
「夢とみらいの子どもプランⅢ」策定のポイント 

 

１．「夢とみらいの子どもプランⅡ」における課題 

「夢とみらいの子どもプランⅡ」の中間評価や、アンケート調査から明らかになった課題は、

「夢とみらいの子どもプランⅢ」の施策の展開に反映します。 

＜特に重要な課題と施策＞  

◇睡眠不足などの生活習慣 

 ⇒【乳】「早寝 早起き 朝ごはん」の推進、【学】成長に応じた生活習慣の確立 

   ◇メディアとのつきあい方 

 ⇒【学】メディアに依存しない過ごし方の推進、【思】情報モラルの啓発推進 

 

２．子どもの貧困対策 

 子どもの貧困への対策は、すべての発達段階における共通する課題であることから、これ

まで行ってきた施策をベースとし、本計画では、特に早期（乳幼児期②(C)・学童期③(C)）に

おいて重点的に取り組むこととします。 

 

３．活動指標と成果指標の設定 

 プランの効果は、基本施策ごとに設定する「成果指標」と、重点事項ごとに設定する「活動

指標」により、確認します。 

活動指標は、重点事項における取組みの指標で、設定した目標値を達成することで、基本施

策の成果指標の目標達成につなげます。 

活動指標は毎年度達成状況を確認し、令和５年に実施するアンケート調査により、成果指

標の目標達成状況を確認します。 

 

【例】妊娠期・乳幼児期 ①基本的な生活習慣づくりの推進 (a)親子の心豊かな時間の確保 

＜重点事項の主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○ブックスタート（絵本の読み聞かせ）の推進 

◎すこやかエンゼルサポート事業（妊産婦・新生児訪問指導、こんにちは赤ちゃん訪問） 

〔活動指標〕全戸訪問(新生児訪問・赤ちゃん訪問）訪問率：100％（平成 29 年度 99.4％） 

○・・・・主な取り組み ◎・・・・活動指標とする取り組み 

                     

＜成果指標＞ 

成果指標 

項目 現状値 目標値 

午後９時までに就寝する幼児（３～５歳）の

割合 
29％ 60％以上 

現状値・・・平成 30 年における実績値。実績値がないものは、直近の実績値。 

目標値・・・令和 5 年（5 年後）までに目指す値 



第１章 計画の概要

次代を担う子どもたちが、希望を持って健やかに育つことができる環境を実現
し、乳幼児期から青年期まで一人一人の成長を継続して支援するために策定す
るものです。

「ふるさと大野城を愛し 地域を支える 社会的に自立した青少年」の
育成を目指し、以下の3つを基本理念とします。

①「生きる力」を持つ子どもの育成
②「自立」する青少年の育成
③学校・家庭・地域・行政が連携した青少年の育成

Ⅰ 計画策定の趣旨

Ⅱ 計画の基本理念

Ⅲ 計画の位置付け

Ⅳ 計画の期間

令和元年度から令和5年度までの５年間です。ただし、社会環境の変化やプラ
ンの進捗状況に応じて、適宜見直しを行います。

Ⅴ 計画の対象

Ⅵ 計画の推進体制

条例で設置された「大野城市子ども・若者育成会議」と４つの部会による
連携および協働を図り、家庭・学校・地域・行政の推進体制を確立します。

発達段階を妊娠期・乳幼児期、学童期、思春期、青年期の４つに大別し、
各施策を展開します。

【目標の確認】
各発達段階の基本施策の重点事項ごとに「活動指標」を設け、毎年度、
進捗状況を確認します。
そして、令和５年にアンケート調査を実施し、基本施策ごとに設定した
「成果指標」の達成状況を確認します。

第２章 成果と課題
これまでの取り組みの成果を確認し、平成28年度「大野城市の子どもの
生活と意識の実態調査報告書」および「平成30年度子ども・若者に関す
るアンケート調査結果」を踏まえて、課題を検証しました。

夢とみらいの子どもプランⅢ 概要版

令和元年度 令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

（子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画）



子どもを安心して
生み育てられる
環境づくり

豊かな心を持つ
子どもの育成

①基本的な生活習慣づくりの推進

②子育てしやすい環境の充実

③仕事と子育ての両立支援

(a) 親子の心豊かな時間の確保
(b) 早寝・早起き・朝ごはんの推進
(c) 食育の推進

(a) 親子が集う場所・機会の充実
(b) 親子に寄り添う相談体制の充実
(c) ひとり親家庭等に向けた支援体制の充実

(a) 待機児童の解消
(b) ニーズに応じた保育の充実
(c) ワーク・ライフ・バランスの啓発

①学校・家庭・地域・行政が連携する
子育ての推進

②心身ともに健やかな
子どもの育成

③親と子が安心できる
環境づくり

(a) スクールコミュニティの推進
(b) 規範意識の醸成
(c) 放課後等の子どもの居場所づくりの推進

(a) 成長に応じた生活習慣の確立
(b) メディアに依存しない過ごし方の推進
(c) 子どもの体力向上

(a) 親と子のきずなの醸成
(b) 悩みを抱える親子への相談体制の充実
(c) 安定した家庭環境の確保

《
基
本
施
策
と
重
点
事
項
》

思いやりの心を持つ
青少年の育成

地域を支える
若者の育成

①学校・家庭・地域・行政における
青少年の育成

②青少年の自尊感情と規範意識を
育むための支援

③多様な青少年育成の
機会の充実

(a) スクールコミュニティの推進
(b) ふるさと意識をもった青少年の育成
(c) 情報モラルの啓発推進

(a) 心の教育の推進
(b) 支援体制の充実

(a) 青少年の個性を活かす活動の推進
(b) 国際感覚を身に付けた青少年の育成

①規範意識の高い若者の育成

②社会参画の促進

③社会的自立に向けた支援

(a) 社会のルールを守る若者の育成
(b) メディアについての正しい理解と活用

(a) 社会貢献の意識が高い若者の育成
(b) 若者の活動・参加の機会充実

(a) 進学・就労相談の充実
(b) 若者の自立に向けた居場所づくり

妊娠期・乳幼児期 学童期 思春期 青年期

 食事や睡眠といった基本的な生活習慣づくりを推
進し、親子で豊かな時間を過ごし、子どもの健や
かな成長を支えるための事業を展開します。

 子育て世帯の不安や心配を軽減するため、親子が
気軽に集い、交流することができる場や機会を提
供したり、子育てに関する相談や情報提供をきめ
細やかに行ったり、また、ひとり親家庭等や貧困
の状況にある世帯など、生活環境や経済状況に応
じた支援の充実を図ります。

 仕事と子育ての両立を支援するため、保育所待機
児童の解消や保育サービスの充実を図りながら、
保護者や事業所へのワーク・ライフ・バランスの
啓発に努めます。

《
施
策
の
方
針
》

 学校・家庭・地域・行政が連携し、地域社会全体
で子どもたちを見守り、育てていく環境づくりを
行い、規範意識や自己肯定感の育成、自他の尊重
の意識や他者への思いやりなどの涵養、自主性や
社会性を育むための取り組みを推進します。

 テレビやゲームなどメディアの接触時間の増加に
より、睡眠時間が減少し、体力や気力、集中力の
低下に影響を及ぼしていることから、適切な生活
リズムや生活習慣を確保し、心身ともに健やかな
子どもを育成するための事業を展開します。

 親子のコミュニケーションの大切さを働きかけ、
悩みを抱える親子への相談や貧困状況にある家庭
への安定した家庭生活の支援を行うなど、親と子
が安心できる環境づくりを推進します。

 学校・家庭・地域・行政が連携し、生きる力の基
礎となる確かな学力と豊かな人間性を育むため、
総合的な支援および教育活動の充実に取り組みま
す。また、ふるさと意識を醸成する取り組みや、
メディアの適切な使い方を理解させる取り組みを
進めます。

 自分を大切にし、多くの人から愛され、社会に適
応していくとともに、社会の一員としての自覚が
必要です。悩みを抱える青少年およびその保護者
に対する、相談体制および支援の充実を図ります。

 自主性や協調性、積極性を育み、自立した責任あ
る大人へ成長するため、関係団体と連携して青少
年活動の充実を図るとともに、国際的な視野を
持って地域で活躍する人材を育成するための取り
組みを充実させます。

 非行防止活動や健全育成の啓発を行い、規範意識
や社会性のある若者の育成を図ります。また、若
者が情報を適切に理解・評価し、有益な情報を選
別できるように取り組みます。

 社会貢献活動を通して、社会の一員としての自覚
やコミュニケーション能力が養われるよう、同世
代・異世代交流の機会を提供します。また、若者
が参加しやすい活動内容や周知方法を検討し、取
り組みます。

 経済的な理由で進学や就労に悩む若者に対し、相
談機関の紹介や、奨学資金の給付などの支援を行
うとともに、多感な若者が同世代の仲間や大人と
の交流や、相談の場を得られる「居場所」を設置
し、社会的自立に向けた支援を行います。

