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第５章 施策の展開 
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⽬標１ 地域における⼦育ち・⼦育ての⽀援 

施策（１）地域連携による⽀援 

地域に密着したきめ細かな子育て支援活動が展開されるよう、地域の皆様や子育て

支援に取り組む団体等との協働により、各種の施策に取り組みます。 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、近年の女性就業率の上

昇等により、利用児童数が年々増加していることから、引き続き整備を進めていきま

す。 

ファミリー・サポート・センター事業については、地域における育児の相互援助が

円滑に行われるよう、会員の募集や講習会を実施するなど、活動を推進していきます。 

富士宮市社会福祉協議会が推進する子育て支援拠点（子育てサロン）創設事業につ

いては、地域の方々のご理解・ご協力のもと現在20箇所開設し、各地域へ展開を進め

ていますが、地域における子育て支援を広めるため、引き続き支援を行い、その充実

を図ります。 

また、地域との関係機関等との連携を図りながら、地域における子育て支援体制づ

くりに努めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就
学している児童の放課後の適切な遊び及び生活の場
を確保するため、放課後児童クラブを開設します。 

子ども未来課

子育て支援拠点創設
（子育てサロン） 

(福)社会福祉協議会と協働し、地域が独自な子育て支
援事業を展開するための環境を整備します。 

子ども未来課

ファミリー・サポー
ト・センター事業 

地域における育児の相互援助活動を推進するととも
に、多様なニーズへの対応を図るため受託会員の確保
に努めます。 

子ども未来課

子育て優待カード 
地域で子育てを応援するため、サービスを提供する店
舗・事業所を増やします。 

子ども未来課

出生記念樹の配布 
出生を記念して、フジザクラやカエデなどの苗木を配
布します。 

花と緑と水の課

ふじのみやベビーステ
ーション事業 

市内ＮＰＯ法人と協働でコンビニ各社と連携し、ベビ
ーステーションとして認定登録された市内店舗での
紙おむつ販売や、粉ミルク用お湯の提供とともに、安
心して子育てができる地域づくりに取り組みます。 

女性が輝く 
まちづくり推進室

小規模校放課後活動送
迎支援事業 

既存の宮タク制度を活用し、放課後児童クラブがない
小学校区の児童を近接する校区にある放課後児童ク
ラブに送迎するため支援します。 

企画戦略課 
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事業名 事業の概要 所管課 

青少年指導員の育成 
青少年の健全育成を推進する青少年指導員の資質向
上のため、研修・視察などを実施します。 

社会教育課 

青少年育成連絡会の支
援 

青少年育成連絡協議会を通して、19小学区の地域が取
り組む青少年の健全育成の活動を支援します。 

社会教育課 

街頭指導活動 
青少年の問題行動の早期発見と非行防止のため、指導
員と教師により街頭指導、電車内指導や研修会などを
実施します。 

社会教育課 

子ども会活動の充実 
年齢に応じた社会性を身に付けさせるため、子ども会
活動と組織の充実を図ります。 

社会教育課 

スポーツ少年団活動の
推進 

スポーツ少年団の選手や保護者の相互の交流や、リー
ダー及び指導者の資質の向上を図るため、「親子のつ
どい」や「研修会」を開催します。 

スポーツ振興課

たすき帖の配布 
子どもの成長記録や我が子への想い、メッセージなど
を記録し、家族の絆を深めてもらうため、子どもが生
まれた家庭に「たすき帖」を贈呈します。 

子ども未来課

 

 

 

施策（２）⼦どもの遊び場・居場所づくり 

子どもは、遊びを通して体力・知力を育みます。子どもが安全で安心して過ごすこ

とができるよう、子どもの遊び場・居場所の充実を図ります。 

屋内の遊び場の充実においては、地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センタ

ー）や子どもふれあい広場の改修や整備のほか、これらの拠点となる児童館を整備し、

相互の連携を図ります。 

また、子どもが安心して外で遊ぶことができるよう、公園や児童遊園の遊具の維持、

管理に努めるとともに、体力増進・発育・発達などの促進なども考慮し、公園環境の

整備・充実に取り組みます。 

更に、公立保育所の園庭開放等、未就園児が遊べる空間や親子で遊べる機会を確保

します。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

児童館の整備 
子どもが安全で安心して屋内で遊ぶことができ、市内
の遊び場・居場所の拠点となる児童館を整備します。 

子ども未来課

地域子育て支援拠点事
業（地域子育て支援セ
ンター） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その
他の援助を行います。 

子ども未来課
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事業名 事業の概要 所管課 

子どもふれあい広場の
整備 

既存の公共施設の空きスペース等を利用して、子ども
の遊び場・居場所となる環境を整備します。 

所管課 

公園の整備 
子どもが安全に安心して遊ぶことができるよう、公園
の遊具などの整備・修繕を実施します。 

花と緑と水の課

児童遊園の整備 
子どもが安全に安心して遊ぶことができるよう、児童
遊園の遊具の修繕等を実施します。 

子ども未来課

交流センターの整備 
 児童図書等を充実した図書コーナーや自主学習のス
ペース等を整備し、子どもの居場所づくりを進めると
ともに、子どもが参加できる講座などを実施します。 

