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Ⅳ．施策の展開（各論）  

１ 全ての子どもと子育て家庭を応援する地域づくり 

施策の方向１．地域における子育て支援の推進            

地域住民団体や保育所・幼稚園などが協力しあい、親子が気軽に遊べる場や外部との交

流の場の創出、情報提供、相談窓口の利用を促進し、地域における仲間づくり、各団体の

協働による子育て支援に向けた仕組みづくりを進めます。また、様々な事情により一時的

に通常保育が困難になった児童に対する保育サービスを実施します。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業の推進 

★ 

市において育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行い

たい人（提供会員）が会員となり、会員同士がお互いに支えた

り、支えられたりして、子育ての相互援助を行う事業。保育所

等への送迎や一時的な預かりなどの子育て支援を行います。 

アドバイザーを３人体制へと強化し、増加する活動件数に対応

を図っています。また、提供会員の確保を図るため、保育サポ

ーター養成講座を実施しています。今後も、養成講座の開催を

図り、会員の確保に取り組むとともに、良質なサービスの提供

に努めます。 

 

こども家庭課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

養成講座の開催（24 時間以上）：実施 

提供会員数：315人 

小学校低学年の利用(Ｈ25 実績)：355 人日 

小学校高学年の利用(Ｈ25 実績)：150 人日 

養成講座の開催（24 時間以上）：実施 

提供会員数：455人 

小学校低学年の利用：355人日 

小学校高学年の利用：150人日 

子育て短期支援

事業（ショート

ステイ事業）の

推進 

★ 

子どもを養育している家庭で、保護者が疾病、出産、事故、冠

婚葬祭、出張、育児疲れなどにより、子どもの養育が一時的に

困難になる場合に実施施設において必要な保護を行う事業 

今後も、ホームページや広報誌等を活用しながら事業周知に努

め、一時的に保護の必要な家庭へのサービス利用につなげま

す。 

こども家庭課 

 

平成 26年度現在 平成 31年度 

利用者数：０人日 

箇所数：１箇所 

利用者数：５人日 

箇所数：１箇所 
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事業名等 事業内容等 所管 

病児・病後児保

育事業の推進 

★ 

保育所に通所中の児童が病気の回復期にあり、集団保育が困難

な期間、その児童を保育所、病院や診療所等の専用スペースに

おいて一時的に預かる事業。問診の結果、受け入れが可能であ

れば病児対応も行っています。 

今後も、保育を必要とする児童等のニーズに対応して行きま

す。 

子育て支援課 

 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定員数： ５人 

箇所数：１箇所 

利用者数（Ｈ25実績）：764人日 

定員数： ５人 

箇所数：１箇所 

利用者数：764人日 

一時預かり事業

の推進 

★ 

保護者の育児疲れ解消、急病や断続的勤務、又は、冠婚葬祭、

家庭の事情による一時的需要に対する保育事業 

今後も、いつでも気軽に利用できるよう、実施園の拡充を図り、

一時保育のサービス提供に努めます。 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

箇所数：１園 

利用者数（Ｈ24 実績）：1,757 日 

箇所数：４園 

利用者数※：4,080日 

※ファミサポによる預かり含む 

幼稚園における

預かり保育の推

進 

★ 

幼稚園において平日午後、幼児に対し、保護者に代わって保育

を行う事業 

現在、公立幼稚園２園・私立幼稚園２園で実施しています。公

立幼稚園については、子ども・子育て新制度の動向や子育てニ

ーズを踏まえ、実施園の配置及び園数の見直しを行います。ま

た、これまでの定期的な預かりに加え、不定期な預かりへの対

応にも努めます。なお、施設の充実が困難な場合、保育所や認

定こども園等の整備により対応していきます。 

学校教育課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

実施園数：４園（公立２園・私立２園） 

利用者数（不定期）：実績無し 

利用者数（定期）： 29,613人日 

※利用者数については、私立も含んだ値 

実施園数：５園（公立３園・私立２園） 

利用者数（不定期）：324人日 

利用者数（定期）：108,668人日 

※利用者数については、私立も含んだ値 
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事業名等 事業内容等 所管 

利用者支援事業

の実施 

★ 

子育て中の親子や妊婦及びその配偶者が教育・保育施設や地域

の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、情報収集と提供を

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

の連絡調整を行う事業 

新規事業であり、現在未実施ですが、行政機関の窓口等を活用

して利用者支援を行う「特定型」を実施していくものとして設

定します。なお、これに加え、地域子育て支援拠点事業と連動

して利用者支援事業を実施していくことも検討していきます。 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

箇所数：－ 箇所数：１ 

地域子育て支援

拠点事業の実施 

★ 

保育所などの施設において、専任の職員を配置し、育児不安に

対する相談・指導、調乳・離乳食の作り方指導、子育てサーク

ルへの支援等、地域の子育て家庭に対する支援を行う事業 

現在、５箇所（一般型：４箇所、連携型：１箇所）で実施して

おり、子育てに対する不安解消や支援が必要な家庭に対するサ

ポートに取り組んでいます。今後も、地域での子育て支援体制

が確保できるよう取り組みます。 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

保育所での一般型：４箇所 

児童センターでの連携型：１箇所 

保育所での一般型：５箇所 

児童センターでの連携型：１箇所 
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施策の方向２．保育サービスの充実                 

