のニーズに応じた多様

な子ども・子育て支援を充実させるため、保護者が地域の教育・保育や子ども・子育て支援事業等を円滑

に利用できるよう情報提供・助言等を行う利用者支援をはじめ、子育ての相談や親子同士の交流ができ

る地域子育て支援拠点事業など１３事業が、「地域子ども・子育て支援事業」として法的に位置づけられ

ています。 

（１）延長保育事業 

事業名 延長保育事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 保育園において、通常の利用時間帯以外の時間に開所時間を延長し、保育を行いま

す。 

内容実績 【対象者】保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、やむを得ない事情により保育時

間を延長する必要があると認められる児童 

【実施内容】５施設 

量の見込み                                    単位：人（カ所） 

  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 

①量の見込み 158（５） 164（５） 164（５） 165（５） 163（５） 

②確保の方策 158（５） 164（５） 164（５） 165（５） 163（５） 
 

量の見込み 

の考え方 

「勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査」の結果と、児童数、過

去の実績に基づき、利用人数を見込んでいます。 

提供体制の 

確保について 

保育園において延長保育事業を引き続き実施します。 

（２）一時預かり事業 

事業名 一時預かり事業（一時保育） 担当課 健康福祉部 

事業概要 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児について、 保育所・認

定こども園等で一時的に預かり、必要な保護を行います。 

内容実績 【対象者】一時的に家庭保育が困難になった幼児 

【実施内容】１施設 

量の見込み                               単位：人日/年（カ所） 

  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 

①量の見込み 568（１） 578（１） 564（１） 578（１） 573（１） 

②確保の方策 568（１） 578（１） 564（１） 578（１） 573（１） 
 

量の見込み 

の考え方 

「勝央町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査」の結果と、児童数、過

去の実績に基づき、利用人数を見込んでいます。 

提供体制の 

確保について 

今後予測される量の見込みに対し、提供体制を確保していきます。 
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（３）病児保育事業 

事業名 病児保育事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 保護者が就労している場合等であって、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な

場合に、病気の児童を一時的に保育します。 

内容実績 【対象者】当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないもしくは

病気の回復期であり、集団保育が困難な児童のうち、小学６年生までの児童。 

【実施内容】定住自立圏内２施設（津山市内） （平成３１年３月現在） 

量の見込み                               単位：人日/年（カ所） 

  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 

①量の見込み  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0） 

②確保の方策  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0）  ２４（0） 
 

量の見込み 

の考え方 

利用ニーズ調査と過去の実績を基に、量を見込んでいます。 

提供体制の 

確保について 

量の見込みは、潜在ニーズを含んではいるが、定住自立圏内の２施設の利用状況もふ

まえて提供体制を確保します。 

（４）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） 

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 会員の相互援助により、子育て支援の地域ネットワークづくりを進め、仕事と育児を

両立し、安心して働くことができる環境づくりを目指して、育児の支 援をしてほし

い方（依頼会員）と応援したい方(提供会員)を対象に、ファミリー・サポート・セン

ターのアドバイザーが、依頼会員の要望を受け、提供会 員を紹介します。 

内容実績 【対象者】 

 依頼会員：一時的に子ども(おおむね生後３か月～小学生)を預けたい保護者等 

 提供会員：心身ともに健康で、保育に熱意持ち社会参加をしてみたいと思っている

方（資格・経験は不問） 

【実施内容】 

・依頼会員と提供会員とのマッチング及び連絡、調整 

・会員の募集、登録等の会員組織に係る業務  

・活動に必要となる知識を付与する講習会の開催 

・関係機関との連絡調整、広報活動等 
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量の見込み                                  単位：人（カ所） 

