
　　　（参照：計画書　Ｐ48～70） ※令和3年度中に実施した取組み　（現状、実績等）の項目
　①事業名　　　　②実施時期（実施予定時期）
　③事業内容（目的、方法、効果など）
　④規模（回数、参加者数など）

基本テーマ１　地域における子育て支援の充実

基本施策　①　世代間や地域での交流の機会の提供

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

学校･地域社会の連携･
協力による、教育講演
会等の取組みの推進

教育サ
ポートセ
ンター

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、
実施方法等の変更を行っている
（予定内容）
①年頭研修会（オンラインによる開催）
②令和４年１月５日（水）～６日（木）
③目的：年頭に当たり、教職員の教育へのさらなる意識高揚と資質
向上を図る。保護者の学校教育への理解を促進し、家庭と学校の
連携を深める機会とする。
　方法：実践発表、講演（オンラインによる開催）
　参加者：教職員、保護者等

・事前収録によるオンデマンド型で研修を開催したことで、参加者は
場所や時間を柔軟に考えながら研修会に参加することができてい
た。ただし、対面ではなかったので、質問等で参加者がその場で自
分の考えを深めたり広げたりすることはできなかった。

・教職員と保護者とが、共に学びを深め
ることができるように、今の八代市の状
況に合った内容を研修として提供できる
ようにしたい。

保育園・幼稚園等にお
ける乳幼児と小・中・高
校生との交流

こども未
来課

令和3年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、実施してい
ない。

中高生が保育園児と触れ合うことにより、乳幼児との交流や母性・
父性への気づきまた生を学ぶことにつながっている。
コロナ禍の状況において実施の方法を検討する必要がある。

感染症対策を講じながら、各保育園に
おいて、受入れを行っていく。

保育園・幼稚園等にお
ける乳幼児と小・中・高
校生との交流

教育サ
ポートセ
ンター

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、
実施なし

コロナ禍でも心の交流を図ることができるような取組を工夫して進め
ていきたい。

・今後も、通級生と園児が交流できる機
会を設定するため、幼稚園と適応指導
教室「くま川教室」との連絡調整を継続
していく。

つどいの広場、子育て
支援センターの地域に
おける取組みの充実

こども未
来課

①地域子育て支援センターの高齢者との交流
④・八代市子育て支援センター　　　　　　実施なし
　 ・八代市南部子育て支援センター　　　実施なし
   ・八代市北部子育て支援センター　　　実施なし
   ・八代市ひまわり子育て支援センター  実施なし
   ・八代市千丁子育て支援センター　　  実施なし
   ・八代市鏡子育て支援センター　　 　  実施なし
       （令和３年11月末現在）

例年であれば、いきいきサロン等にて、知識や経験の豊富な高齢者
との交流を行い、親子ともに生活や遊びの知恵を得るとともに、高齢
者が幼児と触れ合うことで高齢者の生きがい作りにもつながっている
ものの、今年度も新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、例
年通りの活動とはいかなかった。

感染防止対策等に気を付けながら、継
続して実施し、地域の子育て支援の充
実を図る

地域の団体等との連携
の推進

市民活
動政策
課

①地域みらいづくり補助金（２１地域）
②地域の活動拠点であるコミュニティセンターの一部管理業務委託
契約（１８地域協議会）
③「コミュニティセンターだより」により、各地域の情報を発信（毎月）
④地域協議会連絡会議の開催による情報交換
（会議数：会長会議2回、事務局長部会2回）
⑤自治総合センターコミュニティ事業（宝くじ補助）の活用支援（5地
域：高田まちづくり協議会、本野町、興善寺町、鏡町区、高下西町
第二）

・地域で考え地域で行動するまちづくり活性化の醸成と、地域独自
の取り組みと事業の継続が図られた。
・コミュニティセンターの一部管理業務について、地域協議会と契約
することにより、地域協議会が主体となり、コミュニティセンターを有
効的に活用している。
・自治総合センターコミュニティ事業（宝くじ補助）について、令和3
年度採択された各地域の世代間交流の支援を行なった。

・引き続き、地域協議会・自治会への活
動支援をしながら住民自治によるまちづ
くりを推進する。

   施策の展開に関する令和３年度の取組状況（行政の取組み） 資料４
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基本テーマ１　地域における子育て支援の充実

基本施策　②　子育て関連団体の連携強化

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

関係機関のネットワーク
による連携と総合的な
情報提供の充実

こども未
来課

③結婚・妊娠・出産・子育ての総合ホームページ「やつしろあったか
ねっと」において、保育園や子育てサークル等の情報発信を発信。

関係機関と連携し、各サークルや団体等の情報を掲載すると同時
に、子育て支援センター等のイベント・お知らせを一元化することによ
り、八代市の子育て情報を本ホームページへと集約し、簡単に入手
できるように努めた。

常にホームページの情報更新を行い、
ホームページの活用促進を図る。

市民活動団体一覧の
作成・配布

市民活
動政策
課

①市民活動登録団体一覧の作成・紹介
②常時更新
③市民活動登録団体一覧を市ホームページに掲載
④4１団体

・平成２４年度から、団体の「登録制度」を開始しており、今後も継続
した周知が必要である。
・今後も登録団体にメリットとなる情報の発信を定期的に行っていく
必要がある。

引き続き市民活動団体の活動を広報し
ていく。

市民活動ネットワーク交
流会の開催

市民活
動政策
課

実施なし 交流会の開催はないが、市民活動支援団体の活動やイベントを紹
介する「やつしろＮＰＯ情報」を年４回作成し、関係団体に送付するこ
とで団体間の情報共有を図っている。またホームページにも掲載す
ることで情報の発信を行った。

市民活動団体のニーズを確認し、実施
の検討を行う。

子育て支援ネットワーク
づくりの推進と支援ネッ
トワーク連絡会議の開
催

こども未
来課

①放課後児童健全育成事業者（放課後児童クラブ）の意見交換会
②令和4年2月実施予定。
③事業所間における課題・問題に関する意見交換

意見交換を通して、各事業所、団体が抱える課題をより把握し、今
後、これら課題等に関して支援を検討していく予定である。

他事業間の意見交換等の実施につい
ても検討する。

子育てを支援する関係
機関の研修・学習会の
実施

こども未
来課

令和3年度実施なし 各種研修会等について、新型コロナウィルス感染症の影響により、
実施できていない。

感染症対策を講じながら、関係機関の
ニーズに応じた研修・学習会等の実施
を検討する。

2/38



基本テーマ１　地域における子育て支援の充実

基本施策　③　子どもや保護者が集える場所の確保

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

こどもプラザ、子育て支
援センター等の子育て
支援拠点づくりの推進

こども未
来課

①地域子育て支援センター事業
③子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として、公立の支
援センター（1ヶ所）を運営するとともに、私立保育所（5ヶ所）に支援
センター運営を委託して実施している。各支援センターにおいては、
子育て親子の交流の場の提供や交流の促進、子育て支援に関する
講習会の開催、子育て相談及び援助、情報の提供など子育て世帯
に対する支援活動を行っている。
④6か所（公設1、民設5）週5日開設（令和3年11月末現在）
・八代市子育て支援センター（高田東部保育園）16.8人/日
・八代市南部子育て支援センター（ひので保育園）10.9人/日
・八代市北部子育て支援センター（しらぬい保育園）13.3人/日
・八代市ひまわり子育て支援センター（八代ひまわり保育園）16.0人
/日
・八代市千丁子育て支援センター（千丁みどり保園）7.0人/日
・八代市鏡子育て支援センター（文政保育園）15.6人/日

6箇所の支援センターの過去3年間の延利用人数は、Ｈ30：36,866
人、Ｒ元：29,694人、Ｒ2：17,663人と推移し、令和2年度以降、新
型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少したと考えられるが、
未就園の多くの子育て親子の利用があり、その支援の場として重要
である。
少子化や核家族化の進行などにより、子育て中の親の孤独感や不
安感の増大といった問題が生じており、本事業の必要性は高い。

今後も継続して実施する。

こども未
来課

①つどいの広場
③常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども（主として概
ね3歳未満の児童及び保護者）が気軽につどい、相互交流を図る場
を提供する。
④3か所（公設3、R3.11末）
・こどもプラザすくすく(週4日開設)14.6人/日
・こどもプラザわくわく（週5日開設）16.5人/日
・つどいの広場ぽけっと(週3日開設)0.1人/日

例年であれば、いきいきサロン等にて、知識や経験の豊富な高齢者
との交流を行い、親子ともに生活や遊びの知恵を得るとともに、高齢
者が幼児と触れ合うことで高齢者の生きがい作りにもつながっている
ものの、今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、例
年通りの活動とはいかなかった。

感染防止対策等に気を付けながら、継
続して実施し、地域の子育て支援の充
実を図る。

育児サークル等の情報
提供

こども未
来課

③結婚・妊娠・出産・子育ての総合ホームページ「やつしろあったか
ねっと」において、保育園や子育てサークル等の情報発信を発信。

関係機関と連携し、各サークルや団体等の情報を掲載すると同時
に、子育て支援センター等のイベント・お知らせを一元化することによ
り、八代市の子育て情報を本ホームページへと集約し、簡単に入手
できるように努めた。

常にホームページの情報更新を行い、
ホームページの活用促進を図る。
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基本テーマ１　地域における子育て支援の充実

基本施策　④　子どもが活躍できる場の提供

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

こどもエコクラブ事業の
推進

環境課 ①環境学習推進事業
②10月
③子どもたちの自然とのふれあいを目的として、大島干潟で干潟観
察会を開催した。
④回数：1回、参加者数：25人

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、当初予定していた3つの
自然観察会については中止した。

新型コロナウイルス感染症の状況を見
極めながら、自然観察会等の環境イベ
ントの開催を行っていく。

小・中・高校生の交流
活動の推進

教育サ
ポートセ
ンター

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、
中止

・実施主体を「くま川教室」へ移行したことにより、今後の開催につい
て可能か検討していく必要がある。これまで本事業を広く周知しても
参加する子どもたちが「くま川教室」在籍者中心であることから、実
施を含め再検討している。

・今後、八代市適応指導教室「くま川教
室」主催の事業として実施可能か検討
しながら取り組んでいく。

自然とのふれあい、英
会話等の体験学習教
室等の開催

生涯学
習課

①キッズチャレンジ2021わくわくアウトドア体験
②期日　第1回：令和3年7月31日（土）
　　　　　　第2回：令和3年8月21日（土）　大雨のため中止
③会場　坂より上公民館　他
④対象　市内の小学4～6年生と保護者
⑤参加者　10組27名
⑥内容　石橋めぐり、沢登り、ヤマメのつかみ取り、炊飯活動など

アウトドアスクールの代替事業として、日帰りで親子で参加するわくわ
くアウトドア体験を開催した。地域の方が講師となり、親子で自然体
験活動等に取り組むことで、親子の絆づくりや地域との交流を深める
ことができた。
今後もコロナ禍でも開催できるような代替事業やプログラムを検討し
ていく必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策を講じな
がら今後も実施していく予定

生涯学
習課

①キッズチャレンジ2021夏休み子ども陶芸教室
②期日　　令和3年8月5日（木）
③会場　　赤星公園内水竹居の館
④対象　　市内の小学3～6年生
⑤参加者　20名
⑥内容　　陶芸体験活動（粘土を使っての湯飲みや皿等の作製）

参加者を20名に制限し実施した。地域との交流を深めるとともに、も
のを作る喜び、学ぶことの楽しさに繋げることが出来た。
今後もコロナ対策を講じる必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策を講じな
がら今後も実施していく予定

生涯学
習課

①キッズチャレンジ2021「みどりのものづくり体験」
②期日　令和3年10月23日（土）
③会場　赤星公園
④対象　市内の小学4～6年生と保護者
⑤参加者 6組16名
⑥内容　木育教室（竹皿づくり・竹コップづくり）・炊飯活動・草木染め
体験など

宿泊体験活動の代替事業として日帰り事業で親子で参加するみどり
のものづくり体験を開催した。親子でモノづくり等に取り組むことで、親
子の絆づくりにつながった。
今後もコロナ禍でも開催できるような代替事業やプログラムを検討し
ていく必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策を講じな
がら今後も実施していく予定

生涯学
習課

①キッズチャレンジ2021「親子で体験！郷土工芸と郷土料理作り」
②期日　令和3年12月18日(土)
③場所　さかもと青少年センター
④対象　市内の小学生と保護者
⑤参加者　8組18名
⑥内容　正月しめ縄作り、竹の炊き込みご飯作り、田植えぜんざい
作りなど

地域の方が講師となり、親子で郷土工芸や郷土料理作りに取り組む
ことで、親子の絆づくりや地域との交流を深めることができた。また、
坂本町のにぎわいづくりに貢献することが出来た。
今後もコロナ禍でも開催できるような代替事業やプログラムを検討し
ていく必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策を講じな
がら今後も実施していく予定
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新・放課後子ども総合
プランの推進

生涯学
習課

①放課後子ども教室
②令和3年4月～令和4年3月
③放課後に小学校の余裕教室等を活用し、子ども達の活動拠点
（居場所）を設け、地域の方の参加を得、体験･学習活動等を行うも
の。今年度は、新型コロナウィルス対策の影響で、一部、事業を実
施できない期間もあったが、再開後、昭和小学校では、1～3年生を
対象に、スポーツ活動や宿題サポート、和太鼓演奏などを実施。泉
小学校では1～2年生を対象に、宿題サポートや各種の遊び体験な
どを行った。
④昭和小（予定実施回数33回、参加児童数25名）
　泉小（予定実施回数55回、参加児童数8名）

新型コロナウィルスの影響により、今年度前半は、ほとんど活動がで
きなかったが、再開後は、順調に予定通りの活動がなされている。
課題としては、スタッフや様々な活動メニューの指導者等の確保が
挙げられる。

今後とも、学校と連携を図りながら、子ど
もたちの放課後の安心できる居場所づく
りに努める。市も、これを支援していく。

こども未
来課

①わかみやジュニアクラブの整備
③わかみやジュニアクラブの改築を行い、利用児童の受入拡充に
つなげる。

①放課後児童健全育成事業
②令和3年4月～
③委託クラブ:３４クラブ

地域の子育て家庭の利用があり、児童の健全育成と保護者の仕事
と子育ての両立など、子育て世代への支援となっている。
核家族化の進行や就労形態の多様化等により利用者数が年々増
加してきており、さらなる受入体制の充実が求められている。

引き続き、未設置小学校区の解消や、
利用希望の多い小学校区への増設な
ど、計画的な整備を行う。

民間児童館への支援 こども未
来課

①民間児童館活動事業費補助金事業
②令和3年4月～令和4年3月
③地域の実情に応じた取り組みを行う民間児童館運営者に対し、
補助金を交付する。
④ひかり児童館
　4,510,000円

民間児童館へ補助金を交付することにより、活動の支援をするととも
に、児童の健全育成及び地域活動の育成が図られている。

事業を継続する。

生涯学
習課

①八代市子ども会連合会補助金
　補助金の額　150,000円（予定）
②八代市子ども会連合会の健全な運営を図るため、八代市社会教
育団体補助金交付要領に基づき補助金を交付する。

単位子ども会の解散や会員数の減少が顕著になっており、指導者
の確保、育成も課題である。今年度は新型コロナウイルスの影響に
より、一部の事業を中止・縮小して開催された。

子ども会連合会では、会員数の維持・
増加を図るため、子ども会活動の意義
などについて、各地域の町内会等に働
きかけを行っている。市としても、会が今
後とも主体的に運営されるよう支援を行
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基本テーマ１　地域における子育て支援の充実

