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第４章　施策展開

基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑴　妊娠・出産支援と母子の健康の増進

【現状と課題】
　○　ニーズ調査によると、子育てをつらいと感じることの方が多いと回答した保護者が５％程度いるとともに、約

半数の保護者が、子育てに関わってから、子どもへの体罰の経験や子どもを虐待しているのではないかと思い悩
んだ経験、産後うつとなった経験等があると回答しています。

　○　この要因としては、少子化の進行に伴い、乳幼児の世話をする経験がないままに親になるケースが増加して
いるなど、子育てに関する知識・経験や子どもの成長・発達への理解が不足していることや、子育てに対する負
担・不安を一人で抱え込んでいることなどが考えられます。

　○　このため、妊娠・出産や子育てに関する正確な知識を得ることができるよう、子育て家庭等に対する情報提供
や相談体制の充実を図るとともに、支援を必要とする妊産婦をしっかりと把握し、心身共に不安定になりやすい
産前・産後期の母親のサポート等を総合的に実施していく必要があります。

　○　また、母子の健康を確実に確保していくことは、親の心身の安定や子どもの健全な成長を図る上で基本となる
非常に重要なことであるため、妊娠・出産のステージや乳幼児の発達段階に応じた効果的な健康診査等を引き続
き実施し、母子の健康管理に取り組む必要があります。

　○　さらに、子どもが急病のときなどに、安心して病院を受診できる小児医療体制を維持・確保していく必要もあ
ります。

【主な施策展開】
①　母体や子育てに関する情報提供・相談
　　安全な妊娠・出産を支援するとともに、出産や子育てに対する不安感の解消を図るため、妊婦や乳幼児の健康管

理や子育てに関する情報提供、相談支援を行うほか、夫婦が共に協力して出産や子育てに取り組むための体験型の
講座を開催します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

情報提供の推進

母子健康手帳の交付
妊娠の届出をした妊婦に対し、母と子どもの健康を管
理するため、妊娠・出産・育児に関する記録などをす
る母子健康手帳を交付する。

こども未来局
こども・家庭支援課

ひろしま子育て応援アプ
リの配信及び利用促進

子育て家庭を対象としたスマートフォンアプリの導入
により、母子健康手帳の補完機能を活用した母親の健
康や予防接種の管理等のほか、児童手当等の各種手続
や子育てイベント等の子育て支援情報の配信を行う。
また、利用者の増加を図るため、子育て世代が来場す
るイベントにおいて、同アプリの登録者を対象に広島
広域都市圏地域共通ポイントを付与する。

こども未来局
こども・家庭支援課

子育てハンドブックの作
成・配布

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

こども未来局
こども・家庭支援課

相談支援の推進 妊娠・出産包括支援事業
（母子保健相談支援事業）

各区保健センターに母子保健コーディネーターを配置
し、母子健康手帳交付時等の機会を捉えて、妊婦の心
身の状況や妊娠出産に関する不安や悩みを聞き、助言
や情報提供等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課
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相談支援の推進

こんにちは赤ちゃん事業
生後４か月までの乳児がいる家庭を民生委員・児童委
員が訪問し、不安や悩みを聞くとともに、子育てに関
する情報提供を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

家庭訪問指導事業

妊産婦及び生後４か月までの乳幼児に対しては保健師
又は助産師により、４か月以上の乳幼児に対しては保
健師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる家庭や子育てが困難な家庭を把握し、
子育てに関する情報提供や相談・助言等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

健康相談室 乳幼児とその保護者を対象に公民館、集会所等で、子
育てに関する相談等を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

地域子育て支援センター
の運営

各区の地域子育て支援センターにおいて、子育てに関
する相談指導、子育てサークルの育成支援、育児講座
の実施、地域子育て支援連絡会の開催、子育て支援リー
ダーの養成・育成、子育て応援マップ等による子育て
情報の提供などを行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

講座の開催

パパとママの育児教室
初妊婦とその配偶者を対象に、夫婦が協力して子育て
を行うため、夫婦関係、父親・母親の役割や子育て全
般についての教室を開催する。

こども未来局
こども・家庭支援課

はじめての子育て応援事業
初妊婦とその配偶者が安心して出産、子育てができる
ように地域の身近な保育園において妊娠期からの継続
的な子育て支援を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

②　妊娠・出産に係る支援の推進
　　出産を間近にして不安定になりやすい産前期の妊婦や、出産直後でこれからの子育てに不安を覚えやすい産後期

の産婦の心身の安定を図るため、妊娠・出産に対する包括的な支援を行うとともに、不妊治療を行っている方の経
済的負担の軽減を図るため、不妊治療費に対する助成の充実を図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

妊娠・出産への
包括的な支援の
推進

妊娠・出産包括支援事業
（産前・産後サポート事業）

産前、産後各８週未満の妊産婦を対象に、自宅に助産
師を派遣し、産前から産後までの継続した相談対応や
沐浴指導等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

妊娠・出産包括支援事業
（産後ケア事業）

産後８週未満の産婦を対象に、広島市が委託する産婦
人科や助産院において宿泊や通所による母体・乳児の
ケア及び育児に関する指導等、又は自宅へのヘルパー
派遣による家事や育児等の支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

不妊治療に対す
る支援の充実 不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けている夫婦に対して、治療費の一

部を助成する。
こども未来局
こども・家庭支援課

③　妊産婦・乳幼児の健康管理の推進
　　妊産婦の心身の状態や乳幼児の発達状況等を定期的に確認し、妊産婦や乳幼児の健康を守り、増進するととも

に、必要に応じて適切な支援につなげていくため、様々な健康診査等を継続的に実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

妊産婦の健診の
実施

妊婦一般健康診査 妊婦の健康を保持するため、医療機関（産婦人科）に
委託して健康診査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

妊婦歯科健康診査 妊婦及び生まれてくる子どもの歯と口の健康を保持す
るため、歯科医療機関に委託して歯科健康診査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

産婦健康診査
産後うつの予防や新生児への虐待予防を図り、産婦の
健康を保持するため、医療機関（産婦人科）に委託し
て健康診査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課
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乳幼児の健診の
実施

先天性代謝異常等検査

ある種の酵素が不足する先天性代謝異常等の20疾患
を早期に発見し、適切な治療につなげるため、生後２
～７日の新生児を対象に血液を採取し、専門の検査機
関で検査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

新生児聴覚検査
聴覚障害を早期に発見し、適切な支援につなげるため、
生後28日未満の新生児を対象に、医療機関に委託し
て新生児聴覚検査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

乳児一般健康診査 乳児の健康を守り増進するため、医療機関に委託して
健康診査を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

４か月児健康相談
疾病の予防や健康の保持増進を図るため、４か月の乳
児を対象に、小児科医師、保健師、栄養士等による集
団健康相談を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

１歳６か月児健康診査

身体発育・精神発達の面で行動や機能等がはっきりし
てくる１歳６か月児を対象に、内科・歯科及び心理面
の健康診査を行い、異常の早期発見、生活習慣の自立、
むし歯の予防、栄養及び育児に関する相談・助言を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

３歳児健康診査

幼児の心身の発達の上で特に重要な時期に当たる３歳
児を対象に、内科・歯科及び心理面の健康診査、視聴
覚検査を行い、異常の早期発見、生活習慣の自立、む
し歯の予防、栄養及び育児に関する相談・助言を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

５歳児発達相談

就学後の適切な支援に結び付けるため、子どもの発達
及び行動について不安を抱えている５歳児の保護者を
対象に、各区の保健センターにおいて、心理相談員等
による個別相談を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

④　小児救急医療体制の維持・確保
　　子どもが体調を崩した際に、適切な医療を受けられるよう、受診・相談先等の子どもの急病時に役立つ情報の提

供や、救急医療体制の確保を行います。また、妊産婦や新生児が適切に医療を受けられるよう、周産期の母子医療
体制の確保に努めます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

情報提供の推進 小児救急適正受診啓発事業
急病時の電話相談事業等について掲載したマグネット
シートを各保健センターで配布し、小児救急医療の適
正受診を図る。

健康福祉局
医療政策課

救急医療体制の
確保 小児救急医療体制の確保

舟入市民病院の小児科救急診療（24時間・365日）、
安佐市民病院の小児科夜間救急医療（日曜日（８月６
日及び年末年始を除く。）の18～22時）等を実施する。

健康福祉局
医療政策課

周産期母子医療
体制の確保

広島市民病院での総合周
産期母子医療センターの
運営

母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児
集中治療管理室を含む新生児病棟を備え、危険度の高
い妊産婦や新生児に対する高度な医療を24時間365
日体制で実施する。

健康福祉局
医療政策課
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基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑵　乳幼児期の教育・保育の総合的な推進

【現状と課題】
　○　我が国では、女性の就業率の上昇や核家族化の進展等に伴い、大都市を中心に平成31年４月１日現在で

16,772人の待機児童が発生しており、待機児童の早期の解消は大きな課題となっています。本市においても、
乳幼児数が減少している一方で、保育園入園児童数は増加しており、待機児童数は近年減少しているものの平成
31年４月１日現在で36人となっており、今後も引き続き、ハード・ソフト両面からの総合的な取組を進めてい
く必要があります。

　○　今後も乳幼児数の減少が続けば、女性の就業率の上昇等に伴う要保育率の上昇を加味しても、数年後には保育
需要が減少に転じることが予想されています。

　○　本市の私立の保育園・認定こども園・幼稚園の園数は、公立の園数の２倍を超えるまでになっており、本市の
幼児教育・保育の推進に当たって非常に重要な役割を担っています。

　○　乳幼児期が生涯に渡る人格形成の基礎が培われる重要な時期であることから、全ての子どもに対して、遊びや
生活の中で、将来の学びにつながる質の高い教育・保育を行う必要があります。

　○　さらに、ニーズ調査によると、就学前児童の保護者の40%以上が、本市における多様な保育サービスの充実
を求めています。

　○　こうしたことから、幼児教育・保育の充実に向けて令和２年３月に策定した「広島市幼児教育・保育ビジョ
ン」に基づき、少子化の進展に伴い乳幼児数が更に減少していく中にあっても、公立・私立、幼稚園と保育園等
を問わず、全体最適の視点に立って、幼児教育・保育の一体的な質の向上を図るとともに、長期に渡って持続可
能な提供体制の構築に取り組む必要があります。そして、その提供体制を基盤として、幼児一人一人の特性に応
じた教育・保育、幼稚園教諭・保育士等の有する専門的な知識や経験を活かした相談支援、小学校との円滑な接
続など、全ての乳幼児が質の高い教育・保育を受けられる体制づくりや、保護者のニーズの多様化に的確に対応
できるよりきめ細かな幼児教育・保育サービスの提供を推進していく必要があります。

【主な施策展開】
①　保育園入園待機児童の解消
　　待機児童を早期に解消するため、直近の保育需要に対応したハード整備による受入枠の拡大や受入枠を効率的に

活用するための情報提供等に取り組むとともに、就職支援や保育士の負担軽減など安定的な保育士確保に向けた取
組を引き続き実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

受入枠の拡大・
活用

民間保育園等整備補助
地域の保育需要に応じて、民間保育園の新設・分園・
増築整備や幼稚園の認定こども園化、小規模保育事業
所の新設などの保育園等の整備に対する補助を行う。

こども未来局
保育指導課

認可外保育施設認可化移
行支援事業

認可保育園等へ移行するための認可化移行計画を策定
した認可外保育施設に対し、認可基準を満たすために
必要な経費等の補助を行う。

こども未来局
保育指導課

保育サービス相談事業

待機児童解消に向けて、各区役所に保育サービスアド
バイザーを配置し、一時預かり事業や幼稚園預かり保
育など多様な保育サービスや希望する保育園以外の通
園可能な保育園の情報提供を行い、保育ニーズと保育
サービスを適切に結び付ける。

こども未来局
保育指導課

安定的な保育士
確保

保育士合同就職説明会の
開催

私立保育園等が安定的に人材を確保できるよう、市内
の私立保育園等合同の就職説明会を年２回開催する。

こども未来局
保育指導課

学生と若手保育士の交流
会の開催

保育現場の様子等を理解した上で就職活動に臨むこと
ができるよう、養成校の学生を対象に、若手保育士と
の交流会を開催する。

こども未来局
保育指導課
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安定的な保育士
確保

保育士就職体験マッチン
グ支援事業

就職先の選択肢を増やし、ミスマッチによる早期離職
を防止するため、養成校の学生を対象に、保育園等で
の就職体験を実施する。

こども未来局
保育指導課

公立保育園等ICT化推進
事業

公立保育園等における保育士の負担軽減等を図るた
め、保育に関する計画・記録の作成業務等をICT化す
る保育システムを導入するとともに、タブレット端末
等を配置する。

こども未来局
保育指導課

私立保育園等ICT化推進
等事業

保育士の負担軽減等を図るため、保育に関する計画・
記録の作成業務等をICT化する保育システムの導入や
園内事故防止に資する機器購入に要する費用を補助す
る。

こども未来局
保育指導課

保育補助者雇上強化事業 保育士の負担軽減を図るため、保育補助者を雇用して
いる保育園等に対し、必要経費を補助する。

こども未来局
保育指導課

保育士等処遇改善事業 私立保育園等に対し、国の公定価格に上乗せ補助を行
う。

こども未来局
保育指導課

保育・介護人財サポート
事業

地元企業、事業者、市が協力し、保育・介護人材に対
して買物支援サービスを行い、実質的な処遇改善を図
る。

こども未来局
保育指導課
経済観光局
雇用推進課

高校生保育魅力体験事業 保育士の仕事の魅力を実感してもらうため、高校生に
保育士の仕事を体験する機会を提供する。

こども未来局
保育指導課

私立保育園等１・２歳児
受入促進事業

待機児童の大部分を占める１・２歳児の受入れを促進
するため、その受入増を行った保育園等に対し、国の
公定価格では不足する人件費の補助及び受入増に係る
成果報酬を支給する。

こども未来局
保育指導課

②　幼児教育・保育の充実
　　質の高い幼児教育・保育が受けられる体制づくりを進めるため、職員研修や乳幼児教育保育支援センターでの各

種取組等を通じて、幼稚園教諭・保育士等の資質向上に取り組みます。また、令和元年10月から開始した幼児教
育・保育の無償化について、国の指導監督基準を満たさない認可外保育施設も、当面の間対象となること等を踏ま
えつつ、適正な保育内容や保育環境、子どもの安全等が確実に確保できるよう、認可外保育施設も含めた保育施設
への指導監督等を行います。また、保護者のニーズに柔軟に対応するため、延長保育、一時預かり、障害児保育等
の保育サービスを提供します。さらに、令和２年３月に策定した「広島市幼児教育・保育ビジョン」に基づき、公
立・私立、幼稚園・保育園等を問わず、全体最適の視点に立って、幼児教育・保育の一体的な質の向上及び持続可
能な提供体制の構築について具体的な取組を検討し、可能なものから実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

職員の資質向上

乳幼児教育保育支援セン
ターによる人材育成

乳幼児教育保育支援センターにおいて、豊富な経験や
知識を持つ乳幼児教育保育アドバイザーを活用し、幼
稚園教諭・保育士等の人材育成に取り組む。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
教育企画課

保育園等職員の資質向上

保育士等を対象に階層別研修、職場研修・派遣研修等
を行い、資質の向上を図る。また、各園の実態に合っ
た職場環境の改善や保育内容の充実を図るため、園別
研修を実施する。

こども未来局
保育指導課

施設への指導監
督等

認可保育施設の指導監督
認可保育施設において適正な保育内容及び保育環境が
確保されているか否かを確認し、必要な指導を行うた
め、原則として年１回立入調査を実施する。

こども未来局
保育指導課

認可外保育施設の指導監
督・研修

認可外保育施設において適正な保育内容及び保育環境
が確保されているか否かを確認し、必要な指導を行う
ため、原則として年１回立入調査を実施するとともに、
研修を実施する。

こども未来局
保育指導課

きんさい！みんなの保育
園事業（認可外保育施設
等との交流）

認可外保育施設の子どもを保育園に招き、保育園児と
の交流を行うとともに、認可外保育施設の職員に対し
て保育内容等に関する情報提供を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課
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施設への指導監
督等

【再掲】認可外保育施設
認可化移行支援事業

認可保育園等へ移行するための認可化移行計画を策定
した認可外保育施設に対し、認可基準を満たすために
必要な経費等の補助を行う。

こども未来局
保育指導課

多様な保育サー
ビスの提供

延長保育 保護者の勤務時間や通勤時間を考慮して、通常（昼間）
保育の後、１時間、２時間又は４時間の保育を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

休日保育 保護者が勤務しているなどの理由により、休日におい
ても保育が必要な乳幼児の保育を実施する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

一時預かり（預かり保育）

保護者の労働・傷病等のやむを得ない理由及び保護者
の子育てに伴う心理的、肉体的負担を解消する等の私
的理由などにより一時的に保育が必要になった乳幼児
の保育を行う。また、幼稚園に入園している幼児を対
象に、通常の教育時間の前後や夏休み等の長期休暇期
間に保育を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

病児・病後児保育
保育園に通園している乳幼児等が病気の回復期等で集
団保育が困難な期間、医療施設等に付設された保育室
において一時的に預かる。

こども未来局
保育指導課

障害児保育

障害のある子どもを保育園等に受け入れ、健常な子ど
もとの集団保育を行い、成長を促進する。また、地域
子ども・子育て支援事業の「多様な事業者の参入促進・
能力活用事業」を実施する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

発達支援コーディネー
ターの養成

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、
発達支援コーディネーター（保育園等における発達障
害児支援のリーダー）を養成する。

こども未来局
保育指導課、こど
も・家庭支援課

幼児教育・保育
の一体的な質の
向上等

広島市幼児教育・保育ビ
ジョンを踏まえた取組の
検討・実施

「広島市幼児教育・保育ビジョン」に掲げる施策の方
向性に沿った取組について検討を進め、おおむね10
年間の実施方針を策定した上で、可能なものから実施
する。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
教育企画課

幼保小連携の推進

幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図るた
め、各小学校区に設置した幼保小連携推進委員会を中
心に、スタートカリキュラム等に基づく取組を推進す
るとともに、幼稚園教諭・保育士等及び小学校教員を
対象とした研修会等を実施する。

こども未来局
保育指導課
教育委員会
指導第一課

③　私立保育園・認定こども園・幼稚園への支援
　　私立の保育園、認定こども園の運営基盤の安定や更なる魅力の向上等に向け、保育士の確保やサービス向上、施

設の老朽化対策等に必要な経費の一部について助成を行います。また、私学教育の振興を図る観点から、私立幼稚
園における研修や教材教具の整備等に必要な経費の一部について助成を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

