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第２部              

施策の展開 

 

 

 

 

 
 

 

各事業の方針に使用されている用語の意味 

・新規・・・計画策定期間内に実施する。 

・推進・・・事業を推し進めて継続実施する。 

・充実・・・事業内容を深め実施する。 
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第１章 子どもの健やかな成長を支える 

１ 家庭の子育て機能の強化 

子育ての基本が家庭であることを認識しつつ、家庭における教育力の向上を支援

するとともに、家族が協力し合い、支え合いながら子育てしていくことへの意識啓

発に努めます。 

また、子育てにおける不安や悩みの解消やリフレッシュの機会となるよう、地域

に交流の場を設け、子育てに関する情報提供や、親同士の交流を図る機会の拡充を

図ります。 

 

（１）子育てやしつけ等に関する知識、技術を習得する機会の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

家庭教育学級開設 

事業 

家庭や両親のあり方、子どもの心身の成長と子育て、子どもの

成長と家庭環境等家庭教育に関する学習の機会を提供し、子育

てについての理解を深め、望ましい家庭教育ができるよう、幼

稚園、小・中学校の保護者を対象として、各幼稚園・各学校単

位に地域のニーズに合った内容で学級を開設する。 

充実 

父親の育児参加促進

事業 

母子手帳交付時、父子健康手帳やパンフレット等、育児の基礎

知識や妻との関わり方などの内容とするものを配布し、父親の

育児参加の必要性を啓発する。 

新規 

ブックスタート事業 

乳幼児期からの家庭における読書活動の推進方策の一環とし

て、乳幼児期に絵本との出会いの機会を創出し、さらには絵本

の選び方や読み聞かせの方法について、３～４か月児健診時に

保護者へ啓発を行う。 

充実 

こども展の開催 

子育て中の市民を対象に、幼児期のよりよい教育環境をともに

考えるため、親子で楽しめる講演会や交流会、子育て支援に関

する制度等の紹介、人権に関する啓発活動を行う。 

充実 

 

（２）子育て親子同士の交流・情報交換機会の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

子育てサークル支援

事業 

子育て奮闘中の保護者たちが地域子育て支援センターなどに

集まって、親子で自由に遊んだり、情報交換をしたり、子育て

についての悩みなどを相談しあったりして、「子育てを楽しも

う！」と活動しているグループを紹介し、また、「いしのまき

子育てハンドブック」で情報提供する。 

推進 
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（３）家族が協力し合い、支え合いながら子育てしていくことへの意識啓発 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

男女共同参画推進事

業 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ

る「男女共同参画社会」の実現を図る。 

推進 

 

 

２ 地域の子育て機能の強化 

子どもたちが地域の中で健やかに成長していくことができるよう、さまざまな地

域活動や世代間交流機会の拡充を図ります。 

また、子育て支援に関わる各種団体の活動の支援や団体同士の連携を促進するこ

とで、地域全体で子育て家庭を見守り、支え合う支援体制の強化を図ります。 

 

（１）地域におけるさまざまな体験・交流機会の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

幼稚園・学校等の地

域交流事業 

幼稚園児等が地域の様々な人々とのふれあいや交流を体験す

る。 
充実 

世代間交流事業の開

催（異年齢・異世代） 

子どもたちは異世代や異年齢者と接する機会が少なく、相互理

解が十分でないことから、異世代間の溝を埋める取組として、

中学校・高等学校と保育所や幼稚園、こども園との交流を推進

する。 

充実 

幼稚園・こども園・

保育所と小・中学校

との異校種間交流 

小学校においては、運動会等の行事を通じての交流、中学校に

おいては、総合的な学習の時間や技術・家庭の授業等で、幼稚

園・こども園・保育所での実習を行う。 

充実 

まちなか実験室事業 

子どもの創造性を高めるための「遊びや体験の場」として、科

学実験、自然観察、模擬発明、図画工作等の教室活動を展開す

る。 

充実 

青少年海外研修事業 

将来を担う高校生を海外に派遣し、海外の人々との対話をとお

し異国の文化に触れ、また、自国の文化を披露することでお互

いの文化の違いを認め、国際性豊かな人材を育成する。 

充実 
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（２）地域の人材を活用した学習機会の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

