
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（案案案案））））    

平成２２年度 
 

矢吹町次世代育成支援行動計画（後期計画事業）

進捗状況調査結果報告書 

 

 

 

 

平成２３年１０月 

福島県矢吹町 

1



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２２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７月７日～９月２９日 

 ⑵調査対象課 

 ７課 

 ⑶調査対象事業 

 １１０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２２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２２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２２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

規定する後期計画にあたります。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
保育園における保育時間の
延長

町立保育園の保育時間は通常18時までです
が、最長19時まで延長して行っています。アンケー
トなどからは保育時間の延長を希望する声も多く
聞かれますが、長時間保育が子どもに与える負
担も考慮しながら慎重に対応する必要がありま
す。

あさひ保育園：１年を通して３名の希望があり実
施しましたが、途中、　3名家庭の都合で辞退し
ましたが、その都度希望者に応じて実施しました。

今後も希望者に応じて実施します。 実施 成果維持 学校教育課

2 保育園の地域への開放
園開放をして遊びの場、仲間作りの場・子育て
情報の場、子育ての悩み、育児、病気などの相
談などの支援をします。

あさひ保育園：子育て支援「子育てひろば」を年
７回実施して保護者の子育ての悩み・育児等の
相談に応じたり情報交換をしながら支援をしまし
た。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

3
幼稚園での預かり保育の充
実

幼稚園の預かり保育の終了時刻は、年々延長
し平成19年度からはすべての幼稚園で18時まで
実施しており、利用園児数は増える傾向にありま
す。今後のさらなる延長については保育園と同
様、長時間保育が子どもに与える負担を考慮し
ながら慎重に対応していきます。

4園とも実施しました。
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

4
幼稚園の保護者交流の推
進

幼稚園の保護者同士が交流し、親睦を深めな
がら幼稚園教育への関心を高めていくために、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－クル活動を支援します。特に父親同
志の交流の活発化を促進し、父親が子育てに積
極的に参加するようにします。

矢吹幼稚園：　父親の会5回（ドラえもんの会）
　…夏祭り主催、運動会、餅つき手伝い等
中央幼稚園：　父親の会５回（ウルトラの会）
　…夏祭り、環境整備、運動会手伝い等
中畑幼稚園：　父親の会３回（父ちゃんの会）
　…環境整備　夏祭り主催等
三神幼稚園：　父親の会6回（おやぢの会）
　…夏祭り主催、運動会手伝い、環境整備等

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

5 幼稚園の地域への開放

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）体験や同年齢の幼児と触れ合を
通して友達への関心が深まるよう場の提供をして
いきます。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、休日等は地域
の遊び場として園庭を開放します。

各幼稚園年間5回実施しました。
園庭は、休日のみ開放しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

（幼稚園）
各園で実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持

(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

内容

6

基本
目標

基本
施策

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

保育園・幼稚
園のサービス
の充実

学校教育課小学校との連携

幼稚園・保育園から小学校への教育が円滑に移
行できるよう、小学校との連携を図ります。このた
め小学校における授業参観や給食体験、音楽
祭、講演会などを通じて保育園・幼稚園の次年
度就学児（５歳児）と小学校低学年児童との交
流、保育士・教員との連携を図り、親のさまざま
な不安を解消するよう努めていきます。今後は次
年度最高学年として迎え入れてくれる５年生との
交流時間も設けていきます。
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

7
地域子育て支援センター事
業

保健福祉センター内に平成21年５月地域子育
て支援センターを設置し、親子の交流・子育て情
報の提供・子育てサークルの支援や子育て中の
親の子育ての悩み・不安の相談に応じています。
現在は１日約20人程が利用しています。
今後は、この支援センター事業の周知と利用の
促進を図るとともに、子育てサポーターやボランティ
アの確保・養成を行い、事業の充実を図っていき
ます。また、支援センターによる一時預かりの検討
や支援センターを核として幼保関係者、学校、保
健師、ボランティア団体、児童委員、ＮＰＯなどと
のネットワーク形成に取り組んでいきます。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　22.4～23.3月
2,854組　大人2,885名　子ども3,419名
子育て講座　年12回
222組　大人223名　子ども261名
あさひ保育園：子育てひろば年7回
ひかり保育園：子育てひろば年6回

他関係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 保健福祉課

8
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（利用会員）、援助
したい方（提供会員）、利用会員提供会員の両
方を兼ねる方（両方会員）からなる組織で、主に
提供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。町
においては、平成19年に社会福祉協議会内に
設置し、事業を行っており、現在の会員は利用
会員34名、提供会員11名、両方会員４名で、
平成21年度の利用者数（見込）は５人、延べ利
用件数（見込）は202件となっています。

1箇所設置済み(平成19年度設置)
会員数64名（利用会員45名・提供会員14名・
両方会員5名）
活動件数　242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

