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（27） 広島県尾道市 
尾道市は、瀬戸内のほぼ中央、広島県の南東部に位置する。2005 年に御調郡御調町・向島町を、

2006 年に因島市・豊田郡瀬戸田町を編入合併した。北部は緑豊かな丘陵地域であり、また、南部の瀬戸

内海は独特の多島美を有し、国立公園にも指定されており、海・島と山地、丘陵が織りなす多様で豊かな

自然が特徴となっている。自然の良港を持ち、また、山陽自動車道、瀬戸内しまなみ海道に加え、2014

年度に全線開通予定の中国横断自動車道尾道松江線により、広域拠点としての機能は高まりつつあり、

まさに「瀬戸内の十字路」としての発展が期待される。海を望む階段や坂道、路地越しに見える尾道水道、

点在する寺院など、歴史を凝縮した景観に魅かれ、多くの文人墨客が足跡を刻み、また、近年では数々

の映像作品の舞台となり映画のまちとしても知られる。新たな魅力と歴史・伝統に育まれた地域資源を活

かし、他にはない魅力的な価値を持つまちづくりを推進していている。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   145,937 人（世帯数 63,484 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）   6,419 人（人口比 4.4％） 

面積         284.85k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

市の人口は減少を続け、また、高齢化が進んでいるが、近年、数々の映像作品の舞台となる等で風

光明媚な地として知られるようになり、中心地にあたる中部地域では、若い世代の移住希望者も増えてい

る。そのため、NPO と協力してまちの活性化を図り、空き家の再生等に取り組んでいる。 

15 歳未満の年少人口比率は 2000 年からの５年間で 1.0 ポイント減少して 12.4％となり、2005 年から

の５年間では、0.5 ポイント減少して 12.9％となっており、微減している。教育長出身の市長のトップダウン

もあり、子ども・子育て支援には手厚い補助金を出して下支えしている。尾道市はもともと商業が盛んで商

売を営む家が多く、全国有数の商店街を持つ。そのためか、認可外保育施設がもともと多い地域で、現

在 20 以上の施設があるが、これらについても運営補助を行い保育の質の拡充に努めている。 

 

２） 基本理念 

尾道市では、０歳から 15 歳までの子どもを対象として、就学前教育から学校教育へ滑らかに接続して

いく「尾道市の 15 年教育」を推進しており、その下で就学前の教育保育計画である「尾道つくしプラン」を

独自に作成している。その中で「学びの基盤づくり」「豊かな人間性づくり」「安心できる子育て環境づくり」

の三つの基本方針を掲げ、各種の施策を展開している。 

 

３） 庁内組織の体制 

市では、「尾道市の15年教育」の下、０歳から 15歳までの教育保育に係る行政を一体化することで計

画的、系統的な取組を推進しており、教育・保育・保健等を主管する福祉保健部健康推進課・子育て支

援課や教育委員会生涯学習課・教育指導課等で連携を取り、情報の共有を図っている。 

 

４） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

教育委員会生涯学習課が、子育て支援課や市社会福祉協議会とも連携して、地域の子育て支援活

動を担う子育てサポーターや、子育て交流事業の推進・運営などの活動を担う人材を養成することを目的
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に、「おのみち子育て支援連続講座」を開催している。また、この他にも「保育ボランティア養成講座」、

「保育サポーター養成講座」や「子育てサポーター・保育サポーターリーダー養成講座」を随時開催して

いる。受講後、受講者は、地域の子育てサロンの運営支援を行うなど地域での子育て支援の担い手とし

て活動している。 

＜おのみち子育て支援連続講座実施概要（2012 年）＞ 

○ 日程 ６月 26 日、７月４日 両日とも午前・午後の計４コマ 

○ 定員 70 人 

○ 受講料 無料 

○ 内容 

子育て支援に興味のある人又は今後関わろうとしている人が活動のきっかけを学べるよう、発達

障がいについての講座や子育て支援グループ活動実践発表、受講者同士のグループワークを実

施した。 

 

５） 認定こども園の取組 

2012 年現在、幼保連携型１施設、保育所型１施設を開設している。 

市では、2011 年 12 月に就学前教育・保育施設再編計画を策定しており、既存の保育所と幼稚園の

統合を進め、2016 年度までに、公立４施設、私立４施設の計８施設の認定こども園の設置を予定してい

る。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 尾道つくしプラン 

市で取り組んでいる就学前教育から小中学校の義務教育への滑らかな接続を図る「尾道市の15年教

育」の一環として、就学前教育の一層の充実を図ることを目的とした教育保育計画「尾道つくしプラン」を

2010年７月に策定した。このプランを推進することにより、未来ある子どもたちの将来を見据え、ふるさと尾

道を愛し、豊かな感性とあふれる好奇心を持った子どもの育成を目指している。 

＜職員合同研修会＞ 

① 市の就学前教育に係るすべての施設の教職員が参加し、共通理解を図る場として、校区別のワ

ークショップを実施した。 

○ 幼保合同研修 すべての公立幼稚園教諭・保育所保育士等約 400 人が参加。年３回実施。 

○ 幼保小合同研修 幼稚園主任、保育所所長、小学校教務主任等約 90 人が参加。年１回実施 

② 幼小中合同研修会を実施。 

2010 年度は校種間連携をテーマに異校種の参観を実施し、初任者（幼稚園、小学校、中学校）

及び教職経験者（２、３年目の小中学校教諭）約 80 人が参加した。 

2012 年度は、初任者研修（幼稚園、小学校、中学校）として、年２回実施した。 

＊ 成果・効果 

参加者からは、「各園各所との実践交流ができ自園の取組を見直す機会になった。尾道市全

体で協議する意味は大きい。」（幼稚園教諭、幼保合同研修会に参加）、「保育所は、小学校と協

議する場が少ないので、校区別ワークショップで幼保小の具体的な交流ができてよかった。来年度

もぜひ校区別のワークショップを実施してほしい。」（保育士、幼保小合同研修会に参加）といった
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意見が寄せられ、高い評価を得ている。また、「年間を通して計画的に連携を実施することが大切」

