
 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

２ 計画の位置づけ 

 

３ 計画の期間と対象 

 

４ 計画の達成状況の点検及び評価 

 

５ 倉吉市が目指す子ども・子育て支援 

 

６ 施策の体系 

第１章 計画策定の趣旨等 

1



 

１ 計画策定の趣旨 

①  国の動向 

国においては、急速な少子化の進行、子ども・子育て支援が質・量ともに不足、

子育ての孤立感と負担感の増加、深刻な待機児童問題、地域の実情に応じた提供対

策の不十分さ等に対応するため、平成 24年８月に「子ども・子育て関連３法」を制

定し、平成 27年４月１日からこの法律に基づく子ども・子育て支援新制度が本格施

行されることとなりました。 

この法律により、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本

的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推

進していくこととなりました。 

市町村は、地域のニーズに基づき、支援のための計画を策定し、給付・事業を実

施していく主体として位置付けられ、国、県は市町村を重層的に支えるよう役割が

明確にされました。 

また、この新しい制度を推進していくため、社会全体で費用を負担することとさ

れ、消費税の増税による恒久的な財源を確保していくこととされました。 

市町村は、地域のニーズに応じて、子ども・子育て支援給付（保育所、認定こど

も園等の施設型給付、地域型保育給付、児童手当）と地域子ども・子育て支援事業

（地域子育て支援拠点事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ、妊

婦健診等）を総合的、効果的に推進するため、５年間を１期とする計画を策定する

こととなりました。 

   

  ② 倉吉市における経緯 

倉吉市においては、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「倉吉市次世代育成

支援行動計画を、「一人ひとりの子どもがいきいきと健やかに育つまち くらよし」

を基本理念として、前期計画を平成 17 年度から平成 21 年度の５年間、後期計画を

平成 22 年度から平成 26 年度の５年間の計画とし策定して、各施策に基づく各種事

業に取り組んできました。 

この度、子ども・子育て支援法に基づき、平成 27年度から平成 31年度までの５

年を計画期間として、次世代育成支援行動計画の流れを踏襲するとともに、新たな

子ども・子育て支援の総合的な計画として「倉吉市子ども・子育て支援事業計画」

を策定することとしました。 
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２ 計画の位置づけ 

 

倉吉市子ども・子育て支援事業計画の位置づけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

子ども・子育て支援事業計画は、「倉吉市総合計画」を上位計画とし、他の関連す

る計画等を踏まえ、倉吉市における子どもや子育てを支援する方向性や目標及び具体

的な施策、事業を示すものです。 

 また、本計画は次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援行動計画（後期

計画）の後継計画としても位置付け、その成果と課題を検証しつつ、本市の総合計画

に基づいた部門別計画に位置づけられるものです。その他の部門別計画と整合・連携

を図りながら策定するものです。 

 

 

 

 

〔子ども・子育て支援法第 61条〕（抜粋） 

第 61条 市町村は、基本指針に即して、５

年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その

他の法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画（以下「市町村子ども・子育て支援

事業計画」という。）を定めるものとする。 

〔第 11次倉吉市総合計画〕平成 23～32年度 

「基本目標」 

 いつまでも健やかに過ごせるまち 

「施策」 

 ・子どもを産み、育てやすいまちをつくる 

 ・仕事と子育ての両立ができ、子どもを持

つことを社会全体で応援する 

法に基づく事業計画 倉吉市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

（平成 22～26年度） 

具体的な行動計画 

成果を踏まえ、継承 

倉吉市子ども・子育て支援事業計画（平成２７～３１年度） 

整合・連携 

【関連計画等】 

倉吉市地域福祉推進計画【第３期】（平成 24～28年度） 

倉吉市障がい福祉計画【第４期】（平成 27～29年度）平成 26年度次期計画策定予定 

倉吉市障がい者計画（平成 27 ～35年度）平成 26年度次期計画策定予定 

第４次くらよし男女共同参画プラン（平成 23～27年度） 

第４次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画（平成 23～27年度） 

倉吉市教育振興基本計画（平成 23～27年度）   
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３ 計画の期間と対象 

（１）計画期間 

   この計画の期間は、平成 27年度から平成 31年度までの５年間とします。 

（２）計画の対象 

この計画の対象は、18歳未満の子ども及び子育て世帯とします。 

 

 ４ 計画の達成状況の点検及び評価 

   毎年度、子ども・子育て支援法に基づき設置した倉吉市子ども・子育て会議におい

て、当該年度の計画の実施状況の把握と点検を行い、計画の達成状況及びその評価結

果等をホームページ等で公表します。 

 

５ 倉吉市が目指す子ども・子育て支援 

「基本理念」及び「基本方針」については、子ども・子育て支援に対する倉吉市の

基本姿勢となるもので、普遍的な行政目標となることから、基本的には倉吉市次世代

育成支援行動計画（後期計画）を踏襲するものとします。 
 

（１） 基本理念 

子育ての基本を家庭に置き、すべての市民や事業所が力を合わせ、子どもたちが健

やかに育つ地域社会を築くとともに、安心して子どもを生み、子育てに希望と喜びを

感じられるまちづくりを目指します。 
 

【基本理念】 

   一人ひとりの子どもがいきいきと健やかに育つまち くらよし 
 
（２） 基本方針 

   一人ひとりの子どもが、人としての尊厳と権利を守られながら豊かな愛情をもって

育てられ、また、すべての親が子育てを楽しみ子どもとともに成長していけるよう支

援するとともに、子どもの成長や子育てを地域をあげて応援し、心豊かな地域社会を

築いていくことを目指して、次の基本方針を踏襲します。  
 

【基本方針】 

○すべての子どもの人権が守られ幸せに育つことを支援 

○すべての親がゆとりと喜びをもって子育てできることを支援 

○すべての子どもや家庭を応援する地域社会への支援 
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６ 施策の体系 

 

【基本理念】 【基本方針】

1 子どもの権利についての普及・啓発、自主自立への支援

1 子どもの生きる力を育成する教育や保育の充実

2 家庭や地域の教育力の向上

3 子どもを取り巻く有害環境対策の推進

1 児童虐待防止対策の充実

2 障がいのある子ども等への支援

3 ひとり親家庭への支援

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

1 子どもや母親の健康の確保

2 「食育」の推進

3 思春期保健対策の充実

4 小児医療の充実

1 職業生活と家庭生活の両立の支援

2 男女共同による子育ての推進

1 子育てに配慮した施設整備の推進

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

3 被害に遭った子どもの保護の推進

1 地域における子育て支援サービスの充実

2 保育サービスの充実

3 子育て支援のネットワークづくり

4 児童の健全育成

5 地域における子育て資源の有効活用

すべての子ど

もや家庭を応

援する地域社

会への支援

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

一人ひとりの

子どもが

いきいきと

健やかに

育つまち

くらよし

すべての親が

ゆとりと喜び

をもって子育

てできること

を支援

3

特別な配慮を要

する子どもや家

庭への支援

4
母子の健康の確

保と増進

5

働きながら子ど

もを育てている

人への支援

【基本目標】 【基本施策】

すべての子ど

もの人権が守

られ幸せに育

つことを支援

1
子どもの権利を

守るための支援

2
子どもの学びと

育ちへの支援

基本理念 基本方針 基本目標 基 本 施 策
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１ 人口等の状況 

 

２ 子どもの推計人口 

 

３ 子育て家庭の実態（ニーズ調査の結果より） 

 

４ 子育て施策の現状 

 

５ 子ども・子育てにおける課題 

第２章 子どもを取り巻く倉吉市の現状 
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（１）人口・世帯数、世帯規模の推移 

  
倉吉市次世代育成行動計画（後期計画）の策定前の人口、世帯数、世帯規模を国勢調査でみ

ると、平成２年から 20 年間で人口が約 6,000 人減少する中、世帯数は約 1,500 世帯増加してお

り、１世帯あたりの平均人員は平成２年の 3.37 人／世帯から平成 22 年の 2.78 人／世帯まで減

少が続いています。【図-１】 
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図－１ 人口・世帯数・1世帯あたりの平均人員の推移(国勢調査より)

人口 世帯数 世帯人員
 

 
 
倉吉市の平成 22 年以降の５年間を住民基本台帳でみると、人口は平成 22 年の 50,977 人か

ら平成 26 年の 49,332 人まで、約 1,600 人の減少となっており、依然として減少傾向が続いて

います。 

   また、世帯数は平成 22 年以降の５年間で 85 世帯減少し、１世帯あたりの平均人員も平成

22 年の 2.47 人／世帯から平成 26 年の 2.40 人／世帯まで減少しており、人口、世帯数、世帯

規模とも減少傾向は大きく変化していません。【図－２】(各年の 10 月 1 日現在) 
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図－２ 人口・世帯数・1世帯あたりの平均人員の推移(住民基本台帳より)
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● 人口の減少、世帯数の増加、世帯規模の縮小化が進んでいる  

１ 人口等の状況 
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（２）年齢（３区分）別人口の推移 

 
倉吉市子ども・子育て支援事業計画の策定前の年齢別人口の推移を国勢調査でみると、平成

２年から 20 年間で 15 歳未満、15 歳から 64 歳の人口は総数でそれぞれ 4,173 人、6,298 人減

少し、一方、65 歳以上の人口は総数で 4,405 人の増加となっています。【表－１】 

 

総数
15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上
総数

15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上
総数

15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上

平成12年 56,602 10,741 36,031 9,830 26,652 5,452 17,447 3,753 29,950 5,289 18,584 6,077

平成17年 55,669 9,332 34,883 11,454 26,181 4,737 17,016 4,428 29,488 4,595 17,867 7,026

平成12年 54,027 8,037 33,169 12,790 25,388 4,137 16,250 4,983 28,639 3,900 16,919 7,807

平成17年 52,592 7,159 31,695 13,725 24,635 3,706 15,565 5,358 27,957 3,453 16,130 8,367

平成22年 50,720 6,568 29,733 14,235 23,732 3,454 14,537 5,626 26,988 3,114 15,196 8,609

表－１　年齢（３区分）別人口の推移(国勢調査より)

総　　　　　数 男 女
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図－３－１ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(総数)
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図－３－２ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(男)

  

17.7%

15.6%

13.6%

12.4%

62.1%

60.6%

59.1%

57.7%

20.3%

23.8%

27.3%

29.9%
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図－３－３ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(女)

15歳未満 15～64歳 65歳以上
     

● 若年者減少、高齢者増加の傾向にあり、少子高齢社会が進んでいる  
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平成 22 年から平成 26 年の５年間の状況を住民基本台帳でみると、平成 22 年から５年間で 15 歳

未満、15歳から 64歳の人口は総数でそれぞれ 283人、2,253人減少し、一方、65歳以上の人口は総

数で 891人の増加となっています。【表－２】(各年の 4月 1日現在) 

 

   

 

 

 

総数
15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上
総数

15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上
総数

15歳

未満

15～

64歳

65歳

以上

平成22年 50,977 6,587 30,496 13,894 34,064 3,464 15,095 5,505 26,913 3,123 15,401 8,389

平成23年 50,562 6,475 30,274 13,813 23,869 3,428 14,961 5,480 26,693 3,047 15,313 8,333

平成24年 50,220 6,462 29,604 14,154 23,693 3,388 14,644 5,661 26,527 3,074 14,960 8,493

平成25年 49,771 6,378 28,928 14,465 23,521 3,332 14,346 5,843 26,250 3,046 14,582 8,622

平成26年 49,332 6,304 28,243 14,785 23,289 3,271 14,006 6,012 26,043 3,033 14,237 8,773

表－２　年齢（３区分）別人口の推移(住民基本台帳より)

総　　　　　数 男 女
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図－４－１ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(総数)
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図－４－２ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(男)
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図－４－３ 年齢(3区分)別人口構成比率の推移(女)
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（３）人口構造 
 

本市の人口構造をみると、第１次ベビーブームに当たる 65 歳前後の人口が最も多く、次いで 

40 歳前後の人口が若干多くなっています。全体的には「ひょうたん型」に近い状況です。
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人口構造

 

● 人口構造はひょうたん型  

住民基本台帳（平成 26 年 4 月 1 日現在） 
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● 死亡数が出生数を上回っており、自然減の傾向が続いている  

● 県外、県内とも転出が転入を上回っているが、近年、社会減は縮小傾向  

（４）人口動態の推移 

 ① 自然動態 

 

倉吉市の自然動態をみると、平成 17 年度以降で出生数は年 430 人前後で推移しており、死

亡数は年 630 人前後で推移しています。結果、死亡数が出生数を上回り、ここ数年間は年平均

で約 200 人の自然減が続いています。【図－５】 
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図－５ 自然動態(鳥取県人口移動調査)

出生 死亡 自然動態

 

 ② 社会動態 

 

倉吉市の社会動態をみると、平成 17 年度以降で県内、県外とも転出が転入を年平均でそれ

ぞれ約 80 人、160 人と上回って推移しており、ここ５年間は年平均約 160 人の社会減となっ

ています。【図－６】 
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-1,000

-500

0

500
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2,000
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図－６ 社会動態(鳥取県人口移動調査)

県内転入 県外転入 県内転出 県外転出 社会動態
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（５）婚姻・離婚の推移 

 
倉吉市の婚姻数・離婚数の推移をみると、婚姻件数は平成 15 年からの 10 年間の平均は約

250 件となっています。 

婚姻率(人口千人あたりの婚姻数)は 4.3～5.5 の間で推移し、10 年間の平均は約 5.0 となっ

ています。平成 19 年までは低下傾向にありましたが、平成 21 年以降はやや上昇傾向に転じて

います。 

一方、離婚件数の 10 年間の平均は約 100 件となっており、離婚率(人口千人あたりの離婚数)

は 1.60～2.37 の間で推移し、10 年間の平均は約 2.00 となっています。近年は概ね横ばい傾

向にありましたが、平成 24 年は低下に転じています。  【表－３】【図－７】 

 

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平均

婚姻件数 258 291 272 255 227 279 218 228 222 235 240 248

離婚件数 116 97 85 101 102 92 99 96 96 86 83 96

婚 姻 率 5.3 5.5 5.2 4.9 4.4 5.5 4.3 4.5 4.4 4.7 4.8 5.0

離 婚 率 2.37 1.80 1.60 1.90 1.98 1.80 1.95 1.91 1.91 1.72 1.68 2.00

表－３　婚姻件数、離婚件数、婚姻率、離婚率の推移(鳥取県人口動態統計調査)
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図－７ 結婚件数・離婚件数等の推移(鳥取県人口動態統計調査)
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● 近年、婚姻は微増傾向、離婚は横ばい傾向、婚姻率と離婚率の差が拡大傾向  
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（６）出生率・死亡率の推移 

 
倉吉市の出生率・死亡率(人口千人あたりの出生数・死亡数)の推移を平成 17 年からの 8 年

間でみると、出生率の平均は約 8.5 であり減少傾向は見られますが、概ね横ばいで推移してい

るのに対し、死亡率の平均は 12.3 となっているものの、近年はやや増加傾向で推移していま

す。このことは自然動態でも見て取れます。【図－８】 
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平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

図－８ 出生率・死亡率の推移(鳥取県人口動態調査)

出生率 死亡率

 

（７）合計特殊出生率の推移 

 

倉吉市の平成 15 年から平成 24 年までの合計特殊出生率の推移をみると、年ごとに上昇・下

降を繰り返しながらも、緩やかな減少傾向にあります。また、鳥取県、国と比較すると平成

16 年以降は一貫して上回る水準で推移しています。【図－９】 
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図－９ 合計特殊出生率の推移(鳥取県人口動態調査)

出生数(倉吉市) 合計特殊出生率(倉吉市)

