
令和元年８月

１ 計画策定の趣旨

２ 第１期計画の振り返り

ともに，第１期呉市障害児福祉計画や第３次健康くれ２１など，既に策定されている関連する計画との整合性が取れるよう策定してい

・子育て家庭育児支援事業
・ファミリー・サポート・センター事業は，保育事
　業の補完的な役割があるため，もっと気軽に利用

　見込まれるため，待機児童を発生させないための
　人材確保が急務である。

　いく必要がある。

ア　地域における子育て支援の充実 ・ファミリー・サポート・センター事業

　もが自己肯定感を育むことができる，大人がしっ
　かりと関わる居場所の必要性を広く市民に訴えて

・育児サークル・子育て支援団体活動支援
・子育て支援交流事業
・くれ子育てねっと

・放課後児童健全育成事業（放課後児童会）
・児童館

　子どもを安心して生み育てることができるよう，保育サービスの充実や相談，情報提供，児童の健全育成事業などを実施し，子ども
の成長と子育ての支援に努めました。

重点施策 主な事業等 第１期計画の課題

　第２期計画は，改正された児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号），児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）
子どもの貧困対策大綱（平成２６年８月２９日閣議決定）に基づく，特に支援を必要としている子どもと家庭への対応に重点を置くと

エ　子どもの居場所づくりや各種体験
　　活動の推進

・幼稚園

・子育て関連の情報発信の閲覧数は以前に比べ増加
　しているが，アクセスのしやすさや多様な手段で
　の閲覧を可能にする等，更なる情報発信の方法が

・子どもの生活に関する実態調査結果からも，子ど
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イ　教育・保育サービスの充実

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

・保育所
・認定こども園

　できるよう，利用促進策を検討する必要がある。

・市内全体の子どもの将来人口は減少傾向であるが，
　中央地区や広地区等では教育・保育の利用増加が

第２期呉市子ども・子育て支援事業計画（案）について

きます。

　呉市では，平成２７年３月に，子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを地域全体で支援する環境を整備することを目的に，「呉市
子ども・子育て支援事業計画」（以下「第１期計画」といいます。）を策定しましたが，当該計画は令和元年度で計画期間が満了する
ため，令和２年度からの「第２期呉市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第２期計画」といいます。）を策定します。

(1) 基本目標１：地域で子どもと子育て家庭を支える支援

・養育支援訪問事業（子育てヘルパー派遣事業）
・地域子育て支援拠点事業
・子育て家庭育児支援事業

・地域子育て支援拠点など身近な相談場所を増やす
　ためには，保育所などを利用して事業を行うセン
　ター型だけではなく，出張型の活用についても検
　討する必要がある。

　求められている。

ウ　子育て支援のネットワークづくり
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・小中一貫教育推進事業
・加配講師配置事業

