
資料３

平成２５年１１月１１日

紀の川市子ども・子育て会議

紀の川市
子育て支援事業の概要
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紀の川市の人口は、平成17年国勢調査で
は67,862人で、平成12年と17年の間の増
加率は▲３％で旧貴志川町は、ほぼ横ば
い、旧打田町、旧粉河町、旧那賀町、旧
桃山町は減少基調となっています。
　平成17年国勢調査による世帯数は22,44
8世帯で、１世帯あたり3.02人となっていま
す。
　就業人口の構成では、新市の第一次産
業従事者は20.9％で、和歌山県平均の1
0.4％の２倍以上と農業が盛んであり、特
に旧粉河町と旧桃山町では第一次産業
従事者割合が高くなっています。旧貴志
川町はこれとは対照的に、第一次産業従
事者が県平均を下回り、第二次産業の割
合が高くなっています。（平成17年国勢調
査）

市勢
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 人　口　　　６６，６６２人

　　　　　　　　（男　31,657人／女　35,005人）

 世帯数　　 ２６，０１２世帯

 年間出生者数　　４２７人（Ｈ２４年度)    　過去３ヵ年平均４５８人
　（住民基本台帳月報から）

 児童人口（平成２５年３月３１日現在)
　　　１８歳未満・・・１０，３０８人

　　　就学前(０才～５歳以下）・・・２，８９９人

基本データ
平成２５年９月３０日現在
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保育所（園）名 所　　　在
定数
（人）

入所児童数
（人）

① なるき保育所 紀の川市南中367番地 １８０ １５２

② こばと保育所 紀の川市上野85番地 ２００ ２００

③ 八王子保育所 紀の川市下井阪416番地 ６０ ３３

④ （私）れもん保育園 紀の川市古和田240番地 ９０ １０９

⑤ 川原保育所 紀の川市野上113番地 ９０ ２９

⑥ 長田保育所 紀の川市長田中550番地 １２０ ５１

⑦ 竜門保育所 紀の川市杉原16番地 １２０ ４１

⑧ 鞆渕へき地保育所 紀の川市中鞆渕800番地 ３０ ４

⑨ （私）粉河保育園 紀の川市粉河2269番地 １２０ １３０

保育所の概要（その１）

平成２５年１０月１日現在
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保育所（園）名 所　　　在
定数
（人）

入所児童数
（人）

⑩ （私）名手保育園 紀の川市名手市場736番地 ２４０ ２０２

⑪ （私）安楽川保育園 紀の川市桃山町元386番地1 ２０４ ２００

⑫ 中貴志保育所 紀の川市貴志川町神戸338番地 １６５ ９２

⑬ 東貴志保育所 紀の川市貴志川町井ノ口183番地 １５０ ９７

⑭ 西貴志保育所 紀の川市貴志川町長原722番地 １５０ ８９

⑮ 丸栖保育所 紀の川市貴志川町丸栖275番地 １５０ ８８

⑯ （私）ながやま保育園 紀の川市貴志川町長山277番地781 １９０ ２１３

計 １６園（公立１１園、私立５園） ２，２５９ １，７３０

保育所の概要（その２）

平成２５年１０月１日現在
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幼稚園名 所　　在
定数
（人）

在園者
数（人）

⑰ （私）智徳幼稚園 紀の川市中三谷１７−２０ ９５ ５５

⑱ （私）愛の光幼稚園 紀の川市粉河４６２２ １２０ ４０

⑲ （私）あおば幼稚園 紀の川市貴志川町岸小野２０７ ２１０ ７７

計 ３園（私立） ４２５ １７２

幼稚園の概要

平成２５年５月１日現在
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学　校　名 所　　　　　在 クラス数 児童生徒数（人）

① 池田小学校 紀の川市南中３２７ １２ ３６６
② 田中小学校 紀の川市打田１４９１ １５ ４８９
③ 長田小学校 紀の川市長田中５３８ ６ １２６
④ 粉河小学校 紀の川市粉河１５５８-１ １２ ２７８
⑤ 竜門小学校 紀の川市杉原３０７ ６ ８４

⑥ 川原小学校 紀の川市野上１２６ ６ ７９

⑦ 鞆渕小学校 紀の川市中鞆渕９６８-１ ３ １５
⑧ 名手小学校 紀の川市名手西野３２８ ８ ２１０
⑨ 上名手小学校 紀の川市江川中９８８ ６ ５７
⑩ 麻生津小学校 紀の川市麻生津中１６ ６ ８７
⑪ 安楽川小学校 紀の川市桃山町市場２ １１ ２５６

⑫ 調月小学校 紀の川市桃山町調月１１０１ ６ ９５

⑬ 丸栖小学校 紀の川市貴志川町丸栖２０６ ６ １６２
⑭ 西貴志小学校 紀の川市貴志川町長原１６７ １３ ４２２
⑮ 中貴志小学校 紀の川市貴志川町上野山５５ １２ ３６７
⑯ 東貴志小学校 紀の川市貴志川町井ノ口１４８ ６ １７９