合計特殊出生率(鳥取県) 合計特殊出生率(国)
 

 
 

● 出生率は横ばい状態、死亡率は増加の傾向にある  

● 出生数、出生率とも近年減少の傾向にある  
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（８）平均初婚年齢と出産年齢の推移 

    
男女の平均初婚年齢は、全国的にも鳥取県においても一貫して上昇傾向が続いています。 

鳥取県では、女性が平成７年に平均 26.0 歳だったものが、平成 24 年には平均 28.7 歳と 17

年間で 2.7 歳上昇し、男性も同期間に 2.4 歳上昇しており、男女とも晩婚化が進み、20 歳代

の出生率は低下しているものと考えられます。【表－４】【図－10】 

倉吉市においても同様の傾向にあり、平成 14 年から平成 24 年までの 11 年間で 20 歳代以下

の出生割合は約 50％から約 40％と 10％程度低下しており、30～34 歳までの出生割合が上昇し

ています。【図－11】 

12年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

全国（夫） 28.8歳 29.6歳 29.8歳 30.0歳 30.1歳 30.2歳 30.4歳 30.5歳 30.7歳 30.8歳 31.0歳

鳥取（夫） 28.0歳 29.0歳 29.1歳 29.3歳 29.2歳 29.5歳 29.7歳 30.0歳 30.1歳 30.5歳 30.7歳

全国（妻） 27.0歳 27.8歳 28.0歳 28.2歳 28.3歳 28.5歳 28.6歳 28.8歳 29.0歳 29.2歳 29.4歳

鳥取（妻） 26.4歳 27.3歳 27.3歳 27.4歳 27.7歳 28.0歳 28.0歳 28.4歳 28.5歳 28.7歳 28.9歳

表－４　夫・妻の平均初婚年齢の推移(厚生労働省人口動態調査)
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29.0歳
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31.0歳
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12年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

図－10 夫・妻の平均初婚年齢の推移(厚生労働省人口動態調査)

全国（夫） 鳥取（夫） 全国（妻） 鳥取（妻）  
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図－11 年齢区分別出生割合(鳥取県人口動態調査)

20歳未満 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45歳以上
 

● 平均初婚年齢は男女とも、女性の出産年齢もほぼ一貫して上昇している  
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倉吉市の 18 歳未満の人口は、子ども・子育て支援事業計画期間中である平成 27 年度か

ら平成 31 年度の５年間で、平成 27 年度の 7,636 人から 7,233 人と約 400 人減少すること

が予想されます。(各年 4 月 1 日現在実績、推計人口) 

 

8,225

8,046

7,948

7,821

7,721

7,636

7,550

7,445

7,338

7,233

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

平成22年平成23年平成24年平成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

実績 推計

 
（平成 27 年以降は推計人口） 

０歳～18 歳未満の推計人口 （住民基本台帳を基にした実績・推計） 

２ 子どもの推計人口 
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子ども・子育て支援事業計画を策定するための基礎資料とすることを目的に、次の調査を行いま

した。調査結果グラフ中に示すＮの値は比率算出上の基数（標本数）です。 

 倉吉市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

調査対象者 
①就学前児童 

市内に住む就学前児童を持つ保護者 

②小学校児童 

市内に住む小学校児童を持つ保護者 

抽出方法 
平成 25 年４月１日を年齢の基準日とし、10 月 9 日時点で本市の住民基本台

帳に登録されている児童の中から無作為に抽出 

調査方法 
在園児童は施設を通じて、在宅児童は

郵送により調査票を配布・回収 
小学校を通じて調査票を配布・回収 

調査時期 平成 25 年 10 月 25 日～11 月 8 日 

対象者・抽出数 対象者 2,689 人 抽出数 543 人 対象者 2,545 人 抽出数 500 人 

回収数（回収率） 439 件（80.85％） 409 件（81.80％） 

 

（１） 就労形態 

父親・母親の就労状況をみると、就学前児童、小学校児童の父親では、フルタイムによる就

労が圧倒的に多くなっています。一方、母親では、就学前児童の場合、休業中を含むフルタイ

ムが約 45％、パートタイム・アルバイトが約 35％、小学校児童の場合、フルタイムが約 53％、

パートタイム・アルバイトが約 27％となっています。また、就労していない母親の割合は、就

学前児童、小学校児童とも約 17％となっています。 

 

【父親】     就学前(N＝439)                            小学生(N＝409)                

     

フルタイム

94.4%

フル休業中

0.8%

パートタイム

0.6%

パート

休業中

0.0%

現在

無就労

2.5%

就労経験

なし 0.0%

無回答

1.7%

                    

 

【母親】    就学前(N＝439)                            小学生(N＝409)                               

 

３ 子育て家庭の実態（ニーズ調査の結果より抜粋） 

フルタイム

52.7%

フル休業中

1.2%

パートタイム

26.7%

パート

休業中

0.2%

現在

無就労

16.1%

就労経験なし

0.5%
無回答

2.5%

フルタイム

36.6%

フル休業中

8.7%

パート

タイム

34.1%

パート

休業中

2.1%

現在

無就労

16.2%

就労経験

なし

0.5%

無回答

1.8%

フルタイム

93.8%

フル休業中

0.0%

パートタイム

2.0%

パート休業中

0.0%

現在無就労

2.5% 就労経験なし

0.0%
無回答

1.7%
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（２）日頃から子どもの世話を頼める人の有無 

日常的に世話を頼める祖父母や友人・知人がいる人については、有効回答数のうち、就学前

児童の保護者で約 35％、小学生児童の保護者では約 42％、緊急時では、それぞれ約 72％、52％

となっています。また、いずれもいないと回答した人の割合は、それぞれ約６％、11％となっ

ており、１割前後の家庭では日頃子どもを預かってもらえる人がいない状況です。 

 

【日常的に世話を頼める祖父母や友人・知人の有無】《複数回答》

41.3%

48.2%

1.2%

3.9%

11.2%

0.7%

33.7%

67.4%

0.9%

4.3%

6.2%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもら

える

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・

知人がいる

いずれもない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 

（３）子育てに対する不安感や悩んでいること 

①子育てに関する不安 

 子育てに関する不安感の有無について、就学前児童の保護者で約 57％、小学生児童の保護

者では約 51％の人が「あてはまる」または「ほぼあてはまる」と答えています。 

 

【子育てに関する不安感】 

12.7%

38.1%

36.9%

11.2%

1.1%

18.7%

37.8%

34.2%

7.7%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

あてはまる

ほぼあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）
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②子育てで日常悩んでいること 

子育てに関して日常悩んだり気になっている主な内容として、就学前児童の保護者の場合、

「叱りすぎている」「子どもとの時間を十分とれない」「病気や発育・発達」「食事や栄養」

などとなっており、小学生児童の保護者では、「ゲームやインターネット」「叱りすぎている」

「子どもの教育」「友だちづきあい」「子どもとの時間が十分とれない」などがそれぞれ上位

となっており、これらの不安や悩みを和らげることが課題となっています。 

 

【子どもに関する悩みや気になること】《複数回答》 

22.2%

17.6%

2.4%

13.9%

31.3%

2.0%

15.4%

34.7%

33.5%

4.6%

7.1%

5.4%

4.4%

4.2%

36.2%

2.7%

2.9%

36.4%

3.9%

9.0%

1.2%

38.5%

31.0%

6.2%

17.3%

39.6%

3.2%

27.1%

27.3%

18.2%

2.5%

7.7%

5.7%

5.9%

3.9%

45.3%

4.8%

2.1%

15.0%

3.6%

8.2%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分とれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友だち付合い（いじめ等を含む）に関すること

不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの見る目

が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手を上げたり、世話をしな

かったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込み方法がよくわか

らないこと

ゲームやインターネット、携帯電話等の使い方について

その他

特にない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）  
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（４）子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいること 

   子育てをする上で、特に不安に思っている理由としては、就学前児童の保護者では「子育て

で出費がかさむ」「自分の自由な時間が持てない」「子育てによる身体の疲れが大きい」など

が主な回答となっています。 

一方、小学生児童の保護者では、「子育てで出費がかさむ」「住居が狭い」「自分の自由な

時間が持てない」「子育てによる身体の疲れが大きい」などが上位を占めています。 

 

【子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいること】《複数回答》 

11.7%

45.2%

13.4%

4.4%

9.5%

3.2%

2.4%

13.9%

9.8%

25.9%

5.1%

28.0%

38.3%

29.2%

8.4%

14.8%

3.6%

6.8%

18.2%

8.7%

21.0%

2.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

子育てによる身体の疲れが大きい

子育てで出費がかさむ

自分の自由な時間が持てない

配偶者・パートナーと楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

子どもが病気がちである

住居が狭い

その他

不安に思うことは特にない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 

 

（５）仕事と子育てを両立する上で大変だと感じること 

子育てに関し仕事と子育てを両立する上で大変だと感じることについて、就学前児童の保護

者は、「子どもと接する時間が少ない」「自分が病気・けがをしたときや子どもが急に病気に

なったときに代わりに面倒をみる人がいない」「急な残業や出張」「職場の理解が得られない」

などが上位を占めています。 

また、小学生児童の保護者では、「子どもと接する時間が少ない」「急な残業や出張」「自

分が病気・けがをしたときや子どもが急に病気になったときに代わりに面倒をみる人がいな

い」「職場の理解が得られない」などが主な回答となっています。 
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【仕事と子育てを両立する上で大変だと感じること】《複数回答》 

30.6%

29.6%

3.9%

17.6%

3.9%

0.0%

35.9%

8.8%

23.0%

5.6%

45.1%

46.9%

4.6%

20.0%

3.4%

0.9%

55.6%

10.9%

9.3%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

急な残業や出張が入ってしまう

自分が病気・けがをしたときや子どもが急に病気になったときに

代わりに面倒をみる人がいない

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どものほかに面倒をみなければならない人がいる

子どもの面倒をみてくれる保育所などが見つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 

（６）子育てに関する相談相手 

子育てをする上で、気軽に相談できる人、場所の有無については、就学前児童、小学生の保

護者とも９割以上があると回答しています。 

子育てに関する悩みや不安の相談相手については、就学前児童の保護者の８割、小学生児童

の保護者の７割が、「配偶者・パートナー」「その他の親族」、それぞれの５割近くが「近隣

の人、地域の知人、友人」となっています。その他、就学前児童の保護者では、「保育士、幼

稚園の先生」「保育所、幼稚園、学校の保護者の仲間」、小学生の保護者では、「職場の人」

「保育所、幼稚園、学校の保護者の仲間」「学校の先生、スクールカウンセラー」などがそれ

ぞれ上位を占め、身近な人や「保育士、幼稚園の先生、学校の先生」「スクールカウンセラー」

がその多くを占めています。 
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【子育てに関する悩みや不安の相談相手】《複数回答》  

 

71.1%

71.4%

46.9%

38.4%

29.8%

0.2%

9.0%

21.0%

4.4%

1.0%

1.2%

0.2%

0.2%

0.0%

0.7%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.2%

79.3%

79.3%

47.2%

29.6%

37.4%

0.2%

45.6%

2.3%

3.6%

0.0%

5.2%

0.0%

0.2%

0.7%

0.2%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

配偶者・パートナー

その他の親族（親、きょうだいなど）

近隣の人、地域の知人、友人

職場の人

保育所、幼稚園、学校の保護者の仲間

子育てサークルの仲間

保育士、幼稚園の先生

学校の先生、スクールカウンセラー

医師・保健師・看護師・栄養士など

家庭児童相談室・母子自立支援員

子育て支援センター

民生・児童委員、主任児童委員

教育相談室

保健センター

児童相談所

民間の電話相談

その他

相談相手がいない

相談すべきことはない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 

 

（７）子どもを取り巻く環境 

  ①子どもの遊び場について 

  子どもの遊び場について日頃感じていることでは、「雨の日に遊べる場所がない」をあげた

人が就学前児童、小学生児童のいずれの保護者とも６割を超え、最も多くなっており、「近く

に遊び場がない」がそれぞれ約４割と続いています。 

その他に、就学前児童の保護者では、「遊具などの種類が充実していない」「遊び場周辺の

道路が危険である」「思い切り遊ぶために十分な広さがない」「いつも閑散としていて寂しい

感じがする」「遊び場に行っても子どもと同じ年くらいの遊び仲間がいない」が上位を占めて

います。 

小学生児童の保護者でも、「遊具などの種類が充実していない」「思い切り遊ぶために十分

な広さがない」「遊び場周辺の道路が危険」「いつも閑散としていて寂しい感じがする」と続

き、概ね就学前児童と小学生児童の保護者とも同様のことを感じています。 
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【子どもの遊び場に対する評価】《複数回答》 

40.1%

63.3%

21.3%

23.0%

2.9%

11.7%

6.6%

5.4%

14.7%

9.0%

5.9%

7.3%

2.2%

36.2%

66.7%

12.8%

28.9%

7.1%

10.0%

9.8%

5.9%

14.6%

9.3%

5.2%

9.1%

5.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古くて危険である

遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場に行っても子どもと同じ年くらいの遊び仲間がいない

その他

特に感じることはない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 
 

②子どもとの外出の際、困ること 

 子どもとの外出の際、困ること・困ったことについて、就学前児童の保護者については「小

さな子どもとの食事に配慮された場所がない」「買い物や用事の合間の気分転換に、子どもを

遊ばせる場所がない」「トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていない」がほぼ同じ

割合となっており、その他には「授乳する場所や必要な設備がない」「暗い通りや見通しのき

かないところが多く、子どもが犯罪の被害にあわないか心配」などが主な回答となっています。 

小学生児童の保護者では、「暗い通りや見通しのきかないところが多く、犯罪の被害にあわ

ないか心配」が最も多く、続いて「買い物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所

がない」「歩道や信号がない通りが多く、安全に心配がある」「緑や広い歩道が少ないなど、

街並みにゆとりとうるおいがない」が上位を占めています。 

就学前から小学校に上がると、子どもたちだけで外出する機会が増えるため、「交通の安全」

や「犯罪の被害」といった問題が強く意識されるようになっていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22



【外出の際、困ること・困ったこと】《複数回答》 

17.6%

7.6%

7.8%

2.0%

5.9%

5.1%

9.8%

26.4%

11.0%

33.7%

2.2%

2.9%

3.4%

26.2%

4.4%

11.4%

12.3%

6.4%

5.5%

28.7%

16.9%

32.6%

29.8%

9.1%

14.4%

5.0%

6.2%

1.1%

18.5%

4.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

歩道や信号がない通りが多く、安全に心配があること

歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨げになってい

ること

外出する際に公共交通機関がないこと

交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていないこと

トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていないこと

授乳する場所や必要な設備がないこと

小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと

買い物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所がな

いこと

緑や広い歩道が少ないなど、街並みにゆとりとうるおいがないこ

と

暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害

にあわないか心配である

周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみること

荷物や子どもに手をとられて困っているときに手を貸してくれる人

が少ないこと

その他

特に困っていること・困ったことはない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 
 

 

（８）行政サービス等の利用状況等 

  ①認知状況 

   行政等が実施しているサービスの認知状況について、就学前児童の保護者の認知率が高いの

は「保育所や幼稚園のオープンディ」「児童館・児童センター」「マタニティサロン、母親・

両親学級、育児相談」「くらよし子育て応援ガイド」「子育て世帯買い物応援事業」「ファミ

リー・サポート・センター」「くらよし子育て応援ぶっく」「保健センターの情報、相談サー

ビス」の順となっています。 

   小学生児童の保護者で認知度が高いのは、「児童館・児童センター」が９割を超え、続いて

「くらよし子育て応援ガイド」「子育て世帯買い物応援事業」「家庭児童相談室（市子ども家

庭課内）」「教育相談センター・教育相談室」「倉吉市保健センターの情報、相談サービス」

の順となっています。 

 

