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Ⅰ 基本事項Ⅰ 基本事項Ⅰ 基本事項Ⅰ 基本事項

１ 計画見直しの目的１ 計画見直しの目的１ 計画見直しの目的１ 計画見直しの目的

子どもや子育て家庭を取り巻く環境は、急速に少子高齢化が進む中で、核家族化の進行や

女性の社会進出等と相まって大きく変化しております。

また、育児に対する負担感、不安感の広がりや虐待等の諸問題も深刻化しており、子育て

支援の第一線にある児童福祉施設の役割は非常に大きくなっております。

本市の認可保育所においては、保育ニーズが多様化し、低年齢児保育や長時間保育等が増

加傾向にある一方、小規模保育所では入所児童の減少により、集団保育が困難になってきて

いる状況もあり、子どもの自主性や社会性の育みへの影響が懸念されるなど、保育体制の適

正化が必要とされていたことから、平成20年度に気仙沼市児童福祉施設等再編整備計画を策

定し、施設機能の強化と体制の整備を図ってきました。

今般、本吉町との二次合併、また東日本大震災により子どもや子育て家庭を取り巻く環境

が大きく変化している状況等を踏まえ、より充実した保育環境の提供による児童の健全育成

や、保護者の子育てと就労の両立支援、地域における子育て支援を充実することを目的に、

児童福祉施設等の再編整備を総合的かつ計画的に進めるために現計画を見直しするもので

す。

２ 計画の対象範囲２ 計画の対象範囲２ 計画の対象範囲２ 計画の対象範囲

本計画の対象施設は、気仙沼市立保育施設、児童厚生施設及び学童保育施設（放課後児童

クラブ）とします。

３ 計画見直しに係る基本方針３ 計画見直しに係る基本方針３ 計画見直しに係る基本方針３ 計画見直しに係る基本方針

（１）本吉地域を含めた計画の見直し

現計画が本吉町との二次合併前の策定であることから、本吉地域を含めた計画とします。

（２）東日本大震災による居住環境や就労環境への対応

東日本大震災により、子どもや子育て家庭の居住環境や就労環境が大きく変化しており、

今後の復興状況を見据えた計画とします。

（３）子ども・子育て支援新制度に対応する見直し

平成24年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成27年４月に子ども・子育て支援

新制度の施行が予定されていることから、今後、新制度に基づき策定する子ども・子育て

支援事業計画との整合性にも配慮した計画とします。

（４）気仙沼市義務教育環境整備計画を考慮した見直し

適正な義務教育環境の整備を図るために、平成25年６月に策定された気仙沼市義務教育

環境整備計画を考慮した計画とします。



（５）少子化や多様化する保育ニーズなどを踏まえた子育て環境整備

本市においても少子化が進行しており、また保護者の就労状況の変化に伴い、保育ニー

ズも多様化していることから、それらを踏まえた子育て環境整備を推進する計画とします。

（６）老朽化を踏まえた施設環境整備

本市の保育施設等は、昭和40～50年代に整備した施設の割合が高く、老朽化が進行して

いることから、施設環境整備にも配慮した計画とします。

４ 計画の位置付け４ 計画の位置付け４ 計画の位置付け４ 計画の位置付け

本計画は、第一次気仙沼市総合計画に基づく部門計画と位置付け、実施にあたっては、気

仙沼市震災復興計画や気仙沼市次世代育成支援対策行動計画等、他の計画との整合性を図り

ます。

５ 計画の期間５ 計画の期間５ 計画の期間５ 計画の期間

本計画の期間は、平成26年度から平成35年度までの10年間とし、さらに計画実施にあたっ

ては、前期、中期及び後期の実施期間を設定し、計画を推進します。

なお、計画実施期間内においても、社会情勢等の変化により、必要がある場合は、適宜見

直しを行います。

前期計画 平成26年度～平成27年度（２年間）

中期計画 平成28年度～平成31年度（４年間） 全体計画10年間

後期計画 平成32年度～平成35年度（４年間）

６ 計画の推進６ 計画の推進６ 計画の推進６ 計画の推進

計画実施にあたっては、市ホームページ等により進捗状況を公表しながら、適正に進行管

理を行うとともに、課題等への具体的な対応を進めつつ本計画の推進を図ります。



Ⅱ 現再編整備計画実施状況及び東日本大震災による被災･復旧状況Ⅱ 現再編整備計画実施状況及び東日本大震災による被災･復旧状況Ⅱ 現再編整備計画実施状況及び東日本大震災による被災･復旧状況Ⅱ 現再編整備計画実施状況及び東日本大震災による被災･復旧状況

１ 現再編整備計画実施状況１ 現再編整備計画実施状況１ 現再編整備計画実施状況１ 現再編整備計画実施状況

（１）認可保育所

多様化する保育ニーズに対応するため、認可保育所の保育体制の整備を図り、子育て支

援を推進してきました。

保育時間について、午前７時30分から午後６時30分までの11時間を標準的な保育時間と

設定するとともに、保護者の就労・通勤事情を踏まえ、最長午後７時まで保育時間を延長

しました。

また、内の脇保育所を低年齢児(３歳未満児)の保育専門拠点施設と位置付け、低年齢児

保育の充実を図るとともに、旧一景島保育所を障害児保育拠点施設と位置付け、隣接して

いたマザーズホームとの並行保育、交流保育を実施するなど、関係機関と連携しながら、

障害や発達の遅れのある児童への支援に努めました。

このほか、３施設のトイレ水洗化を実施し、認可保育所全施設でのトイレ水洗化を図り、

保育環境の整備を図りました。

（２）小規模保育所

入所児童数が減少し、今後も大幅な増加が見込めない２施設（白山・大浦保育所）を閉

所し、他施設での受け入れを行うとともに、児童及び施設の状況を勘案しながら軽度の障

害・発達遅滞のある児童の受け入れや、登録制による午後５時までの保育時間延長を実施

し、小規模保育所の保育体制の整備を図りました。

また、トイレ水洗化等の保育環境の整備に努めました。

（３）児童厚生施設

児童館については、移動児童館、お出かけ児童館の実施により、児童館未設置地区にお

ける児童館活動の推進を図りました。

また、トイレ水洗化等の保育環境の整備に努めました。

児童遊園については、利用頻度が低下していた６施設（滝の入・後九条・上沢・石甲・

前沢・只越児童遊園）を廃止しました。

（４）学童保育施設

児童の安全面を考慮し、学校校地内に３施設（鹿折・九条・松岩小学校区学童保育施設）

を整備し、放課後に留守家庭となる児童の保育環境の整備を図りました。



２ 東日本大震災による児童福祉施設等の被災･復旧状況２ 東日本大震災による児童福祉施設等の被災･復旧状況２ 東日本大震災による児童福祉施設等の被災･復旧状況２ 東日本大震災による児童福祉施設等の被災･復旧状況

