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はじめに 
 

 

近年、少子高齢化が極めて重要な社会問題となっており、安心

して子どもを生み育てることができる社会を実現するため、国や

自治体はもとより、地域や職場など、様々な場所で子育てに関す

る環境の整備が求められています。 

本市におきましても、子育て環境の充実を図ることは、将来に

わたって重点的に取り組むべき課題であると考えています。 

子育て支援の重要性が注目される背景には、深刻さを増す少子

化問題と、そのことに起因する人口減少に対する危機感があることは言うまでもありませ

ん。子どもは社会の希望であり、日田市の未来を担う力です。しかしながら、子育てを取

り巻く環境が大きく変化する中で、地域におけるつながりが希薄となり、子育てに悩みや

不安を抱える家庭は少なくありません。「子育ては家庭から」という考えを第一としながら

も、地域社会全体で子どもを守り育てるためには、家庭や地域、そして行政が連携して子

育てを支援していくための体制を築く必要があります。「日田市子ども・子育て支援事業計

画～“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン～」は、そのための設計図となる役割を果たす

ものです。 

平成 27 年度から取り組んできた第１期計画を継承し、継続した取組を進めつつ、日田

市における子育て環境の更なる充実を図るため、第２期となる日田市子ども・子育て支援

事業計画を策定いたしました。 

市民の皆様のご理解とご協力をいただきつつ、本計画に沿った取組を推進することで、

妊娠、出産期からの切れ目ない支援を行い、子育て世帯の誰もが子育てに喜びを感じ、社

会全体で子どもの健やかな成長を育むことができる環境づくりを目指します。 

最後に、本計画の策定にあたってご尽力をいただいた日田市子ども・子育て会議及びワ

ーキング会議の皆様、また、ニーズ調査をはじめ貴重なご意見をいただいた市民の皆様や

関係各位に対し厚くお礼を申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

日田市長 原田 啓介 
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第１章 計画の策定にあたって 

1. 計画策定の背景と計画の役割 

我が国では、出生数や出生率の低下に伴う少子化が長きにわたり進行しており、第１

期計画期間の初年度となる平成 27 年の国勢調査において、初めて総人口の減少が確認

されました。この流れは、地方においてはさらに深刻で、国立社会保障・人口問題研究所

の推計に準拠した場合の本市の人口は、2040 年には５万人を下回ると推計されていま

す。 

また、我が国の家庭や地域の子育てを巡る環境は、核家族化の進行、共働き家庭の増

加等を背景に大きく変化しています。こうした環境の変化に対応していくためには、子

育てをしやすい環境の整備を行い、地域の子ども・子育て支援の充実を図るとともに、

次代を担う子どもたちが健全に成長することができる社会を目指す必要があります。 

このような子ども・子育てを巡る社会的背景に対し、国は平成 24 年８月に成立した子

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」、「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」）に基づき、「子ども・子育て支援新制度」（以下、「新制度」）を施行し、平成 27 年

度から本格的に推進しています。 

新制度の施行にあたって、市町村は新制度の実施主体としての役割を担うこととされ

ており、本市においても、質の高い幼児期の教育・保育の提供と地域の子ども・子育て支

援事業を実施するための「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することとしま

した。 

本市では、平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、平成 17

年、平成 22 年に「ひたし子ども育成支援行動計画（前期計画・後期計画）」を策定、平

成 27 年には新制度に基づき、「（第１期）“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン」（以後、

「第１期計画」）を策定し、安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを目指

し各事業に取り組んできました。 

第１期計画期間においては、一部では成果が出てきた取組もあるものの、依然として

子どもの育ちや子育てを巡る状況は厳しく、子ども・子育て支援の質・量の充実ととも

に、家庭、学校、地域、その他あらゆる分野の構成員が、子ども・子育て支援の重要性に

関心や理解を深めることが求められています。 

今後も、第１期計画の成果と反省を踏まえ、引き続き、安心して子どもを生み育てる

環境を整備するとともに、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指して

いく必要があります。 

こうした社会背景や時代の潮流を背景に、第１期計画による子ども・子育て支援の取

組の歩みを止めず、引き続き推進していくことを目的に「第２期“ひたっ子”子ども・子育

て応援プラン」を策定し、日田市の教育・保育や地域の子ども・子育て支援に関する体制

づくりを進めていくための指針とします。 
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2. 計画の位置付け 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第２条に規定する「基本理念」と、「子ども・子育

て支援法に基づく基本指針」第一に規定する「子ども・子育て支援の意義に関する事項」

を踏まえ、同法第 61 条第１項の規定を根拠とし、同法第 77 条第１項の規定に基づき設

置している「日田市子ども・子育て会議」において、各委員の意見を聴取して策定したも

のです。 

本計画の策定にあたっては、「子ども・子育て支援法」をはじめ、「次世代育成支援対策

推進法」に基づく「次世代育成支援行動計画」における取組であるすべての子どもと子

育て家庭にかかわる施策を一部継承するとともに、国の「新・放課後子ども総合プラン」

（平成 30 年）の内容を踏まえるなど、様々な分野の取組を総合的かつ計画的に進めるた

めに、上位計画や関連計画との調和を図ることとします。 

（１）本計画における「子ども」の対象範囲 

子ども・子育て支援法 

０歳 １～５歳 ６～11 歳 12～17 歳 18 歳 

乳児期 幼児期 

学童期 

※学校教育を 

除く放課後 

中高生期  

 

 

【子ども・子育て支援法】（抜粋） 

（基本理念） 

第２条 子ども・子育て支援は、父母その他の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

らゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力し

て行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・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。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・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れなければならない。  

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第６１条 市町村は、基本指針に即して、５年を１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。 
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（２）上位計画及び関連計画等との関係 

 

 

3. 計画期間 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とし、適宜、必要な見

直しを行います。 

平成 30 年度  令和元年度  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  

       

       

 

■上位計画  市政全般 

第６次日田市総合計画 第２期基本計画 

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 
◆ 関連整備法 

■根拠法令 

■関連計画等 

◆ 日田市地域福祉計画 
◆ 日田市障害福祉計画 

◆ 日田市男女共同参画基本計画 

◆ 健康ひた 21 計画   など 

■継承計画 

◆ 第１期”ひたっ子” 

子ども・子育て応援プラン 

第２期 

“ひたっ子” 

子ども・子育て応援プラン  

規定 

整
合 

整
合 

第２期“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン  

第 1 期計画 

計 画の見直し、検討 

計画の継承 
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4. 計画の策定体制 

（１）日田市子ども・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 条の規定により、市町

村等の合議制機関として設置が努力義務化されている「地方版子ども・子育て支援会議」

として、子ども・子育て中の保護者や教育・保育施設の関係者、学識経験者等で構成す

る「日田市子ども・子育て会議」を設置し、計画内容等について、当事者・関係者の意

見を反映できるよう努めました。 

また、子どもの保護者に対する利用希望把握調査（ニーズ調査）や本計画原案に対す

るパブリックコメント（意見公募手続）を行い、市民等の意見の反映に努めました。  

 

 

ニーズ調査 

○ 就学前児童 

○ 就学児童 

○ 関係機関・関係団体 

ヒアリング 

○ パブリックコメント 

等 

日田市（計画策定・実施機関） 

日田市子ども・子育て会議 

（審議機関） 

こども未来課 

（事務局） 

庁内関係部署 

報告 

意見反映 運営 

調整  連携 
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（２）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て家庭の教育・保育及び子ども・子育て支

援に関する現在の利用状況や今後の利用希望の把握を行うため、就学前児童及び就学

児童のいる家庭を対象に、住民基本台帳より無作為で抽出したそれぞれ 1,800 の家庭

に対し、平成 31 年１月８日から１月 25 日までの間、「日田市子ども・子育て支援事業

計画策定のための実態調査（ニーズ調査）」を実施しました。  

■ニーズ調査の概要 

調査対象 就学前児童 就学児童 

調査地区 日田市全域 

調査期間 平成 31 年１月８日～平成 31 年１月 25 日 

抽出方法 

就学前児童（０～６歳まで）の子

どものいる保護者を対象に住民

基本台帳より無作為で抽出 

小学６年生までの子どものいる

保護者を対象に住民基本台帳よ

り無作為で抽出 

配布及び回収方法 郵送配布にて配布・回収 郵送配布にて配布・回収 

配布数 1,800 1,800 

回収数 949 955 

回収率 52.7％ 53.1％ 

有効回答数 946 953 

有効回答率 52.6％ 52.9％ 
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第２章 基本的な考え方 

1. 基本理念 

近年、我が国において急速な少子化が進行する中、核家族化の進展や地域のつながり

の希薄化、女性の社会進出に伴う共働き家庭の増加、就労環境の多様化などにより、子

育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくありません。子育て家庭のニーズに応えるた

め、子育て支援サービスの充実に取り組むとともに、子育てに関する不安や経済的負担

を軽減し、子育ての楽しさを実感することができるよう、きめ細やかな相談体制の充実

や、親と子の居場所づくり、地域全体で子育てを支える環境づくりが求められています。  

このような状況の中、「子ども・子育て支援法」及び「子ども・子育て支援法に基づく

基本指針」に基づき、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する」

という基本的な認識のもと、子どもの育ちと子育てを、行政のみならず、家庭や地域、関

係機関・団体、職場など地域社会全体で支援していくことが必要です。 

本計画では、第６次日田市総合計画においてまちづくりの大綱のひとつとする「住む

安心を高める～いつまでも暮らしたい ひた～」を基本とし、「第１期“ひたっ子”子ども・

子育て応援プラン」の基本理念である「みんなで育む 笑顔あふれる子どものまち“ひた”」

を継承しながら、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と業務

の円滑な実施を図ります。 

また、次代を担う子どもたちの権利と最善の利益を保障し、子ども一人ひとりが地域

に支えられ、心身ともに健やかに成長できる、笑顔があふれる社会の実現に向けての取

組を推進するため、次の基本理念を定めます。 

 

《基本理念》 

 

みんなで育む 

笑顔あふれる子どものまち“ひた” 
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2. 基本的な視点 

本計画では、基本理念のもと、次の３つの基本的な視点を定めます。 

（１）すべての子どもの権利と最善の利益を尊重する視点 

「新制度」は、すべての子どもの「権利」を保障するとともに、すべての子どもの「最

善の利益」が実現される社会を目指すことを基本としています。この「新制度」の理念

を踏まえつつ、日田市のすべての子どもが、生命や人権など人として幸せに育ち生きて

いくための権利を尊重するとともに、子ども一人ひとりにとって何が最善なのかを第

一に考え、子どもの利益を最大限に尊重しながら、保護者とともに笑顔で暮らせるまち

づくりを目指していきます。 

＊ 子どもの権利とは、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」において４

つの柱とされている「生きる権利」、「守られる権利」、「育つ権利」、「参加する権

利」を総称した子どもの基本的人権のことです。  

 

（２）すべての子ども・子育て家庭を対象に支援する視点 

「父母その他の保護者は、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

識のもと、これまでの子育てと仕事の両立支援のみでなく、障がいや疾病、虐待、貧困

など社会的な支援の必要性が高い子どもや、その家族を含めたすべての子どもと子育

て家庭を対象に、子ども一人ひとりの健やかな育ちを等しく保障しつつ、子どもを安心

して生み育てることができる環境づくりを支援します。 

 

（３）子どもの育ちと子育てを社会全体の役割として果たす視点 

子育て世帯の不安を軽減し、すべての家庭が安心して子育てできる社会を実現する

ためには、子どもの育ちと子育てを、行政をはじめ地域社会全体で支援していくことが

必要です。そのためには、保護者のみならず、子ども・子育てにかかわるすべての人が

連携・協働し、社会全体が一体となってそれぞれの役割を果たすことで子どもの健やか

な成長を支えます。 
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3. 基本的な目標 

子ども・子育て支援の推進にあたっては、教育・保育分野をはじめ、保健、労働などの

子どもと家庭にかかわる関係分野すべてが相互に連携し、地域社会全体で子育てを支援

していくことが必要です。 

本計画では、基本理念の実現に向けて、３つの基本的な視点のもと、次の７つの基本

的な目標を定め、それらを７つの柱として、施策の総合的な展開を推進します。  

（１）幼児期の教育・保育の充実 

近年、少子高齢化や核家族化の進行等に加え、保護者の働き方の多様化に伴い、子ど

もや子育て家庭の環境が大きく変化しています。  

このような状況に対応するため、安心して子どもを預けることができる、認定こども

園や保育園などの教育・保育施設の充実に加え、小規模保育事業など、様々な保育事業

の拡充と質の確保に努め、子どもの受け皿の確保に向けた整備を推進します。  

 

