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（24） 兵庫県明石市 
東経 135 度の日本標準時子午線上に位置する明石市は、瀬戸内海に面し明石海峡をはさんで淡路

島を眼前に臨み、古くは万葉歌人柿本人麻呂によって多くの歌が詠まれ、源氏物語の舞台にもなった風

光明媚な地である。 

阪神都市圏と播磨臨海地域、そして淡路・四国と結ぶ位置にあり、海陸交通の上で重要な拠点となっ

ている。1960年代以降の高度経済成長期には、企業進出、住宅開発に伴う人口流入を受け、住宅都市・

産業都市としての成長を遂げた。2002 年４月には、特例市に移行し、地方分権を推進している。 

人口（2012 年４月１日現在）   293,273 人（世帯数 126,273 世帯） 

就学前（０～５歳）（2012 年４月１日現在）  15,788 人（人口比 5.4％） 

面積         49.25k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

明石市の人口は、1990 年の 27.1 万人から 2000 年の 29.3 万人と増加傾向にあったが、その後の 10

年間は2010年の 29.1万人とほほ横ばい状態で、2010年から３年連続の減少となっている。2011年策定

の「明石市第５次長期総合計画」によれば、人口は減少局面に移行し、2020年には28万人台になるもの

と推計されている。 

一方、世帯あたりの人員数は、1990年の3.03人が、2000年には2.72人、2010年には2.49人と、1990

年以降減少傾向にある。さらに、2012 年４月現在の住民基本台帳人口では、０～14 歳の年少人口は

14.5％、65 歳以上の老年人口は 21.7％で、老年人口の構成比は増加傾向にある。 

全国的に少子高齢化や核家族化が進み、家庭や地域での子育て力が弱まる中で、明石市でも子育

て家庭の環境や子どもの養育に関する様々な課題が生じている。 

 

２） 基本理念 

2010 年度に策定した「明石市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」では、「みんなで子育

て 子どもが輝き 夢育つまち あかし」を基本理念とし、「子、親、地域のみんながつながり、ともに育ちあ

うまち。子どもたちが個々の輝きを放ちながら健やかに育ち、次代へとつながっていくまち。すべての人が

笑顔で希望にあふれ、夢が育つ『あかし』」を、本計画のめざす目標像としている。 

 

３） 庁内組織の体制 

子どもや子育てに関する様々な課題に対応する市の組織として「こども未来部」を 2012 年４月に創設

し、就学前児童の子育て環境の整備に一体的に取り組んでいる。 

「こども未来部」の体制は、児童福祉課、子育て支援課、さらに新設したこども育成室（保育担当、幼

児教育担当、企画調整担当）である。こども育成室は、教育委員会の事務補助執行機関として、市長部

局において幼稚園に関する業務を教育委員会と連携して行うとともに、保育所に関する業務及び幼保一

体化を含めた就学前の子育て環境の整備に関する業務を担っている。 
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ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 里親家庭による子育て家庭ショートステイ事業 

保護者が出産や病気などにより家庭での養育が一時的に困難となった場合に、18歳未満の児童を児

童福祉施設で短期間（原則７日間）預かる子育て家庭ショートステイ事業を、2011 年７月から市内の里親

家庭５世帯においても実施している。（里親は、児童福祉法に基づいた制度で、実親の死亡、病気、離婚、

家出などの事情のため、どうしても家族と一緒に暮らすことができない子どもを養育している。子どもを育

てていくことに深い理解を持ち、熱意と豊かな愛情を注げる人で、知事により登録されている。） 

◯ 子育て家庭ショートステイ利用児童数 

区  分 ２歳未満児 ２歳以上児（内、里親利用数）

2011 年度 56 人 160 人 (32 人） 

2012 年度 12 月末 36 人 125 人 （26 人） 

経緯・背景 

市内には児童養護施設がなく、子育て家庭ショートステイを利用する子どもは通学が難しかった。一

方、里親制度の普及が進まず、里親活動についての啓発が必要であったことから、地域の里親が協力す

ることで、子どもは安心して通学ができ、子どもがお世話になることで里親活動が広く知られるようになると

して、市内の里親から子育て家庭ショートステイへの協力の申し出があった。 

成果・効果 

地域の里親家庭で過ごすことにより、子どもは休まず学校に通えることや、家庭環境の中で生活できる

ことで親と離れることの不安が軽減される。 

また、育児疲れや子育て不安の高い家庭の利用も多いが、熱心な里親さんの支援により、預かり終了

後も交流が続くなど、地域の子育て力向上につながっているほか、里親活動を知ってもらう良い機会にも

なっている。 

課題 

里親制度及び地域での子育て支援の理解を広げて、里親の人材を確保することが課題である。 

 

