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宗像市子育て支援計画の概要 

１ 計画策定の背景 

 

（１）国の取り組み 

・平成元年に一人の女性が一生に産む子供の数を示す合計特殊出生率が平成 15 年

には 1.29 と過去最低となり、平成 19 年には 1.34 と回復傾向がみられるものの

少子化が依然として進展しています。 

・国においては、平成 15 年７月に「次世代育成支援対策推進法」が 10 年間の時

限立法として制定され、地方公共団体、企業のそれぞれに数値目標を掲げた行

動計画を策定し、社会全体で積極的な取り組みを進めてきました。 

・しかし、予想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、

転換を図るため、平成 18 年６月、少子化社会対策会議において「新しい少子化

対策について」が決定され、社会全体の意識改革と、子どもと家族を大切にす

る観点からの施策の拡充という２点を重視し、40 項目にわたる具体的な施策を

掲げています。 

・さらに、平成 19 年 12 月には、就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造を解

決するための「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援

の枠組みの構築」に取り組んでいくことが必要不可欠であるとしています。 

 

（２）宗像市の取り組み 

・本市では、「子育て支援計画」を平成 13 年度に策定しており、平成 17 年３月に

は、国の行動計画策定指針に基づき「第２次子育て支援計画（宗像市次世代育

成支援対策前期行動計画）」を策定しました。 

・子育て環境の整備として、待機児童の解消や学童保育所での開所時間の延長、

学校の余裕教室を活用した子育てサロンなどを実施しています。 

・さらに、平成 20 年度には発達支援センターを設置し、関係課・関係機関との連

携により、発達に課題や障がいのある子どもやその保護者への専門的な相談・

支援事業を進めてきました。 

・これらの施策の進捗状況を踏まえて、「第２次子育て支援計画（宗像市次世代育

成支援対策後期行動計画）」を策定しました。 

 
２ 宗像市の子育てを取りまく現状 

 

（１）宗像市の現状 

①総人口の推移 

平成 17 年における本市の人口は 94,588 人であり、平成 20 年まで増加傾向にあり

ましたが、平成 21 年では減少しています。また、今後５年間の人口推計結果をみる

と、平成 26 年には 97,128 人と平成 21 年から約 1,800 人の増加が見込まれます。 
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●総人口の推移（推計値を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）平成 17～21 年：住民基本台帳（各年４月末日現在） 

平成 22 年以降はコーホート変化率法による推計値 

②就学前児童及び就学児童数の推移 

平成 17 年の就学前児童及び小・中学校生徒数の合計は 13,202 人であり、平成 20

年までほぼ横ばいですが、平成 21 年では 13,073 人と減少しています。 

 
●就学前児童、小・中学校生徒数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）宗像市子ども課（各年４月末日現在） 

③保育所入所児童及び学童保育所利用児童数の推移 

現在、本市に 11 か所ある認可保育所の入所児童数をみると、平成 17 年では 1,111

人であり、平成 21 年では 1,248 人まで増加しています。また、待機児童数は平成 13

年には 36 人となっており、平成 14 年以降から現在までは０人となっています。 

●認可保育所の入所児童数 

 
 
 
 
 
 
 

資料）宗像市子ども課（各年４月末日現在） 
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また、市内全小学校（大島小・地島小を除く）に設置されている学童保育の利用

者数をみると、平成 17 年には 892 人であり、平成 18 年には 117 人増加し、1,009

人となっており、平成 21 年まで増加傾向となっています。 

●学童保育利用児童数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料）宗像市子ども課（各年４月末日現在） 
④宗像市の相談室などにおける相談件数の推移 
平成 16 年の家庭児童相談室における相談件数は 1,213 件であり、平成 17 年には

863 件と減少するものの平成 18 年には 1,251 件と、年によって変動はあるものの、

増加傾向がみられます。 

●家庭児童相談室における相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）宗像市福祉課（各年３月末日現在） 