私立保育園等へ
の助成

私立保育園等の運営基盤
の強化

私立保育園等の運営における職員の処遇改善、保育士
の加配、運営費の確保に係る経費に対し、助成を行う。

こども未来局
保育指導課

私立保育園等の魅力向上
等事業

保護者の利便性の向上や保育の見える化等を図るた
め、スマートフォンアプリを導入して、保護者への情
報発信に取り組む保育園等に対し、必要経費を補助す
るとともに、保育士の業務負担軽減策を検討する。

こども未来局
保育指導課

【再掲】私立保育園等１・
２歳児受入促進事業

待機児童の大部分を占める１・２歳児の受入れを促進
するため、その受入増を行った保育園等に対し、国の
公定価格では不足する人件費の補助及び受入増に係る
成果報酬を支給する。

こども未来局
保育指導課

私立保育園休日保育事業
補助

休日保育を実施している私立保育園において、国が公
定価格で定めた上限人数（年間延べ1,050人）を超え
て受入れを行った場合に、超過相当額を補助する。

こども未来局
保育指導課

民間保育園整備補助（改
築・大規模修繕分）

老朽化に伴う耐震化対策のための大規模修繕等を行う
場合に、一定の範囲で補助を行う。

こども未来局
保育指導課

私立幼稚園への
助成 私立幼稚園振興事業補助 教職員の研修及び教材教具の整備に係る経費の一部を

補助する。
教育委員会
学事課
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基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑶　個に応じたきめ細かな質の高い教育の推進

【現状と課題】
　○　社会環境が大きく変化する中、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成すること

が求められています。こうした中、本市では、子どもたちが「心身ともにたくましく思いやりのある人」として、
その可能性を最大限に発揮することができるようにするため、確かな学力、豊かな心、健やかな体、平和を希求
する心、互いの違いを認め合う能力、豊かなコミュニケーション能力などの育成を目指す教育を推進しています。

　○　本市の特色ある教育として、平和教育プログラムに基づき、平和に対する自分の考えや願い等を適切に表現す
る力を身に付けさせるなど、平和教育を推進しています。

　○　特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒は、令和元年５月１日現在で市立幼稚園、小・中学校の通常の
学級、高等学校及び中等教育学校に約6,000人、市立小・中学校の特別支援学級に2,612人、広島特別支援学校
（小・中学部及び高等部）に560人、それぞれ在籍しており、自立や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニー
ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、より一層適切な指導及び必要
な支援を行う必要があります。また、日本語能力や不登校など、多様なニーズに丁寧に対応し、一人一人の児童
生徒の能力・可能性を最大限に育成する必要があります。

　○　これらの本市における教育を推進するための基盤として、実情に応じた教職員配置やその資質・能力の向上に
取り組むとともに、学校施設の老朽化対策など、教育環境の充実に取り組む必要があります。

　○　さらに、教職員が児童生徒に向き合う時間を十分に確保することなどにより、児童生徒に対する総合的な指導
を持続的に行うことのできる学校教育体制を構築する必要があります。

　（注 ）「特別支援教育」については、社会的支援の必要性が高い子どもに対する支援であることにも着目し、本計画では、「基本的視点
２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実」の「重点施策⑶　障害のある子どもに対する支援」にお
いても記載しています。

　　　 　また、同様に、「いじめ・不登校等対策」及び「外国にルーツを持つ子ども等への支援」については、それぞれ「基本的視点２　
社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実」の「重点施策⑷　いじめ・不登校等対策の推進」、「重点施策
⑺　外国にルーツを持つ子ども及びその保護者に対する支援」においても記載しています。

【主な施策展開】
①　確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進
　　児童生徒の生きる力を育むため、児童生徒一人一人の課題に応じたきめ細かな指導を計画的に行うことによる確

かな学力の向上、学校教育活動全体を通じた人生をよりよく生きるための基盤となる豊かな人間性や社会性などの
道徳性の育成、基礎的な体力、運動能力の向上を図るとともに、生涯に渡って健康な生活を送るために必要な力を
育成し、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を推進します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

確かな学力を育
む教育の推進

学力向上の推進

一人一人の児童生徒が、確かな学力、異文化への理解
に資する英語力、豊かなコミュニケーション能力を身
に付け、可能性を最大限に発揮できるよう、きめ細か
な指導を行うとともに、効果的な指導方法等に関する
実践研究を行い、その成果を普及する。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

少人数教育の推進

基本的な生活習慣の確立と基礎・基本の学力の確実な
定着を図り、個性や能力を伸長させる教育の充実等を
図ることを目的に、児童生徒の発達段階や教科の特性
等を踏まえて、義務教育９年間を見通した少人数によ
る個に応じたきめ細かな指導を推進する。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課
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豊かな心を育む
教育の推進

道徳教育の推進
学校教育活動全体を通じて、児童生徒の人間としての
在り方についての自覚を深め、他者と共によりよく生
きるための基盤となる、豊かな人間性や社会性などの
道徳性を育む。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

生徒指導体制の強化・充実

いじめや不登校の早期発見・早期対応等を行うため、
全ての小・中・高等学校等に生徒指導主事を配置する
とともに、「教育相談・支援主任」を校内組織に位置
付けて、生徒指導体制の充実・強化を図る。
また、管理職や生徒指導主事等を対象として、いじめ
を未然に防止し、早期発見・早期対応するための力量
の向上を目的とした研修を実施する。

教育委員会
教職員課、生徒指
導課、教育センター

「広島市いじめ問題対策
連絡協議会」の開催

いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を強化する
ため、「広島市いじめ問題対策連絡協議会」を開催する。

教育委員会
生徒指導課

「広島市いじめ防止対策
推進審議会」の開催

本市の基本指針に基づくいじめの防止等のための対策
に関する重要な事項を調査審議するため、「広島市い
じめ防止対策推進審議会」を開催する。

教育委員会
生徒指導課

健やかな体を育
む教育の推進

体力向上の推進
体育の授業改善を進めることにより、児童生徒の基礎
的な体力、運動能力を向上させ、生涯に渡って運動に
親しむ習慣や意欲を育む。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

学校における保健教育の
推進

生涯に渡って健康な生活を送るために必要な力を育成
するため、がん教育、薬物乱用防止教育等について体
育・保健体育などの教科学習を中心として学校の教育
活動全体を通じた体系的な保健教育を充実するととも
に、多様化・深刻化する子どもの健康課題に対応する
ため、学校・家庭・地域の専門機関等の連携を推進する。

教育委員会
健康教育課

学校における食育の推進

子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣
を身に付けることができるよう、学習指導要領に基づ
き、小・中・高等学校等における各教科等を通じた食
育を推進する。その際、小・中学校等においては、学
校給食を活用した実践的な指導を行うなど、栄養教諭
を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育の充
実を図る。

教育委員会
健康教育課

学校給食の充実

老朽化する自校調理場や給食センターへの対応、デリ
バリー給食の解消、より安全でより効率的、かつ持続
可能な提供体制の構築といった様々な課題をトータル
で解決するための取組を進め、市立小・中学校におけ
る全ての子どもたちに温かくておいしい給食を提供する。

教育委員会
健康教育課

学校における安全教育の
推進

日常生活で起こる事件・事故や様々な自然災害につい
て、安全に関する資質・能力を確実に育むことができ
るよう、児童生徒等の発達の段階や、学校、地域の実
情等を考慮した安全教育の推進を図る。

教育委員会
健康教育課

②　多様な教育の推進
　　特色ある教育として、被爆者の体験や平和への思いを次世代に確実に継承していくこと、平和に対する自分の考

えや願い等を適切に表現する力を身に付けることなどに重点を置いた平和教育を推進し、国際平和文化都市の一員
として、世界恒久平和の実現に貢献する意欲や態度を育成します。

　　また、障害のある児童生徒に対し、自立や社会参加に向け一人一人の教育的ニーズを把握して適切な教育的支援
を行うとともに、外国にルーツを持つ児童生徒等に対しては、日本語で学校生活を営み、学習に取り組めるように
なるための指導、不登校・不登校傾向の児童生徒に対しては、個々の状況に応じたきめ細かな支援を行うなど、多
様なニーズに応じた教育機会を提供します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

平和教育の推進 こどもたちの平和学習推
進事業

学校において「被爆体験を聴く会」、「平和を考える集
い」を開催するなど、被爆体験を原点とする学習を発
達段階に応じて行い、被爆体験・戦争体験の継承を図
る。また、平和記念日に焦点を当てた平和学習につい
ては、全校又は学年単位で行うことで、取組の更なる
充実を図り、世界恒久平和の実現に貢献する意欲や態
度を育成する。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課
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平和教育の推進 小・中・高校生によるヒ
ロシマの継承と発信

平和についての思いや願いをメッセージとして発信す
る「こどもピースサミット（小学校６年）」や英語で
発信する「中学生による『伝えるHIROSHIMAプロジェ
クト』」、また、小・中・高校生が演劇や歌等で表現す
る「ひろしま子ども平和の集い」などの取組を通して、
平和についての意識の高揚を図る。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

特別支援教育の
推進

特別支援教育の充実

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対し
て、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」に
基づき、適切な指導及び必要な支援の充実を図る。
また、全ての幼児児童生徒が、障害の有無やその他個々
の違いを認識しつつ生き生きと活躍できるよう、イン
クルーシブ教育を推進する。
さらに、専門家チームによる巡回相談指導の実施や学
習サポーター・特別支援教育アシスタントの配置など、
指導体制の充実を図るとともに、適切かつ効果的な指
導が行えるよう、ICTの利活用を推進する。

教育委員会
特別支援教育課

広島特別支援学校におけ
る教育の充実

将来の自立や社会参加に必要な知識や技能等を身に付
けさせるため、「個別の教育支援計画」や「個別の指
導計画」に基づき知的障害の特徴及び特性等を踏まえ
た適切な指導及び必要な支援の充実を図る。
特に、高等部においては、３年間を通して、卒業後の
社会的・職業的な自立に資するため、職場見学や職場
実習などの職業教育の充実を図る。

教育委員会
特別支援教育課

外国人児童生徒
等に対する教育
の推進

就学案内の実施

多言語による就学案内を作成し、毎年９月に、翌年度
に小学校入学相当の年齢に達する外国籍の子どもがい
る家庭に送付するとともに、家庭に学齢相当の外国籍
の子どもがいる転入者に対し、転入手続時に区役所及
び出張所において配付する。

教育委員会
学事課

帰国・外国人児童生徒に
対する教育の推進

日本語指導協力者や教育相談員を派遣し、日本語指導
を主とした基礎的な学力補充を行うとともに、教職員や
保護者への相談活動や助言を行う。また、日本語指導
コーディネーターを拠点校に配置し、外国人の児童生
徒の実態把握の方法や、個に応じたきめ細かな日本語
指導の方法などを助言するための巡回訪問指導を行う。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

不登校・不登校
傾向児童生徒対
策の推進

【再掲】生徒指導体制の
強化・充実

いじめや不登校の早期発見・早期対応等を行うため、
全ての小・中・高等学校等に生徒指導主事を配置する
とともに、「教育相談・支援主任」を校内組織に位置
付けて、生徒指導体制の充実・強化を図る。
また、管理職や生徒指導主事等を対象として、いじめ
を未然に防止し、早期発見・早期対応するための力量
の向上を目的とした研修を実施する。

教育委員会
教職員課、生徒指
導課、教育センター

ふれあいひろばの運営
（不登校等対策ふれあい
事業）

全ての市立小・中学校に「ふれあいひろば」を設置
し、登校はできるが教室に入るのが難しい児童生徒に
対し、ふれあいひろば推進員と教員が連携して相談活
動や学習支援を行う。

教育委員会
生徒指導課

ふれあい教室（不登校児
童生徒適応指導教室）の
運営

市内４か所に「ふれあい教室」を設置し、指導員等が
学校と連携しながら、学校に行くことができない児童
生徒に対して、相談活動や学習指導を行う。

教育委員会
生徒指導課

人権教育の推進 学校における人権教育の
推進

児童生徒がその発達段階に即し、自分の大切さととも
に他の人の大切さを認めることができるよう、各教
科、特別活動等の特質に応じ、教育活動全体を通じて、
LGBTなど現代的な課題を含む人権尊重の意識を高め
る取組を行う。
また、教職員を対象として、LGBTに係る適切な理解
を含む人権尊重の理念について認識を深めるととも
に、指導力の向上を図るための研修会や公開研究会等
を実施する。

教育委員会
健康教育課、指導
第一課、指導第二
課

中 山 間 地・ 島
しょ部の小・中
学校における特
色ある教育の推
進 

中山間地・島しょ部の小・
中学校における特色ある
教育の推進 

小・中一貫教育校（似島・戸山・阿戸）における特色
ある教育を展開するとともに、いきいき体験オープン
スクールを実施する。 

教育委員会 
教育企画課、指導
第一課、指導第二
課
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③　教育環境の充実
　　本市における教育を推進するための基盤を整備するため、教職員配置の充実及び資質・能力の向上、学校施設の

老朽化対策などに取り組むとともに、児童生徒に対する総合的な指導を持続的に行うことのできる学校教育体制を
構築します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

教職員配置の充
実及び資質・能
力の向上

教職員配置の充実
少人数学級編制や生徒指導体制の強化、外国語科導入
に伴う小学校英語専科指導の充実など、本市の課題解決
に向けた取組を推進するため、教職員配置の充実を図る。

教育委員会
教職員課

教職員研修の実施
教職員の資質・能力の向上に向け、「校長及び教員と
しての資質の向上に関する指標」に基づき、経験年次
研修等を実施する。

教育委員会
教職員課、指導第
一課、指導第二課、
教育センター

【再掲】生徒指導体制の
強化・充実

いじめや不登校の早期発見・早期対応等を行うため、
全ての小・中・高等学校等に生徒指導主事を配置する
とともに、「教育相談・支援主任」を校内組織に位置
付けて、生徒指導体制の充実・強化を図る。
また、管理職や生徒指導主事等を対象として、いじめ
を未然に防止し、早期発見・早期対応するための力量
の向上を目的とした研修を実施する。

教育委員会 
教職員課、生徒指
導課、教育センター 

【再掲】特別支援教育の
充実

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対し
て、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」に
基づき、適切な指導及び必要な支援の充実を図る。
また、全ての幼児児童生徒が、障害の有無やその他個々
の違いを認識しつつ生き生きと活躍できるよう、イン
クルーシブ教育を推進する。
さらに、専門家チームによる巡回相談指導の実施や学
習サポーター・特別支援教育アシスタントの配置など、
指導体制の充実を図るとともに、適切かつ効果的な指
導が行えるよう、ICTの利活用を推進する。

教育委員会
特別支援教育課

家庭、地域、学
校の連携・協働
による教育活動

学校協力者会議の充実等

学校協力者会議において、学校教育活動について提言
を行うとともに、学校関係者評価を実施し、特色ある
学校づくりや開かれた学校づくりを推進する。
さらに、学校として目指すべき教育の在り方を家庭や
地域と共有し、その連携及び協働の下に教育活動を充
実させていくため、「学校運営に関する基本的な方針
等の承認」、「学校運営等に関する意見の申し出」など
の機能を備える学校運営協議会への移行を図る。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

まちぐるみ「教育の絆
きずな

」
プロジェクトの実施

学校と家庭・地域が連携して子どもの健やかな成長を
図るため、地域コーディネーターを中心として、家庭・
地域による教育支援活動及び学校による地域貢献活動
を推進する。

教育委員会
指導第二課

ふれあい活動推進事業
中学校区を単位として、教職員、PTA、地域団体の代
表者等からなる「ふれあい活動推進協議会」を設置し、
家庭・学校・地域の情報交換及び啓発・体験活動等を行う。

教育委員会
生徒指導課

学校施設・設備
の整備

学校施設の老朽化対策等

主たる校舎が建設後30年以上経過した学校が全体の
９割を超えることから、計画的に老朽化対策及び長寿
命化に取り組むため、学校施設の長寿命化計画を策定
し、これに基づき改修・改築等に取り組む。

教育委員会
施設課

ICT環境の整備・活用の
促進

ICTを効果的に活用した分かりやすく深まる授業づく
りを推進するための指導方法の研究、教材開発に取り
組み、その成果を全校に普及させるとともに、多様な
ニーズに対応できるよう、ICT機器の整備と利活用の
推進に努める。

教育委員会
教育企画課、指導
第一課、指導第二
課、特別支援教育
課

学校における働
き方改革の推進

広島市の学校における働
き方改革推進プランの推
進

教職員の勤務時間外の在校時間と年次有給休暇に関す
る目標の達成に向けて、中学校の部活動において専門
的な指導や週休日の大会引率などを行う部活動指導員
や教員の事務補助を行うスクールサポートスタッフの
配置などに取り組む。

教育委員会
全課



 31 

第
4
章

施
策
展
開

基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑷　放課後等の子どもの居場所の確保

【現状と課題】
　○　ニーズ調査によると、就学児童の母親の73.1％がフルタイム又はパートタイム・アルバイトとして就労中で

す。また、就労していない就学児童の母親のうち63.0％が、近い将来の就労を希望しています。
　○　調査結果を反映するように昼間に保護者が家にいない家庭の子どもは増加しており、このような状況に加えて

児童福祉法の改正による受入対象学年の上限の６年生への拡大（平成27年度）により、近年、放課後児童クラ
ブの利用を希望する児童は急増しています。これに伴い、令和元年５月１日現在では85人の待機児童が生じて
います。

　○　さらに、同調査によると、自身の子ども時代に比べて、子どもの遊び環境を不満と感じている割合は、就学
前児童の保護者が約50％、就学児童の保護者が約60％となっており、その理由として「自然に触れ合える場が
ない」や「近所に遊び場がない」などが多くなっています。また、どんな遊び場があればいいかという設問に対
して、多くの保護者が、「悪天候でも遊べる屋内の遊び場」、「気兼ねなくボール遊びなどができる広いグラウン
ド・広場」、「遊具が充実した遊び場」と回答しています。

　○　こうしたことから、放課後等の子どもの居場所や子どもたちが安心して遊べる環境の確保に取り組む必要があ
ります。

【主な施策展開】
①　放課後等の居場所の確保
　　放課後や長期休業中に子どもが安心して活動し、過ごすことができるよう、放課後児童クラブのクラスの増設な

どによる居場所の確保に努めます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

放課後等の居場
所の確保

放課後児童クラブの運営

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対
し、その健全な育成を図るため、適切な遊び及び生活
の場を提供する。また、保護者のニーズに対応するた
め、一定の利用者負担を前提にして、更なるサービス
向上について検討する。

