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第１章  計画策定にあたって

１ 計画策定の背景と趣旨

わが国では、平成 2 年の「1.57 ショック※」を契機に少子化の問題が大きく取り上

げられるようになり、平成 6 年 12 月のエンゼルプランの策定を皮切りに、少子化の流

れを変えるための施策が実施されてきました。また、平成 22 年 1 月に閣議決定した「子

ども・子育てビジョン」では、それまでの「少子化対策」から「子ども・子育て支援」

へと視点を移し、社会全体で子育てを支えるとともに、「生活と仕事と子育ての調和」

を目指すこととされました。

本町においては、平成 17 年 3 月に次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策

定し、中間年度の平成 21 年度に見直しを行いました。平成 22 年 3 月に、平成 22～

26 年度を計画期間とする「遠賀町次世代育成支援後期行動計画」を策定し、国の動向

を踏まえつつ、計画的に子ども・子育て支援の取り組みを充実させてきたところです。

しかしながら、子どもや子育てをめぐる環境は依然厳しく、核家族化や地域のつな

がりの希薄化により、子育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくありません。また、

就労形態の多様化や女性の社会進出に伴い、保育ニーズは年々増大しており、都市部

を中心に保育所においては待機児童問題が深刻化しています。

こうした中、平成 24 年 8 月に、子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・

子育て関連 3 法」が成立しました。平成 27 年度から、「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・確保、教育・保育の質的改善」「地域の子ど

も・子育て支援の充実」を柱とする『子ども・子育て支援新制度』が本格施行され、

子ども・子育て支援のさらなる充実を図ることとされています。

このような流れを受け、本町においても、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、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制

の確保とそれに関連する業務の円滑な実施に関する計画の策定が必要となります。

「遠賀町次世代育成支援後期行動計画」が平成 26 年度に最終年度を迎えたことから、

同計画によるこれまでの取り組みとその成果を引き継ぎつつ、新たな計画として「遠

賀町子ども･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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※「1.57 ショック」

平成元年の合計特殊出生率（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

生涯に産む平均子ども数に相当するとされる）が 1.57 と、「ひのえうま」という特殊要因により過去最

低であった昭和 41年の 1.58 を下回ったことが判明したときの衝撃。

２ 計画の性格と位置づけ

この計画は、次世代育成支援対策推進法第 8 条第 1 項に規定する「次世代育成支援

対策の実施に関する計画（市町村行動計画）」と、子ども・子育て支援法第 61 条第１

項に規定する「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

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（市町村子ども・子育て支援事業計

画）」を一体的に策定するものです。

策定にあたっては、次世代育成支援行動計画策定指針及び子ども・子育て支援法に

基づく基本指針を踏まえ、県の「子ども・子育て支援事業計画」や、町の上位計画で

ある「第 5 次遠賀町総合計画」をはじめとする町の各種関連計画との整合を図りまし

た。

３ 計画の期間

この計画は、平成 27 年度を初年度とし、平成 31 年度を目標年度とする 5 か年計画

とします。

４ 計画の策定体制

（１）遠賀町子ども・子育て会議の設置

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ、次世代育成支援施

策と子ども・子育て支援事業の推進に係る検討を行うために、「遠賀町子ども・子育

て会議」を設置し、審議を行いました。
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（２）子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査の実施

計画策定にあたり、子育て家庭の実態と子育て支援ニーズ等を把握し、策定の基

礎資料とする目的で、就学前児童及び小学生の保護者を対象に｢子ども・子育て支援

事業計画策定のためのアンケート調査｣（以下、アンケート調査という。）を実施し

ました。

●アンケート調査の実施概要

調査期間 平成25年11月28日（木）から平成25年12月16日（月）まで

調査対象

平成25年11月15日現在の住民基本台帳を基に抽出した小学生までの児童

の保護者。同一世帯に複数の対象児童がいる場合は、最年少者を対象とする

（同一世帯に対象者は１人）。

就学前児童の保護者 小学生の保護者

調査方法

・町内保育園利用者については、各保
育園による配布・回収

・その他の保護者については、郵送に
よる配布・回収

各小学校による配布・回収

配布数 797 件 449 件

回収数 495 件 362 件

回収率 62.1 ％ 80.6 ％

（３）事業者向けアンケート及び事業者ヒアリングの実施

町内の認可保育所・幼稚園・事業所内保育施設を運営する事業者から施設運営に

あたっての課題や新制度移行に対する考え等をうかがい、計画策定の参考とするた

め、事業者向けアンケートを実施するとともに、訪問による事業者ヒアリングを行

いました。

なお、事業者ヒアリングの結果については、その概要を資料編（Ｐ89～91）に掲

載しています。

（４）パブリックコメントの実施

平成 26 年 12 月 10 日から平成 27 年 1 月 9 日まで計画案を公表し、それに対する

意見を求めるパブリックコメントを行いました。
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５ 遠賀町次世代育成支援後期行動計画の評価

遠賀町次世代育成支援後期行動計画では、特定事業の定量的目標事業量のほか、住

民の視点に立った計画評価のための施策成果（アウトカム）指標が設定されています。

そこで、本計画の策定に先立ち、これら 2 つの数値目標達成状況を確認し、同計画の

評価を行うこととしました。

（１）特定事業の目標事業量達成状況

特定事業の目標事業量と平成 25 年度の実績は下表のとおりで、病児・病後児保育

事業以外の事業については概ね目標を達成しています。

目標（平成 26 年度） 実績（平成 25 年度）

①通常保育事業 292 人、3 か所 388 人、3 か所

②特定保育事業 － －

③延長保育事業 217 人、3 か所 213 人、3 か所

④夜間保育事業 － －

⑤トワイライトステイ事業 3 人、場所・施設数 2 か所 0 人、場所・施設数 2 か所

⑥休日保育事業 － －

⑦病児・病後児保育事業

（病後児対応型）
297 人、1 か所 64 人、1 か所

⑧放課後児童健全育成事業 256 人、4 か所 258 人、5 か所

⑨地域子育て支援拠点事業 1 か所 1 か所

⑩一時預かり事業

（保育所型・地域密着型）
594 人、2 か所 461 人、3 か所

⑪ショートステイ事業 場所・施設数 2 か所 場所・施設数 2 か所

⑫ファミリー・サポート・センター

事業
－ －
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（２）施策成果（アウトカム）指標の達成状況

①子育ての不安感や負担感の解消

遠賀町次世代育成支援後期行動計画策定時に実施したアンケート調査結果と今

回の調査結果を比較すると、子育てに関して「不安感や負担感を感じない」と回

答した保護者の割合は、就学前児童の保護者で 2.5 ポイント、小学校児童の保護者

で 11.4 ポイント高くなっています。いずれも目標の 50％には達していませんが、

少なくとも小学校児童については一定の成果が上がっていると認められる結果と

なっています。

指    標
計画策定時

（平成 20 年度）

目標

（平成 26 年度）

調査結果による実績

（平成 25 年度）

【保護者】

子育てに関して「不安感や

負担感を感じない」割合

就学前児童 34.7％

小学校児童 32.8％

就学前児童 50％

小学校児童 50％

就学前児童 37.2％

小学校児童 44.2％

※グラフ中の「Ｎ」は、割合算出の基数となる有効回答者数を示しています。（以下同じ）

②子育て環境に関する満足度の向上

前回と今回のアンケート調査結果を比較すると、居住地域の子育て環境に「満

足している」と回答した保護者の割合は、就学前児童の保護者で 18 ポイント、小

学校児童の保護者で 20 ポイント高くなっており、いずれも目標値を上回る結果と

なっています。

8.5

10.4

7.7

46.3

41.2

38.7

25.5

22.2

7.9

14.4

10.6

7.3

10.4

5.2

11.714.7

43.1 26.8

29.8

11.7

2.2

1.7

1.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前（H25）

N=495

就学前（H20）
N=355

小学生（H25）

N=362

小学生（H20）

N=463

不安や負担を感じる 多少不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

なんともいえない 無回答
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指標
計画策定時

（平成 20 年度）

目標

（平成 26 年度）

調査結果による実績

（平成 25 年度）

【保護者】

住んでいる地域の子育て

環境に「満足している」割合

就学前児童 55.2％

小学校児童 59.9％

就学前児童 65％

小学校児童 70％

就学前児童 73.2％

小学校児童 79.9％

26.7

12.4

21.3

46.5

58.6

45.4

17.0

30.2

6.8

5.0

7.8

5.0

14.5

42.8

10.2

36.1

7.3

2.2

2.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前（H25）

N=495

就学前（H20）

N=355

小学生（H25）
N=362

小学生（H20）

N=463

満足している やや満足している やや不満である 不満である 無回答
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  第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状

１ 人口等の推移

（１）人口の推移

  ①総人口

本町の平成 26年 4月 1 日現在の総人口は、男性 9,310 人、女性 10,257 人の計 19,567

人です。人口ピラミッドを見ると、これから高齢期にさしかかる 60～64 歳の人口が

最も多く、30 歳未満の若い世代の人口が少なくなっていることがわかります。

現在の 30 代に比べ、これから婚姻適齢期を迎える 20 代の人口がかなり少ないこ

とから、今後さらに少子化が進むことが懸念されます。

377

414

421

410

488

496

554

621

666

498

587

668

924

877

728

556

445

309

218

0 250 500 750 1,000

女性　10,257人

(人)
439

398

383

404

446

483

577

670

581

488

509

635

862

735

725

469

283

159

64

02505007501,000

   0-4

   5-9

 10-14

 15-19

 20-24

 25-29

 30-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 65-69

 70-74

 75-79

 80-84

 85-89

 90歳～

男性　9,310人

(人)

総人口 19,567人

資料：住民基本台帳（含外国人登録者）

遠賀町の人口ピラミッド（平成26年4月1日現在）
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②年齢３区分別人口の推移

人口の推移を見ると、平成 12 年以降、全体の人口は微減傾向にありますが、年

齢３区分別にみると、年少人口（15 歳未満）が平成 7 年以降減少を続けているのに

対し、高齢者人口（65 歳以上）は増加し続けていることから、少子高齢化が確実に

進んでいる状況がうかがえます。

  

（２）未婚率の推移

20～39 歳の男女の未婚率の推移を５歳階層別にみると、男性の 30 代後半、女性の

30 代で未婚率が上昇を続けていることがわかります。平成 22 年の 30 代後半では、男

性の 38.2％、女性の 27.2％が未婚となっており、晩婚化、非婚化の傾向が続いている

ことがうかがわれます。

年齢３区分別人口の推移

3,198 3,289 2,708 2,367 2,305

11,648
12,900 13,252 12,797 11,915

2,148
2,810 3,341 4,115 4,929

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(人)

65歳以上

15～64歳

15歳未満

16,994

18,999

資料：国勢調査(各年10月１日現在・平成22年の総人口には年齢不詳11人を含む。)

19,301 19,279 19,160

男性の未婚率の推移

94.8 96.9
88.9

94.7
91.7

67.8
74.0 73.1

69.0
65.7

27.7

36.3

46.1
51.4

44.7

15.5 15.6
22.2

34.8
38.2

0

20

40

60

80

100

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(%)
女性の未婚率の推移

91.8 92.2

89.3 88.1 87.1

49.8

64.5 63.6 64.1

55.7

16.8
19.9

34.1
38.9 41.6

8.0 9.0
12.2

22.4
27.2

0

20

40

60

80

100

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(%)

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

資料：国勢調査
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（３）世帯数の推移

平成 2 年からの 20 年間の世帯数の推移は下図のとおりで、単独世帯、核家族世帯

の増加により、一般世帯総数も一貫して増加していますが、三世代家族等、その他の

世帯は平成 7 年以降減少しています。

また、近年の離婚件数の増加の影響もあり、平成 7 年度以降、母子世帯数は増加傾

向にあります。一方、父子世帯数はほぼ横ばいないし減少傾向にあることから、離婚

した場合には母親が子どもを引き取るケースが多いことがうかがえます。

一般世帯数の推移

449 629 869 1,138 1,356

3,400
3,999

4,337
4,570

4,774

1,068

1,092
1,061

1,002
911

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(世帯)

その他の世帯

核家族世帯

単独世帯

5,720

6,710

資料：国勢調査(各年10月１日現在)

4,917

6,267

7,041

母子・父子世帯数の推移

20

21

18
11

138

170
181

63

0

20

40

60

80

100

(件)

0

40

80

120

160

200

240

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(件) 父子世帯数 母子世帯数

資料：国勢調査(各年10月１日現在)
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２ 就労環境

（１）女性の年齢階層別労働力率

女性の労働力率を年齢階層別にみると、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描いていること

がわかります。30 代前半での労働力率の低下は、出産や育児による就労率の減少を、

30 代後半からの増加は、再就職等による就労率の上昇を示していると考えられますが、

本町の「Ｍ字カーブ」は国・県に比べると緩やかで、20～40 代の労働力率も国・県よ

り高い数値で推移しています。これは、夫婦共働きの割合や出産後も仕事を続ける女

性の割合が国に比べるとやや高いことを示しています。

しかし、国に比べ緩やかとはいえ、「Ｍ字カーブ」が示すように、働き続けたくて

もそれを可能にする社会環境が十分に整備されていないために、一旦仕事を離れざる

を得ない女性も少なくありません。働きたい女性が家庭生活と職業生活を両立し、結

婚、出産、育児期にも継続して働くことができる社会環境への整備を図る必要があり

ます。

女性の年齢階層別労働力率（国・県との比較）

14.9

65.9

72.5
65.5 64.8

69.2 72.1

69.3
60.1

44.1

11.915.0

72.2 73.2
69.5 70.0

74.0 75.7

68.4

56.8

40.3

11.4
0

20

40

60

80

100

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- (歳)

(％)

全 国

福岡県

遠賀町

資料：平成22年国勢調査
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（２）母親の就労状況

アンケート調査の結果から母親の就労状況をみると、就学前児童の母親で 58.6％、

小学生の母親で 78.5％の人が働いており、夫婦共働きの世帯が一般化していることが

わかります。

また、現在就労していない母親についても、その多くが「すぐにでも、もしくは１

年以内に」または「一番下の子どもが大きくなったら」就労したいと考えていること

がわかります。

母親の就労状況

24.0 6.7 25.7

39.5

2.8

3.939.0

2.2

13.8

36.4

3.9

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

の保護者

N=495

小学生

の保護者
N=362

フルタイムで就労しており、産休・育休などで休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休などで休業中である

パート・アルバイトなどで就労しており、産休・育休などで休業中ではない

パート・アルバイトなどで就労しているが、産休・育休などで休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

資料:アンケート調査結果

現在働いていない母親の就労希望

21.6 50.5 25.8

37.532.8 23.4

2.1

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

の保護者
N=194

小学生

の保護者
N=64

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが大きくなったら就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

資料:アンケート調査結果
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（３）育児休業の取得状況

アンケート調査の結果から、就学前児童の保護者の育児休業の取得状況をみると、

｢取得した（取得中である）」と回答した人は、母親で 30.1％（働いていなかった人と

無回答を除くと 74.1％）、父親で 2.0％（働いていなかった人と無回答を除くと 2.3％）

となっており、父親の取得は極めて低調であることがわかります。

育児休業取得状況（就学前児童の保護者）

58.2 30.1 10.5

87.3

1.4

2.0 9.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

N=495

父親

N=495

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

資料:アンケート調査結果



   第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状

- 13 -

３ 保育・教育の現状

（１）保育サービス

①認可保育所入所状況の推移

平成 26 年 4 月１日現在、町内には私立の認可保育所が 3 施設あり、総定員 310 人と

なっています。定員に対する入所率は保育所によってばらつきがありますが、近年、

保育所定員に関する国の弾力運用を受け、いずれも定員を超えた受け入れを行ってい

ます。平成 26 年 4 月 1 日時点の総定員数に占める入所児童数の割合は 123.9％となっ

ています。

近年の保育需要の高まりにより、平成 24 年度からは年度途中において待機児童が

発生しており、平成 26 年 10 月 1 日時点の待機児童数は 4 人となっています。

認可保育所の定員数、入所者数の推移は、下表のとおりです。

認可保育所入所者数の推移（保育所別（町外住民含む）） (単位：人)

保育所名 区分 定員 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

遠賀川保育園 私立 90 79 93 111 125 124

南部保育園 私立 120 143 138 138 127 131

山びこ保育園 私立 100 111 122 113 130 129

310 333 353 362 382 384

※各年4月1日現在 資料：福祉課

※区分及び定員は平成26年4月1日現在

認可保育所入所者数の推移（保育所別（町外住民含まない）） (単位：人)

