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２ 子どもの学びと育ちへの支援 

 

３ 特別な配慮を要する子どもや家庭への支援 
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６ 子どもや子育てに配慮した生活環境の整備 

 

７ 地域における子育ての支援 

第３章 基本目標と施策 

33



１ 子どもの権利を守るための支援 

【本市の取り組み状況】 

子どもには生まれてきた時にすでにもっている「権利」があります。その権利を守るた

め、国連で 1989年に「子どもの権利条約」が採択され、日本は 1994年に批准しました。 

本市においては、平成６年にすべての市民が差別されることなく安心して暮らすことが

できるまちを目指した「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」を制定し、 

この中に「子どもの人権保障の実現」を人権課題のひとつとして位置付けました。 

保育所・認定こども園、学校において人権同和保育・教育に取り組むとともに、自治公

民館や保護者会等の地域、社会教育団体、職場等、あらゆる機会をとらえて人権同和学習

や普及啓発の取り組みを行っています。 

また、いじめやその他青少年の問題について、平成 26年７月に倉吉市青少年問題対策協

議会等条例を制定し、青少年問題対策協議会に加え、いじめ問題検証委員会を設置して対

処していくこととしました。 

子どもたちが、人としての尊厳と権利が守られながら豊かな愛情をもって育てられ、一

人ひとりが健やかな成長を保障されるためには、子どもの権利条約の精神に学びながら、

子どもの人権についての普及・啓発や地域社会における子どもたちの参画を一層進めてい

く必要があります。 

 

１－１ 子どもの権利についての普及・啓発、自主自立への支援 

【現状と主要課題】 

【現状】 

子どもは、誕生した瞬間から、家族の大切な一人であると同時に、社会にとっても次代

を担うかけがえのない存在として大切にされている一方で、保育所、認定こども園、学校

等において、親等の大人が子どもの都合より自分の都合を優先させてしまう事例が見受け

られます。 

倉吉市内における児童虐待対応については、児童相談所での対応だけでなく、虐待と認

定されないものの、子どもを放置して外出する、適切な衣食住を与えない、毎日のように

子どもを大声で叱ったりする等の不適切な養育に係る相談や通報件数は増加の傾向を示し

ています。 

また、いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成長及び人

格に重大な影響を及ぼすものです。本市においては、小中学校のいじめの報告件数は、平

成 24 年度に対し平成 25 年度は約３分の１まで減少しているものの、いじめ自体は引き続

き発生しており、一部には陰湿なものも発生している状況があります。また、情報化の進

展の中でインターネットを介して行われるケースも年に数件報告があります。 

不登校については、本市の出現率は、平成 25 年度に小学生においては 0.75％、中学生

においては 3.88％といずれも鳥取県や全国平均と比べ高い状況となっています。 

第３章 基本目標と施策 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

人権同和保育の推進 

子ども一人ひとりを大切にし、子ども同士がお互いを認め合

い、尊重し合い、そして助け合える子どもに育つための保育

に取り組む。 

子ども家庭課 

保育所・認定こども園

職員人権同和保育研

修の実施 

保育士・幼稚園教諭等の人権同和保育研修を引き続き実施し、

指導力の向上を図る。 
〃 

【主要課題】 

① すべての子どもの権利が擁護され、意見が尊重される環境づくりのため、子どもの権

利条約の精神に学びながら、人権同和学習等を通じて啓発に努めるとともに、成長段

階に応じた学習を通して、子ども自身が自分や人を大切にする取組を充実していくこ

とが必要です。 

② 豊かな人間性や社会性を育み、将来の自主自立する力を育てていくため、地域や子ど

もが関係する機関、施設等の見守りや、子どもが安心して活動ができる居場所の提供

等により、成長段階に応じて自らが主体的に考え行動できるよう支援していく必要が

あります。 

 

【具体的な施策】 

① 子ども自身が学習するための支援 

子ども自身が「子どもの権利」について理解できるよう、発達段階に応じた学習や

啓発を行います。 

② 子どもに関わる大人の人権意識の向上 

子どもの生きる権利と子どもの最善の利益を考慮するという視点を踏まえ、子ども

の権利条約の理念や精神をもとに、条約の内容が広く理解されるよう、啓発活動及

び人権学習を推進します。 

③ 子どもの人権相談ネットワークの設置 

子どもの人権に関する相談窓口体制を整備するとともに、関係する機関や団体、地

域社会が連携して子どもの保護・救済に向けた取組を行うため、児童相談所、児童

福祉施設、民間団体等と相互に連携を図ります。 

④ 子どもの居場所づくり  

児童館・児童センターや公民館を活用し、子どもたちが安心して過ごせる場所の提

供や青少年を対象とした事業への子どもの参画を働きかける等、地域の中で主体的

に活動できる場の充実を図るとともに不登校やひきこもり、非行等により地域の中

で孤立しがちな子どもたちが出かけられる場や集える場をつくります。 

⑤ 自主的な学習・活動の場の整備 

子どもたちが主体的に活動できる場として、児童館・児童センター、放課後児童ク

ラブの充実を図るとともに、各種取組の中で、子どもたち自らが学習し、活動する

機会づくりを推進します。 
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学校活動等での人権

同和教育の推進 

学校、児童館等で子どもの権利条約に基づいた、人権・同和

学習や啓発を行う。 

学校教育課 

子ども家庭課 

中学校区同和教育研

究会 

市内５中学校区毎に、それぞれ就学前教育部会・小中学校部

会・社会教育部会の３部会に分かれ、部落問題をはじめとす

るあらゆる人権問題に対する正しい認識を広げるための実践

活動を行う。 

学校教育課 

人権同和教育の推進 

保育所、認定こども園の保護者会、小・中学校ＰＴＡ、自治

公民館が中心となり学習会の取り組み、研修会への参加等、

人権同和教育を推進する。 

子ども家庭課 

学校教育課 

人権政策課 

教職員人権同和教育

研修の実施 

教職員の人権同和教育の研修を充実させ、人権課題の現実に

学び、資質と指導力の向上を図る。 
学校教育課 

部落解放研究倉吉市

集会 

部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向けた取り組みや、

人権を大切にする学習と実践を深め合う「市民集会」を開催

する。 

人権政策課 

倉吉市青少年問題対

策協議会の開催 
いじめその他青少年の問題について協議を行う。 学校教育課 

関係機関・団体等との

連携 

児童相談所、児童福祉施設、民間団体等と連携し、人権侵害

を受けている子どもの救済を図る。 

子ども家庭課 

学校教育課 

児童館（児童センタ

ー）事業の実施 

子どもに健全な遊びの場を提供するとともに、遊びを手助け

するプレイリーダーの育成を推進する。スポーツ、文化、レ

クリエーション等の多彩なプログラムを展開し、子どもに豊

かな生活を提供できるよう事業内容の充実を図る。プログラ

ムの設定に当たっては、子どもの参画を検討する。 

子ども家庭課 
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２ 子どもの学びと育ちへの支援 

【本市の取組み状況】 

就学前における幼児教育は、生涯にわたる人間としての健全な発達や社会の変化に

主体的に対応し得る基礎を培う重要な役割を担うといえます。 

本市では、子どもの誕生から就学に至る過程で子どもが心身ともに健やかに育つよ

う、子育て関係機関や教育関係組織の機能を活用し、子どもとその家庭に対する切れ

目のない支援の充実に取り組んできました。 

学校教育は、児童生徒が共に学び楽しく学校生活を送ることを通して夢や希望を持

ち、生涯にわたりその実現に向けて努力する態度や能力の基礎を育むことをねらいと

しています。 

本市学校教育においては、地域の特性を活かしながら各校が特色ある充実した教育

活動を展開し、学力の向上や豊かな心とたくましい体づくりを目指し、故郷に誇りと

愛着を持つことのできる子どもの育成に努めてきました。 

また、知識・技能の習得とそれらを活用して課題解決するために必要な思考力・判

断力・表現力の育成、言語活動、道徳教育、体験活動の充実等の教育活動も積極的に

取り入れ、あらゆる教育活動を通して本市の子どもたちの「生きる力」を育むことに

努めてきました。そして、優しさや思いやり、人とのつながりの中に豊かさを感じる

心を持ち、前向きに努力していくとともに困難なことでも耐える力と、新たなことに

チャレンジしていく力を持つ子どもの育成に取り組んできました。 

今後も家庭と連携した取組、また地域の人が学校運営に参画する体制づくりを推進

（横の連携）するとともに、保育所・認定こども園・小学校・中学校の連携（縦の連

携）を深め、幼児期から一貫した支援の充実に努めていくことが必要です。 

 

 

２－１ 子どもの生きる力を育成する教育や保育の充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 幼児期の教育は、子どもの基本的な生活習慣や感受性を育て、情操や道徳性、規範意

識の芽生えを培い、学習意欲や態度の基礎となる好奇心や探究心を養い、思考力、判

断力、表現力の芽生えを促すなど、小学校以降における「生きる力」の基礎や生涯学

習にわたる人格形成の基礎を培う上で重要な役割を担っています。 

② 小学校、中学校の全国学力学習状況調査や全国標準学力テスト等の結果では、基礎・

基本に関する学習内容について、本市の教育水準は概ね維持されている状況と言えま

す。 

今後は、基礎的・基本的な知識・技能とともに、それを活用して問題解決を図る

ために必要な思考力、判断力、表現力などを身に付けることが求められています。 

③ 不登校児童生徒の割合は、小学校、中学校とも全国平均よりやや高い状況が続いてい

ます。 
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【主要課題】 

① 幼児期の教育を担っている幼稚園教諭や保育士等には、幼稚園教育要領や保育所

保育指針の趣旨や内容を踏まえ、幼児一人ひとりの内面にひそむ芽生えを理解し、

その芽を引出し伸ばすために、幼児の主体的な活動を促す適切な環境を計画的に

設定するなどの専門性を高めることが求められています。 

② 児童生徒の学力に関しては、知識・技能を活用する思考力、判断力、表現力など

の育成に課題があり、児童生徒の実態を踏まえて、指導方法などの工夫改善を図

ることが必要です。 

③ 不登校、問題行動等の対応については、校内及び関係機関も含めた相談体制を充実さ

せ、早期対応及び未然防止に努めていく必要があります。 

④ 家庭・地域・学校の役割を明確にしながら地域が学校運営に参画するとともに、

児童生徒が地域での活動に積極的に参加する等の取組が求められています。 

【具体的な施策】 

① 幼児教育の充実 

保育所・認定こども園は子どもの健やかな成長を育む場として、教育・保育の質の向

上に努めるとともに、子どもや子育てについての地域の中核的なセンターとして機能

させ、子育て家庭や地域の教育力の向上を図ります。 

② 保育所・認定こども園と小学校との連携 

保育所・認定こども園と小学校の連携を充実させ、基本的生活習慣の定着や規範意識

の育成及び他者との関わり等幼児期の教育を図ります。また、幼児教育と小学校教育

の円滑な接続を図るため、教職員や子ども同士の交流により、保育・教育内容の相互

理解及び指導の在り方についての研究を行います。 

③ 学力向上の推進 

基礎的な知識及び技能を習得させ、それらを活用して課題解決するために必要な思考

力、判断力を育むとともに主体的に学習に取り組む態度を養います。 

また、そのための教員の資質、指導力の向上を目指して、授業研究会や関係機関と連

携した研修を推進し、わかる授業を実践するとともに、細やかな指導を行う体制づく

りに努めます。 

④ 豊かな心・たくましい体の育成 

読書活動や体験活動を積極的に推進するとともに、人権同和教育や道徳教育の充実を

図り、豊かな心を育成します。 

運動や健康・安全についての理解を深め、健康の保持増進のための実践力と体力の向

上を図ります。 

⑤ 倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成 

子どもたちが倉吉の自然や歴史、文化などに誇りと愛着が持てるよう、倉吉のよさを

子どもたちに伝えるため、地域の特色を生かし、人材や歴史、自然等の財産を使い、

子どもたちが倉吉を「知る・楽しむ・育む」ことのできる取組を推進します。 

⑥ 家庭・地域と連携した開かれた学校づくりの推進 

保護者や地域に積極的に情報を公開するとともに、学校評価をさらに充実させ、各校
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

