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第１節 すべての子どもが健やかに成長できるまちづくり

１．子どもの人権尊重と権利擁護の推進

＜現状と課題＞

2009 年は国連子どもの権利宣言から 50 周年、「児童の権利に関する条約（子どもの

権利条約）」採択から 20 周年にあたります。権利条約の中にも、すべての子どもには、

健やかに成長する権利、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られる権利、教育を受

ける権利、子ども達自身に関係のある事柄について意見を言ったり活動したりする参加

する権利があると謳われています。しかし、いまだ親から子への虐待、いじめなど子ど

もの人権を脅かす問題が後を絶ちません。それに加えて現在では子どもの貧困問題が大

きく取り上げられています。子どもの健全な育成にあたって、市民一人ひとりが子ども

の人権を十分に理解することが求められています。

ニーズ調査の結果をみると、子育てについて｢楽しいと感じる事の方が多い｣が68.7％

で最も多くなっている一方で、そう答えなかった人の 60.5％が｢仕事や自分のやりたい

ことなど自分の時間が十分に取れない｣ 55.3％が｢子育てのストレス等から子どもに

きつくあたってしまう｣ 40.8％が｢子育てによる身体の疲れが大きい｣と回答していま

す。子育ての悩みや不安を身近な場所で相談し、親の負担の軽減に努めるとともに、地

域で子どもの人権を侵害しているような兆し、たとえば虐待等の早期発見・早期対応が

できるようにすることが大切です。

現在、本市では、広く市民に対し人権認識の高揚を図るための講演会や、人権に関す

る講座や冊子の配布等によって啓発を行っています。また、いじめや不登校に関する問

題については、スクールカウンセラーによる相談等や学校外適応指導教室を活用するこ

とで、すべての子どもが等しく教育を受けることができるよう支援しています。

また、18 歳以下の身体障がい者手帳の所持者数は、平成 16 年度から横ばいですが、

療育手帳の所持者数は増加の傾向にあります。障がいのある子どもが、いきいきとした

生活を送り、将来自立した生活や社会参画を行うためには、障がいの有無にかかわらず、

ノーマライゼーションの理念に沿って、誰もが安心して地域で暮らせる環境づくりが必

要です。

すべての市民があらゆる機会を通じて、子どもの権利に対する理解を深め、人権認識
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を高めていくとともに、子どもの権利の侵害に対する予防や、早期発見・早期対応を行

う等、次代を担う子どもの健全な育ちを支える環境づくりが求められています。

（１）児童虐待防止対策の充実

＜施策の目的＞

平成 20年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は 42,662 件で、過

去最高になっていますが、平成 17 年度から市町村が第一義的な通告先となっており、

本市においても平成 20 年度は 199 件となっています。また、心中を除く虐待による死

亡事例は全国で毎年 50 件前後発生しています。子どもの命が失われるという痛ましい

結果にならないように、市民一人ひとりが子どもの人権を理解し、次代を担う子どもが

健やかに成長できる環境づくりを推進します。

＜施策の方向性＞

ア．本市においても平成 17年 10 月に「要保護児童対策地域協議会」が設置され、地域

の各機関及び団体が連携して対応を行っています。虐待が重大な子どもの人権侵害で

あることを市民や関係機関に働きかけ、地域全体で虐待防止に取り組む機運を醸成す

るとともに、虐待に関する通告義務の周知に努めます。

イ．関係機関職員・教職員等の虐待に対する対応力の向上を図るとともに、要保護児童

対策地域協議会との連携も深めながら、虐待のケースの検討や研修を行い、発生予防、

早期発見・早期対応に努めます。

ウ．児童虐待は予防が最も重要であることから、生後４か月までの子どもの家庭を全戸

訪問するこんにちは赤ちゃん事業や、家庭訪問支援員が訪問による支援を行うことで、

孤立しがちな家庭等への育児支援に努めます。

エ．子どもを虐待する親に対し、親の回復プログラム事業を実施する事で親子関係の再

統合及び修復を図っていきます。また、子ども自身へも暴力防止プログラム講座を行

い、子ども自身が自分の身を守る力を育てていきます。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１
要保護児童対策地域協
議会

保健、福祉、医療をはじめ教育、警察等児童
の関係機関が児童虐待の予防、早期発見から
妊婦も含めた児童とその家族への援助にい
たるまで、有機的な連携に基づいた援助方
策、援助システムを検討し虐待の防止等を推
進します。また、定期的な児童の状況確認、
必要に応じたケース会議等を行い、関係機関
の連携を図ります。

子育て支援課

２ 虐待防止対策の周知
児童虐待防止のために、子ども自身はもとよ
り市民全体に向けて広報・啓発活動など様々
な取り組みを行います。

子育て支援課

３
虐待に関する研修の実
施

関係者及び、関係機関に対し研修の充実を図
っていきます。

教育指導室   
子育て支援課

４
こんにちは赤ちゃん事
業

児童福祉法に基づき、生後４か月までの乳児
のいる全家庭を訪問し、乳児の体重測定や育
児の相談に応じ、母親の育児不安を解消し、
虐待予防に努めます。訪問の際には予防接種
手帳を配付します。

健康づくり推
進課

５ 育児支援家庭訪問事業
養育支援が特に必要であると判断した家庭
に対して家庭訪問支援員の訪問により支援
を行います。

子育て支援課

６
子どもへの暴力防止プ
ログラム～ＣＡＰ（巡
回公民館講座）

幼稚園児(５歳児)および保護者を対象に、子
ども自らが虐待・誘拐・いじめ等から身を守
る意識を育てるため、引き続き学習の実施に
むけ充実を図っていきます。

中央公民館

７ 親支援事業

虐待を起こした親の回復のため、プログラム
を実施することにより、子どもへの関わり方
を変えていくことができるように支援し、家
族の再統合を図っていきます。

子育て支援課

（２）障がいのある子どもへの支援

＜施策の目的＞

「富田林市障害者計画」の基本理念である、ノーマライゼーション、リハビリテーシ

ョン、ソーシャル・インクルージョンを踏まえ、障がいの有無に関わらずすべての子

どもが、保護者とともに地域で社会の一員として充実した生活を送ることができるよ

う、みんなで支えあう福祉のコミュニティづくりを目指します。

＜施策の方向性＞

ア．障がいのある子どもに対する支援については、障害児通園施設、ホームヘルパー、

ガイドヘルパーの派遣、ショートステイ、ライフサポート推進事業などの充実に努め

ていきます。

イ．保育所や学童クラブでも障がいのある子どもの受け入れに努め、巡回相談や職員配
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置などに配慮していきます。

ウ．だれもが安全安心に移動でき、人にやさしいまちをめざす市の基本構想に基づき、

交通等のバリアフリー化を推進します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

８ 相談支援事業
障がい者地域自立支援協議会を中核にし、障
がい種別に対応できる総合的な相談窓口を
設置して相談体制の充実を図ります。

障害福祉課

９ 居宅支援サービス
障がい児のホームヘルプ、移動支援・ショー
トステイ・デイサービス事業を行っていきま
す。

障害福祉課

１０
在宅重度障害者（児）
短期入所サービス

重度の身体障がい児又は知的障がい児等を
介護されている保護者が病気や出産などの
社会的理由により、家庭における介護ができ
ず、入所日までに介護給付の支給決定を受け
ることが困難な時に、一時的に施設を利用で
きるサービスを行っていきます。

障害福祉課

１１
難病患者等に日常生活
用具の給付

難病患者等が日常生活を円滑に行うため、日
常生活用具の給付を行います。

障害福祉課

１２
市郵送用封筒点字打刻
事業

視覚障がい者（児）への情報提供の促進を図
るため、市役所から発信する封書に市の名前
を点字表示していきます。

障害福祉課

１３
ライフサポート推進事
業

障がい児（者）とその家族の就労及び生活を
支援することを目的に、障がい児（者）の通
学・通所の支援（送迎サービス）、一時預か
り支援、宿泊支援事業を行います。

障害福祉課

１４ 障がい児保育事業

特に配慮を要する児童を保育所で、健常児と
ともに集団保育することにより、当該児童の
健全育成の充実を図っています。そのために
も、受け入れについて、施設機能や職員配置
など児童にとってより安全で安心な体制を
構築していきます。

保育課

１５
学童クラブでの障がい
のある児童の受け入れ
体制の充実

障がいのある児童については、指導員の加配
を行う等できる限り受け入れ体制を充実し
ていきます。

子育て支援課

１６
障がい児学童クラブ運
営補助

障がい児の健全育成のため、留守家庭障害児
児童会運営事業を実施する団体に補助金を
交付し活動を支援していきます。

子育て支援課

１７ 通園施設運営補助

社会福祉法人聖徳園が運営する聖徳知的障
害児通園施設及び聖徳肢体不自由児通園施
設に対し、補助金を交付し、その保育内容の
充実と運営の健全化を図っていきます。

子育て支援課

１８
主催講座
「ふれあい体ほぐしの
体操」

三中校区の小学校の障がい児が運動を通じ
て互いの親睦を図ることを目的にし、継続し
て実施していきます。

東公民館
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事業
番号

事業 内容 所管

１９
重度心身障がい者等医
療

身体障がい者手帳１級または２級に該当す
る者、療育手帳Ａまたは判定機関において同
程度と判定された者、身体障がい者手帳を所
持し、かつ療育手帳Ｂ１または判定機関にお
いて同程度と判定された者が、健康保険証を
使って、病院等で受診したときの自己負担分
（一部自己負担金があります）を公費で助成
することにより、その健康の保持及び生活の
安定に寄与し、対象者の福祉の増進を図って
いきます。

福祉医療課

２０
交通等バリアフリー基
本構想推進事業

｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律｣に基づく、市の基本構想に基
づきバリアフリー化を推進します。

まちづくり推
進課

（３）子どもの権利を大切にする取り組みの充実

＜施策の目的＞

すべての子どもが、性別、国籍、障がいの有無、家庭の形態等によって差別されるこ

となく、個性や能力を発揮できるよう、市民との協働及び国・府・関係機関との連携を

図りながら、権利教育に取り組むとともに人権問題に関する理解を深め、すべての子ど

もの人権が尊重される潤いのある豊かなまちの実現をめざします。

＜施策の方向性＞

ア．子どもは一人の人間として大人と同じ人格を持つ社会の一員として認められること

を必要としています。市民一人ひとりが子どもにも一人の人間として自分らしく生き

る権利があることに理解を深めることができるよう啓発に取り組みます。また、子ど

も自身が権利の主体として自覚し、自他ともに個人として尊重することの大切さを培

うことができるよう人権教育に取り組んでいきます。

イ．関係機関職員や教職員等は、子どもの人権を確立していく立場から、人権について

認識を深めることが必要であり、虐待やＤＶに対する研修に取り組んでいきます。

ウ．子どもが人権侵害を受けたり、または受ける恐れがある場合、より適切な対応がで

きるよう、人権に関する相談体制の構築に努めます。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２１
子どもの人権を尊重す
る啓発・相談活動

啓発冊子の配布や人権ポスターへの取り組
みを通じて、「子どもの権利条約」をはじめ、
子どもの権利保障について啓発活動を充実
させ、さらに子ども自身が権利の主体として
自覚・自立していけるよう人権教育・啓発活
動に取り組んでいきます。
また、人権擁護委員の協力を得ながら人権相
談の強化を行っていきます。

人権政策課

２２ 平和を考える啓発活動

平和の大切さや権利について自ら考え行動
できる自主性を育んでいけるよう、小学生を
対象に非核平和ポスターを募集し戦争展で
展示します。
また、広島の平和祈念式典に親子を市民代表
として派遣するなど、平和への取り組みに主
体的に参加できる機会の充実や支援を行っ
ていきます。

人権政策課

２３
虐待に関する研修の実
施（再掲）

関係者及び、関係機関に対し研修の充実を図
っていきます。

教育指導室   
子育て支援課

２４
ＤＶに対する研修の実
施

ＤＶに対する適正な対応を図るため、各学校
の教員に対し研修の充実を図っていきます。

教育指導室

２５
総合相談事業
(人権相談・生活相談)

人権相談及び生活相談において、子どもに関
わる相談について、関係機関と連携を図り、
より適切な対応ができるよう支援していき
ます。また、ケースによっては、相談者に同
行しながら関係専門機関に繋げていきます。

人権文化セン
ター

（４）子どもが相談できる体制の充実

＜施策の目的＞

友達からのいじめや、親からの虐待などの子ども自身の悩み相談をしっかりと受けて

いく体制を充実していきます。中学生自身のアンケート結果からも、｢どこに相談して

いいかわからない｣｢誰にも相談したくない｣等の回答の割合も高くあることから、子ど

もの身近なところで相談できる窓口を設置し、その周知にも努めていきます。

＜施策の方向性＞

ア．いじめ・不登校・児童虐待などの問題に対応するために、児童・生徒の不安や悩み

を受け止め、解決につながる積極的な相談体制の充実及び相談窓口の周知や、関係機

関の連携を図ります。

イ．児童生徒の相談にのり、心理的な解決を図る事を目的にして、学校内に心の専門家

であるスクールカウンセラーを配置し、不登校や問題行動等の対応にあたっていきま

す。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２６ 児童家庭相談
家庭における 18 歳未満の児童の養育相談及
び児童自身の相談に応じるなど、児童家庭相
談体制の充実を図ります。