ふるさと子どもカレ

ッジ事業 

地域の教育力を活用し、子どもたちが郷土の自然、文化を体験

的に学ぶことで、豊かな心を育む。 
充実 

ふるさと大好き中学

生育成事業 

社会奉仕や伝統文化継承活動をとおして、ふるさとを愛し、そ

の発展に寄与する心情や態度を育む。 
充実 

高校生における就労

体験（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）事

業 

就職や仕事への理解や関心を高めることを目的として実施さ

れる「勤労体験」、「職業体験」を行う。  充実 

地域の人材の活用・

育成 

地域の伝統・文化や地域資源、地域の人たちが持つ専門知識・

能力や学校ボランティア等を活用した教育活動を推進する。 
推進 

コラボスクール推進

委託事業 

地域社会と学校教育が協働の仕組みを支える協議会を設置し、

地域の特色を生かした教育活動を実践し、子どもたちの「生き

る力」を醸成する。 

充実 

放課後子ども教室事

業 

放課後の子どもたちの居場所をつくるため、校庭や教室、地域

の公共施設などを開放し、地域住民の協力によって遊びや学

び、体験活動、交流活動等ができるようにする。 

推進 

 

（３）子ども・子育て支援団体等の組織化、活動の活性化 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

地域づくり基金助成

事業 

子育て支援団体のみならず、市民が行政と協働してまちづくり

を実施する事業や地域コミュニティの活性化を図る事業を行

う団体に助成金を交付し、活動を支援する。 

推進 

 

（４）地域全体で子どもを育てていくことへの意識啓発 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

地域福祉推進事業 
「地域福祉計画」に基づき、計画の進行管理を担う第三者機関

として「地域福祉委員会」を設置し、計画の推進を図る。 
推進 
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３ 幼児期の教育・保育の充実 

幼児期は人間形成の基礎を培う重要な時期であり、幼児期における教育・保育に

は、豊かな感性や自主性を育てる大切な役割があることから、多様な教育・保育ニ

ーズに対応した提供体制を確保するとともに、発達の連続性を踏まえたきめ細かで

質の高い教育・保育の充実に努めます。 

（１）教育・保育施設等における職員配置の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

要保育児童数に見

合った受入れ体制

の整備 

石巻市立保育所配置運営計画に基づき、保育士の配置基準や定

員、入所基準の見直しを図るとともに、民間活力の導入を推進

し、低年齢児を中心とした保育所の整備や認可外保育施設の認

可保育所への移行に対する支援を強化する。 

推進 

私立認可保育所委

託事業 

私立認可保育所へ委託費として支給を行うことにより、適正な

運営と子育て家庭への支援と保育サービスの向上を図る。 

 

充実 

民間保育所助成事

業 

認可外保育施設に運営費および低年齢児保育事業への助成を行

うことにより、適正な運営と低年齢児童の保育促進を図る。 
充実 

 

（２）幼稚園教諭・保育士等の資質向上 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

保育サービスの質の

向上 

保育士の専門性の向上を図り、子どもの健やかな育成と保護者

の安心の観点から必要となる保育サービスの促進のために研

修会を開催する。 

充実 

幼児教育の充実 

市立幼稚園・保育所が社会の期待に応え、その成果を上げるた

め、教育内容・方法を改善し、幼稚園「教育課程」および保育

所「保育課程」の一層の充実を図るとともに、幼児にとって教

育・保育環境の中核である教員・保育士の資質の向上に努める。 

充実 

幼稚園教諭と保育士

の合同研修会の開催 

教育・保育内容の充実と幼稚園教諭・保育教諭・保育士の資質

能力向上を図る。 
充実 

 

（３）幼稚園・保育所・小学校および関係機関との連携強化 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

幼稚園教諭、保育教

諭、保育士の人事交

流 

職員間の交流・親睦を図り理解を深める。 継続 

幼稚園・こども園・

保育所・小学校連携

推進事業 

保育内容・教育内容について相互理解を深め、子どもの発達の

段階を踏まえた適切な指導・支援を行うためにカリキュラムの

作成や交流学習、連絡協議会等を実施する。 

充実 
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４ 発達支援・療育体制の充実 

子どもたちの個性と能力を最大限伸ばすことができるよう、一人ひとりの特性や

発達段階に応じたきめ細かな教育的支援の充実を図ります。 

また、地域および関係者における障害に対する理解を深めつつ、障害の早期発見

に努めるとともに、専門機関等との連携のもと、一人ひとりの将来を見据えた一貫

した支援の充実に努めます。 

 