青少年センター（平成 10 年開設）の相談件数をみると、平成 18 年が 1,286 件と

最も多く、平成 20 年の 828 件まで減少しています。子育て支援センター（平成 14

年開館）では平成 16 年は 458 件であった相談件数が平成 20 年では 1,672 件と急増

しています。 

●青少年センター及び子育て支援センターにおける相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料）宗像市子ども課（各年３月末日現在） 
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（２）実態調査からみた子育てを取りまく現状 

平成 20 年に実施した子育て「宗像市子育てに関するアンケート調査」から、本市

の子どもと子育てを取り巻く現状は以下のとおりです。 

 
①世帯の状況 

・就学前の保護者も小学生の保護者も「父母同居」が最も多く、次いで「祖母近

居」、「祖父近居」となっており、祖父母との近居世帯が多い状況がみられます。 

・ひとり親家庭の状況をみると、母同居（ひとり親家庭）は就学前で 5.8％、小学

生で 7.0％、「父同居（ひとり親家庭）」は就学前で 0.2％、小学生で 1.6％とい

ずれも微増する傾向となっています。 

 
②子育ての楽しさ 

・就学前、小学生いずれも「楽しいと感じることが多い」が６割前後と最も高く、

次いで「楽しいと感じることと、つらいと感じることが同じくらい」が３割弱

となっており、子育てを楽しいと感じる保護者の方が多いことがわかります。 

 
③子育てに関する悩み 

・子育ての心理的な点での悩みをみると、就学前、小学生ともに「子どもをしか

りすぎているような気がする」が最も高くなっています。 

・就学前では次いで、「子育てに追われて自分のやりたいことができない」、「子ど

もの心身の発達に応じたしつけや教育の仕方がよくわからない」と続いていま

す。 

・小学生では「子どもとふれあう時間がない」「子どもの成績や勉強の指導が不安

である」と続いています。 

・子どもの成長段階にともない保護者の悩みも変化しており、特に就学前では子

育てのために他の活動に時間をとることができない状況が、小学生になると、

就労状況でみたように就労する母親が多くなるため、子どもとふれあう時間が

減少する状況がみられ、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実

現を子育て家庭の状況に応じて取り組んでいく必要があります。 

・子育ての環境的な点での悩みをみると、保育費や教育費など子育てにかかる費

用に関することが最も多くなっています。また、「食物の安全性に不安がある」

は前回調査から割合が増加しており、安全な食について取り組んでいくことも

必要です。 

 
④仕事と子育ての両立について 

・現在就労中の保護者では、就学前、小学生ともに「仕事で疲れて子育ての余力

がない」、「子どもと接する時間が少ない」、「自分もしくは子どもが病気などの

時に代わりに見れる人がいない」の３つが上位を占めており、就労している保

護者にとっては子どもの関わりをもつための環境整備が必要となっています。 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について、理想は「家事時間

が優先」が最も多く、「プライベートの時間が優先」、「仕事時間が優先」と続い
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ています。現実をみると、「家事時間が優先」が最も多く、次いで「仕事時間が

優先」、「プライベートの時間が優先」となっています。また、その一方で「仕

事時間が優先」のみが増加しており、仕事と家事の二者択一状況がみられます。 

 
⑤子どもの生活時間について 

・子どもの生活時間についてみると、就学前では約半数の子どもたちは平日に２

時間以上遊んでいる状況がみられます。小学生の外遊びをみると、学校にいる

ときや放課後では１時間が、学校が休みの日は３時間以上が最も多くなってい

ます。一方で、外遊びをしない子どもも一定程度いる状況がみられます。 

・平日、テレビやＤＶＤ、電子ゲームなど、子どもたちがさまざまなメディアに

接触しながら生活している状況がみられ、これらのメディアとの過度な接触に

よる危険性も指摘されており、メディアとの適切な接し方についての啓発が必

要です。 

 
⑥子育て支援策全般について 

・子育て支援の充実に向けて本市に期待することをみると、就学前、小学生いず

れも経済的負担の軽減、小児医療体制の整備、親子の居場所づくりが主なもの

となっています。 

・前回調査と比較すると、いずれの項目でも割合は減少しており、特に就学前で

の医療体制の整備は 20 ポイント以上減少しています。子育てに関する悩みにつ

いてもほとんどの項目で割合が減少しており、これらのことから本市における

子育て環境はこの５年間で充実してきたことがうかがえます。 

・その中でも特に就学前の子どもがいる家庭においては、子育てにかかる経済的

負担感の軽減と親子の居場所づくりを進める必要があります。 
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３ 計画の概要 

