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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

   笠岡市きめ細やかな子ども・子育て支援計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

   笠岡市 

 

３ 地域再生計画の区域 

   笠岡市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現状 

  住民基本台帳によると，本市の人口は平成 23 年時点では，53,239 人であったが， 

平成 28 年は 49,996 人となり，５年間で 6.1％減少し，急速な人口減少が進んでいる

状況である。 

 人口減少の要因としては，死亡者数の増加とともに，出生数の減少によるところが

大きく，出生数は平成 23 年の 301 人から，平成 28 年時点では 273 人と，9.3％減少し

ている。そして死亡が出生を上回る「自然減」は少なくとも平成７年度以前から続い

ている。 

また，社会動態では，転出が転入を上回る「社会減」の状態が平成９年度より続い

ており，人口減少にさらに拍車をかける結果となっている。 

 

本市の自然動態，社会動態及び総人口推移          各年度３月 31 日現在 

  自然動態 社会動態   
３月末 

現在人口 
年度 

出生 死亡 
自然動態 

増減 
転入 転出 

社会動態 

増減 

人口増

減 

H7 522 651 -129 2,227 1,731 496 367 61,361 

H8 510 645 -135 2,033 1,944 89 -46 61,315 

H9 505 624 -119 1,664 1,823 -159 -278 61,037 

H10 479 609 -130 1,540 1,823 -283 -413 60,624 

H11 465 658 -193 1,793 1,941 -148 -341 60,283 
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H12 428 604 -176 1,562 1,912 -350 -526 59,757 

H13 411 636 -225 1,560 1,857 -297 -522 59,235 

H14 419 674 -255 1,588 1,735 -147 -402 58,833 

H15 378 651 -273 1,579 1,790 -211 -484 58,349 

H16 393 652 -259 1,438 1,762 -324 -583 57,766 

H17 371 686 -315 1,508 1,653 -145 -460 57,306 

H18 357 658 -301 1,388 1,785 -397 -698 56,608 

H19 367 698 -331 1,345 1,702 -357 -688 55,920 

H20 307 687 -380 1,253 1,674 -421 -801 55,119 

H21 369 675 -306 1,358 1,488 -130 -436 54,683 

H22 322 709 -387 1,236 1,551 -315 -702 53,981 

H23 301 769 -468 1,231 1,505 -274 -742 53,239 

H24 308 743 -435 1,251 1,536 -285 -720 52,817 

H25 307 730 -423 1,416 1,537 -121 -544 52,273 

H26 304 744 -440 1,375 1,581 -206 -646 51,627 

H27 286 715 -429 1,310 1,611 -301 -730 50,897 

H28 273 774 -501 1,240 1,640 -400 -901 49,996 

 

 

                       （資料：住民登録人口による） 
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また，現在は少子化・核家族化の進行，夫婦共働き家庭の増加など地域社会の変化

に伴い，子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化している。こうした社会変

化は子ども同士・親同士の交流機会を少なくするとともに，子を持つ親の育児不安，

孤独感，育児ストレス等を引き起こし，子ども自身の健やかな成長に深刻な影響を及

ぼしている。 

 中でも，本市が有する島しょ部（有人７島）では少子化がさらに深刻で，教育・保

育施設の運営も困難となるほか，常駐する医師がいないことから，子育て家庭にとっ

て精神的・経済的な負担が大きい。 

 また，市内にある公立保育所７園（休園１園を含む）のほとんどは，昭和 40～50

年代に建設した建物でその一部において，乳児室等の設備面で設置の基準を満たして

おらず保育需要のある０歳児の受入ができない園舎もあり，老朽化・耐震化を含めた

年次的な改修・建替等が必要となっている。 

 

 ４－２ 地域の課題 

本市では，急激な少子化及び核家族化の進行，共働き及びひとり親家庭の増加など，

子育て環境を取り巻く環境の変化の中で，若者や子育て世代が希望する出産・育児の

実現がしにくい状況となっている。その結果保護者の子育てに対する経済的・精神的

負担感が増大し，悩みや不安を抱えることも課題となっている。 

多様な子育て支援ニーズが高まる中，妊娠・出産・子育てとそれぞれのステージに

おいて，適切な情報提供相談，利用負担の軽減など，切れ目のないきめ細やかな支援

が求められている。 

また，市街地周辺の幼稚園・保育所の児童数の減少や施設の老朽化が進むなか，適  

切な集団規模の中で子どもの健やかな育ちにつながるよう，幼稚園・保育園の一体化

も含め，良質で適切な教育・保育環境の整備を図る必要がある。 

さらに，島しょ部の子育て世代は地理的ハンディに伴い，時間的制約や経済的負担

に強いられるため，その負担や不安を軽減し，島しょ部での子育てを維持・継続する

ためには，交通費などにかかる経済的負担軽減策の実施も課題となっている。 

   

