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は じ め に 

 

『阿南市子ども・子育て支援事業計画』は、子ども・子育て

支援法に基づき、平成27年度から平成31年度の５か年を計画期

間として、阿南市の子育て支援施策に関する事業計画を策定し

たものです。 

阿南市は、平成18年に合併し、県南の中核都市としての役割

を担うため、各種の施策を推進しているところであります。と

りわけ子育て支援施策につきましては、平成17年度から平成21年度までを前期、平成

22年度から平成26年度までを後期として策定された『次世代育成支援行動計画』に基

づき、妊娠・出産期から子育て終了時期まで切れ目のない施策として、子育てに関す

る不安の解消や経済的な負担の軽減に取り組んでまいりました。 

今回、事業計画の策定に当たって実施したアンケートの項目に「阿南市は子育てが

しやすいところと思うか」との質問を設けたところ、回答者の約７割の方に「とても

子育てがしやすい」、「どちらかといえば子育てがしやすい」との回答をいただきまし

た。これは、今日まで阿南市の子育て支援施策を推進してきた者として、大変ありが

たく、また、多くの方からご賛同をいただいているという心強い数値であると認識す

ると同時に、子育てを行っている全ての方々に「阿南市に住んで良かった」、「阿南市

で子育てをして良かった」と実感していただけるよう、更なる推進を図っていかなけ

ればならないと決意を新たに致しているところでございます。 

本計画は、国が必須項目として示している就学前児童の教育・保育や放課後児童ク

ラブ等の必要見込量の把握、それに対する確保方策、質の向上等を盛り込むとともに、

「次世代育成支援行動計画」の基本理念や内容を受け継ぎながら更に検討・修正を加

えた内容となっております。この計画策定に当たってアンケート調査にご協力いただ

いた皆様、計画内容をご審議いただいた阿南市子ども・子育て会議の委員の皆様には、

心からお礼を申し上げます。 

平成27年３月 

阿南市長 岩 浅 嘉 仁 
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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景と趣旨 

少子化の進行や出生率の長期的な低下が進み、社会保障をはじめ、わが国の社会経済

全体に急速な構造的変化をもたらし、深刻な影響を与えるだけでなく、子どもたちが健

やかに育つ環境を形成する上でも大きな課題となっています。 

本市では、平成17年に旧市町（阿南市・羽ノ浦町・那賀川町）でそれぞれ「次世代育

成支援行動計画」を策定しました（平成18年の合併に伴い、平成19年に計画を一本化）。

また、平成22年には「阿南市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を策定し、子ど

もの成長と子育て支援に向けた各種の施策を実施してきました。 

本格的な人口減少社会が到来する中で、家庭や地域における子育て力・教育力の低下

や保育ニーズの多様化など、子どもや子育て家庭をめぐっては依然として解決すべき課

題が数多く残されています。こうした中、社会全体で子どもの健やかな成長や子育てを

支援するための新たな仕組みを構築し、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提

供、保育の量的拡大、地域の子ども・子育て支援の充実を推進するための「子ども・子

育て関連３法」が平成24年に成立しました。これら３法に基づく子ども・子育て支援新

制度では、市町村を実施主体として、地域の様々な子ども・子育て支援のニーズを踏ま

えた「子ども・子育て支援事業計画」の策定を義務づけ、計画的に子ども・子育て支援

の充実を図ることとしています。 

本市においては、現行の「阿南市次世代育成支援行動計画（後期計画）」が平成26年度

で終期を迎えることから、子ども施策を総合的かつ計画的に進め、引き続き諸課題の解

決に取り組んでいくため、平成27年度から31年度までを期間とする「阿南市子ども・子

育て支援事業計画」を策定するものです。 
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２．計画の位置づけと期間 

（1）計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条に規定された「子ども・子育て支援事業計

画」として策定するもので、「次世代育成支援対策推進法」第８条に基づく「市町村行動

計画」の内容を包含し、本市における概ね18歳未満のすべての子どもと家庭を対象とし

た子ども施策を総合的・一体的に進めるための計画として位置づけるものです。 

また、上位計画である「第５次阿南市総合計画」、健康福祉・教育分野など各分野の関

連計画・方針との整合・調整を図りながら策定しています。 

子ども施策は、保育など子育て支援サービスを充実するだけでなく、地域で暮らす子

ども、その子どもを育む家庭を、教育、子育て支援、コミュニティ、保護者の就業・雇

用、生活環境、若者の自立支援などの面から、総合的に応援する地域づくりを進めよう

とするものです。また、その方向性を指し示す「子ども・子育て支援事業計画」は、ま

ちの未来を担い、委ねるべき人を育むための計画という重要な役割を持っています。 

 

 

（2）計画の期間 

本計画は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、平成27年度から平成31年度までの

５年間を計画期間とします。 

 

 

３．計画の策定体制 

計画の策定にあたり、就学前児童及び小学生のいる世帯を対象に、子育ての状況と意

識、各種サービスの利用状況や今後の利用意向、行政施策へのニーズなどを把握するこ

とを目的に、アンケート形式のニーズ調査を実施し、策定の基礎資料としました。 

また、阿南市の子ども・子育て支援のあり方について幅広い意見の集約を行い、その

内容を計画に反映させることを目的として、市民や関係機関・団体の代表などで構成す

る「阿南市子ども・子育て会議」を設置し、計４回にわたり審議を行いました。 
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

１．阿南市における概況 

（1）人口・世帯の動向 

本市の平成26年８月末現在の人口総数は76,293人、世帯数は30,140世帯です。 

人口については、緩やかな減少傾向が続いています。世帯数については、核家族化や

ひとり暮らし世帯の増加等を反映して増加傾向にあり、１世帯あたりの人数（平均世帯

人員）は、2.53人となっています。 

年齢別人口構成では、０歳から14歳までの年少者の割合が13.1％であるのに対し、65

歳以上の高齢者の割合は28.4％に達し、少子高齢化が進行しています。 

 

年齢区分別人口の推移 

 

10,452 10,342
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※住民基本台帳人口(各年３月末現在、平成26年は1月1日現在) 
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計画の策定にあたって、今後の人口について予測した結果、計画期間最終年度にあた

る平成31年の人口総数は、73,868人になるものと推計されます。 

また、平成31年の０歳から14歳までの年少者の割合は12.8％と現在より低下し、65歳

以上の高齢者の割合は30.6％に達するなど、少子高齢化がより一層進むものと考えられ

ます。 

 

将来人口推計 

 

9,912 9,835 9,668 9,577 9,471
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※第５次阿南市総合計画から 
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（2）出生の動向 

１年間に生まれた子どもの数（出生数）の推移を見ると、各年によりばらつきが見ら

れますが、概ね年間600人前後の子どもが生まれています。 

出生数の推移 

 

※人口動態統計(徳島県人口異動調査年報) 

 

 

女性１人あたりの平均的な出生数を示す合計特殊出生率（平成20年～平成24年人口動

態保健所・市区町村別統計）は1.57で、全国（1.38）や徳島県（1.41）と比べて高い水

準で推移しています。 

 

合計特殊出生率の推移 

 平成10年～平成14年 平成15年～平成19年 平成20年～平成24年 

阿南市 1.58 1.51 1.57 

旧羽ノ浦町 1.50 － － 

旧那賀川町 1.62 － － 

徳島県 未公表 1.33 1.41 

全 国 1.36 1.31 1.38 

※厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」 
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（3）子どもの数の動向と将来見込み 

将来人口推計によると、０歳から５歳の就学前児童、小学生に相当する６歳から11歳

の児童とも、計画期間中に緩やかな減少傾向が続き、その後横ばい状況へ推移するもの

と考えられます。 

 

子どもの将来人口推計 

 

※第５次阿南市総合計画から 

 

3,730
3,705 3,697

3,671
3,699 3,695

3,983
4,000

3,983
3,964

4,043

4,082

3600

3700

3800

3900

4000

4100

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

0～5歳 6～11歳



第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

- 7 - 

（4）保育所（園）の動向 

市内には平成26年現在、26か所の認可保育所（公立20、私立６）、３か所の認定こども

園（すべて公立）が開設され、総定員は2,310人となっています（この他に伊島保育所

(定員25名)を開設）。 

入所児童数については、平成24年をピークに、緩やかな減少傾向となっています。 

認可保育所及び認定こども園（長時間部）在所児数の動向 

 

※阿南市こども課（各年４月１日現在） 

 

 

（5）幼稚園・小学校・中学校の動向 

市内には平成26年現在、幼稚園12園（私立３園、認定こども園１園）、小学校22校、中

学校10校が開設されています。また、市内の幼稚園在園者数、小学校児童数、中学校生

徒数については、横ばい状況もしくは緩やかな減少傾向にあります。 

幼稚園在園者数・小学校児童数・中学校生徒数の動向 

 

※学校基本調査(各年５月１日現在) 
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２．子ども・子育て支援に関する市民の意識 

（1）調査方法と回収状況 

計画の策定に向けて、就学前児童及び小学生のいる世帯を対象に、子育てに関する状

況や各種サービスの利用状況、今後の利用意向などを把握することを目的に、アンケー

ト調査を実施しました。調査の方法や回収状況は次のとおりです。 

 

調査対象 阿南市に居住している小学校就学前の児童、小学校児童（保護者） 

調査方法 調査票をメール便により配布し、郵送により回収。 

調査期間 平成25年12月～平成26年１月 

回収状況 
就学前児童 配布数：1,700／回収数：951／回収率：55.9％ 

小学校児童 配布数：  800／回収数：444／回収率：55.5％ 

 

※アンケート調査結果における各設問の母数ｎ（Number of caseの略）は、設問に対する有効回

答者数を意味します。 

※各選択肢の構成比（％）は小数点第２位以下を四捨五入しています。このため、択一式の回答

については構成比の合計が100％にならない場合があります。また、複数回答が可能な設問の

場合、選択肢の構成比の合計が100％を超える場合があります。 

※グラフ中の数字は、特に断り書きのないかぎりすべて構成比を意味し、単位は％です。 

 

（2）主な集計結果 

◆母親の就労状況 

 

就労している母親の割合は、就学前児童の保護者で63％、小学生の保護者で80％で、

平成20年に実施した前回調査時（就学前54％、就学71％）と比べると、母親の就労割合

が増えていることがわかります。 
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母親はいない 無回答
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◆働いていない母親の就労意向 

 

働いていない母親の就労意向を尋ねたところ、数年以内に就労希望のある人は就学前

児童の保護者で74％を占めています。このうち、１年以内に就労を希望している人は

28％となっています。 

 