（２）地域における子ども・子育ての支援 

従来の認定こども園や保育園などの教育・保育施設等のみならず、すべての子ども・

子育て家庭を支援するため、家庭で子育てをする保護者でも利用することができる「一

時預かり事業」、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点事

業」や小学校の放課後等に家庭に代わる居場所となる「放課後児童健全育成事業（放課

後児童クラブ）」など、地域の様々な子育て支援の充実を図ります。  

 

（３）妊娠・出産期からの切れ目のない支援 

子どもの健やかな成長のためには、妊娠・出産・育児などの各ライフステージに応じ

たきめ細やかな支援体制が必要です。また、社会環境が大きく変化する中、妊娠・出産・

育児に対する正しい知識の普及や支援体制の整備が必要とされています。  

安心して子どもを産み育てることのできる環境を整備するとともに、妊産婦や乳幼

児に対する適切な保健医療サービスの提供などについて、関連分野や関係団体と連携

して推進します。 

 

（４）子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環境の整備 

次代の担い手である子どもたちが、その成長とともに、様々な人々と交わり・ふれあ

うことで、自ら学び、考え、行動できる「生きる力」を育むことができるように、様々

な学習や自然・社会体験などの機会の創出に取り組みます。  
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（５）職業生活と家庭生活との両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

女性の社会進出の増加とともに、人々の働き方も多様化しています。働きながら安心

して子どもを生み、育てることができるように、勤務時間や生活スタイルの多様化に柔

軟に対応できる職場や子育ての環境づくりを推進するとともに、子育てと仕事とのバ

ランスのとれた働き方を支援する取組を推進します。  

 

（６）専門的な知識及び技術を要する支援の推進 

子育て家庭を取り巻く環境の変化により、子育てに対する負担や不安、また、孤立感

が高まっており、このような状況の中で、児童虐待の発生件数は増加しています。支援

を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用しながら虐待予防に努め

るとともに、専門性を要する事案に対しては、関係機関との連携を強化しつつ、早期発

見・早期対応につなげていくことが重要です。 

また、外国につながる子どもとその保護者を含む、特別な支援が必要な家庭に対して

は、地域の中で健やかに育つことができるように、子どもの育ちの状況に応じたきめ細

かい支援体制の構築を図っていくとともに、地域の中で安心して生活できるよう、保健、

医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、総合的な取組を推進します。  

 

（７）経済的な支援の推進 

子育てに要する費用は、教育・保育、医療費など多くの分野にわたっており、子育て

に関する経済的な支援は市民ニーズが高い分野の一つです。特に、ひとり親家庭や障が

いを有する子どもがいる家庭の場合は、より多くの経済的な支援を必要としています。 

このような状況を踏まえ、子ども・子育て家庭の経済的負担の軽減を目的とする各種

支援を推進します。 

また、幼児教育・保育の無償化に伴う子育てのための施設等利用給付の実施にあたっ

ては、公正かつ適正な支給の確保と、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案し、

給付方法を検討するとともに、特定子ども・子育て支援施設等の確認・指導等の内容に

ついて、県への情報提供を行い、子育てのための施設等の運営が適切に図られるよう、

県との連携体制を強化します。 
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4. 「第２期“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン」体系図 

本計画では、基本理念、３つの基本的な視点及び７つの基本的な目標を踏まえ、幼児

期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援の施策について、次の体系を定めます。  

 

 

 

基本理念 基本的な視点 基本的な目標 

み
ん
な
で
育
む
笑
顔
あ
ふ
れ
る
子
ど
も
の
ま
ち
”
ひ
た
” 

（１） 

すべての子どもの

権利と最善の利益

を尊重する視点 

①幼児期の教育・保育の充実 

（２） 

すべての子ども・

子育て家庭を対象

に支援する視点 

（３） 

子どもの育ちと子

育てを社会全体の

役割として果たす

視点 

②地域における子ども・子育ての支援 

③妊娠・出産期からの切れ目のない 

支援 

④子どもの心身の健やかな成長に向け

た教育環境の整備 

⑤職業生活と家庭生活との両立 

（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

⑥専門的な知識及び技術を要する支援

の推進 

⑦経済的な支援の推進 
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第３章 日田市の子ども・子育てを取り巻く環境 

注：本章の図表で用いる％の表示に関しては、端数処理の関係で合計が 100％とならない

場合があります。 

1. 人口・世帯・人口動態等 

（１）人口の推移 

本市の人口は、高度経済成長期の昭和 30 年をピークに減少が始まり、平成 17 年の

市町村合併時は 74,165 人、平成 27 年の国勢調査時点では、66,523 人となっていま

す。 

人口全体に占める年少人口（15 歳未満人口）の割合は、平成 17 年から平成 27 年の

10 年間で、14.2％から 12.7％に減少する一方で、全体に占める老年人口（65 歳以上

人口）は 26.5％から 32.3％に増加しています。 

図表１ 日田市の総人口の推移 

 
（資料）平成 27 年国勢調査 
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（２）自然動態・社会動態 

平成 26 年～平成 30 年の５年間における、日田市の自然動態（出生数－死亡数）は、

マイナスで推移しています。 

また、平成 26 年～平成 30 年の５年間における、日田市の社会動態（転入数－転出

数）についても、自然動態と同様にマイナスで推移しており、人口減少は加速していま

す。 

図表２ 日田市の人口動態（自然動態・社会動態） 

 
（資料）大分県 「大分県の人口推計報告（年報）平成 30 年版」 

（３）将来の人口推計 

日田市の総人口は、高度経済成長期の昭和 30（1955）年の 99,948 人をピークに減

少が始まり、国立社会保障・人口問題研究所が 2013 年に公表した人口推計を準拠した

国のデータでは、令和 22（2040）年の総人口が 49,139 人になると推計されています。 

今後、地場産業の振興などを通じた定住・移住施策、結婚から子育てまでの切れ目な

い施策など、各種の施策を積極的に進め、急激な人口減少に歯止めをかけることで、令

和 42（2060）年の人口 50,795 人を将来指標とし、第６次日田市総合計画では令和９

（2027）年の人口目標を 62,311 人としています。 

図表３ 日田市の将来人口推移（独自推計） 

 
（資料）日田市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン（平成 28 年２月策定） 
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（４）世帯の状況 

日田市の世帯数は、平成 17 年から平成 22 年までの５年間では 193 世帯増加してい

ましたが、その後の平成 22 年から平成 27 年までの５年間では 119 世帯減少しまし

た。一方、夫婦とその子とだけで構成される家族である核家族世帯の世帯数については、

平成 22 年から平成 27 年までの５年間で 158 世帯増加しており、世帯の核家族化が進

行しています。 

図表４ 日田市の世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

 
（資料）平成 27 年国勢調査 

図表５ 核家族世帯の家族類型別推移 

 
（資料）平成 27 年国勢調査 
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（５）出生の状況 

日田市の合計特殊出生率は、全国及び大分県の合計特殊出生率を上回っており、徐々

に増加傾向にあります。出生数については、年度により増減があるものの、平成 29 年

では平成 28 年から大きく減少し、462 人となっています。 

図表６ 出生数及び合計特殊出生率の推移 

 
（資料）大分県 西部保健所報（令和元年度） 

（６）婚姻・離婚の状況 

日田市の婚姻数・婚姻率は、いずれも減少傾向です。  

また、離婚数・離婚率についても同様に、いずれも減少傾向にあります。  

図表７ 日田市の婚姻数（婚姻率）及び離婚数（離婚率）の推移  

 
（資料）大分県 西部保健所報（令和元年度） 
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（７）女性の就労の状況 

日田市の平成 22 年から平成 27 年までの女性における労働力率の変化をみると、20

歳代から 30 歳代の出産・育児期に労働力率が落ち込むとされる、いわゆる「M 字カー

ブ」の状態がおおむね改善していることがわかります。  

日田市の平成 27 年の従業上の地位別従業者数の割合をみると、「正規職員・従業員」

の割合が男性では 59.7％であるのに対して、女性では 40.0％、「パート・アルバイト・

その他」の割合が男性では 9.8％であるのに対して、女性では 37.4％となっています。 

図表８ 日田市の女性における年齢別労働力率（M 字カーブ）の推移 

 
（資料）平成 27 年国勢調査 

図表９ 従業上の地位別従業者数の割合 

 
（資料）平成 27 年国勢調査 

14.1 

83.9 
80.3 

74.7 
78.2 

84.1 83.8 82.4 
74.4 

55.1 

15.4 

9.0 

80.5 
84.9 82.3 83.4 

86.7 86.5 84.5 
79.2 

63.9 

19.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
（％）

平成22年 平成27年

50.6

59.7

40.0

1.0

0.9

1.2

22.6

9.8

37.4

5.0

6.8

3.0

6.7

2.8

11.1

14.1

20.0

7.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

男

女

正規職員・従業員 派遣社員 パート・アルバイト・その他 役員 家族従業者 その他



16 

 

2. 教育・保育施設の状況 

（１）認定こども園の状況 

図表１０ 教育・保育施設年度別入所児童数（認定こども園）（各年度 10 月 1 日時点） 

 単位  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

公立認定こども園 園  - - 8 8 8 7 

私立認定こども園 園  - - 11 12 13 13 

計  園  - - 19 20 21 20 

定員数  人  - - 1,920 2,030 2,150 2,215 

在籍児童数  人  - - 1,739 1,867 1,943 2,037 

（資料）平成 30 年こども未来課調べ 

（２）保育園の状況 

図表１１ 教育・保育施設年度別入所児童数（保育園）（各年度 10 月 1 日時点） 

 単位  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

公立保育園  園  12 12 8 8 8 7 

私立保育園  園  14 14 11 10 9 8 

計  園  26 26 19 18 17 15 

定員数  人  1,775 1,785 1,450 1,310 1,190 1,055 

在籍児童数  人  1,883 1,865 1,371 1,260 1,102 965 

（資料）平成 30 年こども未来課調べ 
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3. 第１期計画期間における、地域子ども・子育て支援事業の状況 

平成 27 年度から令和元年度までの第１期計画期間における地域子ども・子育て支援

事業について、事業ごとの実績と評価、課題等は以下のとおりです。また、本計画を策定

するにあたり実施したニーズ調査に寄せられた意見等について、事業に関連するものを

次にまとめます。 

なお、第１期計画は平成 29 年度に中間見直しを行い、平成 30 年度及び令和元年度に

おける事業計画の再検討を行いました。 

 

利用者支援事業 
担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

子育て家庭がニーズに合わせて、認定こども園や保育園など

の施設や、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択し

て利用できるよう、行政窓口その他の場所に専任職員を配置し

て、情報の提供や相談・援助などを行う事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み ４か所 ４か所 ６か所 ６か所 ６か所 

実 績 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

＊  量の見込みの６か所は、市役所窓口と各振興局の５か所 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

こども未来課窓口に１名の利用者支援専門員を設置すること

で、保護者等からの様々な相談に対応しており、ニーズに応じ

た提供体制が整っている状況です。しかし、保育サービスが年々

複雑化していることから、利用者自らが様々なサービスの中か

ら自分に一番ふさわしいものを選択することがますます困難に

なっています。利用者のニーズに沿ったサービスが利用できる

よう、利用者支援専門員による適切な情報の提供や援助活動に

ついて、更なる質の向上を図る必要があります。  

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 日田市では、様々なサービスを実施していてとても充実し

ていると思います。ただ保育園へ預ける前は、一時預かり

が利用できなかったとき、他に預ける場所もなく困ること

がありました。希望する保育園が入れなかったときに相談

できるような窓口があればいいな、と思いました。  
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延長保育事業 
担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

認定こども園や保育園などの定期的な教育・保育において、保

育短時間の前後の時間に延長して保育を行う場合や、保育標準

時間利用後の時間に延長して保育を行う事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 608 人 584 人 563 人 541 人 519 人 

実 績 576 人 562 人 638 人 728 人 809 人 

＊  人数は延べ利用者数です。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

核家族化の進行や女性の社会進出に伴い、就労を希望する保

護者が増加することが予想されるため、延長保育を実施する園

の拡大や預かり時間の延長など、事業の充実を検討する必要が

あります。 

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 働く人が多い現在、遅番などの業務もあるのでもう少し遅

い時間でも預けられると助かるなと感じることがありま

す。 
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放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 

