
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 
 

矢吹町次世代育成支援行動計画（前期計画事業） 

進捗状況調査結果報告書 

平成２３年３月 

福島県矢吹町 



１１１１    進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表についてについてについてについて 

矢吹町では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備

を図るため平成１７年３月、「矢吹町次世代育成支援行動計画」を策定し、計画の実現に向

け鋭意取り組んでいるところです。 

 このたび、平成２１年度の行動計画の進捗状況を、別紙のとおりまとめましたので、次

世代育成支援対策推進法第８条第５項に基づき公表します。 

 

 

２２２２    調査調査調査調査結果結果結果結果についてについてについてについて    

⑴調査時期 

 平成２３年１月１７日～２月１０日 

 ⑵調査対象課 

 ７課 

 ⑶調査対象事業 

 １３２事業 

 特定１４事業 

 ⑷調査内容（進捗状況調査結果一覧の確認及び記入項目） 

１ 「担当課」欄に、各調査担当課が記載されています。 

２ 「施策名」及びその「内容」欄に追加・修正・削除がないかを確認 

３ 計画の基本目標及び施策別に「平成２１年度実績」を記入。 

４ 各調査対象課が、施策を実施・推進するにあたっての「今後の方向性及び課題等」

を記入。後期計画を踏まえたうえで記入。 

５ 平成２１年度評価について、次の２つの指標を組み合わせた評価をプルダウンか

ら選択。 

 ・「平成２１年度実績」 ･･･Ａ「実施」 Ｂ「検討中・計画中」 

 Ｃ「未着手」 Ｄ「廃止・終了」 

 ・「今後の方向性及び課題等」 ･･･１「拡充」 ２「成果維持」 

 ３「縮小」 ４「廃止・終了」 

 ⑸今後の方向性 

 本計画は、平成１７年３月に次世代育成支援対策推進法に基づき策定され、同法で

規定する前期計画にあたり、平成２１年度が計画の最終年となります。平成２２年度

からはじまる後期計画は昨年３月に策定されており、今後、計画に関連する施策（事

業）の進捗状況を把握し、必要に応じ計画内容の見直しを行う予定です。また、調査

時期の見直しを検討します。 
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実績 今後の方向性

1 育児支援教室の充実

ママさん教室（予防接種の説明会）、のびのび教
室（育児指導、仲間づくり）、離乳食教室（離乳
食の説明）等の各教室を通じて、母親の子育て
不安の解消に努め、安心して子育てができるよう
に支援します。

離乳食教室　年6回　参加者　110名
ママさん教室　平成20年度で終了
のびのび教室　平成18年度で終了

離乳食講習会については、育児支援を視野にお
き、継続して事業を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

2
ファミリー･サポート・センター
事業

子育ての援助をして欲しい方（依頼会員）、援助
したい方（協力会員）、依頼会員協力会員の両
方を兼ねる方（両方会員）からなる組織で、主に
協力会員の家庭において子どもの保育園の送
迎、一時預かり等の援助を有料で行います。

1箇所設置済み（平成19年度）
会員数　51名(依頼会員36名・協力会員11名・
両方会員4名)
活動件数　202件

提供会員の確保に取り組むと共に、更なる支援
の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行いま
す。

実施 拡充 保健福祉課

3
地域子育て支援センター事
業

保育園、公共施設等において、子育て相談・親
子の交流・子育て支援情報の提供・子育てサー
クル支援等を行います。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名
あさひ保：子育てひろば年６回

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

4
矢吹町子育て支援情報誌
の作成配布

矢吹町の子育て支援の各種制度、乳幼児保育
教育関係の施設、公園、子育て支援事業等の
子育て支援ガイドマップを作成し、出生や転入時
の届出や随時配布、保育園・幼稚園にて配布
し、情報提供を充実していきます。ホームページへ
も掲載します。

年6回発行(隔月) 引き続き、情報収集・提供に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

5
保育園における保育時間の
延長

町立保育園において11時間の通常保育時間内
で保育時間の延長に努めます。

通常保育　平　日　8:30～15:30
　　　　　　　土曜日 8:30～12:30
延長保育　平　日　7:40～19:00
　　　　　　　土曜日 7:40～12:30

今後も社会の情勢、保護者のニーズを把握し、
保育時間の延長について検討します。

実施 拡充 学校教育課

6
保育園において低年齢児の
受入を拡大

認可外保育園の認可化を図り低年齢児の受入
の拡充を図るよう努めます。

平成22年度に、認定子ども園「ポプラの木」が開
設されました。

引き続き低年齢児の受入れの拡充に努めます。 実施 成果維持 学校教育課

基本
目標

基本
施策

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

保育サービス
の充実

内容 21年度実績 担当課

地域における
子育て支援
サービスの充
実

今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

8 幼稚園での預かり保育
預かり保育の希望者が一定基準以上の幼稚園
について、午後４時まで園児を預かります。

4園とも実施
預かり保育時間　 7:40～8:30
　　　　　　　　 　　 13:30～18:00

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

9 幼稚園の地域開放

体験入園は就園前の幼児を対象に園を開放
し、幼稚園生活（園で遊ぶ、在園児の様子を見
る、昼食体験）等をし、さらに同年齢の幼児と触
れ合うことで友達への関心が深まるよう場の提供
をしています。幼稚園就園希望の幼児はほとんど
参加しています。また、園の放課後、休日等の地
域の遊び場として園庭を開放しています。

矢幼・・年５回実施　園庭開放しているが、利用
なし
中畑・・年５回実施、休日のみ開放
中央・・年５回実施
三神・・年５回実施　休日のみ開放

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

10 小学校との連携

保育園・幼稚園の次年度就学児（５歳児）と小
学校一年生の交流を通して、幼稚園・保育園と
小学校の円滑な接続と教育内容の充実を図りま
す。

各幼稚園毎に実施しました。
あさひ保育園：実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

11 学校教育との連携

幼稚園、小学校教員の円滑・適切な連携、幼
児と児童との交流を図る体制を構築し、幼稚園
から小学校への教育が円滑に移行できるようにす
る目的のもとに教員の交流・幼児児童の交流・
授業参観・給食体験などを実施しています。ま
た、情報誌の発行や教育講演会を通して親のさ
まざまな不安を解消するよう努めています。運動
会などにおいては、お互いに（小学校・幼稚園）競
技に参加して連携を深めています。
これまでは低学年児童との交流が主でしたが，今
後は次年度最高学年として迎えいれてくれる５年
生との交流時間も設けていきます。

教師同士の連携実施
運動会には、お互いに招待をして、年長児と1年
生が参加している。
上記の「小学校の連携」と重なる　部分がある。
幼稚園からの情報誌の発行はない。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

12
放課後児童の居場所づくり
の検討

スポーツ少年団活動等への加入を働きかけるほ
か、中・高校生の居場所と連携した放課後児童
の居場所づくりについて検討します。

スポーツ少年団加入促進を実施している。
中・高校生の居場所づくりに関しては、実施な
し。（現在、公民館事業で中・高校生対象のシニ
アリーダーは実施しています。）

小学生･･･引き続きスポーツ少年団加入促進を
実施します。
中・高校生対象事業は、公民館事業シニアリー
ダーで実施します。

実施 成果維持 生涯学習課

成果維持実施

保育園の定員オーバー、幼稚園の定員割れとい
う現状を踏まえ、保育園と幼稚園の一体化を含
め、効率的運営を図っていくための検討を行いま
す。検討に当たっては、保護者のニーズを把握す
るとともに、国の対応を注視しつつ行います。

7 学校教育課
保育サービス
の充実

保育園・幼稚園の効率的
な運営の検討

幼児教育の
充実

平成22年度より、ひかり保育園の民営化及び認
定子ども園「ポプラの木」が開設され、待機児童
が解消されました。

幼稚園・保育園に関する基本方針（改定版）並
びに幼稚園・保育園に関する実施方針（改定
版）を策定し、効率的な運営の検討します。

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

幼児教育の
充実

13
中学・高校生の居場所づく
りの検討

公民館での青少年向け事業の充実を図る一
方、空き店舗や地域施設等を活用した青少年
の活動の場づくりについて検討します。

空き地店舗を利用した青少年の活動の場づくり
は実施なし。（現在、公民館事業で中・高校生
対象のシニアリーダーは実施しています。）

公民館事業で中・高校生対象事業を行っている
ので廃止とする。

廃止・終了廃止・終了 生涯学習課

14 子育て情報の提供

出生や転入時の届の際、保健福祉センターにお
いて、該当者に児童手当関係、乳幼児・児童医
療費助成関係等の制度の説明を行い、パンフ
レットを配布します。
ガイドマップにて矢吹町内の子育て情報（乳幼児
関係の保育・教育施設や公共機関、公園等）の
提供を行います。
県の子育て支援関係のチラシを保健福祉セン
ターや幼稚園・保育園にて掲示、配布したり、県
内の子育て情報誌「ふくしま子育てガイドマップ」
により、県内の子育て情報を提供します。

パンフレット等により情報提供。
ガイドマップについては、ニーズなし。転入等の窓
口対応により説明を行いました。

引き続き、情報収集・提供に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

事業実施なし。
保健福祉課において地域子育て支援センターを
核とし今後検討するため、廃止とする。

未着手廃止・終了 学校教育課

事業実施なし。
保健福祉課において地域子育て支援センターを
核とし今後検討するため、廃止とする。

廃止・終了廃止・終了 生涯学習課

事業実施なし。
地域子育て支援センターを核とし今後、検討して
いきます。

未着手成果維持 保健福祉課

再掲
4

矢吹町子育て支援情報誌
の作成配布

矢吹町の子育て支援の各種制度、乳幼児保育
教育関係の施設、公園、子育て支援事業等の
子育て支援ガイドマップを作成し、出生や転入時
の届出や随時配布、保育園・幼稚園にて配布
し、情報提供を充実していきます。ホームページへ
も掲載します。

年6回発行(隔月) 引き続き、情報収集・提供に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

16
幼稚園の父母サークル事業
の推進

幼稚園の保護者同士の交流会を持ち、親睦を
深めながら幼稚園教育への関心を高めていくこと
をねらいに、園児たちとのふれあいの機会を設けた
り、様々な保護者のサ－クル活動を推進します。
特に父親同士の交流を深めていき積極的に子
育てに参加していただきます。

矢幼・・父親の会で６回
中畑・・父ちゃんの会５回実施
三神・・親父の会　年２回実施（親睦会も含む）
中央・・父親の会で年5回実施
主に園の環境整備と夏祭りの主催、運動会の手
伝い等

