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ごあいさつ 
 

熊本地震から丸 4 年を迎えようとしています。これまでに国や県、全国の皆さまから様々
な⽀援を受け、被災された皆様⽅からもご理解とご協⼒を得ながら、復旧復興に取り組んで
きました。令和元年 10 ⽉には、すべての災害公営住宅が完成し、被災された⽅々に安住の場
が提供できたことは、復興への⼀区切りを迎えることができた、と感じております。「震災前
よりもよくなりましたね」と言っていただけるように、今後も復旧復興に全⼒で取り組んで
いきます。 

村の子育て⽀援に目を向けますと、「子どもが安心して、楽しく、豊かに暮らせる村」を基
本理念とし、これまでも積極的に推進してきました。 

「出産祝い⾦」「給⾷費半額助成」「ランドセルの⽀給」「18 歳までの医療費助成」などの
南阿蘇村独⾃の⽀援制度は、子育て世帯に優しい制度であると⾃負しています。 

また、平成３０年度には子育てハンドブック「南阿蘇で育つ︕」を制作、さらに⺟子健康
⼿帳アプリを導⼊して、スマートフォンを利⽤されている子育て世代にも⼿軽に情報を得て
いただけるような取り組みも開始しています。 

さらに、令和２年４⽉から「子育てワンストップセンター」を新設、住⺠福祉課・健康推
進課・次世代定住課・教育委員会・総務課の 5 つの課に分散していた子育て関係の業務を集
約し、相談・申請などが 1 か所で済むようにします。 

今後は、旧久木野庁舎に、図書室と子どもの遊び場を整備し、村⺠が集える場所とします。
また白水地区の３小学校を統合、さらに統合により空き施設となる学校建物の利活⽤につい
ても並⾏して計画しているところです。 

今回、これまで取り組んでまいりました計画を⾒直し、「第２期南阿蘇村子ども・子育て⽀
援事業計画」を策定しました。この計画をもとに、子ども・子育て⽀援施策をさらに充実さ
せ、少子化や⼈⼝減少の進⾏を緩やかにし、村の将来を担う子どもたちや若者、そして子ど
もを持つ親たちが安心して生活できるむらづくりを実現していきます。 

結びに、計画の策定にあたりましてニーズ調査にご協⼒をいただきました村⺠の皆様なら
びに、貴重なご意⾒、ご提言をいただきました南阿蘇村子ども・子育て会議委員の皆様に、
厚く御礼申し上げるとともに、今後とも村⺠の皆様のご理解・ご協⼒をお願いします。 

 
令和２年 3 ⽉ 

南阿蘇村⻑ 吉良 清⼀ 
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１ 計画策定の趣旨等 
 

１ 計画策定の趣旨と背景 

我が国の少子化は急速に進行しており、平成 28 年の合計特殊出生率は 1.44 となっていま

す。女性の社会進出に伴う低年齢児の保育ニーズの増大、核家族化の進行や地域のつながり

の希薄化による子育て不安を抱える保護者の増加など、子育てをめぐる地域や家庭の状況は

変化し続けており、結婚や出産・子育てに関する希望がかなう社会の実現に向けて、引き続

き社会全体で子ども・子育て支援を推進していくことが求められています。 

国では、少子化対策を総合的に進めるため平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を制

定しました。次世代を担う子どもたちの育成を支援するためのさまざまな事業を展開してき

ましたが、依然として出生数の減少が続いていたことから、平成 24 年８月に「子ども・子育

て関連３法」を制定し、子ども・子育てに関する新たな支援制度が構築されました。 

また、平成 28 年６月には「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、「希望出生率 1.8」

の実現に向け、若者の雇用安定・待遇改善、多様な保育サービスの充実、働き方改革の推進、

希望する教育を受けることを阻む制約の克服等の対応策を講じていく方針が掲げられ、「新し

い経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針

2018」（平成 30 年６月閣議決定）において、具体的な取り組みが示されました。 

そのなかで、重要な取り組みの１つとして掲げられた「幼児教育・保育の無償化」につい

ては、実施するための根拠法となる「改正子ども・子育て支援法」が令和元年５月に国会で

可決・成立し、令和元年 10 月から実施されることとなりました。幼児教育・保育の無償化は、

幼児教育の負担軽減を図ることで、すべての子どもたちに質の高い教育の機会を保障し、生

涯にわたる人格形成の基礎を培うことを目的としています。 

本村では、これまで平成 27 年３月に「南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画及び第２期次

世代育成支援行動計画」を策定し、子ども・子育てに関する取り組みを総合的に推進してき

ました。 

このたび、「南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成支援行動計画」が、

令和元年度で計画期間が満了となることに伴い、近年の社会情勢や本村の子どもを取り巻く

現状、計画の進捗状況を確認・検証し、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に、「第２期南阿蘇村子ども・子育て支援

事業計画」を策定しました。 
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２ 計画の法的根拠と位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。

平成 27 年３月に策定された「南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成支

援行動計画」を引き継ぎ、上位計画である「第２次南阿蘇村総合計画」や、その他関連計画と

の整合性を図りながら、子ども・子育て支援にかかる取り組みをまとめた計画として策定し

ます。 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年とします。計画の最終年度であ

る令和６年度には、計画の達成状況の確認と見直しを行います。 

 

（年度） 

H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
          

第１期計画 
第２期南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画 

（本計画） 

   

          

       次期計画 
（令和７年度～） 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価・ 

次期計画策定 
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４ 計画の策定体制と方法 

本計画の策定にあたっては、南阿蘇村子ども・子育て会議を設置し、有識者や教育・保育

の関係者、村民等の意見を踏まえ策定・検討しました。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズ調査 

【調査対象】 

●就学前児童の保護者 

●小学生児童の保護者 

 

その他調査 

 

●統計資料分析 

●既存計画等資料調査 

●団体ヒアリング 

など 

計画案の提案 意見 

南阿蘇村子ども・子育て会議 

●計画内容について､協議・承認をいただく場 

●基礎調査等で明らかにされた現状・課題を把握しながら、全村的な視点から 

南阿蘇村の子ども・子育て支援に向けた取り組み・事業等について協議 

第２期南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画 

現状・課題の抽出  子ども・子育て支援事業「量の見込み」算出 

基 礎 調 査 

現行計画の評価等 
（各課ヒアリング） 

現行計画における関係各

課の施策、事業を把握し、

評価・まとめを行う 

 

事務局 

●関係各課・機関の取り組み状況の確認 

●次世代定住課を中心に、その他関係各課を含めて計画内容の協議・調整 

パブリックコメント 

※    は、住民参加による策定プロセスを示す 
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1,309 1,316 1,176 1,124 1,093

6,350 6,176 5,716 5,443 5,186

4,042 4,127
4,097 4,157 4,234

11,701 11,619
10,989 10,724 10,513

0人

4,000人

8,000人

12,000人

16,000人

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（平成31年）

２ 子どもや子育てを取り巻く現状 
 

１ 人口・世帯の状況 

（１）年齢３区分別人口構成の推移 

南阿蘇村の総人口は、平成 27 年から一貫して減少している傾向にあり、加えて熊本地震

後の平成 29 年に大きく減少しています。 

また、年齢３区分別人口構成の推移についてみると、年少人口（０～14 歳）と生産年齢

人口（15～64 歳）については平成 27 年から減少している傾向にあります。一方、老年人

口（65 歳以上）は増加傾向が続いており、平成 27 年から令和元年にかけて 192 人増加し

ています。 

 

＜年齢３区分別人口構成の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 
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4,187 4,472 4,597 4,660

1,678 1,879 2,027 2,166

2.91
2.66 2.53 2.39

0.00人

1.00人

2.00人

3.00人

4.00人

0世帯

2,500世帯

5,000世帯

7,500世帯

10,000世帯

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯総数 核家族世帯総数 一世帯あたり人員数

（２）世帯構成の推移 

世帯構成の推移についてみると、一般世帯総数は平成 12 年から平成 27 年にかけて増加

傾向にあり、473 世帯増加しています。 

また、核家族世帯総数は平成 12 年から平成 27 年にかけて 488 世帯増加していますが、

一世帯あたり人員数については減少していることから、核家族化が進行していることがう

かがえます。 

 

＜世帯構成の推移＞ 

単位：世帯 

 
一
般
世
帯
総
数 

 