 ４－３ 目標 

子育て世代からの様々なニーズに対処するため，育児相談や他の保護者との交流に

より，育児不安を解消し，子育てに関する必要な情報を提供する組織として，「子育て

世代包括支援センター」の設立を目標としながら，子どもを産み育てられる仕組みづ

くりを進める。 
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また，子育て家庭の経済的負担の軽減や子育て家庭を支える環境の整備を図り，切

れ目ないきめ細やかな子育て支援に取り組むことにより，若い世代が出産や子育てに

希望が持てるようにする。子育てに最良なまちづくりを進め，出生数減少に歯止めを

かけるとともに，子育て世代の転出抑制，転入増加を図ることを目的とする。 

   

【数値目標】 

事 業 子育て世代包括支援センターほか６事業 

年月 
ＫＰＩ 

年度末における５歳児の人口と５年前

の０歳児の人口を比較した増減割合 
出生数 

申請時 11.1％増 273 人 H29.3 

初年度 12.0％増 260 人 H31.3 

２年目 12.3％増 270 人 H32.3 

３年目 12.7％増 290 人 H33.3 

 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

     子育て世代からのさまざまなニーズに対処するため，きめ細やかな子育て支援策

を実施する。育児相談や他の保護者との交流により，育児不安を解消し，子育てに

関する必要な情報を提供する。子育て家庭の経済的負担の軽減や，子育て家庭を支

える環境の整備を図り，切れ目ない子育て支援に取り組むことにより，若い世代が

出産や子育てに希望が持てるよう，子育て施策を推進する。 

 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

  まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例

（内閣府）：【Ａ2007】 

 

  （１）事業名：笠岡市きめ細やかな子ども・子育て支援計画 

    

  （２）事業区分：少子化対策 
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  （３）事業の目的・内容 

   （目的） 

子育て世代からの様々なニーズに対処するため，育児相談や他の保護者との交

流により，育児不安を解消し，子育てに関する必要な情報を提供する。 

     子育て家庭の経済的負担の軽減や子育て家庭を支える環境の整備を図り，切れ

目ない子育て支援に取り組むことにより，若い世代が出産や子育てに希望が持て

るよう，子育て施策を推進する。 

 

   （事業の内容） 

   ◇子育て世代包括支援センター（笠岡市版ネウボラ（＊１）） 

 妊娠初期から子育て期にわたり妊娠の届け出等の機会に得た情報を基に，妊

娠・出産・子育てに関する相談に応じ，必要に応じて個別に支援プランを策定

し，保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関による切れ目のない支援を行

う「子育て世代包括支援センター」を設立する。 

 当市ではこれまでも関係部署との連携を図り，切れ目ない子育て支援策を推

進してきたが，さらなる充実を図るため，センターの準備・開設に向けて専門

職員を配置し，関連業務の担当者と協力体制を構築し，関係機関との連携・調

整の機能も含めた組織づくりを行い，市民の利便性を考慮しながら既存の施設

を利用してセンターを開設する。 

 それぞれの母子の状況を配慮しながら，母子保健施策と子育て支援施策の一

体的な提供を行い，「子育て世代包括支援センター」や地域子育て支援拠点事業

などのように，拠点事業や居場所づくり，相互援助や訪問支援などを含めて，

地域・社会全体で，子どもを産み育てやすい施策の充実を目指している。 

 また，本市では従来から発達に課題を抱える児童や養育支援の必要な要保護

児童に対して，医療機関・福祉関係機関・教育部局と連携して，保護者支援と

ともに子どもの育ちを支援しているが，更なる充実を図る。 

 なお，新たな取組として電子母子健康手帳事業を進める。アプリの導入によ

り、子育て支援情報や予防接種勧奨について月齢に応じたタイムリーな情報提

供が可能となり、成長記録や健診データの入力による成長曲線等の電子化、予

防接種の管理等も可能となる。また、既存の母子健康手帳と併用して活用する

ことで、きめ細やかな支援につながる。 

（注釈＊１「ネウボラ」：フィンランドにおいて，妊娠期から出産・子ども

の就学までの間，母子とその家族を支援する目的で，地方自治体が設置・
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運営する拠点のこと。フィンランド語で「助言やアドバイスをする場所」

