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基本理念 子育て支援への１０の視点 ３つの重点施策 ４つの基本方針 18の方向性 主な取り組み 継続（予定）の施策 役割/担当課 新たに検討すべき事業（案） 2020 2021 2022 2023 2024
すべては子
どもたちの
ために

１．⺟親の視点強化
１．安心して妊娠・出産
できる環境づくり

１−１．⺟子の健康確
保・増進

相談体制の充実と関係機関の連携
（検診・予防）

⺟子⼿帳交付・妊婦健康相談 保健医療課

妊婦検診検査14回分負担 保健医療課 検診時の子ども預かり
特定不妊治療費助成
不育症治療費助成

保健医療課 検査・治療費の経済的負担

すべては子
どもたちの
ために

２．⺟親を⽀える地域・
企業が見守るワークライ
フバランスの強化

新生児・未就学児訪問および
産婦訪問

保健医療課 乳がん検診・妊婦⻭科検診負担軽減

乳幼児健康検診4か月・7か
月・1歳半・3歳児検診

保健医療課 産後ケアの体制確立・充実

３．富良野の特徴、農
業・観光の働き方を⽀え
る⽀援

■妊娠前・妊娠・出産・
乳幼児時期
（０〜２歳）

子ども定期予防接種と任意予
防接種費用の助成

保健医療課 感染症の予防接種の経済的負担

１−２．⾷育の推進 妊婦栄養相談 保健医療課

産婦人科整備 乳幼児健康教育 ⾍⻭予防対策（1歳半・3歳検 保健医療課

４．子どもと大人が一緒
に過ごせる「居場所」を
整える

出産⽀援（健康/相談）
乳幼児健康診査・健康相談時栄養
相談

保健医療課

経済的負担の軽減 幼児を対象とした⾷育 子育て講演会 子育て⽀援C

５．IT/AI時代における働
き方改革と「新たな「学
び方・遊び方」の視点

不妊治療 小学生を対象とした⾷育
⾷育指導・ふるさと給⾷・⾷
材の日

学校教育課

１−３．小児医療・産
婦人科医療の充実

小児医療・産婦人科医師の確保・
助産師スタッフの確保

保健医療課 助産師スタッフの確保強化

６．国際化・グローバル
化する社会の視点

１−４．相談機能・情
報提供の強化

相談体制の充実と関係機関の連携
子育て⽀援センターの充実
（2022年新庁舎検討）

保健医療課
子育て⽀援C 子育てカルテの電子共有化

子育て⽀援C 子育て包括⽀援センターの設置検討
子育てサロンの時間延⻑

７．産前・産後ケアを含
む⺟子の健康不安の解消

子育てサークルの活性化 子育て⽀援C

新米ママ交流会の開催 保健医療課

８．子どもの行動範囲を
整える「まち保育」の視
点

子育て情報の充実
⺟子も・子育てガイド・子育
てマップ

子育て⽀援C 各施設予約サイトの構築

子育てに関する意識啓発
幼保小連携研修・子ども子育
て研修会

こども未来課
社会教育課
学校教育課

９．遊びを通じた子ども
たちの体力向上

１０．持続的な経営（自
然環境・財源）

富良野市子ども子育て⽀援事業計画 子育て施策の全体像

１．室内の遊び場
整備

２．産婦人科・小
児医療の充実

３．子育てに伴う
経済的支援の充実



基本理念 子育て支援への１０の視点 ３つの重点施策 ４つの基本方針 18の方向性 主な取り組み 継続（予定）の施策 役割/担当課 新たに検討すべき事業（案） 2020 2021 2022 2023 2024

２−１．幼児教育・保
育の充実

0~1歳児保育の受⼊枠の拡⼤ こども未来課
0〜1歳の受⼊枠の拡⼤に伴う保育⼠・部
屋確保
多子世帯の０〜１歳経済的負担軽減
保育所の空き情報見える化

保育時間の延⻑ こども未来課 保育システムの導入
休日保育の実施 こども未来課 午睡チェックのIOT導入

へき地保育の継続検討

認可外保育の側面⽀援 こども未来課 ファミリーサポートセンターの側面支援

企業内保育所の拡⼤・支援

待機児童の解消 幼保小連携の推進
こども発達⽀援推進協議会・
特別⽀援連携協議会の連携

こども未来課
学校教育課

経済的負担の軽減 幼稚園の側面⽀援
子ども子育て⽀援法による施
設型給付による補助

こども未来課

遊び方の改善 幼稚園の預かり保育の充実 こども未来課

⺟子ともに居場所づくり こども未来課
学校教育課 外国人教育の充実（ALT派遣拡大検討）

健康維持・増進
２−２．子育て⽀援
（経済的負担の軽減）

保育料の経済的負担の軽減 幼児教育の無償化 こども未来課 給⾷費の補助検討（負担軽減）

⽀援体制の充実 児童⼿当の⽀給 市⺠課

保育・幼児教育の充実 乳幼児医療費の助成 市⺠課 医療費無償の年齢拡大検討
就学助成 学校教育課

子育て世帯の負担軽減
おむつ券・おむつ用ごみ袋・
出産祝品の給付

保健医療課
出産祝い「育児パッケージ」の構築（お
むつ券の拡大等）

２−３．発達に遅れの
ある子どもへの⽀援

相談体制の充実と関係機関の連携
通園センター運営・すくすく
の⽀援

こども未来課 2022年通園センターの保健C移設検討 〇

障害児保育の充実 サービス担当者会議の開催 こども未来課

あそびの教室

２−４．社会的⽀援を
要する子どもへの対応

要保護児童等に対する相談・⽀援
体制

こども未来課

要保護児童対策地域協議会による
社会的養護の必要な子どもへの⽀

こども未来課

※子ども家庭総合⽀援拠点の設置
に向けた検討

こども未来課
保健医療課

ひとり親家庭等奉仕員派遣の充実 ⺟子⽗子自立⽀援員の配置 こども未来課

児童扶養⼿当の⽀給
特別児童扶養⼿当の⽀給・障
害児福祉⼿当の⽀給

市⺠課

ひとり親家庭等医療助成 ひとり親家庭医療助成の⽀給 市⺠課

ひとり親の相談体制 ⺟子⽗子自立⽀援員の配置 こども未来課

２．乳幼児期における健
やかな育ちの支援（３〜
５歳）

■保育・幼稚園（就学
前）期への⽀援
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３．自立や社会参加に向
けた適切な支援の提供

