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現在の少子・高齢化の傾向は全国的に益々進展し、わが 

町においても同様の状況にあります。経済情勢は高度成長 

期の終焉に伴ない、多くの企業は活力再生に取り組み、従 

業員の大量リストラや派遣社員・パート化が進展するなど 

就業構造の変化を招きました。 その結果、離職を原因とする生活保護世帯や離婚に

よるひとり親家庭の増加は、わが町においても諸問題が顕在化しています。 また、

子供を取りまく環境に目をやると、子供の連れ去りや犯罪の低年齢化、目を覆うよう

な児童虐待や核家族化・共働き世帯等のカギっ子問題は、放置できない状況にありま

す。 

  一方、子どもを養育する環境は、高度情報化がもたらした現象として、大変便利な

生活を実現している半面、子どもの成長過程において人間本来の五感をフルに刺激し

訓練する事も大切ではなかろうかとも考えています。 

  そのために、本町では、安全で安心できる地域社会のもと、次代を担う青少年が健

やかに育つ環境が実現できるための前提条件とは何なのかを検証し、その課題を改善

する必要を痛感しました。今回「次世代育成支援行動計画」について、関係機関・団

体及び学識者等からなる協議会を組織するとともに、積極的な議論のもと素案の取り

まとめを戴き、さらに町として検討を加え決定したところであります。 

  今後は、本計画のなかでご提言を頂いた各種施策について、緊急性などを見極めな

がら、関係者との連携と協働を力に、次世代育成にふさわしい社会環境の創造に邁進

いたしますので、町民各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

 最後に、本計画の策定に際しご尽力頂きました皆様に対して、心から感謝申し上げ

ます。 

 

 平成１７年３月 

 

福島県西白河郡矢吹町長 野崎 吉郎 
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第Ⅰ編 計画の前提 
 

第１章 計画の基本的な考え方 
 

第１節 計画策定の趣旨 

 

１．計画策定の背景 

 子どもを取り巻く社会環境は、少子高齢化や核家族化、情報化や国際化などの社会情勢の移

り変わり、個人の生き方（価値観）の多様化などにより大きく変化してきています。特に少子

化の進行は、子ども達同士がふれあう機会の減少や子どもの自主性や社会性が育みにくくなる

などの影響が懸念され、社会的にもまた、若年層の社会保障に対する負担の増大や若年労働力

人口の減少による経済活力の低下などが予想されています。 

 少子化は、女性の職場進出に伴う子育てと仕事の両立の困難さや、子育てにおける心理的・

肉体的な負担感と束縛感のほか、教育費など子育てに要する経済的負担の増大などが大きな要

因となっています。また、個人主義の浸透による地域社会（コミュニティ）との関わりの希薄

化や核家族化の進行などが、子育てのストレスや悩み、孤立感をより一層強めていることから、

子どもを持つ家庭の負担軽減・解消に向けた社会環境の整備が早急に必要とされています。 

 一方、情報化や国際化が進む中、子ども達がより幅広い視野を持って新しい世代を担ってい

けるよう、時代に適応した教育が求められています。 

 このような時代のニーズを捉え、子育てをする親たちが安心して子どもを育て、子ども達が

健やかに育つ町の環境を形成していくためには、家庭における子育てを基本としつつ、地域全

体、および町民一人ひとりが子育てを支援する体制を整えていく必要があります。 

 

２．計画策定の目的 

 本計画は、子育てが家庭においてなされることを基本としながら、町の地域特性を考慮し、

社会資源や人材を有効に活用して、行政、地域、企業および学校など地域社会が一体となって

町の児童育成に係る取り組みを総合的に支援・推進していくために策定するものです。 

 

 

第２節 計画の性格と役割 

 

① この計画は、平成15年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づいて策定する計

画であり、「住民参加」「全庁的な取り組み」「事業主を含めた関係者の連携」のもとに、矢

吹町の実状を踏まえた計画とします。 

 

② この計画は、国の「少子化対策推進基本方針」および「新エンゼルプラン」の主旨を踏ま
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えるとともに、「新うつくしま子どもプラン」（平成13年）の考え方をもとに平成14年度に策

定された「矢吹町エンゼルプラン」を継承することを基本方針として、計画内容を「行動計

画策定指針」に則してさらに充実することを目標として策定するものです。 

 

③ この計画は行政をはじめ、家庭・職場・地域社会が一体となって子育て支援に取り組むた

めの指針となるものです。 

 

 

第３節 計画策定の基本的視点 

 

① 子どもの視点 

 我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもにかかわる種々の権利が擁護

されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等

により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進におい

ては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必

要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取り組みが重要であ

る。 

 

② 次代の親づくりという視点 

 子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つ

ことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取り組みを進めることが

必要である。 

 

③ サービス利用者の視点 

 核家族化や都市化の進行等の社会環境の変化や国民の価値観の多様化に伴い、子育て家庭の

生活実態や子育て支援に係る利用者のニーズも多様化しており、また、農林水産業等の個々の

業種ごとの家庭の特性を踏まえることも必要であることから、次世代育成支援対策の推進にお

いては、このような多様な個別のニーズに柔軟に対応できるように、利用者の視点に立った柔

軟かつ総合的な取り組みが必要である。 

 

④ 社会全体による支援の視点 

 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、国及び地方公共団体はもとより、企業や地域社会を含めた社会全体で協

力して取り組むべき課題であることから、様々な担い手の協働の下に対策を進めていくことが

必要である。 

 

⑤ すべての子どもと家庭への支援の視点 

 次世代育成支援対策は、子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏

まえ、広くすべての子どもと家庭への支援という観点から推進することが必要である。 
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⑥ 地域における社会資源の効果的な活用の視点 

 地域においては、中には、子育てに関する活動を行うＮＰＯ、子育てサークル、母親クラブ

を始めとする様々な地域活動団体、社会福祉協議会やベビーシッター等の様々な民間事業者、

主任児童委員等が活動するとともに、高齢者、障がい者等に対するサービスを提供する民間事

業者等もあるほか、子育て支援等を通じた地域への貢献を希望する高齢者も多く、加えて森林

などの豊かな自然環境や地域に受け継がれる伝統文化等もあることから、こうした様々な地域

の社会資源を十分かつ効果的に活用することが必要である。 

 また、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４８条の２及び第４８条の３の規定を踏

まえた児童養護施設等及び保育所の活用や、児童館、公民館、学校施設等を始めとする各種の

公共施設の活用を図ることも必要である。 

 

⑦ サービスの質の視点 

 利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サービス供給量を適切に

確保するとともに、サービスの質を確保することが重要である。このため、次世代育成支援対

策においては、サービスの質を評価し、向上させていくといった視点から、人材の資質の向上

を図るとともに、情報公開やサービス評価等の取り組みを進めることが必要である。 

 

⑧ 地域特性の視点 

 都市部と農山漁村の間の相違を始め、人口構造や産業構造、更には社会資源の状況など地域

の特性は様々であり、利用者のニーズ及び必要とされる支援策も異なることから、次世代育成

支援対策においては、各地方公共団体が各々の特性を踏まえて主体的な取り組みを進めていく

ことが必要である。 

 

 

第４節 計画の期間 

 

 本計画の期間は、平成17年度（2005年）から平成21年度（2009年）までの５年間とします。 
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第２章 計画の背景 

 

第１節 急速な少子化の進行 

 

 近年、日本の人口の年齢構成が大きく変化しており、戦後一貫して増加を続けていた人口は

平成18年（2006年）をピークに減少に転じると見込まれています。出生数は昭和46年～49年の

第二次ベビーブーム以降さらに減少傾向にあり、平成15年の合計特殊出生率は1.29にまで低下

しています。 

 また、総世帯数に占める単独世帯や核家族世帯（夫婦のみ、夫婦と未婚の子のみ、ひとり親

と未婚の子のみ等）の世帯の割合は増加しているのに対して、多世代が同居する三世代世帯の

割合は減少の傾向にあります。こうしたことから、世帯数が増加しているにもかかわらず、平

均世帯人員は減少の一途を辿っており、家族単位の規模が次第に縮小しています。 

 

図Ⅰ－１ 日本及び主要５か国の合計特殊出生率の推移 
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図Ⅰ－２ 人口増加数・人口増加率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 人口構造の変化 

 

 厚生労働省人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によれば、少子化にともない、わが国

の総人口は「中位推計」では、平成18（2006）年～平成20（2008）年にピークを迎えたあと、

減少に向かうことが推計されています。このうち、生産年齢人口（15～64歳）は、平成７（1995）

年を境に減少に転じますが、老年人口（65歳以上）はその後も増加を続け、平成62（2050）年

ころまでには、高齢者が総人口の32.2％を占めると推計されています。人口構造は、第２次ベ

ビーブーム期以降、出生数が年々減少しているため、近年は、すそが狭まった「ひょうたん型」

になりつつあります。このため、豊富な若い労働力に支えられて経済発展してきたわが国は、

大きな転換期を迎えることになります。 

 

図Ⅰ－３ 総人口に占める生産年齢別人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」 
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図Ⅰ－４ 日本の年齢階層別人口（人口ピラミッド） 

（平成14年10月１日現在） 
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第３節 子育て環境の変化 

 