《
テ
ー
マ
》

第3章 施策の展開

子どもの貧困への対応
（乳幼児期・学童期において重点的に取り組む。）



と の 

子どもプランⅢ
（令和元年度～５年度） 

大野城市 





はじめに 

私たちは、誕生した瞬間から人生のあらゆる場面にお 

いて、人に気持ちを伝え、人の考えを知り、お互いを助 

け合うという、人とのつながりの中で生きています。 

特に、「地域におけるつながり」は子どもや若者が社会 

的に成長し、将来自立していく上で、大きな影響を与え 

るものです。 

そのような中で、保護者や家族、保育士や教諭、地域 

住民、市職員などが、それぞれの役割と責任を自覚し、 

子どもや若者を温かい眼差しで見守りながら、一丸とな 

ってその成長を支援する環境づくりに努めることは、私たち大人の重要な使命だと考えま

す。 

このたび、新しい時代である「令和」の始まりと時を同じくして、「夢とみらいの子ど

もプランⅢ」がスタートいたします。 

晴れやかで希望に満ち溢れたこの時、私たちは、次代を担う子どもたちが、自分自身を

大切にし、周囲の人を思いやり、人生の目標を持った社会的に自立した大人になってほし

いと願ってやみません。 

近年では、核家族化や共働き家庭の増加、スマートフォン等の急速な普及により、人間

関係の希薄化や生活習慣の乱れ、ネットトラブルの増加が問題となっています。一方で、

他者とのコミュニケーションを図る機会の減少や、いじめ、不登校、虐待などさまざまな

課題も生じています。 

本プランは、今までの「夢とみらいの子どもプランⅡ」で実践してきた市の取り組みを

検証し、これらの課題に確実に対応すべく施策をとりまとめました。 

今後は、大野城市の宝である子どもや若者が、夢や希望を持って健やかに育つことがで

きるよう、一人ひとりの成長を継続して支援していくという確かな道のりを、この「夢と

みらいの子どもプランⅢ」を道しるべとして、市民の皆様とともに歩んでまいります。 

おわりに、本プランの策定にあたりまして、貴重なご意見をいただきました子ども・若

者育成会議や各部会の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリック・コメントなどにご協

力いただいた多くの市民の皆様に、心からお礼を申しあげます。 

令和元年５月 

大野城市長    
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第１章 

計画の概要
第１章では、大野城市の子ども、若者に関する計画の歴史を振り返り

ながら、「夢とみらいの子どもプランⅢ」の全体像や推進体制などを明

らかにします。 
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Ⅰ 計画策定の趣旨 

本市では、青少年の健全育成を図るため、長期的な展望のもと、時代の潮流に即した青

少年行政の理念の確立と、総合的な施策の展開に向けた計画の策定を進めてきました。 

この青少年育成計画は、昭和 59 年の「青少年非行防止スクラム作戦」を皮切りに、昭

和62年の「健やかな青少年を育てるためのスクラム作戦 partⅡ」を展開し、平成10年

の「青少年育成アクションプラン」と続きます。そして、平成 20 年にはそれまでの計画

の枠組みを検証し、対象年齢を妊娠期から概ね 30 歳まで広げた、子どもや若者に関する

総合計画「夢とみらいの子どもプラン」を策定しました。さらに、平成 21 年に子どもや

若者に関する諸施策を総合的に推進する機関として関係課および保育所で構成する「こど

も部」を設置しました。平成 26 年には「夢とみらいの子どもプラン」の理念を受け継ぎ

つつ、現状と課題を整理した上で事業の選択と集中を行った「夢とみらいの子どもプラン

Ⅱ」を策定しました。 

日本は、平成6年に「子どもの権利条約」を批准し、子どもの人権を保障しました。ま

た、子どもの貧困（*）対策を総合的に推進する「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

が平成26年1月に施行され、「子供の貧困対策に関する大綱」が同年8月に閣議決定され

ました。 

近年では、子どもや若者を取り巻く環境が急速に変化し、子どもの生活習慣の乱れやメ

ディア（*）の接触時間の増大など、さまざまな課題が生じています。 

また、昨今では、子どもの貧困が社会的問題となっており、国・県の動向を踏まえて、

取り組みを進めていく必要があります。 

このような中、次代を担う子どもたちが、希望を持って健やかに育つことができる環境

を実現し、乳幼児期から青年期まで一人一人の成長を継続して支援するため、新たに「夢

とみらいの子どもプランⅢ」を策定しました。 

また、本計画において推進していく個別の施策、事業は、別冊の子ども関係事業集「み

らいず」へ掲載し、年度ごとに内容を更新していきます。 

＜子どもや若者に関する総合計画の変遷＞ 
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Ⅱ 計画の基本理念 

この計画は、 

の育成を目指し、次の３つを基本理念とします。 

① 「生きる力」を持つ子どもの育成 

基本的な知識、技能を含む学力、活動の源である体力や生活習慣、相手を思いやる豊か

な心を育み、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を持つ子どもになるよう、発達

段階に応じた成長を支援する環境づくりを進めます。 

② 「自立」する青少年の育成 

乳幼児期から育んだ「生きる力」を基盤にして、青少年が自らの生き方を考え、自立的

に未来を切り開いていくため、社会で「自立」していく力を身に付けることができるよう

積極的に支援していくとともに、安心して過ごせる環境づくりを進めます。 

③学校・家庭・地域・行政が連携した青少年の育成 

社会的に自立した青少年の育成のため、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と責

任を自覚し、連携強化に努めながら、子どもや若者一人一人の成長を継続して支援する環

境づくりを進めます。 
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Ⅲ 計画の位置付け

本計画は、本市の将来像の実現に向けて取り組む具体的な施策を示した「第６次大野城

市総合計画」を上位計画とし、当該計画で示された基本的方向性を受け、子どもや若者の

健全育成と問題の解決を目的とし、総合的な子ども行政を展開していくための個別計画で

す。 

そして同時に、教育、健康や福祉などの他の個別計画における子どもや若者に関係する

分野の総合計画として位置付けるものとします。なお、本計画で取り上げていない専門的

な教育施策分野および福祉施策分野については、他の個別計画で推進するものとします。 

なお、子ども・若者育成支援推進法における市町村子ども・若者計画としても位置付け 

ます。 
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Ⅳ 計画の期間 

令和元年度から令和５年度までの５年間とします。ただし、子どもたちを取り巻く社会

環境の変化やプランの進捗状況に応じて、「大野城市子ども・若者育成会議」の助言の下、

適宜必要な見直しを行います。 
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Ⅴ 計画の対象 

本計画は、子どもや若者に関わる全ての市民を対象としますが、特に妊娠期から青年期

までの子どもや若者およびその保護者を主な対象とします。 

なお、それぞれの発達段階および呼称についての説明は以下のとおりです。 

【発達段階】 

妊 娠 期：妊娠し、出産するまでの期間 

乳幼児期：０歳～就学前の期間 

学 童 期：小学生の期間 

思 春 期：中学生の期間 

青 年 期：概ね15歳から30歳未満まで（就労まで）の期間 

【呼  称】 

子ども：乳幼児期および学童期の呼称 

青少年：学童期から青年期までの呼称 

若 者：青年期の呼称 
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Ⅵ 計画の推進体制 

本計画は発達段階を妊娠期・乳幼児期、学童期、思春期、青年期の４つに大別し、所管

課だけではなく、関係課および関係団体と連携の上、各施策を展開します。 

また、貧困対策は全ての発達段階における共通する課題であることから、これまで行っ

てきた施策をベースとし、本計画では、特に早期（乳幼児期・学童期）において重点的に

取り組みます。実施にあたっては、福祉や教育と連携し、各発達段階に合わせた切れ目の

ない施策を展開します。 

なお、計画の推進にあたっては、平成 26 年に制定された「大野城市子ども・若者育成

会議設置条例」の趣旨を踏まえ、「大野城市子ども・若者育成会議」をはじめ、発達段階に

即した４つの部会による連携および協働を図り、家庭・学校・地域・行政の推進体制を確

立します。 

本計画の効果は、基本施策ごとに設定する「成果指標」と、各重点事項における「活動

指標」の数値により、評価します。 

活動指標は、基本施策の実現のために取り組む重点的な事業における活動の指標で、設

定した目標値を達成することで、基本施策の成果指標達成につなげます。また、活動指標

の達成状況は毎年度確認するものとし、結果はホームページなどを通して公表します。さ

らに、その他の個別事業についても、進捗管理を毎年度行います。 

なお、令和5年にアンケート調査を実施し、成果指標の達成状況を確認します。 



8 



9 

第２章 

成果と課題
第２章では、「夢とみらいの子どもプランⅡ」の主な事業を例示し、平

成26年度から現在に至るまでの成果と課題を検証するとともに、平

成25年、平成28年および平成30年に実施したアンケート調査の

結果（以下、「アンケート調査結果」という。）を踏まえて、今後の施

策の展開に反映させます。 

なお、アンケート調査結果とは、以下の内容を示すものです。 

平成 25年調査 

「大野城市の子どもの生活と意識の実態調査報告書」 

平成 28年調査 

「大野城市の子どもの生活と意識の実態調査報告書」 

平成 30年調査 

「平成30年度子ども・若者に関するアンケート調査結果」 
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Ⅰ妊娠期・乳幼児期

１．取り組みの現状と成果

（１）規則正しい生活習慣の確立 

規則正しい生活習慣の確立に向けた保健師による指導や、パンフレットの配布による啓

発活動などを実施していますが、保護者への理解を広げることができていないという状況

です。 

平成 30年のアンケート調査結果によると、「午後９時までに就寝する幼児（３～５歳）」

は全体の 29％で、平成 25 年の 28％から大きな変化は見られず、「朝食を毎日食べる幼

児（３～５歳）」については93％と、平成25年の95％から低下傾向にあります。 

主な事業名 内容と成果 

｢大野城 食育 BOOK」

の作成 

早寝・早起きの生活リズムの重要性や朝ごはんの役割、栄養バランス

についてのパンフレットを作成（平成29年度には、新小学１年生を

対象にした新しいパンフレットを 4,000 部作成）。各パンフレット

は、出前講座や保育園で配布するなど、啓発活動を実施した。 

３歳児集団健診 

起床・就寝時刻に関する問診を行い、保健師などが規則正しい生活習

慣について指導を実施。また、会場内に食育コーナーを設置し、食育

に関する情報提供や啓発も実施した。 

平成 29年度健診受診者数は1,069人。 

妊産婦・新生児訪問指

導、こんにちは赤ちゃ

ん訪問事業 

生後４カ月までの赤ちゃんのいる家庭を助産師などが訪問し、母親へ

の専門的な保健指導や子育てに関する情報提供を実施。また、チラシ

配布などによる啓発活動もあわせて実施した。 

（２）子育て環境の充実 

育児の悩みや不安を取り除き、ストレスや負担を軽減できるよう、市では子育てに関す

る相談や支援・サービスに取り組み、子育て環境の充実を図っているところです。 

平成 30年のアンケート調査結果によると、育児の不安やストレスなどに関して、「子ど

もに対して不適切な接し方をしていると思うことがある」という保護者が 64％となって

おり、平成 25 年の 72％と比べると低下しているものの、依然として大きな割合を占め

ています。 

また、子育て環境に関して、「絵本の読み聞かせをしている」という保護者が 81％と、

平成25年の76％から向上が見られます。 
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主な事業名 内容と成果 