基本施策　⑤　多様な保育・支援サービスの充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

保育園等における延長
保育、一時預かり、休
日保育等の充実

こども未
来課

①延長保育、一時預かり、休日保育、夜間保育等の保育
③就労形態等の多様化に伴う保護者のニーズに対応するため、保
育園等が日中の標準的な保育提供以外の保育の提供を実施して
いる。
④市内の保育施設の実施状況
　 延長保育 49園（公立2園、私立47園）
　 一時預かり （保育）35園（私立35園）
　 一時預かり（幼稚園型）3園（私立認定こども園3園）
　 休日保育4園（私立4園）
　 夜間保育 1園（私立1園）

令和元年度から、一時預かり事業を従来の保育園に加え、幼稚園
や認定こども園の在園児も対象として実施しており、過去3年間の延
べ利用児童数は、Ｈ30：455人、Ｒ1：13,867人、Ｒ2：20,127人と推
移し、大幅に増加している。一時預かり、延長保育、休日保育等の
多様な保育サービスを提供し。仕事と育児の両立支援に限らず、子
育て世帯に対する支援策としても必要性は高い。

今後も継続して実施する。

地域子ども・子育て支
援事業の推進

こども未
来課

①ファミリー・サポート・センター
③地域において子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受け
たい者からなる会員組織
④会員数　　　【R2総会員数→R3.12末】（増減）
　　利用会員　　　 　428人　→　460人（+32）
　　提供会員　    　　 60人　→　　61人（+1）
　　両方会員　 　    　20人　→　　19人（-1）

　活動件数
　　（R2年度総件数）159件
    （R3年12月末現在）65件
　   講習会　0回

コロナ禍での活動ということで利用件数自体は減少傾向にあったが、
その中でも継続的な利用が行われており、利用会員数はコンスタン
トに増えている。周りに頼る人がいない、仕事がどうしても休めない、
産後うつで思うように子育てができない等、様々な悩みに対しての
支援としてファミサポの必要性は変わっていない。
新型コロナウイルス感染症の影響で、講習会を開催できておらず、
新しい提供会員を増やすことができなかったことが昨年に続く課題で
ある。

今後も継続して実施する。

こども未
来課

①ショートステイ・トワイライトステイ
③保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上
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
なった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護するこ
とが必要となった場合等に施設において養育・保護を行う。
④2か所　実績：107件（令和3年11月末現在）

保護者の事故や疾病、冠婚葬祭などの一時的な受け入れが可能
なため、特にひとり親家庭における子育て支援につながっている。

今後も継続して実施する。

個別ニーズに応じた利
用者支援事業などの相
談事業の推進

こども未
来課

①子育て相談事業
②こどもプラザわくわく（基本型）、子育て世代包括支援センター（母
子保健型）の2カ所で実施
③子育て中の親子や妊・産婦及びその配偶者が、身近な場所で情
報の提供を行い、必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機
関との連絡調整を実施する事業。

相談内容に応じた対応、情報提供、関係機関との連絡調整により、
子育ての不安の解消や円滑なサービス利用につながっている。

今後も継続して実施する。
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あったかねっと等を活
用した保育や子育て支
援サービス等の情報提
供体制の充実

こども未
来課

③こども未来課窓口では、出生や転入等の子育て家庭に対して、
リーフレット等により情報提供を行った。健康推進課では、母子健康
手帳の交付時・赤ちゃん訪問・乳幼児健診等でチラシを配布した。
結婚・妊娠・出産・子育ての総合ホームページ「やつしろ　あったか
ねっと」において、総合的に情報を発信した。

市民に分かりやすい内容で提供する必要がある。 新たな広報の方法などについて検討し、
さらに周知を行い、子育てサービスの利
用につなげる。

保育士の就労のための
支援及び育成

こども未
来課

③・保育士の業務負担の軽減のためにICTを活用したシステム等を
導入する保育所等に対して補助金を交付。【R3年度新規事業】（2
施設1,500千円　見込）
・公立保育園における保育士の業務負担の軽減と保護者の利便性
向上を図るため、ICTを活用した保育業務支援システムを導入。令
和4年度運用開始予定。【R3年度新規事業】（タブレット端末等の購
入、Wi-Fi整備、システム導入運用保守委託）
・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付（26,000千円）
国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環で、令和4
年2月から保育士等の処遇改善を行うための補助金を交付予定と
しており、保育所等職員の処遇改善に取り組んでいる。
・保育人材の確保のため保育補助者の雇上げを行う保育所等に対
して補助金を交付。（20施設 36,836千円　見込）
・市内保育所等の職員の資質向上のため、市保育連盟が市内保
育所等職員を対象に行う研修に係る費用に対して補助金を交付し
ている。今年度は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、集
合研修ではなく、民間事業者が開催するレベルアップに繋がるオン
ライン研修を活用し、職員の資質向上を図った。（年間1,000千円）
・認可外保育施設の職員の健康診断や研修に要した費用に対して
補助金を交付。（2施設199千円　見込）
・新型コロナウイルス感染症対策のために要した費用（物品購入や
職員手当等）に対して保育施設1か所あたり300～500千円の補助
金を交付。（52施設　22,958千円　見込）

保育士の業務負担軽減を図ることは、保育の質の向上だけでなく、
保育士人材の確保の観点からも、重要な課題と位置づけ、令和3年
度から保育士の業務負担の軽減のためにICTを活用したシステム等
を支援する事業を開始した。
また、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している中で、保育
所等は社会機能を維持するために必要な事業とされており、保育の
提供を継続していただくためにも感染対策に対する継続した支援や
職員の処遇改善を図ることは、重要であり、今後も継続した実施が
必要である。

今後も継続して実施する。

指導主事・幼児教育ア
ドバイザーの配置・育成

こども未
来課

③市全体の幼児教育の質の向上を図るため、公立保育園・幼稚園
職員がリーダー的存在として助言等を行うことができるよう、昨年度
に引き続き、保育園・幼稚園から職員を県主催の幼児教育アドバイ
ザー育成研修に派遣し、育成を図った。
また、県が配置する幼児教育アドバイザー派遣について、管内施設
へ周知を行った。

育成研修は、令和元年度から県が実施を始めたもので、研修修了
者を増やすことで幼児教育の質向上に繋がると考える。今後は、教
育部局と連携し、育成研修の修了者の活用による市内全体の質の
向上の普及を図る必要がある。

市における幼児教育の質の向上を図る
ための体制を構築できるよう、アドバイ
ザー養成研修への職員の派遣等を継
続実施する。

学校教
育課

③市全体の幼児教育の質の向上を図るため、公立保育園・幼稚園
職員がリーダー的存在として助言等を行うことができるよう、保育園
1名・幼稚園２名の職員を県主催の幼児教育アドバイザー育成研修
に派遣し、育成を図った。
また、県が配置する幼児教育アドバイザー派遣について、管内施設
へ周知を行った。

育成研修は、令和元年度から県が実施を始めたもので、研修修了
者を増やすことで幼児教育の質向上に繋がると考える。今後は、教
育部局と連携し、育成研修の修了者の活用による市内全体におけ
る幼児教育の質の向上を図る必要がある。

市における幼児教育の質の向上を図る
ための体制を構築できるよう、アドバイ
ザー養成研修への職員の派遣等を継
続実施する。
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基本テーマ２　子育て家庭に対する切れ目のない支援体制の推進

基本施策　①　子育てに関する相談、情報体制の充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

子育て世代包括支援
センター、利用者支援
事業、市民相談室等の
子育てに関する相談窓
口及び情報提供の充
実

こども未
来課

③相談窓口及び情報提供実施箇所
・子育て世代包括支援センター
・こどもプラザわくわく（子育て相談窓口）
・つどいの広場、子育て支援センター（9箇所）
・市民相談室（家庭児童相談員）

令和3年度も新型コロナウィルス感染症の影響により、来所が減少し
ている。オンライン等を活用した情報提供を検討する。

今後も継続して実施する。

子育て支援と母子保健
の連携強化及び相談
体制の一元化の推進

健康推
進課

①子育て支援センター・こどもプラザ等との連携
②令和3年4月～令和4年3月
③こどもプラザ、子育て支援センター等の定例会において、必要に
応じ母子保健部門にも出席を依頼、支援が必要な家庭等の情報
共有及び事業の紹介等を行った。

支援が必要な家庭についての情報を共有しながら、連携した支援が
行えている。

今後も、連携を強化・継続しながら、切
れ目のない支援を行う。
また、地域の子どもに関する相談業務
全般を行う「子ども家庭総合支援拠点」
の令和4年度設置に向けて準備を行う。

関係機関等のネット
ワークの構築

健康推
進課

①子育て支援センター・こどもプラザ等の紹介
②令和3年4月～令和4年3月予定
③方法：母子健康手帳の交付時紹介するとともに、マタニティセルフ
プランの「妊娠6ヶ月の時期に子育て支援機関を利用する」と位置
づけ利用促進を促している。また、赤ちゃん訪問・乳幼児健診等で
チラシを配布。市ホームページや「あったかねっと」の中で紹介。
効果：保護者に、身近な遊びの広場や相談場所があることを紹介す
ることで子育てに対する安心感を与えることができる。

母子健康手帳交付時のマタニティセルフプランの説明の中で、「妊
娠6ヶ月の時期に子育て支援機関を利用する」と位置づけ利用促
進を促しており、妊娠期に情報を知ることで利用促進につながってい
る。

母子手帳交付時のマタニティセルフプラ
ンを活用し、妊娠中からの子育て支援
機関の利用及び産後の早期利用につ
なげ、子育てに関する情報提供の充実
を図っていく。子育て支援機関とも連携
し情報共有を強化する。
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基本テーマ２　子育て家庭に対する切れ目のない支援体制の推進

基本施策　②　生活リズムの乱れの改善と食育の推進

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

食育に係る情報発信・
啓発活動の推進

学校教
育課

①食育体験活動育成事業
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③学校給食を中心に様々な体験的学習をとおして、食物を育てる
喜びや食に対する感謝の気持ちを育て、望ましい食習慣の形成及
びその実践的研究の推進を図る。
④委嘱校：鏡小学校

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため予定通りではないが、
地域の人材を活用した体験的な活動等行うことができている。

今年度と同様に実施予定である。

食生活改善推進員と連
携した地域における食
生活改善活動の推進

健康推
進課

①食育教室
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③保育園・幼稚園・小中学校・イベントなどにおいて「朝食の大切さ」
「バランスのよい食事」「おやつの種類や取り方」などについて、調理
実習や講話、食育媒体を活用した教室の開催。
　おやこ食育教室を開催する食生活改善推進員に対してリーダー
研修会を開催。参加者16人（8月）
④教室の開催　1回　参加者30人（令和3年12月末現在）

今年度は調理実習ができていないが、試食、食育媒体活用などの
体験を通して健康について学び食生活を見直す機会となっている。
また親子で参加することにより親に共食の大切さを感じてもらうことに
繋がった。

食生活改善推進員の研修を実施し、調
理実習や講話、また食育媒体等を活用
し適正な食生活が実践できるように継
続して食育教室を開催する。

各種検診や研修会等
を通じた、乳幼児期か
らの望ましい生活リズム
と食育の推進

健康推
進課

①乳幼児健診や育児学級などでの「早寝・早起き・朝ごはん」の意
識づけ
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③乳幼児健診等で生活リズムについての啓発を行った。
目的：子どもの頃から健康的な生活習慣を身につける
方法：資料配布、保健相談
④乳幼児健診：  110回2,173人　(令和3年11月末現在）

個別保健相談・栄養相談、また資料等の配布を通して、基本的な
生活習慣を整えることが子どもの健やかな心と体の発達に繋がるこ
とを繰り返し伝えている。
3歳児健診における朝食欠食率は、父親が約4割強に増加、母親が
約2割の横ばい状態が続いている。また、メデイアとの接触がより早
期化し、長時間使用児では睡眠や成長発達に影響を及ぼしている
実態もみられる。

資料配布に併せ、個別相談において、
問診票や健診結果を活用し各家庭の
実態を把握したうえで、より具体的なアド
バイスが必要である。
集計結果を活用しながら、実態に応じた
教育内容を随時検討していく。

小中学校における食育
体験活動育成事業の
推進

学校教
育課

①食育体験活動育成事業
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③学校給食を中心に様々な体験的学習をとおして、食物を育てる
喜びや食に対する感謝の気持ちを育て、望ましい食習慣の形成及
びその実践的研究の推進を図る。
④委嘱校：鏡小学校

様々な体験活動、学校・園と家庭・地域が連携しながら食育を進め
ることで、子供たちは食や健康に関する正しい知識を得ることができ
た。また、自分の食生活や生活リズムについて目を向け、自分の食
や健康を改めるようになってきている。

令和４年度も研究指定校として小学校
１校を委嘱し研究を進める。また、「八
代市学校給食研究協議大会」で取組を
発表する予定である。
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基本テーマ２　子育て家庭に対する切れ目のない支援体制の推進

基本施策　③　性と生を学ぶ場の充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

幼稚園・保育園等にお
ける中学生・高校生に
よる乳幼児とふれあう
機会の充実

学校教
育課

①市内各小、中学校と幼稚園・保育園との交流活動を実施。
②各学校の計画による期日で実施。
③各中学校区ごとに作成の連携カリキュラムに基づき実施。
④回数、日数及び参加者数は、計画内容により異なる。

中高生が保育園児と触れ合うことにより、乳幼児との交流や母性・
父性への気づきまた生を学ぶことにつながっている。

今後も継続して実施。各幼稚園・保育
園において、受入れを行っていく。

こども未
来課

令和３年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点により、実施して
いない。

中高生が保育園児と触れ合うことにより、乳幼児との交流や母性・
父性への気づきまた生を学ぶことにつながっている。
コロナ禍の状況において実施の方法を学校と検討する必要がある。

感染症対策を講じながら、各保育園に
おいて、受入れを行っていく。

学校保健における性教
育の充実

学校教
育課

③各学校では、年間計画に基づき系統的かつ児童生徒の実態に
応じた指導を行っている。保護者啓発の一環として、授業参観で性
教育の学習を公開したり、講師を招いて講演会を実施したり、各学
校で特色ある取組がなされている。

各学校で授業参観や講演会等、特色ある取組が行われている。 今年度と同様に実施予定である。

中学生・高校生への
デートＤＶの予防教育の
実施

人権政
策課

①デートＤＶ防止教育アドバイザーの派遣
②通年
③デートＤＶに関するアドバイザーを派遣し、中高生に対するデートＤ
Ｖに関する学習の機会を提供する。
④実施校：7校、延べ参加人数：726人

評価：中高生のデートDVについて理解が深まり、暴力の未然防止に
つながる学習の機会を提供することができた。
課題：より多くの学校で実施してもらうために、効果的な周知が必要
である。

事業の周知を効果的に行い、今後も継
続して実施していく。

喫煙や薬物に係る啓発
や講話の実施

学校教
育課

③薬物乱用防止教育を全ての学校で実施している。学校医や学校
薬剤師、専門機関等と連携して行っている学校もある。

各学校で学校薬剤師と連携し、薬物乱用教室などの取組が行われ
ている。

今年度と同様に実施予定である。

喫煙や薬物に係る啓発
や講話の実施

人権政
策課

①薬物乱用防止教室の実施（予定）
②1/29（開催予定）、2月（ラジオ放送）
③目的：内谷正文氏と若者の対話をとおして、広く市民に薬物乱用
防止に係る啓発を行うことで、薬物乱用防止そして依存症の怖さな
どを身近に感じ取ってもらい、生命尊重や健全な生活を維持するこ
との大切さについて考える機会とする。
方法：保護司会による薬物乱用防止について、内谷正文氏の実体
験に基づいた一人芝居のDVD鑑賞。講師と若者トークセッションの
番組を実施。
・FMやつしろ「僕らの放送大集合」にて、特別番組として放送予定。
また、当日の模様を収録したものを番組として、ひこいちテレビで放
映予定。