　必要がある。
エ　青少年の健全育成及び非行等への対 ・スクールソーシャルワーカー派遣事業 ・平成２９年度から始まったスクールソーシャルワ

　た広報・啓発に取り組む必要がある。

　学ぶ，乳幼児とのふれあい体験講座などを実施し
　てきたが，希望者数に対し定員が少ないため，開

　護者の不安軽減や家庭・子どもの生活の安定につ

　派遣依頼数も増え，認知度も高まってきた。

　「生きる力」の育成やそれに必要な知識・技能の
イ　子どもの生きる力の育成に向けた学

　した親子コミュニケーション能力開発事業は年々

(3) 基本目標３：子どもの健やかな成長に向けた教育・保育の充実

　子ども一人一人が自ら持つ個性や可能性を教育・遊び・暮らしの中で伸ばすことができるよう，家庭，学校及び地域が連携しながら

重点施策 主な事業等 第１期計画の課題
ア　次代の親の育成 ・高校生の０・１・２歳ふれあい体験講座 ・少子化や地域のつながりの希薄化が進行する中，

・思春期触れ合い体験学習 　子どもたち自身が子どもや家庭の大切さについて

　習得や資質・能力の育成に向けて，義務教育９年

・家庭教育相談事業

　間を見通した教育を推進するとともに，幼児教育，

　　校の教育環境等の整備
・呉市保幼小連携に関する代表者会

・子どもたちの，知・徳・体のバランスのとれた，

・スポーツ少年団

・｢『親の力』をまなびあう学習プログラム｣を活用

　調査に比べやや減少傾向にある。

　ては，休日急患センター，小児夜間救急センター
・未熟児養育医療給付 　を中心に対応しており，その利用について継続し

・高校生の０・１・２歳ふれあい体験講座
・思春期相談事業 　子どもたちの健康を守るため，学校保健と連携し

・小児夜間救急センター

(2) 基本目標２：親と子の心と体の健康づくり

　親子の健康が確保されるように保健・福祉・医療・教育の各分野が連携しながら母子保健事業を展開し，健康づくりを推進しました。

・産後ケア事業 　育てに関する不安や悩みの軽減を図るため，各機

　た継続的な取組が必要である。

ウ　思春期保健対策の充実

　催方法について工夫する必要がある。

エ　小児医療の充実 ・乳幼児等医療費助成対象年齢の拡大 ・夜間休日等における小児科の初期救急医療につい

・不健康なやせ，性感染症の増加などから思春期の

主な事業等 第１期計画の課題
ア　子どもや母親の健康の確保 ・産前・産後サポート事業 ・妊娠，出産，子育ての各段階に応じ，保護者の子

・朝ごはん食べよう運動

　関が今後もしっかりとした連携体制を維持し，切

・「第３次健康くれ２１」策定の際のアンケートで

　ながるなど，諸課題の解決に役立っている。

　　応 ・スクールカウンセラー事業 　ーカー派遣事業は，教育と福祉の連携により，保
・呉市青少年指導センター

　活動しているファシリーテーターを十分確保し，

　れ目のない支援を実現する必要がある。

・おいしい減塩食で健康生活推進事業 　は，毎日朝食を食べる児童・生徒の割合は，前回

様々な事業の展開を図りました。

ウ　家庭や地域の教育力の向上 ・親子コミュニケーション能力開発事業

イ　「食育」の推進

・産婦健康診査事業

重点施策

　高等学校教育等のつながりを大切にしていく。

　地域や学校のニーズに対応できるように取り組む
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・高齢化や自治会の加入率低下など課題も多いが，

・ファミリー・サポート・センター事業
・延長保育事業

な環境の中で生活できるよう支援に努めました。

(4) 基本目標４：子どもと子育てにやさしい生活環境の整備

　事故や犯罪の被害から子どもを守るため，地域ぐるみで協力しながら安全で安心できる生活環境づくりを推進しました。

　ていく。

　　 　くための制度，利用しやすさのＰＲが必要である。
・病児・病後児保育事業

重点施策 主な事業等 第１期計画の課題

　　画の推進 ・呉市男女共同参画週間事業
エ　家庭生活・地域活動への男女共同参 ・くれ男女共同参画セミナー ・審議会等への女性の登用率や男性職員の育児休業

・道路照明等設置・維持等管理 　子どもが利用する施設の管理者だけでなく，関係

イ　ワーク・ライフ・バランスの実現の ・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） ・若者が自分が望む家庭生活を実現できる働き方を