市内の子育て支援関連

情報の集約 

行政や地域で取り組んでいる子育て支援事業やサービスに関する情

報を集約し、「おおのじょう子育てサポートブック」を作成した（平

成30年度から配布）。 

すこやか育児相談 

就学前の子どもをもつ保護者の不安解消のために、助産師、保健師、

栄養士、臨床心理士などの各種専門職による個別相談を毎月実施し

た。 

平成 29年度の実施回数は23回、相談者数は1,402人。 

ブックスタート 

生後４カ月から１歳３カ月までの赤ちゃんを対象に、絵本の読み聞か

せを通し、親子でふれあう楽しい時間を過ごすためのきっかけづくり

を実施した。 

平成 29年度の開催回数は103回、参加人数は786人。 

（３）仕事と子育ての両立支援 

保育所などの新設や定員拡充などの環境整備を進めていますが、待機児童数は平成 30

年４月１日時点の待機児童数は 173 人となっており、整備を上回るペースで入所申込者

が増加している状況です。 

また、仕事と子育ての両立に関して、平成 28 年度大野城市男女共同参画市民意識調査

によると、「ワーク・ライフ・バランス（*）がとれている」と回答した人は全体の45％と、

前回調査時（平成23年）の47％から低下しています。 

主な事業名 内容と成果 

保育所などの新設と定

員拡充 

待機児童解消に向けた保育所などの環境整備を、次のとおり実施した。 

・平成26年度 保育所1カ所（定員90人）を新設。 

・平成27年度 保育所２カ所（合計定員150人）を新設。 

既存の保育所７カ所で定員拡充（合計72人増）。 

・平成28年度 小規模保育事業所２カ所（合計定員38人）を新設。 

・平成30年度 幼稚園の認定こども園化で定員拡充（合計101人増）。

        既存の保育所２カ所で定員拡充（合計21人増）。 

病児・病後児保育の推

進 

保護者が、仕事などの都合によって病気療養中や回復期にある子ども

の保育が困難な場合に、市内小児科医院の専用スペースにおいて一時

的な預かりを実施した。 

平成 29年度の利用者数は1,128人（年々増加傾向）。 

企業・事業所に向けた

啓発活動 

市内在住または市内に事業所がある企業の経営者や従業員を対象に、

「働き方改革」をテーマとする出前講座を実施した。 
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２．今後の課題

（１）基本的な生活習慣づくりの推進 

午後９時までに就寝する幼児（３～５歳）は全体の29％にとどまっています。年齢に見

合った十分な睡眠時間を確保するためにも、更なる啓発が必要です。 

また、テレビなどの視聴時間が長くなるにつれて就寝時刻が遅くなったり、スマートフ

ォンなどの利用が増えるにつれて親子のコミュニケーションの時間が減ったりと、メディ

アが乳幼児の生活習慣に与える影響は大きいものがあります。 

基本的な生活習慣を身に付けるための指導や啓発などの更なる取り組みが必要です。 

（２）子育てしやすい環境の充実 

「たたく」や「どなる」など、子どもに不適切な接し方をしていると感じている保護者

は依然として多く、その意識改善のために啓発活動を強化する必要があります。 

また、貧困が子どもたちの生活や成長に影響を及ぼすことがないように、誰もが子育て

しやすい環境の充実に向けた取り組みが必要です。 

（３）仕事と子育ての両立支援 

 共働き家庭の増加や就労形態の多様化などに対応するため、質・量ともに多様な保育サ

ービスが求められています。仕事と家庭の調和がとれていると答えた割合も 50％以下と

なっており、子育てに関する不安や負担、ストレスを感じている保護者が多い状況です。 

子育てをしながら安心して働き続けることができる環境づくり（両立支援）に向けた取

り組みの充実が必要です。 
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Ⅱ 学童期 

１．取り組みの現状と成果

（１）学校・家庭・地域・行政が連携する子育ての推進 

 学校運営協議会（*）を中心に、学校・家庭・地域・行政が連携し、子どもの自尊感情（*）、

規範意識（*）や郷土愛の育成を図り、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりに取

り組んでいます。 

主な事業名 内容と成果 

学校運営協議会推進大

会の開催 

学校運営協議会委員、教職員、保護者、地域住民を対象に、学校運営

協議会の取り組みについての情報交換を実施した。 

放課後総合学習ランドセ

ルクラブの実施 

「放課後子ども総合プラン」の一環として家庭学習の習慣化、体験に

よる社会性の醸成などを目的に「ランドセルクラブ」を実施している。

平成28年度より小学校３校でモデル実施し、平成30年度より新た

に３校において実施している。 

（２）心身ともに健やかな子どもの育成 

 早寝・早起きの生活リズムの重要性などのパンフレットを作成して配布するなど、啓発

を行い、規則正しい生活習慣の確立に向けて取り組んでいます。 

平成 30年のアンケート調査結果では、「夜9時までに就寝する」子どもの割合が10％

となり、平成25年結果の14％より低下しています。 

主な事業名 内容と成果 

「大野ジョーくんの生

活がんばり月間」の実

施と「生活がんばりシ

ート」の配布 

「大野ジョーくんの生活がんばり月間」を毎年11月に実施し、子ど

もの「規則正しい生活習慣の確立」と「家庭教育の推進」を目的とし

て、「生活がんばりシート」を市内の小学校に通う全児童に配布した。 

小学生読書リーダー養

成講座 

市内の各小学校で「小学生読書リーダー」を養成・配置し、読書活動

の充実と読書習慣の定着を目的として、講座の実施や学校での実践活

動などを行った。 
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（３）子どもが安心できる環境づくり 

 学童期においては、子育てに対する保護者の不安が一番多い時期であり、不安を解消す

るため、子育て中の親に対してさまざまな支援を行っています。 

平成 30年のアンケート調査結果では、「しつけや教育に自信が持てない」保護者の割合

が65％となり、平成25年の58％より増加しています。 

主な事業名 内容と成果 

大野城市教育サポート

センターの設置 

学校におけるいじめ、不登校、特別支援教育、その他非行などの児童

の課題や問題の解消または予防のため、心理や福祉の専門職を配置

し、対応している。いじめ防止対策として、各学校のいじめ防止のセ

ンター的機能を果たしている。 

平成 29年度の相談件数は1,288件（全体）。 

ペアレンティング・ト

レーニング 

子どもへのしつけに悩んでいる保護者を対象に、子育てにおける「し

つけ」の仕方を学び、親子のきずなを深めることを目的とした学習プ

ログラムを実施。個別のペアレンティング・トレーニング（*）を実施

し、集団ではCAREや出前講座などを実施した。 

平成 29年度の参加人数は、個別が5人、集団が47人。 

２．今後の課題

（１）学校・家庭・地域・行政が連携する子育ての推進 

 核家族化や共働き家庭の増加、メディアの普及などに伴い、家庭における教育の機会が

減少しています。また、積極的に地域活動に参加するなど、さまざまな体験を通して、自

主性や社会性を身に付ける必要があります。

（２）心身ともに健やかな子どもの育成 

テレビやゲームなどのメディアを利用する時間が長いほど、就寝時刻が遅くなる傾向に

あり、睡眠時間も短くなっています。そのため、集中力が欠如し、学力や体力の低下を引

き起こします。適切な生活リズムや生活習慣を確保し、心身ともに健やかな子どもの育成

が求められます。 

（３）親と子が安心できる環境づくり 

 親と子のふれあう時間の減少に伴ったコミュニケーションの不足により、子育てに対す

る保護者のストレスが増大している傾向がみられます。子育てに悩む親の不安を取り除き、

負担を軽減していく必要があります。また、いじめや不登校を未然に防止する対策や、安

定した家庭環境の推進に向けた取り組みが必要です。 
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Ⅲ 思春期