「組織をつくって取り組むことが必要」といった意見も多く寄せられ、校種間連携の重要性が認識さ

れている。 

＜幼稚園保育所連絡協議会＞ 

幼稚園、保育所、認定こども園の連携強化及び就学前教育の拡充を図るため、行政担当課、幼稚

園代表者、保育所代表者の３者からなる幼稚園保育所連絡協議会を年２回開催している。 

協議会では、市の就学前教育の課題を踏まえ、年間の研修内容を企画し、その企画を基に、市内

の幼稚園保育所等の主任・所長で組織した幼稚園保育所連絡協議会代表者会でワークショップなどの

研修を実施している。 

 

○ 尾道つくしプラン推進委員会 

尾道つくしプランの実施に当たっては、学識経験者、教育機関代表者、保育機関代表者、行政職

員、関係団体代表者など 21 人で構成される推進委員会を設置し、就学前教育のあり方や学校教育と

の接続などについて検討、評価を行い、市として一体的に取り組んでいる。 

 

背景・経緯 

市では、2005 年度に「夢と志を抱く子どもの育成」を目指す教育計画「尾道教育さくらプラン」を策定し、

三年毎に改定を重ねながら取組を推進しているが、2006 年に、認定こども園制度について定めた就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が制定・施行され、保育・教育を一

体としてとらえ、就学前教育のさらなる改善充実を目指す気運が全国的に高まってきた。こうした状況を受

け、市でも、「尾道市の 15 年教育」として就学前教育の充実を目指すこととなり、「尾道教育さくらプラン」

を継承発展し 2008 年度に策定された「尾道教育さくらプラン２」の就学前教育版としての教育保育計画を

策定することとなった。 

2010 年に、関係する各担当課（福祉保健部健康推進課・子育て支援課、教育委員会教育総務部庶

務課・生涯学習課・文化施設課・中央図書館、学校教育部教育指導課）の課長、館長、係長等でワーキ

ンググループを結成し、５、６月に７回の会議でプランの内容について入念な検討を行い、その結果を随

時、上記各担当部署の部長及び課長で構成されるスタッフ会議（５回開催）で更に精査・検討し、プランと

してまとめていった。また、この間、推進委員会を２度開催し、プランについて意見収集・確認作業を行っ

た。以上の検討を経て、2010 年７月に「尾道つくしプラン」が策定された。 

課題 

尾道市は、商売を営み両親が働いている家が多いということもあり、もともと認可外保育施設が多い地

域である。各施設の運営に対しては従来から補助金を支給しているが、2011 年度からは、保育士資格者

の割合や調理室の完備などの評価項目に応じて補助額を決定し、保育の質の向上を促している。また、

2012 年度からは認可化推進事業を実施して安定的な経営と保育環境の充実を図っており、2013 年４月

には３施設が認可保育所に移行した。 

しかしながら、届出の必要のない定員５人未満の施設については、全てを把握することが難しいことと、

保育士が不足しているのが現状であり、市における就学前の教育保育を充実する上での課題となってい

る。 
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２） 地域子育て支援拠点事業 

2011 年 10 月に子育て支援センターを児童館の隣に移転し、同じ施設内の同じフロアに開設した。

2012 年４月からは事務室を共有し、連携を取りながら、子育て家庭の支援を行っており、就学前児童も両

施設を必要に応じて自由に利用できる環境となっており、子どもたちの縦の関係もできている。 

＜おのみち子育て支援センター＞ 

○ 場所 尾道市人権文化センター２F 

○ 開所時間 9：00～16：00 

○ 利用者数 2010 年度  3,289 人（保護者 1,478 人、児童 1,811 人） 

2011 年度  4,981 人（保護者 2,248 人、児童 2,733 人） 

2012 年度 12 月現在 5,275 人(保護者 2,411 人、児童 2,864 人) 

＜北久保児童館＞ 

○ 場所 尾道市人権文化センター２F 

○ 開所時間 10：00～17：00 

○ 利用者数 2011 年度  7,452 人 

2012 年度 12 月現在 6,224 人 

成果・効果 

施設内の同一フロアに開設することでセンターも児童館も利用者が増えた。特に、センター利用者数

は 2012年度 12月時点でその前の２年間をすでに大きく上回っている。山の中腹からバイパスインターの

近くに移転したことで車で訪れやすくなり、利便性が向上したことが要因と考えられる。 
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（28） 香川県高松市 
高松市は、香川県の北部に位置し、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面した県庁所在地である。北

は瀬戸内海から南は徳島県境に至る、海・山・川に恵まれた自然を有する広範な市域の中に、にぎわい

のある都心やのどかな田園等、都市機能・水・緑が程よく調和した豊かな生活空間を有する。瀬戸内海と

の深い関わりの中で、海に開かれた四国の玄関口としての地理的優位性を生かし、生活・経済・文化等

様々な面において、四国の中核都市として発展してきた。特に 1988 年に瀬戸大橋が開通し、1989 年に

は新高松空港が開港するなど四国域外との交通環境の整備が進められ、1999 年４月には中核市に移行

した。その後、2005 年に塩江町を、2006 年には、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町の５町を

編入合併し、今日に至っている。「文化の風かおり 光りかがやく 瀬戸の都・高松」を目指して、地域の

特徴を生かした都市的利便性と自然的環境が享受できる都市の実現に向け、コンパクトかつ持続可能な

まちづくりを進めている。 

人口（2012 年４月１日現在）    426,712 人（世帯数 185,434 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年４月１日現在）   23,867 人（人口比 5.6％） 

面積         375.14k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

高松市の人口は増加し続けており、2007年の424,597人からも５年間で0.5％の微増となっている。但

し、年齢別に見ると、15歳未満の年少人口が0.4％微減し、15歳から 64歳までの生産年齢人口が2.6％

減少したのに対し、65 歳以上の老年人口は 10.7％増加しており、人口の増加分は専ら高齢者で占めら

れ、高齢化が進行している。 

高松市は、四国の玄関口として発展してきた地理的優位性もあって、多くの大企業が支店や本社を置

いている。昨今の景気低迷以降、支店を引き上げる企業が出てきているものの、香川県内への流入人口

の４割は高松市内に流入しており、30 代、40 代のいわゆる転勤族は増える傾向にある。こうした、30 代、

40 代の夫婦を中心とする核家族は子育て世代にも当たるが、景気低迷やワーク・ライフ・バランスの推進

も手伝って、共働き家庭も多くなっている。こうした働く母親が増えることで、子どもを預ける保育所への入

所希望者が増えており、また、６歳から 17歳までの学齢期の児童生徒数も 2007年の 48,778人から 2012

年には 49,328 人と微増している。現市長は、子ども子育てに関心が強く、手厚い支援を実施しており、そ

の先には、子どもと、その親世代が高松市へ定着してほしいというねらいもある。 

 