親族世帯 非
親
族
世
帯 

単
独
世
帯 

一
般
世
帯
人
員
数 

核家族世帯総数 そ
の
他
の
親
族
世
帯 

 

夫
婦
の
み 

夫
婦
と
子
ど
も 

男
親
と
子
ど
も 

女
親
と
子
ど
も 

平成 

12 年 
4,187 2,868 1,678 667 744 47 220 1,190 10 1,309 12,170 人 

平成 

17 年 
4,472 2,962 1,879 838 765 43 233 1,083 11 1,499 11,906 人 

平成

22 年 
4,597 2,979 2,027 900 810 50 267 952 22 1,596 11,610 人 

平成

27 年 
4,660 2,985 2,166 1,017 772 61 316 819 29 1,646 11,158 人 

資料：国勢調査 

※一般世帯総数は、平成 22 年、平成 27 年は世帯の家族類型「不詳」を含む 

 

＜核家族世帯等の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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32

49

41

51

0世帯

20世帯

40世帯

60世帯

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（３）６歳未満・18 歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯の推移 

６歳未満・18 歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯の推移についてみると、６歳未

満の親族（子ども）のいる核家族世帯数は平成 22 年にかけて増加傾向にありましたが、平

成 27 年では減少しており、167 世帯となっています。 

また、18 歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯数は、平成 12 年から平成 27 年にか

けて増加しており、437 世帯となっています。 

 

＜６歳未満・18 歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯の推移＞ 

単位：世帯 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

一般世帯数 ① 4,187 4,472 4,597 4,660 

６歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯数 ② 149 161 176 167 

構成比 ②/① 3.6% 3.6% 3.8% 3.6% 

18歳未満の親族（子ども）のいる核家族世帯数 ③ 394 397 414 437 

構成比 ③/① 9.4% 8.9% 9.0% 9.4% 

資料：国勢調査 

 

 

（４）ひとり親世帯の推移 

ひとり親世帯（未婚・死別または離別の女親、男親とその未婚の 20 歳未満の子どものみ

からなる一般世帯）の推移についてみると、平成 12 年から平成 27 年にかけて増減してお

り、平成 27 年では 51 世帯となっています。 

 

＜ひとり親世帯の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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74 74
65

53

66

0人

25人

50人

75人

100人

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

7.9 8.0 7.8 
7.6 7.4

8.6 8.6 
8.4 8.2 8.1

6.3 6.3 
5.8 

4.9 

6.2 

4.0

6.0

8.0

10.0

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

全国 熊本県 南阿蘇村

２ 人口動態・就労の状況 

（１）出生数・出生率の推移 

出生数の推移についてみると、平成 27 年から平成 29 年にかけて減少がみられましたが、

平成 30 年では増加しており 66 人となっています。 

また、出生率（人口千人に対する出生数）の推移について全国・熊本県と比較すると、各

年で全国・熊本県を下回っており、平成 27 年から平成 29 年にかけて減少していましたが、

平成 30 年には増加しています。 

 

＜出生数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

 

＜出生率の推移（全国・熊本県との比較）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 
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434 450 427

307

468

-524
-451 -501

-743

-560 -590

-7 -17 -51

-316
-253

-122

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

転入者 転出者 社会増減

（人）

（２）転入者数・転出者数の推移 

転入者数については、平成 29 年にかけて減少傾向が続いていましたが、平成 30 年には

468 人と前年の平成 29 年に比べて多くなっています。転出者をみると、平成 28 年に熊本

地震の影響から転出者数が 743 人と多くなっていましたが、翌年は 560 人となり、転入者

が増えていることも重なり、平成 30 年にかけて転出超過は少なくなってきています。 

 

 

＜転入者数・転出者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 
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58.6 

68.2 

63.3 64.1 
67.9 

70.3 70.3 

65.0 

60.8 

71.5 71.1 
73.4 

76.2 77.7 
76.7 

70.3 

44.7 

77.6 75.9 

81.1 
86.9 82.5 

80.7 
78.0 

40%

50%

60%

70%

80%

90%

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

全国 熊本県 南阿蘇村

（３）女性の就労状況 

平成 27 年の女性の年齢別就業率の推移について、全国・熊本県と比較すると、25～29

歳以降で全国・熊本県を上回る数値となっています。 

 

＜平成 27 年の女性の年齢別就業率の推移（全国・熊本県との比較）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

３ 子育て環境の状況 

（１）保育施設の状況 

保育施設の利用者数は減少している傾向にあり、平成 28 年度には 341 人でしたが、平

成 30 年度には 297 人となっています。 

 

単位：人 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

０歳 30 20 17 

１歳 37 44 39 

２歳 63 46 50 

３歳 64 70 54 

４歳 74 63 72 

５歳 73 75 65 

合計 341 318 297 

資料：次世代定住課 
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（２）放課後児童クラブの状況 

放課後児童クラブの利用者数は、平成 30 年度に利用者数が大きく伸びており、127 人と

なっています。 

 

単位：人 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

児童数 107 90 101 127 

資料：次世代定住課 

（３）妊婦健康診査実施状況 

妊婦健康診査受診者数は平成 28 年度を除き増加傾向にあり、それに伴って健診回数も

大きく増加しています。 

 

単位：人／年、回 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 

健診受診者数 61 73 62 86 98 

健診回数 439 539 419 582 761 

資料：次世代定住課 

（４）乳幼児家庭全戸訪問事業 

乳幼児家庭全戸訪問事業については、平成 26 年度から平成 29 年度にかけて一貫して減

少していましたが、平成 30 年度には若干増加して 55 人となっています。 

 

 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 

利用者数 

（訪問世帯数） 
76 68 56 46 55 

資料：次世代定住課 
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満足 7.1

やや満足

22.4

ふつう

42.3

やや不満

18.4

不満 4.9

不明・無回答

4.9
<複数回答>

N=407

（単位：％）

４ 南阿蘇村の子育て環境に対するアンケート結果 

（１）南阿蘇村における子育ての環境や支援への満足度 

「ふつう」が 42.3％で最も高くなっています。次いで「やや満足」が 22.4％、「やや不

満」が 18.4％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南阿蘇村子ども・子育て支援に関するニーズ調査（平成 30 年度） 
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38.3 

31.4 

18.2 

13.5 

9.3 

8.8 

5.4 

5.7 

20.4 

0.010.020.030.040.050.0

母子保健サービスや小児救急医療体制の充実

生涯学習サポート体制の充実

（クラブ南阿蘇・村営塾等） .

子どもを事故や犯罪の被害から

守るための対策の推進 .

子育て支援の情報発信の強化

子育ての悩み相談所等（子育て支援センター・

保健師等による悩み相談窓口の開設等） .

親子参加型イベントの充実

ボランティア活動などを利用した

子育て支援の充実 .

その他

不明・無回答

<複数回答>

N=407

（％）

（２）これから重点的に行ってほしい子育て支援 

「母子保健サービスや小児救急医療体制の充実」が 38.3％で最も高くなっています。次

いで「生涯学習サポート体制の充実（クラブ南阿蘇・村営塾等）」が 31.4％、「子どもを事

故や犯罪の被害から守るための対策の推進」が 18.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南阿蘇村子ども・子育て支援に関するニーズ調査（平成 30 年度） 
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42.3 

38.1 

37.1 

29.5 

16.7 

12.3 

6.4 

5.2 

4.9 

3.7 

3.2 

1.7 

1.0 

3.4 

21.9 

0.010.020.030.040.050.0

児童公園

図書館

小児科

大津町等への公共交通手段の充実・

高校生等の通学バスの充実 .

大規模な室内遊具施設

食料品スーパー（中規模のもの）

世代向け住宅（公営住宅・

民間賃貸住宅など） .

わくわく広場の拡充（遊具の充実・

開所日の拡充） .

産婦人科

食事処（ファミリーレストラン・

定食屋など） .