（１）認可保育所

流失した旧一景島保育所については、日本ユニセフ協会の支援により、松岩地区に移転

・新築の上「牧沢きぼう保育所」と名称変更し、平成24年10月に開所しました。

階上保育所については、平成23年５月から、同施設において再開しました。

私立認可保育所である新生保育園については、新月地区（東新城）に移転・再建し、平

成26年４月に再開しました。

（２）小規模保育所

波路上保育所については、平成24年度から旧最知保育所において保育を実施していまし

たが、平成26年４月に波路上地内に移転・新築し、開所しました。

（３）児童厚生施設

流失した旧鹿折児童館については、再建に至っていませんが、児童館業務と併せて実施

していた保育業務については、他施設で児童を受け入れ、実施しています。

児童遊園については、５施設が被災しましたが、復旧済が１施設（東岡）、廃止が２施

設（大沢・只越）となっており、残る２施設（小泉・大谷）については、仮設住宅の駐車

場及び広場として使われています。

（４）学童保育施設

被災した３施設については、小学校教室等において保育業務を実施しながら、施設再建

を図りました。

鹿折小学校区留守家庭児童センターについては、同施設を復旧し、平成24年４月に開所

しました。

南気仙沼小学校区留守家庭児童センターについては、小学校の統合を踏まえ、「気仙沼

小学校区留守家庭児童センター」として、日本ユニセフ協会の支援により、気仙沼小学校

校地内に移転・新築の上、平成24年5月に開所しました。

大谷小学校区留守家庭児童センターについては、大谷小学校校地内に移転・再建の上、

平成26年４月に開所しました。



Ⅲ 児童福祉施設等の現状と課題Ⅲ 児童福祉施設等の現状と課題Ⅲ 児童福祉施設等の現状と課題Ⅲ 児童福祉施設等の現状と課題

１ 就学前児童数１ 就学前児童数１ 就学前児童数１ 就学前児童数

本市の人口を比較すると、平成19年３月31日現在77,754人、平成25年３月31日現在68,752

人で、9,002人が減少しています。

このうち、就学前児童は3,276人から2,398人へ878人減少しています。

これを割合で比較すると、全人口が約12％減少しているのに対し、就学前児童は約27％減

少しており、全人口の減少よりも就学前児童数の減少の割合が高く、少子化の進行が顕著に

なっています。

単位：人

単位：人

※資料：住民基本台帳

２ 保育施設の現状及び個別状況・課題等２ 保育施設の現状及び個別状況・課題等２ 保育施設の現状及び個別状況・課題等２ 保育施設の現状及び個別状況・課題等

児童福祉法第39条に基づく認可保育所は、保護者の就労等により、家庭で保育できない児

童を受け入れており、市内には市立認可保育所９施設、私立認可保育所２施設、計11施設が

あります。
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現計画においては、内の脇保育所を低年齢児保育拠点施設と位置付け、共働き世帯の増加

等により３歳未満の低年齢児の保育ニーズの高まりに対応するとともに、旧一景島保育所を

障害児保育拠点施設と位置付け、集団保育の中で、障害や発達に遅れのある児童の発達促進

を関係機関と連携して支援することとし、それぞれ充実を図ってきました。（流失した旧一

景島保育所は、牧沢きぼう保育所として、マザーズホームと共に松岩地区に移転・新築し、

同様の機能を引き継いでいます。）

しかし、認可保育所の多くが老朽化している状況や、今後も低年齢児保育のニーズが高ま

っていくことが予想され、保育環境の整備と子育て支援のさらなる充実が求められています。

一方、入所要件を必要としない市立小規模保育所は10施設（うち１施設休所）あり、認可

保育所と同様、老朽化が進行しており、また入所児童数が減少し、充足率が低くなっている

ことから、集団保育による児童の健全育成の促進と効率的な保育所運営を行うための再編整

備が必要となっています。

また、平成27年度から子ども・子育て支援新制度の施行が予定され、その中で「認定こど

も園」の普及・促進が盛り込まれています。本市においても、保育施設の再編と併せ、家庭

環境に関わらず、児童を受け入れ、教育・保育を一体的に行う「認定こども園」の整備を進

めていく必要があります。

①気仙沼地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

内の脇保育所 認可 45 37.8 継続 ・低年齢児保育拠点施設

（2ヶ月児～2歳児）

・園庭･道路狭隘、専用駐車場なし

かやの実保育所 認可 60 98.3 継続 ・2ヶ月児～5歳児受け入れ

・九条住宅地に位置

・通路・駐車場狭隘

・一部借地

②鹿折地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

鹿折保育所 認可 90 72.2 移転新築（認定こ ・鹿折地区北部に位置

ども園化：鹿折児 ・施設老朽化(S50建設)

童館保育業務編入） ・現施設供用中

【後期】

中才保育所 小規模 50 34.0 継続 ・鹿折地区北部に位置

・白山保育所閉所後の白山学区児

童の受入施設



③松岩地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

松岩保育所 認可 60 66.7 面瀬地区を考慮し ・乳児受入不可

た移転新築 ・施設老朽化(S31建設)、通路狭隘、

（認定こども園化 送迎用駐車場なし

：石甲・水梨編入） ・現施設供用中

【後期】

牧沢きぼう保育 認可 70 72.9 ・平成24年度一景島保育所の代替

所 施設として整備

・障害児保育拠点施設

・マザーズホーム、福寿荘、松峰

園に隣接

水梨保育所 小規模 40 10.0 松岩保育所認定こ ・施設老朽化(S44建設)、トイレ未

ども園化による編 水洗化

入後閉所【後期】 ・児童数減少(地区内児童の認可保

育所・幼稚園利用拡大)