２） 基本理念 

高松市は、まち全体で子育て・子育ちを支援し、子どもたちのいきいきとした明るい笑顔、子育ての喜

びや楽しさを実感する家族の笑顔、あたたかく子育てを支える地域の人たちの笑顔など、たくさんの笑顔

がかがやくまちづくりを目指しており、2005 年３月に策定した「高松市こども未来計画（次世代育成支援対

策行動計画）」の前期計画の基本理念を継承しつつ、2010年４月から始まった後期計画においては、「楽

しく子育て♪笑顔かがやくまち－たかまつ」を基本理念として定めている。 

上記理念の実現を目指し、「次代の高松を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり」を基本目標と

し、「子育てしやすい町だと思う人」の割合に、次の数値目標を定めている。 
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① 就学前児童を持つ保護者 

37.8％（2008 年度アンケート調査結果） → 43％（2014 年度目標数値） 

② 小学生児童を持つ保護者 

43.6％（2008 年度アンケート調査結果） → 49％（2014 年度目標数値） 

 

３） 高松市子ども・子育て条例 

高松市では、次代の高松を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、子どもに対する基

本的な考え方や子ども・子育て支援のあり方を定める、「高松市子ども・子育て条例」を制定することとして

いる。2011 年９月に学識経験者や教育関係者などで構成する検討委員会を発足し、2012 年度内の制定

に向け、作業を進めている。 

 

４） 庁内組織の体制 

2011 年４月、健康福祉部に「こども未来局」を創設。こども未来局は、教育部（現教育局）所管の幼稚

園関係業務と健康福祉部（現健康福祉局）所管の保育所関係業務を統合するなど、子ども・子育てに関

する施策を一元的に実施するとともに、二重行政の壁を取り除くために創設した。2012 年４月、「こども未

来部」に名称を変更した。 

 

５） 地域子育て支援ネットワーク 

高松市における子育て支援に関わる関係者、当事者等が協働し、子育て支援の活動内容などの情

報を共有化するとともに、課題や問題点を協議・検討するために、地域子育て支援ネットワークを構築し

ている。地域子育て支援センター部門、地域組織（母親クラブ等）活動部門、放課後児童クラブ部門、子

育てサークル部門など部門別会議を年２回程度、全体会議として座談会を年２回程度開催している。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

高松型こども園 

高松市では、高松の未来を担う子どもが心豊かにたくましく生きる力を身に付けるため、質の高い教育

保育を提供し就学前教育の充実を図ることを目的として、幼保一体化を推進しており、2011 年４月より１

園、2012 年４月より４園の計５園の公立こども園を開設し、市単独事業として実施している。 

高松型こども園では、一つの園の中に保育所と幼稚園を併設し、児童の募集についてはそれぞれの

保育所又は幼稚園で行っている。そして、それぞれに通う３歳から５歳までの児童に対し、同一の混合ク

ラスで一体的な教育保育を実施している。 

高松型こども園の実施によって、次に挙げるメリットが期待できる。 

① 就学前児童の教育保育の共通化を図る国の方針に則り、保護者の就労形態の違いに関わらず、す

べての子どもに同じ教育保育を提供することができる。 

② 入所児童の増加により、ゆとりある保育が困難になっている保育所がある一方で、入園児が少なく、

集団生活に支障が生じている幼稚園がある状況を踏まえ、こども園として施設を一体化して創設するこ

とにより、適正規模のクラス編成を維持した教育・保育を提供することができ、子どもたちが集団生活を

通して人とかかわり合いを深めながら互いに成長できる。 
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③ 小１プロブレムなどの問題を踏まえ、小学校へ円滑に移行できる望ましい就学前の教育環境を提供

することができる。 

④ 保護者が、年度途中で就労状況が変わっても、子どもが引き続き同じクラスで教育保育を受けること

ができるようになり、子どもの負担、親の負担を軽減することができる。 

⑤ ３歳児で集団生活に慣れている保育所児童と新たに入園する幼稚園児が一緒に生活することで、よ

り良い育ちがお互いに期待できる。 

⑥ 地域で育つ同年齢の幼保児の交流が深まり、子どもの友だち関係や保護者の仲間づくりに一体感や

広がりができる。 

⑦ 発達に応じた給食を全てのこども園児に提供するとともに、栄養士による巡回訪問を行い、食育指導

も実施できる。 

 

○ 高松っ子いきいきプラン 

高松型こども園の開設に際して、市の各幼稚園・保育所・幼保一体化施設（こども園）において、同じ

年齢の子どもに等しく質の高い教育・保育を提供し、小学校への円滑な移行を図ることを目的として、各

施設共通の教育・保育の方向性を示す「高松っ子いきいきプラン」を 2011 年２月に策定した。 

＜特色＞ 

① 幼稚園教育要領と保育所保育指針双方の内容を取り込み、体系的にまとめた。 

② 乳幼児期から児童期への円滑な移行を図るために、０歳児から小学１年生までの発達に応じた、

視点別・年齢別の一貫性のある幼保共通カリキュラムを示した。 

③ 小学校との円滑な接続を図るため、５歳児から小学１年生の間の接続期のカリキュラムを設けた。 

④ 遊びを通した学びを基本に、子ども自身が主体性を十分に発揮することのできるかかわりや環境

づくりなど、保育者の役割（家庭や地域社会を含む子育てのポイント）についても示した。 

⑤ 家庭や地域社会における子育て支援の拠点としての役割を含む内容とした。 

 

