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はじめに 

第１節 計画の策定にあたって 
 

１．計画策定の趣旨 

（１）計画策定の社会的背景 

新たな子ども・子育て支援制度がスタートして、５年が経過しました。 

国では、依然として出生数の低下や出生率の減少による少子化が進んでおり、合計特殊出生

率は平成 29年で 1.43と、人口を維持するために必要である 2.08を下回っています。その背

景には、経済状況や就労状況における仕事と子育ての両立の難しさや理想とする子どもの数を

持てないことによる出生数の低下、ライフスタイルの多様化による未婚化や晩婚化の進行など

があげられています。 

また、女性の社会進出に伴う保育や放課後児童クラブに対するニーズの増大、核家族化の進

行や地域のつながりの希薄化など、子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化し続けています。 

このような子育てをめぐる状況に対し、平成 28年６月には「児童福祉法」が改正され、児

童虐待の発生予防や虐待発生時の迅速かつ的確な対応が明確化されたり、令和元年 10月に

は、重要な少子化対策の１つとして掲げられた幼児教育・保育の無償化が実施されるなど、後

述する数々の政策も打ち出されています。 

本町は、今後も子ども・子育て支援施策を総合的、計画的に推進するため、子育てに関係す

る各部署が一体となって子育て支援施策に取り組み、全ての子どもたちの健やかな育ちを願っ

て「周防大島町第２期子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」という）を策定するこ

ととします。 
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（２）近年の主な政策動向 

本計画においては、近年の政策動向を踏まえた内容を反映することとされています。 

主な政策動向としては、以下のような内容があります。 

 

◆子ども・子育てに関する法律、制度等 

年度 法律・制度等 内容 

平成 24年 子ども・子育て関連３法 ・子ども・子育て支援事業計画の策定が明記 

25年 
待機児童解消加速化プラン 

・平成 29年度末までに 40万人分の保育の受け皿を確
保（⇒平成 27年に 50万人分に拡大） 

子どもの貧困対策の推進に 
関する法律 

・子どもの貧困対策計画の策定が明記 
 ⇒26.8.29 子供の貧困対策に関する大綱閣議決定 

27年 

保育士確保プラン 
・加速化プランの確実な実施に向け、平成 29年度末まで
に７万人の保育士を確保（⇒平成 27年に９万人分に拡
大） 

少子化社会対策大綱改定 
・子育て支援施策の一層の充実、若い年齢での結婚・出
産の希望の実現、多子世帯への一層の配慮、男女の働
き方改革、地域の実情に即した取組強化 

次世代育成支援対策推進法改正 ・令和７年３月末までの時限立法に延長 

28年 

子ども・若者育成支援推進大綱 
・子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針を提
示 

児童福祉法一部改正 

・子どもの権利条約を踏まえ、権利の主体であることが明
言 
・児童虐待対策の強化 
・子育て世代包括支援センターの法制化 

ニッポン一億総活躍プラン 
・保育士の処遇について、新たに２％相当の改善。 
・平成 30年度以降も保育の確保に取り組む 

切れ目のない保育のための対策 
・待機児童の解消に向けて取り組む市町村を支援するた
め、施設整備、入園予約制、保育コンシェルジュの展開
などを明確化 

29年 

子育て安心プラン 
・令和２年度末までに全国の待機児童を解消、待機児童
ゼロを維持しつつ女性の就業率 80％を達成 

新しい経済政策パッケージ 
・「人づくり改革」において、教育・保育の無償化、待機児
童の解消、高等教育の無償化などを掲げる 

学習指導要領改訂 

・平成 30年度から幼稚園、平成 32年度から小学校で完
全実施 
・キーワードは「主体的・対話的な深い学び」 
・地域資源を活用した預かり保育の推進が明記 

30年 

第３期教育振興基本計画 
・令和 12年以降の社会変化を見据えた教育施策の在り
方を示すとともに、今後５年間の指標を設定 

子ども・子育て支援法一部改正 
・保育充実事業の実施、協議会の設置、教育認定子ども
の利用者負担の引き下げ 

新・放課後子ども総合プラン 
・令和５年度末までに放課後児童クラブの約 30万人分の
受け皿の拡大と一体型放課後子供教室の促進 

31年 

（令和元年） 

幼児教育・保育の無償化 
・保育所や幼稚園、認定こども園の利用について０～２歳
の住民税非課税世帯、３～５歳の全世帯を対象に実施 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律一部改正 

・子どもの貧困対策計画の策定が努力義務化 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

として位置づけます。 

また、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づき任意策定することとなっている次世代

育成支援行動計画については、すべての子どもと子育て家庭を対象として、本町が進めていく子

育て支援施策の方向性や目標を総合的に定める観点から、子ども・子育て支援事業計画として一

体的に推進していくものとします。 

本計画は、「ひと・まち☆きらり 周防大島町総合計画」（平成 18～令和２年度）をはじめと

して、「周防大島町 地域福祉計画」など、子どもとまちづくりに関する上位計画、関連計画と

の整合・連携を図るものとし、子育てに関する施策を総合的に推進します。 

 

３．計画の期間 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づき、令和２年度から令和６年度までの５か年を計画期

間として策定するものです。 

なお、本計画は定期的に計画の進捗状況を点検していくものであり、その過程で必要に応じた

見直しも随時行っていくこととします。 

 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

          

子ども・子育て支援事業計画（第１期） 

     子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

     

 

４．住民参加と情報公開 

（１）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたり、平成 31年２月１日現在で小学校６年生以下の児童を扶養している

すべての家庭を対象に、子育て家庭の実態や意向、課題等を把握するために「子ども・子育て

支援ニーズ調査」を実施しました。調査結果は本計画の策定及び今後の子育て支援施策等を立

案するための基礎資料として使用しました。 

 

（２）「周防大島町子ども・子育て会議」の開催 

本計画を策定するにあたり、町内の保健・医療・教育・福祉関係団体の代表、各種団体の代

表、その他関係者、行政機関代表で構成される「周防大島町子ども・子育て会議」において、

計画の内容に対する検討を行うとともに、今後の本町における子育て支援のあり方についての

認識の共有を図りました。 
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（３）パブリックコメントの実施 

令和２年２月から、役場庁舎やホームページなどにおいて計画案を公表し、住民の考えや意

見を聞くパブリックコメントを実施する予定です。 

 

 

５．計画推進における留意点 

本計画は、少子化対策を主眼とする計画ですが、推進にあたっては人権の尊重を基本に、以下

の点に留意していきます。 

 

（１）「子どもにとっての幸せの視点」 

子どもの数だけを問題にするのではなく、子どもが健やかに、心豊かに育つための支援とい

う観点で取り組みます。 

 

（２）「家庭や地域での支え合い」 

家庭における養育力の向上や子育て環境の整備を進めるとともに、地域の宝である子どもた

ちを地域社会全体で支え合って育んでいく意識を醸成します。 

 

（３）「多様な家庭の形態に合わせた支援」 

仕事と生活の調和実現に向けた取組や結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援をはじめ

として、様々な課題を抱えるすべての子どもと家庭が健やかに安全で安心して生活できるよう

な施策を推進します。 

 

（４）「個人情報の保護」 

不妊に悩む人、妊婦、子ども、その他子育てを行う各家庭の状況を把握し、孤立化すること

のないようきめ細かなフォローを行います。また、「個人情報保護法」に基づき、個人情報の

保護・管理の徹底に留意します。 
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第１章 子ども・子育てを取り巻く現況 

第１節 子育てに関する現状 

１．人口・世帯数の推移 

（１）総人口と子どもの人口（０～11 歳）の推移 

総人口は、減少傾向で推移しており、令和元年では 16,121人となっています。前期計画の

策定年度である平成 27年と比べると 1,739人の減少となっています。児童人口（０歳～11

歳）をみると、総人口と同じく減少傾向で推移しており、平成 27年と令和元年を比べると 123

人の減少となっています。また、児童人口割合も 0.2ポイント減少しています。 

 

■総人口と児童人口の推移 

  

  
資料：住民基本台帳 
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（２）年齢３区分人口比の推移 

住民基本台帳による本町の人口をもとに、年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15～64

歳）、老年人口（65歳以上）の３区分人口比率をみると、年少人口及び生産年齢人口、老年人

口のいずれも減少傾向にあります。各人口割合について平成 27年と令和元年を比べると、年

少人口は、0.5ポイント、生産年齢人口は、2.4ポイント減少しており、老年人口は、2.9ポイ

ント増加しています。 

 

■年齢３区分人口比の推移 

 

 

 

（単位：人、％） 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和１年 

年少人口（15歳未満） 1,225 1,172 1,096 1,070 1,026 

生産年齢人口（15～64歳） 7,582 7,249 6,990 6,689 6,462 

老年人口（65歳以上） 9,053 9,052 8,904 8,765 8,633 

合計 17,860 17,473 16,990 16,524 16,121 

年少人口割合 6.9% 6.7% 6.5% 6.5% 6.4% 

生産年齢人口割合 42.5% 41.5% 41.1% 40.5% 40.1% 

老年人口割合 50.7% 51.8% 52.4% 53.0% 53.6% 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳 
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２．出生数の推移 

（１）出生率の推移 

人口動態統計による本町の出生数は、増減を繰り返しており、平成 29年では 60人となって

います。出生率は全国及び県と比べてかなり低い傾向で推移しています。 

 

■出生数・出生率の推移 

 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

女性が一生の間に産むと推定される子どもの数を表す「合計特殊出生率」は、直近のデータ

である平成 20年から 24年の期間では 1.44となっています。なお、山口県の合計特殊出生率

は、直近のデータである平成 27年で 1.60、全国の合計特殊出生率は、直近のデータである平

成 29年で 1.43となっています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

  

資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 
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３．婚姻件数等の推移 

（１）婚姻数の推移 

人口動態統計による本町の婚姻件数は、平成 29年では 36件となっています。 

婚姻率をみると、全国及び県と比べてかなり低い傾向で推移しています。 

 

■婚姻数・婚姻率の推移 

 

 

（２）離婚数の推移 

人口動態統計による本町の離婚件数は、平成 29年では 13件となっています。 

離婚率をみると、全国及び県と比べて低くなっています。 

 

■離婚数・離婚率の推移 

  

資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 
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（３）未婚率の推移 

国勢調査による本町の未婚率をみると、男性は、平成 27年では、ほぼ全年齢層で未婚率が

増加しており、特に 25歳～29歳、35歳～39歳及び 45歳以上の未婚率が増加しています。 

女性は、30歳～34歳の未婚率が減少していますが、その他の年齢層で未婚率が増加してお

り、特に 40歳～44歳においては平成 27年と比べ 10ポイント以上も高くなっています。 

男女ともに全国の未婚率に比べて高くなっています。 

 

■男性の未婚率 

 

 

■女性の未婚率 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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■男性未婚率の推移 

  

 

 

■女性未婚率の推移 

  

 

 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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４．人口推計 

本町の人口推計をみると、今後も人口減少及び少子高齢化が進み、本計画の最終年である令和

６年では 14,077人と、平成 31年に比べ約１割の減少が見込まれます。また、令和６年では年少

人口割合は 6.2％、老年人口割合が 55.6％と見込まれます。 

 

■年齢３区分人口比の推計 

 

 

（単位：人） 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

年少人口（15歳未満） 1,304 1,267 1,227 1,165 1,111 1,076 1,033 

生産年齢人口（15～64歳） 8,297 8,008 7,592 7,247 7,019 6,717 6,464 

老年人口（65歳以上） 9,095 9,059 9,052 9,053 8,900 8,768 8,635 

合計 18,696 18,334 17,871 17,465 17,030 16,561 16,132 

年少人口割合 7.0% 6.9% 6.9% 6.7% 6.5% 6.5% 6.4% 

生産年齢人口割合 44.4% 43.7% 42.5% 41.5% 41.2% 40.6% 40.1% 

老年人口割合 48.6% 49.4% 50.7% 51.8% 52.3% 52.9% 53.5% 
        

（単位：人） 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年  

年少人口（15歳未満） 992 969 933 902 867 

生産年齢人口（15～64歳） 6,262 6,036 5,793 5,609 5,379 

老年人口（65歳以上） 8,471 8,308 8,172 7,973 7,831 

合計 15,724 15,313 14,898 14,484 14,077 

年少人口割合 6.3% 6.3% 6.3% 6.2% 6.2% 

生産年齢人口割合 39.8% 39.4% 38.9% 38.7% 38.2% 

老年人口割合 53.9% 54.3% 54.9% 55.0% 55.6% 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 
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第２節 家族や地域の状況 

１．世帯の状況 

国勢調査による本町の世帯の状況をみると、世帯数は年々減少しており、平成 27年では 7,993

世帯となっています。平均世帯人員も年々減少しており、平成 27年の平均世帯人員は、1.98と

なっています。 

また、子どものいる世帯も著しく減少しており、６歳未満のいる世帯の割合は一般世帯のうち

の 3.5％、18歳未満のいる世帯の割合は 10.1％となっています。 

 

■世帯構造の推移 

（単位：世帯、人、％） 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

一般世帯 

世帯数 10,682  10,186  9,542  8,757  7,993  

世帯人員 23,879  21,916  20,133  17,909  15,810  

平均世帯人員 2.24  2.15  2.11  2.05  1.98  

６歳未満のいる一般世帯数 542  507  430  340  282  

 割合 5.1  5.0  4.5  3.9  3.5  

18歳未満のいる一般世帯数 1,684  1,411  1,157  989  809  

 割合 15.8  13.9  12.1  11.3  10.1  

 

 

■世帯数、世帯人数の推移 

  

 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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■世帯構造の推移 

 

  
資料：国勢調査 
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２．女性の就労状況 

国勢調査による本町の年齢別就業率をみると、平成 27年では平成 17年・平成 22年に比べ 25

～64歳までの女性の就業率が高くなっています。また、全国や県の就業率と比べ 30歳以上の女

性の就業率が高くなっています。また、M字カーブのくぼみは近年浅くなってきています。 

 

■女性の年齢別就業率（経年比較） 

  

 

■女性の年齢別就業率（全国、県との比較） 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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第３節 アンケート調査からみる町の状況 

１．調査方法 

本計画を策定するにあたり、子育て家庭の実態や意向、課題等を把握し、今後の子育て施策を

進めるための基礎資料として、平成 31年 2月に「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査」を

実施しました。 

 

調査地域  ：周防大島町 

調査対象者 ：平成 31年２月１日現在、周防大島町にお住まいで小学生以下のお子さんをお持

ちの保護者 

対象数   ：505人 

回収数   ：412件（回収率：81.6％） 

調査期間  ：平成 31年２月 18 日～２月 28日まで 

調査方法  ：幼稚園または保育所、小学校を通じた配布回収 

一部郵送による配布 

回収用語の説明 ：「Ｎ」「ＳＡ」「ＭＡ」は、それぞれ 

 「Ｎ」  ＝サンプル数のこと 

 「ＳＡ」 ＝単回答のこと（Single Answerの略） 

 「ＭＡ」 ＝複数回答のこと（Multiple Answer の略） 

を示します。 
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２．調査結果の概要 

 

（１）親族・友人等による子どもの預かりの状況 

緊急時には５割以上、日常においても、４割以上が祖父母等の親族に預かってもらえるとい

う状況がみられ、そのうちの７割近くが負担等の問題を感じていないことがわかります。一方

で負担をかけていることが心苦しいと感じている方が２割近くおられます。 

 

■お子さんを預かってもらえる人 

 

 

■祖父母等の親族に預かってもらっている状況 

 

 

 

 

  

52.9 

40.8 

14.3 

5.3 

9.7 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもを預けられる友人・知人がいる

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる

いずれもない

無回答

(MA) N=412

69.7 

18.3 

14.3 

17.1 

2.9 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族が子どもを預かること

については、特に問題はない

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や

精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、

負担をかけていることが心苦しい

その他

無回答

(MA) N=350
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（２）子育てに関する相談先 

気軽にできる相談先としては、祖父母等の親族や友人・知人がほとんどで、子育て支援セン

ターや町の窓口等は比較的低くなっています。相談しやすい体制づくりが必要です。 

 

■お子さんの身の回りの世話（教育含む）などに関して、気軽に相談できる先 

 

 

  