担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童（小学生）が、家

庭に代わって、授業が終了した放課後、土曜日や長期休暇中に

小学校の余裕教室等で過ごすことができるようにする事業で

す。 

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 781 人 763 人 720 人 748 人 717 人 

実 績 574 人 561 人 577 人 596 人 623 人 

＊  人数は登録児童数です。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

放課後児童クラブの運営に関する事務は、保護者が中心とな

り行っていますが、支援員の労務管理や給与支払い、各種の提

出書類の作成や多額の金銭の取扱いなど、その負担が大きくな

っています。  

市内中心部の児童クラブにおいては、保育スペースの不足や

支援員の確保が難しいなどの事情により、３年生以上の受け入

れができていない児童クラブも存在しています。  

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 放課後児童クラブに関することですが、保護者が関わるこ

とは当たり前なのでしょうが、役員などの負担が大きいよ

うに感じられます。運営のあり方についてもう少し考えて

欲しいと思います。  

◼ ３年生から学童に入れないのは父・母どちらも働いている

親は大変困ります。  

◼ こども園や保育園は充実していますが、学童など小学校に

なった途端みる人がいなくなってかなり困ります。働いて

子育てするのでも大変なのに、学童の運営や、長期休みに

入るとみる人がいないなど、たくさんの負担がかかってき

ます。 
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子育て短期支援事業 
（ショートステイ） 

担当課 

こども未来課 家庭支援係 

事業の概要 

保護者の病気、出産その他の理由で、家庭において子どもの

養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において

子どもを一定期間（原則として７日以内）預かり養育する事業

です。 

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 84 人日 72 人日 72 人日 63 人日 63 人日 

実 績 10 人日 48 人日 28 人日 7 人日 47 人日 

＊  人日とは、人数×日数のことです。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

利用実績は少ないですが、ニーズに応じた支援が実施できて

います。 

ニーズ調査に寄せられた意見 ◼ 本事業に対する意見はありませんでした。  
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乳児家庭全戸訪問事業 
（こんにちは赤ちゃん事業） 

担当課 

健康保険課 健康支援係 

事業の概要 

乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供

を行うとともに、乳児及びその保護者の心身状況及び養育環境

の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言・援助活

動を行う事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 481 人 457 人 440 人 482 人 470 人 

実 績 509 人 493 人 468 人 460 人 442 人 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

乳児が入院中の場合や、連絡がとれなかった場合等でやむを

えず未訪問となった対象者も数件ありました。未訪問者につい

ては、４か月児健診や関係機関との連携により、乳児及び保護

者の心身状況、養育環境の把握に努め、養育についての相談に

応じ、助言・援助活動を行うことができました。  

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 市の赤ちゃん訪問は、産後の一番心配なときを乗り越えた

あとで、もう少し早くから相談できるところになってくれ

ると嬉しいです。  
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養育支援訪問事業 

担当課 

こども未来課 家庭支援係 

健康保険課 健康支援係 

事業の概要 

乳児家庭全戸訪問事業等により、妊娠・出産や子育てについ

て不安や困りがあるなど、養育に関する支援が必要な家庭を把

握・訪問し、指導や助言等を行うことにより、当該家庭の適切

な養育の実施を確保する事業です。  

事業の実績 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）を実施す

る中で、支援を必要とする家庭の状況は把握しており、必要時

には各関係機関や子育て支援施設等と連携した支援を行って

います。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

育児・家事援助等、家庭での適切な養育の実施が必要な対象

者への支援のあり方について検討していく必要があります。  

ニーズ調査に寄せられた意見 ◼ 本事業に対する意見はありませんでした。  

 



23 

 

地域子育て支援拠点事業 
（地域子育て支援センター・チャイルドプラザ） 

担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

公共施設、認定こども園、保育園、地域子育て支援センター等

の地域の身近な場所に、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行

う場を提供し、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。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 12,780 人日  12,204 人日  11,772 人日  24,407 人日  24,001 人日  

実 績 31,767 人日  25,485 人日  22,562 人日  20,624 人日  18,142 人日  

＊  人日とは、人数×日数のことです。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

【実施施設】  

丸の内子育て支援センター、ひのくま子育て支援センター、

チャイルドプラザ 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育

てを巡る環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て

機能が低下し、子育て中の親の孤独感や不安感は増大していま

す。 

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 子育て支援センターや児童館を利用していますが、子どもを

遊ばせる場所があるので助かります。また、地域の子育てサ

ロンが充実しており最初に利用したときは驚きました。おや

つなど準備してくれるので親もありがたいです。 

◼ 他県より引っ越してきました。知り合いもおらず何もわから

ない状況でしたが、支援センターや児童館などの施設を知り

利用できたことで子どもも私も楽しく生活できていますし、

そこでの友達と子育てに関する情報などを得たりして充実し

ています。 

◼ よくチャイルドプラザや支援センターを利用させていただい

ていますが、先生方に優しくしていただいていてとても助か

っています。転勤族でこちらに友達もいなかったのですが、

チャイルドプラザや支援センターがきっかけで友達もできま

した。 
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一時預かり事業 
担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

【一般型】 

認定こども園や保育園に入園していない児童を対象とし、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児童を、認定

こども園や保育園等において、一時的に預かります。保護者の急

な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭の様々なニー

ズに合わせて利用ができる事業です。  

【幼稚園型】  

認定こども園に通園する１号認定の児童を対象とし、教育標準

時間終了後、家庭での保育が困難となる場合に、通園している認

定こども園において一時的に預かる事業です。  

事業の実績 

【一般型】 

 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  

量の見込み 20,659 人日  19,826 人日  19,117 人日  4,217 人日  4,147 人日  

実 績 5,467 人日  4,377 人日  3,524 人日  3,793 人日  3,735 人日  

【幼稚園型】  

 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  

量の見込み 61,607 人日  59,496 人日  57,316 人日  66,459 人日  65,007 人日  

実 績 53,658 人日  66,865 人日  71,681 人日  82,741 人日  89,583 人日  

＊  人日とは、人数×日数のことです。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

潜在的な利用ニーズは高く、保護者の就労等の社会的活動と子

育ての両立を支援していくため、事業の更なる充実を図る必要が

あります。 

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 一時預かりの利用申請をして許可をもらえるまでに時間がか

かります。母親の体調不良などの際に、急に子どもを預ける

ことができる場所があると助かります。  

◼ 以前住んでいた市では直接園に申込みが可能であり、日程の

打ち合わせや持ち物の確認など一度で済んで便利だったので

すが、日田市ではわざわざ市役所に申込みに行かなければな

らないのが面倒です。  

◼ 急な通院等が入ったときに、電話一本ですぐに預けられる施

設が多いと助かるなと思います。  
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病児・病後児保育事業 
担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

病気又は病気の回復期で、認定こども園や保育園、小学校等

で集団生活ができない児童を、保護者が就労等により家庭で保

育ができない場合に、専用施設で一時的に看護・保育を行う事

業です。 

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 3,907 人日  3,752 人日  3,617 人日  200 人日  200 人日  

実 績 14 人日  13 人日  13 人日  145 人日  291 人日  

＊  人日とは、人数×日数のことです。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

【実施施設】 

病児保育 ： 日田中央病院 病児保育室 

病後児保育 ： 丸の内こども園  病後児保育室  

おおやまこども園 病後児保育室  
 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

病児保育事業は平成 29 年度末から事業を開始し、平成 30 年

度は多くの利用がありました。病後児保育事業について、近年

の利用状況は横ばいですが、平成 30 年度におおやまこども園

に新たに病後児保育室を開設し事業の拡充を図ったため、今後

の利用状況を注視していく必要があります。  

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 子どもが体調不良のときでも、仕事をなかなか休めなかっ

たりするので、病児保育を今通っている園でもできるよう

になるとありがたいです。 

◼ 病児、病児後保育、一時預かりなどは事前に申請しないと

使えないので、病気になったからすぐ預けようとはなりま

せん。 

◼ 子どもが病気の際は、どうしても「自分で面倒みなくて

は」という気持ちが出て利用できません。しかし、それは

それでよいのではとも思っています。  
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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） 

担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

就学前児童や就学児童等を子育て中の保護者を会員とし、子ど

もの預かり等の援助を受けることを希望する人（おねがい会員）

と、援助を行うことを希望する人（まかせて会員）との、相互に

助け合う有償による事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 16 人日  15 人日  15 人日  21 人日  21 人日  

実 績 176 人日  68 人日  34 人日  34 人日  42 人日  

【会員数】おねがい会員  173 人、まかせて会員  99 人、両方会員  7 人（令和元年度） 

＊  人日とは、人数×日数のことです。 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

認定こども園等での一時預かりを利用できない場合に本事業

を利用するケースや、顔なじみの「まかせて会員」に保育をお願

いしたいという利用者もいるため、潜在ニーズは高いと思われま

す。「おねがい会員」と「まかせて会員」のマッチングに時間を要

することが課題であり、改善策を検討する必要があります。  

ニーズ調査に寄せられた意見 

◼ 利用しようと思いましたが話を聞くと難しそうでした。でも

サポートしたいという方もたくさんおられるし、利用したい

人も多いので、これから積極的に利用する人が増えるといい

なと思います。  

◼ 他県から引っ越してきた方などで、なかなか育児等のサポー

トが望めない方々に、ファミサポや施設などの紹介をもっと

オープンに行ってもよいのではと思います。  
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妊婦健康診査事業 
担当課 

健康保険課 健康支援係 

事業の概要 
妊娠中の健康状態の確認や異常の早期発見を行い、安心して妊

娠・出産・育児ができるよう支援する事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み 

600 人  

検診回数  

(6,000 回 ) 

540 人  

検診回数  

(5,400 回 ) 

486 人  

検診回数  

(4,860 回 ) 

502 人  

検診回数  

(6,225 回 ) 

490 人  

検診回数  

(6,079 回 ) 

実 績 

509 人  

検診回数  

(6,106 回 ) 

471 人  

検診回数  

(5,741 回 ) 

473 人  

検診回数  

(5,542 回 ) 

421 人  

検診回数  

(5,474 回 ) 

408 人  

検診回数  

(5,200 回 ) 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

妊婦健康診査を適切な時期に受診することで、異常の早期発見

（胎児・妊婦）を行い、必要に応じ治療につなげるとともに、妊

娠期から支援が必要な方については、医療機関と連携をとり、安

心して出産や育児が行えるよう支援することができました。  

ニーズ調査に寄せられた意見 ◼ 本事業に対する意見はありませんでした。  
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実費徴収に係る補足給付を行う事業 
担当課 

こども未来課 子育て支援係 

事業の概要 

保育の必要性の認定を受けた子どもの保護者が、認定こども

園・保育園・地域型保育事業で支払うべき日用品、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や、教育・保育に

係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用とし

て市が定めるものの全部又は一部を助成する事業です。  

事業の実績 

 

 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  

量の見込み    10 人 10 人 

実 績 2 人 6 人 1 人 1 人 2 人 

＊  令和元年度の実績は見込みです。 

現行計画の評価又は 

抱えている課題等 

本事業は、生活保護世帯等（保育料が第１階層の世帯）の子ど

もが教育・保育施設を利用した場合に、園に対し支払う実費負担

分が対象となります。生活保護世帯の場合、教育・保育施設を利

用した場合の保育料はかかりませんが、実費負担部分は無償と

はならないため、本事業により子育てに要する費用の負担軽減

を図ることができます。  

ニーズ調査に寄せられた意見 ◼ 本事業に対する意見はありませんでした。  
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4. ニーズ調査の概要と結果 

（１）ニーズ調査の概要 

◆ 調査の目的 

本調査は、第２期日田市子ども・子育て支援事業計画で確保を図るべき教育・保

育・子育て支援事業のニーズ量の見込みを推計するため、また、本市における子育

て支援施策の充実を図るため、日田市民の教育・保育・子育て支援事業に関する現

在の利用状況や、今後の利用希望等を把握することを目的として実施したもので

す。 

 

◆ 調査地域 

日田市内全域 

 

◆ 調査対象者 

日田市在住の就学前児童（０～６歳）及び小学６年生までの子どものいる保護者

を対象に住民基本台帳より無作為で抽出 

 

◆ 調査期間 

平成 31 年 1 月 8 日～平成 31 年 1 月 25 日 

 

◆ 調査方法 

郵送による無記名回答方式 

 

