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教育・保育施設の提供、地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業のほか、以下の取

組を実施します。 

 

１ 子育て家庭を支援する体制づくり 
（１）養育支援の充実 

在宅の子育て家庭を含めた全ての子育て家庭が安心して子育てができるよう、子育て

に関する養育支援の充実を図ります。 

 

主な取組 

ファミリー・サポート・センター事業 

【子育て支援課】 

ショートステイ・トワイライト事業 

一時預かり事業 

病児保育事業 

認定こども園の導入 

赤ちゃんの駅啓発事業 

子育て応援サイトの充実 

放課後児童対策（留守家庭児童学級等）の充実 【子育て支援課】 

【社会福祉課】 

幼稚園の預かり保育 【認定こども園、 

幼稚園】 ３歳未満児の預かり 

 

（２）相談支援体制の整備 

子育て家庭が抱える問題は、多様化・複雑化しており、相談窓口の連携を密にして、相

談できる体制を強化します。 

市保健センター内に、子育て世代包括支援センター「子育て応援室まんまるほうふ」

を設置し、保健師や助産師が相談を受けることにより、妊娠期から子育て期にわたるま

で切れ目のない支援を行います。 

こども相談室において、令和元年 10月から子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童虐

待の発生予防、早期発見、発生時の迅速で的確な対応を行うとともに、必要に応じ関係

機関への紹介等を行います。 

また、虐待等の通告や相談については、フリーダイヤルで受け付けるとともに、児童

相談所全国共通ダイヤル１８９（イチハヤク）の周知を図ります。 

母子家庭等を対象に、母子・父子自立支援員が自立に必要な相談、指導等をはじめ職

業能力の向上及び求職活動の支援を行うとともに、児童委員や関係機関と連携し、必要

な情報の提供や活動の支援を行います。 

情報提供については、市広報・ホームページ、子育て応援サイトなどスマートフォン

等携帯情報端末を活用します。 

いじめや青少年に関わる悩みをフリーダイヤルで受け付ける相談窓口を設置し、助言
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や相談に応じるほか、必要に応じ関係機関を紹介します。 

また、ニートやひきこもりの子どもとその家族からの相談については、関係課や関係

機関と情報共有し、支援につなげていきます。 

 

主な取組 

子ども家庭総合支援拠点での相談対応 
【子育て支援課】 

母子・父子自立支援員による支援活動 

児童委員による相談活動 【社会福祉課】 

いじめ相談 【学校教育課】 

青少年の悩み相談 【生涯学習課】 

子育て世代包括支援センター「子育て応援室まんまるほうふ」

での相談対応 
【健康増進課】 

ひきこもりサポーター派遣事業 【障害福祉課】 

ほうふ若者サポートステーションへの支援 【商工振興課】 

 

（３）経済的な支援の充実 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、各種経済的支援を行います。 

令和元年 10月から、国の幼児教育・保育の無償化制度の開始に伴い、３～５歳の全て

の子どもと０～２歳の市民税非課税世帯の子どもを対象として、保育料を無料としてい

ます。 

また、国の減免制度に加えて、第３子以降の子どもが認定こども園、幼稚園や保育所

等を利用する家庭の経済的負担を軽減するため、無償化の対象とならない子どもの保育

料も引き続き減免を行います。 

中学校卒業までの子どもの養育者に対する児童手当を支給するとともに、小学校卒業

までの子どもの医療費も引き続き無償化します。 

さらに、多子世帯の経済的負担を軽減するための給付を行うとともに、市民税非課税

世帯等を対象に病児保育施設や留守家庭児童学級の保育料の減免を行い、経済的な理由

で修学が困難な家庭に対する学用品費等の支給や奨学資金の貸付けを行います。 

 

主な取組 

児童手当の支給 

【子育て支援課】 

多子世帯保育料等軽減事業 

助産扶助費支給事業 

多子世帯応援給付金支給事業＊ 

幼児教育・保育の無償化 

 ＊名称変更する場合有 
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福祉医療費支給事業 【子育て支援課】 

【障害福祉課】 

不妊治療費の助成 
【健康増進課】 

養育医療費の助成 

就学援助事業 【学校教育課】 

奨学資金貸付制度 【教育総務課】 

 

