
 

 

 

 

 

 

 

第 3 児 童 福 祉 

                                         



 

 
第３ 児 童 福 祉 

 
乳幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を図るため、平成27年度から子

ども・子育て支援新制度が施行されました。 

八戸市では、保育所及び認定こども園において児童の保育を行っています。 

 

※ 保育所    … 児童福祉法に基づき児童の保育を行う施設。 

※ 認定こども園 … 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

その他関係法令に基づき、児童の教育・保育及び子育て支援を行う施設。 

 

１ 年度別保育施設数及び定員 
（分園を含む：各年度末現在） 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28年度 29年度 

保 育 

施設数 
73 75 77 76 77 78 80 

保育定員 4,978 5,057 5,168 5,128 5,877 5,897 5,938 

 
２ 地区別保育施設数及び保育認定児童入所状況 

（29年度末現在） 

 

 

保育施設数 人　　口 就学前児童数 入所児童数 入 所 率
(A) (B) (B)/(A)

箇所 人 人 人 ％

三 八 城 4 12,154 674 327 48.5%

柏 崎 3 10,309 568 233 41.0%

吹 上 5 16,968 1,011 440 43.5%

長 者 6 11,511 521 274 52.6%

小 中 野 5 14,421 672 339 50.4%

湊 5 16,985 811 422 52.0%

白 銀 11 26,639 1,138 613 53.9%

鮫 3 7,240 254 135 53.1%

根 城 11 27,664 1,818 896 49.3%

是 川 3 4,765 167 94 56.3%

上 長 4 10,525 684 272 39.8%

市 川 5 11,981 648 310 47.8%

館 2 3,669 108 69 63.9%

豊 崎 0 1,702 58 25 43.1%

大 館 5 19,613 1,076 504 46.8%

下 長 6 26,603 1,629 693 42.5%

南 浜 1 2,782 90 47 52.2%

南 郷 1 5,207 172 116 67.4%

計 80 230,738 12,099 5,809 48.0%

地　　　区



 

３ 平成30年度 保育料基準表 
 

                 

階層区分 

        

第   1 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の 

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援 

給付受給世帯。 

第   2 市 民 税 非 課 税 世 帯 

第   3 
  

市 民 税 均 等 割 の み 

第   4 

  市民税の所得割の課税世帯であって 

その市民税の所得割の額が次の区分 

に該当する世帯 

市 民 税 所 得 割  

48,600円未満 

第   5 48,600円以上57,700円未満 

第   6 57,700円以上65,000円未満 

第   7 65,000円以上77,101円未満 

第   8 77,101円以上97,000円未満 

第     9 97,000円以上111,000円未満 

第  10 111,000円以上125,000円未満 

第  11 125,000円以上149,000円未満 

第  12 149,000円以上169,000円未満 

第  13 169,000円以上195,000円未満 

第  14 195,000円以上219,000円未満 

第  15 219,000円以上258,000円未満 

第  16 258,000円以上301,000円未満 

第  17 301,000円以上397,000円未満 

第  18 397,000円以上 

 



 

４ 児童館 
 

児童館は、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、小地域を対象として児童に健全な学びを与

え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的としています。  

現在、小型児童館（6館）と児童センター（9館）を設置しております。 

また、小型児童館では幼児保育（おおむね3歳以上で小学校就学前）を行っています。施設の

使用料は無料ですが利用料（おやつ代等）として月6,000円の自己負担があります。 
 

●小型児童館：午前8時30分から午後6時00分まで（日曜日、祝日及び年末年始を除く） 

●児童センター：午前9時00分から午後6時00分まで（日曜日、祝日及び年末年始を除く） 

※ 児童センターの開館時間については、指定管理者との協定に基づき、小学

校の長期休業期間は午前7時30分から午後6時00分まで、長期休業期間以外

の土曜日は午前8時30分から午後6時00分までとしています。 
 

そのほか、児童館ごとに母親クラブがあり、児童館を拠点として親子及び世代間の交流、文

化活動などを行っています。 
 

▽児 童 厚 生 施 設 概 要 一 覧 表                （H30.4.1現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※八戸市三条児童館は建て替えのために解体されており、平成 28 年 5 月 1 日から児童厚生施設としての運営を 