保育所名 区分 定員 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

遠賀川保育園 私立 90 63 80 102 109 111

南部保育園 私立 120 131 127 125 114 124

山びこ保育園 私立 100 101 118 113 125 125

広域入所 20 10 11 10 13

310 315 335 351 358 373

※各年4月1日現在 資料：福祉課

※区分及び定員は平成26年4月1日現在

計

計
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②認可保育所入所状況の推移（年齢別）

平成 22 年からの認可保育所の年齢別入所状況の推移は以下のとおりです。年に

よって入所率にばらつきはありますが、1・2 歳児の入所率は概ね高くなる傾向にあ

ります。

認可保育所入所者数の推移（年齢別）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

児童総数(人) 162 159 160 156 173

入所児童数(人) 20 17 20 15 20

入所率(％) 12.3 10.7 12.5 9.6 11.6

児童総数(人) 166 171 171 159 154

入所児童数(人) 50 53 55 61 52

入所率(％) 30.1 31.0 32.2 38.4 33.8

児童総数(人) 158 168 180 168 159

入所児童数(人) 51 64 66 67 82

入所率(％) 32.3 38.1 36.7 39.9 51.6

児童総数(人) 150 166 175 178 167

入所児童数(人) 61 63 75 74 71

入所率(％) 40.7 38.0 42.9 41.6 42.5

児童総数(人) 154 148 176 170 163

入所児童数(人) 77 65 66 72 72

入所率(％) 50.0 43.9 37.5 42.4 44.2

児童総数(人) 140 163 151 178 176

入所児童数(人) 56 73 69 69 76

入所率(％) 40.0 44.8 45.7 38.8 43.2

※各年4月1日現在 資料：福祉課

※児童数は町内住民のみ

４歳児

５歳児

０歳児

区　　　　　分

１歳児

２歳児

３歳児
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③特別保育等の実施状況の推移

本町では、多様な保育ニーズに対応するため、特別保育の充実にも努めてきまし

た。

現在、延長保育と障害児保育、一時保育は町内 3 保育所全園で実施しています。

また、病児･病後児保育は、平成 20 年度より中間市及び遠賀郡 4 町で連携し、お

んが病院内「ぞうさんルーム」で実施しています。

なお、子育て短期支援事業については、鞍手町の鞍手乳児院、岡垣町の児童養護

施設報恩母の家に委託して広域対応を図っていますが、24・25 年度の利用実績はあ

りません。

特別保育等の実施状況の推移 (単位：か所,人)

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

3 3 3 3 3

125 159 190 195 213

2 2 2 2 2

0 0 3 0 0

3 3 3 3 3

3 1 4 5 6

2 2 2 3 3

388 244 181 345 461

1 1 1 1 1

43 67 65 100 64

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

※実施か所数は各年度末現在 資料：福祉課

休 日 保 育
実施か所数

延利用児童数

区　　　　　分

実施か所

延 長 保 育
実施か所数

利用児童数

子育て短期支援

延利用児童数

障 害 児 保 育
実施か所数

利用児童数

延利用児童

病児・病後児保育

一 時 保 育
実施か所数

延利用児童数

実施か所数
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（２）幼稚園教育

①幼稚園入園状況の推移

平成 26 年 5 月１日現在、町内には定員 240 人の私立幼稚園が１施設あります。幼

児期における教育の重要性から、幼稚園教育に対する社会的要請は年々高まってい

ます。平成 26 年 5 月１日時点の在園児数は 222 人で、対定員比 92.5％となっていま

す。

また、平成 27 年 1 月 31 日現在における町外の幼稚園に在籍する児童数は 53 人

となっており、町内を合わせると 278 人が通園しています。

②幼稚園の預かり保育利用状況の推移

幼稚園在園児童に対する預かり保育の常時利用者数（登録者数）は、年によって

ばらつきがありますが、平成 26 年 6 月 1 日現在の利用者数は 25 人で、利用率（在

園児総数に占める割合）は 11.3％となっています。

幼稚園の預かり保育利用児童数の推移 (単位：人)

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

利用児童数 18 24 12 14 25

※各年6月1日現在 資料：遠賀中央幼稚園

※預かり保育が本格的に利用され始めるのは６月から

※数値は常時利用者数（登録者数）

幼稚園入園状況の推移（年齢別） (単位：人)

幼稚園名 区分 定員 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

満３歳児 － 0 1 1 2 1

年少児 30 63 65 74 67 64

年中児 105 71 75 80 85 70

年長児 105 73 75 71 85 87

計 240 207 216 226 239 222

うち町外 － 17 19 18 16 11

※各年5月1日現在 資料：遠賀中央幼稚園

※定員は平成26年5月1日現在

遠賀中央幼稚園
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（３）学童保育

本町では、3 つの小学校でそれぞれ学童保育を実施していますが、利用者の増加

に伴い、浅木小学校区と島門小学校区では余裕教室を活用した分割運営を行ってい

ます。

平成 26 年 5 月 1 日現在、5 クラブ（総定員 230 人）で利用児童数は 283 人、対定

員比 123.0％となっています。

学童保育実施状況の推移 (単位：人)

名　　　　称 定員 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

 遠賀北学童保育クラブ 50 71 85 72 66 58

 第二遠賀北学童保育クラブ 55 23 16 44

 広渡学童保育クラブ 45 74 67 64 73 81

 遠賀南学童保育クラブ 55 54 60 70 56 55

 第二遠賀南学童保育クラブ 25 29 42 42 47 45

計 230 228 254 271 258 283

※各年5月1日現在 資料：教育委員会

※定員は平成26年5月1日現在
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４ アンケート調査結果から見た子育て支援ニーズ

（１）子育てに関する悩みや不安

子育て中の保護者に、子育てをする上での悩みや不安を尋ねたところ、就学前児童、

小学生の保護者ともに最も回答割合が高かったのは「子どもの教育に関すること」で、

「子どもの健康・発達に関すること」や「子育てに関する経済的負担が大きいこと」

がそれに続いています。

子育てに関する悩みや不安

25.5

19.6

17.8

8.3

5.7

12.3

65.2

36.2

9.9

8.6

8.0

3.9

6.1

3.0

13.3

2.2

1.0

40.8

43.0

10.9

50.3

38.4

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの教育に関すること

子どもの健康・発達に関すること

子育てに関する経済的負担が大きいこと

自分の自由な時間が持てないこと

子育てによる心身の疲れが大きいこと

仕事が十分にできないこと

夫婦で楽しむ時間がないこと

子育てのための住居条件が悪いこと

その他

悩みや不安は特にない

無回答

就学前児童
N=495

小学生
N=362

資料：アンケート調査結果



   第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状

- 19 -

（２）子どもを健やかに生み育てるために町に期待すること

子育て中の保護者に、「子どもを健やかに生み育てるために町に期待すること」を

尋ねたところ、最も回答割合が高かったのは、就学前児童の保護者では「保育サービ

スの費用負担軽減や児童手当など、子育てのための経済的支援をする」（72.7％）、小

学生の保護者では「子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進める」（59.9％）

となっています。

子どもを健やかに生み育てるために町に期待すること（上位13項目抜粋）

45.5

40.6

39.4

24.2

21.8

18.8

58.6

55.2

43.9

25.1

27.9

19.6

28.7

8.6

11.6

18.8

10.2

16.0

72.7

17.0

37.4

64.4

59.4

17.4

16.4

59.9

0% 20% 40% 60% 80%

保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、

子育てのための経済的支援をする

子どもの救急医療の体制を整備する

子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進める

学童保育のほかにも、子どもの放課後の居場所を増やす

仕事と子育ての両立しやすい環境づくりについて、

企業へ啓発する

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会を増やす

延長保育などいろいろなニーズに合った

保育サービスを充実する

子どもの「生きる力」を育むための教育を充実する

子育てに関する相談や保護者同士が交流できる場を増やす

道路や施設などのバリアフリー化を進める

ひとり親家庭などそれぞれの家庭のあり方に

応じた子育て支援を充実する

子育てボランティアなど地域で

子育てを支える活動を活発にする

非行防止などの青少年健全育成対策を充実する

就学前児童
N=495

小学生
N=362

資料：アンケート調査結果
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（３）子育てと仕事の両立支援として企業に期待すること

子育て中の保護者に、「子育てと仕事の両立支援として企業に期待すること」を尋

ねたところ、就学前児童、小学生の保護者ともに最も回答割合が高かったのは「子ど

もが病気やけがをしたときに休暇を取りやすい環境をつくる」で、「妊娠中や育児期

間中の勤務を軽減する（フレックスタイム制度や短時間勤務制度など）」などがそれ

に続いています。

子育てと仕事の両立支援として企業に期待すること

42.6

28.9

28.7

3.4

11.3

76.8

47.8

47.8

27.9

20.4

2.5

9.4

3.6

78.2

2.4

57.6

50.7

47.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもが病気やけがをしたときに

休暇を取りやすい環境をつくる

妊娠中や育児期間中の勤務を軽減する

（フレックスタイム制度や短時間勤務制度など）

育児休業制度・再雇用制度などを整備するとともに、
制度を利用しやすい環境をつくる

子育てと仕事の両立に向け、

職場内の理解を深めるための啓発を行う

男性が育児休業制度を利用しやすくするなど、
子育てに男性が参加できる環境をつくる

事業所内に保育施設を設置する

その他

特にない

無回答

就学前児童
N=495

小学生
N=362

資料：アンケート調査結果
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（４）身近な地域の人に期待する子育て支援

小学生の保護者に、「身近な地域の人に期待する子育て支援」を尋ねたところ、最

も回答割合が高かったのは「子どもが犯罪や事故に遭わないよう、見守ってほしい」

（76.5％）で、「危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい」（76.2％）がほと

んど変わらない割合でそれに続いています。

身近な地域の人に期待する子育て支援（小学生の保護者）

20.7

12.7

9.4

8.8

5.2

0.8

3.0

76.2

0.3

39.2

76.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもが犯罪や事故に遭わないよう、見守ってほしい

危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい

昔の子育てと比較せず、子育ての現状を理解して、

温かい目で見てほしい

地区の公民館が子どもたちの居場所の

一つとなるようにしてほしい

緊急時やほんのちょっとした時などに

子どもを一時的に預かってほしい

子どもに遊びやスポーツ、

地域の伝統文化など教えてほしい

子どもが参加できる地域行事や

催しなどを実施してほしい

子育てに関する悩みを聞いたり、

相談相手になったりしてほしい

その他

特にない

無回答

資料：アンケート調査結果

N=362
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（５）遊び場に望むこと

小学生の保護者に、どのような遊び場を望むか尋ねたところ、｢家の近くにある」

という回答が 69.0％と最も多く、以下、「遊び場やその周辺の環境が良く、安心して

遊べる」（52.4％）、「思い切り遊ぶために十分な広さがある」(35.6％）、「遊び場周辺

の道路が安全である」（32.2％）などが続いています。

遊び場に望むこと（小学生の保護者）

32.2

29.2

23.3

21.9

20.0

14.9

14.2

1.2

1.9

69.0

35.6

0.5

10.7

52.4

0% 20% 40% 60% 80%

家の近くにある

遊び場やその周辺の環境が良く、安心して遊べる

思い切り遊ぶために十分な広さがある

遊び場周辺の道路が安全である

雨の日でも遊べる

ボール遊びができる

遊具などの種類が充実していて、

整備がきちんとされている

衛生的である

遊び場に子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいる

いつもにぎわっていて楽しい感じがする

緑などの自然が多い

その他

特に望むことはない

無回答

資料：アンケート調査結果

N=362
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第３章  計画の基本的な考え方

１ 計画の基本的視点

遠賀町次世代育成支援後期行動計画では、①子どもの視点、②次代の人づくりとい

う視点、③地域で支えるという視点、という 3 つの視点を基本として、子どもたち一

人ひとりがいきいきとした笑顔あふれる子どもに育ってほしいという願いを込め、「の

びのび笑顔のおんがっ子」を基本理念として掲げていました。

同計画の後継計画という性格上、本計画においても、その基本的な考え方が大きく

変わるものではありませんが、子ども・子育て支援法に基づく基本指針で示された、

子どもの育ちや子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義、社会のあらゆる分

野における構成員の責務、役割を明確にするという観点から、以下の 3 点を新たな計

画の基本的視点とします。

（１）子どもの健やかな育ちを守るという視点

子どもの最善の利益が実現される社会を目指し、すべての子どもの健やかな育ち

（発達）を保障する必要があります。また、子どもたち一人ひとりの個性が活かさ

れ、自己肯定感を持って育まれることが重要です。

（２）子育てと子育てを通した親としての成長を支えるという視点

子ども・子育て支援は、家庭が教育の原点であり、出発点であるとの認識の下、

子ども・子育てをめぐる環境を踏まえながら進められる必要があります。その上で、

保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長

を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支

援をしていくことが重要です。

（３）社会全体で子どもと子育てを見守り支えるという視点

社会のあらゆる分野における構成員が、子どもの育ちと子育て支援の重要性に対

する関心と理解を深め、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、地域及び

社会が子育て中の保護者の気持ちを受け止め、寄り添い、支えることが重要です。
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２ 計画の基本理念と基本目標

のびのび笑顔のおんがっ子

子どもは一人ひとりそれぞれに個性を持ち、社会にとってかけがえのない存在です。

また、子どもは自ら伸びていく無限の可能性を持っています。すべての子どもたちが

豊かな愛情の中で心身ともに健やかに育てられ、生きる喜びと未来
あ す

に羽ばたく力を育

むことが、遠賀町民全体の願いです。

本計画においても、地域のみんなで子どもと子育てを見守り支えることによって、

子どもたち一人ひとりがいきいきとした笑顔あふれる子どもに育ってほしいという願

いを込め、「のびのび笑顔のおんがっ子」を基本理念とします。

また、この基本理念を実現するために、次の３つの基本目標を掲げて施策の展開を

図ります。

★基本目標１★

子どもの健やかな育ちを守ります

子ども・子育て支援は、すべての子どもや子育て家庭を対象とするものです。

一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障するため、乳幼児期からの健

康の保持増進を図るとともに、町の責任において、子どもの個性に合った質の

確保された教育・保育の提供体制を整備します。

また、子どもの健やかな育ちを守るためには、子どもの権利を擁護し、生命

の尊厳・尊重を理解し、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に

尊重されるよう配慮する必要があります。安全・安心な活動場所と生活空間を

確保し、犯罪や児童虐待等による子どもの人権侵害を予防するとともに、万一

の場合にも早期に対応できる体制整備を図ります。
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★基本目標２★

子育てを通した親としての成長を支えます

★基本目標３★

子どもと子育てにやさしい環境をつくります

核家族化や地域での人間関係の希薄化等により、家庭における子育て機能の

低下や精神的負担が問題になるなか、子育てに負担や不安を感じる保護者が増

えています。保護者がしっかりと子どもと向き合い、安心して子育てができる

よう、相談支援体制を充実し、妊娠・出産期から子育ての知識や情報の提供を

行うことで、家庭における子育て能力の向上を図ります。

親は子どもを育てるという経験を通して自らも様々なことを学習し、成長し

ていくことができます。子育ては、子どもと親がともに育つ機会でもあります。

地域全体が子育て中の保護者に寄り添い、支えることを通じ、子育てを通した

親としての成長を支え、子育てに喜びや生きがいを感じることができるまちを

目指します。

また、子育て家庭と一言でいってもその環境はさまざまであり、それぞれの

家庭の状況に応じたきめ細やかな支援が必要です。関係機関等と連携し、児童

虐待の予防に取り組むとともに、ひとり親家庭や障害児のいる家庭等、特別な

配慮が必要な家庭への施策の充実を図ります。

男女を問わず子育て中の保護者が、仕事を続けながら子育てと向き合えるよ

うに、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現や保護者が就労

しやすい社会を目指します。

また、子どもが笑顔で過ごすためには、安全・安心な子どもの居場所づくり

や、犯罪や事故から子どもを守る生活環境づくりが必要です。妊婦や子育て中

の保護者が子ども連れでも気軽に出かけられる環境を整えることも必要です。

子どもと子育て中の保護者が、安全・安心・快適に遊び、学び、ふれあえる

場を整備するとともに、町ぐるみで交通安全や日常生活における安全・安心の

確保に取り組み、子どもと子育てにやさしい環境をつくります。
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３ 計画の体系

3 つの基本目標のそれぞれについて、その達成のための重点課題を設定し、第 4 章

において、それに対応した具体的施策の現状と課題及び今後の方向性を明らかにする

とともに、その活動量や成果を測定するための評価指標と目標値を設定することとし

ます。

また、第 4 章の具体的施策のうち、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に

ついては、第 5 章において、その量の見込みと提供体制の確保方策等について定める

こととし、第 6 章では、この計画を実現するための推進体制と進捗管理の手法につい

て定めます。

（１）子どもの健康の保持・増進

（２）子どもの人権擁護

（３）教育・保育の充実

（４）障害児施策の充実

（１）母子保健の充実

（２）相談支援体制の充実

（３）家庭の状況に応じた子育て支援

（４）地域における子育て支援の推進

（１）子育てと仕事の両立ができる環境づくり

（２）子どもの居場所づくり

（３）安全・安心・快適な生活環境づくり

重点課題基本目標

の
び
の
び
笑
顔
の
お
ん
が
っ
子

基本理念

１ 子どもの健やかな
育ちを守ります

３ 子どもと子育てに
やさしい環境を
つくります

２ 子育てを通した
親としての成長を
支えます
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≪施策体系表≫