◆ 回収状況 

 配布件数 回収件数 無効回答※数 有効回答数 回収率 有効回答率 

就学前児童 1,800 949 3 946 52.7% 52.6% 

小学生 1,800 955 2 953 53.1% 52.9% 

合計 3,600 1,904 5 1,899 52.9% 52.8% 

＊  無効回答…すべて白紙での回答や、宛先不明等により調査が正常にできなかったもの  

 

◆ その他 

調査結果で用いる％の表示に関しては、端数処理の関係で合計が 100%とならな

い場合があります。 
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（２）就学前児童ニーズ調査の結果 

◆ 保護者の就労状況について 

【保護者の現在の就労状況】 

図表１２ 母親の就労状況 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

母親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

とする割合が 34.2%で最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」が 29.9%となっています。前回（平成 25 年）と比較

すると、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

の割合が減少しています。  

図表１３ 父親の就労状況 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」とする

割合が 89.7%で最も高くなっています。前回（平成 25 年）と比較すると、大きな変

化はみられません。  

34.2

9.0

29.9

3.9

20.7

1.5

0.7

33.2

5.1

34.8

2.2

21.0

2.0

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

就労中/フルタイム

就労中/ﾌﾙﾀｲﾑで産休･育休･介護休業中

就労中/パート・アルバイト等

就労中/ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄで産休･育休･介護休業中

以前は就労していたが現在はしていない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）

89.7

0.1

0.3

0.0

0.7

0.2

8.9

88.9

0.2

1.0

0.0

0.5

0.1

9.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

就労中/フルタイム

就労中/ﾌﾙﾀｲﾑで産休･育休･介護休業中

就労中/パート・アルバイト等

就労中/ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄで産休･育休･介護休業中

以前は就労していたが現在はしていない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）
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【現在就労していない保護者の今後の就労意向】 

図表１４ 無業の母親の今後の就労希望 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

母親の就労希望は、「１年より先」とする割合が 42.9%で最も高く、次いで「すぐに

でも、もしくは１年以内に就労したい」が 36.2%となっています。前回（平成 25 年）

と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が増え、「１年よ

り先」の割合が減少しています。 

図表１５ 無業の父親の今後の就労希望 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

父親の就労希望は、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」とする割合が

77.8%で最も高く、次いで「子育てや家事などに専念したい」「１年より先」が 11.1%

となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内

に就労したい」の割合が増加しています。  

19.0

42.9

36.2

1.9

14.6

49.1

29.7

6.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

子育てや家事などに専念したい

1年より先で子どもの成長後に就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答

（％）

平成30年度（n=210） 平成25年度（n=768）

11.1

11.1

77.8

0.0

5.6

0.0

55.6

38.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

子育てや家事などに専念したい

1年より先で子どもの成長後に就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答

（％）

平成30年度（n=9） 平成25年度（n=18）
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◆ 教育・保育事業の利用について 

【平日の定期的な教育・保育事業（認定こども園・保育園・幼稚園など）の利用状況】 

図表１６  子どもの、「日中の定期的な教育・保育事業」の利用状況 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「利用している」とする割合が 80.5%で最も高くなっています。前回（平成 25 年）

と比較すると、大きな変化はみられません。  

【利用している教育・保育事業（複数回答）】 

図表１７ 利用している教育・保育事業 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「認定こども園」とする割合が 74.5%で最も高く、次いで「認可保育所（園）」が 19.8%

となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「認定こども園」の割合が大きく

増加しています。  

80.5

19.3

0.1

81.8

17.3

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

利用している

利用していない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）

0.0

0.0

19.8

74.5

2.2

0.0

0.9

0.0

0.0

0.1

0.5

2.5

0.0

17.7

5.8

66.8

13.8

0.0

0.2

1.0

0.3

0.0

0.2

0.5

0.4

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

認定こども園

小規模な認可保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

非該当

（％）

平成30年度（n=762） 平成25年度（n=2,729）
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【今後、利用したい教育・保育事業（複数回答）】 

図表１８ 定期的に利用したい、教育・保育事業 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「認定こども園」とする割合が 71.9%で最も高く、次いで「認可保育所（園）」が 26.0%

となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「認定こども園」の割合が大きく

増加し、「幼稚園」「認可保育所（園）」は減少しています。  

16.7

11.6

26.0

71.9

4.4

2.1

4.5

0.4

1.6

3.7

0.5

2.9

2.9

36.3

16.3

59.3

22.3

2.9

2.0

3.4

0.6

0.8

3.0

0.7

1.8

7.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

認定こども園

小規模な認可保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

利用するつもりはない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）
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【教育・保育が無償化された場合に、利用したい教育・保育事業（複数回答）】 

図表１９  無償化が実現した場合に利用したい教育・保育事業  

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「認定こども園（保育園部分・２、３号認定）」とする割合が 50.5%で最も高く、次

いで「認定こども園（幼稚園部分・１号認定）」が 24.8%となっています。  

0.0

15.2

24.8

50.5

0.0

0.0

1.3

0.2

0.1

2.4

5.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

幼稚園

認可保育所（園）

認定こども園（幼１号認定）

認定こども園（保２、３号認定）

認可外の保育施設

家庭的保育

小規模な認可保育施設

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

利用しない

無回答

（％）

無償化されたら利用したい事業（n=946）
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◆ 子どもが病気やけがのときの対応について 

【子どもが病気やけがで教育・保育事業を利用できなかった経験】 

図表２０ 病気やけがのために通常の教育・保育事業を利用できなかった経験  

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

この１年間に、宛名のお子さんが病気やけがで通常の教育・保育サービスが利用でき

なかったことが「あった」とする割合は 70.6%となっています。前回（平成 25 年）

と比較すると、大きな変化はみられません。  

【そのときの対処方法（複数回答）】 

図表２１  病気やけがにより通常の教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

病気やけががあった場合の対処方法は、「母親が休んだ」とする割合が 84.0%で最も

高く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」が 38.7%となっ

ています。前回（平成 25 年）と比較すると、「父親が休んだ」「母親が休んだ」の割合

が増加しています。  

70.6

28.1

1.3

71.3

24.5

4.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

あった

なかった

無回答

（％）

平成30年度（n=762） 平成25年度（n=2,729）

24.7

84.0

38.7

10.2

2.6

0.0

0.0

0.2

1.9

0.6

18.4

77.3

40.3

11.3

0.4

0.2

0.3

0.5

2.2

0.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

就労していない保護者がみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

（％）

平成30年度（n=538） 平成25年度（n=1,945）
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【病児・病後児保育の利用意向】 

図表２２  病児のための保育施設等を利用したいと思ったか  

 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

病児保育施設等を「利用したいとは思わない」とする割合は 71.5%となっています。

前回（平成 25 年）と比較すると、「できれば病児保育施設等を利用したい」の割合が

増加し、「利用したいとは思わない」は減少しています。  

26.6

71.5

2.0

23.9

73.9

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

できれば利用したい

利用したいとは思わない

無回答

（％）

平成30年度（n=459） 平成25年度（n=1,546）
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◆ 不定期の教育・保育事業の利用について 

【私用、親の通院や就労等の目的で不定期に利用している教育・保育事業（複数回答）】 

図表２３  私用、親の通院や就労等の目的で不定期に利用している事業  

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「利用していない」とする割合が 84.2%で最も高く、次いで「その他」が 6.0%とな

っています。前回（平成 25 年）と比較すると、「利用していない」割合が増加してい

ます。 

【今後の利用意向】 

図表２４ 不定期の教育・保育事業の利用意向 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

私用、親の通院、不定期の就労等の目的でサービスを「利用する必要はない」とする

割合が 60.3%で最も高くなっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「利用した

い」の割合が増加しています。  

4.0

5.6

0.2

0.0

0.0

6.0

84.2

5.5

2.8

8.7

0.5

0.0

0.1

0.7

79.6

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

一時預かり

認定こども園（幼稚園）の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）

34.1

60.3

5.6

30.4

60.8

8.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

利用したい

利用する必要はない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）
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【今後、不定期の教育・保育事業を利用したい理由（複数回答）】 

図表２５ 不定期の教育・保育事業を利用したい理由 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

事業を利用したい理由は、「冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通

院等」とする割合が 63.5%で最も高く、次いで「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的」が 60.7%となっています。前回（平成 25

年）と比較すると、大きな変化はみられません。  

60.7

63.5

37.2

2.2

6.2

60.7

61.3

34.2

4.9

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、通院等

不定期の就労

その他

無回答

（％）

平成30年度（n=323） 平成25年度（n=1,014）
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◆ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

【小学校就学後、放課後に子どもを過ごさせたい場所（複数回答）】 

図表２６  放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか  

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「自宅」とする割合が 63.7%で最も高く、次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」

が 44.6%となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「習い事」、「放課後子ど

も教室」の割合が減少し、「自宅」、「祖父母宅や友人・知人宅」、「放課後児童クラブ（学

童保育）」の割合が増加しています。  

63.7

20.8

33.9

44.6

7.1

3.6

0.0

5.4

6.0

54.0

17.1

40.2

42.8

15.0

4.2

0.5

8.6

19.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ［学童保育］

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

（％）

平成30年度（n=168） 平成25年度（n=1,201）
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◆ 育児休業の状況 

【育児休業の取得状況】 

図表２７ 母親の育児休業取得状況 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

母親の育児休業の取得について、「取得した（取得中である）」とする割合が 44.1%で

最も高く、次いで「働いていなかった」が 40.5%となっています。前回（平成 25 年）

と比較すると、「取得した（取得中である）」の割合が増加しています。  

図表２８ 父親の育児休業取得状況 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

父親の育児休業の取得について、「取得していない」とする割合が 83.5%で最も高く、

次いで「取得した（取得中である）」が 1.8%となっています。前回（平成 25 年）と比

較すると、大きな変化はみられません。  

40.5

44.1

13.7

1.7

46.3

33.6

16.1

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）

1.0

1.8

83.5

13.7

1.1

2.0

80.8

16.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）
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◆ 日田市の子育て環境について 

【子育てが地域の人に（又は社会で）支えられている実感】 

図表２９ 子育てが地域の人に（もしくは社会で）支えられていると感じるか  

 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「まあまあ感じる」とする割合が 50.8%で最も高く、次いで「あまり感じない」が

22.8%となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、大きな変化はみられません。 

【日田市における子育ての環境や支援への満足度】 

図表３０  地域における子育ての環境や支援への満足度 

 
平成 30 年度未就学児ニーズ調査結果より 

「普通」とする割合が 35.1%で最も高く、次いで「やや満足度が高い」が 32.5%と

なっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「やや満足度が高い」「満足度が高い」

の割合が増加しています。  

15.1

50.8

22.8

6.3

4.9

14.3

52.9

23.7

5.5

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

十分に感じる

まあまあ感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）

4.4

13.7

35.1

32.5

10.0

4.2

5.1

18.5

44.2

22.2

6.0

4.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

満足度が低い

やや満足度が低い

普通

やや満足度が高い

満足度が高い

無回答

（％）

平成30年度（n=946） 平成25年度（n=3,338）
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（３）小学生ニーズ調査の結果 

◆ 保護者の就労状況について 

【保護者の現在の就労状況】 

図表３１ 母親の就労状況 

 
平成 30 年度小学生ニーズ調査結果より 

母親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

とする割合が 47.6%で最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」が 37.5%となっています。前回（平成 25 年）と比較

すると、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が増

加しています。  

図表３２ 父親の就労状況 

 
平成 30 年度小学生ニーズ調査結果より 

父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」とする

割合が 83.7%で最も高くなっています。前回（平成 25 年）と比較すると、大きな変

化はみられません。  

47.6

1.0

37.5

1.0

9.3

0.9

2.5

39.5

1.1

38.7

1.1

13.6

2.3

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

就労中/フルタイム

就労中/フルタイムで産休･育休･介護休業中

就労中/パート・アルバイト等

就労中/ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄで産休･育休･介護休業中

以前は就労していたが現在はしていない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

平成30年度（n=953） 平成25年度（n=2,282）

83.7

0.2

0.8

0.0

0.8

0.0

14.4

83.5

0.0

1.2

0.0

0.9

0.0

14.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

就労中/フルタイム

就労中/フルタイムで産休･育休･介護休業中

就労中/パート・アルバイト等

就労中/ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄで育休･介護休業中

以前は就労していたが現在はしていない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

平成30年度（n=953） 平成25年度（n=2,282）
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◆ 放課後の過ごし方について 