◆仕事と子育ての両立で大変だと感じること 

 
※上位７項目 

仕事と子育ての両立で大変だと感じることについて尋ねたところ、「自分が病気・ケガ

をしたときや子どもの急病時に代わりに面倒をみる人がいないこと」、「急な残業や出張

が入ってしまうこと」、「子どもと接する時間が少ないこと」をあげる人が多くなってお

り、就学前児童の保護者では小学生の保護者より15％前後多くなる結果となっています。 
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すぐに、または１年以内に働きたい ２～３年たったら働きたい
４～５年たったら働きたい 子育てや家事などに専念したい
働きたいが、働くことができない 無回答
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子どもと接する時間が少ないこと

職場に子育てを支援する制度がないこと
（育児休業、子どもの看護休暇、短時間勤務など）

職場の理解や協力が得られないこと

配偶者の協力が得られないこと

子どもの面倒をみてくれる保育所や
放課後の居場所などが見つからないこと

(%)

就学前児童
(n=951)
小学校児童
(n=444)
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◆仕事と生活の調和が図れているか 

 

仕事と生活の調和が図れているかどうかを尋ねたところ、就学前児童と小学生の父母

ともに約半数の人が「うまく図れている」と答えています。また、小学生の母親で、「う

まく図れている」という人が63％と最も高くなる結果となっています。 

 

◆頼りにできる親戚・知人の有無 

 

子どもに何かあったときに頼りにできる親戚・知人がいるかどうかを尋ねたところ、

「概ね30分以内で行き来できるところに、頼りにできる人がいる」という人が就学前児

童の保護者、小学生の保護者ともに80％近くを占めています。 

 

 

53.0

62.6

52.9

48.6

20.4

18.5

16.7

17.8

20.5

21.2

9.9

12.4

15.5

23.8 2.8

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母親：就学前児童(n=951)

小学生(n=444)

父親：就学前児童(n=951)

小学生(n=444)

うまく図れている うまく図れていない わからない 無回答

 

78.0

15.8

5.7

0.5

76.8

16.4

5.0

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

概ね30分以内で行き来できるところに、頼りにできる人がいる

もっと時間がかかるが、頼りにできる人がいる

だれもいない

無回答

(%)

就学前児童(n=951)
小学生(n=444)
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◆平日に定期的に利用している教育・保育事業と今後の利用希望 

０～２歳の子どもでは、認可保育所などで、現在の利用状況と比べて利用希望が大き

く伸びる結果となっています。また、３歳以上の子どもでは、幼稚園の利用を希望する

人の伸びが大きくなっています。 

 

 

０～２歳 ３歳以上 

利用状況 
(n=372) 

利用希望 
(n=372) 

利用状況 
(n=542) 

利用希望 
(n=951) 

認可保育所 32.8％ 62.4％ 54.2％ 51.7％ 

小規模な保育施設 － 19.9％ － 9.8％ 

認定こども園 4.0％ 14.2％ 10.0％ 14.5％ 

幼稚園 1.9％ 24.2％ 27.9％ 50.1％ 

幼稚園の子育て支援・預かり保育 1.9％ 16.4％ 7.7％ 20.8％ 

事業所内保育施設 0.3％ 7.0％ 0.7％ 2.9％ 

家庭的保育 0.0％ 4.6％ 0.2％ 1.8％ 

居宅訪問型保育 0.0％ 0.8％ 0.6％ 0.6％ 

その他の認可外の保育施設 2.2％ 1.1％ 0.7％ 0.4％ 

発達に支援が必要な子どものための通所施設 0.5％ 1.1％ 1.7％ 1.7％ 

何も利用していない 52.7％ 13.4％ 6.6％ 1.4％ 

無回答 5.4％ 6.2％ 0.9％ 8.4％ 

※複数回答のため、それぞれ合計は100を超えます。また、認定こども園・保育所(園)・幼稚園間の重複回答を含みます。 

 

◆教育・保育事業を利用したい理由 

 

※上位５項目 

教育・保育サービスを利用したい理由を尋ねたところ、「子どもに集団生活を経験させ

たい」という人が０～２歳の子どもの保護者で54％、３歳以上の子どもの保護者で43％

と最も多く、次いで、「子どもの教育や発達のため」、「現在、仕事をしている」、「就労し

たいと考えている」といった理由が続いています。 

 

53.6

49.7

31.4

19.9

10.9

43.3

41.4

39.3

8.0

4.2

0 10 20 30 40 50 60

子どもに集団生活を経験させたい

子どもの教育や発達のため

現在、仕事をしている

就労したいと考えている

仕事に就く予定がある、または求職活動をしている

(%)

０～２歳(n=366)

３歳以上(n=473)
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◆放課後児童クラブの利用状況 

 

放課後児童クラブを現在利用している児童は低学年の22％、高学年の４％となってい

ます。 

 

◆小学校の放課後の時間に過ごさせたい場所 

放課後の時間に過ごさせたい場所として「自宅」が最も多くを占めており、その他の

居場所として「祖父母などの親族や近所の人、友人・知人などの家」、「放課後児童クラ

ブ」、「学習塾や習い事」、「学校や地域でのクラブ活動やスポーツ活動」などが多くを占

めています。 

 

 

低学年 高学年 

就学前児童 
(n=951) 

小学校児童 
(n=444) 

就学前児童 
(n=951) 

小学校児童 
(n=444) 

自宅 52.6％ 61.7％ 59.5％ 70.3％ 

祖父母などの親族や近所の人、
友人・知人などの家 

42.2％ 32.9％ 38.3％ 31.3％ 

学校や地域でのクラブ活動やス
ポーツ活動 

29.9％ 31.5％ 50.7％ 47.3％ 

学習塾や習い事 33.4％ 27.3％ 49.6％ 42.3％ 

公民館や図書館、児童館など 21.2％ 19.8％ 20.2％ 17.6％ 

放課後児童クラブ 38.8％ 20.5％ 25.4％ 14.4％ 

放課後子ども教室 7.7％ 7.0％ 8.0％ 7.2％ 

発達に支援が必要な子どものた
めの通所施設 

1.4％ 4.1％ 0.8％ 2.9％ 

その他 0.6％ 0.7％ 0.9％ 0.2％ 

無回答 2.9％ 7.9％ 3.9％ 4.7％ 

※複数回答のため、それぞれ合計は100を超えます。 

 

12.4

22.2

84.7

75.4

93.5
3.9

2.6

2.4

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校児童(n=444)

低学年(n=207)

高学年(n=232)

利用している 利用していない 無回答
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◆子育てについて感じていること 

 

就学前児童の保護者の83％、小学生の保護者の78％が子育てについて楽しみやよろこ

びを感じている一方で、子育てに不安や負担を感じている人も就学前児童・小学生の保

護者とも53％見られます。 

 

◆子育てに不安や負担を感じること 

 

※上位６項目 

子育てに不安や負担を感じている保護者に内容を尋ねたところ、就学前児童の保護者

では、「仕事と子育ての両立が難しいから」が51％と最も多く、「子育て(教育)にかかる

経済的負担が大きいから」、「子どもの教育やいじめなどが心配だから」、「子どもに関す

る犯罪や事故が増加していると感じるから」も40％以上を占めています。 

小学生の保護者では、「子どもの教育やいじめなどが心配だから」が60％と最も多く、

次いで「子育て(教育)にかかる経済的負担が大きいから」が55％、「子どもに関する犯罪

や事故が増加していると感じるから」が46％となっています。 

 

83.2

52.8

47.6

1.6

1.9

77.7

53.4

45.9

2.3

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

楽しみやよろこびを感じる

不安や負担を感じる

生きがいを感じる

その他

無回答

(%)

就学前児童(n=951)

小学校児童(n=444)

 

51.0

49.2

46.2

44.4

26.7

25.9

38.0

55.3

59.5

46.0

16.5

30.4

0 10 20 30 40 50 60

仕事と子育ての両立が難しいから

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きいから

子どもの教育やいじめなどが心配だから

子どもに関する犯罪や事故が増加していると感じるから

自分のための時間がもてないから

安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が身近にないから

(%)

就学前児童
(n=502)
小学生
(n=237)
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◆子育てに関する悩みや不安の相談先 

 
※上位６項目 

子育てに関する悩みや不安の相談先について見ると、「配偶者・パートナー」、「その他

の親族（親、兄弟姉妹など）」など親族が多くを占めていますが、それ以外の相談先とし

ては「友人や子育てサークルなどの仲間」、「保育所、幼稚園、学校等の保護者仲間」、

「保育所、幼稚園、学校の先生」、「職場の人」など、多様な相談先があげられています。 

 

◆子どもの教育で重視している点 

 

※上位７項目 

子どもの教育で重視している点として、「友だちと仲良く協調するように」と「約束・

規則を守るように」について約半数の保護者が重視しています。また、これに次いで、

「家族同士のふれあいを大切に」、「子どもの個性を伸ばすように」、「子どもの自主性を

尊重するように」などをあげる人が多く見られます。 

 

83.5

76.2

34.1

33.9

32.5

27.9

72.3

62.2

27.9

31.3

24.5

34.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

配偶者・パートナー

その他の親族（親、兄弟姉妹など）

友人や子育てサークルなどの仲間

保育所、幼稚園、学校等の保護者仲間

保育所、幼稚園、学校の先生

職場の人

(%)

就学前児童(n=951)

小学校児童(n=444)

 

52.4

47.6

44.9

37.6

32.9

24.3

20.2

48.4

53.2

33.6

36.9

34.2

24.3

11.9

0 10 20 30 40 50

友だちと仲良く協調するように

約束・規則を守るように

家族同士のふれあいを大切に

子どもの個性を伸ばすように

子どもの自主性を尊重するように

甘やかさない、過保護にしない

兄弟姉妹と仲良くするように

(%)

就学前児童(n=951)

小学生(n=444)
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◆地域の子育て環境について感じること 

居住地域における子育て環境の状況について全10項目にわたり尋ねたところ、就学前

児童の保護者、小学生の保護者とも「地域で子育てを温かく見守る雰囲気がある」、「子

どもに対する犯罪や事故が少ない」については肯定的評価（そう思う）が多くを占めて

います。一方、否定的評価（そう思わない）が多い内容は、「公共施設や道路が子育てに

配慮されている」や「気軽に利用できる遊び場が整っている」、「子ども会、子育てサロ

ンなどの活動が盛ん」などとなっています。 

就学前児童(n=951) 

 

小学生(n=444) 

 

 

32.0

11.6

20.6

15.7

13.5

18.2

4.7

29.1

30.3

20.6

41.9

34.2

22.5

33.8

37.7

25.7

28.6

32.4

39.1

39.6

39.7

36.7

47.0

32.8

30.1

49.0

57.3

14.4

15.6

5.7

7.2

16.5

17.0

7.6

22.7

13.6

7.2

5.8

6.4

22.1

1.5

1.4

1.8

1.4

1.7

1.3

1.3

1.4

1.2

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①同世代の子どもが近所に多い

②子育てに関する情報が豊富

③子育てに関する相談がしやすい

④子ども会、子育てサロンなどの活動が盛ん

⑤各種保育事業が充実している

⑥教育環境が充実している

⑦気軽に利用できる遊び場が整っている

⑧公共施設や道路が子育てに配慮されている

⑨子どもに対する犯罪や事故が少ない

⑩地域で子育てを温かく見守る雰囲気がある

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

 