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

事業実施なし。
食育出前講座事業により在宅栄養士が各幼稚
園で料理実習を実施しているため、廃止する。

未着手廃止・終了 学校教育課

事業実施なし。 今後、検討していきます。 未着手成果維持 生涯学習課

子育て支援サービス・保育サービスの提供、サー
ビスの質の向上を図るため、主任児童委員、ボラ
ンティア団体の長、学校、幼保関係者、保健師、
ＮＰＯ等とネットワークを形成します。子育て支援

のネットワーク
づくり

15
子育て支援ネットワークづく
り

児童の健全
育成

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

17
親子でお菓子作り（親子対
象）

親子のふれあいを図るために、福祉会館・幼稚園
において手作りの和菓子作りを行います。
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

18
夏祭り、芋煮会、お父さん
教室

子どもと保護者が参加・交流します。保育園にお
いては地域の中学生のボランティア参加もありま
す。

矢幼・・夏祭り実施
中畑・・夏祭り実施
三神・・夏祭り、親子レク(いも煮会）実施
中央・・夏祭り実施　親子レク実施
あさひ保‥夕涼み会

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

19
「おかあさんといっしょ」のおは
なし会

０歳から３歳までの子どもとその保護者を対象にし
たおはなし会で、絵本の読み聞かせや手遊び等
を通して、親子の触れ合う楽しい時間を過ごして
もらうとともに、この時期からの読み聞かせの大切
さや意義についての理解を図るため、開催してい
ます。

定例おはなし会　毎月２回
第４水曜日（２才以上）・・・参加者２１１名
第４木曜日（０才～２才）・・・参加者１６４名

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

20 土曜週休対応事業

土曜週休日に保護者のいない子どもたち（主に
小学生と年長幼・保園児）が楽しく過ごせる居場
所を提供するため、中央公民館、図書館、ふるさ
との森芸術村と連携して毎週土曜日にいずれか
の施設において野外活動、絵画教室、お話会、
アニメ映画会などを開催します。

第１土曜日　おはなし会
　幼児から小学生低学年
第３土曜日　絵画教室
　小学生

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

21 ふれあい広場

中央公民館や大池公園等において、ニュース
ポーツ･ウォーキング･川遊び・ゲーム･工作･自然
観察･施設見学などを通して、子どもの健全育成
と親子のふれあいを図ります｡

「矢吹ジュニアげんきクラブ」毎月第１日曜日
申込数・・・２７名
年間事業数・・・１２回

他機関と連携を持ちながら引き続き活動の充実
に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

22
ジュニアリーダー（遊名人）の
育成

小学生（３～６年生）を対象として、中央公民館
や大池公園等において、シニアリーダー（中・高校
生）の協力を得ながら、キャンプ・芋掘り･餅つき・
野外ゲームなどの活動を通して仲間づくりをしなが
ら、地域リーダーの育成を図ります｡

「矢吹ジュニアげんきクラブ」「森の番人」を対象と
して各事業を実施。
矢吹ジュニアけんきクラブ・・・２７名
森の番人・・・２５名

他機関と連携を持ちながら引き続き活動の充実
に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

23 森の番人

小・中学生を対象として、中央公民館や大池公
園等において、森の番人スタッフの協力を得なが
ら、キャンプ･サイクリング･ネイチャーゲームなどを通
して自然の豊かさ、厳しさ、大切さを学ぶ機会を
提供し、将来にわたる郷土愛を育んでいきます｡

毎月１回事業実施
年間事業数・・・１２回

他機関と連携を持ちながら引き続き活動の充実
に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

地
域
に
お
け
る
子
育
て
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援

児童の健全
育成
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

24 シニアリーダーの育成

中・高校生の社会参加に対する意識を啓発し、
施設慰問や踊り流しなど地域活動への参加を促
し、子ども会育成会やジュニアーリーダー（遊名
人）・三鷹市子ども交流会などの指導を通して
リーダー育成を図ります。

毎週水曜日定例会
参加人数・・・１０名
三鷹市・矢吹町子ども交流会参加
年間事業数・・・５回

他機関と連携を持ちながら引き続き活動の充実
に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

25 定例おはなし会

週休日、および放課後の対応事業として、絵本
の読み聞かせやおはなしを通して本を紹介し、子
どもたちが本の面白さや魅力を知り豊かな心を育
むことができるよう、各々、毎月１回、第１土曜日
の午前中と、第３水曜日の午後に、幼児から小
学校低学年を対象にしたおはなし会を開催して
います。年に数回は、おはなしボランティアの皆さ
んにも協力していただいています。

毎月３回実施
第１土曜日　第４水曜日　第４木曜日

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

26 移動図書館車の巡回貸出

図書館から遠いために来館しにくい利用者への
サービスとして、遠隔地区小学校や保育園を中
心に巡回貸出を行い、読書推進を図っていま
す。巡回は毎月１回、３日間で、年11回巡回し
ています。

毎月１回　３日間で小学校、保育園を巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

27 夏休み手づくり絵本教室
創意・工夫しながら自分だけの絵本を作る楽しさ
と簡単な製本法を学ぶため、夏休みに小学生を
対象にして図書館談話室で開催しています。

幼児・・・７月２６日、８月２日　２回実施
参加者・・・６組
小学生・・・７月３０日、８月６日　２回実施
参加者・・・２６名

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

28 夏休み出張おはなし会

図書館から遠いため、定例のおはなし会に参加し
にくい地区子どもたちのために、夏休み等を利用
して地域（三神公民館、中畑公民館、家庭文
庫）や各施設（各小学校児童クラブ、保育園）に
出かけていっておはなし会を開催しています。おは
なしボランティアの皆さんにも協力していただいてい
ます。

４回実施
８月４日　善小・・・参加者５５名
８月４日　矢小・・・参加者２７名
８月６日　中畑小・・・参加者１９名
８月６日三神小・・・参加者１１名

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

29 あゆり祭参加おはなし会

子どもたちの、本やおはなしに対する興味・関心を
より深め、読書の楽しさを知ってもらうため、定例
のおはなし会とは別に、町あゆり祭開催期間中
に、外部から講師を招いておはなし会や講演会を
開催しました。

２０年度から、あゆり祭参加事業ではなくなりまし
た。

事業終了とする。
廃止・
終了

廃止・終了 生涯学習課

児童の健全
育成
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域
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

30 いきいきサロン開設事業

地域の公民館等を会場に地域の老人を集い、
活き活きとした老後の実現を目的に開設していま
すが、将来普段に開設する事で地域の老若男
女が参加できるように拡大し、あわせて地域の放
課後児童やかぎっ子に地域伝承の文化等を伝え
る役割を担う事業として位置づけていきます。

年69回　参加人数1,350名
多様な機関及び学校と連携を持ちながら、多世
代交流等を図る活動を引き続き取り組みます。

実施 成果維持
社会福祉協
議会

31
芸術文化活動の充実～学
校・幼稚園･保育園の町民
文化祭への参加等

「あゆり祭」音楽祭、絵画展、書写展への参加及
び子ども音楽教室において小学生によるミュージ
カル発表を行っています。

年１回　11月に実施。
子ども音楽教室については、行っていない。

あゆり祭/学校と連携を持ちながら事業の充実に
取り組みたい。
音楽教室/廃止・終了

実施 成果維持 生涯学習課

32 演劇鑑賞教室

町立保育園・幼稚園及び聖和幼稚園児と町立
小学校低学年児童を対象として文化センターと
連携事業として芸術鑑賞教室を実施し、安価で
良質な鑑賞機会を提供しています。

年１回実施
幼稚園・保育園小学生低学年

学校と連携を持ちながら事業の充実に取り組み
たい。

実施 成果維持 生涯学習課

33 絵画教室

絵画教室ⅠとⅡに分けて開催しています。絵画
教室Ⅰは、年間を通しての講座で、小学生１～
６年生20名を対象とし、月１回で年間12回開催
しています。絵画教室Ⅱは、学校の夏休み期間
のみ、小学生１～６年生20名で週１回開催して
います。

5月～3月の毎月第3土曜日に実施
夏休み1回実施

引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

34 陶芸教室

小学生１～６年生20名を対象に、夏休み期間に
1回開催しています。講師は一般の陶芸サークル
会員で、世代間交流の場ともなっています。
申込みにあたり、なるべく多くの児童に参加のチャ
ンスがあるように配慮していきます。

年１回　夏休みに実施
他機関と連携を持ちながら引き続き活動の充実
に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

35 少年劇場

各小学校４～６年生児童を対象として、県文化
振興事業団が市町村文化センター等と連携し、
安価で良質な演劇等の巡回公演を実施。この
公演を町立小学校と文化センターが連携事業と
して小学校高学年の芸術鑑賞教室として実施し
ています。

年１回実施　　　小学生高学年
学校と連携を持ちながら事業の充実に取り組み
たい。

実施 成果維持 生涯学習課

児童の健全
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

36 スポーツ少年団活動

小学校３～６年生児童を対象として、矢吹、善
郷、中畑、三神の４小学校区にソフトボールとミニ
バスケットの５スポーツ少年団が、また町内全域を
対象としてサッカーと空手の２スポーツ少年団が設
置されており、独自の活動が行われているほか、
本部事業として交流大会も開催しています。

各種大会に参加
入退団式3月に実施

健全育成を視野におき継続して事業を実施しま
す。

実施 成果維持 生涯学習課

37 緑の少年団活動
学校の周りの花壇の整備や定期的な活動につい
ては、年３回実施しています。夏休み中には、緑
の少年団の県大会に参加しています。

花いっぱい運動など実施。 各学校で活動しているため、廃止とする。 実施 廃止・終了 生涯学習課

38 ニュースポーツ教室

子どもからお年寄りまで年代を問わず気軽に楽し
めるニュースポーツを紹介しています。これまでイン
ディアカ、ターゲットバードゴルフ、平成14年度から
はパークゴルフの教室を開催してきました。
今後も、時代の要望にあった競技を紹介していき
ます。

情報収集をしましたが、時代に合ったスポーツが
見つからなかった。今後、情報収集に努めたい。

引き続き情報収集に努め、ニュースポーツを紹介
していきます。

未着手成果維持 生涯学習課

39
中畑清旗争奪ソフトボール
大会の実施

県内各地のソフトボールスポーツ少年団を招き、
練習の成果を競い、友情の輪を広げ、健康で明
るい子どもたちの健全育成に寄与するとともに、
元巨人軍選手中畑氏の出身地矢吹町を紹介
することを目的として開催しています。申込チーム
は150を超え、抽選により96チームを３ブロックに分
けて開催しています。

年１回　８月に２日間実施
健全育成、スポーツ振興を視野におき継続して
事業を実施します。

実施 成果維持 生涯学習課

40 母子ソフト大会

子ども会会員相互の交流・親睦を深めながら、
子ども達の健全育成と母子の親和の輪を広め、
豊かな人間形成を図ると共に、社会体育の振興
に寄与し、併せて地区子ども会の活性化に繋げ
ます。