基本目標 重点課題 具体的施策

①乳幼児健康診査

②予防接種

③小児医療体制の充実

④食育の推進

①子どもの人権に関する意識啓発

②児童虐待の防止と早期対応

①就学前教育・保育の基盤強化と質の確保

②ブックスタート・読み聞かせ

③学校教育の環境や学習内容の充実

④様々な体験や活動を通じた学ぶ場の充実

⑤スポーツ活動の振興

⑥思春期保健の充実

①療育相談支援体制の充実

②障害児教育・保育の充実

①母子健康手帳の交付と妊婦健康診査

②プレママ、プレパパママ教室

③妊産婦・新生児訪問

①子育て支援拠点「ぐっぴい」

②わんぱく教室

③すくすくひろば

④教育相談

①子育てに伴う経済的負担の軽減

②ひとり親家庭の自立支援

①遠賀町ひと・人応援団「どし」による子育て支援

②公民館を中心とした世代間交流

③子育てマイスター

①ワーク・ライフ・バランスの普及啓発

②多様な保育ニーズに対応した保育サービスの提供

①アンビシャス広場

②公園の整備

③学童保育

④地域子ども教室

①バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

②交通安全対策

③犯罪防止対策

④防災対策

１　子どもの健やかな
　　育ちを守ります

２　子育てを通した
　　親としての成長を
　　支えます

（１）子どもの健康の保持・増進

（２）子どもの人権擁護

（３）家庭の状況に応じた子育て支援

（３）教育・保育の充実

（４）障害児施策の充実

（１）母子保健の充実

（２）相談支援体制の充実

（３）安全・安心・快適な生活環境づくり

３　子どもと子育てに
　　やさしい環境を
　　つくります

（２）子どもの居場所づくり

（４）地域における子育て支援の推進

（１）子育てと仕事の両立ができる環境づくり



第４章 子ども・子育て支援施策の展開

- 28 -

第４章  子ども・子育て支援施策の展開

１ 子どもの健やかな育ちを守るために

（１）子どもの健康の保持・増進

①乳幼児健康診査（健康対策係）

【現状と課題】

心身ともに健全な人づくりの基本として、また、乳幼児の健康の保持増進を図る

ため、乳児（4・5 か月児、9・10 か月児）、１歳６か月児及び 3 歳児を対象とした健

康診査のほか、2歳児歯科相談（歯科健診、フッ素塗布）を実施しています。

対象者には個別通知や未受診者の再通知などで受診勧奨を行っていますが、就労

する母親が増え、保育園や幼稚園で健診を受けたということで欠席する人がいるた

め、3 歳児健診以外は次世代育成支援後期行動計画で設定した目標受診率（乳児・１

歳 6 か月児については 95.0％、3歳児については 85.0％）に達していない状況です。

また、受診率を上げるためには、待ち時間の短縮や内容の充実などが課題です。

◆各健康診査の受診率の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

４か月児健診 92.5％ 94.7％ 91.5％ 88.3％

９か月児健診 92.7％ 91.9％ 91.2％ 87.1％

１歳６か月児健診 84.9％ 92.5％ 94.0％ 85.4％

３歳児健診 81.9％ 84.6％ 84.6％ 89.9％

【今後の方向性】

引き続き未受診者の勧奨を継続し、受診率の向上に努めます。また、健診の内容

や流れも考慮し、待ち時間の保護者の負担を減らす工夫も行っていきます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

乳児・１歳６か月児健診の受診率 ８７．０％ ⇒ ９２％

３歳児健診の受診率 ８９．９％ ⇒ ９０％
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②予防接種（健康対策係）

【現状と課題】

予防接種法に基づき定期予防接種を実施しています。平成 24 年 9 月からポリオ

ワクチンが生ワクチンから不活化ワクチンに変わり、11 月からは三種混合にポリオ

が加わった四種混合が追加になりました。

日本脳炎は、平成 21 年度の新ワクチン販売後、一時供給不足のため接種勧奨を

控えていましたが、その後供給不足の解消とともに接種勧奨を再開し、接種者数が

増加しています。

国の通知による補助事業として平成 23 年 3月から子宮頸がんワクチンが、4 月か

らヒブ、小児用肺炎球菌が開始され、平成 25年度からは定期接種になりました。

さらに平成 26 年 10 月から水痘も定期接種になっています。

子宮頸がんワクチンは重大な副反応のおそれが指摘され、平成 25 年 6 月から積

極的勧奨を控えており、接種者数は少数となっています。

◆予防接種者数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

B C G 150 人 161 人 151 人 132 人

ポリオ（生） 303 人 273 人 144 人 0人

ポリオ（不活） － － 426 人 243 人

三種混合 611人 677 人 480 人 191 人

四種混合 － － 125 人 522 人

二種混合 108人 123 人 119 人 77人

日本脳炎 448人 790 人 732 人 637 人

麻しん風しん混合 537人 606 人 583 人 322 人

ヒブ － 728 人 635 人 730 人

小児用肺炎球菌 － 847 人 676 人 702 人

子宮頸がんワクチン 33 人 869 人 217 人 20 人

【今後の方向性】

すべての子どもが正しい知識のもと計画的な予防接種によって疾病を免れるよ

う、年々変更される予防接種法や国からの通知に基づき、正確でわかりやすい情報

を保護者に伝えていきます。また、乳幼児健診や相談時に接種勧奨を行い、接種率

の向上に努めます。
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◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

BCG の接種率 ８９．２％ ⇒ １００％

麻しん風しん混合の接種率 ９５．３％ ⇒ ９８％

③小児医療体制の充実（健康対策係）

【現状と課題】

子どもの健やかな育ちを守るためには、病気や事故など子どもの緊急時にすぐに

対応できる医療機関が必要であり、休日、夜間の救急医療体制を整備する必要があ

ります。本町には、平日昼間における小児科を標榜する医療機関が 4か所あり、郡

内で最も充実した医療環境が整っています。また、遠賀中間医師会の協力の下、平

日夜間の「電話による問い合わせ」や「遠賀･中間休日急病センター」での休日診

療を実施していますが、休日急病センターの当番医が小児科でない場合は、他を紹

介するなどの対応をしており、小児救急医療のさらなる充実を図る必要があります。

県では、小児の救急に際して保護者等が安心感をもって対応できるよう、小児救

急患者の保護者等の不安や悩み、症状への対応方法等について経験豊富な看護師等

が電話で相談にのり、医療機関への受診についても適切なアドバイスを行う「福岡

県小児救急医療電話相談」を毎日夜間に開設しています。これらの事業は広報の折

り込みで配布している、親と子のカレンダーや新生児訪問で周知しており、引き続

き周知に努めていく必要があります。

【今後の方向性】

休日夜間の小児科医が不足している中、救急医療は広域的な取り組みが必要な分

野であることから、福岡県及び遠賀中間医師会との連携により、救急医療体制の充

実に努めます。

また、「遠賀･中間休日急病センター」や「福岡県小児救急医療電話相談」等の広

報に努め、その周知と活用の促進を図ります。

④食育の推進（健康対策係、学校教育係）

【現状と課題】

自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力（食事の自己管

理能力）を養うため、食習慣の形成時期である乳幼児期からの食育が重要です。
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本町では、妊娠期から食の大切さを学び生活に取り入れていけるように、プレマ

マ教室や乳幼児健診、すくすくひろば、すくすくクッキングなどあらゆる機会をと

らえて、栄養士による講話や相談を行っています。

クッキングの内容は、調理実習が中心になっていましたが、保護者が学習し実践

していく力を身につけられるよう、平成 26 年度から管理栄養士による講話を中心

にしています。

離乳食の作り方や進め方について学ぶ「すくすくクッキング」は、初めてのお子

さんを持つ母親の参加が多く、質問もよく出て、それを参加者同士で共有すること

で学びを深めています。一方、幼児食について学ぶ「のびのびクッキング」は、偏

食やアレルギーなどの悩みを抱えた母親もおり、今の教室の在り方では、十分に母

親の問題解決に対応できていないのが現状です。偏食やアレルギーは発育状態等を

見ながら、個別に対応していく必要があるため、今後は個別相談等も含めて検討し

ていく必要があります。

今後も、食育の重要性は増していくものと思われます。健診時等で食生活の指導

が必要と思われる保護者が、もれなく栄養士の指導を受けることができるよう事業

を考えていく必要があります。

◆クッキング参加者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度

すくすくクッキング 39 組 25 組 42 組 44組

のびのびクッキング 38 組 32組 18 組 21組

【今後の方向性】

乳児期に食の基本を学習してもらうため、すくすくクッキングの充実をはかり、

幼児ののびのびクッキングは他の事業で相談を受けるよう検討していきます。今後

も、学習した内容を実際の食生活に活かせるよう、事業内容の充実を図るとともに、

家族で食育を考えるための情報提供に努めます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

すくすくクッキングの参加者数 ４４組 ⇒ ５０組

朝食を毎日食べる就学前児童の割合※ ９０．７％ ⇒ １００％

朝食を毎日食べる小学生の割合 ９０．６％ ⇒ １００％

※「まだ食べられない（離乳食がまだの人）」と回答した人を除外した割合
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（２）子どもの人権擁護

①子どもの人権に関する意識啓発（福祉人権係、学校教育係、全庁）

【現状と課題】

子どもの人権という考えは、いじめや不登校、児童虐待の増加を背景に、我が国

でもようやく認知されるようになってきましたが、平成 6年に批准された「児童の

権利に関する条約（子どもの権利条約）」を知っている町民は多いとは言えません。

子どもの最善の利益を守り、健やかな発達と子ども独自の権利を擁護することが合

意された、この条約を現実のものとしていくには、家庭での子育て及びそれを支え

る地域社会、さらには保育所での保育、学校における教育、これらの 3つが連携し

ながら、子どもの人権を守り、夢や希望をもって過ごせる環境をつくっていくこと

が重要です。

本町では、平成 21 年度に策定した「遠賀町人権教育・啓発基本計画」に基づき、

毎年度、こどもまつりで人権擁護委員と一緒に子どもの人権についての啓発を行う

ほか、幼稚園と 3保育園輪番で「人権のつどい」を実施したり、児童・生徒の人権

作品の展示や人権啓発冊子「みんなのねがい」の全戸配布を行ったりするなど、人

権についての啓発活動を行っています。

また、小学 3 年生を対象に 3 小学校輪番で「人権の花ひまわり」運動を実施し、

児童の人権意識向上の取り組みも行っています。

さらに、子どもの人権をテーマにした人権講演会の開催や広報の人権コラムに掲

載し、大人への周知も図っています。

「子どもの権利条約」を知っているか

無回答
1.5%

内容までは知ら
ないが、条約が
あることは知っ

ている
44.1%

内容まで詳しく
知っている

1.0%
ある程度どのよ
うな内容か
知っている

13.7%

条約があること
を知らない

39.8%

N=410

資料:平成25年度遠賀町人権意識調査結果
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【今後の方向性】

今後も、「遠賀町人権教育・啓発基本計画」（平成 26 年度改定）に基づき、こど

もまつりでの啓発、「人権の花ひまわり」運動、「人権のつどい」、人権作品の作成、

人権啓発冊子の配布、人権講演会の開催等により子どもの人権に関する意識啓発を

行っていきます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

「子どもの権利条約」 の内容を知っている町民の
割合

１４．７％ ⇒ ３０％

②児童虐待の防止と早期対応（子育て支援係、健康対策係、学校教育係）

【現状と課題】

虐待から子どもと保護者を救うことは社会の責任でもあり、住民の責任でもあり

ます。教師、保育士などに虐待についての意識の啓発や知識の普及に努めることは

もとより、住民に対しても、児童虐待に関する通告義務などを定めた児童虐待防止

法の趣旨を理解してもらいながら、地域全体で虐待の未然防止につながる広報や、

ポスター・チラシによる意識啓発や情報提供体制の整備を図っています。

また、平成 19 年度に設立された要保護児童対策地域協議会を通して、児童相談

所、学校、幼稚園、保育園、保健福祉環境事務所、警察、民生委員・児童委員、各

小学校区の見守り隊などとの情報共有と連携を図り、児童虐待防止に努めています。

また、妊娠届提出時や新生児訪問、健診時等において支援の必要な母子を早期発

見・早期対応できるよう努めています。

平成 23 年度から、第一子 2～6 か月の乳児・母子の育児支援として、「はじめの

はじめのいっぽセミナー」を実施しています。このセミナーは、10 組程度の母子が

グループとなり、ベビーマッサージ、あやし歌、交流（グループワーク）を通して、

「それぞれが抱えている課題を参加者自身が解決する力をつけること」及び「自力

では解決困難なケースを早期に発見し専門家につなげること」を目的としており、

平成 26 年度は、年間 3 回実施しました。

【今後の方向性】

今後も、要保護児童対策地域協議会の活動を軸に、情報の共有と関係機関との連

携を図り、組織的かつ専門的対応の徹底と関係者の資質向上に努めます。
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また、子どもの養育に不安を抱える家庭への支援を行うとともに、妊娠届提出時

や健診時における虐待リスクの早期発見・早期対応に努めます。

なお、万一被害に遭った子どもに対しては、児童相談所等の専門機関や地域の関

係者と連携をして、心のケアに努めるとともに、児童虐待に至った家庭に長期的に

寄り添い、家族の絆の回復と自立への支援に努めます。

「はじめのはじめのいっぽセミナー」については、すべての第一子 2～6 か月の

乳児・母子を対象とし、年間 3 回を継続して実施します。
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（３）教育・保育の充実

①就学前教育・保育の基盤強化と質の確保（子育て支援係）

【現状と課題】

子ども・子育て支援新制度への移行により、3 歳以上の全ての子どもへの学校教

育と、保育の必要性のある子どもへの保育が個人の権利として保障され、町は制度

の実施主体となり、計画的に幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援を

提供する責任と義務を負うことになります。

また、消費税引き上げによる財源を活用して子ども・子育て支援の量・質の充実

が図られます。すなわち、量の拡充として、町における計画的な整備、小規模保育

等多様な保育の充実、質の改善として職員の配置や処遇の改善などが図られます。

【今後の方向性】

就学前教育・保育にかかる需要動向と、提供者等の意向を踏まえながら、必要な

教育・保育資源の適正配置を行うとともに、本計画第 5 章（Ｐ68 参照）に基づき量

の確保を計画的に進めます。

また、利用者支援の一環として、子どもの預け先に関する保護者の相談に応じ、

幼稚園や保育所、一時預かり等の情報を提供します。保育所入所未決定となった保

護者には、保育状況や意向等を確認し、適切な預け先が見つかるよう支援します。

さらに、県との連携の下、新たに保育士になろうとする人の資格取得と就職を支

援するとともに、町内有資格者の登録バンクを創設し、保育士の安定確保を図りま

す。

②ブックスタート・読み聞かせ（社会教育係）

【現状と課題】

赤ちゃんと保護者が絵本を介して、ゆっくりと心ふれあうひとときを持つきっか

けづくりとして、また読み聞かせの大切さや喜びを伝えるために、9 か月健診時の

奇数月（年 6回）に絵本を配布しています。

また、絵本の楽しさを伝えるため、毎週土曜日の午後に幼児から小学校低学年向

けの「おはなし会」を実施しており、図書館係員と読み聞かせボランティアの 4団

体が順番に読み手となり、手遊びなどを交えながら、絵本や紙芝居などの読み聞か

せを行っています。さらに、赤ちゃん向けの「おはなし会 0・1・2」も毎月１回、
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午前中に実施しており、父親も一緒のおはなし会を実施するなど、毎年度取り組み

に工夫を加えながら、事業の充実を図っています。

◆事業実績の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25 年度

ブックスタート配布数 168 人 174 人 159 人 142 人

おはなし会参加者数 818 人 896 人 810 人 740 人

【今後の方向性】

ブックスタートと赤ちゃん向けの「おはなし会 0・1・2」については、体の成長

にミルクが必要なように、心のミルクとして、赤ちゃんと保護者が絵本を通してと

もに過ごす時間を作り出し、心ふれあうひとときとなるよう実施を継続するととも

に、3 歳児健診でセカンドブックリストを配布するなど、成長に合わせた本を選ん

でいただくための支援を充実させていきます。

幼児から小学校低学年向けの「おはなし会」については、毎年度取り組みに新た

な工夫や試みを加え、事業の充実を図ります。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

おはなし会の参加者数 ７４０人 ⇒ ８２０人

③学校教育の環境や学習内容の充実（学校教育係）

【現状と課題】

これからの社会を生きる子どもたちには、「確かな学力」や「豊かな心」、「健や

かな体」など、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を図ることが大

切であり、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努めな

ければなりません。

学童期の子どもが健やかに育つためには、生活の大きな部分を占める学校生活が

充実する必要があります。子どもの学力低下が叫ばれる今日、「確かな学力」を身

につけるための教育内容の充実はもちろんのこと、子どもの自主性・創造性を重視

した楽しく学べる学校づくりを、保護者や地域社会とともに考えることが大切です。
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【今後の方向性】