一時的に休止しているが、代替施設を利用して児童館と同等の運営を行っている。 

開設日 建築日 建物構造 敷地面積 主な設備 所在地

1 八戸市中央児童会館 昭44.7.1 平21.3.27
（築9年）

木造平屋建
394.74㎡

1,216.70㎡ 遊戯室、
集会室、児童ｸﾗﾌﾞ室、
図書ﾎｰﾙ、調理室、
創作活動室、静養室

〒031-0075
内丸一丁目1-1
電話22-2667

2 八戸市豊崎児童館 昭41.5.4 昭55.1.4
（築38年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
344.54㎡

1,117.66㎡ 集会室、図書室、
遊戯室、静養室、
機械室、事務室兼調理室

〒039-1109
豊崎町字下永福寺4-4
電話23-2101

3 八戸市三条児童館 昭42.4.1 － － － － 〒039-1101
尻内町字下根市25-2
電話27-3545

4 八戸市是川児童館 昭43.4.1 昭43.3.25
（築50年）

木造平屋建
194.40㎡

2,550.08㎡ 集会室、図書室、
静養室、遊戯室、
台所、事務室、物置

〒031-0023
是川字中居河原2-12
電話96-1614

5 八戸市南浜児童館 昭44.4.1 昭44.3.28
（築49年）

木造平屋建
246.24㎡

1,111.04㎡ 会議室2、図書室、
静養室、遊戯室、
調理室、事務室

〒031-0841
鮫町字赤コウ55-208
電話38-2109

6 八戸市高岩児童館 昭45.4.1 昭45.2.24
（築48年）

木造平屋建
191.97㎡

1,070.49㎡ 集会室、図書室、
静養室、調理室、
遊戯室、事務室

〒039-1108
上野字山在家3-7
電話27-3274

7 八戸市松館児童館 昭46.4.1 昭58.2.18
（築35年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造3階建
352.08㎡
(1階部分)

　－ 集会室、図書室、
静養室、遊戯室、
事務室

〒031-0815
松館字門前6-2
電話25-5313

8 八戸市湊児童館 昭55.4.1 昭55.3.10
（築38年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
336.20㎡

741.98㎡ 第1･2集会室、図書室、
湯沸室、遊戯室、
事務室、器具庫

〒031-0812
湊町字中道27-3
電話34-5095

9 八戸市小中野児童館 昭56.4.1 昭56.3.31
（築37年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造2階建
346.50㎡

408.71㎡ 集会室、図書室、
事務室、遊戯室、
器具庫

〒031-0802
小中野六丁目14-8
電話45-0022

10 八戸市吹上児童館 昭57.4.1 昭57.3.20
（築36年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
340.65㎡

1,768.41㎡ 集会室、図書室、
事務室、遊戯室、
器具庫

〒031-0001
類家二丁目7-43
電話44-1141

11 八戸市白銀児童館 昭58.4.1 昭58.3.18
（築35年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
339.80㎡

993.22㎡ 集会室、図書室、
事務室、遊戯室、
器具庫

〒031-0822
白銀町字小沼12-4
電話34-6039

12 八戸市大館児童館 昭59.4.1 昭59.3.21
（築34年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
344.27㎡

1,168.68㎡ 集会室、図書室、
事務室、遊戯室、
器具庫

〒031-0813
新井田字館平16－4
電話25-0858

13 八戸市鮫児童館 昭60.4.１ 昭60.3.15
（築33年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造2階建
359.84㎡

999.64㎡ 集会室、図書室、
事務室、遊戯室、
器具庫

〒031-0841
鮫町字住吉町38-4
電話34-3390

14 八戸市
八戸ﾆｭｰﾀｳﾝ児童館

平6.4.1 平6.3.22
（築24年）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造平屋建
348.43㎡