75.2 

65.3 

24.5 

20.6 

10.2 

7.5 

6.8 

4.9 

3.2 

1.0 

1.0 

0.5 

2.2 

3.6 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

祖父母等の親族

友人や知人

保育所の保育士

学校の教諭・職員

子育て支援施設（子育て支援センター等）・NPO

近所の人

かかりつけの医師

児童館又は児童クラブの職員

町の子育て関連窓口（健康増進課・福祉課等）

保健所

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

その他

気軽に相談できる先は特にない

無回答

(MA) N=412
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（３）両親の就労状況 

母親はフルタイムまたはパートタイムで就労している方がそれぞれ約４割、現在就労してい

ない方が約２割となっています。 

 

■母親の就労状況 

 

 

■父親の就労状況 

 

  

36.7 

3.3 

42.0 

2.0 

14.3 

0.5 

1.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

(SA) N=398

89.0 

0.3 

0.9 

0.0 

1.2 

0.0 

8.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

(SA) N=347



19 

（４）就労に関する母親の希望 

パート・アルバイト就労の母親のフルタイム転換希望では、17.7％がフルタイムを希望して

いますが、全体の 12.0％は実現できる見込みはないとしています。 

未就労の母親の就労希望では半数近くが就労したいとしています。 

 

■パート・アルバイト就労の母親のフルタイムへの転換希望 

 

 

■未就労の母親の就労希望 

 

 

■就労を希望する一番下の子どもの年齢 

 

 

 

  

5.7 

12.0 

45.7 

2.9 

33.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて

子育てや家事に専念したい

無回答

(SA) N=175

37.3 

25.4 

13.6 

23.7 

0% 10% 20% 30% 40%

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが大きくなったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

(SA) N=59

2 

9 

2 

0 

1 

1 

0件 5件 10件

0～1歳

2～3歳

4～5歳

6～7歳

8歳以上

無回答

(数量) N=15

■希望する就労形態 

0 

8 

0 

0件 5件 10件

フルタイム

パートタイム、

アルバイト等

無回答

(SA) N=8
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（５）教育・保育事業の選択理由 

保育所の選択理由では、住まいに近いという理由を約７割の方が挙げており、職員・スタッ

フの対応の良さも上位に挙がっています。 

 

■教育・保育事業の選択理由 

 

  

67.7 

46.7 

34.1 

33.2 

29.3 

23.1 

18.3 

16.6 

13.5 

10.0 

9.2 

8.3 

0.9 

3.9 

12.2 

0% 20% 40% 60% 80%

住まいに近いから

職員・スタッフの対応が良いから

通勤の関係で便利だから

保育（預かり）時間が利用しやすいから

教育内容が優れているから

きょうだいが通っているから

知名度が高い・評判が良いから

周辺環境が良いから

建物・設備が充実しているから

近所の子どもが利用しているから

子どもの障害や発達の状況に対応してもらえる…

保育料（預かり料）が安いから

希望した施設に入れなかったから

その他

無回答

(MA) N=229
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（６）保育所等の利用希望 

現在の利用状況に関わらず、平日定期的に利用したいと考える事業は、「認可保育所」が

69.0％で突出しています。「幼稚園」が 12.7％、「町の認証・認定保育施設」が 12.2％で続

いています。 

 

 

 

  

69.0 

12.7 

12.2 

11.8 

10.0 

9.2 

7.4 

4.8 

3.9 

3.1 

0.9 

1.7 

14.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

認可保育所

幼稚園

町の認証・認定保育施設

幼稚園の預かり保育

認定こども園

ファミリーサポートセンター

小規模な保育施設

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

家庭的な保育

その他の認可外保育施設

その他

無回答

(MA) N=229
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（７）町のサービスの認知状況・利用状況 

「これまで利用したことがある」が高い（半数以上を占めている）サービスは、その割合が

高い順に③④②⑨⑧となっています。 

「知っているが、利用したことはない」が高い（４割以上を占めている）①⑩のサービスに

は、利用促進のための環境整備や体制の充実が必要です。 

「知らない」が高い（半数以上を占めている）⑤⑫⑪⑥のサービスは知ってもらうための周

知・啓発等に力を入れていく必要があります。 

 

■サービスで知っているものや、これまでに利用したことがあるもの 

 

 

。  

0.4

2.6

0.4

0.4

4.8

3.9

3.1

2.6

2.6

10.5

3.5

2.6

46.7

65.1

84.7

67.7

6.1

4.4

31.9

55.0

60.7

30.6

1.3

0.9

40.6

27.1

7.9

21.8

23.6

31.0

24.5

27.1

27.9

40.2

33.2

33.6

6.1

1.3

2.2

6.1

59.8

53.3

34.5

8.7

3.5

14.0

55.9

57.2

6.1

4.8

4.8

4.8

5.7

7.4

7.0

6.6

5.7

5.7

6.1

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①子育て教室

（離乳食教室・小児救急講習会等）

②保健師等による相談

（育児相談等）

③保健師等による家庭訪問

（妊婦・新生児訪問など）

④母子保健推進員による家庭訪問

⑤家庭教育に関する学級・講座

⑥教育相談センター・教育相談室

⑦保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑧町で行っているイベントやサークル

⑨地域子育て支援センター

⑩児童館・児童クラブ

⑪ファミリーサポートセンター

⑫家庭児童相談室

(各MA) N=229 今後利用したい これまで利用したことがある

知っているが、利用したことはない 知らない

無回答
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（８）小学生の放課後の居場所 

現状過ごさせている場所と、高学年になって過ごさせたい場所に大きな差はなく、高学年に

なって過ごさせたい場所では「習い事」が少し増えています。 

 

■小学生の中で一番下のお子さんを放課後に過ごさせている場所 

 

 

■お子さんが小学校高学年（４～６年生）になったとき、放課後に過ごさせたい場所 

 

 

  

72.1 

30.9 

30.2 

17.4 

4.5 

2.3 

0.4 

5.7 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自宅

習い事（ピアノ教室、クラブ活動、学習塾など）

放課後児童クラブ[学童保育]

祖父母宅や友人・知人宅

児童館（久賀福祉センター内）

放課後子ども教室

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

(MA) N=265

76.2 

39.2 

21.9 

17.0 

3.0 

2.3 

1.5 

4.5 

6.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅

習い事（ピアノ教室、クラブ活動、学習塾など）

放課後児童クラブ[学童保育]

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

児童館（久賀福祉センター内）

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

(MA) N=265
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（９）土日祝日の放課後児童クラブの利用希望 

土日祝日では、放課後児童クラブの利用希望は少なく、土曜日の利用希望が 32.0％、土日祝

日ともに半数以上が利用希望はないとしています。 

 

■土日祝日の放課後児童クラブの利用希望  

 

 

 

 

  

12.0 

5.3 

20.0

13.3

54.7

69.3

13.3

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１） 土曜日

（２） 日曜日・祝日

(SA) N=75

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用希望はない 無回答

12.0 

5.3 

20.0

13.3

54.7

69.3

13.3

12.0

100 100

0

50

100

150
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（１） 土曜日

（２） 日曜日・祝日

(SA) N=75

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい

利用希望はない 無回答
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(10)放課後児童クラブを利用していない理由 

保護者や家族が家にいることが半数近くが挙げています。子どもが放課後児童クラブに行きた

がらないことを挙げる回答者が 13.0％となっており、居宅やその他の場も含め、それぞれの子ど

もが安心して過ごせる場を十分に確保できているか注視が望まれます。 

 

■現在、放課後児童クラブを利用していない理由 

 

 

  

48.1 

20.0 

17.3 

17.3 

13.0 

2.7 

2.2 

1.6 

0.5 

0.5 

14.1 

21.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子どもの帰宅時間に保護者や家族がいるから

友達や兄弟と過ごしているから

祖父母や知人の家に預けられるから

習い事や学習塾に通っているから

子どもが放課後児童クラブに行きたがらないから

利用のための手続き方法がよくわからないから

放課後児童クラブの開所時間が短いから

対象年齢ではないから

他の施設に預けているから

障害等の理由によりクラブで受け入れができないから

その他

無回答

(MA) N=185
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(11)子育てに関して感じる不安や負担 

教育、子どもの病気、経済的な不安や負担、子どもの発育や発達について、比較的多くの方

が不安や負担を感じています。前期計画策定時の調査に比べ、経済的な不安や負担を挙げる割

合は 7.1ポイント、子どもの発育や発達を挙げる割合は 6.5ポイントと目立って増加していま

す。 

子どものいじめや不登校等の問題について悩んでいる、子どもとの接し方に自信が持てない

という回答がそれぞれ約１割あり、そういった方への対策も必要です。 

 

■子育てに関して感じる不安や負担 

 

 

  

42.2 

33.3 

33.0 

31.8 

22.3 

19.4 

14.1 

13.3 

12.6 

11.9 

10.9 

6.8 

5.3 

17.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

子どもの教育について

子どもの病気について

経済的な不安、負担がある

子どもの発育や発達について

子どもとの時間を十分にとれないこと

子どもの食事や栄養について

仕事や自分のやりたいことが十分にできない

自分の自由な時間が持てない

子どものいじめや、不登校等の問題について

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子育てによる身体の疲れが大きいこと

家が子育てをするのに狭い

その他

無回答

(MA) N=412
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(12)子どもが保育所・学校等を休む場合の状況 

子どもが病気やけがで学校を休んだとき、母親が休んで対応した割合が最も高くなっていま

す。一方で父親が休んで対応した割合よりも、親族・知人に預けた割合の方が高くなってお

り、多くが祖父母にみてもらっている状況がうかがえます。 

病児の保育サービスを実施していないことも影響して、病児・病後児の保育サービスを利用

したという回答はありません。 

 

■病気やけがで幼稚園や保育所、または学校を休んだ経験 

 

■病気やけがで幼稚園や保育所、または学校を休んだときの対処方法 

 

 

  

あった

81.7%

なかった

7.1%
無回答

11.2%

(SA) N=197

85.1 

32.3 

20.5 

15.5 

4.3 

0.0 

2.5 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に預けた

父親が休んだ

就労していない保護者がみた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

病児・病後児の保育サービスを利用した

その他

無回答

(MA) N=161
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(13)病児・病後児保育に対する要望 

病児・病後児のための保育施設を希望する保護者の中では、「小児科に併設した施設で子ど

もを保育する事業」を希望する割合が特に高くなっており、病児・病後児の対応として、病院

としての機能を備えた施設や、いつでも医師に看てもらえる状況が望まれていることが推測さ

れます。 

反対に、病児・病後児のための保育施設を希望しない保護者の中では、「親が仕事を休んで

対応する」を挙げる割合が最も高くなっており、次いで、「病児・病後児を他人に看てもらう

のは不安」が高くなっています。 

 

■病児・病後児を預ける場合の、望ましいと思う事業形態 

 

 

■病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思わない理由 

 

  

15 

21 

8 

0 

0 

0件 5件 10件 15件 20件 25件

他の施設（例：幼稚園・保育所等）に

併設した施設で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業（例：ファミリーサポートセンター）

その他

無回答

(MA) N=26

64.3 

47.0 

16.5 

14.8 

6.1 

6.1 

6.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

親が仕事を休んで対応する

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の利便性

（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる

地域の事業の質に不安がある

その他

無回答

(MA) N=115
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(14)町の子育て関連事業の満足度 

特に満足度が高いのは①で、②⑤⑥⑫⑮⑰⑲⑳㉑も満足という回答が６割を超えています。

一方、不満が高くなっている（１割を超えている）のは⑦⑫⑬となっています。半数以上がわ

からないと答えているのは③⑧⑨⑪⑭⑯であり、今後周知を徹底していく必要があります。 

 

■町が実施している各子育て関連事業について感じること 

 

  

83.7

42.7

13.1

22.6

51.9

41.7

25.2

12.9

7.3

30.1

10.7

39.8

9.2

31.3

21.8

35.9

18.0

31.3

23.3

15.8

16.5

22.8

11.4

37.6

1.5

1.2

2.7

2.7

5.3

1.9

9.5

3.6

2.7

4.9

2.4

10.4

0.5

0.2

1.2

1.5

1.2

0.2

4.1

1.9

0.5

1.9

1.0

2.4

1.2

18.4

55.6

31.1

17.7

19.4

32.3

59.0

66.0

34.5

67.5

4.6

3.9

6.1

5.6

6.3

5.8

5.3

5.6

6.8

7.0

5.8

7.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①中学校３年生までの医療費完全無料化

②乳児にファーストブックを贈呈する

読み聞かせサポート事業

③家庭相談員及び母子父子自立支援員

による家庭児童相談室

④子育て支援センター（子育てサークル等）

⑤保育所同時入所２人目以降の

保育料完全無料化

⑥町内全13か所の

保育所への英語講師の派遣

⑦放課後児童クラブ

⑧放課後子ども教室

⑨母親クラブによる地域組織活動

⑩延長保育

⑪障害児保育

⑫児童手当

(各SA) N=412 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 わからない 無回答
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24.0

16.5

38.1

11.7

22.1

19.9

36.9

35.9

34.5

30.1

24.5

21.6

25.2

13.1

29.9

14.3

40.0

38.3

37.6

38.8

35.4

28.6

32.5

31.6

7.8

2.7

2.2

0.7

4.9

6.1

2.9

3.6

4.1

3.9

2.7

2.4

2.7

1.9

1.2

1.0

2.4

1.7

1.2

1.2

1.2

1.2

1.7

0.5

34.5

58.7

23.1

65.8

24.5

27.9

15.0

14.6

18.7

30.3

32.3

37.6

5.8

7.0

5.6

6.6

6.1

6.1

6.3

5.8

6.1

5.8

6.3

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑬児童扶養手当

⑭特別児童扶養手当

⑮妊婦健康診査

⑯子育て世代包括支援センター

Ohana(相談事業等)

⑰保健師による妊婦、乳幼児家庭訪問

⑱母子保健推進員による訪問事業

（生後４か月までのこんにちは赤ちゃん訪問）

⑲乳児健康診査

（１か月・３～４か月・６～７か月）

⑳１歳６か月児健康診査

㉑３歳６か月児健康診査

㉒５歳児発達健康診査

㉓育児相談

㉔子育て教室

（離乳食教室・小児救急講習会等）

(各SA) N=412 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 わからない 無回答
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第４節 課題のまとめ（現状に対する今後の方針） 

１．人口減少・少子化について 

周防大島町においても、全国同様人口が減少しており、少子化の傾向がみられます。出生率や

合計特殊出生率も山口県の平均を下回っています。離婚率は低いものの、婚姻率も比較的低くな

っており、平成 27年の未婚率は平成 22年に比べて全体的に高くなっています。婚姻率を上げる

ための施策が引き続き必要です。 

 

２．世帯の状況について 

世帯数、平均世帯人数ともに減少しており、平成 27年には 7,993世帯、平均世帯人数 1.98人

と、世帯単位での暮らしの支え合いが徐々に心配される状況となってきています。また、６歳未

満のいる世帯の割合は全体の 3.5％と低くなっています。 

 

３．女性の就労について 

平成 27年の年齢別の女性の就労率をみると、近年 M字カーブのくぼみが浅くなっており、出

産後すぐに働く女性が多くなっています。また、全国、山口県と比較しても出産・育児時期の女

性の就労率は高くなっています。引き続き、仕事と子育てを両立できる環境づくりが大切です。 

また、アンケートによる母親の就労状況をみると、以前は就労していたが現在就労していない

方は 14％程度となっており、その中で就労したいと考えている方が半数近くを占めています。特

にパート・アルバイト等での就労形態が望まれており、時間に融通の利く働き方が求められてい

ます。 

 

４．保育サービスについて 

アンケートでは、保育サービスの選択理由として、近所であることや職員・スタッフの対応の

良さが挙げられています。保育サービスとして、希望した施設に入れなかったという回答はわず

かだったものの、幼稚園の設置など幼児教育の場の充実を求める声が一定みらます。また、延長

保育の充実や、一時預かりの重要性を指摘する声も上がっています。 
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５．放課後児童クラブ・子どもの居場所について 

小学生のいる世帯を対象としたアンケート結果では、現状放課後児童クラブを利用しているの

は３割程度となっています。利用しない理由として、半数近くが、保護者や家族が家におり、預

ける必要を感じていないことが挙げられますが、一部、子どもが行きたがらないことも挙げられ

ており、その詳しい理由の把握や対策も必要です。また、放課後児童クラブの一時的な利用や、

開所時間の延長を求める声も上がっています。 

また、子どもが安心して遊べる場の充実を求める声も多くみられます。 

 