大手学習塾

文化ホール

ホームセンター

その他

不明・無回答

<複数回答>

N=407

（％）

（３）子育てしている中で南阿蘇村に必要だと思われる施設等 

「児童公園」が 42.3％で最も高くなっています。次いで「図書館」が 38.1％、「小児科」

が 37.1％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南阿蘇村子ども・子育て支援に関するニーズ調査（平成 30 年度） 
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３ 基本理念 
 

１ 基本理念 

本村の子ども・子育て支援実施計画の目指す方向性について、前回計画である「南阿蘇村

子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成支援行動計画」の基本理念を引き継ぎ、 

『子どもが安心して、楽しく、豊かに暮らせる村』 

と定めます。 

本村では、次の世代に親となる子どもたちの健全な成長を地域全体で見守れるように様々

な子育て支援サービスの充実を図り、『子どもが安心して、楽しく、豊かに暮らせる村』を目

指します。 

 

２ 基本目標 

【基本目標１】 「すべての子どもと家庭への支援」 

子育て世帯が安心して暮らしていける生活環境を確保するため、仕事と子育てを両立でき

る環境整備に向けて、保育サービスの充実を図るなど、家庭・職場・地域でさまざまな子育

て支援策を推進していきます。 

【基本目標２】 「地域全体による子育て支援」 

将来を担う子どもの育成は、地域の発展にとって最も重要な課題です。子育てを地域づく

りの核と据え、地域全体で子どもを育てていこうという意識の啓発を図り、地域住民一人ひ

とりが一体となった子育てを目指します。 

【基本目標３】 「子どもの心の豊かさ、たくましさを育む」 

雄大な南阿蘇の自然や文化、歴史など様々な地域資源を生かした教育を推進するとともに、

世代間交流、子ども会活動等の充実を図ることで、子どもが心豊かに、たくましく育つよう

支援していきます。 
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３ 重点施策 

（１）子どもの健やかな成長への支援 

子どもの健やかな成長を促進するため、公民館、体育館、学校などの施設や人材を活用

することで、子どもが安心して過ごすことができる居場所やさまざまな体験の機会をつく

ります。具体的には、伝統行事等を通じた世代間交流、小・中学生と乳幼児のふれあう機

会の提供、総合型地域スポーツクラブの参加推進等を図るとともに、乳幼児期から正しい

食習慣を定着させていきます。 

 

（２）特定教育・保育施設給付及び地域子育て支援事業の充実 

家庭や地域における保育ニーズの多様化に対応した延長保育、一時保育、障がい児保育、

地域子育て支援などの保育サービスの充実を図ります。 

＊地域子育て支援：子育て支援センター等で行う、総合的な子育て支援サービス 

 

（３）子育て家庭への経済的な支援 

従来の乳幼児医療費の助成を中学校まで拡充するとともに、すこやか成長祝金などの助

成を行い、子育て家庭や母子家庭等の経済的負担を軽減します。 

＊すこやか成長祝金：第３子以降が満３歳に達する年度に、祝金を支給するサービス 

 

（４）地域全体での子育て支援の充実 

地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、子育て家庭に対する支援を実施し、

子育て家庭などの育児不安等に対する相談・指導、子育てサークル等への支援、地域にお

ける保育サービスに係る情報提供などを行います。 

また、学童保育の拠点施設を設置するなど、子育て家庭を支援するための多様な施策を

推進するとともに、地域全体で子どもを育てていこうという意識の啓発に努めます。 
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４ 施策の体系 

 

基本目標 施策 

すべての 

子どもと 

家庭への支援 

１ 

母性並びに 

乳児及び 

幼児等の 

健康の確保 

及び増進 

（１） 妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 

（２） 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

（３）「食育」の推進 

（４） 小児医療の充実 

２ 

職業生活と 

家庭生活との 

両立の推進等 

（１） 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

（２） 仕事と子育ての両立のための活動の推進  

（３） 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進  

３ 

要保護児童 

への対応など 

きめ細かな 

取組の推進 

（１） 児童虐待防止対策の充実 

（２） 母子家庭等の自立支援の推進 

（３） 障がい児施策の充実 

地域全体 

による 

子育て支援 

１ 
地域における 

子育ての支援 

（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） 子育て支援ネットワークづくり 

（４） 子どもの健全育成 

２ 

子育てを 

支援する 

生活環境の 

整備 

（１） 良質な住宅の確保 

（２） 良好な居住環境の確保 

（３） 安全な道路交通環境の整備 

（４） 安心して外出できる環境の整備 

（５） 安全・安心なむらづくりの推進 

３ 
子ども等の 

安全の確保 

（１） 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

（２） 子どもを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 

子どもの 

心の豊かさ、 

たくましさを

育む 

１ 

子どもの心身の 

健やかな 

成長に資する 

教育環境の整備 

（１） 次代の親の育成 

（２） 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

（３） 家庭や地域の教育力の向上 

（４） 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
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４ 施策の展開 
 

 

  １   すべての子どもと家庭への支援 
 

１ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

現在、妊娠から子育てまでの一貫的な母子支援が全国的にも謳われており、母子保健に関

する支援の充実に向けて、南阿蘇村も取り組んでいます。また、南阿蘇村内での医療を受け

る体制についても充実させ、親子ともに健やかに過ごすことができる環境整備を図ります。 

 

（１）妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策の充実 

 

【１】子どもや母親の健康の確保 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①妊婦保健事業 

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査受診

票の交付、妊婦への保健指導・栄養指導

を行っています。今後は、妊婦への個別

指導をもれなく実施できるよう、対象妊

婦の受診状況の確認を行います。 

継続実施 

②新生児及び乳児訪問 

新生児及び乳児がいる家庭を全戸訪問

し、状態の観察、母親の育児不安の解

消、産後うつの早期発見等を行っていま

す。また、出産医療機関からの産婦の情

報提供により、早期に介入が必要な場合

の訪問や専門機関への紹介を行っていま

す。今後も訪問や健診時の観察にて、子

どもが安心して、健やかに成長できる支

援を行います。 

継続実施 

 

  

基本目標 
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事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

③乳幼児健診、乳幼児

相談、健診後の経過

観察や発達に支援

が必要な乳幼児へ

の支援 

子どもの年齢に応じた乳幼児健診（３～

４ヶ月児健診、７～８ヶ月児健診、１歳児

健診、１歳６ヶ月児健診、３歳児健診）を

実施しており、各健診の集団説明の際に、

月齢に沿った生活リズムや発達について

の指導を行っています。今後も継続して

健診を行っていくとともに、必要な支援

につなぐことができるよう、関係機関と

の連携を強化します。 

継続実施 

④歯科保健事業 

妊婦歯科健診無料受診券の配布、むし歯

予防事業（フッ素塗布事業）歯っぴい健診

（１歳児健診）、１歳６ヶ月児健診、３歳

児健診を実施しています。また、歯科衛生

士による集団指導・個別相談を行ってい

ます。今後も妊婦歯科健診の受診率の向

上を図り、受診者の歯の健康状態の把握

と、歯の健康づくりに関する周知啓発に

努めます。 

継続実施 
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（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

 

【１】思春期保健対策の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①学校授業での性教育 各学校の担任及び養護教諭による性教育

授業について、今後も継続して実施し、性

に対する知識、意識の向上を図ります。 

継続実施 
②小学校での養護教

諭による指導 

③授業参観、学年会、

保健だより等を利

用した生徒及び保

護者への啓発 

保護者が、学校で取り組んでいる性教育

について正しく認識できるよう告知して

いくとともに、学校と保護者が連携して、

啓発活動に取り組みます。 

継続実施 

④「保健だより」に

よる啓発 

⑤夏休み前の喫煙防

止教育の講演 

関係機関と協力し、学校で喫煙防止教室・

薬物乱用防止教室を行い、生活指導を図

ります。 

継続実施 

 

（３）「食育」の推進 

 

【１】「食育」の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①親子料理教室・保

育所料理教室 

各放課後子ども教室での食育事業（年１

回）、各保育所でのおやつクッキング教室

とエプロンシアターによる食育講話（各

１回）を食生活改善推進員へ委託して

行っています。子どもの頃からの食育の

大切さを伝えるために、幼少期から小学

生にかけて、取り組みを継続して行って

いきます。 

充実拡大 
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事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