評価：コロナ禍で高校での開催が困難であるため、講師と若者の対
話を開催し、その模様をラジオやケーブルテレビにて放映を行うこと
で、広く薬物乱用の未然防止などについて周知啓発を行う。

課題：薬物だけに限らず、喫煙や飲酒等について、未然防止の啓発
が重要であることから、これらの視点についても将来的には事業の中
に取り込みより効果を高める実施方法を検討していく。

従来の開催方法（市内の高校生の全生
徒が、在学期間中に1度は受講）が難し
い場合に備え、新たな開催・啓発方法
を検討していきたい。
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基本テーマ２　子育て家庭に対する切れ目のない支援体制の推進

基本施策　④　安心して子育てができる医療・保健の充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

母子健康手帳交付時
の相談・保健指導の充
実

健康推
進課

①母子健康手帳交付時の健康教育と個別相談
②令和3年4月～令和4年3月
③妊娠・出産・育児を通じて、母と児の一貫した健康管理を行うため
の知識の習得を目指す。交付後、保健師が妊婦全員に困りごとや
不安がないか、個別の聞き取りを行い、心身の問題の早期対応を
図る。
④486人（令和3年11月末現在）

保健師による個別面接を全員に実施することで、妊婦の抱える様々
な問題を早期に把握し、今後の支援に繋げることができた。生活環
境が心身の健康に影響を与えることが多い傾向にあり、問題が複雑
化している。支援が必要な対象者については、医療機関等関係機
関と情報共有し、早期からの連携体制が必要である。

妊娠届出を受けての母子健康手帳交
付時においては、妊婦の心身の健康の
みならず、虐待の発生予防を視点に入
れた取組みが求められている。ほぼ全
ての妊婦と接点をもつ貴重な機会であ
るため、丁寧な聞き取りを行い今後の支
援のための情報収集と利用可能なサー
ビスの提供を行うため、マタニティセルフ
プラン及び必要に応じ支援プラン作成を
継続していく。

こども医療費助成事業
の実施

こども未
来課

③令和元年10月診療分から対象年齢を18歳（高校生相当）まで
拡大して実施している。
④受給者数　18,581人（令和3年12月末現在）

令和3年度に関しては、新型コロナウィルス感染症の影響により受診
控えの傾向がみられる。

今後も、こどもの早期受診を促進し、健
全育成、健康保持を図るとともに保護
者の経済的負担の軽減に向け事業を
継続する。

妊婦及び産婦健康診
査の結果における保健
指導の充実

健康推
進課

①母子健康手帳交付時の健康教育及び妊婦健康診査事業
②令和3年4月～令和4年3月
③受診券の交付及び妊婦健康診査に係る費用を公費で負担（最
大14回）
④5,455件（妊婦健診は令和3年10月現在延べ受診者数、償還払
いはR3.11現在請求分）
　過去の健診データと出産状況の分析を行い、指導すべき優先順
位を検討した上で、電話・面接・訪問による保健指導（主に栄養指
導）を実施。また、妊娠後期には主に助産師による電話訪問を行
い、出産向けての情報提供や保健指導を実施。
電話にて保健指導：357件（令和3年11月末現在)
来所・訪問にて保健指導：19件(令和3年11月末現在)

血圧・貧血・糖代謝の異常が早産及び低体重児出生に関連してい
ることから、妊婦健診の結果より異常所見がある妊婦に保健指導を
実施した。医師会より妊婦健診結果が２～３ヶ月遅れで届くためタイ
ムリーな指導ができにくい課題がある。しかし、早産予防の観点から
妊婦の保健指導の必要性は高く、今後も医療機関と連携し、保健
指導を充実していく必要がある。
助産師による妊娠後期における電話訪問に併せて、全ての妊婦を
対象にレター支援を行い、妊娠期における支援の充実を図ることが
できた。

現在実施中の取り組みを継続するととも
に、データの分析に努め、保健指導の
必要性の高い妊婦に対し医療機関と連
携した保健指導を提供することで、早産
の予防や低出生体重児の減少を図って
いく。
更に、妊娠期における助産師の電話訪
問及び支援レターは継続し、妊娠期か
ら子育て期までの切れ目のない支援を
行っていく。

妊婦及び産婦健康診
査の結果における保健
指導の充実

健康推
進課

①妊婦歯科健康診査事業
②令和3年4月～令和4年3月
③妊婦の口腔衛生の向上及び胎児の健全な発育を図り、低出生
体重児の出生を予防するとともに、生まれてくる子の歯に対する関
心を妊娠中から喚起し、子どもの頃からのむし歯予防に繋げる。
受診券を交付し歯科健康診査に係る費用を公費負担。
④208件（令和3年10月末現在請求分）

令和元年10月より実施。事業開始時より概ね妊娠20週頃の受診
ができており、受診率は5割を超えている。要指導率が増加傾向で
あるため、継続受診及び低出生体重児の出生予防につなげる必要
がある。
受診者に比べ、未受診者の早産割合が高い傾向がある。

受診勧奨に併せ20週頃の受診を促し、
早産予防を図る。受診結果と低出生体
重児及び早産について分析を行い、歯
科医療機関のみならず、産科医療機関
とも情報共有し妊婦の口腔衛生及び胎
児の健全な発育につなげる。
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妊婦及び産婦健康診
査の結果における保健
指導の充実

健康推
進課

①乳幼児健診事業
②令和3年4月～令和4年3月
③すべての乳幼児が身体的、精神的、社会的に、最適な成長発達
を遂げる手助けをすることを目的とし、児の成長発育の状態を明ら
かにし、最適な成長を促すための健康管理、保健指導を行う。併せ
て、保護者への育児支援に努める。
④健診実施回数及び受診者数（令和3年11月末現在）
   ４ヶ月児健診：　 　43回中 29回　494人
   ７ヶ月児健診：　 　41回中 28回　536人
   １歳６ヶ月児健診：40回中 26回  　528人
   ３歳児健診：　　 　40回中 27回  　615人

全健診において、個別相談を実施し、保護者の育児不安の軽減に
努めるとともに、乳幼児の健やかな成長発達のために健康的な生活
習慣の確立へ向けての保健指導を重視している。
H27.4から保護者がわが子の発達を確認でき、時期に応じた必要な
関わりがわかる資料を配布し、指導を充実している。
未受診者については、課内のケース検討会に提出し情報共有を行
い、必要時こども未来課へ報告している。未受診ケースの中には、
支援を必要とする家庭が多いため、各校区担当保健師が家庭訪問
等で継続支援を行っている。複雑な事情を抱えた世帯もあり、関係
機関との連携が欠かせない。

今後も子どもの心身の異常を早期発見
し、適切な指導を行い、心身障がいの
進行を未然に防止し、乳幼児の健康の
保持増進と保護者への育児支援に努
める。

健康推
進課

①離乳食教室
②令和3年4月～令和4年3月
③乳児の保護者および育児を担当する祖父母などが、離乳食の知
識を高め、乳児の健全な生活習慣を図ることを目的とする。
④実施回数：新型コロナウイルス感染症の影響で実施なし。個別相
談で対応した。

新型コロナウイルス感染症の影響で試食を中止していたが、今後も
試食は難しい。
それぞれ、相談内容が違うため個別相談で十分対応出来た。

新型コロナウイルス感染症のため、当面
栄養個別相談で対応していく。

健康推
進課

①２歳児歯科健診来所児の保護者等への生活習慣病予防の意識
啓発
②令和3年4月～令和4年3月
③２歳児歯科健診に来所した保護者の現在の生活習慣及び健康
状態をチェックすることで、保護者が自分自身の生活改善の必要な
点に目を向けることができ、また我が子を含めた家族の生活習慣に
も気を配ることができるようになることを目的に実施する。
④実施回数：新型コロナウイルス感染症の影響で実施なし。

２歳児歯科健診に来所した保護者の現在の生活習慣及び健康状
態をチェックすることで、保護者が自分自身の生活改善の必要な点
に目を向けることができ、また我が子を含めた家族の生活習慣にも
気を配ることができるようになることを目的に実施していたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で２歳児歯科健診が、歯科医師会に委
託となり個別健診となったため、実施が不可能となった。代わりに受
診券に保護者向け啓発資料を同封した。

２歳児歯科健診は、今後も歯科医師会
に委託して個別健診で実施するため、
受診券に、保護者向け資料を同封し、
啓発を図っていく。
あわせて、他の幼児健診において生活
習慣病予防の意識啓発を行っていく。

要支援産婦への相談・
保健指導の充実（産後
ケア等の実施）

健康推
進課

①要支援産婦への相談・保健指導
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③産婦健康診査と産後ケア事業
目的：産後初期段階における母子に対する支援を強化し産後うつの
予防や新生児への虐待予防を図り、産後も安心して子育てができる
支援体制を確保する。
方法：産後間もない産婦の身体機能の回復や授乳状況及び精神
状況の把握等の重要性から産後健康診査を実施。産婦健康診査
の結果等から必要とされる産婦に対し、心身のケアや育児サポート
等が受けることができる「宿泊型」と「訪問型」の産後ケアを実施して
いる。
④宿泊型：1件、訪問型：5件（令和3年11月末現在）

産後2週間程度で産婦健康診査を実施することで早期支援に繋げ
ることができるようになった。
また、個別の事例を通して、顔の見える関係づくりが産科医療機関
と構築でき、連携が速やかに図れるようになった。
国の産後ケア事業のガイドライン改正に伴い対象者拡充を行い、必
要とされる産婦への心身のケアや育児サポート等が充実できた。

産後ケアの対象者拡充に伴い、支援を
必要とする産婦への心身のケアや育児
サポートが速やかに提供できるよう、妊
娠期からの周知啓発及び医療機関との
連携強化を図る。
産婦健康診査の集計結果を関係機関
と共有し、今後の対策につなげる。

生後４ヶ月までの乳児
家庭全戸訪問の実施

健康推
進課

①乳児家庭全戸訪問事業
②令和3年4月～令和4年3月
③すべての乳児がいる家庭を助産師、保健師が訪問し、子育ての
孤立化を防ぎ、子どもの健やかな育成を図る。
④訪問件数　　500件（令和3年1月末現在）
第１子の家庭に対しては、出生後早い時期に連絡し希望者には新
生児期の訪問を実施している。第１子訪問179件中新生児期訪問
55件

訪問率は約99.2％でほぼ実施できている。第１子の家庭について
は、出生後早期の訪問を実施している。訪問できなかった家庭につ
いては、定期的に課内ケース検討会を行い、支援方法について協
議している。訪問拒否のケースにおいても、保健センター等での来
所対応で状況把握は出来ている。
問題と思われたケースは、養育支援とし継続フォローを行い、必要
時、要保護児童ケースとして関係機関と連携した支援を行ってい
る。

すべての子どもの健全育成のために、訪
問率100%を目指す。
訪問拒否家庭については、早期から関
係機関と連絡をとり、支援の協力体制を
整える。
コロナ感染リスクを懸念し訪問自粛の希
望もあり、資料配布や電話相談で対応
を行っていく。
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支援が必要な家庭の
早期発見・早期対応、
養育支援訪問等の実
施

健康推
進課

①養育支援訪問事業
②令和3年4月～令和4年3月
③母子ともに身体的、精神的に安定し、家庭での生活が円滑に行
えるよう指導助言する。具体的な養育に関する指導助言等を実施
し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る。支
援が必要と思われる児童、家庭に保健師が訪問（状況により、自
宅、幼稚園・保育園などを訪問）。
④訪問件数　延 120件　(令和3年11月末現在)

妊娠届出時の個別面談から、要フォロー者には支援プランの作成を
実施しており、妊娠期からの支援の充実により妊婦の相談・訪問件
数が増加している。
養育に問題を抱える家庭へ、関係機関と連携し訪問支援を実施し
ているが、保護者の問題が複雑困難化している傾向があり、医療福
祉サービス等との連携も必要である。また、児の成長発達に特性が
あり、保護者や周囲の関わりに継続支援を要するケースも増加して
いる。保護者の気持ちに寄り添いながら、虐待予防の視点をとり入
れ、丁寧な関わりを強化していく必要がある。

特定妊婦、産後うつ、発達特性のある
児への関わり方に対する育児不安な
ど、母子ともに継続した支援が必要な
ケースに対して、関係機関と連携した支
援の充実を図っていく。（必要に応じて
支援プランを作成）
切れ目のない支援体制を構築するため
に他課との連携を強化する。

保・幼・小・中・支援学
校によるフッ化物洗口
の推進

健康推
進課

①フッ化物洗口事業
②令和3年4月～令和4年3月
③むし歯を予防するためには歯磨き、食生活の改善に加え、歯質の
強化が必要である。歯質強化に有効なフッ化物を乳歯及び永久歯
が生える時期に積極的に応用することにより、子どものむし歯の状況
を改善し、生活の質の向上を図ることを目的に実施する。
④実施幼稚園及び保育園43園/65園。小中学校及び支援学校に
おいては全校で実施。(令和3年12月末現在)

幼稚園及び保育園は週5日法で園にて洗口液を作成し実施。
健康推進課で作成・配達した洗口液を利用し、全小中学校及び支
援学校で実施している。
新型コロナウイルス感染症対策で、中止等の期間あり。園・学校へ
は、熊本県の通知のとおり、新型コロナウイルス感染予防を踏まえて
のフッ化物洗口実施を学校教育課とともに周知している。

効果的な実施となるよう、学校教育課、
歯科医師会とともにコロナ禍における実
施体制、継続実施を周知していく。
また、フッ化物洗口を希望しない保育
園・幼稚園に対しても実施勧奨を継続
する。

認可外保育施設におけ
る内科・歯科健診の推
進

こども未
来課

①八代市認可外保育施設児童等健康管理支援事業
②令和３年4月～令和４年3月
③一定の基準に達している認可外保育施設が実施する入所児童
の健康診断の経費に対し補助を行い、児童の健康管理支援を図
る。
④2園20人

事業の実施により、定期受診率100％となっており、児童の健康管
理につながっている。

今後も継続して実施する。

養育支援体制の充実と
関係者の連携強化

健康推
進課

①こども発達相談事業
②令和3年4月～令和4年3月
③将来、精神・運動発達面等において、障がいを招く恐れのある幼
児を早期に把握し、適切な指導を行うことにより、その健全な発達を
促進することを目的とする。方法：心理士３名による個別相談
④実施回数　33回/年予定
　 受診者数　 22回実施 76組（令和３年11月末現在）

保育所・学校等との連携を図り、こども発達相談や、こども総合療育
センターなどの専門機関へ紹介し、早期発見・早期支援に繋げた。
保健師等が経過観察が必要と判断しても、保護者の理解が得られ
ず、相談につながらないケースがあり、保護者へのきめ細かい対応
が必要である。
保護者から相談があっても時期によっては希望者が多く、タイムリー
な相談が実施できなかった。

健診後、発達面等で様子観察が必要
な場合は、こども発達相談で児への関り
方等を指導し、フォローの場とする。保
育園・幼稚園や子育て支援センターと
の情報の共有を図る。
相談が多い時期には随時実施できるよ
うに日程調整する。
保護者に発達特性の資料を配布し、保
護者の気づきを促すことで必要な支援
へと繋げていく。

医療機関と連携した低
出生体重児の支援

健康推
進課

①医療機関より看護情報サマリー等の情報提供を受け退院前訪問
や自宅への訪問を実施。
④訪問指導 21件　(令和3年11月末現在)

児の発育発達はもちろん、保護者の心理状況に配慮した上で支援
の時期や方法を充分に考慮して関わる必要があるが、医療機関か
らの情報提供により、医療機関と連携し状態の把握に努め、適切な
訪問指導につなげることができている。