１．取り組みの現状と成果

（１）学校・家庭・地域・行政における教育力の向上 

 多くの時間を学校で過ごす思春期の青少年は、学校・家庭・地域・行政での取り組みに

大きく影響を受け成長していきます。急速にインターネットが普及する時代において、メ

ディアに関する正しい知識を身に付けるため、情報モラルの啓発に取り組みました。 

 平成30年のアンケート調査結果では、インターネットやスマートフォン利用者のフィ

ルタリング（*）を設定している割合が45％で、平成28年の49％より低下しています。 

主な事業名 内容と成果 

学校運営協議会推進大会

の開催 

学校運営協議会委員、教職員、保護者、地域住民を対象に、学

校運営協議会の取り組みについての情報交換を実施した。 

スマートフォンの危険性に

関する啓発物の配布 

市内の小学校に通う6年生全児童に対し、情報モラルの推進の

ため、啓発マグネットおよびリーフレットを配布し、保護者へ

スマートフォン使用に関する家庭でのルールづくりを依頼し

ている。 

（２）悩みを抱える青少年への支援体制の充実 

 思春期の青少年が抱えるさまざまな悩みや不安を解消するため、関係機関と連携し、相

談体制の仕組みを構築したり、体制を強化するなど、支援の充実を図りました。 

平成 30年のアンケート調査結果では、「子ども療育支援センター」および「子ども相談

センター」の保護者の認知度が 55％、平成 25 年の 54％とほぼ変わっていない状況で

す。 

主な事業名 内容と成果 

いじめ防止条例の制定 

市全体でいじめ防止を推進するため、平成26年6月に「大野

城市いじめ防止条例」を制定し、保護者、学校、行政、市民な

どの役割を明確にした。 

大野城市教育サポートセ

ンターの設置 

いじめ防止対策を推進し、各学校のいじめ防止のセンター的機

能を果たすため、設置。専門職を配置し、課題に対応している。

平成29年度の相談件数は1,288件（全体）。 
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（３）多様な青少年育成の場の提供 

中学生リーダーズクラブや中学生･高校生交流の翼事業など、次代の大野城市を担う青少

年が活躍できるさまざまな場や機会を提供しました。 

平成 30 年のアンケート調査結果では、各種青少年育成事業の認知度が目標値を達成で

きていない状況でした。また、「ボランティア活動に興味がある」と回答した人の割合は

56％でした。 

主な事業名 内容と成果 

中学生リーダーズクラブ 

幅広い世代との交流や、主体的な活動の中で、地域のリーダー

としての自覚と役割を学び、地域とのつながりや理解を深め

る。インリーダー研修会への指導員派遣、まどかフェスティバ

ルなどイベントへの参加、保育所訪問を実施した。 

中学生・高校生交流の翼 

国際的な広い視野を持つ青少年の育成を目的とし、海外でのホ

ームステイなどによる交流を通して、語学や文化、習慣などを

学ぶ。平成30年度の参加者数は14人。 

２．今後の課題

（１）学校・家庭・地域・行政における青少年の育成 

青少年の健全な育成のため、学校・家庭・地域・行政が連携することにより、生徒の総

合的な支援および教育活動の充実が求められます。また、ふるさと意識を醸成し、「ふるさ

と大野城」を次代につなげていく役割を担っていく必要があります。さらに、メディアを

介したトラブルから守るため、メディアの使い方を正しく理解できるよう取り組む必要が

あります。 

（２）青少年の自尊感情を育むための支援

思春期は心のバランスが最も不安定になる時期で、他の発達段階と比較して、多くの悩

みやイライラを抱えています。そのような青少年にとって、自尊感情は精神的な健康の基

礎であり、自分の価値を認め、自信を持って成長できるよう育んでいく必要があります。

また、悩みや不安を抱える青少年とその保護者をサポートする支援体制を充実させる必要

があります。

（３）多様な青少年育成の機会の充実 

社会の一員として責任ある大人へ成長するため、青少年の活躍の機会を提供するなど、関係団体

と連携して青少年活動の充実を図る必要があります。また、グローバル化の進展に伴い、国際的な

視野を持って地域で活躍する人材を育成するための取り組みが必要となっています。 
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Ⅳ 青年期

１．取り組みの現状と成果 

（１）規範意識の高い若者の育成 

 青年期の若者の携帯電話（スマートフォンを含む。）所有率は非常に高く、重要なコミュ

ニケーションツールとなっています。 

平成 30 年のアンケート調査結果によると、メディアを使用する場所や時間・マナーを

守ることができている割合は 50%を超えていますが、使い方について周りの大人に注意

される割合は17歳では27％、19歳では 13％となっています。 

主な事業名 内容と成果 

スマートフォンの危険

性に関する啓発物の配

布 

青年期を迎える中学校 3 年生に、スマートフォンの危険性を正しく

認識してもらうために、スマートフォン危険性啓発シールを配布し

た。 

第２・４金曜日一斉街

頭活動の実施 

青少年による不良行為や初発型非行（万引き、オートバイ盗、自転車

盗、占有離脱物横領（*）の４罪種）を未然に防ぐため、第２・４金曜

日に、地域・行政・学校・警察などが一体となって、夜間パトロール

を実施した。 

店舗立入調査の実施 

青少年にとって良好な環境の整備を図ることを目的として、少年補導

員（相談員）による福岡県青少年育成条例対象の全店舗への立ち入り

調査を実施し、書店、コンビニ、カラオケボックスなどの巡回・調査

を行った。 

（２）人や地域とのコミュニケーションの促進 

地域における青年リーダーとしての資質向上を目的として、研修や活動、イベントの企

画、運営などを行っています。 

平成 30年のアンケート調査結果によると、この1年間で地域活動に参加したことがあ

る割合は、17 歳では 45％、19 歳では 35％と、どちらも平成 25 年より低下していま

す。 

主な事業名 内容と成果 

団体ＰＲのための広報

活動 

広報やケーブルテレビで積極的に活動するとともに、「それいけ☆青

年組」などの団体のＰＲ動画を青年リーダーたちで作成。また、「そ

れいけ☆青年組」のチラシなどは、他団体への派遣やイベントの際に、

有効に活用することができた。 
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青少年リーダー研修会

実行委員会（それいけ

☆青年組） 

子ども会への派遣、インリーダー研修会への指導員としての参加、ス

キルアップのための講習会など、若者自身が、地域におけるリーダー

としての資質向上を目的とした活動を実施した。また、子ども会や保

育所への出張レクリエーションなど、地域の子どもたちに向けた事業

を広く展開し、会員以外の青少年に対しても成果を拡大することがで

きた。 

新成人のつどい事業 

新成人の若者を中心に実行委員会の立上げ、企画、式典やイベントに

おける司会進行や場内整理などの運営事業を実施した。 

新成人のつどい参加率（平成29年度）：77％ 

（３）若者の自己実現（*）の支援 

悩みがあるが相談する人がいない割合は、年々減少し、平成 30 年のアンケート調査結

果では57％でした。また、将来の夢がある割合は、平成25年より減少し、平成30年で

は61％でした。 

 信頼できる人間関係を得られる環境づくりとして、青少年の「心」の居場所の開設に向

けた取り組みを行っています。

主な事業名 内容と成果 

青少年の「心」の居場

所づくり事業 

青少年がだれでも、安心して過ごすことができるフリースペースを開

設し、段階的に学習室や談話室などの機能を付加する方針を決定し

た。 

子ども相談センターに

よる相談業務 

高校生以上に関する相談対応件数は、年々増加傾向にあり、市内の公

立高校や太宰府特別支援学校とも連携をとり、対応している。また、

中学校卒業時に、県内の相談機関を記載したチラシおよび子ども相談

センターの相談カードを配布するなど、周知を行った。 

２．今後の課題

（１）規範意識の高い若者の育成 

平成 34（2022）年に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、若者

に社会的責任が増し、成人としての自覚や自立心を促す必要があります。 

時代に振り回されない規範意識や社会性を若者に定着させることが早急な課題です。非

行対策や健全育成に効果的な啓発について、市や地域が連携して柔軟に計画・実施する必

要があります。 

また、情報化社会の進展によって、若者を取り巻く環境は急速に変化しています。 

情報の安易なやり取りは、プライバシーに関する情報漏えいの危険性をはらみ、性的な
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情報や残虐な情報も数多くあふれているために、情操教育（*）上の問題やさまざまな犯罪

に巻き込まれやすい状況も生み出しています。若者が情報を適切に読み取って評価し、有

益な情報を選別できる能力の育成が望まれます。 

（２）社会参画の促進

地域における社会貢献活動を通して、自尊感情を高め、社会の一員としての自覚（役割

や責任）の向上を図るとともに、さまざまな人との交流や体験活動の中で、コミュニケー

ション能力が養われるよう、同世代・異世代交流の機会提供を進める必要があります。ま

た、新成人のつどい事業など企画段階からの若者の参画を促し、若者が参加しやすい活動

を設定する必要があります。 

平成 28 年度から選挙権（*）が満 18 歳以上となり、社会の中で政治的選択を自ら判断

するなど、自ら行動できる力を早期に身に付けることが求められています。 

（３）社会的自立に向けた支援 

家庭の経済的な理由で進学や就労に悩む若者に対し、相談機関の紹介や情報提供を行っ

たり、奨学資金の給付など、状況に応じた支援を行う必要があります。 

また、悩みや不安を持つ若者には、信頼できる友人とのコミュニケーションや、大人と

の相談の場を得られる総合的な「居場所」の設置に向けて、今までの研究・調査に基づい

た具体的な取り組みを進める必要があります。 
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第３章 

施策の展開
第３章では、「夢とみらいの子どもプランⅡ」の成果と課題を踏まえ

て、今後の施策を展開します。それぞれの発達段階ごとにメインテー

マを設定し、それを実現するための基本施策と重点事項、成果指標を

明らかにします。 
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＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○ブックスタート（絵本の読み聞かせ） 

◎すこやかエンゼルサポート事業（妊産婦・新生児訪問指導、こんにちは赤ちゃん訪問） 

〔活動指標〕全戸訪問(新生児訪問・赤ちゃん訪問）訪問率：100％（平成29年度99.4％） 

(b) 

○３歳児集団健診       

◎“早寝 早起き 朝ごはん”啓発運動の推進 

〔活動指標〕３歳児を対象とした“早寝 早起き 朝ごはん”啓発運動の実施率：100％（新規）

(c) 