教育委員会
放課後対策課

放課後児童クラブ職員等
専門研修

児童の健全育成に必要とされる実務的な知識及び技能
を習得させるため、職員の研修を行う。

教育委員会
放課後対策課

民間放課後児童クラブ運
営費等補助

学校施設の活用等による放課後児童クラブの増設が困
難な地区において、民間事業者に対する補助を行い、
クラスの大規模化や過密化に対応する。

教育委員会
放課後対策課

放課後子供教室の運営
小学校の余裕教室や児童館等を活用して、地域との連
携・協働により、放課後学習の支援や様々な体験・交
流活動を実施する。

教育委員会
放課後対策課

特別支援学校放課後対
策・いきいき活動事業

障害児を持つ親の就労支援、家族の一時的な休息など
を目的として、放課後及び長期休暇中に、特別支援学
校内で児童・生徒を預かり、安全な活動の場と有意義
な時間を提供する。

健康福祉局
障害自立支援課

ファミリー・サポート・
センター事業

保護者の仕事や急用等の際の子どもの一時預かりや送
迎など、子育て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）との間の調整を行うこと
により、地域における子育てに関する相互援助活動を
促進する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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②　遊び環境の確保
　　子どもが遊びを通じて様々な体験をしながら、心身共に健全に成長していけるよう、児童館や公園等の子どもが

安心して遊べる場の確保に努めます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

安心して遊べる
環境づくり

児童館の整備
児童館未整備学区について、学校の余裕教室の活用や
建築仕様の見直しなどによる経費の縮減を図りなが
ら、その早期解消に向けた計画的な整備を行う。

教育委員会
放課後対策課

児童館の運営

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとと
もに、情操を豊かにすることを目的とし、遊びの指導
や行事を通じた体験活動などを行うほか、児童の健全
育成を目的とする活動の支援を行う。

教育委員会
放課後対策課

【再掲】放課後児童クラ
ブ職員等専門研修

児童の健全育成に必要とされる実務的な知識及び技能
を習得させるため、職員の研修を行う。

教育委員会
放課後対策課

放課後プレイスクール事業
児童館未整備学区において、児童の健全育成を図るた
め、学校施設等を活用して、地域の担い手による放課
後等の安全・安心な子どもの遊び場の確保を行う。

教育委員会
放課後対策課

公園・緑地整備 子どもの安全・安心な遊び環境の充実に寄与する公園・
緑地の整備を行う。

都市整備局
公園整備課

ちびっこ広場の整備 街区公園・近隣公園等の補完的施設として、子どもの
心身の健全な発達を図るため、遊び場を整備する。

健康福祉局
地域福祉課
教育委員会
育成課

冒険遊び場事業

子どもが自然に触れながら遊びの中で、創造性、社会
性、危機回避能力を身に付けていく場（冒険遊び場）
について、基幹パークにおける定期的な開催のほか、
基幹パークと地域等との連携・協働による地域の身近
な場所での冒険遊び場づくりを促進する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑸　青少年の健全な心身の育成と社会性のかん養

【現状と課題】
　○　本市の15歳から19歳の女性人口千人当たりの人工妊娠中絶率は、平成25年度の8.2‰（パーミル）から平成

30年度は5.0‰へと減少しています。望まない妊娠や児童虐待の未然防止のためには、子どもの頃から生命の大
切さや性・性感染症予防に関する正しい知識を普及していくことが重要です。また、早い時期から継続的に飲
酒・喫煙・薬物乱用の防止対策に取り組むとともに、食を大切にし、食を楽しむ心を育てる観点も踏まえなが
ら、引き続き思春期保健等の推進に取り組んでいく必要があります。

　○　また、青少年指導員の地域内巡回による補導少年数は、平成27年度の1,507人から平成30年度は1,112人へ
と減少しており、警察が検挙・補導した非行少年数も、平成27年の796人から平成30年は458人へと減少して
います。引き続き、早い時期から継続的に暴走族・犯罪等の防止対策を推進する必要があります。

　○　さらに、本市では、「未来を担う子どもの育成こそが、これからの広島の発展の礎となる」という考え方の
下、青少年の育成に取り組んでおり、今後も、様々な体験・経験や他者との交流等ができる場を提供し、他人を
尊重し思いやることのできる豊かな心を育むとともに、こうした活動等を通じて子どもの持つ力を引き出しなが
ら、主体性・自立性・社会性に富む大人への成長を促す必要があります。

【主な施策展開】
①　思春期保健等の推進
　　心も身体も急激に変化し成長する思春期特有の様々な問題に適切に対応できるよう、講演会の開催やリーフレッ

トの配布、適切な性教育など、正しい知識の習得を促進します。また、未成年者の飲酒や喫煙、薬物乱用を防止す
るため、幼児児童生徒、学生に対して、発達段階に応じ、これらの害についての周知を行うとともに、未成年者を
取り巻く大人に対しても啓発を行います。さらに、教育・保育の様々な機会を捉えて、積極的に食育を推進しま
す。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

正しい知識の習得

思春期保健対策事業
小中学生を対象に乳幼児とのふれあい体験の機会を提
供し、高校・大学生等を対象に思春期保健に関する講
演会を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

思春期を対象としたメン
タルヘルスのカードの作
成・配付

思春期を対象としたカード「ひとりで悩まないで～中
学生・高校生のあなたへ～」を作成し、市内の市立、
県立、私立中学校及び高校の1年生に配付する。

健康福祉局
精神保健福祉セン
ター

デートDV防止対策

交際相手からの暴力（デートDV）に対する正しい理
解と予防啓発を目的とした内容のパンフレットを作成
し、市内の高校１年生、大学及び短期大学等に配付す
る。また、啓発用のパネルをイベント等において掲出
する。

市民局
男女共同参画課

思春期精神保健に関する
相談指導

思春期相談や診療、中・高等学校教員への技術援助・
研修の実施や市立高校精神保健連絡会を開催する。

健康福祉局
精神保健福祉セン
ター

飲酒・喫煙の害
の啓発

学校における飲酒・喫煙
防止教育の推進

各保健センターが、小・中・高等学校、大学、専修学
校等と連携して、児童生徒や学生等への飲酒・喫煙防
止教育を実施する。

健康福祉局
健康推進課

未成年者の禁酒・禁煙を
徹底する環境づくり

関連団体、関連事業者、行政により構成する「広島市
未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会」に
おいて、未成年者の禁酒・禁煙に関する街頭啓発等の
キャンペーンなどを実施する。

健康福祉局
健康推進課

乳幼児の保護者への周知 乳幼児健診において配付するパンフレットに子どもの
受動喫煙の害について掲載し、保護者に周知する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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飲酒・喫煙の害
の啓発

保育園児等に対する喫煙
防止教育

将来の喫煙を防止するために、保育園や認定こども園
等において防煙紙芝居を実施するとともに、保護者へ
チラシ等を配布し、受動喫煙防止や早期防煙教育の必
要性を周知する。

健康福祉局
健康推進課

薬物の危険性の
啓発 薬物乱用防止事業

国、県が作成した薬物乱用防止に関するポスターの市
関係課への配付や、県等が実施する街頭啓発キャン
ペーンに参加する。

健康福祉局
医療政策課

食育の推進

広島市食育推進計画の推進
第３次広島市食育推進計画（平成28年３月策定）に
基づき、健全な食生活を実践する市民を増やすための
食育の取組を進める。

健康福祉局
健康推進課

食育教室、食生活相談

離乳食・食育教室等の開催、乳幼児健康診査等におけ
る食生活指導・相談の実施により、望ましい食生活、
子どもの発達に応じた食事の進め方、調理方法等につ
いて普及啓発を行い、子どもと親の健康づくりを推進
する。

こども未来局
こども・家庭支援課

保育園等における食育の
推進

保育園等の給食や栽培活動、食材に親しむ等の豊かな
体験を通して、乳幼児期の望ましい食習慣の定着を図
る。

こども未来局
保育指導課

②　非行防止対策等の推進
　　子どもが暴力行為や暴走族などの非行等に走ることなく、健全に成長できるよう、市教育委員会と県警察が緊密

な連携により非行防止の総合的かつ効果的な施策を推進するため、市庁舎内に設置した市教育委員会職員と県警察
職員が常駐する少年サポートセンターひろしまを核として、問題行為の早期発見・早期指導、暴走族への加入防止
活動、非行少年等への相談活動・居場所づくりなど、ワンストップで非行防止から立ち直りまでの一貫した支援等
に取り組みます。

　　また、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりを推進するため、青少年を電子メディアから引き離す、電子
メディアを通じて有害情報の閲覧又は視聴をさせないようにする、電子メディアを適正に利用するために必要な知
識及び技能を習得させる取組を推進します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

非行防止活動の
推進

少年相談・立ち直り支援
の実施

電話や面接等により受け付けた相談事案について、非
行少年グループ等への加入防止や離脱に向けての助言
を行うとともに、事件性や非行の程度、また、就学・
就労支援の必要な場合等に、市教育委員会と県警察が
連携して対応し、非行からの立ち直りに向けた支援を
行う。

教育委員会
育成課

居場所づくりの実施

少年サポートルームにおいて、少年のコミュニケー
ション能力を向上させ、ルールを守る社会の一員とし
ての成長を促すため、ボランティア等と一緒に様々な
体験活動を行う。

教育委員会
育成課

学校支援の実施
県警察スクールサポーターとして委嘱された自立支援
相談員等を中学校等に派遣し、少年の非行防止や学校
支援に取り組む。

教育委員会
育成課

街頭補導活動の実施
市教育委員会、県警察、青少年指導員等の連携による
街頭補導活動を行い、問題行為少年の早期発見・早期
指導により、少年の非行防止に取り組む。

教育委員会
育成課

非行防止啓発活動の推進 非行防止や非行からの立ち直りに係る啓発活動を行う
ほか、少年の非行問題に関するセミナー等を開催する。

教育委員会
育成課

ネットパトロールの実施

インターネット上でのいじめ等の早期発見・早期対応
を図るため、職員によるパトロールと併せ、専門業者
によるパトロールを実施し、内容に応じて学校等へ情
報提供を行うほか、事件性のあるものは県警察に通報
するなど、迅速かつ適切に対応する。

教育委員会
育成課

電子メディアと
の健全な関係づ
くりの推進

電子メディアと子どもた
ちとの健全な関係づくり
の推進事業

家庭・学校・地域・事業者が連携し、10オフ運動やノー
電子メディアデーの推進、青少年への携帯電話販売・
安心サポート宣言店の登録及び電子メディアに関する
講習会の開催などの取組を行う。

教育委員会
育成課
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③　子どもの主体性や自立性、社会性を育む機会の充実
　　子どもたちが主体性や自立性、社会性を身に付け、他者との調和が取れる心豊かな大人に成長できるよう、文

化・スポーツ体験や自然体験等ができる機会、家族以外の大人や乳幼児とのふれあいの場、海外の青少年との交流
ができる機会などを提供するとともに、地域で支え合う意識の醸成に努めます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

体験の機会の提供

広島っ子わくわくホリ
デー事業

土・日・祝日に実施される、子どもや親子を対象とす
る様々な体験活動の情報を提供する。

教育委員会
育成課

【再掲】思春期保健対策
事業

小中学生を対象に乳幼児とのふれあい体験の機会を提
供し、高校・大学生等を対象に思春期保健に関する講
演会を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】冒険遊び場事業 

子どもが自然に触れながら遊びの中で、創造性、社会
性、危機回避能力を身に付けていく場（冒険遊び場）
について、基幹パークにおける定期的な開催のほか、
基幹パークと地域等との連携・協働による地域の身近
な場所での冒険遊び場づくりを促進する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

【再掲】放課後子供教室
の運営

小学校の余裕教室や児童館等を活用して、地域との連
携・協働により、放課後学習の支援や様々な体験・交
流活動を実施する。

教育委員会
放課後対策課

文化関係施設における子
どもに関する事業

体験を通じて歴史や科学、交通、芸術等への興味や関
心を高めるため、参加体験型の教室等を実施する。（郷
土資料館・こども文化科学館・江波山気象館・交通科
学館・広島城・現代美術館・区民文化センター・こど
も図書館・各区図書館・映像文化ライブラリー）

市民局
生涯学習課、文化
振興課

スポーツ関係施設におけ
る子どもに関する事業

広域公園陸上競技場、各区スポーツセンター等で子ど
もを対象に、各種教室を開催する。

市民局
スポーツ振興課

広島市小学生スポーツ交
歓大会

サッカー、バレーボール、陸上など７種目の競技につ
いて、スポーツ交歓大会を開催する。

市民局
スポーツ振興課

青少年教育施設の運営

豊かな自然環境の中での集団宿泊生活を通して心身共
に健やかな青少年を育成する。（三滝少年自然の家・
似島臨海少年自然の家・青少年野外活動センター・こ
ども村）
青少年の徳性及び情操を養い、知識を高めるとともに、
自主性を助長することによって、その健全な育成を図
る。（青少年センター）
青年の国際相互理解と国際友好親善を深めるととも
に、自主性を助長することによって、その資質の向上
を図る。（国際青年会館）

教育委員会
育成課

中・高校生ピースクラブ
の開催

被爆の実相を学び、平和に対する見識を高めるととも
に、自ら平和を目指して取り組む力を養い、平和を推
進していく人材の育成を図るため、被爆の実相等を学
ぶ講座やワークショップ等の学習の場を提供する。

市民局
平和推進課

平和学習講座

平和学習講座の講師を小・中・高等学校等に派遣し、
被爆の実相や核兵器廃絶への取組等の平和学習を実施
することにより、児童等の理解を深めるとともに、自
ら平和に取り組む意欲を醸成する。

市民局
平和推進課

学校等における環境美化
教育の推進（環境ポス
ターの募集）

環境教育の一環として、広島市内の小・中学生を対象
に、テーマに基づいたポスターを募集し、環境保全及
び環境美化に対する意識の啓発を図るとともに、優秀
作品は、施設等に掲示し、意識啓発の広報に活用する。

環境局
業務第一課

こどもエコチャレンジ

市内の小学生を対象に、夏休み中に日々の暮らしと地
球温暖化との関わりを知り、省エネ対策等の目標に向
かって取り組むことにより、温暖化防止のためのライ
フスタイルや行動を身に付けていくことを目的とし、
エコチャレンジシートを作成して、家庭での取組を推
進する。

環境局
温暖化対策課

広島地球ウォッチングク
ラブ事業

３歳の子どもから高校生までを対象とした「こどもエ
コクラブ」のグループに対し、環境保全意識の高揚を
図ることを目的として、環境学習会の開催などを行う。

環境局
温暖化対策課
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交流の機会の提供

青少年支援メンター制度
の推進

人生経験の豊富な大人（メンター）と子どもが継続的・
定期的に交流することにより、子どもの精神的成長を
促すとともに、生活習慣の確立や学力の向上を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

姉妹・友好都市等青少年
国際交流事業

青少年国際平和未来会議及び広島市・大邱広域市青少
年交流事業において、姉妹友好都市等の青少年と本市
の青少年が交流をすることにより、次代を担う青少年
の世界平和への意識を高める。

教育委員会
育成課

ユースピースボランティ
ア事業

次代を担う広島の青少年が、自ら核兵器のない世界の
実現を願い、海外から訪れる人々に英語でヒロシマの
心を伝える活動を行う機会を創出するため、一定の英
語力を有する青少年が平和記念公園で外国人観光客に
対して案内を行う。

市民局
平和推進課

地域で支え合う
意識の醸成 福祉教育の推進

社会福祉協議会が行う青少年等を対象とした福祉教
育・福祉体験講座の開催を支援し、青少年の高齢者や
障害者等への理解を促進するとともに、地域で支え合
う意識の醸成を図る。

健康福祉局
地域福祉課
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基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑹　子育て家庭等に対する相談支援体制の充実

【現状と課題】
　○　ニーズ調査によると、子育てをつらいと感じることの方が多いと回答した保護者が５％程度いるとともに、約

半数の保護者が、子育てに関わってから、子どもへの体罰の経験や子どもを虐待しているのではないかと思い悩
んだ経験、産後うつとなった経験等があると回答しています。また、５年前の同調査と比較して、子育てに関し
て気軽に相談できる人がいないと回答した保護者も増加しており、子育てに係る精神的負担を減らすために必要
な支援として、約15％の方が、いつでも気軽に相談できる体制の整備を挙げています。

　○　こうした背景には、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化等に伴い、子育て家庭の孤立化が進み、子育て
に対する不安や負担感が増大していることが考えられます。

　○　このため、子どもの養育に関する悩みを気軽に相談でき、親子の交流や親同士の情報交換の機会の提供等を一
層充実させていく必要があります。

　○　また、多感な時期にある青少年が、その抱える悩みを誰にも相談できずにいるうちに、非行やいじめなど事態
が悪化していることも考えられることから、子どもに対する相談支援の強化を図る必要もあります。

【主な施策展開】
①　子どもの養育に関する相談支援の充実
　　保護者が子どもの養育に関する悩みを一人で抱え込まないよう、保健師等が様々な機会や場所を活用して、積極

的に情報提供や助言を行えるような体制を整えるとともに、民生委員・児童委員やNPO等の関係機関と連携を図
りながら、相談支援の充実に取り組みます。また、子育て中の保護者間での交流を促し、精神的な負担の軽減につ
なげる取組を充実します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

養育相談・指導
の実施

保健師地区担当制の導入 

複合的な課題や制度の狭間等の課題を抱える世帯に対
応するため、保健師地区担当制を導入し、アウトリー
チによる訪問指導、健康相談などの地区活動を積極的
に行うとともに、市・区社会福祉協議会に配置した生
活支援コーディネーター等と連携し、各地区が抱える
課題を把握し、住民・関係機関と連携しながら解決に
向けて取り組む。 

健康福祉局 
地域共生社会推進室、
健康推進課 

【再掲】こんにちは赤ちゃ
ん事業

生後４か月までの乳児がいる家庭を民生委員・児童委
員が訪問し、不安や悩みを聞くとともに、子育てに関
する情報提供を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】家庭訪問指導事業

妊産婦及び生後４か月までの乳幼児に対しては保健師
又は助産師により、４か月以上の乳幼児に対しては保
健師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる家庭や子育てが困難な家庭を把握し、
子育てに関する情報提供や相談・助言等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】健康相談室 乳幼児とその保護者を対象に公民館、集会所等で、子
育てに関する相談等を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】地域子育て支援
センターの運営

各区の地域子育て支援センターにおいて、子育てに関
する相談指導、子育てサークルの育成支援、育児講座
の実施、地域子育て支援連絡会の開催、子育て支援リー
ダーの養成・育成、子育て応援マップ等による子育て
情報の提供などを行う。

こども未来局
こども・家庭支援課
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養育相談・指導
の実施