（１）障害に対する理解と専門的知識の習得支援 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

障害等に関する研

修実施および参加

促進 

幼稚園教諭・保育士や放課後児童クラブの指導員等を対象に、

障害に対する理解や知識の習得を図るための研修を実施すると

ともに、外部研修の受講を促進する。 

推進 

 

（２）障害等の早期発見・早期対応の促進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

妊婦健康診査費助成

事業 

妊婦健診の費用を助成することにより、積極的な受診、妊娠時

の異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに、妊婦の保

健管理の向上を図る。 

推進 

乳児一般健康診査事

業 

乳児の疾病の早期発見および早期治療を促進するとともに、乳

児の保健管理の向上を図る。 
充実 

就学前ことばの教室

の運営事業 
言語の障害を早期に発見し、適切な矯正支援を行う。 充実 

発達相談事業 
臨床心理士等専門スタッフによる発達（療育）相談・訓練を実

施することにより、障害の早期発見、早期療育を図る。 
充実 

母と子の遊びの広場

（たんぽぽ広場）事

業（１歳６か月健診

の事後フォロー事

業） 

１歳６か月児健診の中で、発達面の経過観察や親の関わり方な

どにおいて支援が必要と思われる親子を対象に、集団遊びの中

で、ことばや体、手を使い刺激をしていくことで発達を促しな

がら、問題を明らかにする形で発達支援を行う（１歳６か月健

診の事後フォロー事業）。 

充実 

 

（３）障害児保育、特別支援教育等の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

障害児保育事業 

障害のある子どももない子どもも、同じ地域社会の中でともに

育ち学んでいけるよう、障害児を受け入れる保育施設を拡充す

るとともに、相談および支援体制の充実を図る。 

充実 

かもめ学園管理事

業 

心身障害児に対して障害の克服に必要な機能訓練および生活指

導を行い、これらの子どもの療育に資するとともに、子どもの

健全な育成等を図る。 

推進 
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事業名 事業概要 方針 

放課後等ディサー

ビス 

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇に

おいて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供すること

により、自立促進と放課後の居場所づくりを推進する。 

推進 

日中一時支援事業 
施設等において、知的障害者や障害児の見守りなどの一時預か

りや社会適応のための日常的訓練を行う。 
充実 

特別支援教育支援

員の配置 

小・中学校において障害のある児童生徒に対し、食事、排せつ、

教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助や発達障害

の児童生徒に対し学習活動上のサポートを行う。 

充実 

 

（４）発達支援事業の推進と児童相談所をはじめとする関係機関との連携強化 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

児童発達支援事業 

障害児および発達障害等（１８歳未満）ならびにその保護者や

その家族に対し、日常生活における基本的動作の指導、自活に

必要な知識や技能の付与等の訓練、支援相談等を行い、児童発

達支援事業所への援助・助言を行う。 

推進 
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５ 思春期保健対策の推進 

家庭や学校保健と連携し、喫煙や薬物の有害性、インターネットに潜むリスク等

についての基礎知識の普及と意識啓発を図り、思春期の心と体の健康づくりを支援

します。 

（１）性教育の推進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

性教育の推進 
体育、保健体育、道徳・特別活動等の授業を通して指導すると

ともに、関係機関と連携しながら、一層の指導強化を図る。 
推進 

 

（２）たばこ・アルコール・薬物に関する教育の推進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

喫煙、飲酒防止、薬

物乱用防止等の指導

事業 

体育、保健体育の授業を通して指導するとともに、関係機関と

連携しながら、一層の指導強化を図る。 
推進 

 

