
基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

1-1 ①子どもの権利に関する住民意識の醸成 －
学校教育課
こども未来課 - ・「富良野市いじめZERO推進条例」の制定に基づく事業展開

1-2 ①一時保育事業の充実 箇所数 1 こども未来課 1
・保護者の疾病・入院等により、緊急・一時的保育が必要となる児童を預かる一時保育事業
を虹いろ保育所で実施　２件（５５日）

1-2 ②病後児保育事業の実施 箇所数 1 こども未来課 1 ・ファミリー・サポート・センターにて軽度の病後児の受け入れ（２件２名）

1-2 ③学童保育センターの充実 箇所数 5 社会教育課 5

・麻町学童保育センター（定員４０名）　…登録利用延べ人員　6,838人
・桂木学童保育センター（定員４５名）　…登録利用延べ人員　9,270人
・東部学童保育センター（定員２０名）　…登録利用延べ人員　4,484人
・緑町学童保育センター（定員２０名）　…登録利用延べ人員　10,937人
・北の峰学童保育センター（定員２０名）…登録利用延べ人員　5,193人

1-2 ④子育て短期支援事業の充実 箇所数 1 こども未来課 1
・保護者の就労・疾病等により、家庭における養育が困難となった児童を「富良野国の子寮」
で一定期間養育ができる。
・平成28年度は、実績なし

1-2 ⑤地域子育て支援センターの充実 箇所数 1 こども未来課 1

保健センターにおいて子育て支援センターを開設
・ふれあい広場１４８回（2,975人）　・ひよっこサロン45回（1,508人）　・子育てサロン１９２回（2,778人）
・土曜開放12回(231人）　・公民館事業1回(50人）　・子育て講座2回（115人）　・パパ広場4回(93人）
・幼児クラブ支援33回（398人）　・ふれあい合同広場12回(623人）　・ふらのっこクラブ21回（671人）
　合計9,442人

1-2 ⑥つどいの広場の開設 箇所数 1 こども未来課 １（２）
・子育て支援センター事業にて対応
・緑町児童センターにてH29.1～H29.3　月１回（10:00～11:30）試行的に開設

1-2 ⑦保育所広域入所の推進 利用人数 6 こども未来課 5
・保護者の就労状況等により児童を他市町村の保育所に入所させる広域入所を実施
・平成28年度は、なかふらのこども園５名

1-2 ⑧私立認可外保育施設への支援 施設数 2 こども未来課 2
・認可外私立保育所に対し、経営の安定化と保護者の経済負担の軽減を図るため市費補助
金を交付
・平成２８年度は、託児ハウスきっき、託児ハウスどれみに対して交付

1-2 ⑨放課後子ども教室の開設 箇所数 4 社会教育課 5

・山部地区放課後子ども教室（週５日開設）　登録41名　開設日数220日　延5,358名
・東山地区放課後子ども教室（週５日開設）　登録31名　開設日数174日　延3,549名
・布礼別地区放課後子ども教室（週１日開設）　登録11名　開設日数42日　延475名
・布部地区放課後子ども教室（週５日開設）　登録13名　開設日数155日　延1,809名
・鳥沼地区放課後子ども教室（週２日開設）　登録12名　開設日数81日　延551名

1-3 ①市立保育所の運営検討 － こども未来課 － ・虹いろ保育所開所　H27.6.15　　　　（中央・麻町保育所閉所統合）

1-3 ②乳児保育の受入れ枠拡大 利用人数 12 こども未来課 12 ・０歳児受入れ拡大（生後６箇月以上、虹いろ保育所９名→１２名）　H27.6.15開所
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基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

1-3 ③障がい児保育の充実
受入可
能施設
割合

100% こども未来課 100% ・認可保育所、へき地保育所、幼稚園において受け入れ

1-3 ④保育時間の延長
１日の開
所時間

11時間 こども未来課 11時間 ・虹いろ保育所開所時間１１時間（7:30～18:30）　H27.6.15開所

1-3 ⑤休日保育の実施 箇所数 2 こども未来課 2 ・認可外私立保育所（託児ハウスきっき、託児ハウスドレミ）において実施

1-3 ⑥保育所と幼稚園の連携 － こども未来課 － ・特別支援連携協議会、こども発達支援推進協議会及び研修会などにおいて連携

1-3
⑦幼稚園の充実

－ こども未来課 -
・幼稚園に就園する満３歳児、３歳児、４歳児、５歳児を対象に保育料の一部を補助し、保護
者負担の軽減を図る。
・私立幼稚園就園奨励費補助金（４０１名対象）　※補助対象外1３名