  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 

①量の見込み 110（１） 109（１） 116（１） 116（１） 117（１） 

②確保の方策 110（１） 109（１） 116（１） 116（１） 117（１） 
 

量の見込み 

の考え方 

利用ニーズ調査と過去の実績を基に、量を見込んでいます。 

提供体制の 

確保について 

依頼会員になるタイミング（入園・入学時）などにあわせて事業の PR を行い ます。

また、依頼者のニーズに対応できるように、提供会員の募集や研修についても強化し

ていきます。 

（５）子育て短期支援事業 

事業名 ショートステイ 担当課 健康福祉部 

事業概要 保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難

となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場

合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施 設において一定期

間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家 庭の福祉の向上を図り

ます。 

内容実績 【対象者】一時的に養育困難となった家庭の児童 

【実施内容】児童養護施設 １施設 

量の見込み                               単位：人日/年（カ所） 

  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 

①量の見込み 232（１） 220（１） 221（１） 215（２） 202（２） 

②確保の方策 232（１） 220（１） 221（１） 215（２） 202（２） 
 

量の見込み 

の考え方 

ニーズ調査結果と実績を基に、算出しています。 

提供体制の 

確保について 

安定した支援を行うため事業委託先の拡大を検討します。 

（６）地域子育て支援拠点事業 

事業名 地域子育て支援拠点事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 未就園児親子の交流の場を開設し、親子同士の交流の促進、相談支援、子育てに関す

る情報提供や講座を行います。 

内容実績 【対象者】おおむね就学前の乳幼児とその保護者                

【実施内容】 

 ・気軽で自由に利用できる交流の場の提供と交流の促進   



- 31 - 

 

・不安、悩み等を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施 

・身近な地域の子育て関連情報の提供子育てや子育て支援に関する講習等の実施 

・総合保健福祉センターでの実施     

量の見込み                               単位：人日/年（カ所） 

  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 

①量の見込み 619（１） 645（１） 651（１） 677（１） 630（１） 

②確保の方策 619（１） 645（１） 651（１） 677（１） 630（１） 
 

量の見込み 

の考え方 

 児童人口、就園状況、利用ニーズ調査を考慮して算出しています。 

提供体制の 

確保について 

本事業は、子育て家庭の孤立を防ぎ、家庭保育の支援・充実に資する事業なので、子

育て家庭の身近な場所に設置する必要があります。   

事業の周知や充実に努め、乳幼児親子がより利用しやすい施設を目指し、親子同士の

交流の促進、相談支援、子育ての学びの場、次代の親や子育て支援者の育成の場とし

ても対応できるよう拠点事業の実施方法・実施場所の見直しを行いつつ開催してい

きます。 

（７）利用者支援事業 

事業名 利用者支援事業（母子保健事業） 担当課 健康福祉部 

事業概要 平成２９年９月から子育て世代包括支援センター（母子保健型）として、母子健康手

帳の交付や相談を通じ、妊娠期から子育て期への切れ目ない支援を行います。 

内容実績 【対象者】 妊娠期から概ね１年未満の産婦と乳児、その家族 

【実施内容】 

 安心して出産・育児を迎えられるよう、保健師等の専門職が母子健康手帳交付 

時の面接や、妊娠・出産・育児についての相談に応じます。 

量の見込み                                  単位：カ所 

  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 

①量の見込み 1 1 1 1 1 

②確保の方策 1 1 1 1 1 
 

量の見込み 

の考え方 

全ての妊娠届出を保健師等の専門職で面接することをめざします。 

提供体制の 

確保について 

妊娠届出時の面接の向上に努め、支援体制の充実を図ります。 
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（８）乳児家庭全戸訪問事業 

事業名 こんにちは赤ちゃん訪問事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 生後４か月までの乳児がいる全戸家庭を、訪問ボランティア（愛育委員）がグッズ持

って訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育

環境の把握を行い、支援が必要な家庭に対して保健師につなげます。また、地域のボ

ランティアが訪問することで、地域とのつながりを持ち、親の孤立を防止するととも

に、地域全体で親を支援する体制を構築します。 

内容実績 【対象者】生後４か月までの乳児のいる家庭 

【実施内容】子育て支援情報提供、親子の心身状況・養育環境の把握 

量の見込み                                    単位：人 

  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 

①量の見込み 91 90 89 88 86 

②確保の方策 91 90 89 88 86 
 

量の見込み 

の考え方 

出生見込み数(※)を量の見込みとしています。 

提供体制の 

確保について 

愛育委員会に委託し、全戸訪問に可能な人員の確保を行います。 

保健センターの地区担当の職員を中心に愛育委員と連携しながら、要支援ケースの

把握に努めます。 

（９）養育支援訪問事業 

事業名 養育支援訪問事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 出産後間もない時期や様々な原因で養育が困難になっている家庭に対し て、具体的