実態把握のための諸

検査の実施 

その年度の指導に生かすため、４月に児童生徒の学力や学

習への取組状況を把握するための検査を実施している。 
学校教育課 

市教育委員会計画訪

問の実施 

小中学校の現状を把握し、施策に反映させるため計画訪問

を実施し、表簿検収・授業参観・教職員との意見交換を行

う。 

〃 

各種加配教員の配置 
小中学校の抱える様々な課題を克服するため、定数に加え

て、必要な加配教員を配置する。 
〃 

各種研修会による教

職員の指導力の向上 

市・県教育委員会や関係諸機関の開催する研修会に参加

し、それぞれのレベルに合わせ、専門知識や指導力の向上

を図る。 

〃 

地区学習会 
同和地区を有する小・中学校において、家庭・地域・学校

の共同運営による地区学習会を推進していく。 
〃 

赤ちゃんと小中学生

とのふれあい事業の

推進 

児童生徒が、赤ちゃんとのふれあいを通して、自身の成長

を振り返り、親への感謝の気持ちを育むとともに、自己肯

定感を培うためにふれあい事業を推進していく。 

学校教育課 

子ども家庭課 

命の教育学校出前講

座の開催 

小学校の児童と保護者を対象に、「命の大切さ」について

各学年に応じた内容で、助産師、保健師が学校に出向き話

をする。 

保健センター 

地域の人材等を活用

した体験活動の推進 

専門的な知識を持つ地域の人材を、「総合的な学習の時間」

や学校行事の指導者として活用することにより、体験活動

の推進を図る。 

学校教育課 

福祉施設等を活用し

た体験学習の実施 

保育所、認定こども園、高齢者入所施設等と連携し、乳幼

児や高齢者とふれあう機会をつくる。 

学校教育課 

子ども家庭課 

長寿社会課 

朝の全校一斉読書の

実施 

児童生徒の「本離れ」に対応し、読書のきっかけ作りとす

るために、市内の全小中学校で行う。 
学校教育課 

が創意工夫のもと地域の実態に応じた特色ある教育活動を展開し、活力ある学校づく

りができるよう地域の人が学校運営に参画する体制づくりを推進します。 

⑦ 特色ある学校づくりの推進と研究団体等への教育助成 

児童生徒、地域の状況に応じた特色ある学校づくりを推進します。また、学校や地域

がより一層輝きを放つために教育研究を推奨するとともに、研究団体等への援助を行

います。 
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図書館司書・司書教諭

の配置 

全小中学校に配置し、学校図書館経営の充実を図ってい

る。図書館が学校の情報センターとして機能できるよう

に、市・県教育委員会による研修や自主研修により力量の

向上に努める。 

学校教育課 

児童生徒舞台芸術鑑

賞事業の実施 

本物の舞台芸術を鑑賞する機会を児童、生徒に提供し、文

化芸術に親しみ、豊かな心を育む。 
〃 

アートスタート活動

の支援 

未就学児の豊かな感性と創造性を育むため、作品鑑賞、創

造体験、公演鑑賞等の機会を提供する団体を支援する。 
子ども家庭課 

鳥取県中部子ども支

援センターの開設 

学校に行きたくても行けない、教室での学習に参加できな

い児童生徒を対象に、自立や学習の援助・相談活動を通し

て、学校・教室への復帰を支援するため、中部地区１市４

町で協力して開設する。 

学校教育課 

不登校対応教員の配

置 

不登校対応加配教員を配置することにより、不登校児童生

徒及び保護者を支援する。 
〃 

スクールカウンセラ

ーの配置 

児童生徒の臨床心理・教育相談に関して専門的な知識・経

験を有するスクールカウンセラーを中学校に配置し、生徒

等へのカウンセリングを通じ、不登校やいじめ、暴力行為

等の生徒指導上の諸問題の解決・改善に資する。併せて中

学校区内の小学校への支援を行う。 

〃 

心の教室相談員の配

置 

学校教職員以外の第三者的な存在となり得る「心の教室相

談員」を中学校に配置し、生徒の学校への適応を援助した

り、生徒達が抱えている悩みを気軽に聞いたりすること

で、不安、ストレス等を和らげる。 

〃 

教育相談員の配置 

学校教職員以外の第三者的な存在となり得る「教育相談

員」を小学校に配置し、児童や保護者が抱えている悩みを

気軽に聞いたり、話し相手になったりすることで、不登校

の早期発見、未然防止等に資する。 

〃 

スクールソーシャル

ワーカーの配置 

いじめ、不登校など生徒指導上の課題に対応するため、社

会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置か

れた様々な環境に働きかけて支援を行うためスクールソ

ーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整備する。 

〃 

学校内外での外遊び、

業間体育等の推進 

学校内外での外遊び、学校での業間体育等を推進し、運動

が日常化する取組を実施する。 
〃 

不審者対応及び登下

校時の安全確保の推

進 

不審者等への対応訓練、交通安全教室等の開催により、自

分の安全を自分で守ることのできる児童生徒の育成を図

る。通学路の安全点検、安全対策を関係機関と連携して実

施する。 

〃 

健全な心身の育成を

めざした給食食育の

充実 

各学校と連携を図り、計画的に「食に関する指導」を実施

すると共に、就学前の児童への指導も各施設、保育所・認

定こども園等と連携をとりながら行う。 

学校給食 

センター 
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学校給食の衛生管理

の徹底と保護者・地域

社会との連携 

安心・安全な学校給食を提供するため、学校給食衛生管理

基準に沿って、施設・設備の改善、調理従事者の衛生管理

意識の向上を図る。 

食物アレルギーのある児童生徒への除去食、代替食の実施

と食物アレルギー事故を防止するため食物アレルギー対

応マニュアルを作成する。 

親子で学ぶ食の教室、試食会を通して保護者への健全な食

生活の啓発、地域各種団体への講演、学校給食展の開催な

ど学教給食を通して市民に食への理解を深める取組を行

う。 

学校給食 

センター 

郷土読本「私たちの倉

吉」・「くらよし風土

記～倉吉学入門～」の

活用 

小学校で「私たちの倉吉」を、中学校で「くらよし風土記

～倉吉学入門～」を副読本として活用し、倉吉のことを語

ることができる人づくりに取り組む。 

学校教育課 

倉吉市小中学校リー

ダー会議（淀屋サミッ

ト）の開催 

児童生徒代表が本市指定文化財「倉吉淀屋」に一堂に会し、

地域のためにできることを話し合うことで、本市に愛着を

持つとともに、まちづくりに貢献していこうとする態度を

養うためにリーダー会議を開催する。 

〃 

「菜の花」プロジェク

ト」など学校と地域が

連携した取組の推進 

淀屋サミットで話し合われたことをもとにして、学校が地

域と連携した取組を行い、まちに誇りと愛着を持つ子ども

を育成していく。 

〃 

全市一斉学校公開の

実施 

期間を設定し、春・秋２回の学校公開を行う。来校者によ

るアンケート結果を学校運営の改善に生かす。 
〃 

教育を考える会の実

施 

「児童生徒の健全育成」が地域ぐるみの取組となるように

地区ごとに開催する。 
〃 

学校評価の実施と活

用 

学校が、学校評価を実施し、その結果を保護者や地域住民

等に説明・公表することにより、学校、家庭、地域が一体

となった開かれた学校づくりを推進する。 

〃 

地域行事等での子ど

もの出番づくり 

地区運動会等の各地域行事等で児童生徒の活動する場を

つくり、主体的に地域への関わりを持つ取組を推進する。 
〃 

地域学校委員会の開

催 

地域の住民及び保護者等の学校運営への参画等を進める

ことにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、地域

及び学校がその教育力を相互に高め、ともに児童生徒の豊

かな学びと育ちの創造を目指すために地域学校委員会を

開催する。 

〃 

学校ウェブページの

効果的活用 

各学校の取組や児童生徒の状況についてウェブページで

公開し、開かれた学校づくりを推進する。 
〃 

特色ある学校づくり

推進事業 

学校の特色ある取組を支援するため、その内容に応じて必

要な経費の予算化を図る。 
〃 

研究、文化体育活動へ

の援助 

児童生徒・教職員の活動を推進するため予算化し、補助を

行う。 
〃 

41



各種保育事業の実施 
通常保育のほか、利用者のニーズに沿った保育を実施し、

子どもの育成や子育て家庭への支援を行う。 
子ども家庭課 

保育所・認定こども園

のオープンデーの実

施 

保育所、認定こども園において開放日を設け、未就園児を

受け入れることで、各園の機能を地域に開放する。 
〃 

関係職員の研修 

(保育士) 
保育職員の質の向上のため研修を行う。 〃 

倉吉市幼児教育研究

会を中心とした連携

強化 

保育所・認定こども園長、小学校長等で構成した倉吉市幼

児教育研究会を開催し、接続期の教育の在り方に重点を置

いた研究を行い、保育所・認定こども園と小学校との連携

の促進を図る。 

学校教育課 

子ども家庭課 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

乳幼児健診時の栄養

士・保健師による指導 

子どもの発達に応じた食生活に関しては栄養士が、子ども

の発達や育児に関する相談については保健師が指導を行

う。 

保健センター 

家庭訪問による保健

師等の指導 

子育てに対する親の不安や負担を軽減するため、家庭訪問

により、指導や助言をする。 
〃 

家庭支援促進保育の

実施 

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等につい

て、家庭環境に配慮した保育を推進する保育士を配置し、

入所児童の処遇の改善を図る。 

子ども家庭課 

２－２ 家庭や地域の教育力の向上 

【現状と主要課題】 

【現状】 

今日、家庭や地域の環境が大きく変化し、住民の連帯意識の希薄化や家庭の孤立化が

進み、家庭や地域の教育力が低下しています。 

【主要課題】 

① 「家庭教育はすべての教育の原点」との認識のもと、家庭や地域の教育力の向上を図

ることが必要です。 

② 保育所、認定こども園、学校、家庭、地域、企業等がそれぞれの役割を果たしながら

連携・協力して、社会全体で子どもの育ちを支えあう環境づくりが必要です。 

③ 地域において充実した社会教育活動が展開されるよう、施策の総合的な推進や環境の

整備、充実を図ることが必要です。 

【具体的な施策】 

① 親としての基本的事項の習得 

子どもの発達に応じた食生活や生活時間の配慮、子どもへの声かけや接し方等子ども

に関わる基本的な知識や技術を習得するための情報提供や親教育の実践的な研修の機

会を提供するとともに、家庭訪問等により状況に応じた個別支援を行います。 

② 子どもの育ちに応じた家庭環境への支援 

子どもの発達過程に応じた課題を乳幼児期、学童期等のそれぞれの時期に達成できる

よう支援するため、育ちに応じた学習機会や情報の提供の充実を図ります。 

③ 子育てにゆとりや楽しみがもてる環境づくりと情報提供 

子育て支援センター事業や保育所・認定こども園のオープンディ等の事業のさらなる

充実と連携を図り、子育て中の親子が集い、気軽に親同士が情報交換をしたり、子育

てについての情報収集や技術を身につけることができる場づくりに積極的に取り組み

ます。 

④ 子どもを見守る豊かな人間関係づくり 

子どもが地域で安全に、安心して暮らせるよう、子どもをしっかりと見守る地域づく

りには、まず、大人自らが日頃から正しい手本を子どもに示すとともに、地域の活動

に子どもや子育て家庭が参加し、交流を行う中で、地域の絆を深めることが大切です。 
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子育て支援センター

事業の充実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、保育所

の機能を活用して育児相談、指導、情報提供、子育てサー

クル等の支援等を行う。センター同士の連携・協力により、

また、他の事業と連携してより充実した事業の展開を図

る。 

子ども家庭課 

各種子育て講座の開

催 

母子保健事業で実施する講座のほか、保護者・祖父母等を

対象とする保育所・認定こども園等での事業や学校での事

業を実施する。 

保健センター 

子ども家庭課 

学校教育課 

育児教室（親支援プロ

グラム） 

保護者を対象に、子どもの発達を知り、子育てに対する不

安の軽減を図ることを目的として各種教室を開催する。 

保健センター 

子ども家庭課 

家庭児童相談室事業

の充実 

家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉向上を

図るため、家庭児童相談員を配置し相談業務を実施する。 
子ども家庭課 

保育所・認定こども園

オープンデーの実施 

保育所、認定こども園において開放日を設け、未就園児を

受け入れることで、各園の機能を地域に開放する。 
〃 

児童館（児童センタ

ー）事業の充実 

子どもに健全な遊びの場を提供する。スポーツ、文化、レ

クリエーション等の多彩なプログラムを展開し、子どもに

豊かな生活を提供できるよう事業内容の充実を図る。ま

た、母親クラブへの支援のほか、親子で参加できるプログ

ラムの充実を図る。 

〃 

生涯スポーツ・レクリ

エーションの振興 

市民が気楽にスポーツ・レクリエーションに親しめ、地域

に根ざしたスポーツ・レクリエーション活動の振興、無理

なく気楽にできるニュー・スポーツの普及に努める。 

生涯学習課 

倉吉市青少年育成協

議会事業の実施 

青少年問題の持つ重要性に鑑み、広く市民の総意を結集

し、次代の日本を担う青少年の健全な育成を図ることを目

的とする。（青少年の健全育成に関する事業） 

〃 

倉吉地区少年補導セ

ンター活動の推進 

各関係機関団体の親密な連携のもとに、非行化し、または

非行化する恐れのある少年を早期に発見して適切な処遇

を行うことにより、少年の健全育成に寄与することを目的

として活動している。 

〃 

主任児童委員、民生委

員・児童委員との連携 
地域で身近に子育ての相談や情報提供、見守りを行う。 子ども家庭課 

 

44



※注「ペアレンタルコントロール」とは、子どもによるパソコンや携帯電話等の情報通信

機器の利用を、親が監視して制限する取組 

２－３ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 情報社会の著しい進展に伴い、インターネットで誰でも情報を自由に受信、発信でき