（３）情報モラル・リテラシーの習得支援 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

石巻地区情報教育

研修会 

教育現場における情報教育に関わる喫緊の課題について外部講

師を招いて研修会を実施し、教職員の情報教育についての理解

を深める。 

推進 

情報教育サテライ

ト研修会 

各学校におけるＩＣＴ利活用や情報教育に関する校内研修を支

援することにより、情報教育に関わる基礎的な知識・技能の習

得と指導力向上を図る。また、児童・生徒へ情報モラルに関す

る授業を行い、児童・生徒が正しく情報社会に参画しようとす

る態度の礎を養う。 

推進 

 

（４）乳幼児とのふれあい体験機会の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

中高生と乳幼児の

交流事業 

技術・家庭、総合的な学習の時間、家庭科で、乳幼児との交流・

育児体験を行う。 
推進 
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第２章 子どもの人権の尊重と安全・安心を守る 

１ 子どもの権利の推進 

石巻市には、「子どもの権利に関する条例」が制定されております。子どもたちを

はじめ、保護者や教育・保育施設等が理解して守られるよう推進します。 

（１）子どもの権利の推進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

子どもの権利推進

事業 

子どもの権利の理解を広め、深めるため、講演会の実施や啓発

用のグッズの配布を行う。 

推進 

 

２ 児童虐待防止対策の強化 

保健・福祉・教育等の関係機関が相互に連携を図り、虐待の発生予防に努めると

ともに、早期発見および迅速かつ適切な対応につなげます。 

また、市民の児童虐待に関する知識の普及や意識醸成を図り、地域全体で見守る

体制の充実を図ります。 

（１）育児不安の解消および養育支援の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、ホ

ームヘルパー等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行い、当該家庭適切な養育の確保を図る。 

充実 

出張子育て支援事

業 

遊びをとおし、子育てを学び、養育に自信を持たせ、親同士の

ふれあいにより孤立感を取り除く支援をする。 
充実 

休日子育て相談事

業 

毎週土曜日に子育てに関する悩みや相談を受ける「相談員」を

配置し、関係機関との連携を図りながら、子育て支援の充実を

図る。 

充実 

 

（２）虐待の早期発見・早期対応に向けた取組の推進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

要保護児童対策事

業 

福祉、教育、保健、医療、警察、司法などの関係機関・団体の

連携・協力により、児童虐待等による要保護児童の早期発見や

適切な保護等に対応することを目的に「石巻市要保護児童対策

地域協議会」を設置し、必要な支援を行う。 

充実 
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（３）児童虐待防止法の周知および虐待に対する意識啓発 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

児童虐待に関する

啓発活動の推進 

児童虐待の防止や早期発見に向け、住民を対象にした講演会の
開催やリーフレットを作成するほか、毎年１１月の「児童虐待
防止推進月間」のポスターを医療機関や保育所、幼稚園、学校
等に掲示するなどの啓発活動を積極的に行い、児童虐待防止に
対しての市民意識の向上を図る。 

充実 

 

３ 心のケア・相談体制の充実 

学校に心のケアを行う専門的な人材を配置し、不登校やいじめ、震災による心の

問題、性に関する悩み等を抱える児童生徒への対応の充実を図ります。 

また、関係機関や各種団体と連携しながら、犯罪やいじめ､児童虐待等の被害を受

けた児童に対するカウンセリングや保護者に対する助言を行うとともに、より専門

的な支援機関につなげる等、きめ細かな支援を実施します。 

（１）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

スクールカウンセラ

ー配置事業 

生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識および経験を有
する専門家（臨床心理士または準ずる者）を小・中学校および
市立高等学校に配置することにより、児童生徒の問題行動等の
解決・未然防止・健全育成に資する。 

推進 

スクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）

活用事業 

教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的な知識や技
術を用いて、問題を抱える児童生徒の置かれた環境の問題(家
族、友人関係等)について改善を図るための支援を行う。 

推進 

（２）各種相談窓口の周知 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

家庭児童相談事業 

（母子相談） 

児童養育・虐待、ＤＶ等の家庭児童相談の複雑多様な相談を一
つの窓口で受理し、適切な支援につなげることにより、市民と
福祉の向上を図る。 

充実 

専門カウンセラー相

談事業 

要保護対象児童の保護者等に対し、専門家がカウンセリングを
実施し、保護者の心理ケアや養育指導等を継続的な関わりをも
って、改善に向けた指導・助言を行う。 

充実 

（３）いじめ防止・不登校対策の推進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

少年センター相談事

業 
児童生徒の学校生活登校拒否や非行問題などの相談に応じる。 充実 

「心の教育」推進事

業 

人権啓発活動の実施、人権教育の研修・実践例の提供、小・中・
高校における人権教育年間指導計画の作成 

推進 
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第３章 安心して子どもを生み育てられる環境をつくる 