待機児童の解消に向け、保育園創設や認可外保育施設からの認可化、認可定員の変更等

を進めるとともに、小規模保育事業の実施や各種保育サービスの提供を図るなど、子ども

に最適な育ちの場が確保できるよう、保護者の働き方や生活のパターンに応じた保育サー

ビスの充実に努めます。 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

認可保育所によ

る通常保育事業

の充実 

★ 

平日、保護者の労働や疾病等により、児童を家庭で保育できな

いとき、一定の時間、保護者等に代わって保育を行う事業 

待機児童の解消に向け、増改築による定員増、新規認可保育所

の創設や認可外保育施設からの認可化移行、認可定員の変更に

より、施設数・定員数の増加を図ります。加えて、特定地域型

保育事業の卒園後の受け皿を担うため、連携施設としての設定

を検討していきます。 

また、保育士の確保・育成に向け、県の取組と連携しつつ、潜

在保育士の確保等を図ります。 

子育て支援課 

こども家庭課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定員数：2,416人 

箇所数：28箇所 

定員数：3,056人 

箇所数：34箇所 

認定こども園の

創設 

★ 

保育所と幼稚園の機能を併せ持ち、乳幼児期における保育・教

育の連続性の確保や一体的な提供を図ることができる施設形

態 

認定こども園について周知を図り、私立保育所の幼保連携型認

定こども園への移行を促進していきます。また、必要に応じ、

公立保育所と公立幼稚園による幼保連携型認定こども園への

移行についても検討していきます。 

こども家庭課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定員数：－ 

箇所数：－ 

定員数：240 人 

箇所数：２箇所 

小規模保育事業

の実施 

★ 

１号認定（０～２歳）の乳幼児を対象に、定員６人以上 19人

以下の少人数で行う保育事業。平成 27年度より創設 

実施施設の確保を図るため、市内の認可外保育施設等に対して

小規模保育事業への移行を働きかけていくものとします。ま

た、卒園後の受け皿や保育のサポートを行う連携施設の確保が

必要となることから、私立保育園や私立幼稚園等との調整を支

援します。 

こども家庭課 
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事業名等 事業内容等 所管 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定員数：－ 

箇所数：－ 

定員数：60人 

箇所数：４箇所 

障がい児保育事

業等の推進 

☆ 

中度・軽度の障がいのある児童を保育所で受け入れ、集団保育

による成長発達を支援し、保育所の持つ機能を発揮して障がい

児の養護の推進と人間形成を目指し、児童の処遇向上に努める

事業 

補助の額等の見直しを検討し、受け入れ可能な保育所での障が

い児保育を充実させるとともに、専門家との連携による指導の

実施により、適切な保育サービスの提供に努めます。 

また、発達障がい児や気になる子ども、人との関わりが苦手な

子ども等に対しては、就学前専門指導員を 1人配置し、各園を

訪問し指導・相談・助言等の支援を行っていきます。 

 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

14 箇所 

受け入れ児童数：29人 
ニーズに対応し適切に実施 

時間外保育事業

（延長保育事業）

の充実 

★ 

保護者の勤務時間や通勤時間の延長にあわせて、保育時間を延

長して児童を保育する事業 

新たに設立される認可保育所においても時間外保育事業を実

施していくなど、ニーズに応じたサービスの提供に努めます。 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

利用者数（Ｈ25 実績）：1,565 人 利用者数：2,006人 

休日保育事業の

推進 

 

保護者が休日の就労等により、児童を家庭で監護できない場合

に対応し、休日の保育を行う事業 

休日の保育需要に対応できていることから、現状の規模で推進

していきます。 

 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

箇所数：１箇所 箇所数：１箇所 



 40 

事業名等 事業内容等 所管 

夜間保育事業の

推進 

夜間、保護者の就労等により保育に欠け、かつ市が保育の実施

を行う児童に対して、午前９時から午後 12時までの 15時間

の開所時間（午前 11時から午後 10時は通常保育時間）で行

う保育事業 

母子・父子家庭等、保護者の就業形態の変化と生活面での支援

を考慮し、現状の規模で推進していきます。 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定員数： 20 人 

箇所数：１箇所 

定員数： 20 人 

箇所数：１箇所 
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施策の方向３．地域との協働による児童の健全育成          

子どもたちが多様な人間関係や自然体験、社会体験等を通して、仲間づくりをしながら

個性を伸ばしていけるような活動の場、放課後の居場所づくり等に取り組みます。また、

地域全体で子どもを育てるという市民の意識を高めるとともに、青少年育成に関わる地域

団体等の育成・連携を進めます。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

放課後児童健全

育成事業の推進 

★☆ 

保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学生に対し、授

業の終了後に児童厚生施設などを利用して適切な遊び及び生

活の場を確保し、児童の健全な育成を図る事業 

平成 26 年度より小学校６年生まで対象年齢の拡大を図って

いることから、その周知に努めます。また、今後においては、

運営状況等に対する監督を行っていく必要があることから、

各施設との連携を強化していきます。加えて、ニーズに応じ

て新設や定員増を働きかけるなど、受け皿確保に努めます。 

更に、市長部局と教育委員会とが連携し、余裕教室等の活用

を図るとともに、子どもの家づくり事業と一体的、又は連携

し事業を実施していきます。 

障がい児の学童利用については、引き続きニーズに対応しな

がら障がい児の居場所づくりに取り組みます。 

子育て支援課 

 