（４）保育サービスの充実 

認定こども園、認可保育所で行われている通常保育に加えて、低年齢児保育の充実や

保護者の就労形態と子どもの状況に応じた多様な保育体制の整備を進めるとともに、保

育の質の向上に努めます。 

 

主な取組 

通常保育事業 

【子育て支援課】 

延長保育事業 

休日保育事業 

発達支援体制整備事業 

障害児受入促進事業 

乳児保育事業 

保育士の研修 

 

（５）子育て支援の人づくり 

市民のボランティア活動などへの参加意識が高まってきており、ファミリー・サポー

ト・センターの援助会員をはじめ、母親クラブ、母子保健推進員、食生活改善推進員、民

生委員・児童委員のほか、ＮＰＯやボランティア団体による活動も子育て支援において

重要な役割を果たしています。 

このように、行政と自発的に活動する市民が連携することで、子どもや子育て家庭へ

のきめ細かな支援が可能となるため、ボランティアのための講座や活動の支援に取り組

みます。 

特に、子育て支援等による地域への貢献を希望する高齢者や子育て経験者等が積極的

に参加できるような環境づくりに努めます。 

 

主な取組 

地域子育て支援拠点事業 

【子育て支援課】 
母親クラブの人材育成支援 

保育所地域活動事業 

子育て支援活動団体への支援 
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母子保健推進員の人材育成支援 

【健康増進課】 食生活改善推進員の人材育成支援 

子育て情報マップの活用 

３世代交流事業 【高齢福祉課】 

児童委員活動の研修支援 【社会福祉課】 

家庭教育アドバイザーの活用 【生涯学習課】 

認定こども園、幼稚園及び保育所の園庭開放 【認定こども園、 

幼稚園、保育所】 

 

（６）子どもの居場所づくり 

子どもが、放課後、週末、長期休業等において、学校及び図書館等の社会教育施設、地

域の自然環境や人的資源を活用して、自主的に参加し、自由に遊べ、地域の様々な人と

交流できる居場所づくりを進めます。 

また、子どもや保護者と地域のつながりを強め、厳しい環境にある家庭の孤立防止を

目的とした子ども食堂（地域食堂）や連携して実施するフードバンクの普及啓発に努め

ます。 

 

主な取組 

児童館活動 【社会福祉課】 

学校・地域連携施設整備事業 
【教育総務課】 

学校施設開放事業 

放課後子ども教室 【生涯学習課】 

図書館の児童奉仕行事の充実 【図書館】 

児童遊園の管理 【都市計画課】 

子どもを対象とする行事の実施 【各教育施設】 

子ども食堂（地域食堂）の普及・啓発 【子育て支援課】 

 

２ 子どもを健やかに産み育てる環境づくり 
（１）安心して妊娠、出産できる環境の確保 

子どもを産み、安心して健やかに育てるための環境づくりは大切なことであり、子ど

もがほしいと願う人が妊娠、出産につながるよう、不妊治療費、助産扶助費の助成を充

実し、事業の周知に努めます。 

また、安心して出産できるよう、産科医の確保に努めます。 

母子の健康増進と安全な出産を迎えるため、妊婦健康診査の継続実施をはじめ、令和

元年 9 月から産婦健康診査を開始し、受診率の向上のため、広報啓発を実施するととも

に、医療機関との連携を図ります。 

さらに、子育て世代包括支援センター「子育て応援室まんまるほうふ」や、保健センタ

ーでの相談により、妊娠中から出産に対する不安の解消を図ります。 
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また、産前サポート事業「プレママまんまるサロン」や「両親学級」を通して、これか

ら始まる子育てについて学ぶとともに、妊婦やパートナー同士の情報交換、交流の場の

提供に努めます。 

産後のうつ状態等のある産婦を早期に把握し、必要な支援を行います。 

 

主な取組 

助産扶助費支給事業 【子育て支援課】 

いのちの誕生支援事業 

【健康増進課】 

母子健康手帳交付事業 

妊婦健康診査事業 

母子保健訪問指導事業 

産前サポート事業「プレママまんまるサロン」 

産科医等確保支援事業 

産婦健康診査事業 

産後ケア事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

母子保健推進員活動支援事業 

子育て世代包括支援センター「子育て応援室まんまるほうふ」

の運営 

 

