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第2期
みやき町子ども・子育て
支援事業計画

令和 2 年 3 月
みやき町

計画の策定にあたって
計画策定の趣旨
みやき町では「子育てするならみやき町」をスローガンに平成 24 年 9 月に「子育て

支援のまち宣言」を行い、子育て支援に積極的に取り組んでいます。

平成 27 年度に策定した「みやき町子ども子育て支援事業計画」
（以下、
「第１期計画」）

の理念や視点を引き継ぎつつ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で
支援する環境整備をより一層促進することを目的とし、
「第２期みやき町子ども・子育
て支援事業計画」
（以下、
「本計画」
）を策定します。

計画の法的根拠と位置付け
本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく市町村行動計画で、子ども・

子育て支援にかかる総合的な計画として策定するものです。
また、以下の計画としても策定しています。

市町村行動計画（次世代育成支援対策推進法第８条）

次世代育成支援計画

自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条）

母子保健計画

加えて「新・放課後子ども総合プラン」
（文部科学省通知）における市町村に求めら

れる役割、
「子どもの貧困対策」及び「児童虐待防止対策」に関する内容も盛り込んで
います。

計画の期間
本計画の期間は、令和２年から令和６年までの５年間です。

計画の基本的考え方
《基本理念》

すべての子どもたちが
健やかに成長できる
地域社会づくり
地域全体で子どもや子育て家庭への理解を深め支援し、安全で安心して子育てがで

きる環境を整えるとともに、すべての子どもが心豊かに育ち、併せて、保護者が喜び
や生きがいを感じながら子育てできるまちを目指します。

２

施策体系図

子育て家庭を支援するまち

︽基本理念︾すべての子どもたちが

基本方針

施策カテゴリー

1

教育・保育サービスの充実

２

家庭の教育力向上のための
支援

具体的事業例
幼児教育・保育の質の向上 / 延長保育 / 母子
保健推進員による子育て支援等
絵本の読み聞かせの推進 / 幼稚園・保育所と
小・中学校との交流会等

３ 母子の健康の確保

母子手帳交付時の妊婦保健指導 / 妊産婦・赤

４

ひとり親家庭・生活困窮者の
自立支援

ひとり親家庭等医療費助成等

５

子育て経費の支援

６

ワーク・ライフ・バランスの
推進

ちゃん訪問指導 / 乳幼児健康診査等

児童手当 / ひとり親家庭等医療費助成事業 /
重度心身障害者医療費助成事業 / 子どもの医
療費助成事業等
ワーク・ライフ・バランスに関する周知・啓
発 / 多様な働き方に関する情報提供等

すべての子どもが︑
自分らしく成長できるまち

健やかに成長できる

１ 子どもの居場所づくり

放課後児童クラブの充実 / 放課後子ども教室

２

思春期の保健対策と健康教室
の推進

性教育の出前講座の開催 / 学校での喫煙・飲

３

障がいがある子ども・適応に
不安のある子どもへの支援

居宅介護事業 / 児童発達支援・放課後等デイ

/ 親子が安心し過ごせる公園・施設の設置

酒・薬物についての教育

サービス / 短期入所・日中一時支援事業等

社会全体で
子育てを支えるまち

地域社会づくり

４ 子どもの人権・権利の保護

地域に密着した相談、支援対策を強化するた

１ 地域で取り組む子育て支援

地域子育て支援機能の充実 / 絵本の読み聞か

２ 子どもの健全育成

青少年育成町民会議等による健全育成 / 職場

３ 教育環境の充実

スクールカウンセラーの配置 / スクールソー

４ 食育の推進
５ 安全・安心なまちづくり

め、虐待や非行等の相談窓口の充実等

せの推進 / 幼稚園・保育所と小・中学校との
交流会等
体験学習事業

シャルワーカーの配置 / 健康教育の推進 / 保
健体育授業の充実 / 指導者の育成及び確保等
乳幼児期の栄養保健指導 / 食生活改善推進協
議会等
通学路や公園等における防犯灯、緊急通報装
置等の防犯設備整備の推進等

３

子育て支援事業の大要
Step1

妊娠・出産期

Step2

子育て期

主な事業
母子手帳交付時の妊婦保健指導
妊婦健康診査妊婦相談
産婦健康診査
妊産婦訪問
妊娠出産包括支援事業

乳幼児家庭訪問
育児相談／乳幼児健康診査
乳幼児歯科健康診査
予防接種／教育・保育事業
延長保育／一時預かり
育児相談／病児・病後児保育
子育て支援センター／児童館
ファミリー・サポート・センター

子育て世代包括支援センター

経済的な支援
児童手当
子どもの医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
児童扶養手当
特定教育・保育施設等の保育料の軽減
副食費の免除
補足給付費負担
ファミリー・サポート・センター利用料助成事業

４

Step3

Step4

学童期

中高生期

放課後児童クラブ／放課後子ども教室
子どもクラブ活動
子育てに関する相談窓口
スクールカウンセラーの配置
スクールソーシャルワーカーの配置
青少年育成町民会議による健全育成
幼稚園と小学校との連携
食生活改善推進協議会
発達児童支援
放課後デイサービス

【中学生】
子どもクラブ活動／性教育の出前講座
学校での喫煙・飲酒・薬物についての教育
子育てに関する相談窓口
スクールカウンセラーの配置
スクールソーシャルワーカーの配置
青少年育成町民会議による健全育成
職場体験学習
放課後等デイサービス

児童手当
子どもの医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
児童扶養手当
要保護及び準要保護児童生徒就学支援
学校給食費補助

【中学生】
児童手当
子どもの医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
児童扶養手当
要保護及び準要保護児童生徒就学支援
学校給食費補助
【高校生】
子どもの医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
児童扶養手当
育英資金貸付制度