○ 実施概要 

項目 実施内容 

クラス編制 
３～５歳の保育所児と幼稚園児は、混合クラスで一体的に教育保育を実施す

る。０～２歳児は、現行通り。 

保育時間 
長時間児（保育所児）7:30～19:00（月～金） 7:30～17:00（土） 

短時間児（幼稚園児）8:30～15:00（月～金） 長期休業あり。 

入 所 入園

要件 

保育所：保育に欠ける児童 

幼稚園：要件なし 

給食 

こども園で調理した給食を、幼保全児（０～５歳児）に提供する。 

幼稚園児：給食費の負担有り。月額 3,300 円 

保育所児：保育料に含まれる。（主食費（３～５歳児）の負担有り） 

保育料 

授業料 

所得に応じた保育料 月額 50,000 円程に及ぶ場合もある。 

幼稚園授業料は、月額 6,300 円（2012 年度) 

職員配置 ３～５歳児クラスは、当面、原則幼保の職員２人の担任制とする。 

特別保育 延長保育、障がい児保育、一時預かり、子育て支援事業、世代間交流事業等 
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○ 各園概要及び入所・入園者数（2012 年５月１日現在） 

こども

園名 
開園時期 整備パターン 施設名 定員 

入所・入

園者数 

入園・入

所率 

塩江 
2011 年４月 保育所施設の中に新たに幼

稚園を開園 

塩江幼稚園 

塩江保育所 

45 人 

100 人 

6 人 

61 人 

13.3％

61.0％

はら 
2012 年４月 既存の幼保一体型施設をこ

ども園化 

原幼稚園 

原保育所 

105 人 

110 人 

70 人 

109 人 

66.7％

99.1％

下笠居 
2012 年４月 隣接する幼保敷地の高低差をスロ

ープでつなぐ改修後、こども園化 
下笠居幼稚園 

下笠居中央保育所

105 人 

60 人 

32 人 

69 人 

30.5％

115.0％

庵治 
2012 年４月 幼稚園の施設を改修し、その

中に保育所を移設 

庵治幼稚園 

庵治保育所 

105 人 

60 人 

48 人 

65 人 

45.7％

108.3％

香南 
2012 年４月 老朽化した隣接する両施設

を幼保一体化施設として新設

香南幼稚園 

香南保育所 

140 人 

160 人 

89 人 

154 人 

63.6％

96.3％

合計 
幼稚園 

保育所 

500 人 

490 人 

245 人 

458 人 

49.0％

93.5％

経緯・背景 

高松市においては、200１年度から、幼稚園教諭と保育士との合同研修会や幼稚園児と保育所児童

の交流活動などを実施しており、2005 年度からは下笠居幼稚園と下笠居中央保育所を、2007 年度から

は隣接立地している香南幼稚園と香南保育所を研究指定園として幼保連携に関する研究に取り組んで

きた。 

また、幼保一体化については、2006年10月に「認定こども園」制度について定めた就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が施行されたが、高松市においては、既に

2004 年８月に、庁内組織として「高松市立幼稚園・保育所一体化検討会」を設置し検討を始めたほか、

2005 年度には、合併前の牟礼町で、はらこどもセンターが、国の幼・保総合施設モデル事業実施園とし

て指定を受けた。 

このように市では、幼保連携・幼保一体化に積極的に取り組んできたが、高松型こども園の設置に向

けては、まず、2009 年４月に高松市就学前子ども育成庁内検討委員会を設置し、市独自の就学前子ども

育成のあり方に関し、主に、①対象施設や実施時期、提供サービス、②職種の異なる保育士と幼稚園教

諭の配置や給与、勤務体制、③保育時間、預かり保育、給食など幼保一体化施設の運営について、約

一年に亘り検討を行った。 

同時に、2009年度より保育士と幼稚園教諭の人事交流研修を実施し、2010年度、2011年度には、引

き続き職員の研修を行うとともに、保育所と幼稚園に通う児童の合同保育や混合保育も行った。 

そして、市独自の就学前子ども育成における教育保育内容の基本方針を検討するために、2010 年度

には委員会を設置し、2011 年２月に前述の「高松っ子いきいきプラン」を策定した。また、同年４月には、

幼保の一体化を進めるに当たっては、幼稚園関係業務と保育所関係業務を統合した子ども未来局を創

設し、子ども・子育てに関する施策を一元的に実施する体制の整備を行った。 

その他、2011 年４月及び 2012 年４月の開園に併せて、2010 年度から 2012 年度にかけて、庁内に幼

保一体化における課題等検討委員会を設置して、様々な課題の詳細な検討を行ったほか、幼保一体化

における書類様式作成委員会も設置して、こども園に係る様式の見直しを行い、事務の効率化にも取り

組んだ。 

また、この間、幼稚園の PTA、保育所児童の保護者や各地域審議会への説明会も随時開催し、地域

の住民、特に通園児童の保護者が安心してこども園へ移行できるよう努めた。 

このように、高松型こども園の設置に当たっては、時間をかけ段階を踏んで様々な検討・準備を積み



 143

重ねてきたが、最も重要な点は、関係各所に声をかけ、地域等での温度差を埋めるために話し合いを行

い、関係者が一体となって高松っ子のことを考え、共通認識を持って進めたことである。 

成果・効果 

・ 園児数が増えたことで集団での活動が活発になっており、社会性が培われている。また、遊びが増え

たことで、児童の経験も豊かになっている。 

・ 幼稚園児童と保育所児童が同じ体験をして小学校にあがることで、幼稚園と保育所の文化の違いを共

通化できる。 

・ 園庭が広くなった施設では、のびのびと活動することで体力づくりができている。 

・ 幼稚園児童にとっては、自園調理となり、食育の充実につながっている。 

・ 幼稚園教諭、保育士が複数担任で教育保育を実施することで、きめ細やかな対応ができる。 

・ 全体に教育保育の豊かさ、質の高さ、丁寧さなどが見受けられ、混合保育の良い面が実感できる。 

課題・改善策 

・ 幼稚園、保育所のそれぞれの良い面を取り入れた、きめ細やかな教育・保育を行うため、幼稚園教諭

と保育士の連携や協議が不可欠である。 

・ 多忙な日々の中で時間を確保し、職員会議を計画的に行う等の工夫が必要である。 

・ 保育事務様式の見直し等による事務の効率化や事務パート職員の配置等により、事務の軽減を図っ

ている。 

・ 幼稚園教諭と保育士の処遇を平等にすることが求められる。 
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（29） 福岡県久留米市 
久留米市は、九州の北部、福岡県南西部に位置し、九州の中心都市である福岡市から約 40km の距