34.2

9.2

11.0

8.3

15.1

11.5

4.5

30.9

37.4

25.0

43.2

40.3

24.5

34.0

45.5

30.2

30.9

42.1

36.9

39.2

42.1

41.7

50.9

38.7

31.5

54.5

58.6

13.5

16.7

6.3

18.2

6.8

4.7

11.9

7.7

8.3

4.7

3.2

0.9

15.5

1.4

1.6

1.4

0.7

1.1

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①同世代の子どもが近所に多い

②子育てに関する情報が豊富

③子育てに関する相談がしやすい

④子ども会、子育てサロンなどの活動が盛ん

⑤各種保育事業が充実している

⑥教育環境が充実している

⑦気軽に利用できる遊び場が整っている

⑧公共施設や道路が子育てに配慮されている

⑨子どもに対する犯罪や事故が少ない

⑩地域で子育てを温かく見守る雰囲気がある

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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◆阿南市は子育てがしやすいところと思うか 

 

「とても子育てがしやすい」、「どちらかといえば子育てがしやすい」という人を合わ

せて、阿南市が子育てがしやすいと感じている人は就学前児童の保護者、小学生の保護

者ともに70％近くとなっています。 

 

◆子育てをする上で望まれる支援策 

 
※上位10項目 

就学前児童の保護者では「保育料の減免」が28％と最も多く、次いで「児童手当の増

額」、「仕事と子育てが両立できる職場環境の整備」、「安全な通園・通学ができる歩道等

の整備促進」をあげる人が多くなっています。 

小学生の保護者では「児童手当の増額」が34％と最も多く、次いで「安全な通園・通

学ができる歩道等の整備促進」が24％を占めています。 

 

7.4 61.7

9.6 59.4 9.5

8.3 4.5

3.5 17.1

16.7

0.9

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童

(n=951)

小学生

(n=444)

とても子育てがしやすい どちらかといえば子育てがしやすい あまり子育てがしやすくない

子育てがしやすくない わからない 無回答

 

28.4

16.3

15.2

14.8

11.4

8.3

7.6

6.5

5.9

4.5

7.4

34.0

16.4

24.3

11.9

2.9

2.9

12.4

5.0

2.5

0 10 20 30

保育料の減免

児童手当の増額

仕事と子育てが両立できる職場環境の整備

安全な通園・通学ができる歩道等の整備促進

放課後子ども教室等の整備・充実

保育所での延長保育の実施・充実

幼稚園での子育て支援・預かり保育の実施・充実

乳幼児等医療費助成の拡大

病児・病後児保育の実施・充実

休日・夜間保育の実施・充実

(%)

就学前児童(n=951)

小学校児童(n=444)
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

子どもは未来の「社会」を担う要であり、次代を形づくる様々な可能性や能力を秘め

ています。これらの力が存分に発揮されるためには、保護者や地域の人々の笑顔に包ま

れながら、子どもたちがふれあいと心豊かな子ども時代を過ごし、いきいきと健やかに

育つことが重要です。 

しかし、今日の子どもを取り巻く環境を見ると、子ども同士のふれあいの減少、いじ

め、非行等の問題行動やひきこもり・不登校の発生、子どもを狙った犯罪や子どもが加

害者となる犯罪の増加など、子ども自身の「育ち」に関わる様々な問題が起こっていま

す。一方、子育ての状況に目を向けると、核家族化の進行や地域における人間関係の希

薄化、子育てに対する負担感・不安感の増大、児童虐待の増加など、「子育て」に関わる

環境の変化や深刻な問題が起こっています。こうした子どもや子育てを取り巻く様々な

問題は、子どもの笑顔を曇らせ、健やかな成長を阻害しているだけでなく、親世代に出

産や子育てをためらわせる一因ともなっています。 

このような状況の中、誰もが安心して子どもを生み育てられることができ、子どもが

いきいきと健やかに育つ環境をつくることは、阿南市にとって非常に大きな課題である

と思われます。子ども・子育て支援にあたっては、まず保護者が「親としての自覚」を

持ち、愛情を持って子育てを行うことが何よりも大切ですが、それとともに、地域や学

校、事業者、行政などが一体となって「子育ち」「子育て」の支援に取り組み、子どもた

ちの笑顔をみんなで喜びあえるような社会にしていく必要があります。 

こうした考え方に基づき、本計画の基本理念については、次世代育成支援行動計画で

掲げてきた内容とニーズ調査の結果をもとに次のとおり定めます。 

 

 

★子どもとともに 

     輝く阿南★ 
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２．計画の基本目標と体系 

（1）すべての子どもと家庭への支援 

保護者の多様なニーズを踏まえ、子育てに関する不安や負担感の軽減に向けた各種事

業、子育て支援施策の充実に努めるとともに、事業所や関係機関・団体との連携を図り

ながら、子育てと仕事が両立しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

（2）親と子の健康を支える環境づくり 

親の育児に対する不安を軽減し、のびのびと安心して子育てができ、子どもに愛情が

注げるよう、母子保健事業をはじめ子育て家庭、次代を担う子どもたちを対象とした保

健事業の充実に努めます。 

 

（3）子どもたちの生きる力と豊かな心の育成 

次代を担う子どもたちが、その成長とともに豊かな人間性を形成し、健やかな身体と

確かな学力を育んでいけるよう、乳幼児期から青少年期に至るまでの長期的な視点で教

育環境の充実に努めます。 

 

（4）子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり 

子どもや子育て中の家庭が、地域で安心して快適に暮らせるよう生活環境の整備・改

善に努めるとともに、子どもを交通事故や犯罪等の被害から守るための活動を進めます。 
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阿南市子ども・子育て支援事業計画 施策の体系 

 

 