３−１．子ども健全育
成対策の充実

児童館活動の充実 社会教育課

少年団活動の⽀援 リーダー研修・子ども会⽀援 市⺠協働課

■小学生期への⽀援（６
〜11歳）

文化スポーツ活動の推進
少年の主張・未来ラボ⽀援・
未来づくりフォーラム

社会教育課
市⺠協働課 未来ラボの側面⽀援拡大

学力・体力の向上 非行防止活動の推進
⻘少年健全育成（補導C・生徒
指導連絡協議会）

社会教育課

いじめZERO 地域における⻘少年健全育成の推 110番の家・ねーびる・⻘少年 社会教育課

コミュニティづくり
３−２．教育環境の充
実と子どもの生きる力
の向上

EdTechの導入
学校教育課
こども未来課
社会教育課

プログラミング教育の充実（教師側・生
徒側）

新学習指導要領への対応
３−３．子どもの居場
所づくり

児童館活動の充実
放課後児童クラブ（北の峰・
緑町・麻町・桂木町・東部）

社会教育課

居場所づくり 少年団活動の⽀援
放課後こども教室の充実（山
部・樹海・布礼別・布部・鳥
沼）

市⺠協働課

文化スポーツ活動の推進 市⺠協働課

■中学・高校生期への⽀
援（12〜17歳）

３−４．読書活動の推
進

新読書プラン ブックスタート+・お話会 図書館

リーダー力・探求心・創
造力

児童館ブックトラック・こど
もの図書館まつり

図書館

生きる力・社会で活躍す
る力

ブックトラック・学校読書活
動

図書館

図書館 新庁舎移転後の図書館2･3階の利活用 〇

居場所づくり（図書館）
３−５．子どもの権利
を守るための推進

富良野市要保護児童対策地域協議
会

要保護児童の相談・⽀援 こども未来課

経済的負担の軽減 ※虐待防止対策 子どもの虐待防止 こども未来課

富良野市いじめZERO推進条例に いじめZERO推進・いじめ審議 学校教育課

３−６．思春期保護対
策の充実

健康・性に関する地域の啓発
喫煙・飲酒・薬物啓発小６・
中３/小４・中１への性教育

学校教育課
保健所

インターネットとの適切な関わり
方についての啓発

学校教育課
社会教育課



基本理念 子育て支援への１０の視点 ３つの重点施策 ４つの基本方針 19の方向性 主な取り組み 継続（予定）の施策 役割/担当課 新たに検討すべき事業（案） 2020 2021 2022 2023 2024

４．子育てを支える富良
野市づくり（環境づく
り）

４−１．次代の親の育
成

子育てを地域全体で⽀える社会づ
くり

少子化問題の研修・意識啓発
企画振興課
市⺠協働課
こども未来課
福祉課

⺠生委員等の見守り体制の強化

男女共同参画による子育ての推進 男女平等参画に関する講演会
市⺠協働課
こども未来課
社会教育課

小中高性と乳幼児のふれあい機会
の拡充

東山・山部合同運動会 こども未来課
学校教育課

ワークライフバランス
４−２．ワークライフ
バランスの向上

育児・介護休暇制度の啓発と普及 育児看護休暇制度の普及 商工観光課 制度普及啓発セミナーの開催

育児休暇の取得促進 労働時間の短縮と促進 短期労働時間短縮の普及 商工観光課
イクボス・イクメン啓発普及セミナーの
開催

低賃金解消 女性の再就職への⽀援
自立⽀援教育訓練給付金・高
等訓練促進給付金⽀給

商工観光課
こども未来課

女性の活躍推進 求人情報の提供
就職応援フェア・ジョブスタ
イル

商工観光課

室内の遊び場・公園遊具
の更新

４−３．地域の教育力
の向上

家庭教育の充実
家庭教育⽀援セミナー・親と
子のふれあい

社会教育課

デジタル環境の整備 家庭に関する相談体制の充実 家庭児童相談員の対応強化 こども未来課

子育て世代を⽀える働き
方改革

家庭教育ハンドブックの配布 社会教育課

保育福祉人財の確保
４−４．子育てに配慮
した居場所環境の整備

身近な遊び場・公園の整備
公園遊具の更新計画に基づく
更新

都市施設課

子育てに配慮された施設・設備の
整備

赤ちゃんの駅登録 こども未来課 新庁内のこどもの遊び場設置 〇

空き店舗活用による遊び場設置
空き店舗活用×ママスクウェア連携検討

子育てガイドブックの発行 年2回発行 子育て⽀援C

交通安全教育の推進
交通安全教室や交通防犯運動
市⺠大会の開催

市⺠協働課

チャイルドシートの利用促進 シートベルトの着用 市⺠協働課

子どもを犯罪から守る取り組み
まちこみメールの活用・防犯
教室

学校教育課

防災ボランティア活動の⽀援
こども110番の家・パトロール
車による見守り

市⺠協働課
社会教育課