②３～４カ月児健診

での離乳食の指導 離乳食・幼児食についての集団指導や試

食を行い、必要な方に対しては個別相談

を行っています。母親が月齢に応じた成

長発達を自身で見通せるよう、保健指導

や栄養指導を行っていくなかで、減塩指

導など幼児期からの生活習慣病予防の啓

発にも力を入れます。 

継続実施 

③７～８カ月児健診

での離乳食の指導 
継続実施 

④１歳児相談の栄養

指導 
継続実施 

⑤１歳半健診・３歳児

健診の栄養指導 
継続実施 

⑥妊婦への栄養指導 

管理栄養士による妊娠中の食事や栄養に

ついて個別に説明を行っています。低出

生体重児が増加傾向にあるため、全妊婦

を対象に妊娠中の栄養指導を今後も行い

ます。 

充実拡大 

⑦「食育」の大切さを

学ぶ機会 

村内小・中学校において給食時に食に関

する指導を実施し、食育に対する意識を

高めています。また、農業体験や校外学習

等を通して、村の現状や特色にあった食

育の推進に取り組んでいます。今後も学

校保健会や地域と連携し、食育の啓発、朝

食の摂取率向上を目指します。 

継続実施 

 

（４）小児医療の充実 

 

【１】小児医療の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①事故予防の啓発 

家庭環境での事故防止のため、「子ども

ノート」等の指導資料を用いて、月齢にお

ける事故防止対策について啓発を行って

います。今後も、子どもが安心して医療に

かかることができるような体制整備を図

るとともに、乳幼児健診等の機会を利用

して、子どもの事故防止対策の情報につ

いて周知をしていきます。 

継続実施 
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２ 職業生活と家庭生活との両立の推進等 

女性の就業率は全国的にも増加しており、女性が働きながらでも自分の望む育児を実現さ

せることができる環境の整備、周囲の支援体制の構築が求められています。南阿蘇村では、

今後も子育てと仕事の両立支援について検討し、行政や地域が子育て家庭をサポートしてい

くことができるような環境を整えます。 

 

（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

 

【１】多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①仕事と生活の調和の

実現に向けた労働者、

事業主、地域住民の理

解や合意形成 
現在村では未実施のため、今後、村での実

施体制整備の検討を図ります。 
見直し・改善 ②仕事と生活の調和や

次世代育成支援対策

に取り組む企業や民

間団体の好事例の情

報の収集提供等 

③研修やコンサルタント・

アドバイザーの派遣 

現在村では未実施のため、研修会等の実

施について検討を行います。 
見直し・改善 

④認定マーク（くるみん）の

周知、表彰制度等仕事と

生活の調和を実現してい

る企業を社会的に評価す

ることを促進 

現在村では未実施のため、今後、村での実

施体制整備の検討を図ります。 
見直し・改善 
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（２）仕事と子育ての両立のための活動の推進 

 

【１】仕事と子育ての両立の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①地域における子育て

支援サービスの充実・

保育サービスの充実

の事業の推進 

現在村では未実施のため、今後、村での実

施体制整備の検討を図ります。 
見直し・改善 

 

（３）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 

 

【１】結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進事業 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①結婚・妊娠・出産・育

児の切れ目のない支

援推進事業 

令和２年度から子育てワンストップ窓口

を設置し、窓口設置により子ども一人ひ

とりの状況にあった切れ目のない支援を

行います。 

充実拡大 
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３ 要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

複雑な課題を抱える家庭に対する支援や、要保護児童に対する対応力について、全国的に

も充実が求められています。南阿蘇村においても、関係機関での連携体制や、対応する職員

の専門性の向上等を図り、いざというときに子どもたちの安全を守ることができる体制づく

りに努めます。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

 

【１】児童虐待防止対策の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①児童虐待ネット

ワークの構築 

必要に応じ、要保護児童対策会議を開催

し、各担当の情報共有、役割等の協議を

行っています。今後も関係担当者と情報

共有しながら、要保護児童対策担当者の

人員確保や、複雑化するケースへの対応

力向上を図ります。 

継続実施 

②主任児童委員によ

る学校訪問 

主任児童委員、民生委員・児童委員が学校

へ訪問し、情報共有を行います。プライバ

シーに配慮しながら、更なる情報把握を

図り、対象者支援に努めます。 

継続実施 

③乳幼児健診・訪問等 

健診時に、虐待予防の観点から気になる

ケースについては、住民福祉課虐待担当

者へ情報共有を図ります。保護者の状況

によっては、保健師のみでの対応が困難

なケースがあるため、心理面へのフォ

ローが可能な心理士や社会福祉士等の専

門職の配置を今後検討します。今後も赤

ちゃん訪問や乳幼児健康診査を実施し、

気になる家庭については、適宜保健師に

よる訪問や育児相談等を通じて支援をし

ます。 

継続実施 
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（２）母子家庭等の自立支援の推進 

 

【１】母子家庭等の自立支援の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①子育てと仕事の両

立支援 

母子家庭に対する保育所入所時の優先入

所、保育料の減免措置を行うほか、自立支

援のためのサポートが必要な家庭への個

別対応を行います。 

今後ニーズが高まった場合、更なる整備

を検討します。 

継続実施 

②経済的支援 

ひとり親家庭医療費助成の支給、児童扶

養手当の申請業務を行っています。今後

は未受給者への手当の勧奨を継続しなが

ら、民生委員・児童委員との連携による対

象者の更なる把握に努めます。 

継続実施 

 

（３）障がい児施策の充実 

 

【１】障がい児施策の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①健診・相談・家庭訪

問等を通しての啓

発推進 

乳幼児健診では、身体面や精神面に対し

て発育発達の確認、療育相談員や心理相

談員等による相談、医療機関・療育施設

等の紹介をしています。多様なサービス

が今後も実施されるにあたり、母子が必

要とするサービスにつなげられるよう、

今後も社会資源の把握、情報提供を行い

ます。 

充実拡大 
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事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

②適切な医療及び医学

的リハビリテーショ

ンの提供、在宅サービ

スの充実、就学支援を

含めた教育支援体制

の整備等の一貫した

総合的取組の推進 

巡回相談支援事業を実施しており、困り

感がある子どもについてスムーズに療育

及び育児相談につなげます。 

療育サービスの必要性について基準をさ

らに明確化し、必要な人が確実にサービ

スを受けられる体制を整えるとともに、

療育が必要な子どもや家庭が、地域の中

で孤立することなく、協力が得られるよ

うな地域社会の形成を目指し、啓発を行

います。 

見直し・改善 

③障がい児通園（デイ

サービス）事業を通

じた保護者に対す

る育児相談の推進 

困り感がある子どもと家庭について、保

健師や療育センターによる育児相談の実

施をしています。今後も更なるニーズの

把握と、相談支援の充実を図ります。 

充実拡大 

④小・中学校における

特別支援学級 

村内小・中学校に特別支援学級を設置す

るとともに、障がいへの理解啓発を進め

ています。現在、保育所、学校、役場で連

携を取り、教育支援委員会のなかで適切

な就学先の指導を行っていますが、ケー

スの多様化により、判断や実態把握が難

しくなっています。今後は、障がいに対す

る理解をより深めてもらうため、保護者

同士の情報交換の場を設けるほか、関係

機関での情報共有を促進し、対応力の強

化を図ります。 

継続実施 

⑤南阿蘇村特別支援

連絡協議会の設置 

南阿蘇村特別支援連携協議会を設置し、

特別支援が必要な子どもたちへの支援を

行っています。今後も引き続き支援をし

ていく中で、村民の特別支援教育に関す

る理解促進に努めます。 

継続実施 
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  ２   地域全体による子育て支援 
 

１ 地域における子育ての支援 

子どもたちの健全な育成のためには、地域全体による子育て支援とその機運づくりが重要

です。南阿蘇村では、現在行われている保育に関する事業について、より充実させていくと

ともに、地域のつながりの中で、子どもたちがのびのびと過ごすことができる環境づくりや、

子育て家庭を支えていくという意識の醸成を図ります。 

 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

 

【１】居宅における児童養育支援事業 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①乳幼児健康支援 

一時預かり事業 

（病後児保育事業） 現在村では未実施のため、今後ニーズが

高まった場合は、利用者の把握を行い、利

用できるよう整備を検討します。 

未実施 
②子ども家庭支援員 

③家庭的保育事業 

（保育ママ） 

④ファミリー・サポート・

センター事業 

平成 30 年度より依頼会員、提供会員の

募集を行い、事業を実施しました。今後

も依頼会員、提供会員の希望者の確保や

会員相互の交流促進を図ります。 

継続実施 

 

