
後期行動計画 計画変更事業一覧 
 「浦幌町次世代育成支援後期行動計画」の変更について、平成２２年１２月７日開催の

浦幌町児童育成計画策定委員会において承認されたので、下記のとおり変更する。 
 

①「No.５ 特別保育事業」（47 ページ） 
現行 

No.5 特別保育事業 保健福祉課 

事業の概要 
 保護者の就労形態の事情により、週２～３日程度、あるいは午前から午

後のみなど、必要に応じて保育所において保育を行います。 

平成 20 年度実績 未実施 

目標・方向性 当面、一時保育事業で対応していきます。 

⇓ 
改正 

No.5 特別保育事業 保健福祉課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 平成 24 年度から実施します。 

 
 
 

②「No.６ 一時保育事業」（47 ページ） 
現行 

No.6 一時保育事業 保健福祉課 

事業の概要 

臨時・緊急的に保育所において一時的に保育を行います（週に３日程度で

月 12 日程度）。保護者の勤務形態などの事情、疾病・入院などの場合のほ

か育児疲れ解消などのためにも利用できます。 

平成 20 年度実績 

しらかば保育園で実施。満２歳～就学前児童。 

（平常）8：30～16：30  （土曜）8：30～12：00 

【利用者数】延べ人員 215 名 

目標・方向性 

継続して実施します。 

・ひまわり保育園でも実施できるよう検討します（園児数、需要をみて）。 

・１歳６ヶ月児からの利用を目指します。（Ｈ23年度より） 

⇓ 
改正 

No.6 一時保育事業 保健福祉課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 

継続して実施します。 

・ひまわり保育園でも実施できるよう検討します（園児数、需要をみて）。 

・満６ヶ月児からの利用を実施します。（Ｈ23年度より） 



 

③「No.８ ファミリー・サポート・センター事業」（47 ページ） 
現行 

No.8 ファミリー・サポート・センター事業 保健福祉課 

事業の概要 
地域住民同士の育児に関する互助援助活動で、サービス提供者・利用者が

ともに登録する会員組織によって運営されます。 

平成 20 年度実績 未実施 

目標・方向性 現時点ではニーズが少ないので、今後の推移を見ながら検討します。 

⇓ 
改正 

No.8 ファミリー・サポート・センター事業 保健福祉課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 平成 23、24 年度調査を行い、平成 25 年度から実施します。 

 
 
 

④「No.21 乳幼児医療給付事業」（50 ページ） 
現行 

No.21 乳幼児医療給付事業 町民課 

事業の概要 

乳幼児医療費に一部をその保護者に助成することにより、経済的負担の軽

減を図り、疾病の早期診断と早期治療を促進し、乳幼児の保健の向上と福

祉の増進を図ります。 

【対象】6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の 3月 31 日までの児童 

平成 20 年度実績 

給付者数（平成 21 年 3月末現在） 

・３歳未満 101 名、３歳以上就学前 142 名 

・初診 112 名、課税 131 名 

・助成額 6,722,496 円 

・小学生 設定者なし 助成額 ０円 

※平成 20年 10 月より、小学生まで助成の一部拡大（入院のみ） 

目標・方向性 継続して実施していきます。 

⇓ 
改正 

No.21 乳幼児医療給付事業 町民課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 

継続して実施していきます。 

平成23年度から助成対象を15歳に達する日以降の最初の3月 31日までの

児童（中学生）までとし、通院・入院の助成を拡大する。 

 
 



 

⑤「No.25 出産祝い金」（51 ページ） 
現行 

No.25 出産祝い金 町民課 

事業の概要 

出産を祝福するとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、

出産祝い金を贈呈します。 

【支給要件】 

第１・２子 一人 10,000 円、第３子以降 一人 50,000 円（所得制限なし） 

平成 20 年度実績 【支給人数】 第１・２子 27 人、第３子以降 ３人 

目標・方向性 継続して実施していきます。 

⇓ 
改正 

No.25 出産祝い金 町民課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 
継続して実施していきます。 

平成 23 年度から一律一人につき 50,000 円（所得制限なし）を支給します。 

 
 
 

⑥「No.33 学童保育所運営事業」（53 ページ） 
現行 

No.33 学童保育所運営事業 保健福祉課 

事業の概要 

保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生（１～４年生）に対し、

授業終了後、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図ります。 

【開設時間】通常：月～金 13：30～17：50 

      長期休業期間  8：30～17：30 

【定  員】30名 

平成 20 年度実績 【在所者数】30名（平成 21 年 3月 1 日現在） 

目標・方向性 利用状況の推移を見ながら、定員数の拡大を検討します。 

⇓ 
改正 

No.33 学童保育所運営事業 保健福祉課 

事業の概要 省略 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 平成 23 年度から定員 50名に拡大して実施していきます。 

 
 
 
 
 



 

⑦「No.47 特定不妊治療費助成事業」（59ページ） 
現行 

No.47 特定不妊治療費助成事業 保健福祉課 

事業の概要 

不妊治療を行っている夫婦に対して、特定不妊治療に要する費用の一部を

助成することで、経済的負担の軽減を図ります。 

○対象となる不妊治療：体外受精療法・顕微受精療法 

○助成の額：１年度当たり５万円を上限とします。（通算２年間を限度） 

平成 20 年度実績 ０人 

目標・方向性 継続して実施していきます。 

⇓ 
改正 

No.47 特定不妊治療費助成事業 保健福祉課 

事業の概要 

省略 

○対象となる不妊治療：体外受精療法・顕微受精療法 

○助成の額：１回当たり５万円を上限とし、助成回数は年２回を限度とし

ます。（通算５年間を限度） 

平成 20 年度実績 省略 

目標・方向性 省略 

 
 
 

⑧予防接種助成 

 「予防接種助成」につきましては、新規事業として新たに行動計画に追加する事業です。 
 
 ○第４章 行動計画の目標 
  ２．具体的推進施策の内容 
  （２）母性並びに乳児及び幼児等の健康の促進及び増進 
   ①子どもや母親の健康の確保（５６Ｐ～５９Ｐ） 

No.107 予防接種助成 保健福祉課 

事業の概要 

 幼児の感染症の感染防止、女性の健康保持のためのワクチン接種料金を

助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

【助成対象ワクチン】 

・水痘ワクチン     １人につき  8,000 円 

・おたふくかぜワクチン １人につき  6,000 円 

・子宮頸がんワクチン  １人につき 50,000 円 

目標・方向性 平成 23 年度から実施していきます。 

 