9 にこにこ交流会

にこにこひろばに月１回、誰でも利用できる日を設
定し、子育て中の親子に加え子育てを終えた人
や、町民も参加して下記の催しや交流をします。
・子ども服リサイクルバザー（各家庭で使わなくなっ
た物を持ち寄り交換リサイクル）
・おもちゃ交換会（〃）
・昔あそび伝承会
・季節の行事（団子さしや七夕など）など子育て
家族だけでなく町民も参加することで子育て層を
厚くし、地域での協力態勢への啓発

事業実施ありません。 今後、検討していきます。 未着手成果維持
社会福祉協
議会

10 子育て応援隊

子育て中の親も含め、町内の主婦などを対象に
子育てサポーターを養成し、ファミリーサポート提
供会員として活動するボランティアの育成、また広
く子育ての知識をもってもらい安心して育児のでき
る態勢を整えます。

事業実施ありません。 今後、検討していきます。 未着手成果維持
社会福祉協
議会

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

地域における
子育て支援
サービスの充
実
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

11 おしゃべり座談会

月１回町民を対象にテーマを決めた座談会を開
き、同じことに興味や悩みをもつ町民にリラックスし
て思いをそれぞれ語ってもらい、そこにテーマに添っ
たアドバイザーを配置し、気軽だが建設的な話し
合いの場とします。

事業実施ありません。 今後、検討していきます。 未着手成果維持
社会福祉協
議会

12 育児支援教室
離乳食講習会を通じて、子どもの成長にあった食
品の選び方、調理方法を学び、安心して子育て
ができるように支援します。

離乳食講習会　年６回　参加者　　８３名
　　　　　　　　　　　　　（対象者　１５９名）

平成２３年度より、離乳食のみでなく新たにベビー
マッサージを取り入れ、親子の触れあいやコミュニ
ケーションの取り方を学ぶ機会を提供し、楽しく子
育てができるように支援します。

実施 成果維持 保健福祉課

年６回発行しました。 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

２ヶ月に１回　1,000部発行
教育施設・保育施設に配布しました。

子育て支援センターと連帯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

14
「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。19年度から年齢で分け毎月各１回実施し
ています。

定例おはなし会　毎月２回実施しました。
第４水曜日（２歳児以上）・・・１２９名参加
第４木曜日（０歳児～２歳児）・・・２６１名参加

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

15 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、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。

年６回保健福祉課主催の４ヵ月健診時に実施し
ました。
４月２２日・７月１５日・９月２日・１１月１１日・
１月６日・３月３日　　１５４組参加

保健福祉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

地域における
子育て支援
サービスの充
実

13

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

矢吹町の子育て支援の各種制度、乳幼児の保
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。

地域における
子育て支援
サービスの充
実

矢吹町子育て支援情報誌
の作成配布

5



平成２２年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（後期計画事業）」進捗状況調査票 4/23

実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

16 放課後児童クラブ

放課後における児童の健全育成のため、保護者
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、小学校の空き教室等を
利用し町内４小学校区において放課後児童クラ
ブを開設し、遊びや生活の場を提供しています。
　今後は、利用者の意向や施設の現状などを考
慮しながら、預かり時間の中で、活動を充実させ
ていきます。

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

17 街なかサロン

誰でも気軽に立ち寄ることのできる常設の休憩所
を作り、町、商工会や農協、また小・中学校や高
校と連携し、町の情報提供・交換・発信・交流の
場とします。運営は、町が後援し社協ボランティア
スタッフが運営にあたります。

年6回　302名参加
4月15日、6月15日、8月20日、10月15日、12月
15日、2月15日

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持
社会福祉協
議会

18
矢吹ジュニアげんきクラブ活
動

小学生（１～６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）、ＰＴＡの協力を得ながら、キャンプ、野外ゲー
ム、夏祭り、お菓子づくりなどの活動を通して親子
のふれあいや仲間づくりをしながら、地域リーダーの
育成を図ります｡

毎月１～２回事業を実施しました。
年間事業数・・・１０回
人数・・・２５名参加

他機関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

19 森の番人活動

小学生を対象として、中央公民館や大池公園
等において、森の番人スタッフ（中学生）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回事業を実施しました。
年間事業数・・・１０回
人数・・・１８名

他機関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

20 シニアリーダーの育成

中・高校生が施設慰問や踊り流しなど地域活動
に参加したり、子ども会育成会や三鷹市矢吹町
子ども交流会などの指導を通じて、社会参加に
対する意識を啓発するとともにシニアリーダーとして
の育成を図ります。