1,110.32㎡ 集会室、クラブ室、
図書室、遊戯室、
器具庫、事務室

〒039-1111
東白山台三丁目13-20
電話27-6370

15 八戸市江陽児童館 平9.4.1 平9.3.21
（築21年）

木造平屋建
329.99㎡

1,413.48㎡ 集会室、クラブ室、
図書室、遊戯室、
器具庫、事務室

〒031-0801
江陽一丁目21-2
電話44-7073

施設名



児童館名 開館日数
H30.3月末
幼児保育

幼児利用 学童利用 地域住民 計

日 人 人 人 人 人

豊 崎 293 16 4,570 4,736 434 9,740

三 条 293 0 36 4,664 154 4,854

是 川 95 0 0 0 0 0

南 浜 293 0 59 1,534 248 1,841

高 岩 295 0 19 2,372 550 2,941

松 館 293 0 125 1,509 299 1,933

1,562 16 4,809 14,815 1,685 21,309

中 央 293 - 91 23,001 924 24,016

湊 294 - 0 18,504 431 18,935

小 中 野 293 - 242 19,882 746 20,870

吹 上 293 - 35 29,103 160 29,298

白 銀 293 - 225 26,460 1,587 28,272

大 館 293 - 46 36,934 506 37,486

鮫 293 - 0 23,137 322 23,459

八 戸
ﾆ ｭ ｰ ﾀ ｳ ﾝ

292 - 650 29,348 960 30,958

江 陽 293 - 177 25,292 1,660 27,129

2,637 - 1,466 231,661 7,296 240,423

4,199 16 6,275 246,476 8,981 261,732合計

▽平成29年度　八戸市児童館利用状況

（H30.3.31現在）

小
型
児
童
館

小計

児
童
セ
ン
タ
ー

小計



５　放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）

児童クラブ 学区 設置場所・連絡先 利用施設
開設

年月日
登録
児童

1 城下柿の木クラブ 城下小
城下四丁目16-40 城下保育園内
TEL:090-6788-2422

保育園内 平23.4.1 45人

2 長者にこにこクラブ
長者一丁目9-27
TEL:24-5888

民家 平18.4.1 41人

3 はくさん仲良しクラブ
沢里字藤子3番地6の1
TEL:44-4074

民家 平21.4.1 32人

4 長者仲良しクラブ 図南小
沢里字沢里山16-2 オラクルレジデンス18号
TEL:43-1625,43-1575

アパート 昭62.4.10 27人

5 中居林なかよしクラブ 中居林小
中居林字綿ノ端17-37
TEL:96-3657

民家 平23.4.1 45人

6 柏っこなかよしクラブ
青葉二丁目7-1 柏崎小学校内
TEL:47-2212

小学校内 平15.4.1 48人

7 第２柏っこなかよしクラブ
青葉二丁目7-1 柏崎小学校内
TEL:47-2212

小学校内 平23.4.1 44人

8 青潮なかよしクラブ
湊町字鮫ノ口23-4 青潮小学校内
TEL:35-1553

小学校内 昭42.6.26 62人

9 湊高台児童クラブ
湊高台六丁目6-11
TEL:33-9347

民家 平10.4.1 44人

10 岬台仲良しクラブ 白鴎小
岬台二丁目9-2 岬台保育園内
TEL:33-1080

保育園内 平23.4.1 16人

11 白銀南小学校仲よしクラブ 白銀南小
大久保字小松平3-1
TEL:090-6855-4810

民家 平1.4.1 57人

12 町畑仲良しクラブ 町畑小
桜ケ丘二丁目20-10
TEL:33-0335

民家 昭61.4.1 45人

13 美保野・金吹沢仲良しクラブ 美保野小
美保野2 美保野小学校内
TEL:25-5661

小学校内 平23.4.1 10人

14 根城仲よしクラブ
根城四丁目22-27 根城小学校内
TEL:47-5369

小学校内 平22.4.1 62人

15 根城っ子仲よしクラブ
根城四丁目22-27 根城小学校内
TEL:47-5369

小学校内 平22.4.1 59人

16
白山台みどりのかぜ児童クラブ
「ホップ」

西白山台四丁目1-16 みどりのかぜ北ウィング内

TEL:090-7329-8787
保育園内 平24.4.1 45人

17
白山台みどりのかぜ児童クラブ
「ステップ」

西白山台四丁目3-5 みどりのかぜエデュカーレ内

TEL:090-7329-8787
保育園内 平29.4.1 35人

18
西白山台みどりのもり児童クラブ
「ジャンプ」

西白山台四丁目15-1 西白山台小学校内
TEL:070-2035-5050

小学校内 平29.4.1 29人

19
西白山台みどりのもり児童クラブ
「スキップ」

西白山台四丁目15-1 西白山台小学校内
TEL:070-2035-5050

小学校内 平29.4.1 26人

20 江南仲良しクラブ 江南小
根城九丁目22-50 江南小学校内
TEL:080-2840-2131

小学校内 平18.4.1 42人

21 田面木仲良しクラブ
田面木字山道下タ13番地2 田面木小学校内
TEL:27-3880,090-2023-8064

小学校内 平18.4.1 36人

22 第二田面木仲良しクラブ
田面木字山道下タ13番地2 田面木小学校内
TEL:080-9013-7723

小学校内 平26.4.1 30人

根城小

白山台小
西白山台小

西白山台小

田面木小

青潮小

　放課後児童クラブ（八戸市では通称「仲良しクラブ」と呼称）とは、保護者が労働等により昼間家
庭にいない小学生児童を対象に、遊びを中心にした生活の場を与え、児童の健全育成を図るためのも
のです。
　現在、児童館が未設置の地区を中心に民家、保育園、地域集会所、学校の余裕教室等を利用して、
49か所で開設しています。うち47か所は八戸市子ども会育成連合会に委託をして運営しています。

▽平成30年度　放課後児童クラブ開設状況　　　　　　　　　　　　

(H30.5.1現在)