（１）計画の趣旨 

・子どもの育ち（子育ち）や子育ての悩み・問題などの解決について、子どもの

視点と親の視点を中心に考えます。 

・行政と地域社会が一体となって子どもを育てることを推進していくための基本

的な方向性（基本理念）と、これを実現するために必要な各種施策（基本計画）

を明らかにするものです。 

・教育、保健、福祉、医療等関連分野の施策と連携し、有機的な関連を持ったも

のとします。 

・本計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく国の行動計画策定指針の内容を

包含します。 

・本計画の推進を図ることでさらに広く少子化の問題の解決に向けてもその効果

が及ぶものとするものです。 

 

（２）他計画との関係 

・本計画は、国の「エンゼルプラン」や「新エンゼルプラン」、「福岡県次世代育

成支援対策行動計画」や「宗像市第 1 次総合計画」をはじめ、「宗像市保健福祉

計画」、「宗像市男女共同参画プラン」など、各種計画との整合性に留意して総

合的に施策を推進します。 

・本市では「人づくりでまちづくり」推進に向け、「自らの学習の充実、人と人と

の豊かな結びつき、大学などの教育機関との連携」などを通して、生涯学習都

市「むなかた学びの里」を目指しています。 

・本計画と「宗像市教育２１世紀プラン」、「宗像市生涯学習推進プラン」を総合

的に推進することで、「むなかた学びの里」の実現を目指します。 

 

（３）計画の対象 

本計画における「子ども」とは、出生時から就学前までの者を対象の基本としま

すが、一体的な取り組みが必要なため、広く小学校１年生から満 18 歳に達するまで

の者も対象とします。 

 

（４）計画の期間 

本計画は、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間を計画の期間とする後期計

画です。 

 

 

 

 

 

 

 

平成

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

計画見直し 前期計画期間

見直し 後期計画期間（本計画）



 8 

４ 基本理念と基本方針 

 

基本理念 

「応援します！すこやかな子育ち・楽しい子育て」 

 
 
 
○子どもは将来の社会を支えるかけがえのない存在であり、生まれながらに大きな

可能性を持っています。私たちは子どもが心身ともにすこやかに、その可能性を

十分に伸ばせるように育てることが大切です。 
○子どもは発達のために愛情と理解を必要としています。親を含めた周囲の人との

「ふれあい」のある環境のもとで、「子どもとしてすこやかに発達する権利」を保

障されながら育てられなくてはなりません。 
○すこやかな子どもを育てるためには、親が楽しく子育てできることが必要不可欠

です。 
○宗像市では子どものすこやかな育ちを、家庭をはじめとして、地域や保育所・幼

稚園・学校など社会全体で担い、市民の誰もが子育てに夢と希望を持てるような

まちを目指します。 
 

（２）基本方針 

 