市民交流課 

公立保育所の園庭の開
放 

未就園児が安全に遊べる場として、公立保育所の園庭
を開放します。 

子ども未来課

あそびの教室 

歌や手遊び、紙芝居や工作、体操、読み聞かせなどの
遊びを通して、地域に暮らす子ども同士、親同士がと
もに集い、互いに交流を深めることを目的に実施しま
す。 

社会教育課 

サイエンスワールド 
子どもたちに実体験から学ぶことの楽しさを味わえ
る機会を提供し、科学に対する興味や関心を高めるこ
とを目的に開催します。 

社会教育課 

 

 

 

施策（３）家庭の⼦育て⼒の向上 

子どもが健やかに成長するために、最も重要な役割を担っているのは家庭であり、

子育てにおける親の役割を認識するために、「家庭教育学級」を開催するなど、家庭に

おける子育て力の向上を図ります。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

幼児家庭教育学級 
幼児の心理や養育のあり方、親の役割等を学ぶため、
幼児の親を対象にした子育て講座を実施します。 

社会教育課 

幼稚園 
 家庭教育学級 

幼稚園の保護者を対象に、良い子を育てるための育児
講座を実施します。 

社会教育課 

小中学校 
 家庭教育学級 

小中学校の保護者を対象に、良い子を育てるために学
び続ける親を目指して各種講座を実施します。 

社会教育課 

家庭教育学級 
リーダーの育成 

家庭教育学級リーダー育成のために、講座を開催しま
す。 

社会教育課 
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施策（４）⼦育てに関する情報提供と相談体制の充実 

子どもと子育て中の親が必要とする時に必要な情報を得ることができるよう、子育

てに関する情報を、印刷物だけでなく、ホームページやメール配信、ＳＮＳ（ソーシ

ャルネットワーキングサービス）※など多様な手段を活用し、常に新しい情報をきめ

細かく発信します。 

また、身近なところで相談しやすい環境を整備するため、「子育て世代包括支援セン

ター」、「家庭児童相談室」、「地域子育て支援センター」、「青少年相談センター」など

の充実を図るとともに、専門的又は深刻な相談にも対応できるよう、各相談窓口の連

携体制を充実します。 

 
※ SNS（ソーシャルネットワーキングサービス） 

登録された利用者同士が交流できる WEB サイトの会員制サービスのこと。（総務省 HP より） 

 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

ふじのみや妊娠・子育
て応援ナビ 

子育て情報の提供や応援メッセージの配信、予防接種
スケジュールの自動作成等モバイルシステムの活用
により、安心して出産、子育てができるよう妊娠期か
ら出産、育児期の切れ目ない支援環境をつくります。 

健康増進課 

子育て世代包括支援 

センター 

妊娠期から子育て期に渡るまでの様々なニーズに対
し、総合的相談支援を行います。 

子ども未来課

健康増進課 

子育て支援ガイド 
子育て情報をまとめた冊子を作成し、母子手帳交付時
及び市内各所にて配布します。 

子ども未来課

子育て支援マップ 子育て支援マップの掲載情報を充実します。 子ども未来課

子育てメールマガジン
による情報提供 

子育て関連情報を周知するため、インターネットによ
り登録会員のパソコンや携帯電話に情報を定期的に
発信します。 

社会教育課 

広報紙による情報提供 
「広報ふじのみや」により、子育て家庭に重要な子育
て支援制度や子育て支援事業などの情報を随時掲載
します。 

情報発信課 

ふじのみやハハラッチ 
市内の母親らがライターとなり、公式ウェブサイトな
どで母親目線を活かした子育て情報や、市内の魅力あ
る情報を提供します。 

女性が輝く 
まちづくり推進室

家庭児童相談 
子どもの心身の発育、性格や行動、非行、不登校など
の悩みや、家庭的な環境、家族関係などの相談に家庭
相談員が対応します。 

子ども未来課
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事業名 事業の概要 所管課 

地域子育て支援拠点事
業（地域子育て支援セ
ンター）（再掲） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その
他の援助を行います。 

子ども未来課

青少年相談センター 
悩みや不安を解消するために、青少年やその保護者等
を対象に電話や面接による相談や、不登校の子どもの
自立を支援します。 

社会教育課 

  



 

 
59 

⽬標２ 良質な保育・教育の提供 

施策（１）幼児教育・保育の提供と質の向上 

幼児期は人間形成の基礎を培う重要な時期であり、幼児期における教育・保育には、

豊かな感性や自主性を育てる大切な役割があることから、幼稚園・保育所・認定こど

も園、小規模保育所において多様な教育・保育ニーズに対応した提供体制を確保する

とともに、きめ細かで質の高い教育・保育の充実に努めます。 

また、多様な働き方に対応するため、子どもを受け入れる体制を柔軟に運用すると

ともに、状況に応じて乳幼児の保育に対応し、保護者が安心して働くことのできる環

境の整備のため、「延長保育」、「一時預かり」、「病児・病後児保育」などの保育事業を

推進します。 

更に保育園舎などの整備については、国が示す設置基準により、改築・改修などの

緊急性や必要性を整理し、計画的に進めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

通常保育 
保育を必要とする児童を認可保育施設で保育し、養護
と教育環境を確保・充実します。 

子ども未来課

一時預かり 
保護者が急な用事等で一時的に保育ができない場合、
その児童を認可保育施設で一時保育します。 

子ども未来課

延長保育 
就労時間などの関係で通常の時間を超えて保育が必
要となる児童を保育します。 

子ども未来課

休日保育 休日に保育の必要な児童を保育します。 子ども未来課

病児・病後児保育 
病気の回復期にある児童の保育を希望する保護者の
ため、病児・病後児保育を実施します。 

子ども未来課

地域型保育 
家庭的保育や小規模保育等の少人数で、きめ細かな保
育を実施します。 

子ども未来課

認定こども園 
保育及び幼児教育を一体的に提供するため、認定こど
も園を開設します。 

子ども未来課

民間保育所施設整備 
緊急性、必要性を整理し、改築・改修など計画的に整
備します。 

子ども未来課

幼稚園教諭・保育士の
確保に向けた取組の推
進 

国や県の制度を活用しながら、処遇を始めとする労働
環境等の向上を図るための支援を行うとともに、官民
の協働により、人材確保に向けた検討を行うなど、幼
稚園教諭・保育士の確保に向けた取組を推進します。 