毎週水曜日定例会を開催しました。
年間事業数・・・４回
三鷹市・矢吹町交流会参加
人数・・・１０名

他機関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

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

子どもの健全
育成
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

(図書館)
光南高校・・・５名
泉崎中学校・・・３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

(幼稚園) 各園で実施しました。
矢吹幼稚園　受け入れありません。
三神幼稚園　中学生5名
中央幼稚園　中学生11名　　光南高生１９名
中畑幼稚園　中学生3名

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

あさひ保育園：中学生８名受け入れました。 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

22 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。

毎月第１土曜日に実施しました。
参加者・・・９５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

23 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。巡回は毎月各場所１回、２日間で、年11回
巡回しています。

毎月１回事業を実施し、３日間で小学校・保育
園を巡回しました。

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

24 としょかんまつりの開催
堅いイメージをいだきがちな図書館を人々にもっと
身近に、もっと親しみのある場としてとらえてもら
い、気軽な来館と利用の促進を図ります。

９月４日（土）実施し、昔遊びなど行いました。
参加者２０６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

25 図書館だよりの発行

行事案内や新刊書・話題の本などを紹介し、町
民の図書館に対する興味・関心を高めながら、よ
り一層の利用増大を図るため毎月１回、「図書
館だより」と「こどもとしょかんだより」を発行します。

図書館だより・・・・・・・年に４回発行しました。
こども図書館だより・・・毎月全小学校へ配布しま
した。

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 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。

園児・児童・生徒を対象に夏休み前に配布しま
した。

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

職場体験学習の受け入れ

職業や仕事、社会への理解と関心を高めるため
に、図書館、幼稚園、保育園などにおいて、業務
体験を希望する町内中高生の職場体験学習を
受け入れています。とくに幼稚園、保育園での職
場体験は次世代の親の育成にもつながるものと
なっています。今後は、民間企業などへも働きか
けを行い多様な体験学習機会の拡充に努めま
す。

21
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

27 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（１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。

柿の内文庫（小林幸子さん宅）にて、３ヵ月ごとに
本の入替を実施しました。

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
日本三大開拓地子ども交
流会

青森県十和田市、宮崎県川南町との日本三大
開拓地を縁とした子ども交流を３市町持ち回りで
開催し、未来を担う子ども達に開拓の精神文化
を広めます。

日程：平成２３年１月１４日～１７日（３泊４日）
場所：青森県十和田市ほか
参加者：小学６年生２０名

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 総務課

29 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。

幼児教室・・・・・７月２５日・８月１日（日）実施し
ました。
参加者・・・・・・・親子７組
小学生教室・・・７月２９日・８月５日（木）実施し
ました。
参加者・・・・・・・親子７組

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

30 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
にくい地区の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。

夏休み中、町内４児童クラブで実施しました。
ボランティア６名
お昼休みお話し会・・・町内４小学校で合計１６
回実施しました。

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

31 芸術文化活動

「あゆり祭」における音楽祭、絵画展、書写展に
小中学生が参加・発表を行っており、子ども音楽
教室には幼稚園児、保育園児が参加していま
す。今後も、子どもたちの豊かな情感を育むため
芸術文化活動の充実を図っていきます。

音楽祭・・・・・・・・・・１１月３日実施し、１１団体
が参加しました。
絵画展・書写展・・・１０月２３日～１１月２１日ま
で実施。

学校と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

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芸術鑑賞教室
を実施し、良質な鑑賞機会を提供していきます。

年１回、６月１６日に「オズの魔法使い」を幼稚
園・保育園・小学校低学年を対象に実施鑑賞し
ました。

学校と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
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

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１回実施し、全１１回開催・・・
１９名参加しました。
７月～８月の夏休み実施し、全７回開催・・・２０
名参加しました。

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。今後
も事業を継続し、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。

７月～８月の夏休み実施し、全６回開催・・・２３
名参加しました。

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 キッズシアター

各小学校４～６年生児童を対象として、県文化
振興事業団が文化センター等と連携し、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きます。

年１回、６月９日に「セロ弾きコージュ」を小学生
高学年を対象に実施鑑賞しました。

学校と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

36 スポーツ教室

スポーツを通じて子どもの心身の発達を図るた
め、スキー教室などのスポーツ教室や子どもと大
人が一緒に参加できる「さわやかマラソン」などに
取り組んでいきます。
　また、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として、これまでパーク
ゴルフ、ティーボールなどの普及に努めてきました
が、今後も時代の要望にあった競技を紹介してい
きます。

情報収集しましたが、時代にあったスポーツが見つ
からなかった為、事業実施ありません。

今後も情報収集に努め、スポーツを紹介します。 未着手成果維持 生涯学習課

37
中畑清旗争奪ソフトボール
大会

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日間実施しました。
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

38
母子（ははこ）ソフトボール大
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６月に実施しました。
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
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実績 今後の方向性
内容

基本
目標

基本
施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

39 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。

各幼稚園毎に実施しています。
矢吹幼稚園　　伝承遊び
中央幼稚園　　伝承遊び
三神幼稚園　　餅つき会
中畑幼稚園　　餅つき会

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

(幼稚園)　各幼稚園で実施しました。
町のディサービスに2回訪問　（年長、年中）
中央幼稚園はその他グループホームも訪問してい
ます。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持

