
（３）子育て－オンラインを活用した子育て
世代への支援情報発信、地方移住支援、「学
び」の保障
◯「LINE」、スマートフォンアプリを活用し
た利便性の高いオンラインサポート

　新型コロナウイルス感染症の流行が長期化
する中、外出自粛や保育所、幼稚園、地域子
ども・子育て支援施設の休館及び利用制限に
より、子育て親子同士の交流の機会や子育て
相談・支援に関する地域サービスの利用機会
が減少し、子育て中の親子が不安や悩みをよ
り抱えやすい状況となっている。
　熊本県では、新型コロナウイルス感染症拡
大以前から、核家族化の進行、地域社会の変
化等により孤立化しやすい子育て環境、行政
機関の業務効率化を念頭に、現代のコミュニ
ケーションツールに対応した子育て支援の取

組「聞きなっせAI くまもとの子育て」を導
入している。若年層から幅広い年代で使用さ
れているアプリケーションソフトウェア

「LINE」の自動会話プログラムを活用し、
「LINE」での友だち登録をするだけで就学未
満の子育てに関する問合せにAIが24時間
365日応答する。

また、相談対応機能だけでなく、子育て世
帯への特典割引や子供連れでの外出のサポー
ト（おむつ替えコーナー等）をしてくれる

「子育て応援の店」（2022年３月31日時点で
県内約2,600店舗）や公共施設に加え、2021
年度からは、新婚夫婦等に料金割引等の特
典・サービスを提供する「結婚応援の店」も
簡単に検索できるようになっている。

このような取組は、関係者にとって、以下
のようなメリットがあると考えられる。

	 図表13	 「未来かなえネット小児連携パス」イメージ

未来かなえネット小児連携パス
 主治医から在宅の小児治療方針の提示～訪看ステーションの在宅看護ケアの実施、これらを電子的に共有する
ことで即時に患者の状況が把握でき、治療方針の変更に役立て、継続的な治療を支援します。
また、子供の生活環境の関与者への共有により、地域をあげて子供の見守り、ケアに役立てることができます。

 治療方針/目標の共有
 観察状況の共有

訪問看護ステーション

在宅

保健所
学校

 地域での見守り

保健センター 特別支援学校

小児科診療所

相談支援
事業所

救命救急センター

地域小児科
センター

主治医から提示された
の治療方針受信
訪問計画策定

主治医からの治療方
針の明確化
達成目標
治療方針変更点
SOS基準
訪問計画、レスパイト
入院計画提示

主治医の指示に基づ
いた訪問看護の実施
訪問時チェック
バリアンス
コメント/気づき

✓医師が訪問時の患者
の状況を把握できる

医師から指定された関
与者による状況の把
握
情報の参照

• 保健所
• 学校
• 包括支援センター
子供に関わる地域で見守り
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まず、利用者である子育て世代からは、ス
マートフォンが手元に一つあれば、
・夜間休日を問わず、県・市町村の子育てに

関する情報を入手できるとともに、急な病
気の手当てなど子育てに関する様々な悩み
について、問合せできる

・外出先でも、子供連れでの外出をサポート
してくれる店・公共施設などの情報につい
て、現在地からの経路図を含め検索できる

・新型コロナウイルス感染症の影響で対面が
制限される中、役場などに行かなくても
様々な情報が入手できる

といった点で、メリットがあるとの声が寄せ
られている。
　また、地方公共団体にとっては、
・AIの活用により、問合せ・相談対応業務

の効率化が図られ、より専門性の高い相談

案件に集中して人員を充てることが可能と
なり、相談業務全体の質の向上が期待でき
る

・問合せ・相談内容を集約・分析し、住民の
ニーズについてのビッグデータとして政策
に活用できる

・地方公共団体の子育てに関する施策・イベ
ント等の情報を登録者に一斉配信できる

といったメリットが挙げられる。
さらに、「子育て応援の店」に参画する企

業にとっても、利用客の増加につながるとと
もに、従業員の子育てしやすい環境整備にも
寄与しているとの声が寄せられている。

2019年８月から運用が始まった本事業は、
2021年度末には登録者が約7,800人となって
いる。

	 図表14	 「聞きなっせAI　くまもとの子育て」イメージ
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◯自然環境を活用したテレワーク空間の創造
と子育て世帯を含むUIJターン移住者によ
る創業・副業支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、