児童生徒に「生きる力」を育むことを目指して、創意工夫を活かした特色ある教

育活動を展開するように努めます。優れた教育活動を通じて基礎的・基本的な知識

及び技能を習得させるとともに、課題解決に必要な思考力、判断力、創造力、表現

力などを磨きます。

また、習熟度別少人数指導の実施など、児童・生徒一人ひとりに応じたきめ細か

な指導の充実により、主体的に学習活動に取り組む姿勢を一層養い、確かな学力を

育みます。

さらに、教職員に対する、人権教育、情報教育、環境教育、国際理解教育、特別

支援教育、教育相談等の今日的課題に関する研修を適宜、適切に開催することに

よって、教職員の資質の向上を図ります。

なお、学校教育施設等の安全性の向上や、ＩＣＴ（情報通信技術）機器の更新及

び拡張整備など、環境改善にも取り組みます。

④様々な体験や活動を通じた学ぶ場の充実（社会教育係、学校教育係）

【現状と課題】

都市化の急速な進展や核家族化・少子化、家庭や地域の教育力の低下を背景にし

て、子どもの生活体験・自然体験の不足が懸念されており、子どもの豊かな心や生

きる力を育むためには、様々な体験活動の機会を意図的・計画的に提供する必要が

あります。

本町では、小学校 4～6 年生を対象に、年 4 回の通学合宿を実施しています。宿

泊数が 6泊 7日と長期にわたることや、1度に 20 人程度の子どもをあずかり、生活

体験（炊事・洗濯・掃除など）をさせることから、指導のためのボランティアの協

力が必要です。また、子どもの性格などに合わせた指導が大切であるため、事前に

保護者アンケートを実施し、子どもが過ごしやすい環境作りに努めています。開催

時期によって応募者にばらつきがありますが、合宿時期の振り替えなどにより、年

間でみると結果的にほぼ参加できる状況にあります。

また、子どもが社会性を身につけていく上で、地域社会の活動や職場との交流を

通じ、働く人々の姿にふれさせていくことも大切です。特に、フリーターの増大に

加えて、若年無業者「ニート」の増加が問題となっている今日、子どもの時から家

庭や地域で、働くことの喜びや大切さを伝えながら、大人になる前の早い段階から

の職業体験教育を行うことが重要です。
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本町では、毎年度、中学 2年生を対象に職場体験学習を行っており、今後も地域

の事業所等の協力を得ながら、継続的に実施していく必要があります。

◆通学合宿参加者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度

通学合宿参加者数 53人 56人 73 人 78人

【今後の方向性】

通学合宿、職場体験学習ともに、今後もボランティアや地域の協力を得ながら実

施の継続と内容の充実を図ります。

また、子どもも参加できるものづくり教室の開催など、子どもの体験機会の拡大

に努めます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

通学合宿の参加者数 ７８人 ⇒ ８０人

⑤スポーツ活動の振興（スポーツ文化係）

【現状と課題】

スポーツを通じて子どもの体と心を育てるため、本町においてもソフトボール、

バレーボール、サッカーなどの競技種目を中心に、スポーツ少年団の活動が展開さ

れています。スポーツの歓びや楽しさを体験するとともに、仲間との連帯や友情を

育て、さらにはその過程の中で協調性や創造性などを育み人間性豊かな社会人とし

て成長することが期待されます。

また、様々なスポーツに慣れ親しむ機会を創出するため、スポーツ推進委員の指

導による就学前児童及び学童保育を対象としたスポーツ教室開催や出前講座を

行っています。

【今後の方向性】

試合を通じて自らの体力や技術力を実感し競争意識を醸成する場を充実させる

ため、遠賀町体育協会による柔道、剣道、サッカー等の大会の開催を継続して支援

します。
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また、誰でもいつでもスポーツを体験できる場として設立された総合型地域ス

ポーツクラブ「おんがみんスポクラブ」と連携しながら、幼児・児童がスポーツに

興味・関心を持つきっかけ作りに努めます。

⑥思春期保健の充実（学校教育係）

【現状と課題】

思春期は子どもから大人になる転換期であり、この時期の様々な問題とそれに対

する対応が、将来の結婚生活や健康に大きな影響を与えることから、生涯にわたる

健康づくりの基盤として、また次代の子どもを生み育てる準備期間としても非常に

重要な時期です。しかし、近年、思春期における性行動の低年齢化が見られること

から、生命を大切にする教育や性教育の重要性が指摘されています。

本町でも、学校教育の中で、幼児との交流を通した生命を大切にする教育や子ど

もの発達段階に応じた性教育等が行われていますが、子どもたちが健やかに思春期

をおくるためには、家庭、学校、地域等が連携して、人権尊重の精神に基づいた性

教育や思春期健康教育の充実を図るとともに、親をはじめ周囲の大人が子どもをサ

ポートできる体制づくりをしていく必要があります。

また、思春期には、性に関する問題行動以外にも、過度のダイエット、夜更かし、

薬物乱用、喫煙・飲酒等の問題行動が子どもたちの健康をむしばんでいると指摘さ

れています。思春期の子どもたちがこれらの健康被害について理解し、適切な行動

がとれるようにするためには、学校、家庭、地域が一体となって教え、見守ること

が重要です。

さらに、家庭の問題や自らの学業、学校環境、課外活動、人間関係などから発生

する悩みやストレスに対処できる心の健康づくりも極めて重要です。特に、思春期

は身体的にも精神的にも大きく揺れ動く時期で、不登校、家庭内暴力、ストレスに

よる摂食障害など、様々な心の問題がクローズアップされています。本町では、教

育相談員や中学校にスクールカウンセラーを配置し、悩みのある児童・生徒の相談

に対応しています。この時期の子どもたちは精神的に不安定なことを、親や教師を

はじめ周囲の大人たちが理解し、しっかりと見守っていく中で子どもたちとの信頼

関係を構築することが必要です。
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◆スクールカウンセラー相談件数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度

相 談 件 数 328 件 311 件 280 件 340 件

【今後の方向性】

生命の尊さを知り、自分も親に愛されているという実感を得られるよう、児童・

生徒を対象に育児体験学習の充実を図り、男女ともに乳幼児に接する機会や子育て

に関する学習の機会を増やします。

また、子どもの発達段階に応じた指導計画を作成し、小学校では、思春期におけ

る心と体の変化について学び、性教育の基礎的知識を身につけます。中学校から高

校にかけては、人間の性に対する基礎的・基本的事項を正しく理解させるとともに、

性感染症を防ぐための正しい知識の習得など、性教育の充実を図ります。

学校における保健学習や学級活動を中心とした保健指導を充実させ、生涯を通じ

て健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培うとともに、喫煙・飲酒・薬物

乱用の防止教育等、保健教育の充実を図ります。

スクールカウンセラーや教育相談員等、思春期の心の問題に対応できる専門的な

知識や技術を持った担当者の確保を図るとともに、相談から医療まで適切に対応で

きるよう、学校、保健福祉環境事務所、医療機関、児童相談所等関係機関の連携強

化を図ります。
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（４）障害児施策の充実

①療育相談支援体制の充実（健康対策係、障害者支援係）

【現状と課題】

身体障害や知的障害に加え、近年、高機能自閉症や注意欠陥／多動性障害（ＡＤ

／ＨＤ）など、発達障害またはその疑いのある子どもに関する相談が増えています。

障害児の保護者は、様々な不安や悩みを抱えながら日々を過ごしています。子ど

もの成長の様子がどこか他の子と違うのではないかと思い始めたときからの不安、

医師に障害があると知らされたときのショック、障害を受け入れられない日々の葛

藤、周囲の無理解による孤独感、日々の介助に伴う介助疲れなど、余裕のない追い

つめられた状況が生まれる危険性があります。そして、そのような状況を打破する

ためにも身近な地域で困っていることに応えられる支援が必要です。

乳幼児健診は、障害の早期発見の機会であるとともに、保護者の不安解消の機会

でもあります。一人で不安や悩みを抱え込まないよう、気になることがあれば早め

に気軽に相談してもらえるよう、周知、啓発を図る必要があります。

また、本町では、従来から臨床心理士による「ことばと心の相談」を 2 か月に 1

度奇数月に行ってきました。しかし、発達障害という言葉の浸透とともに、保護者

の認識が高まったためか相談の希望が増えており、希望者に対して相談枠が少ない

ため、相談待ちが 4 か月程度になることもあり、必要な時期に早期に療育へつなげ

ることが難しい状況となってきました。

また、通園で療育や訓練を行う療育施設「くすのき」を遠賀郡 4町で運営してい

ますが、定員を超え、通園が必要な方が待機している状況が続いています。そのた

め、平成 26 年度から、ことばの相談者のフォローの場及び、家庭でのかかわり方

を保護者に学んでもらうため、小集団での療育教室「なのはなるーむ」を 2 か月に

1 度偶数月に新規事業として始めました。継続相談者を「なのはなるーむ」で受け

入れることにより、「ことばと心の相談」で新規者が受けやすくなり、療育の必要

な子どもを継続してみていくこともできるようになりました。しかし、今後も対象

者の増加が予測され、必要な時期に必要な回数の療育が受けられる体制を検討する

必要があります。

また、児童福祉法の改正により、障害児向けサービスの１つとしての障害児相談

支援事業が始まっており、障害児通所支援を利用している児童は、障害児支援利用

計画を平成 26 年度中に作成することとなっています。今後はこの障害児支援利用
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計画をより一層充実させ、障害児一人ひとりの状態にあった相談支援体制の構築が

必要です。

◆ことばと心の相談の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

相 談 件 数 27件 32 件 37 件 49 件

【今後の方向性】

こころやからだの発達の遅れが考えられる子どもについて、できるだけ早い段階

で療育につなげられるよう、「ことばと心の相談」「なのはなるーむ」をそれぞれ毎

月実施するなどの充実を図ります。

療育が必要な障害児については、適切な相談・サービスが受けられるように、一

人ひとりの状態にあった障害児支援利用計画を作成するとともに、相談支援体制の

充実のため、相談支援専門員の資質向上を図ります。

また、障害児の療育等を行う児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪

問支援の充実を図るため、遠賀郡内で共同実施している障害児通所支援施設「くす

のき」の児童発達支援センター化を行います。同事業については現在町内に事業所

がなく身近で療育を受けることができる体制も望まれているため、町内での事業所

が確保できるよう事業所等へ働きかけを行います。

未就学児の療育から就学についても、一貫した支援が行えるよう、医療、教育、

行政、障害児福祉サービス事業所等、関係機関との情報の共有化や連携を図りなが

ら子どもや保護者を支援していきます。

②障害児教育・保育の充実（学校教育係、障害者支援係、子育て支援係）

【現状と課題】

障害児の教育においては、その子どもが将来、社会人として自立した生活を送れ

るよう、持っている能力を最大限に伸ばし、将来社会的に自立するための基礎、基

本を身につけることが目標となります。そのためには、できるだけ早期に障害を発

見し、必要な治療と指導訓練を行うこと、また一人ひとりの障害の種別・程度、能

力・適性等を考慮し、基本的には障害のない子どもと共に学びあえる教育を行うこ

とがなによりも重要です。障害があるために、他の様々な能力を発達させる機会が

妨げられるようなことがない教育指導体制が確立されなければなりません。
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本町では、小中連携特別支援教育部会を設置し、町内の全小中学校における支援

体制の整備を図っています。「個別の教育支援計画」の作成により、適切な支援が

受けられるようにし、「就学サポートノート」を活用することで、就学から卒業ま

での一貫した支援を目指しています。

特別支援学級においては、読み・書きやコミュニケーション能力を高める学習な

ど、児童・生徒の実態やニーズに応じた教育活動に取り組んでおり、通常学級に在

籍している児童・生徒の中で配慮や支援が必要な児童・生徒に対しては、個別学習

等にも取り組んでいます。さらに、特別支援教育の視点を持って全ての教育活動を

展開することができるよう、教職員の研修会等を開催しています。

また、児童・生徒や保護者に対し、あらゆる機会をとらえて特別支援教育への理

解や協力について啓発するとともに、広報おんがに定期的に特別支援教育の取り組

みを掲載し、町民への啓発を行っています。

なお、本町では、すべての保育園、幼稚園、学童保育で障害児の受け入れを行っ

ており、障害児を対象とした障害児学童「にこにこクラブ」もありますが、土曜日

の開設や利用者の送迎等、事業の充実が望まれています。今後は、保育、教育、療

育の連携と情報の共有化による一貫した障害児支援の充実を図る必要があります。

◆特別支援学級の対象児童生徒数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

小 学 校※1 12 人 17 人 15人 17 人

中 学 校※1 6 人 4 人 3人 2人

◆障害児保育登録者数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

学童保育※1 7 人 6 人 6人 7人

保 育 園※2 1 人 4 人 5人 6人

障害児学童※2

「にこにこクラブ」
9 人 10 人 12 人 11人

幼 稚 園※3 9 人 8 人 4人 5人

※1 5月 1日時点での児童数

※2 途中入退所者を含む年度末時点登録者数

※3 年度当初登録者数。福岡県私立学校経常費補助金（特別支援教育加算）対象者（申請していない者

も含む）
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【今後の方向性】

特別な教育的支援を必要とする児童生徒について、「個別の教育支援計画」及び

「個別の指導計画」をたて、一人ひとりの状態に応じたきめ細やかで、適切な教育

的支援を目指し、その計画の実施・評価ができる体制の整備を図ります。

また、特別支援教育の充実のため、特別支援学級の担当者等の研修を行い、高機

能自閉症や注意欠陥／多動性障害（ＡＤ／ＨＤ）、学習障害（ＬＤ）など、障害種

別の多様化に対応できる体制を充実させるとともに、全教職員に対して特別支援教

育に関する研修会等への参加を促進し、教職員の指導力の向上を目指します。

保育園、幼稚園、学童保育については、県等が開催する研修等の情報提供を行い、

職員の資質向上を図ります。

障害児学童保育については、土曜日の開設を行うとともに、送迎も含めて放課後

等デイサービス事業の送迎も含めた事業の実施について検討します。

さらに、心身の障害により、日常生活や社会活動で多くの制約を受けている児童

については、ノーマライゼーションの理念の下、家庭や地域で安心して暮らせる地

域社会づくりを行うことが重要です。障害児や障害児のいる家庭を温かく見守り､

支援するための地域づくりを実現するため、多様化する障害と障害児に対する理解

を深めるための啓発を行います。

障害児相談支援事業所の相談支援専門員を中心に関係機関による個別会議を開

催し、保育、教育、療育の連携と情報の共有化による一貫した障害児支援の充実を

図ります。
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２ 子育てを通した親としての成長を支えるために

（１）母子保健の充実

①母子健康手帳の交付と妊婦健康診査（健康対策係）

【現状と課題】

妊娠・出産・産褥期
さんじょくき

の女性は、短期間での大きな心身の変化に加えて、生まれて

くる子どもに、父親とともに愛情を注ぎ育てるという長期にわたる責任を負うこと

になります。この時期の支援は良好な母子の愛着形成を促進していくものであり、

また、子どもの健やかな発達のためにも重要です。

妊娠中の母体及び胎児の健康を確保し、安全な出産を確保するためには、正しい

知識や情報に基づいた妊娠初期からの健康管理と、家族、職場、地域の理解と協力

によるサポート体制が必要です。

本町では妊娠届提出時に窓口で母子健康手帳を交付しています。交付時には母子

保健制度の説明や資料の配付、教室の案内を行なっており、必要に応じ保健師によ

る健康相談も実施しています。

また、妻の妊娠中から父親としての自覚を持っていただき、積極的に育児参加で

きるように、全員に対し父子健康手帳の配布も行っています。父子健康手帳には、

妻の妊娠とともに変化していく体に合わせてできるサポートが記載されており、何

を手伝えばいいのかわからない父親の助けになります。

また、妊娠中の健康管理や異常の早期発見のため、妊婦健康診査を医療機関に委

託して実施しています。14 回分の補助券を発行し、経済的負担と精神的不安を軽減

し、安心して出産に臨めるよう支援しています。平成 25 年度からは、妊婦健診の

結果を個別管理し、経過観察が必要な妊婦には電話をするなど、妊娠中から保健師

がかかわるよう、運用の改善も行っています。

【今後の方向性】

今後も母子健康手帳の交付と父子健康手帳の配付を併せて行うとともに、妊婦健

康診査による妊娠中の母体及び胎児の健康確保を支援していきます（量の見込みと

提供体制については、Ｐ80 参照）。
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②プレママ、プレパパママ教室（健康対策係）

【現状と課題】

妊婦を対象としたプレママ教室（妊婦教室）や家族も対象としたプレパパママ教

室（出産前のパパママ教室）をともに年 3回ずつ実施しています。

産婦人科でも母親学級が実施されていること、就労している妊婦が多いことなど

から、教室の参加者は減少傾向にあります。

そのため、教室の案内を初産の妊婦にのみ郵送していたところを、全妊婦に郵送

するようにしました。また、妊娠中期ごろに個別に電話をして妊娠経過の確認や相

談を受けると同時に、教室の周知も行うなど、参加者の増加に努めています。

プレママ教室は助産師による妊娠の経過や妊婦体操、オイルマッサージなどを取

り入れていますが、母体や生まれてくる子どもの健康について栄養面から考えてい

けるよう、平成 26 年度からは管理栄養士による講話や栄養相談を取り入れ、内容

を拡充して実施しています。

プレパパママ教室は、父親も参加しやすくするため、日曜日に開催しており、毎

回参加者も多い状況が続いています。赤ちゃんのお風呂入れ実習を中心とし、平成

26 年度から管理栄養士の講話も加え、アロママッサージでリラックスしながら、夫

婦が出産、育児について話し合い、協力していけるよう支援しています。

◆教室参加者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度

プレママ教室 20 人 14 人 13 人 14人

プレパパママ教室 52 人/28 組 39 人/19 組 49人/24 組 42 人/21 組

【今後の方向性】

プレママ教室は妊婦同士の交流の場でもあると同時に、母親だけでなく、生まれ

てくる子どもの健康について学習を始める場でもあります。今後も全妊婦に教室の

通知を出し、加えて個別の電話相談も継続し、安心して出産子育てに臨めるよう支

援し、参加者の増加にも努めます。また、参加者の意見も聞きながら教室の内容を

見直し、より充実した教室になるよう改善していきます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

プレママ教室の参加者数 １４人 ⇒ ２０人

プレパパママ教室の参加者数 ２１組 ⇒ ２５組
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③妊産婦・新生児訪問（健康対策係）