という意味である。） 

 

   ◇離島未就学児通所支援事業 

      陸地部の保育所に通所を希望する島しょ部在住の保護者等を支援するため，

通所に要する船賃の一部を補助し，経済的負担の軽減を図る。なお，補助対象

は保育所（園）への通所であるが，平成 30 年度からは認定こども園への通園も

対象とする。 

          

   ◇認定こども園の整備 

      少子化の進行に伴う小規模幼稚園の増大，多様化する教育・保育ニーズの高

まりを受け，適正規模による幼保一体化を進め，未来を担う子どもたちの就学

前教育・保育のさらなる向上と充実を図り，幼児期から小学校教育へのよりス

ムースな移行に資するため，教育機能と保育機能を有する「認定こども園」を

神島地区に第１号として整備する。 

      本施設は，笠岡市の今後における就学前教育・保育のモデル施設として位置

づけ，豊かな自然環境の下，適正なこども集団を確保し，様々な体験活動や異

年齢交流をはじめとし，それぞれの年齢において質の高い教育プログラムによ

り，健やかな育ちを支援し，幼児期に育ってほしい姿の実現を図る施設とする。 

      さらに，地域の子育て世代の抱える子育ての不安や悩みに対する相談や，情

報提供を行い，育児に対する保護者の不安と負担感を軽減，解消するとともに，

地域での子育てを支援する施設とする。 

      認定こども園第１号として整備する神島地区には，昭和４４年に建設された

神島保育所があり，老朽化の進行に伴い早急な建替が必要となっている。また，

近接地において国道２号のバイパス工事が行われており，完成すれば，広島県

福山市へ通勤する市民の通勤途上に位置することから，地元のみならず周辺地

区市民においても利便性の高い地理にある。 

      このような状況から，神島地区の神島保育所の建替を契機として，豊かな自

然環境の下，明るい園舎・園庭など，安心安全な生活環境を整えた就学前教育・

保育施設として，新たに「認定こども園」として移転整備し，平成３２年４月

開園を目指す。 
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   ◇保育支援事業 

   (ア)乳児保育促進支援事業 

     公的補助の対象とならない保育士を年度当初から配置し，積極的に乳児保育に

取り組む私立保育所を支援するため，保育士の賃金に要する経費について，補助

金を交付する。乳児保育の受け入れ体制確保を支援することで，産後の保護者が

希望するタイミングでの職場復帰を叶えることができる。なお，補助対象は私立

認可保育所であるが，平成 30 年度からは私立認定こども園も対象とする。 

   (イ)障がい児保育支援事業 

     障がい児の保育所における受け入れを促進し，当該障がい児の処遇の向上を図

るため，私立保育所に対し加配保育士の配置に要する人件費について補助金を交

付するもので，障がい児の保育所における受け入れ体制を整備し，障がい児に対

する安定した保育を実施する。なお，補助対象は私立認可保育所であるが，平成

30 年度からは私立認定こども園も対象とする。 

 

   ◇不妊・不育治療支援事業 

   (ア)一般不妊治療支援事業 

     不妊で悩む夫婦に対し，一般不妊治療（体外受精及び顕微受精を除く不妊治療）

に係る治療費の一部を助成する。一般不妊治療の経済的な負担を軽減し，安心し

て治療を受けることができる。なお，この事業の更なる周知を図るため，チラシ

を作成し，医療機関等で配布する。 

（イ）特定不妊治療支援事業 

     不妊で悩む夫婦に対し，治療費の一部を助成する。特定不妊治療（体外受精及

び顕微受精）の経済的な負担を軽減し，安心して治療を受けることができる。な

お，この事業の更なる周知を図るため，チラシを作成し，医療機関等で配布する。 

（ウ）不育治療支援事業 

     不育で悩む夫婦に対し，治療費の一部を助成する。不育治療の経済的な負担を

軽減し，安心して治療を受けることができる。なお，この事業の更なる周知を図

るため，チラシを作成し，医療機関等で配布する。 

   

   ◇予防接種補助金事業 

（ア）風しん予防接種事業 

      先天性風しん症候群の予防を目的として，定期予防接種として接種できなかった

世代で妊娠を希望する者のうち抗体価が十分でない者に対して，接種費用の一部を
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助成する。疾病の発症を防ぐことにより，生まれてくる赤ちゃんが健やかに育ち，