毎年１回６月に実施
健全育成、社会体育の振興を視野におき継続
して事業を実施します。

実施 成果維持 生涯学習課

41 国際交流事業

保育園・幼稚園において、園児が異国の人の言
葉、人柄に触れたりすることで親しみを持ったり自
然体で英語を耳にしたりするなかで国際感覚を
養います。

各幼稚園・保育園にALTを配置
　H21配置日数（ALT2名累計）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課
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実績 今後の方向性

基本
目標
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施策

内容 21年度実績 担当課今後の方向性及び課題等
21年度評価

番号 施策名

42
三鷹市矢吹町子ども交流
会

姉妹都市である三鷹市と矢吹町の各単位子ど
も会育成会を通して希望を募った５・６年生が、
三鷹市川上郷自然の村（長野県）・大池公園・
郡山少年自然の家（郡山市）などにおいて２泊３
日の団体生活を通して交流し、お互いの市や町
についての理解を深めあうとともに、ゲームやグルー
プ活動、野外活動等の知識や技術を学ぶことに
よって、それぞれの地域子ども会活動の活性化を
図ることを目的に実施しています。

7月20日～23日　3泊4日実施
場所　長野県川上村、三鷹市
参加者・・40名　スタッフ・・13名
合計・・53名

育成会との連携を持ちながら事業の充実に取り
組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

43 ブックリストの配布

子どもたちのこころの成長に本が与える影響は非
常に大きいため、小さい時から良い本に親しみ豊
かな心を育むことができるよう、図書館が推薦する
本のリストを作成し、夏休み前に幼稚園、保育
園から小中学生まで配布し利用に役立ててもらっ
ています。

年１回実施 引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

44 家庭文庫活動支援

個人宅で、地域の子どもたちのために読書活動
をしている家庭文庫（２ヶ所）に、図書の貸出
（３ヶ月に１回）をして文庫活動を支援し、子ども
たちの健全育成と読書推進を図っています。

貸出３ヶ月に１回 引き続き、活動の充実に取り組みます。 実施 成果維持 生涯学習課

45 祖父母参観

園児の祖父母を対象に保育参観を呼びかけ、園
児たちとの触れ合いを通して幼稚園教育を理解
していただいたり、昔からの伝承遊びを教えていた
だいたりしています。また園によってはこの日に餅つ
き会を計画し、祖父母の協力のもと楽しい時間を
過ごしています。園児たちにも高齢者への感謝の
気持が育つこともねらいとしています。

各幼稚園毎に実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

46 福祉施設の訪問

年長組の園児が特別養護老人ホ－ムを訪問し
て歌やリズムなどを発表したり一緒に行ったり、入
園者と触れ合いながら過ごしてきます。喜んだり一
緒に楽しんだりしてくれるお年寄りの方たちに触れ
て園児たちも高齢者に対する思いやりの気持ちも
育っています。（２園実施）

４園とも実施　　矢吹町のディサービスの訪問も実
施　　矢吹幼、中央幼は、三神幼は、年中児も
実施　　　　中央幼・・グループホーム訪問実施
あさひ保‥年中児：矢吹町のデイサービス訪問
実施　年長児：寿光園訪問実施

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

子育て家庭
の経済的負
担の軽減

47
乳幼児・児童医療費助成
の充実

矢吹町では平成15年10月から対象年齢を１歳
引上げ、出生してから７歳到達後最初の３月31
日までの間にある児童を対象に医療費を助成し
ています。

対象者への医療費助成
 幼児医療費（社保分）27,368,701円
 乳幼児医療費繰入金（国保分）9,775,669円

平成22年4月から、(7歳⇒12歳)対象者年齢の
拡充を行う。

実施 拡充 保健福祉課

高齢者との交
流促進
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基本
目標
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21年度評価
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48 ひとり親家庭医療費助成
18歳未満の児童を監護している配偶者のない父
親又は母親とその児童と父母のない児童を対象
に、医療費の一部を助成しています。

対象者への医療費助成
 3,999,764円

引き続き、ひとり親家庭医療費を適正に助成
します。

実施 成果維持 保健福祉課

49
児童手当・児童扶養手当・
特別児童扶養手当制度の
ＰＲ

広報・町ＨＰ・窓口配布等を実施して制度のＰＲ
を積極的に行います。

町広報及びパンフレット活用による制度ＰＲ
法定受託事務（認定請求・諸届・現況届・有期
認定事務）

引き続き、情報提供の充実に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

50 幼稚園就園奨励事業

幼稚園に在園している幼児の保育料を保護者の
所得状況に応じて減免し、その経済的負担の軽
減を図るとともに、公・私立幼稚園間の保護者
負担の格差是正を図ることを目的として、幼稚園
就園奨励費補助が実施されています。
また、私立幼稚園で補助基準を超える所得の家
庭についても町単独で補助しています。

該当者　34名
最近の経済状況の変化により、該当者が増加
傾向にあります。

実施 成果維持 学校教育課

51 児童生徒就学援助

経済的理由により就学困難な児童生徒に、「就
学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につい
ての国の援助に関する法律」に基づき、また、特
殊学級に就学する児童生徒に、「盲学校・ろう学
校及び養護学校への就学奨励に関する法律」に
基づき、それぞれの保護者に学用品費、修学旅
行費、給食費等を支給します。

該当者　203名
最近の経済状況の変化により、該当者が増加
傾向にあります。

実施 成果維持 学校教育課

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

子育て家庭
の経済的負
担の軽減



平成２１年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（前期計画事業）」進捗状況調査票 10/33

実績 今後の方向性

52 妊娠届・母子手帳交付
妊娠届の提出の際に母子健康手帳の交付を
行っています。

妊娠届 　　166件
母子手帳　166件

原則本人交付として、交付時に妊娠中の生活や
現在の体調の把握を行い、保健指導を実施して
いきます。

実施 成果維持 保健福祉課

53 妊婦教室

妊娠や出産、育児について適切な情報を提供
し、出産を控えた妊婦や父親の不安解消を図り
ます。また、妊婦同士がグループワークにて話し合
いをすることにより、仲間作りを行い楽しく育児が
できるよう支援します。母親教室の実施（ママさん
教室、離乳食講習会）

妊婦教室　年3回
参加者　　　34名

妊娠・出産・育児に関する情報を提供し、出産
を控えた妊婦の不安を解消するよう継続して事
業を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

54 妊婦教室スタッフ充実
助産師の講話をとりいれ、安産のための指導を充
実させます。

助産師　1名 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

55 乳幼児健康診査

・４ヶ月児、１歳半児、３歳児に健康診断を実施
（各年６回）します。
・各健診時に疾病の早期発見と育児不安の解
消のために相談を行います。
・歯科指導（１歳６か月児健診、３歳児健診）

4ヶ月児健診(年6回　160名)
1歳半児健診(年6回　139名)
3歳児健診（年6回　137名)

疾病の早期発見・育児不安の解消に加え、に発
達障がい児の早期発見・むし歯対策に重点を置
き、引き続き事業を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

56
乳幼児健診時スタッフの充
実

臨床心理士、保育士の導入を行い、発達やしつ
けの問題に取り組んでいきます。

発達相談会　年３回　延８名　
　１歳6か月健診・３歳児健診後に支援が必要
な児に対し、臨床心理士による個別相談を継続
して実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

57 乳児相談
９～10か月児とその保護者に対して健康相談を
行います。

年6回　参加者　145名
むし歯対策に重点を置き、引き続き事業を実施
していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

担当課

子どもと母親
の健康の確
保

施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価基本
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実績 今後の方向性
担当課施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

58 幼児相談
２歳児相談を行い、むし歯予防、発達、しつけの
指導を充実します。

年4回　57名 引き続き事業を実施していきます。 実施 成果維持 保健福祉課

59 訪問指導
妊産婦や乳幼児のいる家庭に保健師・栄養士
などが訪問し育児指導や栄養指導を行います。

訪問指導　343件
（うち１５９名は乳児家庭訪問事業として実施。１
５９名には、新生児・未熟児含む）

相談内容が複雑になっているため、関係機関との
連携の充実を図りながら、関係施策と合わせた
対応を行う。

実施 成果維持 保健福祉課

60 新生児、未熟児訪問指導
初産、未熟児の母親に対し家庭訪問の場で育
児指導を行い、安心して子育てができるよう支援
します。

訪問指導　14件

里帰り等で新生児（出生後28日以内）の時期に
訪問できることは少ないが、在宅助産師も導入
し、早期に訪問できるように努めていきます。また
低出生体重児の訪問についても保健福祉事務
所や医療機関と連携しながら、訪問を実施して
いきます。

実施 成果維持 保健福祉課

61 予防接種事業

・乳幼児対象（ポリオ・三種混合・麻しん・風しん・
日本脳炎）
・児童生徒対象（二種混合・日本脳炎）
・予防接種の啓蒙（学校との連携、日程表配
布）

(集団接種)
ポリオ282名、日本脳炎(当面見合わせ)
(個別接種)
麻疹・風疹(1期)135名、麻疹・風疹(2期)151
名、麻疹・風疹(3期)155名、麻疹・風疹(4
期)162名、三種混合685名、二種混合156名、
BCG174名

引き続き事業の実施と啓発・周知を行います。
実施 成果維持 保健福祉課

62 ブック・スタート

赤ちゃんの心とことばを育むためには、おかあさんの
愛情に包まれた暖かい抱っこの中で優しい言葉を
聴き、ことばと心を通い合わせる時間を絵本の読
み聞かせを通して持つことが大切です。そこで、そ
の触れあいの時間を、赤ちゃんもおかあさんも一
緒に楽しみながら、親子の絆や心の触れあいを深
めることができることを伝えるため、保健課主催の
４ヶ月児健診に出向き、参加したすべての赤ちゃ
んとおかあさんを対象に実施しています。また、赤
ちゃん絵本のリストを作成して配布し、読み聞か
せも行っています。

4か月検診時、６回実施
4月23日、7月2日、9月3日
11月5日、１月7日、3月4日

主催課との連携を持ちながら事業の充実に取り
組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

63 育児支援検討会

保育士・幼稚園教諭・子育て支援係・県南保
健福祉事務所・学校教育課・保健師で構成す
る育児支援検討会において、保育園・幼稚園在
園児と入園予定児について、支援の必要な児の
情報交換を行い、適切な支援について検討し支
援します。

年2回
平成22年度より回数を3回に増やし、さらに関係
機関との連携の充実を図りながら、引き続き事業
を実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課
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実績 今後の方向性
担当課施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