（２）子どもの健康管理の充実 

乳幼児健康診査の実施を通して、発達や健康の障害となる要因の早期発見に努めると

ともに、定期予防接種を実施し、感染症の発生やまん延を防ぎます。 

また、安心して医療が受けられるよう関係機関と連携し、小児医療体制の充実を図る

とともに、子育て情報マップを活用し、救急体制や医療機関の情報提供を行います。 

乳幼児を抱える家庭への訪問を行う母子保健推進員の活動の普及啓発を行うとともに、

組織の育成強化を図ります。 

 

主な取組 

母子保健訪問指導事業（再掲） 

【健康増進課】 

乳児健康診査事業 

予防接種事業 

ミニ離乳食教室 

１歳６か月児、３歳児健康診査事業 

５歳児発達相談会の実施 

小児医療体制の充実 
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（３）思春期における育成環境の充実 

成長の基礎となる丈夫な身体をつくり、心と身体のバランスのとれた成長を促すため

に、いのちの学習等を通して、発達に応じた性に対する正しい知識を身につけるための

保健教育を推進します。 

あわせて、思春期の子どもの身体的、心理的状況の理解と行動の受け止めができる等

子どもの健やかな成長を見守る地域づくりが必要です。 

 

主な取組 

デートＤⅤ予防の啓発 【社会福祉課】 

いのちの学習事業 【健康増進課】 

 

３ 心身の健やかな成長を育む教育環境づくり 
（１）学校の教育環境の整備 

子どもの「主体的にたくましく生き抜く力」と「豊かな人間性」を育てる必要があり、

基礎的な学力を基盤とした学ぶ意欲、思考力、表現力、問題解決力などの「生きる力」を

身につけさせるとともに、豊かな人間性を育むため、他人への思いやりや社会に対して

の責任感を認識できるなどの目標を持って、生涯にわたって学び続ける子どもの育成に

努めます。 

また、幼児教育から小学校教育への円滑な移行のため、子ども一人一人の心身の健康

と発達を情報共有するなど、幼・保・小の連携体制の更なる構築を図ります。 

さらに、コミュニティスクールの充実を図り、保護者や地域が学校運営に参画し地域

に開かれた学校づくりを推進します。 

いじめ、不登校、少年非行等の問題行動に対しては、学校・家庭・地域及び関係機関と

のネットワークづくりに努め、児童・生徒の心の問題に対応します。 

 

主な取組 

スクールソーシャルワーカー派遣事業 

【学校教育課】 

スクールカウンセラー活用調査研究事業 

教育支援センター「オアシス」教室 

小・中学校生徒指導主任会の開催 

学校運営協議会（コミュニティ・スクール） 

キャリア教育の推進 

乳幼児と児童・生徒とのふれあいの機会の提供 【生涯学習課】 

【学校教育課】 

スポーツ少年団の活動支援 
【文化・スポーツ課】 

富海水泳講習会の開催 
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（２）家庭や地域の教育力の向上 

家庭教育を通して基本的な生活習慣や親子の関わり等についての学習機会の充実を図

り、地域、学校等の豊かなつながりの中で、家庭教育が行われるよう努めます。 

また、防府市青少年育成市民会議と連携して、家庭の役割の重要性を認識し、家庭の

きずなを深めるための取組を行う「家庭の日」運動の普及を図り、家庭の大切さを啓発

します。 

家庭教育の推進に携わる人材の育成、ネットワークづくりを発展させ、学校・家庭・地

域の連携強化により地域の教育力を高める必要があり、子どもが個性豊かに「生きる力」

を伸ばしていけるよう、地域における交流活動や体験活動などを通して指導、啓発を実

施します。 

 

主な取組 

家庭教育学級 

【生涯学習課】 

子育て学習事業 

「家庭の日」運動の推進 

家庭教育アドバイザーの活用 

社会教育委員の活動（会議の開催及び調査・研究） 

青少年ボランティア養成講座 

子ども会の活動支援 

青少年育成市民会議の活動 

青少年劇場等 
【文化・スポーツ課】 

市民体育祭の開催 

児童用図書及び地域文庫・貸出文庫の充実 
【図書館】 

図書館の広報活動と児童・生徒への啓発活動の推進 

 