・一部借地

・現施設供用中

石甲保育所 小規模 60 38.3 ・施設老朽化(S53建設)

・借地

・現施設供用中

④新月地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

新月保育所 認可 80 86.3 認定こども園化（落 ・施設老朽化(S56建設)、通路・駐

合・月立編入） 車場狭隘

【中期】 ・借地

・現施設供用中

落合保育所 小規模 20 － 新月保育所認定こ ・児童数減少により平成22年度か

ども園化による編 ら休所

入後閉所【中期】 ・トイレ未水洗

月立保育所 小規模 30 40.0 ・児童数減少

・トイレ未水洗

・借地

・現施設供用中



⑤階上地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

階上保育所 認可 75 62.7 継続 ・施設老朽化(S55建設)、通路及び

駐車場狭隘

波路上保育所 小規模 55 21.8 継続 ・平成24年度から仮施設で保育実

施

・平成26年4月新施設開所

(定員45人)

⑥大島地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

崎浜保育所 認可 60 26.7 認定こども園化（く ・大島南部に位置

ぐなり編入） ・施設老朽化(S47建設)、通路狭隘

【後期】 ・児童数減少

・借地

くぐなり保育所 小規模 30 36.7 崎浜保育所認定こ ・大島中央部に位置

ども園化による編 ・児童数減少

入後閉所【後期】 ・一部借地

⑦面瀬地区

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

（未設置） 認可 松岩保育所移転新

築（面瀬地区考慮）

【後期】

前沢保育所 小規模 50 20.0 統合施設新設 ・施設老朽化(S43建設)、通路狭隘、

【後期】 トイレ未水洗

・児童数減少

・一部借地

・現施設供用中

岩月保育所 小規模 60 55.0 ・岩月宝ヶ沢地区住宅地に位置

・施設老朽化(S41建設)

・現施設供用中



⑧唐桑地域

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

（未設置） 認可 新設【後期】 ・新市建設計画後期に位置付けあ

り

小原木保育園 小規模 50 28.0 継続 ・児童数減少

・一部借地

⑨本吉地域

充足率 現計画の内容

現行施設名 区分 定員 (H25.4.1) 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

(人) (％) 後期：平成26～29年度

津谷保育所 認可 70 78.6 － ・乳児受入不可

・施設老朽化(S55建設)

・子育て支援センター併設

(センター内で学童保育も実施)

・近隣に公立幼稚園あり

３ 児童厚生施設の現状及び個別状況・課題等３ 児童厚生施設の現状及び個別状況・課題等３ 児童厚生施設の現状及び個別状況・課題等３ 児童厚生施設の現状及び個別状況・課題等

