
 

平成 28 年度第 1 回気仙沼市子ども・子育て会議資料 

                              

 

総合的な子育て支援策 

｢プロジェクト１．９０」の推進について  

１．経 過 
本市では地方創生を体系的に進めるため，まち･ひと･しごと創生｢人口ビジョン｣｢総合戦略｣

（平成 28年 3月版）を策定しました。 

その｢人口ビジョン｣では，平成 42年の合計特殊出生率の目標を｢1.90｣としており，「総合戦略」

に基づく総合的な子育て支援施策を「プロジェクト１．９０」と称し，「総合戦略」の政策目標

の一つとして「やさしさと安心に満ちた暮らしを実現し，若い世代の結婚，子育ての希望をかな 

える」ことを目指しています。 

この｢プロジェクト 1.90｣の戦略的・効果的な実施を進めるため，推進組織として「1.90プロ

ジェクトチーム」を立ち上げました。また、このプロジェクトチームに関係職員で構成するワー

キングを置き，けせんぬま創生戦略会議分科会や関係団体，子育て世代の方々等とのワーキング

会議を開催するなど，子育て支援策について共に検討してきました。 

 

※｢プロジェクト１．９０｣という名称は，平成 42年度における国及び県の合計特殊出生率の見込みが

１．８０なのに対し，本市は１．９０としていることから，この目標に向け総合的かつ戦略的に子育

て支援策を実施するという意味を込めています 

 

２．目 標 

   本市の合計特殊出生率（平成 26年 １．47） 

   → 平成３２年 １．６０  平成４２年 １．９０  平成５２年 ２．２０ 

※合計特殊出生率 ： 女性が一生に産む子どもの数で，その年における各年齢（15～49歳）の女性の

出生率を合計したものです。 

 

＜参考資料＞ 

 ◆気仙沼市の出生数等の推移（暦年） 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

妊娠届 

件数 
460 369 389 349 383 342 373 

出生数 440 410 359 376 383 325 358 

出生率 

※1 
5.9 5.8 5.17 5.48 5.65 4.86 5.42 

15～49 歳の女

性の人口 ※2 
12,517 11,684 11,492 11,177 10,863 10,573 10,410 

合計特殊 

出生率 ※3 
1.44 1.49 1.30 1.41 1.47 1.31 1.50 

  ※１ 人口 1,000 人あたりの出生数の割合 母子保健統計報告数（健康増進課集計） 

  ※２ 基準日：各年 9 月 30 日 

  ※３ 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。一人の女性が平均して一生の間に何人子どもを産むかを表す。 

 

資料３ 



 

３ 平成２８年度の取り組み状況 

（１）主な先行施策 

  ◎市公式ホームページに子育て特設サイト「ぽけっと」新設（平成 28年 10月から） 

  ◎子育て世代包括支援センターの設置 （平成 28年 10月 3日開設） 

  ◎ファミリー・サポート・センター「産後ママ応援事業」開始（平成 28年 11月から） 

  ◎婚活支援事業補助金の創設（平成 28年 7月から） 

  ◎特定不妊治療費助成（平成 27 年度 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し開始） 

  ◎子ども医療費助成の拡充（平成 27年 11月から） 

 

（２）庁内ワーキング（6回開催） 

◎グループ討議による現状分析・課題抽出，施策検討 

  ◎県内の各自治体における独自施策調査・分析 

 

（３）市民との交流ワーキング（3回開催） 

  ◎NPO 団体代表の皆さんと意見交換をし，互いの活動を共有化する必要性確認。 

◎今後，市の施策への意見反映や，協働の取組みを模索する。 

◎育児中のママさんたちと意見交換を継続していく。（子ども連れでの参加者へ託児サービス） 

 

４ 平成２９年度の推進体制（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．市民との交流ワーキング（継続） 

・市民（NPO団体，子育てママサークル等）との交流ワークを継続し，協働事業を検討していく 

＜テーマ＞ 

  ①官民相互の活動内容の情報共有と広く市民に PRする場が必要 → イベント的なものの開催 

  （子育て支援活動の連携強化により，市全体の子育て家庭を応援するという機運を醸成したい） 

  ②日常的に子育て中の親子が情報交換・交流できる場とそれを支える体制が必要 

 → 地域子育て支援拠点づくり 

  （児童館活動、交流スペースなどの既存事業に官民協働で＋αできないか） 

  ③手軽に子育て支援情報を入手できる環境が必要       → 情報発信の手法検討   

（市公式 HP の子育て支援情報の充実を検討するとともに，NPO 団体などで集約している身近な

街の子育て情報や SNS を使った交流の場なども検討） 

上記 3つのテーマについて 

   平成２９年度も定期的に市民ワークで議論を重ね，プロジェクト 1.90 の市民との協働事業とし

て実現に向け検討していく。 

 