1-3 ⑧幼稚園預かり保育の充実 箇所数 4 こども未来課 4
・子育て支援のため、また保護者の就業を支援するため、幼稚園における預かり保育に係る
経費の一部を助成し、保護者負担の軽減を図る。

1-4 ①相談体制の充実と関係機関の連携 － こども未来課 － ・子育て支援センターにおける平成２８年度の子育て相談件数は　７４件

1-4 ②子育てサークルの活性化 団体数 3 子育て支援センター 3
・山部、東山、麓郷で子育てサークルがあり、月１回のペースで親子が集まり、子育て支援セ
ンター職員が遊びの提供をしている。（延べ３４回開催　延べ３９８名参加）
・子育てサークル化への支援

1-4 ③子育て支援ガイドブックの作成
年間発
行数

2 子育て支援センター 2 ・子育てガイドブック２回、ガイドマップの内容更新、印刷、発行

1-4 ④子育てに関する意識啓発 － こども未来課 －
・平成２９年２月２日にこども発達支援に関する研修会を開催（１３３名参加）
・平成２９年２月８日には、児童虐待防止講演会を開催（５１名参加）

1-5 ①児童館活動の充実 箇所数 5 社会教育課 5
・北の峰児童館（2,827人）、緑町児童センター（3,599人）、麻町センター（1,413人）
　東部児童センター（3,089人）、桂木児童センター（3,048人）
（　）内は登録児童の年間延利用者数　※18歳未満児童

1-5 ②少年団体の育成及び活動の支援 －
社会教育課
市民協働課 -

・スポーツ少年団育成（本部登録24団、団員707名、指導員198名）
・子ども会活動【15団体会員836人※子ども会安全会加入数】への支援（リーダー研修会【前
期・後期】、かるた大会、イングリッシュキャンプ、遊びの出前など）

1-5 ③文化・スポーツ活動の推進 － 市民協働課 -

【文化】・ふらの演劇祭（小学校５校、中学校２校）　・子ども芸術鑑賞教室３公演（全小中学校児童生徒対象）　・
冬休み子どもチャレンジメニュー（18人）　・かるた教室（延100人）　　・キッズスポーツクラブ他
【スポーツ】・屋外水泳プール開設（山部・東山）　・市民水泳記録会　・アスリート育成派遣補助（小中高生13件）
・子どもスキー技術向上支援　・NPO法人ふらの体育協会各種事業外



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

1-5 ④非行防止活動の推進 － 社会教育課 -

・富良野市生徒指導連絡協議会開催　２回
・富良野市青少年補導センター補導員３５名委嘱
　街頭補導（２８回）　広域補導（２回）　列車添乗補導（１回）　補導員会議１回
・子ども110番の家

1-5 ⑤地域における青少年健全育成の推進 － 社会教育課 -

・有害図書回収白ポスト設置１箇所（文化会館敷地内）
・社会を明るくする運動　7月１日～31日
・青少年健全育成道民総ぐるみ運動　7月１日～31日
・愛の鐘吹聴２箇所（富良野市街地区、山部市街地区）

1-6 ①保育料などの経済的負担の軽減 － こども未来課 －
・子ども子育て新制度に基づく条例制定。「富良野市特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の利用者負担等に関する条例」

1-6 ②児童手当の支給 － 市民課 －

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもを養
育する者に手当を支給
【児童手当】
・支給月額：（所得制限額未満である者）　3歳未満15,000円、3歳以上小学生1・2子10,000
円、第3子以降15,000円、中学生一律10,000円を支給。（所得制限世帯）5千円を支給
※所得制限あり
・3歳未満延4,079人、61,185千円、3歳以上小学校修了前延15,857人、168,565千円、中学校
終了前延5,895人、58,950千円、特例給付1,104人、5,520千円

1-6 ③乳幼児等医療費助成 － 市民課 －

・北海道の補助（１/2）による医療給付事業で、小学校修了前までの医療費助成【小学生は入
院,指定看護のみ）。
・小学校就学前及び非課税世帯は自己負担なしで全額助成し、小学生の課税世帯は医療費
の1割を自己負担で残りを助成。※小学生は所得制限あり。
延19,337件、39,008千円（うち市単独事業分延12,114件11,584千円）