安心して子育てを行うことができる。なお，この事業の更なる周知を図るため，チ

ラシを作成し，妊娠届出や赤ちゃん訪問の際，及び市民課窓口で配布する。 

（イ）おたふくかぜ予防接種事業 

      １歳から６歳までの幼児を対象としてワクチン接種することにより，幼児期の重

症化を予防することができるので，任意接種費用の一部を助成する。疾病の発症を

防ぐことにより，乳幼児等が健やかに育ち，安心して子育てを行うことができる。

また，罹患した場合の重症化を防ぐことによる医療費抑制が期待できる。なお，こ

の事業の更なる周知を図るため，チラシを作成し，健診の際の配布や医療機関への

設置を行う。 

 

   ◇子ども医療給付費給付事業の充実 

      小学校１年から中学校３年修了までの通院に係る医療費及び，中学校１年から満

18 歳に達した日以後の最初の３月 31 日までの入院に係る医療費の一部負担金の全

額を補助する制度。子どもの健康の保持と増進に寄与し，安心して子どもを育てる

ことができる。 

     ※平成 30 年度から入院について対象年齢を拡大する。 

       拡大前：中学校３年修了まで 

       拡大後：満 18 歳に達した日以後の最初の３月 31 日まで 

       

→各年度の事業の内容 

子育て世代包括支援センター 

      初年度）センター設立に向けての体制づくり，及び人材確保などの準備。 

ＰＣ、車の購入。電算システムの導入。 

先進地視察２名（三重県名張市）。嘱託保健師１名の採用。 

電子母子健康手帳については，業者選定、子育て情報の整理と作成、 

アプリ運用開始、周知活動、活用状況確認、情報発信。 

      ２年目）センターの設立。嘱託社会福祉士１名の採用。 

          電子母子健康手帳の周知活動，活用状況確認，情報発信。 
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離島未就学児通所支援事業 

      初年度）申請受付～補助金交付 

２年目）申請受付～補助金交付 

       

認定こども園の整備 

      初年度）建設工事着手 

      ２年目）建設工事完成 

           

保育支援事業 

      初年度）申請受付～補助金交付 

      ２年目）申請受付～補助金交付 

   

不妊・不育治療支援事業 

      初年度）申請受付～補助金交付 

      ２年目）申請受付～補助金交付 

 

予防接種補助金事業 

      初年度）申請受付～補助金交付 

      ２年目）申請受付～補助金交付 

 

子ども医療給付費給付事業の充実 

      初年度）還付申請受付～還付 

      ２年目）還付申請受付～還付 

 

（４）地方版総合戦略における位置づけ 

  本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略においては，若い世代の結婚・妊娠・出産・

子育ての希望をかなえるという目標を掲げており，若者が希望する数の子どもが持てる

ように，結婚・妊娠・出産・子育てまで切れ目なく支援する施策を展開し，人口の自然

減を抑制していくこととしている。また，産科医療機関及び産科医を維持確保し，安心

して妊娠・出産できる環境を整備する。 

  この総合戦略で掲げている数値目標は，「市内合計特殊出生率」を 1.34（Ｈ25）から

1.54（Ｈ31）に上昇させるというもので，本事業はこの数値目標の達成に寄与するもの
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である。 

 

（５）事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ）） 

事 業 子育て世代包括支援センターほか６事業 

年月 
ＫＰＩ 

年度末における５歳児の人口と５年前

の０歳児の人口を比較した増減割合  
出生数 

申請時 11.1％増 273 人 H29.3 

初年度 12.0％増 260 人 H31.3 

２年目 12.3％増 270 人 H32.3 

   

（６）事業費 

                                  単位：千円 

子育て世代包括支

援センター  

 年 度 Ｈ30 Ｈ31      計 

事業費計       2,257       892          3,149 

   

区  分 

備品購入費       1,609          0          1,609 

 使用料           0        244            244 

 委託料     648        648          1,296 

 

離島未就学児通

所支援事業 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31      計 

事業費計         420 420           840 

区  分 扶助費       420       420        840 

 

認定こども園の

整備 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31     計 

事業費計 190,939 155,600 346,539 

区  分 工事請負費 190,939 153,600 344,539 

備品購入費 0 2,000 2,000 

 

保育支援事業 

 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31      計 

事業費計       2,869       2,869          5,738 

区  分 負 担 金 補 助

及び交付金 

      2,869       2,869          5,738 
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不妊・不育治療支