児童福祉法第40条に基づく児童厚生施設は、児童に健全な遊びを提供して、その健康を増

進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設で、児童館並びに児童遊園が設置され

ています。

（１）児童館

本市の児童館では、小規模保育所と同様に幼児保育を中心に実施してきた経緯がありま

すが、保育業務廃止後の児童館では、地域の子育て支援の拠点として、子育て中の親子や

児童が自由に来館し、児童の健全育成が図られるとともに、母親クラブの活動拠点として、

サークル活動が活発に実施されています。

市内には４施設の児童館が設置されていますが、サテライト型児童館として、移動児童

館・おでかけ児童館により、児童館未設置地区での遊びの提供や児童・親子交流などの活

動を実施しています。

また、現行施設については、老朽化が進んでおり、利便性に配慮した施設整備が必要と

なっています。



①児童館の状況

現計画の内容

地区 現行施設名 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

後期：平成26～29年度

気仙沼 古町児童館 中央児童館として移 ・気仙沼駅裏に位置

設整備【中期】 ・施設老朽化(S40建設)、施設狭隘、専用駐

車場なし

・現施設供用中

鹿折 （鹿折児童館） 移設整備【後期】 ・震災により流失

※被災により廃止 （保育業務廃止） ・サテライト型児童館活動を実施

松岩 赤岩児童館 移設整備【後期】 ・神社境内と同一の敷地内に設置

・施設老朽化(S41建設)、専用駐車場なし

・現施設供用中

新月 （未設置） 新設【後期】 ・サテライト型児童館活動を実施

階上 （未設置） 新設【後期】 ・サテライト型児童館活動を実施

大島 大島児童館 継続 ・平成17年度に大島小学校校舎内に移転

面瀬 （未設置） 新設【後期】 ・サテライト型児童館活動を実施

唐桑 鮪立児童館 移設【中期】 ・鮪立老人憩の家に隣接

（唐桑地区中央部） ・現施設供用中

本吉 （未設置） － ・本吉子育て支援センターが親子活動実施

②児童館利用状況（平成24年度）

乳幼児親子や児童の自由来館、母親クラブによるサークル活動のほか、児童館と母親ク

ラブとの共催により、世代間交流事業として、夏祭り、芋煮会等の行事に地域の高齢者を

招待し、交流を図られています。

※世代間交流事業…母親クラブとの共催により、夏祭り・芋煮会等の行事に地域の高齢者を招待し、交流を図る

事業

単位：件／人

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数

乳幼児親子 親子対象事業 25 506 33 1,353 20 361 26 488 104 2,708

自由来館 1,585 5,235 1,087 2,134 0 10,041

小　計 25 2,091 33 6,588 20 1,448 26 2,622 104 12,749

小学生 小学生対象事業 21 791 21 861 37 906 29 871 108 3,429

自由来館 1,404 2,066 3,718 2,098 0 9,286

小　計 21 2,195 21 2,927 37 4,624 29 2,969 108 12,715

中・高校生 来館 57 152 485 51 0 745

大人 母親クラブ活動 83 751 149 810 28 199 28 459 288 2,219

自由来館 1,362 610 1,955 2,905 0 6,832

小　計 83 2,113 149 1,420 28 2,154 28 3,364 288 9,051

3 335 2 486 2 280 1 125 8 1,226

132 6,791 205 11,573 87 8,991 84 9,131 508 36,486

古町児童館 赤岩児童館 大島児童館 鮪立児童館 合　計

合　　計

区 分 内　容

世代間交流事業



③移動児童館実施状況（平成24年度）

小・中学生を対象に、児童館以外の場で、体験、交流、創作活動を実施しています。

単位：回／人

事 業 回 数 児童館名 参加者数

森の学校 1 古町・赤岩 53

公民館まつり 1 赤岩 80

計 2 133

④おでかけ児童館実施状況（平成24年度）

乳幼児親子を対象に、市内の身近な公園や公的施設を利用した親子参加交流活動を実施

しています。震災後は、仮設住宅集会所も会場に加え、支援団体との共催等により、事業

を実施しています。

単位：回／人

場 所 回 数 児童館名 参加者数

市民会館 2 4館合同 265

市民会館 1 古町・赤岩合同 109

すこやか 6 古町・赤岩合同 431

小規模保育所 2 古町・赤岩合同 77

小規模保育所 1 鮪立 17

仮設住宅集会所 4 古町・赤岩合同 98

仮設住宅集会所 3 古町 46

仮設住宅集会所 2 大島 43

計 21 1,086

（２）児童遊園

本市の児童遊園は、気仙沼地域に４施設、唐桑地域に２施設、本吉地域に４施設の計10

施設が設置されていますが、利用頻度が低下している児童遊園もあり、地域の実情を踏ま

え、施設の再編が必要となっています。

現計画の内容

地区 現行施設名 設備等 個別状況・課題

前期：平成20～21年度

気仙沼 南町児童遊園 ブランコ、鉄棒、 継続 ・神社境内内にあり、周辺に住

ジャングルジム 宅、商店、学校等が近接。

・利用頻度は低い。

松岩 中瀬児童遊園 ブランコ、登り 継続 ・神社境内に隣接する高台に位

棒、滑り台、鉄 置。

棒、シーソー、 ・利用頻度は低い。

砂場



現計画の内容

地区 現行施設名 設備等 個別状況・課題

前期：平成20～21年度

新月 新城児童遊園 滑り台、太鼓橋、 継続 ・住宅開発が進んでいる地域に

ブランコ、鉄棒、 位置。

砂場 ・学童の利用が多い。

前木児童遊園 雲梯付滑り台、 廃止【前期】 ・農山村地域に位置。

リングジム、 ・敷地内には前木生活改善セン

ロープスイング、 ターが併設。

リングトンネル、 ・利用頻度は低い。

鉄棒 ・現施設供用中（土地利用協議

継続）。

唐桑 崎浜児童遊園 ブランコ、鉄棒、 継続 ・旧崎浜保育園跡地を活用した

滑り台、砂場 施設。

・近隣の学童等の利用を始め、

地区の広場として利用。

鮪立児童遊園 ブランコ、コン 継続 ・鮪立老人憩の家の敷地内。

ビネーション遊 ・地域のコミュニティ広場とし

具、鉄棒、砂場 ても利用。

・隣接する鮪立児童館の児童の

利用も多い。

本吉 舘岡児童遊園 － － ・津谷地区中心街の北側に位置。

・本吉老人福祉センターに隣接

・遊具は老朽化により全て撤去

済。

・敷地内に忠霊塔、消防救急デ

ジタル無線の基地局が設置。

東岡児童遊園 ブランコ、鉄棒、 － ・津谷地区中心街の南側に位置。

滑り台、ジャン ・学校・幼稚園の通学路に近く、

グルジム、コン 近隣の学童の利用が多い。

ビネーション遊

具

小泉児童遊園 － － ・小泉小・中学校に近接。

・震災により遊具等が流失。

・仮設住宅駐車場として利用中。

大谷児童遊園 － － ・大谷小・中学校の東側に位置。

・震災により遊具等が流失。

・広場として利用中。



４ 学童保育施設の現状及び個別状況・課題等４ 学童保育施設の現状及び個別状況・課題等４ 学童保育施設の現状及び個別状況・課題等４ 学童保育施設の現状及び個別状況・課題等