(保育園)
あさひ保育園：町ディサービス（年中）・寿光園
（年長）を訪問しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持

41
乳幼児・児童医療費助成
事業の充実

町では乳幼児・児童の健康の保持増進を図るた
め、これまで０歳から７歳の乳幼児・児童を対象
に医療費の助成を行ってきましたが、さらに事業
の充実を図るため、平成22年４月から助成の対
象年齢を０歳から12歳に拡充することとします。

助成対象年齢の拡充を行いました。
助成件数　20,078件
支出額　　43,536,851円

引き続き乳幼児・児童医療費を適正に助成しま
す。

実施 成果維持 保健福祉課

42
各種子どもに関する手当制
度のＰＲ

広報・町のホームページ・窓口配布等を通じて、
子ども手当・児童扶養手当・特別児童扶養手
当・子育て応援パスポートカード（ファミたんカード）
等の各種子ども手当制度のＰＲを積極的に行い
ます。

パンフレット等により情報提供しました。 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

(幼稚園)
該当者　98名（幼稚園47名、保育園51名）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持

(保育園)
該当者　98名

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持

地
域
に
お
け
る
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て
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援

高齢者との交
流促進

子育て家庭
の経済的負
担等の軽減

福祉施設の訪問

幼稚園児、年中・年長組の保育園児が特別養
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、ホームの入所者と触れ合い
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ることにより園
児たちも高齢者に対する思いやりの気持ちを育ん
でいきます。

学校教育課

43
第三子以降幼稚園・保育
園無料事業

子育ての経済的負担を軽減し子どもを産みやす
い環境を創出するため、第三子以降の子どもを
幼稚園・保育園に就園させる場合、保育料を無
料化する事業を今後も継続して実施します。

学校教育課

40
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内容
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目標
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施策

担当課今後の方向性及び課題等
22年度評価

番号 施策名 22年度実績

44 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
就園奨励費の補助を行います。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
単独の補助を実施ます。

該当者　63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

45 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　221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

46 ひとり親家庭の自立支援

ひとり親家庭は子育てをしていくうえで様々なハン
ディがあります。こうしたひとり親家庭に対しては各
種支援制度（母子・寡婦福祉貸付金の相談、
就労支援のための制度等）の周知を図るほか、
総合的な相談体制の充実、ひとり親家庭同士の
交流促進など幅広い支援を実施していきます。ま
た、これまで母子家庭に比べ支援が充分とはいえ
ない状況にあった父子家庭に対しても、今後支
援の充実に努めていきます。

父子家庭に対しても児童扶養手当やひとり親家
庭医療費助成制度が該当になりました。

引き続き制度の周知、支援を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

47 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。

対象者への助成　3,884,896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
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平成２２年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（後期計画事業）」進捗状況調査票 10/23

実績 今後の方向性

48 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。

母子手帳交付数　１５９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

49 妊婦健康診査

妊婦の健康診査費用として、妊婦一人につき15
回以内で補助し、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　１０８，０５０円を上限（回数１４回ま
で）
受診券交付数 １５９件

妊婦健康診査の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

50 妊婦教室

助産師の講話などを通じて妊娠や出産、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。

妊婦教室　年４回
参加者　　　２９名（第１子　１６名）
　　　　　　　　＊父親の参加　５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

51
矢吹町乳児家庭全戸訪問
事業（こんにちは赤ちゃん事
業）

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を保健
師・助産師・看護師・母子保健推進員等が訪
問し、親子の心身の状況や養育環境の把握を
行うとともに、様々な不安や悩みを聞くことにより、
子育て支援に関する情報提供や助言を行い、支
援が必要な家庭に対しては適切なサービスを提
供します。

訪問実数　１４８名　（対象　１５９名）

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

52 乳幼児健康診査

疾病の早期発見のため４ヶ月児、１歳６ヶ月児、
３歳児に年６回健康診断を実施し、１歳６ヶ月
児、３歳児には歯科健診もあわせて実施します。
また、各健診時に育児不安の解消のための相談
を行います。

４か月児健診　　　　年６回　１４８名
１歳６か月児健診　年５回　１３５名
３歳児健診　　　　　年６回　１４７名

疾病の早期発見・育児不安の解消に加え、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

53 乳児相談
９～10ヶ月児とその保護者に対して健康相談を
行います。

年６回　１１５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
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54 幼児相談
２歳児相談を行い、むし歯予防、発達、育児相
談を充実します。

年４回　４４名

平成２３年度より臨床心理士を配置し、育児不
安の解消につとめ、さらに療育が必要な児につい
ては、早期療育につなげられるように支援していき
ます。

実施 成果維持 保健福祉課

55 訪問指導

妊産婦や乳幼児のいる家庭を保健師・栄養士
などが訪問し育児指導や栄養指導を行います。
初産婦に対しては産後うつ病についての指導を
行います。

訪問指導　３５１名（実数）
（うち１４８名は矢吹町乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）として実施しました、１
４８名には、新生児、未熟児を含みます。）