  ②利用状況 

   行政等が実施しているサービスの利用状況について、就学前児童の保護者の利用率が最も高

いのは「保育所や幼稚園のオープンディ」、続いて「子育て世帯買い物応援事業」「児童館・

児童センター」「マタニティサロン、母親・両親学級、育児相談」の順となっています。 

小学生児童の保護者の利用率が最も高いのは「児童館・児童センター」、続いて「子育て世

帯買い物応援事業」「家庭児童相談室」の順となっています。 

「教育相談センター・教育相談室」「家庭児童相談室」「倉吉市保健センターの情報、相談

サービス」は、認知率と利用率の差が特に大きく、これらのサービスは認知されているにも関

わらず、利用者が少ないといえます。 
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  ③今後の利用意向 

   行政等が実施しているサービスの今後の利用意向については、就学前児童の保護者の利用希

望率が最も高いのは「児童館・児童センター」、続いて「子育て世帯買い物応援事業」「くら

よし子育て応援ガイド」「くらよし子育て応援ぶっく」「保育所や幼稚園のオープンディ」の

順となっています。 

小学生児童の保護者の利用希望率が最も高いのは「子育て世帯買い物応援事業」、続いて「く

らよし子育て応援ガイド」「児童館・児童センター」「倉吉市保健センターの情報、相談サー

ビス」の順となっています。現在の利用状況と比べて、ほとんどのサービスで軒並み利用意向

が高くなっており、今後、よりサービスが利用しやすくするための内容の充実やきめ細かい情

報提供が期待されているといえます。 

 

【行政サービス等の認知状況、利用状況及び今後の利用意向】 

26.7%

57.7%

93.4%

51.3%

63.3%

53.8%

69.2%

48.7%

73.8%

4.9%

3.4%

67.2%

3.2%

4.6%

7.8%

46.5%

2.0%

28.9%

23.7%

24.2%

43.3%

16.1%

20.3%

24.9%

56.5%

16.4%

48.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談

室

児童館・児童センター

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

倉吉市保健センターの情報、

相談サービス

子育て世帯買い物応援事業

シルバー人材センターの育児

支援サービス

くらよし子育て応援ガイド

小学生（Ｎ＝409）

認知度 利用状況 今後利用

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）本市に対して期待される子育て支援の充実内容 

    本市に対して期待される子育て支援の充実内容について、就学前児童の保護者では「子連れ

でも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が約 66％と最も多く、続いて「保育所や

幼稚園にかかる費用負担の軽減」が 49％、残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対

する職場環境の改善を働きかけ」が約 25％と上位を占めています。 

小学生児童の保護者では「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が約

47％と最も高く、続いて「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改

善を働きかけ」が約 29％、「安心して子どもが医療機関に受診できる体制の整備」が約 25％、

「保育所や幼稚園にかかる費用負担の軽減」が約 21％の順となっています。 

 

21.2%

31.2%

86.6%

58.1%

56.3%

49.7%

64.7%

40.3%

68.8%

76.8%

87.7%

52.9%

3.6%

2.5%

39.4%

5.5%

5.9%

11.6%

51.7%

5.2%

33.3%

34.6%

60.4%

26.9%

33.0%

29.6%

62.6%

26.7%

28.9%

38.5%

60.8%

21.6%

54.0%

35.1%

42.4%

47.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

児童館・児童センター

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

倉吉市保健センターの情報、相

談サービス

子育て世帯買い物応援事業

シルバー人材センターの育児支

援サービス

くらよし子育て応援ガイド

マタニティサロン、母親・両親学

級（えっぐクラブ）、育児相談

保育所や幼稚園のオープンディ

くらよし子育て応援ぶっく

就学前（Ｎ＝439）

認知度 利用状況 今後利用
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就学前児童、小学生児童の保護者とも、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やす」

「保育所や幼稚園にかかる費用負担の軽減」「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に

対して職場環境の改善を働きかける」「安心して子どもが医療機関に受診できる体制の整備」

が、それぞれ共通して期待される支援内容となっています。 

 

【本市に対して期待される子育て支援の充実内容】《複数回答》 

12.2%

47.4%

10.0%

2.9%

0.7%

20.5%

5.4%

25.2%

7.1%

29.3%

7.8%

5.4%

10.3%

5.6%

13.7%

66.1%

5.5%

14.4%

0.7%

49.0%

5.7%

14.4%

8.2%

24.6%

6.6%

5.2%

6.2%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

子育て支援センターや児童館など、親子が安心して集まれる身近

な場、イベントの機会がほしい

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

子育てに困ったときに相談したり情報が得られる場を作ってほしい

保育所の施設や環境を整えてほしい

幼稚園の施設や環境を整えてほしい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるNPO等による保育サービス

がほしい

安心して子どもが医療機関に受診できる体制を整備してほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮が

ほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の

改善を働きかけてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

その他

特にない

無回答

小学生（Ｎ＝409） 就学前（Ｎ＝439）

 

次世代育成支援行動計画（後期計画）策定の際のニーズ調査結果と比較すると、就学前児童と小

学生児童の保護者の要望では、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やす」が引き続き高く

なっています。「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけ

る」も依然として高く、このことから、雇用環境が厳しい中において、職場の環境も子育てと仕事

が両立しやすいとは言えない状況が続いている現状が見て取れます。 

就学前児童では、行政として保育料を段階的に軽減してきているにも関わらず、「保育所や幼稚

園にかかる費用負担の軽減」への要望が依然高く、子育て世帯の収入がなかなか増えない状況の中

で、受益と負担の公平性の観点から、引き続き検討する必要があるものと考えられます。 
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（１）認可保育所の状況 

  ①通常保育の状況 

   平成 26 年４月現在、認可保育所は 26 か所で、定員数の合計 1,794 人に対して、利用者は

1,761 人となっており、定員未満の状況となっています。入所児童数の推移をみると、０歳児、

２歳児の入所児童数が増加傾向にあり、全体の利用率は０～２歳児が増加傾向にあります。 

なお、認可保育所を利用できない待機児童数は平成 26 年４月現在、０人となっています。 

 

 

【認可保育所の利用状況の推移】 

（単位：箇所、人） 

 

 

 

保育所数 

 

定員数 

 

 

入所 

児童数 

 

（内訳）入所児童数 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

Ｈ22 24 1,810 1,719 63 266 301 367 349 373 

Ｈ23 24 1,805 1,711 67 247 322 349 378 348 

Ｈ24 26 1,829 1,717 82 243 300 364 351 377 

Ｈ25 26 1,819 1,746 79 299 316 332 373 347 

Ｈ26 26 1,794 1,761 105 254 368 326 329 379 

（各年４月１日現在） 

 

【利用対象児童数の推移】 

（単位：人） 

 

 

 

 

対象 

児童数 

 

（内訳）対象児童数 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

Ｈ22 2,578 405 434 430 452 411 446 

Ｈ23 2,490 375 399 431 430 447 408 

Ｈ24 2,515 434 382 395 429 432 443 

Ｈ25 2,451 368 439 389 388 435 432 

Ｈ26 2,417 398 362 432 400 387 438 

（各年の 4 月 1 日現在:住民基本台帳より） 

 

【認可保育所の利用率の推移】 

（単位：％） 

 

 

 

利用率 

 

（内訳）利用率 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

Ｈ22 66.7 15.6 61.3 70.0 81.2 84.9 83.6 

Ｈ23 68.7 17.9 61.9 74.7 81.2 84.6 85.3 

Ｈ24 68.3 18.9 63.6 75.9 84.8 81.3 85.1 

Ｈ25 71.2 21.5 68.1 81.2 85.6 85.7 80.3 

Ｈ26 72.9 26.4 70.2 85.2 81.5 85.0 86.5 

 

 

 

 

４ 子育て施策の現状 
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 ②特別保育事業の実施状況 

   延長保育は、認可保育所 25 か所において実施しています。一時保育は５か所、休日保育は

１か所で実施しています。また、障がい児保育は、平成 26 年度においては障がい児の通う 13

か所で実施していますが、市内すべての保育所で対応することとしています。 

 

【特別保育事業の実施状況】 

（単位：箇所） 

 保育所数 

 延長保育 一時保育 休日保育 障がい児保育 

箇所数 26 25 5 1 13 

（平成 26 年４月１日現在） 

 

（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の状況 

   平成 26 年４月現在、放課後児童クラブは市内 15 か所で実施されており、登録児童数は 680

人となっています。クラブによっては放課後児童クラブガイドラインに定める定員「おおむね

40 人以下」を超過している状況があります。 

 

【放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の利用状況の推移】 

（単位：箇所、人） 

年度 
放課後児童 

クラブ数 
登録児童数 

（内訳）登録児童数 

３年生まで ４年生以上 

Ｈ22 15 659 580 79 

Ｈ23 15 645 575 70 

Ｈ24 15 653 565 88 

Ｈ25 15 637 573 64 

Ｈ26 15 680 600 80 

（各年４月１日現在） 

 

（３）地域子育て支援センター事業の状況 

   地域子育て支援センターは、平成 26 年４月現在、４か所設置しています。平成 24 年度に子

育て総合支援センターを移転新築し、親支援セミナー等内容の充実や様々な子育て支援事業と

連携を図ることで利用者が増加しています。近年では４施設で年間延べ約 20,000 人の利用が

あり、開所日 1 日あたり約 90 人の親子が利用している状況です。 

 

【地域子育て支援センターの利用状況の推移】（Ｈ26 は 10 月末現在） 

（単位：人） 

施設名 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

のびのび子育て支援センター 3,697 1,698  2,455  3,135  2,034 

小鴨保育園地域子育て支援センター 620 925 906    607 401 

関金保育園地域子育て支援センター 302 367    234    217 312 

倉吉市子育て総合支援センター 13,033 13,575 16,384 17,533 9,644 

合 計 17,652 16,565 19,979 21,492 12,391 

   ※倉吉市子育て総合支援センターは平成 19 年 5 月開設、平成 24 年４月移転新築 
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（４）認定こども園（幼稚園）の状況 

   幼稚園は３箇所ありますが、平成 23 年度から認定こども園への移行が始まり、平成 26 年度

には３箇所とも幼稚園と３歳未満児対象の認可保育所の機能を併せ持つ認定こども園（幼保連

携型）となりました。平成 26 年５月現在、定員 410 人に対して利用者は 227 人となっていま

す。園児数の推移をみると、平均 250 人程度で推移しています。 

 

【認定こども園（幼稚園）の利用状況の推移】 

（単位：箇所、人） 

年度 幼稚園数 定員数 園児数 

Ｈ22 3 520 261 

Ｈ23 3 520 253 

Ｈ24 3 520 270 

Ｈ25 3 410 253 

Ｈ26 3 410 227 

（各年５月１日現在） 
 
（５）母子保健事業の状況 

  ①乳幼児健康診査 

   平成 21 年度から平成 25 年度までの乳幼児健康診査は以下のようになっています。６か月児

健診、３歳児健診の受診率は平均で 97％台となっていますが、１歳６か月児健診の受診率は

平均で 99％と高い受診率となっています。 

【乳幼児健康診査状況の推移】 

（単位：人、％） 

年度 
６か月 １歳６か月 ３歳 

対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 

Ｈ21 426 416 97.7 427 423 99.6 455 446 98.0 

Ｈ22 394 381 96.7 430 422 98.1 443 430 97.1 

Ｈ23 421 413 98.0 378 378 100.0 436 418 95.8 

Ｈ24 422 417 98.8 419 413 98.5 406 398 98.0 

Ｈ25 396 388 97.9 415 414 99.7 385 378 98.1 

 

②妊婦の健康診査 

 平成 21 年度から平成 25 年度までの妊婦の健康診査は以下のようになっています。平成 21

年度からは健診の公費負担を 14 回実施しています。また、平成 23 年度からはクラミジア検査

も公費負担となるなど、妊婦健診の公費負担が充実してきています。妊婦健診受診票の 1 人あ

たりの使用も増加傾向にあります。 
 

【妊婦の健康診査状況の推移】 

（単位：人、％） 

年度 妊娠届出数 受診人数 

受診人数/妊娠

届出数（1 人あ

たり使用数） 

備 考 

Ｈ21 411 延 4,688 11.4 受診票 14 枚交付 

Ｈ22 466 延 5,353 11.5 同上 

Ｈ23  453 延 5,492 12.1 
受診票 14 枚 

クラミジア検査１枚交付 

Ｈ24 430 延 4,787 11.1 同上 

Ｈ25 387 延 5,219 13.5 同上 
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③教室等の健康教育の状況 

 保健センターが実施している各教室の実施状況、受講状況は以下のとおりとなっています。

母親、両親学級は、平成 22 年度から出生後の子育てに向けての内容を中心に実施しています。

離乳食講習会は平成 25 年度から、離乳食の時期に合わせた内容を増やして実施し、受講者は

増加しています。 

 また、平成 23 年度から育児教室（親支援プログラム）を開始し、受講者も増加しています。 

 

【教室等の健康教育状況の推移】 

        （単位：回、人） 

年度 

母親学級 母親・両親学級 離乳食講習会 育児教室 

回数 
延べ 

受講者 
回数 

延べ 

受講者 
回数 

延べ 

受講者 
回数 

延べ 

受講者 

Ｈ21 6 53 6 157 6 128 ― ― 

Ｈ22 ― ― 6 181 6 101 ― ― 

Ｈ23 ― ― 6 69 6 93 6 51 

Ｈ24 ― ― 6 92 6 95 6 61 

Ｈ25 ― ― 6 105 
前期 5 回 

後期 6 回 

前期 108 人 

後期 57 人 
6 69 

※母親学級は、平成 22 年度から母親学級・両親学級として実施 

 

④育児相談の状況 

 保健センターでの相談の実施状況は以下のようになっており、相談人数は毎年安定して推

移しています。下記以外に、子育て総合支援センターにおいても育児相談を実施しています。 

 

【育児相談件数の推移】 

                （単位：回、人） 

年度 回数 
延べ人数 

乳児 幼児 合計 

Ｈ21 12 86 57 143 

Ｈ22 12 73 56 129 

Ｈ23 12 148 46 194 

Ｈ24 12 124 52 176 

Ｈ25 12 89 72 161 

 

⑤訪問指導の状況 

 訪問指導の実施状況は以下のようになっています。平成 25 年度より未熟児訪問事業は市町

村が実施することとなり、未熟児の訪問件数が増えています。また、出産前からの母親へのか

かわりが増加しており、全体的に訪問件数の増加が見られます。 

 

【訪問件数の推移】 

（単位：延べ人数） 

年度 妊婦 産婦 新生児 未熟児 乳児 幼児 

Ｈ21 0 403 9 6 391 17 

Ｈ22 0 369 9 15 373 25 

Ｈ23 4 482 6 13 474 25 

Ｈ24 12 429 11 17 409 41 

Ｈ25 25 467 14 21 450 26 
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（６）就学援助の状況 

   平成 21 年度から平成 25 年度までの小・中学生に対する就学援助の状況は以下のように  

なっています。準要保護、要保護の児童生徒の割合は横ばいの状況です。 

 

【就学援助の状況の推移】 

(単位：人、％）

準要保護 要保護

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｂ)＋(Ｃ) (Ｂ)÷(Ａ) (Ｃ)÷(Ａ)