訪問指導後は医療機関へ対応結果を
情報提供し、医療機関のフォローアップ
健診へつないでいく。

医療機関と連携した低
出生体重児の支援

こども未
来課

①養育医療事業
②令和3年4月～令和4年3月
③身体の発育が未熟なまま生まれ、医療を必要とする乳児が指定
医療機関において、入院治療を受ける場合、必要な医療給付を行
うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図る。
④27人（令和3年12月末現在）

母子保健法に基づく事業であり、毎年一定数のニーズはある。 今後も事業を継続し、こどもの健全な発
達と保護者の経済的負担軽減を図る。
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小児医療の充実 健康福
祉政策
課

①休日在宅当番医制事業・在宅当番・救急医療情報提供実施事
業
②令和3年4月～令和4年3月
③休日の急病に対応できるよう、八代市医師会・八代郡医師会に
委託し、休日在宅当番事業を実施（5月連休・年末年始を含む）

①夜間急患診療業務
②令和3年4月～令和4年3月
③夜間の突発的な急病に対応するために、八代市医師会に委託
し、八代市夜間急患センターにおける夜間急患診療業務を実施。

①歯科救急診療業務（5月連休・年末年始）
②令和3年5月2日～4日（5月連休）
　令和3年12月30日～令和4年1月3日（年末年始）
③歯科の急病に対応するために、八代歯科医師会に委託し、八代
歯科医師会口腔保健センターにおける5月連休・年末年始の救急
診療業務を実施。
④（5月連休）26名

①八代歯科医師会口腔保健センター運営事業補助金
②令和3年4月～令和4年3月
③休日の歯科の急病に対応する八代歯科医師会口腔保健セン
ター運営事業に補助金を交付。

市民に対して、必要な医療を必要な時に提供し、安心して暮らせる
環境を構築するため、現在の体制を維持する必要がある。

現在の体制を維持するため、事業を継
続する。

家族の健康づくりの支
援

健康推
進課

①20～３９歳の健康診査（ヤング健診等）
②令和3年4月18日～6月10日
③糖尿病等の生活習慣病の早期発見、早期治療を目的に実施し
た。また、健診結果により生活習慣の改善の保健指導を実施した。
乳幼児健診や赤ちゃん訪問等で受診勧奨を行った。
集団健診及び個別健診（子宮頸がん検診のみ）
　必須項目：基本健診（身体計測、血圧、血液検査、尿検査等）
　　　　　　　　歯周病検診（新型コロナウイルス感染症により中止）
　オプション：腹部超音波検診・乳がん検診（乳房超音波検査）
　　　　　　　　子宮頸がん検診
④必須：基本健診　336人
　オプション：腹部超音波検診　278人
　　乳がん検診（乳房超音波検査）　170人
　　子宮頸がん検診　484人（集団・個別健診）R3.12.3現在

新型コロナウイルス感染症拡大により、受診者は減少している。
自覚症状のない糖尿病等の生活習慣病は、早期発見・早期治療
が重要であることから、継続した健診の必要性を広く周知する必要
がある。また、健診結果で保健指導判定値を超える者については、
早期に保健指導の介入を行い、生活習慣病予防に取り組む必要が
ある。

健診及び保健指導では、対象者が安心
して指導が受けられるよう、十分な感染
症予防対策を行い実施して行く。
また、ヤング健診の対象者は、子育て
中の世代であり、次世代の生活習慣病
予防の視点からも、保健指導を実施し
ていく。
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基本テーマ３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

基本施策　①　子どもを生み育てる意義の啓発

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

家庭における教育力の
向上を図るための研修
会・講座等の推進

生涯学
習課

①②家庭教育学級運営委員研修会・家庭教育学級研修会を家庭
教育学級研修会としてオンライン（YouTubeによる一方向配信）で開
催した。第１回の研修会について、視聴者によるアンケート結果はお
おむね好評であった。
（第２回は現時点で通知を発送したばかりのため、不明。）コロナ禍で
はあるが、学級運営のしおりや生涯学習指導者名簿を作成して各
家庭教育学級に発送。各担当職員が学級支援に取り組んでいる。
３学期に家庭教育のポイント等を掲載したチラシを作成し、配布する
予定。

③親の学びプログラム　件主催講座に出席
④回数　1回　10名
　 進行役養成講座　17名

各家庭教育学級に学級運営のしおりや指導者名簿を発送したり、オ
ンライン研修会の実施や各担当職員が相談対応等の支援を行うこ
とで、コロナ禍でも円滑な学級運営をすることができ、また、社会教
育指導員の活用に繋がった。

親の学びプログラムは、各園・校も新型コロナウイルス感染症予防の
ため、中止が相次いでいるものの、感染症対策を行って開催する
園・校も徐々に増えてきている。

県主催講座に職員や八代市地域学校協働活動推進員等の学校
関係者が出席し、プログラムの必要性を実感した。来年度は、各園・
校に向けての研修会を実施したい。

未開設園等の学級開設を増やしていく
と共に、取組内容については今後も継
続して実施していく。

つどいの広場や子育て
支援センターにおける
活動の充実及び講座
等の開催

こども未
来課

③こどもプラザやつどいの広場ぽけっと、各子育て支援センターにお
いては、定期的に身長体重測定や授乳育児相談、離乳食教室、子
育て講座、絵本の読み聞かせなど様々な活動や講座等を行った。

令和３年度も、新型コロナウィルス感染症対策として、参加人数を制
限するなど対策を講じながら実施。育児相談や講座等を通して、子
育ての不安解消につながっている。

今後も継続して実施する。

研修会や家庭教育学
級、親の学びプログラ
ム、ＰＴＡ研究大会等の
推進

生涯学
習課

③新型コロナウィルスの感染状況に大きく影響を受けながらも、オン
ラインでのＰＴＡ研究大会を開催。また、市長や教育委員会との教
育懇談会や、令和2年7月豪雨で被災した河川敷運動公園の復興
を記念するタグラグビー大会などの事業を予定している。

新型コロナウィルスの影響を受け、インターネットを活用したオンライ
ンでの会議開催など、今できる形での事業実施を図られた。また、
感染状況が改善した年度後半には、通常の対面での会議やイベント
の開催も行われた。

事業内容や実施方法については、今後
も状況に応じて対応していく。
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基本テーマ３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

基本施策　②　学校等における教育環境の整備

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

リサイクル図書の配布 生涯学
習課

①除籍図書・雑誌の配布
②  11月（市民へ配布）
③読書活動を推進するため、図書館で除籍した図書及び一部の寄
贈図書、雑誌を市民へ無料配布し、家庭内及び教育機関における
読書活動を推進する。
④回数：3 回(３館合計）
　 配布冊数：約11,000 冊

　市民へ提供することで、家庭内の読書活動に寄与するとともに、図
書館の行事、事業などを広報する機会としても活用している。

　引き続き、除籍図書・雑誌の無料配
布を通じて、地域並びに家庭における読
書活動を推進する。

生涯学
習課

①ブックスタート事業
②通年
③保健センターと連携し、７ヵ月児健診の場で、市内全域の７ヵ月児
とその保護者に、絵本の読み聞かせの実演や語りかけの大切さの説
明を行い、絵本を１冊プレゼントする。
④回数：41回
　 参加者：約 810人
   ※回数、参加者共に令和4年3月末見込み

　親子１組ずつ読み聞かせを行い説明を行う必要があるが、コロナ
対策として検診会場で簡単な説明を行い絵本を手渡す方法となっ
た。
図書館カードの登録申込をホームページ上から行えるよう変更し、
申込も順調である。

　図書館ホームページやSNS等を活用
し、事業の広報や家庭での読み聞かせ
の大切さなど、周知を図っていく。　Ｍ
た、読み手の育成のため「ブックスタート
養成講座」を引き続き行う。

親子で絵本を楽しむ機
会の充実やおはなし会
等の開催

生涯学
習課

下記の理由により令和元年度開催をもって熊本県童話発表大会が
終了した事に伴い、八代市童話発表大会も終了となった。
〇読書に関する環境は改善され、大会の一定の役割が果たされた
こと
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、第三者に声や
態度で伝えるという大会の特性上、実施の安全確保が困難なこと。
〇学校における働き方改革や、より効果的な教育活動を進めていく
必要があること。

　熊本県大会の方針をもとに、令和3年度にて終了となった。 　熊本県大会の方針をもとに、令和3年
度にて終了となった。

親子で絵本を楽しむ機
会の充実やおはなし会
等の開催

生涯学
習課

①おはなし会
②通年
③子どもが本に親しみ、本と接する機会を増やすため、図書館及び
ボランティアの協働により、あかちゃん向け・幼児向け・小学生向け
等、幅広い年齢層を対象としておはなし会を開催する。
④回数：162回（コロナにより5・6・9月は中止）
　 参加者：約801人
　※回数、参加者共に令和4年3月末見込み

　絵本の読み聞かせや手遊びを行うことで、読書への関心や親子の
触れ合いの時間を設けることができた。

　コロナ禍でおはなしボランティアの参加
が見送られていたが、今後は積極的に
声掛けを行い参加を促す。また、おはな
しボランティアグループ同士の連携を図
るため、読書グループ連絡会を行い、読
み手の確保や育成に務める。
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出前図書館、巡回図書
館の活用の促進

生涯学
習課

①移動図書館
②通年
③図書館に来館することが困難な利用者に図書を提供するため、
利用者の近くの拠点（10月より19校区37ステーション）まで移動図
書館車ともだち号で移動し、図書の貸出・レファレンスなどの図書館
サービスを提供する。
④日数：162日（4～9月　月16日巡回／10～3月　月14日巡回）
　※5/14～6/13まで全館予約本の受け渡しのみ
　 貸出冊数：約9,482冊
　 利用者：約2200人
　※貸出冊数、利用者共に令和4年3月末見込み

　10月から大型の商業施設へ巡回し、移動図書館のさらなる利用
促進に務めることができた。

　定期的に移動図書館の書架を見直
し、季節にあった展示を行うことで利用
促進に繋げる。また、図書館の行事、事
業のチラシを配布し広報にも務める。

中・高校生の体験活動
の場の充実

学校教
育課

①職場体験学習
②各中学校の計画で実施
③各中学校区の職場を中心に職業体験学習を行い、仕事の厳しさ
ややりがい等について学ぶとともに、自分の将来について考えた。
④実施時期や日数などは各学校により異なる。

　多くの生徒が充実した職場体験（中学校２年生が中心）を行うこと
ができている。職種によっては、中学校区内だけでは十分でない面
もあるので、今後たくさんの業種の職場に受入を広げていくことが課
題である。今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の影
響により、職場体験学習は実施できなかった。職場体験学習の代
わりに、職業講話を実施した学校があった。また、各学校において、
中学２年生を対象にした立志式を実施した。登山や講話等、各学
校の実態に応じて実施し、自分の将来について考える活動になっ
た。

今後も同様に各中学校の計画にもとづ
いて実施予定である。

保・幼・小・中の連携に
よる就学前教育の推進

学校教
育課

①各中学校区独自の連携カリキュラムに基づいた「くまもと早ね早お
きいきいきウィーク」や健康カレンダー等の取組の実施
②合同研修会の実施も校区ごとに異なる。
③校区ごとの計画により異なる。

今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために、交流
活動等を中止した校区が多かった。学校・園においては、新型コロナ
ウイルス感染症対策を十分に行い、実施可能な範囲で実施でき
た。「くまもと早ね早おきいきいきウィーク」の取組を校区で実施でき
た。

今後も同様に各中学校の計画にもとづ
いて実施予定である。

保・幼・小・中・高の交
流及びインターンシップ
の実施

学校教
育課

①小中一貫・連携教育の取組による幼・保等、小、中、高の交流等
②各園・学校による計画で実施。
③各中学校区作成の連携カリキュラムに基づいた各幼・保等、小、
中学校の年間計画により交流を行った。（小中合同行事や相互乗り
入れ授業、授業研究会、情報交換会、幼稚園・保育園との交流
等）
④回数、日数及び参加者数は、計画内容により異なる。

「八代型小中一貫・連携教育」の取組を通して、義務教育９年間を
見通した「目指す１５歳像」という共通した目標を学校間で共有し、
教育実践を行っている。
また、乗り入れ授業や体験入学、合同授業などを通して、新中学１
年生が学校生活に適応しやすくなっている。今後は更に連携を深
め、校区の独自性を生かした取組の充実を図る必要がある。

今年度と同様に実施予定である。

学校支援員職員配置
事業の推進（特別支援
教育支援員、図書館支
援員等の配置）

学校教
育課

③学校・園のニーズを把握し、学校支援職員等を配置した。コロナ
禍により例年より回数は減少したが、各職種毎に研修や情報交換会
を実施した。
　学校図書館支援員２５人、研修等２回
　特別支援教育支援員６９人、研修等３回
　英語支援員３人、研修等４回
　生徒指導支援員７人、研修等２回
　看護師５人、研修等１回
　幼稚園保育支援員６人、研修等１回
・幼児児童生徒の学びを多面的にサポートする学校支援職員等は
各学校からの配置要望も多く、幅広く活用されている。
・小中支援学校での図書室の月当たりの平均貸出し冊数は、８．０
冊となった。

インクルーシブ教育システムの構築に向けて、学校支援職員等は大
きな役割を果たしている。
教育上配慮を要する児童生徒は多く、幼児児童生徒の学びを多面
的にサポートする学校支援職員等の各学校からの配置要望は、
年々増加傾向にある。しかし、それに十分応えられる状況に至って
いない。

学校の実態を十分把握した上で学校支
援職員等を継続して配置していく。
また、学校支援職員に対し研修を実施
し、より高い教育効果を狙っていく。
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いじめ、不登校など支
援が必要な児童・生徒
及びその家庭への支援
体制の充実

不登校児の相談や登
校の支援

学校教
育課

①いじめ問題対策連絡協議会、いじめ防止等対策委員会、学校支
援委員会の開催
②定期的な開催と学校からの要請に基づいて開催
③いじめに関わる機関及び団体の連携及び協力の推進、委員によ
る面談、助言等により児童生徒への支援を行う。
④いじめ問題対策連絡協議会は２回、いじめ防止等対策委員会は
２回、学校支援委員の派遣は2回であった。

学校だけでは解決が困難となったいじめ等の事案に対し、各委員が
専門的な立場から指導・支援を行うことができた。いじめの問題は複
雑化しており、専門的な立場からの指導・支援はますます重要であ
る。

今年度と同様に実施予定である。

教育サ
ポートセ
ンター

③くま川教室では、火・木曜（午前）に体育活動を行っている。また、
月・水・金曜日は教科指導や体験活動等を中心に行い、午後も開
級している。年間を通じてキャンプ、婦人会等との交流会など計画し
ていたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら中止した行事等が多くあった。しかし、1人１台タブレットパソコン整
備に併せて、くま川教室のWi-Fi化を進めながら今までとは違う取組
を模索したり、３密をさけた活動に取り組むなど新しい生活様式に合
わせた適応指導を行った。

・くま川教室に通っている生徒の人数が年々増加傾向にある。また、
個別の対応を必要としたり、家庭的に大変配慮を要したりする生徒
の入級希望も増えてきている。このことに伴い、指導員数や教室数
の不足、さらに、施設の老朽化等も課題となっている。

・学校との更なる連携強化により、くま川
教室に通う児童生徒の学校復帰に向け
た取組の充実を図る。
・築６０年を超える建物の老朽化は著し
く、移転等について本市の実情等も踏ま
え、関係課かいとも連携しながら、よりよ
い方策を継続して検討していく。

SNSのリテラシー教育の
推進

学校教
育課

③各学校において、情報モラル教育や、タブレットパソコンを活用す
る各教科等における授業をとおして、よりよい使い方の指導を積み
重ねている。また、関係機関の協力による情報安全出前講座や
ケータイ安全教室等を実施し、家庭でのタブレットパソコンや携帯電
話等の情報通信機器の使い方等についても啓発活動を行った。