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
対応を行います。

実施 成果維持 保健福祉課

56 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　２０名（実数）

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

57 養育支援訪問指導

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対
し、保健師等が訪問し、養育に関する指導、助
言等を行うことにより、適切な養育が行えるよう支
援します。

訪問指導　２２名（実数）
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

58 幼児歯科強化事業
１歳～３歳児を対象に、歯科医師・歯科衛生
士・保健師により歯科クリニック（フッ素塗布、ブ
ラッシング指導、シュガーコントロール）を行います。

事業実施ありません。
平成２３年度より、実施方法（歯科クリニック・医
療機関委託）を検討し、フッ素塗布事業を開始
できるように体制を整えていきます。

未着手成果維持 保健福祉課

59 歯科食育出前講座
幼稚園、保育園、小学校、中学校で歯科衛生
士による虫歯予防のためにブラッシング指導、シュ
ガーコントロール指導等の講座を開催します。

年２０回　１７８６名
講座も定着し、学校と歯科衛生士の連携も図ら
れてきているため、内容の充実を図りながら、継
続していきます。

実施 成果維持 保健福祉課
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60 育児支援検討会

保育士、幼稚園教諭、学校教育課、保健師、
県南保健福祉事務所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、支援の必要な子どもの情報交換
を行い、適切な支援について検討します。

年３回実施しました。
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

61 予防接種事業

乳幼児についてはポリオ、三種混合、麻しん、風
しん、日本脳炎の予防接種を行います。児童生
徒については二種混合、日本脳炎の予防接種を
行います。予防接種の徹底を図るため、学校との
連携、日程表配布等を行っていきます。

（集団接種）
ポリオ　３０２名
（個別接種）
BCG　１５３名・三種混合　６１６名・二種混合
１５０名・麻しん風しん１期　１５２名・麻しん風し
ん２期　１３２名　・麻しん風しん３期　１２５名　・
麻しん風しん４期　１３６名・　日本脳炎　３４２
名

平成２３年度より新たに子宮頸がん・Hib・肺炎
球菌の予防接種の助成を行い、疾病の予防に
努めていきます。

実施 拡充 保健福祉課

62 感染症予防対策
感染症予防の徹底を図るため、手洗いチェッカー
やお話、体験を通して、正しい手洗いの指導、手
指消毒、うがいなどを実施します。

事業実施ありません。。

感染予防対策については、予防接種事業による
対策や広報誌・各乳幼児健診時に予防知識の
普及を図っていくため、単独の施策としては終了と
します。

未着手廃止・終了 保健福祉課

63 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
診査時に行います。また、電話による相談も行い
ます。

電話相談　１０８件
来所相談　　１６件

【健診受診者については、７　乳幼児健診を参
照】

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

64 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、支援が必要な子どもに対して、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。また、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　実数　６名
相談会　年　４回　実数　０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

65 民生児童委員活動

民生児童委員は身近な相談役として、母子家
庭をはじめ要援護家庭などをまわり様々な福祉
相談を行っているとともに、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。要保護児童に対して主任
児童委員を中心に家庭訪問を実施しました。

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 拡充 保健福祉課
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66
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９回
食生活改善推進員　２９名

毎年研修会を重ねることで、食生活改善推進員
の育成が行えたと判断し、町が仲介となる推進
員のボランティアは終了します。今後は社会福祉
協議会のボランティアセンターへの登録による活動
につなげていきます。

実施 廃止・終了 保健福祉課

67
やぶきっ子の健康を考える
連絡会の充実

子どもの生活習慣に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、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　　　４８８名
歯科食育出前講座　年２０回　１，７８６名
園児食育教室　　　　年　６回　　　２２９名

【５９　歯科食育出前講座　より再掲】

平成２３年度以降の事業について、養護教諭の
先生方と事業内容を見直し、小中学校・幼稚
園・保育園と連携を図り、やぶきっ子健康づくり事
業を実施していきます。

実施 成果維持 保健福祉課

68
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、学校給食を通じ
て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。

学校の畑で育てた大豆を収穫し、豆腐屋さんを
講師として豆腐に加工する実習を行いました。
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ました。

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 学校教育課

69
幼稚園・保育園における
「食育」の推進

子どもたちの五感を豊かに育み、食べる力を養う
ため、野菜栽培（苗植・草とり・収穫）、簡単調理
（包丁・ピーラーを使う）、食に関係する昔からの
行事（もちつきなど）を体験するなかで、食育の指
導をしていきます