子ども未来課
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施策（２）「⽣きる⼒」を育てる学校教育の推進 

子どもたちに基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に

学習に取り組む態度などの確かな学力を身に付けさせるため、教育内容・方法の一層

の充実を図ることが重要です。特に、自ら課題を発見し解決する力、コミュニケーシ

ョン能力、物事を多様な観点から論理的に考察する力などの育成を重視することが求

められます。学ぶ意欲や自尊感情を高める取り組みを推進し、「確かな学力」「豊かな

心」「健やかな体」をバランス良く育む学校教育を含めた教育環境を整備するとともに、

市の特徴を活かした教育を推進します。 

また、顕在化するいじめや不登校などに対応した取り組みとしては、スクールカウ

ンセラーの配置などの取り組みにより健全な子育ちを支援します。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

市内全体研修会 
教職員が望ましい授業のイメージを確かなものとす
るため、各教科・領域で研修を実施します。 

学校教育課 

図書館の充実 
豊かな心や言語力の育成を図るため、子どもたちが本
に親しむ環境を整えます。 

中央図書館 

富士山学習研究 

探究的な見方・考え方を働かせ、富士山との関わり、
富士宮に住む人々との関わりを通して、よりよく課題
を解決し、自己の生き方を考え、郷土への誇りや愛情
を持つ子どもを育てます。 

学校教育課 

富士宮市親子富士登山
講習会 

親子で富士登山に挑戦してもらうために、市内小中学
生とその保護者を対象に、講師を招き、富士登山に関
する講習会を開催します。 

社会教育課 

市民スポーツ祭 
健康で明るくたくましい市民の育成と地域の親睦を
図るため、幼児や小学生を対象に含む競技を幅広く実
施します。 

スポーツ振興課

不登校・いじめ対策 

「富士宮市不登校・いじめ問題対策委員会」と、学校
の不登校・いじめ対策組織（スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーを含む）が連携して、不
登校いじめ問題の解決を図ります。 

学校教育課 

学校ＩＣＴ環境整備 
無線ＬＡＮ環境管理、タブレットやパソコンの更新整
備等、インターネット接続に必要なネットワーク設備
や通信環境の整備を行います。 

学校教育課 

小学生のための「外国
語ハンドブック」作成 

富士宮市に関する会話表現を記載したハンドブック
を作成し、小学校５・６年生と教職員に配布すること
により、外国語での会話能力の向上を図ります。 

学校教育課 
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事業名 事業の概要 所管課 

小中学校教職員海外研
修 

国際社会で活躍するために必要な国際感覚及び英語
力を子どもたちに指導するために、英語圏の国へ教職
員を研修派遣し、英語指導力、コミュニケーション能
力の向上を図ります。 

学校教育課 

小・中学校施設耐震補
強事業 

安全で安心な教育環境の確保のため、校舎等の耐震補
強事業を継続し、施設・整備の回収や修繕、長寿命化
に向けた取り組みを計画的に実施します。 

教育総務課 

 

 

 

施策（３）豊かな⼼の育成 

子どもが社会や地域活動に参加したり、多文化や、地域の中で様々な人や物事に触

れ合ったり、体験や経験を重ねることによって、子どもの豊かな心を育てるよう、学

習の場や機会を提供します。 

また、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものに

していくために、「富士宮市子ども読書活動推進計画」に基づき子どもの読書活動を推

進します。 

更に、学校教育においては、小規模校連携事業による地域間の連携のほか、道徳の

授業を通じた有徳の人づくり推進など、学校教育を通じて豊かな心の育成に努めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

こども国際理解講座 
国際化に対応できる児童の育成のため、英語に親しむ
ための講座を実施します。 

市民交流課 

自然体験 
自然を大切にする心を育むため、自然と触れ合うイベ
ント等を実施します。 

花と緑と水の課

地域花壇づくり 
植物を培うことを通して、郷土を愛する心を育むた
め、地域や学校などでの花壇づくりを支援します。 

花と緑と水の課

有徳の人づくり推進 
豊かな心を育むため、富士宮市が作成した道徳資料
「富士山をこころに」を授業で使ったり、家庭で家族
と読んだりするなど、活用を図ります。 

学校教育課 

中学生ボランティア講
座 

いろいろな仕事を体験することにより、人の喜びを自
分の喜びと感じ、ボランティア活動のすばらしさを感
じることを目的とした講座を実施します。 

社会教育課 
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事業名 事業の概要 所管課 

親子・子ども講座 
親子で、子どもだけで、休日や放課後、春夏冬休みに
参加できる、体験学習型の講座やイベントを実施しま
す。 

社会教育課 

子ども読書活動の推進 
子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想
像力を豊かにするため、「富士宮市子ども読書活動推
進計画」に基づき、子どもの読書活動を推進します。 