 子どもの育つ環境としての家庭や地域社会は、核家族化や女性の社会進出、都市化の進展に

伴い、大きく変化してきています。 

 とくに、子育て期の家庭にとって、両親の就業により日中保護者が不在である、地域に一緒

に遊ぶ子どもがいない、地域の連帯意識の希薄化による子どもを見守る大人がいないなど、子

育ての不安は増大しています。 

 一方、子どもをもつ保護者の労働形態の変化や、学校の週５日制の流れに対して、家庭や地

域での受け皿が、未だ十分には整っていないという現実があります。このような状況の中で、

育児不安や孤立化、子どもの進学の悩み、養育費・教育費等経済的負担の増大、ゆとりの少な

い生活環境および子どもの生育に未知の不安を与える環境汚染など、心理的・身体的・経済的

な負担が高まってきています。 

 このため、多様化してきている子どもと子育てをめぐる住民のニーズに対応し、総合的に子

育てを支援するまちづくりが課題となっています。 

 

 

第４節 国の子育て支援の取り組み 

 

 国においては、中長期的に進めるべき総合的な少子化対策の指針である「少子化対策推進基

本方針」（平成１１年１２月１７日少子化対策推進関係閣僚会議決定）、「重点的に推進すべき

少子化対策の具体的実施計画について（新エンゼルプラン）」（平成１１年１２月１９日大蔵・

文部・厚生・労働・建設・自治６大臣合意）、「仕事と子育ての両立支援策の方針について」（平

成１３年７月６日閣議決定）に基づく「待機児童ゼロ作戦」等により、子育てと仕事の両立支

援を中心として、子どもを生み育てやすいようにするための環境整備に力点を置いて、様々な

対策を実施してきました。 

 しかし、平成１４年１月に発表された「日本の将来推計人口」によって、従来の少子化の主

たる要因であった晩婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新しい現象が見られ、

現状のままでは、少子化は今後一層進行すると予想されたことから、平成１４年９月には、厚

生労働省において「少子化対策プラスワン」を取りまとめ、保育に関する施策など「子育てと

仕事の両立支援」が中心であった従来の取り組みに加え、「男性を含めた働き方の見直し」、

「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自

立の促進」という四つの柱に沿って、総合的な取り組みを行ってきました。 

 また、これを踏まえ、平成１５年３月には、少子化対策推進関係閣僚会議において、「次世

代育成支援に関する当面の取組方針」を取りまとめ、あわせて、平成１５年３月には、地方公

共団体及び企業における１０年間の集中的・計画的な取り組みを促進するための「次世代育成

支援対策推進法案」及び地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉法の一部を改

正する法律案」を国会に提出し、同年７月に成立したところであります。 
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第５節 関連する計画の概要 

 
 本計画の上位に位置する計画及び関連する計画の概要は以下のとおりです。 

 

１．少子化対策推進基本方針および新エンゼルプラン 

 国は、平成11年12月に「少子化対策推進基本方針」を決定し、これに基づき「重点的に推進

すべき少子化対策の具体的実施計画」（新エンゼルプラン）を策定しました。この計画は、社

会全体の子育てに対する気運を醸成し、企業・職場、地域社会等の子育て支援への取り組みを

推進するもので、安心して出産や育児ができる環境づくりや家庭における子育てを基本とした

「子育て支援社会づくり」、子育て支援策における「子どもの利益」の最大限の尊重を基本と

しています。新エンゼルプランは、平成12年度から平成16年度までの５年間を目標年度として

います。 

 

２．福島県「新うつくしま子どもプラン」 

 福島県は、平成7年度に策定された「うつくしま子どもプラン」は平成12年度に最終年度を

迎え、平成13年3月に新たな見直しを加えた「新うつくしま子どもプラン」を策定しました。

この計画は、平成13年度から平成17年度までの5年間を計画期間とし、「安心して子どもを産み、

育てることができる環境づくり」「子どもが大切にされ、いきいきと育つことができる環境づ

くり」「社会全体で子育てを支援していく環境づくり」の3つの基本理念を掲げ、総合的な子育

て支援を図っています。 

 

３．第四次矢吹町総合振興計画 

 本町は、平成8年度に「第四次矢吹町総合振興計画」を策定し、「健全な人づくりをめざして」

「人間性豊かなくらしづくりをめざして」「地域に根ざした仕事づくりをめざして」「個性を

活かした町土基盤をめざして」「自然と共生する環境づくりをめざして」「町民と一体のまち

づくりをめざして」の6つの基本目標に基づき、「愛と夢を育み安心できるまち～さわやかな田

園都市・やぶき～」を目指して総合的なまちづくりを進めています。この計画は平成8年度か

ら平成17年度までの10年間を計画期間としています。 

 

４．矢吹町エンゼルプラン 

 本計画は、行政、地域、企業および学校など地域社会が一体となって町の児童育成に係る取

り組みを総合的に支援・推進していくために、平成15年３月、「矢吹町エンゼルプラン」を策

定されたものです。この計画は、国の「少子化対策推進基本方針」および「新エンゼルプラン」

の主旨を踏まえるとともに、福島県が策定した「新うつくしま子どもプラン」の考え方をもと

に、矢吹町の実状を反映させて策定されており、計画の基本理念を「“いきいきパパ・ママ”

“きらきら地域”で育てるやぶきっ子」とし、①男女共同参画の促進と地域による子育て支援

社会づくり、②子どもの人権と健やかな成長を守る、③安心・安全な子育て環境づくり、の３

つを基本方針としています。 

 この計画の計画期間は平成15年度から平成19年度までの５年間ですが、今回策定します「矢

吹町次世代育成支援行動計画」に引き継がれることになります。 
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第３章 矢吹町の概要 

 

第１節 人口と世帯数の推移 

 

１．人口の推移 

 国勢調査による昭和50年から平成12年までの人口の動向をみると、総人口は昭和50年から平

成7年にかけては増加を続け平成７年に19,075人に達しましたが、平成７年～12年の間は減少

に転じ平成12年現在の人口は18,892人となっています。年齢３区分別人口の推移をみると、平

成12年の年少人口は昭和50年と比較して978人（8.4％）減少し、総人口に占める割合は大きく

減少しています。また、生産年齢人口は1,368人の増加がみられるものの、総人口に占める割

合は2.0％減少しています。一方、老年人口は2,191人増加し、総人口に占める割合は急増

（10.4％増）しており、少子高齢化の傾向が顕著となっています。 
 

表Ⅰ－１ 年齢区分別人口の推移 

                                       （単位：人） 

 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 

総人口 16,308 17,578 18,249 18,642 19,075 18,892 

年少人口（0～14歳） 3,902 4,043 4,168 3,716 3,357 2,924 

生産年齢人口(15～64歳) 10,987 11,745 12,035 12,488 12,663 12,355 

老年人口（65歳以上） 1,419 1,790 2,046 2,438 3,055 3,610 

資料：国勢調査 

 

図Ⅰ－５ 年齢区分別人口構成比の推移 

 

                                      資料：国勢調査 
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２．世帯数と世帯人員の推移 

 世帯数と世帯人員の推移をみると、世帯数においては年々増加の傾向がみられるものの、一

世帯に占める平均人員数は減少の一途をたどっており、核家族化が進展していることが分かり

ます。 

 

表Ⅰ－２ 世帯数および一世帯あたりの人員の推移 

（単位：世帯、人） 

 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 

世帯数（世帯） 3,666 4,163 4,469 4,827 5,197 5,579 

一世帯に占める

平均人員（人） 
4.5 4.2 4.1 3.9 3.5 3.2 

資料：国勢調査 

 

図Ⅰ－６ 世帯数および一世帯あたりの人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  資料：国勢調査 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

世帯数（世帯） 一世帯に占める平均人員（人）（人） （％）



- 11 - 

第２節 出生数の推移 

 

 平成9年から平成14年までの出生数の推移をみると、160人台から180人台の間で推移してい

ます。 

 

表Ⅰ－３ 出生数の推移 

                                （単位：人） 

 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 

出生数（人） 188 168 182 180 171 177 

                                   資料：保健福祉課 

 

 

第３節 就業の状況 

 

 就業人口は総数、男女とも昭和60年～平成７年の間は増加で推移しましたが、平成７年～平

成12年の間はともに微減となり、平成12年の就業人口は町全体では9,732人、このうち男性は

5,633人、女性は4,099人となっています。男女の就労比率をみると、昭和60年と比較して男性

の就労比率が0.8％増加しています。 

 

表Ⅰ－４ 男女別就業人口の推移 

                                      （単位：人、％） 

 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 

就業者総数 （人） 9,020 9,496 9,772 9,732 

（人） 5,146 5,400 5,661 5,633 
男 性 

（％） 57.1 56.9 57.9 57.9 

（人） 3,874 4,096 4,111 4,099 
女 性 

（％） 42.9 43.1 42.1 42.1 

                                           資料：国勢調査 
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第Ⅱ編 子育て環境の現状と課題 
 

第１章 子育て支援の取り組み状況 
 

第１節 母子保健事業の状況 

 
 母子保健事業は、生涯を健やかに過ごせるよう小児期からの健康づくりを支援することを目

的に下表のとおり実施しており、乳幼児健診や健康教育・相談を通して、子どもの心身の発育

や障がいの早期発見等の保健指導に努めていると共に、育児不安の解消のため、妊産婦または

保護者同士のコミュニケーションの充実を図っています。 

 妊産婦一般健診をみると、平成15年前期の受診率は95％を越えたのに対して、後期では80％

台とにとどまりや受診率が減少しています。また、ママさん教室（生後2ヶ月の子どもを持つ

保護者対象の教室）への参加率は73.2％と、多くの母親の参加が得られています。訪問指導は

各年妊産婦と子どもの人数によって変動しており、平成15年度では136件となっています。乳

幼児健診の受診率は４ヶ月健診が約99％と高いのに対して、１歳３ヶ月・３歳児健診は約90％

にとどまっています。 
 

表Ⅱ－１ 母子保健事業の状況 
 

名  称 事業の内容 

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。 

妊婦教室 

・妊婦の健康診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ています 

・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

援しています 

・母親教室（ママさん教室、離乳食講習会）を実施しています。 

乳幼児健康診査 

・４ヶ月児、９～10ヶ月児、１歳半児、３歳児に健康診断を実施（各

年６回）。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

談を行っています。 

・歯科指導（９～10か月児健康相談、１歳６か月児健診、３歳児健

診） 

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っています。 

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。 

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 

予防接種 

・乳幼児対象（ツベルクリン反応検査・ＢＣＧ予防接種・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） 

資料：保健福祉課 
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表Ⅱ－２ 育児相談・交流の状況 
 

名   称 事 業 の 内 容 

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っています。 

育児教室 

 ママさん教室、のびのび教室、離乳食教室などの教室を矢吹町保

健福祉センターにて実施しています。 

 また、のびのび教室修了者の仲間作りとして、育児サークルの育

成を行っています。 

発達支援教室  すくすく教室を西白河郡町村合同で実施しています。 

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。 

資料：保健福祉課 

 