（幼稚園）各幼稚園で実施しました。
自園の畑で栽培した野菜を使って調理をし、会
食をしました。各園とも園内に畑を作っているの
で、身近で生長を観察をしながら、草取りや収穫
が出来ました。
あさひ保育園：自園の畑で子ども達が栽培した
野菜を調理して会食しました。

放射能の問題で継続は困難ですが状況によって
は、引き続き実施したいと思います。

実施 成果維持 学校教育課

70 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：フリー参観での給食体験の希望を
取り、実施しました。

引き続き実施します。 実施 成果維持 学校教育課

【６７　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　　４８８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ます。実施 成果維持 学校教育課

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に実施しています。

71 思春期セミナー
思春期保健
対策の充実
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72
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ます。実施 成果維持 学校教育課

73
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ました。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ます。実施 成果維持 学校教育課

再掲
41

乳幼児・児童医療費助成
事業の充実

町では乳幼児・児童の健康の保持増進を図るた
め、これまで０歳から７歳の乳幼児・児童を対象
に医療費の助成を行ってきましたが、さらに事業
の充実を図るため、平成22年４月から助成の対
象年齢を０歳から12歳に拡充することとします。

助成対象年齢（7歳～12歳）の拡充を行いまし
た。
助成件数　20,078件
支出額　　43,536,851円

引き続き乳幼児・児童医療費を適正に助成しま
す。

実施 成果維持 保健福祉課

74 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周知しました。
引き続きホームページ及び広報等を活用し情報
提供に努めます。

実施 成果維持 保健福祉課

母
親
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
等
の
健
康
の
確
保
及
び
増
進

思春期保健
対策の充実

小児医療の
充実
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実績 今後の方向性

75 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・学力実態調査等）について協議し実践してい
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保小中連携
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。
　また、小学6年生及び中学3年生を対象とした
夏期講習会を実施しました。

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

76
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

再掲
72

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ます。実施 成果維持 学校教育課

77 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
行っています。現在、利用者は２名ですが、今後
は利用家庭の声やその他の不登校生徒達の意
向も考慮し、各種職業の人達の講話や子ども達
とのふれあいを織り込む等、カリキュラムを検討し、
事業を展開していきます。

生徒数　2人 必要に応じて、開校します。 実施 成果維持 学校教育課

学校の教育
環境等の整
備

78 学校施設整備事業

学校施設については、小学校のプールの建設、
給食施設の改修、体育館の建設、幼稚園園舎
の改修などを実施し教育環境の向上を図ってき
ましたが、今後は、学校施設の耐震化に力を入
れ、学校施設の安全確保に努めていきます。

（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、あさひ保育園

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

22年度評価
担当課施策名 今後の方向性及び課題等22年度実績内容番号

子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備

基本
目標

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

基本
施策
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実績 今後の方向性

22年度評価
担当課施策名 今後の方向性及び課題等22年度実績内容番号

基本
目標

基本
施策

79 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を作成し、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、学校の安全体制の
充実に努めます。

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

80 学校評議員制度の活用

学校評議員制度を有効に活用し、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一層推進
していきます。

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

81 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ます。 実施 成果維持 学校教育課

82 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
演会を開催していきます。

年１回２月に実施しました。
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

83 婦人学級

各地域の婦人が教養を身につけ、学びながら、
相互の親睦を深めることを目的に、文化活動や
各種手芸など分野ごとに11の学級に分けて婦人
学級を行っています。今後、事業内容のさらなる
充実を図りつつ事業を継続して実施していきま
す。

開閉講式、年１回研修旅行、各種事業を実施
しました。

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

84
家庭教育学級の実施（乳
幼児学級・かえるっぱふれあ
い学級）

かえるっぱふれあい学級は、町民を対象として子
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
実施していきます。

乳幼児教室・・・実施ありません。
かえるっぱ教室
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

家庭や地域
の教育力の
向上

学校の教育
環境等の整
備子

ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備
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実績 今後の方向性

22年度評価
担当課施策名 今後の方向性及び課題等22年度実績内容番号

基本
目標

基本
施策

(幼稚園)
各園で実施しました。

引き続き実施します。 実施 成果維持

(保育園)　「家庭における救急処置について」の
実技研修を実施しました。

引き続き実施します。 実施 成果維持

86 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回実施し、実態調査の協力をしました。
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

87
青少年健全育成推進協議
会活動の活性化

青少年を健全に育成していくうえで地域社会が
果たす役割は大きいものがあります。小学校単位
に設置されている青少年健全育成推進協議会
は学校との連携のもとで危険箇所の点検、巡回
指導、スキー教室などの地域行事への協力な
ど、青少年の健全育成に大きな役割を果たして
きました。しかし、近年は活動の低下やマンネリ化
が課題となっています。このため今後、活動の再
活性化に取り組んでいきます。