社会教育課 

韓国栄州市中学生交流 
友好提携交流都市の韓国栄州市への中学生の派遣と
栄州市中学生の受入れを毎年交互に行い、多文化を理
解し国際感覚豊かな青少年の育成を目指します。 

市民交流課 

世界にはばたく子ども
たち育成事業 

市内在住の中学生が海外でのホームステイ体験、現地
学校等における語学研修等を通し、豊かな国際感覚の
育成、英語によるコミュニケーション能力の向上等を
図る事業を行い、費用の一部を補助します。 

市民交流課 

高校生中国派遣研修 
事業 

市内在住の高校生が中国の産業分野に関する現地視
察やフィールドワーク等を通し、次代を担う高校生の
国際社会における客観的視点を養うことにより、国際
感覚の向上等を図る事業を行い、費用の一部を補助し
ます。 

市民交流課 

小規模校連携事業 

市内小規模小中学校において、連携して授業や行事等
を実施するため、送迎費用への支援を行い、児童生徒
が他地域との違いに気づき、地元に対する愛着を強め
る機会とします。 

学校教育課 
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⽬標３ 安全・安⼼な⼦育て環境の充実 

施策（１）防犯・交通安全・防災対策の推進 

子どもや乳幼児等の親子連れに対する交通面での安全性に留意し、交通安全設備の

設置、道路の拡幅や歩道の設置、交差点の改良など安全な道路交通環境の整備を進め

るとともに、就学前の児童や学校の生徒等に対する交通安全学習を推進します。 

安全なまちづくりに向け、子どもたちが事件に巻き込まれることがないように、警

察署と連携して保育所や幼稚園、学校に不審者情報を提供するとともに、市のホーム

ページに掲載し、迅速な情報伝達を図ります。 

また、地域自主防犯活動、かけこみ110番の家など、地域の方に守られている児童

の安全を、更に広げていくために、地域防犯の一層の強化を図ります。 

更に、携帯電話やインターネットによる有害情報や犯罪から子どもを守るため、青

少年を取り巻く有害環境への対策を推進します。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

不審者等緊急連絡網 
子どもたちが犯罪に巻き込まれるのを防止するため、
警察署からの不審者情報を学校・保育所等に提供しま
す。 

市民生活課 

学校教育課 

社会教育課 

子ども未来課

地域自主防犯活動 
子どもたちの登下校時に、地域の方が通学路に出て子
どもたちの安全を見守ります。 

市民生活課 

防犯パトロール 
小学生の下校時間に合わせ、青色回転灯装着車両によ
る防犯パトロールを実施します。 

市民生活課 

自転車盗難防止活動 
市内の高等学校５校の高校生とともに、自転車盗を減
少させるための施策（Ｂ・Ｂ・５作戦）を実施します。 
（Ｂ・Ｂ・５＝バイシクル・防犯・５高校） 

市民生活課 

かけこみ110番の家 
子どもの安全を守るため、地域に「かけこみ110番の
家」の設置を働きかけます。 

社会教育課 

携帯電話・インターネ
ット環境講話 

有害情報や犯罪から子どもを守るため、小・中学生や
保護者を対象に環境講話を実施します。 

社会教育課 

交通安全啓発活動 
幼児から高校生までの年代にあった交通教室や、小学
生の自転車の安全な乗り方の教室など、交通安全教育
を実施します。 

市民生活課 

交通安全施設の整備 
交通事故防止のため、地域の要望などを受けて、事故
多発地点を中心にカーブミラー等の交通安全施設の
整備を行います。 

道路課 
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施策（２）⼦育て家庭にやさしいまちづくりの推進 

公共施設、道路、公園などの整備や改修時には、ユニバーサルデザインの考え方を

取り入れるとともに、既存施設については、ベビーカーでの親子連れや、障がいのあ

る人が利用しやすいよう、道路や交通機関、公共施設などバリアフリー化を進めます。 

また、ふじのみやベビーステーション事業等の実施により、子育て世代にやさしい

環境の整備に努めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

安全な歩行空間の整備 
子どもが通学や生活の中で安心して歩行できるよう、
歩道や歩行帯の整備を進めます。 

道路課 

ブロック塀等撤去等 
補助 

安心して通行できる道路とするため、危険なブロック
塀等を撤去し生垣の設置等を推進するための補助制
度を周知します。 

建築住宅課 

公共施設の整備 
公共施設の建設等にあたり、ユニバーサルデザインや
地元産木材の利用など子どもにやさしい施設整備を
図ります。 

所管課 

市営住宅の供給 
市営住宅の整備にあたり、子育て世代が快適に生活で
きる住宅の供給に努めます。 

建築住宅課 

ふじのみやベビーステ
ーション事業（再掲） 

市内NPO法人と協働でコンビニ各社と連携し、ベビー
ステーションとして認定登録された市内店舗での紙
おむつ販売や、粉ミルク用お湯の提供とともに、安心
して子育てができる地域づくりに取り組みます。 

女性が輝く 
まちづくり推進室
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施策（３）仕事と⼦育ての両⽴の推進 

男女ともに仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できるよう、仕

事と子育ての両立を支える子育て支援制度の普及啓発に努めるほか、働きやすい職場

づくりを促進するため、雇用機会の拡大や再就職や起業に向けた支援を行うとともに、

企業における意識改革や労働環境の改善に努めます。 

また、子育てへの父親参加を促進するため、男性の家庭参画講座の開催や、夫婦が

互いにいたわりながら育児や家事に参画する意識の啓発を図ります。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