児童福祉法第６条の３に基づく放課後児童健全育成事業として、気仙沼地域に７施設、本

吉地域に４施設の計11施設で、学童保育が実施されています。

本市学童保育の運営は、気仙沼地域では、保護者、地域及び関係機関等で組織される運営

委員会への委託による運営、本吉地域では市直営及び市社会福祉協議会への委託による運営、

と３つの運営形態がありますが、ともに保護者の就労等により、放課後に留守家庭となる児

童が安心して過ごせる生活の場として事業が実施されています。

平成24年８月の児童福祉法改正により、小学６年生まで事業の対象範囲であることが明確

化されたことを踏まえた施設環境の整備が必要となっています。

単位：人

登録児童数 現計画の内容

小学校区 現行施設名 中期：平成22～25年度 個別状況・課題

1～3年 4～6年 計 後期：平成26～29年度

気仙沼 気仙沼小学校区留守家庭 31 7 38 施設設備等拡充 ・平成24年5月

児童センター（専用施設） 【中･後期】 新施設開所

九条 九条小学校区留守家庭児 34 5 39 学校施設等への移 ・平成23年8月

童センター （学校教室） 設検討・実施 新施設開所

【中期】

鹿折 鹿折小学校区留守家庭児 20 15 35 移設・新築等検討 ・平成23年1月

童センター （専用施設） 実施【中期】 新施設開所

松岩 松岩小学校区留守家庭児 30 3 33 施設設備等拡充 ・平成24年11月

童センター （専用施設） 【中･後期】 新施設開所

新城 新城小学校区留守家庭児 23 7 30 継続 ・震災後、小学校児

童センター （学校教室） 童数が増加傾向

階上 階上小学校区留守家庭児 21 4 25 継続 ・施設狭隘、老朽化

童センター （専用施設）

面瀬 面瀬小学校区留守家庭児 31 0 31 施設設備等拡充 ・プレハブ施設、施

童センター （専用施設） (学校施設等への 設狭隘、老朽化

移設検討)【中･後期】 ・現施設供用中

津谷 津谷小学校区留守家庭児 29 0 29 － ・施設狭隘

童センター ・放課後、小学校か

（本吉子育て支援センター） ら移動の必要あり

馬籠 馬籠小学校区留守家庭児 2 0 2 － ・平成25年7月移転

童センター （学校教室）

小泉 小泉小学校区留守家庭 10 0 10 － ・平成25年7月移転

児童センター（学校教室）

大谷 大谷小学校区留守家庭 22 0 22 － ・平成26年4月

児童センター（専用教室） 新施設開所

※ 登録児童数：平成25年4月1日現在



Ⅳ 保育施設再編整備に係る基本事項Ⅳ 保育施設再編整備に係る基本事項Ⅳ 保育施設再編整備に係る基本事項Ⅳ 保育施設再編整備に係る基本事項

１ 基本事項１ 基本事項１ 基本事項１ 基本事項

保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活の大半

を過ごす場であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を増進することに最も

ふさわしい生活の場でなければならず、保育にあたっては、健康かつ安全で情緒の安定した

生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えることが必要です。

本市認可保育所においては、保育ニーズが多様化し、低年齢児保育や長時間保育等が増加

傾向にある一方、小規模保育所では入所児童の減少により集団保育が困難となっており、ま

た施設が老朽化している状況にあるなど、現行施設が抱える課題を踏まえ、少子化時代に対

応する保育施設再編整備に係る基本事項を設定します。

（１）児童の健全育成のための保育環境について

○集団保育の必要性

・ 競争心や協調性など、集団活動を通して発達段階に応じた社会性の習得が、

児童の人間形成に重要な影響を与えます。

・ 適正規模としては、さまざまな活動を効果的に実施するためには、概ね各

年齢層において10人以上が必要と考えられます。

○保育施設環境の充実

・ 現行施設の老朽化の状況を踏まえ、児童が安全かつ安心して保育を受けら

れる環境の整備に努めます。

（２）保育施設の適正配置の考え方について

○入所児童数減少保育施設の統廃合検討基準

・ 入所児童数が継続的に10人以下となることが見込まれる施設については、

統廃合の検討対象とします。

○効率的な保育事業の運営

・ 民間施設との役割分担による効率的な事業運営を行います。

・ 従来の分散的施設配置から、総合的で集約的な施設配置への移行を図ります。

（３）就学前児童に対する教育・保育の提供について

○認定こども園の整備推進

・ 幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期であることに

鑑み、少子化が進行する中で、児童の健やかな成長にとって大切な集団活動

や異年齢交流の機会を確保すると共に、保護者の就労状況等家庭環境に関わ

らず等しく就学前児童を受け入れ、教育・保育及び地域における子育て支援

を一体的に行う、認定こども園の整備を推進します。



Ⅴ 前期計画（平成26～27年度）Ⅴ 前期計画（平成26～27年度）Ⅴ 前期計画（平成26～27年度）Ⅴ 前期計画（平成26～27年度）

１ 再編整備対象施設１ 再編整備対象施設１ 再編整備対象施設１ 再編整備対象施設

入所児童の状況や利用頻度、施設の老朽化の状況等を踏まえ、下記施設を前期計画の再編

整備の対象とするとともに、認定こども園整備の検討を進めます。

（１）保育施設

地区 現行施設名 区分 再編整備内容

鹿折 鹿折保育所 認可 認定こども園化・移転整備を検討検討検討検討する。

松岩 牧沢きぼう保育所 認可 認定こども園への移行を検討検討検討検討する。

水梨保育所 小規模 入所児童数が平成19年度から10人以下となっており、

今後も入所児童数の大幅な増加が見込めない現状を踏ま

え、平成26年度末をもって閉所し、平成27年度から同地

区内の石甲保育所に編入編入編入編入する。

新月 落合保育所 小規模 入所児童数が平成17年度から10人以下となっており、

さらに児童数減少により平成22年度から休所継続してい

るが、今後も入所児童数の大幅な増加が見込めない現状

を踏まえ、平成26年度末をもって閉所閉所閉所閉所する。

面瀬 （未設置） 認可 地区内への認定こども園新設を検討検討検討検討する。

唐桑 （未設置） 認可 保育ニーズを把握するとともに、０～２歳児の受け入

れ体制の整備を検討検討検討検討する。

本吉 津谷保育所 認可 ０歳児の受け入れ体制の整備を検討検討検討検討する。

（２）児童館

地区 現行施設名 再編整備内容

気仙沼 古町児童館 学校・社会教育施設・地域等関係機関と連携した児童

館活動が効果的に実施できるよう、気仙沼小学校区中央

部への移転整備を移転整備を移転整備を移転整備を検討・実施する。

（市内児童館の調整機能を担う児童館との位置付け）

鹿折 （鹿折児童館） 鹿折保育所（認定こども園化）との複合化による再建

※被災により廃止 を検討検討検討検討する。

（３）児童遊園

地区 現行施設名 再編整備内容

松岩 中瀬児童遊園 利用頻度が低下している現状を踏まえ、児童遊園とし

新月 前木児童遊園 て継続する必要性が低いと考えられることから、平成26

津谷 舘岡児童遊園 年度末をもって、廃止廃止廃止廃止する。

大谷 大谷児童遊園



（４）学童保育施設

小学校区 現行施設名 再編整備内容

新城 新城小学校区留守家庭児童セ 小学校児童数が増加している現状を踏まえ、平成26年

ンター 度に校地内に専用施設を整備整備整備整備する。

階上 階上小学校区留守家庭児童セ 施設狭隘、老朽化している現状を踏まえ、専用施設整

ンター 備について検討する。

面瀬 面瀬小学校区留守家庭児童セ 施設狭隘、老朽化している現状を踏まえ、平成26年度

ンター に専用施設整備を検討し、平成27年度に整備整備整備整備する。

２ 閉所対象施設に係る入所児童等の状況２ 閉所対象施設に係る入所児童等の状況２ 閉所対象施設に係る入所児童等の状況２ 閉所対象施設に係る入所児童等の状況

（１）水梨保育所

水梨保育所入所児童数は、平成19年度以降、10人以下となっており、認可保育所や私立

幼稚園の利用が拡大し、水梨小学校区内に居住する児童の水梨保育所に入所する割合は、

年々低下しています。

対象地区：水梨小学校区５行政区（金取・羽田・水梨・前田・大石倉）
単位：人／％
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①①①① ② ※ ②/①