こども家庭相談コーナー
運営

子どもの問題で困ったり、悩んでいる保護者等に対し、
各区役所のこども家庭相談コーナーに配置する家庭相
談員等が相談に応じ、必要な助言指導を行うとともに、
軽微な虐待ケースの対応等を行う。また、こうした保
護者等に対する在宅支援の充実を図るため、こども家
庭相談コーナーの拡充による子ども家庭総合支援拠点
の設置を検討する。

こども未来局
こども・家庭支援課

青少年総合相談センター
の運営

青少年問題への総合相談機関として、青少年問題に対
する課題の改善や解決に向け、青少年教育相談員によ
る相談、支援を行う。また、子ども一人一人の障害の
状態や様々な教育的ニーズにあった就学・教育相談を
行う。

教育委員会
育成課、特別支援
教育課

交流の場の提供

各区の常設オープンス
ペースの運営

乳幼児とその保護者がいつでも気軽に集い、相互交流
を図るとともに、子育ての相談が受けられる場（常設
オープンスペース）を、各区の地域福祉センター内（中
区は健康科学館内）において、地域との協働により運
営し、子育て家庭に対する支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

公募型常設オープンス
ペースの運営補助・拡充

NPO法人等が設置・運営する公募型の常設オープン
スペースについて、運営費等を補助し、設置数を拡大
するとともに、一時預かりや地域に出向いての運営（出
張ひろば）等機能の充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

地域のオープンスペース
の運営支援

地域の身近な場所において地域団体が主体となって運
営するオープンスペースについて、支援者及び参加親
子の傷害保険料を負担するとともに、各区の地域子育
て支援センターから相談員の派遣等による支援を行う
ことにより、活動の活性化を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

きんさい！みんなの保育
園事業（園庭開放）

保育園等の有する専門的機能を活用し、園庭開放、育
児講座等を行うことで、地域の子育て家庭における親
の子育てに対する不安を解消し、家庭の子育て力向上
のための支援を行うとともに、地域社会との交流によ
り地域福祉の増進を図る。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

②　子どもに対する相談支援の強化
　　子どもが抱える様々な悩みを和らげ、精神的な負担などを軽減するため、電話等により子どもが専門の相談員に

気軽に相談でき、必要に応じて具体的な支援につなげることのできる相談支援体制を確保します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

相談支援体制の
確保

ひろしまチャイルドライ
ン（子ども電話相談）運
営に対する助成

NPO法人「ひろしまチャイルドライン子どもステー
ション」が実施する電話相談のフリーダイヤル電話料
金等の一部を助成する。

こども未来局
児童相談所

こども虐待夜間・休日電
話相談事業

夜間・休日に電話相談員を配置し、365日24時間体
制で、国が設定している無料の児童相談所虐待対応ダ
イヤル「189（いちはやく）」などからの児童虐待通
告や緊急を要する相談を受け付ける。 

こども未来局
児童相談所

青少年への相談支援 

青少年総合相談センターにおいて、青少年問題に対す
る課題の改善や解決に向け、青少年教育相談員による
相談、支援を行うとともに、子ども一人一人の障害の
状態や様々な教育的ニーズにあった就学・教育相談を
行う。 
また、SNSを活用した相談、支援について、広島県等
と連携しながら取り組む。 

教育委員会
育成課、特別支援
教育課
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基本的視点 １　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実

重 点 施 策 ⑺　子育て家庭の経済的負担の軽減

【現状と課題】
　○　本市では、保育料等の減免範囲の拡充や就学に必要な学用品費等の援助、こども医療費補助の対象年齢の拡大

や不妊治療費助成の拡充等による子育て家庭の実質的な経済的な負担の軽減を行っています。また、令和元年
10月から幼児教育・保育の無償化を実施しており、令和２年度からは高等教育の無償化を実施することとして
います。

　○　一方で、ニーズ調査によると、子育ての精神的負担を軽減するために必要な支援として、子育てに係る経済的
支援を挙げた保護者の割合は、就学前児童、就学児童共に約60％となっています。

　○　こうしたことから、引き続きこれらの事業を実施するとともに、子育て家庭の実態等に即した経済的負担の軽
減策について、検討していく必要があります。

【主な施策展開】
①　保育料、教育費等の負担軽減
　　子育て家庭における教育費等の負担を軽減するため、引き続き、手当の支給、保育料の軽減や学用品費等の援助

などを実施するとともに、国と役割分担して幼児教育・保育の無償化などを実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

手当の支給 児童手当の支給

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
とし、中学校修了前までの国内に住む児童を養育して
いる者に支給を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

教育費等の軽減

保育料の軽減・減免

災害、疾病等により収入が減少した者や、生活困窮者、
ひとり親世帯等のうち一定の所得以下の世帯及び多子
世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対し、保育料を
軽減・減免する。

こども未来局
保育企画課

保育園等入園世帯への教
材購入費等補助

保育園等に入園している子どもがいる生活保護世帯に
対し、教材の購入に要する費用等の一部を補助する。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
学事課

幼稚園入園世帯への副食
材料費補助

私立幼稚園（新制度未移行園）に入園している子ども
がいる低所得世帯等に対し、保護者が負担する給食費
のうち、副食材料費相当額を補助する。

教育委員会
学事課

就学援助
経済的理由により就学に支障を来さないよう小・中学
校の児童生徒等の保護者に対し、学用品費等を援助す
る。

教育委員会
学事課

特別支援教育就学奨励
小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保
護者の経済的負担を軽減し、就学奨励を図るため、学
用品費等の経費の一部を援助する。

教育委員会
学事課

市立高等学校の授業料等
の減免

災害や経済的理由により授業料等を納めることが困難
な者について、これを減免する。

教育委員会
学事課

教育費等の無償化

幼児教育・保育の無償化

３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳ま
での住民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化する
ことに加え、認可外保育施設、幼稚園等の預かり保育
事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・
サポート・センター事業の利用料についても、保育の
必要性があると認定された子どもを対象として一定額
まで無償化する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課、こども・
家庭支援課
教育委員会
学事課

高等教育の無償化（広島
市立大学・広島市立看護
専門学校の授業料等減免）

住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生で、一
定の学業成績等の要件を満たす学生に対し、入学料及
び授業料を減免する。

企画総務局
行政経営課
健康福祉局
看護専門学校
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②　医療費の負担軽減
　　子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の補助を行うとともに、引き続き制度の充実に向け

た検討を行います。また、妊娠支援や母子の健康確保に係る経済的負担の軽減のため、不妊治療に係る高額な医療
費や、自己負担が原則の各種健康診査に要する費用について、一部助成を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

医療費の補助

こども医療費補助

中学３年生までの子どもの保護者に対し、子どもに係
る医療費の保険診療分の自己負担相当額から一部負担
金の額を控除した額を補助する。
　対象者　入院：中学３年生まで
　　　　　通院：小学３年生まで

健康福祉局
保険年金課

養育医療給付 入院養育を必要とする、未熟児に対し、指定医療機関
において必要な医療を給付する。

こども未来局
こども・家庭支援課

小児慢性特定疾病医療費
助成事業

小児慢性特定疾病のうち、その治療が長期に渡る特定
疾病について、患者家庭の医療費の負担を軽減する。

こども未来局
こども・家庭支援課

健康診査等に係
る費用の助成

【再掲】不妊治療費助成
事業

特定不妊治療を受けている夫婦に対して、治療費の一
部を助成する。

こども未来局
こども・家庭支援課

母子の健康診査等に係る
費用助成

妊婦乳児健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、
先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査に係る費用の
一部を助成する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑴　児童虐待防止対策の推進

【現状と課題】
　○　児童虐待は子どもに対する重大な人権侵害であり、どのような理由があっても決して許されるものではありません。
　○　しかしながら、各地で痛ましい児童虐待事案が後を絶たず、本市児童相談所が受けた児童虐待の相談・通告

件数も年々増加し、平成30年度は2,195件と、平成12年11月に児童虐待の防止等に関する法律が施行されて以
降、過去最多となっています。

　○　こうした背景には、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化等による子育て家庭の孤立化、子育てに対する
不安や負担感の増大に加え、児童虐待に対する社会の認識が高まったことなども考えられます。

　○　また、令和元年６月に児童福祉法等が改正され、親権者等は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない
などの児童の権利擁護等に関して所要の措置が講じられました。

　○　こうしたことを踏まえ、子どもの権利擁護の観点から、社会の宝である子どもの生命を守り、心身が傷つくこ
とのないよう、児童虐待に至らないうちにそのリスクを把握し予防するとともに、児童虐待に至ってしまった場
合は、できるだけ早期に発見し適切に対応していく必要があります。

　○　また、児童虐待を受けた子どもを確実に守るため適切に保護を行うとともに、その心身の傷が一日も早く癒
え、子どもが安心感や安全感を持てる家庭環境の保障ができるよう、子どもと保護者に対する効果的かつ十分な
支援を行う必要もあります。

　○　さらに、こうした早期発見・早期対応、適切な支援を行うに当たっては、国が平成30年度に決定した「児童
虐待防止対策体制総合強化プラン」などに基づいて、児童相談所の体制や関係機関との連携を強化することも必
要となっています。

【主な施策展開】
①　虐待の予防と早期発見・早期対応
　　児童虐待により子どもが傷ついたり大切な生命を落とすことのないよう、子どもへの体罰の禁止や児童虐待が子

どもに及ぼす悪影響等について市民への啓発等を行うとともに、各種健診や家庭訪問等による支援が必要な家庭の
早期把握及び保護者への支援、児童相談所による365日24時間の相談支援を行います。また、児童虐待通告に対
する早期の子どもの安全確認や関係機関の連携・情報共有による適切な支援に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

市民への啓発等

オレンジリボンキャン
ペーンの実施

子どもへの体罰の禁止など、児童虐待に関する問題
に対する市民の理解を深めるため、「子ども虐待防止
オレンジリボン運動」を推進し、広島県と連携して、
児童虐待の防止をテーマとした講演会の開催やポス
ターの作成・掲示等の広報・啓発活動を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

児童虐待防止のための資
質の向上事業

保育園、幼稚園など児童相談に関わる者に対して児童
虐待の予防や早期発見についての研修を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

支援が必要な家
庭の把握

児童虐待予防対策事業

児童虐待を未然に防ぐため、こんにちは赤ちゃん事業
等により把握した、育児を行う上で保護者の負担が重
くなると考えられる家庭や乳幼児健診未受診者に対
し、保健師の継続的な家庭訪問等による支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】こんにちは赤ちゃ
ん事業

生後４か月までの乳児がいる家庭を民生委員・児童委
員が訪問し、不安や悩みを聞くとともに、子育てに関
する情報提供を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】家庭訪問指導事業

妊産婦及び生後４か月までの乳幼児に対しては保健師
又は助産師により、４か月以上の乳幼児に対しては保
健師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる家庭や子育てが困難な家庭を把握し、
子育てに関する情報提供や相談・助言等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課
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支援が必要な家
庭の把握 養育支援訪問事業 児童虐待のリスクが高い家庭に援助員を派遣し、子育

て・家事援助により、児童虐待の防止を図る。
こども未来局
こども・家庭支援課

保護者への支援
の推進

【再掲】妊娠・出産包括
支援事業（母子保健相談
支援事業）

各区保健センターに母子保健コーディネーターを配置
し、母子健康手帳交付時等の機会を捉えて、妊婦の心
身の状況や妊娠出産に関する不安や悩みを聞き、助言
や情報提供等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】妊娠・出産包括
支援事業（産前・産後サ
ポート事業）

産前、産後各８週未満の妊産婦を対象に、自宅に助産
師を派遣し、産前から産後までの継続した相談対応や
沐浴指導等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】妊娠・出産包括
支援事業（産後ケア事業）

産後８週未満の産婦を対象に、広島市が委託する産婦
人科や助産院において宿泊や通所による母体・乳児の
ケア及び育児に関する指導等、又は自宅へのヘルパー
派遣による家事や育児等の支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

子育て短期支援事業
保護者が疾病その他の理由によって、家庭における子
どもの養育が一時的に困難となった場合等に、児童養
護施設等において一定期間、養育・保護する。

こども未来局
こども・家庭支援課

子育て短期支援事業にお
ける受入強化事業 

子育て短期支援事業における児童の受入れを促進する
ため、新たにショートステイ専用の居室を整備する児
童養護施設等に対し、施設改修費等の経費を補助する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

相談支援の推進

児童相談所における相談
支援等

児童相談所において、養護相談、保健相談、障害相談、
非行相談、育成相談等を行う。

こども未来局
児童相談所

【再掲】こども家庭相談
コーナー運営

子どもの問題で困ったり、悩んでいる保護者等に対し、
各区役所のこども家庭相談コーナーに配置する家庭相
談員等が相談に応じ、必要な助言指導を行うとともに、
軽微な虐待ケースの対応等を行う。また、こうした保
護者等に対する在宅支援の充実を図るため、こども家
庭相談コーナーの拡充による子ども家庭総合支援拠点
の設置を検討する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】こども虐待夜間・
休日電話相談事業

夜間・休日に電話相談員を配置し、365日24時間体
制で、国が設定している無料の児童相談所虐待対応ダ
イヤル「189（いちはやく）」などからの児童虐待通
告や緊急を要する相談を受け付ける。 

こども未来局
児童相談所

子どもの安全確
認・適切な支援
の実施

子どもの安全確認
児童虐待通告に対し、できる限り迅速に（原則として
48時間以内に）子どもの安全確認を行い、必要に応
じ子どもの一時保護などの対応を行う。

こども未来局
児童相談所

広島市要保護児童対策地
域協議会の運営

医師会や警察、弁護士会、民生委員児童委員協議会等
の関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会にお
いて、支援対象児童等に関する情報の共有化を図ると
ともに、支援対象児童等の早期発見と適切な保護及び
支援に取り組む。

こども未来局
児童相談所

②　虐待を受けた子ども等への支援の充実
　　子どもの心身の衰弱や生命への危険を回避するため、保護者や児童虐待の状況を踏まえて、必要に応じて、一時

保護や施設への入所措置等の適切な措置を行います。また、児童虐待を受けた子どもに対する専門的見地からの支
援を行うとともに、一時保護等により親子分離した後の子どもと保護者に対する支援を行い、子どもが安心感や安
全感を持てる家庭環境の保障ができるよう家族再統合を図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

適切な保護の実施

一時保護の実施
児童虐待、放任等の理由により子どもを家庭から引き
離す必要がある場合等において、児童相談所の一時保
護所に一時保護する。

こども未来局
児童相談所

一時保護委託強化事業
一時保護所の定員超過による入所児童の処遇改善を図
るため、幼児５人を限度として、児童相談所から近距
離にある広島乳児院に一時保護委託を行う。

こども未来局
児童相談所

児童養護施設等児童福祉
施設入所措置

児童養護施設等において、児童指導員や保育士が生活
や学習等の支援を行う。また、良好な家庭的環境の中
での支援を目指し、生活単位の小規模化や個別支援の
充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課
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適切な保護の実施

母子生活支援施設入所措
置 

母子家庭の母と子どもを共に保護し、生活・住宅・教
育・就職その他について支援する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

小規模住居型児童養育事
業（ファミリーホーム）

養育里親又は児童養護施設等の職員の経験者が、その
家庭において、５人又は６人の要保護児童を一緒に養
育する。

こども未来局
こども・家庭支援課

里親委託
要保護児童の養育についての理解及び熱意を有してい
る里親に委託し、家庭における養育環境と同様の環境
の下で養育を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

里親養育包括支援（フォ
スタリング）事業

里親のリクルート及びアセスメント、里親登録前後及び
委託後における里親に対する研修、子どもと里親のマッ
チング、子どもの里親委託中における里親養育への支
援、里親委託措置解除後における支援に至るまでの一
貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

子どもと保護者
に対する支援の
推進

専門職員による支援
児童相談所の児童福祉司や児童心理司等の専門職員が
連携し、児童虐待を受けた子どもに対する専門的見地
からの相談・援助を行う。

こども未来局
児童相談所

一時保護所における学習
支援

学習支援協力員の配置等により、一時保護された子ど
もの学習環境の向上を図る。

こども未来局
児童相談所

臨床心理士による家族支援
施設入所等で親子分離した後の子どもや保護者に対
し、臨床心理士による家族再統合プログラムの作成や
カウンセリング等の支援を行う。

こども未来局
児童相談所

③　児童相談所の支援体制の充実
　　急増している児童虐待の相談・通告により一層的確に対応できるよう、狭あい化、老朽化している児童相談所の

建替え整備を行うとともに、児童福祉司・児童心理司等の増員・確保に取り組むなど、児童相談所の支援体制を充
実します。また、警察や学校、医療機関等の関係機関や他都市との連携・情報共有の強化を図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

児童相談所の支
援体制の充実

児童相談所の建替え整備
狭あい化、老朽化している児童相談所（こども療育セ
ンターを含む）を建て替え、相談室等を拡充するとと
もに、専用個室の設置など一時保護所の環境整備を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

専門知識等を有する職員
の配置の充実 

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、
人口や虐待相談対応件数に応じて、必要な児童福祉司・
児童心理司等の確保に取り組み、医師や保健師などを
含めて、高い専門知識やノウハウ等を有する職員が、
的確に児童虐待事案等に対応する。 

こども未来局
児童相談所

警察OBや弁護士の配置

児童虐待通告への的確かつ安全な対応や警察との円滑
な連携が図られるよう、警察OB職員を配置するとと
もに、法的な問題についての助言等を受けるため常駐
の弁護士を配置する。

こども未来局
児童相談所

連携や情報共有
の強化

警察等との連携の推進

困難事例への対応力の向上を図るため、警察との合同
訓練を実施するとともに、児童虐待を受けた子どもの
気持ちや立場へ配慮する観点から、子どもへの面接を
警察や検察と協同で実施する。

こども未来局
児童相談所

関係機関の情報共有の強化

要保護児童対策地域協議会の実務者会議を区ごとに定
期的に開催し、支援対象児童等について密接な情報共
有を図る。また、実務者会議への医療機関や民生委員・
児童委員等の参加など、地域との連携の更なる強化に
向けた検討を進める。 

こども未来局
児童相談所

学校との連携の強化

全ての学校の校内組織に位置付けられた教育相談・支
援の担当教員と連携し、学校から児童虐待の端緒を把
握した旨の情報提供があった場合に、適切な対応・支
援を行う。

こども未来局
児童相談所

他の児童相談所との情報
共有の徹底

児童相談所の支援を受けている家庭が転居した際の情
報引継について、全ての事案に係る具体的な経緯や状
況等を書面により移管先の児童相談所に提供するとと
もに、緊急性が高い場合は対面による引継を行うなど、
他の児童相談所との情報共有を徹底する。