労働者福祉制度の普及
啓発 

関係機関と協力し、ワーク・ライフ・バランスの実現
のため、長時間労働の抑制や、育児休業制度など各種
制度の普及啓発に努めます。 

商工振興課 

女性が輝く 
まちづくり推進室

女性の再就職や起業に
向けた学習の支援 

託児付きのパソコン講座を開催し、女性の就職、再就
職又は起業を支援します。また、就職、再就職又は起
業に関する相談やセミナーの情報の提供をします。 

商工振興課 

女性が輝く 
まちづくり推進室

男性の家庭参画講座
「ママの笑顔パパと過
ごす時間」 

父親が子どもへの接し方を学ぶことで、家族のコミュ
ニケーションを図るとともに父親の育児に対する当
事者意識を養成し、家庭内の男女共同参画の促進を図
ります。 

女性が輝く 
まちづくり推進室

地域産業の育成強化
（企業誘致） 

雇用機会を増やすことと、生活基盤の安定を図るた
め、地域産業の振興と企業の誘致を進めます。 

商工振興課 

内職相談・斡旋 内職相談員による内職の紹介・相談を行います。 商工振興課 

労働環境の改善 
仕事と子育ての両立や男性の育児参加を促進するた
め、労働者福祉協議会・連合静岡と懇談会を実施し、
労働環境の改善に努めます。 

商工振興課 

公共職業安定所との連
携強化 

雇用の確保・安定のため、公共職業安定所との連携を
強化します。 

商工振興課 

地域少子化対策強化事
業 

国が推進する少子化対策強化事業に対応した事業を
各担当課において実施します。 

所管課 
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施策（４）経済的な⽀援の充実 

子育てに係る経済的負担を軽減するため、法に基づく「児童手当」の支給、18歳ま

で対象を拡大した「子ども医療費助成」、幼児教育・保育の無償化のほか、経済的に困

窮する家庭には、実費徴収に係る補足給付や小・中学校の就学援助制度や各種奨学金

制度の活用及び周知を行います。 

また、ひとり親家庭等に対しては、子どもと親が安定した生活を確保するため、「児

童扶養手当」、「母子家庭等医療費助成」、「ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料助

成」のほか、「母子父子寡婦福祉資金」の貸付など、自立に向けた支援事業も行います。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

児童手当 
子育て家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図る
ため、児童手当を支給します。 

子ども未来課

子ども医療費助成 
子育て家庭の経済的な負担を軽減し、生活の安定と子
どもの健やかな成長に寄与するため、子ども医療費を
助成します。 

子ども未来課

児童扶養手当 
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上を
図るため、児童扶養手当を支給します。 

子ども未来課

母子家庭等医療費助成 
母子家庭等の経済的な負担を軽減し、生活の安定と児
童の健やかな成長を図るため、母子家庭等の医療費を
助成します。 

子ども未来課

母子父子寡婦福祉資金 
ひとり親家庭の生活の安定を図るため、ひとり親家庭
の子どもの高校・大学等への進学などの際の県の資金
貸付制度を周知します。 

子ども未来課

ひとり親家庭等放課後
児童クラブ利用料助成 

ひとり親家庭等の児童が放課後児童クラブに通所し
やすい環境とするため、放課後児童クラブの利用料を
助成します。 

子ども未来課

幼児教育・保育の 
無償化 

３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園な
どを利用する子どもたちの利用料を一部無償としま
す。 

子ども未来課

実費徴収に係る補足給
付 

低所得世帯を支援するため、幼稚園を利用する子ども
の副食費を免除します。 

子ども未来課

遺児福祉手当 
交通事故などで両親を亡くした児童の福祉の増進と
自立成長を図るため、福祉手当を支給します。 

子ども未来課
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事業名 事業の概要 所管課 

育英奨学金 
山下サダ育英奨学金条例に基づき、高等学校等に入学
又は在学する者で、学費の支弁が困難かつ品行方正、
成績優良な者に奨学金を支給します。 

学校教育課 

要保護及び準要保護児
童生徒援助 

経済的な理由で義務教育の就学が困難な児童生徒の
保護者に、就学に係る費用を援助します。 

学校教育課 

特別支援教育就学奨励 
特別支援学級への就学の特殊事情に鑑み、その保護者
の経済的負担を軽減するため、負担能力に応じて就学
奨励費を支給します。 

学校教育課 

ファミリー・サポー
ト・センター利用料助
成 

ひとり親家庭等の就労等に対する支援及び育児負担
の軽減を図るため、ファミリー・サポート・センター
の利用料を助成します。 

子ども未来課
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⽬標４ ⼦どもと親の健康の確保 

施策（１）妊娠・出産から⼦育てまでの切れ⽬のない⽀援の充実 

不妊による悩み、妊娠期の不安、親の孤立化や育て方への不安などが原因で、様々

な問題が生じています。 

このため、不妊・不育症治療費や妊産婦健康診査費の助成を行い、経済的な負担の

軽減に努めるとともに、健やかな妊娠・出産・子育ての知識の普及を図ります。 

また、親の育児不安や負担を軽減するため、訪問指導を行うなど、妊娠期から切れ

目のない支援を行うことで、子どもの発育・発達への支援に取り組みます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