長者小

柏崎小



23 下長仲良しクラブ
長苗代二丁目11-11 下村住宅３号室
TEL:28-0454

民家 平22.4.1 32人

24 下長スマイルキッズ
長苗代二丁目22-5 コーポラス嶋２号棟
TEL:080-3190-3913

民家 平29.4.1 24人

25 下長第２スマイルキッズ
長苗代二丁目11-11 下村住宅７号室
TEL:080-3190-3913

民家 平30.4.1 27人

26 城北仲よしクラブ
石堂一丁目23-11
TEL:20-6260

民家 昭59.4.1 44人

27 城北第二仲よしクラブ
石堂一丁目27-30
TEL:20-6260

民家 平22.4.1 45人

28 城北ひまわり仲良しクラブ
石堂一丁目31-16
TEL:090-1376-9749

民家 平21.4.1 36人

29 城北第２ひまわり仲良しクラブ
石堂一丁目19-5 パークタウンＭ号
TEL:090-1376-9749

民家 平22.4.1 33人

30 城北第３ひまわり仲良しクラブ
石堂一丁目19-5 パークタウン石堂J号
TEL:090-1376-9749

民家 平24.4.1 32人

31 高館仲よしクラブ 高館小
河原木字小田56-16 高館小学校敷地内
TEL:20-4017

小学校
敷地内

昭61.4.13 35人

32 根岸仲良しクラブ
八太郎四丁目2－19 根岸保育園内
TEL:20-2856

保育園内 昭56.4.1 47人

33 高州なかよしクラブ
高州二丁目6-17 早狩住宅７号室
TEL:080-6030-1316

民家 平29.5.1 28人

34 日計ヶ丘夢の森クラブ 日計ヶ丘小
河原木字八太郎山10-382
TEL:28-9696

旧幼稚園
施設内

平23.4.1 36人

35 是川なかよしクラブ
是川一丁目12-3
TEL:96-3211

民家 平14.4.1 31人

36 是川団地仲良しクラブ
是川二丁目15-1 是川保育園内
TEL:96-4091

保育園内 平16.4.1 24人

37 三条仲良しクラブ 三条小
尻内町字法霊7-13 上長地区市民センター内
TEL:27-5557,090-7525-6485

公的施設内 平21.4.1 44人

38 西園仲よしクラブ
尻内町字表河原22-4 尻内生活館内
TEL:23-3620

生活館内 平21.4.1 40人

39 ほぞのなかよしクラブ
尻内町字尻内河原40-10
TEL:27-5758

認可外
保育施設内

平23.4.1 38人

40 館なかよしクラブ 明治小
八幡字盆田1-1
TEL:090-2992-9419

民家 平21.4.7 51人

41 桔梗野仲良しクラブ
市川町字尻引前山31-481 田中住宅2号
TEL:28-2840

民家 平14.4.1 41人

42 桔梗野フレンズクラブ
市川町字尻引前山31-1 桔梗野保育園敷地内
TEL:28-3510,080-5000-6600

保育園
敷地内

平16.4.1 45人

43 浜市川仲良しクラブ 多賀小
市川町字古舘31-1 浜市川保育園内
TEL:52-2424

保育園内 平22.4.1 45人

44 多賀台なかよしクラブ 多賀台小
多賀台三丁目9 多賀台小学校内
TEL:080-1822-7763,52-8396

小学校内 平23.4.1 50人

45 新井田西なかよしクラブ 新井田小
新井田西三丁目16-25 新井田西生活館内
TEL:30-1531

生活館内 平24.4.1 68人

46 旭ヶ丘仲良しクラブ
新井田字小久保尻1-326 はちのへ幼児学園内
TEL:25-0056

認可外
保育施設内

平12.4.1 33人

47 旭ヶ丘団地仲良しクラブ
新井田字外久保38-4
TEL:090-6457-2790