平成 26年度現在 平成 31年度 

利用者数：335人 
※申請のあった施設のうち、学童クラ

ブの形態で運営している事業所の利

用者のみ抽出 

利用者数：571人 

放課後子ども教

室推進事業の充

実 

 

 

放課後や週末等の子どもたちの適切な遊びや学習の場を小学

校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得ながら、学

習、スポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取組

を推進する事業 

平成20年度から学校の余裕教室を活用して実施してきた「放

課後子ども教室事業」は、子ども教室の減少により平成 25

年度で終了しています。今後は、地域のニーズに応じて事業

の実施を検討していきます。 

社会教育課 
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事業名等 事業内容等 所管 

子どもの家事業

の充実 

「子どもの家」とは、地域の公民館及び集会所等を拠点とし、

放課後や週末等に子ども（保育期間を終えた子どもたちや児

童生徒）の居場所を確保する事業。遊びなどの活動を通しな

がら成長する場で、地域のみんなで育てる子育て支援活動 

今後も地域の高齢者やサポーターなどの人材確保に努めなが

ら、地域ぐるみの子育てを目指し、地域の良さや文化が次代

へ受け継がれるよう活動内容の充実を図ります。 

また、継続して「子どもの家」を実施している地域について

は、独自で運営できるよう活動支援に努めます。 

※「放課後子ども教室推進事業」は平成 25 年度で終了して

いますが、類似事業である｢子どもの家事業｣を実施しており、

引き続き地域や保護者のニーズに対応しながら子どもの居場

所づくりに取り組みます。 

社会教育課 

 

平成 26年度現在 平成 31年度 

箇所数：20箇所 箇所数：21箇所 

児童センター運

営事業の実施 

 

健全な遊びを通して、異年齢の子どもとの交流や多様な経験

を積みながら児童の健全育成を目指す施設 

今後とも児童センターの活動内容を拡充するとともに、中高

生の居場所として利用を促進していきます。 

 

子育て支援課 

 

子育て支援サー

ビスに関する広

報や情報発信の

充実 

多様な子育て支援サービスのなかから、保護者が子どもにと

って最適なサービスを選択することができるよう、内容につ

いて分かりやすい情報提供に努めます。 

また、これから子育てを迎える市民に対しても広く伝わるよ

う、「市民のひろば」や「健康だより」、「健康カレンダー」で

の情報提供を図るとともに、名護市の「ホームページ」の充

実に努めます。 

子育て支援課 

健康増進課 

社会教育課 

等 

青少年育成に関

わる地域団体等

の育成 

市内には、「名護市子ども会育成連絡協議会」をはじめ、「名

護市青年ネットワーク連合会」、「名護市ＰＴＡ連合会」、「名

護市青少年問題協議会」、「婦人会」といった社会教育団体の

組織体があり、青少年育成に関わる活動も行われています。 

多くの団体が役員の成り手不足や組織体制の弱体化といった

課題を抱えていることから、地域住民団体との連携を強化す

るとともに各団体の活動支援を図り、活性化に努めます。 

社会教育課 
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事業名等 事業内容等 所管 

非行防止活動の

推進 

都市化が進むにつれて、有害図書の販売所やゲームセンター

などが増加するとともに、青少年のたまり場も増加していま

す。また、飲酒や喫煙、薬物等の乱用など、青少年を取り巻

く社会環境は厳しいものとなっています。 

青少年の非行防止のため、街頭指導等による早期発見・早期

指導を行うとともに、青少年の育成指導のための情報や資料

の収集・発信に努めます。また、家庭・学校・警察・関係機

関・団体及び地域社会との連携により、総合的な相談・指導

活動等を図ります。加えて、体験学習を通して個性豊かな青

少年の健全育成を目指します。 

社会教育課 
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２ 子どもが健やかに成長することのできる健康づくり 
 

施策の方向１．子どもを産み育てる親等への支援の充実        

子どもを産み、育てる親が心身ともに健康で過ごすとともに、夫婦が協力して子育てで

きるよう、妊産婦の健診等健康管理支援の充実、育児への父親の参加促進等、親の子育て

力の向上支援の充実を図ります。 
 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

妊産婦支援事業

の推進 

★（妊婦健診のみ） 

妊娠、出産、子育て時に母子の健康管理が適切に行われるよ

う、心身の発達等を記録する親子健康手帳を交付する事業と、

妊娠及び産後の母子の健康状態を把握し、適宜、指導・助言

を行う妊婦健康診査、妊産婦保健指導を一体的に行う事業 

親子健康手帳交付時の妊婦保健指導の充実を図るとともに、

医療機関との連携により、ハイリスク妊婦の早期把握や支援

に努めます。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

妊婦健康診査受診者数（Ｈ25実績）：717人件

（親子健康手帳交付 747 人×受診率 96％≒717 人） 
妊婦健康診査受診者数：717 人件 

パパママ教室の

充実 

初妊産婦の出産、育児への不安を解消するために、講義や実

習（もく浴等）を行う事業 

引き続き教室への参加を促進するとともに、利用者ニーズに

応じた講義内容の充実を図ります。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

４コース（12 回）初妊婦通知に対する

参加の割合（Ｈ25 実績）：16.3％ 

（次回より回数・内容の見直し） 

初妊婦通知に対する参加の割合：

20.0％ 
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施策の方向２．次代を担う子どもの健やかな成長の支援充実       

