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議事１）「日向市子どもの未来応援推進計画」案の協議について 

 

 計画案について、引き続き、章ごとの構成及び具体的な文章について段階的に提案しますので、

ご協議願います。 

 

この計画案の章の構成は次のとおりです。 

第１章 はじめに 

◇計画策定の趣旨（子どもの貧困の社会問題化、国・県の動き） 

◇計画の全体像、位置付け（他計画との関係性）、期間 

◇計画の策定体制 

第２章 本市における子どもの貧困についての現状 

１）傾向 

２）「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」及び「子どもの貧困対策に関する教職員アンケート」の

結果分析 

第３章 集約された課題と本市の強み 

１）課題 

◆就学援助認定率が増加している～中学生は５人に１人の割合 

◆家庭の貧困や生活困難が子どもの育ちに影響し、貧困の連鎖も起こっている 

◆家庭の困窮の防止と子どもの成長を保障する取り組みが必要 

２）本市の強み 

第４章 基本理念 

１）「子どもの貧困」の定義（今回修正して提案） 

２）基本理念（今回修正して提案） 

３）基本方針 

４）子どもの貧困に関する指標（今回追記） 

５）施策の柱立てと市民総ぐるみの支援の推進（今回修正して提案） 

第５章 施策の展開（今回修正して提案） 

①子どもの成長段階に応じた切れ目のないサポート 

②家庭のニーズをふまえた生活基盤の支援 

③支援を届けるネットワークの確立 

④学福連携を中心とした市民協働の子ども応援 

第６章 計画の推進へ向けた市行政及び市民の役割（今回追記） 

１）市行政の役割～庁内推進体制の構築 

２）市民の役割～「みんなが子どもの日向（ひなた）」運動の推進 

３）「日向市子どもの未来応援会議」の役割 

４）計画の進捗管理 
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第 1章 はじめに 

◇計画策定の趣旨（子どもの貧困の社会問題化、国・県の動き） 

 平成２１年１０月２０日、厚生労働省が初めて「相対的貧困率」及び「子どもの貧困率」を発表

（OECDが発表しているものと同様の計算方法で計算）し、調査対象の平成１８年時点で「子どもの

貧困率」は１４．２％で、約 7人に 1人の子どもが貧困な状況におかれていることが明らかとなり

ました。さらに、平成２３年７月１２日には、平成２１年時点での「子どもの貧困率」が、１５．

７％と１．５ポイント上昇しており、一人親世帯では相対的貧困率は５０．８％と極めて高い値で

あることが報告されました。 

 リーマンショック以降のデフレ経済が進行する状況の下、非正規雇用の増大やニート、引きこも

り等が顕著となり、格差や貧困の連鎖が社会問題化する中で、国においては、議員立法という形で、

平成２５年６月、「子どもの貧困対策の推進に関する法律（以下「子どもの貧困対策法」という。）」

が成立し、平成２６年１月１７日に施行されました。このような中、平成２６年７月１５日発表の

「子どもの貧困率」は、平成２４年時点で１６．３％となり、公表されている昭和６０年以降では

最悪の値を更新しています。また、一人親世帯の相対的貧困率は５４．６％で前回から３．８ポイ

ント上昇しています。 

 国においては、「子どもの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のないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る」こと

を目的として、平成２６年８月２９日に、「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定され、各種

施策が展開されているところです。 

 

 宮崎県においては、子どもの貧困対策を総合的に推進するために、子どもの貧困対策の推進に関

する法律第９条に基づく都道府県計画として、平成２８年３月、「宮崎県子どもの貧困対策推進計

画」が策定されています。計画の基本理念として「すべての子どもが生まれ育った環境に左右され

ず、その将来に夢や希望を持って成長していける社会の実現」を掲げており、本県の強みである温

かな県民性に育まれた地域の繋がりを活かし、県民・関係団体・行政が連携・協力して子どもの貧

困対策を推進することとなっています。 

 

 なお、宮崎県では、平成２８年４月に「宮崎県家庭教育支援条例」が施行されています。これは、

少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、経済格差の拡大による子どもの貧困の問題等、

社会環境が一層深刻となり、子育てに不安を抱える親や孤立化する親も増えてきており、過保護や

放任など家庭の教育力の低下に対応するために制定されたものです。子どもの貧困に限定せず、家

庭教育を支援するための取り組みをさらに進め、各家庭が改めて家庭教育において果たすべき役割

の重要性を認識し、自主的に取り組むとともに、家庭を取り巻く地域、学校等、事業者、行政その

他県民皆で家庭教育を支え、家庭の教育力の向上を図ることを目的としています。 

 

 本市においては、就学援助の増加や児童扶養手当の受給世帯数が毎年、１０００件程度で推移し

ている等の状況が見られます。また、生活困窮者自立支援法に基づく事業である「日向市生活相談・

支援センター心から」の相談内容や支援事例からは、貧困が同じ世帯、親子を含む家族の間で連鎖
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しており、養育機能の欠如、教育水準の低下を招いている現状も生まれてきています。その結果、

子どもに対する貧困の影響が顕著で、家庭にも地域にも学校にも子どもの居場所がないという現実

が生まれてきています。 
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◇計画の全体像、位置付け（他計画との関係性）、期間 
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「子どもの貧困対策に関する大綱」では、平成２６年８月から平成３１年８月までの５年間で政

府が取り組むべき重点施策を中心に策定されています。また、県の「宮崎県子どもの貧困対策推進

計画」の計画期間は、平成２８年度から平成３１年度までの４年間となっています。 

 本市の「第２次日向市総合計画 前期基本計画」の計画期間は、平成２９年度から平成３２年度

までの４年間となっていますが、子どもの貧困対策については、国や県の施策と連動する必要もあ

ることから、本計画は、終期を合わせるため平成２９年度から平成３１年度までの３年間とします。 

 

第２次日向市総合計画 

 前期基本計画 

〔平成 29 年度～平成 32 年度〕 

 

子どもの貧困対策に関する大綱 

〔平成 26年 8月閣議決定〕 

宮崎県 

子どもの貧困対策 

推進計画 

〔平成 28 年度～平成 31 年度〕 

日向市 

 

子どもの未来応援 

 

推進計画 

 

〔平成 29 年度～平成 31 年度〕 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策法）〔平成 26年 1 月施行〕 

元気な“日向市”未来創造戦略 

（日向市総合戦略） 

〔平成 27 年度～平成 31 年度〕 

 

日向市地域福祉計画 

 〔平成 25 年度～平成 29 年度〕 

 

日向市障がい者プラン 

 〔平成 25 年度～平成 29 年度〕 

健康ひゅうが２１計画 

 〔平成 26 年度～平成 35 年度〕 

ひゅうが学校教育プラン 

 〔平成 25 年改定〕 

年ねん〕 

日向市子ども・子育て支援事業計画 

 〔平成 27 年度～平成 31 年度〕 
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◇計画の策定体制 

 本計画を策定するにあたり、平成２８年７月に「日向市子どもの未来応援会議」を設置しました。

これは、子どもの貧困対策の推進に関する法律第２条の規定で定められた基本理念に則り、本市の

子どもの貧困対策等を総合的に推進し、子どもの発達・成長段階に応じた支援を切れ目なくつなぐ

地域ネットワークを形成するために設置したものです。委員の選任に当たっては、子どもの貧困の

実態をより詳細に把握したうえで、課題や対応策を議論することが必要との判断から、児童福祉関

係者はもとより、教育関係者、医療関係者、民間の児童支援関係者、雇用機関関係者、地域福祉関

係者、学識経験者等で構成することとしました。 

 

第２章 本市における子どもの貧困についての現状 

１）傾向 

① 総人口・１８歳未満人口の推移 

（１） 総人口と世帯数の推移 

 本市の人口は、合併により新市に移行した平成１８年以降、減少傾向にありますが、世帯数は増

加しています。 

総人口と世帯数       （単位：人・世帯） 

 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 

人 口 64,923 64,705 64,463 64,499 64,506 64,202 64,009 63,604 63,352 63,017 62,715 

世帯数 26,667 26,875 27,063 27,340 27,603 27,758 28,027 28,172 28,237 28,414 28,552 

       （住民基本台帳：各年３月末現在） 

 

（２） ３区分での年齢別人口の推移 

   平成１９年度から２８年度を比較すると、１８歳未満人口は１，１９４人減少し、１８～６４

歳人口は４，２６８人減少しています。一方６５歳以上人口は３，４７２人増加しています。 

３区分での年齢別人口     （単位：人） 

 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 

18歳未満 11,853 11,745 11,704 11,583 11,422 11,343 11,037 10,930 10,774 10,659 

18-64 歳 38,347 37,888 37,638 37,518 37,374 36,843 36,189 35,469 34,742 34,079 

65歳以上 14,505 14,830 15,157 15,405 15,406 15,823 16,378 16,953 17,501 17,977 

      （住民基本台帳：各年４月１日現在） 

 

（３）年齢区分ごとの人口推計 

 本市の１９歳以下の人口は、2015年と比較して 2025年は１５％、2040年は３２％、2060年は４

８％減少する見通しとなっています。 
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② 就学援助の受給推移 

（１） 就学援助受給者数 

 就学援助は学校給食費や学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請にもとづき、その

費用を援助する制度です。ここでは準要保護児童生徒の状況を掲載しています（生活保護受給世帯の要
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2060年（45年後） 

出典：国立社会保障・人口問題研究所日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計） 
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保護児童生徒数は別途掲載）。平成１８年度及び２７年度以前５年間の推移をみると、小学校の受給

者数は概ね微減から横ばいに至っており、中学校の受給者数は増加をたどり横ばいで経過していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 就学援助の認定率 

平成１８年度から２７年度にかけて児童生徒数が８００人以上減少している中で、受給者数は横

ばいで推移しており、小学校・中学校とも認定率は年々増加しています。 

認定率 
  

（％） 

  小学校 中学校 全体 

平成 18年度 11.6  14.05  12.4  

平成 22年度 11.3 16.2 12.9 

平成 23年度 12 16.6 13.6 

平成 24年度 12.2 17.9 14.1 

平成 25年度 12.2 17.2 13.8 

平成 26年度 12.8 18.4 14.6 

平成 27年度 13.1 18.4 14.8 

 

受給者数   (人) 

  小学校 中学校 全体 

平成 18年度 485 281 766 

平成 22年度 432 323 755 

平成 23年度 453 326 779 

平成 24年度 455 331 786 

平成 25年度 442 306 748 

平成 26年度 465 314 779 

平成 27年度 468 323 791 
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（３） 支給総額 

 支給総額は毎年度６千万円を前後して推移しています。 

支給総額 
     

（円） 

  小学校 中学校 全 体 

平成 22年度 27,550,389 32,138,435 59,688,824 

平成 23年度 28,111,584 31,908,569 60,020,153 

平成 24年度 28,205,270 31,199,078 59,404,348 

平成 25年度 28,428,552 30,714,341 59,142,893 

平成 26年度 31,140,851 32,992,093 64,132,944 

平成 27年度 29,968,637 32,671,867 62,640,504 

 

③ 生活保護受給世帯の児童生徒（小・中学生及び高校生）数の推移 

 下記数値のうち、小学生・中学生の数が、就学援助制度上では要保護児童生徒数となります。小・

中学生及び高校生のいずれも減少傾向にあります。 

  小学生 中学生 高校生 

平成２４年３月末 41 34 28 

平成２５年３月末 45 23 26 

平成２６年３月末 33 19 34 

11.6 11.3 12 12.2 12.2 12.8 13.1 14 
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平成２７年３月末 21 23 22 

平成２８年３月末 21 21 14 

                        福祉課保護係調べ 

 

 

④ 児童扶養手当受給者数の推移 

 平成２３年度以降の５年間は、９００人半ばで受給者数が推移しています。 

 

  Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 

受給者数 都道府県・市等支給対象者 961  946  938  937  947  940  

全額支給 

停止者数 

本人所得 29  33  33  41  40  41  

扶養義務者等所得 25  28  25  21  32  39  

合    計 1,015  1,007  996  999  1,019  1,020  

 