【現状と課題】

すべての出生児を対象に、助産師による全戸訪問を実施しています。概ね受け入

れ状況はよく、未訪問対象者については、電話などで育児や発育の状況などを確認

しています。早期に訪問することで育児不安を解消し、その後の健診や子育て支援

事業への参加につなげています。

また、妊娠届時に記入してもらうサポートアンケート等から支援が必要と思われ

る妊婦（若年・母子家庭・育児不安強）については、保健師による訪問等を実施し

ています。

◆新生児訪問率の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

新生児訪問率 87.4％ 94.6％ 93.6％ 95.6％

【今後の方向性】

訪問を実施している生後 1か月から 2か月頃は出産に伴う体の負担や生活の変化

により母親の育児ストレスが高まる時期です。今後も適当な時期に訪問を行い育児

不安の軽減に努めます（量の見込みと提供体制については、Ｐ81 参照）。

また、サポートアンケート等から支援が必要と思われる妊婦への訪問も継続して

いきます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

新生児訪問率 ９５．６％ ⇒ １００％



第４章 子ども・子育て支援施策の展開

- 48 -

（２）相談支援体制の充実

①子育て支援拠点「ぐっぴい」（子育て支援係、健康対策係）

【現状と課題】

平成 21 年度まで遠賀町中央公民館の一室で実施していた子育て相談室「わら

びぃ」を発展させる形で、平成 22 年度に遠賀町ふれあいの里センター内の一部に

子育て支援拠点施設として「ぐっぴい」を新設しました。

親子遊びや母親同士の交流、相談の場として週 3日実施（保育士 2 人配置）して

おり、0～3 歳児とその保護者が主な利用者で、子ども同士の触れ合いはもとより、

遊びやしつけなど、母親同士の交流が盛んに行われています。

運営は、遠賀町社会福祉協議会へ委託しており、デビューの日・いちご摘み・幼

児安全法講習会・親子エアロビ体験教室・プール遊び・おやつ作り教室・親子ヨガ

教室・食のおはなしなど、運営協議会において策定された独自の事業を月１回程度

の割合で盛り込みながら、運営を行っています。

また、平成 26 年度からは、これまでのふれあいの里での事業に加えて、中央公

民館の多世代交流室を利用して「ぐっぴい」の出張ひろば「おでかけぐっぴい」を

開設しています。「おでかけぐっぴい」では部屋の広さを活かしてふれあいの里の

「ぐっぴい」よりも年齢の高い（2～3歳）子ども向けのひろばを目指しています。

平成 24 年度では年間開所日数は 151 日あり、1日に 15～19 世帯が利用した日は

48 日、20～24 世帯以上が利用した日は 13 日、25世帯以上が利用した日は 8 日あり

ました。また、平成 25 年度では年間開所日数は 156 日あり、1 日に 15～19 世帯が

利用した日は 31 日、20～24 世帯以上が利用した日は 7日、25 世帯以上が利用した

日は 2 日ありました。

次表のように平成 24年度から平成 25年度にかけて利用世帯数は減少しています

が、1 日の利用世帯数は前述したような状況にあり、アンケート調査の結果を踏ま

えても今後の利用意向は高いと考えられるため、受入定員数の設定や実施日の拡大

等の検討が必要です。

◆「ぐっぴい」利用者数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

年間利用世帯数 2,099 組 2,018 組 2,211 組 1,692 組

年間子育て相談件数 102 件 6件 15 件 34 件
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【今後の方向性】

多くの方が快く施設を利用するためにも今後の利用状況を見ながら、必要に応じ

て実施日の拡大を図り、地域子育て支援拠点としての機能が十分果たせるよう、事

業内容の充実に努めます（量の見込みと確保方策については、Ｐ74 参照）。

また、平成 26 年度まで実施していた保健師による幼児相談（のびのびひろば）

の廃止に伴い、従来の保育士による育児相談を強化するため、健康相談や気になる

家庭については保健師や担当係につなげるとともに、関係部署と連携し、相談支援

体制の充実を図ります。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

「ぐっぴい」 の年間利用世帯数 １，６９２組 ⇒ ４，７００組

②わんぱく教室（健康対策係）

【現状と課題】

本町には、近所に同年齢の子どもが少ないため、子どもや保護者同士で触れ合う

機会が少ない地区があります。

そこで、いつも保護者と子の１対１での生活になる等で困っている保護者のために、

遠賀コミュニティーセンターで毎月１回（第１火曜日）、幼児教育専門家、保育士に

よる親子遊びや子育て講座を行っています。親子遊びを通しての親子の関わりや、

保護者同士の交流を行うことで育児不安やストレスの解消を図っています。

4か月～就学前の乳幼児を対象としていますが、4か月未満の乳児の参加もあり、

他の子とは比べず余裕を持った育児ができるよう支援しています。

また、子育てには母親だけでなく父親の参加も求められます。平日は仕事などで

参加できない父親たちの参加を促すため、年数回は日曜祝日開催を実施しています。

なお、わんぱく教室開催時には、子育てや健康に関する情報や保健事業の日程等

を載せた「わんぱく通信」を発行しています。

◆わんぱく教室利用者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

年間延べ利用者数 532 人 634 人 632 人 623 人
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【今後の方向性】

今後も 4か月から就学前の乳幼児を対象に、遠賀コミュニティーセンターで毎月

1 回実施し、保護者の育児不安・ストレスの解消・軽減に努めます。日曜祝日開催

も継続し父親の育児参加を促します。

また、わんぱく通信では、保護者が育児に関する正しい知識を得ることができる

ように、予防接種等の最新情報の提供も行っていきます。

◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

わんぱく教室の年間利用者数 ６２３人 ⇒ ６５０人

③すくすくひろば（健康対策係）

【現状と課題】

生後 2か月から 1歳未満までの乳児を対象に、遠賀町中央公民館で毎月 1回（第

3 火曜日）、保健師、助産師、栄養士による計測や育児相談を実施しています。

参加者数の増加に伴い、平成 26 年度からはスタッフに助産師を１人追加するとと

もに、離乳食など栄養に関する相談増加に対応し、25 年度まで隔月であった栄養相

談を毎月実施することで、事業内容の充実を図っています。

オイルを使用したベビーマッサージも好評で、母と子の精神の安定に役立ってい

ます。また、同年齢の乳児を持つ母親同士の交流の場にもなっています。参加可能

な月齢を 2 か月からと設定したため、新生児訪問が終了後、4 か児健診までの間の

発育、発達面の不安などの解消に役立っています。

◆すくすくひろば参加者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

年間延べ参加者数 291 組 364 組 265 組 361 組

【今後の方向性】

今後も保護者の要望に基づき、育児不安の解消に努め、落ち着いた気持ちで子育

てに取り組めるよう、事業を継続して実施します。
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◆評価指標と数値目標

評 価 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

「すくすくひろば」 の年間延べ参加者数 ３６１組 ⇒ ３６０組

④教育相談（学校教育係）

【現状と課題】

現在、遠賀中学校・遠賀南中学校にスクールカウンセラーを、遠賀町教育委員会

に教育相談員・教育指導員を配置し、学校生活上におけるいじめ・不登校・障害・

その他教育上の問題についての相談を受け付けています。また、学校ごとに生活ア

ンケート（いじめに関する内容を含む）を実施し、いじめの未然防止に努めていま

す。

町内の小中学校教諭による小中連携生徒指導部会を設置し、小中学校現場の現状

と課題などの情報を共有するとともに、いじめ・不登校など、当該学校と密に連携

を図り、ケース会議の中で解決に向けての方策などを協議しています。

また、就学前児童の就学相談を行い、よりよい就学先の選択ができるように、関

係機関と連携を図りながら、保護者に対してきめ細やかな支援を行っています。

◆教育相談員相談件数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

年間延べ相談件数 77件 54 件 52 件 60 件

【今後の方向性】

今後も、スクールカウンセラーと教育相談員・指導員を配置し、巡回相談を活用

しながら、悩みのある児童・生徒や保護者などが相談を受けられるように努めます。
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（３）家庭の状況に応じた子育て支援

①子育てに伴う経済的負担の軽減（国保年金係、子育て支援係）

【現状と課題】

昨今の厳しい経済情勢の中、子育てに伴う経済的負担の軽減施策の充実は子育て

支援の重要な課題の１つとなっています。アンケート調査結果を見ると、子どもを

健やかに生み育てるために町に期待することとして、就学前児童の保護者の 72.7％、

小学生の保護者の 58.6％が、「保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、子育

てのための経済的支援をする」という選択肢を回答しており、子どもの安全確保と

並んで保護者ニーズの最も高いものの１つとなっています。

子育て家庭への経済的支援としては、児童手当があります。これは、父母その他

の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童

を養育している者に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与する

とともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています

が、平成 24 年 6月からは所得制限が適用されています。

また、本町では、平成 24年 10 月から乳幼児・子ども医療、重度障害者医療、ひ

とり親家庭等医療費助成として助成の拡大を行い、小学校 1年生から小学校 3 年生

までの入院・通院と小学校 4年生から中学校 3年生までの入院について自己負担を

無料としてきましたが、平成 26 年 10 月からは通院医療費助成の対象をさらに小学

6 年生まで拡大しています。

【今後の方向性】

児童手当については、国の支給基準に基づき、対象者への支給を行います。

また、乳幼児・子どもの医療の自己負担は、福岡県内の自治体で様々であり、自

治体間のばらつきの解消を県に求めていくとともに、医療費助成の拡大については、

近隣市町村の状況等も考慮し、検討していきます。

新制度における保育料金については、従来までの国基準による保育料算定基準を

軽減した算定基準を設けるとともに、利用者の多い中間所得者層の負担軽減を図り

ます。



   第４章 子ども・子育て支援施策の展開

- 53 -

②ひとり親家庭の自立支援（国保年金係、子育て支援係）

【現状と課題】

近年、男女の結婚観や家族観の違いなどを理由とした離婚の増加により、ひとり

親家庭、特に母子家庭が全国的に増加傾向にあります。母子家庭の母親の場合、子

育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うこととなり、住居、収入、子ど

もの養育等の面で様々な問題を抱えることになります。母子家庭の母親が生活に困

窮することは、子どもの健全な成長の観点からも問題であり、母子家庭が生活の安

定を図りながら、子どもの健全な成長を確保することができるよう、自立を進める

ことが重要です。

ひとり親家庭の自立を支援する事業としては、児童扶養手当、ひとり親家庭等医

療費助成事業と母子家庭等日常生活支援事業があります。児童扶養手当は、父母の

離婚・父(母)の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童につ

いて、手当を支給する制度で、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進

し、児童の福祉を増進することを目的としています。手当は、児童が 18 歳になる

年度（障害児については、20歳未満）まで支給されます。支給方式としては所得に

応じて全部支給と一部支給があり、所得制限限度額を超えた場合は支給されない場

合もあります。ひとり親家庭等医療費助成事業は、ひとり親家庭に属する親と 18

歳になる年度末までの子の医療費自己負担額を一部助成することで、ひとり親家庭

の生活を支援する制度です。児童扶養手当と同様に所得制限があり、所得制限額を

超える所得がある世帯は助成の対象外となります。

一方、母子家庭等日常生活支援事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦などのひと

り親家庭において、修学等のための自立促進、もしくは疾病などの理由で日常生活

を営むのに大きな支障が生じ、一時的に生活援助が必要になった場合に家庭生活支

援員を派遣するものです。本町では、(社)遠賀町社会福祉協議会に委託して実施し

ています。

【今後の方向性】

児童扶養手当については、国の支給基準に基づき、対象者への支給を行います。

ひとり親家庭等医療費助成事業については、引き続き対象者への医療費の助成を

行います。

また、母子家庭等日常生活支援事業については、今後も広報等を通して対象者へ

周知を図り、母子家庭等の自立促進につなげていけるよう努めます。
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（４）地域における子育て支援の推進

①遠賀町ひと・人応援団「どし」による子育て支援（社会教育係、福祉人権係）

【現状と課題】

本町では平成 10 年に町が開催した「女性セミナー」を受講した住民が、平成 14

年から男女共同参画推進活動に加え育児支援活動を行ってきました。その後『遠賀

町ひと・人応援団「どし」』へ改称し、育児支援活動では子育て支援の一環として、

“子育て中の保護者にリフレッシュタイムを”“地域で子育てを”という 2 点を柱

にした子育て講座や、託児ボランティアによる託児を実施しています。

講座は、「ほっと・ＨＯＴ子育て講座」のほか、「男
ひと

・女
ひと

セミナー」の中でも子育

てに関する講座も行っています。また、託児ボランティアと子どもを預ける保護者

とで、託児を通して子育てについての世代間交流ができるような取り組みも行って

います。今後、子育て世代の方々の積極的な参加が図れるような講座内容の工夫や、

世代間交流に取り組んでいる託児ボランティアの会員の拡充と、地域に根差した活

動の充実が課題となっています。

◆ひと・人応援団「どし」の活動状況の推移

平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

ほっと・ＨＯＴ子育て講座の

開催回数と参加者数
2回／30 人 未実施 2回／40 人

託児ボランティア数 28 人 29人 34 人

託児ボランティア依頼回数 43 回 46回 40 回

託児ボランティア依頼人数 128 人 128 人 149 人

【今後の方向性】

「ほっと・ＨＯＴ子育て講座」は、子育て中の保護者に様々な情報を提供してい

ますが、開催曜日や時間帯なども考慮し、講師とより近い交流や学習ができる講座

を実施するなどにより、参加者の増加に努めます。

「託児ボランティア」では、託児ボランティア間の情報の共有化を図るため情報

交換会の開催や、託児技術の向上を図るためスキルアップ学習会を行いながら、託

児ボランティアによる託児を継続していきます。

また、男女共同参画推進活動と育児支援活動を中心とした活動が、地域に浸透す

るよう地域住民と連携した活動の仕組みの構築を図ります。
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②公民館を中心とした世代間交流（スポーツ文化係）

【現状と課題】

地域で子育てを支える活動は、 住民同士の交流とふれあいが不可欠の要素であ

り、支えられる家族と支える側の住民が、日頃から交流をもっておくことが必要で

す。さらに、日々のあいさつや、子ども会活動、祭りなど地域行事への家族での参

加等を通じ、高齢者をはじめ様々な世代間の交流の中で、地域の人々から ｢地域の

子ども」として認識してもらうことが大切です。

本町内には 25 の地区公民館があり、各地区の中心となって、子ども育成会を中

心とした行事の開催、ごみ拾いボランティア活動、グラウンドゴルフ、ペタンク等

の大会の開催などが行われています。

しかし、近年は、多くの地区で若年層の参加が少なくなっており、また地区内の

世帯数の減少によって活動が停滞している地区もあります。

町では、実際に子どもを中心とした地域活動等を実施している先進地への視察や、

県の実践報告会等への参加を通して、地区の子ども達が参加したくなる事業の情報

提供や助言を行っています。

【今後の方向性】

今後も引き続き、地区住民に親しまれる公民館活動を推進するとともに、地区の

子ども達が参加したくなる事業の情報提供や助言を行い、地区活動を支援していき

ます。

③子育てマイスター（子育て支援係、高齢者支援係）

【現状と課題】

福岡県は、豊富な経験を持つ高齢者が地域の子育てを応援する制度、「ふくおか

子育てマイスター制度」を平成 24 年 7 月から開始しています。この制度は、子育

て支援に関心のある 60 歳以上の方を「子育てマイスター」として認定・登録し、

託児や保育施設等での保育補助など、様々な形で活躍していただくことを目的とし

たものです。認定・登録には、子どもの事故防止等、子育て支援者として必要な知

識を習得するための研修を受ける必要がありますが、登録後は事務局（福岡県シル

バー人材センター連合会）を通して、子育て支援を必要とする保護者等からの依頼

を受け、活動することになります。平成 26 年 9 月 1 日現在、町内の子育てマイス

ター登録者は 9 人で、今後より多くのマイスターが地域の子育て支援に取り組める

よう制度の周知を図る必要があります。
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【今後の方向性】

子育て支援に関心のあるより多くの高齢者や退職者が、子育ての経験やそれぞれ

の得意な分野を活かすことができるよう、「ふくおか子育てマイスター制度」につ

いて広報等で周知し、登録者の増加につなげます。

また、マイスターの活躍する場として、行政や関係機関（保育園、学童保育クラ

ブ、子育て支援拠点ひろば等）に制度の内容を周知し、子育てマイスターの活用に

つなげます。
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３ 子どもと子育てにやさしい環境をつくるために