民家 平15.4.1 50人

48 南郷学童保育クラブ 南郷小
南郷大字市野沢字石窪32-10 南郷小学校内
TEL:090-7322-9367

小学校内 平14.4.1 55人

49 島守学童保育クラブ 島守小
南郷大字島守字小山田8 島守コミュニティセンター内

TEL:090-4557-7862
公的施設内 平15.4.1 18人

1,932人計

下長小

城北小

根岸小

是川小

西園小

桔梗野小

旭ヶ丘小



６　八戸市ファミリーサポートセンター事業

（H30.3末現在）

（平成29年度）

274人 416人 10人 700人

▽登録会員数

(1)提供会員 (2)依頼会員 (3)両方会員 計

平成28年度 平成29年度

909件 1,321件 863件

　ファミリーサポートセンターは、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助

を受けたい者を組織化し、会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことにより、市

民が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もっ

て市民の福祉増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

ステップアップ研修 4日 136人

会員交流会 3日 58人

▽研修会開催状況

開催日数 参加人数

提供会員養成講習会 8日 72人

▽相互援助活動数

平成27年度



 

７ 児童手当 

 

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の 

健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。ただし所得制限があり、一定額 

以上の所得を有する場合には、一律 5,000円に減額されます。 
 

●月 額 

   H24.4月から    ０歳から３歳未満      （一律） １５，０００円 

           ３歳以上小学校修了前（第１・２子） １０，０００円 

                     （第３子以降） １５，０００円 

           小学校修了後中学校修了前 （一律） １０，０００円 

           所得超過世帯       （一律）  ５，０００円 
 

▽支給状況等（29 年度） 

区分 受給者数 算定児童数 決算額 

被用者 

０歳から 

３歳未満 

  12,622人 

3,452人  622,770,000円 

３歳以上 

小学校修了前 
12,563人 1,537,255,000円 

小学校修了後

中学校修了前 
4,323人 521,560,000円 

非被用者 

０歳から 

３歳未満 

   2,492人 

619人 113,085,000円 

３歳以上 

小学校修了前 
2,378人 305,525,000円 

小学校修了後

中学校修了前 
914人 111,230,000円 

特例給付 

０歳から 

３歳未満 

    509人 

81人   5,370,000円 

３歳以上 

小学校修了前 
500人  28,675,000円 

小学校修了後

中学校修了前 
255人   14,950,000円 

施設 

０歳から 

３歳未満 

     8件 

1人    345,000円 

３歳以上 

小学校修了前 
38人  4,470,000円 

小学校修了後

中学校修了前 
23人  2,750,000円 

計   15,631人 25,147人 3,267,985,000円 

 