【大分類】 【中分類】 【小分類】

②保育事業の充実

②食育の推進

③思春期保健対策の充実

２
　

親と子の健康を
支える環境づくり

③児童福祉施設の整備

(3)
要保護児童への対応等
きめ細かな取組の推進

(2)
職業生活と家庭生活
との両立の推進

(1)
地域における子育て支援

①子育て支援事業の充実

(1)
子どもや母親・父親の
健康と安心の確保

(1)
子どもたちの生きる力と
豊かな心の育成

３
　

子どもたちの
生きる力と豊かな心

の育成

１

すべての子どもと
家庭への支援

4
　

子どもと子育て家庭
にやさしい環境づくり

(1)
子育てを支援する
生活環境の整備

(2)
子ども等の安全の確保

①交通安全の推進

②子どもを災害や犯罪等の被害から守る取組の推進

①児童虐待防止対策の推進

②障がいのある子どもへの支援の充実

③ひとり親家庭の自立支援の充実

④不妊治療費助成の拡充

⑤小児医療の充実

③子どもの生きる力の育成に向けた学校教育等の整備

④家庭や地域の教育力の向上

②就学前教育の充実

①次代の親の育成

⑤子どもを取り巻く有害環境対策の推進

⑥子どもの人権の尊重

①母子保健事業の推進
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第４章 施策の展開 

１．すべての子どもと家庭への支援 

（1）地域における子育て支援 

①子育て支援事業の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

地域子育て支援

センター事業の

推進 

・地域子育て支援センターでは、乳幼児の在宅親子を対象

に、施設や園庭を開放し保育サービスを通じて、子ども同

士や母親間のふれあいを図るとともに、育児講座等の講

習、電話相談、育児相談、子育て関連の情報提供等を行っ

ています。 

・今後、他の関係機関との連携を深め、より一層、地域に密

着した支援を行います。また、母親だけでなく父親も参加

できるようなイベントの検討や、休日の開放等、市民のニ

ーズを把握するとともに職員の勤務体制も併せて検討して

いきます。 

こども課 

つどいの広場 

・主に乳幼児（０～３歳）を子育て中の親子が気軽に集い、

うちとけた雰囲気の中で語りあうことで、精神的な安心感

をもたらし、育児問題解決への糸口となる機会と場所を提

供しています。 

・開催場所や日数を考慮しながら事業を継続していきます。 

こども課 

一時預かり事業 

・保育所を利用していない家庭の保育需要に対応するため、

保育所において一時的に保育することで、安心して子育て

ができる環境を整備し、児童福祉の向上を図っています。 

こども課 

幼稚園での子育

て支援サービス 

・幼稚園での子育て支援保育、未就園児親子登園、ことばの

教室、３歳児就園を実施しています。 

・幼稚園の預かり保育については、幼稚園での実施を希望し

ている保護者が多いことから希望に応じていきます。 

・未就園児親子登園については、地区の広報紙などを活用し

情報提供に努めます。また、子育て支援の面でボランティ

ア等の力を貸りる方向で進めていきます。 

・ことばの教室については、指導者養成と併せて今後も継続

して実施していきます。 

・３歳児就園については、今後も継続して実施していきます。 

学校教育課 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

病児・病後児保

育事業 

・入院の必要はなく、急性期を越えた症状安定期から回復期

にある児童の一時預かりを行うことにより、保護者の子育

てと就労の両立を支援することを目的に実施しています。 

・保護者の出勤時間や緊急時などに十分な対応ができないこ

とがあるため、委託先と改善を進めていきます。また、よ

り一層、周知に努め利用者の増加をめざします。 

こども課 

子育て短期支援

事業（ショート

スティ事業、ト

ワイライトステ

ィ事業） 

・保護者の疾病、その他の理由により家庭において児童の養

育が一時的に困難になった場合、あるいは保護者が仕事等

で夜間または休日に不在となる場合、児童福祉施設等で児

童を一定期間、養育し保護を行っています。 

こども相談室 

放課後児童健全

育成事業 

・小学校に就学している児童であって、その保護者が仕事等

により昼間家庭にいない場合に、授業終了後に児童厚生施

設等の施設を活用して適切な遊び及び生活の場を与えてそ

の健全育成を図ります。 

・小学校と連携を図り、研修などを通して指導員や保育内容

の資質向上をめざし、放課後児童クラブの充実に努めま

す。また、放課後児童クラブの未開設校区については、各

種条件が整い次第、新規開設をめざします。 

こども課 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

・地域において、育児の援助を受けたい人と行いたい人が会

員となり、育児について助け合いを行う会員組織です。 

・市民へ幅広い周知を行い、会員の増加とともにサービスの

充実を図ります。 

こども課 

子育てガイドブ

ック 

・出産・育児等子育てに関する行政サービスをわかりやすく

まとめた「子育てガイドブック」を発行し、市役所、支所

及び住民センター窓口等に設置しています。 

・今後も掲載内容の充実を図るとともに、少しでも多くの方

に活用していただけるようわかりやすい編集を行っていき

ます。 

こども課 

養育支援訪問 

・保健師、児童相談専門員等が家庭を訪問し、育児、家事の

援助、具体的な養育指導、助言など援助活動を行いつつ、

養育上の諸問題の解決や軽減を図っています。 

・今後も継続して事業を実施していきます。 

保健センター 

こども相談室 

ブックスタート 

・４か月健診に参加したすべての赤ちゃんと保護者に、図書館

員や「おはなしひろば」等のボランティアの方が、絵本の読

み聞かせやブックスタートパック（絵本とアドバイス集、お

すすめ絵本リスト、図書館の利用案内・貸出申込書などが入

っています）を手渡し、絵本を通じてゆとりある子育てを応

援しています。 

・読書への関心、図書館利用へと発展させるためにも永続的な

予算の確保と事業に携わる図書館職員やボランティアのレベ

ルアップに努めていきます。 

図書館 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

「おはなしひろ

ば」等の実施 

・本を通して親子でふれあい、語りあい、さらに親子関係を

見つめるきっかけや親子のきずなを深めることを目的に

「おはなしひろば（阿南図書館）」、「ぴよちゃんくらぶ

（阿南図書館）」、「おはなしのポケット（那賀川図書館）」、

「おはなし会（羽ノ浦図書館）」を開催しています。 

・絵本を通してゆとりある子育てを応援し、幼少期から本に

親しむことで心豊かな子どもの育成に努めます。また、図

書館の児童コーナーの改善、充実を図っていきます。 

図書館 

ともだち広場開

催事業の推進 

・私立保育所で乳幼児の在宅親子を対象に施設を開放し、保

育サービスを通じて育児相談やサークルの育成を行ってい

ます。 

・今後も引き続き、保育所の一部を開放し、在宅の親子が自

由に集い、交流しあうことにより「ともだちづくり」の機

会を与えます。また、保育を通じて蓄積した子育てのノウ

ハウを活用して育児相談を行うことにより保護者の育児不

安を解消し、子育て支援の推進を図ります。 

こども課 

母親クラブ 

・児童館を拠点として、地域の子どもたちが健やかに育つた

めの様々な活動を、子どもを持つ母親を中心にボランティ

アの立場で実施しています。 

・今後も児童館事業のスムーズな運営のために活動を継続し

ていきます。 

こども課 

はぐくみクラブ

事業 

・乳幼児とその家族に対し、育児に夢のもてるまちづくりを

推進するため、地域社会が協働して子育て支援に取り組む

環境づくりを行う事業です。 

・今後も活動を継続していきます。 

こども課 

地域による子育

て支援の充実 

・シルバー人材センターでは、放課後児童クラブに通ってい

る子どもたちを対象に、昔の遊びを教えるなど、教育講座

を行っています。 

・核家族化の進行により世代が異なる人との交流が少なくな

っているため、今後も引き続き、地域の高齢者等の力を活

かし、世代間交流を深めることにより、地域による子育て

支援の充実を図っていきます。 

介護・ながい

き課 
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②保育事業の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

通常保育事業 

・保護者が就労等により家庭で充分に保育することができな

い就学前の児童に対し、保育所において適正な保育を実施

し児童の健全な育成を図るとともに、その保護者の子育て

を支援します。 

・低年齢児の受け入れを行っていない保育所もありますが、

広域的な観点から希望の保育所を選択することで低年齢児

の保育に対応しています。 

・入所児童数の減少に伴い、公立保育所数は統合により減少

しますが、定員数は地域の状況に合わせて適正化を図りま

す。 

こども課 

時間外保育事業 

・保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加等のやむを得

ない理由により延長保育が必要である児童を、午後６時を

超えて保育し、就労支援を行っています。 

・今後、ニーズ調査等の結果を踏まえ、延長保育を実施する

保育所の増設等を検討します。 

こども課 

休日保育事業 

・日曜日・祝日等に保護者の就労により家庭で保育できない

場合に保育所で保育を行い、保護者の子育てを支援する事

業です。現在、本市では実施していません。 

・今後、保育現場での保護者のニーズ等を踏まえて実施を検

討します。 

こども課 

保育料の軽減 

・現在、第３子以降の保育料無料や５歳児の保育料の上限を

24,000円とするなど、保育料の軽減を行っています。 

・保育料全般についても国が示す階層をさらに細分化して保

育料の軽減を図っています。 

・ニーズ調査により保育料の軽減を望む声が高いことから、

さらなる軽減について検討します。 

こども課 

 

③児童福祉施設の整備 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

児童福祉施設の

整備 

・公立保育所と公立幼稚園を統合した「幼保連携型認定こど

も園」の整備を計画的に推進します。 

・今後とも引き続き、年次計画に沿って施設整備を図ってい

きます。 

こども課 

教委総務課 

学校教育課 
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（2）職業生活と家庭生活との両立の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

仕事と子育てを

両立するための

意識づくり 

・時間や場所が柔軟に対応できる出前講座やセミナーを開

催し、職業生活優先の意識や性別役割分担等の固定観念

を改め、働き方の見直しと家庭生活や地域活動に積極的

に参画していくという意識啓発に努めています。 

・男女が、ともに協力しあって子育てに取り組むための情

報や交流の場の確保と、子育て中の保護者の心の支えと

してカウンセリング事業（女性のための生き方なんでも

相談等）の推進に努めています。 

・今後も引き続き、企業・事業所に対して子ども・子育て

支援に関する情報発信を行うとともに、市民へカウンセ

リング事業の周知に努めます。 

人権・男女参

画課 

男女共同参画

室 

両立支援のため

の職場環境づく

り 

・「広報あなん」に男女共同参画情報「ささゆり通信」を掲

載し、内容の充実に努め、仕事と子育ての両立支援のた

めの情報の効果的な周知に努めています。 

・男女共同参画出前講座を通じて、事業主等に対し育児休

業法や看護休暇制度の関連法制度の普及啓発や情報を提

供し、働く母親・父親を支える職場づくりに努めるよう

働きかけています。 

・今後も引き続き、市民への男女共同参画出前講座の周知

に努めます。 

人権・男女参

画課 

男女共同参画

室 
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（3）要保護児童への対応等きめ細かな取組の推進 

①児童虐待防止対策の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

阿南市要保護児

童対策地域協議

会の充実 

・被虐待の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が

情報等を共有し、適切な連携協力のもとで対応していく

ことを目的に、児童福祉法（第２５条の２）において規

定された協議会を設置し、運営しています。 

・児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応に関係機関が

連携を図りながら取り組みます。また、要支援児童、特

定妊婦、障がいのある子どもが健全に育つことができる

よう環境整備に努めます。 

こども相談室 

家庭児童相談の

充実 

・主に18歳未満の子どもを対象に、家庭での教育問題、心

身の発達に関すること、学校生活での問題などの相談に

専門の相談員が応じています。 

・相談員へのニーズも多様になっていることから、あらゆ

る問題に対応できる資質向上と需要に応じた適正な人員

を配置します。また、地域の実情に応じて適切な児童家

庭相談援助活動、虐待通告があった場合等の迅速な対応

が実施できる体制づくりと、必要に応じて家庭訪問や電

話連絡等の具体的な行動を実施します。 

こども相談室 

 

②障がいのある子どもへの支援の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

心身障がい児在

宅介護等支援の

充実 

・在宅の心身障がい児が保護者の病気や家庭の用務等によ

り、家庭において介護を受けることができず、一時的に

介護を必要とする場合に、あらかじめ登録しておいた登

録介護者に介護委託をすることにより、心身障がい児及

び家庭の地域生活を支援します。 

福祉課 

福祉サービス 

・心身障がい児・重度障がい児に対し、日常生活の円滑化

に向けて、障がいを補うための用具の交付や修理などを

行っています。 

・児童通所支援・障がい福祉サービスの提供を行い、福祉

サービスの充実を一層図ります。 

福祉課 

特別支援教育・

保育の推進 

・一人ひとりの障がい状況に応じ、常に家庭・専門機関等

との連携を密にした、きめ細やかな保育を実施していま

す。教育相談を通じた就学の支援や進路指導、養護教育

の充実を図っています。 

・障がい児が地域社会の中で障がいのない人とともに生活

していけるよう、各種施策の適切な実施、拡充を進め、

物心両面にわたる支援に努めています。 

教育研究所 

こども課 

学校教育課 

保健センター 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

特別支援教育・

保育の推進 

（続き） 

・保育所及び幼稚園で、一人ひとりの発達の状態に応じ

た、よりきめ細やかな保育が実践できるように、教育相

談や園内研修を通して、支援の方法について学び、子ど

もについての共通理解を深めていきます。 

・また、子どものよりよい成長を願って、保育所及び幼稚

園と家庭との十分な連携を図ります。 

 

 

③ひとり親家庭の自立支援の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

就学費の支援 

・就学費助成は、教育の機会均等の精神に基づき義務教育

を円滑に受けることができるよう、経済的理由によって

就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学

援助費を交付しています。 

・経済状態の急激な変化に伴い援助者の増加が予想されま

すが今後も継続して実施していきます。 

学校教育課 

ひとり親家庭の

自立支援 

・ひとり親家庭の抱える児童の養育問題、生活等の問題に

対し、母子自立支援員が相談に応じています。 

・ひとり親家庭の自立のために、より細かな支援体制を構築

し、広報紙等を通じた情報の発信と共有化を図ります。 

・また、自立支援員を中心に、若年母子・ひとり親家庭の

子ども等に支援を広げていきます。 

こども相談室 

母子生活支援施

設(阿南琴江寮) 