離にある。市域は東西32.3km、南北16.0kmと東西に細長い形状をしている。県南部の中核都市にあたり、

九州自動車道と大分・長崎自動車道の交わる地点にも近く、国道３号ほか５つの国道が通る交通の要衝

となっている。地勢は、市の北東部から西部にかけて九州一の大河である筑後川が貫流し、筑後川に沿

って南側を東西に耳納山、高良山、明星山などの山々が連なる。全体的に東南の山麓・丘陵地から、西

北から西部にかけて緩やかに傾斜し、筑後川によって形成された広大な沖積平野の平坦地が続いてい

る。内陸型の有明気候区に属し、気温の年較差や降水量の年変化が大きいものの雪は少なく、温暖で四

季の変化に富んでいる。 

人口（2012 年４月１日現在）    302,333 人（世帯数 122,568 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年４月１日現在）   17,230 人（人口比 5.7％） 

面積         229.84k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

久留米市では、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は 2007 年の 198,102 人から 2012 年に 191,449

人と５年間で 3.4％（人口比で 1.7 ポイント）の減少を見ている。一方で、合計特殊出生率については、

2003 年の 1.35 を底に増加しており、2010 年は 1.52、2011 年には 1.51 と近年は 1.5 を上回っている。ま

た、市には、ブリヂストンなどの大企業や自衛隊があることから、転勤してくる人、それも子育て世代が多

いこともあり、就学前児童数は 2010 年に 16,990 人まで減少した後、近年は微増傾向にある。そのため、

昨今の景気低迷による共働きの家庭の増加ともあいまって、保育所への入所希望が急激に増えており、

既存の保育所の定員では対応できず、例年多くの待機児童が発生する状況が続いている（2012 年度の

現状では、年初は 13 人程度だったが、10 月には 39 人に増加）。 

従って、市では、保育所施設整備を待機児童対策の基本とし、既存認可保育所の定員増、新設保育

所の認可、認定こども園の創設を進めている。また、保育士の数を確保していくことも課題であり、国の補

助金だけで賄えない分は市の財源で手当てしている。他に、保育料の未納が課題としてあるが、納付指

導員を配置する等、収納率を上げるよう努めた結果、2012 年度は 90％代後半の収納を見込んでいる。 

 

２） 基本理念及び目標 

久留米市は、2010 年３月に、次世代育成支援行動計画（後期計画）として「くるめ 子ども・子育てプラ

ン」を策定し、「子どもの笑顔があふれるまちづくり」を基本理念に据えている。これは、少子化が急速に進

む中、次代を担う子どもが心身ともに健やかに成長できるように、地域社会全体が一体となって子育て・

子育ちの支援に取り組み、久留米市が子どもの笑顔に包まれたまちとなるようなまちづくりを目指すもの

である。 

この基本理念の下に、①安心して子育てできる環境づくり、②子どもが健やかに育つ環境づくり、③子

どもの生きる力を育む環境づくり、④子育て・子育ちにやさしい環境づくりの４つの基本目標を設定してい

る。 
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３） 庁内組織の体制 

従来から福祉部門全般を所管していた健康福祉部のうち、主に未就学児を対象として児童福祉に関

する事業を実施する部署を独立した組織とし、2005 年度に「子育て支援部」を設置した。その後 2011 年

度に、０歳から 15 歳までの未就学期から青少年期にわたる切れ目のない支援を連携して行うため、それ

まで教育委員会が所管していた学童保育事業（放課後児童クラブ）及び青少年健全育成事業の所管課

を統合し、当該年代に関わる事務事業のうち、義務教育、母子保健及び障害児施策（未就学児の療育を

除く）以外を所管する「子ども未来部」へと組織を再編した。 

 

４） 「地方版子ども・子育て会議」の設置 

基本的には、現在の「次世代育成支援行動計画推進協議会」又は「社会福祉審議会児童福祉専門

分科会」を活用した組織「久留米市子ども・子育て会議（仮称）」の設置を想定している。構成メンバーは、

地元大学教授（児童福祉分野）、児童福祉関係者（保育協会、民生委員児童委員協議会）、教育関係者

（私立幼稚園協会）、青少年育成関係者（子ども会連合会、青少年育成市民会議）、医療関係者（医師会、

歯科医師会）、子育て支援関係団体代表、経済団体（商工会議所）代表等。設置時期は今後の国の動

向にもよるが、2013 年度中に立ち上げることを想定している。 

 

５） 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度 

ひとり親家庭の実態調査や食育に関するアンケート調査を実施しているほか、2012 年 11 月 11 日開

催の「くるめ 子ども・子育てフォーラム」のワークショップで、参加者から意見を聴取し、今後の子育て支

援施策の見直し等に活用する予定である。このフォーラムは、社会全体で子育て支援に取組んでいくこと

のできる基盤づくりのために、市民が参画する実行委員会方式で開催している。 

 

６） 地域の子ども・子育て支援に係る人材の育成 

子どもとの関わり方を中心に、地域の子育て支援ボランティア養成講座を毎年３回実施し、約 60 名が

参加している。課題としては、人材の固定化、高齢化が挙げられる。 

 

７） 認定こども園の取組 

久留米市には、現在、75 の認可保育所（幼保連携型認定こども園７を含む）と 30 の幼稚園があるが、

2009 年以降の急激な保育需要の増加に対応するため、待機児童対策の次善の策として積極的に保育

所の増改築や新設に加え、認定こども園の創設を含めた定員拡大を行った。その結果、待機児童数の

減少にまでは至っていないものの、その増加は抑制できている。整備費に関しては、国の安心こども基金

を活用しながら、久留米市が概ね１／４を負担している。 

認定こども園については、現在、９カ所が開園しているが、保育施設整備中の幼稚園が５カ所あり、こ

れらについては、2012 年度末までに幼稚園型認定こども園への移行が予定されている。その他に、変更

等を見据えた認定こども園への移行が見込まれるため、幼稚園、保育所等の関係団体との調整、協議が

必要である。 

○ 施設数（2012 年度） 

幼保連携型認定こども園 ７カ所（2011 年３月認可。幼稚園型認定こども園からの移行 1 カ所 

幼稚園からの移行６カ所） 

幼稚園型認定こども園 １カ所  保育所型認定こども園 １カ所 
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○ 利用者数（2012 年 10 月 1 日現在） 