な育児に関する技術指導や養育者の精神的サポートを行うことに より、養育上の諸

問題の解決や軽減を図るとともに、当該家庭において安定 した養育が可能となるよ

うに関係機関と連携をとりながら支援することで児童虐待を未然に防止します。   

内容実績 【対象者】養育困難世帯 

【実施内容】定期的な訪問による養育支援 

 ・育児相談 ・発達支援 ・養育者の相談や健康に関する支援 

量の見込み                                    単位：人 

  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 

①量の見込み 50 50 50 50 50 

②確保の方策 50 50 50 50 50 
 

量の見込み 

の考え方 

過去の訪問実績から年間の訪問回数を算出し、量の見込みとしています。 

提供体制の 助産制度利用者や医療機関からの連絡により、出産直後から支援が必要な家庭を把
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確保について 握し、保健師、助産師等で定期的に訪問を実施します 

（10）妊婦健康診査事業 

事業名 妊婦健康診査事業 担当課 健康福祉部 

事業概要 妊婦の健康診査の徹底を図り、疾病等を早期に発見し、適切な指導を行うことを目的

に、妊娠届を提出した妊婦に対し、受診票を交付し、健康診査を実施します。 

内容実績 【対象者】妊婦 

【実施内容】妊婦一般健康診査 14 回、妊婦超音波検査４回、妊婦血液検査 2 回、 

妊婦クラミジア抗原検査１回、B 型溶血性連鎖球菌検査 1 回を追加 

量の見込み 

 

                                   単位：人 

  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 

①量の見込み 91 90 89 88 86 

②確保の方策 91 90 89 88 86 
 

量の見込み 出生見込み数に妊娠届出/出産数の比率を掛けて、妊娠届出数を見込んでい

ます。 

提供体制の 

確保について 

妊娠届出者に対し住民基本台帳を確認の上、受診票綴りを交付しており、 受診率の

向上に向けた取り組みを実施します。 

（11）放課後児童健全育成事業 

事業名 放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 

担当課 健康福祉部 

事業概要 放課後児童クラブの利用を希望する全ての児童を受け入れることができるように施

設を整備して確保を図ります。 

また、放課後児童支援員等の資質向上と確保策の具体的な検討及び実施を行い、放課

後児童クラブを支援していきます。 

内容実績 【対象者】小学校の児童 

【実施内容】各小学校区毎に 1 クラブ、計２クラブ（平成 31 年度実績） 

量の見込み                                単位：人 

  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 

①量の見込み 

229 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

227 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

232 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

227 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

231 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

②確保の方策 

229 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

227 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

232 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

227 

（2 クラブ） 

（3 単位） 

231 

（2 クラブ） 

（3 単位） 
 

量の見込み 

の考え方 

利用ニーズ調査の結果を基に、利用児童数を推計しています。 

提供体制の ○増加する児童に対応するため、学校施設及び公的施設の利用や施設整備により、施
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確保について 設を確保します。   

○放課後児童支援員の処遇改善を含め、新たな人員確保策を検討し実施していきま

す。   

○放課後児童支援員の資質向上のため、研修を強化します。 

（１２）放課後子ども教室 

事業名 放課後子ども教室 担当課 教育振興部 

事業概要 放課後の子どもたちの居場所として、地域住民の参画を得ながら、様々な体験活動や

交流活動、学習活動を行っています。 

内容実績 【対象者】小学校の児童 

【実施内容】 各小学校区毎に 1 クラブ、計２クラブ（平成 31 年度実績） 

       週 1 回放課後の時間に実施。 

量の見込み                           単位：人日/年（カ所） 

  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 

見込み 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 

実績 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 2,470（2） 
 

量の見込み 

の考え方 

過去の実績と児童数に基づき、利用人数を見込んでいます。 

提供体制の 

確保について 

進級後、小学校からの案内文で個別に事業の PR を行い、対象児童の募集を行いま

す。地域住民の参画を得ながら、様々な体験活動や交流活動、学習活動を行います。 
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第 6 章 子どもの貧困対策（勝央町子どもの貧困対策推進計画） 