 

⑤ 離婚率・ひとり親家庭の推移 
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（１）離婚率の推移 

 平成２７年の離婚率は全国は１．８、宮崎県は２．１であり、本市の離婚率は極めて高い水準で

推移しています。 

  福祉課保護係調べ  

 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

人口 1000 人当たりの離婚件数 

(年間離婚届出数／10月 1日人口) ×

1000 

3.85 4.10 3.91 3.97 

 

（２）ひとり親家庭の推移  

 母子世帯及び父子世帯ともに年々増加傾向で推移しています。 

 

 

 

⑥ 児童相談の新規受理・対応件数の推移 

（１） 児童相談件数 

 総数は年々増加しており、特に養育相談、障害相談、不登校が近年増えてきています。ここで対

象となる「児童」は、「年齢が１８歳に満たない者」です。 

児童相談件数 
        

（件） 

  養護相談     育成相談       

  児童虐待 
養育相談

養育不安 

障害相談 非行相談 
性格行動 不登校 育児しつけ 

特定妊婦 その他 計 

H２３年度 31 19 1 1 35 0 0   4 91 

H２４年度 80 33 1 2 0 8 0   3 127 

H２５年度 38 14 19 3 7 17 3 2 17 120 

H２６年度 60 27 12 2 8 13 2 4 22 150 

H２７年度 42 55 15 1 4 7 0 9 17 150 

＊「養育相談・養育不安」には、経済的要因によるものを含みます。 

＊「特定妊婦」とは、妊娠中に家庭環境に高いリスクが特定でき、出産後の子どもの養育について

出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦の定義です。 
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（２） 児童虐待相談件数 

 身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトそれぞれに相談数が年度間で変動しながら継続

しています。ここで対象となる「児童」は、「年齢が１８歳に満たない者」です。 

児童虐待相談の内訳 
      

（件） 

  身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 
保護の怠慢・拒否 

（ネグレクト） 
計 

平成 23年度 3 17 1 10 31 

平成 24年度 19 21 2 38 80 

平成 25年度 10 15 1 12 38 

平成 26年度 14 32 1 13 60 

平成 27年度 5 13 0 24 42 

 

 

 

⑦妊娠届けアンケートにおける経済不安についての回答状況 

 母子健康手帳発行時に、平成２７年度より妊娠届けアンケートを実施しており、生活 

状況の設問で経済的不安があるとの回答が２６．６％となっています。 
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妊娠届けアンケートにおける経済不安についての回答状況 

  妊娠届け者数 経済的不安あり 該当率 

平成２７年度 519人 138人 26.60% 

  
          子ども課調べ 

 

⑧ 特別児童扶養手当受給者数の推移 

特別児童扶養手当は、２０歳未満で精神又は障害を有する児童を家庭で監護・養育 

している父母等に支給されます。平成２３年度から２５年度にかけて増加し、以降横ばい状態に

あります。 

    (当該当年度 １２月３１日付) 

年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

人数 106 105 111 120 118 

 

          

 

⑨ 高校進学率・高校中退率の推移 

（１） 高校進学率の推移 

 高校等とは高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程を指します。進学率は９０％台後半で推

移しています。一方、この４年で中学校卒業生のうち、就職した子どもは４～１１人、就職に至ら

なかった子どもは２～１２人の間で推移しています。 

  進学率 

平成２５年３月卒業者 97.9 

平成２６年３月卒業者 97.4 

平成２７年３月卒業者 96.8 

平成２８年３月卒業者 98.9 

        学校教育課調べ 
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（２）市内県立高校中退者数の推移 ＊県立高校に現在依頼中 

      

⑩ 生活保護世帯の子どもの高校及び大学等進学率の推移 

（１） 生活保護世帯の子どもの高校等進学率 

 高校等とは高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程を指します。年度ごとに変動があり、就

職を目指している子どもや不登校から進学に至れなかった子ども等が各期にみられています。 

生活保護世帯の子どもの高校等進学率  福祉課保護係調べ 

H26 年 4 月 H27 年 4 月 H28 年 4 月 

100％（5 人中 5 人） 50％（4 人中 2 人） 91％（11 人中 10 人） 

 

 

 

（２） 生活保護世帯の子どもの大学等進学率 

 大学等は大学・短期大学・専修学校及び各種学校を指します。平成２８年４月の６人の進学者の

内訳は大学２人・専修学校４人です。 

生活保護世帯の子どもの大学進学率   福祉課保護係調べ 

H26 年 4 月 H27 年 4 月 H28 年 4 月 

33％（6 人中 2 人） 0％（3 人中 0 人） 55％（11 人中 6 人） 
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⑪ 小・中学校における歯科検診結果・治療状況 

 歯科検診の受診率は小・中学校とも 100％近くで推移しています。また検診における健全歯者率

及び未処理者の治療率については年々高くなっています。 

  対象者数 
未受診

者数 

受診

率 

（Ａ） 

受診率の内訳 （Ｂ） 
う歯     

(処置者） 

健全歯者 処置完了者 

う歯 

（未処置  

歯者） 

(治療率） 

小学校 

Ｈ27年度 3577 0.5% 99.5% 35.4% 27.2% 37.4% 76.7% 

H26年度 3636 0.4% 99.6% 31.8% 26.5% 41.7% 73.8% 

Ｈ25年度 3622 0.4% 99.6% 31.9% 26.7% 41.7% 62.0% 

Ｈ24年度 3720 0.7% 99.3% 30.6% 27.1% 42.4% 60.4% 

Ｈ23年度 3755 0.9% 99.1% 29.8% 28.0% 42.2% 59.2% 

中学校 

Ｈ27年度 1706 1.7% 98.3% 49.2% 26.9% 24.5% 47.6% 

H26年度 1706 1.9% 98.1% 34.9% 20.0% 45.1% 48.4% 

H25年度 1778 2.0% 98.0% 29.7% 16.0% 53.1% 43.6% 

H24年度 1853 2.8% 97.2% 30.9% 25.0% 44.1% 44.5% 

H23年度 1963 2.6% 97.4% 28.6% 26.0% 45.4% 47.2% 

     

学校教育課調べ 

  ＊表中の（Ａ）＝（Ｂ）の合計値 

 

 

⑫ 子ども会及びスポーツ少年団の団体数・会員数の推移 

 いずれも団体数は微減となっていますが、会員数は横ばいで推移しています。 
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  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

子ども会       

（小学生） 

団体数 39  39  39  36  36  

会員数 1,651  1,668  1,691  1,595  1,643  

スポーツ       

少年団 

団体数 58  55  56  56  56  

会員数 1,008  967  930  942  924  

        子ども会 文化生涯学習課調べ（各年度末現在）  

 
  スポーツ少年団 日向市体育協会調べ （各年度末現在） 

 

 

２）「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」及び「子どもの貧困対策に関する教職員アンケート」の

結果分析 

 本計画策定の基礎資料として、子どもや家庭の生活の状況やニーズについて把握し、また教職員

から子どもの貧困対策についての意見・要望を集約するため、標記アンケート調査を市内小中学校

ならびに一部保育所（園）に協力をいただき、実施しました。 

○実施期間：平成２８年１１月１４日～１２月２日 

①「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」 

調査対象 市内の小学校３年生及び中学校３年生の保護者 

     上町保育所・細島保育所・往還保育園・富高保育園の年長組の保護者 

     ＊きょうだいで対象が重なった場合は、長子の在学校に回答票を提出 

回 答 数 1,079件 回収率 88.2％ 

回答世帯の構成 世帯員数でもっとも多かったのは４人（36％）、次いで５人（28.3％） 

        きょうだいの数でもっとも多かったのは２人（44.4％）、次いで３人 

（31.2％）、１人（11.9％） 

        全体のうち母子世帯は 17.2％、父子世帯は 1.7％ 

        祖父母世代と同居している世帯は 18.5％ 

特徴点 

○年収・家計など生活状況 

 家計の状況については「赤字」29％（「赤字であり借金をしている」割合は全体の 15.1％～この

うち年収 300万円未満の世帯が占める割合 52％ 「赤字であり貯金を切り崩している」割合は全体

の 13.9％～このうち年収 300万円以上 500万円未満の世帯の占める割合 46％）・「ぎりぎり」50％

で、年収 300 万円未満の世帯は全体の 28.5％（母子家庭においては 81.7％）でした。また就学援

助を受けたことがない世帯は全体のうち 68.9％で、その理由としては「要件満たさない」が 61.5％、

「制度や手続きがよくわからない」が 21.5％、「公的な支援は利用したくない」が 4.9％でした。 

 「子どもや家庭に関する経費などで十分でないもの」で多かったのは、「教育費用の貯金」23.5％、

「家族での旅行費用」15.8％、「習い事の費用」10.5％で、「過去１年間支払いができなかった費

目」は「年金・健康保険料」6.6％、「給食費・保育料」5.5％があげられていました。住環境は全

体のうち「アパート・貸家・公営住宅」が 44.6％で、「こども部屋がない」世帯は全体の 18.6％

でした。 
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「子どもに将来受けさせたい教育」は、「高校教育」は 95％ですが、「短大・高専、専門学校」

が 57.6％、「大学教育」が 50.1％と、教育段階が進むにつれて低くなり、その背景として「経済

的に厳しい」が、「高校教育」の 1.1％から、「短大・高専、専門学校」が 28％（このうち年収 300

万円未満の世帯が占める割合 52.6％）、「大学教育」が 36.9％（このうち年収 300 万円未満の世

帯が占める割合 48.9％）と急増し、この傾向は中学３年生の保護者が最も大きくなっています。 

○生活状況の子どもへの影響 

 「虫歯がある子どもがいる」世帯は全体の 11.3％（このうち年収 300万円未満の世帯が占める割

合 33.6％）で、「うち治療にかかっていない」は 55.7％となっています。子どもをふくめて「家

族を医療機関に受診させた方がよかったけれど実際には受診できなかったことがある」のは、全体

の 24.9％（このうち年収 300 万円未満の世帯が占める割合 40.1％）で、その理由として「医療費

の支払いが困難」「国民健康保険税を滞納して保険証が使えなかった」等、経済的な事由が 28.2％

このうち年収 300万円未満の世帯が占める割合 59.2％）でした。また「多忙で医療機関に行けなか

った」が全体の 41.3％で、年収 300万円以上 500万円未満の世帯に特に多い傾向がみられます。 

 「子どもが朝食を毎日食べてはいない」割合は全体の 7.9％で、保育所（園）ではありませんが、

小学３年で 6.5％、中学３年は 10.2％と高学年に伴い高くなっています（このうち年収 300万円未

満の世帯が占める割合 50.5％）。「夕食時の孤食・もしくは子どもだけでの食事となっている」割

合は 5.8％でした（このうち年収 300万円未満の世帯が占める割合 44％）。これも高学年にともな

い割合が高くなります。 

 

○子どもの様子 

「子どもが気軽に相手の家に遊びにいける友達の数」は、「いない」8.1％、「１～２人」37.6％、 

「３～4人」33.7％となっています。また、「宿題は自ら進んでできる」、「自分のベストをつくそう

とする」、「分からないことは質問をしたりアドバイスを求めることができる」、「将来について、明

るい希望や自分の希望が言える」等で、「あてはまらない」割合が、中学３年では 15～17.5％の範囲内

で共通して一定しています。 

 「不得意科目」（中学３年のみの質問）で割合が多かったのは、「英語」18.7％、「数学」16.4％

でした。 

 