・母子家庭等の特別な事由で児童の福祉に欠ける場合に受

け入れを行っています。 

・入居者の自立に向けた支援の継続と施設の維持管理、適

正な運営を図りながら受け入れ体制の充実を図ります。 

こども相談室 
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２．親と子の健康を支える環境づくり 

（1）子どもや母親・父親の健康と安心の確保 

①母子保健事業の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

母子健康手帳・

父子健康手帳の

交付 

・妊娠届を受けて母子健康手帳を交付しながら、保健師が

保健指導を行うことによって妊娠期の不安の軽減を図る

とともに、妊婦と乳児の健康診査を勧奨することによっ

て母子の健康の確保と安全な出産を支援します。 

・また、同時に父子健康手帳を配布することを通じて、父

親の積極的な育児参加を促しながら、母親の育児負担を

軽減することをめざします。 

保健センター 

妊婦一般健康診

査受診票の交付 

・妊婦の健康管理の充実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するよう努めま

す。 

保健センター 

乳児健診の充実 

・疾病や異常の早期発見とともに、リスクの早期発見によ

る疾病等の発生予防のため、満１歳未満の乳児を対象

に、医療機関の乳児一般健康診査受診票を交付していま

す。 

・４か月児健診・９か月児健診・先天性股関節脱臼健診

は、集団健診の方法で実施しています。問診・身体測

定・小児科診察・離乳食学習会・育児相談のほか、４か

月児にはブックスタート、９か月児には歯みがき指導を

行い、親子が心を通わせて触れ合いながら、育ちあうこ

とをめざしています。 

・小児科医師、歯科医師、言語聴覚士、臨床心理士、管理

栄養士、保健師、歯科衛生士などの専門職が関わること

によって、保護者の育児不安の軽減と解消や虐待の予防

を視野に入れた健康診査を実施します。 

保健センター 

幼児健診の充実 

・１歳６か月児健康診査と３歳児健康診査は集団健診方式

となっており、心身障がいの早期発見、早期援助及び生

活習慣の確立と、育児支援と虐待予防に重点を置いてい

ます。健康診査の内容としては、問診・身体測定・歯み

がき指導・小児科診察・歯科診察・育児相談・栄養相

談・聴力検査・視力検査、及び保護者へのメタボリック

シンドローム対策指導等を実施しています。 

・また、２歳児・４歳児を対象にフッ素塗布事業を行い、

幼児期からの歯科保健充実とともに、身体の発育とこと

ばの発達面の観察、育児不安を軽減する場とし、母子全

体を支援する機会を提供しています。 

保健センター 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

幼児健診の充実 

（続き） 

・幼児健康診査では、今後も、単に疾病の早期発見という

二次予防にとどまらず、う歯を含めた疾病や事故の発生

予防、育児不安の解消や、子育て支援による小児虐待予

防等の一次予防にも視点をおいて実施します。 

・医師、歯科医師、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛

生士、臨床心理士、言語聴覚士、家庭児童相談員等多く

の専門職により、様々な視点から、身体面・精神面の発

達、歯科衛生、視力・聴力、母と子の関わり等多様化す

る個々の親子の問題に対して総合的指導、支援を行いま

す。 

 

感染症対策の充

実 

・感染のおそれのある疾病の発生及び予防を目的に、予防

接種法に基づく乳幼児・児童の定期予防接種を実施して

います。 

・また、新型インフルエンザなどの急性感染症についても

国・県と連携を図りながら対策に取り組んでいます。 

・今後も引き続き医療機関と連携し、広報等で各種予防接

種の周知を図り、感染拡大の防止に努めます。 

保健センター 

健康教室の充実 

・妊娠期に新米ママパパ教室、乳児期に離乳食学習会、幼

児期にたんぽぽ教室、乳幼児対象の公民館等での子育て

広場、こども課等実施の双子っこ教室、ウェルカム阿南

（転勤族等対象）に協力し、妊娠期、乳幼児期、健診事

後等各々の育児不安に対応した支援を実施しています。 

・親子が地域で孤立することなく楽しく育児ができるよう

支援していく場として今後とも健康教室・相談事業を実

施します。 

保健センター 

健診事後の健康

教室・相談の充

実 

・妊娠届出時や健康教育・健康診査時に保健師・管理栄養

士・臨床心理士による個別相談を実施しています。 

・また、健診事後指導の一環として、様々な専門職による

個別相談（聴力相談・視力相談・母と子の相談・児童相

談・ことばの相談）を実施し、継続的な支援を実施して

います。 

・今後もこのような健康教室や相談を充実し、障がいや不

安を持ちながらも楽しく健やかに成長するための支援を

行います。 

保健センター 

訪問指導の充実 

・妊娠期、産婦と新生児期、乳児期、幼児期の各時期に応

じて、助産師・保健師・看護師による訪問指導を実施し

ます。また、こども相談室・児童相談所・阿南支援学

校・相談支援事業所等関係機関との連携の強化を図り、

育児不安の軽減と解消に努めるよう支援を充実していま

す。 

・妊娠期には、妊娠届時の相談や妊婦一般健康診査結果か

ら、母性の健康と安全な出産のための保健指導や支援の

必要性を早期に把握し、特に初妊婦や特定妊婦に対して

は助産師による訪問指導を実施し、出産育児等不安の軽

減に努めています。 

保健センター 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

訪問指導の充実 

（続き） 

・産婦と乳児期については、保健師と在宅助産師による新生児

訪問と助産師・保健師・看護師による生後４か月までの「こ

んにちは赤ちゃん事業」を継続して実施します。 

・幼児期については、健診後の支援の一環として、こども

相談室・児童相談所・阿南支援学校・相談支援事業所等

関係機関との連携の強化を図り、育児不安の軽減と解消

に努めるよう支援を充実していきます。 

 

ボランティア育

成の推進 

・地域の中で子育て中の親子を支援するボランティア「サ

ポートママ」は、母子保健事業のスタッフや子育て中の

親子への支援など、欠くことのできないマンパワーとな

っています。 

・核家族化や近隣関係の希薄化に伴い育児に携わる親が孤

立し、身近な相談者が得られにくい状況にあることか

ら、地域の中で子育て中の親子を支援できるボランティ

アを育成します。 

保健センター 

 

②食育の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

「食育」の推進 
・阿南市食育推進計画に基づき、子どもから高齢者まで生

涯を通じた食育の推進を図っていきます。 
保健センター 

 

③思春期保健対策の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

思春期保健対策

の充実 

・性教育や飲酒・喫煙・薬物乱用防止については、子ども

の発達段階に応じて、基本的な知識を習得し、目の前の

課題について適切な行動がとれるような学習を積み重ね

ています。 

・今後は、家庭において親が適切に子どもを支援すること

が、今まで以上に必要になってくるため、学校、医療機

関、保健・児童福祉等の関係者や地域の人たちによる連

携を一層強化し、思春期の子どもとその家庭を支援して

いきます。 

保健センター 
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④不妊治療費助成の拡充 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

不妊治療費助成

の拡充 

・不妊治療にかかる経済的負担の軽減を図るため、徳島県

において体外授精及び顕微授精に要する費用の一部を助

成する制度があります。 

・本市においても助成制度を創設しており、今後も引き続

き助成していきます。 

保健センター 

 

⑤小児医療の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

小児医療体制の

充実 

・日曜や祝日に夜間診療体制及び救急告示病院、小児救急

医療体制についての情報をこんにちは赤ちゃん事業や乳

幼児健診の際に提供し、子どもがいつでも安心して医療

サービスが受けられるよう支援しています。 

・今後も引き続き支援していきます。 

保健センター 

子どもの医療費

助成の拡充 

・子育てをしている保護者の経済的負担を軽減するため、

中学３年生修了まで医療費の一部負担、食事療養費の助

成を行っています。 

・子どもの保健向上を図る目的だけでなく、少子化対策及

び子育て支援対策と位置づけて取り組みます。 

保険年金課 

未熟児養育医療

の給付 

・未熟児は、正常の新生児に比べて機能が未熟で疾病にか

かりやすく、その死亡率は極めて高い上、心身の障がい

を残すことも多いことから出生後、速やかに適切な処置

を講ずることが必要です。 

・未熟児に対し指定養育医療機関において、これに必要な

医療の給付を行っています。 

保険年金課 
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３．子どもたちの生きる力と豊かな心の育成 

（1）子どもたちの生きる力と豊かな心の育成 

①次代の親の育成 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

次代の親の育成 

・中学校では、技術・家庭科で「保育体験」を行うととも

に、職業体験学習の一環として「保育実習」を取り入れ

ているところがあり、子育ての意義や大切さを学んでい

ます。 

・職場体験学習における「保育実習」の機会を増やし、乳

幼児とのふれあう機会を増やしていきます。また、職場

体験等だけでなく、総合的な学習の時間や技術・家庭科

等の中で、子育てや生命の尊重、保育実習に関した学習

にも力を入れていきます。 

学校教育課 

 

②就学前教育の充実 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

認定こども園の

推進 

・現在、平島こどもセンター、今津こどもセンター、橘こ

どもセンターの３か所の認定こども園の設置に至ってい

ます。 

・今後についても、地域住民のニーズや施設の新築に合わ

せて認定こども園設置の検討を行っていきます。 

こども課 

学校教育課 

幼稚園・保育所

と小学校との連

携 

・幼稚園・保育所・小学校の校区内での公開保育や公開授

業を通して子どもの育ちや課題、保育内容、教育内容等

について合同研修会を持つなど、情報共有や相互理解に

努めています。 

・今後、保育所・幼稚園は子どものスムーズな就学に向

け、保育所児童保育要録・幼稚園幼児指導要録を小学校

に送り、話しあいを持つなどして連携を深めていきま

す。 

こども課 

学校教育課 

保育料の軽減 

・現在、第３子以降児の保育料や給食費の軽減を行ってい

ます。 

・多子世帯の子育てに係る負担軽減を図るよう、第２子の

保育料についても軽減を検討します。 

・ニーズ調査により保育料の軽減を望む声が高いことか

ら、さらなる軽減について検討していきます。 

学校教育課 
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③子どもの生きる力の育成に向けた学校教育等の整備 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

確かな学力の向

上 

・学びたい意欲を高めるカリキュラムづくり、問題解決学

習の展開、生活に根ざした体験的な学習や総合的な学習

の推進、読書習慣の育成と図書館利用の促進などに取り

組んでいます。 

・今後は、基礎的・基本的な知識・技術の確実な定着を図

るために、繰り返し学習や意欲的・主体的に学習に取り

組むための指導方法の工夫・改善を行います。また、表

現力を高めるために読書活動の充実も図っていきます。 

学校教育課 

豊かな心の育成 

・豊かな心の育成は、人権を尊重する教育、社会の変化に

対応した生徒指導、学校の特色を生かした好ましい教育

環境づくりによって行います。 

・そのため、すべての子どもの人権の共存が達成される学

校経営、実効ある人権教育推進のための指導内容や方法

の工夫・改善など、一人ひとりの違いを認め受け入れな

がら互いに高めあう人権教育の推進、豊かな人権意識を

身につけるための教職員研修、子どもの姿をもとに、一

人ひとりの教育ニーズの早期発見と早期対応、共感的理

解に基づく温かい人間的なふれあいや高めあいのある集

団づくり、一人ひとりを育てるための学校ぐるみ・地域

ぐるみの取組、園・学校の施設設備の充実、きめ細かな

指導の充実を図る体制づくり、教職員の資質・能力の向

上、特別支援教育の拠点としての「ふれあい教室」や、

へき地・小規模校教育の充実を図っていきます。 

・さらに情報化・国際化に対応し、情報を選択・活用する

基礎的な力の育成、情報モラルを身につけ、自立した態

度の育成、コミュニケーション能力の育成、グローバル

なものの見方・考え方を育てる国際理解教育の充実など

に取り組んでおり、今後も一層の推進を図ります。 

学校教育課 

健やかな体の育

成 

・子ども自らの健康の確立と体力づくりの推進、正しい食

生活や食習慣をめざす食育の推進、安全確保に柔軟に対

応できる力の育成、危機管理と防災教育の徹底、自然と

の関わりなどを重視しながら健やかな体の育成に取り組

んでいます。 

学校教育課 

「就労」に対す

る意識啓発や職

業訓練等の実施 

・中学校教育の中で職業体験活動を実施しており、道徳、

特別活動、総合的な学習の時間で職業観の育成をめざし

ています。 

学校教育課 

開かれた学校づ

くり 

・学校評議員制度をすべての幼稚園・小学校・中学校で導

入し、学校、家庭、地域社会の連携・協力体制の強化を

図っていきます。 

学校教育課 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

教育施設の整備 

・文部科学省耐震対象基準面積を満たす施設については、

耐震性能一覧表を作成し、ホームページを通じ、広く市

民に公表しています。 

・耐震補強が必要とされる学校施設については、引き続き

年次的・計画的な耐震補強工事を進め、安全な学校施設

づくりに取り組みます。 

教委総務課 

 