テレワークの実施率が上昇する中、地方移住
を希望する人にとっては、テレワークによっ
て地方でも同様に働けると感じたことが、地
方移住へ関心を寄せる大きな理由の一つと
なっている１。また、地方移住への関心が特
に高まっている若い世代にとっては、子育て
が移住を検討する大きなきっかけの一つと
なっている。

長野県佐久市は、2019年に民間企業と包
括連携協定を締結し、佐久情報センターを改
修することで2020年４月にコワーキング施
設「ワークテラス佐久」を開所した。単なる
ワークスペースの提供ではなく、オフサイト
ミーティングや、ワーケーションの企画を地
域事業者と連携して提供することで、都市間
の交流人口を増加させている。また、「ワー
クテラス佐久」の利用者や育児中の女性等に
対する創業・副業支援事業等でサポートを行
い、地域で事業を起こす仲間を増やす場とし
て機能している。

2020年4月開館時は９名であった月額会員
は、2022年3月時点で60名程度に増加し、
・吹き抜けのあるオープンラウンジもあり、

県内のテレワーク施設の中でも大規模な施
設であるため周囲を気にせずWEB会議が
しやすく便利

・開放感があって良い
・地域の仲間と早く繋がることができた
といった利用者からの声もあった。

利用者の９割はUIJターンによる移住者で
ある。職業としては、デザイナー、クリエイ
ター、IT系、コンサルタント、経営者など
専門職人材が多いが、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けたことによるリモートワー
クの普及により会社員の利用も一定程度い
る。子育て中の利用者は、子供が保育園、幼
稚園、小学校に通う時間に「ワークテラス佐
久」で集中して作業を行うなど、時間のメリ
ハリをつけて利用されているケースが多い。

2021年度は、子育て期の創業・副業支援
事業として、「じぶんはたらき方講座」を開
催し、その中で子育てと両立のための自分の
立ち位置やテレワーク技術をはじめ様々な働
き方について学ぶ「じぶん軸ととのえ講座」
及び、子育てと両立しながら、自身の事業を
推し進めるためのステップアップ講座である

「基礎から学び実践するチームづくりとリー
ダーシップ講座」を実施した。新型コロナウ
イルス感染症感染拡大対策のため、「ワーク
テラス佐久」を会場に行う説明会はオンライ
ンで開催され、講座本編についても、企画段
階からオンラインで設計されたため、補助講
座として希望者を対象としたオンラインツー
ルの勉強会が設けられた。創業支援事業にお
ける修了者で６名が、地場産品を使ったハン
ドメイド作品の販売事業やウェディング事業
等を開始した。また、両講座ともに初回の講
座終了後にフェイスブック（SNS）グループ
でWEB上での運営ネットワークが構築され
ることで、受講生同士、あるいは講師への質
問・アドバイスや受講生が企画したイベント
の告知にも活用され、受講生同士のコミュニ
ティ形成が促された。

１　内閣府「第４回　新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」参照。
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◯新型コロナウイルス感染症影響下における
「学び」の保障
コロナ禍におけるオンライン教育の実施に

ついては、居住地域等により取組状況に差が
あることが確認されている。子供を大切に
し、心身ともに健やかな育ちを支えること
は、一人一人の子供の幸せはもとより、未来
の担い手を育成することにもつながる。この
ため、新型コロナウイルス感染症の影響下に
おいて、感染症対策と「学び」の保障を両立
させた取組が求められる。

文部科学省は、ICT端末を活用した学習の
ため、「１人１台端末」の早期実現や、家庭
でもつながる通信環境整備など、「GIGAス
クール構想」における環境整備を推進してい
る１。文部科学省の特設ウェブサイト「StuDX 
Style（スタディーエックススタイル）」では、
１人１台端末の更なる利活用に向けて、全国
の学校や地方公共団体から提供された端末の
活用法に関する優良事例等を紹介している。
具体的な紹介事例は以下の通りである。