(5) 基本目標５：子育てと仕事の両立支援

　子育てと仕事の両立を目指し，就業者や企業との連携を図りながら子育てと仕事をする子育て家庭の支援に努めました。

重点施策

・フルタイム勤務の家庭が，多く利用する支援メニ
　ューは用意されているため，効果的に活用してい

・放課後児童健全育成事業（放課後児童会）

　がある。

・自治会等が設置する防犯灯の整備等，地域の実情

・不審者情報等配信サービス（守るネット）

　昨年の災害を機に，学校や地域が自主的に防災マ
　ップ作りに取り組んだケースもあり，こういった
　活動を契機として，安全・安心なまちづくりに向

ア　子どもの安全の確保 ・交通安全活動推進事業

・呉の子どもを守る会議
・呉こども１１０番の家

主な事業等 第１期計画の課題
ア　切れ目のない支援の充実 ・子育て世代包括支援センターの運営 ・子育て世代包括支援センターと地域子育て支援拠

　に関する啓発
・呉しごと相談館

　かなえることができる事業者を増やすことが，企
　業にとっても，呉で育つ子どもにとっても望まし
　いことから，雇用施策と一体となった取り組みが

ウ　子育てと仕事の両立の推進

　　ための働き方の見直し

　に合った防犯対策支援を引き続き行っていく必要

　　（出会い・結婚・出産・育児） 　点との連携を更に強める工夫が必要である。

イ　安心して外出できる環境の整備 ・遊具等公園施設の維持管理 ・子どもが巻き込まれる痛ましい事故が相次ぐ中，

　けた主体的に取り組みを増やしていく必要がある。

　また，子どもが快適な環境の中で生まれ育ち，活動できる重要な要素となる地域，生活環境，道路交通環境などの整備を行い，良好

　の人の関心が向けられる工夫が必要である。・呉市防災行政無線テレホンサービス

　今後更に必要となる。

・呉市防災情報メール配信サービス 　機関や地域が関わり定期的に点検するなど，多く

ウ　安全・安心なまちづくりの推進 ・防犯灯の設置等助成

　取得率の向上に向けて，引き続き啓発活動を行っ
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重点施策

　

・児童虐待防止啓発事業

ア　児童虐待防止対策の充実 ・呉市要保護児童対策地域協議会 ・平成２８年３月の死亡事案を契機に，要保護児童

　先という三層構造のセーフティーネットがより強

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

(6) 基本目標６：支援・配慮を必要とする子どもとその家族への支援

・また，子どもの自己肯定感と相対的貧困に因果関

　係があることが分かったため，様々な主体による

イ　子どもの貧困対策 ・母子家庭等に対する相談体制の充実や施策・ ・「子どもの生活に関する実態調査」を行ったこと

　・経験の欠如による相対的貧困の状態にあること

　が分かった。

　この調査をきっかけに，各部課がバラバラに実施

　していた子どもの貧困対策を相互に連携させ，具

・住居確保給付金の支給

　育・福祉等が連携した切れ目のない支援の必要性

　のほか，発達障害に対する市民の理解を深めるた

・子どものこころの健康づくり相談 　る体制づくりに向け，強化を進めている。

・今後は，介入・指導を行う児童相談所と，子育て

　家庭に寄り添う市，子どもの日々を見守る各所属

・児童療育相談事業

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・生活困窮者自立相談支援事業

・保育所等訪問支援

・障害児相談支援

・第１期障害児福祉計画策定時のアンケート調査か

　らは，特に発達障害児に対する支援の充実を望ん

　でいる人が多いことが分かった。

・相談・支援の場の拡充や専門的人材の確保や，教

　体的な指標を使って効果を検証することが可能に

・児童扶養手当

・ひとり親家庭等医療費の助成

・母子・父子寡婦福祉資金制度

・自立支援教育訓練給付金事業

・母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業

・養育支援訪問事業（子育てヘルパー派遣事業）

主な事業等 第１期計画の課題

　ることで，増加し続ける児童虐待事案に対応でき

　社会問題化している児童虐待の防止対策を始め，ひとり親家庭等の自立支援，障害児施策など，支援が必要な子どもとその保護者を
支えていくため，保健，福祉，医療などの関係機関の連携を強化し，取組を推進しました。