小学校 2,707 272 31 303 10.05% 1.15%

中学校 1,421 170 14 184 11.96% 0.99%

計 4,128 442 45 487 10.71% 1.09%

小学校 2,636 266 37 303 10.09% 1.40%

中学校 1,355 152 16 168 11.22% 1.18%

計 3,991 418 53 471 10.47% 1.33%

小学校 2,594 251 36 287 9.68% 1.39%

中学校 1,304 154 16 170 11.81% 1.23%

計 3,898 405 52 457 10.39% 1.33%

小学校 2,535 239 41 280 9.43% 1.62%

中学校 1,318 169 18 187 12.82% 1.37%

計 3,853 408 59 467 10.59% 1.53%

小学校 2,528 227 30 257 8.98% 1.19%

中学校 1,315 182 18 200 13.84% 1.37%

計 3,843 409 48 457 10.64% 1.25%

合計
児童生徒に対する割合

平
成
23
年
度

５
月
１
日
現
在

平
成
24
年
度

５
月
１
日
現
在

平
成
21
年
度

５
月
１
日
現
在

平
成
25
年
度

５
月
１
日
現
在

区分

５月１日
児童生徒数

準要保護
児童生徒数

要保護
児童生徒数

平
成
22
年
度

５
月
１
日
現
在

 

 

（７）倉吉市要保護児童対策地域協議会の活動状況 

   児童福祉法第 25 条の２により設置している、要保護児童対策地域協議会の活動状況及び児

童相談所による児童虐待対応件数は次のとおりです。個別支援会議の開催回数、ケース管理数

が年々増加傾向にあります。 

項目 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

代表者会議（回） 1 1 1 1 1 1 

実務者会議（回） 3 3 3 3 3 3 

個別支援会議（回） 33  46  64  71  85  63 

ケース管理数（世帯数） 35 46 69 101 111 108 

   〃  （児童数） 80 101 149 207 226 203 

(H26 は 3 月 17 日現在)  

 【参考】倉吉児童相談所による児童虐待新規認定件数等 

児童虐待新規認定件数 7 7 6 5 12 1 

    〃   世帯数 6 5 4 5 8 1 

児童虐待通報件数 21 16 22 31 46 23 

(H26 は 3 月 17 日現在)  
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（次世代育成支援行動計画（後期計画）の評価） 

 

１ 子どもの権利を守るための支援  

・子どもの権利条約については教科書に取り上げられ、子どもたちは授業で学ぶことができ

ます。しかし、家庭や社会の中で十分に活かされているとは言えない状況にあります。子ど

もの権利が守られ、子どもたちが健やかに成長していけるよう、子どもの権利条約に掲げる

基本的な理念について、今後も引き続きさまざまな場面を通して、子どもにも大人にも普

及・啓発を進める必要があります。 

・児童館・児童センターや地区公民館等の事業を通し、子どもたちが主体的に参画する取り

組みが広がりつつあります。子どもたちが互いに協力しあい、課題を解決していく力を養っ

ていけるよう、引き続き多様な活動の場を提供していく必要があります。 

 

２ 子どもの学びと育ちへの支援  

・幼児教育や学校教育においては、生涯にわたる「生きる力」の基礎づくりの時期として、

豊かな人間性や社会性を培い、確かな学力を身に付けるよう取り組んできました。 

・一方で、倉吉市は不登校の発生率が高く、登校サポートシートの導入等、早期対応への取

り組み等を行っていますが、未然防止や対応策が急がれます。 

・家庭の環境は子どもの成長に大きく影響します。家庭の教育力を高めるため、初めて子育

てをする母親を対象とした「親子の絆づくりプログラム」や２歳～４歳の保護者を対象とし

た「子育て教室」等、具体的に子育ての方法を学んでもらう子育てセミナーの開催等、親へ

の支援を充実してきました。また、赤ちゃんと小中学生とのふれあい事業等、将来親になる

子どもたちへの事業にも積極的に取り組んできました。今後は、さらに地域全体で子どもを

育てていく意識を醸成し、地域の教育力を高めていく必要があります。 

・全国的に、インターネットや携帯電話を通じた犯罪や誹謗中傷等によるいじめ等の問

題が増加しており、未然防止対策が急がれます。子ども、保護者へインターネット等の

安心・安全利用の周知や啓発、監視の取組を推進していく必要があります。 

 

３ 特別な配慮を要する子どもや家庭への支援 

・児童虐待防止対策については、児童福祉法の一部改正（H17.４施行：市の相談体制強化）、

児童虐待防止法の一部改正（H20.4 施行：市の安全確認の義務化）により本格的な取組が始

まってから、市の要保護児童対策地域協議会で対応する件数は年々増加しています。児童相

談所や児童家庭支援センター等関係機関と連携を図り、適切に対応できるよう体制を強化し

ていく必要があります。 

・障がいのある児童への適切な支援につなげる取組と合わせ、特に幼児期において通所指導

教室の実施等、診断の有無にかかわらず支援が必要な子どもに適切に対応する仕組みづくり

を行ってきました。今後、学齢期以降の相談支援体制を充実させていく必要があります。 

・子どもの貧困にかかわる問題が社会問題化する中、「子どもの貧困対策の推進に関する法

律」が施行され、まずは補助制度が整備されていたひとり親家庭の児童を対象に学習支援事

業に取り組みました。生まれ育った環境によって子どもの将来が左右されることのないよう、

今後、生活に困窮する家庭等、支援を要する児童へ拡大していく必要があります。 

・外国にルーツをもつ家庭について、子育てをするうえで言葉の問題等、個々の状況に応じ

た支援が必要ですが、十分に対応できていない現状もあり、地域の関係機関が連携して支援

を行う必要があります。 

 

４ 母性並びに子どもの健康の確保と増進 

・母子健康手帳交付時にアンケートを取り入れ、妊娠早期からの相談支援を充実するととも

に、マタニティサロンや両親学級を充実し、安心して出産を迎える相談支援の体制をつくっ

てきました。また、不妊治療や不育症の費用助成を開始し、出産への支援を充実してきまし

た。 

５ 子ども・子育てにおける課題 
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・子どもが健康に育っていくために、小児医療の助成を中学生まで拡大するとともに、予防

接種費用の助成対象を積極的に拡大してきました。また、子どもの歯の健康を促進するため、

フッ化物洗口の取組を進めました。 

・保育園児が自らの力で調理に取り組むなど、生きていく力を育成するための食育の取組を

広げてきました。今後、幼児期から学齢期にわたる系統的な取組にしていく必要があります。 

・鳥取県は人工妊娠中絶率が高く、性教育、望まない妊娠の相談機能を充実する必要があり

ます。 

・母子保健関連施策等を総合的に推進し、妊娠・出産期から切れ目のない支援をより強化し

ていくことが必要です。 

 

５ 働きながら子どもを育てている人への支援 

・核家族化の進行や社会経済状況の変化などにより、多様な子育て支援が求められており、

保育サービス等を充実してきました。引き続き子育てと就労の両立を支援するため、ニーズ

を把握して充実に努めていくとともに、子育てしやすい環境づくりに向け、事業所への啓発、

男性の育児参加を推進していく必要があります。 

 

６ 子どもの安全の確保 

・小学生を対象とした登校時の見守り等、地域の協力が得られています。今後、下校時の対

応が求められます。 

・「いかのおすし」（※注）等子ども自身が身を守る知識の普及啓発を行ってきましたが、引

き続き取り組みを進めるとともに、家庭や地域が一体となって子どもを見守る体制づくりが

重要となっています。 

 

７ 子育てに配慮した生活環境の整備 

・生活道路や通学路の安全を確保し、暗い通りには街路灯を付けるなど、子どもや子育てに

配慮した環境の整備に取り組んできました。また、公的な施設に加え、授乳室やおむつ替え

用の設備を整備する店舗等も徐々に増加しています。引き続き関係機関と連携して子どもや

子育てにやさしいまちづくりを進めていく必要があります。 

 

８ 地域における子育ての支援 

・子育て総合支援センター「おひさま」の施設を移転整備し、母子保健と連携して出生前か

ら幼児期にわたる切れ目のない支援の流れをつくり、親支援セミナーや訪問事業を取り入れ

て、顔の見える関係や保護者同士のつながりをつくるなど、地域における子育て支援機能を

充実してきました。 

・核家族化の進行や家庭環境の変化等により多様化する相談に応えられるよう、関係機関と

連携を深め、情報提供や相談機能の充実を図る必要があります。 

・病児保育室やファミリー・サポート・センターの開設、また市内に認定こども園が整備さ

れるなど、多様な保育サービスが提供できるようになりました。 

・少子化の進行に伴い、児童数の減少が著しい保育所が出てきており、また、全県的に保育

士不足の状況の中、子どもにとってより良い保育環境を確保するために、公立保育所の再編

について検討しています。 

・教育・保育施設、放課後児童クラブなど、今後のニーズを把握しながら整備していく必要

があります。 

 

※注「いかのおすし」とは、子どもが犯罪に巻き込まれないための約束事をまとめた標語 

●いか いかない（知らない人についていかない） 

●の  のらない（知らない人の車に乗らない） 

●お  おおきな声で呼ぶ 

●す  すぐ逃げる 

●し  しらせる（何かあったらすぐ知らせる） 
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1 子どもの権利を守るための支援 

 

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 

 

４ 母子の健康の確保と増進 

 

５ 働きながら子どもを育てる人への支援 

 

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 
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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 

34



 

【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。 
〃 
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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 

 

42



 

【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。 

43



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 
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※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 

73



 

【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。 
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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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１ 教育・保育提供区域の設定 

 

２ 教育・保育の量の見込みと確保方策等 

 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

 

４ 認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て

支援の推進方策に係る事項

第４章 教育・保育、子育て支援事業の量の見込み等 
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 教育・保育提供区域とは、地域の実状に応じて地理的条件、人口、交通事情等の社会的

条件や教育・保育の整備の状況等を総合的に勘案して設定することになっています。 

 子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育提供区域ごとに、教育・保育施設及び地

域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策を記載することになっています。 

 本市の教育・保育提供区域は、事業の特性に応じて次のとおり設定します。 

 

本市の教育・保育提供区域 

 

区域 該当事業 考え方 

市全域 

（１区域） 

施

設

型

給

付 

平日日中の教育・保育（子ども・子育て 

支援給付）  

事業の特性（特定の区域で対象

者を分けない等）や施設整備の

状況等を考慮し、市全域を１つ

の区域として、事業を実施して

いきます。 

地

域

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

事

業 

・放課後児童クラブ  

・延長保育事業 

・子育て短期支援事業  

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化 

事業 

・地域子育て支援拠点事業  

・一時預かり事業 

・病児保育事業  

・ファミリー・サポート・センター事業  

・妊婦健康診査  

・利用者支援事業

 

１ 教育・保育提供区域の設定 
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国から示された基本指針等に沿って、幼児期の平日日中の教育・保育について「量の見込み」を定

めます。 

 また、設定した量の見込みに対応するよう、特定教育・保育施設の確保の方策及び実施時期を設定

します。 

 

１ 対象事業 

量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する事業は次のと

おりです。 

平日日中の教育・保育 
 

認定区分 対象施設 事業概要 

1号 

子どもが満

３歳以上で 

保育の必要

なし  

専業主婦（夫）家庭、

就労時間が短い家庭 

認定こども園 ・認定こども園（幼稚園と保育所の機能を

併せ持つ施設）で、教育標準時間（1日4

時間程度）の幼児教育を実施  

共働きであるが、幼稚

園利用を希望する家庭 

認定こども園 ・認定こども園で、教育標準時間（1日4

時間程度）の幼児教育を実施 

2号 

子どもが満

３歳以上で 

保育の必要

あり  

共働きの家庭 認定こども園

及び保育所  

・認定こども園及び保育所で、両親ともに

フルタイムで就労する場合、又はそれに近

い場合は、保育標準時間（1日11時間）ま

での利用に対応 

・両親の両方又はいずれかがパートタイム

で就労する場合は、保育短時間（1日８時

間）までの利用に対応 

3号 

子どもが満

３歳未満で 

保育の必要

あり  

共働きの家庭  認定こども

園・保育所 

及び地域型保

育等 

・認定こども園及び保育所で、両親ともに

フルタイムで就労する場合、又はそれに近

い場合は、保育標準時間（1日11時間）ま

での利用に対応  

・両親の両方又はいずれかがパートタイム

で就労する場合は、保育短時間（1日８時

間）までの利用に対応 

・地域型保育事業（定員6人以上19人以下

の小規模保育、定員5人以下の家庭的保育、

居宅訪問型保育、事業所内保育）で、上記

と同様の対応 

（※本市の場合、幼稚園はすべて認定こども園に移行しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育・保育の量の見込みと確保方策等 
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２ 提供区域 

 子ども・子育て支援給付における提供区域は、全市を１つの提供区域として設定します。 

 

３ 量の見込みの概要 

  量の見込みについては、子ども・子育て支援に関するアンケート（ニーズ）調査（以下「アンケ

ート」）の結果を用いて、国の手引書（計算書等）で推計することを基本に、過大な見込み量（供

給過剰）とならないように、現在の利用状況と比較検討を行いました。 

 

４ 「量の見込み」の考え方 

（１） 国の手引書に基づく「量の見込み」の計算方法 

① 設定区域ごとに計画期間における対象の子どもの数を推計します。 

② アンケート結果から、子どもの年齢ごとに家族類型割合に区分した児童数を算出します。 

この家庭類型割合には、保護者の就労希望を加算しています。 

③ 家族類型ごとの施設や事業の利用意向率を②に乗じて見込み人数を算出します。 

  ④ ③で得た結果に、対象年齢の人口推計に対する現在の施設の現在の利用状況等を考慮して一

定の補正を加え、量の見込みを算出しました。 

 

（２） 人口推計         

  人口推計は、平成 1７年度から平成 2６年度までの０歳児人口を基に、第 11次倉吉市総合計画

で見込んだ人口減少率を乗じて算出しました。 

市域全体 各年度４月1日 （人）

年齢 平成２６年度 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

０歳 398 388 378 368 358 348
１～２歳 794 760 786 766 746 726
３～５歳 1,225 1,219 1,194 1,192 1,148 1,164
合計 2,417 2,367 2,358 2,326 2,252 2,238  
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（３）家庭の就労形態による認定方法 

 

  

ﾌﾙﾀｲﾑ パート 無業
フ

ル

タ

イ

ム

パ
ー

ト

無
業

３～５歳
母親の就労形態

父
親
の
就
労
形
態

２号

１号
  

ﾌ ﾙ ﾀ ｲ ﾑパ ー ト 無 業
フ

ル

タ

イ

ム

パ
ー

ト

無
業

父
親
の
就
労
形
態

母 親 の 就 労 形 態
０ ～ ２ 歳

３号

 

 ・フルタイム  週５日程度・1日８時間程度の就労 

・パート    フルタイム以外のパート・アルバイト 

・無業    無業・専業主婦（夫） 

 

５ 量の見込みと確保の方策等 

平日日中の教育・保育の量の見込みを次のとおり設定します。 

（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

３歳～ １号認定 認定こども園 100 98 95 93 90

５歳 ２号認定
認定こども園・

保育所 1,112 1,099 1,087 1,074 1,062

１・２歳 569 559 549 539 529

０歳 197 192 187 182 177

1,978 1,948 1,918 1,888 1,858合計

３号認定
認定こども園・

保育所

 

 （※上記表中において、本計画期間中の地域型保育事業（小規模保育等）の利用はないものと見込

みました。） 

 

６ 確保の内容及び実施時期         

  教育・保育の量の見込みに対し、現在の教育・保育施設の定員数を下回っているため、現在の教

育・保育施設で必要数が確保できると考えます。その結果、特定教育・保育施設、地域型保育事業

の確保方策及び実施時期を次のとおり設定します。 

（単位：人）

１号 ２号 １号 ２号 １号 ２号

０歳 １～2歳 ０歳 １～2歳 ０歳 １～2歳

197 569 192 559 187 549

地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 1,112 197 569 98 1,099 192 559 95 1,087 187 549