児童生徒がタブレットパソコンを１人１台所有しているため、情報モラ
ル教育の重要性は高まっている。東京都町田市でのタブレット端末
によるいじめ事件を受け、本市でも児童生徒のタブレット端末のログ
インパスワードの見直しを行い、各児童生徒が自身でパスワードを変
更できるようにした。設定変更したパスワードを児童生徒が各自で確
実に管理できるようにすることが課題である。

今後も家庭や地域、関係機関と協力し
ながらSNS等のよりよい使い方の推進及
びネットトラブルの未然防止に向けた取
組を進めていく。また、学校に関する情
報セキュリティポリシーについても、現在
の状況に合ったものへと改定していく。
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基本テーマ３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

基本施策　③　子どもたちの生きる力を育むための地域づくり

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

電話等による相談や訪
問相談の実施及び相
談窓口の周知啓発（や
つしろ子ども支援相談
室、ヤングテレホンやつ
しろなど）

教育サ
ポートセ
ンター

③子ども・保護者・学校関係者からの電話や来所・訪問によ
る相談（学校生活・子育ての悩み等）対応。相談内容につい
て、関係機関と連携し助言に努めている。令和２年度以降
は、新型コロナウイルス感染症による休校の影響から減少し
ている。
④（活動件数）
　　平成27年度：３３６件
　　平成28年度：３６３件
　　平成29年度：３８４件
　　平成30年度：４４５件
　　令和元年度：４７９件
　　令和２年度：２３８件
      令和３年度：１２６件（令和3年10月時点）

・学校関係者への周知に加え、通信「おひさま」等による学校・保護
者への周知を図った。また、FMラジオやHP等の複数のメディアを利
用した啓発活動も行った。

・保護者への周知を更に図ることで保護
者の不安、困り感の解消・改善へつなげ
る。
・必要に応じて、学校や関係機関と連携
を取るなど、より丁寧な対応に努める。

不登校や引きこもりの
子どもたちの支援

学校教
育課

③・「不登校対策やつしろプラン」及び「不登校児童生徒の段階的
変容とそれに応じた支援」をもとに、新規不登校を出さない取組を実
施した。
・まず、不登校の未然防止のために、各学校で「魅力ある学校づく
り」や「わかる授業」の実践に取り組むとともに、年に複数回の生活ア
ンケートを実施し、児童生徒の変化を早期に発見する取組を行っ
た。
・不登校の初期対応としては、愛の１・２・３＋１運動（欠席１日目に
電話連絡、２日目に家庭訪問、３日目にチームで対応、関係機関と
の連携）の実施や校内における不登校対策委員会の充実を図っ
た。さらに、早期にＳＣやＳＳＷ等の関係機関との連携を図り、児童
生徒や家庭への支援につなげた。
・不登校児童生徒への支援としては、くま川教室やＳＣやＳＳＷ等の
関係機関と連携しながら、学校復帰を促しながら、社会的自立につ
なげる支援を行った。

各学校において、不登校の未然防止として「魅力ある学校づくり」や
「わかる授業」等の実践、定期的な生活アンケートの実施によって、
不登校が改善した事例がいくつかあった。しかし、不登校は増加傾
向にあり、特に生活リズムの乱れによって欠席が続く児童生徒が増
えている。

今後も不登校の未然防止及び初期対
応を図り、不登校の解消、改善につなげ
ていくとともに、関係機関や教育委員会
の各課と連携し、不登校児童生徒及び
家庭への支援を行っていく。

不登校や引きこもりの
子ども達の支援

こども未
来課

③不登校の状況（家庭全般への支援が必要なものなど）に応
じて、要保護児童対策地域協議会への登録を行い、関係機関
による支援を実施。
④不登校での登録　8件（令和4年1月現在）

市教育委員会、学校と連携しながら、その家庭を含めた支援によ
り、登校支援を継続する。

今後も継続して実施する。
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基本テーマ４　子どもの安全確保と生活環境の整備

基本施策　①　みんなが安心して歩けるまちづくり

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

学校における交通安全
主任研修会の開催

学校教
育課

③安全教育担当者研修会は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止とした。定例校長・園長会議にて、交通安全教育の推進を図
るために「本市の交通事故の現状」及び「各交通事故防止運動の周
知」等を行い、「学校安全計画の見直し」についても確認した。

各学校・園における交通事故の発生件数は、昨年度より減少傾向
である。これまでの交通安全教育の推進の効果だと考えられる。今
後も引き続き推進していく必要がある。

担当者研修会の開催については、行事
の見直しが必要だと考えている。

八代市通学路安全プロ
グラムの推進

学校教
育課

①通学路危険箇所の合同点検実施希望箇所調査
②令和３年４月～５月
③９小学校より１２箇所の希望

①ワーキング会議
②令和３年６月２３日
③危険箇所の合同点検に向け、内容の確認、日程調整を行った。
④警察関係、国土交通省、県土木部、市土木課・建設地域事務
所・市民活動生活課・こども未来課・都市整備課、１７名参加

①合同点検
②令和３年７月６日・１５日・１６日
③危険箇所の対策内容を検討
④関係機関、各学校関係者参加

※市ホームページに、過去３か年分も含め危険箇所対策予定一覧
表を公表予定である。
　

関係機関と連携しながら希望箇所すべての合同点検を行い、危険
箇所の安全対策を検討した。対策困難なカ所については、各学校
で登下校の安全指導・地域と保護者と連携し見守り活動の継続が
必要である。

PDCAサイクルに基ずき、引き続き関係
機関・学校・地域との連携し、危険箇所
の安全対策を行っていく。

保育園等における園外
活動時の安全確保の
推進（おさんぽマップの
作成、キッズ・ゾーンの
設定など）

こども未
来課

③各保育園に「おさんぽマップ」の作成及び更新を促し、安全の確
保に努めた。

キッズ・ゾーンの設定については、特に交通量等が多い施設等の状
況を把握しながら、順次設定を行う。

今後も継続して事業を実施する。
また、キッズ・ゾーンの設定については、
各保育園等の状況を把握しながら、警
察等と協議を行い、ゾーンの設定、安全
対策の措置を検討する。
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大気や水質調査等の
実施及び情報提供

環境課 ①環境保全対策事業・地下水保全対策事業
③公害発生源に対する監視・指導のほか、典型7公害等に関する
調査を実施。なお、結果については次年度、環境報告書「八代市の
環境」としてとりまとめのうえ、公表予定。
・大気汚染監視局による測定（対象:一般環境）
・悪臭調査（対象:5事業場）
・工場排水調査（対象:4事業場）
・地下水位調査（対象:6地点）
・地下水塩水化調査（対象:19地点）
・有害物質モニタリング調査(対象:10地点)
・飲用井戸等調査（対象30地点）
・自動車騒音調査（面的評価）（対象:5区間）
・工場騒音調査（対象:4事業場）
・新幹線騒音振動調査（対象：10ヶ所19地点）　等

予定どおり実施できている。今後も引き続き、公害発生源に対する
監視・指導等を実施し、良好な生活環境を保全・創出していくことが
必要である。

今後も引き続き、計画的に調査を実施
する。

団体によるパトロール等
の推進

市民活
動政策
課

③・防犯協会に登録した各ボランティア団体による、各種パトロール
を実施した。
・防犯情報として情報配信一斉システムでのメール配信を10件（11
月末）行った。
・防犯協会連合会と合同で、年末の電話でお金詐欺等防止キャン
ペーンを実施予定（12月15日）

　防犯協会連合会に登録されたボランティア団体については、それ
ぞれ自主的な活動を実施しているが、活動内容等の情報を共有化
し、連携した活動となるよう調整する事が重要であると考える。
　犯罪情報については、本市メールを登録している方と、本市ホー
ムページを視聴される方に対して、警察からの防犯情報を配信でき
た。今後もより細やかな情報配信の実現のために、警察との連携に
努める。

　引き続き、防犯協会連合会と連携した
防犯活動の実施、及び警察から提供さ
れる防犯情報の迅速な配信を行う。
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基本テーマ４　子どもの安全確保と生活環境の整備

基本施策　②　子育てしやすい生活環境の整備

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

子どもの放課後の居場
所づくりの推進

こども未
来課

①わかみやジュニアクラブの整備
③わかみやジュニアクラブの改築を行い、利用児童の受入拡充に
つなげる。

放課後児童クラブについては、待機児童が発生している状況にあ
る。

引き続き、未設置小学校区の解消や、
利用希望の多い小学校区への増設な
ど、計画的な整備を行い、待機児童の
解消に努める。

公園や安心して遊ぶこ
とができる遊び場等の
整備

都市整
備課

①市内一円公園維持管理事業
②通年
③樹木の剪定・伐採
④樹木の剪定伐採10公園

維持管理としては、計画的に繁茂した樹木の剪定等を行っている
が、実施する予算の確保が課題である。

今後も、限られた予算の中で、計画的
に樹木の剪定伐採等を実施予定。

つどいの広場、子育て
支援センターの地域に
おける取組みの充実

こども未
来課

【再掲】
基本テーマ１　地域における子育て支援の充実
基本施策③「子どもや保護者が集える場所の確保」中「こどもプラ
ザ、子育て支援センター等の子育て支援拠点づくりの推進」欄参
照。

【再掲】
基本テーマ１　地域における子育て支援の充実
基本施策③「子どもや保護者が集える場所の確保」中「こどもプラ
ザ、子育て支援センター等の子育て支援拠点づくりの推進」欄参
照。

今後も継続して実施する。
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基本テーマ４　子どもの安全確保と生活環境の整備

基本施策　③　子どもの有害環境対策や犯罪防止の推進

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

保・幼・小・中と行政の
連携による防犯体制の
強化

学校教
育課

①「八代市通学路安全プログラムに基づく合同点検」
②令和３年７月６日・１５日・１６日
③教育委員会、警察、国土交通省八代維持出張所、県土木部、
市（市民活動政策課、土木課、こども未来課・都市整備課）の関係
団体等が学校と連携し、通学路における危険箇所（防犯の観点２箇
所）の合同点検を実施した。

過去３年分を含め、対策箇所を確認し、検証することができた。不
測の事態が起こった際、適切な行動がとれるよう子供たちの危険予
知能力の育成が引き続き必要である。

PDCAサイクルに基ずき、引き続き関係
機関・学校・地域との連携し、危険箇所
の安全対策を行っていく。

教育政
策課

①管理運営事業
②通年
③④小学校・園の施設機械警備・・・夜間や休日等、施設内が無人
となる時間帯に警備センサーが反応した場合、担当の警備会社が
現地へ出動し、異常反応の原因の特定を行う（小学校23校・公立
幼稚園6園）。
　適正化通知・・・毎月の機械警備報告に基づき、確実な施錠等の
適正な対応を学校・園へ通知する（小学校23校・公立幼稚園6
園）。なお、28年度より施錠漏れなどの事案が重ねて発生した学
校・園に対しては、改善報告書の提出を求め、適正な管理を求め
る。
　防犯用監視カメラ…外部からの来客者確認、見通しが困難な場
所や死角となる場所の状況把握、犯罪企図者の侵入防止や犯意
の抑制のために設置する（公立幼稚園6園、小学校3校）。
　また、本年度は、学校から要望のあった麦島小学校に防犯カメラ
を設置した。

出入管理、侵入監視及び非常時連絡のための防犯監視・通報シス
テムは全校全園に設置済みであり、設備の運用面では、毎月の機
械警備報告に基づき、学校・園へ適正な対応及び改善報告書の提
出を求めている。
また、全校及び全園の校舎並びに敷地内に異常があった学校に
は、更に監視カメラを増設する等、防犯設備の整備を進めている。

異常の発生した学校・園へ設置する防
犯用監視カメラの増設など今後も、緊
急対応に必要な機器整備を継続して実
施していく。

こども未
来課

保育園での園外活動の際の安全に十分配慮するよう、公立保育園
に指示するとともに、市内の私立保育園等に対しても周知を行って
いる。また、令和元年度に保育園及び市こども未来課、市・県の道
路管理者、八代警察署で情報を共有し、危険箇所の合同点検を実
施した。点検で把握した危険個所について、道路の構造上の問題
などにより横断歩道の設置や歩道の拡張などの対応が難しい箇所
以外について、横断歩道・カーブミラー・外側線の設置の検討や塗り
直し等を可能な個所から所管課において順次対応している。

横断歩道・カーブミラー・外側線の設置・塗り直し等を危険箇所に対
する対応はほぼ完了している。今後も、園外活動等における安全確
保に努める必要がある。

保育園の近隣で危険な箇所がある場合
は、道路管理者や警察署等の関係機
関や地域との連携を図りながら、協議が
整った地域から、キッズゾーンの設定な
どを検討する。

保・幼・小・中における
不審者に関する情報提
供及び対応訓練の実
施

学校教
育課

③不審者侵入を想定した避難訓練が各学校・園において計画的に
実施された。また、地域で不審者に関する情報が入った場合、八代
署との連携や教育委員会及び近隣校への情報提供が速やかに行
われた。
八代警察署と連携して不審者遭遇の際の対応方法について講演

各学校・園においては、地域や保護者と連携し、見守り活動の充実
が図られている。引き続き、体制の強化が必要である。

引き続き、関係機関と連携し、各学校・
園の防犯体制を強化していく。

こども未
来課

③各保育園において、避難訓練実施時に年２～４回実施している。 不審者対応訓練により、不測の事態への対応、心構えを養い、安
全安心な保育所運営に寄与している。また各保育園で不審者に関
する情報があった場合は、こども未来課へ速やかに情報提供が行
われた。

訓練については、引続き実施していく。
「あんしんメール」を更に活用し、保護者
への情報提供が速やかに行われる環境
整備を図っていく。
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つどいの広場、子育て
支援センターの地域に
おける取組みの充実

こども未
来課

現時点では、子育て親子の支援という面を重視して事業を実施して
おり、子どもの有害環境対策や犯罪防止の推進という観点での取り
組みは行っていない。

新型コロナウイルス感染症対策で利用者数の制限等の対策を行い
ながら、事業を継続している状況なため、現段階では新たな取組み
への着手は難しい。

有害環境対策が必要な状況等があれ
ば、保育所等と連携をとった取組みを検
討する。

子どもへの暴力に対す
る予防教育プログラム
の実施

こども未
来課

実施なし。 面前DVケース等については、個別面談を通じて、予防に関する説
明及び定期確認を行っている。

今後、面前DV等を含め、暴力予防に対
する講座等の開催を検討する。

防犯対策のための八代
市生活安全推進協議
会の開催

市民活
動政策
課

①八代市生活安全推進協議会
②令和3年12月21日実施予定
③本市の防犯施策への提言
④年１回開催、委員数１３名（出委員１３名予定）

　対面以外での会議開催手法の検討及び、分かりやすい資料の作
成が重要である事を痛感した。
　また、会議で使用する資料等の情報提供については、市民生活と
直結していることから、広く周知できるよう広報活動も必要と考える。

　委員所属の各団体における取組内容
等の発表や意見交換等を取り入れ、よ
り活発な会議となるよう工夫する。

道徳教育の推進 学校教
育課

③校内研修推進事業等において、道徳科としての指導の在り方や
児童生徒の心に響く授業展開の工夫などについて指導・助言を行っ
た。
「考え、議論する道徳」の授業展開及び道徳科の評価について更な
る周知を図った。

県学力調査の児童生徒質問紙（i-Check）において、「思いを伝える
力」の項目で多くの学年で県の平均値を下回った。
道徳の授業で資料の読み取りに終始してしまう授業も依然として見
られるため、「考え、議論する道徳」の授業を更に推進していく必要
がある。