るようになり、便利になった反面人間関係のトラブルや青少年の犯罪、被害の増加が

問題となっています。 

② パソコンや携帯電話、スマートホンをはじめ、ゲーム機、テレビ、ウェブカメラなど

インターネットに接続できる機器も増えており、インターネット依存症の小・中学生

や高校生が増えています。 

③ 雑誌やＤＶＤ、テレビ等のメディアなどによる性、暴力等に関する過激な情報が氾濫

し、子どもたちの健やかな育成に対し悪影響が懸念されます。 

【主要課題】 

① 保護者をはじめとする大人が、インターネット及び関連機器に関して疎い状況があり

ます。 

② インターネットに関するトラブル、犯罪・被害はすでに身近なものとなっていますが、

その危険性についてはまだ十分に認識されていません。 

③ メディア・リテラシーの指導、「有害図書類」の抑制等を進めていくために、関係機関

やＰＴＡなどの関係団体、ボランティア等の地域住民と連携・協力が必要です。 

【具体的な施策】 

① 情報社会における適切な情報収集、発信力の育成 

  メディア・リテラシーについて、保護者に早い時期から啓発を行うとともに、機会を 

とらえて保護者や子どもたちに啓発を図ります。また、啓発にあたっては、教職員等

への研修等による育成や地域の人材発掘を行います。 

② 家庭・学校・地域等との連携による学習と被害対応の体制づくり 

  保護者をはじめとする大人が、インターネットに関連した様々な犯罪や被害事件が身 

近なところで起こっていることを認識し、ペアレンタルコントロール（※注）を適切

に行えるための学習と実践を推進します。また、子どもたちにインターネットの危険

性を伝え、正しい使用や操作方法についての学習を進めます。 

有害な情報や危険な人間関係から子どもたちを守るために、関係機関やＰＴＡなどの 

関係団体、ボランティア等の地域住民と連携・協力を進め、インターネットをはじめ

とするメディアによるトラブルに子どもたちが巻き込まれた場合の体制づくりを推

進します。 

③ 有害図書類の販売への規制と保護者義務の啓発 

  鳥取県青少年健全育成条例によって、青少年の使用になじまないと判断された図書、 

ＤＶＤ，ゲーム等の「有害図書類」が、青少年への販売を規制されていること、保護

者に対して青少年に渡したり、見せたりしないよう義務付けられていることを普及・

啓発します。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

保護者への研修、啓発 

(健診) 

母子手帳交付時、新生児訪問時等の早期の取組をはじめ、乳

幼児健診時、保育所・認定こども園保護者会、ＰＴＡ活動時

等の機会を利用し、テレビ、ビデオ等メディアが乳幼児及び

子どもに与える影響について保護者へ啓発する。また、保護

者だけでなく、保育所、認定こども園、小学校等において子

どもたち自身が学ぶ機会も積極的に設けるよう推進する。 

保健センター 

子ども家庭課 

学校教育課 

公民館活動等を利用

した地域住民への啓

発 

保育所、認定こども園や学校、各種団体等が実施する学習や

啓発活動を協力、支援する。 
生涯学習課 

保育所・認定こども

園・学校・地域が連携

しての取組の検討 

テレビ視聴時間の制限等について、学校や施設等が連携し、

人材育成や発掘など地域をあげての取組となるよう検討す

る。 

子ども家庭課

学校教育課 

倉吉地区少年補導セ

ンター活動の推進 

各関係機関団体の親密な連携のもとに、非行化し、または非

行化する恐れのある少年を早期に発見して適切な処遇を行う

ことにより、少年の健全育成に寄与することを目的として活

動している。 

生涯学習課 

青少年育成協議会の

活動推進 

各地区の協議会でインターネットに潜む危険性を訴え、「ペア

レンタルコントロール」実践にむけた啓発活動に取り組む。 

補導センターと連携し青少年の健全育成を目的とした事業を

実施する。 

〃 
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３ 特別な配慮を要する子どもや家庭への支援 

【本市の取組み状況】 

配慮を要する子どもや家庭においては、その背景にある課題等も含めて複数の問題等を

抱えている状況があります。さらに発見が遅れたり、早期に必要な支援に結び付けられな

かったため、問題が深刻化してしまう場合もみられるようになっています。 

一方で、子どもや家庭を支えていく支援は、福祉、保健、医療、教育、労働等多様な分

野にわたり、さらに支援を担う機関は、目的別、年齢別に専門分化しており、これら社会

資源の内容や利用方法が複雑で見えにくい状況もあります。 

市においては、早期発見、早期支援に努めるとともに、個別に抱える状況や課題等に対

応して必要な支援につなげていくため、各種相談窓口の充実、庁内機関との連携、関係す

る外部機関等との連携等を進めてきました。 

配慮を要する子どもや家庭に対して、関係機関や各種支援が効果的に連携し、児童や家

庭の自立に向けた支援の引継ぎ、継続等、総合的な支援体制を整備、充実していくことが

必要です。 

 

３-１児童虐待防止対策の充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

児童虐待対応件数は、全国的には増加の一途をたどっており、県内においても近年増加

傾向にあります。本市における児童相談所が対応した児童虐待件数は、平成 21年度以降、

平均 7 件程度で推移しているものの、心理的虐待や育児放棄等のネグレクトの件数が増加

傾向にあり、予断を許さない状況にあります。 

 また、倉吉市要保護児童対策地域協議会で取り扱っているケースについても、児童福祉

法の改正により、虐待等を受けたいわゆる「要保護」児童のみならず、保護者や児童等の

支援を要する「要支援」家庭も取り扱うことになったことから、近年は年間の新規ケース

が 30件を超え、継続ケースを含めた取扱い件数は 100件を超えるようになっています。 

近年のライフスタイルの変化に伴い、近所づきあいが希薄化した現代において、児童虐

待は今や大きな社会問題にまで発展しています。これは子育てに対して不安や悩みを抱え

ていても近隣に頼れる人や相談する人が少ないなど、親の孤立化をはじめ、育児力の低下

や生活困窮など様々な問題が原因として考えられます。 

児童虐待は、子どもが健やかに成長する権利の侵害であり、虐待を防止し、すべての児

童の健全な心身の成長、社会的自立を促していくためには、発生予防から早期発見・早期

対応、保護・支援・アフターケアに至るまで、総合的な支援体制をさらに整備するととも

に、福祉、保健、医療、教育、警察等の地域における関係機関に加え、ＮＰＯやボランテ

ィア団体など、様々な人々が幅広く連携・協力していくことが必要不可欠といえます。 

【主要課題】 

児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため、児童虐待

の防止に向け、虐待の「発生予防」から「早期発見・早期対応」、さらには虐待を受けた子

どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備、充実して

いくことが必要です。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

家庭訪問による育児支援の

充実 

電話相談や健診、母子健康手帳交付時等で、育児不安があ

る場合や子どもとのかかわりで問題があると思われる場

合、また、乳幼児健診未受診の家庭に保健師等が家庭訪問

し個別に指導や助言を行う。 

保健センター 

乳幼児健診における子育て

指導の充実 

子育てについての悩みがある場合、保健師が相談を受ける。

相談内容によって心理士の子育て相談や児童相談所へ紹介

する。 

〃 

子育て支援センター事業の

充実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、保育所

の機能を活用して育児相談、指導、情報提供、子育てサー

クル等の支援等を行う。また、センター同士の連携・協力

により、子育て総合支援センター（おひさま）をネットワ

ークの核としながら、他の事業と連携してより充実した事

業の展開を図る。 

子ども家庭課 

【具体的な施策】 

① 発生予防対策の推進と啓発 

子どもの虐待防止、発生予防に関しては、11 月の児童虐待防止推進月間を中心とした

オレンジリボン運動等の普及啓発及び保育所、認定こども園、学校等、子どもに関係

する機関等の構成員、保護者等に対する啓発等に努めます。 

また、母子健康手帳の交付時、乳児家庭への全戸訪問等により把握した家庭への育児・

養育支援、子育て支援センターによる育児支援等を行います。 

② 早期発見・相談・通告のしくみづくり 

早期発見・早期対応に関しては、保育所、認定こども園、学校、医療機関をはじめ子

どもに関わるすべての人が児童虐待等に対して理解し、連携して早期発見や通告でき

る仕組みづくり、地域住民の理解と協力が得られるよう広報や啓発を行います。また、

児童相談所等関係機関と連携し、家族の養育機能の再生・強化に向けた取組を行う親

支援の推進に努めます。 

③ 子育ての総合的な相談体制の整備 

  子どもに関わる相談は、子ども家庭課に設置している家庭児童相談室で家庭児童相談

員、保健師等専門職を配置するとともに、子育て支援センター等を活用し、子どもや

子育てに関わる様々な相談が受けられる体制の充実に努めます。また、相談に関わる

関係職員の継続した研修等を行い、資質の向上に努めます。 

④ 要保護児童対策地域協議会の運営 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や、保護者を含めた適

切な支援を行っていくため、「要保護児童対策地域協議会」において、福祉、保健、医

療、教育、警察等地域の関係機関の連携を強化した運営に努めます。 

⑤ 子どもや子育て家庭への見守り等地域での支援体制の整備と充実 

保育所、認定こども園、児童館・児童センター、児童相談所等で実施している子育て

家庭への支援プログラムの活用や情報提供のほか、民生委員・児童委員をはじめ地域

住民への啓発を行い、子どもや子育てへの支援や見守り等地域での支援体制の整備と

ネットワークづくりに引き続き努めます。 
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発達障がい支援体制整備事

業の実施 

特別な支援を要する子どもに対し、早期発見から適切な療

育へとつなげるシステムづくり、そして、乳幼児期から就

学前、学齢期、就労の段階まで発達段階に応じて、福祉、

保健、医療、教育関係機関が連携して、系統だった切れ目

ない一貫した支援を行うことが可能なシステムづくりを行

う。 

子ども家庭課 

保健センター 

福祉課 

学校教育課 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

保健師または母子保健推進員及び保育士が家庭を訪問し、

母子に関する相談等を行う。 

子ども家庭課 

保健センター 

養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要と思われる家庭を、子育て OB 等が訪

問し、養育に関する指導、助言、育児・家事支援等を行う。 
子ども家庭課 

保育所・認定こども園・学

校等関係職員への啓発 

関係職員に対し、様々な機会を通じて啓発及び研修等を行

う。 

子ども家庭課 

学校教育課 

保育所・認定こども園・学

校等での保護者啓発 

保育所、認定こども園、学校の行事等で、資料の配付等、

様々な機会を通して保護者への啓発を行う。 

子ども家庭課 

学校教育課 

主任児童委員、民生委員・

児童委員との連携 
地域で身近に子育ての相談や情報提供、見守りを行う。 福祉課 

主任児童委員連絡会議 

児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員が委員

間の情報交換や研修の場として、また、地域における児童

の健全育成に関わる委員の資質の向上を図るため連絡会議

を開催する。 

〃 

民生児童委員、主任児童委

員研修の充実 

子育てに関する講演会や研修会などにより委員の資質の向

上を図るとともに、連携を図る。 
〃 

チェック体制の整備と通告

のしくみづくり 

乳幼児健診、保育所、認定こども園、学校やその他関係機

関等において児童虐待等を発見するため、職員研修を実施

し、チェック体制の整備と相談、通告へのしくみづくりを

行う。 

子ども家庭課 

関係機関等との連携 
児童相談所、医療機関、警察等と連携し、発見から通告へ

の対応にあたる。 
〃 

市報等による広報・啓発 

11月の児童虐待防止推進月間を中心に、チラシ、市報等に

より、児童、保護者、市民、公民館組織等への広報と意識

啓発を図る。 

〃 

家庭児童相談室事業の充実 

各種子育ての相談に対応するため、家庭児童相談員、保健

師等を配置し、児童相談所等と連携して相談体制の充実を

図る。 

〃 

関係職員の研修 
家庭児童相談、児童虐待防止に関わる関係職員に研修を実

施、外部研修への派遣により、資質の向上を図る。 
〃 

要保護児童対策地域協議会

の運営 

福祉、保健、医療、教育・警察等地域の関係機関で組織す

る。代表者会議と実務者会議を運営し、要保護児童等に対

する全体の支援システムについての検討及び個別の処遇会

議を随時開催する。 

〃 
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３－２ 障がいのある子ども等への支援 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 障がいのある人への生活の各場面に関わる様々な分野に広がる支援や、障がいのある