559 95 1,087 187 549

計

量の見込み

年度

認定区分

98
確
保
方
策

保育所・
認定こども園

100 1,112 197 569

平成２８年度 平成２９年度

３号 ３号３号

平成２７年度

192

3～5歳 3～5歳 3～5歳

1,212 1,197

1,099

1,182
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（単位：人）

１号 ２号 １号 ２号

０歳 １～2歳 ０歳 １～2歳

182 539 177 529

地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0

93 1,074 182 539 90 1,062 177 529

5291,074 182 539 90 1,062 177

計

量の見込み

年度

認定区分

確
保
方
策

保育所・
認定こども園

３号 ３号

平成３０年度 平成３１年度

1,152

3～5歳 3～5歳

93

1,167
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５年間の計画期間（平成 27 年度から平成 31 年度）における、「地域子ども・子育て支援事業の量の

見込み」を定め、提供体制の確保策やその実施時期を事業計画で明確にし、各年度の進捗管理をして

いきます。 

 

（１）利用者支援事業【新規事業】 

【事業概要】 

利用者支援事業は、教育･保育施設や地域の子育て支援事業等の利用情報を集約し、子どもや保護

者からの相談に応じ、必要な情報提供･助言をするとともに、関係機関との連絡調整等を行う新たな事業

です。子どもや保護者が、保育所や幼稚園などの教育・保育事業や、一時預かり、放課後児童クラブ等

の地域子ども・子育て支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、専任の職員等が

身近な場所（行政窓口等）で支援をします。 

また、母子保健型については、保健師等の専門職員が妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相

談支援を実施する事業です。 

 

【市の取組の現状】 

子育て支援センターや子ども家庭課、保健センター等の各窓口で相談等を受け付けています。また、

「くらよし子育て応援ガイドブック」や「市のメール配信サービス」などで、妊娠中から子育て中の方を対象

に情報提供を行っています。 

また、保健センターでは、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、各種の育児教室等の実施、妊娠期から

支援の必要な妊婦へのかかわり、乳児家庭訪問・訪問指導等、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。 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容等】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

対象年齢（０～５歳児） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（か所）  １ １ １ １ １ 

確保の内容（か所）  １ １ １ １ １ 

対象年齢（小１～６年生） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（か所） １ １ １ １ １ 

確保の内容（か所）  １ １ １ １ １ 

 

【提供体制の確保策】 

子ども・子育て支援新制度では多様な教育や保育の事業を実施することとなっています。制度やサー

ビスの変更が生じても、制度の移行が円滑に行われるよう、利用希望者の相談に対し適切な情報提供を

一元的に実施し、子育て支援サービスの質の向上を図ります。今後、ニーズの推移を見ながら必要な支

援箇所の確保について検討してまいります。 

 

 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 
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（２）延長保育事業 

  

【事業概要】 

延長保育事業は、保護者の就労形態等の事情で在園児を対象に、保育時間（標準時間：１１時間、

短時間:８時間)を超えて保育する事業です。 

 

【市の取組の現状】 

勤務時間や通勤時間の都合で開所時間（１１時間保育）を超えて保育が必要な世帯を対象に実施し

ています。平成 26年度現在、市内２4箇所の公私立保育所と認定こども園で 11時間を超えて延長保育

を実施しています。 

 

■延長保育の実施箇所数 

 （下表は私立保育所のみの実績） 

 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

 年間対象人数（人）：Ａ 12,397 12,778 12,791 

 年間延べ利用人数（人）：Ｂ 27,229 27,187 28,227 

 月平均利用回数（回） 

（Ｂ／Ａ／12） 
0.18 0.18 0.18 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容等】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象人数（人） 1,885 1,850 1,822 1,795 1,768 

月平均利用回数（回） 0.18回 0.18回 0.18回 0.18回 0.18回 

量の見込み（人） 339 333 328 323 318 

確保の内容（人） 339 333 328 323 318 

 

【提供体制の確保策】 

量の見込み以上に確保しており、現状を維持し、引き続き事業を行います。 
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（３）放課後児童クラブ 

  

【事業概要】 

放課後児童クラブは、保護者の就労等により、放課後家庭において適切な監護が受けられない児童

を対象とし、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。 

 

【市の取組の現状】 

放課後児童クラブは、児童館・児童センター、小学校の空き教室、専用のクラブ室等を拠点として、各

小学校区に１から２クラブ、市全体で 15 クラブが設置されています。その利用者は、平成２５年度まで５

か年間概ね横ばい傾向にありますが、クラブにより利用規模に大きな差があり、利用者が多いクラブでは

施設面積が限界に近いところも出てきています。 

 

■放課後児童クラブ実績（小１～３年生） 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

 対象者数（人） 1,315  1,258  1,258  1,247  1,277  

 利用実人数（人） 536  535  545  535  540  

 利用率（％） 40.8% 42.5% 43.3% 42.9% 42.3% 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容等】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

対象年齢（小１～３年生） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

 推計児童数（人） 1,302  1,258  1,235  1,228  1,201  

 平均利用率（％） 41.6% 41.7% 41.7% 42.1% 42.3% 

 量の見込み（人） 542 525 515 517 508 

 確保の内容（人） 542 525 515 517 508 

対象年齢（小４～６年生） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

 推計児童数（人） 1,249  1,272  1,260  1,302  1,258  

低学年からの 

継続利用率（％） 
36.0%  38.4%  39.3%  40.6%  39.6%  

 量の見込み（人） 195 202 202 209 201 

 確保の内容（人） 195 202 202 209 201 

 

【提供体制の確保策】 

放課後児童クラブについては、子どもの人口の減少に伴い、平成２７年度をピークに、需要量も少し

ずつ減少していくことが予想されます。しかし、制度改正による対象年齢の拡大、中長期的な放課後児

童クラブの需要を見込み、需要の多い地域では平成 27年度に２か所、平成 28年度に２か所増設してい

きます。 
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（４）子育て短期支援事業 

 

【事業概要】 

子育て短期支援事業は、保護者の疾病や出産、冠婚葬祭等により、家庭での児童の養育が一時的

に困難な場合及び経済的理由などにより一時的に母子の保護を必要とする場合に、児童養護施設等

の実施施設で一時的に児童等をお預かりし、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目

的とする事業です。 

実施施設において、日中又は宿泊を含めた複数期日、児童等の養育・保護を行うショートステ

イ事業と、平日の夜間（午後又は夕方から概ね午後９時位）又は休日に児童を保護し、生活指導、

食事の提供等を行うトワイライトステイ事業があります。 

 

【市の取組の現状】 

ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業については、平成 26年度は児童養護施設、母子生活支

援施設の３施設で実施しています。 

利用の状況としては、子どもの養育について親族や知人等を頼ることができない家庭や、生活等に困

窮するなど、緊急一時的に利用する家庭が増えており、一部の家庭は継続的利用になっている状況が

みられます。 

 

■ショートステイ事業実績 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

年間利用延べ人数（人）  15 8 74 117 242 

設置か所数  1 1 1 3 2 

 

■トワイライトステイ事業実績 

 
Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

年間利用延べ人数（人）  0 0 4 24 6 

設置か所数  1 1 1 2 2 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容等】 

■ショートステイ事業 

「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（人日） 240 255 270 285 300 

確保の内容（人日） 240 255 270 285 300 

確保の方策（か所） 4 4 4 4 4 
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■トワイライトステイ事業 

「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（人日） 24 48 72 96 120 

確保の内容（人日） 24 48 72 96 120 

確保の方策（か所） 3 3 3 3 3 

 

【提供体制の確保策】 

現在、ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業を実施している施設が市内に３か所あります。利

用者のニーズに対応するため、利用者のニーズを捉えながら引き続き事業を継続します。また、里親の

活用等もしながら、要保護児童に対する支援に資する事業との連携により、支援が必要な家庭への対

応ができるようにします。 
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（５）乳児家庭全戸訪問事業 

  

【事業概要】 

乳児家庭全戸訪問事業は、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭〔新生児訪問（生後２か月ま

で）を含む〕を訪問し、子育て支援情報の提供や養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる

事業です。 
 

【市の取組の現状】 

新生児訪問（生後２か月まで）とこんにちは赤ちゃん訪問(生後２か月から４か月まで)事業を実施して

おり、訪問家庭数の 90％以上は、複数回数の訪問を実施しています。 
 
■新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問事業実績 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

出生数(人）  416 390 458 402 415 

訪問数(人）  403 381 445 396 408 

訪問率（％） 96.9% 97.7% 97.2% 98.5% 98.3% 

 
【提供区域】 

１区域（市全体） 
 
【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（人） 

（０歳児人口） 
388 378 368 358 348 

訪問率（％） 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

０歳児人口×訪問率（人） 380 370 361 351 341 

実施体制(人） 25 25 25 25 25 

実施機関 

倉吉市保健 

センター 

倉吉市保健 

センター 

倉吉市保健 

センター 

倉吉市保健 

センター 

倉吉市保健 

センター 

子育て総合支援

センター・保育所 

子育て総合支援

センター・保育所 

子育て総合支援

センター・保育所 

子育て総合支援

センター・保育所 

子育て総合支援

センター・保育所 

 
【提供体制の確保策】 

社会を取り巻く変化を的確に捉え、現行の体制を維持しながら事業を実施します。 

実施内容としては、①育児に関する不安や悩みの相談への助言②子育て支援に関する情報提供③

親子の心身の状況や養育環境の把握④要支援家庭に対する提供サービスの連絡調整等を行います。 

実施体制は、保健センターの保健師、子育て総合支援センター、公立保育園の保育士の他、非常勤

の保健師、保育士等が、乳児のいるすべての家庭を訪問し、各機関と連携をとりながら保護者が地域と

つながりを持ち、安心して子育てができるような環境づくりを行います。また、里帰り出産などの場合にも、

自治体間の連絡体制をとり同様のサービスが受けられるようにします。 

なお、平均訪問率（98.0％）については、出産後に母子が長期間にわたり里帰りや転居する場合、産

後休暇明けに職場復帰や保育所に入所する場合、その他の事情により家庭訪問が困難な家庭やケー

スがあることによるもので、この場合においては直接又は間接的に所在や理由等を確認することで対応

していきます。 
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（６）養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他、要保護児童等

の支援に資する事業） 

 

【事業概要】 

養育支援訪問事業は、養育支援が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。 

また、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業は、要保護児童地域対策協議会（子どもを守る地

域ネットワーク）（以下「協議会」という。）の機能強化を図るため、要保護児童対策地域協議会調整機関

（子ども家庭課）（以下「調整機関」という。）職員やネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する

事業です。 

 

【市の取組の現状】 

通報や相談のほか、母子保健事業及び乳児家庭全戸訪問事業により、保護者の養育を支援すること

が特に必要と認められる児童や、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と

認められる妊婦（特定妊婦）等の把握に努めています。また、これら支援が必要な児童や妊婦等に対し、

関係機関と連携して、家庭の状況に応じた迅速な対応を行うとともに、予防の促進を行っています。 

また、協議会構成員や調整機関職員を対象とした研修や各種会議を実施して、構成員の専門性向

上と連携強化を図っています。 

 

■養育支援訪問事業実績（事業開始：Ｈ22年 10月） 

 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

訪問実人数（人） ― 2 3 5 4 

訪問延べ人数（人） ― 34 65 72 52 

 

■要保護児童対策地域協議会の活動状況 

※参照：第２章の４.子育て施策の現状、（７）要保護児童対策地域協議会の活動状況 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■養育支援訪問事業の「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

量の見込み（人日） 

（利用延べ人数） 
120 150 180 210 240 

確保の内容（回数） 120 150 180 210 240 

※本市では、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の量の見込みと確保の方策については設定し

ないこととします。 

 

【提供体制の確保策】 

乳児家庭全戸訪問事業や母子保健の取組等の中で、養育支援の必要な家庭を把握し、利用へとつ

なげていきます。 

また、要保護児童の早期発見、適切な対応及び予防のため、支援のネットワークの調整機関である要

保護児童対策地域協議会の機能及び体制、関係機関との連携を強化するとともに、関係職員の研修を

実施し、支援内容の充実を図ります。 
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（７）地域子育て支援拠点事業 

 

【事業概要】 

地域子育て支援拠点事業は、公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子が気軽

に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場所を提供する事業です。 

 

【市の取組の現状】 

子育て支援センターを４か所（うち３か所は保育所併設型、１か所はセンター型）で開設しています。

未就学児とその家族を対象に、交流の場の提供、子育ての相談、情報提供、子育てセミナーや各種講

座・イベントのほか、母子保健や他の子育て支援事業と連携した多様な事業を実施しています。 

 

■地域子育て支援拠点事業実績 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

対象者数（０～５歳）（人） (Ａ) 2,578 2,490 2,515 2,451 2,417 

対象者数（０～２歳）（人） (Ｂ) 1,319 1,269 1,205 1,211 1,196 

利用延べ人数（人） (Ｃ) 17,613 13,033 16,565 19,979 21,492 

支援センター0～2 歳 

延べ利用人数推計（人） 

(Ｄ) 

 (Ｃ×0.555 

×0.8） 

7,820 5,787 7,355 8,871 9,542 

支援センター0～2 歳 

平均延べ利用率（％） 

(Ｅ)  

(Ｄ／Ｂ） 
592.9% 456.0% 610.4% 732.5% 797.8% 

支援センター数  4 4 4 4 4 

※（Ｄ）欄の数値は、支援センター利用者のうち子どものみの割合が平均 55.5％で、その子どもの 

うち０～２歳児の割合が平均で約８割あることから利用人数を算出 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

 
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 1,148 1,164 1,134 1,104 1,074 

利用率（％） 809.0% 809.0% 809.0% 809.0% 809.0% 

量の見込み（人日） 9,287 9,417 9,174 8,931 8,689 

確保の内容（か所） 4  4  4  4  4  

 

【提供体制の確保策】 

 主に就園前の児童とその家族が利用する施設となっており、保育所とともに子育て支援の拠点として

の機能を担っていますが、センター型に利用が集中する傾向にあります。 

 必要量は現状で確保できますが、事業実施場所等について、ニーズや事業内容等を考慮しながら適

正な配置を検討していきます。 
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（８）一時預かり事業 

 

【事業概要】 

一時預かり事業は、幼稚園（本市では認定こども園の幼稚園部分）在園児を対象とした預かり保育事

業と、就学前までの保育所を利用していない児童を対象として、保護者の疾病、出産及び親族の看護、

育児疲れなどでリフレッシュしたいとき等に保育所、認定こども園等で一時的に預かる事業です。 

 

【市の取組の現状】 

平成 26 年度現在、すべての認定こども園で、在園児を対象とした預かり保育事業を実施し、保育所

における一時預かり事業については、５箇所の保育所で実施しています。 

 

■保育所における一時預かり事業の利用実績（対象年齢：０～５歳児） 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

対象者数（人）：Ａ 2,611 2,578 2,490 2,515 2,451 

利用実人数（人） 66 72 53 58 39 

利用延べ人数（人）：Ｂ 308 409 301 339 262 

利用率（％）（Ｂ／Ａ） 11.8% 15.9% 12.1% 13.5% 10.7% 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（認定こども園）１号認定子どもによる利用（３～５歳児） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 1,219 1,194 1,192 1,148 1,164 

量の見込み（人日） 438 429 429 413 419 

確保の内容（人日） 438 429 429 413 419 

 

（認定こども園）２号認定子どものうち教育の利用希望の強いと想定される者（３～５歳児） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 1,219 1,194 1,192 1,148 1,164 