・庁内ワーキング 関係各課から出された今後の実施施策を検証し取りまとめ      

・市民との交流ワーキング 市，民間それぞれの取り組みを情報共有・意見交換        

市の施策に対する意見聴収，官民協働の施策案策定 

・プロジェクトチーム 庁内ワーキング・市民との交流ワーキングにおける施策(案)の検討    

           及び実施施策の取りまとめ 

・庁内関係各課  庁内ワーキング，市民との交流ワーキングの検討結果を踏まえ，具体的な実施施策案を検討          



 

６．平成２９年度の施策 

 

◇出会い結婚                                       

 

 

 

【事業】 

№１ 結婚支援事業 ＜継続＞ 事業費：3,000千円 

結婚を希望する独身者に対して，出会いの機会を提供するとともに，出会いや結婚の機会創出

に向けた取り組みを支援する。 

 

№２ 結婚新生活支援事業 ＜新規＞ 事業費：10,800千円 

結婚に伴う経済的負担の軽減を図り，もって婚姻数の増加につなげるため，結婚新生活補助金

を創設し，新婚世帯の住宅費用や引っ越し費用を支援する。 

 

 

 

【事業案】 

【事業】 

№３ 乳幼児親子の学校訪問（中高生と赤ちゃんのふれあい） ＜新規＞ 事業費：268千円 

次世代の親になる中高生が乳幼児親子とふれあうことにより，自分が生まれた時の親のよろこ

びを再確認し，家族を持つこと，赤ちゃんをいとおしく思う気持ちを感じて，将来親となるイメ

ージを育む事業。 

 

 

◇妊娠・出産                                       

 

 

 

 

【事業】 

№４ 特定不妊治療費助成事業 ＜継続＞ 事業費：4,500千円 

  平成 27年度からの継続事業。県の助成事業の対象者に実施している。 

 

№５ 子育て世代包括支援センター運営 ＜継続＞ 事業費：5,105千円 

  平成 28年 10月に開所し，妊娠届の受付・母子手帳の交付，子育て家庭からの各種相談に対応

している。平成 29年度は，センターと関係機関の連携を強化し，子育てしやすい環境の充実に

取り組んでいく。 

 

№６ ファミリー・サポート・センター「産後ママ応援事業」＜継続＞ 事業費：1,052千円 

  平成 28年 11月から開始した事業を継続し，周知と会員の利用を促進する。 

 

 

 

 

【課題・問題点】 ・不妊，不育への支援  ・産前，産後の不安への支援 

【施策目標・視点】子育て世代が希望する子供数を育てられるようにするため，妊娠期 

から子育て期までの切れ目のない支援を継続する 

【課題・問題点】 ・結婚する必要性を感じない若者 

【施策目標・視点】１０年後のパパ・ママを育てる 

【課題・問題点】 ・未婚率の高止まり 

【施策目標・視点】出会いの機会の創出と結婚に至る支援 



 

◇子育て期（子育て支援）                                 

 

 

 

 

【事業】 

№７ ワクワク子育てプログラム ＜新規＞  事業費：3,906千円 

  平成２９年度の重点取組み施策として，妊娠期・出産・子育て期のパパ・ママを対象としたプ

ログラムにより，元気な子育てや子育て世代の交流を促進し，安心して楽しく子育てができる地

域を醸成していくことを目的とする。 

〈事業内容〉 

① 妊娠期と出産後のボディケア         （328千円） 

② ベビーマッサージ＋先輩ママとの交流会     （3千円） 

③ 心のケア講座                （71千円） 

④ 父親の育児参加促進事業           （234千円） 

⑤ 親子のふれあい事業〈おでかけ児童館・継続〉（3,270千円） 

 

№８ 市総合健診時の託児サービス ＜新規＞ 事業費：98千円 

  総合健診の際に託児を実施することで，母親たちが安心して健診を受診できるようにし，健康

に対する意識と受診率の向上を図る。 

 