1-6 ④助産施設における授産の支援 － こども未来課 － 平成28年度は実績なし

1-6 ⑤就学援助 － 学校教育課 -

・要保護児童生徒（生活保護を受けている者又は保護を必要とする状況にある者）に対し修
学旅行費、医療費を補助する。準保護（要保護に準ずる程度に困窮している者）に対し学用
品費、通学用品費、郊外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行
費、医療費、学校給食費、ＰＴＡ会費、クラブ活動費、生徒会費を補助する。
　　小中学生３６０人

2-1 ①母子手帳の交付及び妊婦健康相談
妊娠11週
までの届

出
95.6% 保健医療課 96.3% 母子手帳交付１３６人（妊娠11週までの届出131人）

2-1 ②妊婦健康診査
健診料
助成回

数
14 保健医療課 14 延べ１，６１０人

2-1 ③新生児・未熟児訪問及び産婦訪問 実施率 98.2% 保健医療課 97.1% 対象１３７人　訪問数１３３人
※未実施者～里帰り中に転出２人、長期里帰り１人、母子が保健センターに来所１人



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

2-1 ④新米ママ交流会の開催

楽しかった
と

答えた者の
割合

100% 保健医療課 97.6%
交流会開催数　１クール２回　４クール実施
新米ママの交流会のアンケート記入者 ４２人中楽しかったと答えた者 ４１人

2-1 ⑤乳幼児健康診査
未受診者
支援割合 100% 保健医療課 100.0%

乳幼児健診の未受診者はなし。
７か月児相談では４人未相談児あり。（H28年度から小児科医師派遣減により７か月児は相談対応）

未相談児の対応～所内相談２人、電話確認１人、転出１人

2-1 ⑥乳幼児健康相談
開催回

数
週５日 保健医療課 週5日 相談件数延４０５人

2-1 ⑦要支援児支援 － 保健医療課 －
遊びの教室は、平成２７年度で廃止。乳幼児健診時に作業療法士及び言語聴覚士を配置し、
要支援児への早期相談及び支援を行っている。

2-1 ⑧むし歯予防対策
3歳児う
歯罹患

率
12.9% 保健医療課 12.7% 歯科健診受診者数　１５８人　　う歯罹患数　２０人　※３歳児健診時

2-2 ①妊婦栄養相談 － 保健医療課 － １３６名（母子手帳交付時）+２３名（その他）

2-2 ②乳幼児健康教育 － 保健医療課 － 育児支援教室における栄養士の健康教育４回実施

2-2 ③乳幼児健康診査・健康相談時栄養相談 － 保健医療課 － 乳幼児健康診査・健康相談時栄養相談　５９９件

2-2 ④幼児への食育 － こども未来課 －
保育所・幼稚園において、食の大切さや楽しさを体験できる機会の充実
・食の探検隊、農作物を育てる、
・クッキング、いも堀り、ワクワク農場体験、

2-2 ⑤小中高生への食育 ―
学校教育課
給食ｾﾝﾀｰ ―

・栄養教諭の配置（２名）
・栄養教諭による食育指導と啓発活動
・市ＨＰに栄養教諭活動の周知

2-3 ①健康・性に関する知識の啓蒙 － 学校教育課 －
・喫煙・飲酒・薬物への啓発：市内小中学校で実施　対象：小学校６年生、中学校３年生
・性教育：市内小中学校全校で実施　対象：小学校４年生、中学校１年生

2-4 ①小児医療の充実 － 保健医療課 －
小児科専門医療機関　2箇所　小児科医　4人
小児救急対応医療機関　１箇所

2-4 ②感染症の予防
生後1歳までの
のBCG接種率 96.9% 保健医療課 98.1% 対象数　１５９人　　接種数　１５６人

2-4 ②感染症の予防
1歳6か月時

麻疹予防接種
率

92.8% 保健医療課 91.4% 対象数　１４０人　　接種数　１２８人



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

3-1 ①社会全体での子育て支援 － こども未来課 －
・平成２９年２月２日にこども発達支援に関する研修会を開催（１３３名参加）
・平成２９年２月８日には、児童虐待防止講演会を開催（５１名参加）

3-1 ②男女共同参画による子育ての推進 － 
市民協働課 －
・「超高齢化社会の絆」80名（１１/８）

3-1 ③小中高校生に対する乳幼児とのふれあい機会の拡充 －
こども未来課
学校教育課 －

・樹海大運動会(幼小中合同運動会）　　・山部保育所山部小学校合同運動会
・高校生によるインターンシップ（虹いろ保育所）
・中学生による職業体験（虹いろ保育所）　・中学家庭科授業による来所（あおぞら、山部保育所、東山保育所）
・小学生による保育所訪問（東山保育所）