５

みやき町の取組

利用者支援事業

事業

一時預かり事業

地域子育て支援拠点

妊娠期から子育て期にわたるまでの

乳幼児及びその保護者が相互の交流

幼稚園の教育時間の終了後に、引き

滑に対応するため保健師等が専門的

ての相談、情報の提供、助言その他

や幼稚園などを利用していない児童

母子保健や育児に関する悩み等に円
見地から相談支援等を実施する事業
です。

業

を行う場所を開設し、子育てについ
の援助を行う事業です。

続き預かる事業です。また、保育所
を一時的に預かる事業です。

センター事業
ファミリー・サポート・

乳児家庭全戸訪問事

養育支援訪問事業

乳児のいる家庭を訪問し、子育てに

乳児家庭全戸訪問事業等により把握

児童を有する子育て中の保護者を会

の保護者の心身の状況、養育環境を

乳幼児等に対して、保健師等が訪問

受けることを希望する者と当該援助

関する情報の提供並びに乳児及びそ
把握し養育についての相談に応じて
助言等を実施する事業です。

した、特に支援を必要とする妊婦や
し、相談や支援を実施する事業です。

員として、児童の預かり等の援助を
を行うことを希望する者との相互援

助活動に関する連絡、調整を行う事
業です。

子育て短期支援事業

延長保育事業

業

病児・病後児保育事

様々な理由により児童の養育が一時

認可保育所において、通常の利用時

保護者が就労等の理由により、

施設に委託し、児童を保護すること

事業です。

の回復期にある乳幼児や小学生

的に困難になった場合に、児童福祉
で、児童とその家族の福祉の向上を

間に加えて延長して保育を実施する

図ることを目的としている事業で

事業

を対象に、病院や保育所等で保
育を行う事業です。

す。

放課後児童健全育成

家庭で保育できない病気や病気

妊婦健康診査事業

を行う事業

実費徴収に係る補足給付

保護者が労働等により昼間家庭にい

妊婦の健康管理の充実並びに妊娠に

新制度に移行していない幼稚園にお

し、授業の終了後に適切な遊び及び

が安心して妊娠及び出産することが

帯の所得状況等に応じて助成する事

ない小学校に就学している児童に対

生活の場を与え、健全な育成を図る
事業です。

６

係る経済的負担の軽減を図り、妊婦
できる体制を確保する事業です。

いて保護者が支払うべき副食費を世
業です。

子どもの貧困対策
本町は、本計画の基本理念を基軸に子どもの貧困対策を実行していきます。すべての

子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう地域社会全体で支援していくこと
とします。

子どもの貧困対策の方向性
対象者にあった支援へと円滑につないでいくために、町内の関係機関に連携の輪を

拡大していきます。すべての子どもたちが生まれ育った環境に左右されずに夢に向かっ
て前向きに取り組んでいくことができるように必要な取り組みを行っていきます。

施策の体系
基本施策

1

支援体制の充実

具体的事業
母子保健推進員による子育て支援／妊娠出産包括支援事業／子育て世代包
括支援センター機能の推進／民生委員・児童委員による児童の見守り／地
域子育て支援機能の充実／幼稚園・保育所と小・中学校との交流会／地域
に密着した相談、支援対策を強化するため、虐待や非行等の相談窓口の充
実／青少年育成町民会議との連携

２ 教育の支援
３ 生活の支援

スクールカウンセラーの配置／スクールソーシャルワーカーの配置／放課
後児童クラブの充実／放課後子ども教室／青少年育成町民会議等による健
全育成
母子手帳交付時の妊婦保健指導／妊婦健康診査、相談／妊婦歯科健診／産
婦健康診査／妊産婦・赤ちゃん訪問指導／育児相談／乳幼児期の栄養保健
指導／乳幼児健康診査／歯科保健事業／禁煙指導／母子手帳アプリ「みやっ
きー」／食生活改善推進協議会／ひとり親家庭自立支援事業／生活困窮者
自立支援事業

４ 保護者に対する就労の支援
５ 経済的支援

延長保育 / 一時預かり / 病児・病後児保育 / 育児相談

児童手当 / 児童扶養手当／ひとり親家庭等医療費助成事業／重度心身障害
者医療費助成事業／子どもの医療費助成事業／特定教育・保育施設等の保
育料等の軽減／保育料の軽減（第２子以上入所の場合）／副食費の免除／
補足給付費負担／ファミリー・サポート・センター利用料助成事業／障が
い児の発達支援／要保護及び準要保護児童生徒就学支援

７

MIYAKI TOWN MAP
ひまわり児童クラブ

136

中原小学校

中原中学校

中原幼稚園
とっこい子育て広場
町立図書館

（中原庁舎

1F）

風の子保育園
（かぜのこ保育園）

中原庁舎

放課後等デイサービス
「さんかく」

34

北茂安中学校

四季彩の丘みやき
きゃんどるハート
ひかり幼稚園

中原特別支援学校
松若幼稚園

22

北茂安保健センター
児童館こども未来センター

（さが子どもにやさしい
まちづくりセンター）

北茂安小学校
みやき庁舎
さくらの杜保育園
みやき町社会福祉協議会

しげやす児童クラブ

改善センター図書室

こすもす館図書室
（こすもす館 1F）

（みやき町農村環境改善センター内）

三根みどり保育園

264

三根庁舎 小規模保育園
ゆめのみ
TeaRa（ティアラ）
三根中学校

月影幼稚園

三根東小学校
ちくし児童クラブ

いずみ児童クラブ
三根西小学校

筑水こども園

ふれあい広場ひだまり
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