２） 親育ち・子育て事業（集団の中の３歳児保育）と明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度 

明石市では、市立幼稚園では保育を行っていない３歳児の受け皿としての保育と幼稚園における時

間外保育を、それぞれ NPO法人に明石市市民提案型パイロット協働事業として委託している。 

＜親育ち・子育て事業（集団の中の３歳児保育）＞ 

親育ち・子育て事業では、NPO 法人「みっくす」が、保育サービスや親子参加型の各種イベント事業

（クリスマスコンサート、お餅つき、芋掘り遠足、クッキング、お別れ遠足など）を学生や中高年のボランテ

ィアの協力を得て、地域との交流を図りながら実施している。 

○ 親育ち・子育て事業（集団の中の３歳児保育） 予算額（2011 年度） 2,819 千円 

 

＜明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度＞ 

明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度では、NPO法人「フルーツバスケット」が、幼稚園の

余裕教室を利用して、幼稚園での幼児教育終了後、時間外保育を実施している。また、今後の事業展

開に向けたスタッフ研修や連携先の子育て団体の調査を行っている。明石市・明石市立幼稚園では、

施設の提供とともに、会議の参加、調査の協力、市民への広報などを担当している。 

○ 明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度 予算額（2011 年度） 2,073 千円 
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経緯・背景 

明石市では、自治基本条例のもと、「市民参画」や「協働のまちづくり」の実現に向け、市のよりよいま

ちづくりにつながる公益的な事業について、市民活動団体から提案を受け、市民ニーズが高い事業を市

民と市、市民同士が協働で実施し、協働のまちづくりを推進することを目的に 2010 年から 2012 年にかけ

て「明石市市民提案型パイロット協働事業」を実施してきた。2010 年から NPO 法人「みっくす」の３歳児保

育と2011年からNPO法人「フルーツバスケット」の時間外保育制度を実施している。書類審査と公開プレ

ゼンテーションの結果、公益性や市民満足度の向上、子育て環境の課題解決や充実などが評価され採

択されている。なお、両事業は、パイロット協働事業として試行的に実施しているものであり、今後、市の

子育て支援施策として実施するかを検討していく。 

成果・効果 

事業の成果・効果を 2011 年度事業計画書及び採択事業評価より抜粋した。 

＜親育ち・子育て事業（集団の中の３歳児保育）＞ 

親育ち・子育て事業では、幼稚園との合同保育や地域住民やボランティアの参加による保育イベン

トも実施しており、市民及び市との協働が実現している。パイロット協働事業委託等審査会からは、以下

のような評価を得ている。 

① 子どもの可能性を引き出し、年相応の社会参加に寄与している。 

② 発達支援センターと連携するなど市と各方面の連携につながっている。 

③ 地域の団体やボランティアを巻き込み連携につなげている。 

 

＜明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度＞ 

明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度では、育児負担の一部が軽減され保護者の心と身

体にゆとりが生まれ、共働き家庭に幼稚園に子どもを入園させるという選択肢をもたらすことができる。ま

た、通いなれた幼稚園に時間外にも子どもを託すということができるので、在園児の保護者には心強い

支援になる。保育所入所待機児童の緩和の一助にもなる。同審査会からは、以下のような評価を得て

いる。 

① これまで平等性などの立場から協働による事業実施が困難だった分野の道を拓き、保護者の切実

なニーズに対応できている。 

② 幼稚園と連携を図りながら、生活指導面において幼稚園と同じ方針で取り組んでいる。 

③ 事業の成果だけではなく、広く保護者から現状、ニーズを調査し分析している。 

 

改善が必要と思われる点 

事業として、改善が必要と思われる点を 2011 年度採択事業評価より抜粋した。 

＜親育ち・子育て事業（集団の中の３歳児保育）＞ 

① モデルケースとして他の地域にも啓発し、事業を広めてほしい。 

 

＜明石市立幼稚園との協働による時間外保育制度＞ 

① 団体の負担が大きく、今後事業を継続や拡大するための協力と働きの仕組づくりが必要である。 

② 幼稚園と自宅の中継ぎのスタイルをととのえることがむずかしいと思われる。 

③ 教育委員会との調整や連携をさらに強化してほしい。 
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（25） 鳥取県倉吉市 
倉吉市は、鳥取県の中央部に位置し、南側は岡山県と隣接している。市内には国の重要伝統的建造

