
気仙沼市児童福祉施設等再編整備計画（抜粋）

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

参考参考参考参考
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充足率

(H25.4.1)

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%

施設区分 定員

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）

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

地区 現行施設名
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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）
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