夏休み巡回補導（７月）、夜間巡回補導を実施
しました。

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

学校教育課

子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備

子どもを取り
巻く有害環境
対策の推進

家庭や地域
の教育力の
向上

幼稚園ＰＴＡ、保育園保護者会の会員を対象
に、子どもの養育全般に関して各界の講師による
講演会を行っています。テーマ設定にあたっては、
保護者のニーズやタイムリー性などを踏まえた有
意義で魅力ある講演会を行っていきます。

幼稚園・保育園教育講演
会

85
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実績 今後の方向性

88 住宅地および住宅の供給

子育てをするうえで住宅は重要な位置を占め
ています。町ではこれまで積極的に宅地分譲
を行い良質な住宅地の供給を行ってきました
が、今後も町有地の活用や宅地造成により住
宅地を供給するほか、雇用促進住宅買い受
け、定住化促進住宅を活用するなど、住環境
の整備を積極的に進めていきます。

定住化促進住宅　　入居者数　39世帯 引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 都市建設課

89 若者定住促進助成事業

町では次世代を担う若者が町内に住まいを持ち
定住することで、活気あふれるまちづくりを推進す
るために「若者定住促進事業」を行っています。こ
の事業は町内に住宅を取得した若者夫婦に対し
助成金を交付する制度で、条例で平成27年度
までとなっています。

助成金交付件数
新規 　 30件
継続  　75件
合計 105件

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 都市建設課

90
公園施設の整備、　安全
確保

大池公園及び三十三観音公園を中心に地域の
５箇所の児童公園と３箇所の農村公園の充実を
図ります。また、既存の公共用地を活用し、ポケッ
トパークの整備を推進します。
　公園施設については、常に巡回点検等を行
い、適正な維持管理と施設の安全確保に努めま
す。また、施設の老朽化対策を策定し、定期的
な更新を通して施設の充実を図ります。

都市公園・農村公園については指定管理業務
委託（シルバー・行政区）により施設の維持管
理・安全点検を行っており、適正に実施されてい
るか定期的に巡回して現況確認を行いました。ま
た、施設の老朽化等による危険箇所等について
は修繕工事を実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 都市建設課

92 道路の整備

安全に安心して通行できる自転車・歩行車道の
整備については、各小中学校周辺や主要道路
を中心に整備を推進しています。今後は現在整
備中の県道石川矢吹線（白山地内から文京
町）、神田西線の整備を推進していきます。

神田西線整備
住民説明会（6月実施）
現地路線測量（11月～2月実施）
地質調査（11月～2月実施）

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 都市建設課

基本
目標

街路灯の整備

基本
施策

施策名番号

91

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

引き続き事業を実施します。

良好な居住
環境の確保

都市建設課成果維持実施

街路灯は100ｍに１ヶ所を基準として毎年設置を
進めていますが、未設置のところがあるため、今後
も継続して行っていく必要があります。これまで街
路灯は蛍光灯でしたが、今後は寿命が長く消費
電力の少ないＬＥＤ（発光ダイオード）を採用し、
省エネ化を図っていきます。

ＬＥＤタイプ新設
矢吹町一円　20箇所設置

内容 担当課22年度実績 今後の方向性及び課題等
22年度評価
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実績 今後の方向性

基本
目標

基本
施策

施策名番号 内容 担当課22年度実績 今後の方向性及び課題等
22年度評価

93
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。

ガードレール設置　　24ｍ
区画線整備　　　　　53ｍ
街路灯　　　　2基（移設）
道路維持工事　　1,420㎡（道路補修）
除草・清掃作業　　年間を通して実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 都市建設課

集会施設内外のスロープ設置・・・実施ありません
公共下水道接続数　　0件
集落排水接続数　　　 0件
合併浄化槽設置数 0件
多目的トイレ改修・設置　0件

今後、検討していきます。 実施 成果維持 都市建設課

事業実施ありません。 今後、検討していきます。 未着手成果維持 総務課

子
育
て
を
支
援
す
る
生
活
環
境
の
整
備

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
用できるよう公共施設においてトイレ、ベビーベッ
ト、授乳室等の整備について検討を進めます。

公共施設等の整備94

安全・安心な
まちづくりの推
進等

21



平成２２年度「矢吹町次世代育成支援行動計画（後期計画事業）」進捗状況調査票 20/23

実績 今後の方向性

95 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、子どものいる家
庭にとって仕事と家庭生活の両立は困難を伴う
状況にあります。仕事と家庭生活の両立に向け
ては、企業における産休制度や育児休業制度な
どの法制度の導入、さらには産後の職場復帰や
育児中の休暇のとりやすさなどの対応も必要で
す。このため、各種法制度の啓発活動や仕事と
家庭の両立のための働きやすい職場環境づくりに
向けて企業への啓発活動を進めます。