生まれた子どもが健やかに成長していくことができるよう、乳幼児健診の推進、乳幼児

の訪問指導の充実、母子保健推進員との連携等、子どもの健康管理支援の充実を図ります。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

乳児一般健康診

査、１歳６ヶ月

児、３歳児健康診

査の推進 

 

乳児（３～４か月、９～10か月）、幼児の健康状態を把握し、

適宜指導・助言を行う事業 

乳児、幼児の規則正しい生活リズムの確立や健康管理を適切

に行っていくための重要な事業です。受診率は 90％前後を維

持していますが、なお１割が未受診となっているため、乳幼

児健診未受診者に対して、電話や家庭訪問による受診勧奨を

行います。また、乳幼児健診結果をもとに、個々に応じた生

活習慣確立に向けた保健相談に取り組みます。加えて、２歳

児歯科健診の実施を検討していきます。 

健診の結果、言葉や発達面において経過観察の必要な子ども

については、訪問や事後教室で経過を見ていきながら、必要

に応じて専門機関につなぐことにより早期発見・早期支援を

図っていきます。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

乳児一般健康診査受診率 

（Ｈ25実績）：90.0％ 

乳児一般健康診査受診率 

92.0％ 

１歳６ヶ月児健康診査受診率 

（Ｈ25実績）：86.8％ 

１歳６ヶ月児健康診査受診率 

90.0％ 

３歳児健康診査受診率 

（Ｈ25実績）：84.8％ 

３歳児健康診査受診率 

90.0％ 

＜健康指標 H25 年度現在＞ 
 

むし歯が無い者の割合 

（３歳児）：62.1％ 

午後 10 時までに就寝する者の
割合（３歳児）：61.9％ 

＜健康指標 H31 年度＞ 
 

むし歯が無い者の割合 

（３歳児）：77.0％ 

午後 10 時までに就寝する者の
割合（３歳児）：64.0％ 

予防接種による

疾病予防の推進 

乳幼児、学童期等の感染症予防を図るために行う事業 

特にＭＲワクチンについては接種率の向上が課題となってい

ることから、チラシ・はがき等による未接種者への通知を継

続するとともに、保健師との連携や乳幼児健診時での接種勧

奨を図ります。他の予防接種についても接種率の低下がみら

れるので、同様に接種勧奨を図っていきます。 

健康増進課 
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事業名等 事業内容等 所管 

平成 26年度現在 平成 31年度 

ＭＲ(麻疹風疹)予防接種率（Ｈ25 実績） 

・Ⅰ期（１ 歳 児）:94.3％ 

・Ⅱ期（幼 稚 園 児）:83.3％ 

ＭＲ(麻疹風疹)予防接種率 

・Ⅱ期（幼 稚 園 児）:95.0％ 

かかりつけ医の

普及促進 

子どもの特性に応じて、より適切な医療が行われるよう、親

子健康手帳交付時や健診会場等でかかりつけ医の普及に努め

ます。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

かかりつけ医「いる」（H25実績）
86.2% 

増加 

こども医療費助成

の充実 

子どもの医療費の一部負担金を助成する事業 

こども医療費の通院助成について、市単独で中学生までの年

齢拡大を図っています。引き続きこども医療費助成を継続的

に実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、

疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健やかな育成

を支援します。 

子育て支援課 

 

新生児・乳児訪問

指導の推進 

★（こんにちは赤ち

ゃん事業のみ） 

保護者の育児不安等の軽減を図るため、保健師等が行う訪問

指導事業 

親子健康手帳交付時や出生連絡票よりハイリスク者を把握

し、保健師・助産師が訪問するケースとすくすくベイビー訪

問員が訪問するケースに振り分けて実施しています。 

子育て支援の一つとして関係部署と連携を図り、引き続き事

業を実施していきます。 

なお、こんにちは赤ちゃん事業（通称：すくすくベイビー訪問）

では、子育て経験のあるすくすくベイビー訪問員が各家庭を

訪問し、必要に応じて保健師の保健指導に繋いでいますが、

訪問員がいない地域もあることから、養成講座等を開催し、

訪問員の増員を目指します。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）の訪問件数（Ｈ25 実績）：