 

８ 八戸市乳幼児等医療費給付事業  

 

八戸市乳幼児等医療費給付事業は、平成5年10月から、青森県の乳幼児はつらつ育成事業に

よる補助を受けて、乳幼児等の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的に、市内に

在住する乳幼児等が、医療保険で医療を受けた場合の自己負担を助成しています。 

  平成31年1月から「子ども医療費給付事業」に名称を改め、小・中学生の通院も給付対象と

しています。ただし、保護者の所得制限があります。 
 

●制度の内容 

①対象年齢 0歳～高校生等 

②給付対象 通院・入院 

      小・中学生・高校生等のお子さんの場合、入院のみが給付対象。  

③給付方法 現物給付（県外の医療機関で受診した場合は償還払い） 

④所得制限 

 

▽給付状況 

年度 給付対象者 給付件数 乳幼児医療費給付額（Ａ） 高額療養費等返還金（Ｂ） 実質給付額（Ａ－Ｂ） 

 
人 件 円 円 円 

25年度  8,155 153,364 280,611,701 15,953,890 264,657,811 

26年度  7,876 159,131 286,280,435 10,925,347 275,355,088 

27年度  7,516 156,279 277,724,846 12,728,003 264,996,843 

28年度  7,268 149,001 262,617,535 16,377,238 246,240,297 

29年度  6,863 126,464 225,013,971 16,188,116 208,825,855 

 

 扶養親族数 所得制限限度額 備      考  

0 人 2,342 千円未満  ＜計算方法＞ 

  所得額 － 8万円 － 諸控除 

      （一律控除額） 

 

①老人扶養親族があるときは、1人につき 

10万円を限度額に加算する。 

 ②特定扶養親族等1人につき15万円を加算する。 

 

  ※限度額は、扶養人数が1人増えるごとに 

   38万円ずつ加算 
 

1 人 2,722 千円未満 

2 人 3,102 千円未満 

3 人 3,482 千円未満 

4 人 3,862 千円未満 

5 人 4,242 千円未満 



９　認可外保育施設

　　八戸市では届出をしている認可外保育施設のうち、対象となる施設に対し、入所児童の健診費

　用、保育材料費、施設に勤務する職員の健診費用の補助事業を行っています。

　