○世代別食育講座（離乳食教室、キッズクッキング教室） 

◎「大野城食育パンフレット」の作成・配布 

〔活動指標〕「大野城食育パンフレット」の作成・配布数：3,000冊 

（平成29年度：1,608冊） 

○・・・・主な取り組み 

◎・・・・活動指標とする取り組み 

新規・・・実績がないもの 

成果指標 

項目 現状値 目標値 

午後９時までに就寝する幼児（３～５歳）の

割合 
29％ 60％以上 

現状値・・・平成30年における実績値。ただし、平成30年における実績値

がないものについては、直近の実績値。 

目標値・・・令和5年（5年後）までに目指す値

計画記載内容の見方
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Ⅰ 妊娠期・乳幼児期
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施策方針 

現代社会においては、核家族化の進行や都市化、共働き世帯の増加などにより、子ども

が周りの人や自然と直接ふれあう経験が少なくなったり、規則正しい生活リズムが身につ

かなかったりと、子どもの発育や成長に影響を与える背景があります。 

また、家族や地域のあり方が変化する中で、仕事や人間関係などによる悩みやストレス

を抱えている保護者が増えており、子育てに対する孤独感や意欲・意識の低下、さらには

児童虐待の増加なども課題となっています。 

しかしながら、乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であ

り、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を整備し、人との関わりの中で、豊か

な人間性を養っていく必要があります。 

食事や睡眠といった基本的な生活習慣づくりを推進し、親子で心豊かな時間を過ごすな

ど、子どもの健やかな成長を支えるための事業を展開します。 

子育て世帯の不安や心配を軽減するため、親子が気軽に集い、交流することができる場

所や機会を提供したり、子育てに関する相談や情報提供をきめ細やかに行ったり、また、

ひとり親家庭等や貧困の状況にある世帯など、生活環境や経済状況に応じた支援の充実を

図ります。 

さらには、仕事と子育ての両立を支援するため、保育所待機児童の解消や保育サービス

の充実を図りながら、保護者や事業所へのワーク・ライフ・バランスの啓発に努めます。 

メインテーマ 

子どもを安心して生み育てられる環境づくり 
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妊娠期・乳幼児期における施策の展開 

基本的な生活習慣づくりの推進 

(a) 親子の心豊かな時間の確保 

(b) 早寝・早起き・朝ごはんの推進 

(c) 食育の推進 

子育てしやすい環境の充実 

(a) 親子が集う場所・機会の充実 

(b) 親子に寄り添う相談体制の充実 

(c) ひとり親家庭等に向けた支援体制の充実 

仕事と子育ての両立支援 

(a) 待機児童の解消 

(b) ニーズに応じた保育の充実 

(c) ワーク・ライフ・バランスの啓発 

基本施策① 

重点 

事項 

基本施策② 

重点 

事項 

基本施策③ 

重点 

事項 
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親子のふれあいとコミュニケーションは、子どもの心に安心感を生み、「自分はかけがえ

のない人間である」という自尊感情を育みます。さらに、自分の親や周りの人との関わり

を通じて、生活習慣への興味も抱きます。 

乳幼児期にしっかりとスキンシップや語りかけを行い、親子で心豊かな時間を過ごすこ

との大切さを啓発します。 

子どもの体や脳の成長発達の基盤は生活リズムです。乳幼児期では、生活習慣の基本と

なる「早寝 早起き 朝ごはん」の習慣づけについて、母子保健事業や子育て支援事業の中

で啓発を行い、学童期につなげていきます。 

朝食の喫食率の向上と、栄養バランスのとれた「一汁二菜（*）の朝ごはん」を推進します。

また、子どもに料理の楽しさを体験させるとともに、望ましい食習慣や栄養バランスなど

について啓発し、「健全な食生活を実践する力（*）」の育成に取り組みます。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○ブックスタート（絵本の読み聞かせ） 

◎すこやかエンゼルサポート事業（妊産婦・新生児訪問指導、こんにちは赤ちゃん訪問） 

〔活動指標〕全戸訪問（新生児訪問・赤ちゃん訪問）訪問率：100％（平成29年度99.4％） 

(b) 

○３歳児集団健診       

◎“早寝 早起き 朝ごはん”啓発運動の推進 

〔活動指標〕３歳児を対象とした“早寝 早起き 朝ごはん”啓発運動の実施率：100％（新規）

(c) 

○世代別食育講座（離乳食教室、キッズクッキング教室） 

◎「大野城食育パンフレット」の作成・配布 

〔活動指標〕「大野城食育パンフレット」の作成・配布数：3,000冊 

（平成29年度：1,608冊）

成果指標

項目 現状値 目標値 

午後９時までに就寝する幼児（３～５歳）の

割合 
29％ 60％以上 

基本施策① 

重点事項(a)  親子の心豊かな時間の確保

重点事項(b)  早寝・早起き・朝ごはんの推進

重点事項(c)  食育の推進
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公民館などの親子サロン・サークルの活動支援やあかちゃん広場、ぞうさんひろばなど、親子が

集う場所や機会の充実に努めるとともに、子育て支援に関する情報などを集約・発信します。 

また、子育て支援団体や地域と連携し、「ネットワーク化」することで、みんなで子育て

を見守る環境を整え、子育てに関する不安や孤立感の軽減を図ります。 

赤ちゃん訪問などの母子保健事業や相談業務を通じて、保護者の子育てに対する不安や

ストレスを軽減し、切れ目のないきめ細やかな支援を行います。 

また、発達などに支援が必要な子どもとその保護者に、療育（*）・相談などを行います。 

ひとり親家庭や貧困の状況にある（または貧困の状況になる可能性のある）子どもとそ

の家庭等に対し、経済的な支援・サービスおよび生活支援などを行い、負担の軽減や貧困

の連鎖を断ち切るための取り組みを進めます。

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞

(a) 

○子育て支援ネットワークの構築（おおのじょう子育てサポートブックを活用した関係者会議 

 や研修の実施など）          ○子育て支援センターの機能強化 

○子育て中の親子のお出かけ推進事業（公民館親子サロンなど） 

◎子育て支援事業の実施・運営と情報発信（親子あそび教室など） 

〔活動指標〕市が実施する子育て支援事業の年間参加者数：7,900 人（平成29年度4,674 人）

(b) 

○すこやか育児相談                     ○子ども療育支援センター関係事業 

○子ども相談センターによる相談事業   ○サポート体制の周知（ホームページの整備など） 

◎子育て世代包括支援センター設置・運営事業 

〔活動指標〕子育て世代包括支援センターの認知度：60％（新規）

(c) 

○ひとり親家庭等医療費給付事業     ○ひとり親家庭等日常生活支援事業 

◎ひとり親支援に関する相談員の配置 

〔活動指標〕ひとり親支援相談員による相談対応件数：300件（平成29年度：233件） 

成果指標

項目 現状値 目標値 

子育てを楽しいと思う割合 80％ 90％以上 

基本施策② 

重点事項(a)  親子が集う場所・機会の充実

重点事項(b)  親子に寄り添う相談体制の充実

重点事項(c)  ひとり親家庭等に向けた支援体制の充実
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地域のニーズに基づく、子ども・子育て支援事業計画を策定し、保育所の定員拡充や幼

稚園の認定こども園（*）への移行などを進め、待機児童の解消を目指します。 

保護者が安心して働くことができる環境をつくるため、一時保育や病児・病後児保育な

どニーズに応じた保育サービスの充実を推進します。 

また、保育施設や幼稚園における教育・保育の質の向上を図るための支援（図書に親し

む環境づくり、保育士・幼稚園教諭への情報提供や啓発など）を実施します。 

男女がともに仕事と生活の調和が取れた暮らしを送るために、女性の社会進出や男性の

家事・育児参加を一層促進する講座や研修の充実を図ります。 

また、企業や事業所による両立支援のための取り組みの推進について、啓発を図ります。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞

(a) 

○大野城市立大野北保育所建替事業      

◎保育定員拡充事業 

〔活動指標〕年度当初（４月１日）時点の待機児童数：０人（平成30年度：173人） 

(b) 

○病児・病後児保育事業          ○一時保育事業 

◎教育・保育の質の向上推進事業            ○保育所連盟主催の職員研修（公私立合同研修） 

〔活動指標〕病児・病後児保育事業の年間利用者数：1,200人（平成29年度：1,128人） 

(c) 

○市民に向けた啓発活動（「男女共同参画週間パネル展」など） 

○両立支援のための企業・事業所への啓発（「企業のための男女共同参画事業」など） 

◎子育て応援宣言企業への登録推進 

〔活動指標〕市内における子育て応援宣言企業の登録社数：30社（平成30年度：19社）

成果指標

項目 現状値 目標値 

ワーク・ライフ・バランスがとれていると回

答した人の割合 

45％ 

(平成28年度)
60％ 

※「調和がとれている」「どちらかといえば調和がとれている」の合計

基本施策③ 

重点事項(a)  待機児童の解消

重点事項(b)  ニーズに応じた保育の充実

重点事項(c)  ワーク・ライフ・バランスの啓発
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Ⅱ 学童期
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施策方針 