表Ⅱ－３ 妊産婦保健の状況 

（平成15年度現在 単位：回、人、％） 

種  別 実施回数 受診者 受診率 

前  期 1 154 96.8 
妊産婦一般健診 

後  期 1 137 83.5 

ママさん教室  108 73.2 

 

（平成15年度現在 単位：件） 

種  別 平成13年 平成14年 平成15年 

訪問指導 87 93 136 

資料：保健福祉課 

 

表Ⅱ－４ 乳児健康診査の状況 

（単位：％） 

種  別 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 

４ヶ月健診 受診率 97.1 96.1 93.0 98.7 98.7 

１歳６ヶ月健診 受診率 88.8 100.0 92.0 85.1 90.2 

３歳児健診 受診率 96.1 98.4 94.1 95.0 90.8 

資料：保健福祉課 
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第２節 保育園の状況 

 

１．保育園児の状況 

 町内には、町立保育園２ヶ所、認可外保育園１ヶ所が設置されており、平成16年４月１日現

在、ひかり保育園に119名、あさひ保育園に99名、すみれ保育園に29名が通園しています。園

児数の推移をみると、ひかり保育園とあさひ保育園では増加傾向にありますが、すみれ保育園

ではやや減少の傾向がみられます。定員に対する園児の比率（入園率）では、ひかり保育園、

あさひ保育園はともに100％を超える状況であるのに対して、すみれ保育園は６割弱となって

おり、町立保育園への入園希望が高いことがうかがえます。 

 

表Ⅱ－５ 保育園の園児数の推移 

（各年4月1日現在 単位：人、％） 

区  分 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 
平成16年 

入園率（％） 

ひかり保育園 76(70) 75(70) 91(90) 106(90) 119(110) 108.2 

あさひ保育園 69(90) 92(90) 101(90) 104(90) 99(90) 110.0 

すみれ保育園 38(50) 36(50) 34(50) 34(50) 29(50) 58.0 

注）（ ）内数値は定員 資料：保健福祉課 

 

表Ⅱ－６ 町立保育園児数の推移 

（各年4月1日現在 単位：人、％） 

区  分 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

（定員） （160） （160） （160） （160） （180） （180） （200） 

０歳児 7 7 9 11 15 9 16 

１歳児 17 18 20 22 31 33 29 

２歳児 28 25 27 32 35 45 48 

３歳児 40 44 27 41 37 41 47 

４歳児 25 27 31 26 46 41 39 

５歳児 21 25 31 35 28 41 39 

計 138 146 145 167 192 210 218 

資料：保健福祉課 

 

２．保育事業の状況 

① 乳幼児保育 

 ひかり保育園、あさひ保育園、すみれ保育園ともに1歳未満の乳幼児の受け入れを行ってお

り、ひかり保育園、あさひ保育園では生後６ヶ月児から、すみれ保育園では生後３ヶ月児から

受入れています。 
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② 延長保育・長時間保育 

 平成14年４月から、ひかり保育園、あさひ保育園において、通常の８時間の保育時間を超え

る長時間保育を実施しており、平日の朝は7：40から、夕方は6：00まで保育を行っています。

また、すみれ保育園では11時間の保育時間を超える延長保育を実施しており、平日の朝は7：

20から、夕方は8：00まで保育を行っています。 

 

③ 障がい児保育 

 あさひ保育園では、特別保育事業として障がい児保育を実施しており、申込み時に保育園で

面接のうえ、集団保育が可能なお子さんの受け入れを行っています。 

 

表Ⅱ－７ 保育園の受け入れ年齢および保育時間 

 

保育時間 
施 設 名 対象年齢 

平日 土曜日 

ひかり保育園 

あさひ保育園 
生後6ヶ月～小学校入学前 AM7:40 ～ PM6:00 AM7:40 ～ PM12:30 

すみれ保育園 生後3ヶ月～小学校入学前 AM7:20 ～ PM8:00 AM7:20 ～ PM 6:00 

資料：保健福祉課 

 

 

第３節 幼稚園の状況 

 

 平成16年５月１日現在、町内には、町立幼稚園が４園、私立幼稚園が１園設置されており、

町立幼稚園へは318名、私立幼稚園へは78名の園児が通園しています。定員に対する園児の状

況をみると、町立幼稚園ではいずれも定員に余裕があります。 

 

表Ⅱ－８ 幼稚園の幼児数の推移 

（各年５月1日現在 単位：人） 

区  分 定員 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

矢吹幼稚園 140 77 83 75 70 71 

中央幼稚園 210 80 117 117 125 132 

中畑幼稚園 140 63 54 60 66 74 

町
立 

三神幼稚園 140 63 61 54 52 41 

私
立 聖和幼稚園 40 84 85 74 85 78 

資料：教育委員会 
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第４節 小学校の状況 

 

 町内には矢吹小学校、善郷小学校、中畑小学校、三神小学校の計４つの公立小学校がありま

す。小学校の児童数は平成12年度以降減少を続けており、平成16年５月１日現在の小学校の総

児童数は1,083人となっています。各小学校別の児童の内訳をみると、矢吹小学校、善郷小学

校は一学年約60人程度であるのに対して、中畑小学校、三神小学校の児童数は20人～40人程度

と少ない傾向にあります。また、矢吹小学校、善郷小学校、三神小学校の３校では特殊学級が

設置されており、それぞれ教職員１名が置かれています。 

 

表Ⅱ－９ 小学校児童数の推移 

（各年５月１日現在 単位：人） 

区  分 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

小学校児童数 1,187 1,153 1,138 1,081 1,083 

資料：教育委員会 

 

表Ⅱ－10 小学校における児童数の内訳 

（平成16年５月１日現在 単位：人） 

児童・生徒数 
区  分 学級数 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 
計 

町立矢吹小学校 12 56 56 68 62 50 64 356 

町立善郷小学校 12 76 61 62 70 62 67 398 

町立中畑小学校 8 26 25 32 31 33 30 177 

町立三神小学校 6 26 20 26 24 32 24 152 

計 38 184 162 188 187 177 185 1,083 

資料：教育委員会 

 

表Ⅱ－11 特殊学級設置状況 

（単位：人） 

区  分 児童・生徒数 教職員数 

町立矢吹小学校 １ １ 

町立善郷小学校 １ １ 

町立三神小学校 ２ １ 

資料：教育委員会 
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第５節 放課後児童クラブの状況 

 

 現在矢吹町には、児童クラブが３ヶ所あり、いずれも小学校１年生から３年生までの小学校

低学年児童を対象に平日の放課後に小学校の空き教室を利用して実施しています。平成16年５

月現在の児童クラブの利用者数は、矢吹小児童クラブが28名（定員45名）、善郷小児童クラブ

は45名（定員45名）、中畑・三神小児童クラブは20名（定員30名）となっています。 

 

表Ⅱ－12 児童クラブの状況 

 

保育時間 
施 設 名 定員 対象年齢 

平 日 土曜日 

矢吹小児童クラブ 45名 

善郷小児童クラブ 45名 

中畑・三神小児童クラブ 30名 

小学校１年生～

３年生まで 

学校の放課後 

（午後６時まで） 

長期休業中 

（午前８時～午後６時） 

休 み 

資料：保健福祉課 

 

表Ⅱ－13 児童クラブの児童数の推移 

（各年５月１日現在 単位：人） 

施 設 名 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

矢吹小児童クラブ 34 27 34 28 

善郷小児童クラブ 34 37 41 45 

中畑・三神小児童クラブ   7 1100  2200  

資料：保健福祉課 
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第６節 生涯学習活動の状況 

 

 生涯学習活動については、中央公民館、地区公民館（矢吹東、矢吹西、中畑、三神）を拠点

として、町民一人ひとりのライフサイクルに合った各種講座を実施しています。そのうち、子

育て関連としては以下の活動を行っています。 

 

表Ⅱ－14 生涯学習活動一覧 

 

名   称 事 業 の 内 容 

子育て学習県民講座（幼稚園、小中

学校での実施） 

県委託事業 

子育てに関する講演会をＰＴＡなどを対象に開催する場

合、講師謝礼分を助成する。 

今後、保育園・保健福祉課事業等での利用促進を図る。 

家庭教育学級 

（乳幼児学級） 

料理･ミニ運動会・クリスマス会などを通して仲間づくり

や知識の習得を図る｡１～３歳児を持つ親を対象に毎月1

回実施｡ 

（かえるっぱ学級） 

家庭の味･子育て談義･教育講演会などで学ぶ｡小･中･高

校生を持つ親･家庭教育に関心の有る方を対象に毎月1回

実施｡ 

資料：教育委員会 

 