（１）子育てと仕事の両立ができる環境づくり

①ワーク・ライフ・バランスの普及啓発（福祉人権係、産業振興係、子育て支援係）

【現状と課題】

少子・高齢化、核家族化が進展する中で、男女を問わず、子どもとのふれあいを

大切にして、子育てと仕事の両立を推進していくことが必要です。特に男性につい

ては、従来の仕事中心の意識・ライフスタイルから、積極的に仕事・家庭・地域の

バランスのとれたライフスタイルへの転換が求められており、子育ての喜びの実感

やその責任を認識することが大切です。そのためには、労働時間の短縮や、男性に

おいても子育てのための休暇を取得しやすくするなどの職場環境づくりが重要で

す。

育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法の改正等の取り組みの中、女性の

育児休業取得率の上昇などの成果も見られましたが、出産や育児に際して就業を中

断する女性は依然として多く、男性の長時間労働や職場中心のライフスタイルや、

育児休業取得率が非常に低い水準であることなど多くの課題があります。

本町では、「遠賀町男女共同参画推進条例」「遠賀町男女共同参画社会推進計画」

の中でもワーク・ライフ・バランスの推進をうたっており、『ひと・人応援団「ど

し」』の「男
ひと

・女
ひと

セミナー」の講座の中でワーク・ライフ・バランスの普及啓発を

図っていますが、理解浸透に至っていません。今後も、ワーク・ライフ・バランス

が実現した社会についてわかりやすく周知・啓発を進めるとともに、多様な働き方

の普及や男性の家事・育児参加などの促進を図り、これらについて、企業・町民・

行政が協働で取り組んでいく必要があります。

なお、福岡県は子育て応援事業として仕事と子育ての両立支援「子育て応援宣言

企業※」登録事業と子育てを社会全体で応援する「子育て応援の店※」推進事業を行っ

ています。町内には「子育て応援宣言企業」9 社、「子育て応援の店」66 店舗の登

録があります（いずれも平成 25 年 1 月現在）。また、平成 24 年 11 月からは従来の

事業内容に加え、新しく「子育て応援パスポート※」の取り組みも開始しています。

平成 26 年 9 月 1日現在、町内のパスポート発行者数は 12 人で、町内でサービスを

受けられる店舗はまだ 3 店舗ですが、今後、より多くの店舗の参加を得て、地域ぐる

みで子育てを支援する気運を醸成することが期待されます。
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※子育て応援宣言企業

企業・事業所のトップが男女従業員の仕事と子育ての両立を支援するために取り組む内容を宣言した

企業。福岡県が登録、ＰＲ、職場づくりを支援しています。

※子育て応援の店

子育て家庭を地域社会全体で応援していく気運を高めるため、小学校入学前の子どもを育てている家

庭を対象に、様々な「応援サービス」を提供する店舗。福岡県で募集・登録を進めています。

※子育て応援パスポート

小学校入学前の子育て家庭を対象として、事前に携帯電話またはスマートフォン、往復ハガキで利用

登録すると、登録者に「子育て応援パスポート」が発行され、サービス利用可能な「子育て応援の店」

にパスポートを提示すると、登録者限定のサービスが受けられる制度。福岡県で募集・登録を進めてい

ます。

【今後の方向性】

今後もワーク・ライフ・バランスについての意識づくりの講座や研修を継続的に

実施するとともに、事業主はもとより、従業員にも子育て支援の重要性についての

意識啓発を行い、女性労働者の妊娠中や出産後の健康管理、男女ともに育児休業を

とりやすい雰囲気の醸成、育児休業後の円滑な職場復帰の促進、労働時間の短縮等、

仕事と育児が両立しうる雇用環境づくりに対する理解・協力を求めていきます。

また、福岡県が推進する「子育て応援宣言企業」「子育て応援の店」「子育て応援

パスポート」について町内事業所への啓発に努め、登録事業所・店舗の増加を図る

とともに、子育て家庭に対する「子育て応援パスポート」のＰＲに努め、パスポー

ト発行の促進を図ります。

②多様な保育ニーズに対応した保育サービスの提供（子育て支援係）

【現状と課題】

多様化する保護者の保育ニーズに対応するため、本町では通常保育のほか、以下

の保育サービスを実施してきました。子ども・子育て支援新制度への移行により、

これらは地域子ども・子育て支援事業として、町が提供の責任と義務を負うことに

なります。

ア．一時保育

家庭で子育てをされている方を対象に、保護者の就労や通院、または育児リフ

レッシュ（育児疲れの解消）などで、一時的に保育が必要な場合に保育所で子ど

もを預かるサービスです。
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本町では、山びこ保育園、南部保育園、遠賀川保育園の 3園で受け入れを行っ

ています。

◆一時保育年間利用者数の推移

平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

山びこ保育園 91 人 95 人 61 人 155 人

南部保育園 153 人 86 人 159 人 186 人

遠賀川保育園 － － 125 人 120 人

イ．病児病後児保育

子どもが病中または病気回復期にあり、保護者が就労等の理由で保育が必要に

なった場合に病院等に付設された施設で日中一時預かることにより、子育てと仕

事の両立を支援するサービスです。

平成 20 年度より中間市及び遠賀郡４町で連携し、おんが病院内「ぞうさんルー

ム」で病児病後児保育を実施しており、徐々に利用者は増えています。

◆病児病後児保育の年間利用者数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

ぞうさんルーム 67 人 65 人 100 人 64人

ウ．ショートステイ、トワイライトステイ事業

保護者の疾病、仕事あるいは社会的事由により、児童の養育が一時的に困難と

なった場合、または緊急一時的な保護対策として、短期入所生活援助（ショート

ステイ）と夜間の預かりや宿泊のみを対象とした夜間養護（トワイライト）があ

ります。町内には施設はありませんが、鞍手町に鞍手乳児院、岡垣町に児童養護

施設報恩母の家があり、広域で対応しています。

◆ショートステイ、トワイライトステイ事業年間利用者数の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度

年間利用者数 0人 3人 0人 0人

【今後の方向性】

子ども・子育て支援新制度移行後の需要動向を見ながら、本計画第 5 章（Ｐ73、

76、77 参照）に基づき量の確保を図ります。

また、事業の周知を図り、利用者が状況に応じて利用できるよう努めます。
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（２）子どもの居場所づくり

①アンビシャス広場（社会教育係）

【現状と課題】

子どもの健やかな育ちを守り、子どもが笑顔で過ごせるまちづくりを実現するた

めには、安全･安心な活動場所や居場所を確保することが重要です。アンビシャス

広場は、子どもたちの安全な遊びの場を提供することを目的として、田園南区で実

施しています。

田園アンビシャス広場は、県の補助事業として水曜日と金曜日の週 2日定期的に

開催しています。

【今後の方向性】

今後も、地区の活動が継続できるよう、情報提供等の継続的な支援を行います。

②公園の整備（整備係）

【現状と課題】

公園は子どもからお年寄りまでだれもが安心して利用できる大切な空間です。現

在 63 か所の公園がありますが、多くの公園が昭和 50 年代につくられており、遊具

等施設の老朽化が進んでいるため、平成 25年度は 4公園 7施設の補修を行うなど、

毎年度点検を行い事故防止に努めています。

現在、地元からの遊具新設要望には対応できていませんが、既存施設の安全確保

を優先し、可能な限り利用者ニーズに対応し、地域住民と協力して公園の美化にも

努めています。

【今後の方向性】

公園の施設点検を強化し、安全性確保のため緊急性の高いものから修繕等を行う

など、今後も安全で安心して利用できる公園管理に努めます。
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③学童保育（子育て支援係）

【現状と課題】

学童保育には、保護者の就労等で保育の必要性のある子どもを預かることで、子

育てを支援する側面もありますが、本来、就労等で放課後、保護者が家庭にいない

子どもに安全な居場所や遊びを与えてその健全な育成を図ることを目的とした事

業です。

本町では、3 つの小学校でそれぞれ学童保育を実施していますが、利用者の増加

に伴い、浅木小学校区と島門小学校区では余裕教室を活用した分割運営を行ってい

ます。

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、設備及び運営に関する基準、特に定数

などを条例化することで、現在の学童保育をさらに分割する必要も予想され、今後、

余裕教室の活用や指導員の育成も含めた体制整備が課題となっています。

◆学童保育所の状況

名 称 実施場所 対象校区 定員
利用人数

（Ｈ26.5.1 現在）

遠賀北学童保育クラブ 島門小学校 島門小学校区 50人 58人

第二遠賀北学童保育クラブ 島門小学校 島門小学校区 55人 44人

広渡学童保育クラブ 広渡小学校 広渡小学校区 45人 81人

遠賀南学童保育クラブ 浅木小学校 浅木小学校区 55人 55人

第二遠賀南学童保育クラブ 浅木小学校 浅木小学校区 25人 45人

【今後の方向性】

子ども・子育て支援新制度施行後の利用状況・意向も把握しながら、待機児童を

出さないよう、必要に応じて小学校の余裕教室を活用した学童保育の分割を進めて

いきます（量の見込みと確保方策については、Ｐ72 参照）。

また、それに必要となる指導員の育成にも努め、関係機関と指導者間で定期的に

情報交換を行うなど、学童保育の充実を図ります。
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④地域子ども教室（社会教育係、スポーツ文化係）

【現状と課題】

平成16年７月から浅木小学校のＰＴＡが主体となって「うきうきスポーツひろば」

を月 1～2 回、土曜日の午前中に実施しています。水泳、なわとび、ボール遊びな

ど子どもの運動能力を総合的に高める内容となっており、平成 24 年度からは、遠

賀町総合型地域スポーツクラブ「おんがみんスポクラブ」への活動にも参加し、活

動を広げています。

【今後の方向性】

他の小学校区でも地域子ども教室を開設しようという動きがあれば情報提供を

行い、子どもたちのスポーツや文化活動等を支援していきます。
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（３）安全・安心・快適な生活環境づくり

①バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進（都市計画係、各施設、全庁）

【現状と課題】

子どもや子育て家庭が安心して毎日の生活がおくれるよう、住宅、道路、公共施

設などの生活環境全般を子育てにやさしい環境に整備していくことが求められて

います。しかし、不特定多数の人が利用する公共的な施設の中にも、授乳やおむつ

替えを行う場所がないため、乳幼児連れでの利用が困難なものが少なくありません。

また、道路等でも歩道がきちんと整備されていないなど、子どもや妊産婦、子ども

連れの人に危険な箇所もたくさんあります。

そこで、このような状況を解消し、子どもたちや子育て中の家族が、気兼ねなく

外出し社会参加できるように、道路や施設の改善整備を図ることが必要となります。

本町では、ユニバーサルデザインによるまちづくりを住民と一体となって継続的

に進めていくことを目的として平成 15 年度に「遠賀町ひとにやさしい福祉のまち

づくり整備基本計画」を策定し、平成 16 年度には「遠賀町交通バリアフリー基本

構想」をまとめました。その後、これらの計画を基に、町内の道路、公園や建築物

などのバリアフリー化など施設整備を進めてきましたが、今後は高齢者や障害者だ

けでなく、子どもや妊産婦、子ども連れの人の視点からも公共施設等の点検を行い、

引き続きバリアフリー化を推進していく必要があります。

また、ハード面の整備だけでなく、住民一人ひとりが子どもや妊産婦、子ども連

れの人に対する理解を深め、誰もが日常生活において気配りや手助けを自然に行う、

心のバリアフリー化への普及・啓発が求められています。

【今後の方向性】

公共施設においては、子ども連れの利用者に配慮したおむつ替えスペースが整備

された多目的トイレや授乳コーナーの設置を検討します。

また、子どもや妊婦、ベビーカー利用の子ども連れが安心して外出できるように、

幅の広い歩道の整備や段差の解消等、安全で快適な歩行空間の確保を図ります。

さらに、子育て中の家庭が子ども連れでショッピングや食事を楽しめるよう、ベ

ビーカーでも余裕をもって移動できる幅の広い通路、おむつ替えや授乳のためのス

ペース、託児コーナー、禁煙コーナー等が整備された商業施設の普及に向けた啓発

を行います。
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②交通安全対策（維持係）

【現状と課題】

県下で平成 25 年中に発生した交通（人身）事故件数は 43,678 件で、遠賀郡内で

は 650 件、遠賀町で 148 件となっています。このうち、15 歳以下の事故は県下で

200 件発生していますが、遠賀郡内・遠賀町内ともに 0件となっています。

本町では、子どもたちを不幸な事故から守るため、安全意識の啓発活動とともに、

地元やＰＴＡからの要望箇所に区画線、カーブミラーや車止め等を設置するなど、

重点的に通学路の安全対策を重点的に推進してきました。今後もソフト・ハードの

両面から交通安全対策に努める必要があります。

【今後の方向性】

今後も地域住民やＰＴＡからの要望を取り入れながら、通学路の安全対策を推進

するとともに、折尾警察署の協力を仰ぎながら子どもたちを対象とした交通安全教

室を実施していきます。

③犯罪防止対策（協働推進係、学校教育係、社会教育係）

【現状と課題】

近年、子どもが犠牲になる事故や事件が数多く報道され、子どもたちが戸外で安

心して安全に遊べる環境が損なわれつつあります。本町では、子どもが事件・事故

に巻き込まれることを防止するため、自治防犯組合、警察、学校、家庭などと協力

しながら防犯活動を行っています。

具体的には、地域住民が互いに見守り合うまちづくりの一環として「遠賀町ある

き隊」を実施し、事件事故の防止に努めています。また、ＰＴＡの取り組みとして

「子ども 110番の家」という看板を設置するとともに、小学校区ごとに「見守り隊」

を結成し、登下校時に安全指導をするなど、子どもたちの安全確保に努めています。

町では、警察のパトカー色に塗装した青色回転灯装備車 4 台を保有し、町内のパ

トロールを実施するとともに、月に一度補導員と連携し、児童、生徒の下校時間に

合わせ通学路のパトロールを行っています。また、春・夏・冬休みには地域安全パ

トロールを実施し、ボランティアや学校関係者、警察、補導員等と連携し、青少年

の犯罪防止に努めています。
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さらに、町内で不審者情報が出た場合には、「防災メール・まもるくん」で登録

者にメール配信し、子どもが事件・事故に巻き込まれることが無いよう、情報提供

を行うとともに、青色回転灯装備車でパトロールを行っています。

なお、近年はインターネットや携帯電話を利用した犯罪も増えており、本町にお

いても保護者からのインターネット等利用に関する消費生活相談が年々増加して

いる状況です。ＩＴ時代に生きる子どもたちがインターネットの利便性を理解する

とともに、その危険性についても十分に理解し、そのうえで正しく活用する方法を

学ばせることが、親をはじめとする大人の新たな責任となっています。子どもの情

報リテラシー（目的に応じて情報を活用する能力）を高め、利用者の責任について

も自覚させることが重要です。

【今後の方向性】

子どもの安全を守るためには、何より地域の大人たち一人ひとりが、「地域の子

どもたちは地域の大人たちで守る」という強い共通認識をもって、学校・警察・各

種団体等との連携を強化しつつ、常に子どもの安全を気にかけ、地域で継続的に見

守っていくことが重要です。

引き続き、子どもが被害者となる犯罪の撲滅を目指し、自治防犯組合、警察、学

校、家庭などと協力を図りながら、「遠賀町あるき隊」「子ども 110 番の家」「見守

り隊」の活動を継続するとともに、不審者情報等、犯罪に関する情報の提供と防犯

意識の啓発に努めます。また、子どもの情報リテラシー向上に向けた取り組みの展

開を図ります。

④防災対策（庶務係、学校教育係、社会教育係、福祉人権係）

【現状と課題】

東北地方を中心に甚大な被害があった東日本大震災の記憶も覚めやらぬ中、その

後も全国各地で豪雨や台風による被害が後を絶ちません。遠賀川の下流域に位置し、

過去において集中豪雨等による風水害を多く経験してきた本町においても、その災

害特性と各種災害の危険性に応じた対策が急務となっており、平成 25 年 3 月に「遠

賀町地域防災計画」の見直しを行うとともに、総合的な防災ハンドブックを作成し、

地域防災力の向上を図っています。地域防災計画の実施に当たっては、施設整備等

のハード対策とハザードマップ（災害予測図）等の避難を中心とするソフト対策を

組み合わせて、災害発生時の被害をできるだけ少なくする｢減災｣への取り組みを重
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視するとともに、住民が自らを災害から守る｢自助｣、地域社会がお互いを守る｢共