基本方針Ⅰ 子どもがすこやかに育つ 

乳幼児期、学童期など子どものライフステージに合わせて、親子コミュニケーシ

ョンの機会の提供や、地域・世代間交流などの支援を行っていきます。また、宗像

の豊かな自然を利用した自然体験学習など、さまざまな「体験活動」を通して、子

どもの自主性、協調性などの能力を育てるための支援策を推進します。 
 

基本方針Ⅱ 子どもを楽しく育てる 

各種相談機関の紹介や子育てについて体験学習のできる場の提供、家庭の教育機

能の向上や地域の子育て支援に関わるネットワークづくりなどを推進します。また、

子育て中の親同士が身近な所で気軽に集まり、子育てに関する情報交換や相互の交

流ができ、いろいろな悩みを解決できる場づくりを推進します。 
 

基本方針Ⅲ 子育てにやさしいまちづくり 

子育てに楽しみを感じてもらうためにも、子どもを安心して産み、育てることが

できるまちづくりが必要です。 
そのため本市では、子育てに関わる地域人材の育成と活用、医療制度の充実、子

育て支援の拠点や子どもの居場所づくりなど、「子育て環境整備」を行っていきます。 
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（３）子育て支援計画体系表 

 
 
 
 
 

応
援
し
ま
す
！
す
こ
や
か
な
子
育
ち
・
楽
し
い
子
育
て

基本理念 基本方針

（１）母子保健サービスの充実

（７）すこやかな心身の育成

（２）遊びの活性化

（６）教育環境の整備

（５）障がいのある子ども・適応に不安の
      ある子どもへの支援

（４）いじめや虐待の防止

（３）体験活動の推進

施　　策

子どもが
すこやかに

育つ

Ⅰ

（１）子育て力の向上のための支援

（７）子育て経費の支援

（２）子育て家庭の交流の支援

（６）ひとり親家庭への支援

（５）子育て相談の充実

（４）子育て情報の提供

（３）保育サービスの活用と充実

（８）障がいのある子ども・適応に不安の
      ある子どもを持つ親への支援

子どもを
楽しく育てる

Ⅱ

子育てに
やさしい

まちづくり

Ⅲ
（１）地域での子育て支援体制づくり

（７）子どもを犯罪等から守るための
　　　活動の推進

（６）子育てを支援する生活環境の整備

（５）子どものための医療体制の整備

（４）保育所・幼稚園への支援

（３）地域社会での子育て意識の高揚

（８）子どもの交通安全を確保するための
      活動の推進

（９）推進体制の整備

（２）相談員の充実と質的向上
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５ 重点施策について 

後期計画期間においても、前期計画で定めた９つの重点施策について継続して取

り組んでいきます。さらに、本市で展開しているコミュニティ地区構想においても、

積極的に推進していきます。特に、基本方針Ⅰ（２）のなかで取り上げている子ど

もの居場所づくりについては、子どもたちの遊びや生きる力を紡ぎ出す異年齢集団

の交流拠点として、積極的なとらえ方を施策の中でも取り入れていきます。 
また、子育てを親だけでなく、家庭・地域・保育所・幼稚園・学校など社会全体

で担い、市民の誰もが子育てに夢と希望を持てるようなまちを目指して、本子育て

支援計画の推進に努めることが肝要であり、次の施策を重点施策として取り組んで

いきます。 
 

●子育て支援計画における重点施策 

Ⅰ（２）遊びの活性化 

Ⅰ（３）体験活動の推進 

Ⅱ（１）子育て力の向上のための支援 

Ⅱ（２）子育て家庭の交流の支援 

Ⅱ（３）保育サービスの活用と充実 

Ⅱ（５）子育て相談の充実 

Ⅱ（８）障がいのある子ども・適応に不安のある子どもを持つ親への支援 

Ⅲ（１）地域での子育て支援体制づくり 

Ⅲ（３）地域社会での子育て意識の高揚 
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６ 基本計画（具体的施策） 

 

基本方針Ⅰ 子どもがすこやかに育つ 

 

①母子保健サービスの充実 

妊婦が出産や子育てに対する不安を抱かないように、知識の普及や情報の提供に

努めます。また、母親や家族が安心してすこやかな育児に取り組めるように、子ど

もの成長段階に応じた保健知識の普及や育児教室の実施、年齢段階ごとの健康診査

など、母子保健サービスの充実に努めます。さらに、乳幼児期に、身体の発達状況

に応じた健康相談・指導を医師会などの関係機関と連携して推進します。 
 

 