○保護者の様子 

 「子どもと体を動かして遊ぶ」は「月に１～２回」が 27.7％で、「めったにない」が 

41.7％で、特に「めったにない」では中学３年は 68.6％でした。「子どもの勉強をみる」割合は「ほ

ぼ毎日」が小学３年で 55.4％の一方で、中学３年生は 5.5％で、中学３年の「めったにない」割合

は 45.6％（小学３年生は 2.2％）となっています。保護者は土曜日が「定期的に勤務」「不定期で

勤務」の割合が母親は計 68.1％で父親が計 70.1％、日曜・祝日についての同割合は母親が 48.7％

で父親は計 59.4％にのぼります。勤務状況が親子のふれあいに影響していると言えます。過去１ヶ

月に至った気分では、「何をするにでも骨折り損だと感じた」では「ときどき」15.4％、「たいてい」

5.8％、「いつも」4.2％で、子どもへのしかりの接し方では、「無視をする」は「ごくまれにある」

17.4％、「子どもが嫌なことを繰り返し言う」は「ごくまれにある」34.9％の数値が特徴的です。 
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 「困ったときに相談できる人」は「配偶者・パートナー」及び「自分や配偶者の親」で計５割近

くになっています。一方、「保育士」「学校の先生やスクールカウンセラー」「公的機関の相談員」「児

童・民生委員」等の関係機関については計 5％以下です。「地域の行事への参加」は「よく参加して

いる」「ときどき参加している」は計 63.5％で、「あまり参加していない」「参加していない」は計

35.3％（「参加していない」世帯のうち年収 300 万円未満の世帯が占める割合 46.2％）となってお

り、「生活上の困難を解決するために地域の人々は協力すべきか」は「そう思う」「まあそう思う」

が計 46.6％で、「どちらとも言えない」が 45.5％となっています。 

 「働く中での不安」については、母親及び父親とも傾向が共通し、多かった順では「休みのとり

づらさ」「計画的に休めない」母親 34.7％・父親 32.5％、「賃金が改善されない」母親 13.3％・父

親 12.5％、「仕事の負担が重く余裕がない」母親 12.9％・父親 12.4％でした。 

 

○保護者のニーズ 

子育てや暮らしに関する施策ニーズで選択が多かったのは、「子どもの学習支援の充実」28.6％、

「公的援助の拡充」27.5%、「親子の居場所」8.1％、「家計管理の助言」7.8％でした。また、保

護者個人として希望する支援・機会で多かったのは、「資格や技能取得の研修」28.6％、「年金や

公的支援を学ぶ機会」23.8％、「生活防衛セミナーの開催」12.8％、「悩みが話せる場所」8.1％

でした。 

 

②「子どもの貧困対策に関する教職員アンケート」 

調査対象 市立小・中学校勤務の教職員・事務職員・臨時及び非常勤講師 

回 答 数 388件 回収率 95.8％ 

特徴点 

○子どもの貧困の認識 

 「この４～５年間で生活に困窮する子どもの家庭は増えていると思うか」について、「ずいぶん

増えている」12.9％（小学校 11％・中学校 15.8％）、「やや増えている」49％となっています。「学

校に赴任以来うかがえた子どもの特徴的な困難状況」は「学校に滞納がある」15.0％に続き、「自

宅で勉強できない」「夜間子どもだけで過ごす」「保護者参観日にこれない」「朝食が取れない」が 9％

台で並んでおり、「洗濯されていない」は中学校で 9.0％（小学校は 7.9％）です。 

 「貧困・生活困窮が子どもの学力に影響を及ぼすと思うか」について、「思う」が 94.6％で、そ

の理由としては「意欲・目標の低さ」が 31.9％で、「家庭で学習できる環境の欠如」「家庭で勉強を

みてくれる人の欠如」が同じ 25％台となっています。また「貧困・生活困窮の子どもの言動や置か

れようへの影響」では、高い順から「学力に遅れがある」18.1％、「表情が暗い」17.0％、「放任さ

れている」16.6％、「落ち着きがない」14.8％となっています。 

 「就学援助を個別に紹介したことがある」は中学校 40.1％・小学校 33.1％で、「生活困窮がうか

がえるのに就学援助や生活保護を受給していない家庭」は「わからない」45.6％の一方で「みられ

る」29.4％でした。「みられる」の理由として、「制度の周知不足」29.9％となっています。 

 

○支援のあり方についての意見 
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子育てや暮らしに関する施策ニーズで選択が多かったのは、「子どもの学習支援の充実」16.9％、

「健康管理や生活の過ごしへの助言」15.0％、「子育てについての相談先」14.8％、「公的援助の

拡充」14.1%、「家計管理の助言」13.0％でした。また、学校をプラットフォームとした対策の展

開、教育と福祉の連携で多かったのは、「教職員の追加配置」20.8％、「家庭教育支援チームの配

置」17.0％（小学校 19.2％）、「スクールカウンセラーの配置充実」13.6％、「少人数での習熟別

指導」13.5％（中学校 16.8％）、「スクールソーシャルワーカーの配置拡充」12.8％となりました。 

 また自由意見欄では支援・対策のあり方について、日常の多忙さから学校現場の限界があるとの

声が特徴的に出され、基盤となる家庭支援を継続的に行政が担うことへの要望や学校ができること

を明確にしたうえでの多機関の連携があげられ、一方で「行政や教育現場の職員は、何をどこまで

関わればよいのか、支援する側の認識が一様でなく苦しい」との意見も出されています。 

 また具体的な対策として、「教職員や講師、学習支援員の増員による個別指導の充実や家庭訪問」、

「スクールカウンセラーの資質向上」、「親子参加型の地区での学習コミュニティーの形成」、「公的

援助について理解しづらい家庭への手厚い介入」、「保護者をまじえたケース会議」、「子育てや家計

管理についての講座」、「児童手当等における給食費等の差引」等があげられました。 

 

第３章 集約された課題と本市の強み 

１）課題 

◆就学援助認定率が増加している～中学生は５人に１人の割合 

第２章の傾向に表れている本市における子どもの貧困の特徴的な現状として、第一に 

は就学援助認定率の増加があります。 

旧日向市と東郷町が合併して以降の推移をみると、児童生徒数が平成 18 年 5 月 1 日 

現在の 6,177 人（小学生 4,177 人・中学生 2,000 人）から平成 28 年 5 月 1 日現在の 5,306 人（小

学生 3,549 人・中学生 1,757 人）と 871 人（小学生 628 人・中学生 243 人・・平成 18 年度から比

較した減少率は小学生△15.03％・中学生△12.15％）の減少があった中で、就学援助受給者数は平

成 18 年度末 766 人で２７年度末 791 人と微増しており、認定率としては小学生 13.1％（平成 18

年度より 1.5％増）・中学生 18.4％（平成 18 年度より 4.3％増）に至っています。 

 全国の認定率（平成 25 年度就学援助等実施状況調査）と比較すると、小学生は 0.07％（全国

13.03％）、中学生では 2.73％（全国 15.67％）、上回っています。 

 また生活保護受給世帯の児童生徒数をあわせた要保護・準要保護児童生徒の割合は全体で 15.6％

となります。特に中学生では 19.5％と、５人に１人の割合に至ります。 

認定率増加の背景としては、市内における雇用格差の広がり（平成 28 年 9 月末有効 

求人倍率 0.96 倍のうち正規社員 0.56 倍・パート 1.11 倍）や、離婚率の高さ（平成 27 年度 3.97）

が大きく影響していると考えられます。 

 

◆家庭の貧困や生活困難が子どもの育ちに影響し、貧困の連鎖も起こっている 

公的扶助や福祉サービスの相談支援において、特徴的に見受けられる困窮の実状として、保護者が安

定就労に至らない、心身の傷病で就労できず経済的に困窮する中で、「ランドセルが購入できない」

「修学旅行費の支払いができない」等の相談を受けたり、希望していた進路を家庭事情に配慮して
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子どもが変更してしまったという事例が報告されています。 

本計画策定にあたり行った「保護者と子どもの個別インタビュー調査」（日向市子どもの未来応

援会議委員及び事務局により、各員が支援を行っている世帯の保護者と子どもに対し、ライフヒス

トリーや現在の困りごと、ニーズについて聴き取り調査を実施。○○ページに調査集約を掲載）で

は、保護者自身の生きづらさが子どもに連鎖しているプロセスが明らかになりました。 

インタビューを行った世帯の多くで、保護者が子ども期に父母の離婚や、父母の就労が不安定な

もとで生活しており、生活困窮や養育環境の欠如、機会や自由の不全の中におかれた結果、高校中

退や、不安定な雇用への就労、また生活基盤が整わない中での結婚・離婚を経るなど、生きづらさ

が重なっていく経過から、現在の生活困窮・養育不安に至っていました。 

その状況が、子どもに行動や思いの抑制や愛着関係の不足などをもたらし、のびのびとした年相

応の育ち・過ごしに至れず、人間関係にも不安を感じて自己肯定感が低く、具体的な進路・目標を

持ちづらい中で、学業不振や不登校も経ながら、進学の断念・就労の失敗に直面しているプロセス

が特徴的にみられました。 

また、ひきこもりに至っている世帯では、ひきこもりに対する周囲の認識に不安を感じ、子ども

の存在や悩みを明らかにできない等、地域から孤立している状態もみられました。 

 このように、家庭の生活困窮・養育不安が子どもの育ちに大きな影響を与え、世代をこえた生き

づらさや貧困の連鎖を生み出しています。 

 

◆家庭の困窮の防止と子どもの成長を保障する取り組みが必要 

 雇用・労働条件の格差の拡がりや、離婚など、誰もが困窮に至るリスクが社会的に高まっていま

す。また、それぞれが生活の維持に追われる中で、地域における結びつきも希薄しがちになってい

ます。 

 「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」においても、年収が不十分な中で、教育費用の貯金が十分

にできず、子どもにどの程度までの高等教育を受けさせることができるかという不安や、勤務が土

日や祝日にも及ぶ中で、親子のふれあいが多くの家族で限られている状況が明らかになっています。 

 個別の家庭が困窮に至る前で、生活基盤の改善支援や、子どもへの学び・体験の機会を行政・地

域として一体的となって周知・提供し、家庭の困窮防止と子どもの可能性を保障していく施策の展

開が必要です。また、困窮世帯について、地域とのつながりを築きながら自立を支援していくため

に、保護者がなんらかのハンディや生きづらさを持つ中で、子どもの育ち・悩みに関われる支援機

会・見守り拠点の包括的な整備が地域に必要です。 

 

２）本市の強み 

◇市行政及び教育行政の特徴的な取りくみとして、こども課による「要保護児童対策地 

域協議会」（養育支援・児童虐待防止 代表者会議・実務者会議と中学校区単位の校区 

部会で構成されている）や、日向市生活相談支援センター心から（ここから）による「子 

どもの学習支援事業」（生活困窮者支援）、日向市教育委員会における「適応指導教室ひ 

まわりラウンジ」（不登校児童生徒の支援）や、日向市キャリア教育支援センターによ 

る「よのなか教室」（企業による出前講座や職業人の話し手などキャリア教育）が実施 
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されています。また日向市社会福祉協議会において、地域福祉コーディネーターを中 

心とした「地域福祉活動推進事業」や、地域を基盤にした福祉教育「ふくし学園事業」 

等の地域支援が実践されています。 

 

◇本市においては９か所の幼稚園と２０か所の認可保育所（園）が運営されており、幼 

児の教育や発達の支援が取り組まれており、保育をとおした保護者の就労保障にも寄与 

しています。また幼稚園及び保育所（園）のうち、８か所（幼稚園５か所・保育園３か 

所）が認定こども園として教育と保育が一体的に提供され、あわせて通園していない子 

どもの家庭も対象とした子育て相談や親子交流も取り組まれています。 

◇本市には、児童の養護支援施設として、児童養護施設「鐘ケ浜学園」（平岩地区）と、 

県内唯一の児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設）「ひむか・ひこばえ学園」（東 

郷町小野田地区）が開設されています。またＮＰＯや市民団体では、ファミリーサポー 

トや、保護者向けのカウンセリングや無料相談、親子交流を取り組む「こども遊センタ 

ー」や、親子の居場所・生活支援を取り組む「排除しないまちづくり結い」、子ども相 

談を行う「子ども研究所絆」が運営されています。生活が逼迫している市民に対する市 

民に対しては、日向市社会福祉協議会において「食糧支援事業（フードバンク）」によ 

り市民・事業所等から寄付された食品・日用品の提供が取り組まれています。 

 