子どもと保護者への成長の段階に応じた支援を継続的に行っていけるよう、福祉、保

健、医療、教育、就労等の各関係機関等が連携した支援体制づくりを進めています。 

② 平成 25 年度から倉吉市に児童指導員を配置し、特に幼児期を中心に、障がいの早期発

見、適切な療育支援の取組を強化しています。 

③ 障がいの有無に関わらず共に生活していくために、幼児期から違いを認め合う等、年

代に応じた啓発や保護者を含めた地域住民への啓発を行っています。 

【主要課題】 

① 様々な障がいについて乳幼児健診や保育所、認定こども園、学校等の場において気づ

き、専門医や療育機関等と連携して子どもの健全な成長や生活を支援していくために、

「発見から療育へとつながるシステム」や就学前から就学、就労へと「生涯を通じて

継続した支援システム」の整備が今後も必要です。 

また、子どもの成長発達全般について相談できる医療機関が中部圏域全体として不足

しており、医療・相談体制の充実が求められています。 

② 療育や保育、教育、就労支援、生活支援等に関わる各関係機関からの多岐にわたる支

援が効果的に繋がり、継続して支援していく体制が不可欠です。そのためにも、各関

係機関等が的確に連携して取り組むことが今後も必要です。 

③ 発達障がいについての支援体制づくりの取組を進めていく中で、相談件数は年々増加

してきているとともに相談の内容も多岐にわたってきています。引き続き、相談・支

援体制の整備に取り組んでいく必要があります。 

【具体的な施策】 

① 早期発見と早期療育・教育環境の整備 

乳幼児健診の充実を図り、障がいの早期発見に努めるとともに、発見から診断や支援

に結びつく一連の流れを整備し、専門医や関係機関等と連携して適切な支援が行える

よう環境整備に努めます。 

また、障がいのある子どもたちが地域でともに保育、教育を受けることができるよう

関係機関との連携を強化するとともに、研修等を実施し関係するすべての職員の質の

向上に努めます。 

② 福祉・保健・医療・教育等関係機関の連携とネットワークづくり 

乳幼児期から学齢期、就労の段階まで継続した支援ができるよう福祉、保健、医療、

教育、就労等関係機関が連携する体制を構築するとともに、地域住民を含めた支援  

ネットワークづくりに努めます。 

また、子どもの成長発達について、身近な場所で医療・相談が受けられるよう、体制

の充実を県等関係機関に要望していきます。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

人権・同和保育の推進 

すべての子ども一人ひとりの健全な成長と発達を図り、差

別を許さない心・差別に負けない力・差別をなくする力を

育てる保育を実施する。 

子ども家庭課 

障がいに応じた学級

の開設 

児童生徒の障がいに応じて、「知的障がい」、「自閉症・

情緒障がい」、「聴覚障がい」、「肢体不自由」、「病弱」

等の学級を開設し、必要な支援を行う。 

学校教育課 

特別支援学級支援非

常勤講師等の配置 

一つの特別支援学級に在籍する児童生徒が３学年以上に

またがる場合、きめ細やかな指導が行えるよう支援の人員

を配置する。 

〃 

病院内学級の開設 

厚生病院に長期入院する児童生徒の学習が遅れないよう

にするため、希望がある場合には、入院期間中に教員を配

置し、「つくし学級」を開設する。 

〃 

発達障がい支援体制

整備事業の実施 

特別な支援を要する子どもに対し、早期発見から適切な療

育へとつなげるシステムづくり、そして、乳幼児期から就

学前、学齢期、就労の段階まで発達段階に応じて、保健・

医療・福祉・教育関係機関が連携して、系統だった切れ目

ない一貫した支援を行うことが可能なシステムづくりを

行う。 

子ども家庭課 

学校教育課 

保育所・認定こども園

入所児等巡回相談の

実施 

医師等を派遣して保育所、認定こども園を巡回し、発達に

遅れがある、又はそのおそれがある子どもに対して適切な

指導・保育を行うため、保育士、幼稚園教諭や保護者に対

して療育に関する相談や指導を行うとともに、関係者の処

遇方針の調整を図る。 

子ども家庭課 

保健師等による家庭

訪問の充実 

障がいがあると認められる又は疑われる子どもに対して、

継続的な訪問を行い、療育につなげ、子どもや家族への支

援を行う。 

保健センター 

乳幼児健診及び５歳

児発達相談の充実 

各健診において個々の発達を確認し障がいの早期発見に

努め、適切な指導や療育が行えるよう専門機関と連携をと

る。 

〃 

通所指導教室の実施

（きらり教室） 

発達や生活に個別の療育や支援が必要な児童を対象に、週

1回通所による個別指導、小集団指導、家族への育児支援

を行う。 

子ども家庭課 

③ 子どもや家庭への支援 

障がいのある子どもや家族が、地域で安心してともに生活できるよう相談機能や各種

サービスを充実させるとともに、情報提供と適切なサービスの利用援助に努めます。

また、学齢期の障がいのある子どもが放課後や夏休みなどに毎日活動できる場所を確

保し、コミュニケーション能力等、社会生活に必要な力を身につけることや、親の就

労や社会参加の機会の確保に努めます。 
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加配保育士の配置 
保育所に入所している障がいのある子どもに対し、必要に

応じ加配保育士を配置する。 
子ども家庭課 

子どもの発達支援研

修会の開催 

保育所、認定こども園、学校等の職員、保健師等を対象と

した障がいの早期発見、子どもの適切な成長への支援を促

進する集合研修を行う。 

〃 

発達障がい通級指導

教室の開設 

明倫小に「まなびの教室」を開設し、専門的な知識を持っ

た教員が、通級を希望する児童の指導や保護者の相談に対

応する。 

学校教育課 

言語通級指導教室の

開設 

上灘小に「ことばの教室」を開設し、専門的な知識を持っ

た教員が、通級を希望する児童生徒の指導や保護者の相談

に対応する。 

〃 

学習障がい（LD）等専

門員の配置 

発達障がいの児童生徒の支援のため、小中学校を巡回し、

児童生徒の指導、教員・保護者の相談への対応を行う。 
〃 

元気はつらつプラン

教員補助員の配置 

発達障がい及びその傾向をはじめ、様々な理由により学校

で生活し学習する上で個別の支援を要する児童生徒に対

して、教職員の指示を受けて支援を行う。 

〃 

相談窓口での支援 
子ども家庭課、福祉課に保健師等を配置して、相談から個

別援助計画の作成等継続した支援を実施する。 

子ども家庭課 

福祉課 

障がい者地域生活支

援センター事業の実

施 

障がいのある人が地域で自立して生活するため、センター

に相談員を配置し、相談、情報提供、サービスの調整等を

行い、障がいのある人やその家族の地域での生活を継続し

て支援する。 

〃 

計画相談支援 

障がい福祉サービスを利用する際に、利用意向や心身の状

況等を勘案し、「サービス等利用計画案」を相談支援専門

員が作成する。 

〃 

家族（本人）、関係者

による支援会議の開

催 

家族（本人）と福祉、保健、医療、教育等本人を取り巻く

関係者による会議を開催し、生活の援助計画を協議し、役

割分担、処遇方針の調整を図り、連携して支援するシステ

ムをつくる。 

子ども家庭課 

地域住民への啓発 

障がい者地域生活支援センター等と連携し、生活を支援す

る中で、周辺住民への啓発を行い、理解を促進するととも

に、市報等を通じて広報し啓発を図る。 

福祉課 

情報提供、各種制度利

用への支援 

市の窓口や障がい者地域生活支援センター、関係施設や事

業所等の職員の研修を実施し、適切な情報提供や各種制度

利用への支援を行う。 

子ども家庭課 

障害児福祉手当の支

給 

重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する 20

歳未満の在宅の方を対象に障害児福祉手当を給付する。 
福祉課 

特別児童扶養手当の

支給 

障害基礎年金と同程度の障がいのある２０歳未満の児童

を扶養している保護者の方等を対象に特別児童扶養手当

を給付する。 

子ども家庭課 
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障害者総合支援法の

障害福祉サービスの

推進 

ホームヘルプ、ディサービス、ショートステイ等の在宅支

援を行う。 

子ども家庭課 

福祉課 

育成医療の給付 

18 歳未満の児童を対象に、身体に障がい等があり、手術

等により治療効果が認められる場合に治療に要する医療

費を助成する。 

子ども家庭課 

補装具の給付 
身体の一部の欠損又は機能の障がいを補い、日常生活を容

易にするための用具の給付や修理を行う。 
福祉課 

日常生活用具の給付 
在宅の障がいのある人に日常生活の利便向上のための用

具の給付・貸与を行う。 
〃 

障がい者住宅改良助

成事業の実施 

重度障がいのある人に対し、日常生活の利便を向上させる

ために必要な住宅の改良に要する経費の一部を助成する。 
〃 

重度障がい者タクシ

ー料金の助成 

重度の障がいのある人に対し、タクシーチケットを交付す

ることにより、社会参加促進と経済的負担の軽減を図る。 
〃 

特別医療費の助成 

(障がい) 

一定の障がいのある人に対し、障がいの種別・程度に応じ

て医療費を助成する。 
医療保険課 

各種利用料の減免等

の実施及び情報提供 

各種利用料の減免、割引等の実施と周知を図り、経済的負

担を軽減する。 

子ども家庭課

等 

軽自動車税の減免 
身体障がいのある人又は家族が所有する軽自動車で一定

の条件を満たしたものについて、軽自動車税を減免する。 
税務課 

放課後児童健全育成

事業の実施 

保護者の就労等により、放課後の家庭が常時留守になって

いる児童を対象にした放課後児童保育を実施する。 
子ども家庭課 

日中一時支援事業 障がいのある児童の放課後の見守りを行う。 〃 
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３－３ ひとり親家庭への支援 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 離婚等の増加により、母子家庭や父子家庭のひとり親家庭が、近年増加傾向にあ

ります。相談件数についても増加傾向にあり、その内容も、家庭によりさまざま

で、家庭生活において多くの問題を抱えている場合があります。きめ細かな相談

体制、施策・取組についての情報提供を充実させ、関係機関との連携による支援

を進めています。 

② ひとり親家庭は、低所得や不安定な就労形態など厳しい経済状況にある世帯の割

合が大きく、子育ての負担感増大の要因になっているため、関係機関と連携をと

りながら、資格取得の支援や就労支援を進めています。 

【主要課題】 

① ひとり親家庭において、子育てをしながら収入面・雇用条件等でよりよい就業ができ、

経済的に自立できることが本人にとっても、子どもの成長にとっても重要なことであ

るため、「自立」を促進し支える、家庭の実情に応じた、きめ細やかな「自立支援」、

「子育て支援」、「各種サービスの利用」について取り組みが必要です。 

② 安定した生活環境が保てるよう、経済状況を向上させていくために、引き続き就労に

有利な資格の取得や、関係機関との連携を図り、就労支援を行っていくことが必要で

す。また、児童自身の自立のために、学習を支援する事業の充実が求められています。 

③ ひとり親家庭においては、身近に相談相手がいないため、さまざまな問題をひとりで

抱えてしまうことがあり、家事や育児などの家庭の責任と生活していくための仕事の

両立に大きな影響を与えています。このような、状況を踏まえ、各家庭の実情に応じ

た相談体制をさらに充実させ、きめ細かな支援が求められています。 

  

【具体的な施策】 

ひとり親家庭への支援については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12条に規定す

る母子家庭等及び寡婦の自立促進計画として策定した「倉吉市ひとり親家庭等自立支

援計画」として、別に掲載します。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

外国語版母子健康手

帳の交付 

外国人妊婦に対して必要な母子健康手帳を交付する。（英

語・中国語・タガログ語・韓国語・ポルトガル語・スペイ

ン語） 

保健センター 

加配教員の配置 
小中学校の抱える様々な課題を克服するため、定数に加え

て、必要な加配教員を配置する。 
学校教育課 

通訳者（各国語）の派

遣 
学校行事等に可能な限り通訳者の派遣を行う。 

学校教育課 

子ども家庭課 

各国語による情報の

提供 

保育所、認定こども園、学校等の通知や子育て情報につい

て、可能な限り母国語による情報提供を行う。 
〃 

関係者との連携 
子どもや家庭に即した関係機関、団体等と連携し、生活へ

の支援を行う。 
〃 

各種啓発 
保育所、認定こども園、学校等での交流会のほか、広報紙

等による地域住民への啓発を図る。 
〃 

手話通訳者・手話奉仕

員の派遣 

聴覚障がいのある方が、公的機関等に外出する際に、手話

通訳者・手話奉仕員を派遣する。 
福祉課 

３－４ 配慮を要する子どもや家庭への支援とネットワークづくり 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 日本社会においては、200 万人以上の外国籍住民が生活し、日本人と外国籍住民との

婚姻も約 3 万人となるなど、国際結婚や国際交流、留学、就労などにより、外国にル

ーツをもつ人が増えています。 

② 児童養護施設や知的障がい児施設などで生活する子どもたちや、親（保護者）に障が

いがある等様々な状況の下に暮らしている子どもたちがいます。 

【主要課題】 

① 言語、文化、習慣も違う社会で外国にルーツをもつ人が安心して生活していくために

は、必要な支援と併せ周囲の人の理解と協力が必要となります。 

② 子どもたちが、地域の中で孤立したり、不利益を被ったりすることなく安心して健や

かに成長するための支援が必要となります。 

【具体的な施策】 

① 外国にルーツをもつ子ども等への支援 

保育所、認定こども園、学校等において、交流会や広報紙等を通じた子どもや地域住

民への意識啓発を行うとともに、可能な限り母国語での情報提供や小中学校への加配

教員の配置及び通訳者の派遣等により意思疎通を図るとともに、関係機関等と連携し、

生活への支援を行っていきます。 

② その他配慮を要する子どもや家庭への支援 

保育所、認定こども園、学校等において、交流会等の行事を通じて子どもや地域住民

への啓発を行うとともに、意思疎通を図るための手話通訳者等の派遣等、関係機関等

と連携し、障がいに応じた適切な生活への支援を行っていきます。 
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関係者との連携 
児童相談所、児童養護施設、母子生活支援施設ほか関係す

る機関、団体と連携して生活を支援する。 

学校教育課 

子ども家庭課 

地域への啓発 
施設行事での交流会、地域行事への参加のほか、広報紙等

による地域住民への啓発を図る。 

学校教育課 

子ども家庭課 

人権政策課 

支援情報の提供 家庭児童相談室を中心に、各種支援情報を提供する。 子ども家庭課 
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４ 母子の健康の確保と増進 