【放課後に子どもを過ごさせたい場所（複数回答）】 

図表３３  放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか  

 
平成 30 年度小学生ニーズ調査結果より 

「自宅」とする割合が 77.1%で最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」が 49.3%となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「放

課後子ども教室」の割合が大きく減少しています。  

77.1

16.1

49.3

28.0

3.4

4.1

0.5

12.0

2.0

72.5

16.0

48.4

30.1

15.0

5.0

0.2

11.7

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

（％）

平成30年度（n=953） 平成25年度（n=2,282）
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◆ 日田市の子育て環境について 

【子育てが地域の人に（又は社会で）支えられている実感】 

図表３４ 子育てが地域の人に（もしくは社会で）支えられていると感じるか  

 

 
平成 30 年度小学生ニーズ調査結果より 

「まあまあ感じる」とする割合が 56.1%で最も高く、次いで「あまり感じない」が

24.4%となっています。前回（平成 25 年）と比較すると、大きな変化はみられません。 

【日田市における子育て環境や支援への満足度】 

図表３５ 地域における子育て環境や支援への満足度 

 
平成 30 年度小学生ニーズ調査結果より 

「普通」とする割合が 41.1%で最も高く、次いで「やや満足度が高い」が 25.6%と

なっています。前回（平成 25 年）と比較すると、「やや満足度が低い」の割合が減少

し、「やや満足度が高い」は増加しています。  

13.3

56.1

24.4

4.7

1.4

13.3

57.7

21.9

5.0

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

十分に感じる

まあまあ感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

（％）

平成30年度（n=953） 平成25年度（n=2,282）

6.1

18.0

41.1

25.6

5.9

3.3

7.9

23.9

41.1

20.2

3.3

3.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

満足度が低い

やや満足度が低い

普通

やや満足度が高い

満足度が高い

無回答

（％）

平成30年度（n=953） 平成25年度（n=2,282）
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第４章 教育・保育提供区域の設定及びニーズ量推計の考え方 

1. 教育・保育提供区域の考え方 

幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「ニーズ量の見込み」や「提供

量（提供体制確保の内容）」を設定する単位として、教育・保育提供区域を設定します。 

教育・保育提供区域とは、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移

動することが可能な区域であり、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件や教育・保

育の整備の状況等を総合的に勘案して設定するものです。  

本計画では、教育・保育提供区域ごとに、教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援

事業の「ニーズ量の見込み」及び「提供量」を定めます。  

 

2. 教育・保育提供区域の設定 

日田市は、市域が広範囲にわたっていることから、自家用車等での移動率が非常に高

い状況です。自家用車等を利用する場合、比較的短時間で移動することが可能であるた

め、教育・保育施設については、「全市域」を１つの提供区域として設定します。  

また、地域子ども・子育て支援事業については、現行でも、事業全体の提供区域を設定

して事業を実施していないため、「全市域」を１つの提供区域として設定します。  

なお、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、児童が安全に通える

範囲等を考慮し、「小学校区」を提供区域として設定します。 

 

事業名 提供区域 

事業名（国） 事業名（日田市） 全市域 小学校区 

教育・保育施設  ○  

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

利用者支援事業 子育てサービス利用者支援事業 ○  

延長保育事業 延長保育事業 ○  

放課後児童健全育成事業 放課後児童健全育成事業  ○ 

子育て短期支援事業 施設入所委託事業 ○  

乳児家庭全戸訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業 ○  

養育支援訪問事業 養育支援訪問事業 ○  

地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業 ○  

一時預かり事業 一時預かり事業 ○  

病児保育事業 病児保育事業 ○  

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 ○  

妊婦健康診査 妊婦健康診査事業 ○  
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3. ニーズ量の推計 

（１）ニーズ量の推計の基本的な考え方 

子ども・子育て支援事業計画は、国の基本指針及び手引きに基づき、教育・保育提供

区域ごとに、平日日中の教育・保育（認定こども園及び保育園等）及び地域子ども・子

育て支援事業の「ニーズ量の見込み（量の見込み）」を設定し、それに対応する「提供

量（提供体制確保の内容）」及び「実施時期」について定めることとなっています。  

幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「ニーズ量の見込み」や「提

供量（提供体制確保の内容）」については、児童の保育の必要性に基づく「教育・保育

給付認定区分」ごとに設定する必要があり、さらに対象年齢や対象年齢の将来人口推計

等についても勘案した算出を行っています 

「ニーズ量の見込み」の推計方法は、国の手引きに基づき「ニーズ調査結果から推計

する方法」と、第１期計画期間の各事業の「実績を勘案して推計する方法」があります。  

本計画の各事業における「ニーズ量の見込み」については、上記の推計方法を基本と

しつつ必要に応じ修正を加えることにより、より実態に即した推計を行っています。  

 

 

保護者の就労状況や就労希望から家庭類型を分類

保育園等の利用状況や利用希望から家庭類型ごと

の利用意向の割合を算出

将来人口を推計

「利用意向割合」と「将来人口推計」から

教育・保育提供区域ごとにニーズ量の込みを推計

算出されたニーズ量の見込みが現状とかい離して

いる場合は、事業実績を勘案し数値を補正
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（２）認定区分について 

児童の年齢や保育の必要性（事由・区分）に応じて、１・２・３号の３つの認定区分

に分けられます。 

認定区分 年齢区分 保育の必要性 利用できる内容 

１号認定 ３～５歳児 必要としない 
⚫ 教育標準時間利用 

※認定こども園（幼稚園部分） 

２号認定 ３～５歳児 

必要とする 

⚫ 保育標準時間利用 

⚫ 保育短時間利用 

※認定こども園（保育園部分） 

※保育園 

※小規模保育事業等 

３号認定 ０～２歳児 

（３）保育の必要性について 

保育の必要性とは、保護者の申請を受け、就労証明書や診断書など客観的な基準に基

づき、以下の事由に該当するかどうかを市が認定するものです。 

就労 児童の保護者が家庭の外で常態的に仕事をする場合や、児童の保護者が家

庭で常態的に日常の家事以外の仕事をする場合  

日田市では、保育短時間利用で月に 64 時間、保育標準時間利用で月に 120

時間以上の就労が必要です（父母ともに）  

妊娠・出産 児童の保護者が出産又は出産前後の場合  

疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害などがある場合  

介護・看護 児童の同居する家庭に介護が必要な人や、長期にわたる病人、心身に障害

のある人がおり、保護者が介護・看護にあたる場合 

災害復旧 火災や風水害、地震等による災害の復旧にあたる場合  

求職活動 児童の保護者が求職活動（起業準備を含む）を行う場合  

就学 児童の保護者が就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）する場合  

虐待等 虐待や DV のおそれがある場合  

育児休業 育児休業取得中に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要

である場合  

その他 その他、上記に類する状態として市長が認める場合  
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第５章 教育・保育施設の充実 

1. 教育・保育のニーズ量の見込みと提供量及び実施時期 

本計画期間内における各年度のニーズ量の見込みと提供量について、以下のとおり設

定します。 

○ １号認定（３歳以上の子どもで認定こども園の幼稚園部分での教育を希望）  

 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ニーズ量の見込み 708 710 710 709 710 

②提供量 計 759 719 719 719 719 

 特定教育・保育施設 759 719 719 719 719 

過不足（②－①） 51 9 9 10 9 

＊特定教育・保育施設とは、認定こども園、保育園のことをいいます。  

○ 2 号認定（３歳以上の子どもで認定こども園の保育園部分、保育園を利用希望） 

 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ニーズ量の見込み 904 899 912 905 905 

②提供量 計 937 945 945 945 945 

 特定教育・保育施設 937 945 945 945 945 

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 33 46 33 40 40 

＊認可外保育施設とは、児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けて  

いない保育施設のことをいいます。  

○ 3 号認定（０歳の子どもで認定こども園・保育園・地域型保育事業を利用希望） 

 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ニーズ量の見込み 

( )内は保育利用率の見込み 

317 

(73.0%) 

322 

(76.7%) 

319 

(77.8%) 

319 

(79.8%) 

320 

(82.3%) 

②提供量 計 349 346 346 346 346 

 特定教育・保育施設 318 315 315 315 315 

 特定地域型保育事業 31 31 31 31 31 

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 32 24 27 27 26 
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○ 3 号認定（１・２歳の子どもで認定こども園・保育園・地域型保育事業を利用希望）  

 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ニーズ量の見込み 

( )内は保育利用率の見込み 

740 

(83.4%) 

738 

(86.2%) 

737 

(88.4%) 

738 

(91.0%) 

738 

(93.4%) 

②提供量 計 773 773 773 773 773 

 特定教育・保育施設 735 735 735 735 735 

 特定地域型保育事業 38 38 38 38 38 

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 33 35 36 35 35 

2. 質の高い幼児教育・保育の提供 

子ども・子育て支援法は、第２条において「支援の内容及び水準は、すべての子どもが

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」と規定しており、教育・保育や地域の子育て支援の拡充のみならず、保育の質につい

ても向上させることとしています。 

保育園及び認定こども園と小学校等との連携を促進し、保育者に対する研修の充実や

専門性の向上に努めることで、幼児教育・保育の更なる質の向上を図る必要があります。 

3. 幼児教育や保育を担う人材の確保 

質の高い幼児教育や保育を提供するためには、一人ひとりの子どもに目が行き届くよ

う十分な職員配置が不可欠ですが、保育現場の人材不足は、全国的にも深刻な状況とな

っています。 

市内の教育・保育施設の保育者の就職促進や就業継続を図るため、養成校や高校への

訪問等を通じ情報収集に努めるとともに、就職応援事業を実施することで就職に関する

様々な支援を行います。 

4. 特別な配慮を必要とする子どもに対する支援 

すべての子どもの健やかな育ちや、子どもの最善の利益を保障する重要性から、障が

いを有する子どもや特別な支援を要する子どもについて、一人ひとりの状況に応じた適

切な教育・保育サービスが利用できるよう、専門的な対応が可能となる体制の強化に努

めます。 

また、教育・保育施設の利用に際しては、保護者と施設との相互理解が重要であるこ

とから、保護者及び施設並びに関係機関とも連携を図りつつ、児童の円滑な受け入れの

ための支援を行います。 
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第６章 地域子ども・子育て支援事業の充実 

1. ニーズ量の見込み、提供量（確保内容）及びその実施時期 

ニーズ調査により把握した利用希望やこれまでの事業事績を踏まえ、教育・保育提供

区域ごとに均衡のとれた地域子ども・子育て支援事業の提供が行えるよう、就学前児童

の数の推移及び地域の実情等を考慮し、本計画期間内の事業区分ごとのニーズ量の見込

み、提供量（確保内容）やその実施時期を設定します。  

 

（１）利用者支援事業  【こども未来課】 

子育て家庭がニーズに合わせて、認定こども園や保育園などの施設や、地域の子育て

支援事業などから必要な支援を選択して利用できるよう、行政窓口その他の場所に専

任職員を配置して、情報の提供や相談・援助などを行う事業です。  

◼ 今後の方向性 

現在、こども未来課窓口に１名の利用者支援専門員を設置し、子育てに関する様々な

相談に応じています。保護者が、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑

に利用できるよう、子育て支援に関する情報を提供するとともに、子育て全般について

気軽に相談できる体制を継続します。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

提供量 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 
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（２）延長保育事業  【こども未来課】 

認定こども園や保育園などの定期的な教育・保育において、保育短時間の前後の時間

に延長して保育を行う場合や、保育通常時間利用後の時間に延長して保育を行う事業

です。 

◼ 今後の方向性 

共働き家庭等が増加傾向にある中､延長保育のニーズは高まっています。通常の保育

時間では対応できない保護者の保育ニーズに応えることで、保護者の就労等の社会的

活動と子育ての両立を継続して支援します。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
643 人 670 人 680 人 664 人 671 人 

提供量 

（②） 
643 人 670 人 680 人 664 人 671 人 

差引 

（②―①） 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  【こども未来課】 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童（小学生）が、家庭に代わって、授業が

終了した放課後、土曜日や長期休暇中に小学校の余裕教室等で過ごすことができるよ

うにする事業です。 

現在、放課後児童クラブの未設置校区である「小野小学校区」及び「大山小学校区」

については、「小野小学校区」は令和３年度から、「大山小学校区」は令和４年度から開

設することを目標とし、全小学校区で保護者の意向を伺いながら提供体制の確保を図

っていきます。 

◼ 今後の方向性 

共働き世帯やひとり親世帯は増加傾向であることに加え、平成 27 年度から放課後児

童クラブの対象となる児童が小学校６年生まで拡大されたことで、放課後児童クラブ

に対するニーズは高まっています。高まるニーズに対応するためには、放課後児童クラ

ブの運営を強化し、安定的に事業を実施できる体制を築く必要があることから、現在の

保護者中心の運営体制の見直しを図る必要があります。  

また、一部の放課後児童クラブでは、利用者数の増加から中学年以上の受け入れが制

限されている状況であるため、利用ニーズに沿った提供量の確保に努めます。  

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【全市域】 

全市域 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
685 人 672 人 664 人 640 人 626 人 