母子健康手帳の交付 
母子健康手帳を交付し、母子の健康啓発並びに健康管
理を実施します。 

健康増進課 

妊婦健康診査 
母体及び胎児の異常の早期発見、妊婦の保健管理の向
上を目的に、妊娠週数に応じた検査・診察及び保健指
導の実施の推進における費用の助成を行います。 

健康増進課 

もうすぐパパママ学級 
妊娠・出産・育児についての知識を伝え、不安の解消
を図ります。 

健康増進課 

産婦健康診査 

産後２週間及び１か月の産婦健康診査費の助成によ
り、産後間もない時期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ま
す。 

健康増進課 

産後ケア 
産後の身体及び育児に対する不安を解消するため、助
産院において母体管理や育児指導等を受ける際の経
費を助成します。 

健康増進課 

乳児家庭全戸訪問事業 

「こんにちは赤ちゃん
事業」 

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子
育て支援に関する情報提供や、親子の心身の状況・養
育環境等の把握及び助言を行います。 

健康増進課 

養育支援訪問事業 
養育支援が必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・
助言を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施
を確保します。 

健康増進課 

不妊及び不育症治療費
の助成 

不妊及び不育症治療を受けようとする夫婦の経済的
負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。 

健康増進課 

妊娠出産子育てシェア
サポート事業 

妊娠～子育ての各ステージに対応したきめ細かな講
座やイベントを実施します。 

女性が輝く 
まちづくり推進室

子育て世代包括支援 

センター（再掲） 

妊娠期から子育て期に渡るまでの様々なニーズに対
し、総合的相談支援を行います。 

子ども未来課

健康増進課 
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施策（２）⼦どもと親の健康の確保 

妊娠期からの健康診査や健康相談・健康教育事業を通して健康状態を適切に把握し、

親子の健康の増進、疾病の予防・早期発見につなげるとともに、育児不安の軽減を図

ります。健診未受診の乳幼児や妊産婦については、状況把握を行い、支援が必要な場

合は、適切な支援につなげます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

新生児聴覚検査 
新生児の聴覚検査費の一部助成により、新生児期の聴
覚検査受診率を向上させ、聴覚障害の早期発見・早期
療育を推進します。 

健康増進課 

乳児健康診査 
乳児の健康や発達を診査するため、受診票を交付し、
４か月児、10か月児の健康診査の受診を勧めます。 

健康増進課 

６か月児健康相談 
身体測定、育児･離乳食･歯の相談、絵本の話（図書館
のブックスタート事業）により、乳児の健やかな成長
を促します。 

健康増進課 

１歳６か月児健康診査 
内科診察、歯科健診、身体測定などによる幼児の健
康・発育の健診や、保健・栄養について指導します。 

健康増進課 

２歳児歯科健康診査 
歯科健診、身体測定などによる幼児の健康・発育の健
診や、保健・栄養について指導します。 

健康増進課 

３歳児健康診査 
内科診察、歯科健診、身体測定、尿検査、眼科検査な
どによる幼児の健康・発育の健診や、保健・栄養につ
いて指導します。 

健康増進課 

歯みがき教室 
幼児期から歯の健康習慣を身に付け、一生自分の歯を
守れるよう意識習慣づけ、及び歯みがき技術の向上を
図ります。 

健康増進課 

フッ化物塗布 

フッ化物の定期的な歯への塗布により、歯質の強化と
初期むし歯の再石灰化の促進を図り、また口腔内の環
境向上のための助言指導を行い、むし歯予防に努めま
す。 

健康増進課 

フッ化物洗口 

乳歯・幼若永久歯の強化とむし歯予防、及び歯の健康
意識の高揚を図るため、幼稚園･保育所等において集
団でフッ化物洗口液を用いたぶくぶくうがいを実施
します。 

健康増進課 

健康相談・健康教育 
母子の健康を保持増進するため、健康・歯科・栄養・
離乳食の相談や、妊娠・出産・育児に関する知識の普
及や適切な指導助言を行います。 

健康増進課 
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事業名 事業の概要 所管課 

子育てママのリフレッ
シュ講座 

未就学児の母親の心身の健康づくりと気分転換を図
るため、料理教室や体操教室などを実施します。 

女性が輝く 
まちづくり推進室

予防接種 
感染症予防のため、予防接種の公費負担などを行い、
周知・指導により接種率の向上を図ります。 

健康増進課 

感染症予防の啓発 
手洗いうがい等の予防行動の啓発や感染症の発生状
況を周知し、感染症の蔓延を防止します。 

福祉企画課 

新型インフルエンザ等
対策の推進 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市の
行動計画により、新型インフルエンザ等対策を推進し
ます。 

福祉企画課 

 

 

 