【本市の取組み状況】 

近年、少子化、核家族化の進展や生活・労働環境の変化等により子どもを育てる環境も

大きく変化しており、食生活の乱れや虐待等、養育にあたる親、子どもの発達へ大きな影

響を及ぼし、母親の育児不安、孤立感が出現しやすい状況にあります。 

それに加えて、若年者の妊娠、人工妊娠中絶、性感染症の増加等も問題となっており、

親になるまでの若い世代への思春期保健対策の推進が必要になっています。 

子どもが健やかに生まれ、成長していくためには、子どもの健康のみならず、その母親

においても健康であることが何よりも必要となります。妊娠前からの不妊治療、不育治療

への助成はもとより、妊娠期から乳幼児期への一貫した母子保健活動を展開しています。 

 

 

４－１ 子どもや母親の健康の確保 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 近年は、地域のみならず家族関係の希薄化、複雑化による孤立感の増強、経済基盤の

不安定さ、生活・社会体験の乏しさ等の環境の変化により、養育支援が必要な事例が

増加傾向にあります。また、10代の妊娠、未婚での出産も増加しています。 

母と子の健康を保持するために、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、各種の育児教室等

の実施、妊娠早期から支援が必要な妊婦へのかかわり、出産後の母子への訪問指導等、

母子保健事業の充実に努めています。 

② 周産期からケアの必要な子どもを持つ母親に対し、関係課や関係機関との連携のもと

支援を行い、子どもの健康管理や医療費にかかる経済的な負担の軽減を図っています。 

【主要課題】 

① 安心・安全な出産と、子どもの健やかな成長発達を目的として、妊婦健康診査及び乳

幼児健康診査を実施するとともに、健やかに子育てができる環境の整備が引き続き必

要です。 

② 妊娠期・出産後早期からの切れ目のない支援を提供するため、親子を取り巻く関係機

関・地域支援者とのネットワークの構築、地域支援者の拡大が必要です。 

 

【具体的な施策】 

① 子どもの健康の保持増進と安心・安全な出産の確保 

子どもが健やかに生まれ、成長発達するために関係機関との連携を図り、各種健康診

査、育児教室、訪問指導等を実施します。 

② 妊娠早期からの切れ目のない支援の実施 

母子保健と子育ての両面から、効果的、効率的にフォロー体制を整備し、妊娠・出産、

子育て期における切れ目のない相談支援の充実に努めます。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

母子健康手帳の交付 
申請により母子健康手帳を交付する。その際に保健師又は

助産師が妊婦の健康、生活状況等を聞き保健指導を行う。 
保健センター 

妊婦健康診査 

妊娠中に 14 回の妊婦健康診査費用を助成することによ

り、妊娠中の健康管理を充実させる。多胎妊娠妊婦健康診

査は追加で 5回分の受診券を交付する。 

〃 

妊婦歯科健康診査 
妊婦の歯と口腔の健康づくりを支援するため、妊娠中に 1

回歯科検診の助成を行う。 
〃 

母親・両親学級 

母性・父性を育て、両親が協力して育児ができるように育

児へのイメージを伝えるとともに、妊娠中の生活等につい

て保健指導を行う。 

〃 

マタニティサロン 

妊婦が気軽に集い、仲間づくりや相談ができる場を子育て

総合支援センター（おひさま）で開設し、食事、歯の健康、

子育てに関するミニセミナーもあわせて実施する。 

〃 

妊産婦・乳幼児への訪

問指導の実施 

保健師又は助産師、母子保健推進員が妊産婦、新生児、乳

幼児等の家庭を訪問し、母子の健康状態の確認をするとと

もに、保護者の育児不安や孤立感の軽減を図る。 

〃 

乳児家庭全戸訪問事

業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

保健師または母子保健推進員及び保育士が家庭を訪問し、

母子に関する相談等を行う。 
子ども家庭課 

乳児健康診査 

３～４か月児健診 

９～10か月児健診 

医療機関に委託して乳児健康診査を実施し、乳児の疾病の

早期発見・予防に努め、健やかな子育てを支援する。 
保健センター 

乳幼児健康診査 

６か月児健診 

１歳６か月児健診 

３歳児健診 

保健センターにおいて集団で健康診査を実施し、乳幼児の

疾病の早期発見・予防に努め、保健師・栄養士・助産師が

個別に相談に応じ、健やかな子育てを支援する。 

〃 

歯科健康診査 

 1歳６か月児健診 

３歳児健診  

1歳６か月児健診と３歳児健診に併設して歯科健康診査を

実施する。 

また、希望者にフッ素塗布を行い、虫歯予防に努める。 

〃 

５歳児発達相談 

５歳児のうち、ルールの理解やコミュニケーションのとり

方等集団生活をする中で支援が必要な幼児に対して、脳神

経小児科医師による発達相談を行う。 

保健センター

子ども家庭課 

学校教育課 

育児相談 

毎月 1 回ずつ、保健センターと子育て総合支援センター

（おひさま）において、保健師・助産師・栄養士等が個別

相談を実施する。 

保健センター 

育児教室（親支援プロ

グラム） 

保護者を対象に、子どもの発達を知り、子育てに対する不

安の軽減を図ることを目的として各種教室を開催する。 

保健センター 

子ども家庭課 
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発達支援教室 
子どもの発達を促し、保護者の育児不安を軽減するための

教室を開催する。 

保健センター 

子ども家庭課 

子育て支援センター

事業の充実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、保育所

の機能を活用して育児相談、指導、情報提供、子育てサー

クル等の支援等を行う。また、センター同士の連携・協力

により、子育て総合支援センター（おひさま）をネットワ

ークの核としながら、他の事業と連携してより充実した事

業の展開を図る。 

子ども家庭課 

ブックスタートの実

施 

市内在住のすべての乳幼児とその保護者を対象に、図書館

利用者の増加及び子どもの豊かな心の育成を図るため、６

か月・1歳６か月児健診時、絵本の提供と読み聞かせ等を

行う。 

図書館 

歯科健康教育 育児教室、保育所、認定こども園等で歯科保健指導を行う。 保健センター 

不妊・不育治療費助成

事業 

保険適用外となる特定不妊治療、人工授精、不育症の検査

及び治療に要した費用の一部を助成し、経済的な負担を軽

減する。 

〃 

利用者支援事業（母子

保健型） 

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない総合的

相談支援を実施・提供する。 

子ども家庭課 

保健センター 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

学校栄養教諭・学校栄

養職員による食に関

する指導 

小・中学校全学級に、給食時間及び各教科、学級活動での

食に関する指導を実施する。食育教室、個別指導（食物ア

レルギーの児童生徒、保護者）を実施し、食育の充実を図

る。 

 

学校給食 

センター 

４－２ 「食育」の推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 子育て中の親は仕事と家事の両立が難しく、栄養バランスのとれた食事作りに時間を

かけることができず、また家族そろって楽しい雰囲気で食事をすることが難しい現状

です。 

② 生活時間が夜型になることで朝食を欠食する割合が高くなったり、やせ願望から極端

な食事制限をするなど、望ましい食習慣の形成が難しくなっています。 

③ 季節を問わず食材を購入でき、出来上がった料理を購入することが簡単なので、栄養

価の高い地元でとれた旬の食材を使い、古くから伝わる食文化を継承するのが難しい

現状です。 

【主要課題】 

① 子どもの頃から望ましい食習慣を身に付け、食を通じた家族形成と心豊かな人間性を

育んでいくことが必要です。 

② 保健、教育の分野間の連携を図りつつ、乳幼児期から発達段階に応じた食習慣に関す

る学習の機会や情報の提供を進めていくことが必要です。 

③ 各ライフステージに応じた食育を推進していくことが必要です。 

【具体的な施策】 

① 食べる力の育成 

自分から楽しく食べようとする意欲を持ち、おいしいものをおいしいと感じる力が育

つよう、乳幼児期から思春期まで、発達段階に応じた食に関する学習の機会や情報の

提供に努めます。また、幼児及び児童を対象にした食事づくり等の体験活動や、子ど

も参加型の取組を進め、子ども自身が食事の重要性について学ぶ機会を増やします。 

母親の健康の確保を図るため、妊娠前からの適切な食生活の重要性を含め、母親学

級・両親学級の場等で食に関する学習の機会や情報の提供に努めます。 

② 楽しく食べることのできる食環境の整備 

親と子どもが一緒に食事づくりをする機会、短時間で出来る食事の紹介、地域の人と

の食事づくりを通じての交流の場づくりに取り組みます。 

③ 食文化の継承 

  食生活が多様化する中で、地域の郷土料理や「じげの味」である地域に伝わる料理等

の食文化を大切にし、伝統的な食生活に関する知識を次の世代へ普及、継承する一環

として、食生活改善推進員等の活動に子どもが参加できる取組を行います。 
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親子で学ぶ食の教室 

小学校１年生の親子を対象とした給食センター見学、食育

教育、試食を実施し、学校給食への理解関心を高めるとと

もに、家庭の食への啓発を図る。 

学校給食 

センター 

倉吉市食育推進研究

推進校の指定 

小中学校を順次研究推進校に指定し、学校栄養職員等の協

力を得ながら、給食教育の充実を図るための研究を行い、

研究発表等により普及啓発を図る。 

学校教育課 

学校給食週間の実施 

全国学校給食週間に合わせて、給食展（児童生徒の作品・

給食センターの取組などを紹介）、市長と児童の交流給食

会、市民への試食会などを行う。 

学校給食 

センター 

保育所・認定こども園

での食育に関する指

導 

保育所・認定こども園で園児や保護者に対し、作物の栽培、

調理実習、講和等を通し、食育に関する指導を行う。 
子ども家庭課 

児童センター、子育て

支援センターでの食

育に関する指導 

未就園児の親子を対象に、親子で幼児食やおやつの調理実

習を行い、離乳食や幼児食に関する悩みの相談を受ける。 
〃 

保育所、認定こども園

でのクッキング活動 

保育所年長児や認定こども園５歳児を対象に、保護者には

見学のみの参加をしていただき、ご飯やみそ汁などの基本

的な食事を、子どもだけで作り上げる。 

〃 

離乳食講習会 
３～７ヶ月児を対象に、２か月に１回離乳食についての話

と実習を行う。実習中は託児を行う。 
保健センター 

栄養士による健診時

栄養指導 

６か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診時、個別に

栄養指導を行う。 
〃 

親と子の食育教室の

実施 

食生活改善推進員が親子を対象に、食育に関する学習と子

ども主体の調理実習を行う。各地区１回実施する。 
〃 

地産地消の推進 
地元農産物の学校給食への供給体制を整備するとともに、

地産地消を推進する。 
農林課 

食生活改善推進 

食生活改善推進員養成講座で食生活について学び、「子ど

もの時からよい食生活習慣を」をスローガンに、伝統料理

等も取り入れた料理講習会を開催し、その活動を一人でも

多くの住民に広げていくことを目的として推進する。 

保健センター 

学校給食、保育所での

紹介 

学校給食の食材購入にあたっては、倉吉市学校給食供給部

会と連携し、地元産の野菜や果物をできるだけ多く取り入

れた学校給食を提供する。また、月 1回「じげの味探検日」

と銘打ち、地元の食材を使った郷土料理等の伝統的な食文

化を継承した学校給食を提供し、地元産物や食文化の大切

さを児童生徒に伝えていく。 

保育所では、献立の中に郷土料理を取り入れ、地域に伝わ

る料理を紹介する。 

学校給食 

センター 

子ども家庭課 
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【主要事業の内容 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

性教育の推進 

年間指導計画の中に位置づけ、保健体育や学級活動の授業

で取り扱うとともに、専門的な知識を持つゲストティーチ

ャーによる講演会等を開催する。 

学校教育課 

乳幼児とのふれあい

の場の確保 

学校の授業の中に、保育所、認定こども園等と連携し、乳

幼児とのふれあいの機会を設ける。 
〃 

命の教育学校出前講

座の開催 

小学校の児童と保護者を対象に、「命の大切さ」について

各学年に応じた内容で、助産師、保健師が学校に出向き話

をする。 

保健センター 

喫煙・飲酒・薬物乱用

防止教育の推進 

年間指導計画の中に位置づけ、保健体育や学級活動の授業

で取り扱うとともに、専門的な知識を持つゲストティーチ

ャーによる講演会等を開催する。 

学校教育課 

関係機関との連携 

青少年育成協議会、少年補導センター等関係機関や団体等

との連携により、あいさつ運動や防犯パトロールの実施等

子どもの健全育成のための取組を行う。 

生涯学習課 

保護者等への啓発 
学校、公民館等による保護者や地区住民を対象とした懇談

会、研修会を開催する。 

学校教育課 

生涯学習課 

養護教諭の研修 
学校保健会・県教育委員会による研修や自主研修により、

時代の要請に対応できる専門知識や技術を身につける。 
学校教育課 

 

４－３ 思春期保健対策の充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 思春期における性行動の活発化・低年齢化による性感染症の増加や薬物及び危険ドラ