物群保存地区として指定されている打吹玉川地区を始め、江戸時代末期から戦前・戦中までに建てられ

た家屋や土蔵が多く残り、その町並みは、往時の面影を残す懐かしい佇まいをみせている。また、2005

年に平成の大合併で関金町と合併し、古くから「白金の湯」と呼ばれ江戸時代には宿場町、湯治場として

栄えた関金温泉など、新たな地域資源も加わり、これら豊かな地域資源を活用したまちづくりを進めてい

る。周囲は三朝、はわい、東郷の温泉地、世界遺産登録運動を展開している三徳山や岡山県の蒜山高

原に囲まれており、恵まれた自然、歴史を感じる町並み、集積された都市機能等の特性を生かし、鳥取

県中部の行政、経済、文化の中心都市として成長を続けてきた。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   50,224 人（世帯数 20,591 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  2,515 人（人口比 5.0％） 

面積        272.15k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

人口 60 万人弱の鳥取県は、東部、中部、西部と３つの圏域に分かれている。倉吉市を含む中部圏域

は１市４町（湯梨浜町、北栄町、三朝町、琴浦町）で約 10 万７千人の人口を持ち、倉吉市はその中心市と

しての役割を担っている。人口は約50,200人、15歳未満の年少人口は約6,500人、そのうち就学前児童

が約 2,500 人で、人口減少が進んでいる。合計特殊出生率は、2002 年の 1.46 を底に増加傾向を示して

おり、2011 年には 1.76 となり、国（1.39）や鳥取県（1.58）と比較しても高くなっている。年少人口比率は、

2000 年からの５年間で 14.9％から 13.6％と 1.3 ポイント減ったが、2005 年からの５年間では 13.6％から

12.9％と 0.5 ポイントの減少にとどまっており、少子化の進行にも歯止めがかかりつつある。 

保育所は 26 カ所（うち認定こども園２カ所。定員 1,829 人）、幼稚園が３カ所(定員 410 人)で、両方の

定員を合わせると就学前児童の約９割を占めており、待機児童はいない。その他、子ども･子育て支援関

連施設としては、地域子育て支援センター４カ所、児童館・児童センター10カ所、放課後児童クラブ15カ

所などを設けている。 

共働きで子育てをする家庭が多いため、以前から若い子育て世代の支えとなるべく、子育て支援とし

て保育行政に力を入れてきている。しかし、近年は入所児童が低年齢化し、年間 150 人ほどの０歳児の

中途入所があるため、特に年度後半の保育士の確保が難しくなってきている。 

また、近年では、すべての子育て家庭を対象とした出生前からの切れ目のない支援の流れを作り、子

育ての孤立化を防ぎ、児童虐待の防止対策などに力を入れている。 

 

２） 基本理念・基本方針 

子育ての基本を家庭に置き、全ての市民や事業所が力を合わせ、子どもたちが健やかに育つ地域社

会を築くとともに、安心して子どもを生み、子育てに希望と喜びを感じられるまちづくりを目指す。基本理

念及び基本方針は、次世代育成支援に対する倉吉市の基本姿勢であり、普遍的な行政目標である。 

○ 基本理念 一人ひとりの子どもがいきいきと健やかに育つまち 倉吉 
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○ 基本方針 ① すべての子どもの人権が守られ幸せに育つことを支援 

② すべての親がゆとりと喜びをもって子育てできることを支援 

③ すべての子どもや家庭を応援する地域社会への支援 

 

３） 庁内組織の体制 

子ども・子育て支援に係る事務事業は、福祉保健部の子ども家庭課、保健センター、福祉課と教育委

員会の学校教育課が主管しており、これらの保健・福祉・教育部門が連携、協力し、出生前から児童期に

わたる切れ目のない支援の流れを作って子どもや子育てを支援している。上記の３課及び保健センター

と子育て総合支援センター、保育所（代表園長）等が定期的に集まって検討会を開催し、子どもや家庭の

状況や課題について共通理解を図り、実施中の事業の振り返りや必要な施策の事業化等について検討

するなど、互いに連携、協力した取組を進めている。こうした体制作りは、2005 年の次世代育成支援対策

推進法や発達障害者支援法等の施行に伴い担当課が提案する形で行われた。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