子育て支援課

２７ すこやか教育電話相談
いじめ・不登校・進学・児童虐待など子育て
や教育に関する相談を専門の相談員が一緒
に考え､悩みに答えていきます。

教育指導室

２８ 民生委員・児童委員

日々の活動の中で、地域住民を対象に幅広く
相談に応じ、生活困窮者・障がい者・高齢者・
ひとり親家庭・低所得階層の人々をはじめ、
様々な理由により社会的な支援が必要と考
えられる人に対して必要な援助を行ってい
きます。

地域福祉課

２９ 相談窓口の周知

子どもの成長発達、子育て等の相談、子ども
自身の相談窓口の案内を行っていきます。各
機関で行われている相談窓口の連携も図っ
ていきます。

子育て支援課

３０
不登校児童生徒対策の
推進

学校外適応指導教室｢すこやかスクールＹＯ
ＵＹＯＵ｣、学校内スクールカウンセラー配
置事業など、学校復帰をめざした取り組みの
整備充実を図っていきます。

教育指導室
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２．子どもや母親の健康・安全の確保

＜現状と課題＞

最近は、産科の減少や核家族化・地域社会のつながりの希薄化などから、安心して出

産できない状況にあります。身近に出産や育児に関する知識が得られ、両親が喜んで赤

ちゃんを迎えられる環境の確保が求められるようになっています。現在、本市では、子

どもを安心して生み育てるために、母子健康手帳交付、妊婦健診、新生児訪問等、様々

な事業を行っています。乳幼児健診は、４か月児、１歳７か月児、３歳６か月児を対象

に集団健診を実施しています。

小児医療は安心して子どもを生み育てるための基盤となるものです。ニーズ調査の結

果をみると、かかりつけ医は就学前児童を持つ保護者で 82.6％、小学生児童を持つ保

護者で 77.5％が「いる」と回答しています。しかし、急病時に診てくれる医療機関が

見つからず困った経験については、平成 17 年調査よりも減少したものの就学前児童を

持つ保護者で 24.7％、小学生児童を持つ保護者で 31.7％の人が「ある」と回答してい

ます。また、行政に求める支援として、「安心して子どもが医療機関（小児救急など）

を利用できる体制を整備する」が就学前児童を持つ保護者で 65.4％（平成 17年調査よ

り 28 ポイント増）、小学生児童を持つ保護者で 68.9％（平成 17 年調査より 18 ポイン

ト増）を占めています。これらのことから、小児医療の充実及び小児医療に関する情報

提供が求められています。

子どもの事故予防では、乳幼児死亡に大きな原因となる「不慮の事故」は、予防可能

なものであり、子どもの事故を防ぐためには、一人ひとりの大人が事故予防への認識を

深めることが大切です。また、児童を含む市民が突然の事故に遭った時、周りにいる人

たちが適切な応急手当を行えるよう、応急手当の普及啓発を推進していきます。

最近、児童・生徒の朝食の欠食など食生活の乱れによる心身・学力・生活などへの影

響が問題となっています。ニーズ調査の結果をみると、朝食の欠食率は児童の年齢が高

くなるほど上昇しており、就寝時間の遅いことが欠食や学校生活へも影響を与えている

と考えられることから、食事や睡眠などの生活習慣について家庭での教育や学校での指

導の充実が求められます。
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（１）健やかな妊娠・出産への支援

＜施策の目的＞

安全に安心して妊娠・出産ができ、子育てが始められるよう妊娠期からの継続した支

援体制を推進します。また、安全確保のみならず、妊産婦に対して産後うつを含むメン

タルケアの充実を図ります。

＜施策の方向性＞

ア．子育て家庭にとって、子どもを安心して生み育てるための知識が必要であることか

ら、母子健康手帳交付時において妊産婦健診の必要性等の情報提供に努めます。

イ．安心して出産、子育てができ、子どもが健やかに成長することができるよう、妊婦

健診や出生後の乳児一般健診を行うとともに、若年・高年齢初妊婦等のハイリスク妊

婦訪問や赤ちゃんを迎える教室、新生児訪問を通して妊産婦の不安の解消や異常の早

期発見に努めます。また、産科との連携を進め、妊娠中からの支援の強化を図ります。

ウ．生後４か月までの乳幼児のいる全家庭を訪問するこんにちは赤ちゃん事業を実施し、

必要な家庭に対しては継続的な支援を行っていきます。

エ．子どもの出産時に安心して出産できるよう、出産育児一時金の支給制度や、経済的

に入院出産が困難な場合の助産施設への入所制度の周知に努めます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

３１ 母子健康手帳交付

母子保健法に基づき、妊娠の届け出をした者
に対して母子健康手帳を交付します。
交付時に父子手帳、マタニティキーホルダ
ー、妊婦健康診査受診券も配付していきま
す。

健康づくり推
進課

３２ 妊婦一般健康診査

合併疾患のチェック、流早産未熟児出生及び
Ｂ型肝炎ウイルスの母子感染の予防を目的
にした健康診査の実施と受診率の向上を図
っていきます。公費助成を 14 回にすること
で妊婦健診の未受診防止に努めます。

健康づくり推
進課

３３ 赤ちゃんを迎える教室

妊婦とその家族を対象に妊娠・出産・育児に
関する知識の啓発及び妊婦同士の仲間づく
り、父親の育児参加の動機づけを目的に実施
していきます。

健康づくり推
進課

３４ 新生児訪問

母子保健法に基づき、新生児・産婦に対して
不安の解消、異常の早期発見、母乳育児の確
立を目的にした訪問指導の実施と初産婦の
利用率の向上を図っていきます。

健康づくり推
進課
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事業
番号

事業 内容 所管

３５
こんにちは赤ちゃん事
業（再掲）

児童福祉法に基づき、生後 4か月までの乳児
のいる全家庭を訪問し、乳児の体重測定や育
児の相談に応じ、母親の育児不安を解消し、
虐待予防に努めます。訪問の際には予防接種
手帳を配付します。

健康づくり推
進課

３６ 助産の扶助

妊産婦が経済的理由により、入院助産が困難
な場合に、助産施設での出産を支援します。
あわせて、養育支援が特に必要である妊婦に
対して、関係機関と連携して支援していきま
す。

子育て支援課

３７ 出産育児一時金の支給

子どもを出産するとき国民健康保険では、ご
家族の方が出産費用を気にせず安心して出
産していただくために、出産育児一時金を支
給していきます。

保険年金課

（２）子どもや母親の健康確保

＜施策の目的＞

子どもや母親の健康を確保することは、子どもが健やかに成長する上で欠かせない

要素であることから、従来の各種健診、相談、子育て支援事業をさらに充実させ、子

どもとその母親の健康を支援します。

＜施策の方向性＞

ア．乳幼児健診や歯科健診において、疾病の予防や早期発見・早期治療に努めます。

また、保護者に対しては、各種健診での子どもの発育・発達、栄養、歯科保健に関

する指導や相談を通して日ごろの育児不安の解消を図るとともに、経過観察の必要

な乳幼児については、二次健診や電話相談、訪問指導等により、子どもの健やかな

成長と保護者への支援に努めます。

イ．各種健診の実施により、児童・生徒の健康を確保します。

ウ．育児や子どもへの接し方等について、悩みを抱え、育児に不安や負担を感じてい

る保護者に対して、保健師・栄養士・助産師・心理相談員等がより専門的に対応し、

必要に応じて関係機関との連携を図りながら継続的に支援します。

エ．出生から小学３年生までの医療費の自己負担について支援を行います。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

３８

乳幼児健診
（乳児一般健康診査）
（４か月児健診）
（乳児後期健康診査）
（１歳７か月児健診）
（３歳６か月児健診）

乳幼児の疾病予防や早期発見・早期治療及び
保護者に乳幼児の健全な育成及び子育て支
援を目的として、発育､発達､栄養､育児及び
歯科保健に関する相談､保健指導を実施して
いる健康診査の受診率の向上を図っていき
ます。また、乳児後期健診においては、かか
りつけ医を持つことを目的に医療機関で実
施します。

健康づくり推
進課

３９

乳幼児二次健診
（約束健診）
（発達相談）
（視聴覚検診）

乳幼児健診や電話相談、訪問活動等において
経過観察を必要とする乳幼児に医師、心理相
談員による診察・相談を実施します。なお保
健師、栄養士による相談も併設していきま
す。また、３歳６か月児健診において必要と
する幼児に医療機関委託による視聴覚検診
の実施と受診率の向上を図っていきます。

健康づくり推
進課

４０ 乳幼児訪問指導
乳幼児健診や電話相談等において、乳幼児の
経過観察及び保護者の不安解消を目的にし
た訪問指導の実施の充実を図っていきます。

健康づくり推
進課

４１

歯科疾患の予防
（２歳６か月児歯科健診）

（１歳８か月児歯科

フォロー教室）

（２歳７か月児歯科

フォロー教室）

生涯を通じた健康づくりの基礎を築くもの
として、う蝕等の歯科疾患の予防を目的に､
幼児及びその保護者に対して､口腔内診査､
予防処置（フッ素塗布）､保健指導､カリオス
タット等の実施と受診率の向上を図ってい
きます。

健康づくり推
進課

４２ 各種健診の実施
各種診断を実施し、児童、生徒の健康保持を
図っています。

小学校
中学校

４３ 予防接種の実施

乳幼児、児童及び生徒への予防接種の実施と
接種率の向上を図っていきます。
ＢＣＧ ＤＰＴ（ジフテリア・百日せき
・破傷風混合）
ＭＲ（麻しん風しん混合）
第２期ＤＴ（ジフテリア・破傷風混合）
日本脳炎  ポリオ                      

健康づくり推
進課

４４ 子育て相談会

保健師・栄養士・助産師・心理相談員などの
専門職が実施している個別相談会を行うこ
とで育児の悩みや不安などの解消を図って
いきます。

健康づくり推
進課

４５ 乳幼児医療

出生の日から小学校３年生までの乳幼児等
の入院・通院について、保険診療で医療機関
に支払う自己負担分（一部自己負担金があり
ます）を助成していきます。

福祉医療課
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（３）食育の推進

＜施策の目的＞

「食」は生きる上での基本であり、健全な身体と心豊かな人間性の形成や家族づくり

の基礎となることから、乳幼児期から健康な食生活習慣を身に付けることが大切です。

このため、乳幼児期から思春期にわたる各段階に応じた継続的な啓発や教室、情報提供

をとおして、食に関する知識と選択する力を習得し、健全な食生活が実践できる食育の

推進をしていきます。

＜施策の方向性＞

ア．育児教室や健診、出前講座を通じて食育に関する啓発や指導を実施します。

イ．学校給食においては、食に関する指導を推進するとともに、市立中学校全校の給食

を実施します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

４６
育児教室
（ぴよぴよクラス）
（すくすくクラス）

母子保健法に基づき離乳食の進め方、その他
交流会や育児・歯科保健に関する保健指導を
実施。母子の健全育成、正しい知識の啓発を
行っていきます。

健康づくり推
進課

４７ 食育啓発事業

食に関する教育等を継続して実施し、食育啓
発事業を行っていきます。
４か月児健診時集団教育
１歳７か月児健診時集団教育
３歳６か月児健診時集団教育
ぴよぴよクラス すくすくクラス
出前講座

健康づくり推
進課

４８ 小中学校給食実施運営

市立小中学校において学校給食を実施し、こ
れを生きた教材として食に関する指導を推
進します。
使用食品は国内産を原則として安全な食事
を提供し、また安心して食べてもらえるよう
情報発信にも努めます。

学校給食課

４９
中学校給食施設整備事
業

Ｈ18 年度より実施中の葛城中学校を含め、
Ｈ21 年度末までに中学校計５校において学
校給食が実施されます。
Ｈ22 年度には残る３校において学校給食実
施の体制を整えます。

学校給食課
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（４）小児医療の充実

＜施策の目的＞

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスが受けられることは大事なこ

とです。小児医療の充実及び小児医療に関する情報提供は欠かせないものであることか

ら、かかりつけ医の普及促進や小児救急医療体制の充実及び情報提供に努めます。

＜施策の方向性＞

ア．小児医療は、子どもが健やかに成長するためには大切な基盤となるものであること

から、小児医療体制の充実に努めます。

イ．乳幼児やひとり親家庭を対象として、入院・通院に対する医療費の助成を引き続き

行うとともに、かかりつけ医を持つことへの働きかけを行います。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

５０ 小児救急
南河内南部広域小児急病診療体制の拡充を
医療機関、医師会等関係機関の協力を得なが
ら図っていきます。

健康づくり推
進課

５１ 二次救急医療
小児科の救急告示をしている二次救急医療
病院への助成を継続していきます。

健康づくり推
進課

５２ 乳幼児医療（再掲）

出生の日から小学校３年生までの乳幼児等
の入院・通院について、保険診療で医療機関
に支払う自己負担分（一部自己負担金があり
ます）を助成していきます。

福祉医療課

５３ ひとり親家庭医療

18 歳に到達した年度末日までの子とひとり
親又は養育者が、健康保険証を使って、病院
等で受診したときの自己負担分（一部自己負
担金があります）を公費で助成することによ
り、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全
な育成を図っていきます。