子どもにとって学童期は、善悪についての理解と判断ができるようになり、言語能力や

認識力、自然などへの関心が高まる時期です。 

一方、都市化や地域における地縁的つながりの希薄化、価値基準の流動化などにより、

保護者が自信を持って子育てに取り組めない状況があります。こうした家庭における子育

ての不安の問題や、子ども同士の交流活動や自然体験の減少などから、子どもが社会性を

十分に身に付けることができず、周りの児童との人間関係をうまく築けずに集団生活にな

じめないという問題が見られます。また、身体も大きく成長し、自己肯定感を持ちはじめ

る時期ですが、発達の個人差も大きく見られることから、自己に対する肯定的な意識を持

てず、自尊感情の低下などにより劣等感を持ちやすくなる時期です。 

学校・家庭・地域・行政が連携し、地域社会全体で子どもたちを見守り、育てていく環

境づくりを行い、規範意識や自己肯定感の醸成、自他の尊重の意識や他者への思いやりな

どの涵養、自主性や社会性を育むための取り組みを推進します。 

また、テレビやゲームなどメディアとの接触時間の増加により、睡眠時間が減少し、体

力や気力、集中力の低下に影響を及ぼしていることから、適切な生活リズムや生活習慣を

確立し、心身ともに健やかな子どもを育成するための事業を展開します。 

さらに、親子のコミュニケーションの大切さを呼びかけ、悩みを抱える親子への相談や

貧困状況にある家庭への安定した家庭生活の支援を行うなど、親と子が安心できる環境づ

くりを推進します。 

メインテーマ 

豊かな心を持つ子どもの育成 
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学童期における施策の展開 

学校・家庭・地域・行政が連携する 

子育ての推進 

(a) スクールコミュニティ（*）の推進 

(b) 規範意識の醸成 

(c) 放課後等の子どもの居場所づくりの推進 

心身ともに健やかな子どもの育成 

(a) 成長に応じた生活習慣の確立 

(b) メディアに依存しない過ごし方の推進 

(c) 子どもの体力向上 

親と子が安心できる環境づくり 

(a) 親と子のきずなの醸成 

(b) 悩みを抱える親子への相談体制の充実 

(c) 安定した家庭環境の確保

基本施策① 

重点 

事項 

基本施策② 

重点 

事項 

基本施策③ 

重点 

事項 
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重点事項(a) スクールコミュニティの推進

学校を核として、学校・家庭・地域・行政が連携・協力し、地域社会全体で子どもたち

を見守り、豊かに成長していくための環境づくりを進めます。 

また、保育所および幼稚園と情報交換を行うなど連携を深める取り組みを行います。 

重点事項(b) 規範意識の醸成 

確かな規範意識を醸成させるため、学校・家庭・地域・行政が連携して、子どもたちに

集団生活を通して善悪の判断を行う能力を身に付けさせる取り組みを行います。 

子どもが放課後や休日に安心して過ごせるよう、生活・学習・体験の場を提供します。

また、異年齢の仲間や地域の大人との交流や遊びの中で、子どもの成長にとって不可欠な

自主性や協調性、社会性を身に付ける機会をつくります。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○保育所（園）、幼稚園、小学校合同の連絡会議  ○要保護児童対策地域協議会 

○大野城CVT（*）学習 

◎学校運営協議会 

〔活動指標〕学校運営協議会の会議開催回数：年間80回以上（平成29年度：77回） 

(b) 

○保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業 

○交通安全教室 

◎心の教育推進大会 

〔活動指標〕心の教育推進大会への来場者数：750人以上（平成29年度：681人） 

(c) 

○留守家庭児童保育所運営事業         ○アンビシャス広場事業 

○インリーダー研修会             ○子ども会の活動支援 

◎ランドセルクラブ事業 

〔活動指標〕ランドセルクラブ支援人材バンク登録者数：500人（平成30年度：287人） 

成果指標

指標 現状値 目標値 

1年間に地域活動をしたことがある割合 (小5) 97％ (小5) 99％以上 

基本施策① 

重点事項(a)  スクールコミュニティの推進

重点事項(b)  規範意識の醸成

重点事項(c)  放課後等の子どもの居場所づくりの推進
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重点事項(a) 成長に応じた生活習慣の確立 

心身の健全な発育のために、「早寝 早起き 朝ごはん」の取り組みとして、学校や関係

団体などと連携し、市独自の強調月間の設定を行い、啓発パンフレットを配布するなど、

適切な生活リズムや、成長に応じた生活習慣の確立を図ります。 

重点事項(b) メディアに依存しない過ごし方の推進 

読書の時間や芸術文化にふれる機会を増やすことで、感性を磨き、表現力や創造力を高

めるとともに、メディアに依存しない心豊かな時間の過ごし方を推進し、健やかな子ども

の育成に努めます。 

重点事項(c) 子どもの体力向上 

スポーツに親しむ機会を充実させ、関心を促すとともに、学校体力テストへの支援を行

うなど、子どもたちの発達や成長を支える基礎体力の向上を目指します。

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

◎成長に応じた生活習慣の確立についての保護者および子どもへの働きかけ 

（「大野ジョーくんの生活がんばり月間」の実施と「生活がんばりシート」の配布、 

「大野城食育パンフレット」の作成・配布など） 

〔活動指標〕「大野ジョーくんの生活がんばり月間」の周知・啓発回数：５回以上 

（平成3０年度：５回）

(b) 

○メディアとのつきあい方についての保護者への啓発  ○子ども文化活動事業 

◎小学生読書リーダー養成事業  ○いこいの森キャンプ場などのPR活動  

〔活動指標〕小学生読書リーダー養成講座の参加児童および司書教諭・学校司書の満足度 

      ：90％以上（平成29年度：児童100％、司書など86％） 

(c) 

○学校体力テストへの支援   ○体力向上のための「１校１取組」運動（小学校） 

◎スポーツ教室        ○スポーツ・レクリエーション競技大会の実施と周知促進 

（いこいの森ロードレース、まどかリンピックなど） 

〔活動指標〕市内で実施するスポーツ教室の子どもの参加者数：800人（平成29年度:700人）

成果指標

指標 現状値 目標値 

メディア（テレビ、電子ゲーム、携帯電話）

の1日の視聴・使用時間の合計がおおよそ２

時間以上の割合 

 (小5) 93％ (小5) 85％以下 

基本施策② 

重点事項(a)  成長に応じた生活習慣の確立

重点事項(b)  メディアに依存しない過ごし方の推進

重点事項(c)  子どもの体力向上
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重点事項(a) 親と子のきずなの醸成 

親子のコミュニケーションの大切さについて、保護者に対して働きかけを行ったり、ペ

アレンティング・トレーニングなどの講習を通して、子育て中の親の不安を解消するよう

な取り組みを推進していきます。 

重点事項(b) いじめ・不登校対策の推進 

いじめ、不登校、発達段階の課題や非行など、子どもや親が抱える不安や悩みに対して

早期に対応し、健康的な生活ができるよう支援します。また、子どもたちの「いのち」を

守る研修会で命の大切さや思いやりの心を育成します。 

重点事項(c) 安定した家庭環境の確保 

貧困状況にある子どもおよびその保護者が社会的孤立に陥ることがないよう、就学の援

助や学習の支援、保護者の自立に向けた取り組みなどを行い、安定した家庭生活が送れる

ように支援します。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○子ども相談センターによる相談事業     ○ペアレンティング・トレーニング事業 

◎家庭教育学級事業     ○「子育て八策（*）」などを活用した保護者への働きかけ 

〔活動指標〕家庭教育学級への参加により、子育てに対する意識が向上したと評価する 

参加者の割合95％（現状値なし）

(b) 

○子どもたちの「いのち」を守る研修会    ○子ども相談センターによる相談事業 

◎教育サポートセンターによる相談事業、スクールカウンセラーの派遣事業 

〔活動指標〕不登校児童生徒に占める学校復帰ができた児童生徒数の割合：41％ 

（平成29年度：30％）

(c) 

○教育サポートセンターによる相談事業、スクールソーシャルワーカーの派遣事業 

○母子家庭等自立支援給付金事業       ○生活保護（生業扶助、教育扶助） 

◎就学援助費支給事務事業 

 〔活動指標〕就学援助対象児童１年生の早期支給の割合：70％（新規） 

成果指標

指標 現状値 目標値 

家族と話をよくする割合 (小5) 92％ (小5) 95％以上 

基本施策③ 

重点事項(a)  親と子のきずなの醸成

重点事項(b)  悩みを抱える親子への相談体制の充実

重点事項(c)  安定した家庭環境の確保
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Ⅲ 思春期
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施策方針 

子どもから大人に変わる準備期間である思春期は、心身のバランスが最も不安定になる

時期です。親や友達と異なる自分独自の内面の世界があることに気づきはじめるとともに、

自意識と客観的事実との違いに悩み、さまざまな葛藤の中で自らの生き方を模索しはじめ

る時期です。 

また、多くの時間を学校で過ごし、学校での友達との人間関係に影響を大きく受けます。

そのため、学校・家庭・地域・行政が連携することにより、生きる力の基礎と確かな学力

と豊かな人間性を育むため、総合的な支援および教育活動の充実に取り組みます。また、

郷土の歴史を学ぶ機会をつくり、郷土を大切にする心、ふるさと意識を醸成する取り組み

や、メディアに関連したトラブルから守るために、メディアの適切な使い方の理解度を高

めていく取り組みを進めます。 

思春期の青少年は、自分を大切にし、多くの人から愛され、社会に適応していくととも

に、社会の一員として、法や規則の意義の理解や道徳心の自覚が必要です。多くの不安や

イライラ、悩みを抱える青少年およびその保護者に対し、関係機関や地域などと連携し、

相談体制および支援の充実を図ります。

さらに、自主性や協調性、積極性を育み、自立した責任ある大人へ成長するため、関係

団体と連携して青少年活動の充実を図るとともに、国際的な視野を持って地域で活躍する

人材を育成するための取り組みを充実させます。 

メインテーマ 

思いやりの心を持つ青少年の育成 
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思春期における施策の展開 