・たまご学級（妊婦・両親教室） ・母子健康手帳などの交付 

・妊婦健診      ・妊産婦・新生児訪問 

・産後ケア事業     ・就学時健診 

・乳幼児健康診査    ・発達相談事業 

・乳幼児健康診査での食育  ・救急法講習会 

 

 

②遊びの活性化《重点施策》 

遊びは、社会性、自主性、創造性を育み、基礎的な体力や運動の能力を高めるな

ど、子どもの成長にとって大きな影響を与える活動です。特に異年齢集団の中での

遊びは、協調性、忍耐力、思いやりの心を育み、子どものすこやかな成長のために

は重要なものです。 
このため、子どもたちが自由にのびのびと遊べる場の整備・充実を図るとともに、

子どもの遊びを通して親同士の交流も推進し、子どもの遊びを活性化するための子

育て支援ボランティアなどの養成・活用を図ります。 
 

 

・親子読書の推進 

・子どもの遊び場の整備（ハード整備） 

・遊びの啓発 

・子育て支援ボランティアの活用 

・小・中・高校生の居場所づくり（ソフト整備） 

・コミュニティを中心とした居場所づくりの推進 

・子育てサークルの育成 
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③体験活動の推進《重点施策》 

子どもが学校だけではなく、地域コミュニティなどにおける多様な活動に参加す

ることを通して、いろいろな体験を積み、「生きる力」と「豊かな心」を育むことが

求められています。このため、子どもの教育に携わる機関と地域や家庭が連携して、

自然体験や生活体験などの体験活動、学習活動を推進します。 
 

 

・幼児の体験活動への支援  ・小学校宿泊体験 

・夏休み子ども（親子）料理教室・中学生の職場体験（ワクワクＷＯＲＫ） 

・料理名人育成塾    ・通学合宿の実施 

・農業体験・食品加工体験  ・育児体験事業 

 

 

④いじめや虐待の防止 

関係機関や団体の緊密な連携及び相互協力により、児童虐待の早期発見、早期対

応を図るために平成 13 年度に宗像市児童虐待防止連絡協議会を設置し、平成 20 年

度からは要保護児童対策地域協議会へと移行し取り組みを進めています。児童虐待

の問題を未然に防ぐための意識啓発と相談体制の整備を行い、いじめの問題に対し

ても、子どもの権利を擁護する体制づくりを進めます。 
 

 

・いじめ防止活動の推進 

・児童虐待防止活動の推進 

・子どもの人権教育の推進 

 

⑤障がいのある子ども・適応に不安のある子どもへの支援 

障がいのある子ども、いじめや不登校により学校への適応に不安のある子どもが、

その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活することができる能力を

身につけることができるよう、子ども一人ひとりの状況やニーズに応じた適切な療

育や教育を推進します。そのために、研修の充実により保育所職員の資質の向上に

努めます。 
 

・保育所・幼稚園における障害児保育の推進 

・障害児通園事業「のぞみ園」 

・障害児の遊び・体験サポート 

・発達障害に関する研修・啓発事業 

・発達障害児に関する支援（発達支援連携協議会） 

・特別支援学級 

・通級指導教室 

・学校適応指導教室 

・重度心身障害者年金 

・障害児福祉手当 

・心身障害者扶養共済制度掛金補助制度 

・障害者自立支援法などによる障害児居宅サービス 
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⑥教育環境の整備 

幼児期における教育は、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基

礎を培うために大切なものです。幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じ

て次第に広がりをもつものであることから、保育所や幼稚園における生活が家庭や

地域社会と、また小学校以降の生活と連続性を保ちつつ展開されるよう教育環境の

整備を図ります。 
 

 

・学校評議員・学校運営評議委員会  ・学校規律の適正化 

・通学区の弾力的運用     ・学校運営事業 

・小中一貫教育       ・学校支援ボランティア事業 

・教職員研修の充実      ・指導体制の充実 

・幼児教育関係機関の連携    ・幼児教育の振興 

 

 