738 件 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）の訪問件数：631 件 

乳幼児健康相談

の推進 

乳幼児等の健康に関する相談を行う事業 

乳幼児の発育や栄養に関して悩みや不安をもつ親に適切なア

ドバイスができるよう、保健師や栄養士等による相談事業を

進めます。 

より多くの市民の利用がなされるよう、健診会場等での周知

を図ります。 

健康増進課 
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事業名等 事業内容等 所管 

母子保健推進員

活動の支援充実 

保護者の育児不安を軽減するため地域の身近な相談相手とな

る母子保健推進員については、平成 26年度現在、46人で市

全体をカバーしています。推進員がいない区もありますが、

区によって子どもの数の違いがあるため、区の出生数に見合

った推進員の配置が求められています。 

また、母子保健推進員活動の充実を図るため、研修会の実施

により推進員の育成を進めていきます。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

定例会９回 定例会９回 

養育支援訪問事

業の推進 

★ 

子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因

で養育支援が必要となっている家庭に対して育児・家事の援

助または訪問指導を行う事業 

平成 26 年度より実施しており、適切な養育環境の整備に努

めています。今後、保健師との連携充実等により、事業を必

要とする世帯の掘り起しを図るとともに、育児・家事等の支

援を行う訪問員の育成強化を行います。 

こども家庭課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

利用者数（４月～12 月まで）：４人 利用者数：30人 
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施策の方向３．食育を通じた子どもの健全育成の支援         

子どもからその保護者等まで改めて食の大切さを知り、適切な食生活を営むことができ

るよう、食に関する教育、普及活動を推進します。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

各種育児教室等

を通じての食育

の推進 

保護者が正しい理解のもと、適切な食生活を営むことができ

るよう、食に関する知識を伝え、調理の実習等を行う事業。

親子健康手帳交付の面接時、パパママ教室、離乳食実習、乳

幼児健診時等に実施 

県平均と比べ、乳幼児の貧血や妊婦の肥満割合が高い状況に

あります。引き続き、親子健康手帳交付時や各種健診時に食

に関する情報提供や講習、栄養相談、栄養指導等を実施して

いくとともに、本市の課題を踏まえ、適切な指導に取り組み

ます。 

健康増進課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

乳児の貧血（Ｈ25 実績）：25.3％ 

１歳６か月の貧血（Ｈ25 実績）：21.2％ 

乳児の貧血：20.0％ 

１歳６か月の貧血：13.0％ 

学童期の食育の

推進 

地域及び幼稚園や保育園等で、子どもや保護者を対象に食事

づくりを通じて、食の大切さや料理の楽しさ等を学ぶ事業 

おやこ料理教室や小学校等での子どもの食育を実施してお

り、今後とも継続して取り組んでいきます。なお、子どもの

食育については、学校からの依頼により講師派遣を行ってい

ますが、全学校での実施に向け、本事業の周知を図ります。 

学校教育においては、栄養教諭や栄養職員との連携により、

食育に関する授業の充実を図るとともに、「子どもが作る弁当

の日」の普及に努めます。さらに、市立幼稚園においては、

平成 25 年度より給食が開始されていることから、給食を通

した食育に努めます。 

健康増進課 

学校教育課 

教育委員会

総務課 

 

食生活改善推進

員活動の支援充

実 

地域で食生活についての正しい情報を提供するとともに、各

種の食育事業のボランティアとなる食生活改善推進員は平成

26年度現在、45人で市全体をカバーしています。推進員が

いない区もあることから、推進員の確保が求められています。 

したがって、食生活改善推進員活動の充実を図るため、推進

員の育成や独自事業（ヘルスサポーターの育成等）の支援充

実を進めるとともに、食生活改善推進員協議会の支援を図り

ます。 

健康増進課 
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３ 名護市の次代を築く心豊かな人づくり 
 

施策の方向１．次代の親となる子どもの健全育成の推進        

 

次代の親となる思春期の子どもたちの心身の健全な育成を図るため、思春期の性に関す

る問題をはじめ、喫煙・飲酒・薬物等に関する正しい知識の普及に取り組むとともに、命

の尊さを学ぶことができるよう教育内容の充実を図ります。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

心身の健全な育

成を支援する思

春期保健対策の

充実 

（性に関する知識

の普及、思春期教室

など） 

特別活動や保健体育の授業の中で、性及び性感染症に対する

理解を図るとともに、ＮＰＯ法人の職員を招聘した講演会等

を実施。今後とも、性に対する正しい理解と選択を行うこと

ができるよう、教育現場や保健所等関係機関との連携のもと

に、性教育を進めます。なお、本市においては若年妊娠者が

減少していないことや、性に関する問題の低年齢化がみられ

ることから、個別ケース会議での対応及び専門チームの立ち

上げ等、全庁的な取組を行います。 

また、家庭科や総合的な学習の時間を活用し、保育所での体

験学習等を行うことにより、幼児とふれあう中で生命の大切

さや育児について学ぶ機会を確保します。 

学校教育課 

 