◇地域では、子ども会やスポーツ少年団が指導者・保護者の熱心な関わりのもと活動し 

ています。市民による学習支援では、ＮＰＯ法人「学習支援のべおかはげまし隊」によ 

る授業支援が本市でも３中学校にて行われています。また自治会や、まちづくり協議会 

等において、農業体験や、祭りや環境活動など、様々な機会の提供が行われています。 

◇本市は重要港湾である細島港を拠点とした製造業（化学製造・食品加工業等）に加え、 

日向入郷地域の玄関口として集積型の小売施設が多く、第三次産業（平成 21 年経済セ 

ンサスの産業別就業割合は 63.0％)を中心に就労機会が存在しています。 
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第４章 基本理念 

１）「子どもの貧困」の定義 

 個別の世帯の状態も含めて、本市における貧困をめぐる状況をみると、子どもの貧困 

とは、単に家庭の経済的な困窮だけでなく、子どもと親の心身の置かれようも含めてと 

らえる必要があると考えます。格差の拡大や、社会の無縁化もあわせると、子どもの貧 

困対策は、単なる公的給付にとどまらず、あらゆる子ども・家庭に届く支援施策のメニ 

ュー化や、子どもの成長のプロセスや地域の育成環境へのフォローアップを行政・民 

間・地域で取り組むことをとおして、どんな子どもでものびのびと生きていくことがで 

きる権利と機会を保障できるまちづくりを目的としなければなりません。 

これらをふまえ、本市は、 

 

「子どもの貧困」を、 

 

子ども（１８才未満の者）の成長に影響する、 

①経済的な財の欠如（生活の困窮）  

②親子の生活・心身の成り立ちに寄与する環境と選択肢の欠如（社会的排除） 

と位置づけ、 

「子どもの幸福
しあわせ

（well-being）を追求する自由の欠如・権利の不全」と定義します。 

 

２）基本理念 

【基本理念】 

“地域総ぐるみで取り組む、 

子どもの幸福
しあわせ

を目指した「権利・自由」と「育ち」の保障“ 

 

生まれ育つ環境や貧困の連鎖の中で生活困窮と社会的排除に直面している子どもが、自身の未来

へ向けて希望を抱くことのできる基盤づくり～子ども自身の well-being（善い生・幸福）を追求す

るための必要な最低限度の自由・基盤の保障～が必要です。そのために、成長の段階や家庭の場面

に応じた支援施策の展開や、民間・地域ふくめた支援の連携や様々な機会の提供をとおし、伴走し

た見守りと生活基盤の安定を個別に具体化し、子どもの「権利・自由」と「育ち」を地域として保

障します。その取り組みのプロセスをとおして、市民が孤立しない包摂・共生のまちづくりを推進

します。 

 

３）基本方針 

基本理念のもと、次の基本方針を掲げ、各種施策や支援連携を取り組んでいきます。 

【基本方針】 



 

22 

 

子どもの貧困の解消に向けて、 

１．子ども・家庭に相談・支援を確実に届ける 

２．子どもの希望実現へ向け、家庭の生活基盤の安定を支援する 

３．子どもを応援する機会と環境を市民総ぐるみで生み出す 

基本方針を市民と協働で実践し、地域づくりを進めるためのキャッチコピー 

“みんなが子どもの日向
ひなた

” 

 

４）子どもの貧困に関する指標（今回追記） 

「子供の貧困対策に関する大綱」及び「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」においては、子ども

の貧困対策を総合的に推進するのにあたり、関係施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価する

ために、子どもの貧困に関する指標を設定しています。 

 この計画においても、本市の子どもの貧困の状況を把握し、計画の実効性を担保するために、以

下のとおり子どもの貧困に関する指標を設定します。 

①「子どもの貧困対策に関する大綱」にもとづく指標 

 「子供の貧困対策に関する大綱」で示された２５項目のうち、市町村毎で数値を把握できる以下

の９項目とします。（一覧表については○ページに掲載） 

・生活保護世帯の子どもに関する指標（指標１～５） 

 生活保護世帯の子どもについて、経済的な事情により進学等の希望を断念することがないように

支援する必要があることから、進学や就職等の状況を把握します。 

   生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率      ９０．９％ 

   生活保護世帯に属する子どもの高等学校等中退率      ０．０％ 

   生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率       ５４．５％ 

   生活保護世帯に属する子どもの就職率（中学校卒業後）   ０．０％ 

   生活保護世帯に属する子どもの就職率（高等学校卒業後） ４５．５％ 

                      ＊数値は平成 28年４月１日現在 

・児童養護施設の子どもに関する指標（指標６～９） 

 児童養護施設には、様々な事情により家庭で生活できない子どもが入所しています。このような

社会的な養護が必要な子どもについて、進学等の希望を断念することがないように支援する必要が

あることから、進学や就職等の状況を把握します。 

  児童養護施設の子どもの進学率（中学校卒業後）   １００．０％ 

  児童養護施設の子どもの就職率（中学校卒業後）     ０．０％ 

  児童養護施設の子どもの進学率（高等学校卒業後）   ５０．０％ 

  児童養護施設の子どもの就職率（高等学校卒業後）   ５０．０％ 

＊数値は平成 26年５月１日現在 

 

②「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」にもとづく指標 

 「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」の質問項目において、家計の状況や進学に関する経済的不
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安、経済的状態が及ぼす子どもへの影響、子どもと保護者の普段のありようについて示す以下の５

項目とします。 

・家計の状況について、「赤字であり借金をしている」及び「赤字であり貯金を切り崩している」

割合         ２８年度調査 １５．１％及び１３．９％ 

・就学援助を受けていない理由における、「制度や手続きがよくわからない」割合 

                 ２８年度調査 ２１．５％ 

・子どもに将来受けさせたい教育における、「短大・高専、専門学校」及び「大学教育」の割合             

２８年度調査 ５７．６％及び５０．１％ 

・「医療機関を受診できなかったことある」のうち、経済的な理由にもとづく割合 

                  ２８年度調査 ２８．２％ 

・子どもの様子について、「将来について、明るい希望や自分の希望が言える」にあてはならない割

合           ２８年度調査 １６．０％ 

 

５）施策の柱立てと市民総ぐるみの支援の推進 

 基本方針のもと、指標を改善するために本市の施策を以下のように柱立てし、子どもの成長や家

庭の場面に応じた支援を拡充していくとともに、あわせて行政と地域、市民協働の支援・協力を市

民総ぐるみで推進してきます。 

①子どもの成長段階に応じた切れ目のないサポート 

 妊娠から出産、発育、就学、進路保障、就労支援まで、子どもの成長段階に応じた支援を拡充し、

体系化して周知し、家庭の状況に応じた支援を総合的に推進します。 

②家庭のニーズをふまえた総合的な生活支援 

 家庭のニーズをふまえ、社会保障の適切な運用や親子の健康増進、保護者の就労支援、企業等と

連携したワークライフバランスの整備等を総合的に推進します。 

③支援を届けるネットワークの確立 

 家庭に公的援助・生活支援や、子どもの学習支援、親子の居場所や社会参加の支援を地域の強み

を活かしながらコーディネートし提供する支援ネットワークを形成し、親子に対する総合的な個別

支援を確立します。また市民総ぐるみの支援推進に向けた啓発活動を取り組みます。 

④学福連携を中心とした市民協働の子ども応援 

 学校教育と福祉行政の連携強化に向けた施策を推進するとともに、地域・ＮＰＯにおける家庭の

見守り支援や子どもへの機会提供、ならびに地域の支え合いを促進します。 
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計画の施策体系 

本計画の施策体系は次のとおりです。 

基本理念     基本施策          事業分類 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 
子どもの成長段

階に応じた切れ目
のないサポート 

○妊娠期の支援  ............................................ 0 
○出産・乳幼児期の支援 ............................... 0 

○就学前教育、保育等の確保  ........................ 0 
○幼児期から就学時の支援  ........................... 0 

○障がい児の福祉及び教育に関する支援  ....... 0 

○学校教育による学力の保障  ........................ 0 

○就学支援 ................................................... 0 

○その他の教育支援  ..................................... 0 

○学習支援 ................................................... 0 

○奨学金制度等の経済的支援 ........................... 0 

○学校教育と福祉行政の連携強化  ................. 0 

○地域の見守り支援  ..................................... 0 

○親子の健康増進、生活防衛・ 

親の資格取得の機会保障 ........................ 0 

〇食育の推進  ............................................... 0 

○ひとり親家庭に対する支援  ........................ 0 

○支援ネットワークの形成  ........................... 0 
○子どもの人権  ............................................ 0 

地

域

総

ぐ

る

み

で

取

り

組

む

、 

子

ど

も

の

幸

福

を

目

指

し

た 

「

権

利

・

自

由

」

と

「

育

ち

」

の

保

障 

施策２ 
家庭のニーズを

ふまえた総合的な
生活支援 

施策３ 
支援を届けるネ

ットワークの確立 

施策４ 
学福連携を中心

とした市民協働の
子ども応援 
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第５章 施策の展開（今回修正して提案） 

各施策においては、保護者及び教職員に対するアンケート調査及びインタビュー調査

で明らかになった主要な課題に対する重点施策を掲げるとともに、関連事業の一覧を掲

載しています。 

注釈）「主要な課題に対する重点施策」の「課題を示す実態・傾向」における記号の示す内容は、

次のとおりです。 

 保ア・・「子どもと家庭の生活・ニーズ調査」 

教ア・・「子どもの貧困対策に関する教職員アンケート」 

保イ・・「保護者と子どもの個別インタビュー調査」 

論点・・これまで会議で出された論点や事務局（福祉課）で考える課題 

 

施策１ 子どもの成長段階に応じた切れ目のないサポート 

妊娠から出産、発育、就学、進路保障、就労支援まで、子どもの成長段階に応じた支

援を拡充し、体系化して周知し、家庭の状況に応じた支援を総合的に推進します。 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“子育て支援の拡充が求められています。” 

（課題を示す実態・傾向） 

保ア「過去 1ヶ月何をするにでも骨折り損だと感じる ときどき以下 25.4％」 

    「子どもへのしかり方 無視をする ごくまれにある 17.9％ 

               嫌なことを繰り返し言う ごくまれにある 34.9％」 

  教ア ニーズ２位 健康管理や生活の過ごし方への助言 15％ 

     ニーズ４位 子育てについての相談先 14.8％ 

  保イ あったらいい又は不足している支援・資源「家族支援プログラム」 

⇒◆重点施策 ヘルシースタート事業 

「子育て世代包括支援センターをこども課内に設置して、医療・福祉・教育の連携で

縦割りの弊害をなくし、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行う

ヘルシースタート事業を充実させます。」 

   ○ 地域子育て支援センター、つどいの広場事業、ファミリーサポートセンター事

業の更なる充実を図ります。 

   ○ ノーバディーズパーフェクトプログラム（カナダ発祥の子育て中の親支援プロ

グラム）、コモンセンスペアレンティングプログラム（子どもとの関係に悩んで

いる親にしつけやコミュニケーションの方法について伝えるプログラム）を実

施します。 

   ○ 産後ケア事業、産後健診に実施に向けて検討します。 

   ○ ２歳６ヶ月歯科健診を実施し、虫歯の有病率の改善や発達障がい等の早期発見、

早期支援に努めます。 
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◆重点施策 障がい児の支援の拡充 

「障がい児に対し、療育援助や通所支援をとおし、障がいの軽減や日常生活への適応

について支援するとともに、各種給付・助成により保護者の経済的負担の軽減を図

ります。」 

◆重点施策 家庭教育学級の周知 

「家庭教育学級は、子育てに関する悩みを共有したり、日頃感じていることなど発言

できる場であり、周知の徹底を図っていきます。」 

◆重点施策 ＰＴＡ協議会と連携した子育て講演会の開催 

「ＰＴＡ協議会と連携し、子育て講演会を開催し、市民が一体となり、子育て支援に

ついて意識の醸成を図ります。」 

  ◆重点施策 ＤＶに対する相談支援と啓発の拡充 

「ＤＶは、被害者だけでなく、子どもにも深刻な影響を与えています。ＤＶ相談に総

合的に対応するため、ＤＶ対策庁内連絡会議及び日向地区ＤＶネットワーク会議の

連携強化を図り、被害者の支援に努めます。また、デートＤＶ防止に関する研修等

を実施し、家庭・学校・地域におけるデートＤＶの防止に向けた取組を推進します。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“教育費の支出や進学に対する経済不安が顕在化しています。” 