№９ 子育て情報誌「ぽけっと」改訂版の発行 ＜継続＞ 事業費：280千円 

  現在の情報誌を最新の内容に改訂し，妊娠届時や転入世帯に配布することで，市の子育て情報

を分かりやすく周知する。 

 

№10（仮称）気仙沼児童センター整備事業 ＜継続・施設整備事業＞ 事業費：261,874千円 

    本市児童館の拠点施設として，気仙沼図書館との合築により古町児童館の移転し，児童館

事業の活性化と多世代交流の場として，児童の健全育成及び子育て支援を推進する。 

 

 

 

 

 

【事業】 

  №11 子育て支援事業等人材育成事業 ＜新規＞ 事業費：2,723千円 

    地域の保育及び子育て支援事業従事者の人材を養成するため，国が示す子育て支援員専門

研修を実施・資格認定することで，人材と質の高い保育の確保を図るもの。 

 

№12 保育士奨学金返済支援補助金交付事業 ＜新規＞ 事業費：1,000千円 

    市内に就職した，保育士・幼稚園教諭資格取得者で，奨学金を返済している者に対し奨学

金返済に要した金額の一部を補助し，人材確保と就職後の経済支援を行う。 

 

№13 内の脇保育所改修 ＜新規・施設整備事業＞ 事業費：4,000千円 

    施設を改修し，１歳児の受入施設を整備することにより，待機児童の解消を図る。 

 

【課題・問題点】 ・子育て環境整備，交流の場  ・子育て支援の情報入手 

【施策目標・視点】「元気で，楽しく，安心して子育てができる気仙沼」を実感し， 

実践してもらう 

産めるようにする 

【課題・問題点】 ・子育て環境の整備 

【施策目標・視点】子育てと仕事が両立できる環境を整えるため，安心して利用できる 

保育・教育体制を整備する  



 

№14（仮称）鹿折認定こども園整備事業及び鹿折児童館災害復旧事業 ＜継続・施設整備事業＞ 

                                事業費：443,790千円 

    鹿折保育所に中才保育所を編入しながら認定こども園として移転整備し，被災した鹿折児

童館復旧施設との複合化により，鹿折地区の子育て支援拠点施設とする。 

 

№15 唐桑学童保育センター整備事業 ＜新規・施設整備事業＞ 事業費： 8,258千円 

№16 津谷学童保育センター整備事業 ＜新規・施設整備事業＞ 事業費：55,191千円 

    学童保育センターの整備により，放課後等に留守家庭となる児童が生活の場として安全に

過ごす環境を整備するもの。 

 

◇子育て期（経済的支援）                                  

 

 

 

 

【事業】 

№17 子ども医療費助成事業 ＜継続＞ 事業費：130,000千円 

    子どもの入院・通院にかかる医療費の一部負担金を助成し，子どもの健全な発育の促進と

子育て家庭の経済的負担の軽減を図る。 

 

№18 小学校入学祝い金支給事業 ＜新規＞ 事業費：2,400千円 

    県の子育て支援施策である，宮城県小学校入学準備支援事業（第３子以降の小学校入学時

に祝金等を支給）を活用し，本市の該当児童の保護者に入学祝い金を支給し，経済的負担の

軽減を図る。 

 

№６(再掲) ファミリー・サポート・センター産後ママ応援事業 ＜継続＞  

出産後６月までの会員へ利用料の半額を助成 

 

◇事業費集計                                      

内訳 
ソフト事業 施設整備事業 合計 

件数 事業費 件数 事業費 件数 事業費 

新規事業 7 21,195千円 3 67,449千円 10 88,644千円 

継続事業 6 143,937千円 2 705,664千円 8 849,601千円 

合計 13 165,132千円 5 773,113千円 18 938,245千円 

 

◇現在事業検討している事項                                   

○（仮称）けせんぬま子育てフェス開催 

  民間と市が協働で取組める事業として，交流ワーキングで現在検討しているもの。官民で実行

委員会を組織し事業運営する。子育て支援事業や取組みを広く紹介し，地域で子育てに参加する

機運を高める。 

 

○（仮称）子育て応援店募集事業 

  ＮＰＯやママサークルとともに市内の店舗等に呼びかけ，子育て応援の取組みを行っている事

業所を認定し，ステッカーやのぼりなどで市民に周知するとともに，「子育てにやさしいまち」

を広くＰＲするもの。 

【課題・問題点】 ・子育ての経済的負担 

【施策目標・視点】子育て世代の経済的な負担の軽減と，安心して子育てできる環境を整える 