施策（３）⾷育の推進 

健全な心身を培い豊かな人生を育むためには、子どもの頃からの食育が重要です。

食育をライフステージに応じて暮らしの様々な場面の中で、他機関と連携しながら、

食に関する情報提供や学習機会の充実を図ります。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

離乳食教室 
離乳期から健康な食習慣の基礎をつくるため、離乳食
についての講話や調理体験、試食を行います。 

健康増進課 

おやこクッキング教室 
幼児と保護者を対象に、親子で料理をする体験を通し
て食育の第一歩を経験してもらうため、講話や調理実
習を実施します。 

健康増進課 

高校生食育セミナー 
高校生を対象に、講話や調理実習を通して主観的健康
感を確立し、将来の生活習慣病予防や妊婦やせ解消に
役立てます。 

健康増進課 

食育講演会 
広く市民に食育の大切さを再認識してもらうため、講
演会を実施します。 

健康増進課 

保育所における食体験
事業 

日々の保育の中で、園児に様々な食体験を通して、
「食」に関する興味を育みます。 

子ども未来課

栄養教室 
普段の食生活の見直しをするきっかけづくりのため
に、給食だよりの発行や保育所の保護者及び園児へ食
育講話を行います。 

子ども未来課
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事業名 事業の概要 所管課 

学校食育推進 
望ましい食習慣への関心を高めるため、児童生徒の朝
食づくりのコンクール、食育ポスターコンクールを実
施します。 

学校教育課 

宮っ子オリジナル朝食
コンクール 

望ましい食習慣への関心を高めるため、児童生徒の朝
食づくりのコンクールを実施します。 

学校教育課 

田んぼの学校 
「食」の大切さ等を考えるきっかけとするため、手作
業による稲作体験を実施します。 

農業政策課 

地食健身食育推進事業 
中学生を対象に、地域の特産品への理解を深めるため
に、にじます等の特産品の学習や調理実習を行いま
す。 

食のまち推進室
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⽬標５ 配慮が必要な児童・家庭の⽀援 

施策（１）児童虐待防⽌対策の推進 

子ども児童虐待防止対策の充実として、虐待対応を含む支援が必要な家庭に対し、

関係機関が情報を共有し、それぞれが持つ機能を発揮したネットワークによる支援を

十分提供できるよう、要保護児童地域対策地域協議会において、各機関の更なる連携

と機能の強化を図ります。また、子ども虐待の早期発見、早期対応のために、子ども

に関わる様々な機関や地域に対し、児童虐待防止活動の啓発活動を行います。 

支援を必要とする子どもやその家庭に対し、児童相談所、警察、保育所、幼稚園、

学校などの関係機関や、民生委員児童委員協議会（主任児童委員）、地区社会福祉協議

会などの関係団体と連携を図り、情報を共有しながら切れ目のない支援を行っていき

ます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

児童虐待防止の啓発 
虐待防止と虐待を発見した場合の通告義務などを啓
発するため、広報やホームページなどで周知します。 

子ども未来課

家庭児童相談（再掲） 
子どもの心身の発育、性格や行動、非行、不登校など
の悩みや、家庭的な環境、家族関係などの相談に家庭
相談員が対応します。 

子ども未来課

要保護児童対策地域協
議会 

要保護児童等の支援について市全体の枠組みを構築
するため、協議会を開催します。 

子ども未来課

要保護児童対策実務者
会議 

子どもと直接関わる実務者により、要保護児童などの
実態把握や情報共有のために会議を行います。 

子ども未来課

個別ケース検討会議 
個別の要保護児童について、具体的な支援内容や経過
報告のため、担当者や関係機関などにより検討会議を
行います。 

子ども未来課
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施策（２）発達が気になる⼦の療育⽀援 

子どもも家族も安心して地域で生活できるよう、日常生活や集団生活への適応を促

すため、乳幼児健康診査や幼稚園・保育所等において発達が気になる子の早期発見に

努め、療育支援センターの発達相談・療育支援につなげるなどの連携を図り、乳幼児

期の早期療育の充実に努めます。 

また、保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連携を図り、幼児期から学齢期へ

の子どもの成長に合わせた、一貫した支援を行い、途切れのない発達支援を目指しま

す。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

さくらんぼ教室 
行動や言葉の遅れなどの気になる幼児を、親子での遊
びを通して適切に支援します。 

健康増進課 

発達等相談 
子どもの発達を支援するため、発達相談員（心理士）
又は作業療法士（ＯＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）による
相談を行います。 

障がい療育 
支援課 

園児発達支援会 
園で気になる子に適切な保育をするために、保育士相
互の情報交換や研修を行います。 

子ども未来課

療育教室（グループ指
導・個別指導） 

心身の成長や発達に心配があったり、集団生活をとり
にくい等の気になる行動を持つお子さんを対象に、グ
ループ（はとぽっぽ教室等）や個別（ことばの教室等）
での療育を行います。 

障がい療育 
支援課 

幼稚園・保育所等訪問 
幼稚園・保育所等をスタッフが訪問し、園と連携しな
がら支援方法を考えていきます。 

障がい療育 
支援課 
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施策（３）障がい児・発達障がい児の⽀援 