再掲
3

地域子育て支援センター事
業

保育園、公共施設等において、子育て相談・親
子の交流・子育て支援情報の提供・子育てサー
クル支援等を行います。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

64 健康相談・育児相談

妊娠・出産・育児・予防接種・食事などの健康や
病気・障がいに関する健康相談を乳幼児健康
診査時に行っています。保健福祉センターにおい
て電話による相談も行います。

電話相談　108件
来所相談　　23件

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

65 育児教室
生後２ヶ月の乳児を持つ母親に対して、予防接
種の受け方や赤ちゃんの育て方について指導し、
安心して育児ができるよう支援します。

平成20年度で事業終了
赤ちゃん全戸訪問を実施しているため、事業終
了とする。

廃止・終了廃止・終了 保健福祉課

66 すくすく教室

郡内の保健師・県保健福祉関係機関と連携し
て、支援が必要な児に対して遊びを通して発達
を促す保育指導や保護者への支援を行います。
臨床心理士の相談や母親同士のグループワーク
を充実させ、安心して育児ができるよう支援しま
す。

教　　室　年10回　参加者　延34名
相談会　 年 ４回　参加者　実　1名

事業メニューの充実を図りながら、引き続き事業
を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

67 民生児童委員
身近な相談役として、母子・家庭・福祉など様々
な福祉相談が行われているとともに、関係機関と
の連絡調整役として活動しています。

相談を受け、その内容に応じた関係機関との連
絡調整を行いました。

多様化している相談内容に対し、より的確で丁
寧な対応を行うためにも、関連機関との連携の
充実を図ります。

実施 成果維持 保健福祉課

再掲
3

子育て支援センター事業
保育園、公共施設等において、子育て相談・子
育て親子の交流・子育て支援情報の提供・子育
てサークルの支援等を行います。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

母
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子どもと母親
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実績 今後の方向性
担当課施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

68
食生活改善推進員のボラ
ンティア

一人ひとりが自分の健康問題にめざめ、健康で
生きていこうという意識の中で、「食と健康」のかか
わりを学び、自分自身・家族そして啓発しようとす
る仲間と、地域の実情に即した食生活の実践と
活動を目指します。

年20回
食生活改善推進員　28名

引き続き事業を実施していきます。 実施 成果維持 保健福祉課

69
やぶきっ子の健康を考える
連絡会の充実

子どもの生活習慣の大きな変化が見られ健康面
が危惧されています。子どもの生活習慣病予防
を図るため、家庭教育・学校保健・地域保健等
の連携を充実させ、現状からあるべき姿を検討
し、小児医療から生涯にわたる健康づくりを推進
します。

思春期セミナー　　　　年3回　　　654名
歯科食育出前講座　年33回　1,890名
絶好調食コンクール 　年1回　　　212名
園児食育教室     　　年6回　　　223名

学校保健や園の教職員と連携を図り、引き続き
事業を実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

70
学校給食を活用した「食
育」の推進

近年、食生活の乱れが深刻になってきており、望
ましい食生活の形成は、いまや国民的な課題と
なってきています。子どもたちが将来にわたって健
康に生活していけるようにするために、子どもたち
に対する食に関する指導を充実し、地産地消の
検討、望ましい食習慣の形成を促していきます。

農業短期大学校を活用して地元の農産物を生
かして加工実習や講演会を実施した。
また、農協から地元の野菜の提供を受け、地元
農産物への理解を深める事業を開催した。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

71 子ども料理教室

児童クラブ児童を対象とし、長期休業中に保健
福祉センターで実施しています。食生活推進員
の協力を受け、簡単な料理（お菓子、うどん、お
にぎり、デザート等）を作り、みんなで会食をしま
す。

平成１７年度で事業終了
児童クラブでのニーズがなかったため、事業終了と
する。

廃止・終了廃止・終了 保健福祉課

72
幼稚園・保育園における
「食育」の推進

各行事（昔からの行事に親しみを持つ）・野菜栽
培（苗植・草とり・収穫）・簡単調理（包丁・ピー
ラーを使う）を体験するなかで、食育の指導をして
いきます。

各幼稚園で実施
あさひ保育園：実施

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

73 保護者の給食体験
園で子どもたちはどんな給食を食べているのかを
知ってもらうため、希望保護者に園のフリー参観で
子どもと一緒に給食を食べてもらいます。

あさひ保育園：実施 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課
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実績 今後の方向性
担当課施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

「食育」の推
進

74 幼児向け食育出前講座

保育園・幼稚園児を対象に、身近な遊び（カルタ
遊び、ゲーム、エプロンシアターなど）を取り入れ
て、食に関する興味・関心を持たせ、また楽しく食
べる子を目指して指導を行います。

【やぶきっ子の健康を考える連絡会の充実より再
掲】
園児食育教室　年6回　　　223名
(中畑幼稚園、中央幼稚園、三神幼稚園、矢吹
幼稚園、ひかり保育園、あさひ保育園)

園の教職員と連携を図り、引き続き事業を実施
します。

実施 成果維持 保健福祉課

【やぶきっ子の健康を考える連絡会の充実より再
掲】
思春期セミナー　　　　年3回　　　654名

中学校の養護教諭や教職員と連携を図り、引き
続き事業を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

必要な事業であるが、費用が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課

76
スクールカウンセラーの活用
事業

児童生徒の問題行動の未然防止や早期発見、
早期解決のためには、子どもたちの悩みや不安を
受け止めて相談にあたることが大切であり、従来
の「指導的」側面のアプローチだけでは不十分で
あることから、外部の専門家の協力を得て、学校
における教育相談体制の充実を図ります。
スクールカウンセラーは、生徒へのカウンセリングや
教職員・保護者への専門的な助言・援助を行う
ことから、臨床心理に関して高度の「専門性」を
有していること、及び生徒等が気兼ねなく相談で
きるためには、学校の教員以外の者であるという
「外部性」を確保することも必要です。

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

必要な事業であるが、費用が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課

77
タバコや薬物の害に対する
教室

児童生徒が健康的な生活を送れるため、喫煙
（タバコの煙）が体に与える影響、特に成長期に
悪い影響があることを理解し、自ら喫煙しない態
度を養います。
小学校の早い段階から防煙教育が必要性を認
識し、小学校では教育課程の中に防煙教育を
位置づけることとした。中学校においても学級活
動に防煙教育を取入れ専門家による講演会等
を実施します。
また、近年問題になっている薬物についても、同
様に啓発を行っていきます。

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

必要な事業であるが、費用が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課

小児医療の
充実

再掲
47

乳幼児・児童医療費助成
事業

矢吹町では平成15年10月から対象年齢を１歳
引上げ、出生してから７歳到達後最初の３月31
日までの間にある児童を対象に医療費を助成し
ています。

対象者への医療費助成
 幼児医療費（社保分）27,368,701円
 乳幼児医療費繰入金（国保分）9,775,669円

平成22年4月から、(7歳⇒12歳)対象者年齢の
拡充を行う。

実施 拡充 保健福祉課

命を扱う現場の専門家から発達段階を考慮した
正しい知識を得ながら、命の大切さや親子の絆
の再確認と性の問題をともに話し合い、望ましい
人間関係を培うことを目的としています。母
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75 思春期セミナー

思春期保健
対策の充実
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実績 今後の方向性
担当課施策名 内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号
児
及
び
幼
児
等
の
健
康
の

小児医療の
充実

78 小児医療の充実

夜間、土日に診察できる医療体制の充実に努
め、休日救急当番医や小児医療施設の所在な
どを町のホームページやチラシ配布、広報掲載で
周知しています。

町ホームページ及び広報掲載での周知。
引き続きホームページ及び広報等を活用し情報
提供に努める。

実施 成果維持 保健福祉課



平成２１年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（前期計画事業）」進捗状況調査票 16/33

実績 今後の方向性

79
福島県立農業短期大学校
との交流事業

園児が飼育栽培の喜びを味わうことをねらいとし
農業短大校の協力により、さつまの苗植え及び
収穫の体験をしています。また短大生との触れ合
いを通して人とのかかわり方も学んでいます。

中央幼稚園で実施　年4回
果樹園の見学

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

80 赤ちゃんふれあい体験

中学生が学校の休業中に、離乳食講習会等に
おいて、離乳食作りや食事を与える、健診の手
伝いなどの活動に参加しながら赤ちゃんとのふれ
あいを体験します。

平成19年度で終了。
中学生を対象として実施してきたが、参加希望
者がなかったため、事業終了とした。

廃止・終了廃止・終了 保健福祉課

81
基礎学力向上推進支援事
業

町内の幼稚園、小学校、中学校で矢吹町基礎
学力向上推進支援会議を組織し、児童生徒の
基礎学力向上についての具体的な方策（授業
研究会・校種間のスムーズな連携・教育講演
会・学力実態調査）を協議実践しています。
児童生徒の指導については、今後、より一層個
に応じた指導の充実が必要となり指導方法の研
究や学校種間の連携が必要となっています。

学力向上推進支援会議による幼小中連携と、
光南高校との中高連携による取り組みにより、町
立小中学生全体の基礎学力を向上させる講習
会等を実施しました。

矢吹町学力向上推進支援会議を中心としたこ
れまでの事業を継続するとともに、講習会の更な
る充実を図ります。家庭学習の強化支援、教員
の指導力向上対策を支援します。指導主事導
入を見据えた学力向上支援員の確保等により
学校現場の支援を強化し、年次計画を作成し
学力向上を図ります。

実施 拡充 学校教育課

82 体験学習

県の委託事業として行ってきた地域の青少年（主
として小・中学生）の体験活動及びボランティア活
動を今後も推進するため、地域の商工会、農
協、自治会、青少年指導者等の協力を得て協
議会及び体験学習ボランティア活動支援センター
を設置し、地域の活動場所や人材等の情報提
供のためボランティアコーディネータ―２名を配置し
てきました。
体験学習ボランティア活動支援センターについて
は、青少年に限らず一般を対象としたボランティア
センターの自主運営に向けて関係機関との協議

事業実施なし。 今後、検討していきます。 未着手成果維持 生涯学習課

83
地域の教育力を活用した
教育支援事業

子どもたちが社会の変化に対応し、たくましく生き
ていくため教科で学んだ地域を用いて自ら学び、
考える力をつけるため、平成14年度の学習指導
要領が改正され「総合的な学習の時間」が新設
されました。各学校の創意工夫により校外での体
験学習や地域の人々の参加による学習を実施し
ていきます。
また、中学校の部活動においても専門的な知識
や経験のある方に指導を依頼していきます。