3-2 ①学社融合推進事業の充実
年間実
施事業

数
214 社会教育課 276

・市内小中学校で実施（２７６事例）
・学校支援地域本部事業（学校支援ボランティア）と統一して実施（ボランティア登録２８７名）

3-2 ②適応指導教室の充実 － 学校教育課 －
・不登校児童生徒のための「適応指導教室」を開設し、相談体制の確立、学習支援、学校と保
護者との連絡調整、学校復帰に向けた支援等を実施。（臨床心理士２人配置）
・中学２年生は５名、中学３年生２名在席

3-2 ③道徳教育の充実 － 学校教育課 －
・富良野ゆかりの外部講師等（６名）を迎え、児童生徒の発達段階に応じた道徳教育を推進する。
・市内小中学校１３校で実施（荒木商工会議所会頭、林原自然塾副塾長、松井北海道大学農学院長、
松本恵子助産師、大橋静琴書道学院主宰、篠田富良野市メセナ協会代表）

3-3 ①家庭教育の充実

家庭教育
セミナー
参加者人

数

783 社会教育課 166
・家庭教育講演会（市内全域対象）　１回５５名
・家庭教育セミナー：市街地区、東山地区、布部地区開催全５回１１１名

3-3 ②家庭に関する相談体制の充実
家庭教育
何でも相
談箇所数

1 こども未来課 1 ・平成２８年度の家庭児童相談室への相談件数３３９件（延６５８回）

3-3 ③家庭教育ハンドブックの作成 発行回数 1 社会教育課 1 ・内容の見直し（乳幼児編、小学生低学年編、小学生高学年・中学校編）及び印刷・配布

3-4 ①家庭における読書活動の推進 － 図書館 －

◎ブックスタートの実施（７か月健診時、年１２回、配布者１４７名）
　・スタートパック（絵本２冊、読み聞かせガイド、図書館利用案内等）をボランティア・図書館員・保健師が連携し
て配布
　・ブックスタートプラス（1歳６カ月）98名

3-4 ②地域・図書館における読書活動の推進 開催回数 65 図書館 66
◎図書館におけるお話会＝64回
◎読書推進ボランティア研修会＝１回（恵庭市・岩見沢市）
◎子ども図書館まつり(延1,890人）

3-4 ③学校における読書活動の推進 － 図書館 －
◎ﾌﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ＝1校
◎学校支援ボランティア（読み聞かせ活動）への支援
◎ブックトラック＝小学校８校+中学校２校

3-5 ①地球高温化防止への取組みの推進 － 市民環境課 －
子ども向け市内イベントやリサイクルフェアなどで、市内業者の協力を得てソーラーパネル等
の自然エネルギー機器を展示し、見て触れられる機会を提供。
環境展を開催し、各種体験講座や環境に関する情報を提供。



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

3-5 ②富良野の自然環境を伝える取組み － 生涯学習センター －
・市内小学校の総合的な学習等における歴史学習指導９回
・自然観察会「富良野の自然に親しむ集い５回
・自然環境保全の取り組み～「オオハンゴンソウ防除活動」「太陽の里ホタルの里づくり」

4-1 ①身近な遊び場「公園」の整備 － 都市施設課 －
・公園施設長寿化事業により、公園改修３箇所、遊具設置及び撤去
・公園修繕工事

4-1 ②子育てに配慮した施設整備 施設数 23 子育て支援センター 23
・平成２２年８月から赤ちゃんの駅事業を実施
・登録事業所は２３カ所（再登録３か所）

4-1 ③子育てガイドブックの作成 発行回数 2 子育て支援センター 2 ・掲載内容の見直し・訂正、印刷、配布

4-2 ①交通安全教育の推進
交通死
亡事故
件数

3件3名 市民協働課 ３件３名
・幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、高齢者団体等での交通安全教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２回　延べ４，７６６人参加

4-2 ②子どもが安心して通行できる道路の整備 － 都市施設課 ― ・道路改良舗装事業

4-2 ③交通安全意識の高揚
交通死
亡事故
件数

3件3名 市民協働課 ３件３名
・各町内会への交通安全旗の配布約2,500枚
・交通防犯運動市民大会　約400人参加
・交通安全市民集会　約200人参加（富良野地区）