172 人（定員 150 人に対する充足率 114.7％） 

＜参考＞ 

公立保育所 1,418 人（定員 1,365 人に対する充足率 103.9％） 

私立保育所 6,686 人（定員 6,510 人に対する充足率 102.７％） 

課題 

少子化という現状を踏まえ、10年後、20年後を見据えた上での施設及び体制等の整備計画が必要で

ある。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 子育て交流プラザ「くるるん」及び地域子育て支援センター事業 

2002 年、つどいの広場事業の一つとして、子育て交流プラザ「くるるん」を市の中心部である西鉄久留

米駅前の再開発ビル５階に開設した。当初より、市民主体の運営を基本としてボランティアの自主的・主

体的な参加により事業を実施しており、2005 年からは、このボランティア団体が NPO の認証を取得したこ

ともあり、運営を委託するようになった。NPO 常勤スタッフ７人のうち常に２人が勤務し、その他ボランティ

アが２時間半ずつ３交代制で１日６人が常時勤務している。この他にも計９カ所の地域子育て支援センタ

ーを拠点とし、子育て支援事業を実施。 

主たる事業内容は、①子育て相談、②子育てサロンの実施、③子育てサークル育成支援、④エンゼ

ル支援訪問事業、⑤子育て支援講座開催、⑥子育て情報の提供等で、子育てに関する不安や負担感

の解消及び緩和、保護者や子育て支援関係者の交流・連携を図り、施設運営を通して自主的、主体的

に子育て支援を実践できる人材を育成することを目的とする。また、一時預かり事業も行っている（有

料）。 

○ 子育て交流プラザ「くるるん」年間利用者数 

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

50,272 人 53,403 人 48,959 人 51,581 人 47,733 人

○ 登録ボランティア数 約 90 人 

○ 施設面積 825 ㎡ 

○ 子育て交流プラザ「くるるん」予算額（2012 年度） 68,865,000 円 

○ 地域子育て支援センター「子育てサロン」年間利用者数 

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

30,758 人 32,806 人 38,388 人 47,185 人 51,990 人

○ 地域子育て支援センター予算額（2012 年度） 24,771,000 円 

成果・効果 

・ 「くるるん」の年間利用者数は、平均約50,000人で、開設以来、相談件数は総じて増加傾向にある。市

内全域から多くの親子連れが時季を問わず訪れ、子育ての交流・支援の場となっている。 

・ 子育ての相談を行うことで、子育て家庭の悩みやニーズを直接把握することができる。面接相談内容

は、「基本的生活習慣」「発達・発育」「環境・育児」に関することが例年多くを占めている。「赤ちゃんに

どのように接したらいいのか分からない」「言うことを聞いてくれない」という内容が多い。そういった状況

を考慮しながら、子育て中の保護者に寄り添い、具体的な関わり方等を伝えたり、遊んでみせたりしなが

ら支援を行っている。 
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・ 近年では、子育ての不安を抱える家庭の早期発見・支援のため、子ども未来部の家庭子ども相談課、

子ども育成課、児童保育課のほか、保健所、男女平等政策課、生きがい健康づくり財団、民生委員、主

任児童委員等とも連携し、児童虐待防止や家庭支援に努めている。 

課題 

・ 子育て相談が増加しており、また、きめ細かな対応が必要となる親子が増えている。核家族化や地域

とのつながりがないことから、子育ての手本や見本がなく、子育て力（能力）が落ちていることを実感する。

またうつ傾向の人も増えている。対応できる人材を手当てしていくこと（子育て家庭への支援システムの

確立）が必要である。 

・ ボランティア登録数は多いが、開設当初に登録した人数からあまり増えていない。若い人材の掘り起こ

しが必要である。 

・ 来所面接相談を行う際に、落ち着いて話のできる相談室の設置が望まれる。 

 

２） 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の民間委託 

主に第２子以降の乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提

供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行っている。また、支援が必要な

家庭に対しては適切なサービスに結びつけている。2007 年から、公益財団法人 久留米市生きがい健康

づくり財団に事業を委託しており、2009 年からは、新生児訪問事業（第１子対象）の未訪問家庭への訪問

も同財団に委託し実施している（原則、第１子は市が委託した保健師が訪問。訪問率約 80％）。 

○ 第２子以降訪問件数 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度

訪問対象件数 968 1,553 1,451 1,402 1,424

訪問件数 852 1,454 1,420 1,399 1,417

訪問率 88.0％ 93.6％ 97.9％ 99.8％ 99.5％

○ 新生児訪問未訪問家庭への訪問件数 

 2009年度 2010年度 2011年度

訪問対象件数 44 74 83

訪問件数 32 69 83

訪問率 73％ 93％ 100％

○ 予算額（2012 年度） 35,101,000 円 

成果・効果 

・ 委託先の財団の専任職員が訪問予約を行う等、これまでに工夫して積み重ねた訪問手法を駆使して、

99.5％という非常に高い訪問率を達成している。そのため、養育環境の確実な把握、適切な継続的支

援につながっている。 

・ 要支援家庭については、月２回実施の「ケース対応会議」（児童福祉・母子福祉部門及び母子保健部

門の関係者で構成）において情報を共有し、支援のつなぎ先を協議し、継続的な支援を行っている。常

時 50 ケースくらいが対象となっている。 

課題 

各支援ケースを把握した後に、どう対応していくかを常に模索しながら実施している。2010 年度に虐

待による死亡事例が、2011 年度には新生児を遺棄した事例があった。支援の手法とネットワークの確立

が必要である。 
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３） 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業） 