H18 1 4 5 2 6 7 25 15151515 16161616 14 2 93.3

H19 7 1 4 6 2 6 26 14141414 10101010 9 1 64.3

H20 2 7 1 4 6 2 22 12121212 9999 8 1 66.7

H21 3 2 7 1 4 6 23 11111111 7777 7 63.6

H22 2 3 2 8 3 5 23 16161616 7777 7 43.8

H23 3 4 3 8 4 22 15151515 7777 5 2 33.3

仮設以外 7 4 4 3 8 26 15151515

仮設 3 2 1 3 3 12 6666

計 10 2 5 7 6 8 38 21212121

仮設以外 2 7 4 4 3 20 11111111

仮設 1 3 2 1 3 3 13 7777

計 3 10 2 5 7 6 33 18181818

H26 2 7 4 4 17 8888

H27 2 7 4 13 11111111

H28 2 7 9 9999

※児童数：住民基本台帳（3月31日現在）

※入所児童：4月1日現在
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（２）落合保育所

落合小学校区内児童数の減少と併せ、学区内児童の落合保育所に入所する割合が５～６

割だったことから、平成17年度以降、落合保育所入所児童数は10人以下となっており、入

所児童数がさらに減少したことから、平成22年度から休所しています。

平成25年度における地区内児童の多くは、認可保育所を利用しています。

対象地域：落合小学校区４行政区（下廿一・上廿一・下前木・上前木）
単位：人／％

3

歳

児

4

歳

児

5

歳

児

①①①① ②②②② ②/①

H18 2 2 4 7 4 1 20 12121212 8888 66.7

H19 3 2 3 4 7 5 24 16161616 10101010 62.5

H20 2 3 3 2 4 7 21 13131313 8888 61.5

H21 2 3 3 3 2 4 17 9999 5555 55.6

H22 4 2 3 3 3 3 18 9999 休所休所休所休所

H23 3 4 2 3 3 2 17 8888 休所休所休所休所

H24 3 1 4 2 3 3 16 8888 休所休所休所休所

H25 3 4 1 4 4 3 19 11111111 休所休所休所休所

H26 3 4 1 4 4 16 9999 休所休所休所休所

H27 3 4 1 4 12 9999

H28 3 4 1 8 8888

※児童数：住民基本台帳（3月31日現在）

※入所児童：4月1日現在
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Ⅵ 中期計画（平成28～31年度Ⅵ 中期計画（平成28～31年度Ⅵ 中期計画（平成28～31年度Ⅵ 中期計画（平成28～31年度））））・後期計画（平成32～35年度）・後期計画（平成32～35年度）・後期計画（平成32～35年度）・後期計画（平成32～35年度）

１ 保育施設１ 保育施設１ 保育施設１ 保育施設

保護者の就労状況等家庭環境に関わらず受け入れ、就学前児童に対する教育・保育及び地

域における子育て支援を一体的に行う、認定こども園の整備により、総合的で集約的な施設

配置に移行し、効率的かつ効果的な施設運営を行います。

地区 現行施設名 区分 再編整備内容

気仙沼 内の脇保育所 認可 地区内の私立幼稚園との役割分担の観点から、認定こ

ども園化せず、認可保育所として継続継続継続継続し、内の脇保育所

かやの実保育所 認可 は低年齢保育拠点施設として継続する。

鹿折 鹿折保育所 認可 認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備し、鹿折地区の拠点施設

と位置付ける。【中期】

中才保育所 小規模 鹿折保育所の認定こども園化施設へ編入編入編入編入する。【中期】

松岩 松岩保育所 認可 震災後に同地区に整備された牧沢きぼう保育所へ編入編入編入編入

する。【中期】

(編入時期は、面瀬地区への認定子ども園新設整備時期

と連動)

牧沢きぼう保育所 認可 認定こども園への移行を図る。（近接するマザーズホ

ームと連携した障害児保育拠点施設としての位置付けは

継続する。）【中期】

石甲保育所 小規模 松岩地区の認可外保育施設として継続継続継続継続する。

新月 新月保育所 認可 認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備認定こども園として移転整備を検討・実施し、新月地