「富士宮市障がい者計画」、「富士宮市障がい児福祉計画」及び「富士宮市障がい福

祉計画」に基づき、障がい児・発達障がい児に対する適切な療育・発達の支援、そし

て教育の充実を図るとともに、障がいなどのある子どもを育てる家庭に対する手当の

支給や医療費の助成により、経済的な負担、及び市民に向けた障害の理解のための啓

発活動の支援による精神的な負担の軽減に努めます。 

また、子どもの特性に合った多様な療育、教育の環境整備と切れ目のない支援体制

の整備に努めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

あすなろ園 
障がいを持った児童への個別・集団療育として、日常
生活に必要な習慣を身に付け心身の発達を助けるた
めの療育を行います。 

障がい療育 
支援課 

障害児保育事業 
集団保育が可能な障がいを持つ児童を保育所で保育
します。 

子ども未来課

障害児福祉手当 
重度障がいを持つ20歳未満の児童がいる家庭の生活
を支援するため、障害児福祉手当を支給します。 

障がい療育 
支援課 

特別児童扶養手当 
在宅の中度以上の障がい児を監護する家庭の生活を
支援するため、特別児童扶養手当を支給します。 

障がい療育 
支援課 

重症心身障害児童扶養
手当 

特別児童扶養手当１級に該当する児童を監護する方
に手当を支給します。 

障がい療育 
支援課 

自立支援医療（育成医
療） 

身体障がい児の障害について、手術等により確実に除
去・軽減が期待できる場合、当該保険医療費の一部を
支給します。 

障がい療育 
支援課 

重度障害者（児）医療
費助成 

重度障がいを持つ児童がいる家庭の生活を支援する
ため、当該児童に係る医療費を助成します。 

障がい療育 
支援課 

放課後等デイサービス 
就学障がい児の放課後又は学校休業日に、生活能力の
向上に必要な訓練や社会との交流の促進等、必要な支
援を行います。 

障がい療育 
支援課 

児童発達支援 
未就学障がい児に対する日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、
その他必要な支援を行います。 

障がい療育 
支援課 

日中一時支援事業 
障がい児の家族の就労支援や介護する家族の休息を
図るため、障がい児等に日中活動の場を提供します。
（委託により実施） 

障がい療育 
支援課 

就学支援 
児童生徒の障害の程度に応じた適切な教育をするた
め、就学支援委員による専門調査や教育相談などによ
り適切な就学を支援します。 

学校教育課 
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施策（４）外国⼈家庭の⽀援 

外国人の子どもや保護者が安心して生活できるように、幼稚園・保育所や学校、又

は官公庁などにおける様々な手続きに係る通訳等の支援のほか、各種通知の翻訳、更

には、子育て家庭における生活相談などに対応していきます。 

また、広報ふじのみやを翻訳し、掲載されている子育て支援関連情報の提供を図り

ます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

外国人相談 
外国国籍の子どもの幼稚園・保育所等・小学校への入
園・入学の手続きや、在園在学中の支援のため、関係
機関との間の通訳業務を行います。 

市民生活課 

外国語での情報提供 
子育て支援制度などを周知するため、広報誌の掲載記
事（子育て支援関連を含む）を外国語に翻訳し、情報
提供します。 

市民生活課 

市民交流課 

外国人児童生徒支援員
の派遣 

外国国籍の児童生徒の学校における学習支援や学校
からの配布資料の翻訳、面談等の通訳を行います。 

学校教育課 

 

 

施策（５）⼦どもの貧困対策の推進 

ひとり親家庭や経済的な困窮を抱えている家庭が自立し、安定した生活が送れるよ

う、国や県と連携しながら、子育てをはじめ、生活、就業、経済面等、総合的な支援

に努め、自立に向けた制度の充実を図ります。 

また、子育てと就業を両立させることができるよう、支援体制の充実や情報提供に

努めるとともに、子どもの就学を支援し、貧困が世代を超えて連鎖することがないよ

う、防止に向けた取り組みを進めます。 

 

【 主な取組 】 

事業名 事業の概要 所管課 

ひとり親家庭支援相談 
ひとり親家庭の父又は母の就業支援相談や貸付制度
などの利用及び生活や育児などの相談を行います。 

子ども未来課

母子家庭等自立支援給
付金 

ひとり親家庭の父又は母が、専門的な資格を取得する
ために修業する場合や、知識技術を取得するための講
座を受講する場合に給付金を支給します。 

子ども未来課
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事業名 事業の概要 所管課 

子どもの学習支援事業 
生活困窮世帯の子どもに居場所を提供するとともに、
学習支援を行い、高校進学等将来における選択肢の幅
を広げます。 

福祉総合 
相談課 

児童扶養手当（再掲） 
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上を
図るため、児童扶養手当を支給します。 

子ども未来課

母子家庭等医療費助成 

（再掲） 

母子家庭等の経済的な負担を軽減し、生活の安定と児
童の健やかな成長を図るため、母子家庭等の医療費を
助成します。 

子ども未来課

母子父子寡婦福祉資金 

（再掲） 

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、ひとり親家庭
の子どもの高校・大学等への進学などの際の県の資金
貸付制度を周知します。 

子ども未来課

ひとり親家庭等放課後
児童クラブ利用料助成
（再掲） 

ひとり親家庭等の児童が放課後児童クラブに通所し
やすい環境とするため、放課後児童クラブの利用料を
助成します。 

子ども未来課

幼児教育・保育の無償
化（再掲） 

３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園な
どを利用する子どもたちの利用料を一部無償としま
す。 

子ども未来課

実費徴収に係る補足給
付（再掲） 

低所得世帯を支援するため、幼稚園を利用する子ども
の副食費を免除します。 

子ども未来課

育英奨学金（再掲） 
山下サダ育英奨学金条例に基づき、高等学校等に入学
又は在学する者で、学費の支弁が困難かつ品行方正、
成績優良な者に奨学金を支給します。  

学校教育課 

要保護及び準要保護児
童生徒援助（再掲） 

経済的な理由で義務教育の就学が困難な児童生徒の
保護者に、就学に係る費用を援助します。 

学校教育課 

特別支援教育就学奨励 

（再掲） 

特別支援学級への就学の特殊事情に鑑み、その保護者
の経済的負担を軽減するため、負担能力に応じて就学
奨励費を支給します。 

学校教育課 

ファミリー・サポー
ト・センター利用料助
成 

（再掲） 

ひとり親家庭等の就労等に対する支援及び育児負担
の軽減を図るため、ファミリー・サポート・センター
の利用料を助成します。 

子ども未来課
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