喫煙、飲酒、薬物

等防止対策の充

実 

青少年を取り巻く喫煙、飲酒、薬物等の実態の把握に努め、

学校においては、学校医やカウンセラーはもとより、医療機

関等関係機関と連携した保健指導の充実を検討していきま

す。さらに、生徒指導連絡協議会等において重点化して取り

組む等、喫煙補導件数の減少に向けた取組を強化します。 

また、名護市青少年育成協議会や名護地区少年補導協議会等

との連携を強化し、「深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止名

護市民大会」や「有害環境実態調査」などを通して、意識の

啓発を図ります。 

学校教育課 

社会教育課 
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施策の方向２．子どもの豊かな心、生きる力を育む学校教育環境の充実 

 

遊びを通して総合的に発達を遂げていく幼児教育の充実を図るとともに、それぞれの児

童生徒に応じた学習指導のもと基礎学力の定着や個性を伸ばす教育を目指します。また、

一人ひとりの児童生徒の理解に基づく生徒指導に取り組み、それぞれが将来に夢と希望を

抱けるよう支援を行います。さらに、学校が児童生徒にとって楽しく魅力的な場となるよ

う、家庭、地域との連携による開かれた学校づくりを進めます。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

幼児教育の推進 幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であり、幼

児期から児童期にかけての教育では、学びの基礎力の育成を

図る必要があります。そのため、幼児教育の充実及び保幼小

連携教育の促進に向け、「学びの基礎力育成支援アドバイザー

（県事業）」を配置し、保幼小職員の合同研修会等を開催して

います。 

今後もこども家庭部と教育委員会が連携して幼児教育を推進

していきます。 

学校教育課 

総合的な学習時

間の推進 

 

児童生徒の自ら学ぶ意欲を育てるために創意工夫を生かした

総合的な学習を展開し、自ら学び自ら考える「生きる力」を

育むことを目指します。 

また、児童生徒が自ら課題を発見し解決するスタイルを確立

していくことができるよう、教職員の授業力向上支援に努め

ます。 

さらに、実社会・実生活と結びついた学習にするため、地域

と連携した活動を増やしていくよう働きかけを行います。 

学校教育課 

学習指導の充実 教師の授業力向上に向けた研修や校内研修における指導助言

を行うなど、指導方法や評価の工夫により基礎学力の定着に

努めています。 

今後においては、学力向上推進パッケージプランを漸次実施

していくとともに、市学力向上推進委員会を中心に、学校・

家庭・地域の連携による学力向上に取り組みます。 

学校教育課 

一人ひとりの児

童生徒理解にも

とづく適切な育

成の充実 

教育相談員や臨床心理士の配置により教育相談体制・支援体

制の強化を図るとともに、生徒指導支援員の配置により不登

校児童生徒が登校できるよう支援を行っています。 

今後とも、一人ひとりの幼児児童生徒の理解に基づく指導体

制を充実するため、各関係機関や団体との連携による生徒指

導の充実、並びに生徒指導支援員の増員による不登校児童生

徒への支援の構築を図ります。また、インターネットやスマ

ートフォン等の普及に対応した適切な使用に関する指導に取

学校教育課 
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り組み、ネットいじめ等の未然防止を進めていきます。 

平成 26年度現在 平成 31年度 

生徒指導支援員：６人 生徒指導支援員：10人 

あけみお学級の

充実 

心因性の理由で学校に行けない子どもを受け入れ、自立を支

援する学級 

入級を希望する児童生徒の増加により教室や指導スタッフが

不足しており、個別の対応が困難な状況にあります。 

登校支援や訪問支援を充実するため、支援員の配置について

検討していくとともに、今後とも、学習内容や進路指導等の

充実を図り、学校復帰に向けた支援を行います。 

学校教育課 

特別支援教育の

充実 

特別支援教育コーディネーターを全幼・小・中学校に配置し、

研修会や連絡会の実施を図るとともに、特別支援教育支援者

の配置により、安全管理と授業への参加支援を図っています。 

平成 26 年より行っている文部科学省の研究事業（発達障害

の可能性のある児童生徒に対する早期支援事業）を中心に、

時代に即したインクルーシブ教育の実現を目指します。また、

不登校や発達障害の児童生徒の支援状況を分析し、支援体制

の再構築に努めます。 

学校教育課 

魅力ある学校づ

くりの推進 

学校評議員から情報を得て、地域の特色を生かした学校づく

りに努めると同時に、開かれた学校づくりに向けてホームペ

ージ等で学校の情報を発信しています。 

ホームページが利用されていない学校も見受けられることか

ら、更新等を各学校に呼びかけ、開かれた学校づくりに努め

ます。また、学校評価の項目・方法・内容の改善を図り、学

校評価の結果に応じて学校への支援や条件整備を講じます。 

学校教育課 
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４ 子育てにやさしい環境づくり 
 

施策の方向１．快適で安心な生活空間の確保             

 

人にやさしい道路整備や地域ぐるみで防犯体制づくりに努めるとともに、子どもや子育

て世帯だけでなく、全ての人にやさしい生活環境づくりを進めます。また、市営住宅にお

いては、引き続き住宅に困窮する世帯に対する支援を行います。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

道路交通環境の

整備及び交通安

全運動の充実 

道路については、安全で全ての人にやさしい空間とするため

に、「沖縄県福祉のまちづくり条例」に基づき、歩道幅員の確

保や危険箇所の段差解消などバリアフリー化を推進します。 

また、危険個所の点検等を継続するとともに、横断歩道の補

修、交通安全等の実施・支援を行います。加えて、「名護市通

学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関の連携体制構

築を図り、通学路の安全確保に向けた取組の充実を図ります。 

建設土木課 

都市計画課 

総務課 

学校教育課 

 