久留米市における学童保育事業（放課後児童クラブ）は、南小学校校区で 1960 年よりスタートし、そ

の後、1975 年頃からいわゆる「鍵っ子対策」として、各校区で順次、事業が実施されるようになった。創設

当初から、民生委員、公民館長、保護者等の地元の委員で構成される校区の運営委員会が事業を自主

的に運営してきた。 

1998 年度に、放課後児童クラブの全市的な運営組織「久留米市学童保育所連合会」を設立し、それ

まで、校区毎に行われていた運営を統合した。以降、指導員の雇用、研修、指導等の人事管理・労務管

理については、市から運営委託する連合会が一括して担っている。この連合会は、各校区学童保育所運

営委員会によって組織されており事務局的役割を持っている。各校区の放課後児童クラブの事業計画や

予算・決算の編成は、これまで通り、校区毎に設置されている運営委員会で行われ、連合会からは事業

費交付金が支給されている。 

○ 入所児童総数及び指導員数（2012 年度） 

定員 入所児童総数 
対象小学校児童

総数（１～３年生）
入所率 指導員数

3,420 人 3,000 人 7,919 人 36.39％ 192 人

○ 基本開設時間 平日 放課後～18:00、土曜・長期休業 8:30～18:00 

延長保育 月曜～金曜 18:00～19:00 

○ 基本利用料（減免後） 土曜利用無 月額 5,000 円（4,000 円） 

土曜利用有 月額 6,500 円（5,200 円） 

延長保育  月額 1,500 円 

○ 連合会の構成（2012 年５月１日現在） 

理事   44 人（各校区学童保育所運営委員会運営委員長） 

事務局   ４人(事務局長、事務局次長、事務員２人) 

指導員 192 人（正規 90 人、臨時 59 人、加配 43 人） 

○ 予算額（2012 年度） 

458,361,000 円 内訳 学童保育所運営委託料 342,738,000 円 

学童保育所施設整備費 115,623,000 円 

成果・効果 

・ 保護者が日中就労等のために家庭にいない小学生を、放課後等に学童保育所で預かり、適切な遊

びと生活の場を提供することで、保護者の就労支援に寄与している。 

・ 2012 年度現在、46 小学校校区中、44 校区、62 クラブを設置しており、「くるめ 子ども・子育てプラン」

に掲げている数値目標（2014 年度）の放課後児童クラブ数 59 カ所を充足している。 

・ 指導員の雇用、人事労務管理、研修等を連合会に委託することで、全体を管理しやすく、平均的な運

営ができる。 

課題・改善策 

・ 学童保育所の入所児童の増加に伴って、委託料が拡大し、施設が手狭になっている。 

・ 児童福祉法改正に伴う、６年生までの受け入れ体制の整備。 

・ 施設整備の早期実施、学校施設（余裕教室等）の活用を検討することが必要となっている。 



 149

（30） 熊本県嘉島町 
嘉島町は、熊本県の中心都市熊本市の南東に位置し、町域は、東西約 9.8km、南北約 3.9km と東西

に長い形状で面積 16.66 ㎢である。熊本市、益城町、御船町に接し、熊本平野に属す平坦な水田地帯

で、東地区の一部に標高 20～30m の丘陵地帯がある。一級河川矢形川、緑川、加勢川の各河川に囲ま

れ、清冽な清水をたたえる浮島を始めとして、至るところに湧水が点在する、一大湧水群を形成している。

1955 年、町村合併促進法により六嘉村と大島村が合併して嘉島村となり、1969 年、町制を施行し嘉島町

として今日に至る。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   8,877 人（世帯数 3,193 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  561 人（人口比 約 6.3％） 

面積        16.66k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

嘉島町は、水田地帯であることから農業従事者が多い土地であったが、1995 年以降、企業誘致や大

型ショッピングセンターの進出、また、熊本市の隣町という立地もありベッドタウンとして新興住宅地の開発

が行われ、近年人口及び世帯数の増加傾向が続き（2012 年 12 月 31 日現在、9,020 人／3,271 世帯と、

３月から９カ月間で顕著な増加がみられる）、児童数も増え続けている。子育て世帯が増加する中で保育

需要は、核家族化、30 代を中心とする共働きの増加等により、町立幼稚園の入園希望者が年々減少す

る一方で、多くの人が保育所への入所を希望している。また、出産後の職場復帰が早くなってきており、０

歳児から保育所に入所させるケースが増えている。しかし、近年、嘉島町の保育所は定員を常時超える

状態が続いており、2012 年度には初の待機児童（３月現在 13 名）が出ており、今後もその増加が懸念さ

れる。約 600 人の待機児童がいる熊本市在住者からの保育所入所の問い合わせも多い。 

 

２） 基本理念 

嘉島町では、子育て世帯の増加に伴って子育てサービスに関するニーズも多様化している。嘉島町

次世代育成支援行動計画・後期計画として、2010 年３月に策定された「湧くわく嘉島っ子プラン」では、

「みんなで支え合い、安心して子育てができる環境づくり」を目指し、「親と子が健康でいきいきと暮らせる

まち」を基本理念としている。 

 

３） 庁内組織の体制 

2006 年４月に、町民保険課、健康福祉課が統合し、町民課となった。2012 年現在、町民課の中に戸

籍係、保険係、福祉係（児童福祉を含む。）、介護係がある。同課には保健師（３人）もいて、月に１回は全

体定例会を行い、連携を取っている。ただし、統合以前の町民保険課、健康福祉課の２課も場所が隣り

合っていたため十分な連携を取っており、より細かな仕事の分担ができていた。行政改革により、２課が

統合され、また、職員が減ったため、担当者の仕事の範囲は以前より広くなっている。 
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ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 病児・病後児保育事業 