福祉医療課

５４ かかりつけ医制度
かかりつけ医（小児科）の普及促進を図って
いきます。

健康づくり推
進課

（５）子どもの事故予防

＜施策の目的＞

子どもの死因の１位は不慮の事故によるもので、溺水や転落、やけど、誤飲等家庭の

中で起きる事故が多くなっています。乳幼児期に起こりやすい事故を、周りの大人の工

夫で防ぐため事故予防教育を推進します。
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＜施策の方向性＞

ア．乳幼児死亡の大きな原因となる不慮の事故を予防するために、乳幼児健診や育児教

室、出前講座の機会を利用して事故予防教育を実施しています。

イ．児童を含む市民の突然の事故に対する応急手当の普及を図ります。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

５５
事故予防教育

乳幼児死亡の大きな原因となる不慮の事故
を予防するために４か月児健診、育児教室に
おいて事故予防教育を実施します。出前講座
等においても実施をするとともに回数の増
を図っていきます。
４か月児健診時集団教育
１歳７か月児健診時集団教育
３歳６か月児健診時集団教育
ぴよぴよクラス
すくすくクラス
出前講座

健康づくり推
進課

５６
応急手当の普及啓発事
業

児童を含む市民が突然の事故に遭った時、周
りにいる人たちが適切な応急手当を行える
よう、応急手当の普及啓発事業を実施しま
す。また、講師として救急救命士等が講習を
行い内容の充実を図ります。

警備救急課
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３．心豊かな子どもを育む教育環境の整備

＜現状と課題＞

子どもが生まれながらにして持つ自ら育つ力を生かして成長していくためには、知識

や技能はもちろんのこと、学ぶ意欲や自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、

行動し、より良く問題解決する能力の習得が必要となります。そのような能力は、読書

や自然体験活動、異文化交流など、様々な体験の中で多くの人々とのふれあいを通して

育まれると考えられます。ニーズ調査の結果をみると、地域の環境が子どもにとって自

然、社会、文化などの体験をしやすいかどうかについて、「体験しやすいと思う」が28.0％、

「体験しやすいとは思わない」が 22.4％となっています。今後も豊かな農業空間や自

然環境などの地域資源を活用した一層の取り組みが望まれています。

青少年期は、男女相互の人権と性を尊重する認識を育むとともに、子どもを産み育て

ることの大切さを学ぶことが必要です。

今後、子ども数の減少が遊びを通じての仲間づくりや、社会性の向上に影響を及ぼす

ことが予想されます。ニーズ調査の結果をみると、公民館や青少年会館などの公共施設

でどのような企画やサービスがあれば参加してみたいかについて、「気軽にスポーツを

楽しめる」が 58.6％、「工作などの楽しい講座がある」が 52.3％、「いろんな図書を自

由に読むことができる」が 45.6％などとなっています。学校での教育力、家庭での教

育力、地域での教育力をそれぞれ生かし連携しながら、多様な体験や交流を通じた居場

所づくりを推進していくことが必要です。

（１）幼児・児童教育の充実

＜施策の目的＞

子ども自身が、心豊かに育つことができるよう、学校園・地域における様々な体験活

動・カリキュラム等を実施します。

幼児教育全体の進行を図るため、幼稚園教育のあり方やその果たすべき役割について、

客観的に検討を進めるための体制づくりに努めるとともに、保護者の子育ての実態に応

じた支援を推進します。

＜施策の方向性＞

ア．乳幼児期から本に親しみ豊かな心を育むことができるよう、絵本などの紹介をしま

す。また、学校園と図書館との連携により、本に親しむ習慣を身につけるよう支援を
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行います。

イ．児童一人ひとりに応じたきめ細かな教育を進めていきます。特別支援教育において

は、コーディネーターを中心に特別な教育的ニーズのある子ども達に対して、医療や

福祉等関係機関と連携しながら適切な支援を行っていきます。

ウ．豊かな人間性や社会性を育むため、実体験を通して実際の生活や社会のあり方を学

ぶなど、体験的な教育活動の充実を図ります。

エ．国際化社会に対応する感覚を身につけるため、学校園において英語や多文化に親し

む教育を進めるとともに、姉妹都市交流など国際交流を実施します。

オ．図書館では利用促進のため、ブックスタート、おはなし会、ブック便、ヤングコー

ナー等各世代へのサービスを実施しています。今後も公民館・図書館等の地域の施設

等で行われている各種講座や情報提供等を通して心豊かな人間性の育成に努めます。

カ．子どものリーダーとしての資質や社会性を培うための事業を実施します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

５７
ブックスタート支援事
業

保護者の方に絵本を通じて、乳幼児との“ふ
れあいの必要性”についての働きかけや、図
書館の利用案内を行うものとして、保健セン
ター（健康づくり推進課）で開催される『４
か月児健診』（毎月２回）開催時にあわせて
行い、啓発に努めていきます｡
健診に参加された乳幼児に絵本を配布して
いきます。また、健診の待ち時間に図書館ボ
ランティアによる絵本の読み聞かせを行っ
ていきます。

図書館

５８
ブックスタートフォロ
ーアップ事業

ブックスタート支援事業により、絵本と図書
館に対する保護者の関心や興味が広がって
います。さらに、関心を深め、継続的な図書
館利用を促すために保護者と乳幼児が絵本
とわらべうたに親しんでもらう取り組みで
す。健康づくり推進課の保健師と連携し進め
ていきます。
あかちゃんのおはなし会
おやこでたのしむわらべうた

図書館

５９
おはなし会等児童向け
行事

図書館に来る子どもだけでなく、図書館にあ
まり足を運ばない子どもにも図書館に親し
みをもってもらい、利用を促進し、子どもの
読書活動を活発にし、本や図書館利用に親し
んでいない子どもにはその動機づけをする
取り組みを進めていきます。
おはなし会
よみきかせ
夏休みおたのしみ会

図書館
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事業
番号

事業 内容 所管

６０
おすすめ本の展示・リ
スト作成

子どもたちが図書館にあるたくさんの本の
中から、よき本と出合えるよう、テーマに沿
った本の展示・リスト作成を定期的に行って
いきます。また、夏休みに向けて作成したお
すすめ本リストを全小学生・中学生に学校を
通じて配布していきます。
「こどもインフォメーション」に毎号図書館
の本紹介を掲載しています。
えほんいろいろ
ほんいろいろ
夏のおてがみ

図書館

６１
幼稚園・保育園・学校
等との連携事業

１．団体貸出
子どもたちが一日の大半を過ごす場である
幼稚園・保育園・学校等へ本の団体貸出を行
い、読書環境の充実に取り組んでいきます。
２．小学１年生オリエンテーション
市内全小学校へ出向き、１年生に図書館の使
い方の説明や本の紹介をしていきます。
３．小学校の図書館見学
希望される学校の見学を受けます。市の図書
館について、仕事の内容について映像を使っ
て説明したり、本の紹介もしていきます。
４．中学校の体験学習
生徒に図書館の仕事を体験してもらい、労働
と図書館についての理解を深めてもらいま
す。

図書館

６２ 学校図書館支援事業

市内全小学校（16 校）と中学校(８校)の学
校図書館に、月１回調べ学習等で希望の本を
集めて配送する学校図書館ブック便を走ら
せます。

図書館

６３ 自動車文庫事業
市内小学校内に停車していた自動車文庫の
ステーションを地域に移動し、小学生に加え
幼児の利用もしやすくします。

図書館

６４ 特別支援教育

特別支援教育コーディネーターを中心とし
て、校内の体制作りとともに、医療や福祉等
の関係機関と連携しながら、特別な教育的ニ
ーズのある子どもたちに対して、適切な指導
や支援を行っていきます。

小学校
中学校

６５ 生徒指導の充実
幼児・児童・生徒の健全な育成を図るため、
また様々な問題行動・課題に対する予防や適
切な指導を目標に研修等を進めていきます。

教育指導室
各学校園

６６ キャリア教育
職場見学やキッズマート・インターシップ
等、仕事の体験教育実施の充実を図ります。

小学校
中学校

６７ 児童の図書館体験講座

春休みと夏休みに、小学５・６年生(若干名)
に図書館の仕事を体験してもらう取り組み
をします。
  やってみよう！図書館の仕事

図書館

６８
放課後子ども教室推進
事業

地域社会全体で、未来を担う子どもの豊かな
成長を育む事を目的に、市内全小学校で、放
課後や週末等に子どもの体験・交流活動を地
域ボランティアの協力を得て開催していき
ます。

社会教育課
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事業
番号

事業 内容 所管

６９
多文化理解・英語教育
の充実

急激に発展する情報化・国際化社会に対応す
るため、ＡＬＴを学校園に派遣し、異文化交
流を含め幼稚園での英語遊び、小学校での国
際理解教育、中学校での英語教育支援を進め
ていきます。

教育指導室

７０ 姉妹都市等友好事業

姉妹都市米国ベスレヘム市との交流事業を
実施していきます。毎年 11 月に開催してい
る英語弁論大会では、平成 17 年度より小学
生の部を設けており、市民の英語能力向上を
目指します。

市民協働課

７１ 子ども対象講座の実施
春・夏・冬休みを中心に子どもや親子対象の
手作り教室や体験教室の実施を目指します。

中央公民館
東公民館
金剛公民館

７２
子ども対象の人形劇の
実施

公民館まつり等において、人形劇やマリオネ
ットの発表会や巡回公民館講座で人形劇の
出前を行っていきます。

中央公民館

７３ 児童の健全育成
体育館を活用して、児童の心身の健全育成の
ため、余暇を利用した当事業を進めていきま
す。

東公民館

７４
夏休み子ども巡回映画
大会

７月下旬に希望地区で子ども向け映画を巡
回上映していきます。

社会教育課

７５
ジュニアリーダー養成
事業

小学５・６年生を対象に、各地区子ども会の
リーダーを養成していきます。

社会教育課

７６
ジュニア・スポーツリ
ーダー・セミナー

スポーツ・レクリエーションの技術向上だけ
でなく、セミナーを通していろいろな人との
ふれあいの中で、人間関係をコーディネート
出来る自主性のあるリーダーを養成するこ
とを目的に、年 10 回のセミナーを開催しま
す。

スポーツ振興
課

（２）青少年期の健全育成

＜施策の目的＞

心身ともに大きく成長する青少年期において、健やかにそして主体性をもって、たく

ましく成長していけるように支援していきます。次代の親となる中高生が、子どもを生

み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解できるようにするとともに、

ジェンダーの視点を持った啓発に努めます。

様々なメディアから発信される性や暴力に関する有害情報が、子どもに悪影響を与え

ることが懸念されていることから、児童・生徒にとって有害となる環境の除去に努め、

青少年の健全育成を推進します。

＜施策の方向性＞

ア．男女が互いに理解し尊重し合うことが大切であり、性に関する正しい知識の普及を

図ることが必要です。小・中学校の保健体育等の授業において、性教育、性感染症に
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対する正しい知識の普及・啓発に努めます。

イ．保育所や幼稚園での体験学習を通じて乳幼児とふれあう機会を持ち、子育ての楽し

さや子どもを生み育てることの重要さ、男女が協力して家庭を築くことの大切さにつ

いて啓発していきます。

ウ．各中学校区に学校・家庭・地域が協働で「すこやかネット」を設置し、教育コミュ

ニティづくりを進め、家庭の教育力の向上や開かれた学校づくり、青少年の健全育成

の取り組みを推進しています。

エ．青少年にとって有害な図書などを把握し除去することによって、環境の浄化を図り

ます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

７７
発達段階に応じた｢性
教育｣の実施

小中学校での保健体育の授業等において、発
達段階に応じて性教育を実施していきます。

小学校
中学校

７８
中学生の乳幼児ふれあ
い体験の充実

職業体験学習の中で、保育園や幼稚園での体
験学習を実施していきます。

中学校

７９
地域教育協議会の推進
（すこやかネット）

８中学校区内で学校・家庭・地域が協働し、
青少年健全育成のため取り組みの充実を図
っていきます。

教育指導室
社会教育課

８０
青少年指導員への事業
委託

青少年の健全育成を図るため、各種事業を委
嘱された青少年指導員が実施していきます。

社会教育課

８１ 「愛の一声」啓発活動
毎月、第一日曜日に各小学校区ごとに、広報
車により青少年に対する啓発活動を実施し
ます。

社会教育課

８２
青少年社会環境浄化の
推進

大阪府青少年健全育成条例の普及啓発を図
ると共に、有害図書等の状況を把握するた
め、青少年指導員が有害図書等の販売店（機）
の調査を行っていきます。

社会教育課

８３
中学校における少人数
学級編制や少人数授業

少人数の学級編制に必要な講師を配置し『個
に応じたきめ細かな指導』を実現します。

教育指導室
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（３）子どもの居場所づくりの推進

＜施策の目的＞

子どもが安心して自分らしく過ごし、友だちとのびのび遊ぶことができる居場所は、

健全な成長発達を促すためにも大切なものです。子どもや子育て家庭が気軽に利用でき、

交流の場となる児童館や、学校外の中高生の居場所となる青少年センターの取り組みを

充実しながら、放課後や週末等の居場所づくりを推進します。

＜施策の方向性＞

ア．小学校において地域との連携により、放課後や週末等に体験・交流活動の機会を確

保します。

イ．児童館において学習・スポーツ・創作活動など、多様な経験ができる機会を確保し

ます。

ウ．児童館や青少年センターの施設の貸出や利用を促進します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