区の拠点施設と位置付ける。【中～後期】

月立保育所 小規模 新月保育所の認定こども園化施設へ編入編入編入編入する。【後期】

階上 階上保育所 認可 認可保育所として継続し、利便性を考慮して、移転整移転整移転整移転整

備備備備を検討・実施する。【中～後期】

波路上保育所 小規模 階上地区の認可外保育施設として継続継続継続継続する。

大島 崎浜保育所 認可 認定こども園への移行認定こども園への移行認定こども園への移行認定こども園への移行を検討・実施する。【中期】

大島中央部へ移転整備移転整備移転整備移転整備し、大島地区の拠点施設と位置

付ける。【後期】

くぐなり保育所 小規模 崎浜保育所の認定こども園化施設へ編入編入編入編入する。【中期】

面瀬 （未設置） 認可 認定こども園の新設整備認定こども園の新設整備認定こども園の新設整備認定こども園の新設整備を検討・実施する。【中期】

前沢保育所 小規模 新設する認定こども園へ編入編入編入編入する。【中期】

岩月保育所 小規模

唐桑 （未設置） 認可 保育ニーズを踏まえ、０～２歳児の受け入れ体制を整０～２歳児の受け入れ体制を整０～２歳児の受け入れ体制を整０～２歳児の受け入れ体制を整

備備備備する。【中期】

小原木保育園 小規模 唐桑地域の認可外保育施設として継続継続継続継続する。

本吉 津谷保育所 認可 ０歳児の受け入れ体制を整備０歳児の受け入れ体制を整備０歳児の受け入れ体制を整備０歳児の受け入れ体制を整備する。【中期】



２ 児童厚生施設２ 児童厚生施設２ 児童厚生施設２ 児童厚生施設

（１）児童館

児童の健全育成及び地域の子育て支援の拠点施設として、利用拡大、利便性の向上及び施

設環境の改善を図るため、近隣地区を含め、公民館活動や学校・地域等と連携した児童館活動が

効果的に実施できる適地での施設整備により、事業を充実するとともに、未設置地区である

本吉地区への新設整備を図ります。

地区 現行施設名 再編整備内容

鹿折 （鹿折児童館） 鹿折保育所（認定こども園化）との複合化鹿折保育所（認定こども園化）との複合化鹿折保育所（認定こども園化）との複合化鹿折保育所（認定こども園化）との複合化により、再

※被災により廃止 建を図る。【中期】

（被災前に実施していた保育業務は、鹿折保育所(認定

こども園化)で実施する。）

松岩 赤岩児童館 移転整備移転整備移転整備移転整備を検討・実施する。【中期】

大島 大島児童館 継続継続継続継続

唐桑 鮪立児童館 唐桑地区中央部への移転整備移転整備移転整備移転整備を検討・実施する。【中

～後期】

本吉 （未設置） 公民館活動や学校・地域等と連携した児童館活動が期

待される適所への新設新設新設新設について検討・実施する。【中～

後期】

（２）児童遊園

継続施設については、適切な修繕・更新等により、利用者の安全面に配意した施設整備を

図るとともに、利用頻度が低下している施設については再編整備の対象とします。

地区 現行施設名 再編整備内容

気仙沼 南町児童遊園 利用頻度が低下していることから、古町児童館の気仙

沼小学校区中央部への移転整備により遊び場を確保した

上で、廃止廃止廃止廃止する。【中期】

新月 新城児童遊園 継続継続継続継続

唐桑 崎浜児童遊園

鮪立児童遊園

本吉 東岡児童遊園

小泉児童遊園 仮設住宅駐車場としての役割終了後に再建再建再建再建する。



３ 学童保育施設３ 学童保育施設３ 学童保育施設３ 学童保育施設

放課後に留守家庭となる児童が安心して過ごせる生活の場として、施設の老朽化や狭隘な

どの課題のある施設について、小学６年生まで事業の対象範囲であることが明確化されたこ

とを踏まえた施設整備を進めるとともに、未設置地区においては、子ども･子育て支援事業

計画に係るニーズ調査を踏まえた施設整備を検討します。

小学校区 現行施設名 再編整備内容

気仙沼 気仙沼小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

九条 九条小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

鹿折 鹿折小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

松岩 松岩小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

階上 階上小学校区留守家庭児童 施設狭隘、老朽化している現状を踏まえ、平成28年度

センター に、専用施設を整備整備整備整備する。【中期】

大島 （未設置） 子ども･子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査の

結果を踏まえ、検討検討検討検討する。

唐桑地域 （未設置） 子ども･子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査の

結果を踏まえ、検討検討検討検討する。

本吉 津谷小学校区留守家庭児童 施設狭隘である現状を踏まえた検討を行い、平成29年

センター 度以降において、放課後の児童の安全面に配慮した適地

に、専用施設を整備整備整備整備する。【中期】

馬籠 馬籠小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

小泉 小泉小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター

大谷 大谷小学校区留守家庭児童 継続継続継続継続

センター



１　保育施設１　保育施設１　保育施設１　保育施設

（１）認可保育所

現行　　９施設 計画実施後　１０施設

現行継続施設 ２施設 （内の脇・かやの実）

移転整備施設 １施設 （階上）

機能拡充施設 １施設 （津谷）

保育所新設 １施設 （唐桑地区）

認定こども園移行 ４施設 （鹿折・牧沢きぼう・新月・崎浜）

認定こども園新設 １施設 （面瀬地区）

同一地区内保育所への編入閉所 １施設 （松岩）

（２）小規模保育所

現行　１０施設 計画実施後　　３施設

現行継続施設 ３施設 （石甲・波路上・小原木）

小規模保育所への編入閉所 １施設 （水梨）

認可保育所の認定こども園移行施設への編入閉所 ３施設 （中才・月立・くぐなり）

新設認定こども園への編入閉所 ２施設 （前沢・岩月）

閉所 １施設 （落合）

充足率

(H25.4.1)

内の脇保育所 認可 45人 37.9%

かやの実保育所 認可 60人 98.3%

鹿折保育所 認可 90人 72.2%

認定こども園化認定こども園化認定こども園化認定こども園化

移転整備移転整備移転整備移転整備

中才保育所 小規模 50人 34.0%

鹿折保育所(認定

こども園化)に編編編編

入(閉所)入(閉所)入(閉所)入(閉所)

(鹿折児童館) (児童館)

継　続継　続継　続継　続 （低年齢児保育拠点施設）

継　続継　続継　続継　続

認定こども園化及び

移転整備検討検討検討検討

（児童館再建にあたって、保育業務は鹿折保育所の認定こども園化施設に編入）

施設区分

前期計画期間 中期計画期間 後期計画期間

（平成32～35年度）（平成28～31年度）（平成26～27年度）

定員現行施設名地区

気仙沼

鹿 折

ⅦⅦⅦⅦ 児童福祉施設等再編整備計画実施体系児童福祉施設等再編整備計画実施体系児童福祉施設等再編整備計画実施体系児童福祉施設等再編整備計画実施体系



充足率

(H25.4.1)

施設区分

前期計画期間 中期計画期間 後期計画期間

（平成32～35年度）（平成28～31年度）（平成26～27年度）

定員現行施設名地区

松岩保育所 認可 60人 66.7%

牧沢きぼう保育所 認可 70人 72.9%

水梨保育所 小規模 40人 10.0%

石甲保育所に編編編編

入(閉所)入(閉所)入(閉所)入(閉所)