「倉吉市次世代育成支援行動計画策定委員会」（次世代育成支援対策地域協議会）を活用して設置

予定。構成メンバーは、子育て支援サービス利用者、地域活動団体、児童福祉施設、福祉及び教育関

係機関（団体）、男女共同参画及び人権関係機関（団体）、事業主、労働者、医師会の代表、学識経験

者等。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

毎年実施している市民意識調査の設問の中に子育て関係の項目を入れている。また、毎年小学校区

単位の地区社会福祉協議会主催で地区公民館において開催される福祉懇談会で出席者の意見を聞い

たり、赤ちゃんの全世帯訪問や各種の親支援セミナー等で子育て家庭の生の声を聞くなどして、住民や

子育て家庭のニーズの把握に努めている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

出産をする母親それぞれへの支援は、まず、母子健康手帳交付申請時に、保健師又は助産師が母

親との面接を行い、保健指導をするところからスタートし、以降切れ目なく目配りしていく体制を工夫し整

えている。面接の際には、妊婦健康診査について、受診勧奨と併せて受診券を交付している。このような

取組の結果、母子健康手帳の申請時期は、妊娠11週未満が全体の約85％（2011年度）を占め、妊娠届

出時期も年々早期になってきている。 

「こんにちは赤ちゃん事業」では、新生児訪問後の３、４カ月頃に、保育士が全世帯を訪問している。

訪問家庭では、まずは出生の喜びを共有し母親の話をよく聴き、赤ちゃんの様子を見ながら、ベビーマッ

サージの仕方を教えたり、子育て支援センターやベビープログラム等の子育て支援の情報提供や育児相

談にのる等の対応をしている。保健センター、子ども家庭課、子育て支援センターの職員や訪問担当保

育士が、毎月、検討会（月例担当者会）を開催し、児童や家庭の状況などを考慮しながら、必要な支援等

について検討を行っている。支援の必要な場合は、状況に応じた情報提供を行い、「養育支援訪問事

業」等につなげている。 
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成果・効果 

2012 年度を含め訪問率は約 98％を維持している。経験の豊富な母親で辞退される等で会えない乳

児が数人出てくるが、その後の６カ月児健診で保健師が面接し確認をしている。乳幼児健診についても

同様の受診率であり、未受診の乳幼児については、保健師が夜間等に家庭を訪問したり、保育所、幼稚

園とも協力して、未受診の児童の所在・状況を把握する努力をしている。 

課題 

支援や見守りの必要な家庭に対し、養育支援訪問事業とリンクさせて継続的な訪問を実施していく必

要があるが、現在の保育士の数では対応が難しい。2011 年度の出生数 448 人に対し、訪問担当保育士

は５人（保育士 OB）である。保育士を増やす必要があるが、保育の力量や人間性を要する事業でもあり、

人材の発掘・養成が課題となっている。 

 

２） 要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

児童虐待につながりやすい特別な支援の必要な児童やその家族への支援に取り組んでいる。医療

機関、療育施設、児童相談所、発達障がい者支援センター、保育所、学校等と連携し、早期発見から生

涯を通した支援体制の整備（継続した支援の流れと、乳幼児期、学齢期、成人期に亘るライフステージご

との支援ネットワーク作り）を目指している。また、要保護児童対策地域協議会を設置し、児童虐待防止に

向けた取組を行っている。 

○ 特別な支援の必要な児童への生涯を通した支援体制 

保育所・幼稚園・療育施設等 小中学校・高等学校・特別支援学校 

短大・大学・作業所・施設等 

乳幼児期 学齢期 成人期 

健診等できるだけ早

期に気づき、継続した

支援の取組 

集団での気づきと適

切な支援を実施する

取組 

特性を教育に引き継

ぐ取組 

一貫した支援 地域生活支援 

・１歳６カ月児健診、３

歳児健診時の行動

面の問診票追加 

・健診後、保育所・幼

稚園巡回訪問 

・親子教室 

・すこやか健診 

・５歳児すこやか相談 

・保育所・幼稚園巡回

相談 

・保育所・幼稚園にお

ける適切な支援の

実践 

・加配保育士の配置

・通所指導教室 

・ペアレント・トレーニ

ング（子育て教室） 

・５歳児すこやか相談

時の教育相談 

・まなびの教室教育

相談 

 

・１年生訪問（小学校・

中学校） 

・環境整備、個別配

慮 

・発達障がい等を意

識した授業づくり 

・倉吉市障がい者生

活支援センターと連

携した相談支援 

・就労支援 

・発達障がい等のある

人の雇用 

 

支えるシステム 

・個別支援会議、移行支援会議の開催（保護者・教育・医療・保健・保育・福祉との連携） 

・行政内部の連携（保健センター・子ども家庭課・学校教育課・福祉課） 

・倉吉市発達支援体制整備検討会（地域の支援ネットワークづくり） 

・個別支援計画の作成と活用による支援（本人・保護者・関係機関等の連携） 

・関係職員の人材育成 

○ 主な取組内容 

① コーディネーター（相談窓口）に保健師を配置。 

② １歳６カ月児、３歳児健診で行動面の問診項目を追加。５歳児発達相談では、教育委員会指導主

事が同席し、就学に向けての相談を実施。 

③ 健診後のフォローの場として、通級指導教室を活用し、また、親子教室（月１回）、通所指導教室

（週１回）を実施。 

④ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等への巡回相談を実施。 

⑤ ペアレントトレーニング（子育て教室）を実施。一般保護者向けには、保健センター、保育所で３回
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シリーズ、支援の必要な児童の保護者向けには、通所指導教室で８回シリーズ。 