８４
放課後子ども教室推進
事業（再掲）

地域社会全体で、未来を担う子どもの豊かな
成長を育む事を目的に、市内全小学校で、放
課後や週末等に子どもの体験・交流活動を地
域ボランティアの協力を得て開催していき
ます。

社会教育課

８５ 小学生育成事業

小学校下校後及び土曜日、長期休みにおいて
児童館活動として実施していきます。
通常活動は宿題等の学習や屋内外でスポー
ツ・自主活動・創作活動を実施。土曜日はス
ポーツ、公園遊びなど。特別活動としてプー
ル活動、遠足、六年生宿泊キャンプ、館外活
動、講座活動（手話講座等）を実施していき
ます。

児童館

８６ 親子ふれあい事業

主に小学生を対象に各学期事業・年間事業・
夏休み事業として講座・講習事業を実施して
いきます。具体的には｢親子体操｣、｢子ども
トランポリン｣、｢親子水彩画教室｣、｢たのし
い科学教室｣、｢スイミング教室｣、子育て中
の保護者を対象にした｢子育てサロン｣等を
実施しています。

児童館

８７ 自主活動支援事業
中学生対象に仲間作りを中心にレクリエー
ション・学習指導を実施します。

児童館

８８ 児童館施設の利用促進
子育てサークルに対して、児童館の施設の貸
し出しを行うとともに、施設の利用の促進に
努めていきます。

児童館
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事業
番号

事業 内容 所管

８９
青少年センター施設の
利用促進

青少年の良好な学習環境の提供と子育てサ
ークルをはじめ、生涯学習活動の場として青
少年センターの施設の利用促進に努めます。

社会教育課

（４）ゆたかな自然環境の活用

＜施策の目的＞

農業とのふれあいや身近な生活の場において、多様な生物とのふれあいができる環境

の整備など、子どもたちが自然や地域住民とふれあい、自然の大切さを学ぶことのでき

る場所を整備します。

＜施策の方向性＞

ア．農作物の栽培や収穫等の体験等をとおして、自然とのふれあいと農業への関心を深

める機会を設け自然学習を推進します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

９０
農業公園サバーファー
ムでの各種イベント

自然と農業へのふれあいを深めるため、来園
される家族連れ等を対象に、水稲・野菜類の
植付け・収穫体験・クラフト・陶芸・農家の
手作り教室などのイベントを土・日・祝日を
主体に開催していきます。

農業振興課

９１
農地・水・環境保全向
上対策事業の活動項目
で「学校教育との連携」

小学校児童を対象に農空間（農地、水路、農
道等の農村環境）の大切さを理解するととも
に、農作物の植付け・収穫体験・試食を通じ
農業への理解、食育に取り組みます。

農業振興課
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第２節 すべての親が子育ての喜びや楽しさを実感できるまちづくり

１．子育てを支える保育サービスの充実

＜現状と課題＞

近年から続く核家族化の進行や共働き家庭の増加、土曜日、日曜日の勤務、パートタ

イム労働等、勤務形態も多様化しており、保育に対するニーズも多様化しています。

ニーズ調査の結果をみると、出産前後１年以内に離職した母親の意向を尋ねたところ

保育サービスの確実な利用の見込みや、職場の両立支援環境と保育サービスとの両方の

整備があれば、継続して就労していたという割合は 18.6％もあります。

現在、市内には 14か所の認可保育所があり、平成 18年度以降入所児童数は増加して

いる状況ですが、親の潜在的な就労ニーズを踏まえると、今後保育サービス等のより一

層の充実が望まれています。

また、小学生を対象とする学童クラブは 16 小学校区に設置されており、大規模クラ

スの分割により 20 クラスで運営しています。ニーズ調査の結果によると、学童クラブ

に対する一番多い要望は施設設備の改善で 48.4％になっています。子どもを安心して

預けられるよう、子どもの視点に立った良好な保育環境を確保していくことが重要です。

（１）多様な保育サービスの充実

＜施策の目的＞

保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実態

及び意向を十分に踏まえて、サービスの提供体制の整備と延長保育、一時預かり、休日

保育等の多様な保育需要に応じて、広く市民が利用しやすい保育サービスを提供してい

きます。

＜施策の方向性＞

ア．保育所の定員の弾力化などの手法を講じることにより、待機児童の発生防止を図り

ます。併せて、産後休暇明け、育児休業明け等の保育ニーズに対応するため、引き続

き年度途中における入所の円滑化に努めます。

イ．多様化する保護者の就労形態や、子どもの状況に応じた様々な保育ニーズに対応す

るため、幼稚園においては、教育時間終了後も引き続き園内で過ごせる「預かり保育」

や「課業後保育」を実施します。また、保育所においては、保育所をより利用しやす
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いように保育時間を延長する「延長保育」、日曜日や国民の祝日等を含め年間を通じ

て保育を行う「休日保育」、多様な就労形態に対応する「特定保育」、保護者の傷病等

による緊急の保育やリフレッシュするための一時的な保育である「一時預かり」、病

気回復期にある児童を専用スペースにおいて一時的に預かる「病後児保育」など、多

様できめ細かな保育サービスの提供に努めます。

ウ．子育て中の保護者が病気や仕事等により、帰宅が遅くなる場合等に対応するため、

児童養護施設等による一時的な保育サービス（ショートステイ、トワイライトステイ）

の提供に努めます。

エ．保育サービスの質・保育士や職員等の資質の向上を目的として、各種研修を実施す

るとともに、苦情処理委員会や保育所のサービス評価の検討を行い、質の高い保育サ

ービスに努めます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

９２
待機児童の解消対策・
整備・安全対策等につ
いて

公立保育園の耐震診断に引き続き、今後は民
間の対象施設について耐震診断を進めてい
きます。改築や耐震補強を進める中で、待機
児童発生防止も考慮して、定員設定について
も検討していきます。

保育課

９３ 通常保育事業

児童福祉法に基づき、保育に欠ける０歳児～
就学前の乳幼児等を保育所にて保育を行い
ます。ニーズに応じて定員増を図っていきま
す。

保育課

９４ 随時入所
月途中の入所対応を行います。入所日は、毎
月１日・16 日で対応しています。なお、緊
急の場合は、随時入所を実施していきます。

保育課

９５ 延長保育事業

保育所開所の基本は 11 時間です。現状は１
時間延長の 12 時間（７：00～19：00）保育
を行っています。今後、的確なニーズ把握を
行い進めていきます。

保育課

９６ 休日保育事業
指定された保育所において、日曜日・国民の
祝日等を含め、年間を通じて保育を行ってい
きます。

保育課

９７
一時預かり事業

保護者の疾病や災害等により、家庭での保育
が困難となる場合や育児疲れによる保護者
の心理的・肉体的負担を軽減するため、一時
的な保育を行っています。新たな実施園につ
いては、老朽化施設の改築時などに整備して
いきます。

保育課

９８ 病後児保育事業
専用スペースにおいて、病気回復期にある児
童を一時的に預かる事業を行っていきます。

保育課
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事業
番号

事業 内容 所管

９９
障がい児保育事業（再
掲）

特に配慮を要する児童を保育所で、健常児と
ともに集団保育することにより、当該児童の
健全育成の充実を図っています。そのために
も、受け入れについて、施設機能や職員配置
など児童にとってより安全で安心な体制を
構築していきます。

保育課

１００ 特定保育事業
就労形態等の多様化に伴う断続的な保育ニ
ーズに対応した保育を実施していきます。

保育課

１０１ 夜間保育事業
延長保育事業を実施していく中で、夜間保育
事業に関する的確なニーズ把握を行ってい
きます。

保育課

１０２
市立幼稚園における課
業後保育

各市立幼稚園に子育て支援事業に対応する
ため、保育終了後の課業後保育を実施してい
ます。

市立幼稚園

１０３
私立幼稚園における預
かり保育

私立幼稚園４園で、保育終了後や長期休業中
の預かり保育を継続して実施していきます。

私立幼稚園

１０４ 満３歳児就園
私立幼稚園３園で、満３歳の誕生日以降の幼
児の入園を実施していきます。

私立幼稚園

１０５
子育て短期支援事業
（ショートステイ事
業）

保護者の疾病等の理由により、家庭において
児童の養育が困難になった時、児童養護施設
等で一時的に養育します。引き続き利用者の
ニーズに応えるため、受け入れ施設数や受け
入れ年齢の検討をしていきます。

子育て支援課

１０６
子育て短期支援事業
（トワイライトステイ
事業）

保護者の残業等の理由により、家庭において
児童の養育が困難になった時、児童養護施設
等で一時的に保護し、生活指導、食事の提供
をします。

子育て支援課

１０７ 保育所職員研修事業
新保育所保育指針に基づく、保育所における
職員の資質向上のための各種研修を実施し
ていきます。

保育課

１０８ 苦情処理委員会の開催

保育園に苦情処理をする人を置き、保護者等
からの苦情を受け付けし、解決を図ります。
サービスの向上に努めるとともに、苦情の早
急な解決を目指します。

保育課

１０９
保育所のサービス評価
の実施

自己評価、保育所評価、第三者評価の実施に
向け、引き続き検討していきます。

保育課

（２）放課後対策の充実

＜施策の目的＞

昼間、家庭に保護者がいない小学校児童が安心安全に過ごすことができる居場所とし

ての学童クラブを充実し、児童の健全な育成及び保護者の就労と子育てとの両立支援を

図ります。また、地域で児童が自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことができ

る放課後対策の充実を図ります。
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＜施策の方向性＞

ア．学童クラブへの入会を希望する保護者が、今後も増えてくると予想されることから、

児童の受け入れ体制が整うよう、教育施設の活用や専用施設の整備等、受け入れ枠の

拡大に努めます。また、配慮の必要な児童の受け入れにも努め、臨床心理士等による

巡回相談や研修の実施で指導員の対応力の充実を図ります。

イ．各小学校で地域との連携により、放課後や週末において、体験・交流活動を実施し

ます。

ウ．児童館については、利用状況を考慮しながら、幅広い効率的な運用を図ります。ま

た、子ども達の交流の場や気軽に利用できる遊び場の提供をすることにより、保護者

にとっても安心できる居場所づくりの確保を図ります。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１１０ 学童クラブ事業

放課後、保護者が就労等により昼間家庭にい
ない小学校等に通う児童を対象に遊びや生
活の場を提供し、児童の健全な育成を推進し
ていきます。また、児童の安全対策及び施設
の老朽化等による整備事業にも努めていき
ます。

子育て支援課

１１１ 学童クラブ巡回指導

学童クラブ指導員に対し、学童クラブに在籍
する配慮を要する児童の指導及び接し方に
ついて、臨床心理士等の専門家による巡回相
談及び助言をおこなうことで、児童の健全な
育成と学童クラブ指導員の資質の向上を図
ります。

子育て支援課

１１２
学童クラブ指導員の研
修

子どもの健全育成に携わる指導員には、専門
性のある役割が期待されることから、指導員
の資質向上のための研修を継続的に行って
いきます。

子育て支援課

１１３
放課後子ども教室推進
事業（再掲）

地域社会全体で、未来を担う子どもの豊かな
成長を育む事を目的に、市内全小学校で、放
課後や週末等に子どもの体験・交流活動を地
域ボランティアの協力を得て開催していき
ます。

社会教育課

１１４ 小学生育成事業（再掲）

小学校下校後及び土曜日、長期休みにおいて
児童館活動として実施していきます。
通常活動は宿題等の学習や屋内外でスポー
ツ・自主活動・創作活動を実施。土曜日はス
ポーツ、公園遊びなど。特別活動としてプー
ル活動、遠足、六年生宿泊キャンプ、館外活
動、講座活動（手話講座等）を実施していき
ます。

児童館
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２．仕事と生活の調和の実現

＜現状と課題＞

子育て家庭においても夫婦共働きが増加し、職業生活と家庭生活の両立は一般化さ

れつつあります。しかし、依然として職業生活を優先する社会意識が残っており、社

会経済状況の低迷による厳しい職業環境においては、長時間労働等も余儀なくされ、

子どもとの触れ合いがますますとりにくい状況も見られます。ニーズ調査の結果によ

ると、就学前では｢仕事を優先する｣は希望の 5.9％に対して、現実が 29.9％と高くな

っており、現実には仕事を優先している状況です。

また、家庭においては、父親の子育てへの参加が進んでいるものの、その多くの負

担をいまだに母親が担っている状況に変わりはありません。ニーズ調査の結果をみる

と、就学前・小学生ともに親が子どもと過ごす時間の充足度は｢十分だ｣と｢まあまあ

十分だ｣をあわせた割合は、母親で 75％、父親で 33.6％となっています。また、配偶

者との家事・育児分担の満足度は｢満足している｣と答えた父親は 32.5％いるのに対

し、母親は 16.3％となっており、｢不満だ｣と答えた母親は 11.1％、父親は 0.7％と

なっています。

今後、仕事と子育てを両立する上では、保育サービスの充実に加え、育児休業が取

得しやすい職場環境や妊娠中や育児期間中の勤務軽減等事業所における子育てへの

支援とともに、男性のワーク・ライフ・バランスも重要な課題になります。また、「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」という言葉について知らない人が 70％