④家庭や地域の教育力の向上 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

家庭教育への支

援 

・保育所、幼稚園、小学校、中学校において参観日等の保

護者が集まる機会を捉え、乳幼児期から思春期の子育て

などについての講演会、意見交換会等を開催し家庭教育

支援活動を行っています。 

・また、初めて母親・父親になる方々に対する講座を保健

センターと連携して開設しています。 

・できるだけ多くの保護者が参加できるよう時期や時間帯

を工夫し、また参加したい、聴いてみたいと思われる講

演会や家庭教育学級を開催していきます。 

こども課 

学校教育課 

地域の教育力の

向上 

・子どもたちが地域において週末等を利用して、自然体験

や文化体験、社会奉仕体験等の活動を公民館活動などに

有効に取り入れ、地域ぐるみで推進しています。 

・各公民館で、週末等を利用して、「自然体験」や「文化体

験」、「社会奉仕体験」などを経験することにより、徐々

に子どもたちとともに地域の大人が子育てに関わる環境

が整ってきています。 

・今までの事業を、より広範囲に展開していくことによ

り、地域全体で子育てに関わる環境づくりの整備を進め

ます。 

生涯学習課 

こどもフェステ

ィバルの開催 

・保育所（園）・幼稚園児童、小中学生を対象に、産学官が

協力してこどもフェスティバルを開催しています。 

・各種ものづくりや科学実験等の様々な体験コーナーや発

表コーナーを設置し、子どもと保護者、高校生・大学

生・ボランティアなどが自由に交流できる場を提供して

います。 

・今後も内容を工夫しながら継続して実施していきます。 

生涯学習課 
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⑤子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

子どもを取り巻

く有害環境対策

の推進 

・有害環境対策として、「たまり場調査」、「有害図書の回

収」、「放置自転車の状況確認等」を行っています。 

・たまり場調査や指導は、地域ぐるみの健全育成活動とい

われるように、あらゆる機会を通じて情報収集に努め、

阿南警察署と連携しながら速やかに対応します。 

青少年健全育

成センター 

 

⑥子どもの人権の尊重 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

子どもの人権の

尊重 

・保育所・幼稚園・小中学校では、人権尊重の精神涵養※を

図るとともに、一人ひとりを大切にする教育を推進し、

すべての子どもの自立と自己実現に向け連携を図ってい

ます。 

・子どもに対し、いかなる差別もなしに権利を尊重し確保

することを定める「児童の権利に関する条約」の趣旨に

のっとり、子どもの人権に関する教育・啓発活動を学

校・地域等の場や機会を通じ推進するとともに、児童虐

待、いじめ等が社会問題となっている現状から、子ども

の人権を守る相談・支援体制の充実を図ります。 
※涵養（かんよう）：水が自然と浸み込むように、

無理をせずゆっくりと養い育てること 

学校教育課 

こども課 

こども相談室 

いじめ対策班 

・いじめ問題は迅速な対応が重要であることから「いじめ

を見逃さない」、「いじめのない学校はない」を学校現場

に徹底して訴えていくため積極的に市内全小・中・高校

を訪問しています。また、広報あなんやセンターだよ

り、しおり、新聞などで「いじめ相談」の掲載をし、広

報に努めています。 

・今後も、電話相談のみならず、学校や家庭に出向き、い

じめ問題の解決に向けて取り組みます。 

青少年健全育

成センター 

いじめ等により

被害を受けた子

どもたちの立ち

直り支援 

・いじめを受けた子どもに対しては、教職員のみならず、

スクールカウンセラーなど外部の専門家等による心のケ

アに努めています。さらに各学校において人権教育や道

徳教育の充実を図っています。 

・今後も、いじめを受けた子どもに対して教職員と外部専

門機関とが連携し、子どもの心のケアにあたるととも

に、学校全体で教職員がいじめを許さないという共通認

識のもとに、道徳教育や人権教育の充実を図り、相手を

思いやる心を育成します。 

・また、携帯電話・スマートフォンを使用する上でのルー

ルづくり、「携帯電話安全教室」の実施に努めます。 

学校教育課 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

サポートチーム

等地域支援シス

テムづくり 

・「サポートチーム等地域支援システムづくり」を行い、問

題行動を繰り返す児童・生徒に対して学校だけでなく、

関係機関がチームを編成することで問題行動等の防止・

対応を図っています。 

・また、「自立支援教室」を設置し、不登校児童・生徒や学

校内で深刻な問題行動を起こす生徒の学校復帰や立ち直

りに向けた支援の充実を図っています。 

・今後、ふれあい学級に登録していない不登校児童・生徒

に対して、学校や広報を通してふれあい学級のアピール

を行い、関係諸機関との連携を一層密にし、不登校児

童・生徒や問題を抱える子どもたちの学校復帰をめざし

ます。また、課題を抱える児童・生徒の実態を正確に把

握する上で入退級に関する手続きの適正化を図ります。 

教育研究所 
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４．子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり 

（1）子育てを支援する生活環境の整備 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

良好な居住環境

の確保 

・老朽化が進み、建替えが急務となっている公営住宅の建

替え事業に着手しています。また、既存ストックの計画

的な改善改修にも積極的に取り組んでいます。 

・今後、阿南市営住宅ストック総合計画に基づき、居住水

準を高め、住民のニーズに対応できるよう検討を加え、

安全で世代や地域の交流が図られる住まいづくりを進め

ていきます。 

住宅・建築課 

安全な道路交通

環境の整備 

・生活関連道路の整備については、人々が安全で安心して

利用できる道路空間のユニバーサルデザイン化に向けて

検討していきます。 

まちづくり推

進課 

土木課 

公共施設におけ

る「子育てバリ

アフリー」の推

進 

・公共建築物の整備については、設計段階から徳島県の

「ひとにやさしいまちづくり条例」の整備基準を尊重し

計画を進めています。 

・今後は、ユニバーサルデザインの考え方の共有化を図

り、すべての人が安全に安心して円滑かつ快適に利用で

きる施設整備をめざします。 

教委総務課 

住宅・建築課 

子育てにやさし

い環境の整備 

・高齢者、障がい者、妊産婦、子連れの家庭が安心して外

出し、社会参加できるまちづくりをめざして、歩道の設

置や公共施設での授乳コーナー・託児室・ベビーベット

を備えたトイレ等の整備について検討しています。 

・今後、南海トラフ巨大地震、火災などの防災や、騒音、

振動や二酸化炭素など環境に配慮した道づくりの検討を

行います。 

こども課 

まちづくり推

進課 

防災課 

環境保全課 
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（2）子ども等の安全の確保 

①交通安全の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

小・中学校の通

学の安全対策の

推進 

・「登下校時の安全対策マニュアル」の作成、校区での通学

路の危険場所を示して注意喚起をする「安全マップ」の

作成、「不審者防止教室」の実施を含めた安全教育の徹

底、子ども110番「安全の家」の周知等を行っています。

また、小学校ではスクールガードリーダーによる下校指

導を行っています。 

・今後は、市民に呼びかけ「子ども110番」の周知徹底を図

り協力を依頼します。また、幼稚園・小学校においては

「不審者防止教室」の実施を図り、危機管理意識の高揚

を図ります。また、定期的に校区内の危険箇所の点検を

行い、事故の未然防止に努めます。 

学校教育課 

子どもの交通安

全教育の推進 

・交通安全指導として阿南市交通安全教育推進協議会によ

る交通安全教室を保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校

等で開催し、交通ルールの周知徹底を図っています。特

に、「交通ルールとマナーの遵守による交通事故防止」に

ついての指導を行っています。 

・今後は、保護者の子どもに対する意識の向上、チャイル

ドシート着用・子どもの自転車乗車時でのヘルメット着

用（幼児の後部席への同乗も同様）を促進し、安全性の

確保に努めます。 

ふるさと振興

課 

 

②子どもを災害や犯罪等の被害から守る取組の推進 

施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

保育所・幼稚園

の防災に関する

取組の推進 

・各保育所・幼稚園では、地震・津波発生時における避難

場所を定めて、日頃から避難経路の状況確認を行ってい

ます。 

・毎月１回程度の避難訓練や消防訓練、不審者の侵入に対

する訓練等を行い、災害時の適切な対応を培っていま

す。 

こども課 

学校教育課 

福祉避難所の設

置等に関する取

組 

・災害発生時に市が指定する避難所に避難した後、その避

難所での生活に支障があり、特別な配慮を要する方（高

齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児等）の受入を目的とし

て、市内１２カ所の福祉施設との間で福祉避難所の設置

等に関する協定を締結しています。 

防災対策課 
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施策名 施策の内容 
窓 口 

（担 当） 

子どもを犯罪等

の被害から守る

ための活動の推

進 

・青色パトロールカーによる巡回、不審者侵入対応訓練の

支援、不審者情報の提供を行っています。 

・各地区で青色パトロールカーによる巡回の実施を試みて

おり、青少年健全育成センターが常時パトロール、合同

パトロール、列車内パトロールを行うなど、現場指導に

努めます。 

・不審者侵入対応訓練については、今後も積極的に取り組

みます。また、不審者情報を発信し、各校（園）に速や

かな対応を依頼することによって児童・生徒の安全確保

に努めます。 

青少年健全育

成センター 

被害を受けた子

どもへの支援 

・心のケアが必要な児童・生徒及び学級・学校に対し、専

門機関と連携してスクールカウンセラーの設置に努めま

す。 

学校教育課 
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第５章 幼児期の教育・保育の内容と供給体制 

１．教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法の規定に基づき、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供にあたって、教育・保育提供区域を設定します。 

区域は、地理的条件や人口、交通機関・道路などの社会的条件、教育・保育施設の立

地状況や利用実態、今後の利用希望、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続などを

総合的に勘案して定める必要があり、本市では各事業の実施状況も踏まえ、次のように

区域を設定します。 

 