１ 母子保健の充実 

妊娠時から出産、乳児期、幼児期にわたり一貫した支援に向け、保健・福祉・医

療・教育機関との連携強化を図りつつ、母子保健活動等を通じて発達段階に応じた

きめ細かな指導や情報提供を行うことで、母子の健康確保と育児に対する不安の軽

減、障害等の早期発見・早期療育に努めます。 

 

（１）出産・育児に対する不安の軽減に向けた相談・情報提供 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

いしのまき子育てハ

ンドブック配布事業 

妊産婦や乳幼児の保護者が、妊娠中から出産、育児についての

不安や悩みを軽減できるように、各種事業およびサービスを紹

介するリーフレットやいしのまき子育てハンドブック等によ

り情報提供をする。 

充実 

乳児家庭全戸訪問事

業 

出生から生後４か月までの乳児宅を保健師及び助産師が家庭

訪問し、乳児および産婦の健康面や養育環境の確認、育児に関

する不安や悩みの聴取、相談、子育て支援に関する情報提供を

する。 

推進 

 

（２）各種健診・訪問指導の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

妊婦健康診査費助成

事業 

妊婦健診の費用を助成することにより、積極的な受診、妊娠時

の異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに、妊婦の保

健管理の向上を図る。 

推進 

就学時健康診断実施

事業 

学校保健安全法に基づき小学校就学前に各種健診および検査

等を実施することにより、幼児に係る疾病等の早期発見および

健康保持・増進を図る。 

推進 

健康診断・検査等実

施事業 

定期的な健康診断や各種検査を行うことにより、児童生徒の健

康の保持増進を図り、病気等の早期発見に努める。 
推進 

 

（３）母子の健康づくりに関する知識・技術の習得支援 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

１歳児よちよち相

談事業 

１歳０か月～１歳１か月が対象で、「発達・発育相談」、「食事や

おやつのはなし」、「お口の中のチェック（染め出し・歯磨き） 」

などの検診を行う。 

充実 

２歳児歯科健診事

業 

２歳６か月～２歳７か月が対象で、「発達・発育相談」、「食事の

はなし」、「歯科医による診察」、「お口の中のチェック・フッ化

物塗布」などの健診を行う。 

充実 
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事業名 事業概要 方針 

離乳食教室事業 
５～８か月児の保護者を対象に、離乳の進め方等を市保健相談

センター等で月１回開催する。 
推進 

親子クッキング事

業 

「石巻市食育推進計画」に基づき、他関係機関と連携し、調理

実習などの体験をとおして、親子で食育について学ぶ機会を設

け、健康づくりを支援する。 

充実 

 

２ 小児医療体制の強化 

安心して医療を受けることができるよう、地域における病院・診療所の連携強化

を図りつつ、かかりつけ医の普及を促進するとともに、夜間や休日等の救急医療体

制の強化を図ります。 

 

（１）かかりつけ医の普及 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

かかりつけ医普及

事業 
かかりつけ医を持つことの大切さについての普及に努める。 充実 

 

（２）夜間・休日等における小児救急医療体制の強化 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

休日等急患診療対

策事業 

医療機関が休みである休日および土曜日の午後における救急患

者の診療体制を確立し、市民の急病に対する不安を解消するた

め、医療の確保を図る。 

充実 

宮城県こども夜間

安心コール事業 

子どもが急な病気になったときに、夜間の電話による医療相談

を行い、保護者の方々の不安解消と、病状に応じ適切に対応で

きるように初期救急医療の充実を図る。 

充実 
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３ 相談支援体制の強化 

子育て支援センターをはじめ、身近な場所で子育てにおけるさまざまな悩みや不

安を気軽に相談できる拠点の充実を図ります。 

また、子どもの発達・成長段階に応じて、一人ひとりの状況にあった適切な支援

につなげることができるよう、関係機関との一層の連携強化を推進します。 

 