程度もいることから、仕事と生活の調和の実現に向けた市民や事業所への啓発も必要

です。

（１）仕事と生活の調和の推進

＜施策の目的＞

働く男女が仕事と生活を調和させるためには、育児休業や介護休業制度など、子ども

を産み育てながら働き続けることができる支援体制が必要です。しかし、実際には制度

を利用しにくい状況も多いことから、雇用者・事業所・地域住民の理解を進め職場環境

の改善に努めます。
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＜施策の方向性＞

ア．就労だけでなく、家庭生活や地域活動を重視するなど、多様な価値観が芽生えつつ

ある中、父親の子育てに参加したいという意識も次第に高まってきています。多様な

働き方を可能とする就労条件の整備や、子育てと仕事の両立あるいは子育て後の職場

復帰に対する事業所や雇用者の理解と協力が得られるよう啓発に努めます。

イ．事業所や雇用者に対して、子育て中の女性で働きたいと思う人の雇用に対する理解

を深め、促進するよう啓発を行います。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１１５
ワーク・ライフ・バラ
ンスの啓発事業

働き方を変えて、仕事と生活の調和をめざす
ワーク・ライフ・バランスの啓発を行ってい
きます。

商工観光課
子育て支援課

１１６
仕事と家庭の両立がで
きる職場環境づくり啓
発事業

市のウェブページと庁内ＬＡＮ上に「富田林
市特定事業主行動計画」を公表し、啓発事業
に取り組むとともに、職員向けに育児支援策
の冊子「次世代支援制度」を配布・公表する
など、子育てを支援する環境づくりに努めて
いきます。

人事課

１１７ 能力開発支援事業 能力開発に伴う講座等を開催します。 商工観光課

１１８

就労支援事業
（障がい者・高齢者・
母子等）就労支援制度
の普及啓発

就労支援センターを設置し、就労阻害要因の
ある方の就労相談等を行っていきます。

商工観光課

１１９ 就労支援事業

「就職困難者等」の雇用・就労を創出するた
め、企業・事業所をはじめ関係機関との積極
的な支援・協力体制の確保のために企業・関
係機関を訪問します。

商工観光課

１２０
就労支援事業（情報提
供）

全市民を対象に求人情報を提供します（外国
人を含む）。また、インターネットにより、
市民が直接最新の求人情報を入手できる場
を、庁舎内に設置します。

商工観光課

１２１ 労働関連施策事業
労働に伴う各種相談を行っていきます。（外
国人を含む）

商工観光課

（２）男女共同参画による子育ての推進

＜施策の目的＞

これまでは、家庭生活よりも職場での仕事が優先され、子育ては母親任せの傾向が強

くあり、男女が共に子育てに参加するという意識が希薄でした。また、最近は仕事を持

つ女性が増え、未婚化、晩婚化の流れに拍車がかかっています。

今後とも、仕事と子育てが両立できる職場環境の整備とともに、家庭における男女の



98

役割分担の見直しや子育ての大切さ・楽しさを理解できるように、啓発活動を行ってい

きます。

＜施策の方向性＞

ア．男女の固定的な性別役割分担意識を解消するための啓発活動や講演会等を実施する

とともに、育児介護休暇などの制度の周知に努めます。

イ．父親も子育てに積極的に参加する意識を育み、男女が共に子育てに参加できるよう

啓発や学習の機会を確保します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１２２
男女共同参画フォーラ
ムＢｅ－ｉｎひろっぱ

男女が互いの人権を尊重し、性別に関わりな
く個性と能力を発揮することができる男女
共同参画社会の実現に向けた啓発事業とし
て、いきいきとした人生の過ごし方などを考
える機会を提供します。企画、運営、報告書
作成までを公募実行委員と市で協働して、行
っていきます。

人権政策課

１２３
男女共同参画啓発事業
啓発リーフレット“び
びっど”

男女共同参画社会の形成をめざし、啓発のた
めのリーフレットを作成し、各市町村男女共
同参画課、施設に送付していきます。また、
市内関係機関や市の行事などでも配布して
いきます。

人権政策課

１２４
男女共同参画リーダー
養成講座

男女共同参画社会の実現をめざし、積極的に
リーダーとして地域や職場で活躍できる人
材を養成することを目的として、毎年テーマ
を決めて、実施していきます。また、本講座
の修了生を活用していきます。

人権政策課

１２５
男女共同参画活動助成
金

国・地方公共団体等の主・共催等の男女共同
参画関係フォーラム等に参加したり、グルー
プで学習・研修会等を実施した場合、費用の
一部を助成します。

人権政策課

１２６
男女共同参画センター
ウィズ管理運営事業

男女共同参画を推進していくための拠点と
してのセンター「ウィズ」は、登録グループ
の学習の場、情報交換の場として、その活用
の充実を図ります。また、登録グループ間の
交流、自主活動促進のため、運営委員により
企画運営するウィズネット研修会を実施し
ていきます。

人権政策課

１２７ 女性相談事業

女性の抱えるさまざまな悩みについてフェ
ミニストカウンセラーや女性電話相談員に
よる相談（子育ても含む）を実施していきま
す。

人権政策課

１２８
赤ちゃんを迎える教室
（再掲）

妊婦とその家族を対象に妊娠・出産・育児に
関する知識の啓発及び妊婦同士の仲間づく
り、父親の育児参加の動機づけを目的に実施
します。

健康づくり推
進課
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事業
番号

事業 内容 所管

１２９
家庭教育学級（託児付
き）の実施

現実的課題に即した、子育てに関する様々な
テーマを取り上げた学習の実施を目指すと
ともに、父親が参加できる内容も取り入れて
いきます。

中央公民館
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３．すべての子育て家庭への支援

＜現状と課題＞

個人の価値観やライフスタイルの変化に伴い、家庭のあり方も多様化し、近年では離

婚等の増加により、ひとり親家庭が増加しています。ひとり親家庭では、子どもの養育

と仕事の両立、経済的問題等多くの困難を抱え、子育てと生計をひとりで支えていく必

要があることから、肉体的・精神的負担が大きく、社会的に孤立しやすくなっています。

そのために、地域における個々のひとり親家庭の自立が一層促進されるよう子育てや生

活支援、就労支援、経済的支援等を総合的に進めていく必要があります。

在日外国人についても、日本語の習得の必要性や日本での生活の不自由さを抱えてお

り、多面的な支援が必要です。

また、地域経済の低迷が続く中、家計に占める子育てにかかる経済的負担の割合が高

くなっており、子育ての負担感の大きな要因となっています。ニーズ調査をみても「子

育て世帯への経済的援助の拡充」への要望が 68.0％と最も多くなっています。少しで

もゆとりのある子育てができるような経済的支援が求められています。

（１）子育てに関する情報提供の充実

＜施策の目的＞

核家族化の進行、地域社会の交流の希薄化等に伴い、近年では就労している母親の支

援のみならず、専業主婦として孤立している母親の支援も重要になってきています。こ

のため、育児不安をかかえる保護者の相談や学習の場、親子の交流の場づくり等を進め

ていきます。また、ニーズ調査でも「情報が得やすいと感じる割合」は、14.4％と低い

状況から、子育て支援サービスに関する情報が確実に届くように、様々なメディアを活

用して情報提供を行っていきます。

＜施策の方向性＞

ア．子育てと仕事の両立や保護者の育児不安・いらだち等の解消に役立つ情報について、

情報誌｢子育てガイド｣や｢こどもインフォメーション｣、広報やインターネットの活用

をはじめ、多様な手段による適切な情報提供を推進します。

イ．親子のふれあいを目的とするイベントや子育てに関する講座等を通じて、子育て情

報を提供します。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１３０ 子育てガイドの作成
子育てに関連する機関などの連絡先及び所
在地、利用方法を紹介する等、地域の子育て
支援情報の発信に努めます。

子育て支援課

１３１ こども情報誌の発行

子どもに関する身近な情報や催し物などの
情報提供を行い、保育所・幼稚園・小学校・
中学校すべての子どもへの配布をしていき
ます。

社会教育課

１３２
広報紙やインターネッ
トによる情報の提供

それぞれの所管が、必要な情報を提供してい
きます。

関係各課

１３３ とんだばやしメール
配信メニューを拡充し、子育てに関する情報
も含め、さまざまな情報を携帯電話やパソコ
ンにメール配信していきます。

危機管理課

１３４
保育スペースの確保並
びに情報提供

地域のコミュニティセンターであるかがり
の郷の中に、保育スペースを確保していきま
す。また、子育てに関する情報の提供にも努
めていきます。

地域福祉課
（かがりの
郷）

１３５
親子ふれあい支援事業
（親子わくわくフェス
タ）

すばるホール（共催）を使って、小学校就学
前の親子を対象に、市民団体の協力を得て親
子ふれあい支援事業を開催。子育て相談コー
ナーを設けたり、市の子育て施策の周知にも
努めていきます。

子育て支援課

１３６ 出前講座の実施

多様な市民の学習ニーズに即した学習機会
の提供をはじめ、行政が行う各事業に対する
市民への理解を深めるための出前講座を実
施していきます。現在、子育て講座等 53 講
座あります。
（出前講座は、市役所全課で対応。窓口は社
会教育課）

社会教育課

（２）子育てに関する相談体制の充実

＜施策の目的＞

少子化の進行や地域でのつながりが希薄化していることに伴って、保護者が子どもに

関する悩みや不安を相談する場所が少なくなっています。保護者の多様な問題に対応す

るため、保育所・幼稚園・小中学校・保健センター等や身近な地域において、気軽に相

談し悩みや負担を軽減することができるように支援します。

＜施策の方向性＞

ア．子どもに関する相談については、子育て支援課のケースワーカーや発達相談員並び

に母子自立支援員などの専門職による相談を行っています。子育て家庭の悩みや負担

を軽減し、子どもの健やかな成長につなげていくためにも、今後とも子育て支援課を

児童相談窓口として積極的に活用し、虐待を受けた児童等の保護や支援を必要とする
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子どもに関する相談、子育ての相談に取り組みます。また、各機関で行われている相

談窓口の周知や連携も行っていきます。

イ．乳幼児健診や乳幼児訪問指導などを通じて、保健師や心理相談員等が子育てに関す

る相談に応じていきます。

ウ．幼稚園において、職員や専門職による子育て相談を実施します。

エ．幼児教育センターやつどいの広場等のスタッフが身近な相談に応じていきます。

オ．民生委員・児童委員やコミュニティ・ソーシャル・ワーカーが、地域において子育

てに関する相談に応じます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１３７ 児童家庭相談（再掲）
家庭における 18 歳未満の児童の養育相談、
及び児童自身の相談に応じる等児童家庭相
談体制の充実を図ります。

子育て支援課

１３８ 子どもの発達相談

育児に自信が無い、相談する相手がいないな
どにより育児ノイローゼや虐待の危険性も
懸念されることから、養育上発達面に課題の
ある児童の保護者等に対する適切なアドバ
イスを行うため、発達相談体制の充実を図り
ます。

子育て支援課

１３９
幼児の健全発達支援
チューリップ教室

保健センターが行う１歳７か月児健診等に
おいて、集団の場においてフォローが必要と
思われる子どもと保護者を対象に、年齢に応
じた教室を開催します。遊びを通じて、親子
のふれあいを大切にし、子どもと保護者が楽
しく過ごせるように援助したり、さまざまな
相談に応じていきます。

子育て支援課

１４０
ひとり親家庭相談
（ひとり親家庭の自立
支援）

ひとり親家庭の自立のための相談、情報提供
を行い、就労により自立できるように様々な
角度から総合的な支援を実施していきます。

子育て支援課

１４１ 相談窓口の周知（再掲）

子どもの成長発達、子育て等の相談、子ども
自身の相談窓口の案内を行っていきます。各
機関で行われている相談窓口の連携も図っ
ていきます。

子育て支援課

１４２

乳幼児健診(再掲)
（乳児一般健康診査）
（４か月児健診）
（乳児後期健康診査）
（１歳７か月児健診）
（３歳６か月児健診）

乳幼児の疾病予防や早期発見・早期治療及び
保護者に乳幼児の健全な育成及び子育て支
援を目的として、発育､発達､栄養､育児及び
歯科保健に関する相談､保健指導を実施して
いる健康診査の受診率の向上を図っていき
ます。また、乳児後期健診においては、かか
りつけ医を持つことを目的に医療機関で実
施します。