  

基本目標 
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【２】居宅外における児童養育支援事業 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①放課後児童健全育

成事業（学童保育） 

小学校の統合が進められているため、保

護者の意見を踏まえつつ、確保・運営に

ついて検討します。 

継続実施 

②児童養護施設等で

のショートステイ

事業（短期入所生活

援助事業） 
現在村では未実施のため、今後ニーズが

高まった場合は、利用者の把握を行い、利

用できるよう整備を検討します。 

未実施 
③トワイライトステ

イ事業（夜間養護等

事業） 

④乳幼児健康支援 

一時預かり事業 

（病後児保育事業） 

⑤一時保育事業 

令和元年度より、ちょうよう保育園に常

駐の職員を配置して実施しています。今

後ニーズが高まった場合に、いつでも対

応ができるよう、保育士の確保を検討し

ます。 

充実拡大 

 

【３】相談・情報提供及び助言を行う事業 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①地域子育て支援 

センター事業 

子育て支援センター「わくわくひろば」

を長陽保健センターで実施し、相談支

援・情報提供など育児支援を行っていま

す。今後はスタッフの確保、講座や講演

会等の計画的な実施、保育所等関係機関

との連携に努めます。 

継続実施 
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【４】子育て支援の総合コーディネート事業 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①子育て支援総合コー

ディネート事業 

学校・保育所・健康推進課・住民福祉

課・社会福祉協議会等の関係機関と検討

し、体制整備を図ります。 

見直し・改善 

 

（２）保育サービスの充実 

 

【１】保育サービスの充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①通常保育事業 

３歳未満の保育、仕事と子育ての両立、

子どもの発達支援等、多様化する保護者

ニーズを踏まえながら、事業を実施しま

す。そのために、保育園から保護者への

情報提供体制や、保育人材の確保等につ

いて、長期的展望を踏まえながら検討し

ます。 

継続実施 

②延長保育事業 継続実施 

③休日保育事業 現在村では未実施のため、今後ニーズが

高まった場合は、利用者の把握を行い、利

用できるよう整備を検討します。 

未実施 

④夜間保育事業 

⑤一時保育事業【再掲】 

令和元年度より、ちょうよう保育園に常

駐の職員を配置して実施しています。今

後ニーズが高まった場合に、いつでも対

応ができるよう、保育士の確保を検討し

ます。 

充実拡大 

⑥保育サービスに関

する情報提供 

村の広報誌、インターネットのホーム

ページ、役場の担当課で情報提供を行っ

ています。今後は保育サービスに専門的

なサイトの構築を目指し、メニューを検

討します。 

継続実施 

⑦サービス評価の仕

組みの実施 

第三者によるサービス評価体制の構築に

ついて、保育所長・保護者会長を中心と

した検討会において対応を協議します。 

見直し・改善 
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（３）子育て支援ネットワークづくり 

 

【１】子育て支援のネットワークづくり 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①地域における子育

て支援サービスの

ネットワーク 

関係機関との連携を図り、利用者が支援

サービスを利用しやすいよう、情報提供

を行います。 

見直し・改善 

②子育てマップや子育

てガイドブックの作

成・配布（子育て支援

サービス等の情報提供） 

南阿蘇村子育てハンドブック「南阿蘇で

育つ」を作成し、web 上にて公開していま

す。また、母子手帳アプリを導入し、アプ

リから南阿蘇村の子育て情報を発信して

います。今後は子育てハンドブックの機

能拡大、母子手帳アプリの普及・提供情報

の拡大を図ります。 

充実拡大 

 

（４）子どもの健全育成 

 

【１】子どもの健全育成 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①放課後児童健全育成

事業（学童保育） 

【再掲】 

小学校の統合が進められているため、保

護者の意見を踏まえつつ、確保・運営につ

いて検討します。 

継続実施 

②社会教育関係施設

の一部開放 

長陽中央公民館・白水総合センター・久木

野総合センターを利用して子どもの体験

活動、各種教室等を実施しています。子ど

もの居場所づくりとしての活用を視野に

入れ、親子が気軽に訪れることができる

よう、また、社会教育活動が充実するよう

に運営を行います。 

継続実施 
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事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

③放課後子ども教室 

学校の空き教室などを活用して、子ども

たちの居場所づくりや、地域住民と交流

を実施します。 

今後はサポーターの更なる確保や、コー

ディネーターと連携した内容の充実拡大

を図ります。 

継続実施 

④子ども会 

子ども会参加者が減少傾向にあり、若い

指導者の確保も課題であるため、子ども

会事業を周知し、参加者を増やすととも

に、事業の活発化とジュニアリーダーを

はじめとする若い指導者の育成を図りま

す。 

継続実施 

⑤クラフト教室 

（子ども会主催） 

年度末に講師の先生を招き、体験教室を

開催しています。現在、多くの児童・保護

者に参加していただいているため、今後

も継続していきます。 

継続実施 

⑥育成キャンプ 

姉妹町村である長崎県の新上五島町の子

ども会との交流キャンプを実施します。

南阿蘇村でのキャンプ実施時に、児童の

参加が少ない現状であるため、児童の参

加を促進します。 

継続実施 

⑦ティーボール大会 

村内小学６年生を対象に、生徒同士の交

流の場としてティーボール大会を実施し

ています。好評のため、参加対象・競技等

の見直しながら、継続して実施していき

ます。 

継続実施 

⑧中学校におけるス

クールカウンセラー

配置 

（県教育委員会事業） 

南阿蘇中学校に、非常勤のスクールカウ

ンセラー２名の派遣を熊本県から受けて

おり、児童、生徒、保護者へのカウンセリ

ング、教職員に対する助言などを行って

います。次年度以降は阿蘇教育事務所配

置のスクールカウンセラーを活用し、引

き続き対応します。 

継続実施 
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２ 子育てを支援する生活環境の整備 

南阿蘇村では、子どもたちが事故や災害に対して安心・安全に過ごすことができる環境づ

くりのため、道路交通環境や公営住宅の整備、また、事故防止に向けた環境整備や地域内連

携に努めます。また、熊本地震で被害を受けた家庭を支援するため、情報提供や住宅整備を

より一層推進します。 

 

（１）良質な住宅の確保 

 

【１】良質な住宅の確保 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①公営住宅整備事業（子

育て世帯向けの賃貸

住宅の供給、優先入居

制度、情報提供） 

熊本地震にて被災し、住宅を喪失した子

育て世帯に対し、災害公営住宅の複数戸

建設と、その情報提供を実施しました。今

後は住宅の整理を行い、老朽化が進む住

宅の解体と、より良い住環境の住宅への

転居を進めます。 

見直し・改善 

 

（２）良好な居住環境の確保 

 

【１】良好な居住環境の確保 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①公営住宅整備事業 

令和元年度までに、良質な災害公営住宅

を計 94 戸建設しました。 

今後は、維持管理を継続して行うべき住

宅を判断し、老朽化が進む古い住宅の一

部について、現代の住環境に合わせ、かつ

熊本県産材を最大限活用した良質な住宅

への住み替えを実施します。 

継続実施 

 

  



32 

 

（３）安全な道路交通環境の整備 

 

【１】安全な道路交通環境の整備 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①県道熊本高森線改

良事業 

未改良区間の一部の改良工事を実施した

ほか、既存道路路側帯へのカラー舗装等

既存道路への歩道整備について、概ね完

了させました。交通量の多い県道の未改

良区間が残っているので、引き続き早期

改良を道路管理者（熊本県）に要望しま

す。 

継続実施 

②あんしん歩行エリ

アの整備 

未就学児の事故を防ぐため、村内３園の

園児の移動する経路等の危険箇所・改善

箇所の把握、緊急安全点検を保育園、道路

管理者、警察で行いました。今後は交通事

故多発地点、危険箇所等を記した道路

マップ等を作成し、地域住民・観光客等に

周知・啓発を図ります。 

継続実施 

 

（４）安心して外出できる環境の整備 

 

【１】公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①公共施設等のバリア

フリー化（バリアフ

リー化の推進） 

公共施設における段差解消、案内サイン

の設置等を行いました。今後、担当部署

が複数に分かれるため、各課における連

携を図りつつ、施設点検、設置箇所の把

握に努めます。 

継続実施 

 

  



33 

 

 