総合的な学習推進費処理基準に基づき事業を
実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

84
スクールカウンセラーの活用
事業

児童生徒の問題行動の未然防止や早期発見、
早期解決のためには、子どもたちの悩みや不安を
受け止めて相談にあたることが大切であり、従来
の「指導的」側面のアプローチだけでは不十分で
あることから、外部の専門家の協力を得て学校に
おける教育相談体制の充実を図ります。
スクールカウンセラーは、生徒へのカウンセリングや
教職員・保護者への専門的な助言・援助を行う
ことから、臨床心理に関して高度の「専門性」を
有していること、及び生徒等が気兼ねなく相談で
きるためには、学校の教員以外の者であるという
「外部性」を確保することも必要です。

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

必要な事業であるが、費用が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課

内容施策名
21年度評価

担当課

次代の親の
育成

基本
目標

基本
施策

番号 今後の方向性及び課題等
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教
育
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教育環境等
の整備

21年度実績
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実績 今後の方向性
内容施策名

21年度評価
担当課

基本
目標

基本
施策

番号 今後の方向性及び課題等21年度実績

85 適応指導教室

不登校状態にある児童生徒に対して、教育相
談や学習指導、生活指導を実施し、生活のリズ
ムを改善するとともに学校復帰のための支援を行
います。
ふるさとの森内で平成11年度から実施していまし
たが、平成15年度から該当者がいないため現在
は実施していません。

生徒数　2人 必要に応じて、開校する。 実施 成果維持 学校教育課

86 児童生徒サポートチーム

平成16・17年度の２年間、国の委嘱事業を受け
子どもたちを支援していくシステムづくりを検討し、
問題行動の被害・加害生徒の対応や未然防止
について地域ぐるみで対応していくシステムを構築
していきます。

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

事業終了とする。 未着手廃止・終了 学校教育課

87 学校施設整備事業

学校施設については、平成11年度は三神小プー
ル建設、善郷小給食施設改修、平成12年度は
中畑小プール建設、中畑小給食施設改修、中
央幼３歳児園舎改修、平成13年度は三神小給
食施設改修、平成14年度は三神小体育館建
設と、学校施設の新増改築や大規模改造を実
施し教育環境の向上を図ってきましたが、今後も
教育環境の整備を積極的に推進します。

（改築工事）
矢吹中学校
（耐震補強工事）
矢吹小学校、中畑小学校、善郷小学校体育
館、中央幼稚園、三神幼稚園、ひかり保育園

矢吹中学校改築事業が平成24年度完成予定
となっております。引き続き、小学校の大規模改
修事業が必要となります。

実施 成果維持 学校教育課

88 学校安全教育の推進

園児・児童生徒の安全確保のため各学校・幼稚
園では、危機管理マニュアルを作成し、校内体制
や校外（地域、警察等）との連携体制を整備して
います。
実効性の高いマニュアルの作成。学校安全に対
する点検活動の日常化。教職員の危機管理意
識の向上、校内出入り口の管理、子供に対する
防犯教育・訓練を実施します。

各小中学校でマニュアルを作成、防犯教育を実
施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

89 学校評議員制度の活用

学校運営に関し、保護者や地域の意向を把握・
反映しながらその協力を得るとともに、学校として
の説明責任を果たし、地域に開かれた学校づくり
をいっそう推進していくため、学校評議員を平成
16年度に設置しました。評議員数は各小中学
校４～５名。

各小・中学校で実施しました。 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

90 学校教育ボランティア

学校教育ボランティアを広く町民から募集し、地
域の人材や教育力を学校教育の場に生かし「開
かれた学校」はもとより、学校・家庭・地域が一体
となった学校支援体制を目指します。

小中学校、幼稚園、保育園において、授業や総
合的な学習の時間における体験活動などに登録
ボランティアを活用しました。

登録ボランティアの拡大が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課
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実績 今後の方向性
内容施策名

21年度評価
担当課

基本
目標

基本
施策

番号 今後の方向性及び課題等21年度実績

子どもの生き
る力の育成に
向けた学校の
教育環境等
の整備

91
第二次矢吹町教育振興計
画

第一次矢吹町教育振興計画期間が1997～
2006年度までのため、第二次計画を策定しま
す。

平成21年度策定済
第5次矢吹町まちづくり総合計画後期基本計画
の策定に伴い、2016年度までの第二次矢吹町
教育振興計画後期計画を策定します。

実施 成果維持 学校教育課

92 文化講演会

農・商工業、交通安全母の会などの女性団体で
組織する女性団体連絡協議会との共催で、女
性の意識向上や青少年の健全育成に関する講
演会を開催しています。

年１回実施
女性の意識向上を視野におき、継続して事業を
実施します。

実施 成果維持 生涯学習課

93 婦人学級
各地域の婦人が教養を身につけ、学びながら、
相互の親睦を深め、住み良い地域づくりを目指し
ます。

開閉講式
年１回研修旅行
各種事業を実施

住みよい地域づくりを目指し継続して事業を実施
します。

実施 成果維持 生涯学習課

94
子育てサポーター、ボランティ
ア養成事業

地域において子育て中の親の子育ての悩み・不
安の相談に応じたり、親子の交流事業の実施・
子育て情報の提供・子育てサークルへの支援を
行う人材を確保・養成します。
今後は、計画的な人材の確保・育成を図り、子
どもと子育て家庭への支援の充実を図ります。

子育てサポーター養成事業　25名
ボランティア養成事業　　　　　15名

引き続き人材の確保・育成に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

再掲
3

地域子育て支援センター事
業

保育園、公共施設等において、子育て相談・子
育て親子の交流・子育て支援情報の提供・子育
てサークルの支援等を行います。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

95
子育て学習県民講座の実
施

幼稚園、小中学校の授業参観等において、子ど
もの発達段階にあった子育て学習会を開催して
います。ＰＴＡなどを対象に子育てに関する講演
会を開催する場合、講師謝礼分を助成します
（県の委託事業）。
今後は、幼稚園、小中学校ばかりでなく妊娠期
なども対象となっているため乳幼児検診等の機会
への拡大を図ります。

平成20年度以降、事業実施なし。
県で事業を実施しなくなったので、廃止とする。

廃止・終了廃止・終了 生涯学習課

家庭や地域
の教育力の
向上
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実績 今後の方向性
内容施策名

21年度評価
担当課

基本
目標

基本
施策

番号 今後の方向性及び課題等21年度実績

96 家庭教育学級の実施

乳幼児学級は、親としての育児知識の習得と親
同士の交流を図りながら、スイミング・ミニ運動会･
遠足･クリスマス会･ひな祭りなど親子で触れ合え
る事業を実施しています｡
かえるっぱ学級は、小・中･高校生を持つ親と希
望者を対象として、子供達の豊かな人格形成に
望ましい家庭や親のあり方を模索し合いながら、
家庭の味「梅漬け」・青春18切符列車の旅・子
育て井戸端会議・お茶会･芋煮会健康教室･教
育講演会などの事業を実施しています。

乳幼児学級・・・事業実績なし。
かえるっぱ学級
　年間事業11回
　参加人数25名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

97 幼稚園教育講演会
幼稚園ＰＴＡ会員を対象に、生涯学習課との連
携で子どもの養育に関する全般についての講演
会を行います。

事業実績なし。 他機関とも連携を持ちながら、検討します。 未着手成果維持 学校教育課

98 社会環境実態調査の実施

県と町健全育成推進会議、少年補導員・安全
監視員が合同で成人雑誌等が青少年の目に触
れないよう区分展示されているかコンビニ、書店、
ビデオ販売店の実態調査と指導を実施します。

年１回実施　実態調査の協力
学校、町民との連携を持ちながら、引き続き活動
の充実に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

99
地域健全育成組織、巡回
補導活動

地区内の全青少年を健全に育成していくため、４
小学校区単位に設置されている青少年健全育
成推進協議会において地域の実態に合った活動
を健全育成・非行防止・環境充実部会等におい
て危険箇所点検・巡回補導等を実施します。

夏休み巡回補導（7月）、夜間巡回補導の実施
学校、町民との連携を持ちながら、引き続き活動
の充実に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

100
地区健全育成推進協議会
の支援：町推進会議より助
成

４小学校区単位に設置されている各地区推進
協議会の連絡組織として町青少年健全育成推
進会議を組織し、地区推進協議会の地域に密
着した活動へ助成を行います。

各地区へ助成の実施
学校、町民と連携を持ちながら、引き続き活動の
充実に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課
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実績 今後の方向性

良質な住宅
地の確保

101 住宅地の供給

矢吹町の宅地分譲は８箇所、３２８区画の整
備を行ってきたが、近年に分譲した箇所につ
いては社会経済状況の低迷等により買戻し区
画や住宅建設未着手区画のままの状態が続
いており、慎重な分譲計画と販売促進に取り
組みます。又、近年は民間による小規模の分
譲が盛んに行われているので民間活力を阻
害しないよう調整しながら良好な住宅地の供
給を図っていきます。

　「矢吹町町営住宅管理計画」を策定。この計
画の中で善郷内地内の町営住宅建設予定地
について住宅建設を行わず、住宅用地として
供給する方針を立てた。この計画に基づき、
宅地分譲のための測量設計を委託した。

今後、造成工事を行うにあたり、宅地の需要を
把握し、需要見込みに応じて造成の面積を決
定する必要がある。また、若者定住促進事業
が平成23年度に終了することから、宅地の販
売に合わせ新たな補助制度を検討する必要
がある。

検討・ 拡充 都市建設課

102
公園施設の整備、安全確
保

地域の公園等については５箇所の児童公園と３
箇所の農村公園がありますが、近年宅地化が進
んだ八幡町・曙町に公園が不足しているので新
規公園整備を推進します。
既存公園の施設については老朽化した遊具の修
理点検を行い安全確保を図ります。又、子供が
遊べる遊具が不足した公園については施設の充
実を図って行きます。
施設の安全確保については定期的な管理を行
い安全確保に努めます。

平成２０年度から指定管理者制度を導入し、地
域の公園９施設（農村公園含む）については、各
地区行政区により、また、大池・三十三観音・赤
沢中央公園につきましては、社団法人シルバー
人材センターにより公園の維持管理、遊具の点
検等を定期的に実施した。