⑦すこやかな心身の育成 

子どもたちが「生きる力」を育むとともに、規範意識や社会性を身につけるなど

の心身の育成に関する取り組みが期待されます。 
このため、さまざまなスポーツ・レクリエーション活動を振興するとともに、ス

ポーツ施設の整備を進め、子どもが生涯にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣、

意欲及び能力を育成します。 
 
 

・市民体育事業 

・市民スポーツ・レクリエーション指導者の養成 

・体育施設管理運営事業 

・学校開放事業 

・コミュニティスポーツの振興 

・スポーツ情報の提供 

・食生活改善推進員の養成・育成 
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基本方針Ⅱ 子どもを楽しく育てる 

 

①子育て力の向上のための支援《重点施策》 

少子化や核家族化により、今の親たちはしつけの仕方や子育てについていろいろ

と悩んでいます。このため、育児不安や子育てを行う中で生じたさまざまな問題や

悩みの軽減を図るため、生命の尊さや子育て意識を醸成するための講座を開催しま

す。また、家庭教育事業の充実により、家庭、地域の教育力を高め、子育ての課題

の解決に努めます。 
 

 

・託児などによる親への学習支援 

・家庭教育学級 

・子育て講座 

・ルックルック講座での食育 

・子育て支援センター（地域子育て支援センター事業） 

・子育て支援センター１歳のお誕生会での食育 

 

 

②子育て家庭の交流の支援《重点施策》 

都市化や核家族化の進行に伴い、ふれあいの減少が指摘され、子育てに関する悩

みや不安を抱え込む親が増えています。 
このような親が地域ですこやかに生活し、安心して子育てできるようにするため

には、子育て中の親の仲間づくりを促進し、協力して子育てを行っていくことので

きる地域づくりを目指す必要があります。また、子育てサークルや子育てグループ

の設立及び活動に対し、自主的な活動を尊重しつつ、必要に応じて指導、助言など

の援助を行っていきます。 
 

 

・子育てサークルへの支援 

・子育て広場 

・子育てサロンへの支援 

・コミュニティ子育て交流事業 
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③保育サービスの活用と充実《重点施策》 

核家族化の進行や女性の社会参加などにより、保育ニーズが増加し多様化してい

るため、保育サービスのあり方を検討し、充実を図ることが重要です。保育所の定

員増を図るとともに、保育所特別保育事業の充実・拡大を図ります。幼稚園につい

ては、幼児教育の重要性を踏まえながら、保育業務との相互連携を図り、利用者の

ニーズに対応できる情報の提供を進めていきます。 
 

・保育の実施（通常保育事業） 

・病後児保育事業 

・保育所特別保育事業 

・子育て短期支援事業（ショートステイ） 

・学童保育（放課後児童健全育成事業） 

 

 

④子育て情報の提供 

家庭における育児不安などに対応した、子育て支援に関する情報の収集・提供の

総合化を図っていきます。また、子育てサークルや子育て支援ボランティアグルー

プ、地域の人々を結ぶ人と人とのネットワークを整備していきます。さらに、子ど

もの地域におけるさまざまな体験活動などに関する情報提供の充実を図っていきま

す。 
 

・子育て情報提供 

・子ども新聞事業 

 

 

⑤子育て相談の充実《重点施策》 

子育てで悩んでいる人に対し、相談機関の情報を提供するとともに子育て支援セ

ンターや家庭児童相談室での相談内容の充実に努めます。また、母親や家族が不安

なく積極的に子育てに取り組めるよう関係機関と連携し、健診・健康相談・健康教

室などの内容の充実にも努めます。子どもに対しては、子どもの身近なところで、

いつでもさまざまな相談ができるように、相談業務の充実を図ります。 
 

 

・子育て相談 

・家庭児童相談室 

・就学指導委員会 

・子育て支援センター乳幼児相談 

・スクールカウンセラー 

・心の教室相談員 

・青少年センター相談 

・地域での相談・支援体制の整備 
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⑥ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭の多くは、住宅、就労、家事、子育て、教育などに関するさまざま