６．子育ての不安や負担について 

小中学校の統合について検討が進んでいることも背景となって、子どもの教育について不安を

感じる割合が最も高くなっています。当事者である小学生・中学生の状況に配慮した施策の展開

が必要です。 

次いで、子どもの病気についての不安を感じる割合が高くなっています。町内に小児科がない

ことによる救急時の不安の軽減につながる施策や、病児保育の検討が望まれます。 

いじめ・不登校の問題や、子どもとの接し方に自信が持てないという内容についても１割程度

の回答があることから、各家庭にあったきめ細かな対応が必要です。 

さらに、子育てに伴う経済的な負担等に不安を感じる割合が増加傾向にあり、子どもの育ちへ

の影響を注視し必要な対策を講じていくことが求められます。 

 

７．町の子育て関連事業について 

中学校３年生までの医療費完全無料化についてはかなり多くの方が満足と感じています。町内

全 13か所の保育所への英語講師の派遣は７割以上が大変満足及びほぼ満足と感じており、引き

続き事業を充実させていきます。また、家庭児童相談室や放課後子ども教室、母親クラブによる

地域組織活動、子育て世代包括支援センター等はわからないという回答が高くなっているため、

周知を進めていくことが重要です。 
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第２章 計画の基本理念と基本目標 

第１節 計画の基本理念 

 

本町では、平成 17年度において総合計画「ひと・まち☆きらり 周防大島町総合計画」を策

定し、その中における将来の都市像を『元気 にこにこ 安心で 21世紀にはばたく先進の島』

として町の政策を推進しています。 

その中の子育てに関する「部門計画」の役割を担う計画として、平成 16年度以降「次世代育

成支援行動計画（前期・後期）」を、平成 27年度からは次世代育成支援行動計画の内容を包含

する計画として「子ども・子育て支援事業計画」（第１期）を推進してきました。 

前期計画では、子どもの健やかな成長を社会全体で支えるため、地域住民みんなが互いに支え

あい、助けあいながら支援していくことが重要であると考え、計画の基本的なビジョンとして基

本理念『みんなで育てる 笑顔いっぱい 元気な子』を掲げて施策を展開してきました。 

本計画においても、子育て支援事業のさらなる展開と活動の推進を目指して、前期計画におい

て定めた基本理念を引き継ぐものとして、子育てに関するまちづくり施策の充実を図るものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

みんなで育てる 笑顔いっぱい 元気な子 
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第２節 施策の体系 
 

本計画における各施策の体系は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】子育て支援のネットワークづくり 

【２】子育て意識の啓発の推進 

施策の展開 基本理念 

基本目標２ 子育て家庭への支援の充実 

基本目標６ 援助が必要な子どもへの支援 

【１】多様な体験・ふれあいの機会づくり 

【２】子どもの居場所づくりの充実 

【３】生きる力を育む幼児教育・学校教育の充実 

基本目標５ 仕事と家庭生活との両立の推進 

【１】子どもの人権の尊重と虐待の防止 

【２】障害のある子ども・医療的ケアの必要な子どもへの支援 

【３】ひとり親家庭等の自立支援 

 

【１】子どもに安全・安心な環境づくり 

【２】子どもを犯罪・災害等から守る活動の推進 

 

【１】結婚・妊娠・出産期の支援 

【２】乳幼児からの健康管理の充実 

【３】食育の推進 

【１】仕事と子育ての両立支援 

【２】男女共同参画意識の啓発 

基本目標１ 地域における子育て支援 

【１】保育サービスの充実 

【２】子育て家庭への経済的支援 

基本目標７ 子どもにやさしいまちの環境づくり 

基本目標３ 健やかに産み育てられる環境づくり 

基本目標４ 次代を担う世代の育成 

み
ん
な
で
育
て
る 

笑
顔
い
っ
ぱ
い 

元
気
な
子 
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第３章 事業量の見込みと確保方策 

第１節 保育・教育の状況 

１．保育所における保育サービス等の状況 

 

（１）保育所の入所状況 

保育所入所児童数は減少傾向にあります。 

 

■保育所入所児童数の推移 

（単位：

人、％） 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

入
所
児
童
数 

全
児
童
数 

年
齢
別
入
所
率 

入
所
児
童
数 

全
児
童
数 

年
齢
別
入
所
率 

入
所
児
童
数 

全
児
童
数 

年
齢
別
入
所
率 

入
所
児
童
数 

全
児
童
数 

年
齢
別
入
所
率 

入
所
児
童
数 

全
児
童
数 

年
齢
別
入
所
率 

０歳児 11 63 17.5 9 58 15.5 8 47 17.0 14 63 22.2 14 49 28.6 

１歳児 40 69 58.0 40 65 61.5 41 62 66.1 27 43 62.8 34 62 54.8 

２歳児 59 77 76.6 59 71 83.1 49 62 79.0 48 61 78.7 38 47 80.9 

３歳児 64 66 97.0 68 78 87.2 63 68 92.6 55 59 93.2 61 65 93.8 

４歳児 73 79 92.4 66 67 98.5 70 76 92.1 67 68 98.5 59 62 95.2 

５歳児 74 75 98.7 69 77 89.6 65 67 97.0 71 77 92.2 66 67 98.5 

合計入所 

児童数 
321 311 296 282 272 

平均 

入所率 
74.8% 74.8% 77.5% 76.0% 77.3% 

※全児童数は住民基本台帳による年齢別人口。入所率は全児童数に対する入所児童数。 

 

（２）延長保育の状況 

入所児童数の減少に伴って、延長保育の利用も減少しています。 

 

■延長保育の推移 

（単位：人、か所） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

延べ利用児童数 3,664 4,166 3,634 2,109 

実施個所数 6 6 6 5 

 

  

資料：福祉課 

資料：福祉課 
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資料：学校基本調査 

資料：学校基本調査 

 

（３）一時保育の状況 

一時保育の利用者は年々減少しています。 

 

■一時保育の推移 

（単位：人、か所） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

延べ利用児童数 976 828 809 549 

実施個所数 14 14 10 9 

 

（４）障害児保育の状況 

障害児保育の利用者は横ばい傾向にあります。 

 

■障害児保育の推移 

（単位：人、か所） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

延べ利用児童数 4 5 5 6 

実施個所数 2 2 2 2 

 

 

２．学校児童の状況 

 

（１）学校数、児童・生徒数の推移 

本町には令和元年度現在で小学校が 10校、中学校が４校設置されています（休校を除

く。）。小学校の児童数は年々減少傾向にあります。中学校の生徒数も、年々減少傾向にあり

ます。 

 

■小学校児童数の推移 

（単位：人、か所） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

児童数 489 476 458 452 442 

学校数 11 11 10 10 10 

 

 

■中学校生徒数の推移 

（単位：人、か所） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

生徒数 282 265 237 221 205 

学校数 5 5 4 4 4 

 

 

 

 

 

資料：福祉課 

資料：福祉課 
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資料：福祉課 

（２）放課後児童クラブの状況 

本町では 10小学校の児童が、７か所での放課後児童クラブを利用することができます。利

用数は減少傾向にあります。 

 

■放課後児童クラブの推移 

（単位：人） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用児童数 214 226 248 237 215 

施設数（校） 11 11 10 10 10 

施設数（か所） 7 7 7 7 7 
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第２節 教育・保育の前提となる考え方 

１．教育・保育の提供区域 

国においては、量の見込みや確保策を設定するにあたり、地域の実情に応じて保護者や子ども

が居宅から容易に移動することが可能な区域を「教育・保育提供区域」として設定することとな

っています。本町では町全体を１つの区域として考え、設定しています。 

 

■対象事業及び提供区域の設定 

NO 対象事業 対象児童 提供区域 

学
校
教
育
・
保
育 

１号認定（認定こども園及び幼稚園） 

 ※２号認定の教育利用希望者を含む 
３～５歳 全町 

２号認定（認定こども園及び保育所） ３～５歳 全町 

３号認定（認定こども園及び保育所＋地域型保育） ０歳、１・２歳 全町 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

利用者支援事業 
０～５歳 

１～６年生 
全町 

地域子育て支援拠点事業 ０～５歳 全町 

妊婦健康診査 - 全町 

乳児家庭全戸訪問事業 ０歳 全町 

養育支援訪問事業等 ０～５歳 全町 

子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライト） ０～18歳 全町 

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業） 
０～５歳 

１～６年生 
全町 

一時預かり事業 

・幼稚園における在園児を対象とした一時預かり 

・その他 

 

３～５歳 

０～５歳 

全町 

時間外保育（延長保育） ０～５歳 全町 

病児・病後児保育事業 
０～５歳 

１～３年生 
全町 

放課後児童健全育成事業 
１～３年生 

４～６年生 
全町 

実費徴収に係る補足給付を行う事業【国で検討中】 ０～５歳 全町 

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 

【国で検討中】 
- - 
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２．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

令和元年 10月１日から幼児教育・保育の無償化が実施され、未移行幼稚園、認可外保育施

設、預かり保育事業等の利用に係る「子育てのための施設等利用給付」制度が創設されました。 

この制度は“①市町村の確認を受けた施設”を“②市町村の認定を受けた子ども”が利用した

際に要する費用を給付するものです。 

本町では、子育てのための施設等利用給付にかかる申請について、各利用施設にとりまとめの

協力を依頼し、施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に取り組むこととしています。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督等については、県に対して情報等の共

有を行い、適切な取組を進めていきます。 
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第３節 幼児期の学校教育・保育 

１．１号認定（認定こども園及び幼稚園） 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 2 1 4 4 3 3 3 

 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 － － 4 4 3 3 3 

特定地域型保育事業 － －      

 

対象年齢 ３～５歳 

確保方策について 
■ 近隣市町との連携により確保。令和６年度までに認定こども園も含め

確保策を検討 

備 考 ▼ 現在、町に幼稚園はないが、アンケートにより若干の利用希望があり 

 

 

２．２号認定（教育希望） 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 － － 0 0 0 0 0 

 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 － － － － － － － 

特定地域型保育事業 － －      

 

対象年齢 ３～５歳 

確保方策について ■ 近隣市町との連携により確保 

備 考 ▼ 現在、町に幼稚園はなし 
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３．２号認定（認定こども園及び保育所） 
 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 191 185 162 162 146 148 134 

 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設  － － 162 162 146 148 134 

特定地域型保育事業 － －      

 

対象年齢 ３～５歳 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 

備 考 
▼ 日良居保育所については、民営化に向けて協議を進める。 

▼ その他の保育園についても、適切な在り方の検討を進める 

 

 

４．３号認定（認定こども園及び保育所＋地域型保育）【０歳】 
 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 14 14 23 22 21 20 19 

 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 － － 23 22 21 20 19 

特定地域型保育事業 － －      

 

対象年齢 ０歳 

確保方策について ■ アンケートによる利用希望から算出、実績値より増加 

備 考 ▼ アンケートニーズより推計、実績よりも増加すると算出 
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５．３号認定（認定こども園及び保育所＋地域型保育）【１～２歳】 
 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 75 72 92 81 78 74 71 

 

確
保

方
策

 

特定教育・保育施設  － － 92 81 78 74 71 

特定地域型保育事業 － －      

 

対象年齢 １～２歳 

確保方策について 
■ アンケートによる利用希望から算出、実績値より増加 

■ 現状維持で対応可能、充実に努める 
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第４節 地域子ども・子育て支援事業 

１．利用者支援事業 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、利用者支援専門員等が教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等

を実施する事業です。 

  

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 16か所 16か所 16か所 16か所 16か所 16か所 16か所 

 

確保方策 － － 16か所 16か所 16か所 16か所 16か所 

 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 

備 考 ▼ 子育て支援センター及び役場窓口にて実施 

 

 

２．地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談・援助、関連

情報の提供、子育て支援に関する講習等を行う事業です。 

 （単位：人回） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 391 46 301 271 261 249 240 

 

確保方策 － － 301 271 261 249 240 

 

対象年齢 ０～５歳 

確保方策について 
■ 現状の３か所で対応可能であり、地域的な配置の見直しを検討しな

がら、充実に努める 

備 考 
▼ 数値は月間平均利用数 

▼ 無償化の影響を考慮して、実績よりも減少すると推計 

 

 



44 

３．妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るとともに、安全・安心な妊娠出産ができるよう医療機関にお

いて、診察、検査、保健指導等を行う事業です。 

  

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必
要

数
 

対象人数（人） 63 49 47 45 43 42 40 

健診回数（回） 14 14 14 14 14 14 14 

実施数（人回） 882 686 658 630 602 588 560 

 

確保方策 － － 658 630 602 588 560 

 

確保方策について ■ 必要数に対応可能 

備 考 

▼ 対象人数は０歳児の人数、健診回数は推奨する回数、実施数は実

績数であり、対象人数×健診回数＝実施数とはならない 

▼ 見込値は実績値から人口推計を基に算出 

 

 

４．乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等

の把握を行う事業です。 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 63 49 47 45 43 42 40 

 

確保方策 － － 47 45 43 42 40 

 

確保方策について ■ 必要数に対応可能 

備 考 
▼ 実績値は０歳児の人数 

▼ 見込値は０歳児の推計人数 
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５．養育支援訪問事業等 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこ

とにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

  

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

確保方策 － － 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

確保方策について ■ 必要数に応じ対応可能、充実に努める 

備 考 ▼ 家庭児童相談室（母子自立支援員含む）にて実施 

 

 

６．子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童につ

いて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

 （単位：人日） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 1 0 1 1 2 2 2 

 

確保方策 － － 1 1 2 2 2 

 

対象年齢 ０～５歳 

確保方策について ■ 近隣市町との連携により対応を検討する 

備 考 ▼ 要望に応じて利用可能 
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７．子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受

けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整

を行う事業です。 

 （単位：人日） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 － － 16 15 15 14 13 

 

確保方策 － － － － － － 13 

 

対象 小学生 

確保方策について ■ 近隣市町との連携により R６年以降の実施を目指す 

備 考 ▼ 現状ファミリーサポートセンターの実施はなし 
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８．一時預かり事業 

（１）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に認

定こども園、幼稚園において、一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

 （単位：人日） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 － － 0 0 0 0 0 

 

確保方策 － － ニーズの発生に応じて対応 

 

対象年齢 ３～５歳 

確保方策について 
■ 町に幼稚園がなく、現状のニーズもないが、ニーズの発生に応じて対

応を検討する 

備 考 ▼ 現在、町に幼稚園はなし 

 

 

（２）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外 

特定教育保育施設の一時預かり事業は、施設を利用していない乳幼児の預かりを行います。 

 （単位：人日） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 549  810 807 782 803 779 

 

確保方策 － － 810 807 782 803 779 

 

対象年齢 ０～５歳 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 

備 考 ▼ 実績値は年間延べ回数 
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９．時間外保育事業（延長保育） 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日または利用時間以外の日または時間におい

て、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 102  95 92 88 79 78 

 

確保方策 － － 95 92 88 79 78 

 

対象年齢 ０～５歳 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 

 

 

10．病児保育事業、子育て援助活動支援事業 

病児・病後児について、病院、保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一

時的に保育を実施する事業です。 

 （単位：人日） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 － － 161 153 142 140 131 

 

確保方策 － － 近隣自治体との連携による確保 

 

対象年齢 ０～５歳 

確保方策について 

■ 現状、本町のみでの対応は不可能 

■ 近隣自治体との連携を進める 

■ 病院等への働きかけを進める 
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11．放課後児童健全育成事業（児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小

学校の余裕教室や専用施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図

る事業です。 

（１）低学年 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 139 130 132 130 124 110 110 

 

確保方策 － － 132 130 124 110 110 

 

対象 小学校低学年 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 

 

 

（２）高学年 

 （単位：人） 

 
実績値 見込値 

（H30） (H31) R2 R3 R4 R5 R6 

必要数 98 85 100 99 99 98 99 

 

確保方策 － － 100 99 99 98 99 

 

対象 小学校高学年 

確保方策について ■ 現状維持で対応可能、充実に努める 
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第４章 重点プロジェクト 

【１】教育・保育サービスの充実 

近年の各家庭における、多様な生活スタイルの増加により、様々なニーズや課題への対応が求

められています。 

教育においては、小学校就学に向けた切れ目のない連携・質の向上が必要であり、保育におい

ては、誰もが安全・安心な子育てを行えるための体制整備が必要です。 

いずれも各施設等の関係者で互いの良さを十分に活かした施設や制度のあり方を検討し、子ど

もたちや保護者にとっての子育ての充実につながるよう推進します。 

 

 

 

 

 

【２】相談支援体制の充実 

前述のように、多様な家庭の様々な生活スタイルに合わせて、それぞれの子育て家庭の抱える

悩みや課題も多様化してきています。子育てに関して、不安や負担を感じている家庭は多く、個

人や家庭に合わせたきめ細かな相談・対応に関する体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

【３】サービスや制度の周知・啓発の徹底 

これまで本町においては、前期計画に基づき、様々な子育て支援施策・サービス・制度等を展

開してきましたが、保護者の認知やその周知方法に関しては十分とは言えない状況です。今後

も、今あるサービスの活用や新たな施策の周知を目的とした、広報・啓発等に注力します。 

 