【２】子育てにやさしいトイレ等の整備 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①公共施設等のバリア

フリー化（子育て世帯

が安心して利用でき

るトイレ、託児施設等

の場の整備） 

公共施設における多目的トイレ、案内サ

イン等の設置・改修、建物（駅トイレ）改

築時の多目的トイレ及びベビーキープの

新設を行いました。今後、担当部署が複数

に分かれるため、各課における連携を図

りつつ、施設点検、設置箇所の把握に努め

ます。 

継続実施 

 

【３】子育て世帯への情報提供 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①バリアフリーマッ

プの作成 

現在村では未実施のため、今後ニーズが

高まった場合は、利用者の把握を行い、利

用できるよう整備を検討します。 

未実施 

 

（５）安全・安心なむらづくりの推進 

 

【１】安全・安心なむらづくりの推進等 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①通学路及び公園にお

ける防犯灯の整備 

既存の器具の点検を行い、老朽化してい

る器具については取り換えを行いまし

た。引き続き、必要に応じて防犯灯の新

規設置及び交換を行います。 

継続実施 

②安全・安心なむら

づくりの啓発活動 

安全・安心なむらづくりを目指して、防

犯パトロール隊を村内に４支部設置して

おり、引き続きパトロール及び巡回広報

活動を行います。 

継続実施 

③犯罪防止対策 

防犯に必要な器具等の環境整備やパト

ロールの実施について、効率的に実施し

ていきます。 

継続実施 
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３ 子ども等の安全の確保 

南阿蘇村では、子どもたちが安心・安全に過ごすことができるよう、交通安全の推進に向

けた活動をしています。近年、全国的にも子どもたちの安全を脅かす事故や事件が多発して

いるため、南阿蘇村においても、より一層子どもたちの安全を確保するための交通安全活動

を行っていきます。 

 

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

 

【１】交通安全教育の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①保育所保護者会で

の交通安全教室の

実施 

定期的に交通安全教室を開催しており、

交通安全教育を推進しています。今後も

保育所児童及び送迎を行う家族等に向け

ての安全教室、更には村民への交通安全

意識の啓発を行います。 

継続実施 

②黄色い帽子、反射

材の配布 

新入学児童への黄色い帽子の配布、全児

童へ防犯ベスト配布を行い、登下校時の

交通安全の啓発に役立てています。今後

も交通安全対策として、継続して実施し

ます。 

継続実施 

③交通安全キャン

ペーン 

交通安全キャンペーン中に通学路に立

ち、子どもの交通安全街頭指導を行いま

す。引き続き街頭指導を実施し、交通安全

の啓発を行います。 

継続実施 

④保育所内で幼児交

通安全運動のクラ

ブの活動（カンガ

ルークラブ、さくら

クラブ等） 

各保育所にて、交通安全についての活動

を実施しています。今後も保育所児童及

び送迎を行う家族等に向けての安全教

室、更には村民への交通安全意識の啓発

を行います。 

継続実施 
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【２】チャイルドシートの正しい使用の徹底 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①保育所の保護者会

活動としての交通

安全教室 

現在チャイルドシートの半額助成（3 万円

上限）を行っており、継続して実施しま

す。 

継続実施 

 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 

【１】子どもを犯罪などの被害から守るための活動の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①広報等による情報

提供 

不審者などの情報について、防災無線や

広報で情報提供を行っており、引き続き、

素早い情報提供を行います。 

継続実施 

②関係機関・団体等の

情報交換の推進 

子どもを犯罪等の被害から守るための活

動の情報交換会等を実施していなかった

ため、高森警察署各駐在所が主催する会

議への小学校の交通安全担当者の出席を

検討します。 

見直し・改善 

③地域における防犯

活動の推進 

危険場所への監視カメラや防犯灯の設置

を行いました。今後も村内の危険場所を

把握し、防犯の推進を図ります。 

継続実施 

 

（３）被害に遭った子どもの保護の推進 

 

【１】被害に遭った子どもの保護の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①中学校におけるス

ク ー ル カ ウ ン セ

ラー配置（県教育委

員会事業）【再掲】 

南阿蘇中学校に、非常勤のスクールカウ

ンセラー２名の派遣を熊本県から受けて

おり、児童、生徒、保護者へのカウンセ

リング、教職員に対する助言などを行っ

ています。次年度以降は阿蘇教育事務所

配置のスクールカウンセラーを活用し、

引き続き対応します。 

継続実施 
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  ３  子どもの心の豊かさ、たくましさを育む 
 

１ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

近年は、地域内でのつながりの希薄化や、親の子育て力の不足など、子どもたちの心の豊

かさの育成において様々な課題がみられています。子どもたちの心身の健やかな成長に向け

て、子どもたちの豊かな知性や心の育成、また、親育ちに向けた取り組みを、行政や学校、地

域で連携し、行っていきます。 

 

（１）次代の親の育成 

 

【１】次代の親の育成 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①家庭教育講座（学校

児童参観日等を活

用） 

村内小中学校・各保育園の保護者会等で

トレーナーを派遣し、親の学びプログラ

ムを実施しています。今後は各学校・各団

体でトレーナーを育成するため、県の研

修会、または地域での研修会を実施し、ト

レーナー等の育成を図ります。 

継続実施 

②小学校行事への保

育所児童招待 

小学校行事への保育所園児の招待や、新

入児体験入学を実施し、園児・児童、保護

者・職員間の交流を行います。今後は、園

児・児童の交流の更なる充実を図ります。 

継続実施 

 

  

基本目標 
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（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

 

【１】確かな学力の向上 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①学力診断対策事業 

学力調査、学力診断調査等の結果を分析

し、分析結果を今後の学力向上に生かす

よう取り組んでいきます。今後も継続し

て実施し、学力向上に向けた取組みを実

施します。 

継続実施 

②南阿蘇村学習支援

員の配置 

南阿蘇村学習支援員を各校に配置してい

ます。学級担任及び教科担任等の補助と

して授業に入り、個に応じた学習のサ

ポートを行っています。今後も継続して

実施し、授業・指導の充実を図ります。 

継続実施 

 

【２】豊かな心の育成 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①総合的な学習の時

間の活用 

総合的な学習の時間を中心に「体験活動」

を計画的に位置づけ、地域を知る体験学

習、環境・人権学習、農業体験、職場体験、

防災学習等を実施しています。体験を通

して多様な考え方を身につけ、かつ地域

へ愛情を持つことができる子どもの育成

を図ります。 

継続実施 
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【３】健やかな体の育成 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①スポーツを通じた

健全育成 

令和元年度からの小学校運動部活動の社

会体育移行に伴い、各種競技団体及び総

合型地域スポーツクラブと協力し、子ど

もたちがスポーツをする機会を確保して

います。小中学校における部活動指導者

のなり手が不足しているため、地域住民

が一体となり児童のスポーツ環境を確保

できるシステムの構築及び、適切な部活

動指導員の配置を図ります。 

継続実施 

 

【４】信頼される学校づくり 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①開かれた学校づくり 

学校が、家庭や地域と連携・協力していく

ためには、学校自らがその運営情報を発

信していくことが重要です。このため、学

校だよりの地域への配布や、ホームペー

ジによる情報の発信を積極的に進めま

す。 

充実拡大 

②安心・安全な学校

づくり 

全国で学校を発生場所とする犯罪が年々

増加しており、外部の者が侵入する事件

も多く発生しています。このような事件

や事故の発生を防止し、子どもを犯罪の

被害から守るために、関係機関との連携

による通学時を含めた学校の安全管理体

制等の整備、防犯教育の充実、教職員等の

危機管理意識の向上に努めます。 

継続実施 
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【５】学校施設の整備と教育環境の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①学校安全点検等の

確認 

老朽化している遊具等について点検修理

を行い、事故が起きないよう安全管理を

しています。今後更に老朽箇所や危険箇

所を把握できるよう、より細やかな点検

と安全管理の徹底を図ります。 

継続実施 

②学校施設のバリア

フリー化 

南阿蘇西小学校にエレベーターを導入

し、足が不自由な児童への配慮ができま

した。今後は、南阿蘇中学校へのエレベー

ター配置や、小学校の統合による大規模

改修に伴うバリアフリー化を推進してい

きます。 

充実拡大 

 