健康づくり推
進課

１４３ 乳幼児訪問指導（再掲）
乳幼児健診や電話相談等において、乳幼児の
経過観察及び保護者の不安解消を目的にし
た訪問指導の実施の充実を図っていきます。

健康づくり推
進課
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事業
番号

事業 内容 所管

１４４ 子育て相談会（再掲）

保健師・栄養士・助産師・心理相談員などの
専門職が実施している個別相談会を行うこ
とで育児の悩みや不安などの解消を図って
いきます。

健康づくり推
進課

１４５
富田林市立幼児教育セ
ンターによる子育て支
援

２・３歳児とその保護者を対象とした子育て
支援のための事業で、３歳児広場の実施、親
子活動の場の提供や、毎月２回の専門家によ
る子育て相談等を実施します。(相談及び指
導・３歳児広場・施設の一般開放・子育て情
報の収集・子育て講座や研修会の開催・子育
てボランティア講座の開催・子育てサークル
の支援・各機関との連携の推進)

教育指導室

１４６
幼稚園における相談体
制

教員による子育て相談等の充実を図ります。
市立幼稚園
私立幼稚園

１４７ つどいの広場事業

主に０～３歳までの子どもとその保護者が
気軽につどい、交流や育児相談ができる場を
開設します。くつろげる場所の提供のほか、
各種講座の開催、子育て情報の提供なども行
っていきます。

子育て支援課

１４８
民生委員・児童委員（再
掲）

日々の活動の中で、地域住民を対象に幅広く
相談に応じ、生活困窮者・障がい者・高齢者・
ひとり親家庭・低所得階層の人々をはじめ、
様々な理由により社会的な支援が必要と考
えられる人に対して必要な援助を行います。

地域福祉課

１４９
富田林市コミュニテ
ィ・ソーシャル・ワー
カー配置事業

市内中学校区を基本に、委託事業としてコミ
ュニティ・ソーシャル・ワーカーを配置し、
「いきいきネット相談支援センター」とし
て、地域における子育てに関する相談をはじ
めとして、あらゆる人の、あらゆる相談に支
援を行っていきます。

地域福祉課

（３）ひとり親家庭・外国人家庭等の自立支援の促進

＜施策の目的＞

ひとり親家庭の自立を促すため、相談機能を充実するとともに、就労に必要な知識、

技能の習得を支援し、雇用促進のための諸施策について周知を図ります。また、外国籍

の人がいる家庭、日本国籍で外国にルーツをもつ人がいる家庭や帰国子女のいる家庭な

ど、支援が必要な家庭には、様々な角度からの相談や生活におけるサポートを行います。

＜施策の方向性＞

ア．ひとり親家庭の親が安心して子育てができるよう、様々な経済的支援や母子自立支

援員による自立のための相談、就労・離婚前相談や貸付相談を行うとともに、情報提

供による支援に取り組みます。
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イ．支援が必要な外国籍あるいは日本国籍で外国にルーツをもつ子どもについては、日

本語指導員を配置し、日本語の指導や保護者と学校との連絡役を果たすとともに、進

路指導の充実などを図ります。帰国子女については、学校生活への支援や多言語によ

る進路指導等を実施します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１５０ 児童扶養手当の給付

父母の婚姻の解消などにより父と生計を同
じくしていないか、または父が身体等に重度
の障がいのある児童の母や母に代わってそ
の児童(18 歳に達する日以後の最初の３月
31日までの間にある者)を養育している人に
対し児童扶養手当を支給し子育てを支援し
ます。（所得制限あり）

子育て支援課

１５１
民生委員・児童委員（再
掲）

日々の活動の中で、地域住民を対象に幅広く
相談に応じ、生活困窮者・障がい者・高齢者・
ひとり親家庭・低所得階層の人々をはじめ、
様々な理由により社会的な支援が必要と考
えられる人に対して必要な援助を行います。

地域福祉課

１５２ 母子福祉資金の貸付
母子寡婦福祉資金の相談及び受付を行い生
活安定の支援をします。

子育て支援課

１５３
ひとり親家庭医療（再
掲）

18 歳に到達した年度末日までの子とひとり
親又は養育者が、健康保険証を使って、病院
等で受診したときの自己負担分（一部自己負
担金あり）を公費で助成することにより、ひ
とり親家庭の生活の安定と児童の健全な育
成を図っていきます。

福祉医療課

１５４
母子生活支援施設への
入所

保護者が配偶者のいない女子又はこれに準
ずる事情にある女子であって、その者の監護
すべき児童の福祉に欠ける場合、その保護者
及び児童を母子生活支援施設に入所させ保
護するとともに、安定した生活を支援しま
す。

子育て支援課

１５５
ひとり親家庭相談（再
掲）
（ひとり親家庭の自立
支援）

ひとり親家庭の自立のための相談、情報提供
を行い、就労により自立できるように様々な
角度から総合的な支援を実施していきます。

子育て支援課

１５６
母子・父子家庭自立支
援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力
の開発のための講座（国が教育訓練給付の対
象と認める講座に限る）を受講する場合、受
講料の補助を行い、就業を支援します。

子育て支援課

１５７
母子・父子家庭高等技
能訓練促進費の支給

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師、介
護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
の資格を取得するために養成機関で受講す
る場合、その期間中の生活の不安を解消し、
安定した修業環境を提供するため、母子・父
子家庭高等技能訓練促進費を支給します。

子育て支援課

１５８ 就労支援事業
全市民を対象に求人情報を提供します（外国
人を含む）。

商工観光課
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事業
番号

事業 内容 所管

１５９
労働関連施策事業（再
掲）

労働に伴う各種相談を行っていきます。（外
国人を含む）

商工観光課

１６０ 日本語指導員の配置

日本語指導者とともに、文化や言語も含め、
日本語が十分でない児童の在籍する学校へ
指導員を派遣し、学校生活及び保護者の支援
を行います。

教育指導室

１６１
帰国・渡日児童生徒学
校生活サポート事業

地域の国際化の中で、外国からの帰国・渡日
児童生徒が増加しているが、言葉の壁、日本
の教育制度への無理解から学校生活に支障
をきたしたり進路選択が困難であったりす
る例が見られます。平成 20 年度に策定した
「富田林市多文化共生推進指針」に基づき、
これらの問題を解決するために、とんだばや
し国際交流協会が教育委員会と協力し、多言
語進路ガイダンスやサマースクールを開催。
また、とんだばやし国際交流協会で生活相談
等を実施します。

市民協働課

（４）経済的な負担の軽減

＜施策の目的＞

子育てにかかる費用が子育て家庭やこれから子どもを産もうとしている家庭にとっ

て負担となっています。必要な経済的支援を引き続き行いながら、各種制度の充実を

国・府に働きかける等、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

＜施策の方向性＞

ア．それぞれの家庭の実情に応じて、子ども手当（児童手当）・児童扶養手当を支給し

ます。また、教育費をはじめとする子育てに関する費用の助成や、経済的理由により

就学困難な生徒・学生に対し教育を受ける権利を保障するために、奨学金制度の活用

等の支援を行います。

イ．障がいのある子を持つ家庭に対して、給付金・特別児童扶養手当の支給や住宅改造

補助などにより、経済的な負担の軽減を図ります。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１６２
子ども手当（児童手当）
の給付

次世代の社会を担う子ども１人ひとりの育
ちを社会全体で支援する観点から、中学校修
了までの児童を対象に子ども手当を支給し
ます。（所得制限なし）

子育て支援課
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事業
番号

事業 内容 所管

１６３
児童扶養手当の給付
（再掲）

父母の婚姻の解消などにより父と生計を同
じくしていないか、または父が身体等に重度
の障がいのある児童の母や母に代わってそ
の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある者)を養育している人に対
し児童扶養手当を支給し子育てを支援しま
す。（所得制限あり）

子育て支援課

１６４
母子・父子家庭自立支
援教育訓練給付金（再
掲）

母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力
の開発のための講座（国が教育訓練給付の対
象と認める講座に限る）を受講する場合、受
講料の補助を行い、就業を支援します。

子育て支援課

１６５
母子・父子家庭高等技
能訓練促進費の支給
（再掲）

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師、介
護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
の資格を取得するために養成機関で受講す
る場合、その期間中の生活の不安を解消し、
安定した修業環境を提供するため、母子・父
子家庭母子・父子家庭高等技能訓練促進費を
支給します。

子育て支援課

１６６
母子福祉資金の貸付
（再掲）

母子寡婦福祉資金の相談及び受付を行い生
活安定の支援をします。

子育て支援課

１６７
出産育児一時金の支給
（再掲）

子どもを出産するとき国民健康保険では、ご
家族の方が出産費用を気にせず安心して出
産していただくために、出産育児一時金を支
給します。

保険年金課

１６８
①就園奨励費の支給
②富田林市私立幼稚園
園児補助金の支給

幼稚園の就園奨励費の支給（所得制限あり）
や私立幼稚園園児補助金の支給を行い保護
者負担を援助します。

教育指導室

１６９ 就学援助費の支給
学校で必要な学用品費・給食費・修学旅行費
など諸経費の一部を、所得に応じて援助しま
す。（所得制限あり）

教育指導室

１７０
富田林市障害者（児）
給付金

障がい児を激励し、その福祉の増進に寄与す
るため給付金を支給します。

障害福祉課

１７１ 障害児福祉手当

身体又は精神に著しく重度で永続する障が
いがあるため、日常生活において常時特別の
介護を要する在宅の 20 歳未満の人に、障害
児福祉手当を支給します。

障害福祉課

１７２
特別児童扶養手当の給
付

精神又は身体に障がいのある 20 歳未満で、
日常生活において常時介護を必要とする児
童を家庭で育てている父や母、あるいは父母
に代わって児童を育てている人に手当を支
給し子育てを支援します。（所得制限あり）

子育て支援課

１７３
富田林市重度障害者福
祉タクシー料金補助

在宅の重度障がい者（児）に対しタクシー料
金の一部を補助します。

障害福祉課

１７４ 住宅改造補助事業
在宅の重度障がい者（児）又は在宅の重度知
的障がい者（児）に対し住宅改造に係る経費
の一部を助成します。

障害福祉課

１７５
富田林市障害者（児）
奨学金

義務教育を終了している視覚・聴覚・知的障
がい・肢体不自由等支援学校で教育を受ける
障がい児を激励し、自立更正を図るため、障
がい児奨学金を支給します。

障害福祉課
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事業
番号

事業 内容 所管

１７６
重度障害児（者）介護
手当の支給

重度の身体障がいと重度の知的障がいを併
せ持つ在宅の障がい児（者）の介護者に介護
手当を支給します。

障害福祉課

１７７
難病患者に見舞金の支
給

難病患者を激励し、その福祉の増進を図るた
めの見舞金を支給します。

障害福祉課

１７８
在宅の障がい者に授産
施設通所交通費の助成

精神障がい・身体障がい又は知的障がい者通
所授産施設に通所している在宅の心身障が
い者に対し、保護者の負担を軽減すると共に
障がい者の福祉の増進を図るため、その通所
に要する交通費の一部を補助します。

障害福祉課

１７９
大阪府心身障害者扶養
共済制度

障がい者を扶養している保護者が死亡また
は重度障がい者となった場合、障がい者に終
身一定額の年金を支給し生活の安定を図り
ます。

障害福祉課
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第３節 すべての人が支えあうまちづくり

１．地域における子育て環境の推進

＜現状と課題＞

親は、妊娠により子どもを授かる喜びとともに、出産・育児についての不安も増大し

ます。少子化及び核家族化、共働き世帯の増加等により、地域と子育て家庭のつながり

が希薄になり、相談する人が身近にいないなど、子育て家庭が地域で孤立化しているこ

とが懸念されています。

ニーズ調査の結果をみると、就学前児童の保護者で、子育てが地域の人に支えられて

いると感じている人の割合は 57.3％、感じない人が 39.8％で、子育て家庭と地域との

つながりが一層求められます。

現在、本市では、地域における子育ての支援として、市内の保育所・幼稚園等におい

て、園庭開放や子育てに関する悩みや相談を受け付ける育児相談を実施するとともに、

子育てに関する情報を提供しています。また、子育て中の親子の相談・交流の場として

「つどいの広場」を６か所で実施しており、平成20年度の延べ利用人数は 18,370 人と

なっています。児童館においては子育てに関する親の不安を解消するための講座や親

子・保護者同士の交流や情報交換を目的とした「乳幼児クラブ」を開設するなどの取り

組みが行われています。子育て支援センターは、現在２か所設置されており、利用者は

年々増加し、平成 20年度で延べ利用者は 4,090組となっています。

さらに、会員登録した地域住民による相互援助サービスである「富田林市ファミリ

ー・サポート・センター」は、会員数及び利用数が減少していることから充実が求めら

れます。

この他、子育てに関する市民公益団体との連携のさらなる推進が必要となります。ニ

ーズ調査の結果をみると、つどいの広場や子育て支援センターについては、認知度は高

いがそれに比べて利用経験が低いことから、利用につながる効果的な情報の提供が求め

られています。

子どもは社会にとって大切な存在であるという意識を市民一人ひとりが強く持ち、地

域ぐるみで子育てを支援していくことが必要です。
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（１）地域における体験の機会の充実