 

  

■ 施策との連携 

『第３章 事業量の見込みと確保方策』において、教育・保育サービスの充実及び地域子ども・子育て支

援事業の充実を記載しています。 

■ 施策との連携 

『第５章 施策の展開』における“基本目標１ 地域における子育て支援”  【１】支援のネットワークづく

り で、町として関係機関と連携を取りながら、相談・対応に関する質の向上や体制づくりのための施策を

展開します。 

 

■ 施策との連携 

『第５章 施策の展開』における“基本目標１ 地域における子育て支援”  【２】子育て意識の啓発の推

進 で、様々な取組による多角的な周知を推進し、サービスや制度の啓発を図ります。 

 



51 

【４】結婚・妊娠・出産・育児まで切れ目のない支援の推進 

全国的に、男性の育児休業等の取得期間が長い世帯では、第２子をもうけることが多いと言わ

れています。このため、男性の積極的な育児休暇の取得を促進します。 

また、多様な働き方の促進や子育て支援サービス等の充実は、働きたい母親の就労の実現につ

ながります。 

就労の継続・実現の観点をもちながら、産業や教育、保健福祉等の関係機関によるネットワー

ク化を図り、結婚・妊娠・出産・育児期にわたっての支援を充実させます。 

 

 

 

 

 

【５】周防大島町の特徴を活かした教育の推進 

社会経済の国際化、グローバル化が進む近年、一人ひとりが自分を知り、郷土に誇りと愛着を

もつことは、生きる上での大切な基盤となります。特に本町は島しょ部であり、特徴的な自然と

文化が融合した風土を有しています。子どもが本町に誇りと愛着をもちながら成長し、その後の

定住につながるよう、この特徴を活かした教育を充実し、子どもとともに学ぶ機会を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

【６】ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

「次世代育成支援対策推進法」が延長されたことに伴い、事業所等の一般事業主行動計画の策

定や実施を一層促進することが求められています。いわゆるワーク・ライフ・バランス（仕事と

家庭の調和）が図られた、働きやすく、子育てのしやすいまちを目指し、制度の普及・啓発に努

めます。 

 

 

 

  

■ 施策との連携 

『第５章 施策の展開』における“基本目標４ 次代を担う世代の育成”  【１】多様な体験・ふれあいの

機会づくり 及び 【３】生きる力を育む学校教育の充実 で、周防大島町独自の子育て支援施策を展開

し、教育にも活かしていきます。 

■ 施策との連携 

『第５章 施策の展開』における“基本目標５ 仕事と家庭生活との両立の推進”  【１】仕事と子育ての

両立支援 で、男女がともに仕事と子育てを両立した生活が送れるよう施策を記載しています。 

■ 施策との連携 

『第５章 施策の展開』における“基本目標３ 健やかに産み育てられる環境づくり”  【１】結婚・妊娠・

出産期の支援 での施策を中心に、様々な施策と連携しながら取組を推進します。 
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第５章 施策の展開 

基本目標１ 地域における子育て支援 

【１】子育て支援のネットワークづくり 

 現状と課題  

本町ではこれまで、家庭・地域の連携を深め、「島の子どもたちを島全体で守り、育て

る」という観点から、すべての人が協力して子育てを支援するために、地域の連携と協働の

体制づくり、仕組みづくりを推進してきました。島しょ部であることから、地域住民のつな

がりは都市部に比べると強いという特性はありますが、一方で核家族化や近所づきあいの希

薄化も進んでいます。地域全体で子育てを進めるためには、お互いの顔が見える関係づくり

が必要です。 

地域における子育ての連携・協働の拠点として町内３か所に設置している「地域子育て支

援センター」では、相談・訪問・講習会・子育てサークル等の事業を行っており、利用者数

が伸びています。また、センターがない東和地区へはセンター職員が出張し、遊びの場の提

供や講習会、相談業務を行っています。アンケート調査においては「地域子育て支援センタ

ー」を知っている割合は９割以上となっており、今後はより利用しやすい仕組みづくりが期

待されています。 

家庭児童相談員や母子家庭相談員が相談対応を行う「家庭児童相談室」では、相談を待つ

だけではなく、不登校児童や特定妊婦・乳児の子育てに対し家庭訪問による支援を行うほ

か、保育園・子育て支援センター・小中学校に訪問して情報の収集と共有に努め、個々に応

じた対応を行っています。一方、アンケートでは「家庭児童相談室」を知らないとする割合

が６割近くと認知度が低いことや、対応の方向性を見出すことが困難なケースもみられるこ

とが課題となっています。 

「町で行っているイベントやサークル」については、平成 24年からは子育て支援センタ

ーが支援を行っています。また、保育所等が主催するサークル活動もありますが、参加して

いない未就園児へのさらなる呼びかけを充実する必要があります。 

 

 

 今後の方向性  

 子育て支援センターをコミュニケーションづくりの拠点として、その機能を充実しつつ、地域の

様々な自主的活動を支援し、お互いの顔が見える地域ネットワークづくりを促進します。また、

支援センター利用の機会が少ない地区の利用促進を図ります。 
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 地域における子育て支援の情報やサークル活動、団体活動等の情報を集約しＰＲを強化すると

ともに、子連れでも気軽に集える場や機会の提供を充実させ、親の子育てに対する意識の向上

（親育て）と親を支える体制づくりに努めます。 

 子どもや子育て家庭が抱える悩みや不安・負担を気軽に何でも相談できるよう、各種関係機関

との連携を図りながら、相談体制の充実を進めます。また、相談窓口や相談事業自体の認知を

向上させるため、周知・啓発に努めます。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■地域子育て支援センター 

地域に対するセンターの配置等を適切に見直していくとともに、子育て中の親

子が交流し、育児の悩みを解消したりするための出会いの場、遊びの場、学びの

場などを提供し、悩みや相談をはじめ、子育てサークルへの協力など、子育て家

庭への育児支援を総合的に行います。 

広報やホームページを利用して、事業の利用を促進します。 

福祉課 

■子育てサークル活動支援事業 

育児の孤立化防止と親同士、子ども同士の交流促進のため親子が集い、遊ぶこ

とができるサークル活動を支援するとともに、サークル同士のネットワークづく

り、サークル活動の PR強化を支援します。 

健康増進課 

■母親クラブ活動補助事業 

母親が参加する地域組織活動を支援します。 
福祉課 

■相談体制強化事業 

多様な子育て家庭が持つ様々な子育てに関する不安や負担に関して、保護者等

が気軽に何でも相談することができるよう、相談窓口や相談サービスについての

周知を図ります。 

家庭児童相談室や子育て世代包括支援センター、地域子育て支援センター、教

育委員会等の関係機関との連携を強化するとともに、保護者等へワンストップサ

ービスにより必要な情報の提供や相談・助言等が行えるよう、相談員の質の向上

に努めます。 

保育所や子育て世代包括支援センター、子育て支援センターなどの身近な場所

での相談受付や情報提供が可能となるよう、関係機関との連絡調整による相談体

制の総合的な強化・構築を進めます。 

福祉課 

■子育て世代包括支援センター 

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して、切れ目のない総合的相談支援を提供するとともに、関係

機関等のネットワークづくりを推進します。 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、社会資源の開発を

検討します。 

健康増進課 
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【２】子育て意識の啓発の推進 

 現状と課題  

子育て支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下

に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴

う喜びが実感されるように配慮して行われなければいけません。 

本町では、子育て意識の高揚に向けて、保育所・医療機関・子育てに関する事業を掲載し

た子育てブックを製作し、保育所・子育て支援センター等を通じて各家庭へ配布するほか、

ホームページや広報に保育所・医療機関・子育てに関する事業について掲載しています。ま

た、子育て支援センターだよりを毎月発行し、母子保健推進員が子育て支援センターを利用

していない家庭へ配布することで、子育て支援センター事業への参加者の増加につながって

います。令和元年からは、ケーブルテレビ周防大島チャンネルにて子育て情報番組「しまっ

こつうしんすくすくおおしま」を放送し、人気番組として定着しています。 

また、子育てに関する講習会を開催することで、子育てに関する保護者等の意識啓発を行

うとともに、子育てに関する知識の習得を図っています。 

一方で、アンケート調査によると多くの保護者が子どもの教育や病気について不安や負担

を感じているほか、町の実施する各種子育てサービスについても知らないとする回答が半数

を超えるサービスも複数あり、今後も十分な情報提供が求められています。 

 

 今後の方向性  

 子育てブックやホームページの更なる内容の充実を図るほか、様々な事業や行事、広報等を通

じて、子育てのあり方や情報提供の充実を図るとともに、楽しい子育てを実現する学習機会を

充実します。 

 子どもがいる生活の心の豊かさや、子どもとのふれあいの楽しさなど「子育ては楽しい」ことを

積極的にＰＲします。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■子育て情報ホームページの開設 

町の子育てに関する施設情報、サービス情報等をいつでも簡単に発信、取得で

き、保護者同士の情報交換が可能となるように、子育て情報に関するホームペー

ジを充実します。 

また、ホームページ自体の周知・啓発に努めます。 

福祉課 
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施策の概要 担当課 

■子育てブックの内容の充実と普及 

町の子育てに関する情報を集約した子育てブックの内容を随時更新・製作し、

配布します。 

福祉課 

■ケーブルテレビを活用した情報発信 

ケーブルテレビ周防大島チャンネルを活用し、子育て情報の定期的な発信やサ

ービス利用等の啓発を行います。 

ケーブルテレビ周防大島チャンネルの加入促進を図ります。 

福祉課 

政策企画課 

■子育てサービス等啓発イベントの実施 

子育て家庭等に子育てサービスや制度等を啓発するために、保育所や関係機関

と連携した子育てイベントを実施します。 

福祉課 

■子育て支援広報強化事業 

仕事と子育ての両立を実現するための住民の理解や各種支援事業、育児休業制

度など、子育てに関する理解や意識を向上する広報活動を充実します。 

福祉課 

■子育て講演会等開催事業 

子育てに関する知識や楽しさを広く普及啓発するとともに、子育て支援センタ

ーで音楽やヨガ、読み聞かせの講師等による講習会を行います。 

福祉課 

■家庭教育講座開催事業 

保護者を対象とした子育てや教育、子どもの心と体の健康や親の役割、子ども

の権利などについての講習を行います。必要に合わせて、就学時健診時や一日入

学（仮入学）の機会に、校長や学校関係者から子育てについての講話を行いま

す。 

【数値目標】入学までの機会において各校１回 

教育委員会 

学校教育課 
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基本目標２ 子育て家庭への支援の充実 

【１】保育サービスの充実 

 現状と課題  

本町には、保育所が 12か所あり（うち２か所が町立）、質の高い保育を目指して、保育

内容の充実に努めてきました。一方、核家族化・小家族化や共働き世帯の増加などにより、

子育て支援のニーズはますます多様化しています。 

「障害児保育」に関しては、障害のある児童の受入のために要した人件費の一部を補助す

る障害児受入支援事業を実施し、保育所への障害児の受入を促進しています。今後も、受入

にあたり、障害特性の理解・共有化を図るための研修等を拡充する必要があります。 

また、国際化の進展を背景に、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼

児など、外国とつながる幼児の増加が全国的に予想されており、本町においても該当する幼

児が円滑に教育・保育を受けられるよう、保護者や保育施設等に対し必要な支援を行う必要

があります。 

保育所の状況としては、全国的な傾向同様に、本町においても保育士の確保が心配される

状況があります。 

「保育職員研修事業」に関しては、研修参加経費の補助や講師派遣費用の負担、研修代替

職員人件費等を負担する等、各種研修への参加を促進し、保育所職員の質の向上を図ってい

ますが、代替保育所職員の確保が困難であること等の理由により、研修に参加できない状況

が一部にあります。 

なお、本町には幼稚園はありませんが、アンケートでは幼稚園の設置や幼児教育の充実を

求める声も複数あげられています。また、国は幼児教育に関し、教育・保育に関する専門性

を有している指導主事や幼児教育アドバイザーの配置・確保に努めることを市町村に求めて

います。 

 

 今後の方向性  

 本計画第３章「事業量の見込みと確保方策」に基づき、引き続き認可保育所等における保育事

業の充実とともに、障害児保育などを中心として、就労形態の多様化や保護者の就労意向の

増加等による保育ニーズにきめ細かく対応し、保育人材の確保及び保育所職員が研修に参加

しやすい環境を整備するための支援についても拡充していきます。 

 県や近隣市町村と連携し、幼児教育の体制整備に努めます。 

 

  



57 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■障害児受入支援事業 

障害のある児童の受入のために要した人件費の一部を補助する障害児受入支援

事業を実施し、保育所への障害児の受入を促進します。健常児とともに保育する

ことにより成長を促し、ともに育つ環境を整備します。 

福祉課 

■多様な背景の子育て家庭への配慮 

外国とつながる幼児を持つ家庭等、多様な子育て家庭に対し必要な保育サービ

スを適切に提供するため、案内文の多言語表記や手続きの際の通訳支援等、個々

の家庭の状況に応じた支援ができる体制の整備を図ります。 

福祉課 

■保育人材の確保 

保育に携わる人材確保のため、国の行う働きやすい環境づくり、業務負担、就

労支援等の諸施策について事業所に向け周知します。 

福祉課 

■保育職員研修事業 

保育所職員の知識や技術の向上、問題点の共有化などのため、研修参加経費の

補助や講師派遣費用の負担、研修代替職員人件費等の負担等を行い、各種研修へ

の参加を促進します。 

また、新保育所保育指針に基づき、知識、技術の更なる向上、職員同士の連携

などにより、質の高い保育の実施を目指します。 

福祉課 

■幼児教育アドバイザーの配置検討 

本町全体の幼児教育・保育の質の向上を図るため、指導、助言及び各種相談業

務を行う幼児教育アドバイザーの配置を検討します。 

教育委員会 

学校教育課 

福祉課 
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【２】子育て家庭への経済的支援 

 現状と課題  

アンケート調査では、前期計画策定時に比べ、「経済的な不安、負担がある」と回答した

割合が増加し、33.0％となっています。また町が実施している各種子育て関連事業におい

て、「中学校３年生までの医療費完全無料化」や「保育所同時入所２人目以降の保育料完全

無料化」、その他各種手当など、経済的支援に関するものの満足度は比較的高くなってお

り、経済的負担感の軽減を実感できる支援が望まれていることがわかります。 

「乳幼児医療費助成制度」は、県の助成制度で父母の所得割合算額が所得制限を超えない

０歳児から就学前の児童が対象となっており、町の単独制度の一部負担金助成と併せて、医

療費自己負担について全額助成しています。更新申請の遅れから受給できない期間が長引く

ケースが多々みられ、更新手続きの円滑化が望まれます。 

「ちびっ子医療費助成制度」「中学生医療費助成制度」は、町の単独制度で、県制度で非

該当になった未就学児と、小学校１年生から中学３年生までの児童が対象になり、幅広く利

用されています。 

「保育料支援事業」に関しては、令和元年 10月からは、国の施策として３歳児からの無

償化が開始されたことに伴い、町の単独制度として、町内の保育所を利用する町在住の３歳

未満児の保育料も無償としているほか、保育所での実費徴収となった３歳以上児の副食費も

町が負担しています。 

「奨学金貸付事業」は、高等学校の授業料無償化等により貸与希望者が減少しており、希

望状況をみながら制度の在り方を検討していく必要があります。 

 

 今後の方向性  

 子育て家庭に対する経済的負担感の軽減のため、各種手当や制度を周知し、対象者の利用促

進を図ります。 

 さらなる充実に向けて、引き続き現状の助成制度についての分析・検討を行います。 
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 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■児童手当 

