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近年の国の方針や安芸高田市における子育て家庭を取り巻く環境の変化
や、課題を解決するために、「第2次安芸高田市子ども・子育て支援事
業計画」を策定します。

就学援助費
…経済的な理由により、就学が困難な児童生徒の保護者に学校で必要な学
用品費などの一部を援助します。

放課後児童クラブ（小学生まで）
…放課後や長期休業期間中、就労等で保護者が家庭にいない小学生に適
切な遊びや生活の場を提供します。

放課後等デイサービス（高校生まで）
…放課後や長期休業期間中、学校就学中の障害児に対して生活能力向上
のための訓練等を行います。

こども発達支援センター おひさま
…就学前の発達が気になる子どもとその保護者への相談支援により、発達
に関する理解を深め、子育ての不安を軽減できるよう支援を行います。

在宅育児世帯支援給付金事業（生後6か月～17か月まで）
…在宅で育児されている世帯に月額2万円の給付金を支払います。
多子世帯保育料負担軽減事業
…多子世帯の3歳未満の子どもの保育料の負担を軽減します。
給食費（主食・副食）の補助事業
…幼稚園・保育所等に通う3歳児から5歳児の給食費を無償化します。

インフルエンザ予防接種費用助成事業
… 0歳から18歳到達年度末まで、インフルエンザ予防接種費用の一部を助
成します。

乳児家庭全戸訪問事業
…保健師が出産後に家庭訪問を行い、育児相談等に応じます。
乳幼児等医療費助成制度
…0歳から18歳到達年度末まで、子どもの受けた医療費の自己負担分の一
部を助成します。

乳幼児健康診査
…乳幼児期の大切な節目に健診を行います。

妊婦健康相談
…妊娠中の健康について、助産師等が相談に応じます。
妊婦家庭訪問
…必要に応じて家庭訪問を行い、妊娠・出産等の相談に応じます。

本計画は、令和2年（2020）年度～令和6（2024）年度までの5箇年計
画です。

計画策定の趣旨

小・中学生

乳幼児（0～5歳児）

出生後

妊婦
計画の期間

第2次安芸高田市
子ども・子育て支援事業計画

概要版

安芸高田市
令和2年3月

安芸高田市の様々な子育て支援

家庭の状況に応じた支援や、
居場所づくりを行います。

子育て家庭が孤立せず、
様々な人々と触れ合いながら
子育てができる地域づくりを

進めます。

子どもの
健やかな成長を支え、
保護者の育児への不安・
負担解消に努めます。

安心して
妊娠・出産が

できる環境づくり
に努めます。
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現状の課題
●子育て支援サービス等を知らない人へ事業内容の周知が必要です。
●地域の人々が子育てのサポートに参加しやすい取り組みが必要です。
●様々な活動の拠点として子育て支援センターを機能させることが必要です。
●経済的な支援だけでなく、子育てや教育関係の支援やサポートの充実が求
められています。
●既に実施している事業についての内容を周知するとともに、安芸高田市で
子どもを産み、育てたいと思う環境づくりが必要です。
●今後は男性も育児に参加できるよう、企業の理解や家事育児へ参加しやす
い環境づくりが必要です。
●安心して遊べる場を増やし、地域の人々の見守りに
よって安心して活動できる場を作ることが必要です。
●発育・発達について様々な機会・場所で気軽に
　相談ができるということの周知が必要です。

●妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援を行い、母
子の健康づくりやケアを充実します。

計画の推進体制と進捗管理計画策定の基本理念
　本計画は、施策に関わる部局間の綿密な情報交換と連携及び調
整を図りながら、効率的な推進を目指します。また、本計画を市民
とともに推進していく体制を確保するため、市民参画により構成さ
れる「安芸高田市子ども・子育て会議」を中心に、計画の推進と進
捗管理を行います。

地域・家庭・行政が協働
することで、子育て環境
づくりを進めます。また、
安芸高田市で生まれた子
が、地域で健やかに成長
し、親となって子どもを育
て、未来に続いていくこ
とを目指します。

こどもたちの  夢と未来がふくらむ  安芸高田

基本目標1 子育て家庭への支援の充実 基本目標2 基本目標3

基本施策❶ 保健・健康づくりの推進
●子どもの健やかな発達や成長を重視し、保育サービスの
充実や質の高い保育環境づくりを図ります。

基本施策❶ 子育て家庭への支援の充実

●保育料の無償化や医療費の助成など経済的な支援に努
めるとともに、各種制度についての周知を図ります。

基本施策❸ 子育て家庭への経済的支援

●関係機関との連携・情報共有を行い、ひとり親家庭への
十分な支援を行えるように努めます。

基本施策❹ ひとり親家庭等への自立支援

●学力の定着と学ぶ意欲の向上や教職員の育成を図るとと
もに、地域で子どもを見守るための環境整備を図ります。

基本施策❷ 教育環境の整備

●子育て家庭間のつながりをつくり、地域の人々が子育て
に参加することで、地域全体で子育てを支える環境を目
指します。

基本施策❶ 子育て支援のネットワークづくり

●子どもが過ごす場所や親子及び保護者間で交流できる場
所を提供し、身近な地域で子育てしやすい環境づくりを
進めます。

基本施策❷ 子どもの居場所づくり

●性別にかかわらず個性と能力を発揮できる環境づくりや
女性の就労支援等の支援、各種サービスの活用に関す
る周知を進めます。

基本施策❸ 仕事と家庭との両立の支援

●地域全体で育ちや自立を支援する体制を整備し、貧困の
連鎖を断ち切ることを目指します。

基本施策❹ 子どもの貧困対策

●子育て中の親子や子どもと触れ合う機会や地域の人々が
子育てに関わる機会や役割を充実させ、地域全体で子育
てする環境づくりを進めます。

基本施策❶ 家庭や地域の子育て力の向上

●様々な体験を通して、児童が健やかに発達・成長すると
ともに、他の年代や文化の住民と触れあうことで、地域
のつながりを醸成します。

基本施策❷ 多様な体験・ふれあいの機会づくり

●児童生徒が社会の一員として自覚し、社会の変化に対応
できる資質と意欲を持ち、心身ともに健康でたくましく成
長できるよう、児童生徒の健全育成を図ります。

基本施策❸ 健全育成の推進

●子育てに関する情報入手や相談が気軽にできる場を提供
し、関係機関が連携し効率的な相談対応ができる体制づ
くりに努めます。

基本施策❷ 相談体制の充実

●身近な地域で適切な支援やサービスを受けることができ
るよう、各種関係機関と情報共有及び連携しながら事業
を推進します。

基本施策❸ 障害のある子どもへの支援

●関係団体との協力・連携体制の強化を図り、地域での支
え合いができる関係づくりや、防災訓練等の実施により
緊急時に備えます。

基本施策❹ 安心・安全な生活環境の整備

●児童虐待を防止し、関係機関と
連携して支援体制の強化を図り
ます。

基本施策❺ 児童虐待防止対策の強化

地域で支える子育て環境の整備 基本目標4 次代の親の育成
安心して子どもを産み育てられる
環境の整備

基 本 目 標 ご と の 取 り 組 み