（３）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

スマートフォンなどの携帯情報端末による、有害な情報から子どもを守るために、「青

少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」に基づ

き、関係機関・団体と連携して「児童生徒の携帯電話等の利用に関する指針」に基づき、

子どもと保護者へ啓発活動を推進します。 

また、防府市青少年育成市民会議をはじめ、学校、ＰＴＡ、警察等と連携して、啓発活

動を実施するとともに、巡視活動により青少年の指導、保護育成に努め、青少年健全育

成や非行被害防止のための活動や環境づくりに努めます。 

 

主な取組 

青少年の非行被害防止に関する取組 

【生涯学習課】 巡視活動 

広報啓発活動の推進 
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（４）食育の推進 

子どもの成長の段階に応じた食に関する情報の提供を行い、心と身体の健康づくりを

促進します。 

また、子どもの健康や適切な食習慣に関する親子の料理教室の開催や小児生活習慣病

の予防と適切な食習慣の確立を図ります。 

食育については、認定こども園、幼稚園、保育所、学校等における啓発や体験学習など

の取組が行われていることから、継続して関係機関、関係団体等と連携して取組を推進

します。 

 

主な取組 

親子の料理教室の開催 

【健康増進課】 食育推進の集いの開催 

食生活改善推進員活動支援事業 

認定こども園・幼稚園・保育所等における食育の推進 【子育て支援課】 

学校における食に関する指導の充実 

（学校における食の教育の充実） 
【学校教育課】 

 

４ 仕事と子育てが両立できる環境づくり 
（１）ワーク・ライフ・バランスの実現 

本市においても、働き方の見直しを進め、仕事と子育てが両立でき、家族との時間を大

切にできる職場環境づくりの促進に取り組みます。 

具体的には、育児休業制度の定着・促進や労働時間の短縮に向け、国や県と連携して啓

発活動を実施します。 

また、全ての人が多様な働き方、特に仕事と家庭生活のバランスがとれた働き方が選択

できるよう、社会全体で支える環境の整備に努めるとともに、意識啓発を推進します。 

 

主な取組 

育児休業制度の定着・促進 

【商工振興課】 
労働時間短縮の促進 

多様な働き方への支援 

再就職希望者等に対する支援 

男女共同参画講座等の開催 【社会福祉課】 
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５ 支援が必要な子ども・家庭への支援体制づくり 
（１）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待は、子どもの人権を侵害する深刻な問題であり、迅速かつ適切な対応が求め

られており、体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪

影響について関係機関と連携し、普及啓発を行います。 

本市においても、子ども家庭総合支援拠点を中心として、要保護児童対策地域協議会

などにより関係機関との連携を図り、相談窓口や相談体制の整備等のきめ細かな対応を

一層充実し、発生予防、早期発見、早期対応、再発防止のための取組を推進します。 

また、母子健康手帳交付時の面接や健康診査、保健指導等の母子保健活動や地域の医

療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通じて、妊娠、出産及び育児期に

養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握するとともに、養育支援訪問事

業等の適切な支援につなげていきます。 

幼児期の子どもへの接し方に悩む親に対して、具体的な関わり方を学ぶ教室として、

ゆっくり子育て学び塾を開催し、虐待の予防に努めます。 

 

主な取組 

養育支援訪問事業 
【子育て支援課】 

子ども家庭総合支援拠点の運営 

母子保健訪問指導事業（再掲） 

【健康増進課】 乳児家庭全戸訪問事業（再掲） 

ゆっくり子育て学び塾 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭の自立した生活と子どもの健やかな成長を図るため、経済的支援を行う

とともに、就業が困難な母子家庭への支援や子育てサービスの情報提供、相談体制の充

実を図ります。 

具体的には、子育て短期支援事業、保育及び留守家庭児童学級・留守家庭児童クラブ

の利用に際して配慮をするとともに、母子・父子自立支援員による生活支援のほか、児

童扶養手当や医療費支給等、さらには自立支援給付による就業支援や資金貸付け等を実

施し、総合的な自立支援の推進に努めます。 

 

主な取組 

児童扶養手当支給事業 

【子育て支援課】 
ひとり親家庭医療費支給事業 

母子・父子自立支援員による支援活動（再掲） 

母子父子寡婦福祉資金貸付の受付・相談 

 

 



第Ⅳ部 施策の展開 

90 

 