今後も学校訪問や校内研修推進事業
等を通して、「考え、議論する道徳」の実
践に向けて指導・助言を継続して行う。

青少年の健全育成及
び非行防止に係る環境
浄化活動等の推進

人権政
策課

①八代市青少年指導員による街頭指導
②各地区・校区　月1～2回
　 中央（中央繁華街、八代駅前）月 8回
③青少年の健全育成のため、青少年指導員による街頭指導を実
施（中央繁華街・各校区・八代駅前等における、青少年への声か
け、指導、パトロール）。
④指導回数　のべ188回(令和3年11月末現在)
　青少年指導員　のべ1,000人従事(令和3年11月末現在)

評価：青少年指導員の地道な活動と努力で、非行等の未然防止に
効果を発揮している。

課題：非行の低年齢化や潜在化等、周囲からわかりにくい状況が進
んでいることから、今後も関係機関との情報交換等を密に行い、更
に連携を図っていく必要がある。

効果的な指導ができるよう、関係機関と
の連携を密にしながら実施していく。

人権政
策課

①第71回社会を明るくする運動（法務省主唱）
②通年（コロナ禍においては通年とする）
③青少年の健全育成のため、社会を明るくする運動八代市推進委
員会主催で、関係機関、団体が連携して社会を明るくする運動を実
施。
④社明運動の周知・啓発
　・推進委員への社明運動の周知
　・さわやかヤングステージ番組放送（ケーブルテレビ）
　・さわやかトークin坂本中（10/22・60人参加）
　・社明運動についての啓発番組放送（ケーブルテレビ）
　・薬物乱用防止教室（1・2月予定）

評価：コロナ禍のため、多くの事業が開催中止となったが、各種メ
ディアを利用した開催方法などを検討し、一般の方へ周知啓発が
出来た。

課題：人を集める従来の啓発方法には、限界があるため、新たな啓
発・実施方法を検討していく必要がある。

今後、社会環境の変化に注視し、より効
果的な実施方法を検討していく。

人権政
策課

①青少年室だよりの発行
②R3.5月、11月、R4.2月（予定）
③市内等の小・中・支援・高等学校及び高専、コミュニティセンター
等へ配布や掲示を依頼する。
④R3年度　3回配布（予定）

評価：社会情勢や児童生徒・保護者に有益な情報を紙面に活用
し、定期的に情報発信が出来た。

課題：より有益な情報の発信のため検討を行い掲載記事の充実を
図る。

今後も引き続き、児童生徒及び保護者
向けに有益な情報を提供する。
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青少年に対する相談、
助言及び指導

人権政
策課

①八代市青少年相談員による青少年相談（ヤングテレホンやつし
ろ）
②平日　9時～17時
③青少年や保護者の不安や悩みの相談に対応するため、専任の
相談員３人による、電話や面談、E-ｍａｉｌによる青少年相談（ヤング
テレホンやつしろ）を実施。
④相談件数 536件（令和3年11月末現在)

評価：相談カードを市内の児童生徒に配布しており、青少年に関す
る様々な相談に対応していることから、相談者の悩みや課題の軽減
に寄与している。

課題：より相談しやすい環境を整備と更なる周知をする必要がある。

相談窓口の周知及び関係機関との連
携を密にし、業務の強化に取り組む。

テレビ・ゲーム・スマホ
などのメディア機器の適
切な利用に関するルー
ルづくりの啓発（ノーメ
ディアデーなど）

学校教
育課

①「心のアンケート」
②１１月下旬から１２月上旬
③いじめやＳＮＳ等に関するアンケートである「心のアンケート」を全児
童生徒対象に行い、情報端末機器使用の実態把握とＷｅｂサイトお
よびＳＮＳによるトラブル解消に引き続き取り組んでいる。

アンケートに基づき、児童生徒に聞き取り、必要に応じて教育相談を
実施する等、各学校における実態把握やトラブル解消につながって
いる。
しかしながら、ＳＮＳの進歩はめざましく、子どもたちの閉ざされたグ
ループでのＳＮＳのやりとりは把握できにくい面もある。今後、児童生
徒にはもちろん、保護者に対しても情報モラル研修などを充実させ
ていく必要がある。

今後も引き続き実施し、実態把握とトラ
ブル解消に努める。

テレビ・ゲーム・スマホ
などのメディア機器の適
切な利用に関するルー
ルづくりの啓発（ノーメ
ディアデーなど）

学校教
育課

③各学校・園の実情に合わせノーメディアデーを設定し、実施してい
る。中学校区の幼稚園・保育園、小・中学校で連携を図り、同じ時
期に実施し、その結果について共有しているところもある。

アンケート結果を活用し、メディアの視聴・使用の実態だけでなく基
本的生活習慣の定着について各家庭への啓発を図っている。

今後も同様に実施予定である。
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基本テーマ５　仕事と子育ての両立支援の推進

基本施策　①　子育てにおける男女の意識改革

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

「八代市男女共同参画
計画」に即した施策の
推進

人権政
策課

①男女共同参画計画の進行管理
②通年
③男女共同参画計画を計画的かつ効果的に推進するため、市役
所内の推進組織であ八代市男女共同参画行政推進委員会や八
代市男女共同参画審議会において実施状況を定期的に検証し、
進捗状況を明らかにする。
④八代市男女共同参画審議会の開催：１月予定、八代市男女共
同参画行政推進委員会の開催：２月予定

評価：施策の実施状況や進捗状況を検証することで総合的かつ効
果的な推進につながっている。
課題：計画の効果的な推進のためには、全庁的な連携が必要であ
る。

施策推進のため更に全庁的な連携を
働きかけ、引き続き、計画の進行管理
を実施する。
令和5年度に計画の改定を控えており、
令和4年度は意識調査を実施予定であ
る。

八代市男女共同参画
社会づくりネットワークの
活動への支援

人権政
策課

①八代市男女共同参画社会づくりネットワークの活動支援
②通年
③男女共同参画を推進する活動を行っている市民、団体及びその
集まりである八代市男女共同参画社会づくりネットワークの活動を支
援するとともに、ネットワーク活動がさらに充実するよう、会員の拡大
を働きかける。
④定例会の開催（６回）、新規会員（２人）、いっそDEフェスタの企画
運営、情報誌Mi☆Raiの編集に参画

評価：八代市男女共同参画社会づくりネットワークと協働し、充実し
た取り組みを実施することができた。また、新規に２人の入会があり、
会員拡大にもつながった。
課題：新型コロナウイルスの影響が長引いており、十分な活動ができ
ていない。

引き続き、活動を支援と会員拡大の働
きかけに取り組んでいく。

意識改革のための広
報・啓発の推進

人権政
策課

①いっそＤＥフェスタ2022の開催
②2月13日上映会、2月14日～オンライン配信・ケーブルテレビ放
送
③市民の男女共同参画への関心と理解を深めるために、イベントに
よる広報・啓発活動を行う。
④上映会、オンライン配信、ケーブルテレビ放送により講演会を実
施する。また、上映会開催時には男女共同参画パネル展示も行う。
約２００人参加見込み。

評価：従来の開催方法にデジタル技術を組み合わせ、より多くの人
が参加できるよう企画することができた。
課題：参加者の減少と若年層の取り込みが課題となっている。

デジタル技術を活用し、多くの人が参加
しやすい環境を整え、引き続き、実施し
ていく。

意識改革のための広
報・啓発の推進

人権政
策課

①男女共同参画情報誌の発行
②2月1日
③市民の男女共同参画への関心と理解を深めるために、広報誌に
よる広報・啓発活動を行う。
④発行１回、6,800部

評価：市民団体と協働で作成し、内容の充実した紙面を作成するこ
とができた。
課題：効果的な周知を行う必要がある。

引き続き、市民団体と協働で紙面を作
成し、あらゆる機会を利用して周知を
行っていく。

人権政
策課

①男女共同参画推進セミナーの開催
②10月21日・11月4日・11月18日・11月30日
③ワーク・ライフ・バランスの普及、男性の家庭生活への参画・自立
を促進するため、セミナーの開催を通じた学習機会の提供を行い周
知・啓発を図る。
④オンラインライブ配信、実施回数：4回、延参加人数：45人

評価：オンラインにてグループ討議を交えながら実施することがで
き、内容の理解が深まったと同時に参加者同士の交流にもつながっ
た。
課題：参加者の減少が課題となっている。

デジタル技術を活用し、より多くの人が
参加しやすい環境を整え、引き続き、実
施していく。
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人権政
策課

①男女共同参画アドバイザーの派遣
②通年
③事業所・学校・団体などが主催する講座・研修会にアドバイザーを
派遣するなど、啓発活動を支援する。
④実績なし

評価：利用がなかった。
課題：事業の周知方法について検討する必要がある。

事業の周知方法を検討し、事業の実施
につなげていきたい。

健康推
進課

①両親学級による赤ちゃん抱っこ体験、先輩ママとの交流、父親の
意識付け
②令和3年4月～令和4年3月
③目的：身近に赤ちゃんに触れる経験がない夫婦に、実際の赤ちゃ
んに触れたり、出産や産後の子育てについての体験談を経産婦から
聞く事で産後のイメージを持ってもらう。特に父親としての自覚を高
める機会とする。
内容：講話・実際の赤ちゃんの抱っこ・妊婦疑似体験・経産婦夫婦
の体験談と交流
効果：産後の子育てのイメージが湧き、夫婦で子育てをするという意
識・父親になるという意識が高まる。出産・産後に対す不安が軽減さ
れ、楽しみになる。
④新型コロナウイルス感染症の影響で実績なし。
個別相談に変更し対応。

新型コロナウイルス感染症の影響で、産科で行われる教室関係も休
止されている。
そのため、出産や産後の子育てについてイメージを持てないまま出
産になり、特に父親としての自覚を高める機会がない。
更に、立ち合い分娩や入院中の面会も制限されており、夫婦で子育
てに対する意識が高まらない状態で、子育てを始めなければならな
い状況にある。

今後は、１回あたり８組限定で感染防止
対策を行い、実施内容も見直し実施予
定。
また、子育て支援団体や助産師会等が
実施される教室等も紹介していく。
今後もコロナ禍における事業の展開が
必要となる為、ＩＣＴ等を活用した健康教
育及び相談等を検討していく。

育児・介護休業制度等
の普及・啓発

商工・港
湾振興
課

国、県等から関連事業に関する広報依頼があり、働き方改革関連
情報について、市ＨＰへの掲載や産業振興協議会会員企業に対し
てメールによる情報提供を行った。

男女問わず育児・介護休業が取りやすい職場環境にしていくために
も、関連する内容について、周知・広報を強化する必要がある。ま
た、育児・介護休業の取りづらい理由としては人手不足の問題も根
底にあることから、人材確保に向けた支援も必要となる。

令和4年4月に育児・介護休業法が大き
く改正されるため、制度を周知していき
たい。また男女とも仕事と育児を両立で
きるよう育児休業に関連する支援を行
いたい。
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基本テーマ５　仕事と子育ての両立支援の推進

基本施策　②　子育てを支援するための多様な働き方の実現

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

仕事と家庭、仕事と子
育ての両立支援に関す
る広報・周知の推進

商工・港
湾振興
課

国、県等から関連事業に関する広報依頼があり、働き方改革関連
情報について、市ＨＰへの掲載や産業振興協議会会員企業に対し
てメール等による情報提供を行った。

企業における人材不足の問題が顕在化していることから、人材確保
に向けた、企業の魅力発信が必要である。
社員がワークライフバランスに取り組めるよう、両立支援に関連する
内容について、周知・広報を強化することにより、企業の意識醸成を
図る必要がある。

関連情報の周知・広報を強化するととも
に、社員がワークライフバランスに積極
的に取り組めるよう情報発信等の支援
を行いたい。

こども未
来課

③仕事と子育ての両立支援につながる保育所等への入所や、子育
て支援サービス（ショートステイ・トワイライトステイ、病児・病後児保育
などの一時的な預かり）について、広報や周知を行った。

子育て家庭だけではなく、事業所等へも広報・周知が必要である。 今後も広報・周知し、利用につなげる。

働き方改革の推進 商工・港
湾振興
課

国、県等から関連事業に関する広報依頼があり、働き方改革関連
情報について、市ＨＰへの掲載や産業振興協議会会員企業に対し
てメール等による情報提供を行った。

働き方の見直しに向け、長時間労働の削減、年次有給休暇の取得
促進等に関連する情報発信をしていく必要がある。働き方の見直し
を推進する上では人材育成も関連しており、今後は従業員のリスキ
リングを促し、デジタル人材等時代に即した人材育成・活用も必要と
なる。

人材育成に関しては継続的に八代市産
業活性化人材・企業育成支援事業を
実施し、働き方改革関連の情報と併せ
て発信していきたい。

保育園等における延長
保育、一時預かり、休
日保育等の充実

こども未
来課

【再掲】
基本テーマ１　地域における子育て支援の充実
基本施策⑤「多様な保育・支援サービスの充実」中「保育園等にお
ける延長保育、一時預かり、休日保育等の充実」欄参照。

【再掲】
基本テーマ１　地域における子育て支援の充実
基本施策⑤「多様な保育・支援サービスの充実」中「保育園等にお
ける延長保育、一時預かり、休日保育等の充実」欄参照。

今後も継続して実施する。
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基本テーマ５　仕事と子育ての両立支援の推進

基本施策　③　子育て支援サービスの充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

第３子の保育料無料化
の拡充

こども未
来課

本市の保育料額の設定は、国基準の保育料額に対して約半額に
軽減している。　加えて、市独自の施策として、１８歳までの子どもを
持つ家庭の第３子以降の保育料及び副食費を無償とする取組みを
実施した。

保護者の経済的負担の軽減を図ることができた。 今後も継続して実施する。

子育て支援サービスに
関する情報提供体制の
充実

こども未
来課

③こども未来課窓口において、出生や転入等の子育て家庭に対し、
リーフレット等により情報提供を行っている。
結婚・妊娠・出産・子育ての総合ホームページ「やつしろ　あったか
ねっと」において、総合的に情報を発信した。

子育て支援等の情報については、市民に分かりやすい内容で提供
する必要がある。やつしろあったかねっとの利用促進に努める。

新たな広報の方法などについて検討し、
さらに周知を行い、子育てサービスの利
用につなげる。

子育て支援サービスの
利用の促進

こども未
来課

詳細は「資料２」及び「資料３」を参照 全般的に令和3年度においては、感染症対策のため、利用の制限
を行ったり、利用自粛の傾向がみられ、利用数は減少している。

感染症対策を講じながら事業を継続す
る。

本計画に即した子育て
支援事業の提供体制
の充実

こども未
来課

詳細は「資料２」及び「資料３」を参照 全般的に令和3年度においては、感染症対策のため、利用の制限
を行ったり、利用自粛の傾向がみられ、利用数は減少している。

感染症対策を講じながら事業を継続す
る。

子育て支援サービスの
質の向上

こども未
来課

③こどもプラザなどの子育て支援拠点施設のアドバイザー、放課後
児童クラブの支援員等について、様々な研修等の参加を促し、スキ
ルアップを行った。

子どもの発達障がいや親の養育力の低下など子育て家庭も多様化
しているため、それに対応できる知識の習得などの研修が必要と考
えられる。

今後も研修等への参加を促し、サービ
スの質の向上に努める。

子育て支援サービスの
利用者負担軽減の検
討

こども未
来課

①実費徴収に係る補足給付を行う事業
③生活保護世帯を対象に、幼稚園や保育園、認定こども園等に対
して保護者が支払うべき日用品、文房具その他教育・保育に必要
な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等の
助成を実施した。
さらに施設等利用給付認定保護者を対象に、幼稚園に対して保護
者が支払うべき食事の提供に係る費用の一部助成を実施した。
④生活保護世帯　12世帯　児童12人（見込）
　施設等利用給付対象世帯　15世帯　児童15人（見込）