（課題を示す実態・傾向） 

  保ア「子どもや家庭に関する経費で十分でないもの １位教育費用の貯金 23.5％」 

「子どもに受けさせたい教育 高校 95％→短大・専門 57.6％→大学 50.1」 

     「その理由として経済不安」    1.1％→   28％  →  36.9％ 

保ア「就学援助を受けたことがない 68.9％」 

このうち「制度・手続きが分からない 21.5％」 

⇒◆重点施策 保育・医療における軽減・助成 

 「ひとり親世帯や在宅障がい者世帯、多子世帯に対する保育料の軽減や、子ども医療

費助成制度（中学校卒業まで）により、子育てにおける経済的負担を支援します。」 

◆重点施策 日向市育英奨学金制度における対応策の研究 

「日向市育英奨学金制度において、償還期間の延長などを含めた対応策について研究

していきます。」 

 ◆重点施策 就学援助の周知の拡充 

 「従来の小・中学校における周知に加え、市広報での特集や、ホームページの活用、

市立図書館に案内チラシを常備するなど、市民がいつでも知ることのできる広報に

取り組みます。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“学習支援の拡充が高いニーズとして求められています。” 
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（課題を示す実態・傾向） 

   保ア ニーズ１位 学習支援の拡充 28.6％ 

   教ア「子どもの様子からうかがえた特徴的な困窮の状況  

２位 自宅で勉強をみる環境がなく、宿題ができない 9.9％」 

      ニーズ１位 学習支援の拡充 16.9％ 

      学校プラットフォーム化１位 教職員の追加配置または業務軽減 20.8％ 

      学校プラットフォーム化４位 少人数での習熟別指導 13.5％ 

⇒◆重点施策 様々な学習支援メニューの情報提供 

「行政・学校・地域における学習支援の取り組みを情報集約し教育機関をとおして保

護者に周知し、それぞれの子どもの状況に応じた学習支援機会の確保に努めます。」 

◆重点施策 キャリア教育の拡充 

「地域の企業や人材を活かした教育活動を充実させ、働く喜びや学ぶ楽しさを実感す 

る機会をさらに増やし、子どもたちが自立した社会人・職業人としてたくましく 

社会を生き抜くための基礎となる能力や態度の育成を図ります。あわせて、生活 

の自立に向けた内容を盛り込んでいきます。」 

◆重点施策 放課後子ども教室における学習活動の見守り 

「放課後子ども教室では、サポーターの協力を得て、学習活動の見守りをしていきま 

す。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題 “若者のひきこもりや高校中退者に対する支援の拡充が必要です。” 

（課題を示す実態・傾向） 

   保イ 不足支援・資源「ひきこもり者への経済支援と地域への啓発、家族会」 

   論点 中年層・若年層の相談支援事例が増えている 

   論点 高校を中退した子どもに対する支援の機会・資源が市内にない。 

⇒◆重点施策 「子ども・若者応援ネット（仮称）」（施策３参照）における直接支援 

「子ども・若者に直接支援を行う行政・関係機関・支援団体により形成するネットワ 

ーク（仮称「子ども・若者応援ネット」）により、支援課題が重い個別の家庭と子 

ども・若者に対し、①生活支援、②学習支援、③居場所・社会参加支援を行います。」 

 ◆重点施策 キャリア教育センターと連携した職業観を学ぶ取り組み 

「若者の地元離れが進む中で、キャリア教育センターと連携して、子ども達が“職

業観”を幼児期から学べる取り組みを検討します。働く大人のモデルを示すこと

で、家庭でのお手伝いや地域での行事参加につながり、郷土愛が育まれ、大人に

なって日向のために貢献しようと思えるプロセスづくりを追求します。」 

◆重点施策 若者のひきこもり支援の強化 

「相談支援においては、宮崎県ひきこもり地域支援センターや宮崎県子ども・若者総 

合相談センターわかば、その他支援団体との連携を深め、日常的な支援の強化を図 
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ります。また、若者の居場所サロン事業におけるワークや就労体験の協力など、ひ 

きこもり支援に対する新たな地域資源の構築に努めます。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題 “児童養護施設の入所児童への支援を拡充する必要があります。” 

（課題を示す実態・傾向） 

論点 地域の資源・強みに対するアプローチが必要 

⇒◆重点施策 企業・団体と連携した児童養護施設入所児童の支援 

「児童養護施設で生活する児童に対する県や民間における協定支援を参考に、市

内外の企業・団体との連携を図り、市独自の支援策の検討に努めます。」 

 

＜関連事業＞  

○妊娠期の支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
 独自    新規  

ヘルシースタート事業 

医療、保健、福祉、教育の連携で縦割りの弊害をなくし、妊娠期から子育て期

にわたるまでの切れ目ない支援を行う、地域母子保健・育児支援システムを構

築します。（こども課） 

２ 

 独自    新規  

子育て世代包括支援セ

ンターの設置 

こども課内に子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にわ

たるまでの切れ目のない支援（ヘルシースタート）を行います。（こども課） 

３ 
母子健康手帳・妊婦一般

健康診査受診票交付 

母子健康手帳交付時にアンケートをとおして個別相談を実施し、困り感に応じ

た支援につなげます。またその際、夫婦で出産、育児に活用できるような関連

パンフレットや正しい食生活を啓発するパンフレット等を配布します。 

（こども課） 

４ 
妊婦一般健康診査費用

助成 

妊婦健診の費用負担軽減になる助成券の発行を周知徹底して利用の促進に努め

ることで、未受診妊婦や飛び込み分娩等の減少を目指し、母体の健康管理に努

めます。（こども課） 

５ 
妊産婦・新生児家庭訪問

等による相談・保健指導 

希望者のほか、保健指導や相談が必要とされる場合や、関係機関からの依頼等

により、妊産婦や新生児へ家庭訪問や電話連絡等による相談や保健指導を行い

ます。（こども課） 

 

○出産、乳幼児期の支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 

こんにちは赤ちゃん事

業（乳児家庭全戸訪問事

業） 

生後４か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を対象に訪問し、子育て支援を

行います。（こども課） 
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通番 事 業 名 事 業 内 容 

２ 乳幼児家庭訪問事業 

乳幼児健康診査の結果、発育や発達に関してフォローが必要な場合や、養育環

境等が心配される場合、家庭訪問を行い、それぞれに応じた支援を行います。

（こども課） 

３ 乳幼児食生活指導 
乳幼児健診や各種乳幼児相談等の機会を通して、食育に関する意識啓発を行い

ます。（こども課） 

４ 乳幼児健康診査事業 

３か月児・７か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査を実施し、必要な場合専

門機関に紹介（精密検査受診票の発行）します。未受診者へは家庭訪問や電話

連絡で受診勧奨を行います。（こども課） 

５ 

 独自    新規  

２歳６か月児歯科健康

診査 

２歳６か月児歯科健康診査を実施し、虫歯の有病率の軽減を図ります。また、

言語聴覚士、発達障がい専門員による相談を実施し、早期発見、早期療育につ

なげます。 

６ 
乳幼児各種相談事業の

充実 

健康管理センター窓口や電話にて、乳幼児の育児・予防接種・発達・発育・栄

養など各種相談を保健師、栄養士が対応し、必要に応じて家庭訪問相談等も行

います。（こども課） 

７ 育児教室 

赤ちゃん相談・ベビービクス等の、保護者が参加しやすく、交流しやすい各種

育児教室を開催し、保護者同士の交流や親子のふれあいを図ります。 

（こども課） 

８ パパママ教室 
助産師を講師に、夫婦で参加がしやすい日曜日に「パパママ教室」を開催し、

妊娠期や出産、育児を夫婦で協力して取り組む意識を高めます。（こども課） 

１０ 発達障がい児相談事業 
発達の障がいがあると思われる児童や保護者等に対して、関係機関と連携しな

がら継続的に相談支援を行います。（こども課） 

１１ 
 独自    新規  

産前・産後サポート事業 

妊産・出産や子育てに関する悩み等について、グループで話し合いながら子育

ての仕方を学ぶプログラム（ノーバディーズパーフェクト）を実施したり、臨

床心理士によるカウンセリング等を実施して、妊産婦等の孤立感の解消を図り

ます。（こども課） 

１２ 
 独自  

産後ケア事業 

産後の母子に対して、安心して子育てができる支援体制を確保するために、助

産師等の専門職員による心身のケアや育児サポートの実施を検討します。 

（こども課） 

１３ 
 独自  

産後健診事業 

産後うつの予防を図るために、産後２週間・１か月健康診査の実施を検討しま

す（こども課） 

１４ 
ブックスタート・ブック

スタートプラス 

ブックスタートやおはなし会など、親子のふれあいのための機会の創造に努め

るとともに、関係機関と連携を深めながら内容の充実を図ります。（図書館） 
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通番 事 業 名 事 業 内 容 

おはなし会 

 

○就学前教育、保育等の確保 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 保育料の軽減の維持 
ひとり親世帯や在宅障がい者世帯、２人以上の同時入所（園）世帯に対する保

育料の軽減の維持に努めます。（こども課） 

２ 
幼稚園就園奨励費補助

金の交付 

幼稚園に就園する幼児の保護者の経済的負担の軽減と幼稚園の振興を図るた

め、保育料及び入園料の減免を行います。（こども課） 

３ 延長保育事業 
就労形態の多様化に伴う保育時間延長の要望に応えるため、延長保育の充実を

図ります。（こども課） 

４ 一時預かり保育事業 
一時的な就労や病気のとき、リフレッシュしたいときなどの保護者を支援する

ため、一時預かり保育の充実に努めます。（こども課） 

５ 休日保育事業 
保護者が日曜・祝日等に就労の場合などの支援をするため、休日保育の充実に

努めます。（こども課） 

６ 病後児保育事業 
病気の「回復期」で集団での保育等が困難な場合、児童を一時的に預かる病後

児保育の充実を図ります。（こども課） 

７ 
子育てアドバイザー設

置事業 

幼稚園、保育園、認定こども園に子育てアドバイザーを配置し、児童虐待の早

期発見や子育て家庭の育児不安等に関する相談体制の充実に努めます。 

（こども課） 

 

○幼児期から就学時の支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 予防接種 

予防接種法に基づき定期予防接種を実施します。健診や育児教室等で、予防接

種の情報を提供し、接種率の向上を図るとともに、医療機関との連携を強化し、

情報の共有化を図ります。（こども課） 

２ 児童手当の給付事業 
中学校終了前の児童を養育している保護者に対し児童手当を給付します。 

（こども課） 
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３ 子ども医療費助成事業 

児童が満 15 歳になって初めての 3 月 31 日まで、医療機関ごとに月 350 円の自

己負担（ただし調剤薬局は自己負担なし）で医療を受けられます。 

※平成 28年 1月より対象を中学校卒業までに拡充。（こども課） 

４ トワイライトステイ 
保護者が仕事等で帰宅が夜間になる場合、児童福祉施設等で午後 10時まで一時

的に預かるトワイライトステイの実施に向け検討します。（こども課） 

５ ショートステイ事業 
保護者が病気等で、子どもの養育が一時的に困難となった家庭を支援します。

（こども課） 

６ 
ファミリー・サポート・

センター事業 

子育ての手助けをしたい人と手助けの必要な人が会員となって地域で互いに助

け合っていくことを目的とし、利用者のニーズに即した事業内容の充実を図り

ます。（こども課） 

７ 

地域子育て支援拠点事

業（地域子育て支援セン

ター・つどいの広場） 

地域の就学前までの子どもとその保護者を対象に、交流の場を提供し、育児相

談、情報提供等を行い、子育てに対する不安を軽減するとともに、子育て親子

の交流促進を図ります。（こども課） 

８ 児童館（センター） 
乳幼児から高校生までの幅広い年齢層の触れ合いや異年齢交流の遊びの拠点と

して、各種イベント等の充実を図ります。（こども課） 

９ 

 独自    新規  

家族支援・親子プログラ

ム事業 

子どもとの関係に悩んでいる保護者に、コミュニケーションの取り方やしつけ

の方法を具体的に分かりやすく伝えるプログラム（コモンセンスペアレンティ

ング）を実施します。（こども課） 

 