学校・家庭・地域・行政における 

青少年の育成

(a) スクールコミュニティの推進 

(b) ふるさと意識をもった青少年の育成 

(c) 情報モラルの啓発推進 

青少年の自尊感情と規範意識を 

育むための支援

(a) 心の教育の推進 

(b) 支援体制の充実 

多様な青少年育成の機会の充実

(a) 青少年の個性を活かす活動の推進 

(b) 国際感覚を身に付けた青少年の育成 

基本施策① 

重点 

事項 

基本施策② 

重点 

事項 

基本施策③ 

重点 

事項 
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重点事項(a) スクールコミュニティの推進 

生きる力の基礎となる確かな学力と豊かな人間性を育むため、学校運営協議会における

PTCA活動（*）や、学力向上推進の取り組みなど、学校・家庭・地域・行政が連携して取り

組み、教育活動の充実を図ります。 

重点事項(b) ふるさと意識をもった青少年の育成 

心のふるさと館を活用して、社会科・総合的学習の時間に大野城市の歴史を学ぶなど、

ふるさと大野城を想う気持ちを持った青少年の育成に努めます。 

また、将来の地域のリーダーを養成するための、他地域への派遣などの取り組みを行い

ます。 

重点事項(c) 情報モラルの啓発推進 

メディアを介したトラブルから青少年を守るため、関係機関が連携し、メディアの適切

な使い方の理解度を高めていくとともに、家庭でのルール作りなどを推進し、情報モラル

の啓発に努めます。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○要保護児童対策地域協議会 

○学力向上推進協議会          ○大野城CVT学習          

◎学校運営協議会  

〔活動指標〕学校運営協議会の会議開催回数：年間80回以上（平成29年度：77回） 

(b) 

○中学生被災地派遣研修         ○ふるさと創生学校じまん事業 

○大野城トレイル（自然と歴史の散策路）のＰＲ活動とトレイルマップ配布       

◎心のふるさと館学校連携事業    

〔活動指標〕心のふるさと館学校連携事業実施回数：年間25回（新規）

(c) 

◎子どもおよび保護者を対象にしたメディアの適切な使い方の啓発活動 

（インターネット利用マナー標語募集、啓発リーフレット配布、研修会など） 

〔活動指標〕インターネットトラブルに関する啓発活動：３回以上（平成29年度：３回） 

成果指標 

指標 現状値 目標値 

1年間に地域活動をしたことがある割合 80％ 85％ 

基本施策① 

重点事項(a)  スクールコミュニティの推進 

重点事項(b)  ふるさと意識をもった青少年の育成 

重点事項(c)  情報モラルの啓発推進 
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重点事項(a) 心の教育の推進 

心の教育推進大会や子どもたちの「いのち」を守る研修会、乳幼児とのふれあい体験な

どを通し、命の大切さや尊さについて考え、「自分を大切にする心」や「思いやりの心」、

「人を尊敬する心」を育てる心の教育を推進します。 

 また、規範意識について、生徒と保護者が共に学ぶ学習会を実施し、育成を図ります。 

重点事項(b) 支援体制の充実 

勉強や家庭、友人関係のことなど、多くの悩みを抱える青少年に対し、保護者や児童相

談所などの関係機関・地域などと連携し、相談支援体制の充実に努めます。また、家庭の

経済状況にかかわらず、質の高い教育を受けられるよう、教育に関する支援を行います。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○心の教育推進大会            ○心の教育公開授業 

○赤ちゃんとのふれあい体験学級      ○中学校子育てサロン 

○保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業 ○中学生向けデートDV（*）研修実施事業 

◎子どもたちの「いのち」を守る研修会 

〔活動指標〕子どもたちの「いのち」を守る研修会の参加者数：780人以上 

（平成29年度：722人）

(b) 

○子ども相談センターによる相談事業 

○就学援助費支給事務事業 

◎教育サポートセンターによる相談事業、スクールソーシャルワーカーの派遣事業 

〔活動指標〕不登校児童生徒に占める学校復帰ができた児童生徒数の割合：41％ 

（平成29年度：30％）

成果指標

指標 現状値 目標値 

「自分には好きなところが１つはある」の割合  ％ 50％以上 

基本施策② 

重点事項(a)  心の教育の推進 

重点事項(b)  支援体制の充実 
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重点事項(a) 青少年の個性を活かす活動の推進

青少年が主体的に実施するリーダー育成事業やイベント活動への支援などにおいて、青

少年の個性を活かす活動の推進を図り、地域貢献活動や異世代間交流を通し、青少年の自

主性や協調性、積極性を育みます。  

また、事業の効果的な周知方法を研究し、推進していきます。 

重点事項(b) 国際感覚を身につけた青少年の育成

「中学生・高校生交流の翼」、「国際交流協会青少年育成事業（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）」、「外

国語スピーチコンテスト」など、海外でのホームステイや外国人との交流を推進すること

で、国際感覚を備え、国際社会で主体的に活動できる人材の育成を図ります。 

また、中学校において、英語教育の担当教員研修会を実施し、英語指導者の育成と充実

により、中学生の英語力の向上を図ります。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○青少年の「心」の居場所づくり事業 

○子ども文化活動・交流推進事業 

◎青少年リーダー研修会実行委員会（中学生リーダーズクラブ） 

〔活動指標〕青少年リーダー研修会実行委員会（中学生リーダーズクラブ）の活動参加 

延べ人数：５％増（平成29年度：200人） 

(b) 

○中学生・高校生交流の翼         ○英語教育担当教員研修会 

◎国際交流協会青少年育成事業の活動支援   

◎外国語スピーチコンテスト事業 

◎アジア太平洋こども会議・イン福岡 大野城市ホームステイ受入事業 

〔活動指標〕市や支援団体などが実施する青少年を対象とした国際化推進事業の 

年間参加者数：126人（平成29年度：85人）

成果指標

指標 現状値 目標値 

青少年育成事業（中学生リーダーズクラブ）の認知度

の割合 
19% 30％以上 

基本施策③ 

重点事項(a)  青少年の個性を活かす活動の推進

重点事項(b)  国際感覚を身に付けた青少年の育成
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Ⅳ 青年期
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施策方針 

青年期は、親の保護のもとから、社会へ参画・貢献し、自立した大人となるための最終

的な移行時期です。 

学校から社会へと生活環境が広がる中で、人や地域との関係性、帰属意識（*）が薄れ、自

身の居場所や将来の目標が見出せない、刹那主義的な傾向の若者が増加しています。 

責任ある成人として、自覚を持った行動が必要です。非行防止活動や健全育成に効果的

な啓発について、市や地域が連携して柔軟に計画・実施することにより、規範意識や社会

性のある若者の育成を図ります。また、情報化が急速に進展している現代にあっては、メ

ディアに関連した情操教育上の問題やさまざまな犯罪に巻き込まれることがあり、若者が

情報を適切に読み取って評価し、有益な情報を選別できるように取り組みます。 

地域における社会貢献活動を通して、社会の一員としての自覚やコミュニケーション能

力が養われるよう、同世代・異世代交流の機会提供を進めます。また、新成人のつどい事

業など企画段階からの若者の参画を促し、若者が参加しやすい活動内容や周知方法を検討

し取り組みます。

さらに、家庭の経済的な理由で進学や就労に悩む若者に対し、相談機関の紹介や情報提

供、奨学資金の給付などの支援を行うとともに、多感な若者が自身の存在意義を確認し、

社会に溶け込むために、同世代の仲間とのコミュニケーションや、大人との相談の場を得

られる総合的な「居場所」の設置を推進し、社会的自立に向けた支援を行います。 

メインテーマ 

地域を支える若者の育成 
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青年期における施策の展開 

規範意識の高い若者の育成 

(a) 社会のルールを守る若者の育成 

(b) メディアについての正しい理解と活用 

社会参画の促進 

(a) 社会貢献の意識が高い若者の育成 

(b) 若者の活動・参加の機会充実 

社会的自立に向けた支援 

(a) 進学・就労相談の充実 

(b) 若者の自立に向けた居場所づくり 

基本施策① 

重点 

事項 

基本施策② 

重点 

事項 

基本施策③ 

重点 

事項 
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若者による不良行為（深夜徘徊や喫煙など）や、初発型非行（万引き、オートバイ盗、自

転車盗、占有離脱物横領（*）の４罪種）を未然に防ぐために、地域と連携した非行防止活動

を推進し、非行のエスカレートおよび悪質化、深刻化を抑制します。 

また、迷惑行為防止基本計画の周知活動を行い、他人への迷惑行為の防止に関する基本的

な認識と、社会人としてのモラル・マナーの向上を図ります。 

さらに、令和 4年に成人年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられることに伴い、成人と

しての自覚や自立心を促す啓発事業を検討・推進します。 

近年は、アダルトサイト、出会い系サイト、犯罪や自殺を誘引するサイトなど、インター

ネット上に違法・有害な情報が氾濫しています。 

人を傷つける書き込みが人権侵害や犯罪となったり、ＳＮＳ（*）などで公開している個人

情報やプライバシーに関する情報（住所や写真）を悪用されたりと、若者が被害者や加害

者にならないように、啓発に取り組みます。 

また、たくさんの情報メディアがあふれる中で、正しく理解し、活用するメディア・リテ

ラシー（*）の拡充に努めます。

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○迷惑行為防止基本計画の推進・周知活動 

◎地域と連携した非行防止活動（第２・第4金曜日一斉街頭活動など） 

◎店舗立入調査の実施 

〔活動指標〕少年相談員の地域巡回活動回数：44回（平成29年度：44回） 

(b) 

◎メディアについての正しい理解と活用に関する啓発活動 

（スマートフォンに絡むトラブル防止啓発リーフレット配布など） 

〔活動指標〕インターネットトラブルに関する啓発活動：3回以上（平成29年度：3回）

成果指標

項目 現状値 目標値 

ＳＮＳ等で個人情報を意識して使用している割

合 
- 50％以上 

重点事項(a)  社会のルールを守る若者の育成 

基本施策① 

重点事項(b)  メディアについての正しい理解と活用 
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重点事項(a) 社会貢献の意識が高い若者の育成 