こども未来局
児童相談所
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑵　社会的養育の充実・強化

【現状と課題】
　○　児童虐待や保護者の経済的困窮、養育力の低下等により、社会的養育を必要とする子どもが増加しています。

子どもにとって、家庭で安定した生活を送ることが最も望ましい姿ですが、様々な事情により、家族と離れて施
設等で暮らさざるを得ない子どもについては、社会的養育体制の充実・強化を図り、適切な支援を行うことが求
められています。

　○　この社会的養育体制の充実・強化に当たっては、平成28年の児童福祉法の改正において「家庭養育の優先」
が規定されたことを踏まえ、安定した人間関係を基礎としながら子どもが健やかに成長できるよう、子どもの最
善の利益の確保の視点に立ち、できる限り家庭的な環境の下で大人との適切な愛着形成が行える環境を整えてい
く必要があります。

　○　また、施設に入所した子ども等の多くは、保護者に代弁者の役割を期待できないため、子どもに寄り添い代弁
してくれるアドボケイトが必要なほか、子どもが施設等を退所した後も継続的に見守る仕組みを整え、子どもの
社会的自立を支援していくことも重要です。

【主な施策展開】
①　里親・施設等による養育支援の充実
　　施設に入所した子ども等が適切な養育を受けながら健やかに成長していけるよう、関係団体や施設等と連携しな

がら、里親委託や養子縁組の推進、ファミリーホームの設置促進のほか、施設の小規模化（分園型小規模グループ
ケア及び地域小規模児童養護施設）により、少人数を生活単位とした家庭的環境での養育などを行います。また、
施設に入所した子ども等の権利擁護の一環として、子どもの保護及び支援に当たっては、意見表明を保障する仕組
みを整えます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

家庭的環境での
養育の実施

【再掲】里親委託
要保護児童の養育についての理解及び熱意を有してい
る里親に委託し、家庭における養育環境と同様の環境
の下で養育を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

【再掲】里親養育包括支援
（フォスタリング）事業

里親のリクルート及びアセスメント、里親登録前後及
び委託後における里親に対する研修、子どもと里親の
マッチング、子どもの里親委託中における里親養育へ
の支援、里親委託措置解除後における支援に至るまで
の一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援
を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

里親への委託前養育支援
事業 

里親委託を推進するため、里親を受託しようとする者
に対し、必要経費を補助する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

養子縁組民間あっせん機
関助成事業

養子縁組の民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業
を行う際に必要な経費の一部を補助する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】小規模住居型児
童養育事業（ファミリー
ホーム）

養育里親又は児童養護施設等の職員の経験者が、その
家庭において、５人又は６人の要保護児童を一緒に養
育する。

こども未来局
こども・家庭支援課

ファミリーホーム開設時
補助

ファミリーホームの開設に当たり必要な建物改修費・
備品購入費に対して補助を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】児童養護施設等
児童福祉施設入所措置

児童養護施設等において、児童指導員や保育士が生活
や学習等の支援を行う。また、良好な家庭的環境の中
での支援を目指し、生活単位の小規模化や、個別支援
の充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

児童養護施設等体制強化
事業 

児童養護施設等における児童指導員等の負担軽減を図
るため、補助者を雇用する施設に対し、必要経費を補
助する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 
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家庭的環境での
養育の実施

【再掲】母子生活支援施
設入所措置 

母子家庭の母と子どもを共に保護し、生活・住宅・教
育・就職その他について支援する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

児童養護施設入所児童高
等学校進学促進費補助

児童養護施設等に入所している子どもが、私立高校に
進学する際の入学金等の一部を補助する。

こども未来局
こども・家庭支援課

養護施設入所児童スポー
ツ活動費等補助

児童養護施設等に入所している子どもが、高校の課外
活動等や進学のためのレッスンで必要な経費の一部を
補助する。

こども未来局
こども・家庭支援課

子どもの権利擁
護の推進 

意見表明の保障のための
取組の検討 

施設等に入所した子どもの権利擁護の観点から、子ど
もからの意見聴取や意見を酌み取る取組、子どもの権
利を代弁する取組について、広島県や関係機関と連携
を図りながら検討を進める。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

②　施設退所後の子どもへの自立支援の充実
　　施設を退所した子ども等が、その能力を発揮して地域社会において自らの努力で生活基盤を築いていけるよう、

居場所づくりや就労・生活に関する継続的な相談支援、自立援助ホームの設置促進等の社会的自立に向けた支援を
行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

社会的自立に向
けた支援の推進

社会的養護自立支援事業

施設から退所した子ども等が、就労、学業を継続し、
安定して生活することを目的として、情報提供、研修、
個別の相談等を行うとともに、特に支援の必要性が高
い者等に対しては、原則22歳の年度末まで施設等に
おいて居住の場を提供するなど引き続き必要な支援を
行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

就学者自立生活援助事業
自立援助ホームに入所している満20歳以上の大学等
に就学している者に対し、原則満22歳の年度末まで
引き続き自立援助ホームで生活援助を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

身元保証人確保対策事業

児童養護施設、母子生活支援施設等への入所等をして
いる子ども又は女性に対し、安心して大学進学や就職、
アパート等を賃借することができるよう身元保証人を
確保する。

こども未来局
こども・家庭支援課

児童自立生活援助事業
（自立援助ホーム）

義務教育を終了後、児童養護施設等を退所した子ども
のうち、引き続き援助の必要な子どもに対して、相談
その他日常生活上の援助、生活指導及び就業のための
支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

自立援助ホーム開設時補助 自立援助ホームの開設に当たり必要な建物改修費・備
品購入費に対して補助を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

児童養護施設入所児童等
自動車運転免許取得費助成

児童養護施設等に入所している子どもが就職の際に自
動車運転免許を取得するに当たり必要な経費の一部を
補助する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑶　障害のある子どもに対する支援

【現状と課題】
　○　子どもの人口が減少している中、本市の18歳未満の障害児数は知的障害、精神障害を中心に増加傾向にあり、

ニーズ調査によると、就学前児童の3.7％、就学児童の8.1％が、障害や慢性的な疾病があると回答しています。
　○　特に、発達障害については、近年、こども療育センターにおける新規診療件数が増加しており、同調査におい

ても障害等があると回答した者のうち、その障害等の種類が発達障害であると回答した割合は、就学前児童では
約40％、就学児童では約50％を占めています。

　○　こうした中で、施設支援から地域支援への移行・定着の更なる促進や親亡き後を見据えた自立支援の必要性の
高まり、発達障害への適切な支援や障害のある子どもとない子どもの交流の重要性の増大等に伴い、今後、障害
児支援に対するニーズは更に複雑かつ多様化していくことが予想されます。

　○　こうした状況に的確に対応するため、相談支援事業所・地域団体・学校等の関係機関と連携しながら、障害児
一人一人の状況等に応じたきめ細かな支援を行うことが求められており、発達支援や相談支援・生活支援の充実
や質の向上を図るとともに、発達障害への支援、特別支援教育や自立に向けた支援の充実を図るなど、広島市障
害者計画や障害児福祉計画、広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム等に基づいて、障害児及びその保
護者に対する総合的な支援を推進していく必要があります。

　○　また、障害者に対する差別や偏見等も依然として残っており、これらを早急に解消し、障害のある人もない人
も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し支え合う社会を実現していくための取組を推進する必要もあります。

【主な施策展開】
①　きめ細かい発達支援の充実
　　一人一人の障害児への適切かつ必要な支援を充実し、成長期にある障害児の療育水準を維持向上させるため、児

童発達支援や入所支援等の多様化や質の向上、放課後等の活動の場の確保、内容の充実に取り組みます。また、障
害のある子どもの保育園等への入園希望の増加等に適切に対応するために、障害児保育の充実や保育士等の能力向
上などに努めます。さらに、より一層充実した療育を推進するため、こども療育センターについて、建替えによる
施設機能の充実や専門スタッフの充実などを図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

児童発達支援等
の充実

児童発達支援
未就学の障害児に対して、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う。

健康福祉局
障害自立支援課

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、機能訓練又は医療的管理下での支
援が必要な障害児に対し、日常生活における基本的動
作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等
及び治療を実施する。

健康福祉局
障害自立支援課

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により、外出が著しく困難な障害児の居
宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与等の支援を行う。

健康福祉局
障害自立支援課

障害児入所支援（福祉型
児童入所施設）

障害児入所施設に入所等する障害児に対して、保護、
日常生活の指導及び知識技能の付与を実施する。

健康福祉局
障害自立支援課

障害児入所支援（医療型
児童入所施設）

障害児入所施設又は指定医療機関に入所等する障害児
に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な
知識技能の付与及び治療を実施する。

健康福祉局
障害自立支援課

重症心身障害児（者）医
療型短期入所事業

医療的ケアが必要な重症心身障害児（者）を受け入れ
ることができる短期入所を実施する。

健康福祉局
障害自立支援課

小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業

小児慢性特定疾病児童及びその保護者の相談に応じ、
必要な情報の提供を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課
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放課後等の活動
の場の確保・充
実

放課後等デイサービス
就学している障害のある子どもに対して授業の終了後
又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な
訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

健康福祉局
障害自立支援課

【再掲】特別支援学校放
課後対策・いきいき活動
事業

障害児を持つ親の就労支援、家族の一時的な休息など
を目的として、放課後及び長期休暇中に、特別支援学
校内で児童・生徒を預かり、安全な活動の場と有意義
な時間を提供する。

健康福祉局
障害自立支援課

障害児保育等の
充実

【再掲】障害児保育

障害のある子どもを保育園等に受け入れ、健常な子ど
もとの集団保育を行い、成長を促進する。また、地域
子ども・子育て支援事業の「多様な事業者の参入促進・
能力活用事業」を実施する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

【再掲】発達支援コー
ディネーターの養成

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、
発達支援コーディネーター（保育園等における発達障
害児支援のリーダー）を養成する。

こども未来局
保育指導課、こど
も・家庭支援課

保育所等訪問支援

保育所等に通う障害児が集団生活に適応することがで
きるよう、必要なノウハウ等を有するこども療育セン
ターの保育士等が保育所等を訪問し、専門的な支援を
行う。

健康福祉局
障害自立支援課

こども療育セン
ターの充実

こども療育センター等に
おける療育の実施

こども療育センター（北部こども療育センター、西部
こども療育センターを含む。）の外来診療部門におい
て、障害児（発達障害児を含む。）の診療・外来療育、
家族等への支援を実施するとともに、各センターに設
置している児童発達支援センターにおいて療育を実施
する。

こども未来局
こども・家庭支援課

こども療育センターの建
替えによる施設機能の充
実

児童発達支援センターにおいて発達障害児を受け入れ
るとともに、障害特性に応じた適切な相談・診療や効
果的な訓練・療育が行えるよう、老朽化、狭あい化し
たこども療育センターを建て替え、相談室や訓練室等
の施設機能の充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

こども療育センターの医
師等専門スタッフの充実

こども療育センター（北部こども療育センター、西部
こども療育センターを含む。）の受診を希望する乳幼
児に対し、速やかに診断を行い、診断後の適切なフォ
ローが行えるよう、医師、心理療法士等の専門スタッ
フの充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

②　相談支援・生活支援の充実
　　一人一人の心身の状況や意向等を踏まえて、サービス利用等に必要な情報提供や助言、援助などの適切な支援を

行うため、各種相談事業の充実及び相談員の能力向上に取り組みます。また、手当の支給などによる経済的負担の
軽減や保護者のレスパイト、外出の支援などを行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

相談事業の充実

障害者総合支援法に基づ
く協議会等を通じた相談
支援事業の充実

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言、
援助等を実施するとともに、地域の障害福祉に関する
システムづくりの中核的役割を担う協議会等におい
て、相談事例の集積・共有を行い、相談支援事業所な
ど事業者間の連携強化を促進する。

健康福祉局
障害自立支援課

障害児等療育支援事業
訪問による療育指導、外来による専門的な療育相談・
指導、保育園等の職員の指導、施設等に対する支援を
実施する。

健康福祉局 
障害自立支援課
こども未来局
こども・家庭支援課

各種相談員による相談支援

身体障害者相談員、知的障害者相談員、ろうあ者専門
相談員、手話相談員、精神保健福祉相談員等が、本人
や家族等からの相談に応じ、必要な指導・援助を実施
する。

健康福祉局
障害福祉課、精神
保健福祉課

重症心身障害児（者）相
談支援事業

生活上の困難さが著しい重症心身障害児（者）本人や
その保護者を支援するため、専門職員による相談支援
事業を実施するとともに、重症心身障害児（者）の保
護者を相談員としてピアカウンセリングを実施する。

健康福祉局
障害自立支援課
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相談事業の充実 障害児相談支援
利用する障害児通所支援の種類及び内容等を定めた計
画（障害児支援利用計画）を作成し、関係者との連絡
調整等を実施する。

健康福祉局
障害自立支援課

経済的負担の軽減

各種手当の支給

特別児童扶養手当、障害児福祉手当等を国等の制度に
基づき適切に支給する。また、実態や対象者の生活状
況等を踏まえ、増額や制限の緩和などについて、機会
を捉えて国等に対して要望等を実施する。

健康福祉局
障害福祉課

重度心身障害者医療費補
助

重度心身障害者（児）に対し、医療費の保険診療分の
自己負担相当額を補助する。

健康福祉局
保険年金課

【再掲】小児慢性特定疾
病医療費助成事業

小児慢性特定疾病のうち、その治療が長期に渡る特定
疾病について、患者家庭の医療費の負担を軽減する。

こども未来局
こども・家庭支援課

保護者への支援
の推進

短期入所

障害児を介護している保護者が、疾病・出産・冠婚葬
祭等で家庭での介護が一時的に困難となった場合に、
障害児を施設において一時的に預かり必要な支援を行
う。

健康福祉局
障害自立支援課

日中一時支援事業
介護者の一時的な休息等を目的として、障害者と障害
児を対象に、指定短期入所事業所等で一時預かりを実
施する。

健康福祉局
障害自立支援課

外出支援の実施 移動支援事業 

地域における自立生活及び社会参加の促進を目的とし
て、単独では外出困難な障害者（児）が、社会生活上
必要な外出及び余暇活動等のために外出をする際に、
ヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助
及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行う。 

健康福祉局 
障害自立支援課 

③　発達障害児への支援の充実
　　医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関が連携を図り、共通の視点に立って、発達障害児への支援を総合

的・計画的に進めるため、「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」に基づき、早期発見のための取組
の充実、療育・訓練体制の充実、保育園等における支援の充実、就労支援・相談支援の充実を図るとともに、発達
障害についての理解の促進に努めます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

早期発見のため
の取組の充実

要観察児及び保護者への
支援

１歳６か月児健診の受診者のうち、発達に課題がある
と思われ支援が必要な親子に対し、遊びを通じて具体
的な関わり方を指導するとともに、保護者の気づきを
促すための親子教室を開催する。また、乳幼児期の子
どもの成長・発達についての相談先を広く周知するた
めのリーフレットを市内の小児科等へ配布する。

こども未来局
保育指導課、こど
も・家庭支援課

【再掲】５歳児発達相談

就学後の適切な支援に結び付けるため、子どもの発達
及び行動について不安を抱えている５歳児の保護者を
対象に、各区の保健センターにおいて、心理相談員等
による個別相談を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

療育・訓練体制
の充実

【再掲】こども療育セン
ターの医師等専門スタッ
フの充実

こども療育センター（北部こども療育センター、西部
こども療育センターを含む。）の受診を希望する乳幼
児に対し、速やかに診断を行い、診断後の適切なフォ
ローが行えるよう、医師、心理療法士等の専門スタッ
フの充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

ペアレントトレーニング
研修の実施

保護者が発達障害のある子どもの行動の特性を理解
し、具体的で効果的な対処法を学ぶための実践的な研
修を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

ICT機器（タブレット型
PC）活用講座の実施

家庭等で発達障害児がタブレット型コンピュータ等の
コミュニケーション・学習支援ツール等を活用できる
よう、導入方法や活用方法等を家族が学ぶ講座を実施
する。

こども未来局
こども・家庭支援課

保育園等におけ
る支援の充実

発達障害児基礎研修会等
の実施

発達障害について正しい認識を持つとともに、保育園
等における発達障害児への気付きや関わり方などの一
層の充実を図り系統立てて学ぶための研修を実施する。

こども未来局
保育指導課、こど
も・家庭支援課
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保育園等におけ
る支援の充実

【再掲】発達支援コー
ディネーターの養成

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、
発達支援コーディネーター（保育園等における発達障
害児支援のリーダー）を養成する。

こども未来局
保育指導課、こど
も・家庭支援課

就労支援の充実 発達障害者就労準備支援
事業

発達障害者を対象に、協力事業所での実習を通じて、
就労に必要な社会性や対人関係能力等の基盤づくりを
図るとともに、協力事業所への発達障害に対する理解
を深める。

こども未来局
こども・家庭支援課

相談支援の充実

ペアレントメンター制度
の実施

発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者が、
その経験を活かし、発達障害のある子どもの将来や子
育てについて不安を抱える保護者に対して相談や助言
を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

継続した支援を行うため
のツールの活用

発達障害のある子どもを継続的に支援するため、子ど
ものプロフィールや、保育園、学校、医療機関におけ
る支援内容等を保護者が書きつづるための「サポート
ファイル」を配付するとともに、活用方法等について
の説明会を開催する。

こども未来局
こども・家庭支援課

発達障害につい
ての理解の促進

啓発イベントの実施

市民を対象として、発達障害の特性、身近な地域での
支援の重要性、発達障害者との関わり方等について理
解を促進するために、関係機関との連携の下、専門家
による講演会を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

発達障害者家族の集いの
開催

18歳未満の発達障害者の家族を対象として、障害の
早期受容と支援制度等の周知を図るため、同じ悩みを
抱える家族同士が気軽に情報交換できる場を提供する。

こども未来局
こども・家庭支援課

思春期・青年期発達障害
者の相談援助講座の実施

身近な家族とのコミュニケーションが難しくなる思春
期・青年期の発達障害者の家族を対象に、心の理解や
日常的な相談援助の方法等に関する講座を開催する。

こども未来局
こども・家庭支援課

④　特別支援教育の充実
　　障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援の

充実を図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

特別支援教育の
充実

【再掲】特別支援教育の
充実

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対し
て、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」に
基づき、適切な指導及び必要な支援の充実を図る。
また、全ての幼児児童生徒が、障害の有無やその他個々
の違いを認識しつつ生き生きと活躍できるよう、イン
クルーシブ教育を推進する。
さらに、専門家チームによる巡回相談指導の実施や学
習サポーター・特別支援教育アシスタントの配置など、
指導体制の充実を図るとともに、適切かつ効果的な指
導が行えるよう、ICTの利活用を推進する。