助｣、及び国や地方行政団体等の施策としての｢公助｣の適切な役割分担に基づく住

民避難を柱とした防災協働社会の実現を目指した取り組みを展開することとして

います。

平成 25 年度末現在、町内 23 行政区中 21 行政区において自主防災組織が設立さ

れていますが、町では自主防災組織が訓練や研修を行う際の補助制度を創設し、自

主防災組織の活動が継続的なものになるよう支援しています。また、平成 23 年度

から進めてきた災害時要援護者の避難支援個別計画の策定も平成 25 年度に完了し

ており、今後はその定期的な確認と状況の変化に応じた見直しが必要となります。

さらに、防災行政無線の放送について電話で問い合わせができるよう自動録音装

置の整備とテレドームの導入を行うとともに、河川の水位や映像をリアルタイムに

確認できるよう遠賀川河川事務所との専用回線を整備するなど、災害時の情報収

集・伝達手段の強化にも取り組んでいます。

【今後の方向性】

今後も引き続き自主防災組織未設立の地区へ設立を働きかけるとともに、地域防

災力の強化を図っていきます。

また、子どもたちに対しては、東日本大震災などの災害から得られた教訓を生か

した学校での授業や、家族間の話し合いを通じて、防災に対する正しい知識を伝え

るとともに、災害から身を守るための実践的な訓練を実施します。
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第５章  子ども・子育て支援事業の推進

１ 教育・保育提供区域の設定

国の基本指針では、市町村は教育・保育を提供する単位として、地理的条件や社会

的条件、教育・保育を提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、教育・保

育提供区域を設定することとされています。

本町では、その地理的条件からみて、行政区や小学校校区単位で需給調整を行うに

は範囲が狭すぎると考えられること、本町内の幼稚園・保育所において、これまで特

に通園区域は設定しておらず、実際に町内の様々な区域から通園をしている現状があ

ること、また、その方が勤務状況に合わせた保育所利用や、教育・保育の特性を踏ま

えた施設の選択等、利用者の細かなニーズにも対応しやすいことを考慮し、町全域を

１つの教育・保育提供区域と設定することとしました。



第５章 子ども・子育て支援事業の推進

- 68 -

２ 教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保

就学前児童の教育・保育について、幼稚園・保育所の利用実績やアンケート調査の

結果により把握した利用希望などを踏まえ、計画期間内の「量の見込み」を設定しま

す。そして、「量の見込み」に対する「確保方策」を設定することで、ニーズに見合っ

た提供体制の確保を目指します。

また、教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」については、子ども・子育て

支援法に基づき、保育の必要性や年齢により区分された下記の認定区分ごとに設定し

ます。

認定区分 内  容 利用できる主な施設

１号認定
満３歳以上で、教育を希望する児童

（保育の必要性無）
幼稚園・認定こども園※

２号認定

満３歳以上で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童

（保育の必要性有）
保育所・認定こども園・

地域型保育※

３号認定

満３歳未満で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童

（保育の必要性有）

※ 認定こども園…幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持った施設として、県から認定を受けた施設。

※ 地域型保育…町から認可を受けた家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育事業。

【現状】

本町内には、現在幼稚園 1 園、保育所 3 園が設置されています。近年の保育需要

の高まりにより、保育所では定員の弾力化により定員を超えた受け入れをしていま

すが、年度の途中には待機児童が発生しています。

また、町内の認可外保育施設としては、病院で職員用に設置されている事業所内

保育施設があります。
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「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：人）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

①量の見込み
1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号

262 212 199 256 208 192 252 205 186

②

確

保

方

策

幼稚園 240 240 252

保育所 194 166 194 166 205 185

認定こども園 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地域型保育 0 0 0

広域対応 0 0 1

②－① △22 △18 △33 △16 △14 △26 0 0 0

平成 30 年度 平成 31 年度

①量の見込み
1 号 2 号 3 号 1 号 2 号 3 号

248 201 180 241 195 174

②

確

保

方

策

幼稚園 252 252

保育所 205 185 205 185

認定こども園 0 0 0 0 0 0

地域型保育 5 5

広域対応 0 0

②－① 4 4 10 11 10 16

【量の見込み】

アンケート調査の結果に基づき各年度の量の見込みを算出しました。

保育ニーズは、就学前人口の減少に伴い、計画期間後半から緩やかに減少してい

く見込みですが、経済的なゆとりを求める共働き世帯の増加が見込まれるなど、当

面の間は、高い水準を維持するものと見られます。

なお、アンケート調査結果に基づき、保育の必要性の認められる 2号認定のうち、

幼稚園の利用希望が強いと推定されるものが、毎年度 30 数人程度見込まれますが、

計画期間中認定こども園の整備予定がない本町においては、幼稚園を利用すること

が想定されるため、量の見込みでは 1号認定に含めて計上しています。
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【確保方策】

1 号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は平成 27 年度の

262 人ですが、現在の幼稚園の総定員は 240 人で、22 人の不足が見込まれます。

新制度移行後の利用状況を見ながら、必要に応じて幼稚園定員の見直しを図り、平

成 29 年度には供給不足の解消を行います。

2 号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は平成 27 年度の

212 人ですが、平成 27 年度からの保育利用定員は 194 人で、18 人の不足が見込まれ

ます。また、3 号認定についても、平成 27 年の利用見込み人数 199 人に対し、平成

27 年度からの保育利用定員が 166 人であることから、33 人の供給不足が見込まれま

す。いずれも、新制度移行後の利用状況を見ながら、必要に応じて増築支援等によ

る保育所利用定員の見直しを行い、広域対応も含め、平成 29 年度には供給不足の解

消を行います。

また、アンケート調査の結果を見ると、本町においても小規模な保育施設や家庭

的保育に対するニーズが一定程度存在します。保育利用者の選択肢を増やし、多様

な保育ニーズに対応するため、平成 30 年度を目処に家庭的保育等、地域型保育の整

備を図ります。

なお、本計画では各施設の利用定員をもとに確保方策の数字を設定していますが、

保育所については、利用定員を超えた受け入れも可能であることから、現実には平

成 27 年度からの待機児童 0を目指します。



   第５章 子ども・子育て支援事業の推進

- 71 -

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保

地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状況やニーズ調査の結果等によ

り把握した利用希望などを踏まえた上で、計画期間内の「量の見込み」及び「提供体

制の確保の内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。

（１）時間外保育

保育が必要な児童に対し、保育所等において通常の保育時間前後などに保育を行

う事業です。

【現状】

町内保育所全園で 18 時から 19 時までの１時間の時間外保育を実施中です。平成 25

年度の実利用人数は 213人となっています。

「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

①量の見込 210 210 210 210 210

②確保方策 210 210 210 210 210

②－① 0 0 0 0 0

【量の見込み】

アンケート調査の結果に基づき推計した量の見込みは、平成 27 年度で 175 人と、

平成 25 年度の実績（213人）よりも 38 人低い数字（17.8％減）となりました。しか

し、近年の実績から見て、利用者が大きく減少することは考えにくいため、平成 25

年度実績を参考に毎年度 210 人と見込みました。

【確保方策】

現在の体制で対応できる見込みです。
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（２）放課後児童健全育成事業（学童保育）

就労などの理由により、昼間保護者が家庭にいない就学児童に対して、学校の余

裕教室や公民館などの施設において、放課後に適切な遊び及び生活の場を与え、そ

の健全な育成を図る事業です。

【現状】

本町では、3 つの小学校でそれぞれ学童保育を実施していますが、利用者の増加に

伴い、浅木小学校区と島門小学校区では余裕教室を活用した分割運営を行っていま

す。

平成 26 年 5 月 1日現在、町内 5 学童保育クラブで総定員は 230 人、実利用人数は

低学年 203人、高学年 80 人の計 283人となっています。

「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

①量の

見込

低 高 低 高 低 高 低 高 低 高

209 76 221 72 221 76 220 78 216 83

②確保

方策
285 293 297 298 299

②－① 0 0 0 0 0

※「低」は低学年児童、「高」は高学年児童。

【量の見込み】

平成 26 年度の利用実績が、アンケート調査の結果に基づき算定したニーズ量を上

回っていたため、現状に合わせて量の見込みを設定しました。利用人数は、計画期

間を通して微増となる見込みです。

【確保方策】

子ども・子育て支援新制度施行後の利用状況・意向も見ながら、待機児童を出さ

ないよう、必要に応じて小学校の余裕教室を活用した学童保育の分割を進めていき

ます。また、それに必要となる指導員の育成にも努め、関係機関と指導者間で定期

的に情報交換を行うなど、学童保育の充実を図ります。
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）

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一時的に

困難になった場合に、児童養護施設等において一定期間養育・保護を行う事業です。

【現状】

町内には施設がありませんが、鞍手町に鞍手乳児院、岡垣町に児童養護施設報恩

母の家があり、広域で対応しています。年間 55 人日の受け入れが可能ですが、平成

24・25 年度の利用実績はありませんでした。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年）

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

①量の見込 36 35 35 34 33

②確保方策 55 55 55 55 55

②－① 19 20 20 21 22

【量の見込み】

アンケート調査の結果に基づき、量の見込みを設定しました。

【確保方策】

現在の体制で対応できる見込みです。
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（４）地域子育て支援拠点事業

子育て中の親子に対する交流の場を設けて、子育てについての相談、情報の提供、

その他必要な支援を行う事業です。

【現状】

遠賀町ふれあいの里センター内の子育て支援拠点施設「ぐっぴい」のほか、平成

26 年度からは中央公民館の多世代交流室を利用して「ぐっぴい」の出張ひろば「お

でかけぐっぴい」を開設しています。

現在の「ぐっぴい」及び「おでかけぐっぴい」で、１月あたり 320 人日の受け入れ

が可能ですが、アンケート調査の結果を見ると、今後の利用意向も高いため、受入

定員数の設定や実施日の拡大等の検討が必要です。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／月）

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

①量の見込 516 498 480 466 448

②確保方策 400 480 480 480 480

②－① △116 △18 0 14 32

【量の見込み】

アンケート調査の結果に基づき、量の見込みを設定しました。0～2 歳児の減少に

より計画期間を通して緩やかに減少していく見込みですが、平成 25 年度の利用実績

225 人日／月に比べると大きな見込みとなっており、計画期間当初は供給不足が見込

まれます。

【確保方策】

今後の利用状況を見ながら、必要に応じて「ぐっぴい」及び「おでかけぐっぴい」

の開催日の拡大を図り、平成 29 年度までに供給不足を解消します。
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（５）一時預かり事業（幼稚園における在園児に対する一時預かり）

現在幼稚園で実施されている預かり保育（通常の教育時間前後や休日、長期休業

期間中に預かりを行うこと。）に相当する事業です。「子ども・子育て支援新制度」

においては、一時預かり事業の類型の１つとして町が実施主体となって行うことと

なります。

【現状】

町内の幼稚園によると、現状での受け入れ可能枠は 7,200人日（１日あたり 30人）

で、平成 25 年度の利用実績は、ふだん保育の必要のない一時的な利用分で 2,127 人

日、保育の必要性がある恒常的な利用分で 2,150人日の計 4,277人日となっています。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年）

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

①量の

見込

一時的 恒常的 一時的 恒常的 一時的 恒常的 一時的 恒常的 一時的 恒常的

2,007 5,967 1,962 5,814 1,935 5,661 1,899 5,661 1,845 5,508

②確保

方策
7,200 7,200 7,680 7,680 7,680

②－① △774 △576 84 120 327

【量の見込み】

幼稚園の利用が見込まれる１号認定のうち、ふだん保育の必要がなく一時的な利用

が想定される児童数と、保育の必要があり恒常的な利用が想定される児童数に連動

させる形で見込量の設定を行いました。平成 25 年度の利用実績を基に、一時的な利

用は１人あたり年間利用数 9 日、恒常的な利用は１人あたり年間利用数 153 日と見込

み、それぞれ各年度の利用児童数を乗じた数値を量の見込みとしています。

現状での受け入れ可能枠は 7,200 人日に対し、平成 27 年度の量の見込みは 7,974

人日となっており、現状のままでは計画期間を通して供給不足が発生することにな

ります。

【確保方策】

新制度移行後の利用状況を見ながら、必要に応じて町内の幼稚園の受け入れ枠拡

大を図り、平成 29 年度 7,680 人日（1日あたり 32人）の受け入れ枠を確保すること

で、供給不足の解消を行います。
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（６）一時預かり事業（その他）

家庭での保育が一時的に困難になった児童について、保育所等の施設において預

かりを行う事業です。

【現状】

町内の 3 保育園で受け入れを行っており、現状での受け入れ可能枠は年間 3,000

人日、平成 25 年度の利用実績は年間 461 人日となっています。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年）

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

①量の見込 700 700 700 700 700

②確保方策 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

②－① 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

【量の見込み】

アンケート調査結果に基づく推計事業量は年間 5,000人日程度と、利用実績との乖

離が大きかったため、計画値は平成 25 年度の利用実績の 1.5 倍程度を見込み、各年

度 700 人日と設定しました。

【確保方策】

現在の体制で対応できる見込みです。
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（７）病児保育事業

児童が病気となった場合に、病院・診療所・保育所等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預かる事業です。

【現状】

平成 20 年度より中間市及び遠賀郡 4町で連携し、おんが病院内「ぞうさんルーム」

で病児病後児保育を実施しています。

現状での受け入れ可能枠は年間 174 人日で、平成 25 年度の年間利用実績は 64 人

日となっています。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年）

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

①量の見込 130 130 130 130 130

②確保方策 174 174 174 174 174

②－① 44 44 44 44 44

【量の見込み】

アンケート調査結果に基づく推計事業量は年間 800～900 人日程度と、利用実績と

の乖離が大きかったため、計画値は平成 25 年度の利用実績の 2 倍程度を見込み、各

年度 130 人日と設定しました。

【確保方策】

現在の体制で対応できる見込みです。
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（８）ファミリー・サポート・センター事業（小学生）

児童の一時的な預かりや保護、移動支援などを希望する者と当該援助を行うこと

を希望する者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他必要な支援

を行う事業です。

【現状】

本町では実施していません。

「量の見込み」と「確保方策」                    （単位：人日／年）

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

①量の見込 0 0 0 0 0

②確保方策 0 0 0 0 0

②－① 0 0 0 0 0

【量の見込み】

アンケート調査では、直接の利用希望がなく、量の見込みも計画期間を通して  

0 と設定しました。
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（９）利用者支援事業

児童及びその保護者が、幼稚園・保育所・認定こども園における教育・保育や、

一時預かり、学童保育等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択し円滑

に利用できるよう、身近な場所に支援員を配置し、相談への対応や情報提供、関係

機関との連絡調整等を行う事業です。

【現状】

子ども・子育て支援法に基づく新規事業です。現在、子育て支援サービスに関す

る情報提供や相談については、町広報紙・ホームページによる周知の他、福祉課窓

口や保育所、地域子育て支援拠点事業等において個別に対応している状況ですが、

子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、この事業に変わることになります。

「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：か所）

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

①量の見込 １ １ １ １ １

②確保方策 １ １ １ １ １

②－① 0 0 0 0 0

【量の見込み】

アンケート調査では利用者支援事業に関する直接の設問はありませんでしたが、

子育て支援サービスの利用等についての相談は一定のニーズがあると見込まれます。

国が示した事業案では、概ね中学校区 3 か所につき 1 か所の設置を想定しています

が、本町では計画期間の「量の見込み」を 1 か所と設定します。

【確保方策】

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、これまで以上に子育て支援サービスの

内容や手続きについての利用者支援の必要性が高まることが予想されるため、早期

の実施を目指します。平成 27年度から、役場の担当課窓口で対応することとします。
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（10）妊婦健康診査

妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図るため、町

が妊婦健康診査に係る費用を一部負担することで、安心して妊娠・出産ができる体

制を確保することを目的とする事業です。

【現状】

本町では妊娠中の健康管理や異常の早期発見のため、妊婦健康診査を医療機関に

委託して実施しています。妊娠届提出時に窓口で母子健康手帳とともに、14 回分の

補助券を発行し、経済的負担と精神的不安を軽減し、安心して出産に臨めるよう支

援しています。平成 25 年度からは、妊婦健康診査の結果を個別管理し、経過観察が

必要な妊婦には電話をするなど、妊娠中から保健師がかかわるよう、運用の改善も

行っています。

「量の見込み」                           （単位：人回）

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 2,030 1,974 1,890 1,834 1,750

【量の見込み】

計画期間中に推定される出生数に、1 人あたりの最大健診回数 14 回を乗じて量を

見込みました。本町の１年間の出生数は、現在は 150～160 人程度で推移しています

が、今後は若年女性人口の減少に伴い、減少していくことが見込まれます。

【提供体制】

これまでどおり、妊娠届提出時に窓口で母子健康手帳とともに、14 回分の補助券

を発行し、委託した医療機関で受診していただくこととします。
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（11）乳児家庭全戸訪問事業

すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並び

に乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育について

の相談に応じ、助言その他の援助を行う事業です。

【現状】

すべての出生児を対象に、助産師による全戸訪問を実施しています。概ね受け入

れ状況はよく、未訪問対象者については、電話などで育児や発育の状況などを確認

しています。早期に訪問することで育児不安を解消し、その後の健診や子育て支援

事業への参加につなげています。

また、妊娠届時に記入してもらうサポートアンケート等から支援が必要と思われ

る妊婦（若年・母子家庭・育児不安強）については、保健師による訪問等を実施し

ています。

「量の見込み」                              （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