○障がい児の福祉及び教育に関する支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
助成金及び手当等の支

給 

障がい児の保護者の負担軽減を図るため、障害児福祉手当、心身障害児介護手

当、特別児童扶養手当（県）を支給します。（福祉課） 

２ 
障がい児日常生活用具

給付事業 

在宅の障がい児に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。 

（福祉課） 

３ 障がい児通所支援事業 
障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の

向上・集団生活に適応するための専門的な支援を行います。（福祉課） 

４ 
障がい児療育等援助事

業 

障がいのある幼児及び、発達の遅れがある幼児を早期療養することにより、障

がいの軽減や基本的な生活能力の向上を図ります。（福祉課） 

５ 
経度・中度等難聴児補聴

器購入費助成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない、難聴児をもつ保護者の経済的負担の軽

減を図り、補聴器の早期装用を支援します。（福祉課） 
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６ 
特別支援教育支援員制

度 

学校生活において、特別な支援を必要とする子どもに対して、特別支援教育支

援員を配置し、自立活動指導や介助などを行うことで、学校生活が円滑に送れ

るように支援します。（学校教育課） 

７ 特別支援教育 

各学校長及び特別支援教育コーディネーターを中心に、特別な支援を必要とす

る子どもの教育的ニーズを把握し、個別の支援計画に基づき、特別支援教育の

推進を図ります。（学校教育課） 

８ 
チャレンジ教室「ひな

た」 

学習や集団生活の中で、子どもが抱えている課題の改善・克服をめざし、一人

ひとりに応じた適切な指導を行います。（学校教育課） 

９ 
障がい児の就学支援の

充実 

市就学支援委員会、各小中学校の校内就学支援委員会において、関係機関との

連携を図り、面接相談等を通じて、子どもや保護者の意向を尊重しながら、子

どもの将来を見据えて、就学について支援を行います。（学校教育課） 

 

○学校教育による学力の保障 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
ひゅうがっこ学力向上

推進事業 

児童・生徒が自ら学び、意欲をもち、理解できた満足感を抱きつつ、自己実現

を目指せるよう、日頃の授業等の充実と指導方法の工夫改善を図るとともに、

県の事業や市単独事業として、少人数指導の実施拡充を図ります。（学校教育課） 

２ 
小中連携・一貫推進事業

（ソフト） 

それぞれの中学校区の環境にあわせて、児童・生徒の「確かな学力」の定着や

小学校から中学校へのスムーズな移行による、子どもの心の負担の軽減のため

に、小中一貫教育の充実を図ります。（学校教育課） 

３ 
学校 ICT 環境整備事業

（小中学校） 

ＩＴの急速な進展に対応できるよう、ＩＴ教育の充実を図るとともに、情報モ

ラルやマナー、携帯電話等の正しい使い方等、情報を正しく活用する能力の育

成に努めます。（学校教育課） 

 

○就学支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
就学援助制度 

（小中学校） 

学校教育法第１９条に基づき、要保護者及び市教育委員会が要保護者に準ずる

程度に困窮していると認める者に学用品や給食費等の援助を行います。 

（学校教育課） 

 

○その他の教育支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
スクールアシスタント

配置事業 

スクールカウンセラー、スクールアシスタントを中学校に配置し、配置校の近

隣学校も含め、児童・生徒の悩み相談や不登校傾向の児童・生徒のカウンセリ

ング等の充実に努めます。（学校教育課） 
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２ スクールサポート事業 

日向市適応指導教室「ひまわりラウンジ」に教育相談指導員２名を配置し、ひ

まわりラウンジや家庭において、学習指導や教育相談の充実に努めます。 

（学校教育課） 

３ キャリア教育の推進 

日向商工会議所に設置しました「日向市キャリア教育支援センター」を中心に

産学官連携のもと「キャリア教育」を推進しており、「よのなか教室」では地域

の方々にご自分の経験や職業観等をお話しいただくなど、地域で子どもを育て

る活動を進めています。また、地域の方々を「よのなか花まる先生」として登

録し、小学校と連携しながら学習支援等を行う制度を推進しています。さらに、

中学校において、望ましい職業観や勤労観の育成を図るため、より多くの事業

所の協力を得て、職場体験学習を充実しています。（学校教育課） 

４ 豊かな心の育成 

「私たちの道徳」(道徳教育用教材)を活用して道徳教育の充実を図るとともに、

多様な体験活動や地域の教育力を生かした教育活動を推進します。                                    

また、子どもの読書に親しむ態度を育成し、読書習慣を身につけるために、「朝

の読書」活動などに取り組みます。（学校教育課） 

５ 
青少年育成センター事

業 

日向市青少年相談室では、面接や電話、メールにより学校や家庭、人間関係な

どのことに関しての悩みなどについて、児童・生徒、保護者のみなさんからの

相談について受け付けています。日向市青少年指導員の巡回指導により、青少

年の健全育成に努めます。（文化生涯学習課） 

６ 社会教育団体育成事業 

日向市ＰＴＡ協議会と連携・協力し、携帯電話やインターネットが児童・生徒

に与える影響や、「個人情報をむやみに教えない」などの基本的な知識の普及を

図るため、学習会等を開催します。（文化生涯学習課） 

７ 自主学級事業 

乳児・幼児・学齢児など、子どもの成長段階に応じ、子育てやしつけに関する

講座の開催や家庭教育学級活動を支援し、すべての親や家族が、子育てに主体

的にかかわるための意識の啓発に努めます。（文化生涯学習課） 

８ むし歯予防 

学校健診の結果をふまえ、家族や医療機関と連携し早期発見、早期治療を進め

ていきます。また、学校歯科医と連携の上で、子どもたちの発達段階に応じた

歯・口の健康づくりに取り組みます。（こども課、学校教育課） 

９ 「家庭の日」の普及促進 

子育ての基本は家庭にあるとの認識を醸成するため広報紙による周知や、小・

中学校へのチラシの配布、公民館にポスターを掲示するなど毎月第３日曜日は

「家庭の日」であると多くの人が認知するような取り組みを推進します。 

（文化生涯学習課） 

 

○学習支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 
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１ 子ども土曜教室事業 
土曜子ども教室の実施により、子どもに様々な体験活動を提供します。 

（文化生涯学習課） 

２ 
生活困窮家庭に対する

学習支援事業 

生活困窮者自立相談支援事業の支援同意世帯及び生活保護受給世帯の児童（主

に小中学生）に対し、学習支援を行います。教職経験者や大学生による支援員

を配置し、週１回程度の家庭訪問または社会福祉協議会において学習を支援し

ます。（福祉課） 

 

○奨学金制度等の経済的支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 日向市育英奨学金 
人物・学業ともに優秀かつ健康でありながら、経済的理由により修学が困難で

あると認められる生徒・学生に対し、奨学金の貸与を行います。（教育総務課） 

２ 教育資金融資貸付 
市内に居住し、高等教育に係る教育資金を必要とする者に低金利で融資を行い

ます。（九州労働金庫と提携）（教育総務課） 

 

 

施策２ 家庭のニーズをふまえた総合的な生活支援 

家庭のニーズをふまえ、社会保障の適切な運用や親子の健康増進、保護者の就労支援、

企業等と連携したワークライフバランスの整備等を総合的に推進します。 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“家計において教育費用の貯蓄が十分でないことが明らかになっています。” 

 （課題を示す実態・傾向） 

保ア「家計収支が赤字 29％・ぎりぎり 50％」 

     「年収 250～300万円以下の世帯 28.5％」 

      「子どもや家庭に関する経費で十分でないもの １位教育費用の貯金 23.5％」 

     ニーズ４位 家計管理の助言・支援 7.8％ 

     親個人ニーズ 1位 資格や技能習得の研修機会増加 28.6％ 

            ２位 年金や公的支援等を総合的に知る機会が欲しい 23.8％ 

            ３位 家計改善や貯蓄など生活防衛セミナー 12.8％ 

   教ア「子どもの様子からうかがえた特徴的な困窮の状況  

１位 保護者が校納金・給食費を滞納する 15.0％」 

⇒◆重点施策 日向地区ひとものづくりセンターにおける技能講習 

「日向地区ひとものづくりセンターにおける各種技能講習について、保護者に対する

周知を推進します。」 



 

35 

 

 ◆重点施策 家計支援に関する取り組み 

「家計の改善について助言ができる相談体制の構築を図るとともに、社会保障や生活

防衛に関する市民講座を検討します。」 

◆重点施策 多重債務や消費生活問題に対する支援 

「多重債務問題については、無料法律相談を実施して解決を促すとともに、消費生活

センターにおいて、インターネットのトラブルや悪質な訪問販売等に関する出前講 

座を実施します。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“ひとり親家庭や生活に困窮する家庭に対する総合的な支援の充実が必要です。” 

（課題を示す実態・傾向） 

  保ア「年収 300万円未満の世帯は全体の 28.5％（母子家庭においては 81.7％）」 

保ア「住環境がアパート・貸家・公営住宅 44.6％」 

「こども部屋がない 18.6％」 

保イ ほとんどの母子世帯の親の「相談できる存在」に母子父子寡婦自立支援員

があげられた。 

     ニーズ「母子会や関係する相談機関の当事者への早期紹介」 

⇒◆重点施策 ひとり親家庭の保護者に対する訓練機会の促進 

 「自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金により、ひとり親の父親又は

母親の教育訓練及び職業訓練の機会を促進します。」 

 ◆重点施策 生活に困窮する家庭の保護者に対する就労体験機会の提供 

「生活困窮者自立支援及び生活保護において、生活に困窮する家庭の保護者の就労体

験を企業の協力を得て推進し、資格取得を図りつつ就労実現を支援します。」 

 ◆重点施策 市営住宅の入居機会の拡大 

「市営住宅の入居において、生活保護世帯、ひとり親世帯等の倍率優遇による入居機

会の拡大を図ります。」 

◆重点施策 母子・寡婦福祉連絡協議会への加入促進 

「母子・寡婦福祉連絡協議会への加入について促進します。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“公的援助や生活支援に関する周知の拡充が求められています。” 

（課題を示す実態・傾向） 

保ア「就学援助を受けたことがない 68.9％」 

このうち「制度・手続きが分からない 21.5％」 

    教ア「困窮がうかがえるのに就学援助・生活保護受けていない世帯ある 29.４％」 

       このうち「制度の周知不足と考える 29.9％」 

⇒◆重点施策 保護者への支援ロードマップ配布をはじめとした周知の拡充 
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「生活困窮者支援や民間支援、就学援助や生活保護等の包括的な支援の情報を掲載し 

た支援ロードマップを各学校・幼稚園・保育所（園）をとおして保護者に配布し

ます。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“欠食や栄養の偏りによる健康への影響が考えられます。” 

（課題を示す実態・傾向） 

 保ア「子どもが毎日朝食を食べてはいない 小学３年 6.5％ 中学３年 10.2％」 

 教ア「子どもの様子からうかがえた特徴的な困窮の状況  

５位 家庭的な事情から朝食を食べていない 9.4％」 

⇒◆重点施策 望ましい食習慣形成のための啓発・支援 

「子どもの食事は保護者の影響によるところが大きく、欠食や栄養の偏りによる健 

康への影響が懸念されます。関係機関と連携を図りながら、望ましい食習慣の形

成のため啓発および支援に取り組みます。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題“親と子のふれあいの不足が明らかになっています” 