提供量 

（②） 
887 人 897 人 927 人 927 人 927 人 

差引 

（②―①） 
202 人 225 人 263 人 287 人 301 人 

＊  人数は登録児童数です。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【咸宜小学校区】 

咸宜小学校区 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 

ニーズ量の見

込み（①） 
95 人 88 人 91 人 90 人 86 人 

提供量 

（②） 
99 人 99 人 99 人 99 人 99 人 

差引 

（②―①） 
4 人 11 人 8 人 9 人 13 人 

※  ひたっ子放課後児童クラブの咸宜小学校登録児童数を量の見込み（①）に加え、咸宜小

学校児童数で按分した同児童クラブの利用定員を確保の内容（②）に加えています。  
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◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【桂林小学校区】 

桂林小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
39 人 43 人 43 人 47 人 47 人 

提供量 

（②） 
59 人 59 人 59 人 59 人 59 人 

差引 

（②―①） 
20 人 16 人 16 人 12 人 12 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【日隈小学校区】 

日隈小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
51 人 55 人 53 人 49 人 48 人 

提供量 

（②） 
66 人 66 人 66 人 66 人 66 人 

差引 

（②―①） 
15 人 11 人 13 人 17 人 18 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【若宮小学校区】 

若宮小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
24 人 22 人 23 人 26 人 26 人 

提供量 

（②） 
36 人 36 人 36 人 36 人 36 人 

差引 

（②―①） 
12 人 14 人 13 人 10 人 10 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【三芳小学校区】 

三芳小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
58 人 56 人 57 人 53 人 51 人 

提供量 

（②） 
86 人 86 人 86 人 86 人 86 人 

差引 

（②―①） 
28 人 30 人 29 人 33 人 35 人 
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◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【高瀬小学校区】 

高瀬小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
45 人 45 人 39 人 38 人 36 人 

提供量 

（②） 
50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

差引 

（②―①） 
5 人 5 人 11 人 12 人 14 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【光岡小学校区】 

光岡小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
114 人 116 人 110 人 102 人 104 人 

提供量 

（②） 
114 人 114 人 114 人 114 人 114 人 

差引 

（②―①） 
0 人 ▲2 人 4 人 12 人 10 人 

＊  ひたっ子放課後児童クラブの光岡小学校登録児童数を量の見込み（①）に加え、光岡小学校

児童数で按分した同児童クラブの利用定員を確保の内容（②）に加えています。  

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【朝日小学校区】 

朝日小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
17 人 16 人 17 人 16 人 16 人 

提供量 

（②） 
36 人 36 人 36 人 36 人 36 人 

差引 

（②―①） 
19 人 20 人 19 人 20 人 20 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【三和小学校区】 

三和小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
49 人 47 人 51 人 50 人 57 人 

提供量 

（②） 
89 人 89 人 89 人 89 人 89 人 

差引 

（②―①） 
40 人 42 人 38 人 39 人 32 人 
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◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【有田小学校区】 

有田小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
39 人 37 人 37 人 37 人 35 人 

提供量 

（②） 
58 人 58 人 58 人 58 人 58 人 

差引 

（②―①） 
19 人 21 人 21 人 21 人 23 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【小野小学校区】 

小野小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

提供量 

（②） 
0 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

差引 

（②―①） 
▲6 人 4 人 4 人 4 人 4 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【大明小学校区】 

大明小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
28 人 27 人 27 人 25 人 25 人 

提供量 

（②） 
45 人 45 人 45 人 45 人 45 人 

差引 

（②―①） 
17 人 18 人 18 人 20 人 20 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【石井小学校区】 

石井小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
20 人 18 人 16 人 16 人 12 人 

提供量 

（②） 
25 人 25 人 25 人 25 人 25 人 

差引 

（②―①） 
5 人 7 人 9 人 9 人 13 人 
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◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【前津江小学校区】 

前津江小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
20 人 17 人 20 人 19 人 17 人 

提供量 

（②） 
30 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

差引 

（②―①） 
10 人 13 人 10 人 11 人 13 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【津江小学校区】 

津江小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
28 人 27 人 23 人 19 人 17 人 

提供量 

（②） 
40 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

差引 

（②―①） 
12 人 13 人 17 人 21 人 23 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【大山小学校区】 

大山小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
21 人 22 人 21 人 19 人 17 人 

提供量 

（②） 
0 人 0 人 30 人 30 人 30 人 

差引 

（②―①） 
▲21 人 ▲22 人 9 人 11 人 13 人 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【東渓小学校区】 

東渓小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
17 人 17 人 17 人 18 人 17 人 

提供量 

（②） 
22 人 22 人 22 人 22 人 22 人 

差引 

（②―①） 
5 人 5 人 5 人 4 人 5 人 



57 

 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期【いつま小学校区】 

いつま小学校区 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
14 人 13 人 13 人 10 人 9 人 

提供量 

（②） 
32 人 32 人 32 人 32 人 32 人 

差引 

（②―①） 
18 人 19 人 19 人 22 人 23 人 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ）  【こども未来課】 

保護者の病気、出産その他の理由で、家庭において子どもの養育が一時的に困難とな

った場合に、児童養護施設等において子どもを一定期間（原則として７日以内）預かり

養育する事業です。 

◼ 今後の方向性 

引き続き事業の周知に努め、利用ニーズに応じた支援を実施します。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
35 人日 35 人日 35 人日 35 人日 35 人日 

提供量 

（②） 
35 人日 35 人日 35 人日 35 人日 35 人日 

差引 

（②―①） 
0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

＊  「人日」＝「人数」×「日数」のことをいいます。 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）  【健康保険課】 

乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供を行うとともに、乳児及

びその保護者の心身状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、

助言・援助活動を行う事業です。 

◼ 今後の方向性 

保健師が実際に訪問し、乳児及び保護者の心身の状況や養育環境を早期に把握する

ことで、支援が必要な家庭に対し、関係機関と連携した早期の対応が可能となるため、

今後も継続した事業の実施が必要です。市の保健師のほか、訪問事業を在宅保健師に委

託することで、ニーズ量の見込みに対する訪問・支援体制の確保を図ります。  

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み 433 人 424 人 415 人 406 人 397 人 

確保内容 

◆実施体制：日田市保健師及び在宅保健師  

◆実施機関：日田市  

◆委託団体等：在宅保健師  
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（６）養育支援訪問事業  【こども未来課及び健康保険課】 

乳児家庭全戸訪問事業等により、妊娠・出産や子育てについて不安や困りがあるなど、

養育に関する支援が必要な家庭を把握・訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこと

により、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。  

◼ 今後の方向性 

現状に引き続き、乳児家庭全戸訪問事業と連携しつつ実施することで養育支援の必

要な家庭の把握に努めるとともに、関係機関と協力し、適切な時期に訪問することによ

り虐待予防や養育力の向上につなげます。 

 

（７）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター、チャイルドプラザ） 

                           【こども未来課】 

公共施設、認定こども園、保育園、地域子育て支援センター等の地域の身近な場所に、

乳幼児のいる子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育てに対する不安や悩み等

を相談できる場を提供することにより、子育て家庭に対する育児支援を行う事業です。 

◼ 今後の方向性 

引き続き、子育てに関する情報を提供し、相談や助言、援助活動を行います。また、

親子で過ごす場を提供するとともに、親同士の交流や仲間づくりをサポートし、安心し

て子育てができる環境の充実に努めます。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み 

（延べ利用者数） 
20,801 人 18,027 人 15,624 人 13,541 人 11,735 人 

実施箇所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 
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（８）一時預かり事業  【こども未来課】 

 

一般型 

認定こども園や保育園に入園していない児童を対象とし、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児童を、認定こども園や

保育園等において、一時的に預かります。保護者の急な用事や短期の

パートタイム就労など、子育て家庭の様々なニーズに合わせて利用が

できる事業です。 

幼稚園型 

認定こども園に通園する１号認定の児童を対象とし、教育標準時間終

了後、家庭での保育が困難となる場合に、通園している認定こども園

において一時的に預かる事業です。  

◼ 今後の方向性 

保護者の就労形態の多様化等により、利用ニーズは高まっているため、ニーズ量に見

合った提供量を確保しつつ、利用手続きの簡素化や預かり時間の延長を検討するなど、

内容の充実に努めます。 

 

(ア) 一時預かり事業（一般型） 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み（①） 

（延べ利用者数） 
3,898 人 3,738 人 3,810 人 3,815 人 3,788 人 

提供量（②） 3,898 人 3,738 人 3,810 人 3,815 人 3,788 人 

差引（②―①） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

(イ) 一時預かり事業（幼稚園型） 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み（①） 

（延べ利用者数） 
73,762 人 76,061 人 77,522 人 75,782 人 76,455 人 

提供量（②） 73,762 人 76,061 人 77,522 人 75,782 人 76,455 人 

差引（②―①） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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（９）病児・病後児保育事業  【こども未来課】 

病気又は病気の回復期で、認定こども園や保育園、小学校等で集団生活ができない児

童を、保護者が就労等により家庭で保育ができない場合に、専用施設で一時的に看護・

保育を行う事業です。 

◼ 今後の方向性 

病児保育室の利用ニーズは高く、今後も継続した実施が必要です。また、病後児保育

については、病児保育の利用実績に比例し利用が増加すると見込まれます。病児保育室

は開設して間もないため、今後の利用状況に応じて、見込み量の見直しを行うこととし

ます。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み（①） 

（延べ利用者数） 
350 人 383 人 419 人 459 人 503 人 

提供量（②） 3,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 

差引（②―①） 2,650 人 2,617 人 2,581 人 2,541 人 2,497 人 

 

（１０）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） 

                       【こども未来課】 

就学前児童や就学児童等を、子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援

助を受けることを希望する人（おねがい会員）と、援助を行うことを希望する人（まか

せて会員）との相互に助け合う有償による事業です。  

◼ 今後の方向性 

平成 30 年度に実施要綱が改正され、預かり場所の対象が拡大されました。本事業は

一時預かりだけでなく、保育施設等への送迎など幅広い分野における子育て支援を行

うものであることから、子育て世帯の負担軽減のため、事業実施を継続しつつ、制度の

普及に努めます。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み（①） 

（延べ利用者数） 
30 人 28 人 26 人 28 人 28 人 

提供量（②） 30 人 28 人 26 人 28 人 28 人 

差引（②―①） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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（１１）妊婦健康診査事業  【健康保険課】 

妊娠中の健康状態の確認・異常の早期発見を行い、安心して妊娠・出産・育児ができ

るよう支援する事業です。 

◼ 今後の方向性 

妊婦健康診査の経済的負担を軽減することで、適切な時期の受診を促し、異常の早期

発見や母子の健康の保持増進に寄与するため、今後も事業を継続する必要があります。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み 

395 人 

健診回数 

(6,320 回) 

383 人 

健診回数 

(6,128 回) 

371 人 

健診回数 

(5,936 回) 

359 人 

健診回数 

(5,744 回) 

348 人 

健診回数 

(5,568 回) 

確保の内容 

◆ 実施場所 

• 大分県医師会に加入している医療機関 

• 大分大学医学部附属病院 

• 福岡県、熊本県の医療機関の一部 

• その他委託していない医療機関受診分については償還払い  

◆ 実施体制 

• 各医療機関の体制による 

◆ 検査項目 

• 妊娠一般健康診査（体重・尿検査・血圧） 

• 血液検査 

• クラミジア検査 

• Ｂ群溶血性レンサ球菌 

• 子宮頸がん検査 

• 超音波検査 

◆ 実施時期 

• 妊娠初期～23 週：４週間に１回 

• 妊娠 24 週～35 週：２週間に１回 

• 妊娠 36 週～出産：１週間に１回 

＊  ニーズ量の見込みは、ニーズ調査によらずに推計しています。  
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業  【こども未来課】 