公園施設施設の不足箇所等について調査を開
始する。

実施 成果維持 都市建設課

103 町営住宅内整備
排水路整備、除草・清掃、仮設駐車場の整備
を行います。

国の補助を活用した火災報知器設置工事のほ
か、ネットフェンス修繕など、住宅内の整備工事を
行ったほか、定期的に除草作業や樹木の枝払い
を実施した。

引き続き国の補助を活用して、火災報知器設置
工事を実施します。
設備等修繕、除草作業等を引き続き実施しま
す。

実施 成果維持 都市建設課

事業実績なし
行政区より改修の要望があるため、今後現地調
査を行います。

未着手成果維持 総務課

大池公園･･･園路及び護岸改修
引き続き、公園内の段差解消等、施設改修を
行います。

実施 成果維持 都市建設課

改修件数2件(健康センター、図書館)
引き続き、子育てに配慮した公共施設の改修に
努めます。

実施 成果維持 保健福祉課

再掲
4

矢吹町子育て支援情報誌
の作成配布

矢吹町の子育て支援の各種制度、乳幼児保育
教育関係の施設、公園、子育て支援事業等の
子育て支援ガイドマップを作成し、出生や転入時
の届出や随時配布、保育園・幼稚園にて配布
し、情報提供を充実していきます。ホームページへ
も掲載します。

年6回発行(隔月) 引き続き、情報収集・提供に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

安全・安心な
まちづくりの推
進等

105 防犯灯の整備
100ｍに１ヶ所を基準として、毎年設置を進めて
います。

9月に「矢吹町街路灯設置及び維持管理要領」
を策定し、新規設置基準を明確にした。
この要領に基づき、40ヶ所に新設した。

　街路灯の維持管理費節減にはLED化が最も
効果的だが、今までの電球と比較すると高価であ
り、予算額が同額の場合、設置台数は半減して
しまう。設置要望ヶ所は多く、また予算も増額で
きない状況にあり、LED化は進んでいない状況で
ある。

実施 成果維持 都市建設課

子
育
て
を
支
援
す
る
生
活
環
境
の
整
備

基本
目標

基本
施策

番号

104

良好な移住
環境の確保

安心して外出
できる環境の
整備

21年度評価
担当課21年度実績 今後の方向性及び課題等

子育てに配慮した公共施
設、建設物等の改修の推
進

集会施設（地区公民館）を対象に、集会施設内
外のスロープ設置、公共下水道・集落排水施設
への接続又は合併浄化槽への排水施設改修化
等を推進します。また、子育て世帯が安心して利
用できるトイレ、ベビーベット、授乳室等の整備に
ついて検討を進めます。

施策名 内容
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

番号
21年度評価

担当課21年度実績 今後の方向性及び課題等施策名 内容

106 道路の整備

安心で安全に通行できる自転車歩行車道の整
備については、各小中学校周辺や主要道路を
中心にほぼ整備されつつあります。今後は県道石
川矢吹線（白山地内から文京町）、館沢田内線
の自転車歩行車道の整備を推進します。

県道石川矢吹線の歩道設置については、事業
主体である県に対し要望活動を行った。
また、三神小学校の児童の通学路である神田西
線道路事業（歩道設置）を計画した。

県道の歩道設置の要望を継続して実施する。
神田西線については、Ｈ２２年度から社会資本
整備事業（補助事業）として事業に着手する。
（Ｈ２２地元説明会を２回開催。現在用地測量
実施）。

実施 成果維持 都市建設課

107 安全・安心まちづくりの推進
通学路や公園における防犯灯、緊急通報装置
等の防犯設備の整備について検討します。

9月に「矢吹町街路灯設置及び維持管理要領」
を策定し、新規設置基準を明確にした。
この要領に基づき、通学路や防犯上必要な箇所
等を優先し、街路灯の新設を行った。
また、街路灯の球切れ箇所の調査を行い、修繕
した。

街路灯の球切れは暗くならないと発見できず、地
域からの連絡により修繕を行っている。場所によっ
ては球切れのまま放置され、防犯上効果のない
箇所があることから、定期的に夜間の見回りを行
う必要がある。また、LED電球に置換えることで長
寿命化が図られ、球切れの発生を減らすことがで
きることから、LED化の検討が必要である。

実施 成果維持 都市建設課

安全・安心な
まちづくりの推

進等

子
育
て
を
支
援
す
る
生
活
環
境
の
整
備
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実績 今後の方向性

108 各種法制度の普及・啓発

従来の日本型の雇用形態（終身雇用・年功序
列型賃金など）は変化しつつありますが、職業生
活に重点をおく傾向が残っており、子どもや介護
を要する家族と暮らす家庭にとっては両立が困難
な状況にあります。仕事と家庭生活との両立に向
けて、国、県等のパンフレットによる普及・啓発活
動を推進します。また、町内の企業においても仕
事と家庭生活を両立しやすい就業環境の整備
促進に努めていきます。

関係機関からのパンフレット等についてカウンター
へ設置。なお、経営者向けの講習会等について
必要に応じて広報へ掲載依頼を行いました。

継続してパンフレット等の配布により法制度等の
啓蒙活動を行います。

実施 成果維持 産業振興課

109 ハローワーク求人情報の掲示

求人情報を広く周知するため、役場、中央公民
館、駅行政サービスコーナーの３ヶ所に掲示（週２
回更新）します。また、ハローワーク求人情報のう
ち矢吹町内企業に係る求人情報をホームページ
に掲載（週１回更新）します。
再就職・再雇用のためには技術（スキル）の向上
がかかせない要因となってきます。スキルアップのた
めの職業訓練講座などの情報を提供していきま
す。

毎週木曜日にホームページでの開示、また役場
窓口及びやぶき駅前ぷらっとへ求人情報の一覧
を印刷配置しました。
職業訓練等の講座案内も随時行っています。

継続して取り組みます。 実施 拡充 産業振興課

110 労働関係機関との連携
仕事と家庭生活の両立に向けてハローワークや
県及び商工会等との連携を強化し、新たな情報
の提供や施策の推進に努めます。

毎月１回月末にハローワークや県機関との連絡
会議に参加し、関係機関との連携強化に取り組
みました。

継続して取り組みます。 実施 拡充 産業振興課

111 放課後児童クラブ

保護者等が仕事の関係で昼間家庭にいない小
学校１～３年生の児童を対象に、放課後におけ
る児童の健全育成として、小学校の空き教室を
利用して３小学校区で開設しており、遊びや生
活の場を提供し、子ども料理教室、児童クラブ間
の相互交流行事、体験行事等を行っています。
　今後、児童クラブの活動を充実するとともに、預
かり時間の延長、設置個所１ヶ所の増設と施設
整備の充実に努めます。

平成19年度より、4つの小学校区全体で実施し
ております。(開設日　月～金曜日、学校の休業
日、長期休業日)
　学校のある日　　授業終了から午後6時
　学校の休業日　午前7時40分から午後6時

平成22年度から毎月1回土曜日の開設をしてお
り、希望者の動向により開設日の増を検討しま
す。

実施 成果維持 学校教育課

再掲
110

労働関係機関との連携
仕事と家庭生活の両立に向けてハローワークや
県及び商工会等との連携を強化し、新たな情報
の提供や施策の推進に努めます。

毎月１回月末にハローワークや県機関との連絡
会議に参加し、関係機関との連携強化に取り組
みました。

継続して取り組みます。 実施 拡充 産業振興課

再掲
5

保育園における保育時間の
延長

町立保育園において通常保育時間（11時間）内
における預かり時間を延長します。また認可外保
育所の認可化促進を図り、低年齢児の入所拡
大をします。

通常保育　平　日　8:30～15:30
　　　　　　　土曜日 8:30～12:30
延長保育　平　日　7:40～19:00
　　　　　　　土曜日 7:40～12:30

今後も社会の情勢、保護者のニーズを把握し、
保育時間の延長について検討します。

実施 成果維持 学校教育課

番号 施策名 担当課

多様な働き
方の実現及
び男性を含め
た働き方の見
直し等

内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

基本
目標

基本
施策

仕事と子育て
の両立の推
進
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実績 今後の方向性
番号 施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

再掲
2

ファミリー・サポート・センター
事業

子育ての援助をして欲しい方（依頼会員）、援助
したい方（協力会員）、依頼会員協力会員の両
方を兼ねる方（両方会員）からなる組織で、主に
協力会員の家庭において子どもの保育園の送
迎、一時預かり等の援助を有料で行います。

1箇所設置済み（平成19年度）
会員数　51名(依頼会員36名・協力会員11名・
両方会員4名)
活動件数　202件

提供会員の確保に取り組むと共に、更なる支援
の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行いま
す。

実施 拡充 保健福祉課

再掲
4

地域子育て支援センター事業
保育園、公共施設等において、子育て相談・親
子の交流・子育て支援情報の提供・子育てサー
クル支援等を行います。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

仕事と子育て
の両立の推
進
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実績 今後の方向性

112 交通安全教育の推進

就学前の３歳児から５歳児までを対象として、保
育園の内外において交通安全教室を開催し、交
通事故の防止に配慮し、子どもの発達に合わせ
た交通安全の指導に努めます。

あさひ保育園‥年１回実施（年長児）
各幼稚園･･･実施
（場所：矢吹自動車教習所）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

113
交通事故防止ポスターコン
クール

交通事故防止の啓蒙を図るため、各小学校を
通して５・６生にポスター制作をお願いし、校内選
考後の作品展示と優秀作品（特選・金賞・佳
作）について表彰式を実施しています。

年1回2月に実施
各小学校作品数・・・378点

学校との連携を持ちながら事業の充実に取り組
みます。

実施 成果維持 生涯学習課

114 交通安全教室

矢吹町交通安全母の会の協力により、園児を対
象に交通安全指導を実施しています。ペ－プサ
－トや人形劇を利用してわかりやすく幼児向きの
指導をしてくれます。また民間の運輸会社からの
協力で園庭で模擬信号機や車を利用しての指
導や、自動車学校を利用しての指導を各園で実
施しています。チャイルドシ－トの着用の仕方など
を親子交通安全教室を通じて保護者の方々に
も交通安全の意識を高める内容を工夫していき
ます。

あさひ保育園
矢吹町交通安全母の会：年１回実施（場所：あ
さひ保育園）
交通安全母の会のみ、年1回各幼稚園で実施

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

115
道路や交通安全施設の整
備

ガードレールの設置、区画線整備。街路灯・カー
ブミラーの設置、道路維持工事、除草・清掃を実
施します。

・区画線整備工事の実施(約750メートル)
・カーブミラー設置のため12本購入
・福島県緊急雇用創出基金事業を活用し、道
路の除草、清掃を行った。

道路及び付属設備の老朽化により、修繕箇所、
費用ともに増加してきている。組織体制の強化、
予算の確保が必要。

実施 成果維持 都市建設課

116 矢吹町地域安全町民大会

これまでは、主に防犯・交通に対し功績のあった
個人及び団体の表彰と講話の受講で事業を展
開していましたが、各々が交通安全意識及び予
防防犯を再認識するため、責任の証として大会
で住民一人一人が町へ署名を提出したり、少子
高齢化の時代に合わせ、小学５・６年生児童が
老人宛に交通安全の内容を書いた手紙を参集
した老人に手渡すなどの内容を盛り込んでいきま
す。