【６】幼児教育の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①保育所訪問 

保・小・中連携部会が小学校校区の保育園

を訪問し、生活の様子の参観や意見交換

を実施しています。今後も継続して事業

を実施し、就学前教育から義務教育終了

までを見通した保・小・中連携教育を行い

ます。 

継続実施 

 

【７】文化的生活環境の整備 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①南阿蘇村図書室の整備 

身近な交流拠点として、心豊かに過ごせ

る図書室、人と人とが繋がる図書室の整

備を予定しています。 

ライフステージに応じた学習を支援する

社会教育機能等を備え、かつ村の文化・歴

史資料の保管・保存機能を持たせられる

よう計画しています。 

充実拡大 
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（３）家庭や地域の教育力の向上 

 

【１】家庭教育への支援の充実 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①PTA 活動による講

演会 

村内の PTA 活動を実施する中で、講師等

を招待した教育講演会を実施していま

す。学校と親が共に学び、子どもたちの豊

かな学校生活をサポートするため、PTA

活動の更なる充実を支援します。 

継続実施 

 

【２】地域の教育力の向上 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①地域の伝統的な行

事（宮まつり、宮ず

もう、どんどや）等

の継続 

子ども達が伝統行事を経験する機会を確

保・維持するため、伝統行事を実施する地

区に補助金を交付しています。今後は全

ての地区で伝統行事の実施ができるよ

う、支援します。 

充実拡大 

 

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 

【１】子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

事業名 今後の取り組み 今後の方向性 

①交通安全運動 

保護者や地域の交通安全指導員による通

学時間帯の街頭指導を行っています。引

き続き街頭指導を行い、子どもたちの安

全確保を推進します。 

継続実施 
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≪国の考え方≫ 

 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の

利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的に

勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護

者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」

という。）を定める必要がある。その際、教育・保育提供区域は、地域型保育事業の認

可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえて設定すること。 

５ 量の見込みと確保方策 
 

１ 児童人口推計 

2015 年度～2019 年度（各年度４月１日）の人口実績から、コーホート変化率法を基にし

た人口推計を行いました。 

 

＜年少人口推計（2019 年度は実績値）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳を基に算出 

 

２ 教育・保育の提供区域の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本村の「教育・保育提供区域」については、現在の利用状況や踏まえ、村内のニーズに柔

軟に対応できるよう、教育・保育提供区域を１区域（全村）とします。 
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≪保育の必要性の認定≫ 

保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づき、保育の必要性

を認定した上で給付を支給する仕組み。 

 

●１号認定：満 3 歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前の子ども 

⇒幼稚園もしくは認定こども園を利用 

【就業形態例】フルタイム×パートタイム（短時間）、専業主婦（夫） 等 

 

●２号認定：満 3 歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必

要とする子ども） 

⇒保育所（園）もしくは認定こども園を利用。もしくは、幼稚園＋幼

稚園の預かり保育を利用 

【就業形態例】フルタイム×フルタイム、フルタイム×パートタイム（長時間） 

ひとり親 等 

 

●３号認定：満 3 歳未満（0 歳、1・２歳児）の保育の必要性の認定を受けた就学前

の子ども（保育を必要とする子ども） 

⇒保育所（園）もしくは認定こども園、地域型保育事業を利用 

【就業形態例】フルタイム×フルタイム、フルタイム×パートタイム（長時間） 

ひとり親 等 

３ 量の見込みの算出について 

計画期間中の人口推計、ニーズ調査結果、各事業の利用実績等を勘案し、量の見込みと

して数値を設定しました。確保方策については、量の見込みを満足することを目指し、利

用可能な施設型給付と地域型保育事業の合計の（利用）定員を勘案しながら設定しました。 

 

４ 幼児期の学校教育・保育に係る量の見込み 
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（１）１号認定（保育の必要性がない３～５歳） 

【確保方策について】 

村内では受け入れることができる対象施設がないため、今後も周辺自治体と連携しな

がら、利用ニーズに対しては個別に対応していきます。 

 

単位：人 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 12 12 15 16 17 

確保 

方策 

(b) 

特定教育・保育施設 

（認定こども園・幼稚園） 
0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

過不足分 (b)-(a) -12 -12 -15 -16 -17 

 

（２）２号認定（保育を必要とする３～５歳） 

【確保方策について】 

村内の保育所における定員数を維持しながら、利用者ニーズに対応できる供給量を確

保していきます。 

 

単位：人 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 155 152 186 203 216 

確保 

方策 

(b) 

特定教育・保育施設 

（保育園） 
230 230 230 230 230 

過不足分 (b)-(a) 75 78 44 27 14 
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（３）３号認定（保育を必要とする０歳～２歳） 

【確保方策について】 

量の見込みに対し、確保方策（現在の定員数）では不足が出ていますが、定員が不足す

る場合は定員を超える受け入れを実施しながら柔軟に対応し、利用者ニーズに対応でき

る供給量を確保していきます。 

 

単位：人 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 
０歳 23 23 22 21 20 

１・２歳 99 113 93 90 87 

確保 

方策 

(b) 

特定教育・ 

保育施設 

（保育園） 

０歳 20 20 20 20 20 

１・２歳 80 80 80 80 80 

過不足分 (b)-(a) -22 -36 -15 -11 -7 

 

 

５ 地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込み 

（１）時間外保育事業 

【確保方策について】 

ニーズ推計に見込まれた推計値に対して対応できるよう、必要な定員数を確保してい

きます。 

 

単位：人（年間の実人数） 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 30 30 30 30 30 

確保方策(b) 30 30 30 30 30 

過不足分 (b)-(a) 0 0 0 0 0 
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（２）放課後児童健全育成事業 

【確保方策について】 

今後は、学童保育の高学年による利用ニーズが高くなることも視野に入れ、利用ニー

ズに対応できるよう確保していきます。 

 

単位：人 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の 

見込み 

(a) 

合計 150 150 150 150 150 

 

１年生 40 40 40 40 40 

２年生 40 40 40 40 40 

３年生 40 40 40 40 40 

４年生 10 10 10 10 10 

５年生 10 10 10 10 10 

６年生 10 10 10 10 10 

確保方策(b) 合計 150 150 150 150 150 

過不足分 (b)-(a) 0 0 0 0 0 

 

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

【確保方策について】 

ニーズ推計に見込まれた推計値に対して対応するとともに、緊急対応が考えられる事

業でもあるため、緊急時にも柔軟に対応できるよう受け皿を確保していきます。 

 

単位：人日／年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 13 14 14 14 14 

確保方策(b) 0 0 14 14 14 

過不足分 (b)-(a) -13 -14 0 0 0 

 

（４）地域子育て支援拠点事業 

【確保方策について】 

子育て支援センター「わくわくひろば」を長陽保健センターで実施し、相談支援・情報

提供など育児支援を行っています。 

 

単位：人回／月、か所 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 223 246 211 205 198 

確保方策（か所） １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 
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（５）幼稚園おける在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

【確保方策について】 

村内に幼稚園がなく、対象の事業を実施できないため、今後も周辺自治体と連携し、

利用ニーズに対しては周辺の自治体と連携しながら、個別に対応していきます。 

 

 

単位：人日／年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a)（１号認定） 0 0 0 0 0 

量の見込み(a')（２号認定） 0 0 0 0 0 

確保方策(b) 0 0 0 0 0 

過不足分 (b)-｛(a)+(a')｝ 0 0 0 0 0 

 

（６）一時預かり（幼稚園在園児以外） 

【確保方策について】 

ちょうよう保育園に常駐の職員を配置して実施しています。今後ニーズを把握しつつ、

量の見込みに対して対応できるよう、必要な定員数を確保していきます。 

 

単位：人日／年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 147 144 176 193 204 

確保 

方策 

(b) 

合計 240 270 300 330 360 

 
一時預かり事業 

（在園児対象型を除く） 
240 270 300 330 360 

 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター） 
0 0 0 0 0 

 
子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
0 0 0 0 0 

過不足分 (b)-(a) 93 126 124 137 156 
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（７）病児保育事業 

【確保方策について】 

現在、村内では実施しておりません。量の見込みに対して対応できるよう、近隣市町

村の施設・機関と連携を図りながら、必要な受け皿を確保していきます。 

 

単位：人日／年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a) 227 237 243 251 256 