快適な公園・遊び

場の確保 

現在、市内には都市公園・都市緑地 58 箇所が供用開始され

ており、街区公園については、区による管理が行われていま

す。 

今後は、防犯面や前面道路への安全面にも配慮しながら整備

を進めるとともに、「名護市公園施設長寿命化計画」に基づき、

老朽化した遊具の再整備等に取り組みます。 

さらに、自治会や子ども会等との連携を強化し、地域の方々

が公園・広場への愛着を抱けるような、快適で安全な公園・

遊び場の確保を推進します。 

都市計画課 

 

市営住宅におけ

るひとり親世帯

及び若年ファミ

リー世帯の優先

入居 

市営住宅では、母子世帯や障がい者世帯等に対し、入居の選

考時に当選確率を２倍にする優遇措置を講じています。また、

新規整備の際には若年ファミリー世帯向け住戸を含めた多様

な世帯向け住戸（３DKタイプ）を建設しています。 

今後とも引き続き優遇措置を講じていくとともに、優遇措置

の対象として柔軟な運用を進めてきた住宅に困窮している父

子世帯の、条例・規則への明記について検討を行います。ま

た、若年ファミリー世帯の入居機会充実に向けた対策として、

要領の改正等の検討を行います。 

財産管理課 

建築住宅課 
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事業名等 事業内容等 所管 

防犯対策の推進 市域の安全・安心を確保するために、名護地区防犯協会への

負担金交付をはじめ、各区への街灯設置補助金助成、区所有

の街灯電気使用料の助成を実施 

今後も、名護地区防犯協会をはじめとする関係機関と連携し

ていくとともに、地域への街灯設置及び電気使用料に対して

補助継続に努めます。 

また、引き続き 6：30運動を実施し、小中学校の部活動の終

了時間を徹底するよう、児童生徒、保護者、指導者、地域住

民へ周知していきます。 

総務課 

社会教育課 
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５ 家庭生活と社会的活動の両立を応援する社会づくり 
 

施策の方向１．男性を含めた働き方の見直しと多様な働き方の実現   

 

男女がともに家庭生活と社会的活動の両立した生活が送れるよう、家事・育児の分担な

ど家庭における男女共同参画を推進し、育児と就労が両立できる職場環境づくりに取り組

みます。また、安定した生活が営めるよう若年層の就労を支援します。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

男女共同参画、ワ

ーク・ライフ・バ

ランスの意識の

普及 

☆ 

市民のひろばやパネル展などを活用し、男女共同参画やワー

ク・ライフ・バランスの考え方を多くの市民に周知していく

とともに、男女共同参画月間標語・写真募集などの取組から

子どもたちにも、男女が平等であることを意識付けしていき

ます。 

総務課 

育児休業法の普

及・啓発及び働き

方の見直し促進 

☆ 

沖縄労働局の広報物等を用い、育児休業や介護休暇に関する

法律等の周知を行っており、引き続き広報物を用いて市内事

業者に対して各種法制度の普及、及び利用促進に努めます。 

また、仕事と生活の調和のため、企業等に対して柔軟な働き

方についての普及・啓発を図るとともに、仕事と家庭の両立

支援を推進している企業等について、市民の広場等により働

きやすさの紹介を行うなど、普及に努めます。 

商工観光課 

若年層に対する

就労支援の充実 

特定非営利活動法人 NDA の行う各種講座や就職サポートを

はじめ、グッジョブ連携協議会との連携によるキャリア教育

の実施を促進しています。 

また、キャリア教育の継続実施を図るとともに、製造業や観

光関連産業の実践的なスキルを習得できる講座開設、ジョブ

マッチングなどの支援を図ります。 

商工観光課 

金融・情報

特区推進室 
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６ 子どもの生きる権利を尊重する仕組みづくり 
 

施策の方向１．子どもの人権が尊重される仕組みの充実        

 

虐待を受けた児童や非行児童などの要保護児童を早期発見・早期対応を行うため、相談

体制の強化を図るとともに、関連機関とのネットワークを強化します。 
 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

家庭児童相談室

の相談体制の充

実 

☆ 

家庭児童相談員により、家庭における児童養育に関する種々

複雑な問題に対して、専門的な立場から相談指導を行う事業 

現在、３人の家庭児童相談員と１人の児童虐待確認員を配置

し、各関連機関等と連携しながら、相談・助言・指導を行っ

ています。 

今後も、増加・多様化する相談に対応できるよう、各種講習

会等への参加により、相談員や児童虐待確認員の資質向上に

努めるとともに、関係機関との連携充実を図り、相談体制の

充実に努めます。 

こども家庭課 

 