保育の必要性の認定を受けた子どもの保護者が、認定こども園・保育園・地域型保育

事業で支払うべき日用品、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

や、教育・保育に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として、市

が定めるものの全部又は一部を助成する事業です。  

◼ 今後の方向性 

今後も低所得者世帯の負担軽減のために事業実施を継続する必要がありますが、令

和元年 10 月から開始された教育・保育の無償化に伴い、助成対象の費用が減少するこ

とから、その影響を注視することとします。 

◼ ニーズ量の見込み、提供量及びその実施時期 

全市域 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 

ニーズ量の見込み

（①） 
6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

提供量 

（②） 
6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

差引 

（②―①） 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

＊ ニーズ量の見込みは、ニーズ調査によらずに推計しています。 

（１３）多様な事業者の参入促進・能力活用事業  【こども未来課】 

現段階において本事業の実施予定はありませんが、教育・保育施設や地域子ども・子

育て支援事業の量的拡大を進める上で、新規事業者の参入等が見込まれる場合には、事

業の導入について検討します。 
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第７章 子ども・子育て支援関連施策の推進 

本市の子ども・子育てを取り巻く現状や課題、ニーズ調査結果等を踏まえ、子育て等に

関する課題を整理し、その課題に対応するための施策の方向性を以下にまとめます。これ

らの子ども・子育て支援関連施策は、第６章で掲げる地域子ども・子育て支援事業と一体

的に取り組むことにより、本市の子ども・子育て支援の充実を図るものです。 

1. すべての子どもの育ちを支える子育て支援拠点の整備 

 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てを巡る環境が大きく

変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感・不安感

は増大しています。 

また、社会全体において子育て能力が低下しており、子育ての悩みや障がいなどの育

児に関する専門的な相談ができる環境の整備が求められています。  

子育てに関する様々な不安を解消し、子どもの健やかな成長を育むとともに、健全な

親子・家族関係を築くためには、妊娠・出産期から切れ目のない総合的な支援体制を築

く必要があります。 

 

◆ 地域の身近な場所に、乳幼児のいる子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子

育てに対する不安や悩み等を相談できる場を提供することで、安心して子育てが

できる地域づくりを推進します。 

◆ 健全な親子・家族関係を築くため、適切な情報提供や支援が行えるよう相談支援

体制を充実させます。 

◆ 天候に左右されず親子が楽しく過ごせ、また、子育て相談や一時預かり等の支援

など、現状の子育て支援事業の隙間を埋める総合的な子育て支援施設を創設しま

す。 

現状と課題 

施策の方向性 
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2. 子どもの貧困対策 

 

近年、子どもの貧困率の問題が指摘されています。その背景には、経済的困窮、多様な

家族形態、障害・疾病、社会的孤立など様々な状況があり、それぞれが複雑に絡み合って

いる場合が少なくありません。幼少期からの機会・選択肢の不平等や子どもの養育環境

に格差が生まれ、それがさらに成人後の経済的困窮につながっていくなど、困難な状況

が親から子へ引き継がれる世代間連鎖が存在することも指摘されています。  

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないように、貧困の

状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する必要があります。  

  

貧困の状況にある子どもが健やかに育成されるよう、福祉保健部と教育委員会、日田市

社会福祉協議会など関係機関が連携を深め、共通理解と情報共有を図りながら、「教育の支

援」、「生活の支援」、「保護者への就労支援」、「経済的支援」を柱とした取り組みを進めま

す。 

（１） 教育の支援 

◆ 補充学習や多様な教養講座、体験活動を実施し、学習支援の充実を図ります。  

◆ スクールソーシャルワーカー等の配置により、家庭環境に起因する様々な課題を

抱える子どもへの早期の対応を図ります。 

（２） 生活の支援 

◆ ひとり親家庭や共働き世帯における子どもの、放課後の安心・安全な子どもの居

場所づくりに努め、子育て世帯の支援と子どもの健全育成を行います。  

◆ 母子父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の自立や生活向上を図るための支援

を行います。 

（３） 保護者に対する就労の支援 

◆ ひとり親家庭の自立を促進し、生活の安定確保を図るため、就労につながる教育

訓練の受講や、就職に有利な資格を取得するための支援を行います。 

◆ 生活困窮者自立支援法に基づく自立支援機関と連携し、包括的な支援を行いま

す。 

（４） 経済的支援 

◆ 中学生までの医療費助成のほか、所得に応じて、教育・保育施設の実費徴収負担

の一部や放課後児童クラブ保護者負担金を助成することにより、子育て世帯の経

済的支援に努めます。 

◆ 小中学校における学力定着補助教材の公費負担等により、保護者負担の軽減を図

ります。 

◆ 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、給

食費、修学旅行費等の必要な援助を行います。 

現状と課題 

施策の方向性 
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3. 地域における子どもの居場所づくりの推進 

 

子どもが心身ともに豊かに成長するためには、家庭や地域の見守りの中で他人と関わ

り、様々な経験を積むことで生きる力や社会性を身につけることが重要です。しかし、

近年、地域のつながりが希薄化したことで異年齢や世代間での交流の機会が減少し、家

庭においても、地域においても居場所のない子どもが増えています。 

子どもたちが地域社会の中で健やかに成長するためには、学校、家庭、地域がそれぞ

れの役割を果たし、かつ、互いに連携して、子どもの居場所を整備することが必要です。 

 
◆ 地域住民の参画を得ながら、公民館や学校の空き教室を利用した学習、スポー

ツ、体験活動等の取組を通じて、地域の人々との交流を図ることにより、子ども

たちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境を整備します。 

◆ 食事の提供や学習支援など、子どもの居場所づくりに取り組む団体を支援しま

す。 

4. 児童虐待防止対策の充実 

 

子育て家庭を取り巻く環境の変化により子育ての負担、不安及び孤立感が高まってお

り、育児に対する不安やストレスが引き起こす児童虐待の発生件数は全国的に増加して

います。支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用しながら虐待

予防に努めるとともに、専門性を有する事案に対しては、関係機関との連携を強化しつ

つ、早期発見・早期対応につなげていくことが求められます。  

 
◆ 妊娠期から適切な情報提供や支援を行うため「子育て世代包括支援センター」を

設置し、相談支援体制を充実させ、切れ目のない総合的な支援を行います。  

◆ 地域の実情把握・相談対応・調査・継続的支援を行うため、こども未来課内に設

置している家庭児童等相談室を核とした「子ども家庭総合支援拠点」を新たに設

置し、関係機関と連携を図りながら様々な支援を行います。  

現状と課題 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の方向性 
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5. 障がい児施策の充実等 

 

本来、家庭や地域で見守られながら健やかに成長し、自立していく子どもが、障がい

を有するという理由により、成長の過程で様々な困難に直面し、不自由や不便を感じる

ことがあります。障がいの有無にかかわらず、同じひとりの子どもとして成長するため

には、子どもの育ちを地域社会全体で支えることが必要です。  

また、障がいとの判断に至らないものの、「気になる子ども」として、発達に何らかの

困難がある子どもへの対応も課題となっています。すべての子どもが、身近な地域で安

心して生活が送れるために、それぞれの子どもの特性を理解し、一人ひとりの個性と能

力に応じた配慮が求められます。 

 
◆ 乳幼児健康診査を実施することにより、子どもの健康状態を把握し、疾病や障が

いの早期発見・早期治療へとつなげるとともに、健診の未受診者に対する受診勧

奨を行います。 

◆ 早期発見・早期発達支援が重要とされる発達障がいを持つ子どもについて、障が

いの程度に応じた専門機関との連携と早期療育の実施に努めます。  

◆ 障がいを持つ子どもが地域の中で育まれ、学び、健やかに成長できる環境をサポ

ートするため、居宅介護・短期入所などの障害福祉サービスをはじめとする各種

福祉サービスを提供します。 

6. ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進 

 

近年、共働き世帯の増加や女性の社会進出に伴い、子育て世帯を取り巻く環境は大き

く変化し、男女がともに働きやすく、互いに共同して子育てに向き合うことができる環

境づくりを進めることが求められています。仕事と生活の調和を図り、ともに充実させ

る「ワーク・ライフ・バランス」を実現することで、男女を問わず仕事と生活を調和させ

た豊かな生活が送れるよう、一層の普及啓発活動を推進する必要があります。 

 
◆ 教育・保育施設によるサービスの提供や地域子ども・子育て支援事業の充実等を

通じて、市民一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを実感できるよう、社会全

体で子育てしやすいまちづくりを推進します。 

◆ 男女を問わず誰もが子育ての喜びを実感しながら仕事を続けられる労働環境の実

現に向けて、各種啓発・情報提供に努めます。 

現状と課題 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の方向性 
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7. 「新・放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進 

 

国は、平成 26 年度に「放課後子ども総合プラン」を策定し、全国の小学校区において、

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に参加している児童が、自由に放課後子

ども教室に参加できる体制の充実を目指すこととしています。  

しかし、放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない子どもに対し

実施する事業である一方で、放課後子ども教室は保護者の就労の有無にかかわらずすべ

ての子どもを対象とすることから、対象の異なる２つの事業の連携をどのように行うの

かが課題となっています。そのためには、実施場所の調整や、放課後子ども教室の活動

を担う人材の確保についても検討することが必要です。  

 
◆ 放課後子ども教室の主管課である社会教育課と連携し、関係団体とともに「日田

市放課後対策事業運営委員会」を組織していることから、引き続き、放課後児童

クラブに参加している児童が放課後子ども教室に参加できるよう実施場所の調整

や人材の確保及び指導員の連携方法についての協議等、放課後児童クラブと放課

後子ども教室の一体的な実施に向けた取組を行います。 

現状と課題 

施策の方向性 
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第８章 計画の推進体制 

1. 関係機関との連携 

日田市では、本計画の円滑な実施に向けて、福祉保健部、教育委員会その他関係部局

と横断的な連携を図り、施策・事業の総合的かつ計画的な取組を進めます。  

また、「日田市子ども・子育て会議」では、毎年、専門的な見地より計画の達成・進捗

状況等の点検・評価を行い、適宜、計画の見直し等の中で日田市に提言していきます。  

さらに、県や教育・保育施設事業者等に対しても、連携や協力体制の構築等を図り、子

ども及びその保護者を中心に据えた総合的施策の展開を図ります。  
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2. 家庭・地域・事業者・行政の役割 

すべての子どもが安心して育まれ、子ども同士が集団の中で育ちあうことができると

ともに、保護者がしっかりと子どもと向き合い、家庭における子育ての負担、不安及び

孤立感を和らげることを通じて、喜びを感じながら子育てができるようにするためには、

家庭・地域・事業者及び行政がそれぞれの役割を担い、社会全体が一体となって子育て

を進めていくことが必要です。 

本計画では、子どもの笑顔と健やかな成長という理念を共有しながら、地域における

様々な資源と連携・協力した取組を推進するとともに、多様な主体による子ども・子育

て支援活動の促進を図ります。 
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3. 計画の達成状況の点検・評価 

本計画をより実効性のあるものとするため、毎年度、進捗状況を把握するとともに、

子どもの保護者や教育・保育事業関係者、学識経験者など、子ども・子育てにかかわる幅

広い主体が参画する「日田市子ども・子育て会議」において報告を行い、実施事業の進捗

状況（アウトプット）及び計画全体の成果（アウトカム）について点検・評価を受け、そ

の結果を公表しながら、利用者の視点に立った施策の改善等につなげます。  

また、本計画により設定したニーズ量の見込みと実態とがかけ離れている状況となっ

た場合には、適切な基盤整備を図る必要があるため、本計画期間の中間年（令和４年度）

を目安として、必要に応じて本計画の見直しを行うほか、より市民ニーズに即した施策

の展開が図られるよう、実際の利用実態を踏まえ、必要に応じて、提供体制の確保の内

容についても見直しを行っていきます。 
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第９章 基本的な目標と SDGs との関係 

1. 計画における SDGs の視点 

本計画が掲げる７つの基本的な目標が貢献する SDGs との関係は以下のとおりです。 
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2. SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進 

◆ SDGs（エス・ディー・ジーズ<Sustainable Development Goals>）とは、

2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」にて掲げられた、2016（平成 28）年から 2030（令和 12）

年までの国際目標です。 

 

◆ SDGs では「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念に、経済・社会・

環境の諸課題を統合的に解決し、持続可能な世界を実現するため、17 の目標と

169 のターゲットが掲げられています。 

 

◆ SDGs の 17 の目標は、世界の都市に共通した普遍的な課題であり、「誰一人取

り残さない」という考えは、「みんなで育む 笑顔あふれる子どものまち“ひ

た”」基本理念に掲げ、未来を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを目指すと

いう「日田市子ども・子育て支援事業計画」の目指すべき姿と一致するもので

す。 

 