平成19年度で事業終了。 事業終了とする。 廃止・終了廃止・終了 町民生活課

117
子どもの安全を見守るネット
ワークづくり

子どもを犯罪から守るために、学校、地域社会、
企業が一体となった防犯活動を推進するととも
に、警察との緊密な情報交換、連絡体制の確立
を図ります。

子ども見守り隊を組織し、登下校時に見守りをし
ている。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

施策名

子どもを犯罪
等の被害から
守るための活
動の推進

子
ど
も
等
の
安
全
の
確
保

子どもの交通
安全を確保
するための活
動の推進

担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価基本

目標
基本
施策

番号
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実績 今後の方向性
施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

118 環境浄化運動の実施
人権週間や法の日に因み、人権擁護委員や保
護司により駅周辺等において「社会を明るくする
運動」を実施し、啓発活動を展開しています。

年2回　5･7月に事業を実施
（場所：JR矢吹駅）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

再掲
110

地区健全育成組織での巡
回補導

県と町健全育成推進会議及び町少年補導員・
安全監視員と合同で成人雑誌等が青少年の目
に触れないよう区分展示がされているかコンビニ、
書店、ビデオ販売店の実態調査と指導を実施し
ています。

年1回2月に実施　実態調査の協力
学校、町民との連携を持ちながら、引き続き活動
の充実に取り組みます。

実施 成果維持 生涯学習課

再掲
88

学校安全教育の推進

園児・児童生徒の安全確保のため各学校・幼稚
園では、危機管理マニュアルを作成し、校内体制
や校外（地域、警察等）との連携体制を整備して
います。
　実効性の高いマニュアルの作成。学校安全に
対する点検活動の日常化。教職員の危機管理
意識の向上、校内出入り口の管理、子供に対す
る防犯教育・訓練を実施します。

各小中学校でマニュアルを作成、防犯教育を実
施

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

119
保育園における園児の安全
教育の推進

園児の安全確保のため保育園では危機管理マ
ニュアルを作成し、園内の防犯体制を強化してい
ます。低年齢（６ヶ月以上）から受け入れているた
め、避難車（４～８人用乳母車）を設置し、月１
回の避難訓練時に園児及び職員の防犯に関す
る意識の高揚を図ると同時に園内外の柵や施錠
の安全点検も行います。毎日の登降園の際、園
内への出入り口の管理については、その都度保
護者に施錠の協力をしていただき、その後職員が
定期的に巡視し確認しています。

あさひ保育園
危機管理マニュアル作成し、園内の防犯体制を
強化しました。
避難車を設置し、月１回の避難訓練と不審者対
応訓練を実施することで、園児及び職員の防犯
に関する意識の高揚を図り、園内外の施設・遊
具等の安全点検を月１回実施しました。園内へ
の出入り口の管理については保護者に施錠の協
力をいただき、職員が巡視確認しています。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

白河警察署生活安全課と学校が連携して事業
を実施しています。

警察と各学校が連携して引き続き事業を実施す
る。

実施 成果維持 学校教育課

事業実施なし。 廃止とする。 廃止・終了廃止・終了 生涯学習課

事業実施なし。 廃止とする。 廃止・終了廃止・終了 町民生活課

121
子ども110番の防犯ボラン
ティア活動支援

各会社、事務所、団体と協力提携を結び、営業
車に「子ども110番」のステッカー等を装着し、運
転手さんに防犯の協力を願います。

白河警察署と各会社等が連携して事業を実施
しています。

警察と各会社等で事業を実施しており当町の関
わりがなくなったので、廃止とする。

廃止・終了廃止・終了 町民生活課

120 子ども110番の家事業

子どもを犯罪
等の被害から
守るための活
動の推進

町内の一部の地区において、子どもが登下校時
などに不審者から声をかけられたり、追いかけられ
たりした場合に助けを求めて駆け込むための「子ど
も110番の家」を指定しています。子ども110番の
家は、商店や常時家族の誰かが在宅している家
などが指定されており、子どもが避難してきたとき
に、その子どもを保護し、直ちに警察に110番通
報するのが、その役割です。今後、子どもを犯罪
等の被害から守るために、この110番の家事業を
全町に拡大し取り組んでいきます。

子
ど
も
等
の
安
全
の
確
保
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実績 今後の方向性
施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価基本
目標

基本
施策

番号

再掲
84

スクールカウンセラーの活用
事業

児童生徒の問題行動の未然防止や早期発見、
早期解決のためには、子どもたちの悩みや不安を
受け止めて相談にあたることが大切であり、従来
の「指導的」側面のアプローチだけでは不十分で
あることから、外部の専門家の協力を得て、学校
における教育相談体制の充実を図ります。
スクールカウンセラーは、生徒へのカウンセリングや
教職員・保護者への専門的な助言・援助を行う
ことから、臨床心理に関して高度の「専門性」を
有していること、及び生徒等が気兼ねなく相談で
きるためには、学校の教員以外の者であるという
「外部性」を確保することも必要です。

文部科学省の指定を受け、「児童生徒サポート
体制確立事業」を実施し、問題行動等対応のた
めに必要に応じ相談員及びスクールカウンセラー
を活用し、効果・検証を行いました。

必要な事業であるが、費用が課題となっている。 実施 成果維持 学校教育課

122
児童虐待防止ネットワーク
事業

医療・教育・保健・警察等関係行政機関、主任
児童委員、地域等の連絡体制の充実を図り、
問題の把握、早期発見、早期対応、虐待防止
対策について協議します。相談窓口を開設して
受付・対応等及び関係機関との連携を図りま
す。

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議と個別ケース検討会を実施。関係機関との
連携し、未然防止や早期発見・早期対応及び
適切な対応を行うため、情報の共有及び対策等
に取り組みました。

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議と個別ケース検討会を実施に加え、庁内の
関係課や関係機関との連携を円滑に行い、活
動の推進に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

子
ど
も
等
の
安
全
の
確
保

被害に遭った
子どもの保護
の推進
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実績 今後の方向性

再掲
66

すくすく教室

郡内の保健師・県保健福祉関係機関と連携し
て、支援が必要な児に対して遊びを通して発達
を促す保育指導や保護者への支援を行います。
臨床心理士の相談や母親同士のグループワーク
を充実させ、安心して育児ができるよう支援しま
す。

教　　室　年10回　参加者　延34名
相談会　 年 4回　参加者　実　1名

事業メニューの充実を図りながら、引き続き事業
を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

123 のびのび教室
遊びや調理を通して、健全な児の発達を促すとと
もに、母親同士の交流を図り、育児不安の解消
に努めます。

平成18年度で終了
乳幼児家庭学級との対象者が重複する事業の
ため、終了した。

廃止・終了廃止・終了 保健福祉課

124 訪問事業
家庭訪問で支援の必要なケースの際は、保健福
祉事務所（家庭相談員）等関係機関と連携を
密にとり支援します。

訪問（実数）　3件
保健福祉事務所や相談支援アドバイザー等の
関係機関と連携を図りながら、児童虐待の防止
と家族支援の充実を図ります。

実施 成果維持 保健福祉課

再掲
122

児童虐待防止ネットワーク
事業

医療・教育・保健・警察等関係行政機関、主任
児童委員、地域等の連絡体制の充実を図り、
問題の把握、早期発見、早期対応、虐待防止
対策について協議します。相談窓口を開設して
受付・対応等及び関係機関との連携を図りま
す。

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議と個別ケース検討会を実施。関係機関との
連携し、未然防止や早期発見・早期対応及び
適切な対応を行うため、情報の共有及び対策等
に取り組みました。

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議と個別ケース検討会を実施に加え、庁内の
関係課や関係機関との連携を円滑に行い、活
動の推進に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

母子家庭等
の自立支援
の推進

125 ひとり親家庭相談

ひとり親家庭に関する制度（母子・寡婦福祉貸
付金の相談、就労支援のための制度）等のＰＲ、
パンフ配布を行っています。また、相談内容によっ
ては関係機関との連携を図ります。

パンフレット等による情報提供。 引き続き、情報収集・提供に努めます。 実施 成果維持 保健福祉課

障がい児施
策の充実

126 妊婦健康診査

妊婦の健康審査費用として妊娠前期と後期の２
回分を町で補助し、健康な出産ができるよう支
援します。妊娠中の過ごし方や栄養指導を行
い、安心して出産できるよう支援します。

対象者への助成
助成金額　73,740円を上限（回数14回まで）
受診券交付数　166件

妊婦健康診査の助成回数や健診内容の充実を
図りながら、引き続き事業を実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

基本
目標

要
保
護
児
童
へ
の
き
め
細
や
か
な
取
組
み
の
推
進

児童虐待防
止対策の充
実

基本
施策

番号 施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

番号 施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価

再掲
55

乳幼児健康診査

・４ヶ月児、１歳半児、３歳児に健康診断を実施
（各年６回）します。
・各健診時に疾病の早期発見と育児不安の解
消のために相談を行います。
・歯科指導（１歳６か月児健診、３歳児健診）

4ヶ月児健診(年6回　160名)
1歳半児健診(年6回　139名)
3歳児健診（年6回　137名)

疾病の早期発見・育児不安の解消に加え、に発
達障がい児の早期発見・むし歯対策に重点を置
き、引き続き事業を実施します。

実施 成果維持 保健福祉課

127
障がいを持つ子どもの自立
支援

小規模作業所への運営費補助を行い、健全な
運営を支援しています。

1件　30千円 平成21年度で事業終了 実施 縮小 保健福祉課

128 障がい児家庭訪問事業
障がいを持つ子の家庭へ訪問し、療育相談や指
導を行います。

訪問（実数）　14件
自立支援等の福祉サービスの情報提供や相談
支援アドバイザー等の関係機関と連携を図りなが
ら、引き続き事業を実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

129 就学指導審議会

特別な支援を必要とする（心身に何らかの障がい
を有する）児童生徒の就学について、適切な指
導助言や教育相談を行うため、矢吹町就学指
導審議会を設置しています。

年2回　就学指導審議会を実施

　審議件数：19件
引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

130
幼稚園への障がい児の受
入れ

障がい児の受け入れについては、安全で適正な
教育環境の整備が必要であり、適切な職員の配
置や施設面の整備を図っていきます。

支援員を配置して実施しました。 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

131 特別支援教育の整備促進

従来の特殊教育の対象だけではなく、ＬＤ（発達
障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障がい）、
高機能自閉症を含め一人ひとりの教育的ニーズ
に応じた支援を行うため特別支援教育の整備促
進が必要となってきています。

支援員を配置して実施しました。
　配置校：善郷小（1名）、三神小（1名）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