＜施策の目的＞

地域の社会資源を活用しながら、高齢者も含めた世代間交流など、多様な学習､体験

機会を提供し、地域全体で子育てを支援する環境づくりを推進します。

＜施策の方向性＞

ア．子どもが高齢者など地域の人々とふれあうことができる機会を確保します。

イ．ボーイスカウト・ガールスカウトやこども会、少年少女合唱団などの活動を通じて

青少年の健全育成を図ります。

ウ．多世代がふれあうことのできるスポーツ・レクリエーションイベントや、幼児・小

学生を対象にしたスポーツ教室などを開催します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１８０
幼稚園における世代間
交流の推進

敬老会・農作業等における交流を行います。 市立幼稚園

１８１
保育園における地域活
動事業

保育園で、地域の子どもやお年よりなどを招
いての敬老会やクリスマス会を実施。園庭開
放や子育て講座、子育て相談を実施していき
ます。地域の子育て支援については、保育所
保育指針にも謳われていることから、すべて
の保育園で順次実施していきます。

保育課

１８２
放課後子ども教室推進
事業（再掲）

地域社会全体で、未来を担う子どもの豊かな
成長を育む事を目的に、市内全小学校で、放
課後や週末等に子どもの体験・交流活動を地
域ボランティアの協力を得て開催していき
ます。

社会教育課

１８３
ボーイスカウト・ガー
ルスカウト活動助成

ボーイスカウト・ガールスカウトが実施する
活動を通じて、青少年の健全育成を図ること
を目的とした活動補助金の交付と、育成指導
を行っていきます。

社会教育課

１８４
少年少女合唱団活動助
成

合唱を通じて情操を養い、活動を通じて人間
形成を目指し、技能向上を目的に演奏会活動
等の補助と育成指導を行っていきます。

社会教育課

１８５
市こども会育成連絡協
議会活動助成

健やかな子どもの成長と青少年の健全育成
や地域のこども会相互の交流事業を中心と
した活動補助金の交付と育成指導を行って
いきます。

社会教育課

１８６
幼児教室（ちびっこト
ランポリン教室）

就学前の幼児の楽しいトランポリン教室を
開催していきます。

スポーツ振興
課
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事業
番号

事業 内容 所管

１８７
親子体操教室（親と子
の体操Ａ・Ｂ）

就学前の幼児と親の楽しい運動遊び教室を
開催していきます。

スポーツ振興
課

１８８
児童体操教室（ちびっ
こ体操教室）

小学校１年生～３年生までの楽しい体操教
室を開催していきます。

スポーツ振興
課

１８９
みかん狩り宝さがしハ
イキング

ハイキング（ウォーキング）を通じて、家族・
友人との絆を深めるとともに、健康づくりを
目的として開催していきます。

スポーツ振興
課

１９０
ライフ・チャレンジ・
ザ・ウォーク

「いつでも・どこでも・だれでも」を合言葉
に、親子・家族・グループ等にふれあいの場
と健康づくりの場を提供し、「気軽に歩くこ
とからはじめよう」と「ライフ・チャレンジ・
ザ・ウォーク」を開催していきます。

スポーツ振興
課

１９１ 健康ウォーキング

気軽に歩くことから市民の健康に関する意
識の向上と、親子家族・グループ等でふれあ
いの場を広げ、小学校を活動の起点とするサ
ークルづくりを目的に毎月１回開催してい
きます。

スポーツ振興
課

１９２
富田林市民マラソン大
会

広く市民のスポーツを普及・振興し、あわせ
て健康と親睦に寄与する事を目的とし、小学
生から壮年・ふれあいまでの 12 部門に分か
れてマラソン大会を開催します。

スポーツ振興
課

１９３
雪遊びファミリーツア
ー

市内在住・在学・在勤者を対象に、スキーや
雪遊びなどをとおして、冬の野外活動のあり
方を広め、家族のふれあい・健康の増進・集
団生活での親睦などに寄与するとともに、野
外活動指導者としての資質の向上を図り、新
たな指導者の養成を行います。

スポーツ振興
課

１９４ 市民ファミリー運動会
様々なニュースポーツを通じて、家族・友人
との絆を深めるとともに、健康づくりを目的
として開催していきます。

スポーツ振興
課

１９５
富田林市民スポーツ・
レクリエーション祭

見て・知って・楽しむスポーツ・レクリエー
ションをめざして、幅広い年齢層の市民にス
ポーツ・レクリエーションの普及を目的とし
て開催していきます。スローガンは「健康み
つけた！私のニュースポーツ」です。

スポーツ振興
課

１９６
富田林市民スポーツフ
ェスティバル（市民大
運動会）

市民の健康・体力の向上と地域コミュニティ
意識の高揚を図り、スポーツ・レクリエーシ
ョンの普及振興を目的として、市内 17 の小
学校区を対抗とした市民大運動会を充実し
ていきます。

スポーツ振興
課

１９７ 富田林市民体育大会

広く地域住民の間にスポーツ・レクリエーシ
ョンの振興とスポーツマンシップの高揚を
図るとともに、市民相互の健康と民主的な連
帯を高めることを目的として 27 競技を実施
していきます。

スポーツ振興
課
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（２）地域における子育て支援サービスの充実

＜施策の目的＞

地域で子育てをしているすべての家庭が、安心して子どもを育てていくことができる

よう、また、地域住民とのふれあいを大切にしながら、保護者が子育てに喜びを感じ、

支えあいながらも自立した子育てが地域でできるよう支援します。

＜施策の方向性＞

ア．子育て中の保護者が、子育ての悩みや喜びを共有することができる仲間づくりを進

めることができる交流の場（つどいの広場等）づくりを推進します。また、子育てサ

ークル活動の活性化のための相互交流などの支援に努めます。

イ．子育てに悩みを持つ保護者の家庭に出向き、相談等を通じて育児支援を行います。

ウ．ファミリー・サポート・センターの利用促進のため、気軽に利用できる制度である

ことなど、広く情報の提供を行います。

エ．幼稚園や保育所における子育て相談の実施や園庭開放等による保護者と子どもの交

流の場を提供するなど、幼稚園・保育所を地域に開放することにより、在宅の子育て

家庭の支援を図ります。

オ.各小学校において、地域との連携により、体験・交流活動の機会を確保します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

１９８
地域子育て支援センタ
ー事業

子育てに悩みを持つ保護者及び幼児の友達
づくりに、遊びの教室を開催したり、園庭開
放や子育ての相談指導等を通じて、育児支援
を行っていきます。

保育課

１９９
つどいの広場事業（再
掲）

主に０～３歳までの子どもとその保護者が
気軽につどい、交流や育児相談ができる場を
開設します。くつろげる場所の提供のほか、
各種講座の開催、子育て情報の提供なども行
っていきます。

子育て支援課

２００
富田林市立幼児教育セ
ンターによる子育て支
援（再掲）

２・３歳児とその保護者を対象とした子育て
支援のための施設で、３歳児広場の実施、親
子活動の場の提供や、毎月２回の専門家によ
る子育て相談等を実施します。(相談及び指
導・３歳児広場・施設の一般開放・子育て情
報の収集・子育て講座や研修会の開催・子育
てボランティア講座の開催・子育てサークル
の支援・各機関との連携の推進)

教育指導室
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事業
番号

事業 内容 所管

２０１
家庭支援推進保育（所）
事業

家庭環境に配慮を要する保育所入所児童及
びその家庭への支援と合わせ、これまで支援
の対象となりにくかった「ひきこもりがちな
家庭」などの在宅家庭を対象に、出前の育児
相談・親子教室の実施や、家庭訪問など保育
所機能を地域に展開することにより、保育所
における家庭支援を推進していきます。

保育課

２０２ 子育て支援保育士事業
民間保育所の、地域における子育て支援機能
を充実するために、子育て支援担当保育士等
の人件費を補助します。

保育課

２０３
子ども家庭サポーター
活動支援

大阪府子ども家庭サポーター養成講座を修
了した人たちの活動を支援していきます。

子育て支援課

２０４
ファミリー・サポー
ト・センター事業

子育ての援助をしてほしい人（依頼会員）と
援助したい人（援助会員）が、お互いに助け
合う子育てネットワークです。会員数及び活
動件数を増やしていきます。

子育て支援課

２０５ 親子広場
民生委員・児童委員協議会事業として、親子
で一緒にあそび、また親同士の交流を図るこ
とを目的に、活動を継続していきます。

地域福祉課

２０６
親子ふれあい事業（再
掲）

主に小学生を対象に各学期事業・年間事業・
夏休み事業として講座・講習事業を実施しま
す。具体的には｢親子体操｣、｢子どもトラン
ポリン｣、｢親子水彩画教室｣、｢たのしい科学
教室｣、｢スイミング教室｣、子育て中の保護
者を対象にした｢子育てサロン｣等も実施し
ます。

児童館

２０７
子育てサークル活動支
援事業

子育てサークルの活動に対して助成金を交
付することにより、その活動を支援するとと
もに、サークル間の連携を図っていきます。

子育て支援課

２０８
未就園児とその保護者
に対する支援活動の充
実

ふれあい活動の実施、園庭開放の子育て支
援、教員による子育て相談等の充実を図りま
す。

市立幼稚園

２０９
未就園児とその保護者
に対する支援活動の充
実

子育て支援として、子育て相談等・未就園児
親子教室・親子登園等を実施していきます。

私立幼稚園

２１０
「親と子の育ちの場」
の提供

親子教室・子育て講演会・教育相談等を実施
していきます。

市立幼稚園

２１１
放課後子ども教室推進
事業（再掲）

地域社会全体で、未来を担う子どもの豊かな
成長を育む事を目的に、市内全小学校で、放
課後や週末等に子どもの体験・交流活動を地
域ボランティアの協力を得て開催していき
ます。

社会教育課
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（３）子育て支援のネットワークづくり

＜施策の目的＞

子育て家庭への支援を行う機関や人々が、ネットワークによってつながることができ

るよう体制を構築します。たとえば、不登校や虐待など児童生徒の抱える問題の背景に

は、生活環境の問題も複雑に絡み合うことから、教育現場と福祉の橋渡し役として、教

育分野に関する知識に加えて、福祉的知識と技術で支援するスクールソーシャルワーカ

ーや、地域のあらゆる相談に応じるコミュニティ・ソーシャル・ワーカーなどのネット

ワークの要となる専門職の配置が望まれます。

＜施策の方向性＞

ア．子育て支援サービスが身近で利用しやすいものとなるように、子育て支援に関わる

関係機関により子育て支援のネットワークを形成し、相互の連携を深め、子育てに関

する研修並びに情報交換を実施し、情報を共有するなかでそれぞれの機関が効果的な

サービスを提供できるようにします。

イ．地域においては、子育てをはじめさまざまな相談に応じるコミュニティ・ソーシャ

ル・ワーカーの配置を促進します。

ウ．地域における子育てを支援するボランティアの養成やＮＰＯの活動を支援します。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２１２
わんぱくっ子育成支援推
進会議（地域子育て支援
センター）

自治会、社会福祉協議会、教育委員会、保
健所、子ども家庭センター、保健センター、
幼児教育センター、子育て支援課、保育課
が参加し、子育て支援について情報交換を
行います。

保育課

２１３ 乳幼児連絡調整会議

多方面にわたる、母子保健や子育て支援に
関連する施策やサービスを効率よく市民
に提供するため、保健・福祉・教育関係者
の連携を図っていきます。

健康づくり推
進課

２１４
地域で子どもを育てるネ
ットワークの構築

地域教育協議会への参加の推進、地域の幼
児教育推進のため、連絡調整機関の設置に
向けての準備をしていきます。

市立幼稚園

２１５
市ＰＴＡ連絡協議会活動
助成

単位ＰＴＡ相互の連携を密にし、その健全
な発展を図るとともに、活動補助金の交付
と育成指導を行っていきます。

社会教育課

２１６ ＰＴＡ教室開催補助

単位ＰＴＡの活性化と会員の資質向上を
目的に、各幼稚園・小・中学校で実施する
「ＰＴＡ教室」の講師謝礼を補助していき
ます。

社会教育課
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事業
番号

事業 内容 所管

２１７
富田林市ＤＶ対策連絡会
議の設置

本会議運営により、本市の担当部課と関係
する機関と連携をとり、本市におけるドメ
スティック・バイオレンス被害者の支援に
あたっていきます。

人権政策課

２１８
市こども会育成連絡協議
会活動助成（再掲）

健やかな子どもの成長と、青少年の健全育
成や地域の子ども会相互の交流事業を中
心とした、活動補助金の交付と育成指導を
行っていきます。

社会教育課

２１９
富田林市コミュニティ・
ソーシャル・ワーカー配
置事業（再掲）

市内中学校区を基本に、委託事業としてコ
ミュニティ・ソーシャル・ワーカーを配置
し、「いきいきネット相談支援センター」
として、地域における子育てに関する相談
をはじめとして、あらゆる人の、あらゆる
相談に支援を行っていきます。

地域福祉課

２２０
地域コーディネーター連
絡会

各小・中学校区で活動するボランティアと
なる地域コーディネーターの連絡調整会
議を行います。

社会教育課

２２１
児童サービス事業
（一般成人向け）

保護者もしくは子どもの本に関心のある
大人が、子どもと本を結びつけるための方
法を学ぶために行っています。図書館とと
もに乳幼児サービスに取り組むボランテ
ィアの養成講座や、図書館文化講座、児童
文学講座等を開催していきます。

