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７　プロジェクト別主要事業  ：新規事業  ：単年度で実施する臨時事業等  ：拡充事業

  (1) みんなで子育て応援プロジェクト   (1) みんなで子育て応援プロジェクト

新 拡臨

多子世帯の子育てにかかる経済的な負担を軽減し、周南市で安心して子育てができるよう

「多子世帯応援給付金」を支給します。

【主な内容】 ※「子ども未来夢基金」を活用

○出産により３人以上の子どもを育てる場合、新生児１人につき１０万円分の

市内共通商品券を支給

多子世帯子育て応援事業 予算額 18,000 千円 （ 47P）

子育て・生活や、就業等に関する支援を行うことにより、ひとり親家庭の自立と生活の安定を促

進します。

【主な内容】

○高等職業訓練促進給付金等の支給

○就学、就業資金の貸付け

○オンライン相談の実施【新規】

○就業支援専門員による自立支援プログラムの策定【新規】

母子父子自立支援事業 予算額 34,946 千円 （ 47P）拡

就学前児童、小学生及び中学生の医療費の自己

負担額を全額助成し、子育て世帯の経済的負担を

軽減します。

（中学生は所得制限あり）

【主な内容】 ※「子ども未来夢基金」を活用

○乳幼児、こども医療費助成

こども医療費助成事業 予算額 385,445 千円 （ 47P）

ボートレース徳山オリジナル

マスコットキャラクター「すなっち」

乳幼児医療費助成事業 予算額 158,001 千円 （ 47P）

多様化する保育ニーズに対応するため、公立保育所の再編整備計画に基づき、民間活力を

活用した保育所運営を推進します。

【主な内容】 ※「子ども未来夢基金」を活用

○第二保育園・尚白保育園の再編に係る民間保育所施設整備への補助

○私立保育所の施設整備・改修への補助

保育所再編整備事業 予算額 557,196 千円 （ 48P）

保育所・認定こども園における保育士の業務負担を軽減し、保育の充実を図るため

の環境整備を支援します。

【主な内容】

○業務のＩＣＴ化や、保育支援者の配置に対する補助

○看護師等専門職の配置に対する補助【新規】

○研修等のオンライン化に必要な環境整備【新規】

保育対策総合支援事業 予算額 14,332 千円 （ 48P）拡

幼児教育の更なる質の向上を図るため、幼児教育センターを設置し、合同研修会の実施や

幼保小を円滑につなげる体制を強化します。

【主な内容】

○公私立幼稚園・保育所・認定こども園等合同研修会の実施

○職員交流及び幼児児童の交流活動の実施

○接続期カリキュラムの作成支援

幼児教育推進事業 予算額 3,176 千円 （ 48P）

子育て支援センターにおいて、未就学児の親子の遊び場、交流の場を提供するとともに、保育

士等の資格を持つ職員を配置し、育児の悩みや不安に対する支援を行います。

【主な内容】

○子育て支援センターの運営

地域子育て支援拠点事業 予算額 93,927 千円 （ 48P）
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  (1) みんなで子育て応援プロジェクト   (2) 輝く子ども育成プロジェクト