（３）障害児施策の充実 

障害児施策は、一人一人にあわせた適切なサービス提供体制の整備とあわせて、市民

の障害児への理解と見守りが必要です。 

防府市障害児福祉計画に基づき、障害児については、教育・保育等に携わるものの専

門性の向上、専門家の協力で、子どもが将来的に自立し社会参加するための力を培うた

め、各施策を総合的に推進します。あわせて保護者への情報提供を行い、事業利用の円

滑化を図ります。 

さらに、集団保育が可能な障害児の教育・保育施設への受入れを促進するとともに、

自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障害への理解促進

を図り、総合的な生活支援等を実施します。 

 

主な取組 

障害児福祉手当の支給 

【障害福祉課】 

障害児補装具交付・修理事業 

障害児日常生活用具給付事業 

特別児童扶養手当の受付・相談 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

特別支援教育の充実 【学校教育課】 

 

（４）社会的養育の促進 

家庭養育優先の原則により、地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健

やかに成長するため、行政、学校、民間団体等の地域の関係機関の理解と協力のほか、

里親の新規開拓や里親支援につながる広報や啓発等を通じ、地域の中で社会的養育が行

えるよう支援に努めます。 

 

主な取組 

里親会の支援 【子育て支援課】 

 

（５）子どもの貧困対策 

子どもの将来がその生まれ育った環境により左右されることのないよう、貧困が世代

を超えて連鎖することがないように子どもの貧困対策が重要となっています。 

国では、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を目指し、

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「子供の貧困対策に関する大綱」が策定され

ています。 

本市においても、子どもの生活実態調査の結果を踏まえ、学校、地域、関係機関・団体

で連携を図りながら、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労支援、経済的支援

等の実施を検討します。 
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主な取組 

生活困窮者等学習支援事業 【社会福祉課】 

 

６ 安心して子育てできる安全な環境づくり 
（１）子どもの安全・安心の確保 

子どもが一日の大半を過ごす学習・生活の場である学校施設の安全・安心を確保する

ための取組を推進します。 

また、交通安全教室を行い、子ども自らの交通安全意識の高揚を図るとともに、「防府

市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校、地域、関係機関と連携して通学路の安

全点検などを実施し、安全確保に努めます。 

子どもを事故や犯罪から守り、安全を確保するため、登下校時のみまもり活動や子ど

も１１０番の家の設置は、地域における犯罪抑止力を高めるほか、地域と子どもとのつ

ながりを強めることにも寄与しており、継続して支援します。 

また、子どもを犯罪などから守るために、防府地区防犯対策協議会や地域の防犯パト

ロールなどの防犯活動等と連携することにより、犯罪を発生させない環境づくりに努め

ます。 

犯罪等により被害を受けた子どもの被害からの回復や軽減に向けて、実情に合わせた

支援を行います。 

 

主な取組 

幼児期の交通安全指導及び指導者の養成 
【生活安全課】 

防府地区防犯対策協議会の活動支援 

緊急放送設備等の整備 
【教育総務課】 

小中学校防犯カメラ設置事業 

防犯ブザーの支給 
【学校教育課】 

交通安全教室の開催 

子ども１１０番の家の設置 【生涯学習課】 

 

（２）生活環境の整備 

子どもや親子が安心して外出できる安全な環境が必要であり、安全な遊び場、子ども

や親子と地域のふれあいの場として、公園や広場の計画的な整備と適切な管理を行うよ

うに努めます。 

また、歩道、防護柵、反射鏡等の交通安全施設を計画的に整備するなど、子どもや保護

者が安全に通行できる道路環境の整備に努めます。 

さらに、安心して子どもを産み育てることができるよう、サポート体制の充実を図る

とともに、子育て家庭の負担の軽減を行います。 
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主な取組 

公営住宅ストック総合改善事業 【建築課】 

安心して子育てできる公園の整備 【都市計画課】 

道路交通環境の整備 【道路課】 

公共施設の環境整備 【建築課、関係課】 

子ども家庭総合支援拠点の運営（再掲） 
【子育て支援課】 

幼児教育・保育の無償化（再掲） 

産前サポート事業「プレママまんまるサロン」（再掲） 

【健康増進課】 

産婦健康診査事業（再掲） 

産後ケア事業（再掲） 

子育て世代包括支援センター「子育て応援室まんまるほうふ」

の運営（再掲） 