 

第７節 子どもの健全育成、各種体験学習の状況 

 

 子どもの健全育成事業または体験学習の提供の場として、町には中央公民館と地区公民館、

図書館、ふるさとの森芸術村、文化センター等が設置されており、これらの社会教育施設を拠

点として、以下の活動が行われています。この他、地域の少年団活動やスポーツ活動、地域の

祭りなどで子どもの地域参加を促進しています。 

 

表Ⅱ－15 文化活動一覧 

 

名   称 事 業 の 内 容 担当課 

芸術文化活動の充実 子ども音楽教室、音楽祭、絵画展、書写展 中央公民館 

絵画・陶芸教室 小学生から大人まで ふるさとの森芸術村 

少年劇場 小学生高学年対象の演劇鑑賞教室 文化センター 

演劇鑑賞教室 
小学校低学年、幼稚園、保育園児対象の演劇鑑

賞教室 
文化センター 
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表Ⅱ－16 各種少年団一覧 

 

名   称 活動内容 

スポーツ少年団活動 

矢吹、善郷、中畑、三神の４地区及び町内全域を対象としてスポーツ少

年団が設置されており、ソフトボールとミニバスケットのほか、サッカ

ー、空手の活動が行われています。 

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。 

 

 

表Ⅱ－17 スポーツ教室等 

 

名   称 事業の内容 担当課 

パークゴルフ 対象は子どもからお年寄まで 生涯学習課 

スポーツイベントの充実 中畑清旗争奪ソフトボール大会の実施 生涯学習課 

母子ソフト大会 子ども会育成会との共催事業 中央公民館 

 

 

表Ⅱ－18 地域の祭り・イベント 

 

開催月 名   称 場   所 

４月 さくら祭り 大池公園 

７月 真夏の夜の鼓動 大池公園 

８月 中畑清杯争奪ソフトボール大会 矢吹球場 

８月 矢吹音頭・踊り流し 商店街メインストリート 

10月 さわやか健康マラソン大会 役場前スタート 
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第８節 各種助成 

 

 家庭の子育てにかかる費用の負担軽減を図るため、町では国の制度などに基づき下記の助成

を行っています。 

 

表Ⅱ－19 保育および教育に関する各種助成制度 

 

名   称 事業の内容 担当課 

児童手当 
 小学校第３学年修了前の児童を養育していて、所得

が一定の額に満たない方に支給しています。 
保健福祉課 

児童特別扶養手当 

 20歳未満で精神又は身体に一定の障がいを有する児

童を監護する父親または母親に対して支給していま

す。 

保健福祉課 

児童扶養手当 

 離婚等により母子家庭となった場合、18歳までの児

童を監護している母（又は母にかわる養育者）で、所

得が一定の額に満たない方に支給しています。 

保健福祉課 

乳幼児・児童医療費助

成 

 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。 

保健福祉課 

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いない父

親又は母親とその児童と、父母のいない児童を対象

として、医療費の一部を助成しています。 

保健福祉課 

幼稚園就園奨励事業 
 保護者の所得状況に応じた保育料の減免や、幼稚

園就園奨励費補助を実施しています。 
学校教育課 

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や特殊学級

に就学する児童生徒の保護者に学用品費、修学旅行

費、給食費等を支給している。 

学校教育課 

 

 



- 21 - 

第９節 公園・子どもの遊び場の状況 

 

 公園は、総合公園１ヶ所、児童公園５ヶ所、農村公園３ヶ所、その他公園３ヶ所が設置され

ており、特に大池公園は憩いの場として多くの町民に利用されています。しかし、公園の大半

が矢吹町の中心部に集中し、他地域での整備が立ち遅れていることから、町では「矢吹町緑の

基本計画」に基づき、都市公園の適正な設置に考慮しながら、公園整備に取り組んでいます。 

 

表Ⅱ－20 公園の整備状況 

 

公 園 名 所 在 地 種   別 

大池公園 矢吹町大池地内 総合公園 

三城目農村公園 矢吹町三城目地内 農村公園 

神田農村公園 矢吹町神田南地内 農村公園 

田内農村公園 矢吹町東の内地内 農村公園 

大林公園 矢吹町中町地内 児童公園 

小松公園 矢吹町小町地内 児童公園 

ひまわり公園 矢吹町北町地内 児童公園 

新町公園 矢吹町新町地内 児童公園 

小池公園 矢吹町善郷内地内 児童公園 

三角点公園 矢吹町牡丹平地内 普通公園 

赤沢中央公園 矢吹町赤沢地内 普通公園 

三十三観音史跡公園 矢吹町滝八幡地内 普通公園 

矢吹町総合運動公園（仮称） 検討中 総合運動公園 

資料：都市計画課 
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第10節 休日医療・緊急医療の状況 

 

 本町では、町内の医療機関の協力により祝祭日および日曜日の診療を実施しており、休日急

患診療は町内14ヶ所の医院、病院（内科、整形外科、小児科、歯科）、夜間などの救急医療は

（財）会田病院にて対応しています。 

 

表Ⅱ－21 休日在宅当番医 

 

医療機関名 診療時間 

緊急医療 （財）会田病院 
年中（救急指定病院） 

24時間 

おおほりクリニック 

きたむら整形外科 

（医）小針医院 

樋口小児クリニック 

休日医療 

（輪番制） 

（医）渡部病院 

日曜・祝祭日 

午前9時～午後4時 

 

医療機関名 診療時間 

岩谷歯科医院 

国馬歯科医院 

酒井歯科医院 

佐久間歯科医院 

すずき歯科医院 

高久歯科医院 

たまち歯科医院 

休日医療（歯科） 

（輪番制） 

和田歯科医院 

日曜・祝祭日 

午前９時～午後４時 

資料：保健福祉課  
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項目
件数
（人）

構成比
（％）

1 祖父 111 42.7

2 祖母 120 46.2

3 曾祖父 16 6.2

4 曾祖母 34 13.1

5 その他 31 11.9

6 誰もいない 126 48.5

無回答 2 0.8

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40 50 60

構成比（％）

第２章 アンケート調査結果からみた矢吹町の子育て環境 

 

第１節 アンケート調査の概要 

 

 本計画策定の基礎資料とするため、０歳から２歳までの就学前児童をもつ保護者に対しアン

ケート調査を行い、子育て支援に関する生活実態を把握するとともに、子育てに関する意見の

収集を行った。 

 

＜回収状況＞ 

①標本数 486票 

②回収票 260票（53.5％） 

③回収不能 226票（46.5％） 

 

 

第２節 子育てをする親の状況 

 

１．保護者と子ども以外の同居家族 

 保護者以外の同居家族は、「誰もいない」という割合が48.5％で、半数近くを占めている。

「祖母」との同居率は46.2％、「祖父」については42.7％となっている。 

 同居家族から家族構成を求めると、「3世代以上世帯」が50.0％、「夫婦と子ども世帯」は

46.9％でほぼ同数となっている。また「母子のみ・父子のみ」の世帯は1.5％となっている。 

 

図Ⅱ－１ 保護者と子ども以外の同居家族（ＭＡ） 
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51.5 47.7 0.8

できる できない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=132

27.0 17.8 2.7 7.3 4.20.8 38.6 0.4

常勤の
勤め人

パート・
アルバイト

契約社員・
派遣社員

自営業・
家族従業

在宅勤務
・内職

農・林業 無職 その他

1.2

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=259

46.9 1.5 50.0 0.8

夫婦と子ども世帯 母子のみ、父子のみ ３世代以上世帯 その他の世帯

0.8

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=260

図Ⅱ－２ 家族構成（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．同居家族による保育 

 祖父母など保護者以外の同居家族がいる世帯のうち、同居家族による保育が「できる」とい

う割合は51.5％、「できない」は47.7％となっており、同居者がいても半数近くは保育できな

い状況にある。 

 

図Ⅱ－３ その他の同居家族による保育（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．母親の就労形態 

 母親の就労形態は、「無職」が最も多く38.6％、次いで「常勤の勤め人（正社員、正職員）」

が27.0％、「パート・アルバイト」が17.8％などの順となっている。 

 

図Ⅱ－４ 母親の就労形態（ＳＡ） 
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79.5 1.63.2 12.4

常勤の
勤め人

パート・
アルバイト

契約社員
・派遣社員

自営業・
家族従業

在宅勤務
・内職

1.6

農・林業 無職 その他

1.2

無回答

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=249

1.6 67.1 23.7 6.0

実際に育児休業を
取得した

1.6

同じ職場に育児休業
した男性職員はいる

誰も取得していない わからない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=249

４．父親の就労形態 

 父親の就労形態は、「常勤の勤め人（正社員、正職員）」が79.5％、「自営・家族従業」が12.4％、

「契約社員・派遣社員」が3.2％などの順となっている。 

 

図Ⅱ－５ 父親の就労形態（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．父親の職場の育児休業取得状況 

 父親の育児休業取得については、「実際に育児休業を取得した」という父親は1.6％、「自分

は取得しなかったが、同じ職場内に育児休業した男性職員はいる」という回答も1.6％みられ

た。しかし、「誰も取得していない」が最も多く67.1％を占め、まだ一般的には取得が難しい

状況にある。 

 

図Ⅱ－６ 父親の職場の育児休業所得状況（ＳＡ） 
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項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 公立保育園に通っている 55 21.2