教育委員会
特別支援教育課

特別支援学校に
おける教育の充
実

【再掲】広島特別支援学
校における教育の充実

将来の自立や社会参加に必要な知識や技能等を身に付
けさせるため、「個別の教育支援計画」や「個別の指
導計画」に基づき知的障害の特徴及び特性等を踏まえ
た適切な指導及び必要な支援の充実を図る。
特に、高等部においては、３年間を通して、卒業後の
社会的・職業的な自立に資するため、職場見学や職場
実習などの職業教育の充実を図る。

教育委員会
特別支援教育課

就学・教育相談
の充実

【再掲】青少年総合相談
センターの運営

青少年問題への総合相談機関として、青少年問題に対
する課題の改善や解決に向け、青少年教育相談員によ
る相談、支援を行う。また、子ども一人一人の障害の
状態や様々な教育的ニーズにあった就学・教育相談を
行う。

教育委員会
育成課、特別支援
教育課
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⑤　総合的な就労支援の充実
　　障害のある子どものディーセントワークの実現に向け、就労に向けた各種能力の伸長や、職場体験・職域拡大に

取り組むとともに、就労相談体制の充実を図るなど、障害児の社会的自立に向けた支援を推進します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

社会的自立に向
けた支援の推進

【再掲】発達障害者就労
準備支援事業

発達障害者を対象に、協力事業所での実習を通じて、
就労に必要な社会性や対人関係能力等の基盤づくりを
図るとともに、協力事業所への発達障害に対する理解
を深める。

こども未来局
こども・家庭支援課

知的障害児（者）の就労
前職場体験事業補助

本市の公共施設等における職場体験実習や事前の研修
会等を実施する事業に対して助成する。

健康福祉局
障害自立支援課

⑥　障害者差別の解消と理解・交流の促進
　　障害を理由とする差別の解消に向け、広く研修・啓発・相談等を行うとともに、障害や障害者についての市民の

理解の促進、障害者と市民・地域との交流の促進など、心のバリアフリー化に向けた取組を実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

研修・啓発・相
談等の実施

障害者差別解消法に基づ
く研修・啓発等の取組

障害を理由とする差別の解消に向けて、本市職員等へ
の研修の実施や、市政出前講座の実施、シンポジウム
の開催等による啓発を行う。

健康福祉局
障害福祉課

障害者差別解消に向けた
相談体制の充実の検討

障害者差別の解消に向けた相談体制の充実について検
討する。

健康福祉局
障害福祉課

紛争の解決等のための広
島市障害を理由とする差
別の解消の推進に関する
条例に基づく取組 

相談及び紛争解決のための体制整備等を定めた「広島
市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」
に基づく取組を実施する。 

健康福祉局
障害福祉課

市民の理解の促進

ヘルプマークの普及促進 広島県、障害者団体等と連携してヘルプマークの普及
及び市民への周知を実施する。

健康福祉局
障害福祉課

高次脳機能障害・難病に
ついての啓発

本市の広報紙・ホームページ等を活用し、高次脳機能
障害・難病について幅広く情報発信し啓発する。

健康福祉局
精神保健福祉課、
健康推進課 

精神障害についての理解
の促進

市民を対象とした精神障害に対する理解を深めるため
の講演会や、精神障害者支援施設等の職員を対象に精
神障害者の支援に関する知識を深めるための研修等を
実施する。

健康福祉局
精神保健福祉セン
ター 

交流の促進

フラワーフェスティバル
「ふれあいの広場」の設
置・運営

ステージ発表、福祉サービス事業所等の製品の展示・
販売等を通じて、障害児（者）と市民との交流を促進
する。

健康福祉局
障害福祉課

障害児子どもまつり開催
事業補助

ステージ発表やあそびの広場等での障害児と市民との
交流を促進する行事を実施する事業に対し助成する。

健康福祉局
障害福祉課

福祉サービス事業所等と
地域住民との交流の促進

福祉サービス事業所等と地域住民との交流会や事業所
等の行事を通じて、障害児（者）と地域との交流を促
進する。

健康福祉局
障害自立支援課、
精神保健福祉課 
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑷　いじめ・不登校等対策の推進

【現状と課題】
　○　市立小・中・高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における平成30年度のいじめの認知件数は、4,459

件となっており、引き続き、「広島市いじめ防止等のための基本方針」等に基づき、いじめ防止等の対策を総合
的に推進していく必要があります。

　○　また、市立小・中・高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における年間30日以上欠席した不登校児童生
徒数は、平成30年度は1,417人となっています。さらに、ひきこもりがちな青少年（高校生相当年齢以上おお
むね30歳まで）も、正確なデータはありませんが一定数存在すると考えられます。

　○　このため、不登校児童生徒に対しては、個々の状況に応じたきめ細かな支援を行うとともに、ひきこもりがち
な青少年に対しては、自立に向けた支援の充実に取り組む必要があります。

【主な施策展開】
①　いじめに関する総合対策の推進
　　全ての子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応、児

童生徒一人一人の実態に応じた切れ目のない支援等の充実を図ります。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

学校におけるい
じめに関する総
合対策の推進

【再掲】道徳教育の推進

学校教育活動全体を通じて、児童生徒の人間としての
在り方についての自覚を深め、他者と共によりよく生
きるための基盤となる、豊かな人間性や社会性などの
道徳性を育む。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

【再掲】生徒指導体制の
強化・充実

いじめや不登校の早期発見・早期対応等を行うため、
全ての小・中・高等学校等に生徒指導主事を配置する
とともに、「教育相談・支援主任」を校内組織に位置
付けて、生徒指導体制の充実・強化を図る。
また、管理職や生徒指導主事等を対象として、いじめ
を未然に防止し、早期発見・早期対応するための力量
の向上を目的とした研修を実施する。

教育委員会
教職員課、生徒指
導課、教育センター

【再掲】「広島市いじめ
問題対策連絡協議会」の
開催

いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を強化する
ため、「広島市いじめ問題対策連絡協議会」を開催する。

教育委員会
生徒指導課

【再掲】「広島市いじめ
防止対策推進審議会」の
開催

本市の基本指針に基づくいじめの防止等のための対策
に関する重要な事項を調査審議するため、「広島市い
じめ防止対策推進審議会」を開催する。

教育委員会
生徒指導課

【再掲】青少年への相談
支援 

青少年総合相談センターにおいて、青少年問題に対す
る課題の改善や解決に向け、青少年教育相談員による
相談、支援を行うとともに、子ども一人一人の障害の
状態や様々な教育的ニーズにあった就学・教育相談を
行う。 
また、SNSを活用した相談、支援について、広島県等
と連携しながら取り組む。 

教育委員会
育成課、特別支援
教育課
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②　不登校等対策の推進
　　不登校の未然防止に向けた取組を強化するとともに、個々の状況に応じたきめ細かい支援の充実を図ります。ま

た、ひきこもりがちな青少年が早期にその状態から脱し、社会生活に復帰できるよう、就労体験などの社会体験活
動を実施し、その自立・就業等を支援します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

不登校児童生徒
に対する支援

【再掲】生徒指導体制の
強化・充実

いじめや不登校の早期発見・早期対応等を行うため、
全ての小・中・高等学校等に生徒指導主事を配置する
とともに、「教育相談・支援主任」を校内組織に位置
付けて、生徒指導体制の充実・強化を図る。
また、管理職や生徒指導主事等を対象として、いじめ
を未然に防止し、早期発見・早期対応するための力量
の向上を目的とした研修を実施する。

教育委員会
教職員課、生徒指
導課、教育センター

【再掲】ふれあいひろば
の運営（不登校等対策ふ
れあい事業）

全ての市立小・中学校に「ふれあいひろば」を設置
し、登校はできるが教室に入るのが難しい児童生徒に
対し、ふれあいひろば推進員と教員が連携して相談活
動や学習支援を行う。

教育委員会
生徒指導課

【再掲】ふれあい教室（不
登校児童生徒適応指導教
室）の運営

市内４か所に「ふれあい教室」を設置し、指導員等が
学校と連携しながら、学校に行くことができない児童
生徒に対して、相談活動や学習指導を行う。

教育委員会
生徒指導課

ひきこもりがち
な青少年の自立
支援

ひきこもりがちな青少年
への支援事業

ひきこもりがちな青少年の交流・自立支援を行う団体
に委託して社会体験活動の提供等の支援を行う。

教育委員会
育成課

若者の自立・就労支援対
策事業 　　

職業的自立に困難を抱える若者を支援するため、ジョ
ブトレーニングや講演会・セミナー等を実施する。

経済観光局
雇用推進課
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑸　子どもの貧困対策の推進

【現状と課題】
　○　我が国の18歳未満の子どもの貧困率は、厚生労働省の平成28年国民生活基礎調査によると13.9％で、約７人

に１人が平均的な所得の半分を下回る家庭で暮らしていることとなります。また、平成29年度に本市が小学５
年生と中学２年生の児童生徒及びその保護者に対して行った「広島市子どもの生活に関する実態調査」において
も、低所得、家計の逼迫、子どもの体験や所有物の欠如の３項目のうち一つ以上に該当する生活困難層に分類さ
れた家庭の割合は約25％という結果となっています。

　○　貧困状況にある家庭の子どもは、学習や生活面において様々な機会が奪われ、学力や健全な成長に悪影響を受
けるとともに、進学や就職における選択肢が狭められるなど、現在・将来共に困難な状況が生じやすいとされて
おり、全ての子どもが、その可能性の芽を摘まれることなく、心身共に健やかに育成されるとともに、子ども一
人一人が夢や希望を持つことができるようにしていくことが重要です。

　○　こうしたことから、国において令和元年６月に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び同年
11月に策定された新たな「子供の貧困対策に関する大綱」を踏まえながら、子どもの現在と将来が、その生ま
れ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、教育の
支援、生活の支援、就労の支援及び経済的支援といった子どもの貧困対策を総合的に推進していく必要がありま
す。

【主な施策展開】
①　教育の支援の充実
　　希望に沿った教育段階への進学ができるよう、学校におけるきめ細かな学習指導はもとより、地域において十分

な教育が受けにくいとされる生活困窮家庭やひとり親家庭等の子どもに対する学習支援を行うほか、様々な問題を
抱える子どもに対して的確な支援を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

学習の支援
生活困窮世帯学習支援事業

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の小学４年生か
ら高校生までの子どもを対象に、学習支援会を開催す
る。

健康福祉局
地域福祉課

ひとり親家庭学習支援事業 ひとり親家庭の小学４年生から高校生までの児童等を
対象に、大学生等による学習支援や進路相談等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

就学・学資の援助

【再掲】保育料の軽減・
減免

災害、疾病等により収入が減少した者や、生活困窮者、
ひとり親世帯等のうち一定の所得以下の世帯及び多子
世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対し、保育料を
軽減・減免する。

こども未来局
保育企画課

【再掲】保育園等入園世
帯への教材購入費等補助

保育園等に入園している子どもがいる生活保護世帯に
対し、教材の購入に要する費用等の一部を補助する。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
学事課

【再掲】幼稚園入園世帯
への副食材料費補助

私立幼稚園（新制度未移行園）に入園している子ども
がいる低所得世帯等に対し、保護者が負担する給食費
のうち、副食材料費相当額を補助する。

教育委員会
学事課

【再掲】就学援助 経済的理由により就学に支障を来さないよう小・中学
校の児童生徒等の保護者に対し、学用品費等を援助する。

教育委員会
学事課

【再掲】市立高等学校の
授業料等の減免

災害や経済的理由により授業料等を納めることが困難
な者について、これを減免する。

教育委員会
学事課
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就学・学資の援助

【再掲】幼児教育・保育
の無償化

３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳ま
での住民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化する
ことに加え、認可外保育施設、幼稚園等の預かり保育
事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・
サポート・センター事業の利用料についても、保育の
必要性があると認定された子どもを対象として一定額
まで無償化する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課、こども・
家庭支援課
教育委員会
学事課

【再掲】高等教育の無償
化（広島市立大学・広島
市立看護専門学校の授業
料等減免）

住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生で、一
定の学業成績等の要件を満たす学生に対し、入学料及
び授業料を減免する。

企画総務局
行政経営課
健康福祉局
看護専門学校

②　生活の安定に資するための支援の充実
　　貧困状況にある家庭の生活基盤の安定を図るため、複合的な問題を抱える生活困窮者に対し、包括的な相談支援

を行うとともに、様々な事情を抱える子どもが安心して過ごすことのできる居場所の確保や、住居の確保などの支
援を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

包括的な相談支
援の実施

生活困窮者自立相談支援
事業

各区に設置したくらしサポートセンターにおいて、生
活保護に至る前の生活困窮者からの相談に応じ、就労
その他の自立に向けた支援を盛り込んだ支援計画を作
成し、生活困窮者自立支援法に基づく包括的な支援を
行う。

健康福祉局
地域福祉課

家計改善支援事業

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家
計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・支出の
節約に関する指導、生活に必要な資金の貸付のあっせ
ん等を行う。

健康福祉局
地域福祉課

相談支援事業 各区福祉課に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり
親家庭等の相談や指導・助言を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

居場所の確保 ひとり親家庭等居場所づ
くり事業

ひとり親家庭等の子どもや親が気軽に集まれる「居場
所」を提供し、学習や交流、食事等の支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

住居の確保

住居確保給付金給付事業

離職等により経済的に困窮し住居を喪失している者又
は喪失するおそれのある者に対して、賃貸住宅の家賃
額相当の給付金を支給するとともに、再就職に向けた
支援を行う。

健康福祉局
地域福祉課

市営住宅入居抽選時の優
遇措置

ひとり親世帯や多子世帯について、市営住宅の入居抽
選における当選確率を高くする優遇措置（一般世帯の
２倍）を実施する。

都市整備局
住宅政策課

特定優良賃貸住宅入居促
進

市が認定している民間の優良なファミリー世帯向け賃
貸住宅を、家賃助成により子育て世帯等に供給し、居
住水準の向上を図る。

都市整備局
住宅政策課

特賃住宅の入居促進 中堅所得者向けの市営住宅（特賃住宅）を、家賃助成
により子育て世帯に供給し、居住水準の向上を図る。

都市整備局
住宅政策課

③　職業生活の安定と向上に資するための就労の支援の充実
　　貧困状況にある家庭の経済基盤の安定を図るため、雇用と福祉の一体的な支援などにより就労機会を確保すると

ともに、職業生活と家庭の両立に向けた支援に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

就労機会の確保 被保護者就労支援事業

福祉事務所に就労支援のコーディネーターとして就労
支援員を配置し、生活保護受給者の就労支援に関して、
他事業との連絡調整や就労支援に向けた同行訪問等の
支援を行う。

健康福祉局
地域福祉課



 55 

第
4
章

施
策
展
開

就労機会の確保

就労支援窓口の設置によ
るハローワークとの一体
的な支援

各区の福祉事務所においてハローワーク就職支援ナビ
ゲーターが常駐又は巡回し、生活保護受給者等に対し、
雇用と福祉施策の一体的な支援を行うなど、自立に向
けた支援を行う。

経済観光局
雇用推進課

母子家庭等就業支援事業

母子家庭の母又は父子家庭の父等に対し、就労に関す
る情報提供や相談、職業紹介等を実施するとともに、
就労に必要な知識や技能を習得させるための講習会等
を実施し、総合的な就業支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

職業生活と家庭
の両立に向けた
支援

ひとり親家庭等日常生活
支援事業

一時的に日常生活に支障があるひとり親家庭に対し、
家庭生活支援員を派遣し、必要な援助を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】子育て短期支援
事業

保護者が疾病その他の理由によって、家庭における子
どもの養育が一時的に困難となった場合等に、児童養
護施設等において一定期間、養育・保護する。

こども未来局
こども・家庭支援課

④　経済的支援の充実
　　貧困状況にある家庭の経済的負担の軽減を図るため、手当の支給や養育費に関する相談支援、幼児教育・保育や

高等教育の無償化など、就園・就学に要する経費の軽減や援助を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

手当の支給
【再掲】児童手当の支給

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
とし、中学校修了前までの国内に住む児童を養育して
いる者に支給を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

児童扶養手当の支給 ひとり親家庭等の子どもの福祉の増進を図るため、手
当を支給する。

こども未来局
こども・家庭支援課

養育費に関する
相談支援

特別相談事業 ひとり親家庭等を対象に、離婚に伴う養育費や財産分
与の問題等の法律相談を実施する。

こども未来局
こども・家庭支援課

離婚前後親支援講座
離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与える影
響や養育費等の取り決めの重要性などに関する講習を
実施する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

就園・就学に要
する費用の軽減
等

【再掲】保育料の軽減・
減免

災害、疾病等により収入が減少した者や、生活困窮者、
ひとり親世帯等のうち一定の所得以下の世帯及び多子
世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対し、保育料を
軽減・減免する。

こども未来局
保育企画課

【再掲】保育園等入園世
帯への教材購入費等補助

保育園等に入園している子どもがいる生活保護世帯に
対し、教材の購入に要する費用等の一部を補助する。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
学事課

【再掲】幼稚園入園世帯
への副食材料費補助

私立幼稚園（新制度未移行園）に入園している子ども
がいる低所得世帯等に対し、保護者が負担する給食費
のうち、副食材料費相当額を補助する。

教育委員会
学事課

【再掲】就学援助
経済的理由により就学に支障を来さないよう小・中学
校の児童生徒等の保護者に対し、学用品費等を援助す
る。

教育委員会
学事課

【再掲】市立高等学校の
授業料等の減免

災害や経済的理由により授業料等を納めることが困難
な者について、これを減免する。

教育委員会
学事課

【再掲】幼児教育・保育
の無償化

３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳ま
での住民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化する
ことに加え、認可外保育施設、幼稚園等の預かり保育
事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・
サポート・センター事業の利用料についても、保育の
必要性があると認定された子どもを対象として一定額
まで無償化する。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課、こども・
家庭支援課
教育委員会
学事課

【再掲】高等教育の無償
化（広島市立大学・広島
市立看護専門学校の授業
料等減免）

住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生で、一
定の学業成績等の要件を満たす学生に対し、入学料及
び授業料を減免する。

企画総務局
行政経営課
健康福祉局
看護専門学校
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑹　ひとり親家庭への支援

【現状と課題】
　○　本市の母子・父子家庭数は、国勢調査によると、父子家庭は平成２年の924世帯から平成27年は887世帯と

ほぼ横ばいとなっていますが、母子世帯は平成２年の5,040世帯から平成27年は8,504世帯と25年間で約1.7倍
増加しています。

　○　また、我が国の18歳未満のひとり親家庭の子どもの貧困率は、厚生労働省の「平成28年国民生活基礎調査」
によると50.8％（全家庭では13.9％）と極めて厳しい状況にあります。また、平成29年度に本市が行った「広
島市子どもの生活に関する実態調査」においても、生活困難層に分類されたひとり親家庭の割合は、50％～
60％（全家庭では約25％）という結果となっています。