 

 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 30 年）によると日本の子どもの相対的貧困率は 13.9％、ひ

とり親家庭の貧困率は 50.8％になります。平成 26 年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が

施行され、令和元年には「子どもの貧困対策に関する大綱」が新たに策定されました。 

 貧困の世代間連鎖を食い止め、全ての子どもが前向きな気持ちで夢や希望を持ち成長するために、本

章を「子どもの貧困対策推進計画」と位置づけて子どもの貧困対策を推進します。 

 

１ 子どもの貧困を取り巻く現状 

（１） 生活保護世帯の子どもの数 

 生活保護世帯数は、年度により増減があるものの、被保護世帯における子どもの数は平成 29 年度は

13 人でしたが、令和 3 年には 3 人に減少しています。 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

保護世帯総数 45 79 42 60 55 

人数   （人） 70 103 61 78 69 

うち子供を含む世帯数 6 7 4 3 2 

ア 未就学児（人） 2 1 1 1 1 

イ 小学生 （人） 2 4 3 1 0 

ウ 中学生 （人） 4 2 2 2 1 

エ 高校生 （人） 5 4 2 2 1 

ア～エ合計  （人） 13 11 8 6 3 

（２） 児童扶養手当受給世帯数及びひとり親家庭医療費公費負担制度該当家庭数 

 児童扶養手当受給世帯数とひとり親家庭医療費公費負担制度該当家庭数数は、ほぼ横ばいです。 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

世帯総数 4,522 4,554 4,562 4,591 4,633 

受給世帯数 122 123 130 124 123 

（母子世帯） 110 111 106 104 97 

（父子世帯） 12 12 10 9 10 

対象児童数（人） 175 181 178 173 161 

ひとり親家庭医療世帯数 100 100 95 89 83 

（３） 就学援助を受けた児童生徒の数 

 就学援助を受けている児童生徒数と児童生徒の総数に対して認定者数の占める割合は、平成 29 年度

は 117 人（12.3％）、令和 3 年度は 80 人（8.4％）とほぼ減少傾向です。 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

児童生徒総数 954 952 957 975 948 

就学援助認定者数 116 128 112 94 82 

認定者数の占める割合 12.2％ 13.4％ 12％ 9.6％ 8.6％ 
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（４） 平成 29 年に岡山県内で実施された「子どもの生活実態調査」の結果 

所得の少ない世帯やその子どもの実態として主な傾向は以下のとおりとされています。 

１）子どもへの大人の関与が少ない 

経済的に厳しい環境を背景として、仕事や生活のために子どもと一緒に過ごす期間が確保できて

いないため、子どもに関わることができず、相対的に子どもだけで過ごす時間が長くなっていること

が推測される。 

２）不安定な健康状態と生活習慣、不十分な食事、学力・経験の不足 

子どもへの関わりが少ないため、睡眠や食事などの生活リズムの乱れや孤食、欠食、学習習慣の定

着困難による学力不足や子どもらしい自然・文化体験や経験の欠如など、それぞれの年齢で影響が及

んでいる。 

３）不安定な家族関係と自尊心の低さ 

親の関わりの少なさや家庭の経済事情への懸念などにより、自尊心や自己肯定感の低下やあきら

めなどから意欲の低下している状況がうかがえる。 

４）支援につながりにくい 

保護者は核家族化や離婚により仕事や生活に追われて周囲に援助を求められず、社会的にも精神

的にも孤立した状況に置かれ、その子どもも含め本来受けられるべき支援や援助に届かない状況に

あることが推測される。 

 