障がい児施
策の充実

要
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

番号 施策名 担当課内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価

へ
の
決
め
細
や
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な
取

障がい児施
策の充実

132 障がい児受入れ事業

保育園では申込み時に面接の上、集団保育が
可能なお子さんの受け入れを行います。
また、児童クラブでは障がいの程度に応じた受け
入れを行います。

支援員を配置して実施しました。 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課
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実績 今後の方向性

1
通常保育事業
（長時間保育を含む）

保護者の労働、疾病等の理由により、保育に欠ける就学前児
童を保育所において預かる事業で、必要な場合はその他の児
童も預かります。保育時間は１日８時間を原則とします。
ニーズ調査では保育園の利用希望者数は定員を大幅に上
回ったが、現在の待機児童数（２名）と比べると大幅なかい離が
生じています。しかし、入園希望者が増加していることも事実で
あり、特に０～２歳児の入園希望が増加傾向にあります。こうし
た状況を踏まえて、認可外保育所を小規模保育所として認可
化を図り、０～２歳児を中心に定員の拡大を予定します。

通常保育　平　日　8:30～15:30
　　　　　　　土曜日 8:30～12:30
延長保育　平　日　7:40～19:00
　　　　　　　土曜日 7:40～12:30

今後も社会の情勢、保護者のニーズを把握し、
保育時間の延長について検討します。

実施 拡充 学校教育課

2 延長保育事業

保護者の就労時間等の事情で通常保育時間内に送迎が困
難な場合に、通常の保育時間を延長して子どもを預かるサービ
スで、保育時間は１日11時間以上です。
本町の保育時間は7:40～18:00となっていますが、ニーズ調査の
結果、延長保育の希望者数が多く、また近年は、通勤時間が
長くなる傾向も見られることなどから、供給基盤・財政基盤の状
況を考慮し、保育時間を7:30～18:30に延長する予定です。

通常保育　平　日　8:30～15:30
　　　　　　　土曜日 8:30～12:30
延長保育　平　日　7:40～19:00
　　　　　　　土曜日 7:40～12:30

今後も社会の情勢、保護者のニーズを把握し、
保育時間の延長について検討します。

実施 拡充 学校教育課

3 夜間保育事業

保護者の就業形態の多様化に伴い、夜間働いている保護者
のために、延長保育時間を超えて（午前11時から午後10時ころ
まで）行う保育です。
ニーズ調査では22:00まで保育を希望する人は５人と推計されま
したが、供給基盤・財政基盤の状況から夜間保育事業を目標
とする状況には至っていないため、本事業は計画期間内におい
ては実施しないこととします。

4
子育て短期支援事業
（トワイライトステイ）

保護者が仕事等の理由によって帰宅が夜間にわたり、養育が
一時的に困難となる家庭の子どもを夜間（17時～22時ころ）に
預かるサービスです。
ニーズ調査では22:00まで保育を希望する人は５人と推計されま
したが、供給基盤・財政基盤の状況からトワイライトステイ事業
を目標とする状況には至っていないため、本事業は計画期間内
においては実施しないこととします。

番号 項目 担当課事業内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等
21年度評価
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実績 今後の方向性
番号 項目 担当課事業内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価

5 休日保育事業

日曜日や祝祭日に就労している保護者を支援するために、日
曜日や祝祭日、さらには年末年始に子どもを預かるサービスで
す。
ニーズ調査では休日保育希望者数は38人と推計されました
が、供給基盤・財政基盤の状況から休日保育事業を目標とす
る状況には至っていないため、本事業は計画期間内においては
実施しないこととします。

6
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）

保護者が仕事により昼間家庭にいない小学生で、概ね10歳未
満の子どもに授業の終了後、遊びや生活の場を提供するサー
ビスです。
現在、全ての小学校において空き教室を利用した放課後児童
クラブ（定員合計120人）を運営しています（中畑・三神小学校
は合同で運営）。全ての児童が自分の通っている小学校におい
て児童クラブのサービスが受けられるようにするため、未実施の１
校についても開設を予定します。

平成19年度より、4つの小学校区全体で実施しておりま
す。
　学校のある日　　授業終了から午後6時
　学校の休業日　午前7時40分から午後6時

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

7
乳幼児健康支援一時預か
り事業（病後児保育）派遣
型

おおむね小学校就学前までの児童で、病気の回復期にあり、
安静を要し、保育園や幼稚園に行けない場合に、保育士・看
護師等を児童の自宅に派遣し、一時的に預かるサービスです。
ニーズ調査では病後児保育希望者数は５人/日と推計されまし
たが、供給基盤・財政基盤の状況から病後児保育事業を目
標とする状況には至っていないため、本事業は計画期間内にお
いては実施しないこととします。

8
乳幼児健康支援一時預か
り事業（病後児保育）施設
型

おおむね小学校就学前までの児童で、病気の回復期にあり、
安静を要し、保育園や幼稚園に行けない場合に、医療機関で
その子どもを預かるサービスです。
ニーズ調査では病後児保育希望者数は５人/日と推計されまし
たが、供給基盤・財政基盤の状況から病後児保育事業を目
標とする状況には至っていないため、本事業は計画期間内にお
いては実施しないこととします。



《特定１４事業に対する取り組み》 平成２１年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（前期計画事業）」進捗状況調査票 32/33

実績 今後の方向性
番号 項目 担当課事業内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価

9
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者の疾病、仕事、育児疲れなどにより、子どもの養育が一
時的に困難となった家庭の子どもを短期間預かるサービスで、
預かる期間は原則として７日以内です。
ニーズ調査（小学生については未実施）ではショートステイ希望
者数は1人/日と推計されニーズが少なかったことから、本事業は
計画期間内においては実施しないこととします。

10 一時保育事業

家族（同居している親族等）の病気や、入院・子どもの学校の
用事等やむを得ない理由や、保護者の育児疲れ解消等の私
的な理由などにより、保護者が一時的に子どもの面倒を見られ
なくなる場合に、その子どもを一時的に保育するサービスです。
ニーズ調査では一時保育の希望者数は1人/日と推計されニー
ズが少なかったことから、本事業は計画期間内においては実施
しないこととしますが、町独自のファミリーサポートセンター事業の
設置により、一時保育事業に対応することを目標とします。

一時保育事業　未実施

（ファミリーサポートセンター事業対応分）
1箇所設置済み（平成19年度）
会員数　51名(依頼会員36名・協力会員11名・両方会
員4名)
活動件数　202件

実施予定なし。

（ファミリーサポートセンター事業対応分）
提供会員の確保に取り組むと共に、更なる支援
の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行いま
す。

実施 成果維持 保健福祉課

11 特定保育事業

パート労働者の増加など就労形態の多様化に対応した育児
支援事業で、保護者が１ヶ月に８～15日働いていれば子どもを
預けられる保育サービスです。入所要件については、市町村が
条例で定めます。
ニーズ調査では特定保育希望者数は13人/日と推計されまし
たが、供給基盤・財政基盤の状況から特定保育事業を目標と
する状況には至っていないため、本事業は計画期間内において
は実施しないこととします。

12
ファミリーサポートセンター事
業

市町村が設立・運営する育児の相互援助活動を行う会員組
織で、育児の援助を受けたい人と提供できる人がセンターに会
員登録し、その間をセンターが調整し、保育所までの送迎、保
育所閉所後の一時的な預かり等の援助を提供する会員の自
宅で子どもを預かる事業です。
国庫補助事業としては実施しませんが、町単独の事業として町
内１箇所での実施を目標とします。

1箇所設置済み（平成19年度）
会員数　51名(依頼会員36名・協力会員11名・両方会
員4名)
活動件数　202件

提供会員の確保に取り組むと共に、更なる支援
の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行いま
す。

実施 成果維持 保健福祉課



《特定１４事業に対する取り組み》 平成２１年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（前期計画事業）」進捗状況調査票 33/33

実績 今後の方向性
番号 項目 担当課事業内容 21年度実績 今後の方向性及び課題等

21年度評価

13
地域子育て支援センター事
業

子育て家庭に対する相談、子育てサークルの育成、地域の保
育資源等の情報提供などを実施する事業で、子育て支援の
拠点となるものです。
国庫補助事業としては実施しませんが、町単独の事業として町
内３箇所での実施を目標とします。

「にこにこひろば」(平成21年度１箇所設置)
利用状況　21.5～22.3月
 2,057組　大人2,077名　子ども2,741名
子育て講座　年10回
 179組　大人185名　子ども224名

他機関とも連携を持ちながら、引き続き活動の充
実に取り組みます。

実施 成果維持 保健福祉課

14 つどいの広場事業

主に０～３歳までの子育て中の親子の交流を図り、子育ての不
安の軽減や仲間づくりなどを支援する事業です。
国庫補助事業としては実施しませんが、地域子育て支援セン
ター事業において、つどいの広場に準じた事業を行うことを目標
とします。

（地域子育て支援センター事業対応分）
未実施

（地域子育て支援センター事業対応分）
実施予定なし。

検討・計画中成果維持 保健福祉課



（参考資料） 

 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号） 

 

（市町村行動計画）  

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業

に関し、５年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健

康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育

成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両

立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」と

いう。）を策定するものとする。  

２  市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３  市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

４  市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、都道府県に提出しなければならない。  

５  市町村は、毎年少なくとも１回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表し

なければならない。  

６  市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特

に必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必

要な協力を求めることができる。 

 

 

 

 

矢吹町次世代育成推進協議会設置要綱 

 

（計画推進委員会） 

第６条 行動計画の進捗状況の評価及び計画内容の見直しについて専門的な事項を検討

する機関として、計画推進委員会を置く。 

２ 計画推進委員会の委員（以下「計画推進委員」という。）は、別表２に掲げる所属

より推薦された者及び町長が必要と認める者で構成する。 

３ 計画推進委員会の会議は、保健福祉課長が招集し、計画推進委員会の議長は、計画

推進委員の互選とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画推進委員計画推進委員計画推進委員計画推進委員 

  

 

№ 所属名 役職名 氏名 備考 

1 企 画 経 営 課 主 査 小椋 勲  

2 総 務 課 主任主査 鈴木 辰美   

3 町 民 生 活 課 主 査 鈴木 秀人   

4 保 健 福 祉 課 保健技査 五百川 里美   

5 産 業 振 興 課 主任主査 神山 義久   

6 都 市 建 設 課 主任主査 国井 淳一   

7 学 校 教 育 課 副 主 幹 梅原 喜美   

8 生 涯 学 習 課 主 査 辺見 悦子   

9 矢 吹 幼 稚 園 園 長 圓谷 智子   

10 あさひ保育園 園 長 佐藤 恵理子   
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