な悩みや問題を抱えています。ひとり親家庭の親は子育てと生計維持という役割を

一人で担うため、自立には就労支援とともに子育て及び生活などの総合的支援が必

要です。そのため、国の方針やひとり親家庭などの生活の実情に即して、関連事業

の効果的な展開を図り、自立支援に努めます。 
 

 

・母子生活支援施設入所事業  ・母子家庭等日常生活支援事業 

・保育所の優先入所    ・自立支援教育訓練給付金 

・児童扶養手当     ・高等職業訓練促進給付金 

・ひとり親家庭等医療費   ・養育費についての啓発 

・母子自立支援相談事業 

 

 

 

⑦子育て経費の支援 

子育てに関する意識調査の結果、最も充実を望む回答が多かったものが、「教育費

など子育てにかかる経済的な負担の軽減」となっています。市としても、子育て経

費の支援策について、研究、検討していく必要があります。 
そこで、手当などの支給・各種助成の充実に向けて、国や県に要望していくとと

もに、各種子育て支援制度の情報を利用者にわかりやすく使いやすい方法で整理し、

提供します。また、子育ての経済的負担を軽減するために、引き続き各種の助成や

支援を効果的に実施します。 
 

・重度障害者医療     ・重度心身障害者年金（再掲） 

・乳幼児医療      ・障害児福祉手当（再掲） 

・私立幼稚園就園奨励費補助事業  ・こども手当 

・保育料保護者負担金    ・特別児童扶養手当 

 

 

⑧障がいのある子ども・適応に不安のある子どもを持つ親への支援《重点施策》 

子育てが安心してできるように、気軽に相談できる体制やシステムを整備し、不

安や悩みの解消に努めるとともに、専門機関を含めた関係機関のネットワーク化を

図り、相談体制の充実に努めます。また、国や県の相談機関を含めた情報を広く提

供することに努めます。 
 

 

・障害児の育ち支援 

・短期入所事業 

・障害児放課後等対策事業 
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基本方針Ⅲ 子育てにやさしいまちづくり 

 

①地域での子育て支援体制づくり《重点施策》 

家族や地域での子育て機能が低下している現在、子育てへの対応は、個人や家族

だけでは困難になっています。 
地域の多様な人材を発掘・養成するとともに、家庭、学校及び行政などとともに

子育てを支援できる地域組識の構築など住民の自主的な活動を促進していきます。 
 

・コミュニティ組識との連携 

・子育て支援ボランティアの養成 

・コミュニティ・センター機能の整備 

・子育てに関するネットワークの整備 

・大学との連携による子育て支援ボランティアのサポート 

・青少年育成団体の支援 

・地域の人材活用 

・地域ニーズの把握 

 

②相談員の充実と質的向上 

子育てで悩んでいる人に対し、相談機関の情報を提供します。関係機関、関係各

課のネットワーク化を図り、相談体制の充実に努めます。また、相談内容が多様化、

複雑化していることから、相談員の研修の充実に努めます。さらに、気軽に相談で

きるシステムづくりを推進していきます。 
 

・子育て相談対応関係者の研修の充実 

・子育て相談機関の連携の充実 

 

③地域社会での子育て意識の高揚《重点施策》 

地域は子どもが最初に接する社会であり、多くの人々にふれ、多種多様な経験を

する場です。また、子ども達に大きな影響を及ぼす場でもあり、子どもがすこやか

に育つ上で極めて重要です。 
このため、地域社会全体での子育ての重要性を広く市民に理解してもらうための

啓発、広報活動をはじめ、都市化や核家族化が進むなか、地域が一体となって子育

てを支援していく環境づくりを行います。特に、男性の子育て参加をはじめ、働き

方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた

取り組みを進めます。 
 

・男性の子育て参加 

・チャレンジ支援 

・市子どもまつり 

・ワーク・ライフ・バランスについての啓発 

・子育て中の親の意識改革 
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④保育所・幼稚園への支援 

核家族化の進行や女性の社会参加などにより、保育ニーズがますます多様化し、

増大しています。これに対応するため、今後さらに保育所および幼稚園の保育サー

ビスの充実を図っていく必要があります。 
この時期の教育は小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながるもので、創造