4-2 ④チャイルドシートの普及啓発
シートベ
ルト着用

率
99.6% 市民協働課 99.5% ・啓発用パンフレットの配布

4-3 ①子どもを犯罪の被害から守る取組 － 市民協働課 － ・保育所での防犯教室及び防犯訓練（虹いろ保育所）

4-3 ②防犯ボランティア活動の支援 － 市民協働課 －
・各町内会への防犯旗の配布約1,300枚
・交通防犯市民大会　約400人参加
・地域の防犯教室への参加協力

5-1 ①育児・介護休業制度の普及 － 商工観光課 － ・啓発活動

5-1 ②労働時間短縮の啓発 － 商工観光課 － ・啓発活動

5-1 ③女性の再就職への支援 － こども未来課 ―
・児童扶養手当を受給している母子家庭の母親に対し、自立支援教育訓練給付金、高等職
業訓練促進給付金制度を実施（高等職業訓練促進給付金制度利用者２名）、ひとり親家庭高
等学校卒業程度認定試験合格支援事業



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

5-1 ④求人情報の提供 － 商工観光課 ―
・毎月１回、求人情報紙の提供
・市HPにハローワーク求人情報の掲載（リンク）

6-1 ①富良野市要保護児童対策協議会の充実 開催回数 ― こども未来課 ― ・要対協会議の開催（ケース会議の開催８回）

6-1 ②相談体制の充実
家庭児
童相談
員数

2 こども未来課 2 ・平成２８年度の家庭児童相談室への相談件数３３９件

6-2 ①児童発達支援事業の推進 箇所数 1 こども未来課 1 ・平成２８年度末のこども通園センター延べ通所児童数は５０５名、延通所日数１，５００人

6-2 ②療育相談支援体制の充実 －
保健医療課
こども未来課 －

遊びの教室は、平成２７年度で廃止。乳幼児健診時に作業療法士及び言語聴覚士を配置し、
要支援児への早期相談及び支援を行っている。

6-2 ③障がい児保育の充実（再掲）
受入可
能施設
割合

100% こども未来課 100% 認可保育所、及び幼稚園で障がい児の受入

6-2 ④学童保育センターにおける障がい児受入れ体制の充実

受入可
能施設
割合

100% 社会教育課 100%
５つの学童保育センターでは、加配をつけることにより、配慮や支援が必要な児童の受入れ
を可能としている。

6-2 ⑤富良野地区子ども発達支援推進協議会の充実 － こども未来課 － ・各関係機関団体と連携強化

6-2 ⑥乳幼児期からの継続的な相談・支援体制の確立 － こども未来課 － ・個別支援計画書「すくらむふらの」による療育支援の実施

6-2 ⑦特別児童扶養手当の支給 － 福祉課 －
・障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的に　20歳未満で精神又は身体に障害を有
する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給している。
・平成２８年度　３８人に支給　(28.4.1現在）

6-2 ⑧障がい児福祉手当の支給 － 福祉課 －
・精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状
態にある在宅の20歳未満の者に支給している。
・平成２８年度　９名に支給(28.4.1現在）

6-3 ①ひとり家庭等奉仕員派遣事業の充実 － こども未来課 －
・母子家庭等が、一時的に介護保育等のサービスが必要な場合に、「白菊会」から奉仕員を
派遣
・平成２８年度は、実績なし

6-3 ②児童扶養手当の支給 － こども未来課 －
・離婚や死別などにより父もしくは母と生計を同じくしていない１８歳未満の児童が育成される
家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し
ている。（対象２１１名※Ｈ２９．３末現在）



基本目標
基本施策

推進事業 指標
平成27年度
実績数値

所管部署
平成２８年度

実績数値

平成２８年度
実施状況

6-3 ③ひとり親家庭等医療費助成 － 市民課 -

・北海道の補助（1/2）による医療給付事業で、18歳（特例20歳）までの子を扶養しているひと
り親家庭等の親と子の医療費助成。子は通院及び入院、親は入院のみ助成。3歳未満及び
非課税世帯は自己負担なしで全額助成し、3歳以上の課税世帯は医療費の1割を自己負担で
残りを助成、通院・入院に自己負担限度額あり。　延4,074件、11,032千円

6-3 ④ひとり親への相談体制 ― ― こども未来課 ―
・母子・父子自立支援員の配置（１名）　　　相談回数（５０２回）

6-4 ①児童養護施設への支援 施設数 － こども未来課 － ・老朽化した「富良野国の子寮」の建替えに係る、平成２４年度から借入金の利息分を助成