⑥ 保育士、保健師等関係職員の研修を実施。 

○ 2011 年度要保護児童対策地域協議会で担当したケース数 家庭数 54 件、児童数 119 人 

○ 2011 年度要保護児童対策地域協議会開催回数 

代表者会議 １回（周辺町と合同開催）、実務者会議 ３回、個別支援会議 64 回 

経緯・背景 

2005 年度に施行された発達障害者支援法、改正児童福祉法により、発達障がいや児童虐待に取り

組むために体制を整備した。事業を実施する中で、児童の成長・発達への支援と併せ、保護者支援の重

要性を認識する。児童虐待は支援の必要な児童や家庭等特別な家庭だけに起こるのではなく、ゆとりの

ない状況に追い詰められた場合、どんな家庭にも発生する。子育ての孤立化を防ぎ、子育ての不安や負

担感を軽減する取組の必要性を痛感。そのため、すべての子育て家庭を対象とした出産前からの切れ目

のない支援の流れを作り、様々な事業を展開するとともに、特別な支援の必要な児童への支援に力を入

れている。初めて子育てをする母親を対象としたベビープログラムや幼児の保護者を対象としたＮＰプロ

グラムの実施、特別な支援を要する児童・保護者等を対象とした親子教室、通所指導教室、ペアレントト

レーニング（子育て教室）等、必要に応じて事業化している。また、保育士・保健師等関係職員の研修を

実施し、人材育成に力を入れている。 

成果・効果 

母子保健・子育て支援センター・保育所等の機能を充実し、保健・福祉・教育の連携体制を作って、

子育て家庭に対するさまざまな支援を行ってきた結果、倉吉市の乳幼児虐待件数は、2005 年度以降減

少している。 

課題 

支援の必要な児童や家庭に対して、切れ目のない継続した支援体制を整えるために、必要な施策の

整備と相談機能の充実、人材確保、人材育成が不可欠である。 

 

３） 赤ちゃんと小中学生とのふれあい事業（にこにこ Baby） 

子育て支援センター事業の一つ。児童生徒（小学校６年生、中学校３年生を基本とする）を対象に、赤

ちゃんとのふれあいを通して、自身の成長を振り返り、親への感謝の気持ちを育むとともに、自己肯定感

を培うことを目的として実施している。また、子育て中の保護者に、事業を通して地域との交流の機会を提

供する。具体的な内容は、①赤ちゃんの誕生や成長について学校で事前学習を行う、②当日は、母親か

ら赤ちゃんの話を聞いたり、ベビーマッサージをしたりする赤ちゃんとのふれあいタイムの２本立てである。 

学校のクラス単位で行い、実施回数は原則２回としている。赤ちゃんは、第１回目に３カ月から５カ月の

赤ちゃんを募集し、母親とともに参加してもらっている。２回継続しての参加を呼び掛けており、数カ月後

に小中学生が同じ赤ちゃんの成長を見られるようにしている。 

＜2012 年度実施概要＞ 

○ 参加児童生徒数 363 人 

参加校数 10 校 16 クラス（小学５年生２校、６年生６校、中学３年生２校） 

○ 参加赤ちゃん数 79 人 

○ 指導者・協力者 子育て支援センター保育士、児童センター職員、教諭、民生児童委員等 

○ 担当課 福祉保健部子ども家庭課、教育委員会学校教育課 

○ 会場 子育て支援センター、児童センター、公民館、小学校等 計 10 カ所 
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背景・経緯 

2004 年の次世代育成支援行動計画策定時から市独自の取組として検討を始めた。2007 年度にセン

ター型の子育て支援センターを設置したことに伴い、その機能を活用し、2009 年度から本格的に開始し

た。 

成果・効果 

人気の高いプログラムで、学校に参加を呼び掛けると多くの希望校がある。2012 年度は 10 校 16 クラ

スで各２回ずつ開催した。人気の高い理由は、プログラムの実施後に以下のような顕著な成果がみられる

からである。 

・ 参加した児童生徒の情緒の安定がみられる。 

・ 参加した児童生徒の自尊感情が培われ、特に、中学生に人間的に成長した姿が認められる。 

・ 参加した赤ちゃんの母親に、我が子や子育てに対する自信が生まれ、母親自身のエンパワメント（自

分自身の力で問題や課題を解決していくことができる技術や能力を身に付けること）につながる。 
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（26） 岡山県総社市 
総社市は、岡山県の南西部に位置し、東部は岡山市、南部は倉敷市の２大都市に隣接している。市