「青少年リーダー研修会」などの活動を通じて、若者自身が主体的に地域での役割を担

い、企画・協働することにより、地域で活躍する次世代のリーダーを育成し、社会の一員

としての自覚と社会貢献の意識の向上を図ります。 

重点事項(b) 若者の活動・参加の機会充実 

成人式実行委員会による「新成人のつどい（成人式）」の企画・運営や、「まどかフェス

ティバル」での出展など、地域のイベントや行事を通して、若者が社会や地域に関心をも

ち、積極的に地域参画できる機会を提供します。 

また、平成 28 年度から選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられたことに伴い、主権

者（*）としての自覚を促すための啓発に取り組みます。

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

◎青少年リーダー研修会実行委員会（それいけ☆青年組） 

〔活動指標〕青少年リーダー研修会（それいけ☆青年組）活動参加延べ人数：5％増 

（平成29年度：252人） 

(b) 

○新成人のつどい事業 

○ジュニアときめき文化祭 

◎選挙啓発事業（出前講座、啓発イベントなど） 

〔活動指標〕主権者教育（出前講座）受講者数の5年間延べ人数：2,000人 

      （平成 30年度：418人）

成果指標

項目 現状値 目標値 

選挙は大切な権利だと思う割合 － 70%以上 

基本施策② 

重点事項(a)  社会貢献の意識が高い若者の育成

重点事項(b)  若者の活動・参加の機会充実
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重点事項(a) 進学・就労相談の充実 

進学や就労に悩む若者に対し、相談機関を紹介したり、情報提供を行うなどして、若者

が自信を持って社会で生きていくことができるよう支援を行います。 

また、学業に意欲・関心があるが、経済的な理由で修学が難しい生徒に対し、奨学資金

のための基金を活用し、支援を行います。 

重点事項(b) 若者の自立に向けた居場所づくり 

多感な青少年が信頼できる大人や同世代の仲間との交流の中で、自身の存在意義を確認

し、社会に溶け込むための場所として、仲間や大人との関係づくり（集い）、やすらぎを感

じることができる場所づくり（癒し）、自分の可能性を知る（学び）を目的とした、居場所

の開設を推進します。 

＜基本施策実現のための主な取り組みと活動指標＞ 

(a) 

○子ども相談センターによる相談業務 

○進路などに関する支援、相談窓口（県事業） 

（若者しごとサポートセンター事業、若者サポートステーション、福岡県若者自立相談窓口） 

○奨学給付金および就学支援金などの事業（県事業） 

◎奨学資金給付事業 

〔活動指標〕奨学生（奨学資金受給）の周知活動：３回以上（平成30年度：３回） 

(b) 
◎青少年の「心」の居場所づくり事業 

〔活動指標〕青少年の「心」の居場所の利用者満足度：90％（新規）

成果指標

項目 現状値 目標値 

将来の夢やなりたい職業がある割合 61％ 70％以上 

基本施策③ 

重点事項(a)  進学・就労相談の充実

重点事項(b)  若者の自立に向けた居場所づくり
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用語解説集
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この用語解説は、本計画における用語の定義であって、一般的に使用されているものと必

ずしも一致するものではありません。 

なお、個別事業については、別冊「子ども関係事業集」に詳しく説明を載せています。 

あ 
一汁二菜（いちじゅうにさい）

食事の献立として、ご飯に、汁物＋主菜＋副菜の組み合わせで構成される、

栄養バランスのよい食事形式（主菜：肉・魚・卵・大豆、副菜：野菜など）。

朝食に、主菜や副菜を食べていない子どもが多いため、本市の食育では、

「一汁二菜」の朝食を推進している。一汁三菜は、一汁二菜に副菜をもう

一品加えたもの。 

SNS（エスエヌエス） 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social networking service）

のこと。インターネット上の会員制サービスの一種。友人、知人間のコミ

ュニケーションを円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場

を提供する。 

か 

学校運営協議会（がっこううんえいきょうぎかい） 

校長とともに学校を運営するための学校・家庭・地域などの代表者からな

る協議会。 

帰属意識（きぞくいしき） 

ある特定の集団に対して一体感をもつかどうか、また、その一体感の程度

がどれほどかを表す心理的な状態。 

規範意識（きはんいしき） 

道徳、倫理、法律など、社会のルールを守ろうとする心。 

健全な食生活を実践する力 

毎日朝食をとる、栄養バランスを考えて食べることができる、自分で料理

ができる、これらを実践できること。 

子育て八策 

子ども（特に小学生）に関わる大人が、子どもを育てるうえで大切にした

い心構えをまとめた冊子。 
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子どもの貧困 

必要最低限の生活水準が満たされておらず心身の維持が困難である絶対

的貧困にある、またはその国の貧困線（等価可処分所得の中央値の50%）

以下の所得で暮らす相対的貧困にある17歳以下の子どもの存在および生

活状況のこと。 

さ 

自己実現（じこじつげん）

個人が本来もっている自我を実現すること。転じて、自分の目的や理想の

実現に向けて努力し、成し遂げること。 

自尊感情（じそんかんじょう） 

自分に価値があり、尊重されるべき人間であると思える感情のこと。 

ＣＶＴ（シーブイティー） 

Ｃ：キャリア教育、Ｖ：ボランティア活動、Ｔ：地域の宝・ふるさと学習

のこと。 

主権者（しゅけんしゃ） 

主権（国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利）を有する者。 

情操教育（じょうそうきょういく） 

情操（美しいもの、すぐれたものに接して感動する、情感豊かな心）を養

い豊かにするための教育。 

スクールコミュニティ 

大野城市が目指す新しい学校運営協議会の考え方。学校と家庭や地域が対

等な関係を持ち、日頃から交流し、互いに相談し合える関係を作ること。

また、それぞれに役割があり、互いに補い合う関係を目指している。 

選挙権（せんきょけん） 

国会議員や、都道府県・市町村の長および議会議員を決める選挙において、

立候補者への投票や選挙運動を行うことができる権利で、満18歳になる

と得られる。なお、選挙に立候補する権利は被選挙権（ひせんきょけん）

といい、選挙の種類によって得られる年齢が異なる。 

占有離脱物横領（せんゆうりだつぶつおうりょう） 

遺失物･漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。 
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た 

ＤＶ（ディーブイ）

ドメスティック・バイオレンス（Domestic violence）の略で、親密な関

係にある人（配偶者、恋人など）から受ける暴力のこと。暴力には、身体

的暴力、精神的暴力のほか、性的暴力、経済的暴力、子どもに暴力を見せ

るなど、子どもを利用した暴力も含まれる。 

な 

認定こども園（にんていこどもえん） 

幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する

施設。 

は 

ＰＴＣＡ活動 

ＰＴＡ（保護者：Parent、先生：Teacher、組織：Association）にＣ（地

域：Community）を加えたもので、学校、家庭、地域が連携・協働を行

う活動。 

フィルタリング 

インターネット上の情報を、一定の基準を設けて判別し、選択的に排除（閲

覧不可能に）すること。 

ペアレンティング・トレーニング

子育てにおける「しつけ」の仕方を学び、親子のきずなを深めることを目

的とした学習プログラム。 

ま 

メディア 

媒体。手段。特に、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体。 

メディア・リテラシー 

メディアの特性や利用方法を理解し、適切な手段で情報の伝達・収集・取

捨選択をして活用できる能力のこと。 
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ら 

療育（りょういく） 

心身の発達に心配がある児童を対象とした運動面や社会性の発達を促す

訓練など。具体的には集団療育や個別による療育評価、保護者との個別相

談などのメニューがある。 

わ 

ワーク・ライフ・バランス

仕事と生活の調和のこと。一人一人がやりがいや充実感を持ちながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、多様な

生き方が選択・実現できること。 
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参考 

子ども・若者育成支援推進法 

平成２１年７月 ８日法律第７１号 

最終改正 平成２７年９月１１日法律第６６号 

一部抜粋 

（目的） 

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国

社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に

関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円

滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏ま

え、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするための支援その他の取組（以下「子ども・若者育成支援」とい

う。）について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本とな

る事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等によ

り、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための

施策（以下「子ども・若者育成支援施策」という。）を推進することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければ

ならない。 

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつ

つ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことが

できるようになることを目指すこと。 

二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱い

を受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最

善の利益を考慮すること。 

三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすも

のであるとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であること

を旨とすること。 

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあら

ゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力

しながら一体的に取り組むこと。 

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな

成長が図られるよう、良好な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。
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以下同じ。）の整備その他必要な配慮を行うこと。 

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における

知見を総合して行うこと。 

七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であっ

て、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容

及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行

うこと。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子

ども・若者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及

び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（法制上の措置等） 

第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第六条 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じ

た子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これ

を公表しなければならない。 

（子ども・若者育成支援施策の基本） 

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の

関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関

連分野における総合的な取組として行われなければならない。 

（子ども・若者育成支援推進大綱） 

第八条 子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図る

ための大綱（以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。）を作成しなければ

ならない。 

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野におけ

る施策に関する事項 

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項 

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要



56 

事項 

三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機

関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項 

五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項 

六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要

な事項 

３ 子ども・若者育成支援推進本部は、第一項の規定により子ども・若者育成支援推

進大綱を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区

域内における子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府

県子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。 

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が作成さ

れているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画

（次項において「市町村子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるもの

とする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画

を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

（国民の理解の増進等） 

第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心

を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による

自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。 

（社会環境の整備） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防

止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（意見の反映） 

第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者

を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 
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（子ども・若者総合相談センター） 

第十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の

紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（第二十条第三項において「子

ども・若者総合相談センター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は

共同して、確保するよう努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及

び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（以下省略） 
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