（1）教育・保育 

本市における現状として、小学校区に準じた通園区を設ける市立幼稚園を除いて、居

住地等による区域の設定は行わずに受け入れを行っています。 

このため、教育・保育提供区域についても、これまでどおり市内全域を１つの区域と

して設定するものとします。 

 

 

（2）地域子ども・子育て支援事業 

事業の内容、性質に応じて次のように区域設定を行います。 

 

①教育・保育に係る区域設定に準じるもの（２事業） 

時間外保育事業（延長保育）及び一時預かり事業については、教育・保育と利用実

態が共通であるため、教育・保育に係る区域と同一の区域とします。 

 

②小学校区による区域とするもの（１事業） 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、利用の実態が小学校区

であるため、小学校区ごとの区域とします。 
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③全市域を一区域とする事業（８事業） 

次に掲げる地域子ども・子育て支援事業については、事業の性質等から広域的な利

用が想定されるため、全市域を１つの区域とします。ただし、事業の実施にあたって

は、地域的な偏在が発生しないよう、利用者の利便性に十分に配慮することとします。 

・利用者支援事業 

・子育て短期支援事業 

・病児保育事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・子育て援助活動支援事業 

・妊婦に対して健康診査を実施する事業 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 
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２．教育・保育の量の見込みと提供体制 

（1）各年度における教育・保育の量の見込み 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・就学前児童及び小学生の保護者を対象としたアンケート調査の結果、児童数の将来推

計、教育・保育施設の配置状況、地域の実情等を踏まえ、認定区分ごとに量の見込み

（必要利用定員総数）を定めます。 

◆必要利用定員総数 

１号認定 
３～５歳 
幼児期の学校教育のみ 

特定教育・保育施設（認定こども園及び幼稚園）に係る
必要利用定員総数 

２号認定 
３～５歳 
保育の必要性あり 

特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所）に係る
必要利用定員総数 

３号認定 
０～２歳 
保育の必要性あり 

特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所）及び特
定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数 
※０歳、１～２歳を区分して必要利用定員総数を算定 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国の示した算出方法に従い算出した「量の見込み」について、３号認定（特に０歳児）

について利用実績と大きくかけ離れていることから、平成25年６月以降に生まれた児

童（生後６か月以下）、母親・父親のいずれかが育児休業を取得中の児童について対象

から除外する補正を行いました。 

・また、３～５歳児について、国の示した算出方法に従い算出した「量の見込み」では、

児童総数に占める幼稚園・保育所(園)を利用する児童の割合が低くなりすぎることか

ら、幼稚園・保育所(園)を利用する割合を３歳児は95％、４・５歳児は99％と設定し

て、各年の推計児童数に乗じて算出された数値から幼稚園のニーズ量を差引いた数を

保育所(園)・認定こども園のニーズ量としています。 

・教育・保育施設については、私立幼稚園・保育所(園)の認定こども園への移行等に併

せて定員の見直しを行いますが、市全体としてはほぼ現状の総定員でよいと考えられ

ます。ただし、３号認定（０～２歳児）については、現状の利用状況と比べてニーズ

量が増えることが想定されるため、保育所(園)や認定こども園の長時間部における年

齢別定員の拡充が必要です。 

・また、母親の就労意向が高まっていることに伴い、３歳以上の子どもについても認定

こども園の長時間部や幼稚園の一時預かりの利用希望が増加することが想定されるた

め、これらのニーズへ対応を図っていく必要があります。 
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〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人 

平成27年度 １号認定 

２号認定 ３号認定 

認定こども園 認定こども園・保育所(園) 

幼稚園 保育所(園) ０歳 １・２歳 

量の見込み〔必要利用定員総数〕 436 209 1,209 221 685 

保育利用率   73.8％ 

確
保
方
策 

特定教育・保育

施設 

市内 932 150 1,330 950 

他市町村 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 210 70   

特定地域型保育事業   0 

認可外保育施設   20 5 

計 1,142 220 1,350 955 

差 706 11 141 54 

※2号認定の幼稚園欄の数値については、1号認定を受けて入園する幼稚園での預かり保育で対応します。 

単位：人 

平成28年度 １号認定 

２号認定 ３号認定 

認定こども園 認定こども園・保育所(園) 

幼稚園 保育所(園) ０歳 １・２歳 

量の見込み〔必要利用定員総数〕 434 203 1,213 224 678 

保育利用率   74.2％ 

確
保
方
策 

特定教育・保育

施設 

市内 1,022 180 1,350 950 

他市町村 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 120 40   

特定地域型保育事業   0 

認可外保育施設   20 5 

計 1,142 220 1,370 955 

差 708 17 157 53 

単位：人 

平成29年度 １号認定 

２号認定 ３号認定 

認定こども園 認定こども園・保育所(園) 

幼稚園 保育所(園) ０歳 １・２歳 

量の見込み〔必要利用定員総数〕 428 199 1,200 224 677 

保育利用率   74.2％ 

確
保
方
策 

特定教育・保育

施設 

市内 1,042 180 1,350 950 

他市町村 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 120 40   

特定地域型保育事業   0 

認可外保育施設   20 5 

計 1,162 220 1,370 955 

差 734 21 170 54 
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単位：人 

平成30年度 １号認定 

２号認定 ３号認定 

認定こども園 認定こども園・保育所(園) 

幼稚園 保育所(園) ０歳 １・２歳 

量の見込み〔必要利用定員総数〕 433 204 1,210 223 682 

保育利用率   74.0％ 

確
保
方
策 

特定教育・保育

施設 

市内 1,042 180 1,350 950 

他市町村 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 120 40   

特定地域型保育事業   0 

認可外保育施設   20 5 

計 1,162 220 1,370 955 

差 729 16 160 50 

単位：人 

平成31年度 １号認定 

２号認定 ３号認定 

認定こども園 認定こども園・保育所(園) 

幼稚園 保育所(園) ０歳 １・２歳 

量の見込み〔必要利用定員総数〕 433 202 1,210 224 680 

保育利用率   74.2％ 

確
保
方
策 

特定教育・保育

施設 

市内 1,042 180 1,350 950 

他市町村 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 120 40   

特定地域型保育事業   0 

認可外保育施設   20 5 

計 1,162 220 1,370 955 

差 729 18 160 51 
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３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

（1）利用者支援事業 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等について、情報提供や相談・助言等を行うと

ともに、関係機関との連絡・調整等を実施する事業（対象業務を保育に関する業務など

に限定して実施することも含まれます。） 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、利用者ニーズに応じた多様な事業を提供

する上で、よりわかりやすい情報提供が必要となります。 

・今後については潜在的な保育ニーズへの対応も求められることから、地域の保育資源

（幼稚園、保育所(園)、認定こども園、一時預かりなど）の情報を収集し、利用希望

者の相談に応じて、個々のニーズや状況に適した施設・事業の情報を提供します。 

・なお、本事業については、保育・子育て支援の担当課であるこども課において実施す

ることとしますが、利用者にとってより身近な地域子育て支援拠点等においても同様

の情報提供、相談支援等が行えるよう検討を進めます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：箇所 

 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 

量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 
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（2）時間外保育事業 

認可保育所等で、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育を実施す

る事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国が示した算出方法に従って、終了時間を18時30分として算出しました。現状の供給

体制（保育所(園)、認定こども園）で、ニーズ量は充足できるものと思われます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

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 

全市域 
量の見込み 207 207 205 207 206 

確保方策 225 225 225 225 225 
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（3）放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室や公民館などの公共施設及び民間施設等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業（放課後児童クラブ） 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内22の小学校区を区域とします。 

・国が示した算出方法に従って就学前児童を対象とする調査、就学児童を対象とする調

査の結果から小学校区別にニーズ量を算出し、利用実績に近いものを「量の見込み」

として採用しました。現状の供給体制でニーズ量は概ね充足していますが、一部の小

学校区で実績を大きく上回る利用希望が見られることから今後の対応について検討が

必要です。 

・一方、小学校高学年については、ニーズ量が利用実績の２倍近くとなっており、クラ

ブによっては定員の拡大や施設・支援員等の確保について検討が必要です。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人／箇所 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

全市域 

量の見込み 

低学年 527 520 517 519 521 

高学年 199 197 199 204 201 

計 726 717 716 723 722 

確保方策 
利用総定員 907 907 907 951 1,062 

実施箇所数 18 18 18 19 21 
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（4）子育て短期支援事業 

保護者の病気や仕事等の理由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童

養護施設等において必要な保護を行う事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国が示した算出方法はサービスへの直接的な利用意向ではなく、利用する可能性のあ

るすべての児童を計上するようになっています。このため、ニーズ調査の設問のうち、

緊急時に親戚・知人等に子どもをみてもらうことができない場合に限定して量の見込

みを算出しました。 

・この事業は、たちばな学苑、宝田寮、徳島赤十字乳児院に委託します。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数） 

 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 

量の見込み 40 40 40 40 40 

確保方策 40 40 40 40 40 
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（5）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国の示した算出方法に従って算出しましたが、利用希望日数が極端に多いものも見ら

れたため、月あたり８日を上限として量の見込みを算出しました。 

・地域子育て支援拠点事業については、公立保育所に併設する形で４か所、私立保育所

に併設した１か所、単独設置の１か所の合計６か所で実施しており、さらに平成29年

度より１か所増設する予定であることから、現状の供給体制でニーズ量は充足できる

ものと思われます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数）／箇所 

 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 

量の見込み 2,466人日 2,459人日 2,457人日 2,466人日 2,463人日 

確保方策 ６か所 ６か所 ７か所 ７か所 ７か所 
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（6）一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間

において、幼稚園、保育所等で一時的に預かる事業 

①幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国の示した算出方法に従って算出しました。 

・幼稚園が行う預かり事業は、保護者の急用等による突発的な預かりと保護者の就労等

により通常の降園時間を過ぎて預かり保育を実施するものです。現在、公立幼稚園

（６園）、私立幼稚園（３園）で実施しています。 

・現状の供給体制で、ニーズ量は充足できるものと思われます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数） 

 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 

量
の
見
込
み 

ア．急用等による

利用 
149 149 147 149 149 

イ．就労等による

利用 
56,653 56,648 55,949 56,532 56,500 

確保

方策 

一時預かり事業 

（在園児対象型） 
57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 
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②一時預かり事業（在園児対象型を除く）、子育て援助活動支援事業（病児・

緊急対応強化事業を除く） 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国の示した算出方法に従って算出すると、保育所(園)や認定こども園等を定期的に利

用する児童も対象となってしまい、過大なニーズ量が算出されることから、上記の児

童を対象から除外して量の見込みを算出しました。 

・現状の供給体制（保育所(園)の一時預かり、ファミリー・サポート・センター(未就学

児)、トワイライトステイ）で、ニーズ量は充足できるものと思われます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数） 