平成 26年度現在 平成 31年度 

家庭児童相談件数：6,000 件見込み 家庭児童相談件数：6,500 件 

要保護児童対策

の充実 

☆ 

平成 24 年５月８日に名護市要保護児童対策地域協議会を発

足し、地域の関係機関との連携体制の構築を図っているとと

もに、児童虐待防止啓発活動としてシンポジウムやオレンジ

リボン運動を展開しています。 

保育園・幼稚園・学校関係等を訪問し児童虐待予防や発見し

た場合の対応法を周知していくとともに、関係機関のスキル

アップを図るため、児童虐待防止啓発講演会等を企画・開催

していきます。また、関係機関との連携強化を図るため、役

割分担等について細かな調整を継続して行います。 

こども家庭課 
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施策の方向２．支援を必要としている家庭・児童への支援の充実    

 

今後、ひとり親世帯や障がい児を抱える世帯が、地域の中で安心して子育てをすること

ができるよう、行政や地域が一丸となった支援を図ります。 

 

＜具体施策＞                    ★は必須記載事項関連、☆は任意記載事項関連 

事業名等 事業内容等 所管 

ひとり親家庭等

日常生活支援事

業の活用促進 

☆ 

母子家庭等がその親の修学や疾病等の事由により、一時的に

家事、育児等の日常生活に支障が生じた場合等に家庭生活支

援員を派遣してサポートを行う事業（県が実施） 

母子寡婦会と連携を図りながら継続して事業の周知に努め、

事業の活用を促進します。特に父子家庭への周知を強化して

いきます。 

こども家庭課 

 

幼児ことばの教

室事業 

☆ 

ことばの発達に障がいや問題を持つ幼児・児童の健全な発達

を援助し、ことばの障がいの早期発見・早期療育に資する事

業で、現在１箇所で実施しています。 

今後も、ことばの発達に不安のある保護者に対する適切な援

助を行うとともに、幼児・児童の早期療育に努めます。 

 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

１箇所 １箇所 

障がい児保育事

業の推進（再掲） 

☆ 

中度・軽度の障がいのある児童を保育所で受け入れ、集団保

育による成長発達を支援し、保育所の持つ機能を発揮して障

がい児の養護の推進と人間形成を目指し、児童の処遇向上に

努める事業 

補助の額等の見直しを検討し、受け入れ可能な保育所での障

がい児保育を充実させるとともに、専門家との連携による指

導の実施により、適切な保育サービスの提供に努めます。 

また、発達障がい児や気になる子ども、人との関わりが苦手

な子ども等に対しては、就学前専門指導員を 1 人配置し、各

園を訪問し指導・相談・助言等の支援を行っていきます。 

 

子育て支援課 

平成 26年度現在 平成 31年度 

14 箇所 

受け入れ児童数：29人 
ニーズに対応し適切に実施 
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事業名等 事業内容等 所管 

自立支援協議会

（こども支援専

門部会）の充実 

☆ 

現在、障がいを抱える児童への個別支援の検討・調整の場、

関係機関相互の情報交換の場として、自立支援協議会（こど

も支援専門部会）が設置されています。また、子どもたちへ

の切れ目のない支援に向け、就学前児童への支援を調整する

「こども就学支援連絡会」、高校３年生への進路支援を調整す

る「進路連絡会」を開催しています。 

今後も引き続き、庁内の各関係部署及び関連機関と連携を図

りながら療育・保育・教育までの継続的な支援ができるよう

協議会の充実に努めます。 

社会福祉課 

    等 

日中一時支援事

業の推進 

☆ 

保護者就労支援や一時的な休息等に資するとともに、障がい

児（者）の居場所を確保するための事業 

市内では５事業所が実施しており、保護者のサポートに努め

ていますが、更なる利用者の増加が見込まれています。 

引き続き、保護者のサポートが行えるよう、事業の周知を図

るとともに、受け入れ体制の強化を働きかけます。 

社会福祉課 

 

障害児通所支援

事業の充実 

☆ 

障がいや発達に支援を要する幼児児童生徒に対し、障がい児

通所支援事務所への通所により、日常生活における基本的な

動作など、発達に必要な療育支援を行う事業 

全ての利用者に対してサービス等利用計画の策定が義務付け

られたため、個々の発達に必要な療育支援を行えるようにな

っています。 

今後も事業の拡充や事業内容の周知に努めます。 

社会福祉課 

 

児童短期入所事

業の充実 

☆ 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において介護を受け

ることが一時的に困難となった障がい児につき、施設に短期

間の入所をさせ、必要な保護を行う事業 

個々のニーズに対応し、日数や期間などを柔軟に定めており、

保護者の安心感につながっています。一方で、事業内容があ

まり知られておらず、周知が課題となっています。 

今後も関連機関と連携を図りながら事業の充実・事業内容の

普及に努めます。 

社会福祉課 

児童居宅介護事

業の充実 

☆ 

障がい児であって日常生活を営むのに支障があるものにつ

き、その者の家庭において行われる入浴、排泄、食事等の介

護を行う事業。 

介護者の負担軽減目的での利用がみられるなど、保護者のニ

ーズが多様化してきていることから、個々に合ったサービス

利用となるような支給決定に努めています。 

今後も個々のニーズに対応できるよう、関係機関と連携を図

るとともに、事業の普及に努めます。 

社会福祉課 

  