中学校修了前までの児童がいる家庭を対象に、手当を支給します。 

各窓口において案内を強化し、制度周知や申請勧奨の充実を図ります。 

福祉課 

■児童扶養手当 

父母が婚姻を解消した、父又は母が死亡したなどの児童を監護または養育して

いる保護者に手当を支給します。 

福祉課 

■乳幼児医療費助成制度 

０歳児から就学前の児童が医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、医療費

自己負担分について全額助成します（入院時の食事代を除く）。 

福祉課 

■ちびっ子医療費助成制度 

小学校１年生から小学校６年生までの児童が医療保険各法に基づき医療を受けた

場合に、医療費自己負担分について全額助成します（入院時の食事代を除く）。 

福祉課 

■中学生医療費助成制度 

中学校１年生から中学校３年生までの児童が医療保険各法に基づき医療を受けた

場合に、医療費自己負担分について全額助成します（入院時の食事代を除く）。 

福祉課 

■保育料支援事業 

第３子以降の児童が保育所に入所する場合、児童の年齢にかかわらず保育料の

軽減を行います。 

全ての３歳以上児及び町内の保育所を利用する町在住の３歳未満児の保育料を

無償とします。 

町内の保育所を利用する町在住の３歳以上児の副食費を無償とします。 

福祉課 

■就学援助 

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者へ、国の基準単価に基づき学

用品等を補助します。 

全児童生徒の保護者へ制度に関するお知らせを配布し周知を図ります。 

教育委員会 

学校教育課 

■離島地域通園料助成事業 

本土の児童に比べて通園が大変な、浮島等離島地域の保育所通園に係る渡船費

用等の助成を行います。また、日良居保育所指定管理に伴い実施している、園か

ら渡船場までの園車での送迎を実施します。 

福祉課 

■遠距離通学費補助事業 

浮島から町内中学校に通学する生徒に対して、町営渡船の定期券を交付します。 

教育委員会 

学校教育課 

■奨学金貸付事業 

向学心に富み、有能な素質を持つ生徒で、経済的な理由で就学が困難な場合に

奨学金の貸付を行います。 

教育委員会 

総務課 

■離島高校生就学支援費補助事業 

県内高等学校等の第3学年まで在学する離島の生徒に対して、交通費や住居費

の助成を行います。 

政策企画課 
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基本目標３ 健やかに産み育てられる環境づくり 

【１】結婚・妊娠・出産期の支援 

 現状と課題  

全国的な少子化の原因として、未婚化や晩婚化の進行が指摘されています。本町の婚姻率

は県に比べて低く推移しており、減少傾向にあります。 

本町では、住民の結婚・妊娠・出産に関する希望を実現するため、それらの切れ目のない

支援の一環として、移住・定住や婚活に関するイベント等をはじめ、ライフステージごとの

ニーズに応じた事業展開を図っています。近年では若い移住者による起業もみられるように

なり、カップルの誕生にもつながっています。 

また、安全で快適な妊娠・出産のためには、家庭や地域、職場などのあたたかい配慮が必

要であるとともに、妊娠・出産期の健康づくりなどに対する支援が必要です。 

本町では、母親の妊娠や育児に対する悩みを軽減するための相談機能の充実や妊婦健康診

査等において妊娠期の健康づくりを図っています。 

平成 30年４月には、「子育て世代包括支援センターOhana」を開設し、妊娠・出産・子育

てに関するワンストップ窓口として支援に努めています。保健師が全妊婦と面接して「母子

健康手帳の交付」を行うことなどを通じ、妊産婦や乳幼児等の実情を把握し、支援が必要な

ケースについては支援プランを策定し、関係機関と連携しながら継続支援を行っています。 

また、安全・安心な妊娠期を送るためには、確実な健診受診や要指導者への対応等、個々

にあわせた保健指導が重要となり、「妊婦健康診査」の結果により、受診状況等の確認を行

い、未受診者については受診勧奨を行っています。アンケート調査によると、「妊婦健康診

査」については満足と感じている人が６割以上と比較的高くなっています。 

平成 31年４月から、「産婦健康診査」や核家族化の進展等を背景に増加している、産後

家族からの支援を十分に受けられず、心身の不調または育児不安等がある母親を支援するた

め、「産後ケア事業」も開始しています。 

「不妊治療費助成事業」においては、県の助成以外に町単独の助成を行い、経済的な負担

の軽減を図っています。 

「母子保健推進員育成事業」に関しては、母子保健事業等に関する知識・情報取得のため

の研修会への参加や各支部での自主活動が活発で、地域の子育ての相談役として、また行政

とのパイプ役として充実した活動が行われています。母子保健推進員による「こんにちは赤

ちゃん事業」における乳児のいる家庭への訪問は、孤立化を防ぎ、母親の育児不安の軽減や

虐待防止につながっています。 
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 今後の方向性  

 これからも安心して妊娠・出産ができるよう、引き続き安心な出産への支援体制づくりを推進し

ます。また、今後も健診の充実、妊産婦や新生児・乳児の全戸訪問等、妊産婦と子どもの健康

づくりへの取組を積極的に推進します。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■移住・定住促進事業 

移住・定住や婚活に関するイベント等をはじめ、ライフステージ毎のニーズに

応じたきめ細かい支援を行います。 

①移住ＰＲイベント 

②カップリングパーティー 

政策企画課 

■子育て世代包括支援センター（※再掲） 

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して、切れ目のない総合的相談支援を提供するとともに、関係

機関等のネットワークづくりを推進します。 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、社会資源の開発を

検討します。 

健康増進課 

■不妊治療費助成事業 

不妊治療を受けている夫婦に、治療費の一部を助成することにより、経済的な

負担の軽減を図ります。 

健康増進課 

■母子健康手帳の交付 

子育て世代包括支援センターで母子健康手帳を交付し、対象者全員に母子健康

手帳の活用と母子保健事業について説明を行います。 

健康増進課 

■妊婦健康診査 

妊娠中、委託医療機関において 14 回分の一般健康診査（超音波検査を含む）

を受けることができます。健診結果票により妊婦の健康状態を把握するととも

に、未受診者には受診勧奨をしており、異常の早期発見と安全・安心な出産を迎

えられるように支援するとともに、新しい命を育む家庭の負担を軽減します。 

健康増進課 

■産婦健康診査 

産後、委託医療機関において産後 2 週間頃と産後 1 か月頃の 2 回、産婦健康

診査を受けることができます。 

健康増進課 

■妊産婦・乳幼児訪問指導事業 

妊産婦・乳幼児のいる家庭へ保健師が随時訪問し、体調や発育発達の確認を行

います。また、新生児・乳児・産婦については全員訪問し、児の発育状況の確

認・予防接種説明・育児相談等の情報提供、産婦の体調を把握し育児に必要な支

援を行います。 

健康増進課 
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施策の概要 担当課 

■産後ケア事業 

産後４か月未満の母子を対象に、利用可能な産科医療機関において、専門スタ

ッフが心身のケア、育児サポート（授乳・沐浴・育児相談など）を行うことで、

産後の子育てを支援します。 

健康増進課 

■母子保健推進員育成事業 

母子保健推進員は、子どもたちが健やかに育つように、これから母になる妊婦

や子ども、子育て中の家庭を訪問し、子育てなどの相談・助言をするとともに、

子育ての輪を広げる催しを開催するなど、地域における身近な相談役、行政との

パイプ役として、とても重要な役割を担っています。今後もさらなる育成・支援

します。 

健康増進課 

■こんにちは赤ちゃん事業 

保健師の新生児訪問後、生後4か月までの乳児・産婦を母子保健推進員が訪問

します。子どもの誕生を祝いながら、母親が今後地域で安心して子育てできるよ

う母子保健推進員が声かけ・見守りを行います。 

健康増進課 
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【２】乳幼児からの健康管理の充実 

 現状と課題  

母子の健康の保持・増進は、生涯を通じて健康な生活を送るために欠かせないことであ

り、子どもの健やかな成長の基礎となっています。一方で、乳幼児期は疾病にかかりやす

く、その疾病は心身の成長・発達に影響を及ぼすこともあります。 

「乳児健康診査」は、疾病の早期発見・早期治療のために重要な役割を果たしています。 

「１歳６か月児健康診査」「３歳６か月児健康診査」に関しては、年に複数回集団での健

診を実施し、必要に応じて専門医療機関・療育機関等につないでいます。これら健診時に参

加者全員が保健師や管理栄養士、保育士の指導・相談対応を受けられる体制を取っていま

す。「５歳児発達相談会」は、保育園等の集団生活に苦手さがある、就学について不安があ

る年中児の保護者を対象に、特別支援教育地域コーディネーターや学校教育課職員による相

談会や言語聴覚士による言語相談を設けています。 

また、「療育支援事業」として、健診や相談等において、発達面やことばについて気にな

る児と保護者を対象に親子ふれあい教室やことばの教室を実施しています。 

「育児相談」は保護者が保健師や管理栄養士に直接相談できることで育児不安の軽減につ

ながり、また保護者同士の交流の場になっています。 

「子育て教室」に関しては、実施後のアンケートにおいて「とても良かった」「よかっ

た」の声が多く、今後も継続的な開催が期待されています。 

「フッ素洗口事業」は、町内保育所・小学校において実施し、虫歯予防に取り組んでいま

す。 

 

 今後の方向性  

 乳幼児健康診査などを充実し、疾病の予防と健全育成に努めます。また、健診の場が、保護者

自身が児の発育発達を確認し、育児についての悩みを相談できる場となるよう、実施方法を検

討します。また、健診結果を踏まえ保護者とよく話し合い、適切な相談機関につなぐことのでき

る健診体制の構築に努めます。 

 気軽な相談から専門的な相談まで、多様な健康相談に応じます。また、相談だけではなく、交流

の場としても活用します。 

 家庭と保育所、保健・医療機関などとの関係構築を図り、問題の早期発見に努めます。 

 健康や子育てに必要な知識、情報を発信し、家庭の育児力の向上を図ります。 
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 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■乳児健康診査 

生後1か月・3か月・7か月児を対象に医療機関における健康診査を実施しま

す。受診結果票により児の発育発達状況を確認し、未受診者には電話等で受診勧

奨を行います。 

健康増進課 

■１歳６か月児健康診査 

満１歳６か月を超え、満２歳に達しない幼児を対象に、問診、身体計測、小児

科診察、歯科診察及び歯みがき指導、保健指導・栄養相談・子育て相談などを行

います。未受診者には電話等で受診勧奨を行います。 

健康増進課 

■３歳６か月児健康診査 

満３歳６か月を超え、満４歳に達しない幼児を対象に、問診、身体計測、小児科

診察、歯科診察及び歯みがき指導、保健指導・栄養相談・子育て相談、尿検査、視

力・聴力検査などを行います。未受診者には電話等で受診勧奨を行います。 

健康増進課 

■５歳児発達相談会 

年度内に５歳になる幼児のうち、保育園等の集団生活に苦手さがある、就学に

不安がある幼児をもつ保護者を対象に、特別支援教育地域コーディネーターや学

校教育課職員による相談会や言語聴覚士による言語相談を設け、就学に向けて、

これからどんな準備が必要か、具体的にイメージできるよう支援します。 

健康増進課 

■療育支援事業 

発達上、継続的な見守りやサポートが必要な幼児に対して、必要な医療機関や

療育機関につなぐとともに、関係機関と連携をとりながら、親子の成長を支援し

ます。また、親子ふれあい教室やことばの教室の開催、親の会への活動支援を行

いながら、地域療育に努めます。 

健康増進課 

■育児相談事業 

毎月１回３会場で実施します。乳幼児の発育発達、健診・予防接種状況、栄養

状態等を把握するとともに、相談等により母親の育児不安軽減を図り、母親同士

の交流の場づくりを支援します。 

健康増進課 

■子育て教室事業 

年２回、乳幼児を持つ親や保育士等関係者を対象に、小児救急や子育てに関す

る講演会を実施します。子どもの急病時の対処法や予防接種等について知識を得

ることで安心して子育てできるよう支援します。 

健康増進課 

■予防接種事業 

予防接種法に基づき、個別で予防接種を行い感染症の予防を図ります。また、

訪問時に個別の接種スケジュールを作成し、適切な接種が行えるよう指導しま

す。さらに、育児相談や幼児健診時に接種勧奨を行い、接種率の向上を図るな

ど、感染症対策に取り組みます。 

健康増進課 

■フッ素洗口事業 

町内保育所・小学校と連携をとり、フッ素洗口を行いながら虫歯予防に取り組

みます。 

健康増進課 

■インフルエンザ対策感染予防機器設置事業 

保育所及び児童クラブに設置している新型インフルエンザ感染予防機器につい

て、適切な更新を図ります。 

福祉課 
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【３】食育の推進 

 現状と課題  

健康な心身の育成のためには、正しい食生活は非常に大きな役割を果たします。 

本町では、平成 28年度に策定した「第２期周防大島町健康増進計画（前期計画）」にお

いて「ちょび塩でおいしく、運動・活動で元気に！」をスローガンに掲げ、家庭、学校、地

域などのあらゆる場所で、ちょび塩（減塩）や食習慣について考える機会をつくり、自らの

食生活に関心を持つとともに、食を楽しみ、食に対する理解を深めることを目指した施策を

推進しています。 

「離乳食教室」に関しては、生涯にわたり良い食生活を確立できるよう、ちょび塩につい

ての内容も組み込み実施しています。 

「子どもの食生活改善事業」に関して、学校保健委員会や地域での料理教室に保健師・栄

養士が参加し、食の大切さやちょび塩（減塩）の工夫について伝えています。また、食生活

改善推進員との連携により、広く普及啓発を行っています。今後も地域・学校・保育所等の

協力を得ながら、よりよい食生活を子どもの頃から身につけられるよう取り組むことが重要

です。 

「子どもの健全食育事業（学校給食）」においては、充実した魅力ある手作り給食を提供

しており、今後も安全・安心でおいしい給食を提供していくことが期待されています。 

 

 今後の方向性  

 食育推進計画を盛り込んだ「第２期周防大島町健康増進計画」を中心に、関係機関との連携を

図りながら、より充実した「食育」を推進し、子どもの健康な心身の育成を目指します。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■離乳食教室事業 

年２回、８か月未満の子どもを持つ親を対象に管理栄養士による講話と調理実

習を行っています。生涯にわたり良い食生活が確立できるよう食の大切さやちょ

び塩について伝えるなど、食育の推進に努めます。 

健康増進課 

■子どもの食生活改善事業 

学校や地域に出向き、ちょび塩（減塩）や食の大切さについての講話や調理実

習を行い、幼少期から正しい食習慣を身につけるよう支援します。 

健康増進課 

■子どもの健全食育（保育所給食）事業 

各保育所の創意工夫により、食物アレルギーのある子どもへ配慮しながら、健

康増進や食事の大切さを教えるための保育所給食の充実に努めます。 

福祉課 
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施策の概要 担当課 

■子どもの健全食育事業（学校給食） 

子どもたちの健康づくりと「食」の大切さを学ぶための給食配食と安全な食に

ついての教育を行います。 

教育委員会 

総務課 

■第２期健康増進計画（後期計画）の策定 

健康増進計画推進委員会で協議しながら、後期計画を策定し、幼少期からの食

育を推進します。 

健康増進課 
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基本目標４ 次代を担う世代の育成 

【１】多様な体験・ふれあいの機会づくり 

 現状と課題  

子どもが健やかに成長し、大人へと自立するためには、家庭、学校のみならず、地域の

様々な人たちとの交流や体験を通した「育ち」が必要です。子どもたちが自ら考え、行動す

る力の育成や、豊かな人間性を育む心の教育などが、地域社会全体に期待されています。地

域全体で子どもを育て、見守ることの重要性を啓発し、さらに親子の地域活動への積極的な

参加を促進することが必要です。 

「子ども会活動支援事業」については、子どもの減少に伴い、子ども会の加入者も減少傾

向にあり、解散した地区子ども会もありますが、海岸清掃、地元の祭りやイベントへの参加

等、子どもたちの健全育成に係る経費に対し補助しています。 

「世代間交流事業」においては、多くの保育所・学校が高齢者との世代間交流に積極的に

取り組んでおり、小学校においてはしめ縄作りや高齢者福祉施設の訪問、中学校においては

着付け教室や地域での奉仕作業を通して高齢者との交流を深めています。 

「小・中学校体験学習事業」においては、コミュニティ・スクールの推進により、地域と

ともにある学校づくりの一環として、商工会等の事業所や学習ボランティアを取り込んだ取

組を行っており、今後も地域を巻き込んだ体験学習の実施が期待されています。 

「国際理解教育事業」としては、小学生を対象としたイングリッシュ・デイキャンプや中

学生・高校生を対象としたイングリッシュ・キャンプを実施しており、外国人との交流を図

ろうとする児童生徒が増加しています。 

「海洋体験学習事業」に関しては、周防大島ならではの様々な体験活動を通して、児童の

ふれあいを深めたり、主体性を育んだりすることにつながっています。 

「青少年育成町民会議事業」として行っているあいさつ運動標語の募集は、町内各学校か

らの応募があり、子どもがあいさつについて考えるよい機会となっています。一方、運動の

広がりはまだ限定的であり、改善の必要があります。 

 