援事業 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31      計 

事業費計       4,411       4,411          8,822 

区  分 負 担 金 補 助

及び交付金 

      4,406       4,406          8,812 

 需用費           5           5             10 

 

 

予防接種補助金

事業 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31     計 

事業費計       1,131       1,131         2,262 

区  分 負担金補助及

び交付金 

      1,126       1,126         2,252 

 需用費           5           5            10 

 

 

子ども医療給付費

給付事業の充実 

 年 度 Ｈ30 Ｈ31     計 

事業費計     104,938     104,938        209,876 

区  分 給付費     104,938     104,938        209,876 

 

 

（７）申請時点での寄附の見込み 

 Ｈ30 Ｈ31    計 

リアル・スタイル（株）      100      100      200 

メイド・イン・ジャパン・プロジェクト（株）      100      100      200 

（株）アカセ木工      100      100      200 

大新土木（株）     2,500     2,500     5,000 

      見込額（千円）     2,800     2,800     5,600 

 

（８）事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

 （評価の手法） 

  事業のＫＰＩである，年度末における５歳児の人口と５年前の０歳児の人口を比較し

た増減割合，及び出生数について実績値を公表する。また，笠岡市子ども・子育て推進
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会議（外部有識者）で事業結果を検証し，改善点を踏まえて次年度事業手法を改良する

こととする。 

 

 （評価の時期・内容） 

  毎年度６月に笠岡市子ども・子育て推進会議（外部有識者）による効果検証を行い，

翌年度以降の取組方針を決定する予定。 

 

 （公表の方法） 

  目標の達成状況については，検証後速やかに笠岡市ホームページにおいて公表する。 

 

（９）事業期間 平成 30 年４月～ 平成 32 年３月 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

   該当なし 

 

  ５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）子育て支援サービス利用者支援事業（子育て支援コンシェルジュ事業） 

     事業概要：育児・保育の知識・経験を有する職員（子育て支援コンシェルジュ）

が，子育て支援課窓口や健診会場等で，子育て支援サービスの情報

提供及び相談・助言等の必要な支援を行う。 

     事業主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 

 

（２）児童虐待防止プログラム（コモンセンス・ペアレンティング）普及事業 

     事業概要：児童虐待防止プログラムを子どもとかかわる関係機関に普及するた

めの研修会を開催する。さらに，初級指導者のフォローアップ研修

や上級検定講習会を開催し，指導者の質の確保を図る。また，指導

者資格者が全６日間コースの保護者向け講習会を保育所及び幼稚園

で年１回開催する。 

     事業主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 
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（３）保育所保育料減免拡充事業 

   (ア)住民票上第２子以降の保育所保育料減免拡充事業 

     事業概要：第２子以降の保育料をさらに減額 

           低所得世帯の保育料を減額 

            第２子・・・75％（国制度に市独自で 25％上乗せ） 

           低所得ではない同時入所 

            第２子・・・75％（国制度に市独自で 25％上乗せ） 

           低所得ではない同時入所以外 

            第２子・・・50％，第３子以降・・・無料 

     事業主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 

   (イ)市民税非課税世帯・ひとり親等世帯の保育所保育料減免拡充事業 

     事業概要：市町村民税非課税世帯第２子の保育料・・・無料 

ひとり親等世帯第１子の保育料・・・市町村民税所得割 48,600 円以

上 77,100 円以下の世帯につ

いて，一般世帯市町村民税非

課税と同額に減額 

     事業主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 

 

（４）病児・病後児保育事業 

     事業概要：病気の治療中又は回復期にあり，集団保育や保護者の保育が困難な

児童のため，適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる

制度で，保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに，児童の

健全な育成を図る。 

     事業主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 

 

（５）産後ケア事業 

     事業概要：産後の心身不安定な時期に育児支援を必要とする母子が，市の委託

施設へ宿泊又は日帰りで入所し，休養をとったり，育児の指導など

を受ける産後ケアにかかる費用の一部を助成する。事業実施により，

安心して妊娠･出産・子育てできる支援体制の確保を図るものである。 
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     実施主体：笠岡市 

     事業期間：平成 30 年度～ 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成 33 年３月 31 日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価の事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

   笠岡市子ども・子育て推進会議（外部有識者）で評価を行う。 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

   毎年度６月に笠岡市子ども・子育て推進会議（外部有識者）による効果検証を行い，  

翌年度以降の取組方針を決定する予定。 

 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

   目標の達成状況については，検証後速やかに笠岡市ホームページにおいて公表する。 