　○　さらに、ニーズ調査によると、本市のひとり親家庭の83.2％が就業していますが、そのうちの約４割がパー
トやアルバイト等の非正規雇用となっています。

　○　このように、ひとり親家庭が増加している中で、ひとり親家庭は所得が低く、雇用も不安定な傾向にあるた
め、自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育てと仕事を両立しながら安定的な生活ができるよう、子育て・
生活支援や経済的支援などを総合的に推進していく必要があります。

【主な施策展開】
①　自立に向けた就業支援の充実
　　ひとり親家庭の親等が、その希望する形で仕事に就くことができるよう、総合的な就労相談、就職に有利となる

資格・技能の習得支援、より有利な雇用条件を確保するためのキャリアアップに向けた支援などを行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

総合的な就労支
援の実施

【再掲】母子家庭等就業
支援事業

母子家庭の母又は父子家庭の父等に対し、就労に関す
る情報提供や相談、職業紹介等を実施するとともに、
就労に必要な知識や技能を習得させるための講習会等
を実施し、総合的な就業支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

資格・技能の習
得支援の推進

自立支援教育訓練給付金
事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講
した場合、その主体的な能力開発の取組を支援するた
め、経費の一部を支給する。

こども未来局
こども・家庭支援課

高等職業訓練促進給付金
等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利で、
経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給
付金を支給する。

こども未来局
こども・家庭支援課

ひとり親家庭高等職業訓
練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金受給者を対象に、入学準備金
及び就職準備金を貸し付け、資格取得と自立を促進す
る。

こども未来局
こども・家庭支援課

キャリアアップ
に向けた支援の
推進

ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援
事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は子
が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して対象
講座を受講した場合、その費用の一部を支給する。

こども未来局
こども・家庭支援課
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②　子育て・生活支援の充実
　　ひとり親家庭が安定的な生活を送り自立していけるよう、必要な福祉制度等の情報提供や相談指導、住居の確保

など仕事と子育て・日常生活の両立に向けた支援を行います。また、親と過ごす時間が限られ、家庭内での教育や
しつけなどが十分に行き届かない傾向があるため、子どもに学力と生活習慣を身に付けさせる学習支援や居場所づ
くりを実施します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

仕事と子育て・
生活の両立支援
の推進

【再掲】相談支援事業 各区福祉課に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり
親家庭等の相談や指導・助言を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】ひとり親家庭等
日常生活支援事業

一時的に日常生活に支障があるひとり親家庭に対し、
家庭生活支援員を派遣し、必要な援助を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】市営住宅入居抽
選時の優遇措置

ひとり親世帯や多子世帯について、市営住宅の入居抽
選における当選確率を高くする優遇措置（一般世帯の
２倍）を実施する。

都市整備局
住宅政策課

【再掲】母子生活支援施
設入所措置

母子家庭の母と子どもを共に保護し、生活・住宅・教
育・就職その他について支援する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】身元保証人確保
対策事業

児童養護施設、母子生活支援施設等への入所等をして
いる子ども又は女性に対し、安心して大学進学や就職、
アパート等を賃借することができるよう身元保証人を
確保する。

こども未来局
こども・家庭支援課

子どもに対する
支援の推進

【再掲】ひとり親家庭学
習支援事業

ひとり親家庭の小学４年生から高校生までの児童等を
対象に、大学生等による学習支援や進路相談等を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】ひとり親家庭等
居場所づくり事業

ひとり親家庭等の子どもや親が気軽に集まれる「居場
所」を提供し、学習や交流、食事等の支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

③　経済的支援の充実
　　ひとり親家庭の経済的自立を図るため、手当の支給や医療費の補助、公共料金等の軽減・減免などの経済的負担

の軽減を行うとともに、就労・就学のための資金の貸付けや養育費の確保に関する相談等を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

経済的負担の軽減

【再掲】児童扶養手当の
支給

ひとり親家庭等の子どもの福祉の増進を図るため、手
当を支給する。

こども未来局
こども・家庭支援課

ひとり親家庭等医療費補助 ひとり親家庭等の医療費の保険診療分の自己負担相当
額を補助する。

健康福祉局
保険年金課

【再掲】保育料の軽減・
減免

災害、疾病等により収入が減少した者や、生活困窮者、
ひとり親世帯等のうち一定の所得以下の世帯及び多子
世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対し、保育料を
軽減・減免する。

こども未来局
保育企画課

税負担の軽減等

ひとり親家庭の所得税、市・県民税について、申告に
基づき、寡婦（夫）控除を行う。
また、税の寡婦（夫）控除が適用されない未婚のひと
り親を対象に、寡婦（夫）控除のみなし適用を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

水道料金・下水道使用料
の減免

ひとり親家庭等の水道料金及び下水道使用料の０～
10㎥相当額（１か月につき）を減免する。

水道局
営業課
下水道局
管理課

資金の貸付け

母子及び父子福祉資金の
貸付け

母子家庭及び父子家庭の経済的自立と生活意欲の向上
を図るため、各種資金を貸し付ける。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】ひとり親家庭高
等職業訓練促進資金貸付
事業 

高等職業訓練促進給付金受給者を対象に、入学準備金
及び就職準備金を貸し付け、資格取得と自立を促進す
る。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

養育費に関する
相談支援 

【再掲】特別相談事業 ひとり親家庭等を対象に、離婚に伴う養育費や財産分
与の問題等の法律相談を実施する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 

【再掲】離婚前後親支援
講座 

離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与える影
響や養育費等の取り決めの重要性などに関する講習を
実施する。 

こども未来局 
こども・家庭支援課 
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基本的視点 ２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実

重 点 施 策 ⑺　外国にルーツを持つ子ども及びその保護者に対する支援

【現状と課題】
　○　本市に住民登録のある外国人市民の数は、平成26年度以降毎年度増加しており、平成31年３月末時点で19,516

人と総人口の約1.6％となり、令和元年９月末には初めて２万人を超えました。また、深刻な人手不足を背景とす
る更なる外国人材の受入拡大の国の方針決定を受け、外国人市民の増加は今後も続くものと予想されています。

　○　本市では、これまで、生活関連情報等の多言語化の推進など、外国人市民向けの支援に取り組んでいますが、
言葉や生活習慣の違い等に起因する生活上の困難や地域住民とのトラブルなどが発生しており、子どもを始めと
する外国人市民が安心して暮らせるよう、地域社会の一員として受け入れ、共生していく多文化共生施策の重要
性は一層高まっています。

　○　このため、今後も、教育や子育て、生活、また、それらに係る相談体制や情報提供等の充実など、外国にルー
ツを持つ子ども及びその保護者に対する支援を一層推進していく必要があります。

【主な施策展開】
①　子どもに対する教育の充実
　　保育園等において、生活に必要な言葉やコミュニケーション能力を身に付けることができるよう保育の充実に取

り組みます。また、学校教育においては、一人一人の実態に応じて、日本語で学校生活を営み、学習に取り組める
ようになるための指導を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

保育の充実 子どもへの支援の充実

保育園等において、社会生活への適応や小学校への円
滑な接続を図るため、外国人の子どもの保育等を支援
する職員を配置し、絵や写真などを用いた視覚的な支
援を通じて生活に必要な言葉の獲得を促すとともに、
子ども同士の遊びを通じて、きまりを守る心やコミュ
ニケーション力を育む。 

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

学校教育

【再掲】就学案内の実施

多言語による就学案内を作成し、毎年９月に、翌年度
に小学校入学相当の年齢に達する外国籍の子どもがい
る家庭に送付するとともに、家庭に学齢相当の外国籍
の子どもがいる転入者に対し、転入手続時に区役所及
び出張所において配付する。

教育委員会
学事課

【再掲】帰国・外国人児
童生徒に対する教育の推
進

日本語指導協力者や教育相談員を派遣し、日本語指導
を主とした基礎的な学力補充を行うとともに、教職員や
保護者への相談活動や助言を行う。また、日本語指導
コーディネーターを拠点校に配置し、外国人の児童生
徒の実態把握の方法や、個に応じたきめ細かな日本語
指導の方法などを助言するための巡回訪問指導を行う。

教育委員会
指導第一課、指導
第二課

②　保護者に対する生活支援の充実
　　保護者が、日本の文化や習慣等を理解して、地域の中で安心して生活し子育てができるよう、生活関連情報の提

供や相談支援などを行います。また、子どもが必要な子育て支援を確実に受け、健全に発達・成長することができ
るよう、保護者に対して、子育てに関する情報提供の一層の充実を検討します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

情報提供・相談
支援の推進

外国人市民向け生活情報
提供事業

日常生活に必要な行政サービスや生活関連情報をまと
め、多言語（７言語・日本語併記）に翻訳した「外国
人市民のための生活ガイドブック」を作成・配布する。

市民局
人権啓発課



 59 

第
4
章

施
策
展
開

情報提供・相談
支援の推進

国際交流ラウンジの運営

日本人と外国人の交流を促進するため、情報カウン
ターやミーティングコーナー、学習コーナーなどを備
えた国際交流ラウンジを国際会議場内において運営す
る。

市民局
国際交流課

外国人市民の総合相談窓
口事業

市内及び周辺市町に居住する外国人及び外国人の受入
機関等のため、広島国際会議場１階に外国人市民の生
活相談コーナーを設置し、多言語による相談対応、生
活関連情報の収集・翻訳・提供、行政機関や学校等へ
の同行通訳、区役所等での出張相談を行う。

市民局
人権啓発課

外国人市民の日本語能力
向上支援事業

外国人市民が生活に必要な日本語能力を身に付けられ
るよう、日本語教育の充実を図る。

市民局
人権啓発課

保護者への支援の充実

保育園等において、保育士と保護者との意思疎通の円
滑化を図るため、通訳機器の導入や配付物・掲示物の
多言語化などを行うとともに、日本人と外国人の保護
者や子どもが多様な文化に触れ合う機会を創出し、相
互理解の促進に取り組む。 
また、乳幼児健診や保健師の相談支援等の場における
保護者との円滑なコミュニケーションの確保に向けた
検討を進める。 

こども未来局 
保育企画課、保育
指導課、こども・
家庭支援課 

施策充実の検討 子育て支援情報の提供の
充実

母子健康手帳や保育園入園案内等の子育て支援情報に
ついて、多言語での情報提供や周知を行うとともに、
提供する情報及びその方法等の拡充について検討する。

こども未来局
こども未来調整課
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基本的視点 ３　地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実

重 点 施 策 ⑴　地域共生社会の実現に向けた取組の推進

【現状と課題】�
　○　本市の町内会・自治会の加入率は、平成17年の70.8％から令和元年の57.0％へと年々減少し、地域コミュニ

ティの活力低下や地域を支える人材の不足が懸念されています。
　○　こうした地域のつながりの希薄化に加えて、未婚化・晩婚化、経済状況や労働環境の変化等を背景とした少子

化や核家族化の急速な進展に伴い、家庭の機能も弱体化する傾向が見られ、子育て家庭の社会的な孤立が問題と
なっています。また、子育てと介護に同時に直面する世帯など、複雑化・複合化した問題を抱え、制度や分野ご
とに縦割りで整備された公的な支援制度の下では対応が困難なケースも増えています。

　○　このため、これまでの「支える側」と「支えられる側」という二分論にとどまらず、「自助」、「共助」、「公
助」の適切な組合せの下、市民の誰もが住み慣れた地域で、それぞれに役割を持ち、互いに支え合いながら、心
豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現が求められています。

　○　こうしたことから、家庭と共に、地域、NPO、企業、学校、行政等の社会を構成する全ての人々が、それぞ
れの役割を果たしながら、専門機関等と協働して子育て支援を行うことができるよう、地域において子育て家庭
が孤立することなく、様々な形での交流ができる機会の提供や複合的な問題に包括的に対応できる相談体制の整
備を行うとともに、子どもを生み育てやすいまちづくりを進めていく必要があります。 

【主な施策展開】
①　地域における多様な交流機会の提供
　　子育て家庭が孤立して、子育てに係る悩みや不安、負担感等を抱え込むことのないよう、他の子育て家庭の親子

や支援者と気軽に交流し相談できるオープンスペースの設置数を拡大するとともに、ニーズの多様化に適切に対応
できるよう、一時預かりや地域に出向いての運営（出張ひろば）等機能の充実を図ります。また、保育園等を活用
した支援の場の提供等により交流を促進するほか、地域コミュニティの活性化や担い手の確保など、地域が行う共
助としての子育て支援の展開を行政としてバックアップしつつ、その協力を得ながらきめ細かい子育て支援を推進
します。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

オープンスペー
スの拡充

【再掲】各区の常設オー
プンスペースの運営

乳幼児とその保護者がいつでも気軽に集い、相互交流
を図るとともに、子育ての相談が受けられる場（常設
オープンスペース）を、各区の地域福祉センター内（中
区は健康科学館内）において、地域との協働により運
営し、子育て家庭に対する支援を行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】公募型常設オー
プンスペースの運営補
助・拡充

NPO法人等が設置・運営する公募型の常設オープン
スペースについて、運営費等を補助し、設置数を拡大
するとともに、一時預かりや地域に出向いての運営（出
張ひろば）等機能の充実を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】地域のオープン
スペースの運営支援

地域の身近な場所において地域団体が主体となって運
営するオープンスペースについて、支援者及び参加親
子の傷害保険料を負担するとともに、各区の地域子育
て支援センターから相談員の派遣等による支援を行う
ことにより、活動の活性化を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

保育園等を活用
した交流の促進

【再掲】きんさい！みん
なの保育園事業（園庭開
放）

保育園等の有する専門的機能を活用し、園庭開放、育
児講座等を行うことで、地域の子育て家庭における親
の子育てに対する不安を解消し、家庭の子育て力向上
のための支援を行うとともに、地域社会との交流によ
り地域福祉の増進を図る。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課
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地域による子育
て支援の推進

【再掲】児童館の運営

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとと
もに、情操を豊かにすることを目的とし、遊びの指導
や行事を通じた体験活動などを行うほか、児童の健全
育成を目的とする活動の支援を行う。

教育委員会
放課後対策課

【再掲】ファミリー・サ
ポート・センター事業

保護者の仕事や急用等の際の子どもの一時預かりや送
迎など、子育て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）との間の調整を行うこと
により、地域における子育てに関する相互援助活動を
促進する。

こども未来局
こども・家庭支援課

シルバー人材センターの
育児支援

仕事や家事で人手を必要とする者に対して、シルバー
会員が自宅を訪問し、乳幼児や小学校低学年の児童の
世話、園児の送迎、塾や稽古事の付き添い、イベント
会場でのベビーシッター、産後の手伝いを行う。

経済観光局
雇用推進課

②　包括的な相談支援体制の整備
　　町内会・自治会や民生委員・児童委員、地域ボランティア等の地域活動を通して把握された地域生活課題に関す

る相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援機関につなぐことのできる体制の
整備を目指し、協力体制の構築やバックアップを図るため、区役所厚生部の再編や保健師地区担当制の全区への導
入等を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

包括的な相談支
援体制の整備

区役所厚生部の再編

区役所厚生部を再編し、地域福祉の担い手となる地域
団体、保健・医療関係団体、地域包括支援センターな
どを一元的に所管する課を設けることにより、地域の
関係者との協力体制を構築し、地域団体、住民、行政
が連携を図り、地域の課題解決に向けた取組を行いや
すくする。

健康福祉局
地域共生社会推進室

【再掲】保健師地区担当
制の導入

複合的な課題や制度の狭間等の課題を抱える世帯に対
応するため、保健師地区担当制を導入し、アウトリー
チによる訪問指導、健康相談などの地区活動を積極的
に行うとともに、市・区社会福祉協議会に配置した生
活支援コーディネーター等と連携し、各地区が抱える
課題を把握し、住民・関係機関と連携しながら解決に
向けて取り組む。

健康福祉局
地域共生社会推進室、
健康推進課

【再掲】地域子育て支援
センターの運営

各区の地域子育て支援センターにおいて、子育てに関
する相談指導、子育てサークルの育成支援、育児講座
の実施、地域子育て支援連絡会の開催、子育て支援リー
ダーの養成・育成、子育て応援マップ等による子育て
情報の提供などを行う。

こども未来局
こども・家庭支援課

民生委員・児童委員によ
る支援

地域住民の福祉増進のための調査、情報提供、相談、
助言等の活動を行うほか、関係行政機関と協力して、
こんにちは赤ちゃん事業などの母子保健や、児童福祉、
ひとり親家庭の福祉等に関する相談及び助言を行う。

健康福祉局
地域福祉課

③　子どもを生み育てやすい環境整備の推進
　　子どもや子育て中の人などが、より安全・快適に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、公共施設や公

共交通機関等のバリアフリー化を進めるとともに、それらの整備状況や子育てに優しい設備の設置状況等に係る
情報提供の充実を図ります。また、子育て中の世帯とその親世帯との間での子育てや介護等の支え合いを促進しま
す。さらに、少子化対策の一環として、結婚支援に取り組む民間団体等へのバックアップの方策について検討を行
います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

公共施設等のバリ
アフリー化の推進 福祉のまちづくりの推進 通路の段差解消、トイレの改修など諸施設の福祉環境

の整備・改善を図る。
健康福祉局
地域共生社会推進室
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公共施設等のバ
リアフリー化の
推進

低床車両（バス）の導入
促進

乗合バス事業者が導入するノンステップバス（低公害
バス）車両の購入費の一部を国等と共に補助する。

道路交通局
都市交通部

低床車両（電車）の導入
促進

鉄軌道事業者が導入する低床路面電車車両の購入費の
一部を国等と共に補助する。

道路交通局
都市交通部

交通施設のバリアフリー
化の推進

主要な駅について、交通事業者が実施するバリアフ
リー化設備整備費の一部を国と共に補助する。

道路交通局
都市交通部

情報提供の充実

公共施設等のバリアフ
リー設備に関する情報提
供 

公共施設等のバリアフリー設備の整備状況を、マップ
形式でホームページに掲載し、市民に情報提供する。

健康福祉局
地域共生社会推進室

赤ちゃん安心おでかけ事業

外出中の授乳やおむつ替え等のために気軽に立ち寄る
ことができる施設を「にこにこベビールーム」として
登録し、赤ちゃんと一緒に外出しやすい環境を整備す
る。

こども未来局
こども未来調整課

マタニティマークの普及
促進

妊産婦が身に付けるマタニティマーク入りキーホル
ダーを配布し、周囲に妊婦であることを示しやすくす
るなどにより、妊産婦に優しい環境づくりを推進する。

こども未来局
こども・家庭支援課

親世帯と子世帯
の支え合いの推
進

三世代同居・近居支援事業

子育てや介護等の支え合いを促進するとともに、地域
コミュニティの次世代の担い手の確保を図るため、小
学生以下の子ども（出産予定の子どもを含む。）がい
る世帯が、市内に居住する親世帯の近くに住み替えて
同居や近居を始める場合に、引越し費用等の一部を助
成する。