 今後の方向性  

 世代間交流や異文化交流を通して、子どもの豊かな人間性や社会性が育まれるよう取組を推

進します。 

 地域や関係機関との連携のもと、地域の特色を活かした様々な文化・スポーツ・体験活動等を

通じて、豊かな人間性や、ふるさとへの誇りと愛着をもつ活動を推進します。 

 

  



68 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■保育所地域交流事業 

敬老行事や地域行事への参加、小学生等の保育所での受入事業等、地域交流を

促進する事業を実施します。 

福祉課 

■子ども会活動支援事業 

自然体験や国際交流、ボランティア活動などの、子ども会活動に対する支援を

行います。 

教育委員会 

社会教育課 

■世代間交流事業 

保育所や学校等での、高齢者との伝承遊びなどを通じた世代間交流事業の充実

を図ります。 

教育委員会 

社会教育課 

■小･中学校体験学習事業 

各校それぞれに、総合的な学習の時間を活用し、地域の特色や人材を活かした

取組を行います。また、中学校ではキャリア教育の一貫として、職場体験学習や

起業家体験学習に取り組みます。 

教育委員会 

学校教育課 

■保育所英語講師派遣事業 

町内の全保育所に月２回英語講師を派遣します。幼児期から英語に慣れ親し

み、英語の楽しさを理解することで、その後の英語学習の基礎を培い、グローバ

ル化された社会に対応できるコミュニケーション能力を身につけ、国際感覚豊か

な人間形成を目指します。 

福祉課 

■国際理解教育事業 

国際感覚を持つ次代の人材を育成するために、イングリッシュ・デイキャンプ

及びイングリッシュ・キャンプ実施の支援等を通じ継続実施を図る等により、外

国人との交流などを推進します。 

教育委員会 

学校教育課 

■地域における各種体験事業 

小中学校で“宮本常一”に学ぶフィールドワークの学習や、キャリア教育等を

通して、地域を見つめ、地域に愛着を持つ子どもの育成を図ります。 

教育委員会 

社会教育課 

■海洋体験学習事業 

町内小学校６年生児童を対象に大島商船高等専門学校の大島丸を活用し、国立

江田島青少年自然の家等で２泊３日の研修を実施します。 

教育委員会 

社会教育課 

■青少年育成町民会議事業 

青少年問題に関する町民意識を高めるための様々な活動や健全育成活動を支援

します。 

あいさつ運動標語の募集や幟作成を通して、あいさつ運動の気運の高揚に努め

ます。活動の充実に向けて、関係者の意見を幅広く取り入れながら工夫・改善を

します。 

教育委員会 

社会教育課 

■民泊学習推進事業 

町内の小学生・中学生が周防大島町の独自の自然・文化に触れながら、豊かな

人間性や社会性を育むことを目的として、民泊体験、自然体験活動、農林漁業体

験活動等を実施します。 

教育委員会 

学校教育課 
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【２】子どもの居場所づくりの充実 

 現状と課題  

近年、テレビゲームやインターネットなどの急速な普及などにより、日常的に家庭内だけ

で過ごす子どもの増加が目立ちます。 

アンケート調査によると、小学生が放課後に過ごしている場所としては自宅が最も多く７

割ほどとなっています。次いで、習い事、放課後児童クラブ（学童保育）が続いています。

本町では、学校の空き教室や保育所隣接施設等を利用し、「放課後児童クラブ」を町内７か

所に設けていますが、地区によってはクラブの設置そのものを望む声、開所時間の延長を求

める声が上がっているほか、障がいのある子ども等、特別な配慮の必要な子どもへの対応も

求められています。また、有資格の支援員の高齢化によって人材不足も懸念されることに加

え、学校の統合等に合わせ、クラブの開設数・開設箇所について適切に見直していく必要が

あります。 

「放課後子ども教室」では、地域の大人を中心に学習や体験活動の指導、自由遊びの見守

り等を行っています。教室に関わる教育活動推進員は年々増加していますが、町全体の児童

数の減少もあって子どもの参加者は減少傾向となっています。 

「児童館」は、放課後児童クラブの運営に加え、地元高校生が先生となって夏休みふれあ

い学習会を実施するなど、地域住民とのふれあいの場を提供しています。 

「地域とともにある学校づくり」に関しては、各学校にコミュニティ・ルームを設置し、

地域の方と子どもたちが交流しています。コミュニティ・スクールとして地域の方や保護者

の声を活かしながら教育活動を進めており、また地域の方や保護者の学校に対する理解も進

んでいます。 

 

 今後の方向性  

 新・放課後子ども総合プランに基づき、「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」において、相

互に情報提供を行い、放課後における子どもの居場所づくりを一体的に進めることで、すべて

の就学児童が放課後を安全安心に過ごし、子どもの発育や成長に合わせた交流の促進、多様

な体験・活動を行うことができる環境整備に努めます。 

 学校を通じて、放課後子ども教室への参加の呼びかけや開催の周知に取り組みます。また、多

くの学校が学校施設の開放を通して住民との交流を持てるように、よい事例を他校に紹介でき

るような機会を持つようにします。 

 「放課後児童クラブ」 

 地域とともにある学校づくりに向けて持続可能な仕組みづくりを図ります。 

 

  



70 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■放課後児童クラブ運営事業 

学校の空き教室や保育所隣接施設等を利用し町内７か所で、放課後児童クラブ

事業を実施します。また、新・放課後子ども総合プランに基づき、放課後子ども

教室と連携を深め、計画的に推進します。 

福祉課 

■放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児の方に対して、授業の終了後又は休業日に施設において、

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 

福祉課 

■放課後子ども教室 

地域のボランティアによる、放課後や休日の児童の安全な居場所として、小学

校児童の遊びや体験・学習の場づくりを行います。町内２か所に設置し、大人だ

けでなく、高校生や中学生など幅広い世代との交流を図ります。また、新・放課

後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブと連携を深め、計画的に推進し

ます。 

教育委員会 

社会教育課 

■児童館 

放課後児童クラブの実施場所として休校日や放課後の児童に対する保育の充実

を図りながら、地域に根ざした子どもの居場所及び地域住民とのふれあいの場と

して、地域住民のより一層の活用を図ります。 

福祉課 

■ファミリーサポートセンター事業 

町のファミリーサポートセンターの開設に向け、事業自体の周知や会員確保、

利用しやすい設置場所等について検討します。 

福祉課 

■地域とともにある学校づくり 

図書館、体育施設など、一定のルールのもと、学校施設を地域に開放します。

保護者や地域住民の参画を得ながら、社会総がかりで子どもたちを育む「地域と

ともにある学校づくり」を目指し、安全に配慮しながら、住民と子どもたちの交

流が生まれるような取組を充実します。 

また、コミュニティ・スクール制度により、保護者や地域住民の声を活かした

学習の場づくり、雨天時の体育施設開放など、地域とともに考え、地域に開かれ

た施設の活用を継続します。 

教育委員会 

社会教育課 

学校教育課 
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【３】生きる力を育む学校教育の充実 

 現状と課題  

アンケート調査によると、全体の半数近くが「子どもの教育について」不安や負担を感じ

るとしています。 

本町では少子化を背景に、学校の統合に関する検討が進んでいますが、どのような体制を

取る場合においても、すべての子ども達に対し、基礎学力の向上のみならず、自ら考え行動

する力を育成し、豊かな人間性を育む心の教育を行っていくことが大切です。 

現在の取組としては、まず「特色ある学校づくり事業」として、それぞれの学校が、課題

や特色を生かした取組を積極的に行っており、中でもＩＣＴ教育の充実が今後も期待されて

います。また、連携型による中高一貫教育に全町を挙げ取り組んでいます。 

「心の教育の推進」においては、児童生徒が互いに関わり合いながら学びを深める授業づ

くりや、他者と協力しながら主体的に取り組む体験活動の充実などを通して、自己有用感を

高め他者を認める態度や社会性を育んでいます。 

「学校教育における福祉教育の推進」としては、大島中学校区の小学生が認知症サポータ

ー養成講座を受けているほか、中学生が「点字」「車いす体験」・「手話」「高齢者疑似体

験」等を行っており、また「思春期乳幼児ふれあい学習事業」としては、町内２か所の中学

校で未就学児親子を招き交流する取組を行っており、これらの取組は今後の広がりが期待さ

れています。 

「中・高校生ボランティア体験学習」については、全中学校でボランティア活動を年間指

導計画に位置付け、学区内の関係機関と連携した取組を行っています。 

「学校図書充実事業」については、児童生徒数の多い小中学校について平成 24年度から

学校図書館の図書購入費を増額していますが、文部科学省が定める学校図書館図書標準を満

たしている学校は少なく、今後も充実を図る必要があります。 

「教育推進団体補助事業」については、毎年決まった団体に継続して交付するケースが多

く、負担金・補助金が目的に沿って十分活用されているか注視する必要があります。 

「情報教育事業」としては、児童生徒が１人１台のパソコンを使って学習できる環境をめ

ざしており、今後についてはタブレット端末の整備やそれに伴うＩＣＴ環境の整備が課題と

なっています。 

「学校支援地域本部事業」としては、各学校において特色ある学校支援活動が実施され、

地域全体で子どもを育てようとする機運が高まってきており、今後は各校の取組の情報共有

による一層の内容充実が期待されます。 

「外国語青年英語指導派遣」については、ＡＬＴ（外国語指導助手）を２名配置し、全小

中学校に派遣しており、国際理解や英語教育の充実が図られています。今後は国際交流支援

員を配置し、小学校・中学校へ派遣することを検討しています。 

「適応指導教室」に関しては、送迎は保護者が行うことが原則であり、自宅から遠い場合

などにその負担が大きいケースがあることが課題となっています。 

「特色のある英語教育事業」としては、町内保育園で定期的に英語指導者を招き、保育園

児が英語に慣れ親しむ活動が行われており、今後は保育園・小学校でのつながりのある取組

の展開が期待されています。 
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 今後の方向性  

 確かな基礎学力の向上を図りつつ、豊かな人間性を育成する教育を推進します。 

 地域との連携を深めながら、地域に開かれた学校づくりを推進します。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■特色ある学校づくり事業 

小規模校の特色を活かした拡大集合学習での取組において、きめ細やかな取組

を行います。 

連携型による中高一貫教育に全町をあげて取り組みます。 

教育委員会 

学校教育課 

■心の教育の推進 

生命を尊重する心、社会性、基本的な倫理観や正義感、美しいものに感動する

心など、豊かな人間性を育む心の教育を推進します。 

各校毎に策定しているいじめの防止対策方針に基づき、全校で週１回のアンケ

ートを実施し、児童生徒の理解に努めます。 

【数値目標】２分の１成人式の実施･･･全小学校 

立志式の実施･･･全中学校 

教育委員会 

学校教育課 

■学校教育における福祉教育の推進 

子どもたちが地域福祉の考え方を理解して、地域社会の一員として積極的に福

祉活動に参加できるよう、小・中学校における福祉教育の充実を図ります。ま

た、地域福祉について住民とともに考える機会をつくるなど、住民と子どもたち

の交流が生まれるような取組を進めます。 

教育委員会 

学校教育課 

■思春期乳幼児ふれあい学習事業 

思春期の生徒に乳幼児とのふれあい体験を行い、やさしさや父性・母性を涵養

する教育を行います。 

教育委員会 

学校教育課 

■中・高校生ボランティア体験学習 

次世代を担う中・高校生を対象に、高齢者・児童・ハンディキャップのある人

との交流を通して、「ふれあいの心」や「思いやりの心」を育むことを目的とし

て、町内の福祉施設・児童施設の協力により実施します。 

【数値目標】実施･･･全中学校 

教育委員会 

学校教育課 

■学校図書充実事業 

学校図書館用図書の蔵書充実を図ります。 

【数値目標】学校図書館図書標準の充足･･･全小中学校 

教育委員会 

学校教育課 

■教育推進団体補助事業 

教育推進関係団体等に負担金・補助金を交付します。 

教育委員会 

学校教育課 



73 

施策の概要 担当課 

■情報教育事業 

「青少年インターネット環境整備法」等に基づき、インターネットやＩＣＴ機

器全般の適切かつ安全・安心な利用に配慮しつつ、普通教室における LAN整備や

タブレット端末の活用等、時代に即した機器を整備し、情報教育を推進します。 

【数値目標】普通教室におけるＬＡＮ整備の充足･･･全小中学校 

教育委員会 

学校教育課 

■学校支援地域本部事業 

学校教育（授業や課外活動、安全指導、環境整備等）において、地域ボランテ

ィアに協力を依頼し、地域全体で子どもを育てる取組を推進します。 

教育委員会 

社会教育課 

■外国語青年英語指導派遣 

国際理解教育を進めるため、外国人のＡＬＴ（外国語指導助手）２名の雇用を

維持するほか、日本人の国際交流支援員の配置に努め、小中学校に派遣します。 

【数値目標】ＡＬＴ配置･･･２名 国際交流支援員配置･･･１名 

教育委員会 

学校教育課 

■適応指導教室 

心に悩みや不安があって、学校に行きたくてもいけない不登校の児童生徒を学

校以外の施設で一時的に受け入れるとともに、相談活動を実施し、登校に向けた

支援をします。 

教育委員会 

学校教育課 

■特色のある英語教育事業 

保育園への英語指導者の派遣、小学校の低学年を対象とした英会話等を学習す

るための「グローバル推進事業」、小学生を対象とした「イングリッシュ・デイ

キャンプ」、中学生・高校生を対象とした「イングリッシュ・キャンプ」等、

様々な教育プログラムを関係機関との連携により推進します。また、高校生を対

象とした語学留学生派遣事業を実施します。 

教育委員会 

学校教育課 

福祉課 

教育委員会 

総務課 

■学校統合 

個人的にも集団的にもより望ましい教育環境の中で、時代に対応した教育を受

けるにふさわしい学校規模の適正化を図るため、保護者や地域の方々の意見を伺

いながら学校統合を推進します。 

教育委員会 

総務課 
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基本目標５ 仕事と家庭生活との両立の推進 

【１】仕事と子育ての両立支援 

 現状と課題  

アンケート調査によると、全体の３分の１の母親が現在フルタイムで就労しており、同じ

く３分の１の母親がパート・アルバイト等で就労しています。また、未就労の母親のうち４

割近くが就労を希望しており、女性の就労状況、就労希望が高いことがうかがえます。 

子どもを持っても働き続けやすい環境の整備は、ワーク・ライフ・バランスの視点から

も、重視すべき課題であるといえます。 

出産後の女性が必ずしも希望通りの就労をしていない背景には、性別による固定的な役割

分担意識が依然として存在し、家事、育児、介護などの家庭生活の負担は、その多くを女性

が担っている状況もあるといえます。男女がともに仕事と育児・介護等が両立できるよう、

この意識を払しょくし、「仕事と家庭を両立するための環境整備」として、行政をはじめ社

会全体で子育てや介護等を支援する体制を充実する必要があります。 

「育児休業・介護休業等の定着促進」に関しては、女性が出産後も働き続けられるよう

に、男女がともに育児休業・介護休業の取得しやすい職場環境づくりの啓発に努めます。 

 

 今後の方向性  

 職場において、子育てを支援する諸制度が整備され、積極的に活用されるよう企業等への働き

かけと住民への周知・普及を図ります。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■仕事と家庭を両立するための環境整備 

地域包括ケアシステム等により介護、子育て等を支援する体制の充実と周知を

図ります。 

健康増進課 

福祉課 

■育児休業・介護休業等の定着促進 

男女の育児休業・介護休業の取得率の向上に向け、周知・啓発に努めます。 

【数値目標】男性の育児休業経験者率･･･10％ 

政策企画課 

■職場環境の整備に向けた働きかけ 

長時間労働の削減などの働き方の見直しやワーク・ライフ・バランスに関する

啓発や情報提供を、事業者、住民、地域に向けて行います。 

政策企画課 

■子育て支援広報強化事業（※再掲） 

仕事と子育ての両立を実現するための住民の理解や各種支援事業、育児休業制

度など、子育てに関する理解や意識を向上する広報活動の充実に努めます。 

福祉課 
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【２】男女共同参画意識の啓発 

 現状と課題  

すべての男女が性別に関係なく、固定的な役割分担にとらわれることなく、それぞれの個

性や能力を発揮していくことができる男女共同参画社会の構築が強く求められています。本

町においても、この考え方に則し、女性活躍推進法における市町村推進計画でもある「すお

うおおしま男女共同参画プラン」を策定し、男女共同の社会実現を目指した施策を推進して

います。 

男女共同参画の考え方と、本計画は極めて密接な関係にあります。男女の働き方の見直し

を含め、仕事と家庭・地域生活のバランスを図り、望む人誰もが子育ての充実感を体現でき

るよう、地域の実情に応じた施策を検討していくことが必要です。 

「行政・地域活動における男女共同参画の促進」に関しては、女性の考え方や能力が政策

や方針、また各種社会活動に反映できるよう、様々な分野における取組の推進が重要です。 

「家庭・地域・学校における男女平等教育・学習の推進」に関しては、すべての人がその

個性と能力を十分に発揮し、多様な生き方を主体的に選択できるよう、様々な学習機会を通

して人権尊重に基づく男女平等観の形成を促進する教育・学習の充実が必要です。 

「男性の家事・育児等への参画の促進」に関しては、家庭・地域生活における男女共同参

画の実現に向けて、家事・育児・介護などを男女ともに担っていくことが必要ですが、現実

には女性が悩みや不安を一人で抱えている状況も認められます。 

「地域活動への参画促進」に関しては、社会情勢の変化、個人の意識やライフスタイルが

変化する中で、男女が地域で責任を担い協力し合うことの重要性が高まっています。 

 