 （課題を示す実態・傾向） 

  保ア「子どもと体を動かして遊ぶ めったにない 中学３年 68.6％」 

    「子どもの勉強をみる めったにない 中学３年 45.6％」 

    「土曜出勤 定期的にある・不定期にある 母 68.1％ 父 70.1％」 

「日曜出勤 定期的にある・不定期にある 母 48.7％ 父 59.4％」 

⇒◆重点施策 子育てと仕事の両立支援 

  「“家庭の日（第３日曜日）”や育児休業制度など、子育てと仕事の両立へ向けた企業・

地域への啓発活動を推進します。」 

 

＜関連事業＞  

○親子の健康増進、生活防衛・親の資格取得の機会保障 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 家計相談支援事業 

生活困窮者自立相談支援事業同意世帯のうち、問題のある金銭管理や負債があ

る世帯について、家計相談支援員が家計支援計画を作成し、家計を見直し、生

活費の繰越や貯金を支援します。（福祉課） 

２ 
消費生活活性化基金事

業 

消費生活センターにおいて、多重債務の解決に向けて無料法律相談の利用啓発

を行うとともに、相談窓口の体制充実を図ります。（市民課） 

３ 
さんぴあ相談室相談業

務 

男女共同参画相談員による相談業務を実施し、様々な悩みに対応します。 

（地域コミュニティ課） 
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４ 
家庭児童相談員設置事

業 

関係機関と連携を図り、保護者の養育等の様々な問題や悩みについて、専門的

な相談援助を行います。（こども課） 

５ 職場復帰、再就職の支援 

国県等の関係機関と連携を図りながら職場復帰や再雇用等の活用できる各種助

成制度の普及啓発を行うと同時に企業等の理解を求めていきます。 

（「実践型地域雇用創造事業」制度活用による復職セミナーの開催など） 

（商工港湾課） 

６ 市営住宅の優先入居 
市営住宅の入居において、生活保護世帯、ひとり親世帯等の倍率優遇による入

居機会の拡大を図ります。（建築住宅課） 

 

〇食育の推進 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 小児生活習慣病予防 

小学４年生、中学１年生を対象に小児生活習慣病予防健診を実施します。要管

理者には、食事調査を行い、食事指導を実施し、食生活をはじめ、生活改善の

ための指導を行います。（学校教育課） 

２ 
「食」をテーマにした学

習の推進 

栄養教諭・学校栄養職員が小中学校において、食育授業を実施していきます。

家庭における食育推進のために、学校保健委員会や家庭教育学級などを活用し、

啓発活動を行います。（学校教育課） 

３ 
「おやこの食育教室」 

開催 

食生活改善推進員が主体となり、地域の親子を対象に、身につけて欲しい「食

のチカラ」を伝える講習会を開催します。（いきいき健康課） 

 

○ひとり親家庭に対する支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 児童扶養手当給付事業 
ひとり親家庭の自立支援のため、児童を監護する母、監護しかつ生計を同じく

する父、養育している養育者に対し児童扶養手当を給付します。（こども課） 

２ 
ひとり親家庭医療費助

成事業 

母子及び父子家庭に対し医療費の一部助成を行い、経済的負担の軽減を図りま

す。（こども課） 

３ 
ひとり親等日常生活支

援事業 

ひとり親家庭等の保護者が病気などの理由で、一時的に日常生活に支障が生じ

たひとり親家庭等に支援員を派遣し生活援助や子育てを支援します。 

（こども課） 

４ 
自立支援教育訓練給付

金 

ひとり親家庭の自立を図ることを目的として、その父又は母が教育訓練講座を

受講し修了した場合、その経費の一部を支給します。（受講料の 6割相当額、上

限 20万円）（こども課） 
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５ 
高等職業訓練促進給付

金 

ひとり親家庭の父又は母が就職を有利にするため資格を取得する際、その養成

訓練の受講期間の生活負担の軽減を図る目的で給付金を支給します。 

（こども課） 

６ 
母子・父子自立支援員設

置事業 

ひとり親家庭等の様々な悩みについて相談相手となり、自立に必要な情報提供

及び指導を行なったり、職業能力の向上及び就職活動に関する支援を行います。

（こども課） 

７ 
母子父子寡婦福祉資金

貸付金 

各種公的貸付資金の周知に努め、母子父子寡婦世帯の生活の安定と自立の促進

を図ります。（こども課） 

８ 
生活保護受給者等就労

自立促進事業 

平成２５年度からハローワークと協定を結び、生活保護受給者、児童扶養手当

受給者および生活保護相談・申請段階の者などに対する就労を支援します。 

（福祉課） 

 

 

施策３ 支援を届けるネットワークの確立 

家庭に公的援助・生活支援や、子どもの学習支援、親子の居場所や社会参加の支援 

を地域の強みを活かしながらコーディネートし提供する支援ネットワークを形成し、

親子に対する総合的な個別支援を確立します。また市民総ぐるみの支援推進に向けた

啓発活動を取り組みます。 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題 “困窮する家庭に伴走型の支援を届けるネットワークの構築が必要です。” 

（課題を示す実態・傾向） 

 保イ「制度の狭間対策～長期的に途切れなく支援を行う機関が必要」 

 論点 地域子供の未来応援地域ネットワーク支援事業における独自モデル事業 

⇒◆重点施策 子ども・若者に直接支援を届けるネットワークの形成 

「子どもの未来応援会議のもとに、行政・関係機関・支援団体により、子ども・若者・

に直接支援を届けるネットワーク（仮称「子ども・若者応援ネット」）を形成し、

要保護児童対策地域協議会等と連携をとりながら、困窮度や支援課題が重い個別の

家庭と子ども・若者に対し、地域の強みを活かしつつ、①生活支援、②学習支援、

③居場所・社会参加支援を行います。」 

◆重点施策 みやざき安心セーフティネット事業と連携した生活困窮者支援の推進 

「みやざき安心セーティーネット事業（事業主体 宮崎県社会福祉協議会）を実施す

る社会福祉法人と日向市生活相談支援センター心から（ここから）の連携を行い、

生活に困窮する家庭に対し、各法人の特性を活かした支援を推進します。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 
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■課題“市民総ぐるみの支援・応援へ向けた啓発の推進が必要です。” 

（課題を示す実態・傾向） 

  論点 全庁体制や市民総ぐるみに向けて職員・地域等に理念と方針をどう伝え共 

有・実践させていくのか。 

⇒◆重点施策 市職員研修をとおした相談支援及び関連事業の推進 

「子どもの貧困をとりまく現状と本計画について、市職員研修を行い、施策の着実な 

展開へ向けて相談支援の充実と関連事業の推進を進めます。」 

 ◆重点施策 「みんなが子どもの日向（ひなた）」運動の推進 

  「市民総ぐるみの支援・応援の地域運動の推進に向けて、支援ロードマップの全世

帯配布及び地域講演会の開催を取り組み、子ども・家庭の困窮について、支援へ

のつなぎや子ども・若者への関わり・機会の提供への協力を市民に呼びかけます。」 

◆重点施策 子どもの権利養護推進に向けた啓発の拡充 

「日向市同和教育研究大会及び人権講座において、子どもの貧困などについてテーマ

を設定する等、子どもの人権を守り、貧困の解消に向けた啓発をあらゆる機会をと

おして取り組みます。」 

 

＜関連事業＞ 

○支援ネットワークの形成 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
日向市子どもの未来応

援プロジェクト 

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、平成２８年７月に設置した子ども

の未来応援会議について、平成２９年度は地域における支援ネットワークの構

築を図る機関として、継続して開催します。（福祉課） 

２ 
日向市相談支援センタ

ー「心から」（ここから） 

市から生活困窮者自立相談支援事業の委託を受け、日向市社会福祉協議会が、

生活に困難をかかえている人やその家族を支援するため、この相談支援センタ

ーを拠点に、他の支援機関との連携を図りながら、相談支援を行います。 

（福祉課） 

 

○子どもの人権 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 人権・同和行政推進事業 

児童生徒の自分自身や相手の人権・命を大切に思う気持ちを育む事業の一環と

して、毎年『人権の花運動（小学校 1校で花の苗育成の取組）』を実施します。

啓発事業としては、市民講演会や地区公民館での人権講座を開催。定期的に子

どもの貧困・虐待問題をテーマとして取り入れます。（地域コミュニティ課） 

２ 
子どもの権利擁護推進

の啓発 

児童生徒には授業の中で、市民には「日向市人権・同和教育研究大会」や人権

講座等を通じて、積極的な普及・啓発活動を行います。同時に子どもたちと直

接関わる職員にむけた研修会等を開催し、意識の高揚に努めます。 
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（学校教育課、文化生涯学習課） 

３ 人権教育の推進 

より多くの市民が人権に関する講座を受講できるよう、ニーズの把握に努める

とともに、宮崎県人権教育基本方針、日向市同和教育基本方針及び日向市人権

教育・啓発推進方針に基づき、人権教育を推進します。 

（学校教育課、文化生涯学習課） 

 

 

 

 

施策４ 学福連携を中心とした市民協働の子ども応援 

学校教育と福祉行政の連携強化に向けた施策を推進するとともに、地域・ＮＰＯに 

おける家庭の見守り支援や子どもへの機会提供、ならびに地域の支え合いを促進しま 

す。 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題 “学校と福祉の連携の一層の推進が求められています。” 

（課題を示す実態・傾向） 

教ア 学校プラットフォーム化１位 教職員の追加配置または業務軽減 20.8％ 

     学校プラットフォーム化２位 家庭教育支援チームの設置 17.0％ 

学校プラットフォーム化３位 スクールカウンセラーの配置拡充 13.6％ 

学校プラットフォーム化５位 スクールソーシャルワーカーの配置拡充 

12.8％ 

⇒◆重点施策 教職員の増員と業務軽減 

「きめ細かな学習指導の充実や、子どもと向き合う時間の確保へ向けて、教職員の増

員を国・県に要望するとともに、ＩＣＴを活用し、校務等の事務の軽減を図ります。」 

 ◆重点施策 要保護児童対策地域協議会を中心とした連携の充実 

「日向市要保護児童対策地域協議会(中学校校区部会)を中心に、学福連携の取り組み

を充実します。」 

◆重点施策 地域教育力活性化事業をとおした学習支援の促進 

「子どもが地域の大人との世代間交流をとおして、豊かな心とたくましく生きる力を 

 養成する地域教育力活性化事業において、学習支援の取り組みが市内各地で取り組 

 めるようサポートしていきます。」 

 

＜主要な課題に対する重点施策＞ 

■課題 “民間支援のフォローやボランティアの推奨や、民間拠点や地域福祉拠点を活
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かした親子の居場所づくりが必要です。”  

（課題を示す実態・傾向） 

保ア ニーズ３位 親と子それぞれの居場所 8.1％ 

  保イ 不足支援・資源「居場所サロンや地域で日常的な関わりを持てる協力者を 

得る」 

  論点 親子支援のＮＰＯが活動しており、新たな取り組みも検討されている 

⇒◆重点施策 民間や地域における取り組みの支援 

「子どもの貧困対策を取り組むＮＰＯをはじめとした民間支援や日向市社会福祉協 

議会における地域福祉教育ふくし学園を支援するとともに、地域の見守り支援や 

親子のニーズをふまえたボランティアを推奨します。」 

◆重点施策 多様な親子の居場所の促進 

「企業や店舗、ＮＰＯ等の民間拠点や、社会福祉法人等の地域福祉拠点における地域

の親子の居場所づくりや相互交流を促進します。」 

 

＜関連事業＞ 

○学校教育と福祉行政の連携強化 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 

 独自  

日向市要保護児童対策

地域協議会の充実 

虐待を受けている児童を始めとする要保護児童等の早期発見や適切な保護と、

関係機関の連携による組織的・効果的な対応の充実に努めます。日向市独自の

取り組みとして、日向市要保護児童対策地域協議会実務者会議中学校校区部会

を市内６か所に設置し、地域を核とした子育て支援を行います。（こども課） 

２ 
児童虐待防止対策支援

事業 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園、学校、民生委員・児童委員等と連携を図

り児童虐待の早期発見に努めます。児童虐待に関する広報や啓発活動を推進し、

市民意識の向上を図ります。（こども課） 

 