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うことが重要になってきます。 
これらに対応していくため、その児童数に応じた職員数の確保と職員の資質の向

上が求められます。このため、保育士、教諭に対する研修を充実させ、資質の向上

を図るとともに、多様化した保育ニーズに対応できるよう支援を行います。 
 

 

・保育士・幼稚園教諭研修への助成 

・離島における私立幼稚園運営への助成 

・保育所・幼稚園における障害児教育振興のための助成 

・保育所特別保育事業（再掲） 

・保育所施設整備事業 

 

⑤子どものための医療体制の整備 

地域医療支援病院である宗像医師会病院に対し、市民がより高度な医療が受けら

れるよう医療設備、健診設備などを含めた医療供給体制の充実を要請します。特に、

乳幼児が多く受診している宗像地区急患センターについては、より一層の受診体制

の充実を運営者である宗像医師会に働きかけていきます。 
 

 

・救急医療体制の充実 

 

 

⑥子育てを支援する生活環境の整備 

子育てを支援する生活環境の整備に向けて、市営住宅の供給や住宅相談窓口を活

用し市民に良質な住宅の確保ができるよう支援するとともに、宗像らしさを感じる

モデル的な住宅地供給の誘導を図り、良好な居住環境の確保に努めます。 
また、妊産婦、乳幼児連れの方などが安心して外出できるような道路交通環境の

整備やまちづくりを推進します。 
 

・市営住宅の総合的な供給計画の策定  ・道路環境の充実 

・協働による住宅相談窓口の充実   ・コミュニティバス（ふれあいバス）  

・モデル的な住宅開発の誘導     の整備 

・良好な住宅地景観形成     ・バス関連施設の拡充 

・沿道、拠点の景観創造     ・公共交通ネットワークの整備 

・住居表示の推進      ・標識などの適切な情報の提供   

・道路整備 

・日常生活を支える道路の整備 
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⑦子どもを犯罪などから守るための活動の推進 

子どもを犯罪などの被害から守るため、関係機関・団体との情報交換を実施する

とともに、防犯外灯の設置支援や防犯に配慮した市街地環境の整備を進めます。ま

た、住民の自主防犯行動を促進するため、犯罪などに関する情報の提供に努めます。  
 

・地区連絡所の機能強化 

・家庭・地域・学校が一体となった活動の推進 

・街灯・防犯外灯の整備 

・住宅団地内の空き地、空家の有効活用促進 

・防犯意識の高揚 

・メディア教育 

・防犯協会や暴力追放推進協議会の育成強化 

・県青少年健全育成条例に基づく立入調査の実施 

・安全・安心のまちづくり 

 

⑧子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、幼稚園、学校、関係民間団体な

どとの連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進する必要が

あります。 
このため、参加・体験・実践型の交通安全教育を警察など関連機関と連携して推

進するほか、運転者の交通マナー向上のための広報活動を展開し、交通安全思想の

普及、啓発の強化を図ります。 
 

・参加・体験・実践型の交通安全教育の推進 

・高齢者と子どもの交通事故防止 

・交通安全指導の実施 

 

 

⑨推進体制の整備 

行政における子育てを支援する事業は、現在、教育、健康、福祉、医療をはじめ

さまざまな分野で、それぞれに取り組まれています。本計画は、子育てを総合的に

支援するための計画であり、その推進を図るためには、行政内部で関係各課からな

る推進組織を設置するなど全庁的な推進体制の整備が必要となります。 
このため、施策の進捗状況や点検を行い、効率的な推進に取り組み、他の子育て

に関するネットワークとの連携も図っていきます。 
 

・子育て支援連絡会議 

・子育て関係機関連携会議 

 

 