2 私立保育園に通っている 9 3.5

3 私立幼稚園に通っている 5 1.9

4 無認可保育施設に通っている 7 2.7

5 ベビーシッターや家政婦が面倒をみている 0 0.0

6 事業所内の保育施設に通っている 4 1.5

7 就園前なので母親や家族が面倒をみている 170 65.4

8 その他 8 3.1

無回答 4 1.5

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

構成比（％）

サンプル
数

公立保育
園に通っ
ている

私立保育
園に通っ
ている

私立幼稚
園に通っ
ている

無認可保
育施設に
通ってい

る

ベビー
シッター
や家政婦
が面倒を
みている

事業所内
の保育施
設に通っ
ている

就園前な
ので母親
や家族が
面倒をみ
ている

その他 無回答

260 55 9 5 7 0 4 170 8 4

100.0 21.2 3.5 1.9 2.7 0.0 1.5 65.4 3.1 1.5

37 0 1 0 1 0 0 34 1 1

100.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 91.9 2.7 2.7

92 15 5 0 2 0 2 66 3 0

100.0 16.3 5.4 0.0 2.2 0.0 2.2 71.7 3.3 0.0

118 37 3 3 4 0 2 63 4 2

100.0 31.4 2.5 2.5 3.4 0.0 1.7 53.4 3.4 1.7

13 3 0 2 0 0 0 7 0 1

100.0 23.1 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 53.8 0.0 7.7

上段：件数（件）、下段：構成比（％）

子
ど
も
の
年
齢

全体

０歳

１歳

２歳

無回答

第３節 児童の保育状況と保育ニーズ 

 

１．普段の保育状況 

 平日の過ごし方は、「就学前なので母親や家族が面倒をみている」が最も多く65.4％、次い

で「公立保育園に通っている」が21.2％、「私立保育園に通っている」が3.5％などの順になっ

ている。 

 子どもの年齢別にみると、公立または私立保育園を利用している割合は、0歳で2.7％、1歳

で21.7％、2歳では33.9％と約3人に1人となっている。 

 また、無認可保育施設の利用は0歳からみられる。 

 

図Ⅱ－７ 利用している保育サービス（MＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－８ 子どもの年齢別最も利用している保育サービス（ＳＡ） 
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項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 町立保育園 94 36.2

2 町立幼稚園 83 31.9

3 私立幼稚園 8 3.1

4 認証・認定の保育施設 7 2.7

5 家庭福祉員（保育ママ） 9 3.5

6 事業所内保育施設 9 3.5

7 その他認可外保育施設 0 0.0

8 ベビーシッター／家政婦 1 0.4

9 ファミリーサポートセンター 16 6.2

10 その他 1 0.4

11 特にない 19 7.3

無回答 13 5.0

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40

構成比（％）

17.3 23.1 45.8 13.8

ほぼ毎週利用したい 月１～２回利用したい 利用希望はない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=260

２．保育ニーズ 

 今後の希望は「町立保育園」が最も多く36.2％、次いで「町立幼稚園」が31.9％と高く、町

立の施設への希望が高くなっている。 

 

図Ⅱ－９ 希望する施設・事業（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．土曜日の保育ニーズ 

 土曜日の保育ニーズは、「ほぼ毎週利用したい」が17.3％、「月1～2回利用したい」が23.1％

となっており、合わせると40.4％が利用希望している。 

 

図Ⅱ－10 土日の保育サービス利用希望（ＳＡ） 
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3.8 11.5 67.7 16.9

ほぼ毎週利用したい 月１～２回利用したい 利用希望はない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=260

項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 父親または母親が仕事を休んだ 62 84.9

2 （同居人を含む）親族・知人に預けた 38 52.1

3 保育サービスを利用した 0 0.0

4 仕方なく子連れで仕事をした 7 9.6

5 仕方なく子どもだけで留守番させた 0 0.0

6 就労してない保護者が自宅でみた 8 11.0

7 その他 2 2.7

無回答 1 1.4

サンプル数 73 100.0

0 20 40 60 80 100

構成比（％）

35.5 56.5 8.1

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難でもない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=62

４．日曜・祝日の保育ニーズ 

 日曜・祝日の保育ニーズは、「ほぼ毎週利用したい」が3.8％、「月1～2回利用したい」が

11.5％で、合わせると15.3％が利用を希望している。 
 

図Ⅱ－11 日曜・祝日の保育サービスの利用希望（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

５．子どもが急病になったときの家族の対応 

 対応については、「父親または母親が仕事を休んだ」が最も多く84.9％、次いで「親族・知

人に預けた」が52.1％、「就労してない保護者が自宅でみた」が11.0％などの順となっている。 
 

図Ⅱ－12 対処方法（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．対応の困難度 

 父親や母親が仕事を休むことは、「非常に困難」が35.5％、「どちらかというと困難」が

56.5％となっている。 
 

図Ⅱ－13 父親または母親が仕事を休むことの困難度（ＳＡ） 
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75.8

35.8

10.4

3.5

0.8

10.0

19.6

0.4

11.9

40.8

39.2

23.1

26.9

21.5

59.6

28.5

9.2

20.4

46.9

69.6

68.8

65.0

18.1

66.9

3.1

3.1

3.5

3.8

3.5

3.5

2.7

4.2

利用したことがある
利用したことはないが

知っている
知らない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

①乳幼児健康診査・相談（260）

②育児教室、育児学級（260）

③保健センターの情報・相談サービス（260）

④家庭教育に関する学級・講座（260）

⑤教育相談センター・教育相談室（260）

⑥保育園や幼稚園の園庭の開放（260）

⑦図書館のおはなし会（260）

⑧家庭児童相談室（260）

第４節 子育て支援サービスの評価と利用意向 

 

１．認知度 

 子育て支援に関するサービスの認知度は、「利用したことがある」と「利用したことはない

が知っている」を合わせた割合は、①乳幼児健康診査・相談が最も高く87.7％、次いで⑦図書

館のおはなし会が79.2％、②育児教室、育児学級が76.6％などの順となっている。 

 

図Ⅱ－14 子育て支援サービスの認知度（ＳＡ） 
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3.4

3.5

3.8

3.9

4.0

3.7

3.9

5.0

※満足度：「満足」５点、「普通」３点、「不満」１点の平均

27.9

31.2

51.9

44.4

50

38.5

51.0

100.0

64.0

62.4

29.6

55.6

50.0

38.5

35.3

7.6

5.4

14.8

7.7

7.8

0.5

1.1

3.7

15.4

5.9

満足 普通 不満 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

①乳幼児健康診査・相談（197）

②育児教室、育児学級（93）

③保健センターの情報・相談サービス（27）

④家庭教育に関する学級・講座（9）

⑤教育相談センター・教育相談室（2）

⑥保育園や幼稚園の園庭の開放（26）

⑦図書館のおはなし会（51）

⑧家庭児童相談室（1）

２．満足度 

 各種子育て支援サービスについて、「満足」を5点、「普通」を3点、「不満」を2点として加重

平均で評価をみると、最も満足度が高かったのは⑧家庭教育相談室で5.0点（ただし回答者1

人）、次いで⑤教育相談センター・教育相談室が4.0点（ただし回答者2人）、図書館のおはなし

会が3.9点などの順となっている。 

 

図Ⅱ－15 子育て支援サービスの満足度（ＳＡ） 
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80.4

61.2

56.9

40.8

41.5

61.9

54.6

41.5

4.6

13.1

8.5

20.0

17.7

5.8

15.4

18.8

15.0

25.8

34.6

39.2

40.8

32.3

30.0

39.6

利用したい 利用したくない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

①乳幼児健康診査・相談（260）

②育児教室、育児学級（260）

③保健センターの情報・相談サービス（260）

④家庭教育に関する学級・講座（260）

⑤教育相談センター・教育相談室（260）

⑥保育園や幼稚園の園庭の開放（260）

⑦図書館のおはなし会（260）

⑧家庭児童相談室（260）

３．利用意向 

 今後利用意向が最も高い子育て支援サービスは「乳幼児健康診査・相談」で80.4％、次いで

「保育所や幼稚園の園庭の開放」が61.9％、「育児教室、育児学級」が61.2％などの順となっ

ている。 

 

図Ⅱ－16 子育て支援サービスの利用意向（ＳＡ） 
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項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 公園や遊び場が近くにない 95 36.5

2 雨や雪の日の遊び場がない 106 40.8

3 広さが十分でない 15 5.8

4 遊具が充実していない 45 17.3

5 遊具が古くて危険である 29 11.2

6 清掃がされておらず不衛生である 37 14.2

7 自然が少ない 4 1.5

8 周辺の環境が悪くて安心して遊べない 19 7.3

9 遊び場が危険である 33 12.7

10 その他 6 2.3

11 特にない 10 3.8

無回答 27 10.4

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40 50

構成比（％）

29.2 4.6 4.2 3.5 52.7 5.8

病院が近くにない
不安を相談

する人がいない
職場の理解がない その他 特になし 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=260

４．家の近くの遊び場について 

 家の近くの遊び場についての意見は、「雨や雪の日の遊び場がない」が最も多く40.8％、次

いで「公園や遊び場が近くにない」が36.5％、「遊具が充実していない」が17.3％などの順と

なっている。 

 

図Ⅱ－17 家の近くの遊び場について（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 子育ての悩みや不安 

 

１．出産時の困りごと 

 出産時の困り事は「特になし」が52.7％で半数を超えているが、具体的な困りごととしては

「病院が近くにない」が最も多く29.2％、次いで「不安を相談する人がいない」が4.6％など

の順となっている。 

 

図Ⅱ－18 出産の困りごとについて（ＳＡ） 
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8.3 16.7 50.0 16.7 8.3