○養育支援、子どもの居場所づくり 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 放課後児童クラブ事業 

保護者の就労その他の理由により、放課後に保護者の監護を受けられない児童

について、適切な遊び場及び生活の場を提供し健全育成を図ります。 

また、障がいのある児童の受け入れ体制を整えます。（こども課） 

２ 
放課後子ども教室推進

事業 

放課後において、学校や公共施設を活用し、地域住民の協力を得て、児童への

学習支援や屋外活動の見守りをとおして、安全・安心な居場所づくりに努めま

す。（文化生涯学習課） 

３ 
障がい児の放課後の活

動支援 

共働き等で留守世帯の障がいのある児童・生徒の放課後の活動を支援します。

（こども課、福祉課） 
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４ 居場所サロン事業 

ひきこもり・発達障害などにより、現状では自力での求職・就労に至らない支

援同意者（おおむね 40才以下の若年層）を対象に、支援員を配置し、対象者の

状況に応じ、生活自立・社会自立を促す手作り工芸・園芸・カフェのサロン内

支援と、協力事業所（福祉法人・介護施設・一般事業所・農業）における就労

訓練のサロン外支援を一定期間のもと行います。（福祉課） 

５ 
日向市立学校の施設の

開放 

子ども達の健全育成と地域スポーツの普及を図るため、学校教育に支障のない

範囲で、市民に学校の施設を開放します。（教育総務課） 

 

○地域の見守り支援 

通番 事 業 名 事 業 内 容 

１ 

民生委員・児童委員、主

任児童委員等の活動促

進 

民生委員・児童委員、主任児童委員等が地域において行っている子どもに関す

る相談や支援活動を促進します。（福祉課） 

２ 社会教育団体育成事業 
日向市子ども会育成協議会との連携を取りながら、子ども会の活動を支援しま

す。（文化生涯学習課） 

３ 
スポーツ少年団の活動

支援 

日向市スポーツ少年団本部との連携を取りながら、交流大会等を充実させ、子

どもたちの体力の増進とルールの大切さの学習を図るとともに、次代を担う青

少年の健全育成に努めます。（スポーツ振興課） 

４ 
地域教育力活性化推進

事業 

子どもが地域の大人との自然体験や伝承活動などの世代間交流をとおし、子ど

もたちの豊かな心とたくましく生きる力を育むとともに、地域の子どもは地域

で育てるという意識の醸成を図ります。（文化生涯学習課） 

５ 

犯罪等に関する情報の

提供（学校安全教育推進

事業） 

青少年指導員、青少年相談員、学校、防犯協会等関係団体相互の連携により情

報を共有化し、市内や近隣での犯罪の発生について、保護者等へ速やかに情報

提供ができるシステムについて検討します。（学校教育課） 

６ 

地域安全パトロール等

の実施（学校安全教育推

進事業） 

通学時等における危険から子どもを保護するため、子どもあんぜん監視員をは

じめ、PTA や自治会によるパトロールを推進するとともに、青少年指導員によ

るパトロールを実施します。（市民課、学校教育課、文化生涯学習課） 

７ 
子どもあんぜん監視員

制度 

教育委員会との連携強化により、伝達手段の確立を図り、子どもあんぜん監視

員による子どもの安全と安心の確保に努めます。（学校教育課） 

８ 子ども情報提供事業 
広報紙等（みらくるキッズ）で相談事業を周知するとともに、誰もが気軽に安

心して相談できる体制づくりに努めます。（文化生涯学習課） 

９ 
支援制度の情報提供と

利用促進 

総合的な子育て情報冊子、広報紙、ホームページ等により周知を図り、支援サ

ービスの利用を促進します。（こども課） 
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第６章 計画の推進へ向けた市行政と市民の役割（今回追記） 

１）市行政の役割～庁内推進体制の構築 

基本理念の実現へ向けてこの計画を推進するために、庁内に「日向市子ども・子育て

応援本部（仮称）」を設置し、以下の取り組みを進めます。 

①本市における子どもの貧困をめぐる実態と課題、計画の推進（ヘルシースタートをは

じめとした重点施策の展開）に向けた職員研修を実施します。 

②相談支援において、子ども・家庭の困窮の解消に向けた関係課及び関係機関の連携を

強化します。 

③計画を効果的に推進するために、重点施策及び関連事業の実施について情報交換し各

事業の拡充と庁内連携を図るとともに、関係課において新規事業の検討を行います。 

④施策の推進にあたって、関係課における民間支援や企業、地域の関係団体との連携を

強めます。 

⑤支援・施策の一層の充実に向けて、国及び県に対し、各種要望や先進事例等の情報提

供を働きかけます。 

 

２）市民の役割～「みんなが子どもの日向
ひ な た

」運動の推進 

 子どもの貧困対策推進法第５条では、国民の責務として「国民は、国又は地方公共団 

体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない」と規定されてい 

ます。子どもの貧困の解消は、行政や関係機関の取り組みだけでは実現は困難です。 

計画の周知に向け、市として、計画の関係機関・団体等への配布やホームページ等へ 

の掲載、各地域における自治会・団体向け講演会の開催、また支援ロードマップの全戸 

配布を行い、子ども・家庭への市民総ぐるみの支援・応援を推進します。 

市民は、それぞれの地域や職場、関わりにおいて、一人ひとりが身近な子どもの応援 

者として、以下の項目をはじめとした子ども・家庭の支援・応援を「みんなが子どもの

日向（ひなた）」運動として取り組みましょう。 

○支援ロードマップを活用した、困窮や生活の困難がうかがえる子ども・家庭の行政・

関係機関・支援団体へのつなぎや見守り。 

○市施策及び民間支援への参加をとおした、子ども・若者への関わり・機会の提供へ 

の協力。 

○自治会・育成会・スポーツ少年団・クラブ・部活動・サークル等における、互助を目 

的とした子ども・家庭間の交流や助け合い（親・子ども同士や世代間の交流の促進、活 

動に必要な物品のシェアなど）の企画・実践。 

○企業・団体における、子どもへの様々な体験機会（農業・製作業・趣味）の提供。 

○こども食堂や親子の居場所づくりなど、地域における民間支援への参加・協力や、新

たな支援の立ち上げ。 

○身近にできるボランティアの実践。 
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・日向市ボランティア・市民活動支援センターが日向市社会福祉協議会内に設置され、 

 登録ボランティア団体の活動に参加・協力できます。 

 

子どもの支援・応援を取り組む民間支援・地域資源に関する調査結果 

 
   

 
 

     平成２９年１月 福祉課調べ 

Ｎ

ｏ． 
団体・グループ名 

活動

分類 
主な活動内容 

1 こども遊センター ①② 

・のびのびキッズルーム 

・おもちゃ図書館 

・つどいの広場 

2 結い ② 

・貧困・社会的排除に関する調査・研究 

・貧困・社会的排除に関する広報・啓発 

・居場所づくり・相談 

3 
学校支援のべおかはげまし応援

隊 
① 

中学校において数学と理科の基礎学力を身に

つけてもらうため、旭化成延岡ＯＢ会を中心に

大王谷中・財光寺中・日向中にて授業補助を行

っている。 

4 日向市手をつなぐ育成会 ①② 

・本人活動支援事業（障害児・者） 

・コミュニティハウス事業（コミュニティブック

カフェ） 

5 財光寺農業小学校 ① 

体験・実践型の食育として、農作物を育てるだ

けでなく、収穫後の販売等までを行い、農業の

面白さや販売の楽しさを体感することができる

場を提供している。 

6 
坪谷地区「食・農」 

ふれあい体験事業 
① 

田植から稲刈りまでの作業において、機

械を一切用いず行うことで、子供たちに、

昔ながらの農業を体験できる場を提供して

いる。 

7 塩見まちづくり協議会 ① 

放課後子ども教室で多くの体験活動を子

ども達に提供している。他、イモ堀り、体験

活動を行っている。 

8 
平岩まちづくり協議会 

（平岩農業体験実習） 
① 

田植え、稲刈り、餅つき作業を行い、農業

体験とともに、自分で作付し、育てて口に

入るまでといった食育を行う。 
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9 
東郷まちづくり協議会青少年育

成部会 
① 

東郷学園や坪谷小学校で交通安全教室

の開催、高齢者クラブと連携し世代間交流

を行っている。 

10 
日向市社会福祉協議会東郷支

所 福祉学園 
① 

東郷学園 5・6年児童に対し福祉に関する基礎

知識の習得、地域の方々との交流を通じて福

祉について自ら考える機会を提供している。

（年 3回実施） 

11 子ども安全監視員 ① 

毎朝、学校の授業日には、各地区の交通

量の多い所に立っていただき、交通安全

の見守りをしていただいている。 

12 どんぐりの会 ① 

毎週、月曜日の８：０５～８：２０（１５分間）

学年を決めて、読み聞かせを行っていた

だいている。また、図書室の環境整備も行

っていただいている。 

13 日向市キャリア教育支援センター ① 

キャリア教育の充実や各教科等のねらい

を達成させることを目的に、学校のニーズ

にあった多様な人材を派遣していただいて

いる。 

14 切島山１区公民館 ① 

学校の夏季休業中や冬季休業中に期間

を設定し、切島山１区公民館を学習会場と

して提供するとともに、小中学生の学習支

援を行っている。 

15 東郷土曜子ども教室 ① 
さまざまな体験活動を通して、地域への愛

着と生きる力、思いやりの心を育てる。 

16 東郷放課後子ども教室 ① 

放課後における児童の安全で安心な活動

の場の提供と地域社会の中で心豊かで健

やかに育まれる環境づくり 

17 牧水の郷 農業体験隊 ① 

東郷地区の児童・生徒を対象に農業体験

をさせるとともに、収穫した作物を活用し

て、高齢者との交流会等を行っている。 

18 
みやざき子どもほほえみ基金 

宮崎キワニスクラブ 
① 

困窮世帯の子どもたちの生活支援や機会

拡大(進学)を図ろうと奉仕活動を展開して

いる。 

19 NPO スイングバイ ① 
宮崎キワニスクラブの下部組織 

＊庁内関係課、市内小・中学校、市内高校、市社会福祉協議会に対し、機関の所管・ 
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業務において関係している民間団体・市民グループについて照会。 

＊活動分類の番号の内容は以下のとおり。 
 

①子どもに対し、体験活動など機会の提供や、学習の支援を行っている。 

②子育て・生活に関する保護者の悩みや親子へ居場所や過ごしの機会を提供している。 

③若者に対し就労体験の機会提供や悩み相談を行っている。 

 

３）「日向市子どもの未来応援会議」の役割 

「日向市子ども未来応援会議」の役割を以下のとおり位置づけ、計画期間中に定期的

に会議を開催し、計画及び支援連携の推進を取り組みます。 

①計画の進捗状況を点検し評価するとともに、計画の見直しについ て審議します。                                

②連携推進機関として、個別事例について、支援連携のありかたや、不足する社会資源

について検証及び協議し、支援実務のネットワークである「日向市子ども・若者応援ネ

ット（仮称）」に提起・助言を行います。 

 

４）計画の進捗管理 

 この計画の初期の達成を得るために、毎年「日向市子ども未来応援会議」において計 

画の進捗状況について点検・評価を行います。市として、その点検・評価結果をふまえ、 

重点施策・関連事業の見直し・改善を行い、計画・指標の見直しを行います。 

計画・指標の見直しにあたっては、施策の効果を検討する前提として、「子どもと家

庭の生活・ニーズに関する調査」及び「子どもの貧困対策に関する教職員アンケート」

を実施します。 

 

【計画の進捗管理のイメージ】 

 

 

 

Ｐｌａｎ 

計画の策定（見直し） 

Ｃｈｅｃｋ 

子ども未来応援会議 

毎年の事業点検・評価 

Ｄｏ 

計画にもとづく施策の実施 

市民総ぐるみの支援・応援 

Ａｃｔｉｏｎ 

施策・事業の見直し・

改善 

 