の中央を北から南に岡山県の三大河川の一つ高梁川が貫流し、また、瀬戸内海特有の温暖少雨の穏や

かな気候に恵まれている。高度成長期の 1960 年代後半からは、県南工業地帯の発展に伴い、宅地開発

が進むとともに、その後背地として内陸工業も発展した。近年では、歴史に培われた吉備文化と、高梁川

の恵みを始めとする豊かな自然環境を背景に、住宅都市・学園都市としての発展もみせている。2005 年

に都窪郡山手村、清音村と合併し、現在の総社市となった。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   67,580 人（世帯数 24,905 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  3,742 人（人口比 5.5％） 

面積        212.0k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

総社市の人口は、ここ 10年ほど、ほぼ横ばいで推移しているが、15歳から 64歳までの生産年齢人口

は減少しており、2007 年からの５年間を見ても 43,586 人から 41,737 人と 4.2％（人口比で 2.5 ポイント）

減っている。但し、岡山市と倉敷市の県下２大都市に近く、通勤が可能なこともあり、就学前の児童を持

つ若い夫婦が、家を持つのに適当な場所として転居して来ることが多いため、市の中心地域では人口の

増加傾向がみられる。 

また、長年、少子化が進行していることから、市では子育て支援に力を注いでおり、2008 年からは「子

育て王国そうじゃ」というキャッチコピーの下に各種施策を展開している。「子育て王国そうじゃ」の評判を

聞いて、子育てしやすい環境と判断し転居してくるケースも出てきている。こうした取組もあり、15 歳未満

の年少人口は2010年に9,660人（人口比14.3％）となって以降微増し、2012年には9,797人（同14.5％）

となっている。また、合計特殊出生率も 2008 年の 1.34 を底に増えており、2011 年には 1.45 となった。市

の中心地域では、子どもを持つ働く母親も増加しており、保育所の入所希望者が増えている。 

 

２） 基本理念 

総社市では、2008 年度から、「子育て王国そうじゃ」のまちづくりを目標に掲げ、市全体で子どもたち

の育ちを支える取組を推進しており、次世代育成支援行動計画（後期計画）「～子育て王国そうじゃ～総

社っ子プラン」では、『すべての子どもの幸せのために、互いに助け合う「子育て王国そうじゃ」』を基本理

念として、家族や地域の人が一体となって、互いに助け合い子育てをすることのできる環境を作り、「子ど

もっていいね、子育てって楽しいね」と誰もが思えるようなあたたかいまちづくりに取り組むこととしている。 

 

３） 総社市子ども条例 

「子育て王国そうじゃ」のまちづくりの取組を一層推進するために、2009 年に「総社市子ども条例」を制

定し、子どもの育成に関する基本理念や子どもの権利の内容を定め、家庭、学校園、地域、事業者及び

市の役割を明らかにした。特徴は、条例を「みんなの約束ごと」とし、子どもも含めできるだけ多くの人に分

かりやすい平易な表現と文章で綴られていること、また、「子ども会議」の設置を謳い、子どもの視点や意

見をまちづくりに活かしていこうとする姿勢が盛り込まれていること、毎月第３日曜日を「そうじゃ家族の日」

と定め、子どもを囲んで家族が共に語り合って過ごしながら家族の絆を深める日と定めたことなどである。 
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○ 条文構成 

大きくは、目的・基本理念、子どもの権利、家庭や学校、地域などの役割、基本的な施策の４つに分け

ることができる。具体的な構成は次の通り。 

①目的（1 条）、②ことばの定義（２条）、③基本理念（３条）、④子どもの権利（４条～12 条）、⑤役割（家庭

＝13 条、学校園＝14 条、地域＝15 条、事業者＝16 条、市＝17 条）、⑥子どものための取組（そうじゃ家

族の日＝19 条、そうじゃ子ども会議＝20 条）、⑦推進体制（行動計画＝21 条、推進会議＝22 条）。 

 

４） 庁内組織の体制 

2005年度から始まった次世代育成支援行動計画（前期計画）に基づき、2006年度に機構改革を行い、

社会福祉課の子どもに関する事務事業と健康管理課の母子保健に係る事務事業を統合し、子ども・子育

て施策を分野横断的に所掌する「こども課」を創設した。 

また、発達障がい、情緒障がいの子どもの増加により、特別支援教育との連携が不可欠であることから、

特別支援教育専門員（教育委員会）を、こども課職員として兼務発令している。 

 