 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 

量の見込み 4,050 4,041 4,014 4,044 4,039 

確
保
方
策 

一時預かり事業 

（在園児対象型を除く） 
4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業を除く） 
100 100 100 100 100 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
10 10 10 10 10 
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（7）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病気中や病後の子どもを病院・保育所に付設された専用スペース等において、看護師等

が一時的に保育する事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・国の示した算出方法に従って算出すると、病児・病後児保育施設等を利用したいとい

う児童に加え、利用する可能性のある児童も対象となってしまい、過大なニーズ量が

算出されます。このため、ニーズ調査の設問のうち、緊急時に親戚・知人等に子ども

を見てもらうことができない場合に限定して量の見込みを算出しました。 

・現在は岩城クリニックで実施していますが、ニーズ量は利用実績の約６倍となってお

り、供給体制の拡大について検討が必要です。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数） 

 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 

量の見込み 1,347 1,344 1,335 1,345 1,343 

確
保
方
策 

病児保育事業 870 870 870 1,740 1,740 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業） 
0 0 0 0 0 
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（8）子育て援助活動支援事業（就学後） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と当該援助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（ファミリー・サポート・センター事業） 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・ニーズ調査においては、ファミリー・サポート・センターに関連する設問を設定して

いません。このため、近年の利用実績に基づいて量の見込みを仮定しました。 

〔量の見込みと確保方策〕 

単位：人日（年間延べ日数） 

 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 

量の見込み 20 20 20 20 20 

確保

方策 
20 20 20 20 20 20 
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（9）妊婦に対して健康診査を実施する事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、

検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施する事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・量の見込みについては、近年の妊娠の届出件数、妊婦健康診査費助成件数の実績、推

計児童数等を勘案して算出しました。引き続き供給体制の確保に努めます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

 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 

量の見込み 

600人 

健診回数 

14回 

600人 

健診回数 

14回 

600人 

健診回数 

14回 

600人 

健診回数 

14回 

600人 

健診回数 

14回 

確保方策 

実施場所：各病院及び診療所 

検査項目：基本的な妊婦一般健康診査ほか 

実施時期：妊娠８週から39週 
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（10）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行う事業 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・量の見込みについては、近年の出生数の実績や推計児童数等を勘案して算出しました。

引き続き供給体制の確保に努めます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

 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 

量の見込み 450人 450人 450人 450人 450人 

確保方策 実施機関：保健センター 
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（11）養育支援訪問事業等 

養育支援が特に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・助言等を

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等 

〔量の見込み、確保にあたっての考え方〕 

・市内全域を１つの区域とします。 

・量の見込みについては、過去の実績や推計児童数等を勘案して算出しました。引き続

き供給体制の確保に努めます。 

〔量の見込みと確保方策〕 

 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 

量の見込み 450人 450人 450人 450人 450人 

確保方策 実施機関：保健センター・こども相談室 
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４．教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

幼児期の学校教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なもので

あり、子どもの最善の利益を第一に考えながら、子どもたちに質の高い教育・保育の提

供を行うとともに、家庭や地域の教育力・子育て力の向上に向けた支援を実施していく

必要があります。 

本市では、公立幼稚園・保育所の認定こども園への移行を進めており、平成26年現在

３園の認定こども園が開設されています。幼稚園・保育所(園)としてこれまで培われて

きた知識・技能など双方の良さを生かし、認定こども園ならではの質の高い教育・保育

の提供に引き続き努めていきます。また、民間法人による認定こども園への移行や新設

を促進するなど、教育・保育の一体的な運営の推進を図ります。 

これとともに、認定こども園、単独設置の幼稚園・保育所(園)も含めた各施設間の情

報共有や交流活動などの実施、認定こども園・幼稚園・保育所等から小学校への滑らか

な接続のためのカリキュラムの検討、合同研修の実施など、より多面的な連携に努めて

いきます。 
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第６章 計画の推進に向けて 

１．計画の推進体制 

（1）推進体制の確立 

本計画に含まれる分野は、保健・医療・福祉、教育・生涯学習、就労・雇用、交通・

住宅・環境などの様々な施策分野にわたります。このため、子ども施策にかかわる関係

部課間の緊密な連携に努めながら、総合的で効果的な計画の推進を図ります。 

 

（2）市民や関係機関・団体との連携 

本計画の推進にあたっては、地域でのきめ細やかな取組が重要であるため、市民や企

業など様々な観点からの参画・連携を図る必要があります。さらに、毎年度において計

画の進行管理を行い、進捗状況を把握、評価、検証し、その結果をその後の対策の実施

や計画の見直し等に反映させていく仕組みが必要です。 

本市では、子ども・子育て支援法に基づき、市民、教育・保育など関係機関・団体の

代表、学識経験者等で組織される「阿南市子ども・子育て会議」を設置しており、子ど

も・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に向けて、幅広い立場から意見

を伺い、計画の実効性をより一層高めていきます。 

また、本計画で示した施策を展開するためには、行政のみならず、家庭をはじめ、子

ども・子育て支援に関して主体的な取組を行う市民団体・グループ、地域、学校、社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、専門職、ボランティア、企業・事業者など多くの関

係機関・団体の協力が不可欠です。このため、これらの個人、団体などと相互に連携を

図り、計画の着実な推進に向けて取り組みます。 

 

（3）国・県との連携 

本計画に関わる施策を推進するためには、その施策の性格上、国や徳島県との連携が

不可欠です。国における今後の制度改革の動きも踏まえつつ、誰もが安心して子どもを

生み育てられることができ、子どもがいきいきと健やかに育つ環境づくりを推進してい

く必要があります。市民から期待されている役割を十分に果たせるよう、保健・医療・

福祉をはじめ、様々な制度の改革と充実に努めるよう、国や徳島県に対して積極的に提

言や要望を行っていきます。 
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２．計画の進行管理 

（1）計画の進行管理 

本計画に基づく各施策の実施状況については年度ごとに点検・評価を行い、その結果

を踏まえて施策の充実・見直しについて検討を行うなど、計画の総合的かつ円滑な推進

に努めます。 

本計画の進捗状況については「阿南市子ども・子育て会議」へ報告し、内容の確認と

今後の子ども施策の方向性についての意見聴取を行います。また、広報紙やホームペー

ジなどの多様な媒体を活用し、計画の内容や進捗状況などの情報を公開し、広く市民へ

の周知に努めることなどを通じ、幅広い意見を聴取しながら施策の一層の推進に努めま

す。 

 

（2）社会経済情勢等に対応した計画の推進 

本計画の推進にあたっては、子どもや子育て家庭を取り巻く環境、社会・経済情勢、

国の政策動向などの様々な状況の変化に的確かつ柔軟に対応しながら、可能な限り着実

な推進に努めます。 

なお、本計画に掲げた施策、事業の目標等は、国における今後の施策動向、教育・保

育施設、地域子ども・子育て支援事業の動向などを踏まえて、適宜見直しを行うものと

します。 
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参 考 資 料 

１．策定体制 

阿南市子ども・子育て会議条例 

平成25年9月26日 

阿南市条例第23号 

（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、阿南市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 法第６条第２項に規定する保護者 

(2) 事業主を代表する者 

(3) 労働者を代表する者 

(4) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(5) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

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。 
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（専門委員） 

第６条 市長は、専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・

子育て会議に専門委員若干人を置くことができる。 

２ 専門委員は、市長が任命する。 

３ 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

（会議） 

第７条 子ども・子育て会議は、会長がこれを招集する。 

２ 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある専門委員（以下「委員等」という。）

の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員等の過半数でこれを決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員等以外の関係者の出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部福祉事務所こども課において処理する。 

（会議の運営） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、

会長が子ども・子育て会議に諮ってこれを定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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阿南市子ども・子育て会議 委員名簿 

条例第3条 

第2項 
区 分 名 前 任 期 

1号委員 市立保育所保護者代表 中西  裕子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 市立幼稚園保護者代表 祖父江 知子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 私立幼稚園保護者代表 湯浅  佳子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 放課後児童クラブ保護者代表 小畠  薫 平成26年3月26日～28年3月25日 

2号委員 事業主を代表する者 岩浅  睦生 平成26年3月26日～28年3月25日 

3号委員 労働者を代表する者 鎌田  耕一郎 平成26年3月26日～28年3月25日 

4号委員 市立保育所長代表 川野  孝子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 市立保育所現業部会代表 木村  聖美 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 私立保育園長代表 佐野  篤子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 市立幼稚園長代表 西村  佳子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 私立幼稚園長代表 木内  啓嗣 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 放課後児童クラブ指導員代表 上手  永子 平成26年3月26日～28年3月25日 

5号委員 阿南市議会文教厚生委員長 藤本  圭 平成26年3月26日～27年3月 1日 

〃 阿南市議会文教厚生委員長（後任） 奥田  勇 平成27年3月 2日～28年3月25日 

〃 主任児童委員代表 立田  佳代子 平成26年3月26日～27年3月 1日 

〃 主任児童委員代表（後任） 幸田  初美 平成27年3月 2日～28年3月25日 

〃 児童クラブ連絡協議会代表 片山  美幸 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 公募委員 小西  嘉代子 平成26年3月26日～28年3月25日 

〃 公募委員 黒川  喜美恵 平成26年3月26日～28年3月25日 

※平成26年３月26日～27年３月１日 会長 藤本 圭、副会長 立田 佳代子 

平成27年３月２日～       会長 奥田 勇、副会長 幸田 初美 
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２．計画策定の経緯 

時 期 策 定 経 過 

平成25年 

12月12日 

～12月27日 

アンケート調査実施 

（ただし、平成26年１月末までの到着分は、集計に反映。） 

平成26年 

３月26日 

第１回阿南市子ども・子育て会議 

(1)会長・副会長の選任について 

(2)子ども・子育て会議の役割について 

(3)ニーズ調査（アンケート）の集計及び分析結果について 

(4)その他 

８月29日 

第２回阿南市子ども・子育て会議 

(1)各事業における「量の見込」の算出結果と確保方策及び課題について 

(2)事業計画における提供区域の設定案について 

(3)事業計画書の構成案について 

(4)その他（子ども・子育て支援法に関連する阿南市条例の整備状況につ

いて） 

11月26日 

第３回阿南市子ども・子育て会議 

(1)阿南市子ども・子育て支援事業計画（原案）について 

(2)その他 

平成27年 

２月２日 

～２月16日 

事業計画（案）のパブリックコメント実施 

３月２日 

第４回阿南市子ども・子育て会議 

(1)会長・副会長の選任について 

(2)事業計画のパブリックコメントの結果について（報告） 

(3)事業計画書の最終案について 

(4)その他 

 

 



 

 

 