量の見込み（人日） 22,963 22,493 22,454 21,625 21,927 

確保の内容（人日） 22,963 22,493 22,454 21,625 21,927 

 

（認定こども園以外） 対象年齢（０～５歳児） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 2,367 2,358 2,326 2,252 2,238 

量の見込み（人日） 253 252 249 241 239 

確保の内容（人日） 253 252 249 241 239 
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【提供体制の確保策】  

① 1号認定子ども及び 2号認定子どもによる一時預かり 

認定こども園の一時預かりは、在園児の利用によるものが大半であり、３～５歳児の在園児が一時預

かりを利用される場合を見越して、各園が１号認定子ども及び２号認定子どもの利用定員を設定される

見込みであることから、必要量は確保できるものと考えます。 

新制度では、地域子ども子育て支援事業の一時預かり事業を活用し、市内認定こども園に委託して

確保していきます。  

② 認定こども園以外の一時預かり（主に保育所を想定） 

現在の認可保育所での一時預かり事業を継続していきます。 
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（９）病児保育事業 

 

【事業概要】 

病児保育事業（病児・病後児保育事業）は、保育所や幼稚園（認定こども園）、小学校（３年生まで）等

に通園・通学する児童が、病気または病気回復期にあるため、集団保育が困難な児童を保育所・医療

機関等に併設された専用室で預かり、保護者の子育てと就労等の両立を支援する事業です。 

 

【市の取組の現状】 

市では、「病児保育事業」を平成 24 年７月に厚生病院内に開設した「きらきら園」で実施しています。

また、「病後児保育事業」は野島病院の「すくすく園」で実施しています。平成 26 年度からは、小学３年

生まで対象年齢を拡大し、併せて届出保育施設（事業所内保育所、無認可保育所等）に通園する子ど

もも新たに対象としました。 

 

■病児保育事業実績（病児・病後児の合計） 対象年齢（０～５歳児） 

  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

対象者数（人年） 20,234 20,455 20,143 23,820 23,695 

利用延べ人数（人） 161 234 347 469 506 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

対象年齢（０～５歳児） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人年） 22,892 22,861 22,601 21,936 21,848 

量の見込み（人日） 547 546 540 525 522 

確保の内容（人日） 547 546 540 525 522 

対象年齢（小１～小６年生） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人年） 30,780 30,456 30,012 30,360 29,400 

量の見込み（人日） 93 91 90 91 88 

確保の内容（人日） 93 91 90 91 88 

 

【提供体制の確保策】 

病児保育事業（病児・病後児保育事業）について、現在対象児童を受入れられる施設が市内に２か

所しかなく、収容人数に制約があることから、希望されるときに利用できない場合も生じることが想定され

ます。中・長期的な検討課題として、病後児保育については、現在の施設の病児保育への転換と保育

所併設型の病後児保育室の整備も視野に入れながら、受入れ体制の充実について検討していきます。 
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（１０）ファミリー・サポート・センター事業 

 

【事業概要】 

ファミリー・サポート・センター事業は、育児の援助をしたい方（提供会員）と、育児の援助をしてほしい

方（依頼会員）が会員となり、地域の中で助け合いながら子育ての援助活動をする会員組織で相互の活

動の連絡･調整を実施する事業です。 

 

【市の取組の現状】 

ファミリー・サポート・センターを平成 22 年 12 月に開設し、会員数も年々増加しています。平成 26 年

度から依頼会員の対象年齢を中学３年生まで拡大しました。 

 

■ファミリー・サポート・センター事業実績 

 
Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

対象者数（０～１１歳）（人） 5,094 5,056 5,002 4,963 

対象者数（０～５歳）（人） 2,578 2,490 2,515 2,451 

利用延べ件数（件） 18 112 160 193 

提供会員数（人） 24 29 34 34 

依頼会員数（保護者）（人） 40 82 114 155 

未就学児会員数（人） 43 83 118 164 

低学年会員数（人） 1 2 10 18 

高学年会員数（人） 1 3 2 2 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

対象年齢（０～５歳児） 

 
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 2,367 2,358 2,326 2,252 2,238 

利用率（％） 10.9% 12.4% 13.9% 15.4% 16.9% 

量の見込み（人日） 258 292 323 347 378 

確保の内容（人日） 258 292 323 347 378 

 

対象年齢（小１～小３年生） 

 
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 1,311 1,256 1,225 1,219 1,194 

量の見込み（人日） 13 12 12 12 12 

確保の内容（人日） 13 12 12 12 12 
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対象年齢（小４～小６年生） 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

対象者数（人） 1,254 1,282 1,276 1,311 1,256 

量の見込み（人日） 12 13 13 13 12 

確保の内容（人日） 12 13 13 13 12 

 

【提供体制の確保策】 

会員数は年々増加傾向にありますが、提供会員（両方会員を含む）については、開設後４年が経過し、

この１・２年の傾向としては、微増の状態となっています。 

提供会員の確保対策として、養成講座の開催や様々な機会を捉えて周知を図り、呼びかけを行って 

いきます。 

また、依頼会員については、必要な人の利用につながるよう、随時の相談に加え、相談しやすい体制

をつくるとともに、病院・ショッピングセンター等、子育て世帯が足を運びやすい場所や自治公民館等へ

のポスターやチラシ等の配布、さらにメール配信等も活用しながら、制度の周知徹底を図ります。 

また、安定した組織運営を行うため、会員への情報提供や研修会、さらに交流会等を通じて会員相互

の親睦や情報共有を行います。 
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（１１）妊婦健康診査 

  

【事業概要】 

妊婦健康診査は、妊婦の健康の保持増進を図り、安全、安心な妊娠、出産に資するために適切な健

診を行う事業です。 

 

【市の取組の現状】 

妊婦の健康管理を目的とし医療機関に委託して健診を実施しており、14 回までの公費助成を行って

います。 

 

■妊婦健康診査の実績 

 
Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

受診票交付者数（人） 446 488 498 454 412 

延受診数(人） 4,688 5,353 5,492 4,787 5,219 

１人当たり受診票使

用枚数（枚） 
10.5 11 11 10.5 12.7 

 

【提供区域】 

１区域（市全体） 

 

【事業の見込みと確保内容】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

  Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

受診票交付者数（人）  442 438 434 430 426 

1人当たり受診票使

用枚数（枚） 
 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 

延受診者数（人） 

（量の見込み） 
 4,906 4,862 4,817 4,773 4,729 

確保の方策（人） 

実施場所 

厚生病院・レデ

ィ－スクリニッ

クひまわり・う

つぶきクリニッ

ク・あけしまレ

ディースクリニ

ック・県内医療

機関等 

厚生病院・レデ

ィ－スクリニッ

クひまわり・う

つぶきクリニッ

ク・あけしまレ

ディースクリニ

ック・県内医療

機関等 

厚生病院・レデ

ィ－スクリニッ

クひまわり・う

つぶきクリニッ

ク・あけしまレ

ディースクリニ

ック・県内医療

機関等 

厚生病院・レデ

ィ－スクリニッ

クひまわり・う

つぶきクリニッ

ク・あけしまレ

ディースクリニ

ック・県内医療

機関等 

厚生病院・レデ

ィ－スクリニッ

クひまわり・う

つぶきクリニッ

ク・あけしまレ

ディースクリニ

ック・県内医療

機関等 

受 診 票 

交付枚数 

1人 14枚 

クラミジア検査

1 枚 

多胎 5 枚追加 

1人 14枚 

クラミジア検査

1 枚 

多胎 5 枚追加 

1人 14枚 

クラミジア検査

1 枚 

多胎 5 枚追加 

1人 14枚 

クラミジア検査

1 枚 

多胎 5 枚追加 

1人 14枚 

クラミジア検査

1 枚 

多胎 5 枚追加 

 

【提供体制の確保策】 

妊婦の健康管理の拡充及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確保しま

す。また、健診を実施する医療機関等と連携体制を図り、適切な支援を行います。 

検査項目に関しては、鳥取県が定める診査項目により、鳥取県が推奨する１４回の健診を実施します。 

また、里帰り出産等で県外の医療機関を受診する方が安心して受診できるよう、母子健康手帳交付時

に制度の説明を行うなど、対象者への制度の周知徹底を図ります。 
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規事業】 

  

【事業概要】 

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又は行事への参加に要する費用等を助

成する事業です。 

 

【市の対応方針】 

本市では、新制度移行後の各施設の実費徴収の状況を見ながら補足給付の実施の有無を検討する

こととし、計画期間中の当事業の実施に係る量の見込み及び確保方策等は設定しないこととします。 

 

 

 （１３）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【新規事業】 

  

【事業概要】 

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や、その他の多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

【市の対応方針】 

本市では、特定教育・保育の必要量に対して必要となる施設が確保できているため、新制度移行後

の状況を見ながら必要に応じて検討することとし、計画期間中の当事業の実施に係る量の見込み及び

確保方策等は設定しないこととします。 
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（１）認定こども園の普及に係る基本的考え方 

 

（１）認定こども園の普及に係る基本的考え方 
 

○平成 27 年度からの本市の幼児期の学校教育・保育施設は、保育所 23 施設、幼保連携型

認定こども園３施設になります。認定こども園は、保護者の就労状況及びその変化によら

ず、柔軟に子どもを受け入れられるという特長があることから、どの地域でも選択できる

環境になることが望ましいと考えます。 

○現在、認定こども園は上井・成徳・明倫地区に設置されており、特定の地域に集中して

いるため、今後、認定こども園の利用状況やニーズ等を把握したうえで、保育所からの移

行を検討していきます。 

○特に中山間地域においては、状況をみながら公立保育園の認定こども園への移行を検討

していきます。 

  

（２）質の高い学校教育・保育の提供 
 

○質の高い学校教育・保育を行うために、幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び保

育所保育指針で求められる保育や多様なニーズに対応できるよう、今後においても保育教

諭、保育士等関係職員の研修を実施し人材育成に努めます。 

○小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一貫性を確保するよう、小・中学校と保

育所、認定こども園との連携を図ります。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業の推進 
 

○各家庭、子どもの状況に応じた子ども・子育て支援給付を保障するとともに、関係機関

等との連携を図りながら地域のニーズに応じた地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊

娠・出産期から切れ目のない多様かつ総合的な支援を行っていきます。 

４ 認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援

の推進方策に係る事項 

105



 

 

１ 放課後子ども総合プランの趣旨・目的 

  共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべて

の就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放

課後児童クラブと放課後子ども教室（地域住民等の参画を得て、放課後等にすべての児童を対

象として学習や体験・交流活動などを行う事業）の計画的な整備等を進めるものです。 

 

２ 推進に向けての本市の基本方針 

 すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる

居場所づくり及び子どもの体験・活動を支援する地域の教育力向上並びにネットワークづくり

を計画的に推進します。 

 

３ 事業量の目標 

① 放課後児童クラブの平成 31 年度の目標事業量 

  ※参照：第４章の３「地域子ども・子育て支援事業」の（３）放課後児童クラブ  
 

② 一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に係る平成 31 年度の目標事業量 
 

  Ｈ２７ Ｈ３１ 

設置箇所数  ０か所 ８か所 
 

    現在、児童館・児童センターで放課後児童クラブを実施している８か所について、一体

型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に努める。 
 

③ 放課後子ども教室の平成 31 年度までの整備計画 

    すでに各地区に設置されている放課後子ども教室を維持していく。 
 

  Ｈ２７ Ｈ３１ 

設置箇所数  14か所 14か所 

 

４ 推進のための具体的な施策 

① 放課後児童クラブの児童と放課後子ども教室の児童が、共通の活動プログラムに参加でき

るよう、定期的な打ち合わせの場を設ける等、計画段階から相互の連携に努める。 

② 活動プログラムの充実を図るためのネットワークづくり及び研修機会の充実に努める。 

③ 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の活動場所として、小学校の余裕教室等の有効活

用を図る。 

④ 放課後子ども教室実施日には、特別教室、体育館、校庭、図書室等の一時利用を推進する。 

放課後児童クラブの新設、改築を行う場合は、小学校の余裕教室の活用を検討する。 

⑤ 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的又は連携による事業を実施する場合は、 

教育委員会と福祉部局が連携して取組を推進する。 

⑥ 平成 27年度より公立放課後児童クラブの開所時間を 30分延長するとともに、今後とも開

所時間の希望を調査、把握し、地域の実情に合わせた開所時間となるよう検討していく。 

放課後子ども総合プランの推進に向けての行動計画 

106



  

倉吉市ひとり親家庭等自立支援計画（母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画） 

 

  

はじめに 

 倉吉市では、平成 16 年度に次世代育成支援対策推進法に基づく倉吉市次世代育成支

援行動計画と一体的な計画として、「倉吉市ひとり親家庭等自立支援計画」（母子家庭

及び寡婦自立促進計画）を策定し、平成 17 年度から平成 21 年度までの前期計画、平

成 22 年度から平成 26 年度までの後期計画と、ひとり親家庭等をめぐる様々な状況を

踏まえ、施策を展開してきました。 

今回、平成 27年度から平成 31年度までの５か年計画を策定することとしましたが、

これまでの計画を継承し、ひとり親家庭等の就労と経済的な自立の促進をより一層図

っていくと共に、個々の家庭の安定と児童の健やかな成長に向けて、きめ細かな支援

に取り組みます。 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画の位置づけ 

 この計画は、平成 26 年４月に改正された母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条

に定める自立促進計画であり、同法第 11 条の規定に基づく「国の基本方針」を踏ま

え、本市の実情を反映させたものです。 

このたび、平成 16 年度から 10 年間継承してきた「倉吉市ひとり親家庭等自立支

援計画」（母子家庭及び寡婦自立促進計画）を基に、倉吉市子ども・子育て支援事業

計画と一体的に策定することとして、母子関係施設や母子寡婦福祉団体で構成され

た検討委員会を開催し、国政や情勢の変化等に対応し、必要に応じた見直しを行い、

これから５年間の計画を策定しました。 

 

（２）計画期間 

 この計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。 

 

（３）計画の対象 

 この計画の対象は、母子家庭、父子家庭及び寡婦とします。 

 

（４）計画における用語の定義 

 母子家庭・・母と 20歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含みます。 

 父子家庭・・父と 20歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含みます。 

 寡婦・・・・かつて母子家庭の母であって、子どもが成人し、現在も配偶者のない 

 寡婦・・・・状態にある方。 

 ひとり親家庭等・・・・・・・・・・母子家庭、父子家庭、寡婦 

 ひとり親等・・・・・・・・・・・・母子家庭の母、父子家庭の父 
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■ 引用している調査 

 ・「平成 25 年度 鳥取県ひとり親家庭等実態調査」＜鳥取県実施＞ 

（以下、「鳥取県調査」） 

対象 

母子世帯・・・・・・父のいない児童がその母によって養育されている世帯のうち、

児童扶養手当受給資格者世帯（全数） 

父子世帯・・・・・・母のいない児童がその父によって養育されている世帯のうち、

児童扶養手当受給資格者世帯（全数） 

寡婦世帯・・・・・・65 才未満の配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女

子として児童を扶養していたことのある者からなる世帯（全数） 

 

■ 特に注記のない統計数字及びグラフは倉吉市の調査によります。 

                                                                              

 

２ ひとり親家庭等の状況 

(１) ひとり親世帯となった理由 

  ひとり親世帯となった理由は、母子世帯では 88.0％が離婚、次いで未婚の母が

9.0％となっており、父子世帯では、92.0％が離婚、次いで死別が 3.0％となってい

ます。                         

 

（出典）鳥取県調査   

 

 

 