ッグ薬物の乱用、喫煙、飲酒等の増加が、思春期の子どもたちの健康に影響を及ぼす

など社会問題化しています。  

【主要課題】 

① 思春期保健対策の充実には、早期に学習する機会を提供するとともに、地域保健と学

校保健等との組織的な連携のほか、地域や専門機関等との連携が必要です。 

【具体的な施策】 

① 性や性感染症に関する教育の充実 

性に関しては、正確な知識と理解、健全な意識を持つことが不可欠です。関係機関と

連携し、年齢に合わせた知識の普及に努めます。 

② 喫煙・飲酒及び薬物乱用防止教育の充実 

興味本位で喫煙、飲酒及び薬物及び危険ドラッグ等に手を出さないよう、喫煙や薬物

等が体に及ぼす様々な影響についての学習の機会や情報の提供に努めます。 

③ 家庭、学校、地域の連携 

思春期の子どもの成長を理解し、学校、家庭、地域が連携して様々な問題に取り組ん

でいく必要があります。また、子ども自身が生命の大切さを知り、自分を大切にする

ことができる人間に育っていけるよう、引き続き子どもへの教育の充実に努めます。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

各種予防接種の実施 
定期予防接種の全額助成、任意予防接種の一部助成を行

う。 
保健センター 

事故防止の知識の普

及 

子どもの事故を未然に防止するため、母子保健事業を通し

て啓発普及を行う。 
〃 

小児救急医療の情報

提供 

夜間・休日のけがや急病時の対応についての情報提供とと

もに、救急医療の適正受診の啓発も行う。 
〃 

救急時の対応につい

ての啓発 

急な子どもの疾病に対する保護者等の不安を解消するた

めの啓発を行う。 
〃 

４－４ 小児医療の充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援していくうえで欠かせない小児医療は、

安心して子どもを産み育てるための基盤となるもので、母子保健とともに体制の充実

が必要となっています。 

② 家庭内における事故防止と、子どもの健康状況を日頃から知り、急な病気の時の対応

について適正な医療を受けることができるように啓発を行っています。 

【主要課題】 

① 病気の予防と家庭内における事故防止の普及啓発を引き続き取り組むことが必要で

す。 

② いざという時に安心して医療を受けることができる救急医療体制の整備と、夜間・休

日の適正受診への普及啓発を継続して実施することが必要です。 

③ 子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、小児医療費の助成を継続していくこと

が必要です。 

【具体的な施策】 

① 子どもの感染症や病気の予防 

定期・任意予防接種の助成を行い、感染症予防に努めます。また、母子保健事業を通

して小児の病気の予防について保健指導を行います。 

② 救急医療体制の整備と適正受診の啓発 

子どもが安心して医療を受けられるように医療体制の確保と、夜間・休日の適正受診

への啓発について継続して実施します。 

③ 子どもの医療費助成の実施 

特別医療・未熟児養育医療・育成医療費の助成を実施します。 

63



小児特別医療の実施 

中学校卒業までの児童に対し、医療費を助成する。 

また、国の定める小児慢性特定疾患患者に対し、医療費を

助成する。 

医療保険課 

未熟児養育医療 

出生時の体重が 2,000ｇ以下または身体の発育が未熟なま

まで生まれ、入院を必要とする未熟児等に対して医療費の

助成を行う。 

医療保険課 

育成医療 

18 歳未満の児童を対象に、身体に障がい等があり、手術

等により治療効果が認められる場合に治療に要する医療

費を助成する。 

子ども家庭課 

医療費助成制度の情

報提供 

各種医療費助成制度についての広報、情報提供を行い、利

用へとつなげる。 

医療保険課 

保健センター 

子ども家庭課 
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５ 働きながら子どもを育てる人への支援 

【本市の取組み状況】 

男女共同参画社会の形成を促進するため、平成 23 年度に市民一人ひとりに男女共同参

画が浸透した豊かな社会の実現に向け、「第４次くらよし男女共同参画プラン」を策定し、

男女が対等なパートナーとして、多様な生き方を選択し、十分力が発揮できるよう、その

推進に努めており、その中で男女の育児や子育てに関する共同参画についても広報・啓発

活動を進めています。 

 

５－１ 職業生活と家庭生活の両立の支援 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 子育ての比重は、女性に重くのしかかっており、また、子育てをしながら働く職場環

境は十分に整備されておらず、急な子どもの病気の時等にすばやく対処するのは難し

い状況のままとなっています。 

② 雇用情勢の改善は徐々に進んでいるが、将来を担う若者が、地元で社会的に自立する

ところまでには至っておらず、少子化につながる社会情勢が続いています。 

③ 近年、「マタニティーハラスメント」として規制されている妊娠や出産、育休の取得

から近い時期の解雇や降格等を行う事業者の増加が問題視されています。 

【主要課題】 

① 男女がともに暮らし、子どもを産み育てることに夢と希望が持てる社会の実現に向け、

育児休暇等の取得が容易にでき、緊急時にも遠慮なく休暇を取得できる労働環境の整

備が今後も必要です。 

② 結婚・出産後も仕事を続けることを希望する女性が、出産、子育て後も職場への復帰

ができるよう、関係機関や企業との連携を求めていく必要があります。 

③ 若者が、地元で社会的に自立できるよう、若年者に対する就労の支援が引き続き必要

です。 

④ 妊娠・出産における法制度は労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法な

ど整備されてきているが、その認知度は低く、長時間労働の常態化によって女性の権

利が見過ごされやすいため、制度の周知、啓発を図っていく必要があります。 

【具体的な施策】 

① 多様な働き方の実現の推進 

女性と男性が、ともに仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択で

きるよう、「働き方の見直し」を考えるための啓発を推進します。また、子育てに関わ

る休暇を取得しやすい雰囲気づくり等、子育てに配慮した職場環境が整備されるよう、

育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則、就業規定の整備、マタニティハラ

スメント防止等について、国、県、企業や関係団体等との連携を図り、その啓発に努

めます。 

② 就労援助の推進 

仕事をしながら育児をしたい人や、出産や育児のために仕事をやめていた人の就労支
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

雇用環境の整備、国・県

の機関との連携、企業等

への啓発推進 

労働時間短縮や休暇の積極的な取得実現等、子育てに配慮し

た職場環境の整備が必要であり、国・県の機関と連携し、事

業所・事業主への啓発を実施する。また、労働機会等の情報

提供に努める。 

商工課 

次世代育成支援対策推

進法に基づく一般事業

主行動計画策定の周

知・啓発 

育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則、規定の整

備や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計

画の策定について周知・啓発を図る。 
〃 

就業情報の提供 
就労希望の方が、就業情報が得られるようハローワークと連

携して情報の提供に努める。 
〃 

 

※「各種子育て・保育サービスの充実」に関連する事業については、基本目標７「地域に

おける子育ての支援」のうち、基本施策１「地域における子育てサービスの充実」、基本

施策２「保育サービスの充実」に掲載しています。 

援のため、職場開拓や求人情報の提供等に努めます。  

③ 各種子育て・保育サービスの充実 

  育児と仕事の両立を支援する多様な保育サービスの充実や子どもを生み育てながら

安心して働くことのできる労働環境が必要なことから、多様な就労形態や地域の保育

ニーズに対応した弾力的できめ細かな保育サービスが提供できるよう、その充実に努

めます。 
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５－２ 男女共同による子育ての推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

「男は仕事、女は家庭」というような性別役割分担意識は徐々に薄れてはきていま

すが、一方で男女共同参画社会づくりの必要性や意義、その前提である「ジェンダ

ー」等についての理解度はまだ低い状況にあります。 

この性別役割分担意識は、女性のみならず、男性の行動も制約し、個人が主体的に

生きるための自由な選択や能力発揮の障がいとなっています。また、子育て中の女

性に多くの孤立感や負担感を感じさせ、仕事と家庭の両立を担っている女性が出

産、子育てをためらうことにもつながっています。 

【主要課題】 

男性は仕事が中心の生活で、子育ては女性まかせといった状況から、男女がともに

家庭における役割を担うことへの意識啓発を図るとともに、男性を含め、職業生活

と家庭生活のバランスがとれた働き方やライフスタイルを考えることのできる環

境づくりに努める必要があります。 

 

【具体的な施策】 

① 固定的役割分担意識の解消 

男女共同参画社会を推進していくため、男性、女性ともにお互いを尊重し、ともに

対等なパートナーとしてあらゆる分野に参画できるように、従来の習慣を積極的に

見直し、この性別役割分担意識を解消していくよう啓発に努めます。 

② 事業主・職場の協力・支援 

育児休業制度の普及と取得の促進をはじめ、労働時間短縮やフレックスタイム制等

の子育てのために望ましい雇用環境のあり方について、企業に対して啓発を行うと

ともに、国・県との連携のもと各種制度を利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

幼児・学校教育による

男女共同参画の推進 

固定的な役割分担意識の解消に向けての意識啓発に、今

後も様々な機会をとらえて取り組んでいく。 

学校教育課 

子ども家庭課 

くらよし男女共同参

画プランの推進 

倉吉市男女共同参画推進条例を踏まえ、男女の人権が尊

重され、地域、職場、家庭のあらゆる分野で個性と能力

が発揮できる社会の形成を推進する。 

人権政策課 

企業への啓発推進 
国・県の機関と連携し、事業所・事業主への啓発を実施

する。 
商工課 

公民館等での啓発推

進 

子育てに対し地域をあげて支援していくため、公民館行

事等を通じて地域住民の啓発を行う。 
生涯学習課 
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６ 子どもや子育てに配慮した生活環境の整備 

【本市の取組み状況】 

 子どもや子育て中の親、さらにはすべての人に使いやすいバリアフリーやユニバーサル

デザインの考えを取り入れたまちづくりを進めてきました。また、良質・良好な住環境、

公園の整備等、安全・衛生を徹底するための維持管理を行っています。 

 また、子どもたちが交通事故の被害に遭わないよう、交通安全教育、交通安全意識の啓

発を推進してきました。社会生活の多様化、地域社会におけるつながりが希薄化する傾向

にあり、地域での声かけや見守りなど防犯対策を図るとともに、犯罪防止に関する子ども

への教育を行っています。また、犯罪、いじめ・虐待等の被害が発生した場合、被害に遭

った子どもや家族のみならず、地域へ及ぼす影響が多いため、関係機関との連携による支

援を行っています。 

６－１ 子育てに配慮した施設整備の推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 現在の公共施設は、子どもを連れたまま利用できるトイレ、授乳する場所は整備され

てきましたが、十分ではない状況があります。小さな子ども連れの外出時は、不便さ

や危険を伴うこともあり、誰もが安心して利用できる環境にはなっていません。 

② 子どもたちが安心して遊ぶことができる遊び場を求めるニーズが多いため、計画的な

整備の検討、維持管理が求められています。 

【主要課題】 

① 安心して子育てできる、子どもや子育てに対する気配りが行き届いたまちづくりが求

められています。 

② 身近な場所で安心して遊ぶことができる遊び場を求める声が多く、市民のニーズに即

した施設整備等、既存資源の有効活用も含めた計画的な整備を検討していくとともに、

その維持管理については、安全・衛生管理のさらなる徹底を図り、いつでも気軽に安

心して遊ぶことができる環境づくりを推進していくことが求められています。 

 

【具体的な施策】 

① 子育てバリアフリーの推進 

妊娠中の女性や子育て世代だけでなくすべての人が安心して利用できるように、建築

物、公共交通機関、歩行空間、都市公園等のバリアフリー化に向けた施設整備に努め

ます。 

② 遊び場の環境整備 

身近な場所で安心して遊ぶことのできる公園の整備を推進するとともに、地域資源を

有効活用し、子どもが集う遊び場の確保に努めます。    
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

公共施設、歩行空間等へ

のバリアフリー化の推

進 

バリアフリー化を促進するため、民間事業者への指導、

啓発を行うとともに、公共施設等の新築、改築、改修

や歩行空間、都市公園については、順次整備する。 

景観まちづくり課 

建設課 

公共建築物等、子育て世

帯に配慮した施設等の

整備の推進 

ハートビル法、バリアフリー法、鳥取県福祉のまちづ

くり条例を普及、啓発するとともに、公共施設等の新

築、改築、改修の際、順次整備する。 

景観まちづくり課 

児童遊園、公園の整備・

充実 

幼児及び児童の遊び場として、児童を心身ともに健や

かに育成するとともに、整備された景観の保全と、都

市生活にゆとりと潤いを与え、また、災害時の避難場

所としての機能を有した公園の維持管理を行う。 

管理課 

学校の体育館の開放、児

童館（児童センター）の

活用 

学校の体育館の開放、児童館（児童センター）の活用

等雨天時の遊び場として検討する。 

生涯学習課 

子ども家庭課 

保育所、認定こども園、

学校等公共施設におけ

る遊具等の安全点検の

推進 

子ども等の安全の確保のため保育園、認定こども園、

学校等公共施設における遊具等の安全点検を実施す

る。 

教育総務課 

子ども家庭課 

 

集会所等の施設整備へ

の支援 

地域における住民の活動の拠点となる自治公民館のス

ポーツ広場の施設整備に対し支援を行う。 

地域づくり 

支援課 

防犯灯の設置 
夜間における地域住民の安全を確保するため、自治公

民館が設置する防犯灯の設置費用を助成する。 
建設課 

通学路防犯灯の設置 
帰宅時における児童・生徒の通学路の安全を確保する

ための防犯灯を設置する。 
教育総務課 

カーブミラー・ガードレ

ール・歩道・側溝・区画

線等の整備 

子育て世帯の視点に立った安全施設等について、必要

に応じ随時設置、整備する。 
建設課 

公営住宅等の情報提供

及び市営住宅の多子世

帯優先入居 

市営住宅の募集に関して、市報及びホームページで公

募する。 

また、中堅所得者層向けとした特定公共賃貸住宅の募

集については随時募集を実施し、18歳未満の児童が３

人以上いる世帯について優先募集を行う。 

景観まちづくり課 

シックハウス対策の推

進 

シックハウス問題に対しては建築基準法が改正され、

ホルムアルデヒドやクロルピリホスに関る建材の使用

制限や換気設備の設置に関する規則が新たに設けられ

たため、空気環境問題に取り組む。 

〃 

震災に強いまちづくり

促進事業 
住宅の耐震診断及び耐震改修に対し補助を行う。 〃 
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６－２ 子どもの交通安全の確保や犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 自動車社会における自動車保有台数の増加により、交通事故発生率も上がっています。 