５） 「子育て王国そうじゃ」まちづくり協議会 

2008年に、次世代育成支援対策推進法第21条に基づき、学識経験者、公募委員、各種関係団体代

表者、行政職員 25 名以内で組織される「子育て王国そうじゃ」まちづくり協議会を設置した。協議会では、

次世代育成支援行動計画、こども条例、食育推進計画の策定や進捗状況の把握、見直し事項の市長へ

の提言などを行っているが、この協議会をベースに「地方版子ども・子ども会議」を設置する予定である。 

 

６） 子育て王国そうじゃ基金 

名誉市民の江口敏臣氏からの寄附金を契機に、子育て支援の取組を更に充実させるため、「子育て

王国そうじゃ基金」を 2011 年７月に設立し、寄附を募集している。 

この基金を活用して、2012 年度から、市内を拠点とする NPO や子育て支援団体などが主体的、自主

的に企画・実践する子育て支援事業に対し、１団体当たり 10 万円を限度に交付する（同一事業に対する

交付は５回まで）補助制度「子育て王国そうじゃ市民プラン応援補助金」を創設し、2012 年度は審査の結

果４団体に交付を行った。対象事業は、主として次世代育成支援行動計画（後期計画）「～子育て王国

そうじゃ～総社っ子プラン」の基本施策に該当するものである。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 子ども議会 

子どもの視点を市政に反映させ、また、模擬議会を体験することで子どもたちに市政への理解と関心

を持ってもらうために「子ども議会」を開催した。2009 年、2012 年に開催し、それぞれ市内中学生 15 人、

17 人の子ども議員による一般質問に、市長、副市長、教育長、各部長らが答弁を行い、定例会に沿った

形で議事進行が行われた。 

2009 年の子ども議員による一般質問のテーマは、ごみ減量と不法投棄対策、公共の場のエチケット、

情報通信技術の活用、体育施設の学割、学校図書室の充実、子ども条例は分かりやすい条例に等多岐

にわたった。2012 年は、東日本大震災の被災地である宮城県仙台市・石巻市を子ども議員が視察し、そ

の経験を基にした防災・被災地支援に関する質問が中心となった。 



 131

成果・効果 

2012 年の議会では、子ども議員が、観光パンフレットの作成、子ども版広報そうじゃの作成、防災週間

の制定の３つの提言を市長に提出。これらの提言をもとに、市ではそうじゃ吉備路マラソンの大会パンフ

レットに子ども議員監修の観光情報ページを挿入したり、子ども版広報そうじゃを発行したりと、子どもたち

とともに提言内容を実現させている。 

 

２） 子ども会議 

自分の住むまちの市政に関心を持ってもらい、自ら研究したテーマに基づく意見や要望を発表する

機会として、また、子どもの視点をまちづくりに反映させるための意見表明の場として、総社市子ども条例

20 条に基づき設置された。 

2011年の会議では、総社東中学校生徒17人による子ども委員が、「交通」「観光」「環境・美化」の３分

野について４カ月にわたり調査・研究し、提言を行った。 

成果・効果 

例えば、「観光」においては、市のレンゲ祭りの模擬店等で市花であるレンゲをもっとアピールするなど

の提言があり、反映・実施された。また、「環境・美化」においては、ゴミのポイ捨てや犬のフンについての

提言があり、これに基づき「総社市飼い犬等のふん害の防止に関する条例」を 2011年 12月に制定し、翌

年１月より施行した。 

 