妊婦教室 両親学級 保健師の訪問 その他 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=12

項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 病気や発育に関すること 61 23.5

2 食事や栄養に関すること 43 16.5

3 遊ばせ方やしつけに関すること 79 30.4

4 子どもの養育費など経済的なこと 60 23.1

5 子ども部屋の確保など住宅に関すること 29 11.2

6 子育てが精神的に負担になっていること 9 3.5

7 町の保育情報が入手しにくいこと 45 17.3

8 その他 5 1.9

9 特にない 44 16.9

無回答 19 7.3

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40

構成比（％）

２．あったらよいと思うサービス 

 相談する人がいないと答えた12人について、あったら良いと思うサービスを質問したところ、

「保健師の訪問」が最も高く50.0％となっている。 

 

図Ⅱ－19 あったら良いと思うサービス（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子育ての悩み 

 子育ての悩みは、「遊ばせ方やしつけに関すること」が最も多く30.4％、次いで「病気や発

達に関すること」が23.5％、「子どもの養育費など経済的なこと」が23.1％などの順となって

いる。 

 

図Ⅱ－20 子育ての悩み（ＭＡ） 
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項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 身内（親、配偶者、兄弟姉妹など） 225 86.5

2 近所の人 22 8.5

3 職場の人、知人、友人 160 61.5

4 医師 33 12.7

5 保健師（保健センター） 24 9.2

6 保育園の保育士や幼稚園の先生 53 20.4

7 専門のカウンセラー 5 1.9

8 育児書・育児雑誌 53 20.4

9 その他 3 1.2

10 誰にも相談しない 7 2.7

無回答 1 0.4

サンプル数 260 100.0

0 20 40 60 80 100

構成比（％）

項目
件数

（人）
構成比
（％）

1 身内（親、配偶者、兄弟姉妹など） 189 72.7

2 隣近所の人、知人、友人 160 61.5

3 子育てサークルの仲間 14 5.4

4 保育園、幼稚園 76 29.2

5 役場（保健センターなど） 21 8.1

6 広報紙やパンフレット 33 12.7

7 テレビやラジオ、新聞 53 20.4

8 育児書・育児雑誌 117 45.0

9 インターネット 18 6.9

10 その他 2 0.8

11 情報の入手方法がわからない 9 3.5

無回答 4 1.5

サンプル数 260 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

構成比（％）

４．子育ての悩みの相談相手 

 子育ての悩みの相談相手は、「身内（親、配偶者、兄弟姉妹など）」が最も多く86.5％、次い

で「職場の人、知人、友人」が61.5％、「保育所の保育士や幼稚園の先生」が20.4％などの順

となっている。 
 

図Ⅱ－21 子育ての悩みの相談相手（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．子育ての情報の入手先 

 子育て情報の入手先は、「身内（親、配偶者、兄弟姉妹など）」が最も多く72.7％、次いで「隣

近所の人、知人、友人」が61.5％、「育児書・育児雑誌」が45.0％などの順となっている。 

 

図Ⅱ－22 子育ての情報の入手先（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．子育てサークルの参加状況 
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6.5

10.8

6.5

5.1

8.5

8.1

5.4

9.3

38.5

29.7

44.6

38.1

44.2

51.4

39.1

45.8

2.3

4.3

1.7

現在子育てサークルに
参加している

現在は参加していない
知っていたが

参加したことはない
子育てサークルを

知らなかった
無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体(260)

０歳(37)

１歳(92)

２歳(118)

 子育てサークルについては「子育てサークルを知らなかった」という割合が最も多く44.2％

にのぼる。 

 「現在参加している」は6.5％、「以前参加したことがある」は8.5％で、合わせると15.0％

が参加経験者となっている。 

 子どもの年齢別に参加状況をみると、0歳で参加率が最も高く10.8％で、その後年齢が高く

なるにつれ参加率が低下している。また、2歳においても子育てサークルを知らないという割

合が45.8％にものぼり、年齢と関わりなく認知度は低い。 

 

図Ⅱ－23 子育てサークルへの参加状況（SA） 

 

 

図Ⅱ－24 子どもの年齢別子育てサークルへの参加状況（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 8.5 38.5 44.2 2.3

現在、子育てサークル
に参加している

以前参加したことがある
が現在は参加していない

知っていたが
参加したことはない

子育てサークルを
知らなかった

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=260



- 36 - 

24.1 28.3 45.6 2.1

参加したい 参加したいと思わない わからない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

n=237

24.1

36.4

24.4

20.9

28.3

27.3

25.6

28.2

45.6

33.3

48.8

48.2

2.1

3.0

1.2

2.7

参加したい 参加したいと思わない わからない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体(237)

０歳(33)

１歳(82)

２歳(110)

７．子育てサークルへの参加意向 

 今後の参加意向については、「参加したい」が24.1％、「参加したいと思わない」が28.3％で

参加希望者を上回っている。 

 子どもの年齢別にみると、0歳の参加希望率が高く36.4％となっている。 

 

図Ⅱ－25 子育てサークルへの参加意向（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－26 子どもの年齢別子育てサークルへの参加意向（ＳＡ） 
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第６節 エンゼルプラン策定時のアンケート調査結果の概要 

 
 「矢吹町エンゼルプラン」（平成15年３月）策定時に行ったアンケート調査結果を参考とし

て以下に示します。 

 

◇ お子さんと家族・本人の状況について 

●調査対象となった子どもの性別については、就学前児童・小学校低学年児童ともに男の子がやや多い傾

向にあった。また、年齢や学年は就学前児童で4歳～5歳の比率がやや高く、小学校低学年児童は1年生～

3年生の児童の人数が概ね均等な割合となっている。 

●一般調査の対象となった方の性別や年齢については、女性の割合が高く、20代～40代までの幅のうち、

特に40代の回答が最も多く得られた。 

●児童の保護者について年齢をみると、就学前児童の保護者は父親・母親ともに「30～34歳」の30代前半

の割合が最も高く、小学校低学年児童の保護者は父親・母親ともに「35～39歳」の30代後半の割合が最

も高くなっている。 

●世帯の状況をみると、就学前児童・小学校低学年児童・一般ともに「親子だけ（2世代世帯）」「3世代・4

世代世帯」などが4割を占め、核家族世帯と多世代同居世帯の比率の差は小さい。また、就学前児童・小学

校低学年児童では一般と比較して「親子だけ（2世代世帯）」の割合が若干高い傾向にあり、いずれも「26

～29歳」の年代で核家族の割合が最も高く、多世代同居世帯は30代後半～40代後半の年代で割合が高くな

っている。小学校低学年児童では、よりはっきりと年代による世帯状況の変化が表れており、20代～30代

では核家族、40代では多世代同居の傾向が高いことから、子どもが幼い時期と思われるころに核家族であ

る場合が多いことが分かる。（参考／図表1・2） 

 

図Ⅱ－27 年代別世帯状況（就学前児童） 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

親子だけ 3世代･4世代世帯 その他 無回答

親子だけ 0.0 35.3 50.8 44.6 45.8 41.9 

3世代･4世代世帯 0.0 58.8 41.5 42.1 44.6 48.4 

その他 0.0 5.9 6.2 9.9 7.2 9.7 

無回答 0.0 0.0 1.5 3.3 2.4 0.0 

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40歳以上

父親父親父親父親

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

親子だけ 3世代･4世代世帯 その他 無回答

親子だけ 0.0 40.9 52.0 41.2 44.6 51.7 

3世代･4世代世帯 100.0 40.9 39.2 43.8 50.8 37.9 

その他 0.0 18.2 7.8 11.8 3.1 10.3 

無回答 0.0 0.0 1.0 3.3 1.5 0.0 

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40歳以上

母親母親母親母親
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図Ⅱ－28 年代別世帯状況（小学校低学年児童） 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

親子だけ 3世代･4世代世帯 その他 無回答

親子だけ 0.0 61.5 50.0 47.1 43.4 38.3 50.0 

3世代･4世代世帯 0.0 30.8 45.7 42.9 49.6 57.4 25.0 

その他 0.0 7.7 4.3 7.9 4.4 4.3 0.0 

無回答 0.0 0.0 0.0 2.1 2.7 0.0 25.0 

24歳以下 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

父親父親父親父親

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

親子だけ 3世代･4世代世帯 その他 無回答

親子だけ 0.0 62.1 50.0 48.3 42.2 40.0 40.0 

3世代･4世代世帯 0.0 31.0 41.2 42.3 51.1 60.0 20.0 

その他 0.0 6.9 5.4 7.4 4.4 0.0 0.0 

無回答 0.0 0.0 3.4 2.0 2.2 0.0 40.0 

24歳以下 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

母親母親母親母親

 

 

●保護者の状況をみると、ほぼ9割が「両親」となっている。また、片親である場合は、就学前児童では0.8％、

小学校低学年児童では2.3％であり、小学校低学年児童にやや割合が高い傾向が窺（うかが）える。 

●一般の回答者の結婚経験と出産経験の状況をみると、9割の人が結婚・出産を経験している。 

●保護者の初婚年齢をみると、就学前児童・小学校低学年・一般ともに、女性では「20～24歳」、男性では

「25～29歳」である場合が多い。厚生労働省の調べでは、夫は「25～29歳」、妻は「25～29歳」に結婚す

る場合が多いことを示しており、矢吹町の女性の初婚年齢はやや年少寄りであることが分かる。（参考／

図表3） 

●子どもの人数をみると、就学前児童・小学校低学年児童・一般ともに、子どもの数は「2人」という家庭

が多い。また、国立社会保障・人口問題研究所『第11回出生動向基本調査』では、母親の初婚年齢が高

いほど、出生児数が少ないという結果が出されており、アンケートの結果をこれに当てはめてみると、

「20歳未満」や「20～24歳」など母親の初婚年齢が若いほど、子どもの平均人数が比較的高くなってい

ることが分かる。（参考／図表4・5） 

 