② 社会生活の多様化、地域社会におけるつながりの希薄化などにより、地域の犯罪抑制

力が低下しています。 

③ 日本経済の長引く低迷、インターネット等による情報の氾濫等、社会に対する不満、

不安を増長させ、子どもなどの弱者を対象とした犯罪が増加しています。 

④ 全国各地で地震をはじめ、台風や長雨等による土石流や斜面崩壊など自然災害が多発

し、人命や家屋等の施設及び社会的活動に被害が生じています。 

【主要課題】 

① 子どもたちが交通事故に遭わないための継続的な交通安全教育が求められています。 

② 地域をあげての交通安全教育と防犯意識向上を図る必要があります。 

③ 地域内の危険個所の確認とその安全確保対策を推進することが求められています。 

④ 地形や天候による自然災害に対する防災マニュアルの作成と危機管理能力の育成を図

る必要があります。 

【具体的な施策】 

① 安心して生活できる環境づくり 

犯罪の被害から守るため、地域住民を対象とした防犯研修や不審者対応の講習会等を

開催し防犯に関する普及・啓発を行うとともに、子どもだけでなく保護者や地域の大

人へ交通安全意識を植え付けるような事業を展開します。 

「こどもかけこみ１１０ばん」、交番等の緊急避難場所等の利用の周知をはじめ、様々

な団体と連携した不審者の出没情報などの情報交換できるシステムの構築を図り、地

域パトロールなど早期に対応できる地域ぐるみで子どもの事故や犯罪を未然に防ぐ

体制づくりに取り組みます。 

「暗い通りや見通しのきかない箇所が多く、子どもが犯罪の被害に遭わないか心配」 

という意見が多くあげられる中、そういった危険個所の確認を行い、防犯灯を設置す 

るなど環境整備を図ります。 

② 子ども自身の危機管理能力の育成 

  子ども自身が自らの身を守る方法を学んでいけるよう、親が教えることはもちろん、

保育所、認定こども園、学校、児童館等で防災マニュアルに沿った事前の予防策の研

修や避難訓練、また災害等の危険予知や危険な事態に対処するための一連の教育を実

施します。 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

不審者情報の提供 
不審者情報について学校、放課後児童クラブ等関係者に迅速

に情報を伝達する。 
学校教育課 

緊急避難場所の周知 こどもかけこみ１１０ばん、交番等緊急避難場所を周知する。 〃 

地域ぐるみの安全推

進事業の拡大 

学校を発生場所とする凶悪犯罪が増加する状況を踏まえ、学

校と家庭や地域の関係機関・団体等と連携を図りながら、継

続的に学校の安全管理に関する取組を行い、児童生徒の安全

を確保する。 

〃 

保育所・認定こども

園・学校等で避難訓

練、危機管理プログ

ラムの導入及び危機

管理能力の育成 

保育所・認定こども園・学校等での避難訓練のほか、各種危

機管理プログラム導入を検討する。 

保護者、指導者の研修をはじめ、子どもたち個々の危機管理

能力の育成を図る。 

防災安全課 

学校教育課 

子ども家庭課 

保護者等への啓発、

研修の実施 

保育所、認定こども園や学校行事、保護者会、PTA、公民館

行事等の機会を通じ研修会を実施し、啓発を行う。 

学校教育課 

子ども家庭課 

関係職員の研修 
警察等と連携し、保育所・認定こども園・学校職員の研修を

行う。 
〃 

交通安全運動の実施 

倉吉市、倉吉警察署を始めとする交通安全関係機関等により

組織する交通安全対策協議会が四半期ごとに交通安全運動を

行う。 

防災安全課 

交通安全教室の開催 保育所、認定こども園、学校等での交通安全教室を開催する。 
学校教育課 

子ども家庭課 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

カウンセリングや相

談事業の実施 

関係機関との連携によるカウンセリングや相談事業を実

施する。 

学校教育課 

子ども家庭課 

 

６－３ 被害に遭った子どもの保護の推進 

【現状と主要課題】 

【現状】 

犯罪による被害が発生した場合、児童生徒のみならず、その家族等の心身に深い傷を残

すとともに、地域住民を不安に陥れるなど、社会に及ぼす影響が極めて大きく、また、

いじめや児童虐待等は発見等が遅くなり重篤化してしまう場合があります。 

【主要課題】 

犯罪やいじめ・虐待等の被害に遭った児童生徒の心のケア、保護者等に対する後遺

障がいへの対応方法について、相談・助言を行うとともに、犯罪等が発生した場合

の早期発見・早期対応、関係機関等との連携した問題解消に向けた体制づくりが必

要です。 

【具体的な施策】 

① 被害を受けた子ども等への支援 

犯罪等の被害を受けた子どもや保護者が一刻も早く立ち直っていけるよう、児童相

談所や医療機関等専門機関や専門家等と連携し、カウンセリングや相談事業等家族

を含めたきめ細かな支援を行います。 

また、犯罪等が発生した場合に、学校、児童相談所、警察等の関係機関や地域の組

織・団体等と連携を取りながら、被害に遭った子どもの保護と再発防止に取り組み

ます。 
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７ 地域における子育ての支援 

【本市の取組み状況】 

子どもや家庭を取り巻く環境は厳しさを増し、核家族化の進行や父親の長時間労働、近

隣関係の希薄化など子どもをめぐる地域ネットワークの弱体、母親と子どもだけで周囲か

ら隔離されて一日を過ごす「育児の孤立化」といった状況が指摘され、家庭や地域におけ

る子育て力の低下には著しいものがあります。 

このため、すべての子育て家庭への支援を行う観点から、様々な子育て支援サービスの

充実を図ってきました。また一方で、子どもを持たない理由の一つとして経済的負担をあ

げる人が多く、育児に対する経済的負担の増加はかなり大きくなっていると考えられるこ

とから、必要な経済的支援を継続する必要があります。 

 

７－１ 地域における子育てサービスの充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 放課後児童クラブは、各小学校区に１から２クラブ、市全体で 15クラブが設置・運営

され、放課後児童の健全育成に取り組んでいますが、一部のクラブでは利用者が多く、

子ども・子育て支援新制度移行に伴う対象者の拡大への対応が困難なところが出てき

ています。 

② すべての子育て世帯に対し、子育てに関するリーフレットの配付、市報やホームペー

ジ、また子育て支援センターや保育所、認定こども園、学校等を通じた子育てに関す

る様々な情報提供、さらに家庭児童相談員を設置して相談対応を行っていますが、一

部には子育てへの悩みなどを相談する先がわからない等、必要な情報が十分に周知で

きていない状況があります。 

③ 子育て世帯には、児童手当、出産手当金等の支給や、保育料や学校給食費の減免、若

者子育て世帯買物応援事業等の様々な経済的支援を行っていますが、ニーズ調査では

経済的支援の充実を求める意見が多く寄せられています。 

【主要課題】 

① 放課後児童クラブは、平成 27年度から対象年齢が小学６年生まで拡大されるなど、新

たな基準による運営が必要となるため、クラブの利用を希望されるすべての児童が利

用できる体制の整備が求められています。 

② 子育て世帯に対し、子育てに関する必要な情報が確実に届けられる体制や、関係機関

との連携を強めながら気軽に相談できたり、助言が行える体制をさらに充実すること

が必要です。 

③ 子育て世帯が、安心して子どもを産み育てられるための経済的な基盤を確立するため、

経済的な支援が引き続き必要です。 

【具体的な施策】 

① 放課後児童の健全育成の充実 

児童数の多い地区を中心に、新たなクラブの増設や施設の整備に取り組みます。 

② 子育てに関する情報提供・相談体制の充実 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

放課後児童健全育成

事業の実施 

保護者の就労等により、放課後の家庭が常時留守になっている

児童を対象にした放課後児童保育の充実を図る。 
子ども家庭課 

放課後児童クラブ職

員等への研修 

児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等の研修を実施し、研

修会に参加することにより、職員の資質の向上に努める。 
〃 

家庭児童相談室事業

の充実 

家庭児童相談員を配置し、子育てについての相談、情報提供を

行う。 
〃 

子育て支援センター

事業の充実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、保育所、認

定こども園の機能を活用して育児相談、指導、情報提供、子育

てサークル等の支援等を行う。子育て総合支援センターを核と

して、センター同士の連携・協力を図るとともに、他の事業と

連携して、ニーズに対応した事業を充実させる。 

〃 

市報、ホームページ等

での情報提供 
子育てに関わる情報を市報、ホームページ等に随時掲載する。 

子ども家庭課 

保健センター 

子育て支援情報パン

フレットの作成・配付 

出産前から子育てに関わる支援の総合的な情報を掲載した「く

らよし子育て応援ガイド」を作成し、子育て世帯等に配布する。 
子ども家庭課 

各種子育てサービス

の連携 

保育所、認定こども園、子育て支援センター、子育てサークル、

児童館等各種子育てサービスの連携を図る。 
〃 

児童手当の給付 

次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資するため、中学３

年生までの子どもを養育している者に対し、児童手当の給付を

行う。 

〃 

出産手当金の支給 第３子以降を出産した母親に対して２万円支給する。 市民課 

学校給食費の減免 
第３子以降の児童・生徒の給食費を３割減免する。（要保護、

準要保護世帯は除く） 

学校給食 

センター 

就学の援助 

経済的な理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の

保護者に対して、学用品費等の必要な援助を行い、義務教育の

円滑な実施に資する。 

学校教育課 

保育料の軽減 

同一世帯から２人以上の児童が入所している場合、世帯の第３

子以降の児童が入所している場合、また、母子、父子家庭、在

宅障がい児（者）のいる世帯については、保育料の階層により

保育料の軽減を行う。 

子ども家庭課 

保育所、認定こども園、学校、子育て支援センター、児童館、児童クラブ等の様々な

関係機関・組織が連携しながら、子育てへの悩みに対応できる情報提供や相談・助言

体制の充実に努めていきます。 

③ 子育て支援の拠点の充実 

子育て総合支援センター「おひさま」を核にネットワークを強め、地域での子育て支

援の充実に努めていきます。 

④ 安心して生み育てられる経済的支援 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、保育料の軽減や医療費の助成等の事業を通

じて、引き続き支援に努めるとともに、国、県への制度の充実を要望していきます。 

74



遠距離通学費の補助 
遠距離から通学する児童・生徒にかかる通学費について、保護

者の経済的負担を軽減するため補助を行う。 
学校教育課 

特別支援教育就学の

奨励 

特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等の経済的負担を

軽減するため、必要な援助を行う。 
〃 

へき地児童生徒の援

助 

寄宿舎入寮生徒の寄宿舎居住費について、生徒の保護者の経済

的負担を軽減するため、必要な援助を行う。 
〃 

認定こども園の１号

認定子どもへの第３

子保育料の軽減 

認定こども園に在園する１号認定子どもの第３子以降の園児

に係る保育料を軽減することにより、保護者の経済的負担を軽

減し、子どもを育てやすい環境を整備する。 

子ども家庭課 

小児特別医療の実施 

中学校卒業までの児童に対し、医療費を助成する。 

また、国の定める小児慢性特定疾患患者に対し、医療費を助成

する。 

医療保険課 

若者子育て世帯買物

応援事業 

地域の一員として、子育て世帯の経済的負担の軽減に協力して

いただく倉吉市子育て世帯買い物応援事業協賛店が、妊婦また

は小学校就学前の子どもがおられる世帯に対し、割引・特典等

のサービスを行う。 

子ども家庭課 

若者定住新築住宅固

定資産税減免事業 

定住人口の増加を目的として若者の住宅の取得を奨励し、35

歳以下の人が住宅（共同住宅や賃貸住宅は除く）を新築した時

には、３年間固定資産税の一部を減免する。 

税務課 

市指定ごみ袋を無料

配布 

２歳未満の乳幼児のいる世帯に対し、ゴミ袋を年間 50枚無料

配布する。（出生届提出時に市民課で２年分を支給する。転入

の場合は、該当者へ環境課から配布する。） 

環境課 

奨学資金の貸与 

学校教育法に規定する短期大学、大学、大学院または専修学校

の専門課程（修業年限が２年以上のものに限る。）に修学する

者で、経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学資金制

度について周知を図るとともに貸与を行う。 

教育総務課 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

保育所、認定こども園の

運営及び施設整備 

保護者の就労や疾病等により、家庭で子どもを保育する

ことができない保護者に代わり、保育所、認定こども園

での保育を実施する。老朽化等に伴う改修等施設整備を

行う。 

子ども家庭課 

延長保育の実施 
保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の開所

時間を延長して保育を行う。 
〃 

休日保育の実施 
休日の保育の需要に対応するため、法人保育所に委託

し、実施する。 
〃 

7－2 保育サービスの充実 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 核家族化の進行や労働形態の変化に伴い、延長保育、休日保育、病児・病後児保育な