低所得で生計が困難である児童の保護者に対し給付しており、施設
の円滑な利用や児童の健やかな成長を支援することができている。

今後も継続して実施する。

障害児通所支援事業
及び地域生活支援事
業（日中一時支援）へ
の支援の充実

障がい
者支援
課

①日中一時支援事業（日中短期）
　・新型コロナウィルス感染症予防対策のため、多くの事業所が利用
自粛の対応となった。

・日中一時支援事業（日中短期）については、サービス事業所によ
る利用自粛の動きが継続しており、今後は利用ニーズに合った対応
を図る必要がある。

・日中一時支援事業（日中短期・タイム
ケア）については、障害児通所支援事
業との利用調整を図りながら、本来の目
的に沿ったサービス提供と質の確保を
図る。
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基本テーマ６　さまざまな困難を抱える子育て家庭への対応などきめ細やかな取組みの推進

基本施策　①　児童虐待防止対策及び支援体制の強化

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

要保護児童対策地域
協議会による関係機関
の連携強化

こども未
来課

①八代市要保護児童対策地域協議会代表者会議
②日時：令和3年8月3日（火）
参加者：八代市要保護児童対策地域協議会代表者（20名）
③各関係機関の児童虐待防止に関する活動報告や、要保護児童
等への支援活動が円滑に機能するための環境整備等の協議を
行った。

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から資料送付
による会議開催であったが、今年度は会議を開催することができ、
関係機関の代表者が直接取り組みを紹介する等で、本会議の効果
が得られた。

新型コロナウイルス感染症対策に十分
配慮し、年1回以上開催する。

こども未
来課

①八代市要保護児童対策地域協議会実務者会議
③要保護児童等の各ケースの状況把握と進行管理について協議
を行った。
④乳幼児（一部学童期）期の部会、 学童期以降の部会の2部会に
分けてそれぞれ5回（計10回）実施。
　参加機関：八代児童相談所、八代教育事務所（SSW）、学校教
　育課、健康推進課,　こども未来課（家庭児童相談員含）

要保護児童等の増加に伴い、開催回数を増やすなどし、年々充実
してきている。しかし、本会議はケースの進捗管理のみに留まらず、
関係機関の多くの実務者が参加できる工夫も必要である。

要保護児童ケースの進捗管理の充実
と、関係機関の実務者の研修の機会を
検討するなどし、継続して実施する。

こども未
来課

①八代市要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議
②随時開催
③個別の要保護児童等について、当該要保護児童等にかかわる担
当者及び今後かかわる可能性がある関係機関等の担当者により構
成し、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討し
た。
④58回開催（令和3年11月末現在）＊令和2年度64回開催

要保護児童等対応件数の増加に伴い、会議開始回数も増加してい
る。ケースによっては複数回開催し、関係機関での支援体制が強化
される等の効果がみられている。

要望に応じ、可能な限り開催していき、
ケースの支援の充実を図る。また支援
が滞らないよう調整機関における進捗
管理を確実に行っていく。

児童虐待防止の啓発
や研修の推進

こども未
来課

③・児童虐待防止月間に合わせ、広報紙への掲載及びエフエムや
つしろのインフォメーション番組で児童虐待防止啓発に関する情報
を紹介。「出前講座」において本市の児童虐待に関する相談対応状
況や児童虐待防止についての講話を行った。
・市ホームページに児童虐待相談窓口を案内する記事を掲載。

新型コロナウイルス感染症の影響で、出前講座等の啓発活動が縮
小しており、ラジオ等のメディアが中心となっているため、児童虐待
防止の啓発が不足している。

新型コロナウイルス感染症対策に十分
配慮し、出前講座等の研修会の開催を
充実していく。

子ども家庭総合支援拠
点の設置

こども未
来課

令和4年度の設置に向け、研修会に参加する等で情報収集を行
い、体制及び人員配置等の検討し、関係部署（人事）との協議を
行った。

令和4年度に設置できる見込みとなった。 こども家庭総合支援拠点設置後の本市
におけるスシステム作り等、子ども家庭
相談相談等の活動を充実させていく。
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八代圏域児童発達支
援センターによる療育
機能の充実

障がい
者支援
課

①八代圏域地域療育センター
②令和3年4月～令和4年3月
③身近な地域で療育指導・療育相談を受けることで、子どもの発達
の支援及び保護者の不安の軽減を図る
④内容及び回数(令和3年9月末現在）
　・住民相談等知央地域支援事業（訪問）　（20件）
　・住民相談等知央地域支援事業（外来）　(70件)
　・施設支援　(52件)
　・専門職支援事業（51件）

通所支援事業所を対象にした研修や保育園等への施設支援を実
施することで、職員のスキルアップを図ることができている。
今後も、新規開設した事業所への支援や研修等を継続的に実施す
る中で、職員のスキルアップや情報共有を図る必要がある。

県は、国の児童発達支援センター機能
強化事業を活用し、地域療育センター
機能強化事業を実施している。令和3
年度は実施主体が市町村から法人へと
移行した。
今後も引き続き、事業所への支援や研
修等を継続的に実施するとともに、事業
所訪問による職員のスキルアップや情
報共有を行い、連携強化を図る。

児童虐待の早期発見・
早期対応に向けた関係
機関との連携強化

こども未
来課

③妊娠中から支援が必要な特定妊婦や健康推進課実施の定期健
診未受診の家庭、保育所・学校等で支援が必要な児童など、児童
虐待のリスクが高い家庭については、情報提供を受け、必要に応じ
て個別ケース検討会議を行うなど、関係機関の連携を行った。

他機関、特に八代市子育て世代包括支援センターや学校等教育
部門との連携が密にとれた。切れ目なくケースの支援を行うため一
層連携を強化していく。

母子保健の「八代市子育て世代包括
支援センター」と福祉部門が同じフロア
に設置される利点を活かし、さらに連携
を密にする。

要保護児童対策地域
協議会での代表者会
議・実務者会議・個別
ケース検討会議の実施

こども未
来課

①八代市要保護児童対策地域協議会代表者会議
②日時：令和3年8月3日（火）
参加者：八代市要保護児童対策地域協議会代表者（20名）
③各関係機関の児童虐待防止に関する活動報告や、要保護児童
等への支援活動が円滑に機能するための環境整備等の協議を
行った。

①八代市要保護児童対策地域協議会実務者会議
③要保護児童等の各ケースの状況把握と進行管理について協議
を行った。
④乳幼児（一部学童期）期の部会、 学童期以降の部会の2部会に
分けてそれぞれ5回（計10回）／年実施。
　参加機関：八代児童相談所、八代教育事務所（SSW）、学校教
　育課、健康推進課,　こども未来課（家庭児童相談員含）

①八代市要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議
②随時開催
③個別の要保護児童等について、当該要保護児童等にかかわる担
当者及び今後かかわる可能性がある関係機関等の担当者により構
成し、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討し
た。
④令和3度58回開催（令和3年11月末現在）＊令和2年度64回開

児童虐待防止対策及び支援体制の強化と同様 児童虐待防止対策及び支援体制の強
化と同様

関係機関による家庭訪
問の実施

健康推
進課

①幼児訪問
②令和3年4月1日～令和4年3月31日
③具体的な養育に関する指導助言等を実施し、個々の家庭の抱え
る養育上の諸問題の解決、軽減を図る。支援が必要と思われる
児、家庭に保健師が訪問した。（自宅、幼稚園、保育園など）
④訪問件数　令和3年11月末現在　171件

健診未受診者に対しては、保育園・幼稚園などと連携しながら発達
面の経過観察を行い、必要に応じて関係機関と連携した支援を
行っている。健診後の訪問による経過観察については、支援方法を
課内で再検討したため、減少傾向である。保護者に発達特性の気
づきを促す資料を配布し、保護者の思いに寄り添いながら支援をし
ている。

養育力に欠ける保護者が増加傾向にあ
ることから、さらに関係機関と連携した育
児支援が必要である。また、関係機関と
連携した未受診児訪問及び育児支援
の充実を図っていく。
必要に応じて支援プランを作成し、丁寧
な関りを行っていく。
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関係機関による家庭訪
問の実施

健康推
進課

①乳幼児健診における問診・個別相談
②令和3年4月～令和4年3月
③全健診の問診項目において、母親の子育てに対する気持ち、不
安や困難感、支援者の有無、父親の育児参加等を把握。4ヶ月、1
歳半、3歳児健診においては、詳細な問診項目（「しつけのし過ぎが
あった」「感情的に叩いた」「乳幼児だけを残して外出した」「長時間
食事を与えなかった」「感情的な言葉でどなった」「子どもの口をふさ
いだ」「子どもを激しく揺さぶった」等）で、家庭における状況を確認。
個別相談の中で詳細な聞き取りと、相談・助言を行っている。
④全健診、全受診者に対し個別相談を実施している。
　164回中　110回　2,173人受診 (令和3年1月末現在)

詳細な問診により、家庭での育児状況や保護者の気持ちの確認が
でき、育児不安や育児困難への早期対応につながっている。また、
より具体的な相談対応やアドバイスを行うことができている。
子育てにおける困難感、孤立感に十分に配慮した適切な指導や必
要な支援につなげるため、従事者の保健指導のスキル向上、支援
体制整備が課題である。
また、コロナ禍の影響で、虐待防止対策は更に強化が必要である。

継続して、問診による聞き取り及び全受
診者への個別相談を通して、各家庭の
状況・保護者の心理状況に応じた寄り
添った支援を行う。
健診の受診勧奨に努め、受診率の向上
を図る。また、よりハイリスクである未受
診者への対応も徹底する。

関係機関による家庭訪
問の実施

こども未
来課

要対協登録児童やその他の支援児童が増加傾向にあり、家庭訪問
等による支援や、緊急時の目視確認等の訪問対応も増加している。
対象者の増加に伴い、本課の対応職員の不足等の問題も生じてい
る。

こども家庭総合支援拠点の体制整備を行い要対協登録ケース等の
支援体制を構築し、早期対応、見守り支援を強化していく。

今後も関係機関等と連携・協力しなが
ら、家庭訪問等を通じ、支援が必要な
児童、家庭について見守りを継続する。

児童虐待防止に係る周
知、啓発

こども未
来課

新型コロナウイルス感染症の影響で、出前講座等の啓発活動が縮
小しており、ラジオ等のメディアが中心となっているため、ややPRが
不足している。

新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮し、出前講座等の研修
会の開催を充実していく。

今後は、相談窓口の周知啓発を強化し
て行く。
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基本テーマ６　さまざまな困難を抱える子育て家庭への対応などきめ細やかな取組みの推進

基本施策　②　家庭や社会における障がい児の受け入れ体制づくり

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

関係者への発達障がい
児に係る研修の充実

障がい
者支援
課

①発達障がい児に係る研修等の周知・広報
　・熊本県南部発達障がい者支援センター等が実施する研修等に
ついて、関係者・関係機関等へ周知を行った。

今年度の研修はＷＥＢ研修や動画視聴であったため、多くの関係者
が参加できる環境であり、理解が深まった。

今後も関係機関へ研修の周知を行うと
ともに、発達障がいについて理解を深め
られるように、機会を捉え関係者へ周知
を図る。

「八代市障がい児福祉
計画」に即した施策の
推進

障がい
者支援
課

①八代市障がい者計画等策定・評価委員会の開催
②3月中旬開催予定

障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に示した内
容の進捗状況を確認し、各関係者の意見を受け、計画の推進につ
ながっている。

「第4期障がい者計画」、「第6期八代市
障がい福祉計画・第2期八代市障がい
児福祉計画」に即した施策を推進してい
く。

障害福祉サービスや障
害児通所支援サービス
の実施

障がい
者支援
課

①日常生活用具住宅改修費給付費事業
②通年
③在宅の重度身体障がい者（児）が住環境の改善を行う場合、小
規模な改修費（手摺、スロープ設置等に要する費用）を助成し自立
支援を図る。
④給付限度額：20万円（原則1回）
　 申請件数：2件（障がい児の申請0件）
　 相談件数：5件（障がい児の相談0件）

市報等による制度の周知や相談支援事業所等の関係機関への情
報提供を実施している。しかし、制度の対象とならない場合や対象と
なる方でも利用していないことも多く、さらなる啓発と周知が必要であ
る。

障害者手帳の取得の際に対象となる方
に制度を説明するとともに、今後も市報
や市ホームページの活用等により制度
の周知を図る。

障害福祉サービスや障
害児通所支援サービス
の実施

障がい
者支援
課

①八代市高齢者及び障がい者住宅改造助成事業
②通年
③重度身体障がい者（児）又は知的障がい者（児）の在宅生活での
自立促進、介護者の負担軽減を図ることを目的として行われる改造
に必要な経費を助成する。
助成限度額 70万円（原則1回）
④申請件数：2件（障がい児の申請0件）
　 相談件数：5件（障がい児の相談0件）

市報等による制度の周知や相談支援事業所等の関係機関への情
報提供を実施した結果、相談件数は増加傾向にある。しかし、制度
の対象とならない場合や対象となる方でも利用していないことも多
く、さらなる理解と周知が必要である。

障害者手帳の取得の際に対象となる方
に制度を説明するとともに、今後も市報
や市ホームページの活用等により制度
の周知を図る。

障がい
者支援
課

①障がい児タイムケア事業
②通年
③放課後や夏休み等の学校閉校日に障がい児の預かりや日常的
な支援を実施した。
④月平均利用者数：120人（令和3年11月30日現在）

障がいのある児童・生徒が、放課後や夏休み等の日中における活
動の場を確保するとともに、障がい児を持つ親の就労支援や日常的
に介護している家族の一時的な休息に寄与した。

今後も当該事業を必要とする障がい児
を持つ家族に対し、学校や相談支援事
業所等を通じ周知を図る。
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障がい
者支援
課

①障がい児通所支援事業
②通年
③障がい児が将来自立した生活を送ることができるよう機能訓練等
の療育の提供及び保護者に対し家庭での療育に関する支援や助言
を行った。
④主なサービス：令和3年10月利用者数
　 児童発達支援利用者：194人
　 放課後等デイサービス利用者：631人

医療や教育、保育機関等、関係機関からの支援もあり、保護者等
が療育の必要性を理解し利用されている。また、機会を捉え、関係
機関が情報を共有し、連携しながら支援を行っており、今後もよりよ
い支援ができるように支援の方向性を確認し連携を深めていく必要
がある。

障がい児が日常生活を送る身近な地
域で専門的な療育が受けられるよう、関
係機関と療育体制の充実に努めてい
く。

障がい児支援のための
相談支援事業の充実

障がい
者支援
課

①相談支援事業、障がい児相談支援事業
②通年
③障がい児やその保護者を対象に、日常生活や障害福祉サービス
や障害児通所支援事業等の利用についての相談に応じた支援を
行った。
④一般相談支援事業所：３事業所
障がい児相談支援事業所：10事業所
・八代圏域障がい者支援協議会相談支援部会において、障がい児
支援のための相談支援の充実を含む、相談支援体制の在り方につ
いて検討した（基幹相談支援センター設置へ向けた準備の一環）。

相談支援件数の増加に伴い、家庭それぞれに支援が必要となる等
の処遇困難ケースが増加しており、相談支援体制の更なる充実が
求められている。
八代圏域障がい者支援協議会の各部会の活動を通して部会員の
スキルアップを図り、また多方面からの助言や支援を活用しながら、
障がい児支援のための相談支援事業の充実を図る必要がある。

引き続き、相談窓口の周知や連携強化
を図りつつ、八代圏域障がい者支援協
議会の組織体制を強化するとともに、各
部会による研修会等をとおして、関係機
関の一層のスキルアップを図る。
また、障がい児やその保護者のための
相談支援体制の充実を図るため、検討
を継続する。