　職員の専門性の向上など，相談体制の拡充に努め

　対策地域協議会機能の強化，専門職等人材の確保，

　固になるよう連携強化を図る必要がある。

　めの取組が重要である。

　に推進していく必要がある。・就学援助事業

　　（ひとり親家庭等） 　取組についての情報提供窓口 　で，本市でもおよそ４人に一人が生活困窮や体験

・ＪＲ通勤定期乗車券割引事業 　なった。

ウ　障害児施策の充実

　新たな子どもの居場所づくりなどの取組を積極的

・子どもの学習支援事業
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３ 第２期計画策定の基本的な考え方

(1) 基本理念

　子ども・子育て支援法に掲げる「子どもの最善の利益」が実現される社会を引き続き目指します。

　また，子どもの貧困や児童虐待など，これまでの５年間で急速に顕在化してきた課題への早急な対応や，第１期計画期間を終えるに

当たり，抽出された新たな課題，さらに継続した支援が必要な課題などについて，重点的に取り組んでいきます。

(2) 第２期計画　五つの重点取り組み項目（計画案の骨子）

１ 安心して預けることのできる

教育・保育の受け入れ体制の充実

２ 子どもがのびのびと育つ

居場所づくりの推進

４ 虐待で苦しむ子どもたちをゼロにするため

の児童虐待防止対策の更なる強化

３ 必要な人に届く

子育て情報の発信力強化

５ 全ての子どもたちが夢と希望を持って

成長していける社会の実現

若い世代が，子育てをしながらでも地域で活躍できるよう，保育サービスを充実させます。

また，市内に待機児童はいませんが，将来にわたって待機児童を出すことなく，安心して

子どもを預けられるよう，保育ニーズを受け止めることのできる，質の高い人材の確保と育成

について，積極的に取り組みます。

「子どもの生活に関する実態調査」では，一人で過ごす子どもたちの自己肯定感に課題が

あることが分かりました。

子どもたちの笑顔が増え，将来に夢や希望，目標を持ち，それを実現する自信が持てるよ

う，「自己肯定感」を育む子どもの居場所づくりに取り組みます。

ここ数年の児童虐待対応件数は，急増しています。

地域の宝である子どもたちが虐待等で苦しむことのないよう，各機関の連携を強化し子ど

もたちを守ります。また，しっかりと子どもとその家庭に寄り添えるよう，質の高い専門職人材

を計画的に増やし，専門性の向上に努めます。

「子どもの生活に関する実態調査」から，子どもたちの４人に一人が，経済的な困窮又は

体験・経験の欠如により，相対的な貧困の状態にあることが分かりました。

全ての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく，夢や目標に向かってチャレンジ

できるよう，支援の充実に取り組みます。

今回実施したニーズ調査の結果や市民との意見交換会の結果から，支援を必要としてい

る子育て家庭に各種支援制度が十分に理解されていない，またはうまくマッチングできてい

ないケースがあることが分かりました。

子育てアプリ「くれっこアプリ」の導入を機に，必要な人に必要な情報を届けるための広報

の工夫や，子育てを楽しくするためのアプリを使ったコンテンツづくりに取り組みます。
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重点施策 考えられる主な事業基本目標