調査結果において、少子化や晩婚化の正確な動向をみることは困難であるものの、子ども

が幼い時期に核家族である場合が多いことから、親類が近くに住んでいない、または共働き

である若い父親・母親の存在が考えられる。このような、親からの情報や保育に欠ける若い

親を見落とすことなく、地域住民が一体となって子育て支援をしていけるよう、相談・教育

体制や子育て環境を充実していく必要がある。 
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表Ⅱ－22 夫妻の年齢階級別にみた初婚率（人口千対）の年次推移 

年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年

　～１９歳 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 2 2.3 2.5 2.5 2.8

２０～２４ 42 46.4 35 30.7 26.8 27.4 27 27.5 26.3 27.6

２５～２９ 100.6 79.9 72.1 73.6 68 65.7 60.4 59.7 56.5 58.1

３０～３４ 24.3 22.8 26.4 30.5 33.3 34.8 31.6 31.6 30.1 30.9

３５～３９ 3.5 3.4 4.1 6.5 8.2 11 10.7 10.8 10.6 11.1

４０～４４ 0.9 0.8 0.8 1.2 2 3 3.1 3.3 3.3 3.5

４５～４９ 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 1 1.1 1.2 1.3

　～１９歳 7.5 6.3 5.2 5 4.6 4.7 4.9 5.3 5.4 5.9

２０～２４ 100.4 102.7 85.4 70 54.4 48.9 45.2 44.9 42.3 43.4

２５～２９ 45.9 48 53.5 65 68.7 70.6 66 66.2 63.4 65.3

３０～３４ 6.3 6.2 7.7 9.3 12.7 18.5 18.6 19.6 19.9 21.9

３５～３９ 2.3 1.9 1.8 2.2 2.5 3.8 4.2 4.5 4.6 5.3

４０～４４ 1.1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1.1

４５～４９ 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

妻（女子人口千対）

夫（男子人口千対）

 

資料：厚生労働省 人口動態統計年報 

表Ⅱ－23 出生動向調査による妻の初婚年齢別完結出生児数 
 

妻の初婚 第８回 第９回 第10回 第第第第11111111回回回回
年齢 (1982年) (1987年) (1992年) ((((1997199719971997年年年年))))

19歳未満 2.50  2.46 ＊ ＊
19～20歳 2.34  2.38 2.51 2.35
21～22歳 2.27  2.28 2.25 2.34
23～24歳 2.25  2.15 2.27 2.21
25～26歳 2.22  2.15 2.15 2.24
27～28歳 2.09  2.03 2.20 2.15
29～30歳 1.89  1.85 1.81 1.78
総    数 2.23人 2.19 2.21 2.21

平均初婚年齢 23.4歳 23.4 23.7 24.3

  注：初婚年齢31歳以上は標本数が標本数が少ないため省略。ただし、
       総数には含まれる。＊印は当該標本数が20未満のもの。

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所『第11回出生動向基本調査 

（結婚と出産に関する全国調査）』 

 

表Ⅱ－24 就学前児童・小学校低学年児童の母親の初婚年齢別子ども数 
 

 

20 歳未満 60 2.50 
20～24 歳 383 2.32 
25～29 歳 278 1.91 
30～34 歳 60 2.22 
35～39 歳 15 1.73 
40 歳以上 1 3.00 

全体 797 2.17 

妻の初婚年齢 サンプル数 子どもの平均人数 

 

注：「4人以上」の回答はすべて“4人”とみなして算出した。 
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◇ 保育状況について 

●子どもの保育先は「幼稚園」や「保育園」が主な保育先となっている。子どもを預け始める年齢は、保

育園では「1歳」、幼稚園では「3歳から」が多いが、無認可保育所やベビーシッターや家政婦などに預け

始めた年齢をみると、「産休明けから」の割合が比較的高くなっている。 

●保育園に望むことについてみると、「保育料の軽減」「一時的保育の充実」「延長保育の充実」などに関心

が高いことが分かる。乳児保育の希望は8.1％と割合は低い傾向にあった。また、施設の充実や保育士の

人・質の向上などへの関心は保育サービスよりは低く1割強程度となっている。延長保育については、早

朝の開園時刻よりも夕方の閉園時間の延長を希望する人が多く、1～2時間程度の延長を望む場合が多い。 

●保育所に通っている人以外における保育所に通っていない理由については、子どもが小さいうちは家庭

で育てたい人が最も多いが、保育園よりも保育料が安いなど経済的問題による人も少なくない。また、

「産休明け・0歳児を受入れてもらえないから」「開園時間・曜日と勤務時間帯が合わないから」「保育園

に定員の空きがなかったから」など潜在的に保育園の利用希望があると思われる人は27.2％を占めてい

た。 

 

保育所に子どもを預ける年齢については、乳児保育を希望する割合が低いことから、今の

現状に概ね満足しているといえるが、保育園の保育料や保育の内容については、検討・充実

を図っていく余地がある。また、保育内容の充実を図る際には、単純に1～2割を占める潜在

的な保育園以外の保育状況にある人の保育園の利用希望のサービス利用が予想されるため、

さらなる需要増加に対応できるよう、保育園だけでなく、幼稚園や地域の子育て支援等の保

育展開についても考えていく必要がある。 
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◇ 子どもの放課後の居場所・児童館・放課後児童クラブについて 

●子どもの放課後の過ごし方をみると、平日・土曜日・日曜日ともに自宅で家族と一緒にいたという子ど

もが多く、平日よりも土曜日・日曜日に一層一緒に過ごしている割合が高く、家族で外出する割合も同

様に高くなっている。また、子どもの図書館や公民館等の公共施設の利用は土曜日・日曜日にやや利用

が高い傾向にあり、休日における施設の充実が必要となっている。この他、学習塾に通っている子ども

は平日に多く28.6％、放課後児童クラブに通っている子どもは14.5％程度となっている。 

●児童館の認知度は高く、就学前児童・小学校低学年児童の保護者ともに約6割の人が知っていると回答し

た。また、利用の意向は7割強を占めており、自宅近くにあれば利用したいと思っている人が多い傾向に

ある。 

●放課後児童クラブについては、就学前児童で5割、小学校低学年児童で4割の利用希望がある状況となっ

ている。利用したい曜日等については、保護者が家を空けることの多いと思われる平日に最も希望の割

合が高い。また、同様に夏休みや冬休み等の利用もほぼ4割近くの希望があり、土日・祝日の利用希望の

割合が低いことから、長期休業期間中についても平日の利用希望が高いと思われる。 

●放課後児童クラブを利用したい時間帯については、平日の開始時間は午後1時から、終了時間は現状のま

まの午後6時までの割合が最も高かった。また、長期休業期間中の希望時間は、開始時間は午前中から、

終了時間は平日と同様に現状のままの午後6時までの割合が最も高い。 

●今後放課後児童クラブの利用意向があり、主な保護者が現在就労中、または今後就労希望のある場合、

その子どもが放課後に保護者以外と一緒、あるいは一人で過ごしている場合（クラブ活動や学習塾を除

く）についてを放課後児童クラブの潜在的な利用者と見なすことができ、平日では約3割、土曜日では2

割、日曜日は1割強の潜在的ニーズがある。（参考／図表6） 

 

児童館の認知度は割合に高く利用意向も多くあることから、今後の児童館の関する検討が

必要とされている。また、放課後児童クラブについても、長期休業期間中の利用を考慮しな

がらサービスを提供をしていくことが望ましいと思われる。 

 

表Ⅱ－25 放課後児童クラブが必要と思われる人数（割合） 

全体 ﾍﾞﾋﾞｰｼｯ
ﾀｰ･家政
婦等と一
緒にいた

同居して
いない親
族や知人
宅にいた

子ども達
だけで家
や近所で
過ごした

放課後児
童クラブ
にいた

図書館･
公民館等
の公共施
設にいた

ひとりで
過ごして
いた

その他 放課後児
童クラブ
が必要と
思われる
人数／割
合

平日放課後の過ごし方 448 0 24 31 59 6 10 11 141
100.0 0.0 14.0 18.1 34.5 3.5 5.8 6.4 31.5

全体 ﾍﾞﾋﾞｰｼｯ
ﾀｰ･家政
婦等と一
緒にいた

同居して
いない親
族や知人
宅にいた

子ども達
だけで家
や近所で
過ごした

図書館･
公民館等
の公共施
設にいた

ひとりで
過ごして
いた

その他 放課後児
童クラブ
が必要と
思われる
人数／割
合

土曜日の過ごし方 448 0 39 31 12 6 9 97
100.0 0.0 22.8 18.1 7.0 3.5 5.3 21.7

日曜日の過ごし方 448 1 35 21 13 2 1 73
100.0 0.6 20.5 12.3 7.6 1.2 0.6 16.3

就労中（希望がある）／放課後児童クラブを利用したい人

就労中（希望がある）／放課後児童クラブを利用したい人
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◇ 就労状況について 