保護者が就労している場合等において、子どもが病気で自宅での保育が困難な場合に専用の保育

施設で病気の子どもを一時的に預かる。2010 年度から、御船町、甲佐町、嘉島町の３町共同で事業を実

施している。 

熊本市で事業実績のあった NPO法人「チャイルドケアサポートみるく」に事業委託している。 

○ 利用者数 

2011 年度 251 人 2012 年度 231 人（2013 年２月末現在） 

○ 事業費（2012 年度） 

・ 事業費 6,650,000 円 内訳 県補助金   ２／３ 4,433,000 円 

３町事業運営費負担額 １／３ 2,217,000 円 

＜各町事業運営費負担額＞ ＊ 年少人口：2010 年 10 月国勢調査 

 均等割 

（５割） 

０～９歳 

人口 

０～９歳 

人口割合 

０～９歳人口

割（５割） 
合計 

御船町 369,500 円 1,452 人 46.9％ 519,887 円 889,387 円 

嘉島町 369,500 円 815 人 26.4％ 292,644 円 662,144 円 

甲佐町 369,500 円 826 人 26.7％ 295,969 円 665,469 円 

合計 1,108,500 円 3,093 人 100％ 1,108,500 円 2,217,000 円 

・ 施設利用賃貸借負担金 嘉島町、甲佐町 各 67,000 円 

・ 嘉島町負担金合計額 729,144 円 

＊ NPO 法人チャイルドケアサポートみるくへの委託料は県の基準額を採用し、３町事業運営費負担

額の５割は０～９歳の年少人口割とした。建物は御船町の所有であるため、嘉島町と甲佐町が賃借

料を支払っている。 

経緯・背景 

以前より病児保育事業へのニーズが高く、問い合わせも多かった。当初は嘉島町単独で検討してい

たが、事業を受託してくれる小児科医が町内になく、町単独での直営事業ではとても採算が合わないた

め見送っていた。2008 年度に「安心こども基金」を活用した子育て創生事業において、病児保育施設改

修補助があったので、この補助金を活用して事業ができないか再度検討を行ったが、この補助事業は既

存施設の改修のみに対応する補助であり、新築は対象外だった。町内で事業ができそうな既存建築物を

探したが、該当する物件が見つからず諦めかけていたところ、あるNPO法人の理事長から「御船町で探し

てみてはどうか」との助言があった。この NPO 法人は嘉島町や御船町で子育て支援事業を行っているた

め、理事長が御船町の事情にも精通していた。そこで御船町に相談したところ、ちょうどいい物件があると

いうことで広域での事業の話が持ち上がった。周辺の町にこの広域事業の話を持ちかけたところ、最終的

には嘉島町、御船町、甲佐町の３町で事業を行うことになった。同時に、関連性のある「緊急サポート事

業」も３町で開始した。 

事業実施については、熊本県で病児保育事業と緊急サポート事業の経験が豊富なNPO法人 チャイ

ルドケアサポートみるくに委託することになり、この NPO 法人の意見を参考に、施設の間取りや設備の検

討を行った。最も配慮したのは、感染症の子どもとそうでない子どもをどのように配置するかという点だっ

た。玄関を入り、右側と左側に保育室を配置し、トイレ使用時以外は接触しないような間取りにした。また、

感染症が一種類とは限らないため、６畳程度の小規模の部屋を多く作り、間仕切りを扉にすることで大人
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数でも対応できるように工夫した。 

成果・効果 

施設は３町のほぼ中心にあり、嘉島町役場から車で15分程度のところに位置する。最初は隣町へ行く

のが大変だという意見もあったが、預かってくれるところがあるという安心感の方が大きいようだ。もし、嘉

島町単独での事業に拘っていれば、未だに事業を開始できていなかったのではないかと思う。さらに、３

町が共同で行うことで費用の軽減も図られている。また、「緊急サポート事業」も同時に行っているので、

急な病気、受診等にも対応でき、病児保育事業と緊急サポート事業の壁がなく、スムーズに対応できるた

め、保護者にとっても利用しやすい環境づくりができていると思われる。 

課題 

① 本来は、市町村ごとに施設があったほうが利用者もより利用しやすいであろう。しかし、町単独で事業

を行うのは現在の補助基準では難しい。利用者の事前予約に応じて職員を配置しているが、当日のキ

ャンセルが非常に多く（嘉島町でのキャンセル率は２人に１人。熊本市では３人に２人と聞いている）、利

用がなくても職員の配置は変えられないので人件費が発生する。こうしたこともあり、小さい自治体の単

独実施では、運営が安定せず非常に難しいと感じている。 

② インフルエンザ等が流行した場合に施設の面接や職員の人数等の関係で預かってもらえない可能

性が出てくる。本来ならば、医療機関内に設置して事業展開できればよいが、現状では難しい。 

③ チラシ等を作成して関係各所に配布しているので、少しずつ登録者数は増えているが、利用者への

告知、周知の徹底化を図り、より気軽に利用できる環境を整えたい。 

 

２） 緊急サポート事業 

2010 年度から、３町（御船町、甲佐町、嘉島町）共同で事業実施。病児・病後児保育事業と同様に

NPO法人 チャイルドケアサポートみるくに事業委託している。 

事前に登録してもらい、登録した児童が病気になったため保育施設へ預けることができない、また、小

児科へ受診ができない、さらには保育施設で保育中に体調不良となってしまい迎えに行けないときに、保

護者の代わりに迎えに行き、病児の一時預かりを行う。 

○ 利用者数（2011 年度） 

登録者数 163 人、利用者数 10 人（利用率 6.1％）、キャンセル数 ３人 

課題 

登録はしていても実際の利用者数は少ない。利用者の立場から、万が一の時に利用できることが大切

と考え取り組んでいるが、経費をいかに手当てするかが課題となっている。 

 

３） ホームスタート事業 

2011 年度から実施し、2012 年度からは地域子育て支援拠点事業のひろばを拠点とした町独自の子

育て支援事業として、NPO 法人「子育て談話室」に事業委託を行っている。これまでの子育て支援事業

でカバーできなかった、乳幼児を持つ引きこもりがちな親へ、50代から60代の子育ての経験者（サポータ

ー）が定期的に家庭を訪問し、傾聴、協働の活動を通し、親が心の安定や自信を取り戻し、他の支援に

つながるきっかけ作りを行う。利用回数は１人週１回、最大４回までとしている（但し１回のみ延長可能）。 

○ 利用者数（2011 年度）  ２人 

○ サポーター登録人数（2011 年度） ３人 
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成果・効果 

① 多子（双子）の家庭で家事の助けを行ったところ、料理等をしながらコミュニケーションや学びがあっ

て喜ばれた。 

② コミュニケーションをとることで、引きこもりがちだった母親が外へ出られるようになった。 

 

 

 

 