１　義務教育段階における１人１台端末の整備状況としては、全地方公共団体等のうち、98.5％が2021年度末までに整備
完了予定となっている。

	 図表15	 「自分軸ととのえ講座」イメージ
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・教師と子供がつながる：「朝ノート」で健
康観察

校種・学年：小学校３学年以上

活用の種類： 朝の会の健康観察の際に、表
計算ソフト等を使って自分の
体調等について簡単に報告し
合う活動を行っている。
自分の健康状態のほか、昨日
の報告をしたり、教師や友達
へのメッセージを書いたりす
る児童生徒もいる。書き込ん
だ内容は即時全員に共有され
るので、互いにコメントをつ

けるなどしてコミュニケー
ションも活発に行っている。
ただ自分の状態を書くのでは
なく、友達のコメントを読む
ことで、クラスメイトとの距
離が縮まり、普段あまり話を
することのない人の「朝ノー
ト」にコメントをしたりとい
うこともある。

準備するもの： 学習支援ソフト　表計算ソ
フト（OS標準）で同時編
集することで、同様の実践
は可能

	 図表16	 「朝ノート」で健康観察
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・子供同士がつながる：共同編集で学習のま
とめを作成

校種・学年：小学校以上

活用の種類： プレゼンテーションを隣の児
童生徒と共有化し、理科の実
験の結果を二人で協力してプ
レゼンテーションにまとめる
実践。
課題、方法、結果、まとめの
４枚のプレゼンテーションを
作成し、他のグループと伝え

合うことをあらかじめ伝えて
いるので、どの児童生徒も実
験に集中して取り組んでい
た。
実験の様子を振り返ったり、
実験から分かったことをどの
ように表現すればよいか相談
したりして、二人で対話しな
がら作成するので、短時間で
質の高い学習となった。

準備するもの： プレゼンテーションソフト
（OS標準）

	 図表17	 共同編集で学習のまとめを作成
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ICT端末を活用した家庭学習のための環境
整備に向けた地方公共団体の取組として、新
宿区では、平常時における家庭への端末持ち
帰りの推奨、各学級の児童生徒を午前と午後
の２つに分けて登校させる分散登校、家庭学
習におけるデジタル教材等の活用などオンラ
インによる学習指導が行われている。大分県
では、オンラインによる学習指導の実施に向
けたウェブサイトを構築し、授業のモデル例
を示した資料や、アプリケーションの操作方
法の動画などを整理して公開している。

おわりに
2019年末に発生が確認された新型コロナ

ウイルス感染症は、感染収束と感染再拡大を
繰り返しており、ワクチン接種は進展してい
るものの、完全な収束には至っていない。結
婚・子育てに関する意識や行動について、一
定の変化もみられる中で、2021年の婚姻件
数、出生数は2020年に続いて、減少傾向と
なっている。引き続き、新型コロナウイルス

感染症が結婚・子育て世代の意識・行動に与
える影響や婚姻件数・出生数の今後の推移に
ついて、注視していくとともに、不安を抱え
困難な状況にある個人が安心して、結婚、妊
娠・出産、子育てができる環境整備に取り組
む。

また、新型コロナウイルス感染症影響下に
おいて、結婚支援・子育て分野でもICTや
AIを活用した取組が広がっている。インター
ネット環境が充実し、テレワークを活用した
柔軟な働き方が可能となることで、仕事と家
事の両立を適切に実現することが可能とな
り、出生数増加につながるとの見方もある１。
今回の感染症拡大を契機に、結婚、妊娠・出
産、子育てに関係する様々な現場において、
デジタル技術の利活用が進展することで、コ
ロナ禍においても必要な支援の継続が図られ
るだけではなく、結婚に向けたきめ細やかな
出会いの機会の提供や、子育て世帯の負担軽
減・利便性向上などが図られ、我が国の少子
化問題の解決の一助となることが期待され
る。

１　高速（広帯域）インターネット環境の整備が教育水準の高い女性（25歳～45歳）の出生率にプラスの影響を与えること
が確認されている（Billari et al.（2019）”Does broadband internet affect fertility?” Population Studies, 73

（３）p297-316を参照）。
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