　　また、青森県保育料軽減事業の対象となる施設に入所している第３子以降の児童の保護者へ保

　育料を一部助成しています。

▽認可外保育施設一覧

施 設 名 所 在 地 電話番号 区 分

竹の子保育園 類家五丁目12-29 0178-43-5517 ベビーホテル

ＹＡ川夜間託児所 根城一丁目1-12 0178-43-5297 ベビーホテル

託児園  チビッ子の広場 妙向野場5-20 0178-25-2073

ほぞの保育園 尻内町尻内河原40-10 0178-27-5664

八戸教育研究所附属はちのへ幼児学園 新井田字小久保尻1-326 0178-25-0056

チャイルドホーム　こぐま園 東白山台二丁目25-2 0178-23-5360

高州保育園 高州二丁目6-16 0178-29-3921

ゆかいな保育ママ 湊高台一丁目4-22 0178-35-2306

はちのへこども学園 八太郎三丁目1-5 0178-20-8039

乳幼児ルームランド KODOMOEN IKU 白銀町字左新井田道2-13 0178-51-8206

ヤクルト城下保育所 城下三丁目3-8 0178-28-8960 事業所内

ヤクルト小中野保育所 小中野二丁目9-2 0178-28-8960 事業所内

ニチイキッズ八戸ゆりの木保育園 長者三丁目3-36 0178-73-7180 事業所内

わんぱく保育園（八戸城北病院） 石堂一丁目20-5 0178-20-3241 事業所内

八戸市民病院院内保育所いちょうの樹 田向三丁目1-1 0178-45-6670 事業所内

（H30.6.1現在、市へ届け出ている施設）



▽平成29年度　放課後子ども教室実施状況

教室名 実施回数（回）

東地区放課後子ども教室 36

館地区放課後子ども教室 105

根城地区放課後子ども教室 25

小中野地区放課後子ども教室 92

計 258

館なかよしクラブ

5,494

小中野児童館

657

1,762

根城小学校

１０　放課後子ども教室

　　本事業は、放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の

　参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組みを

東公民館

1,487

  　本事業の子どもの範囲は地域の子ども全般を対象としているものであり、幼児、児童生徒の一部

主な開設場所

1,588

　実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進

　するものである。

　のみを対象とするものではないが、主な対象は小学生となっている。

参加者数（人）



１１ 幼稚園就園奨励補助事業 

保護者の経済的負担を軽減し幼児教育の振興を促進するため、家庭の所得状況に応じて保

育料等を減免する私立幼稚園の設置者に対して、補助金を交付しています。 
 

●補助金交付対象  市内に住民登録されている幼児が就園する私立幼稚園 

          被災地から避難している幼児が就園する私立幼稚園 
 

▽平成 29 年度 事業実施状況 

【条件１】小学校１～３年生の兄姉がいない世帯で、就園児のうち最年長者から数えた場合 

【条件２】小学校１～３年生の兄姉がいる世帯で、小１～３の兄姉のうち最年長者を第１子

として数えた場合 

区分 
補助限度額 

対象者 補助額 備考 第１子 第２子 第３子 

生活保護世帯 
年額    円 

308,000 
円 

308,000 
 円 

308,000 
人 

0 
千円 

0 

国庫補助金 

1/3以内の 

補助 

市民税非課税世帯 

市民税所得割非課

税世帯 
272,000 308,000 308,000 36 8,264 

市民税所得割課税

額が 77,100 円以

下の世帯 
139,200 223,000 308,000 87 14,874 

市民税所得割課税

額が 211,200 円以

下の世帯 
62,200 185,000 308,000 398 41,712 

上記区分以外の

世帯 
- 154,000 308,000 96 14,480 

計    617 79,330 

 

１２ 第３子保育料軽減事業 

出生率の向上、親が安心してこどもを生み育てることができる環境づくり及び幼稚園への

就園を促進するため、家庭の所得状況に応じて第３子以降の園児の保護者に対し保育料を減

免する私立幼稚園の設置者に対して、補助金を交付しています。 
 

●補助金交付対象  市内に住民登録されている第３子以降の幼児が就園する私立幼稚園 
 

▽平成 29 年度 事業実施状況 

区 分 対象者（人） 補助額（千円） 備考 

生活保護世帯 0 0 

市単独事業 

市民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 1 3 

市民税所得割課税額が 77,100 円以下の世帯 0 0 

市民税所得割課税額が 211,200円以下の世帯 43 2,941 

上記以外の世帯 11 916 

計 55 3,860 

 



　任期：平成28年7月29日～平成31年7月28日（3年）

　会　長：坂　本　美　洋 

　副会長：関　川　幸　子

団体名等 氏名

八戸市健康福祉審議会 坂　本　美　洋

八戸学院大学（健康医療学部 人間健康学科） 関　川　幸　子

八戸市小学校長会 中　野　　　聡

八戸市私立幼稚園協会 木　村　喜久子

八戸市保育連合会 今　川　　　一

全国認定こども園協会 田　頭　初　美

八戸私立保育園協議会 田　中　正　子

八戸市社会福祉協議会 中　里　雅　惠

八戸市民生委員児童委員協議会 福　士　政　子

八戸市手をつなぐ育成会 川　村　暁　子

特定非営利活動法人はちのへ未来ネット 平　間　恵　美

小学校入学児童の保護者 田名部　智　之

幼稚園入園児童の保護者 風　穴　雄　亮

保育所入所児童の保護者 荒　谷　美由紀

公募 根　城　隆　幸

公募 出　町　昌　子

三八地域県民局　地域健康福祉部
こども相談総室（八戸児童相談所）

舘　野　義　春

一般財団法人 八戸薬剤師会 小　池　智　彦

１３　八戸市子ども・子育て会議委員（委員18名　H30.7末現在）