すくすく・のびのび・子育てが楽しいまち　くれ

(3) 基本目標と施策の体系

ファミリー・サポート・センター事業，子育て家庭育児支援事

業，乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業），地域

子育て支援拠点事業 など
①地域における子育て支援の充実

保育所，認定こども園，幼稚園，延長保育，障害児保育 など②教育・保育の受け入れ体制の充実

育児サークル・子育て支援団体活動支援，子育て支援交流事業，

地域子育て支援拠点事業 など
③子育て支援のネットワークづくり

放課後児童健全育成事業（放課後児童会），子どもの居場所づくり

助成事業 など
④子どもがのびのびと育つ

居場所づくりの推進

くれ子育てねっと，子育て支援アプリの充実 など⑤子育て情報の発信力強化

１

地域で子どもと子

育て家庭を支える

支援

産前・産後サポート事業，産後ケア事業，妊婦・乳幼児健康診査，産

婦健康診査，新生児聴覚検査 など
①子どもや母親の健康の確保

朝ごはん食べよう運動，おいしい減塩食で健康生活推進事業

など
②「食育」の推進

高校生の０・１・２歳ふれあい体験講座，思春期相談事業，喫

煙・飲酒・薬物乱用防止教室 など
③思春期保健対策の充実

小児夜間救急センター，未熟児養育医療給付，乳幼児等医療費助

成の充実 など
④小児医療の充実

２

親と子の心と体の

健康づくり
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考えられる主な事業基本目標 重点施策

高校生の０・１・２歳ふれあい体験講座，思春期触れ合い体験

学習 など
①次代の親の育成

小中一貫教育推進事業，加配講師配置事業 など
②子どもの生きる力の育成に向け

た学校の教育環境等の整備

親子コミュニケーション能力開発事業，家庭教育相談事業，ス

ポーツ少年団 など
③家庭や地域の教育力の向上

青少年指導センター，スクールカウンセラー事業，スクールソー

シャルワーカー派遣事業 など

④青少年の健全育成及び非行等

への対応

３

子どもの健やかな

成長に向けた教

育・保育の充実

交通安全活動推進事業，呉こども１１０番の家，呉の子どもを

守る会議，不審者情報等配信サービス（守るネット）など
①子どもの安全の確保

遊具等公園施設の維持管理，防災情報メール配信サービス な

ど
②安心して外出できる環境の整備

防犯灯の設置等助成，遊具等公園施設の維持管理 など③安全・安心なまちづくりの推進

４

子どもと子育てに

やさしい生活環境

の整備

婚活支援事業費補助事業，子育て支援アプリの充実，不妊治療費助

成，子育て世代包括支援センターの運営 など

①切れ目のない支援の充実

（出会い・結婚・出産・育児）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する啓発，

呉しごと相談館 など
②ワーク・ライフ・バランスの

実現のための働き方の見直し

ファミリー・サポート・センター事業，延長保育事業，病児・

病後児保育事業，放課後児童健全育成事業（放課後児童会） など
③子育てと仕事の両立の推進

くれ男女共同参画セミナー，呉市男女共同参画週間事業 など
④家庭生活・地域活動への男女

共同参画の推進

５

仕事と子育ての両

立支援
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考えられる主な事業基本目標 重点施策

要保護児童対策地域協議会，児童虐待防止啓発事業 など①児童虐待防止対策の更なる強化

児童療育相談事業，児童発達支援，放課後等デイサービス，特別児

童扶養手当，障害児保育事業，特別支援学級指導員，特別支援教

育相談員 など

②障害児施策の充実

児童扶養手当，ひとり親家庭等医療費助成，母子父子自立支援プロ

グラム策定，母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業，ファミリー・

サポート・センター事業，ひとり親家庭等支援事業，母子家庭等就

業・自立支援センター事業（養育費相談ほか），母子父子寡婦福祉

資金貸付金 など

③ひとり親家庭等の支援の充実

６

支援・配慮を必要

とする子どもとそ

の家族への支援

スクールソーシャルワーカー派遣事業，子どもの学習支援事業，就学

援助事業 など
①教育の支援

子どもの居場所づくり助成事業，地域コーディネーター事業，住居確

保給付金の支給 など
②生活の支援

生活困窮者自立相談支援事業，生活保護受給者等就労自立促進事

業 など
③保護者に対する就労の支援

児童扶養手当，ひとり親家庭等医療費助成，母子家庭等高等職業訓

練促進給付金事業，ファミリー・サポート・センター事業，ひとり親家庭

等支援事業，母子家庭等就業・自立支援センター事業（養育費相談

ほか），母子父子寡婦福祉資金貸付金 など

④経済的な支援

７

全ての子どもたち

が夢と希望を持っ

て成長していける

社会の実現
(子どもの貧困対策)

⑤子どもの貧困に対する調査研究等

⑥施策の推進体制等

子どもの生活に関する実態調査

子どもの貧困対策連携会議
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