保育園・幼稚園におけ
る障がい児の受入れの
推進

こども未
来課

①障がい児保育事業
③保育所において、保育の必要な障がい児の受け入れ促進を図
り、その障がいの特性に応じた集団保育を通じ、児童の心身の健全
な発達を促すことを目的として実施した。
④障がい児の受入園数：37園
   障がい児：21人
   軽度障がい児：120人
　（令和3年度見込）

事業の実施により、障がい児の受入体制の充実が図られ、集団生
活を通じて、それぞれの障がいの特性に応じた児童の心身の発達
が促進できている。

保育所等における障がい児の更なる受
入れ促進や受入れ体制の充実を図る
ため、令和4年度から障がい児を受け入
れている私立保育所等に対する市補助
金の単価を増額するとともに、医療的ケ
ア児を受け入れており、看護師を配置し
ている保育所等に対して、看護師配置
に必要な費用を補助するなど新規事業
の実施を予定している。

放課後児童クラブにお
ける障がい児の受け入
れの推進

こども未
来課

①放課後児童クラブ障害児受入推進事業
　 放課後児童クラブ障害児受入強化推進事業
③障がい児の受け入れを行う児童クラブに対し、運営費に加算して
補助を行い支援することにより、受け入れの推進につなげた。
放課後児童受入強化推進事業については、H29年度より障がい児
の受入の補助要件を５人から３人に緩和し、受入体制の充実を図っ
た。
④障がい児の登録児童数　109人

障がい児の受入について、放課後児童クラブに運営面の支援を行う
ことで受入れの促進につながっている。

今後も継続して事業を実施する。また、
対応する支援員の研修受講を促す。

特別支援教育の充実
（ユニバーサルデザイ
ン、合理的配慮、個別
の教育支援計画）

学校教
育課

③令和２年３月に策定した八代市特別支援教育推進計画に基づい
て実施。令和３年度の八代市特別支援教育総合推進事業計画に
沿って、研修等計画。コロナ禍の状況であるが、八代市特別支援連
携協議会、八代市特別支援教育コーディネーター研修会、また年
間４回の巡回相談員会をオンラインで実施した。各ブロックにおいて
は、集合人数を工夫しながら、特別支援教育に関する研修会を実
施したり、電話やメール等を使って情報共有・情報交換等を行っ
た。
　学校支援職員（特別支援教育支援員）を各学校へ配置（６９名）し
た。また、就学前の幼児の保護者及び関係機関を対象とした特別
支援教育就学説明会を感染対策を講じた上で、１０月に実施した。

本年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止の観点から、集合しての研修や会議は難しい状況であったので、
ほとんどの会議研修をオンラインで行った。時間短縮や効率化を考
えると、効果的な面も見られ、今後も取り入れていきたい。しかし、内
容によっては集合研修の方が効果的なものもあるため、今後実施方
法等を検討していく必要がある。

今後とも、八代市特別支援教育推進計
画及び八代市特別支援総合推進事業
計画に沿って、より効果的な会議研修
等の実施方法等を検討しながら、特別
支援教育の充実に向けて取組を進めて
いく。
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バリアフリーマップの充
実と利用促進

障がい
者支援
課

全体情報の更新は2年に1回であるため、令和3年度は修正依頼の
対応のみ。

バリアフリー情報の充実が図られた。 令和４年度においては、既登録施設の
再調査を行い、情報の更新を行う。

八代圏域児童発達支
援センターによる療育
機能の充実

障がい
者支援
課

①八代圏域地域療育センター
②令和3年4月～令和4年3月
③身近な地域で療育指導・療育相談を受けることで、子どもの発達
の支援及び保護者の不安の軽減を図る
④内容及び回数(令和3年9月末現在）
　・住民相談等知央地域支援事業（訪問）　（20件）
　・住民相談等知央地域支援事業（外来）　(70件)
　・施設支援　(52件)
　・専門職支援事業（51件）

通所支援事業所を対象にした研修や保育園等への施設支援を実
施することで、職員のスキルアップを図ることができている。
今後も、新規開設した事業所への支援や研修等を継続的に実施す
る中で、職員のスキルアップや情報共有を図る必要がある。

県は、国の児童発達支援センター機能
強化事業を活用し、地域療育センター
機能強化事業を実施している。令和3
年度は実施主体が市町村から法人へと
移行した。
今後も引き続き、事業所への支援や研
修等を継続的に実施するとともに、事業
所訪問による職員のスキルアップや情
報共有を行い、連携強化を図る。

地域療育ネットワーク会
議の開催

熊本県 令和4年3月に全体会議を開催する予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を受け、書面決議とする予定。

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、対面での
全体会議は開催できていない。

今後も新型コロナウイルス感染症の状
況を見ながら、開催予定。

発達障がい児の支援 障がい
者支援
課

③熊本県南部発達障がい者支援センターとの意見交換や研修会
実施に係る支援を行った。
　・意見交換：１回
　・研修会実施の支援：0回

熊本県南部発達障がい者支援センターにR3年度までの活動内容
の確認等の意見交換を行った。今年度、市が支援する研修会の実
施はなかったが、引き続き連携し、協力体制の充実を図る。

発達障がいの特性を理解し、必要な知
識や支援方法を身につけるための支援
体制の充実を図る。
ペアレントプログラムの受講等やペアレン
トメンターに適した人材の育成等となるよ
う、事業実施主体等としての取組や、関
係機関との連携強化及び調整等を図
る。

乳幼児健診時の相談、
支援

健康推
進課

①乳幼児健診事業
②令和3年4月～令和4年3月
③すべての乳幼児が身体的、精神的、社会的に、最適な成長発達
を遂げる手助けをすることを目的とし、児の成長発育の状態を明ら
かにし、最適な成長を促すための健康管理、保健指導を行う。併せ
て、保護者への育児支援に努めている。
④健診実施回数及び受診者数（令和3年11月末現在）
   ４ヶ月児健診：　 　43回中 29回　494人
   ７ヶ月児健診：　 　41回中 28回　536人
   １歳６ヶ月児健診：40回中 26回  528人
   ３歳児健診：　　 　40回中  27回  615人

全健診において、個別相談を実施し、保護者の育児不安の軽減に
努めるとともに、乳幼児の健やかな成長発達のために健康的な生活
習慣の確立へ向けての保健指導を重視している。
H27.4から保護者がわが子の発達を確認でき、時期に応じた必要な
関わりがわかる資料を配布し、指導を充実している。
未受診者については、課内のケース検討会に提出し情報共有を行
い、必要時こども未来課へ報告している。未受診ケースの中には、
支援を必要とする家庭が多いため、各校区担当保健師が家庭訪問
等で継続支援を行っている。複雑な事情を抱えた世帯もあり、関係
機関との連携が欠かせない。

今後も子どもの心身の異常を早期発見
し、適切な指導を行い、心身障がいの
進行を未然に防止し、乳幼児の健康の
保持増進と保護者への育児支援に努
める。
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基本テーマ６　さまざまな困難を抱える子育て家庭への対応などきめ細やかな取組みの推進

基本施策　③　外国にルーツを持つ子どもへの支援の充実

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

日本語指導を必要とす
る子どもが通う小・中学
校への日本語指導員
の派遣

学校教
育課

③３人の日本語指導員（会計年度任用職員）が、８人の外国にルー
ツをもつ日本語指導が必要な児童生徒への日本語の個別指導を
行った。（児童生徒１人あたり週２時間程度）

今年度の３人の日本語指導員は、児童生徒への指導経験がなかっ
たため、文部科学省の「外国人児童生徒等教育アドバイザー事業」
を活用して日本語指導に関する研修を実施し、日本語指導員の資
質・向上を図った。
今後も日本語指導員の研修の機会をどう確保していくかが課題であ
る。

外国にルーツをもち日本語指導を必要
とする児童生徒が日本語指導を十分に
受けることができるよう今後も日本語指
導員の人材確保を行う。（市ホームペー
ジへの掲載、ハローワークへの求人依頼
等）また、日本語指導員の資質・向上の
ための、研修の機会も確保していきた
い。

外国人市民向けの日
本語指導や外国にルー
ツを持つ子どもを支援
する民間団体の活動支
援

国際課 ①日本語交流サポーターの募集、養成講座の開催
②募集：4月～、養成講座：6月、7月、11月
③日本語教室で外国人の学びの支援者となるボランティアを「日本
語交流サポーター」として募集。日本語教室での実践に向け、外国
人とのコミュニケーション方法等について学ぶ講座を実施。
④11月末時点で22名が活動中

①日本語教室（にほんご交流ひろば）の開催
②7月、11月　（12月、1月、2月実施予定）
③外国人市民が日本語を学び、日本人市民との相互理解を深める
ことを目的に、文化や習慣、遊びなどをテーマに交流しながら学ぶ
日本語教室を開催。名称を「にほんご交流ひろば」とした。
④第1回（7月18日）　外国人8人、サポーター（ボランティア）16人。
第2回（11月18日）　外国人17人、サポーター（ボランティア）18
人。

①広報やつしろ12月号 多文化共生に関する特集記事での団体紹
介
②12月
③広報誌の多文化共生に関する特集記事の中で民間団体を紹介
した。

日本語交流サポーターとして22名の方に申込みいただき、養成講
座、「にほんご交流ひろば」での実践を通して、地域で外国人市民と
の交流・外国人市民の支援に携わる人材の育成を行うことができた
と考える。
外国人市民への日本語指導や外国にルーツを持つ子どもたちの支
援を行う民間団体については、市民の中で活動自体を知らない方
や知っていても内容が難しいのではないかと先入観を持っている方
が多く、また、広報の手段・範囲が限られていることから活動の輪が
広がらない様子がある。
このような中で、市内全世帯に配布される広報誌で民間団体を紹
介できたことは、市民に広く活動を知っていただくよい機会になったと
考える。
今後も多文化共生への理解促進に取り組み、外国人市民との交流
や支援活動に対する心理的なハードルを下げるとともに、サポーター
として外国人の学びを支援する人材の掘り起こしや育成に取り組む
必要がある

引き続き、広報活動等を通して市民に
多文化共生への理解を深めてもらうとと
もに、養成講座を継続実施し、新たな人
材の発掘、育成に取り組む。
また、民間団体の活動と市で立ち上げ
た「にほんご交流ひろば」が連携すること
で、年齢や日本語の習得度合、学習し
たい内容など様々な学びのニーズに地
域として応える体制づくりに取り組む。

行政主導による外国人
市民向け地域日本語
教室の実施

国際課 【再掲】
①日本語教室（にほんご交流ひろば）の開催
②7月、11月　（12月、1月、2月実施予定）
③外国人市民が日本語を学び、日本人市民との相互交流を深める
ことを目的に、文化や習慣、遊びなどをテーマに交流しながら学ぶ
日本語教室を開催。名称を「にほんご交流ひろば」とした。
④第1回（7月18日）　外国人8人、サポーター（ボランティア）16人
　 第2回（11月18日）　外国人17人、サポーター（ボランティア）18
人

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で一時開催を見合わせたた
め、計画通りとはいかなかったが、回を重ねるごとに参加人数も増
え、参加者も交流しながら楽しく学ぶことができたと考える。
今後さらに地域全体に活動を広げるためにも、より多くの方に「にほ
んご交流ひろば」を知ってもらうことが大事である。

引き続き、月に1度のペースで開催し、
「にほんご交流ひろば」の定着化を図
る。
また、「にほんご交流ひろば」を多くの方
に知ってもらうため、HPでの広報のほ
か、市内の監理団体や外国人技能実
習生受入企業への情報提供、SNSを活
用した周知等に取り組む。
やつしろ国際協会と連携し活動の充実
を図ることで、自走可能な教室運営を
目指す。
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基本テーマ６　さまざまな困難を抱える子育て家庭への対応などきめ細やかな取組みの推進

基本施策　④　ひとり親家庭の自立支援の推進

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

ひとり親家庭等の自立
支援（ひとり親家庭自立
支援教育訓練給付金
事業、ひとり親家庭高
等職業訓練促進給付
金事業、ひとり親家庭
等日常生活支援事業）
の推進

こども未
来課

①ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
③母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組
みを支援し、ひとり親家庭の自立の促進を図った。
④2件（令和3年11月末現在）

①ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
③母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ
生活の安定につながる資格の取得を促進するため、その資格の養
成訓練期間中の一定期間において給付金を支給し、資格の取得を
容易にした。
④実績数：18名（令和3年11月末現在）

事業の実施により、資格や技能等の習得を促進し、就労の支援を
行うことで安定した生活の実現が図られている。

前年度と同様に実施予定。

こども未
来課

①ひとり親家庭等日常生活支援事業
③母子家庭、父子家庭及び寡婦の人が修学等の自立に必要な事
由や病気などにより、一時的に介護・保育のサービス等で日常生活
に支障が生じた場合や母子、父子家庭になって間がなく生活が不
安定な場合などに家庭支援員を派遣し、生活援助や子育て支援を
行った。
④実績数：24件（令和3年11月末現在）

ひとり親家庭に対し、子育て支援、生活援助等を行い安定した生活
を支援している。

前年度と同様に実施予定。

ひとり親家庭等の福祉
の充実

こども未
来課

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、実施
なし。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、実施
なし。

次年度以降、新型コロナウイルス感染
症の感染状況等を考慮しつつ、受給者
の就労自立促進を図る予定である。ま
た、国の制度や事業の新設・改定に応
じて対応を図り、福祉の充実を行う。

母子・父子自立支援員
による相談と就労支援
の実施

こども未
来課

①母子・父子自立支援員
③ひとり親家庭で現に児童を扶養しているもの、及び寡婦の相談に
応じ、その自立に必要な指導や情報提供を行う。また、ひとり親家
庭で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上
及び求職活動に関する支援を行った。
④相談124件、就労支援41件（令和3年11月末現在）

母子・父子自立支援員による就労相談の実施により、資格や技能
等の習得を促し、安定した生活の実現が図られた。
また、ひとり親家庭の様々な不安の解消のため、婦人相談員、家庭
児童相談員と連携し支援が図られた。

前年度と同様に実施予定。
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基本テーマ６　さまざまな困難を抱える子育て家庭への対応などきめ細やかな取組みの推進

基本施策　⑤　子どもの貧困対策の推進

行政の取組み 関係部署 令和３年度中に実施した取組み（現状、実績等） 評価及び課題 今後の取組み等

子ども食堂への支援 こども未
来課

熊本県に、本市の実施機関の登録を行い、国、県のホームページ
に掲載を依頼している。

本市内で開設している子ども食堂で、本課が把握している団体は現
在4か所である。

直接の支援はないが、今後も開設して
いる団体の活動状況を報告し、PRを依
頼してく。

子どもの学習支援への
取組み

こども未
来課

実施なし。 「ひとり親家庭への学習支援事業」は熊本県による実施が行われて
いるが、その他生活に困窮する世帯へ向けた実施に検討が必要。

子供の貧困対策の施策として市による
実施に向けた検討をお粉う。

生活困窮世帯やひとり
親家庭等への支援施
策の推進

こども未
来課

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
国の事業を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育
て世帯に対して、特別給付金の給付を行った。

おおむね、国が想定する事業実施スケジュールに沿って実施でき
た。

今後も国の事業については速やかな実
施に努めるとともに、市の状況に応じて
有効な施策の検討を行う。

庁内関係部署等による
連絡会の設置

こども未
来課

実施なし。 子どもの貧困対策に関して、どのような施策が効果的かの検討が必
要。
それに合わせ官界部署との協議を行いながら実施見向けた検討を
行う。

今後、子ども家庭総合支援拠点におい
て、子どもの貧困対策について全般的
に検討していく。
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