(２) 現在の雇用形態 

  雇用形態について、母子世帯では「正規の職員・従業員」が 50.2％、「臨時・パー

ト」が 39.1％となっています。 

父子世帯では、「正規の職員・従業員」が 64.8％、「臨時・パート」が 14.3％とな

っています。 
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（出典）鳥取県調査  

 

 

 

(３) 現在、不就業で就職したい方の就業していない・就業できない理由 

  「病気等で働けない」方が、母子世帯の 28.2％、父子世帯の 11.1％、寡婦世帯の

21.1％を占めています。また、「休日の条件があう仕事がない」方は、母子世帯の

39.7％、父子世帯の 44.4％を占めており、「時間的に条件のあう仕事がない」方が母

子世帯 24.4％、父子世帯 22.2％を占めています。 

 

（出典）鳥取県調査  
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(４) 現在持っている資格と今後取得したい資格 

  資格を持っている人の中で、母子世帯の母が最も多く持っているのは「簿記」で、

次いで「パソコン」となっています。父子世帯の父でも、「簿記」が最も多く、次い

で「訪問介護員」「大型・第二種自動車免許」と続いています。 

  今後取得したい資格は、母は「パソコン」が最も多く、次いで「医療事務」「介護

福祉士」となっています。父は「大型・第二種自動車免許」が最も多く、次いで「行

政書士」「調理師」並びに「パソコン」となっています。 

  

 

（出典）鳥取県調査  
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（出典）鳥取県調査  

 

※総数から無回答・無効回答を除いて算出しています。 

 

 

(５) 求職活動中の課題・問題点 

 母子世帯では、「求人自体が少なかった」が 45.1％と最も多く、次いで「子どもが

小さいことが問題になった」が 34.3％、「年齢制限があった」が 29.8％となってい

ます。父子世帯では、「年齢制限があった」が 54.3％、「求人自体が少なかった」が

41.3％、寡婦世帯では、「求人自体が少なかった」が 38.2％を占めています。 
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（出典）鳥取県調査  

 

 

 

(６) 離婚したひとり親世帯における養育費の状況 

  離婚が理由でひとり親となった世帯において、離婚にあたり養育費の取り決めを

行っている世帯は、母子世帯で 35.5％、父子世帯で 21.5％となっています。さらに、

実際に養育費の受け取りができている世帯は、母子世帯では 20.1％、父子世帯は

11.8％となっています。 

 

（出典）鳥取県調査  
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(７)ひとり親世帯の親の年間就労収入 

  母子世帯の母の年間就労収入は、「100～200 万円未満」が 36.2％で最も多く、「200

～300 万円未満」が 31.1％、「100 万未満」が 13.6％で、200 万円未満が 49.8％と約

半数を占めています。 

  父子世帯の父の年間就労収入は、「200～300 万円未満」が 33.3％で最も多く、200

万円未満は 25.9％となっています。 

  寡婦世帯の母の年間就労収入は、「100～200 万円未満」が 34％で最も多く、200

万円未満が 51％を占めています。                    
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（出典）鳥取県調査  

※総数から無回答・無効回答を除いて算出しています。 

 

 

(８) ひとり親世帯の年間総収入 

  ひとり親世帯の年間総収入は、母子世帯、父子世帯とも「200～300 万円未満」が

最も多く、それぞれ 27.9％、28.8％を占めています。 

        

（出典）鳥取県調査   

※総数から無回答・無効回答を除いて算出しています。 
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(9)現在、困っていること 

  いずれの世帯においても、「生活費」が一番多く、母子世帯の 73.2％、父子世帯の

76.1％を占めています。寡婦世帯では、「自身や家族の健康」が最も多く、60.7％を

占めています。 

 

（出典）鳥取県調査   

 

 

 

(10) 倉吉市における児童扶養手当受給資格者数の推移  

倉吉市における児童扶養手当受給資格者は、平成 23 年度～25 年度までは、ほぼ横

ばいの人数となっていますが、平成 26 年度にかけて、増加傾向にあります。 

                                  単位:人 

年 度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

人 数 697 685 687 683 698 

※受給資格者数は 12 月末現在の数値 
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(11)倉吉市におけるひとり親家庭等からの相談状況の推移      

相談に訪れる方は、年間約 170 人となっています。相談内容は、経済的支援に関

するものが最も多く、次いで、児童の養育、家庭内の問題、就労、母子生活支援施

設への入所の順となっています。 

単位:人、件 

年 度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

実 人 員 163 186 167 150 169 

相談延件数 331 336 424 403 433 

※母子・父子自立支援員が対応した相談件数。相談延件数は、１人の相談者が

複数の種類の相談をした場合は、それぞれでカウント 

 

 

 

３ ひとり親家庭等の課題 

 鳥取県ひとり親家庭等実態調査の結果を中心に、ひとり親家庭等の状況を見てきま

したが、倉吉市においても概ね同様の状況があると考えられます。 

 

● ひとり親世帯の年間就労収入は、母子世帯では、200 万円未満が全体の半数を占め

ており、父子世帯でも 200 万円未満が全体の 25.9％を占めています。また、生活

の中で困っていることは、母子・父子世帯ともに「生活費」が 70％以上と多くな

っており、依然として経済的な不安が多くの方に見られることから、母子家庭・

父子家庭への経済的自立と安定に向けた支援が必要です。 

● ひとり親家庭等の自立のためには、就業機会の確保が極めて重要であり、就業に

必要な知識や資格取得の支援を含め、個々の事情に応じたきめ細やかな支援体制

が必要となっています。 

● 就業できない理由として、子どもの世話をする人がいない、休日、時間など条件のあ

う仕事がないという回答が上位を占めており、子育てしやすい社会づくりの推進が必

要です。 

● 離婚等により、ひとり親家庭となった子どもへ支払われるべき養育費については、

半数以上の世帯で取り決めがありません。取り決めがない要因として、養育費の

負担は子どもに対する親としての義務であるという認識の欠如と、実際の履行の

可能性や手続きの煩雑さからの躊躇が考えられ、啓発の実施と手続きへの支援が

必要です。 

● 母子・父子自立支援員のもとに、年間 170 人近い相談者が訪れており、それぞれ

に応じた支援を行っていますが、相談窓口がどこなのか市民の方に伝わっていな

い面もあることから、制度等も含め様々な媒体を使ったさらなる周知が必要です。 

 ● ひとり親家庭における課題の一つとして貧困の連鎖があります。子どもたちが将

来に希望と見通しを持ち、自立に向かって選択肢を広げ、安定した生活を築いて

いくことができるような支援が必要です。 
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① 相談機能の充実 

４ 計画推進のために取り組む施策 

ひとり親家庭等の誰もが安心して生活でき、子どもの健やかな成長を支援するには、

それぞれの世帯に応じたきめ細かい支援の展開が必要であり、行政や関係機関等の支

援はもちろん、職場や地域住民等地域のさらなる協力が必要となります。 

このような視点で、本市での取組を実施します。 

 

(１) 施策の体系 

 子ども・子育て支援事業計画の施策の体系では基本目標３「特別な配慮を要する子

どもや家庭への支援」の基本施策３「ひとり親家庭への支援」に位置づけられており、

この計画においては、子ども・子育て支援事業計画の施策の体系に基づき、下記の具

体的施策を進めていきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

 

 

 

(２) 具体的施策の内容 

① 相談機能の充実 

ひとり親家庭等の抱えている子育て・生活・就労等の問題についての身近な相談窓

口として、母子・父子自立支援員等による相談体制や情報提供体制を充実していきま

す。また、より専門性の高い相談には、適切な相談窓口への案内役となり、個々のニ

ーズに応じた対応に努めます。さらに、母子生活支援施設や母子寡婦福祉団体等地域

の関係機関と連携し、相談支援のネットワーク化を図ります。 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

 

１  

 

母子・父子

自立支援員

等による相

談 

母子・父子自立支援員等が、ひとり親家庭等の抱える

様々な悩みや不安を取り除くよう相談を受けている。

また、各種制度の説明や情報提供等を行い、ひとり親

家庭等の自立を支援する。 

○ ○ ○ 子ども家庭課 

２  

相談窓口及

び各種制度

の広報 

相談窓口や各種制度の紹介は、市報やホームページ、

パンフレット等を通した情報提供を充実し、ひとり親

家庭等の方が、必要としている情報を入手するうえで

の利便性の向上を図る。 

 

○ ○ ○ 〃 

③ 就労支援体制の充実 

④ 経済的支援の実施 

⑤ 養育費の確保の推進 

② 子育て･生活支援の充実 

⑥ 母子父子寡婦福祉団体の活動への支援と連携 
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３  

関係機関・

施設等との

連携 

ひとり親家庭等の自立に向けて、母子生活支援施設や

母子寡婦福祉団体等地域の関係機関と連携し、それぞ

れの家庭に応じたきめ細かい支援を行う。 

○ ○ ○ 子ども家庭課 

 

② 子育て・生活支援の充実 

ひとり親等が、安心して子育てと仕事ができるよう、子育ての相談や情報提供、多

様な保育ニーズに対応する各種子育て支援事業の充実を図ります。 

さらに、ひとり親家庭等の生活の自立に向けた生活の場の確保、地域における相互

扶助による子育てや生活面での支援を推進します。 

（※子育てに関する支援については、第 3 章を参照） 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

４  

母子生活支

援施設への

入所 

保護及び自立促進に向けた生活を支援する必要のあ

る、配偶者のいない女子とその児童について、母子生

活支援施設の入所を措置し支援を行う。  

○ － － 子ども家庭課 

５  
公営住宅の

優先入居  

収入が少なく生活が困窮している母子家庭・父子家庭

の、公営住宅の優先的な入居を配慮する。  
○ 

 

○ 

 

－ 景観まちづくり課 

６  

鳥取県あん

しん賃貸支

援事業 

賃貸住宅を経営する家主・不動産店と鳥取県・市町

村・福祉関係者等が連携して、子育て世帯等の「住宅

の確保に配慮を要する方」の住まいの確保と安定を支

援する。  

 

○ 

 

○ － 子ども家庭課 

７  

母子家庭等

日常生活支

援事業 

技能習得のための通学･就職活動・疾病･出産･冠婚葬

祭等により、一時的に生活援助、保育サービスが必要

な家庭に支援員を派遣する。（鳥取県が鳥取県母子寡

婦福祉連合会に委託し実施） 

 

○ 

 

○ ○ 

 

〃 

 

８  
学習支援事

業 

子どもと親が将来的に自立できる選択肢を広げるた

め、学習の機会を確保し、学力と意欲の向上を支援す

る。 

 

○ 

 

○ － 〃 

 

③ 就労支援体制の充実 

ひとり親家庭等が、十分な収入を得られ安定した生活を営むことができるよう、就

労相談と職業能力育成のための支援を図ります。 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

９  
求人情報の

提供 

母子・父子自立支援員が、ハローワーク等の求人情報

を提供する。  
○ ○ ○ 子ども家庭課 

１０  

自立支援教

育訓練給付

金の支給 

指定された教育訓練講座を受講した場合に、受講費用

の 20％相当額を支給する。（限度額あり）  
○ ○ － 〃 

１１  

高等職業訓

練促進給付

金の支給 

看護師・介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格の

取得を支援するために、養成機関で 2 年以上修業する

場合において高等職業訓練促進給付金を支給する。 

○ ○ － 〃 
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１２  

パソコン講

座等（就業

支 援 講 習

会） 

就労に有利な知識･技能を習得するための講習会を開

催する。（鳥取県が鳥取県母子寡婦福祉連合会に委託し

実施） 

○ － ○ 〃 

 

④ 経済的支援の実施 

ひとり親家庭等の経済的な自立には、就労し十分な収入を得ることが必要ですが、

ひとり親家庭等の就労収入はきわめて低く、子どもの就学等も含め、児童扶養手当制

度、特別医療制度等各種支援制度に関する情報提供を行うとともに、各種利用料の減

免等経済的な支援を引き続き実施します。 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

１３  
各種利用料

の減免等  

家庭の経済的な状況に応じて、保育料の減免・放課後

児童クラブ利用料及び小学校・中学校における就学援

助等の充実を図る。 

○ ○ － 
学校教育課 

子ども家庭課 

１４  

各種貸付制

度の情報提

供及び利用

への援助  

母子父子寡婦福祉資金の貸付の相談を受け、必要な支

援や情報提供を行う。また、その他各種貸付制度につ

いても情報提供を行う。 

 

○ ○ ○ 子ども家庭課 

１５  
児童扶養手

当の支給 

18 歳未満の児童を養育しているひとり親家庭に対し、

手当てを支給する。（所得制限等あり）また、平成 26

年 12 月からは、公的年金との併給制限が緩和された。 

○ ○ － 〃 

１６  

小中学校入

学支度金の

支給 

ひとり親等が養育している児童（所得税非課税世帯）

が、小学校・中学校に入学する場合に、その養育者に

対して支度金を支給する。 

○ ○ － 〃 

１７  
災害遺児手

当の支給 

災害・事故等により、養育者が死亡あるいは障がいの

状態にある義務教育修了前の遺児に手当てを支給す

る。 

○ ○ － 〃 

１８  
特別医療費

の助成 

経済的な負担を軽減するため、18 歳までの児童を養育

している母または父とその児童（所得税非課税世帯）

を対象に、医療費を助成する。 

○ ○ － 医療保険課 

 

⑤ 養育費の確保の推進 

 ひとり親等の子どもが養育費を受け取れるよう、養育費についての取り決めの促進、

養育費の支払いについての社会的意識の醸成、相談や情報提供等養育費確保のための

支援を行います。 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

１９  
相談・情報

提供の実施  

養育費の確保についての相談･助言等を行うとともに、

法テラス・倉吉市社会福祉協議会・鳥取県男女共同参

画センター「よりん彩」等の法律相談を紹介する。 

○ ○ － 子ども家庭課 
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⑥ 母子父子寡婦福祉団体の活動への支援と連携 

ひとり親家庭等の自立には、身近な地域での支援が必要なことから、地域の母子父

子寡婦福祉団体等の活動を支援するとともに、さらなる連携の強化を図ります。 

 

 事業名 内       容 母 父 寡 所管課 

 
 
 

２０  

母子父子寡

婦福祉団体

の事業及び

活動への支

援 

母子・父子自立支援員による母子父子寡婦福祉団体の

紹介、母子父子寡婦福祉団体に対し、運営費補助金を

交付する。 

○ ○ ○ 子ども家庭課 

２１  

鳥取県ひと

り親家庭福

祉推進員設

置事業 

各地区の推進員が、同じひとり親等の立場で相談に当

たり、必要に応じて母子・父子自立支援員等の関係機

関との橋渡しを行う。 

（鳥取県の補助事業として、鳥取県母子寡婦福祉連合

会が実施） 

○ ○ ○ 〃 
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１ 倉吉市子ども・子育て支援事業計画策定の経緯 

 

２ 倉吉市内の児童福祉施設・学校等の状況 

 

３ 倉吉市子ども・子育て会議条例 

 

４ 倉吉市子ども・子育て会議委員名簿 

５  

５ 倉吉市ひとり親家庭等自立支援計画検討委員会名簿 

 

資 料 編 
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１ 倉吉市子ども・子育て支援事業計画策定の経緯 

開催日等 内 容 

平成25年 10 月 25 日

～11 月８日 

ニーズ調査 ・市内の未就学児、小学生の保護者約 1,000 人を対象に実施 

平成26年 ５月１日 第１回子ども・子育て

会議 

・会長・副会長の選出 

・今後の子ども・子育て会議のスケジュールについて 

・子ども・子育て会議の進め方について 

６月９日 第２回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画の骨子（案）について 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画の取りまとめ方法につい

て 

７月７日 第３回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画の骨子について 

・教育・保育の提供区域の設定（案）について 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画における教育・保育・子