 今後の方向性  

 「すおうおおしま男女共同参画プラン」との施策連携を図り、男女共同参画について学習する機

会の充実と参加を促進し、固定的な性別役割意識の解消と男女が協力して子育てを行う意識

の啓発に努めます。 

 仕事以外における男性の自立を支援し、家庭・地域生活に男女がともに参画していくための広

報、啓発を推進します。 

 地域活動との連携により、子育てサークルやボランティア団体を育成し、充実に努めます。 
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 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■行政・地域活動における男女共同参画の促進 

町が実施する施策について定期的、継続的に男女共同参画の視点から見直しを図

り、防災、災害復興、地域おこし・まちづくり・観光等生活に身近な分野に男女が

ともに参加し、方針決定の場にも男女がともに参画できるよう啓発を行います。 

【数値目標】2020年までの町の審議会等における女性委員の登用率･･･30％ 

政策企画課 

■家庭・地域・学校における男女平等教育・学習の推進 

子どもの発達段階に応じた心の教育や、性別にとらわれず子どもが一人ひとり

の個性を伸ばす教育ができるよう啓発に努めます。 

政策企画課 

■男性の家事・育児等の実施の促進 

男女がともに家事・育児等を担う意識啓発や学習活動を促進します。 
政策企画課 

■地域活動への参画促進 

地域活動等にあたっては参画しやすい環境づくりのため、相互の理解や個人が

それぞれ持つ家庭状況等への配慮が必要であり、男女の固定的な性別役割分担の

見直しなどの啓発を行います。 

政策企画課 
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基本目標６ 援助が必要な子どもへの支援 

【１】子どもの人権の尊重と虐待の防止 

 現状と課題  

近年、核家族化の進行や子育て家庭の孤立化・経済的格差の拡大など、子どもと家庭を取

り巻く環境が変化しています。少年非行や児童虐待の増加、子どもに対する犯罪の多発、い

じめや不登校の問題など、現在の子どもを取り巻く環境は、社会的な問題にもなっていま

す。 

本町においては、虐待の疑いやその通告数は少なく、保育所・学校による保護者への働き

かけや、相談員による家庭訪問等の取組が未然防止につながっていると考えられます。今後

も、保護者が子育てに対してストレスを溜め過ぎ、虐待に至ってしまうようなことのないよ

う、悩みを気軽に相談でき、適切な支援が行える体制を維持するとともに、虐待を発見した

際の通告義務等について周知するなどにより、未然防止を徹底していくことが必要です。ま

た、虐待の背景には貧困・孤立・精神身体機能の低下等が多くみられることから、事案発生

時には関連各部局の連携した対応が望まれます。 

「学校人権教育事業」に関しては、学校生活の中で児童・生徒がお互いの人権を尊重し、

よりよい人間関係を築くために、場面に応じた言葉遣いを定着させることが課題となってい

ます。授業において伝え合う活動を充実させるとともに、道徳の時間を要として人権教育を

充実し、共感的な人間関係の形成を図るための積極的な生徒指導の展開等に、教育活動全体

を通じて取り組むことが必要です。 

「要保護児童就学援助事業」に関しては、学校教育法第 19条の規定に基づき、町の要綱

を制定し、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者へ国の基準単価に基づき学用品

費等を補助するなど、義務教育の円滑な実施のための制度を継続することが必要です。 

「教育相談、いじめ、不登校児童生徒に対する相談」としては、スクールカウンセラー及

びスクールソーシャルワーカーを配置し、生徒指導上の様々な課題に迅速かつ的確に対応し

ています。定期的に実施している関係機関同士の情報共有化会を継続し、常に連携した動き

を取ることが期待されています。 

 

 今後の方向性  

 虐待の未然防止のため、子育て世代包括支援センター等、子育てについて気軽に相談できる

窓口の周知に努めます。 

 家庭訪問や健康診査など、あらゆる機会を通して虐待を早期発見でき、また、発見した場合に

迅速かつ適切に対処できるよう、関係機関との連携、住民との協力体制の強化を図ります。ま

た、必要に応じて認定基準の見直し等を行います。 
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 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■学校人権教育事業 

山口県人権推進指針や山口県人権教育推進資料をもとに、学校教育活動を通し

て、人権尊重意識を高め、互いの人権を尊重し合う態度の育成に努めます。 

教育委員会 

学校教育課 

■要保護児童就学援助事業 

学校教育法第 19 条の規定に基づき、町の要綱を制定し、経済的な理由により

就学困難な児童生徒の保護者へ、国の基準単価に基づき学用品費等を補助しま

す。 

教育委員会 

学校教育課 

■子育て世代包括支援センター（※再掲） 

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して、切れ目のない総合的相談支援を提供するとともに、関係

機関等のネットワークづくりを推進します。 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、社会資源の開発を

検討します。 

健康増進課 

■子ども家庭総合支援拠点の設置 

管内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉

に関し、必要な支援に係る業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支

援業務の強化を図る子ども家庭総合支援拠点を設置し、相談業務等の強化を行い

ます。 

福祉課 

■子どもの虐待防止 

子どもの虐待については、要保護児童対策地域協議会が、その把握と防止を担

いますが、住民に対しても見守りや声かけ、必要に応じて関係機関へ連絡するよ

う呼びかけるなど、誰もが気軽に相談できる体制づくりや虐待に関する知識の普

及啓発等、連携を強めながら虐待の発生予防、早期発見・早期対応に関する取組

を充実します。 

福祉課 

■教育相談、いじめ、不登校児童生徒に対する支援 

いじめや不登校など、児童生徒の問題行動の背景には、本人の心の問題や家庭

環境、生活環境、友人関係等の様々な要因が複雑に絡み合っている場合が多くみ

られます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置すること

で、児童生徒や保護者の教育相談をはじめ、家庭や問題行動のある児童生徒一人

ひとりの状況に応じた支援を行います。 

福祉課 

教育委員会 

学校教育課 
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【２】障害のある子ども・医療的ケアの必要な子どもへの支援 

 現状と課題  

本町では、「第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」に基づき、障害のある人の人

権が尊重され、互いに支え合い生きる喜びがあふれる共生のまちづくりという基本理念を踏

まえ、障害のある人ない人も、共に支え合い住み慣れた地域で安心して生活できる「共生社

会」の実現を目指しています。 

また、障害のある人にあらゆる場面で切れ目のない支援が行われるよう、日常生活及び社

会生活における様々な分野での取組方針を定めるほか、共生社会に向けて、町民が障害及び

障害者に対する理解をより深めるため「啓発・情報」の項目に関し重点施策として取組むこ

ととしています。 

「児童発達支援」に関しては、町内に事業所がなく、町外の事業所を利用せざるを得ない

ことから保護者の送迎等の負担が大きいことが課題となっています。 

「特別支援教育の推進」に関しては、児童・生徒、地域も含めて、発達障害及び特別支援

教育に対する理解啓発が進んできた中で、依然として特別支援学級へ入級することに対する

保護者等の抵抗感が課題の一つとなっています。特別支援教育を必要としている児童・生徒

が通常学級の中にも在籍しており、支援員によるサポートはあるものの、きめ細やかな個別

指導を受けられない状態にある児童・生徒も多い状態です。 

「特別支援教育支援員」に関しては、支援が必要な児童生徒の割合が増えており、特別支

援教育支援員の数も年々増加傾向にあります。様々な障害についての教職員、保護者や地域

の人の理解を深め、該当する児童生徒の支援に皆が協力できる体制をつくることが重要で

す。 

「特別保育の推進」に関しては、各保育所と関係機関とが連携を取りながら実施していま

すが、保護者の同意が得難いケースの関係機関との連携方法等について検討が必要です。 

「就学相談」に関しては、教育委員会が随時対応することにしていますが、実際には保護

者側から相談を持ちかけてくることがほとんどなく、就学について気になることがある保護

者が、気軽に相談できる仕組みを整える必要があります。 

「進路相談」に関しては、義務教育修了時にスムーズに新たな進路を歩めるよう、早期か

らのキャリア教育や志の教育の充実が求められています。 

「特別児童扶養手当」の支給に関しては、受給者の家庭に支援が必要とみられるケースが

増加しており、保健師、特定相談支援事業者等関係機関と連携した対応が必要です。 

「育てにくさのある児を持つ親の会活動支援」については、定期的に開催されている親の

会が、子育てについての悩みの軽減につながっていることから、継続した支援が求められま

す。 
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 今後の方向性  

 障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で暮らせるようお互いを尊重し、支え合いな

がら、ともに生活する社会の実現に向けて、「障害者計画」や関係機関との連携を図りながら支

援を推進していきます。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■障害児受入支援事業（※再掲） 

障害のある児童の受入のために要した人件費の一部を補助する障害児受入支援

事業を実施し、保育所への障害児の受入を促進します。 

健常児とともに保育することにより成長を促し、ともに育つ環境を整備しま

す。 

福祉課 

■放課後等デイサービス（※再掲） 

学校通学中の障害児に対して、授業の終了後または休業日の施設において、生

活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 

福祉課 

■保育所等訪問支援 

障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童と

の集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

福祉課 

■児童発達支援・医療型児童発達支援 

児童発達支援センターや児童発達支援事業の利用について、適切な情報提供を

行う他、事業所に対し送迎先の延伸などの協力を要請し保護者の負担軽減を図り

ます。 

①児童発達支援センターは、通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点

として、「地域にいる障害児や家庭への支援」、「地域の障害児を預かる施

設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。 

②児童発達支援事業は、通所利用の障害児に対する身近な療育の場として、支

援を行います。 

福祉課 

■特別支援教育の推進 

障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、指導計画に基づき適切な

支援ができるよう取り組みます。 

教育委員会 

学校教育課 
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施策の概要 担当課 

■特別支援教育支援員 

障害児学級介助員は、障害児学級担任（幼稚園にあっては担任）を補助し、主と

して次の職務を行います。 

①基本的生活習慣の確立のための日常生活の介助 

②学習活動・教室間移動等の介助 

③幼児・児童・生徒の健康、安全確保のための介助 

④運動会（体育大会）、学習発表会、修学旅行等の学校（園）行事における介助 

⑤その他所属長が必要と認める業務 

また、特別支援学級の児童・生徒以外に、通常学級の支援が必要な児童・生徒に

も支援を行います。 

教育委員会 

学校教育課 

■特別児童扶養手当 

20 歳未満の身体または精神に障害を有する児童を家庭で監護している父母ま

たは養育者を対象に、手当を支給します。 

福祉課 

■障害児福祉手当 

日常生活において常に介護を要する 20 歳未満の方に手当を支給します。 
福祉課 

■特別保育の推進 

各保育所と関係機関とが連携を取りながら、心身の発達上課題のある児童一人ひ

とりの発達ニーズを把握し、関係機関と連携を取りながら特別保育を推進します。 

福祉課 

■療育相談 

医師会や福祉課、田布施総合支援学校との連携により、療育相談を計画的に行

っています。障害のある児童生徒の保護者や教職員の相談に応じることを基本と

し、不適応等の相談にも応じます。 

教育委員会 

学校教育課 

■就学相談 

関係機関や保健師等との連携を図り、障害のある幼児、児童、生徒の保護者か

らの相談に応じます。 

就学相談窓口の明確化や、周知活動に取り組みます。 

教育委員会 

学校教育課 

■教育支援委員会 

教育、福祉、医療等の委員から構成される教育支援委員会において、適正な就

学について相談・調査・審議や一貫した教育支援について助言を行います。必要

に応じ、生育歴も含めた詳細なデータを教育支援委員会のデータとして保存し各

学校と共有し、継続的な教育支援に活かします。 

教育委員会 

学校教育課 

■進路相談 

特別支援学校等の教育相談と作業所等の見学・実習を各学校で実施します。ま

た、進路未定中学３年生に対する支援について福祉課等関係機関と連携し、情報

提供に努めます。 

教育委員会 

学校教育課 

■育てにくさのある児を持つ親の会活動支援 

親の会主催の研修会や勉強会、交流会の開催等を支援します。 

リーフレットを作成し、活動紹介を行うことで地域住民への啓発を行います。 

育てにくさのある児を持つ保護者の知識や技術、支え合いはもとより、地域住民

の意識や理解の向上など、障害児やその家族が住みやすい環境づくりを図ります。 

健康増進課 
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【３】ひとり親家庭等の自立支援 

 現状と課題  

近年、未婚での出産や離婚によるひとり親家庭が増加しています。本町の離婚率は全国、

県に比べて低くなっていますが、婚姻率も低くなっています。 

ひとり親家庭は、子育ての心理的・経済的な負担が大きく、社会的にも孤立しがちであ

り、きめ細かな支援が必要です。子どもが環境に左右されず、健やかに成長できるために、

ひとり親家庭等への自立支援を強化していく必要があります。 

自立支援策としては、「母子・父子自立支援員」の設置や「母子・父子自立支援プログラ

ム策定事業」、資金貸付、就業訓練のための給付金や医療費の助成等がありますが、利用は

限られており、対象者が必要なタイミングで適切に制度を利用できるよう、継続的な周知が

必要です。 

「児童扶養手当」の支給時には、就労自立支援事業と併せて、自立に向けた支援を強化す

る必要があります。 

「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」に関しては、申請から貸付までに１か月以上を要する

ため、利用者にその期間を見越して相談をしてもらわなければならず、緊急的に貸付が必要

な場合は、他の貸付制度を紹介するなど、利用者の生活実態等に即した対応を行う必要があ

ります。 

 