安心して快適に学べる教育環境を確保するため、建物の大規模改修や遊具改修など必要な

施設整備を実施します。

【主な内容】 ※「子ども未来夢基金」を活用

○管理・教室棟トイレ改修工事(岐山小） ○普通教室棟外壁、防水改修工事（周陽中）

○照明改修工事（周陽小） ○照明改修工事(住吉中）

○管理・教室棟外壁、防水改修工事（富田西小） ○管理教室棟外壁、防水改修工事（秋月中）

○屋体防水改修工事（富田西小）

○普通・特別教室棟外壁、防水改修工事（高水小）

○管理特別普通教室棟トイレ改修工事（大河内小）

○水道接続工事(大河内小）

○小中一貫校空調設備移設工事(鹿野小中）

○遊具改修

小・中学校改修事業 予算額 756,821 千円 （ 67P）

徳山保健センター内に設置する「こども・子育て相談センター」において、母子保健と児童福祉

が連携した相談体制により、妊娠期から１８歳までの子どもと子育て家庭に対する継続的・総合的

な支援を行います。

【主な内容】

■子ども家庭総合支援拠点事業

○専用ダイヤルによるワンストップ相談の実施

○家事・育児支援などの養育支援

○児童虐待などの未然防止と早期対応

■子育て世代包括支援センター事業

○産後ケア事業の実施

○産前・産後サポート事業の実施

○関係機関とのネットワークづくり

子ども家庭総合支援拠点事業

子育て世代包括支援センター事業

予算額 18,164 千円 （ 49P）

予算額 20,949 千円 （ 49P）

子育て世代の親を孤立させないよう関係機関と連携し、乳児家庭全戸訪問後の産後うつ等の相

談や養育支援訪問を行うことにより、子育て支援の充実に努めます。

また、発達相談会や発達支援学級の開催を増加し、子どもの発達の特性により育てづらさを感じ

る家庭への支援を強化します。

【主な内容】

○乳児家庭全戸訪問の実施

○両親・育児学級、育児相談の実施

○発達支援相談会、発達支援学級の開催【拡充】

母子保健指導事業 予算額 7,998 千円 （ 49P）拡

すべての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、夢と希望を持って成長していけ

る地域社会の実現を目指します。

【主な内容】

○子ども食堂や子どもの居場所づくりに関する研修、運営団体への支援【拡充】

○子どもの学習・生活支援の実施【拡充】

○離婚等に関する専門相談等の実施【拡充】

子どもの明るい未来サポート事業 予算額 8,925 千円 （ 47P）拡

小・中学校に学校図書館司書や学校図書館指導員を配置し、児童生徒の読書活動の促進や

学習支援の充実に努めます。

【主な内容】

○学校図書館司書や学校図書館指導員の配置

○学校図書館管理システムの活用による読書活動推進に係る取組の充実

学校図書館活用推進事業 予算額 30,360 千円 （ 68P）拡妊産婦や乳幼児の心身の健康の保持・増進を図るため、健康診査を実施します。

【主な内容】 ※「子ども未来夢基金」を活用

○妊産婦、乳幼児健康診査の実施

○多胎妊婦に対する健康診査を通常分に加え、５回追加【新規】

母子健康診査事業 予算額 147,118 千円 （ 49P）拡

子どもたちが安心して登下校できるよう、道路の舗装改修や防護柵等交通安全施設の整備な

ど通学路の安全対策に計画的に取り組みます。

【主な内容】

○道路舗装工事

○通学路安全対策工事

通学路安全対策事業 予算額 119,000 千円 （ 60P）拡
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  (2) 輝く子ども育成プロジェクト   (3) 市民を守る防災・減災プロジェクト

中学校の部活動において、専門的知識・技能を有する指導員を配置することで、生徒の技術向

上や部活動指導の充実と、教員の負担軽減を図ります。

また休日の部活動について、地域のスポーツ・文化活動への段階的移行に向けた実践研究

「やまぐち部活動改革推進事業」に取り組みます。

【主な内容】

○専門的知識・技術を有する指導員を配置

○休日の地域スポーツ・文化活動に関する実践研究

部活動指導員配置事業

やまぐち部活動改革推進事業

予算額 2,270 千円 （ 69P）

予算額 1,872 千円 （ 69P）

1人1台のタブレット端末や、大型ディスプレイ等、ＩＣＴ機器を

活用した学習展開など、デジタル技術の「学び」への活用を進

め、子どもたちの情報活用能力の向上や主体的・対話的で深

い学びの実現を図ります。

【主な内容】

○ＩＣＴ教育アドバイザーによる教員への支援

○学習総合支援システム、デジタル教科書の活用

ＧＩＧＡスクール構想推進事業 予算額 35,119 千円 （ 69P）

教員が子どもと向き合う時間を十分に確保し、本来担うべき業務に専念できるよう、授業準備や学

習評価等の補助業務を行う支援員を小・中学校へ配置します。

【主な内容】

○教員業務支援員配置（48人）

教員業務支援員配置事業 予算額 32,008  千円 （ 69P）

関係機関等との連携をより一層強化し、問題を抱える児童生徒に対する心のケアや環境への

働きかけにより、諸課題の早期解決を図ります。

【主な内容】

■市費による

○スクールソーシャルワーカーの配置【新規】

○スクールカウンセラーの配置

学校・家庭支援専門家配置事業 予算額 2,340 千円 （ 69P）新

地域における避難行動要支援者の支援、率先避難の促進に取り組むことにより、災害時におけ

る「逃げ遅れゼロ」の実現を目指します。

【主な内容】

○率先避難促進事業の実施

○避難行動要支援者を対象とした家具転倒防止器具の設置

○避難行動要支援者個別計画モデル事業の実施【拡充】

避難行動支援事業 予算額 639 千円 （ 38P）拡

高潮被害を軽減するため、想定し得る最大規模の高潮を前提とした高潮ハザードマップを作成し、

対象となる地域の住民に配布することで危険個所や避難場所等の周知を図ります。

【主な内容】

○WEB版ハザードマップの改修【拡充】

○高潮ハザードマップの作成及び配布

（沿岸全域）

ハザードマップ整備事業 予算額 18,656 千円 （ 38P）拡

避難所施設における災害時の停電に備えるため、

非常用電源設備を整備します。

【主な内容】

○Ｖ２Ｈ方式による給電設備（電源取込口等）の整備

（大島、湯野、中須、須金市民センター、大津島海の郷）

避難所非常用電源設備整備事業 予算額 6,013 千円 （ 38P）新

地震や集中豪雨などによる災害の防止、農村地域の防災力の向上を図るため、計画的に防災・

減災事業を実施します。

【主な内容】

○ため池の防災減災対策 ○ため池ハザードマップの作成【拡充】

○農業用水路等長寿命化・防災減災事業交付金

農村地域防災減災事業 予算額 27,558 千円 （ 57P）拡

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの点検及び

適切な維持補修を実施します。

【主な内容】

○橋りょう点検

○維持補修工事

橋りょう長寿命化推進事業 予算額 266,209 千円 （ 60P）
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