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

96 求人情報の提供

求人情報を広く周知し就労を支援するため、ハ
ローワーク求人情報を役場およびホームページに
掲載し、どちらも週１回更新します。また、平成20
年に設置した町の無料職業紹介所において、ハ
ローワークや労働関係機関との連携により情報提
供の充実に努め、町民および子育て家庭の就職
を支援します。
　再就職・再雇用のためには技術（スキル）の向
上が欠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も合わせて提
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 成果維持 産業振興課

担当課

働きやすい職
場環境づくり
と就労支援

内容 22年度実績 今後の方向性及び課題等
22年度評価

施策名

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

基本
目標

基本
施策

番号
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実績 今後の方向性

97
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・・・３４８
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

98 交通安全教室

矢吹町交通安全母の会や矢吹自動車学校など
の協力により、幼稚園・保育園や小学校などにお
いて、子どもの交通事故防止のための交通安全
教室（年２回）と、保護者に交通安全意識を高
めてもらうための親子交通安全教室を実施してい
ます。交通安全教室においては模擬信号機や車
を利用しての指導、ペープサート劇、紙芝居など
によりわかりやすい指導を行っています。親子交通
安全教室では、チャイルドシートの着用の仕方な
どについて指導しています。今後も、内容の工夫
を行うなど事業の充実に努めていきます

交通安全母の会による教室は、各幼稚園とも1
回実施しています。
自動車学校での交通安全教室は、矢吹幼稚
園、中央幼稚園、中畑幼稚園で実施していま
す。
あさひ保育園：交通安全母の会及び教習所によ
る交通安全教室を実施しました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

99 子ども見守り隊活動

子どもを犯罪から守るために、各学校区ごとに地
域住民が自主的に「子ども見守り隊」を組織し、
毎日小学生の登下校時に子ども達を見守る活
動を続けています。今後もこの活動を続けるととも
に、不審者情報などについて警察と情報交換を
行うなど当活動の充実に努めていきます。

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

100
社会を明るくする運動の実
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1回　7月に矢吹駅で啓発活動を実施しまし
た。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 保健福祉課

子どもを犯罪
等の被害から
守るための活
動の推進

101
地区健全育成組織による
巡回指導

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月に実施し、実態調査の協力をしまし
た。

学校と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

担当課内容 22年度実績 今後の方向性及び課題等
22年度評価

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

子どもの交通
安全を確保
するための活
動の推進

基本
目標

基本
施策

番号

子
ど
も
の
安
全
確
保
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実績 今後の方向性
担当課内容 22年度実績 今後の方向性及び課題等

22年度評価
施策名

基本
目標

基本
施策

番号

再掲
79

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を作成し、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

102
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を作成し実施
しました。避難訓練１２回・防犯訓練３回・園安
全点検１２回・園内の出入り口の施錠管理等を
行いました。

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

103 子ども110番の家事業

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。

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し
ます。

実施 成果維持 学校教育課

子
ど
も
の
安
全
確
保

子どもを犯罪
等の被害から
守るための活
動の推進
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実績 今後の方向性

104 訪問事業
支援の必要なケースに対して、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家
庭訪問を行いきめ細かな支援を行います。

訪問指導　２名（実数）
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

105
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。
年１回開催(２月)

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

106
障がいを持つ子どもの自立
支援

町内の小規模作業所について、運営面で応援
し、健全な運営を支援しています。

平成21年度で事業を終了しました。
法律改正により事業所が小規模作業所から福
祉サービス事業所に統合されたため、事業対象
規模が変更されたため終了しました。

廃止・終了廃止・終了 保健福祉課

107 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。

訪問指導　４名（実数）
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

108 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しました。
　審議件数：34件

引き続き事業を実施します。 実施 成果維持 学校教育課

109
幼稚園・保育園への障がい
児の受入れ

幼稚園・保育園への障がい児の受け入れについ
ては、集団保育が可能な子どもを中心にできるか
ぎり受け入れていきます。このため、安全で適正な
教育・保育環境の整備を行うとともに、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

110 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（学習
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：小学校４校（４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
保
護
児
童
へ
の
き
め
細
や
か
な
取
組
み
の
推
進

番号
基本
目標

児童虐待防
止対策の充
実

基本
施策

施策名 担当課内容 22年度実績 今後の方向性及び課題等
22年度評価
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（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。 
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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 主任主査 加藤 晋一  

2 総務課 主 査 菅野 洋司   

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 査 鈴木 国博   

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 渡部 育子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 22年度年度年度年度    矢吹町次世代育成支援行動計画矢吹町次世代育成支援行動計画矢吹町次世代育成支援行動計画矢吹町次世代育成支援行動計画 

(後期後期後期後期計画事業計画事業計画事業計画事業)進状況調査結果報告書進状況調査結果報告書進状況調査結果報告書進状況調査結果報告書 

 

平成平成平成平成 23年年年年 10月月月月 
 

矢吹町次世代育成推進協議会矢吹町次世代育成推進協議会矢吹町次世代育成推進協議会矢吹町次世代育成推進協議会 
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