３） つどいの広場（地域子育て支援拠点事業） 

乳幼児を育てる親子の交流はもちろん、子どもたちが安全に楽しく遊べる場所を提供する「つどいの

広場」を市内４カ所に設置している。利用者の利便性を考え、１カ所は商業施設内に設け、また、１カ所は

保育士養成課程のある県立大学構内に設けた。いずれも事業実施を委託している。 

広場名 
なかよし広場 

こっこ 
ちびっ子広場 

なかよし広場 

ぴよこっこ 
チュッピーひろば 

設置 

場所 

きよね夢てらす（生涯

学習施設）内 

山手保健センター内 天満屋ハピータウンリ

ブ総社店内 

岡山県立大学内 

設置日 2002 年６月 2005 年６月 2009 年４月 2010 年４月 

開設日 週４日（水土日除く） 週５日（土日除く） 週６日（日除く） 週１、２日 

委託先 NPO法人 

きよね夢てらす 

ほのぼの子育て 

ほっとはあと 

NPO 法人 

きよね夢てらす 

NPO法人 

きよね夢てらす 

○ 事業内容 

なかよし広場こっこ、ちびっ子広場、なかよし広場ぴよこっこでは、プレママ＆パパタイム（妊婦対象 

両親学級）、赤ちゃんタイム（０歳児の親子対象）、双子ちゃんタイム（多胎児の親子対象）等の各種の

集まりや市図書館司書による絵本の読み聞かせ、また、歯科衛生士による歯科相談、助産師による母

乳相談、栄養士による栄養相談といった各種相談やイベント等を実施している。 

チュッピーひろばでは、県立大学の学生との交流（託児の手伝い、離乳食等レシピの紹介等）や大

学行事への参加（学園祭、授業発表会等）を実施しているほか、「県大そうじゃ子育てカレッジ」の一環

として各種のプログラムやイベントを実施している。 

○ 利用者数（2011 年度） なかよし広場こっこ  実数 396 組（延べ 3,314 組） 

ちびっ子広場  実数 387 組（延べ 4,402 組） 

なかよし広場ぴよこっこ 実数 588 組（延べ 6,268 組） 

チュッピーひろば  実数 127 組（延べ  865 組） 
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成果・効果 

商業施設内に設置したことで親子にとってよかったこととしては、①買い物のついでに気軽に立ち寄る

ことができる、②広場の外から下見をすることが可能、③駐車場が広く車で来やすい、④昼食を施設内で

とることができる等公共施設よりも気軽に利用できることが挙げられる。また、祖父母や父親が子どもを連

れて参加しているなど母親以外の家族も気軽に利用しやすい環境にある。 

一方、市としてよかったこととしては、公共施設では利用者が一部の人に特定される傾向が強いのに

対し、商業施設では不特定多数の人が利用しており、子育て世代以外の人も「子育て」に関心を持つき

っかけづくりになっていることが挙げられる。 

 

４） 県大そうじゃ子育てカレッジ 

市内にあり保育士養成課程を持つ岡山県立大学と市、市民、地域が協働で取り組む子育て支援事業

で、大学が持つ専門知識を活用し、大学内に設置されている「チュッピーひろば」を中心に大学施設を利

用して、子育て相談会、親子と大学生の交流会や子育て支援者向けの研修会等を開催している。2010

年３月に開設した。 

○ 実施主体 

県大そうじゃ子育てカレッジ実行委員会。委員会は、県立大学、市子ども課、地域子育て支援者、

備中県民局福祉振興課によって構成され、協働で企画、運営、実施に取り組んでいる。 

○ 事業内容（2011 年度） 

① 子育てに関する相談 

・ 「チュッピーひろば」の開設日に、随時子育て相談に応じている。また、母親の感性を磨くことを

目的に、体験型講座を開催している。例えば、ノーバディーズ・パーフェクトプログラムは、子育て

中の親同士で、互いの悩みや関心のあることについて話し合いながら、自分に合った子育ての

仕方を学ぶための講座で、９月～10 月に６回実施した。 

② 県立大学の学生が参加して実施する親子交流等 

・ 「チュッピーひろば」で、親子で交流できる遊びの場や学生の参加を得た遊びの提供・見守りを

行っている。「お兄さんお姉さんがえほんをもってやってくる！」「こどものためのアートパフォーマ

ンス 2011」等。 

・ 音楽や歌を通じた親子交流の大切さを伝えることを目的に、親子で楽しめるクラシックコンサート

「親子で楽しむ音楽会」を大学講堂にて開催。 

・ 学生（学友会）企画による「親子で県大に遊びにおいで！」を実施。 

③ 保育士、幼稚園教諭、その他地域の子育て支援サービスの提供者の人材育成 

・ 子どもと関わる力をさらに磨くための「保育ステップアップ講座」として、地域の学びの機会を提

供し、今日的なテーマや課題、現場の保育に直結する実践的な講座を企画・実施している。９月

～10 月に４回の講座を開催。 

④ 地域の子育て支援関係者向けの研究会、研修会 

・ 「子どもと保育研究会」を年に４、５回開催。子どもの育ちをめぐる諸問題や保育の動向、方法、

技術など、幅広く多彩な切り口で、県大教員と現場実践者による研究会を実施。 

・ 「総社市子育て支援ネットワーク研修会」の開催。市内の子育て支援活動に取り組んでいる団

体間の連携を深め、地域の子育てをめぐる課題を共有、学習する研修会を実施。 
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⑤ 子育てや子育て支援に関する情報発信 

・ 岡山県立大学（保健福祉推進センター）ホームページに「子育てカレッジ」HP を開設。また、総

社市においても「子育てカレッジ」のホームページを開設し、情報発信を行っている。 

成果・効果 

地域の貴重な社会資源である県立大学との包括協定が追い風となり、スムーズな連携体制ができた。

市としては、大学の専門知識、教授陣、学生、施設等を有効活用することで、子育て支援の更なる充実が

実現でき、大学としては、地域貢献の場、学生実習の場等として活用している。 

 