 今後の方向性  

 利用者の生活実態等に即したきめ細かな相談や指導、及び経済的な支援制度の活用等によ

り、その自立を促進していきます。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■母子・父子自立支援員 

ひとり親家庭や寡婦の方が抱えている問題の相談に応じ、その解決に必要な助

言や情報提供を行うなど、自立に向けた支援を行います。 

福祉課 

■児童扶養手当（※再掲） 

父母が婚姻を解消した、父又は母が死亡したなどの児童を監護または養育して

いる保護者に手当を支給します。 

福祉課 

■母子父子寡婦福祉資金貸付制度 

母子家庭や寡婦の方が経済的な自立や児童の就学などのための資金が必要とな

ったときに貸付を行います。事業開始資金、就学支度資金、修学資金、医療介護

資金などがあります。 

福祉課 
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施策の概要 担当課 

■母子生活支援施設 

離婚等により生活や子どもの養育が困難になった母子家庭の母が、生活の場と

して子どもと一緒に利用できる施設です。母子生活支援施設では、就労・家庭生

活・児童の教育等に関する相談や助言を行い、入所者が自立できるよう支援を行

います。 

福祉課 

■母子・父子自立支援プログラム策定事業 

母子・父子自立支援プログラム策定員が、児童扶養手当を受給している方の状

況や希望に応じ、自立目標や支援内容等について「自立支援プログラム」を策定

し、ハローワーク等と連携しながら就業支援を行います。 

福祉課 

■ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 

雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座を受講するひとり親家庭の父

母が、対象教育訓練を受講し修了した場合、その経費の 60％（下限１万 2 千 1

円、上限 80 万円）を支給します。（雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給

を受けることができる者はその支給額との差額を支給。） 

福祉課 

■ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 

ひとり親家庭の父母が就職に有利な看護師や介護福祉士等の資格を取得するた

めに、１年以上養成機関で修業する場合、生活の経済的負担の軽減を図るため

に、修行期間中に高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修行期間終了後

に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。 

福祉課 

■ひとり親家庭医療費助成金 

ひとり親家庭の方が支払った医療費の自己負担額（入院時の食事代を除く）を

助成します。 

福祉課 
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基本目標７ 子どもにやさしいまちの環境づくり 

【１】子どもに安全・安心な環境づくり 

 現状と課題  

遊びは子どもの成長に欠かせない活動のひとつです。子どもが地域で安全に、安心して暮

らしていくことができる環境づくりは、次代を担う子どもの育成においては重要な取組で

す。また、子どもにとって安全なハード面の整備や、交通安全をはじめ、不意な事故から子

どもの生命を守るための環境づくりなど、必要な施策として引き続き取り組んでいきます。 

「子ども広場整備事業」については、一般利用の他、保育所・小学校低学年の遠足等でも

利用されています。各所に設けている児童公園もそれぞれ利用がある一方、設置している遊

具には耐用年数を超えているものも多い状況です。アンケートの自由記述回答では遊び場の

充実を求める声も複数上がっています。 

学校施設については、「周防大島町学校施設耐震化推進計画」に基づき平成 27年度に耐

震化率は 100％を達成したほか、「学校施設整備拡充事業」において各学校へのエアコン設

置を終了し、トイレの洋式化を推進しています。築 30年を経過し老朽化が進んだ施設が多

いため、令和元年度に「学校施設長寿命化計画」を策定し、効率的・効果的な老朽化対策を

図っています。 

「交通安全対策の推進」に関しては、町交通安全指導員による街頭交通指導や、警察・交

通安全協会・婦人会・保育所等協力による街頭キャンペーン、町広報車・防災無線・横断

幕・交通安全旗等による広報、啓発活動を実施しており、交通事故発生数の減少につながっ

ています。 

「人にやさしい道づくり」に関しては、地域を結ぶ幹線道路や通行量、緊急度などから優

先度を判断し、計画的に転落防止策等の安全施設を設置するほか、道路の拡幅事業等を通じ

通学路等の安全向上に努めています。一方、道路幅員が狭隘なため車道と歩道を分離するこ

とが困難、家屋等の移転が伴うため幅員拡幅等の道路改良が困難といったケースもあり、課

題となっています。また、妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等を

深める「心のバリアフリー」のための取組等を行うことにより、ハード・ソフト両面から一

体的なバリアフリー化を進めていけるよう検討を進めます。 

 

 今後の方向性  

 安心して遊べる公園の整備、学校施設の充実など、子どもにとって安全で快適な生活環境の確

保に努めます。 

 交通安全に対する意識啓発や、交通安全施設等の整備を進め、子どもの安全を守る交通環境

づくりを推進します。 
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 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■児童公園整備事業 

親子が安心して遊び、集うことができる公園を保持するため、遊具については

その集約も含め総合的に改修、整備を行います。 

福祉課 

■子ども広場整備事業 

乳幼児等や保護者を対象に、自由に遊び、交流しながら、子育ての仲間づくり

や情報交換ができる子ども広場を整備します。 

「道の駅サザンセトとうわ」に遊具を設置し、町内外への周知を図ります。 

商工観光課 

■学校施設整備拡充事業 

子どもたちが安全･快適に教育を受けるための学校設備の整備拡充を図りま

す。トイレ洋式化の推進及び屋内運動場照明のＬＥＤ化等、時代に応じた整備に

努めます。 

教育委員会 

総務課 

■学校施設長寿命化計画 

老朽化の進む学校施設について整備・改修を行います。 

教育委員会 

総務課 

■児童･生徒通学時交通安全支援事業 

小学校新１年生に防犯ブザーとランドセルカバー、中学校新１年生に反射ベス

ト、中学校新 1 年生の自転車通学者にヘルメットを支給します。 

【数値目標】支給･･･全新１年生及び転入児童生徒 

教育委員会 

学校教育課 

■交通安全対策の推進 

子どもや高齢者を中心とした住民に対する交通安全教育など交通安全に係る行

事等を継続し、住民の交通安全意識の向上に努め、交通事故防止対策を推進しま

す。 

幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルト着用の推進やチャイルド

シートの正しい使用の徹底、自転車の安全利用の推進等を図ります。 

総務課 

■人にやさしい道づくり 

道路整備にあたっては、子どもをはじめ、高齢者や障害者などにも配慮した安

全性と快適性向上のため、交通安全施設の整備充実、通学路等への歩道設置、段

差解消などのバリアフリー化、景観の向上に努めます。 

片側一車線の道路改良、段差等の解消に取り組みます。 

建設課 
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【２】子どもを犯罪被害等から守る活動の推進 

 現状と課題  

近年、地域関係の希薄化に加え、インターネットや携帯電話・スマートフォン・ネット接

続機能のあるゲーム機などの急速な普及、子どもを対象とした犯罪など、子どもの安全・安

心を脅かす社会的な諸問題が目立っています。 

地域住民全体が関係機関と連携することによって、子どもを犯罪被害等から守る取組の推

進が、より一層重要になってきています。 

「防犯体制の強化」「防犯意識の高揚」に関しては、地域ボランティアによる防犯活動

（公園等の安全点検、児童・生徒登下校時の見守り等）や、防犯パトロールカーによる町内

巡回、自治会への防犯灯修繕及び設置への助成等を実施しています。「地域の子どもは地域

で守る」「自らの安全は自らで守る」という認識のもと、親子・地域ボランティア・行政が

連携して、地域ぐるみで防犯体制の強化、意識の高揚が図られています。 

また、「青少年指導員養成事業」を通じて指導者の養成を行い、「青少年健全育成事業」

によって健全育成の環境確保及び海岸等における安全確保につなげています。 

 

 今後の方向性  

 地域と家庭、行政が連携した防犯に対する意識啓発や、地域住民の自主活動の促進など、地

域全体で子どもの安全・安心を守る環境づくりを推進します。 

 

 具体的施策  

施策の概要 担当課 

■防犯体制の強化 

犯罪のない明るいまちづくりに向けて、地域防犯活動の充実、防犯教育の充

実、警察や地域との連携による地域防犯体制の一層の強化を図ります。 

総務課 

■防犯意識の高揚 

防犯県民大会への参加や、地域ボランティア、広報、防災無線、のぼり旗等に

より、防犯思想の啓発に努め、住民の防犯意識の高揚を図り、犯罪発生を未然に

防ぐ気運を高めます。 

総務課 

■青少年指導員育成事業 

町民会議役員への県主催の有害図書点検研修の内容伝達、警察署職員から青少

年を取り巻く犯罪の話を聞く機会の確保等により、青少年健全育成を目的とした

指導者養成に努めます。 

教育委員会 

社会教育課 



87 

施策の概要 担当課 

■青少年健全育成事業 

巡回活動、出張相談、関係者との連絡協議会などの活動や悪質ビラの撤去など

を行い、青少年の非行防止、健全育成のための環境整備に努めます。 

夏季には安全な遊泳ができているかどうか確認するため、海岸巡視を行いま

す。 

スマートフォンの普及や IT 機器の発達にともなう、インターネット上の有害

情報やいじめに関する対策に努めます。 

教育委員会 

社会教育課 
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第６章 計画の推進に向けて 

第１節 計画の達成状況の点検・評価 

本計画の進行管理は、計画内容の審議を行った「周防大島町子ども・子育て会議」で行いま

す。 

「周防大島町子ども・子育て会議」は、毎年度、施策の実施状況や各施策に係る費用の使途実

績等について点検、評価します。町はその結果を公表するとともに、これに基づき、取組内容の

改善を図ります。 

また、社会・経済情勢の変化や本町の子どもと子育て家庭の状況や保育ニーズの変化等に合わ

せ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

事業計画においては、利用者の視点に立った指標を設定し、評価にあたっては、個別事業の進

捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価を行います。 

 

【個別事業の進捗状況対象指標】 

●教育・保育サービスの提供量及び確保の方策 

●地域子ども・子育て支援事業の提供量及び確保の方策 

●その他、町で独自に掲げた数値目標項目 

 

【計画全体の成果対象指標】 

●「周防大島町は子育てしやすいまちかどうか」について、次回の計画策定時にアンケート調査

を実施し、その結果を計画全体の評価とします。 

 

 

第２節 関係部署及び機関・地域の連携の推進 
本計画は、子ども・子育て支援のための総合的な計画として、福祉・保健・医療・教育・雇

用・生活環境等幅広い分野にわたっています。庁内関係部署間の有機的な連携とともに、国・県

や関係機関との連携を更化し、総合的かつ効果的な計画の推進を図ります。 

また、本計画を推進するためには、行政のみならず、市民や企業、教育・保育施設、地域子ど

も・子育て支援事業実施施設、地域の子育て支援団体、その他関係団体との連携・協力が不可欠

となっています。 

子育て支援の関係者や子育て中の家庭だけでなく、町民を始め地域全体が子育て支援の担い手

として積極的に関わることができるように、幼稚園・保育所等を始め子どもに関わる機関や企

業、ＮＰＯ等各種団体に対しても理解と協力を求める働きかけを行います。 
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第３節 子育て支援への理解を促進するための取組 

本計画の内容及び住民等に対して子育て支援の理解を深めるため、本計画書を公表するととも

に、本町の子ども・子育て支援事業計画に係る事業や子育て全般に係る町の考え方、施策をまと

め、パンフレットや町の広報紙、ホームページ等を通じた分かりやすい情報発信に努めます。 

また、教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業実施施設、地域の子育て支援団体や他の

行政機関と連携しながら、制度やサービスについて適切な情報が伝わるよう、きめ細かな広報･

啓発活動に努めます。 
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資料編 

◎ 策定の経過 
 

日 時 内 容 

平成 30年 11 月 26 日 平成 30年度 第１回 周防大島町子ども・子育て会議 

平成 31年 2 月  アンケート調査の実施 （平成 31年 2 月 28日まで） 

 3 月 25 日 平成 30年度 第２回 周防大島町子ども・子育て会議 

令和元年 10 月 23 日 平成 31年度 第１回 周防大島町子ども・子育て会議 

 12 月  庁内ヒアリング 

令和２年 2 月 20 日 パブリックコメントの実施 

～ 3 月 2 日  

 ●月 ●日 平成 31年度 第２回 周防大島町子ども・子育て会議 

 

◎ 用語の説明 
 

本計画内における用語については、以下のとおりです。 

 

１．学校教育・保育事業について 

用語 内容 

1号認定 保育の必要性の認定を受けない、満３歳以上で就学前の子どもが認定されます。 

2号認定 保育の必要性の認定を受ける、満３歳以上で就学前の子どもが認定されます。 

3号認定 保育の必要性の認定を受ける、満３歳未満の子どもが認定されます。 

 

２．地域子ども子育て支援事業について 

用語 内容 

利用者支援事業 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、利用者支援専門員が教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・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事業です。 

地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談・援助、関連情報の提供、子育て支援に関する講習等を行う事業

です。 

妊婦健康診査 
妊婦の健康の保持及び増進を図るとともに、安全・安心な妊娠出産がで

きるよう医療機関において、診察、検査、保健指導等を行う事業です。 

乳児家庭全戸訪問事業 
生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関す

る情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

養育支援訪問事業等 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する

指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する

事業です。 
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用語 内容 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に

困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行

う事業です。 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリーサポートセンター）  

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童

の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望

する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につい

て、主として昼間に認定こども園、幼稚園において、一時的に預かり、必

要な保育を行う事業です。また、特定教育保育施設の一時預かり事業は、

施設を利用していない乳幼児の預かりを行います。 

時間外保育事業 

（延長保育） 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日または利用時間以外の

日または時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施する

事業です。 

病児保育事業、 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリーサポートセンター事

業［病児・緊急対応強化事業］） 

病児・病後児について、病院、保育所等に付設された専用スペース等に

おいて、看護師等が一時的に保育を実施する事業です。 

放課後児童健全育成事業 

（児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後に小学校の余裕教室や専用施設等を利用して適切な遊び

及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

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する事業です。 

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

営を促進するための事業です。 

 

３．次世代育成支援行動計画に係る事業について 

用語 内容 

保育所事業 
保護者が就労等のために、日中に家庭において保育ができない児童を認

可保育所で保育する事業です。 

特定保育事業 
週２～３日程度または午前か午後のみ、必要に応じて柔軟に保育サービ

スを提供する事業です。 

夜間保育事業 

前ページ、『時間外保育事業（延長保育）』に含まれ、夜間、保護者の

就労等により家庭において保育を受けられないお子さんを保護者に代わっ

て保育する事業です。 

トワイライトステイ事業 

保護者が仕事などで日常的に帰宅が深夜に及ぶ時、休日に不在になる時

など、児童養護施設等で児童に対する生活指導や食事の提供を行う事業で

す。 

休日保育事業 
前ページ、『時間外保育事業（延長保育）』に含まれ、休日に保育が必

要な児童を預かる事業です。 
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４．町実施の子育て関連事業について 

用語 内容 

中学校３年生までの 

医療費完全無料化 

０歳児から中学校３年生までの児童が医療保険各法に基づき医療を受け

た場合に、医療費自己負担分について全額助成する事業です（入院時の食

事代を除く）。 

家庭相談員及び 

母子・父子自立支援員に

よる家庭児童相談室 

家庭における健全な児童の養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、

福祉事務所（福祉課）内に設置している家庭児童相談室にて、児童の養育

など家庭内の様々な問題について、家庭相談員が相談に応じ、必要な情報

の提供や支援を行う事業です。 

また、ひとり親家庭等に対しては、母子・父子自立支援員が相談に応

じ、総合的な自立支援を行う事業です。 

子育て支援センター 

（子育てサークル等） 

子育て中の親子の交流・出会いの場、遊びの場、学びの場などを提供

し、悩みや相談をはじめ、子育てサークルへの協力など、子育て家庭への

育児支援を総合的に行う事業です。 

保育料完全無料化 

第３子以降の児童が保育所に入所する場合、児童の年齢にかかわらず保

育料の軽減を行うとともに、全ての３歳以上児及び町内の保育所を利用す

る町在住の３歳未満児の保育料を無償とする事業です。 

町内全 12か所の保育所 

への英語講師の派遣 

町内の全 12保育所に月２回英語講師を派遣する事業です。 

放課後子ども教室 

地域のボランティアによる、放課後や休日の児童の安全な居場所づくり

として、小学校児童の遊びや体験・学習の場づくりを行う事業です。町内

に２か所設置されています。 

母親クラブによる 

地域組織活動 

地域組織（母親クラブ、子育てサークル等）による親子間の交流活動、

養育に関する研修活動、児童の事故防止活動等を行う事業です。 

障害児保育 
保育所における障害児の受け入れを行い、各種の子育て支援事業との連

携を図る事業です。 

児童手当 
中学校終了前までの児童がいる家庭を対象に、手当を支給し、国の政策

に準じて、制度周知や申請勧奨を行う事業です。 

児童扶養手当 
父母が婚姻を解消した、父又は母が死亡したなどの児童を監護または養

育している保護者に手当を支給する事業です。 

母子保健推進員による 

訪問事業 

家庭を訪問し、子育てなどの相談・助言をするとともに、行政とのパイ

プ役として子育ての輪を広げる催しや母子保健サービスの周知などを行う

事業です。 

乳児健康診査 
生後１か月・３か月・７か月児を対象に医療機関における健康診査を実

施する事業です。 

１歳６か月児健康診査 

満１歳６か月を超え、満２歳に達しない幼児を対象に、問診、身体計

測、小児科診察、歯科診察及び歯みがき指導、保健指導・栄養相談・子育

て相談などを行う事業です。 

３歳６か月児健康診査 

満３歳６か月を超え、満４歳に達しない幼児を対象に、問診、身体計

測、小児科診察、歯科診察及び歯みがき指導、保健指導・栄養相談・子育

て相談、尿検査、視力・聴力検査などを行う事業です。 

５歳児発達相談会 

年度内に５歳になる幼児のうち、家庭や保育所等での集団生活で心配な

ことがある幼児をもつ保護者を対象に、特別支援教育地域コーディネータ

ーや学校教育課職員による相談会や言語聴覚士による言語相談を設け、就

学に向けて支援しています。 
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用語 内容 

育児相談 

乳幼児の発育発達、健診・予防接種状況、栄養状態等を把握するととも

に、相談等により母親の育児不安軽減を図り、母親同士の交流の場づくり

を支援する事業です。毎月１回３会場で実施しています。 

子育て教室 
年２回、乳幼児を持つ親や保育士等関係者等を対象に、小児救急や子育

てに関する講演会を実施する事業です。 

 

 

 

 

 

 