量の見込み 145 141 135 131 125

【量の見込み】

計画期間中の 0 歳児人口の推計値を基に量を見込みました。

【提供体制】

訪問を実施している生後 1 か月から 2 か月頃は出産に伴う体の負担や生活の変化

により母親の育児ストレスが高まる時期です。今後も適当な時期に訪問を行い育児

不安の軽減に努めます。

また、サポートアンケート等から支援が必要と思われる妊婦への訪問も継続して

いきます。
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（12）養育支援訪問事業

支援が特に必要な家庭を継続的に訪問し、保護者に対して相談支援や育児援助な

どを行う事業です。

【現状】

乳幼児健診未受診者や、乳児家庭全戸訪問事業の実施により養育支援が特に必要

と思われる家庭に対し、保健師等が訪問して、養育に関する指導・助言等を行って

います。

「量の見込み」                            （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

量の見込み 15 15 15 15 15

【量の見込み】

近年の事業実績を基に量を見込みました。

【提供体制】

養育支援が必要な家庭の把握に努め、これまでどおりの体制で事業を継続してい

きます。
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４ 子ども･子育て支援給付に係る教育･保育の一体的提供と推進体制の確保

（１）認定こども園について

認定こども園とは、いわゆる認定こども園法に基づき、幼稚園的機能と保育所的

機能を併せ持った施設として都道府県から認定を受けた施設で、以下の 4つの類型

があります。一般的には既存の幼稚園や保育所が必要な機能を備えて、都道府県か

ら認定を受けることになります。

幼保連携型※ 幼稚園型 保育所型 地方裁量型

認可幼稚園と認可保

育所が、一体的な運

営を行うことにより、

認定こども園としての

機能を果たすタイプ

認可幼稚園が、保育

所的な機能を備えて

認定こども園としての

機能を果たすタイプ

認可保育所が、幼稚

園的な機能を備える

ことで認定こども園と

しての機能を果たすタ

イプ

幼稚園・保育所いず

れの認可もない教育・

保育施設が、認定こ

ども園として必要な機

能を果たすタイプ

※幼保連携型は、「子ども・子育て支援新制度」においては、学校及び児童福祉施設としての新たな認

可施設の位置付けになります。

認定こども園は、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の保育の必要性の

有無や就労状況の変化等に関わらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であること

から、その有用性は高いものであると考えられます。

認定こども園への移行自体は、それぞれの施設を運営する事業者の判断に委ねら

れており、本町内既存の幼稚園及び保育所について、本計画期間中に認定こども園

に移行する施設はありません。しかし、現在進行中の遠賀川駅南側の開発が進み、

将来的にはその効果による人口流入等により、児童数が増加していく可能性もあり

ます。本町が将来的にも「待機児童 0 のまち」を維持していくためには、既存施設

の移行も含めた認定こども園の整備を検討する必要があるものと考えられます。

また、認定こども園制度は平成 18 年度から実施されていますが、保護者にとって

その具体的な内容についての認知度はいまだに低いことから、今後はその周知にも

努めていきます。
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（２）教育・保育施設等の相互の連携や小学校等との連携の推進

教育・保育や地域子ども子育て支援事業等を計画的に実施していくためには、町

と教育・保育施設、地域型保育事業、その他の子ども・子育て支援を行う者が相互

に連携し、協働しながら地域の実情に応じた取り組みを進めていく必要があります。

特に原則満 3歳未満の保育を必要とする子どもが利用する地域型保育の整備の際

には、満 3 歳以降も引き続き教育・保育を利用できるよう、保育所や認定こども園

等と連携していくことが重要で、これについては、町条例等に定められた基準に基

づき、必要な連携施設の確保等を図っていきます。

一方、教育・保育施設と小学校等との連携については、小 1 プロブレム※の解消

という課題があります。小 1プロブレムをなくすための具体的な取り組みとして、

保育所・幼稚園では、日頃の保育活動で小学校の設備などを利用したり、就学に向

けた活動をより多く取り入れることにより、小学校への入学がスムーズに迎えられ

るようにしています。

小学校では、学校行事に就学前の児童を参加させることにより就学への意識を高

める工夫をしたり、入学説明会において、保護者に対して学校生活への理解を促し

ています。また、就学前の子どもの様子を小学校から参観して実態を把握し、入学

後の支援に役立て、入学後においては、学校生活に慣れるように丁寧できめ細やか

な指導を行いながら、生活科を中心とした授業方法の工夫を行い他教科との関連を

積極的に図ることで、指導の効果を高めています。特別支援教育への理解も浸透し

つつあり、町では、特別支援教育部会を設け、情報交換や研修などを行いながら、

保幼小中の連携を図っています。

また、遠賀町教育委員会は主要施策に小中連携教育の推進を掲げ、「遠賀町小中連

携協議会」を設置し、小中学校合同の授業研究会や中学校教員の出前授業等を取り

入れ、学力の保障に力を注いでいます。中学校では、１学年の早い時期にふれあい

体験合宿を実施し、中学生としての自立や自覚を促すとともに、人間関係を広げる

指導を行っています。さらに、学校不適応を未然に防止するための取り組みとして、

定期的に小中学校間で指導上の問題や保護者からの教育相談室への相談などの情報

を共有し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等からの助言を受

けながら、中 1ギャップの解消に取り組んでいます。

今後も小 1 プロブレムや中 1 ギャップ※といった園・学校間の段差を少なくし、

円滑な就学ができるよう、保幼小中の連携に取り組んでいきます。
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※「小 1 プロブレム」

小学校に入学したばかりの小学校１年生が集団行動が取れない、授業中に座っていられない、話を聞か

ないなどの状態が数か月継続する状態。これまでは１か月程度で落ち着くと言われていたが、これが継続

するようになり就学前の幼児教育との関連や保護者の養育態度が注目され始めた。

※「中 1 ギャップ」

小学生から中学 1 年生になったことがきっかけとなり、学習や生活の変化になじめずに不登校となった

り、いじめが増加するという現象。ギャップの典型例として、コミュニケーションの苦手な生徒が小学校

時の友人や教師の支えを失う「喪失不安増大型」、小学校でリーダーとして活躍していた生徒が中学校で自

己有用感を感じられなくなってしまう「自己発揮機会喪失ストレス蓄積型」があるといわれている。
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第６章  計画実現のために

１ 計画の推進体制

本計画の推進にあたり、本町は「子ども・子育て支援新制度」の実施主体として、

全ての子どもとその保護者に適切な子育て環境が等しく確保されるよう、庁内連携は

もとより、庁外の各関係機関と連携し、総合的かつ計画的に施策を実施していくこと

とします。

特に「子ども・子育て支援新制度」に基づく教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の円滑な実施については、教育・保育施設等を運営する事業者との協力が不可

欠です。また、専門性の高い施策及び複数の市町村にまたがる広域的な対応が必要な

施策については、県が策定する子ども・子育て支援事業計画やその他の方針等に基づ

き、必要に応じて県の協力を受けながら推進を図っていきます。

一方で、子育てについては、まずは家庭が中心となるべきであり、子育て支援とし

て行政のできることには自ずから制約があります。それぞれの保護者に「子育ての基

本は家庭である」という認識を高めていただくとともに、子育てにおける保護者、特

に母親の負担をまわりが理解し、行政だけでなく、家族や地域がサポートするといっ

た、家庭や地域の取り組みを含めた子育て支援をまちぐるみで展開する必要がありま

す。町民一人ひとりが子育てと子育て支援の重要性を理解し、それに関する取り組み

を実践・継続していけるよう、広報おんがや町ホームページ上で本計画内容を公表し、

町民への周知徹底を図るとともに、各種行事や日々の行政活動など、あらゆる手段、

機会を利用して、子育て支援に取り組もうとする町民や地域の気運を高めていきます。
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２ 計画の進捗管理

（１）評価指標と数値目標の設定

本計画第 4章では、各種子ども・子育て支援施策の今後の方向性を定めるととも

に、必要に応じて、その活動量や成果を測定するための評価指標と目標値を設定し

ています。そこでの評価指標は、それぞれの施策や事業自体の管理・評価を主な目

的とするものです。

一方、本計画には、第 3章で示したように、計画全体が目指す基本理念と基本目

標があります。個々の施策や事業、さらには家庭や地域での取り組みの積み重ねに

よって、本町における現状の子育て環境を計画の目標年度までにどのように変えて

いくのか、また実際の取り組みによってどの程度成果があったのかを検証する、と

いう視点での評価指標と目標値の設定が必要です。

本計画では、遠賀町次世代育成支援後期行動計画における施策成果指標を引き継

ぎ、以下のとおり、目標値を設定します。

◆施策成果指標と数値目標

施 策 成 果 指 標
現 状

(平成 25 年度)
⇒

目 標
(平成 31 年度)

子育てに関して 「不安感や負担感など

を感じない」 保護者の割合

就学前児童 ３７．２％ ⇒ ５０％

小学校児童 ４４．２％ ⇒ ５０％

住んでいる地域の子育て環境に 「満

足している」 保護者の割合

就学前児童 ７３．２％ ⇒ ８０％

小学校児童 ７９．９％ ⇒ ８０％

（２）進捗状況の点検と評価・公表

本計画については、福祉課※が中心となって、毎年進捗状況を把握・点検し、「遠

賀町子ども・子育て会議」において、その内容について評価を行います。

評価にあたっては、数値目標の達成度がその中心となりますが、上記施策成果指

標をはじめ成果に着目した指標については、毎年度検証することが難しいため、目

標年度における検証のみとします。

また、計画の進捗状況とその評価については、町ホームページ等で公表を行い、

町民への周知を図っていきます。
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なお、第 5章における教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」

及び「確保方策」に関しては、国の制度や町内施設の状況の変化に伴い、大きく変

動することも想定されることから、必要に応じて見直しを行うこととします。

※子ども・子育て支援新制度を円滑に実施するため、平成 27年 4月から新たに「健康こども課」を設置

します。したがって、計画の進捗状況の把握・点検についても「健康こども課」が引き継ぐことになり

ます。
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資料編

１ 事業者ヒアリングの結果概要

１．遠賀川保育園

（１）施設運営にあたっての課題

①保育士の確保

・年度当初は足りているが、10 月頃になると不足。大学に求人を出し、何と

か確保。

・町が人材登録制度（保育士バンク）を作ってくれると助かる。

②施設の老朽化

・施設の老朽化に伴う改修費、修繕費は毎年のように発生。経営上の負担と

なる。

（２）新制度についての不安や心配

①制度が理解できない

・そもそも目的が理解できない。待機児童の多い都会と遠賀町のような田舎

は違う。一律に扱うことが問題。本来は特区指定等でやるべきこと。

・認定こども園のメリットとして教育の提供が上げられるが、保育園利用者

のほとんどは保育を希望している方が多いと思っている。

・また、今の保育園でも一定の教育は行っている。

・例え、公定価格の設定で、認定こども園への誘導がなされたとしても、移

行する気はない。

（３）その他

・延長保育の時間延長や休日保育については、保育士の確保さえできれば実

施可能。

２．南部保育園

（１）施設運営にあたっての課題

①保育士の確保

・年度後半頃から不足。ハローワークや町報で募集し、何とか確保。

②施設の老朽化に伴う維持管理

・補助金があれば助かる。

（２）新制度についての不安や心配

・具体的ではないが、漠然とした不安・心配がある。

（３）小規模保育との連携について

・地域型保育事業の卒園後の受け入れはしていきたいと思うが、連携して受

け皿となり、確実に入園が保障される必要があるとなると難しいところも

ある。
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（４）その他

・平成 28 年度に改修を予定。0 歳児・1 歳児の部屋が狭いため、1 階保育室

の改修を行い 0 歳児・1 歳児の部屋を広くする予定。それに伴い定員増も

考えている。前回は、平成 14 年に大型改修を行った。

・現況の延長保育以外の時間外保育や休日保育、病児保育については、人の

問題があって、なかなか拡充が難しい。

３．山びこ保育園

（１）施設運営にあたっての課題

①保育士の確保

・保育士の退職への対応。年度当初より途中入所に対する保育士の確保が困

難。10 月～３月はパートで対応しているが、保育士の処遇改善が進まない

と、人材確保はますます難しくなる。

②事業の維持・拡大

・今後、増築するかどうかの検討はあるが、実際に増築するとなるといろい

ろな課題があり難しいと考えている。

③保育士の資質の維持・向上

・新卒採用で即戦力は現実には難しい。いろいろな研修を通じて資質を向上

させる必要がある。

・ベビーマッサージなどの研修には、積極的に参加させている。

④施設の維持管理

（２）新制度についての不安や心配

①制度が理解できない

②給付費等の金額や内容

・保育所から認定こども園への移行に関する情報不足。

③給付費請求など事務手続きの変更への対応

④漠然とした不安・心配

（３）その他

・新制度では、どこの保育所を利用するかは保護者の選択。質の向上に努め

る必要がある。

４．遠賀中央幼稚園

（１）施設運営にあたっての課題

①園児数の維持・拡大

・近隣の幼稚園の中では園児数は多い方（240 名定員で 265 名が利用）。町内

の方に選んでいただけるような園経営を目指している。

②事業の維持・拡大

・預かり保育は必要があれば時間や人数など拡大してもいいと思っている。

③幼稚園教諭の資質の維持・向上

・研修会や勉強会などを多く実施し、自己研鑽や後輩指導に努める。

④施設の維持管理
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（２）新制度についての不安や心配

・給付費等の金額や内容が不明瞭なので、今後の動向を見たいと思う。

  （３）新制度移行についての考え

・町内でただ一つの幼稚園として「遠賀中央幼稚園に通わせたい」という保

護者のニーズに応えるためにも、現行制度にとどまりたいと考えている。

（４）地域型保育事業の事業者との連携

・条件や内容によっては連携してもよい。

５．愛あい保育園

（１）施設運営にあたっての課題

①資金繰り

・病院に勤める看護師の子どもを預かる院内保育所。

・地元の保育士を採用するという条件で、運営はアイグランに委託。県の助

成金をいただいている。

・１月 1 万円＋おやつ代

（２）給付事業への移行について

・現時点ではどちらともいえないが、建物のスペース等を考えると現実には

難しい。

・いろいろな情報提供はいただきたい。
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２ 遠賀町子ども・子育て会議条例

平成 25 年 9 月 24 日条例第 29 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項及び第３項の規定に基づき、遠賀町子ども・子育て会議（以下「子ども・

子育て会議」という。）を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（所掌事務）

第３条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、町長に意見を述べること。

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、町長に意見を述べること。

(３) 遠賀町子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関し、町長に意見を述

べること。

(４) 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関し、必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

２ 子ども・子育て会議は、前項に規定するもののほか、子ども・子育て支援施策

に関し、町長が必要と認める事項について調査審議することができる。

（組織）

第４条 子ども・子育て会議は、委員 12 人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(１) 子どもの保護者

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(３) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(４) その他町長が必要と認める者

（任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 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。

（会長及び副会長）

第６条 子ども・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

出する。

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第７条 子ども・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、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
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３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

（協力の要請）

第８条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提

出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

（委任）

第 10 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、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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３ 遠賀町子ども・子育て会議委員名簿

４ 遠賀町子ども・子育て会議の開催状況

開催年月日 議事の内容

第1回 平成25年11月18日
 (1)計画策定のためのアンケートについて
 (2)今後のスケジュールについて

第2回 平成26年2月27日
 (1)次世代育成支援後期行動計画の実施状況について
 (2)アンケート調査結果の概要について

第3回 平成26年3月25日

 (1)次世代育成支援後期行動計画の進捗状況について
 (2)教育・保育施設等供給意向調査結果について
 (3)量の見込みの算出結果と現状値について
 (4)計画骨子案について

第4回 平成26年7月15日
 (1)子ども・子育て支援事業計画に係る量の見込みについて
 (2)平成26年度のスケジュールについて

第5回 平成26年9月24日
 (1)子ども・子育て支援事業計画素案について
 (2)保育の必要性の認定について

第6回 平成26年11月19日  (1)子ども・子育て支援事業計画素案について

第7回 平成27年1月22日
 (1)パブリックコメントの結果報告
 (2)子ども・子育て支援事業計画最終案について

氏　　　名 該当条項 所　　　　属

1 添 田 智 昭  (1) 子どもの保護者  南部保育園保護者会

2 中 西 智 子  (1) 子どもの保護者  遠賀中央幼稚園保護者会

3 向 井 美 和 子  (1) 子どもの保護者  家庭内保育

4 櫨 山 清 文  (1) 子どもの保護者  遠賀町ＰＴＡ連絡協議会

5 白 石 直 美  (2) 事業従事者  南部保育園　園長

6 信 行 甲 子  (2) 事業従事者  遠賀中央幼稚園　園長

7 吉 岡 美 保  (2) 事業従事者  遠賀南学童保育クラブ

8 早 川 由 紀  (2) 事業従事者  遠賀町社会福祉協議会

9 小 宮 順 一  (3) 学識経験者  遠賀町校長会会長 島門小学校 校長

10 末 吉 靖 彦  (3) 学識経験者  遠賀町教育委員会教育指導員

11 山 﨑 健 一  (4) その他  NPO法人きぬた
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