育て支援の必要量の見込み（案）と確保の方策（案）について 

８月６日 第４回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画における教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（案）と確保の方策

（案）について 

・倉吉市子ども・子育て支援新制度の各種基準（案）について 

９月 30 日 第５回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画における教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の必要量の見込み（案）と確保の

方策（案）について 

11 月 18 日 第６回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

平成27年 １月８日 

～１月28日 

パブリックコメント  

１月 29 日 第７回子ども・子育て

会議 

・倉吉市子ども・子育て支援事業計画（案）について 
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（※以下の資料はいずれも平成27年３月１日現在）

【保　育　所】

オープ

ンデー

上北条 上北条保育園 私立 90 新田360-2 26-0066 7:00～19:00 ○ ○ ▲ 水曜

上 井 保 育 園 公立 60 福庭町2丁目152 26-0868 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

あゆみ保育園 私立 70 海田西町2丁目251 26-0638 7:00～19:00 ○ ○ ▲ 木曜

ひかり保育園 私立 40 上井町1丁目104 26-1389 7:15～19:15 ○ ○
第2第4
木曜

※
鳥取短期大学
附 属 保 育 園

私立 30 福庭854 26-9101 7:30～19:00 ○ ○ ▲ 水曜

倉吉東保育園 私立 120 上井781-1 26-3436 7:15～19:15 ○ ○ ▲ 月２回

西 郷 保 育 園 公立 80 下余戸129-1 26-2646 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

バ バ ー ル 園 私立 90 山根425 26-0211 7:00～20:00 ○ ○ ○ ○
第2第4
水曜

うつぶき保育園 私立 70 東昭和町177-1 22-2933 7:00～20:00 ○ ○ ▲ 水曜

どんぐり保育園 私立 120 上灘町41-1 22-0252 7:00～19:00 ○ ○ △ 水曜

倉 吉 愛 児 園 私立 100 東町342 22-3072 7:00～19:00 ○ ○ ▲ △ 月２回

めぐみ保育園 私立 50 仲ノ町742-2 22-3488 7:00～19:00 ○ ○ ○ △ 火曜

※ 倉 吉 保 育 園 私立 30 仲ノ町742-1 22-4680 7:40～18:30 ○ ○ ▲ 金曜

倉吉西保育園 公立 60 余戸谷町2970-1 22-2687 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

ひまわり保育園 私立 60 みどり町3180 23-0999 7:10～19:10 ○ ○ ▲ 木曜

※ 聖テレジア保育園 私立 24 福吉町1376-6 22-4659 7:30～19:00 ○ ○ ▲ 月3回

灘　手 灘 手 保 育 園 公立 45 尾原500-15 22-5405 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

社 保 育 園 公立 60 国分寺342-11 28-1755 7:20～18:50 ○ ○ 水曜

みのり保育園 私立 100 西福守町595 28-0018 7:00～19:00 ○ ○ ▲
月2回
火曜

向 山 保 育 園 私立 60 和田東町917 23-0836 7:00～19:10 ○ ○ 木曜

北　谷 北 谷 保 育 園 公立 45 沢谷289-1 28-1416 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

高　城 高 城 保 育 園 公立 90 上福田1104 28-2202 7:20～18:50 ○ ○ ○ 木曜

小 鴨 保 育 園 公立 90 中河原551-1 28-2836 7:20～18:50 ○ ○ ○ 月～金

西倉吉保育園 私立 70 西倉吉町2-23 28-2228 7:00～19:00 ○ ○ ▲
第1第3
火曜

上小鴨 上小鴨保育園 公立 60 鴨河内1731-1 28-0306 7:20～18:50 ○ ○ 木曜

関　金 関 金 保 育 園 公立 90 関金町関金宿2830-2 45-2853 7:20～18:50 ○ ○ ○ 月～金

※の保育所は認定こども園

△必要に応じて在園児のみ実施 ▲自主事業として実施

小　鴨

延長 休日

上　灘

開所時間 障が
い児

施　設　名 定員 所　在　地

西　郷

成　徳

明　倫

社

一時

２　倉吉市内の児童福祉施設・学校等の状況

電　話

特別保育

地区名

上　井
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【認定こども園】

上　井 私立 210 26-9101

成　徳 私立 170 22-4680

明　倫 私立 114 22-4659

【児童館・児童センター・児童集会所】

上　井 上井児童センター

西　郷 倉吉東児童センター

上　灘 上灘児童センター

中 央 児 童 館

福吉児童センター

社 社 児 童 セ ン タ ー

北　谷 北 谷 児 童 集 会 所

高城児童センター

上米積児童センター

小　鴨 小鴨児童センター

上小鴨 中 田 児 童 集 会 所

関　金 関 金 児 童 館

【放課後子ども教室】

上北条

上　井

上　灘

成　徳

灘　手

社

北　谷

高　城

小　鴨

上小鴨

関　金

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始

7:30～19:00

7:40～18:30

7:30～19:00

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始・盆

日曜・祝日・年末年始

休　館　日

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始・盆

保育・預かり保育

26-9985

26-3543

22-4545

22-8452

電　話

月曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始・盆

（開園時間）

福富268-5

上福田1103

上米積788-3

小鴨568-2

鴨河内2064-5

関金町関金宿200-1

私立

大平町360-1

所　在　地

上井781-1

所　在　地

公立

私立

認 定 こ ど も 園
鳥取短期大学附属幼稚園
鳥取短期大学附属保育園

認 定 こ ど も 園
倉 吉 幼 稚 園
倉 吉 保 育 園

電　話

福庭854

仲ノ町742-1

福吉町1376-6
認 定 こ ど も 園
聖 テ レ ジ ア 幼 稚 園
聖 テ レ ジ ア 保 育 園

施　設　名

高城公民館、小学校

公立

公立

私立

上灘町41-1

鍛治町1丁目2971-2

福吉町2丁目1514-7

西福守町594

公立

公立

灘手地区子どもいきいきプラン

関金地区子どもいきいきプラン

上北条公民館、小学校

上井公民館、小学校上井地区子どもいきいきプラン

西郷地区子どもいきいきプラン

上灘地区子どもいきいきプラン

成徳地区子どもいきいきプラン

小鴨地区子どもいきいきプラン

北谷公民館、小学校

公立

22-0233

29-6338

28-5588

定員

西郷公民館、小学校

施　設　名 開設場所

公立

明　倫

地区名

地区名

地区名

上北条地区子どもいきいきプラン

高　城

施　設　名

公立

公立

西　郷

西郷小学校放課後子ども教室 西郷公民館、小学校

関金公民館、小学校
土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

上小鴨公民館、小学校

GOGOやしろ塾

北谷地区子どもいきいきプラン

高城地区子どもいきいきプラン

上小鴨地区子どもいきいきプラン

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

平日の放課後
週３回程度実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

無料

無料

開　設　日

無料

保険料 805円

無料

無料

無料

無料

保護者利用料
（教材費は別）

無料

無料

無料

無料

無料

28-6523

小鴨公民館、小学校

上灘公民館、小学校

成徳小学校

社公民館、小学校

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

土、日、祝日、長期休業
中に年間７回前後実施

28-3370

28-3396

－

45-2732

火曜・祝日・年末年始

灘手公民館、小学校
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【放課後児童クラブ】

上北条 私立 上北条公民館内

上　井 公立 上井児童センター

西　郷 私立 倉吉東児童センター

上　灘 私立 上灘児童センター

成　徳 私立 成徳小学校内

明　倫 公立 中央児童館

私立 社児童センター

私立 社ふれあい会館

灘　手 私立 灘手小学校内

北　谷 公立 北谷児童集会所

高　城 公立 高城児童センター

小　鴨 公立 小鴨児童センター

上小鴨 私立 中田児童集会所

公立 関金児童館

公立 山守小学校内

【地域子育て支援センター】

【病児・病後児保育施設】

公立

私立

地区名 実施場所 備　　　　　考

社

倉吉市子育て総合支援センター「おひさま」

地区名 名　　　　　称

関　金

上　井 の び の び 子 育 て 支 援 セ ン タ ー

電　話

26-3436

病児保育室「きらきら園」

病後児保育室「すくすく園」
平日・土

8:30～17:30

東昭和町150
（鳥取県立厚生病院内
地域医療連携棟１階）

瀬崎町2714-1
（野島病院内）

電　話

23-3321

22-6231

45-2853

所　在　地 利用時間

小 鴨 保 育 園 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー

関 金 保 育 園 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー

公立

公立

施　　設　　名

小　鴨

関　金

上　灘 公立

国分寺342-2

尾原500

福富268-5

上福田1103

小鴨568-2

上井781-1

上灘町9-1

私立

高 城 児 童 ク ラ ブ

上 北 条児 童ク ラブ

ポ プ ラ 学 級

倉 吉 東学 童ク ラブ

ぶ る ー む 学 級

成 徳 学 童 ク ラ ブ

上井781-1

明 倫 児 童 ク ラ ブ

み の り ク ラ ブ

社 児 童 ク ラ ブ

灘 手 児 童 ク ラ ブ

北 谷 児 童 ク ラ ブ

上灘町41-1

仲ノ町733

鍛治町1丁目2971-2

西福守町594

500円/日
生活保護世帯・市町村
民税非課税世帯:無料

小 鴨 児 童 ク ラ ブ

上 小 鴨学 童ク ラブ

関 金 児 童 ク ラ ブ

山 守 児 童 ク ラ ブ

名　　　称

中河原551-1

所　在　地

新田422-1

大平町360-1

倉吉東保育園内

小鴨保育園内

関金保育園内

利用料金

1,500円/日
生活保護世帯・市町村
民税非課税世帯:無料
（別途受診料代必要）

平日
8:00～18:00

関金町関金宿2830-2

22-3914

28-2836

鴨河内2064-5

関金町関金宿200-1

関金町堀2163

所　　在　　地
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【児童養護施設】
施　　設　　名 定員 所　在　地 電　話

因 伯 子 供 学 園 私立 45 みどり町3249 22-2639

【知的障害児施設】
施　　設　　名 定員 所　在　地 電　話

皆 成 学 園 公立 80 みどり町3564-1 22-7188

【障害児通所支援事業所】
施　　設　　名 所　在　地 電　話

倉吉東こどもの発達ﾃﾞｲ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 上井781-1 48-1605

皆 成 学 園 みどり町3564-1 22-7188

中 部 療 育 園 南昭和町15 22-7191

【母子生活支援施設】
施　　設　　名 所　在　地 電　話

倉 明 園 上井550-3 26-4326 定員　20世帯

倉 明 園（小規模分園型） 海田西町１丁目285 定員　5世帯

ブ ル ー イ ン タ ー 福守町407-14 48-2138 定員　30世帯

【児童家庭支援センター】
施　　設　　名 所　在　地 電　話

く わ の 実 山根583-3 24-6306

私立

公立

公立

私立

私立

私立

私立

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考
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【小　学　校】
学　　校　　名 電　話

上 北 条 小 学 校 26-6355

河 北 小 学 校 26-1630

西 郷 小 学 校 26-3020

上 灘 小 学 校 22-4772

成 徳 小 学 校 22-6173

明 倫 小 学 校 22-6175

小 鴨 小 学 校 28-0965

上 小 鴨 小 学 校 28-0954

広 瀬 分 校 28-3238

社 小 学 校 28-0951

高 城 小 学 校 28-0961

北 谷 小 学 校 28-0962

灘 手 小 学 校 22-5404

関 金 小 学 校 45-2556

山 守 小 学 校 45-2053

【中　学　校】
学　　校　　名 電　話

東 中 学 校 22-6295

西 中 学 校 28-2841

久 米 中 学 校 28-1241

河 北 中 学 校 26-1341

鴨 川 中 学 校 45-2555

【高等学校】
学　　校　　名 所在地 電　話

倉 吉 総 合 産 業 高 等 学 校 小田204-5 26-2851

倉 吉 東 高 等 学 校 下田中町801 22-5205

倉 吉 西 高 等 学 校 秋喜20 28-1811

倉 吉 農 業 高 等 学 校 大谷166 28-1341

倉 吉 北 高 等 学 校 福庭町1丁目180 26-1351

【特別支援学校】
学　　校　　名 所在地 電　話

倉 吉 養 護 学 校 長坂新町1231 28-3500

【教育支援センター】
学　　校　　名 所在地 電　話

中 部 子 ど も 支 援 セ ン タ ー 福庭町１丁目298 24-6780

中河原775-1

福山30

公立

公立

公立

海田西町1丁目130

下余戸114

上灘町136

仲ノ町733

余戸谷町3059

広瀬567-2

国分寺88

上福田722-2

沢谷204

尾原500

所　　在　　地

関金町関金宿666

西倉吉町170

宮川町2丁目76

関金町堀2163

横田568-1

私立

公立

公立

上井430-1

関金町大鳥居25-1

公立

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考所　　在　　地

新田405-1
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３ 倉吉市子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項

の規定に基づき、倉吉市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 法第77条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子

ども・子育て支援をいう。以下同じ。）に関し市長が必要と認める事項について、調査審

議すること。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

２ 子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 法第６条第１項に規定する子どもの同条第２項に規定する保護者 

(２) 関係団体の推薦を受けた者 

(３) 地域において子育ての支援を行う者 

(４) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(６) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（部会） 

第６条 子育て会議に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。 

（関係者の出席等） 

第７条 子育て会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議又は

部会に委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めること

ができる。 

（庶務） 

第８条 子育て会議の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項

は、会長が子育て会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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４ 倉吉市子ども・子育て会議委員名簿 
 

所属団体等 役職名

倉吉市立関金保育園保護者会 会 長 梅谷　友美

子どもの保護者 倉吉市小学校ＰＴＡ連合会 会 長 荒瀧　美由紀

倉吉市中学校・養護学校PTA連合会 副 会 長 山根　隆治

倉吉市自治公民館連合会 常 任 委 員 ○ 生田　正範

倉吉市母子寡婦福祉連合会 理 事 長 枠島　和江

倉吉商工会議所 専 務 理 事 佐々木　敬宗

関係団体の推薦を受けた者 連合鳥取中部地域協議会 事 務 局 長 山田　秀之

特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会 理 事 杉本　洋子

（公社）鳥取県中部医師会 会 長 松田　隆

鳥取県倉吉児童相談所 所 長 星見　元史

倉吉市民生児童委員連合協議会 連合副会長 森本　紀紘

地域において子育ての支援を行う者 倉吉市同和教育研究会 副 会 長 相見　槻子

特定非営利活動法人こども未来ネットワーク 事 務 局 長 山脇　正子

児童養護施設　因伯子供学園 園 長 石亀　政道

母子生活支援施設　倉明園
児童家庭支援センター

施 設 長 ◎ 大塩　孝江

子ども・子育て支援関係事業従事者 倉吉市公私立保育園長会 代 表 村岡　亜樹

倉吉市私立幼稚園協会 会 長 谷本　純子

小鴨児童センター 館 長 山﨑　千井子

鳥取大学地域学部 教 授 寺川　志奈子

鳥取県男女共同参画センター 係 長 石賀　倫子
学識経験者

 ◎会長　　○副会長

委　員　名　簿　（敬称略）

氏　　名
区　　分

 
 

５ 倉吉市ひとり親家庭等自立支援計画検討委員会名簿 

 

区  分 
委 員 名 簿（敬称略） 

所 属 団 体 等 役 職 名 氏   名 

母 子 福 祉 団 体 倉吉市連合母子会 理  事 沢井 淑子 

母 子 関 係 施 設 母子生活支援施設 倉明園 施 設 長 大塩 孝江 

母子相談関係者 倉吉市福祉保健部子ども家庭課 
母 子 自 立 
支 援 員 山増 美和 
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