確保 

方策 

(b) 

合計 ※300 ※300 ※300 ※300 ※300 

 病児保育事業 ※300 ※300 ※300 ※300 ※300 

 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター） 
0 0 0 0 0 

過不足分 (b)-(a) 0 0 0 0 0 

※確保数については、近隣市町村との連携により確保していく数となります。 

 

（８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

【確保方策について】 

平成 30 年度より依頼会員、協力会員の募集を行い、事業を実施しています。今後も依

頼会員、協力会員の希望者の確保や会員相互の交流促進を図ります。 

 

単位：人日／年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み(a)※未就学児＋就学児 ３ ３ ３ ３ ３ 

確保方策(b) ※未就学児＋就学児 ５ ５ ５ ５ ５ 

過不足分 (b)-(a) ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（９）利用者支援事業 

【確保方策について】 

現在村内では実施していませんが、今後実施を検討し、体制整備を図ります。 

 

単位：か所 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 0 0 0 0 0 

確保 

方策 

基本型 0 0 0 0 0 

特定型 0 0 0 0 0 

母子保健型 0 0 0 0 0 
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（10）妊婦に対する健康診査 

【確保方策について】 

必要に応じて随時、妊産婦に対する健康診査を健康推進課において実施していきます。 

 

単位：人/年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 111 118 125 131 137 

確保方策 健康推進課にて実施 

 

（11）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業 

【確保方策について】 

健康推進課において、新生児及び乳児がいる家庭を全戸訪問します。養育支援訪問事

業については、必要に応じて実施します。 

 

単位：人/年 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 60 58 57 55 53 

確保方策 健康推進課にて実施 
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６ 計画の推進体制 
 

１ 計画内容の住民への周知 

南阿蘇村の基本理念にある「子どもが安心して、楽しく、豊かに暮らせる村」としてい

くためには、村全体が、子育てと子育て支援の重要性を共有し、これに関する取り組みを

実践し、継続していくことが欠かせません。 

そのため、本計画について、関係機関・団体等への配布や、関係各所での配架、また、概

要版の配布やホームページ等での内容公表・紹介などに努めます。 

 

２ 関係機関との連携・協働 

子ども子育てに関わる施策は、福祉分野だけでなく、保健・医療・教育など、多岐にわ

たっています。 

このため、民生委員・児童委員、主任児童委員等関係機関と連携を図りながら、協働に

基づく子育て支援に努めます。また、国や県とも連携して、施策の推進にあたります。 

 

３ 計画の推進管理 

計画推進においては、計画に基づく取り組み（Do）の達成状況を継続的に把握・評価（Check）

し、その結果を踏まえた計画の改善（Action）を図るといった、PDCA サイクルによる適切な

進行管理が重要となります。 

このため、計画内容の審議にあたった「南阿蘇村子ども・子育て会議」が、毎年度の進捗状

況について、南阿蘇村として、各種施策が利用者の直面している問題や課題に役立ったか、

満足できるものであったか等、利用者の視点に立った点検・評価をし、次期の計画策定（見

直し）に反映させる（Plan）、という「PDCA サイクル」による継続的評価の考え方を基本とし

て、その結果を公表するとともに、それに対する意見を関係機関や団体などから得ながら、

随時、事業取り組みの見直し・改善を行うこととします。 
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資料編 

 

１ 子ども・子育て会議審議経過 

 

会議 内容 開催時期 

平 

成 

30 

年 

度 

第１回 

・子ども・子育て支援事業計画及びニーズ調査の

概要について 

・関係施設ヒアリングについて 

12 月 20 日 

第２回 
・子ども子育て支援ニーズ調査結果報告等につ

いて 
３月 13 日 

令 

和 

元 

年 

度 

第１回 
・子ども子育て支援事業計画の骨子案・構成案に

ついて 
８月 30 日 

第２回 ・子ども子育て支援事業計画の素案について 11 月 21 日 

第３回 
・子ども子育て支援事業計画パブリックコメン

ト用素案について 
12 月 19 日 
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２ 子ども・子育て会議委員名簿 

所属 氏名 備考 

議会 橋本 功 文教厚生常任委員長 

児童委員 髙橋 悦子  

教育委員 藤 安代  

小学校 

狹間 卓史（平成 30 年度） 両併小学校長 

井 正文（令和元年度） 中松小学校長 

保育所 

今村 久也（平成 30 年度） 南阿蘇村保育所長 

松本 和代（令和元年度） くぎの保育園長 

小学校保護者 

板東 博暁（平成 30 年度） 南阿蘇西小学校ＰＴＡ会長 

田上 剣太郎（令和元年度） 白水小学校ＰＴＡ会長 

保育所保護者 

古澤 正剛（平成 30 年度） 久木野保育所ＰＴＡ会長 

久永 操（令和元年度） ちょうよう保育園ＰＴＡ会長 

子育て支援センター 長野 るり子 わくわく広場 代表 

社会福祉協議会 里 浩士  

住民福祉課 

長野 ひさ子（平成 30 年）  

中尾 隆宏（令和元年度）  

健康推進課 赤瀬 薫  

教育委員会事務局 吉弘 泰彦  
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３ 南阿蘇村子ども・子育て会議設置条例 

平成 25 年６月 14 日 

条例第 17 号 

改正 平成 30 年３月 16 日条例第３号 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 77 条第１項の規定に基づき、南

阿蘇村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。 

(組織) 

第２条 子ども・子育て会議は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。 

(１) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第３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４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 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 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は会長が招集し、

その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、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。 

(庶務) 

第６条 子ども子育て会議の庶務は、次世代定住課において処理する。 

(委任) 

第７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定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成 25 年６月１日から適用する。 

附 則(平成 30 年３月 16 日条例第３号) 

この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。  
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４ 用語解説 

か行  

■核家族 

①夫婦とその未婚の子女、②夫婦のみ、③父親または母親とその未婚の子女、

のいずれかからなる家族。 

■教育・保育施設 

「認定こども園法」に規定する認定こども園、学校教育法に規定する幼稚園、

及び児童福祉法に規定する保育所をいう。 

■協働 

様々な主体が相互理解と信頼を前提とし、対等な関係に基づき、開かれたプ

ロセスで行う共同活動のことをいう。協働により単独では得られない相乗効果

が期待でき、互いの組織や活動内容の補完や改善を図ることができる。 

■合計特殊出生率 

合計特殊出生率は「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、

一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相

当する。 

■コーホート変化率法 

人口推計における算出方法の一つ。同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の

集団について、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づ

き将来人口を推計する方法。 

■子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短

期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライト

ステイ事業））。 

■子ども・子育て関連３法 

「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３法のこと。 
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■子ども・子育て支援 

すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、

国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子

ども及び子どもの保護者に対する支援。 

■子ども・子育て支援事業計画 

5 年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援につい

ての需給計画。新制度の実施主体として、特別区を含めた全市町村が作成する。 

 

さ行  

■食生活改善推進員 

食を通した地域の健康づくりに取り組むボランティア。子どもから高齢者まで、

健全な食生活を実践することのできる食育活動にとりくみ、食事バランスガイ

ドの普及・地産地消・郷土料理や行事食、食文化の継承などという大きな視点

から食育を捉え、健康づくり活動を進める。 

■総合型地域スポーツクラブ 

身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブ

で、子供から高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、

初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる

（多志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるス

ポーツクラブ。 

 

た行  

■地域子ども・子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事

業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等、子ども・子育て支援法に基

づき実施する事業。 

■地域型保育事業 

０～２歳児を対象とし、小規模保育、家庭的保育（保育者の居宅等で利用定員

５人以下で保育を行う）、居宅訪問型保育（保育を必要とする子どもの居宅で保

育を行う）及び事業所内保育を行う事業。 
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な行  

■妊婦健康診査 

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、①健

康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊婦期間中の適

時に必要に応じた医学的検査を実施する事業。 

 

や行  

■幼児教育・保育の無償化 

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する３歳から５歳児の子どもたち、 

住民税非課税世帯の０歳から２歳児までの子どもたちの教育・保育利用料を無

料とする取組。 

■要保護児童 

児童福祉法第６条において定められる、「保護者に監護させることが不適当で

あると認められる児童」及び「保護者のない児童」を指す（被虐待児童・非行児

童・孤児等）。 
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