２ 施策の方向 

  子どもたちの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、また貧困が世代を超えて連鎖すること

が無いよう、すべての子どもたちが夢と希望を持ち成長することのできる社会を目指して、「子どもの

貧困対策に関する大綱」に掲げられた内容を検討し、関係部署、関係機関等が連携して子どもの貧困

対策を推進します。 

（１）教育の支援  

子どもと家庭の社会的孤立を防ぎ、学習習慣の定着と基礎学力の習得を支援します。乳幼児期から

の心の安定、心身の健康、自己肯定感を育む保育、教育の充実を図ります。保育園、小中学校で支援

を要する子どもにきめ細やかに支援します。 

（２）生活の安定に資するための支援  

１）妊娠・出産から子どもと家庭に出会う、母子保健・子育て支援・保育・教育等に関わる職員は、

子どもの貧困に関する理解を進め、困難を抱える子どもと家庭に気づき必要な支援につなぎます。 

２）子どもと家庭に関わる機関の相談支援体制を整え、機関相互の連携を強化し、生活を支援する対

策を検討します。 

３）子どもと家庭の孤立を防ぐため、地域住民やボランティア、NPO 等が関わり、子 

   どもたちに、遊びや学習の環境や食事等を提供し、地域の状況に応じた子どもの居場 

所づくりを進めます。 

４）子どもたちが将来の夢を持ち、進学や就労、生活の自立に向けて、コミュニケーシ 

ョン能力、他者への信頼感、共感性を育むよう相談支援します。 
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（３）保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援  

生活の安定のため必要な経済的支援を行い、就労の支援と自立に向けた支援を行います。 

（４）経済的支援  

１）ひとり親世帯など経済的に不安を抱えている世帯に対して、各種手当等の給付、就学資金貸付制

度、奨学金制度の紹介をし、経済的な負担の軽減を図ります。 

２）就学等の経済的支援として、保育・教育の無償化、就学援助制度の活用を進めます。 

   子どもたちの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、また貧困が世代を超えて連鎖すること

が内容、すべての子どもたちが夢と希望を持ち成長することのできる社会を目指して、関係部署、

関係機関等が連携して子供の貧困対策を推進します。 

 

〈関連事業〉 

事業名 内容 担当課 

児童扶養手当 

 

父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増

進を図ることを目的として手当として支給します。 

税務住民部 

 

ひとり親家庭医療費助成 ひとり親やその子ども、あるいは両親がいない子どもを養育している人が病院などで

診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部を助成します。 

税務住民部 

生活困窮者自立相談支援 経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ自立

相談支援事業、住居確保給付金、家計改善支援事業など、包括的な支援を行っていま

す。 

県民局 

健康福祉部 

母子・父子家庭相談、 

 

母子家庭、父子家庭、寡婦のみなさんが抱えている様々な悩みごとについて母子・父

子自立支援員が相談相手となり、問題解決のお手伝いをします。離婚前の相談も行い

ます。 

県民局 

 

母子家庭等自立支援給付

金事業 

自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等事業 県民局 

税務住民部 

養育支援訪問事業 個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図るため、子育てに対して不安や

孤立感を抱える家庭や様々な原因で養育支援が必要となっている家庭を訪問し、具体

的な養育に関する指導・助言等を実施します。 

健康福祉部 

 

保育・幼児教育の無償化

（利用者負担の減免） 

2019 年（令和元年）10 月より、幼稚園、保育所（園）、認定こども園などを利用す

る対象となる子どもの保育料（施設利用料）が無償化されています。 

健康福祉部 

就学援助制度 経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な給食費や修学

旅行費、オンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレ

ンタルに係る費用を含む。)等を援助します。 

教育振興部 

乳幼児の健全な心身の発

達を図る保育・教育の充

実 

 健康福祉部 

教育振興部 

 

 

  

第 7 章 「勝央町子ども・子育て支援事業計画」の推進にむけて 

 

 地域全体で取組を行っていく必要があるため、行政機関内部だけでなく、医療・福祉に関する団体、関

係機関の代表者、学識経験者等で構成された「いきいき金太郎健康の郷づくり推進会議」を開催し、当町

における子ども・子育て支援施策が地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施されるように審

議します。計画を円滑にすすめていくために評価・見直しを行いながら、子育て支援施策の充実を図りま

す。 
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