（１）子育て支援センターの充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

子育て支援センタ

ー事業 

乳幼児やその親を対象に、子や親同士のふれあいや、遊びの場

を提供したり、子育てに関する心配事の相談に対応する。 
充実 

 

（２）子育て支援コーディネート機能の強化 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

利用者支援事業 

身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供および必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機

関との連絡調整等を実施する。 

新規 
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４ 経済的支援の充実 

子育てに係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができるよ

う、各種助成制度の周知を行うとともに、医療費助成等の拡充に努めます。 

 

（１）各種手当・制度の実施と周知徹底 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

私立幼稚園支援事業 

私立幼稚園に就園する３歳児、４歳児および５歳児の保護者の

中で、所得が低いものに対して、私立幼稚園が行う入園料、保

育料の減免措置に対して助成する。 

充実 

奨学生制度 

市出身の学業優秀、品行方正および身体健全な学生で経済的理

由により修学困難な方々に学資を貸与し、有能な人材を育成す

るため、奨学生制度を実施する。 

推進 

子ども医療費助成事

業 

子どもに対し適正な医療の機会を確保し、子育てに伴う家庭の

経済的負担の軽減を図ることを目的として、医療費の一部負担

金を助成する。 

充実 

児童手当支給事業 
中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に、児童手当

を支給する。 
推進 

養育医療給付事業 

医療を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において、必要

な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とす

る。 

新規 

特定不妊治療費助成

事業 

子どもが欲しくても妊娠できず、不妊治療を受けている夫婦に

対し、「体外受精、顕微授精」の特定不妊治療に対し、助成を

行う。 

新規 

実費徴収に係る補足

給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等

に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保

育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要

する費用等を助成します。 

新規 

 

５ 安心して子育てできる生活環境の整備 

子どもが楽しく安全・安心して遊ぶことができる環境づくりや親子連れが安心し

て外出できる環境整備など、子育て家庭が安心して暮らすことができる生活環境の

整備を推進します。 

 

（１）安心して思い切り遊ぶことのできる公園等の整備・充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

屋内の遊び場確保 
学校施設の地域開放、公民館や集会所等の開放などの有効活用

等により、屋内での子どもの居場所、遊び場の確保に努める。 
推進 
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事業名 事業概要 方針 

屋外の遊び場整備 

子どもたちの屋外での遊びを活発にするため、幼児対象の遊具

などを備えた児童遊園や主として小・中学生を対象とする地域

の自然環境を生かした児童公園、ボール遊びのできる多目的広

場など、子どもたちのための屋外の遊び場の整備を引き続き推

進する。 

推進 

子どもセンター運

営事業 

児童厚生施設として、１８歳未満の全ての子どもを対象に、遊

びの場や集いの場を提供し、また、利用児童が自ら企画したイ

ベントの開催、地域のまちづくりへの参加などを通じ、地域と

関わりを持つことにより、子どもたちの自己肯定感の高揚を図

る。 

充実 

 

（２）子ども連れでも安心して外出できる環境づくりの促進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

利用者の視点に立っ

た施設づくりの推進 

妊産婦、乳幼児連れの人など全ての人が、安心して外出できる

よう、道路・公園・公共施設等において段差の解消等、バリア

フリー化するなど、利用者の視点に立った施設づくりを推進す

る。 

推進 

「赤ちゃんの駅」設

置事業 

乳幼児を抱えている保護者が、外出中に授乳やおむつ替えなど

で、立ち寄ることができる施設「赤ちゃんの駅」を、市役所庁

舎内をはじめ、市内の設置状況を調査しながら段階的に整備す

るとともに、設置場所の情報提供に努める。 

推進 

 

６ 母子・父子家庭支援の充実 

母子家庭、父子家庭等ひとり親家庭が安心して子育てすることができるよう、経

済的自立および生活支援の充実を図ります。 

 