石甲保育所 小規模 60人 38.3%

新月保育所 認可 80人 86.3%

落合保育所 小規模 20人 － 休所 閉所閉所閉所閉所

月立保育所 小規模 30人 40.0%

階上保育所 認可 75人 62.7%

波路上保育所 小規模 55人 21.8%

崎浜保育所 認可 60人 26.7%

くぐなり保育所 小規模 30人 36.7%

(未設置） 認可

前沢保育所 小規模 50人 20.0%

岩月保育所 小規模 60人 55.0%

（未設置） 認可

小原木保育園 小規模 50人 28.0%

本 吉 津谷保育所 認可 70人 78.6%

認定こども園化検討認定こども園化検討認定こども園化検討認定こども園化検討 認定こども園化認定こども園化認定こども園化認定こども園化

0歳児受け入れ体制整備0歳児受け入れ体制整備0歳児受け入れ体制整備0歳児受け入れ体制整備

0～2歳児受け入れ体制整備0～2歳児受け入れ体制整備0～2歳児受け入れ体制整備0～2歳児受け入れ体制整備

認定こども園化及び

移転整備検討検討検討検討

0歳児受け入れ体制整備の検討検討検討検討

認定こども園新設整備の検討検討検討検討

継　続継　続継　続継　続

移転整備移転整備移転整備移転整備

移転整備移転整備移転整備移転整備

認定こども園新設認定こども園新設認定こども園新設認定こども園新設

継　続継　続継　続継　続

0～2歳児受け入れ体制整備の検討検討検討検討

新設認定こども園に編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)

継　続継　続継　続継　続

牧沢きぼう保育所に編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)

新設認定こども園に編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)

移転整備検討検討検討検討

認定こども園化認定こども園化認定こども園化認定こども園化実施 及び 移転整備検討検討検討検討

崎浜保育所(認定こども園化)に編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)

認定こども園化・移転整備認定こども園化・移転整備認定こども園化・移転整備認定こども園化・移転整備

新月保育所(認定こども園化)に編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)編入(閉所)

階 上

大 島

面 瀬

唐 桑

松 岩

新 月



２　児童厚生施設２　児童厚生施設２　児童厚生施設２　児童厚生施設

（１）児童館

現行　　４施設 計画実施後　６施設

現行継続施設 １施設 （大島）

移転整備施設 ３施設 （古町・赤岩・鮪立）

新設（復旧含む） ２施設 （鹿折・本吉地区）

気仙沼 古町児童館 移転整備検討検討検討検討 移転整備移転整備移転整備移転整備

鹿折 (鹿折児童館）

鹿折保育所（認（認（認（認

定こども園定こども園定こども園定こども園化）

との複合化との複合化との複合化との複合化によ

る再建整備

松岩 赤岩児童館

大島 大島児童館

唐桑 鮪立児童館

本吉 (未設置）

移転整備移転整備移転整備移転整備

新　設新　設新　設新　設

移転整備移転整備移転整備移転整備

後期計画期間

（平成26～27年度） （平成28～31年度） （平成32～35年度）

鹿折保育所（認定こども園化）と

の複合化による再建検討検討検討検討

移転整備検討検討検討検討

新設整備検討検討検討検討

地区 現行施設名

前期計画期間 中期計画期間

継　続継　続継　続継　続

移転整備検討検討検討検討



（２）児童遊園

現行　　１０施設 計画実施後　５施設

現行継続施設 ５施設 （新城・崎浜・鮪立・東岡・小泉）

廃止施設 ５施設 （南町・中瀬・前木・舘岡・大谷）

気仙沼 南町児童遊園

廃 止廃 止廃 止廃 止

(古町児童館

移転整備後)

松 岩 中瀬児童遊園 廃 止廃 止廃 止廃 止

前木児童遊園 廃 止廃 止廃 止廃 止

新城児童遊園

崎浜児童遊園

鮪立児童遊園

舘岡児童遊園 廃 止廃 止廃 止廃 止

東岡児童遊園

小泉児童遊園

大谷児童遊園 廃 止廃 止廃 止廃 止

本 吉

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

新 月

唐桑

地区 現行施設名

前期計画期間 中期計画期間 後期計画期間

（平成26～27年度） （平成28～31年度） （平成32～35年度）



３　学童保育施設３　学童保育施設３　学童保育施設３　学童保育施設

現行　　１１施設 計画実施後　　１１施設

現行継続施設 ７施設 （気仙沼・九条・鹿折・松岩・馬籠・小泉・大谷）

新築整備施設 ４施設 （新城・階上・面瀬・津谷）

気仙沼

気仙沼小学校区留守

家庭児童センター

専用施設

九 条

九条小学校区留守家

庭児童センター

学校教室

鹿 折

鹿折小学校区留守家

庭児童センター

専用施設

松 岩

松岩小学校区留守家

庭児童センター

専用施設

新 城

新城小学校区留守家

庭児童センター

学校教室

校地内専用施設

整備整備整備整備

階 上

階上小学校区留守家

庭児童センター

専用施設

校地内を基本とし

た専用施設整備整備整備整備

大 島 （未設置）

面 瀬

面瀬小学校区留守家

庭児童センター

専用施設

専用施設

整備検討検討検討検討

校地内を基本とし

た専用施設整備整備整備整備

唐桑地域 （未設置）

津 谷

津谷小学校区留守家

庭児童センター

本吉子育て支援

センター

馬 籠

馬籠小学校区留守家

庭児童センター

学校教室

小 泉

小泉小学校区留守家

庭児童センター

学校教室

大 谷

大谷小学校区留守家

庭児童センター

専用施設 継　続継　続継　続継　続

開設場所

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

継　続継　続継　続継　続

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を踏まえ、検討検討検討検討する。

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を踏まえ、検討検討検討検討する。

専用施設整備検討検討検討検討

校地内を基本とした専用施設整備の検討・実施整備の検討・実施整備の検討・実施整備の検討・実施

小学校区 現行施設名

前期計画期間 中期計画期間 後期計画期間

（平成26～27年度） （平成28～31年度） （平成32～35年度）