◆ 本計画に掲げる各事業を推進するにあたっては SDGs を意識し、地域や関係団体

などと連携しつつ、子どもの最善の利益が実現される社会を目指します。  
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第１０章 資料編 

1. 用語の解説 

この計画における用語の意味は、次のとおりです。  

用語 解説 

核家族 ひと組の夫婦とその未婚の子どもからなる家族のことで、

家族の基礎単位とされるものです。 

合計特殊出生率 人口統計上の指標で、一人の女性が出産可能とされる 15 歳

から 49 歳までに産む子どもの数の平均を示すものです。  

M 字カーブ 日本における女性の年齢階級別労働力率をグラフで表した

ときに描かれる M 字型の曲線をいいます。出産・育児期にあ

たる 30 歳代で就業率が落ち込み、子育てが一段落した後に再

就職する人が多いことを反映しています。 

教育・保育施設 認定こども園、保育園、幼稚園、小規模保育施設、事業所内

保育施設等のことをいいます。 

保育園 保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必

要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の

施設です。 

認定こども園 保護者が働いているかどうかにかかわらず、小学校就学前

の子どもに教育・保育を一体的に提供する機能と、地域におけ

る子育て支援として相談活動や親子の集いの場の提供などを

行う希望を併せ持つ施設です。 

養育 子どもの生活について、社会通念上必要とされる監督・保護

を行っている状態をいいます。 

地域子ども・子育て 

支援事業 

すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等し

く確保されるよう、国もしくは地方公共団体又は地域におけ

る子育て支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者

に対する支援事業です。 

児童養護施設 生まれた家庭で生活することが困難だと判断された児童が

入所する施設のことです。子どもたちに、できるだけ一般的な

家庭生活を提供し、施設を離れた後は、自立して社会生活を営

めるよう支援することを目標としています。 
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2. 日田市子ども・子育て会議条例 

 

日田市子ども・子育て会議条例  

平成 25 年 6 月 26 日 

条例第 33 号 

（設置） 

第 1 条 本市に、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法支援法」という。）

第 77 条第 1 項及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 15 第 4 項の規

定に基づき、日田市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第 2 条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。  

（1）法支援法第 77 条第 1 項各号に掲げる事務を処理すること。  

（2）家庭的保育事業等（児童福祉法第 24 条第 2 項に規定する家庭的保育事業等をいう。）

の認可の際に意見を述べること。  

（3）前号前 2 号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し市長が必要

と認める事項について調査審議すること。  

（組織） 

第 3 条 子ども・子育て会議は、委員 20 人以内で組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。  

（1）子どもの保護者  

（2）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者  

（3）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者  

（4）その他市長が必要と認める者  

（委員の任期） 

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

2 委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長） 

第 5 条 子ども・子育て会議に会長及び副会長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。  

（部会） 

第 6 条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。  

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。  

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。  

4 部会長は、部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあ

らかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。  

http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（会議） 

第 7 条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集

し、会長がその議長となる。  

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。  

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

4 前 3 項の規定は、部会について準用する。  

（委員以外の者の出席等） 

第 8 条 会長又は部会長は、それぞれ子ども・子育て会議又は部会において必要があると認め

るときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の

者から必要な資料の提出を求めることができる。  

（庶務） 

第 9 条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部において処理する。  

（委任） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。  

 

附則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される子ども・子育て会議の委員の任期は、

第 4 条第 1 項本文の規定にかかわらず、平成 28 年 3 月 31 日までとする。 

3 この条例の施行の日以後最初に招集される子ども・子育て会議の会議は、第 7 条第 1 項

の規定にかかわらず、市長が招集する。  

 

附則（平成 27 年 3 月 24 日条例第 21 号） 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

2 日田市子ども・子育て会議条例第 1 条に規定する子ども・子育て会議は、この条例の施

行の日前においても、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成 24 年法律第 67 号）第 6 条の規定による改正後の児童福祉法第 34 条

の 15 第 4 項の規定による児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見聴取について、

この条例による改正後の日田市子ども・子育て会議条例の規定の例により、これを行うこ

とができる。  

http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://rr086.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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3. ニーズ調査設問項目一覧 

＊調査票区分のうち、◎印はニーズ量の推計上必要な調査項目で、○印は必須ではないが調査する項目です。  

調査票 

ページ 
設問区分  問番号 枝番 小枝番 設問項目  

調査票区分 

未就学 

児童用 

就学  

児童用 

１  

居所  １    居所   ◎  ◎  

子どもと家族の状況  

２    子どもの生年月   ◎  ◎  

３    きょうだいの人数、末子の生年月   ○  ○  

４    調査票の回答者   ◎  ◎  

５    回答者の配偶者の有無   ◎  ◎  

６    子どもの子育てを主に行っている者   ◎  ◎  

２  
子どもの育ちを巡る環境  

７    日頃、子どもをみられる親族・友人等の有無   ○  ○  

８    子育てで気軽に相談できる人等の有無   ○  ○  

８  １    その相談できる先  ○  ○  

子どもの保護者の就労状

況  

９    保護者の就労状況   ◎  ◎  

３  

９  １    就労日数、就労時間  ○  ○  

９  ２    出勤時間、帰宅時間  ○  ○  

９  ３    フルタイムへの転換希望  ◎  ◎  

４  
９  ４    今後の就労希望  ◎  ◎  

９  ４  １   今後の就労希形態  ◎  ◎  

５  

子どもの平日の定期的な

教育・保育事業の利用状

況等  

10   日中利用の定期的な教育・保育事業の有無   ◎   

10 １    教育・保育事業の種類  ◎   

10 ２    利用頻度(日・時間)  ◎   

６  

10 ３    利用の所在地  ○   

10 ４    利用する理由  ○   

10 ５    病気・けがによる利用の有無  ○  ○  

７  

10 ５  １   病児・病後児保育施設の利用希望  ○  ○  

10 ５  ２   病児・病後児保育の事業形態  ○  ○  

10 ５  ３   その理由  ○  ○  

10 ５  ４   子どもへの対処  ○  ○  

10 ５  ５   子どもへの対処ができなかった理由  ○  ○  

８  

10 ６    教育・保育施設を利用しない理由  ○   

11   平日の教育・保育事業の定期的利用希望の種類   ○   

11 １    利用希望の所在地  ○   

９  

幼児教育・保育の無償化

が実施された場合の利用

意向  

12   現在、主に利用している教育・保育施設   ○   

12 １   無償化が実施された場合、利用しようと考える施設   ○   

10 子どもの地域の子育て支

援事業の利用状況  

13   利用回数(頻度)   ◎   

13 １    利用希望回数(頻度)  ◎   

13 ２    今後の利用回数(頻度)  ◎   

11 14   各事業の理解・利用・満足度・利用可能性   ○   

12 

子どもの土・日、長期休暇

中の定期的な教育・保育

事業の利用希望  

15   土・日・祝日の教育・保育事業の利用希望   ◎   

15 １    たまに利用希望する理由  ◎   

16   
認定こども園(幼稚園部分)在園児の長期休暇中の利

用希望  
 ○   

16 １    たまに利用希望する理由  ○   

13 

子どもの不定期の教育・

保育事業等の利用状況  

17   日中利用の不定期な事業の種類   ◎   

17 １    利用していない理由  ○   

14 

18   日中利用の不定期な事業の年間日数等   ◎   

18 １    希望する事業形態  ○   

19   
保護者の用事で子どもを泊まりがけで預ける必要の

有無  
 ◎   

15 

育児休業等の職場の両立

支援制度  

20   育児休業の取得の有無   ○   

20 １    育児休業取得後の復職の有無  ○   

16 

20 ２    復職のタイミング(年度当初か否か)  ○   

20 ３    復職時の子の年齢(実際)  ○   

20 ４    希望時期に復職しなかった理由  ○   

17 
20 ５    １歳到達時の育児休業取得の有無  ○   

小学校就学後の放課後の

過ごし方  

21   放課後の過ごし方   ◎  ◎  

18 

22   土・日・祝日の放課後児童クラブの利用希望   ○  ○  

23   長期休暇中の利用希望   ○  ○  

子育て満足度 (子育ての

しやすさ)  

24   地域の人に支えられていると感じるか   ○  ○  

25   希望時期等に教育・保育が利用できるか   ○   

26   妊娠期-出産の満足感・充実感はあるか   ○  ○  

19 
27   子育てに関する役割分担の理想と現実   ○  ○  

28   子育ての環境や支援への満足度   ○  ○  

20 
日田市独自の設問  

29   子どもを取り巻く環境や取り組みの充実   ○  ○  

30   子育てにかかる経済的負担感の有無   ○  ○  

30 １    負担を感じる費用  ○  ○  

21 
31   子どもの居場所への取り組み   ○  ○  

自由意見  32   自由意見   ○  ○  
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4. 日田市子ども・子育て会議等の経過 

（１）日田市子ども・子育て会議 

 期日 主な協議内容 

第１回 令和元年 8 月 1 日（木） 子ども・子育て支援事業計画の概要と、第１期

計画期間における各事業の振り返りを行い、

ニーズ調査結果について説明を行った。 

第２回 令和元年 11 月 27 日（水） 計画の骨組みである骨子案を示し、第１期計

画と比較して第２期計画で変更したいと考え

ている項目などについて説明を行った。 

第３回 令和 2 年 1 月 8 日（水） 第２期計画の素案を示し、第１期計画から大

きく変更した箇所等について説明を行い、記

載内容に関する意見等を伺った。 

第４回 令和 2 年 2 月 26 日（水） 第２期計画のパブリックコメント結果と令和

２年度の教育・保育施設利用定員について報

告を行った。 

（２）日田市子ども・子育てワーキング会議 

 期日 主な協議内容  

第１回 令和元年 6 月 18 日（火） ワーキング会議の趣旨や今後のスケジュール、

ニーズ調査結果のあらましについて説明を行っ

た。 

第２回 令和元年 8 月 30 日（金） 第２期計画に掲げる各事業のニーズ量の見込み

について説明し、現場からの意見を伺った。  

第３回 令和元年 11 月 8 日（金） 子ども・子育てに関連し、現在抱えている課題に

ついて説明を行い、その課題解決に向けた施策

の方向性に関する意見等を伺った。  

第４回 令和元年 12 月 25 日（水） 第２期計画の素案を示し、第１期計画から大き

く変更した箇所等について説明を行い、記載内

容に関する意見等を伺った。  

 



79 

 

5. 日田市子ども・子育て会議等委員名簿 

（１）日田市子ども・子育て会議委員名簿（第３期） 

 氏名（敬称略・50 音順） 所属・役職等 備考 

１ 大鶴 翔太郎 日田市放課後児童クラブ連絡協議会代表  

２ 諌山 康子 日田市教育・保育施設代表  

３ 河津 勇成 日田市連合育友会代表  

４ 河野 通介 日田市認定こども園連合会代表  

５ 清田 朱 一般公募委員  

６ 合原 眞知子 日田商工会議所代表  

７ 小溝 拓次 日田市小学校校長会代表  

８ 鋤柄 洋嘉 日田市民間保育園連盟代表  

９ 

杉本 哲 

日田市民生委員児童委員協議会代表 副会長 

武原 勇一郎 

10 武内 和朋 日田市幼稚園連合会代表  

11 橋本 里美 一般公募委員  

12 日野 恵子 日田市児童福祉施設代表  

13 前田 明 放送大学大分学習センター所長 会長 

14 松原 亮介 社会福祉法人日田市社会福祉協議会  

15 溝口 真美 障害者指定一般相談支援事業所  

16 矢羽田 由美子 子育て支援センター代表  
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（２）日田市子ども・子育てワーキング会議委員名簿（第２期） 

 
氏名（敬称略・50 音順） 所属・役職等  

１ 飯田 富佐子  日田市民生委員児童委員協議会代表  

２ 諌山 康子 日田市立保育園代表  

３ 上野 みなみ  日田市放課後児童クラブ連絡協議会代表  

４ 河野 孝 日田市認定こども園連合会代表 

５ 佐渡島 留美 子育て支援センター代表  

６ 鋤柄 洋嘉 日田市民間保育園連盟代表 

７ 髙山 耕 日田市民間保育園連盟代表 

８ 武内 和朋 日田市幼稚園連合会代表  

９ 長野 藍子 日田市児童福祉施設代表  
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