企画総務局
コミュニティ再生課

結婚支援に取り
組む団体等への
支援

結婚支援に関する取組の
周知・広報協力

広島県（公益財団法人ひろしまこども夢財団）が実施
する結婚支援に関する取組について、広報紙への婚活
イベントの開催告知記事の掲載や、区役所等でのポス
ター・チラシの配布及び掲示、平成26年８月に県庁
内に開設された「ひろしま出会いサポートセンター」
が運営するサイトの本市ホームページへのリンク等に
よる周知・広報協力を行う。

こども未来局
こども未来調整課

結婚支援団体等に対する
支援方策の検討

共助の取組の更なる推進を図るため、一定の結婚支
援活動を行う民間団体に対する行政としてのバック
アップの方策を検討する。

こども未来局
こども未来調整課



 63 

第
4
章

施
策
展
開

基本的視点 ３　地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実

重 点 施 策 ⑵　子育てに対する地域社会の理解の促進

【現状と課題】
　○　家庭と共に、地域、NPO、企業、学校、行政等の社会を構成する全ての人々が、それぞれの役割を果たしな

がら協働して子育て支援を行っていくためには、その前提として、地域の宝であり未来を担う存在である子ども
の健全な育成を「我が事」として捉え、子どもや子育てに対する関心や理解を深めていくことが不可欠です。

　○　しかしながら、現実には、地域コミュニティの希薄化や価値観・ライフスタイルの多様化等により、我が子以
外の子どもの健全な育成を、逆に「他人事」として捉え、関心を持たない風潮も見受けられます。また、「男は
仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識が男性を中心に根強く残っていることなども影響して、父親
の主体的な子育てを阻害していることも考えられます。

　○　こうしたことから、広く市民等の子どもと子育てへの理解を深めるとともに、男女共同参画の観点からも父親
の主体的な子育てを促進していく必要があります。

　○　また、児童の権利に関する条約に掲げられている子どもの最善の利益の確保、生存と発達の権利、暴力や虐待
からの保護、人間としての尊厳や意思・意見の尊重、家庭的な環境や医療・生活の保障、教育を受ける権利等
の子どもの権利は、子どもが生まれながらにして持っている基本的な権利ですが、依然として、いじめや児童虐
待、性的マイノリティの子どもに対する差別や偏見などの重大な権利侵害が発生しています。

　○　このため、子どもの権利やその擁護の重要性等について、引き続き普及啓発を行っていく必要があります。

【主な施策展開】
①　子どもと子育てに関する理解の促進
　　社会全体で子どもを育てる意識や機運を醸成するため、講座の開催やパンフレット等を活用して、広く市民に対

して子どもと子育ての重要性に関する啓発を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

市民に対する啓発

児童福祉月間
毎年５月を児童福祉月間と定め、各種の子育て支援事
業や啓発事業を実施し、児童福祉に対する市民の理解
を深め、子育て支援意識の醸成を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

公民館学習会・子育て支
援事業

「子育て広場」、「子育て講座」などを公民館で開催し、
地域における子育て支援の輪を広げる。

市民局
生涯学習課

【再掲】子育てハンド
ブックの作成・配布

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

こども未来局
こども・家庭支援課

男女共同参画啓発リーフ
レットの作成

職業生活と家庭生活の両立を推進することの意義やメ
リット、マタニティハラスメントの防止に関する内容
などを掲載したリーフレットを、母子手帳交付時に配
付するほか、市内の病院、銀行、郵便局等に配布する。

市民局
男女共同参画課

小中学生向け男女共同参
画啓発用冊子の作成

啓発用冊子を市内の全小学校の５年生、全中学校の２
年生に配付し、授業やホームルームの時間を通じて活
用することで、男女共同参画について、若年層からの
意識啓発を図る。

市民局
男女共同参画課
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②　父親の主体的な子育ての促進
　　父親が子育てを「手伝う」のではなく、父親と母親が協力・協働して子育てを行う環境を整備するため、リーフ

レットの配布や各種講座の開催等による啓発を行い、父親が我が事として主体的に子育てを行う意識を醸成し、具
体的な行動へつなげるための支援を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

父親への啓発・
意識醸成

【再掲】子育てハンド
ブックの作成・配布

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】男女共同参画啓
発リーフレットの作成

職業生活と家庭生活の両立を推進することの意義やメ
リット、マタニティハラスメントの防止に関する内容
などを掲載したリーフレットを、母子手帳交付時に配
付するほか、市内の病院、銀行、郵便局等に配布する。

市民局
男女共同参画課

男性の地域活動・家庭生
活等への参画支援事業

男性の家事や育児、介護、地域活動への参画を促すた
め、啓発用リーフレットを作成し、保育園や子育てオー
プンスペースなど、子どもがいる世帯の方が手に取り
やすい場所を中心に配布する。

市民局
男女共同参画課

女性・男性のためのなん
でも相談

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）にお
いて、介護・家族・子育て・仕事・健康など、男女が
直面する様々な悩みや不安について、男女それぞれの
相談員が応じるなんでも相談を実施する。

市民局
男女共同参画課

つどいの広場事業

健康科学館（広島市健康づくりセンター）内において、
乳幼児とその保護者がいつでも気軽に集い、相互交流
を図るとともに、子育ての相談が受けられる場（常設
オープンスペース）を祝・休日含めて運営することに
より、子育てへの不安、負担感等の緩和及び乳幼児の
健康づくりの推進を図る。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】パパとママの育
児教室

初妊婦とその配偶者を対象に、夫婦が協力して子育て
を行うため、夫婦関係、父親・母親の役割や子育て全
般についての教室を開催する。

こども未来局
こども・家庭支援課

【再掲】はじめての子育
て応援事業

初妊婦とその配偶者が安心して出産、子育てができる
ように地域の身近な保育園において妊娠期からの継続
的な子育て支援を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課

家庭教育講座の充実
家庭教育を支援するため、公民館において、保護者に
対し、子育てや親の役割など家庭教育についての学習
会を、子どもの発達段階に応じて実施する。

市民局
生涯学習課

③　子どもの権利の啓発
　　子どもが有する権利が侵害されることのないよう、しつけに際して体罰を加えることのない子育て等を推進する

など様々な機会を活用して子どもの権利の普及啓発を図ります。また、近年問題になっている性的マイノリティに
対する偏見や差別について、LGBT等の子どもが悩み苦しむことのないよう、その多様性を認められながら安心し
て過ごせる方策について検討を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

子どもの権利の
普及啓発

人権啓発事業の実施

広島法務局、広島人権擁護委員協議会等と連携し、啓
発事業（人権啓発キャンペーン、スポーツ組織と連携
した啓発活動等）を実施する。また、市民や企業等へ
の意識啓発のため、パンフレットやポスターを作成・
配布する。

市民局
人権啓発課

市民に対する人権教育の
推進

小学校の保護者層に焦点を当てた人権教育の学習資料
を作成・配布する。また、公民館を中心とする社会教
育施設において人権教育講座を開催し、市民の人権に
関する学習活動を支援する。

市民局
人権啓発課
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子どもの権利の
普及啓発 児童虐待防止のための取組

児童相談所の児童福祉司や児童心理司等の専門職員が
連携し、相談・援助を行うとともに、リーフレットや
ポスター等を活用した広報・普及活動（オレンジリボ
ンキャンペーン）、学校、保育園、幼稚園、医療機関
等関係者に対する研修の実施、児童相談所虐待対応ダ
イヤル189（いちはやく）の周知等により、虐待の予
防や早期発見を促す。

こども未来局
こども・家庭支援課、
児童相談所

LGBT等の子ども
への対応の検討

LGBT等に対する理解の
促進

広島法務局等と連携し、他の人権問題と合わせて各種
啓発活動を行い、市民の理解の一層の深化を図る。

市民局
人権啓発課
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基本的視点 ３　地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実

重 点 施 策 ⑶　子育てと仕事の調和に向けた就労環境の整備

【現状と課題】
　○　ニーズ調査によると、就学前児童の母親の60.4％、就学児童の母親の73.1％がフルタイム又はパート・アル

バイトとして就労中となっています。また、現在就労していない就学前児童の母親の73.5％、就学児童の母親
の63.0％が、近い将来には就労したいという意向を持っています。

　○　また、同調査では、生活の中で、家事や育児、プライベートの時間を優先したいと思っていても、現実には、
仕事時間の優先度が高くなっている状況が明らかになっているとともに、子育ての精神的な負担を減らすために
必要な支援として、半数近くが育児参加のための労働環境整備を挙げています。

　○　こうしたことから、子育てと仕事の調和を実現していくため、出産・子育て等により変化する女性の多様な就
業ニーズを踏まえた支援に取り組むとともに、ライフステージに応じて多様な働き方ができる就労環境の整備を
促進する必要があります。

【主な施策展開】
①　多様な就業ニーズを踏まえた就労支援の充実
　　就業を希望する子育て家庭の女性が、そのニーズに沿って多様な形態で働くことができるよう、情報提供や相

談、各種講座の開催など、様々なメニューによる就労支援に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

就労支援の充実

女性の就労支援相談の実
施

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）にお
いて、専門の相談員が就労に関する悩みや不安などの
相談に対応する。

市民局
男女共同参画課

女性の就労支援に関する
講座の開催

女性の起業・再就職を支援するため、広島市男女共同
参画推進センター（ゆいぽーと）において、キャリア
アップセミナーなどの講座を実施する。

市民局
男女共同参画課

②　多様な働き方ができる就労環境整備の促進
　　子どもの発達段階や家庭の事情等に応じた多様な働き方が可能な就労環境の整備を促進するため、仕事と家庭等

の両立支援などに積極的に取り組む事業者の表彰や、働きやすい職場づくりに関する研修会などを通じて、事業者
への働きかけを行うとともに、事業所内への保育施設の設置に向けた指導・助言などの支援を行います。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

事業所への支援
や表彰の実施

働く女性・若者のための
就労環境整備の推進

女性や若者が働きがいのある安定した仕事を持てるよ
う、市内の中小企業を対象に、働きやすい職場づくり
に関する研修会や無料相談、コンサルティング経費の
補助等を行い、良質な職場環境づくりを推進する。

市民局
男女共同参画課
経済観光局
雇用推進課

男女共同参画・子育て支
援資金融資制度

男女共同参画及び子育て支援に積極的に取り組む中小
企業を支援するために、平成20年度に創設した男女
共同参画・子育て支援資金融資制度の利用促進を図る。

経済観光局
産業立地推進課

広島市男女共同参画推進
事業者表彰

女性の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両
立支援などに積極的に取り組んでいる市内に本社・本
店を置く事業者を表彰し、市の広報紙等を通じてその
取組内容を広く紹介することで、他の事業者の意識啓
発を図る。

市民局
男女共同参画課
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事業所への支援
や表彰の実施

事業所等向け男女共同参
画支援講座の実施

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性
の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立な
ど、男女共同参画に関する講座を実施することで、男
女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。

市民局
男女共同参画課

事 業 所 へ の 指
導・助言の実施

事業所内保育施設の設置
の促進

事業所内への保育施設の設置について、積極的に相談
に応じ、指導・助言を行い、設置促進を図る。

こども未来局
保育指導課
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基本的視点 ３　地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実

重 点 施 策 ⑷　安全・安心なまちづくりの推進

【現状と課題】
　○　子どもが不審者から声を掛けられたり、後を付けられたりするなどの事案が、市内各地で多く発生しており、

登下校中等の子どもの安全確保が重要な課題となっています。このため、地域ぐるみで子どもの安全を守り、安
心して暮らせる犯罪の起こりにくいまちづくりを推進する必要があります。

　○　また、本市では、平成26年８月、平成30年７月と立て続けに豪雨災害が発生し、子どもを含む多くの方が犠
牲になられました。また、甚大な被害が予想されている南海トラフ地震の発生確率は、今後30年以内に70％か
ら80％とされています。こうした大規模災害等から身を守り適切な行動が取れるように、日頃から子ども等の
防災意識を醸成・向上させる必要があります。

　○　さらに、子どもにとって自転車は身近で便利なものですが、子どもが自転車に乗車しているときの交通事故が
多くなっており、自転車を始めとする交通安全意識の向上に引き続き取り組んでいく必要があります。

【主な施策展開】
①　地域ぐるみで子どもの安全を守る態勢づくりの推進
　　子どもが犯罪等に巻き込まれることのないよう、地域全体で犯罪を抑止し子どもの安全を守る機運の醸成や取組

の推進、そのための環境整備に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

子どもを守る機
運の醸成 「減らそう犯罪」推進事業

区民大会や公民館での防犯講習会の開催、広島市防災
情報メールでの不審者情報等の提供、一家一事業所一
点灯運動の推進などにより、防犯意識の向上を図る。
また、広島市内の全市立中学校を対象とした犯罪被害
等防止教室を実施し、子どもの防犯力を育成するとと
もに、規範意識を育むことにより迷惑行為や犯罪の抑
止を図る。

市民局
市民安全推進課

子どもを守る取
組の促進

子どもの見守り活動の促進

毎月22日の「子ども安全の日」を中心とした安全に
関する取組や「８・３運動」（登校時の午前８時前後
と下校時の午後３時以降を中心に子どもを見守る）の
展開等により、地域における子どもの見守り活動を促
進する。
また、地域において子どもの緊急避難場所となる「こ
ども110番の家」の設置を促進する。

教育委員会
育成課、健康教育
課

消費者教育の推進 

市内の小・中・高等学校及び特別支援学校等を対象に
消費生活出前講座の実施、啓発チラシの配付、教育職
員への研修等を実施する。また、親子で参加できる消
費者学習会やイベントを開催すること等により、消費
者教育を推進し、消費者被害の未然防止及び消費者力
の向上に取り組む。 

市民局 
消費生活センター 

安全・安心な環
境の整備

地域安全活動事業の促進
市民の防犯意識の高揚、各種犯罪の予防と少年の非行
防止等を目的として、各種の事業を実施している防犯
組合連合会へ事業補助を行う。

市民局
市民安全推進課

地域防犯カメラ設置補助
事業

犯罪や不審者の抑止効果や犯罪が発生したときの早期
解決に有効な防犯カメラの設置費用の一部を助成する
ことにより、地域の自主的な防犯活動を補完し、犯罪
の起こりにくい安全なまちづくりに向けた地域の自主
的な取組を支援する。

市民局
市民安全推進課

安全・安心な通学路の整備 学校や区役所が中心となって実施した安全点検に基づ
き、歩道や防犯灯の整備など安全対策に取り組む。

道路交通局
道路課
教育委員会
健康教育課
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②　防災意識の向上に向けた取組の推進
　　災害発生時に的確な避難行動等が取れるよう、保育園や幼稚園、学校等において、危機管理マニュアルの整備や

実践的な避難訓練を実施します。また、子どもや保育士、教職員等の防災意識の向上を図るための教育や研修の充
実、体験型の防災学習等を実施するとともに、必要な環境整備に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

実践的な訓練等
の実施

危機管理マニュアルの整備
保育園、幼稚園及び学校等において、ハザードマップ
等を踏まえ避難マニュアルを作成するとともに、適宜
マニュアルを点検し、見直しを行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課
教育委員会
健康教育課

避難訓練の実施

保育園、幼稚園及び学校等において、災害等の際に迅
速に対応できるよう、避難経路の安全点検等を行うと
ともに、地域と連携して、実際に災害が発生したこと
を想定しながら、危機意識を持った実践的な避難訓練
を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課
教育委員会
健康教育課

防災意識の向上

防災教育の実施

保育園、幼稚園及び学校等において、園児や児童生徒
の発達段階等に応じて、災害から自分の身を守る方法
等について指導を行うとともに、地域の水害碑等を活
用して過去の災害について学ぶなど、地域の特性等を
踏まえた指導を行う。

こども未来局
保育企画課、保育
指導課
教育委員会
健康教育課

保育士・教職員等への研
修会の開催

緊急事態への適切な判断や対応ができるよう、保育士
や教職員等に対して、具体的な対応方法等を学び知識
を深めるための研修会を開催し、危機管理意識の醸成
を図る。

こども未来局
保育指導課
教育委員会
健康教育課

体験型防災学習
の実施 防災体験学習の実施

地域の防災リーダーが中心となり、小学生等を対象と
した避難所での宿泊体験や地域の水害碑をめぐる学習
活動を行う。

危機管理室
災害予防課

環境整備 保育園・学校施設のブ
ロック塀の安全対策

公立保育園や学校の園児や児童生徒、保護者及びその
周辺に居住又は通行する市民の安全確保のため、安全
性の確認ができなかったコンクリートブロック塀の改
修等を行う。

こども未来局
保育企画課
教育委員会
施設課

③　交通安全対策の推進
　　子どもが交通事故に遭うことのないよう、保育園や幼稚園、学校等において、交通マナーや自転車の正しい乗り方な

どについての交通安全教育を実施し、子どもの交通安全意識の醸成を図るとともに、必要な環境整備に取り組みます。
　＜主な事業・取組＞

施策展開の
方向性 名　　称 内　　容 担当課

交通安全意識の
醸成

交通安全教室の開催
交通事故から身を守る意識を高めるため、保育園、幼
稚園及び学校等を対象に、交通安全教室（横断歩道の
渡り方や正しい自転車の乗り方などの実技指導）を開
催する。

こども未来局
保育指導課
道路交通局
道路管理課
教育委員会
健康教育課

中・高校生に対する自転
車教本の作成

中学校１年生及び高校１年生を対象とした自転車教本
を作成し、市内の全中・高等学校の新入生に配付する。

道路交通局
自転車都市づくり
推進課

自転車運転免許制度の実施

市立小学校及び広島特別支援学校小学部の３年生を対
象に自転車運転免許証を、市立中学・高等学校、市立
中等教育学校、市立特別支援学校中学・高等部及び参
加を希望する市内の国、県、私立の中学・高等学校等
に自転車で通学する１年生を対象に自転車通学許可証
を交付し、継続的な自転車交通ルールの遵守を促す。

道路交通局
自転車都市づくり
推進課
教育委員会
健康教育課

道路交通環境の
整備

【再掲】安全・安心な通
学路の整備

学校や区役所が中心となって実施した安全点検に基づ
き、歩道や防犯灯の整備など安全対策に取り組む。

道路交通局
道路課
教育委員会
健康教育課