（１）母子・父子家庭に対する相談支援の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

高等職業訓練促進

給付金等事業 

ひとり親家庭の母または父が資格取得（看護師、介護福祉士等）

のため２年以上のカリキュラムを修業する場合に、修業期間中、

高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、カリキュラム終

了後に高等職業訓練終了支援給付金を支給し、自立の促進や生

活の負担を軽減する。 

推進 

自立支援教育訓練

給付金事業 

ひとり親家庭の母または父が職業能力開発のため講座（指定講

座）を受講した場合、入学料及び受講料の２割相当額（4,001

円以上 10 万円以内）を給付する。 

推進 
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（２）母子・父子家庭の経済的負担の軽減 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

母子・父子家庭医療

費助成事業 

母子および父子家庭に対し、医療費の助成を行い、生活の安定

と福祉の増進を図る。 
推進 

児童扶養手当支給事

業 

父または母と生計を同じくしていない子どもを育成している

家庭において、子どもを監護する母もしくは、監護し、生計を

同じくする父または父母以外の方に対して手当を支給し、生活

の安定と自立の促進を図る。 

推進 
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第４章 仕事と生活の調和の実現を促す 

１ 多様で柔軟な保育サービスの提供 

多様化する就労形態や低年齢からの保育ニーズに対応した多様で柔軟な保育サー

ビスを提供できよう、教育・保育施設等の整備を推進するとともに、ファミリーサ

ポートセンターなど地域ぐるみによる子育て支援体制の充実を図ります。 

 

（１）ニーズに応じた保育施設の確保 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

地域型保育事業 

地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応でき、質が確

保された保育を提供することにより、子どもの成長を支援す

る。 

新規 

認定こども園の設置

促進 

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援

も行う施設を設置する。 
新規 

多様な主体が本制度

に参入することを促

進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調

査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施

設等の設置または運営を促進する。 

新規 

 

（２）就労形態の多様化に対応した保育の充実および放課後の居場所の確保 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

延長保育事業 
やむを得ない理由により延長保育が必要である子どもに対し、

通常の保育所開所時間を越えて保育を実施する。 
充実 

休日保育事業 

保護者が就労等により休日において子どもを家庭で保育できな

い場合に、保護者を支援するとともに、子どもの健全育成を図

ることを目的に休日に保育を実施する。 

推進 

放課後児童健全育

成事業 

小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭

にいない場合に、授業の終了後に適切な遊びおよび生活の場を

与えて児童の健全育成を図る。 

充実 

 

（３）緊急時やリフレッシュ等に柔軟に対応できる保育の充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

一時預かり事業 

パート就労等就労形態の多様化に伴う一時的な保育や幼稚園

での預かり保育、保護者の傷病等による緊急時の保育を実施す

る。 

充実 

病児・病後児保育事

業 

病気の回復期にあり、集団保育が困難な子どもを一時的に預か

ることで保護者の子育てと就労を支援する。 
新規 
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（４）ファミリーサポートセンターの充実 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

ファミリーサポート

センター事業 

仕事と家庭生活の両立ができる環境整備を推進するために、育

児の援助を行いたい者と、これらの援助を受けたい者が会員と

して組織をつくり、相互援助を行う。 

推進 

 

２ 仕事と子育ての両立を支援する就労環境の整備促進 

出産を希望し、また妊娠・子育て中の従業者が働きやすい就業環境の整備を促進

するため、事業者および従業者に対し、仕事と子育ての両立を支援する各種制度の

周知と利用促進を図るとともに、不妊治療や妊娠・出産、子育てに対する職場の理

解に向けた啓発に努めます。 

 

（１）育児休業・短時間勤務等各種制度の周知と活用の促進 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

一般事業主行動計

画の策定促進 

次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てしやすい職場環境

づくりを目指し、企業が策定する。 
推進 

各種制度の周知 
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法や育児休業給付等支援

制度など、各種制度の積極的な活用を周知する。 
推進 

 

（２）働き方の見直しに向けた意識啓発 

【主な実施事業】 

事業名 事業概要 方針 

職場における子育

て等に対する理解

促進 

妊娠・出産や子育てに対する職場の理解を促進するための啓発

を行い、多様で柔軟な働き方を選択しやすい就労環境づくりを

促進する。 

新規 

男性の子育てへの

参加の促進 

子育て家庭の男性や事業主等を対象に、男性が積極的に子育て

に参加する意識の醸成や参加しやすい職場環境づくりに向けた

広報・啓発の充実に努める。 

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