ど、多様な保育ニーズが高まっています。 

② 本市では現在、市内に 23カ所の（公立 10カ所、私立 13カ所）の認可保育所、3カ所

の認定子ども園（私立 3カ所）があり、乳児保育の推進や延長保育、預かり保育の実

施等、保護者の保育ニーズへの対応が進められています。 

③ 地域の子育て支援も視野に入れた、誰もが必要な時に安心して利用できるための柔軟

な保育サービスの提供が必要となっています。 

【主要課題】 

① 今後も保育需要の多様化に対応した保育内容のさらなる充実を図っていくことが必要

となります。 

② 少子化が進行する中、公立保育所の適正規模、適正配置について検討が必要となって

います。 

【具体的な施策】 

① 保育サービスの充実 

本市では、多様な就労形態や家庭状況に対応できるよう延長保育、乳児保育、障がい

児保育、休日保育、病児・病後児保育等サービスの充実に力を注いできました。  

ライフスタイルの多様化に伴い、保育サービスに求められるものも多様化しており、

利用者のニーズに的確に対応したサービスの充実と提供に努めます。 

② サービスの質の確保 

保育サービスの質を確保する観点から、保育士等現場職員の専門性をより向上させる

ため、各種の研修の実施や、サービス評価等の仕組みの導入、実施等についての取組

を進めます。 

③ 公立保育所の再編計画の検討 

少子化が進行する中、公立保育所の適正規模、適正配置について引き続き検討してい

きます。 
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障がい児保育の実施 
集団保育により障がいのある子どもの成長発達を促す

ための保育を促進する。 
子ども家庭課 

乳児保育の実施 

年間を通じて入所児童数の変動が大きい乳児（生後 57

日以降の子ども）の年度途中入所の需要に対応するた

め、保育士配置を促進する。 

〃 

家庭支援促進保育の実

施 

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等につ

いて、家庭環境に配慮した保育を推進する保育士を配置

し、入所児童の処遇の改善を図る。 

〃 

低年齢児保育士の特別

加配 

低年齢児（１歳児及び３歳児）の入所の需要に対応する

保育士を配置する。 
〃 

病児・病後児保育事業の

実施 

保育所、認定こども園等に通所（園）中の児童等が病気

になったときや病気の「回復期」に、集団保育が困難な

間、病院等に設けられた専用施設で一時的に預かる。 

〃 

職員研修の充実 保育の質の向上を図るため、各種職員研修を実施する。 〃 

第三者評価の実施 
保育の質の向上を図るため、適宜第三者による評価を実

施する。 
〃 

一時預かり事業の実施 

認定こども園の在園児や保育所を利用していない就学

前児童を対象に、保護者の就労形態・疾病等のため、保

育を行う必要のある児童を保育所、認定こども園で一時

的に保育する。 

〃 

子育て支援短期利用事

業の実施 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を

養育することが困難になった場合等の理由により、緊急

一時的に児童や母子を児童養護施設等において養育・保

護する。 

〃 

ファミリー・サポート・

センター事業 

子どもの預かり等の援助を行いたい会員と援助を受け

たい会員との連絡調整を行い、地域の相互援助活動を実

施する。 

〃 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

協働のまちづくり活動

助成事業 

新たな公共領域（協働）を担う市民活動で、5人以上で構

成される市民活動団体（ＮＰＯ）に対し支援する。 

地域づくり 

支援課 

集会所等の施設整備へ

の支援 

地域における住民の活動の拠点となる自治公民館のスポ

ーツ広場の施設整備に対し支援を行う。 

地域づくり 

支援課 

子育て支援センター事

業の充実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、保育

所、認定こども園の機能を活用して育児相談、指導、情

報提供、子育てサークル等の支援等を行う。センター同

士の連携・協力により、また、他の事業と連携してより

充実した事業の展開を図る。 

子ども家庭課 

７-３ 子育て支援のネットワークづくり 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 核家族化が進むにつれ、子育てを支える地域社会の結びつきや、子どもに対する関心

が薄くなってきているとともに、子育て家庭の孤立化が危惧されています。乳幼児を

持つ若い世代では、仲間もなかなかつくれず孤立した母親や、子育てに不安を感じ、

育児不安に陥る母親が増える傾向がみられます。特に、同じ悩みを持つ親同士のつな

がりの場も少ない状況です。 

【主要課題】 

① 子育てに対して不安や悩みを抱えていても近隣に頼れる人が少なく孤立化することが

ないよう、地域における子育て支援のネットワークを拡げるとともに、ファミリーサ

ポートセンターなど、市民一人ひとりが地域において参加、連携、交流、協働して子

育てを行っていける環境づくりが必要です。 

 

【具体的な施策】 

① 地域の自主的な活動の支援 

住み慣れたまちで、安心に暮らせることを実現するためには、地域での支えあい

が大切です。特に地域の人々の行き届いた「見守り」は、犯罪を防ぐなど、高齢

者や子育て世帯の支援へとつながります。本市では、地域での支えあいを推進す

るために、地域の自主的な活動を支援していきます。 

②  保護者同士の交流の促進 

在宅児童やその保護者が利用できるように、保育所、認定こども園等の地域の教育・

保育施設の開放を促進し、保護者同士や子ども同士の交流の機会の提供に努めます。

また、児童館・児童センターでは乳幼児クラブ等を通じた親子の交流と仲間づくりを

支援します。さらに、子育て支援センター事業や保育所・認定こども園の連携を図り、

子育て中の親子が集い、気軽に親同士が情報交換をしたり、子育てについての情報収

集や技術を身に付けることができる場づくりに積極的に取り組みます。 
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保育所・認定こども園

オープンディの実施 

保育所、認定こども園において開放日を設け、未就園児

を受け入れることで、各園の機能を地域に開放する。 
子ども家庭課 

各種支援プログラムの

提供と情報提供 

育児学級や各種教室のほか、保育所、認定こども園、子

育て支援センター、児童館等での事業の提供と情報提供

を行う。 

保健センター 

子ども家庭課 

関係機関の連携によ

るネットワークづくり 

児童相談所、保育所、認定こども園、子育て支援センタ

ー、児童館等と連携し、事業のネットワーク化を図る。 

保健センター 

子ども家庭課 
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７－４ 児童の健全育成 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 核家族化や過疎化の進行に伴い、近所に友達が少なく遊び相手が少ない状況にあります。 

② テレビゲームや携帯ゲーム機が遊びの主流となり、家の中での 1 人遊びが多くなって

います。また、本来自分から遊ぶ力を持っているはずの子どもたちが、与えられた遊

具やルールの中で遊ぶことに慣れてしまい、遊びを創造し、ルール作りをするなど本

来の力を発揮できなくなっています。 

③ 近年、子どもたちを対象とした事件も多数発生しており、子どもたちだけで安心・安

全に遊べる場所が少ない状況にあります。 

④ 地域の行事や自然体験などの様々な体験が、子どもたちの成長過程において必要不可

欠ですが、指導できる人材が不足しており、また親たちの地域行事等への参加意識が

薄いことが懸念されます。 

【主要課題】 

① 放課後や土日等において、子どもたちが安心・安全に体験活動や遊び場となる場所の

確保、遊びを手助けするプレイリーダーや体験活動等の指導者・協力者の確保、育成

が求められています。 

② 地域の子どもたちは地域で育てていくことの重要性を啓発するとともに、家庭、学校、

地域の連携を推進する必要があります。 

③ 地域における子どもの数の減少により、子ども会の廃止、活動の停滞が起こっていま

す。また、子ども会が親たち主導の形となり、本来の意義が失われています。 

④ 地域の行事に参加することで地域を知り、愛着を持ってもらう取組が必要です。 

【具体的な施策】 

① 遊びや自然体験等多様な体験機会の提供と参加の促進 

地域の中で、地域の人の手によって体験することは、社会性の向上、学力アップ、地 

域への関心、愛着など意義は大きく、そうした機会の提供に努めます。 

地域の行事への参加について、保護者や地域の大人たちへ理解を求め、親子での参加

を促進するよう取り組むとともに、地域での指導者、協力者となりうる人材の確保や

育成に努めます。 

  スポーツ活動にあっては、一つの種目に限定せず子育ての視点を取り入れた幅広い指

導や多種多様な活動機会を提供できるよう推進します。 

  放課後、土日、雨天時等に安心・安全に遊ぶことのできる場所の確保に努めるととも

に、遊びを手助けするプレイリーダーの育成を推進します。 

② 子どもを中心とした活動の場づくり 

  放課後や週末、長期休暇等にスポーツ、学習及び体験活動など様々な活動を地域の人

たちと行えるよう、学校、児童館・児童センターを活用した活動の場づくりを推進し

ます。 

  地域の行事等で子どもたちから意見を聞いたり、参加、活躍できる場を設けるなど、

地域に関心を持ったり愛着を持つような取組に努めます。また、子ども会の意義の啓

発と少人数地域の活動維持の取組を行います。  
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

放課後子ども教室推進

事業の実施 

すべての小学校区で放課後等子どもたちが安全で健やかな活

動場所を確保し、地域の方々の参画を得て、子どもたちとと

もに勉強やスポーツ、文化活動、体験学習等を実施し交流す

ることで、コミュニケーション能力の向上や豊かな心の育成

を図るとともに、地域への愛着を育む。 

生涯学習課 

子育ての視点を取り入

れた幅広いスポーツ指

導の推進 

小学生等の子どもたちのスポーツ活動において、子育ての視

点を取り入れた幅広い指導や多種多様なスポーツ活動機会の

提供を推進する。 

〃 

児童館（児童センター）

事業の実施 

子どもに健全な遊びの場を提供するとともに、遊びを手助け

するプレイリーダーの育成を推進する。スポーツ、文化、レ

クリエーション等の多彩なプログラムを展開し、子どもに豊

かな生活を提供できるよう事業内容の充実を図る。プログラ

ムの設定に当たっては、子どもの参画を検討する。 

子ども家庭課 

子ども会リーダー研修

会の開催 

子ども会のリーダーとして、楽しい子ども会活動にするため

にどんな役割を務めればいいのかを学ぶ。また、違う小学校

区の子ども会との交流を深める。 

生涯学習課 

倉吉市青少年育成協議

会事業の実施 

次代の日本を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とす

る。（青少年の健全育成に関する事業） 
〃 

集会所等の施設整備へ

の支援 

地域における住民の活動の拠点となる自治公民館のスポーツ

広場の施設整備に対し支援を行う。 

地域づくり 

支援課 
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【主要事業の内容】 

事 業 名 事   業   内   容 所 管 課 

協働のまちづくり活動助

成事業 

新たな公共領域（協働）を担う市民活動で、５人以上で構

成される市民活動団体（ＮＰＯ）に対し支援する。 

地域づくり 

支援課 

子ども会指導者研修会の

開催 

子どもたちの手による自主的な子ども会の運営を目指し

て、新年度から子ども会の指導・育成に携わる保護者を対

象に子ども会活動の指導者として活躍していただくため

の研修を開催し、子ども会活動の充実と活性化を図る。 

生涯学習課 

レク・ボランティア養成

講座の開催 

身近で快適な生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興

を図るためスポーツ・レクリエーション活動指導者の養成

を図る。 

〃 

７－５ 地域における子育て資源の有効活用 

【現状と主要課題】 

【現状】 

① 市の社会教育施設をはじめとする様々な施設が、子育て支援に関わって有効活用され

ていない状況があります。 

② 子育て支援に関わるボランティア活動の実践者や様々な経験・ノウハウを持った人材

の発掘、育成、支援が十分に進んでいません。 

③ 家庭で不要となった子育て用品等を他の家庭で有効活用できるような流れができてい

ません。 

【主要課題】 

① 社会教育施設をはじめとする公共施設や企業の福利厚生施設、その他民間の生涯学習

関連施設の有効活用を促進する必要があります。 

② 家庭で必要なくなった子育て用品を有効活用するシステムづくりが求められていま

す。 

③ 子育て支援のための人材発掘と育成及び活動支援の推進が求められています。 

④ 子育てを行っている人からの相談を受けたり、サポートする場の充実が必要です。 

 

【具体的な施策】 

① 子育て支援のための人材の確保や育成 

青少年の健全育成や子育て支援ボランティアなどの団体や活動を支える人材の育成 

支援を行うとともに、子育てに関する様々な分野のノウハウを持った人材登録、情報

提供を行います。  

② 地域にある資源・施設の活用推進 

  社会教育施設である図書館、博物館と連携した子育て支援の取組の充実を図ります。 

  また、家庭で必要でなくなった子育て物品の再利用の促進を図ります。 
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人材銀行事業の実施 

いろいろな分野の指導者に関する情報収集・提供、また学

習活動の援助を行う事業。（優れた知識や技能を習得され

ている市民の方々を登録し、地域の諸活動、学級講座に指

導者として派遣する。また、登録者の講師謝金についても

援助を行う。） 

生涯学習課 

児童館や学校等の有効利

用の促進 

児童館や学校等を利用し放課後児童の居場所づくりを促

進する。 

子ども家庭課 

生涯学習課 

子育てグッズの再利用の

促進 

不要となった子育てグッズや衣類など、必要な世帯が再利

用できる取組を推進する。 
子ども家庭課 
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