図書館

２２２ ボランティア育成事業
児童館の様々な活動を支援するボランテ
ィア育成を図るとともに、活動場所の提供
に努めます。

児童館

２２３
市民公益活動団体・地縁
団体への支援

市民会館２階にある市民公益活動センタ
ーにおいて、各種活動団体の支援を行って
いきます。
団体活動拠点としての利用（ミーティン
グ、メールボックス等）、印刷等の事務作
業、活動していく上での悩みや相談、助成
金等の情報提供、プロジェクター等の備品
貸出、チラシ・ポスターの掲示などがあり
ます。また、センター内には保育スペース
も設けています。

市民協働課

２２４
要保護児童対策地域協議
会（再掲）

保健、福祉、医療をはじめ教育、警察等児
童の関係機関が児童虐待の予防、早期発見
から妊婦も含めた児童とその家族への援
助にいたるまで、有機的な連携に基づいた
援助方策、援助システムを検討し虐待の防
止等を推進します。また、定期的な児童の
状況確認、必要に応じたケース会議等を行
い、関係機関の連携を図ります。

子育て支援課
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（４）子育て交流の場づくりの推進

＜施策の目的＞

地域における交流の希薄化によって、子育て中の親子が孤独感を感じることなく、子

育ての喜びをわかちあうことができるよう、誰もが気軽に訪れ、子育て中の親同士が交

流することができる場や機会の提供に努めます。

＜施策の方向性＞

ア．保育園（地域子育て支援センター）での親子の友達づくりや、高齢者との交流等を

実施します。また、幼児教育センターで親子活動の場を提供します。

イ．家庭内での孤立化・密室での子育てを防ぐため、気軽に集い相談・交流ができる仲

間づくりを目的とした場（つどいの広場等）の整備に努めます。また、地域での親子

の交流や仲間づくりを目的とする子育てサロンの充実に努めます。

ウ．児童の健全育成の拠点施設の一つである児童館においては、気軽に利用できる交流

の場として、子育てに関する様々な悩みの解消や情報交換を図るため「乳幼児クラブ」

を開設しており、今後もその活動内容の充実に努めます。また、小・中学生を対象に

した親子ふれあいによる講座や講習を実施したり、子育て中の保護者グループ（サー

クル）に対して､児童館の有効利用を図りながら､その活動場所の提供にも努めます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２２５
地域子育て支援センタ
ー事業（再掲）

子育てに悩みを持つ保護者及び幼児の友達
づくりに、遊びの教室を開催したり、園庭開
放や子育ての相談指導等を通じて、育児支援
を行っていきます。

保育課

２２６
富田林市立幼児教育セ
ンターによる子育て支
援（再掲）

２・３歳児とその保護者を対象とした子育て
支援のための施設で、３歳児広場の実施、親
子活動の場の提供や、毎月２回の専門家によ
る子育て相談等を実施します。(相談及び指
導・３歳児広場・施設の一般開放・子育て情
報の収集・子育て講座や研修会の開催・子育
てボランティア講座の開催・子育てサークル
の支援・各機関との連携の推進)

教育指導室

２２７ 地域活動事業

保育園で、地域の子どもやお年よりなどを招
いての敬老会やクリスマス会を実施します。
園庭開放や子育て講座、子育て相談を実施し
ます。地域の子育て支援については、保育所
保育指針にも謳われていることから、すべて
の保育園で順次実施していきます。

保育課
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事業
番号

事業 内容 所管

２２８
つどいの広場事業（再
掲）

主に０～３歳までの子どもとその保護者が
気軽につどい、交流や育児相談ができる場を
開設します。くつろげる場所の提供のほか、
各種講座の開催、子育て情報の提供なども行
っていきます。

子育て支援課

２２９
子育てサロン

地区・校区福祉委員会にて、閉じこもりの防
止や参加者相互の仲間づくりを目的とした
子育てサロンを実施しており、委員会の増設
と実施個所の増設を図ります。

地域福祉課

２３０
子育てサークル活動支
援事業（再掲）

子育てサークルの活動に対して助成金を交
付することにより、その活動を支援するとと
もに、サークル間の連携を図っていきます。

子育て支援課

２３１ 親子広場（再掲）
民生委員・児童委員協議会事業として、親子
で一緒にあそび、また親同士の交流を図るこ
とを目的に活動を継続していきます。

地域福祉課

２３２ 乳幼児クラブ事業

乳幼児及び保護者に対しサークル形式で多
種多様な活動を提供しています。
専門的な知識や経験を持った指導員を配置
し、情報交換や子育ての知識を学ぶ場の提供
をします。具体的には｢親子ふれあい遊び｣、
｢子育て井戸端会議｣、｢ワークショップ｣な
ど、参加者みんなで計画し実施していきま
す。

児童館

２３３
親子ふれあい事業（再
掲）

主に小学生を対象に各学期事業・年間事業・
夏休み事業として講座・講習事業を実施。具
体的には｢親子体操｣、｢子どもトランポリ
ン｣、｢親子水彩画教室｣、｢たのしい科学教
室｣、｢スイミング教室｣、子育て中の保護者
を対象にした｢子育てサロン｣等を実施して
います。

児童館
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２．子どもにやさしい安全・安心なまちづくりの推進

＜現状と課題＞

子どもが地域で健やかに育っていくためには、ゆとりある快適な生活環境や安全安心

して子育てができる環境の整備が重要であることから、本市では、公園の環境整備や道

路のバリアフリー、学校教育施設の整備・改善に努めるとともに、子どもを犯罪や交通

事故から守るための学習の機会を確保していきます。

平成 21 年のニーズ調査の結果をみると、就学前児童を持つ保護者が外出時に困るこ

と・困ったことについて、平成 17 年よりもさまざまな点でニーズが高まっています。

特に「買物や用事等の合間の気分転換に子どもを遊ばせる場所がない」「交通機関や建

物がベビーカーでの移動に配慮されていない」「歩道の段差などがベビーカーや自転車

での通行の妨げになっている」「小さな子どもとの食事に配慮された場所（店）が少な

い」などの割合が高くなっています。移動や生活の質を高めるようなことがらについて

の整備が求められています。

子どもの遊び場についても、満足していない人が半数を占めています。就学前児童を

持つ保護者では、特に「雨の日に遊べる場所がない」が 70％に達し、「遊具などの種類

が充実していない」や「公園など遊び場のトイレがオムツ替えや親子での利用に配慮さ

れていない」が 40％となっています。また、小学生児童を持つ保護者にとっても第１

位は「雨の日に遊べる場所がない」で 64.5％、「思い切り遊ぶための十分な広さがない」

が 43.3％、「遊具などの種類が充実していない」が 33.1％などとなっています。遊び場

の整備充実が求められています。

ニーズ調査の結果をみると、子どもが巻き込まれる事故や犯罪が増加していると感じ

る保護者は、就学前児童で 33.4％、小学生児童で 46.9％を占めており、子どもの安全

確保のための取り組みへの保護者の協力意識も高まっています。

今後は、子どもが安全に安心して遊ぶことができる環境の整備や、保護者を含め地域

ぐるみで子どもの安全を確保する取り組みの強化が必要です。
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（１）快適な生活環境の確保

＜施策の目的＞

身近なところで安心して遊ぶことができるよう公園等を整備していきます。また、子

育てに適切な住環境の整備を図り、良質な住宅の供給を行います。

妊産婦や乳幼児連れの人などにとって、外出しやすい環境整備や、通学路において安

全・安心な歩道等の整備に努めます。また、児童・生徒の健康確保の観点から、有害な

環境の改善を推進します。

＜施策の方向性＞

ア．憩いと潤いの場となる都市公園・児童遊園等の維持管理を進め、市民が安全に安心

して遊ぶことのできる公園を整備します。

イ．学校体育施設の開放を推進します。

ウ．公共的建築物や公園などの施設のバリアフリー化や、道路の段差解消、外出先での

おむつ替えのためのベビーシートの設置など、子育てバリアフリーの推進をします。

エ．子育て世代にとっても良質な住宅に住めるよう、公営住宅の整備・充実を図ります。

オ．教育施設の整備充実に努めるとともに、学校におけるシックハウス症候群対策に努

めます。

【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２３４ 公園整備事業
「大阪府福祉のまちづくり条例」・地元要望
に伴い、使いやすい公園を目指し、遊具等の
施設整備を行います。

みどり環境課

２３５ 児童遊園新設事業
バランスを考慮し、地元要望と土地確保が可
能な所を新設していき、児童の育成に寄与し
ます。毎年２か所設置が目標です。

みどり環境課

２３６ 公園管理事業

市民の憩いと潤いの場となる都市公園・児童
遊園等の快適な環境を提供するための維持
管理（清掃・除草・樹木管理・遊具修理）を
します。

みどり環境課

２３７ 学校体育施設の開放

地域でのスポーツ振興や文化振興及び地域
コミュニティのため、小中学校のグラウンド
及び体育館を学校教育に支障のない範囲で
開放します。

スポーツ振興
課

２３８ 学校体育施設の開放

地域でのスポーツ振興や文化振興及び地域
コミュニティのため、小中学校のグラウンド
及び体育館を学校教育に支障のない範囲で
開放します。

教育総務課
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事業
番号

事業 内容 所管

２３９
道路のバリアフリー化
の推進

富田林市交通等バリアフリー基本構想に伴
う道路特定事業計画に基づきバリアフリー
化（段差解消、誘導ブロックの設置等）の整
備を進めていきます。

道路交通課

２４０
交通等バリアフリー基
本構想推進事業（再掲）

｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律｣に基づく、市の基本構想に基
づきバリアフリー化を推進します。

まちづくり推
進課

２４１
公営住宅建替事業（改
良住宅等改善事業）

老朽化し、耐用年数による建替え基準に合致
した市営住宅の建替えを今後引き続き行い、
多様なニーズに合った住宅供給を行います。

住宅政策課

２４２ 教育施設の整備充実
市内学校（園）の耐震化を進めるとともに、
老朽化した施設の改善を図り、教育施設の整
備充実に努めます。

教育総務課

２４３
学校環境衛生調査の実
施

シックハウス症候群対策として、「学校環境
衛生の基準」に基づいた環境調査を実施しま
す。

教育指導室

（２）安全・安心なまちづくりの推進

＜施策の目的＞

子どもを犯罪や交通事故等の被害から守り、地域で子どもたちが安全に生活すること

ができるよう支援します。

＜施策の方向性＞

ア．子どもを犯罪や交通事故から守るために、地域や学校・保育所等での防犯教室や交

通安全教室の開催を推進します。

イ．子どもの安全確保のための啓発活動や青色パトロールカーの運行事業を推進します。

また、不審者情報などの子どもの安全に関わる情報を、希望する保護者等の携帯電話

にメールで配信し、子どもの安全確保に努めます。

ウ．子どもを犯罪等の被害から守るために、小学校の新入児童に防犯ブザーを配付する

とともに、防犯灯の設置・維持管理の補助を行います。
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【個別事業】

事業
番号

事業 内容 所管

２４４
学校園の安全確保（防
犯訓練）

各関係機関の協力を得ながら「学校園安全確
保の日」を中心とした全市的防犯訓練を行う
とともに、学校園での安全管理体制を常に点
検し子どもの安全確保に努めていきます。

教育指導室

２４５ 防犯教室

犯罪から身を守るため、地域や学校などで防
犯教室を開催します。
※富田林市防犯委員会の主催事業、市は同委
員会へ補助金を交付していきます。

危機管理課

２４６ 交通安全教室の開催
子どもを交通事故から守るため保育所・幼稚
園・小学校にて毎年交通安全教室を開催しま
す。

道路交通課

２４７
青色回転灯パトロール
カー運行及び補助事業

下校時や帰宅後の児童への犯罪や、交通事故
等からの安全を確保するため、市職員による
「青パト」の運行を行います。
平日の毎日、児童の下校時刻に合わせ、各小
学校校区毎に運行を行います。
また、地域で実施される「青パト」の運行に
対して助成を行います。

危機管理課

２４８
大阪府警による「安ま
ちメール」の普及啓発

大阪府警の「安まちメール」が、平成 18 年
から開始され、リアルタイムの情報が提供さ
れることにより、地域の見守り活動に活用さ
れるなどの結果が、子どもに対する強制わい
せつ事件の減少につながっています。このよ
うなことから、「安まちメール」の普及啓発
に取り組みます。

危機管理課

２４９ 防犯ブザーの配付
市立小学校の児童の通学時の安全対策の一
環として防犯ブザーを購入し、市立小学校の
新入生に配付します。

教育総務課

２５０ 防犯灯補助事業

犯罪や事故の発生を未然に防止し、安全・安
心な街づくりを進めるため、富田林市防犯灯
補助金交付要綱により実施しています。町会
等の管理団体に防犯灯の設置費及び維持管
理費の一部補助を充実します。
また、いずれの管理団体にも属さない所での
防犯灯の設置要望については、地域住民の安
全を最優先に、また公平性を考え、当面市で
設置し新たな管理団体の組織化を促すなど、
早期の設置に向けた検討を行っていきます。

危機管理課