小学校の概要

平成２５年１０月１日現在
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学童クラブ名 対象校区 定数

太陽の子 田中小学校 60

てのひら 池田小学校 45

粉河アットホームクラブ 粉河小学校・竜門小学校・長田小学校 60

チャレンジ児童クラブ
名手小学校・麻生津小学校・上名手小学
校・川原小学校

50

ももやま放課後児童クラブ 調月小学校 25

あらかわ放課後児童クラブ 安楽川小学校 30

こどもくらぶ 中貴志小学校 50

ほたるっこ 東貴志小学校 30

西貴志こどもくらぶ 西貴志小学校 40

丸栖っ子クラブ 丸栖小学校 25

合　　　計 415

放課後児童健全育成事業の概要
（学童保育）

平成２５年１０月１日現在
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 いわで・きのかわファミリー・サポート・センター

　　　開     設・・・・・平成２４年４月１日（岩出市との共同設置）

　　　事務所・・・・・紀の川市桃山町調月３４７（旧　調月保育所跡）

　　　運営委託・・・NPO法人　Com子育て環境デザインルーム

　　　会員数・・・・・利用会員　　　２８０人（内紀の川市民　１０６人）　　

　　　　　　　　　　    スタッフ会員　　９２人（　　　〃　　　　　　２９人）

　　　　　　　　　　　 両方会員　　　　  ７人（　　　〃　　　　　　　１人）

　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　３７９人（　　　〃　　　　　１３９人）

子育て支援事業の概要
（ファミリー・サポート・センター）

平成２５年１０月１日現在
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子育て支援事業の概要
（地域子育て支援拠点事業）

センター名 桃山子育て支援センター 那賀子育て支援センター

所在地
紀の川市桃山町元386-1
安楽川保育園内

紀の川市名手市場736
名手保育園内

開設年月日 H17.4.1 H19.4.1

事業実施者 紀の川市 紀の川市

事業委託先 社福）こうま会 社福）陸美会

開所時間
午前9時から12時　
午後1時から5時

午前9時から12時
午後1時から5時

休所日 土・日・祝日 土・日・祝日

常駐スタッフ ２名 ２名

平成２５年１０月１日現在
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子育て支援事業の概要
（その他の児童福祉施設）

施設名 丹生学園 仙渓学園 ひまわり園 粉河むつみホーム

施設区分 児童養護施設 児童自立支援施設 知的障害児通園施設母子生活支援施設

所在地 紀の川市下丹生谷 紀の川市東三谷 紀の川市桃山町調月 紀の川市粉河

開設年月
日

Ｓ２９．９．１ Ｍ４２．３．１０ Ｓ６．４．１ Ｓ３０．８．１

設置主体 社福）丹生学園 和歌山県 社福）桃郷
那賀児童福祉施設
組合

定　　員 ３６名 ５０名 ３０名 ２０世帯６０名

平成２５年１０月１日現在
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実施事業名（指標等）
平成２４年度実施箇所
数・実施の有無（Ａ）

（A)のうち交付金又は
国庫補助金を受けて
実施している箇所数

平成２６年度
目標値（B)

市町村行動計
画への掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

備　　考

つどいの広場設置箇所数 ０か所 ０か所 ０か所 　 　

地域子育て支援センター設置箇所数 ２か所 ２か所 ３か所 ５４・６０・６８ 　

一時保育促進事業実施箇所数 ７か所 ０か所 ９か所 ５３・６８ 　

病児・病後児保育事業実施箇所数 ０か所 ０か所 １か所 ５２・６７　 　

子育て短期支援事業（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）実施
の有無

有　 －　 － ５２・６８ 　

子育て短期支援事業（ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ）実
施の有無

無 － － ５２・６７　 　

ファミリー・サポート・センター設置箇
所数

１か所 １か所 １か所 ５７・６８ 　

保育所の受入れ人数 2,269人 　 2,319人 ５２・６７　 　

　　うち、低年齢児の受入れ人数 443人 －　 －人 ５２ 　

延長保育の実施箇所数 １６か所 ３か所 １７か所 ５２・６７　 1箇所統合減

休日保育の実施箇所数 ０か所 ０か所 －か所 ６７　 　

特定保育の実施箇所数 ０か所 ０か所 －か所 48 　

放課後児童クラブの設置箇所数 １０か所 　 １１か所 ５３・６７　

※１４事業のうち、乳幼児健康支援一時預かり事業（病後時保育・派遣型）、夜間保育事業を除く。

紀の川市次世代育成支援行動計画【後期計画】　
目標事業量達成状況

平成２５年３月３１日現在
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