●普段子どもをみている人は母親が多く、父親がみている場合は1％に満たない結果となっている。 

●就学前児童では5割、小学校低学年児童では6割が共働きの家庭で、女性の多くが働いていることが分か

る。就労形態では就学前児童・小学校低学年ともにフルタイムで働く勤め人は2割程度、パート・アルバ

イトや自営業等は合わせて3割～4割となっている。一週間の就労日数は5日が多い。また、仕事をしてい

ない割合は、小学校低学年児童の保護者よりも就学前の子どもを持つ保護者に高い傾向がみられた。一

般の回答者の場合でも、やはり会社員が多くなっており、就労していない割合は2割を占めていた。 

●仕事をしていない理由については出産や子育てのためが多く、今後の就労意向は子育てが落ち着いたら

働きたいとの回答が多かったことから、子育ては就労に大きく影響を与えていることが分かる。 

●育児休業の取得経験者は約2～3割となっている。一方、就労先に「育児休業制度はない」とする回答は

概ね2割程度であるにもかかわらず、育児休業を取得したことがない人は5～6割と多い傾向にある。産

休・育児休業後の職場復帰の難易度をみても、比較的復帰は容易である割合が高いことから、企業の育

児制度に関わらない部分で育児休暇取得を躊躇する、または必要としない要因が存在するようである。 

●今後女性が出産後も働き続けるために必要なことでは、育児休業・育児時間制度の普及、上司・同僚の

理解、放課後児童クラブの充実、配偶者の協力等に関心が高い。 

●企業に普及して欲しい制度については、子どもや家族が病気等の際に休暇が取れる制度に対する関心が

際立って高い傾向にある。 

 

子育てに主に取り組んでいるのは、やはり父親よりも母親となっているが、その過半数が

共働きであることから、多くの母親は就労と子育ての両立を図らなければならない状況にあ

る。特にフルタイムで働いている約2割に関して就学前の児童を持つ場合、親が子どもを預け

放しになるという子どもの健やかな育成に望ましくない環境をつくらないよう工夫しながら、

地域や企業が両立の手助けをしていく必要がある。 

育児休業については、概ね育児休業制度が企業で実施されており、職場復帰についても比

較的容易に復帰できる環境にあることが窺える。しかし、育児休業が実施されていない、ま

たは職場復帰が難しい場合もあり、今後も制度浸透に向けた働きかけを行っていく余地があ

る。その際、育児休業・育児時間制度などの普及に併せて、企業では子育て家庭に対し、社

員一人ひとりが理解し、助け合っていけるよう指導を行っていくことも大切である。また、

女性が出産後も働き続けるために必要な条件として配偶者の協力が挙げられていることから、

子育てを母親に任せている現状を一人ひとりの意識の根底から見つめなおす時期がきている。 
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◇ 結婚や出産、子育てについて 

●結婚の適齢期は女性で25歳、男性で25歳、30歳と考えている人が比較的多い。また、結婚年齢が高くな

っている理由では、仕事を持つ事による女性の経済力の向上や独身の方が行動・生活が自由であるため

などに過半数が回答している。また、内閣総理大臣官房広報室『男女共同参画社会に関する世論調査(平

成9年9月)』の調べにおける女性の回答でも同様の結果が得られている。 

（参考／図表7） 

●子育ての感想については、家庭の中が明るくなる、親も自分も人間的に成長する、生きがいや張りあい

ができるなど子育てに喜びを感じている項目の割合はいずれも高いが、一方、自分の時間が持てないこ

とや経済的負担が大きいことなどについてマイナスイメージを抱いているようである。子育ての相談で

困ることについては、保護者同士の情報交換の場がない、一時的な託児施設の情報が入手しにくいなど

が主な回答となっている。 

●出産・子育てについて不安だった時期は、子どもが生後1年以内の期間が不安である場合が多くなってい

る。また、妊娠・出産期に不安だったことについては、おなかの子どもの健康状態を主として、不安要

素は様々となっている。また、住宅の問題について不安を感じたという割合は低かった。出産後に不安

に思ったことについては、やはり子どもの健康が主であり、これに次いで、子どもの育て方や家族の協

力などが挙げられている。 

●新たに子どもを持つ意向については、今の人数でよいという回答が多くなっており、小学校低学年児童

の子どもを持つ保護者になると増やしたいと考える人の割合はわずか8.5％に留まっている。子どもは今

の人数でよいと考える理由としては、経済的負担が大きいからの割合が高い。現在子どものいない一般

の方が今後持ちたいと思っている子どもの数は2人という人が多く、一人っ子の意向は低い傾向にあった。 

 

女性の晩婚化は少子化の背景の一つとして考えられているが、その要因に対する考えは全

国の調査と同様に、女性の経済力の向上と独身生活が自由であるなどの回答が多くなってい

る。このことから、矢吹町においても女性の社会進出や個人主義などが結婚から遠ざかる価

値観に繋がらないよう、結婚や出産のすばらしさをアピールしていく活動が必要である。 

子育てについては、経済的な負担が子どもを産み育てる点で重要なポイントとなっており、

子育て中の保護者は子どもの健康や子育ての方法・情報不足などに不安を抱いている場合が

多い。そのため、より安心して子どもを産み育てていくことができるよう、子育て家庭への

経済的支援または社会全体の経済力向上などの観点からの検討や母親が一人で子育てに悩む

ことがないよう、子育て情報、母子保健、家庭教育学級、各種相談事業などの充実を図って

いくことが必要である。さらに、今後は男性の積極的な家庭参画を促す教育の推進や地域の

一人ひとりが子育てを支援していく体制づくりが求められている。 
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表Ⅱ－26 晩婚化の理由 

女性の晩婚理由男性の晩婚理由

(ｱ) 独身生活の方が自由である 54.1  59.6  

(ｲ) 結婚しないことに対する世間のこだわりが少な
    くなった

35.5  26.9  

(ｳ) 仕事のためには、独身のほうが都合がよい 30.7  19.3  

(ｴ) 仕事をもつ女性が増えて、女性の経済力が向上
    した

66.1  26.0  

(ｵ) 家事､育児に対する負担感､拘束感が大きいため 24.9  7.3  

(ｶ) 相手に高望みをしている 20.4  12.5  

(ｷ) 社会慣行としての見合いが減少した 8.7  17.3  

(ｸ) 親離れができていない 9.1  23.3  

(ｹ) 兄弟の数が減ったことや一人っ子どうしが増え
    たために、婚姻による改姓が障害となっている

9.2  11.6  

    その他 0.7  2.5  

    わからない 2.0  4.0  
 

資料：内閣総理大臣官房広報室『男女共同参画社会に関する世論調査(平成 9年 9月)』 

 

 

◇ 家庭像やしつけについて 

●理想の家庭像については、「夫婦と子どもの家族だが、近くに親が住んでいる」の割合が最も高く、次い

で「親、子ども、孫等が同居している家族」が続いていることから、核家族志向が強いことが分かる。 

●「男は仕事、女は家庭」に対する考えは、「同感である」との回答はなく、「同感しない」が40.0％を占

めているが、「どちらとも言えない」は56.7％と同感しない割合を上回っており、「男は仕事、女は家庭」

に対して同感はしないが、否定もしないという考えが多いことが分かる。 

●家庭での役割分担の考えをみると、「男女が互いに協力・分担すべき」との回答が4割を占めているが、

家庭での役割分担の状況をみたところ、「乳幼児の世話」や「PTA・保護者会等への出席」では妻と夫が

同じくらい行われている割合が高い傾向にあるが、食事や洗濯・掃除等などは女性が主に行っている場

合が多く、女性の役割との意識が強いことが窺える。 

●子どものしつけや家庭教育で重視する点をみると、家事の手伝い等の体験学習や子供の個性、人間関係

づくりや他人を思いやる心、家族とのふれあい、子どもに期待をかけ過ぎないなど、子どもの育成に対

して重視している点は多いが、「まず大人が手本を示すこと」の回答は少ない。 
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家庭での役割分担の状況をみると、食事や洗濯・掃除などは、やはり女性が主に行ってい

る場合が多く、「男は仕事、女は家庭」というイメージは拭えないが。しかし、育児に関して

は男性の積極的な参加がみられており、男性の今後の更なる家庭参加が期待される。 

子どものしつけでは、個性や人間関係づくり、家族とのふれあい等、子どもを情操豊かに

育成していくことが求められている。しかし、「子どもは親の背中を見ながら育つ」というこ

とも忘れてはならない。 

 

◇ 少子化問題や教育について 

●出生数減少の理由をみると、「経済的な負担の過多」が6割、「子育て・仕事が両立できる仕組みの未整備」

が4割を占めており、まず経済的な問題が大きい結果となっている。内閣総理大臣官房広報室『男女共同

参画社会に関する世論調査(平成9年9月)』の調べをみると、同様に「子どもの教育にお金がかかるから」

「経済的に余裕がないから」「仕事をしながら子育てをするのが困難だから」などに割合が高くなってい

ることが分かる。（参考／図表8） 

●学校に期待することについてみると、小学校低学年児童では「わかりやすい授業と基礎的な学力」「子ど

もの立場に立ち教師と信頼関係を築く」など授業内容の充実と教員資質の向上を期待する回答の割合が

比較的高く、一般の回答者では「心の教育を充実する」「いじめ問題への適切な対処」など子どもの心の

教育に対する関心が高い傾向にあった。 

 

出生数の減少の理由では、全国の調査と同様に経済的な負担と子育てと仕事が両立できる

仕組みが整っていないことに回答が多く、少子化に対応していくためには、今後これらの対

策が必要不可欠な課題となっている。 

学校教育については、国際化やＩＴ化、男女平等、「生きる」ための教育など、時代に沿っ

た指導内容の充実が求められており、これらに伴って教員自身の資質も向上していく必要性

がある。また、子どもの学校生活におけるストレスがクローズアップされる中、学校内のカ

ウンセリング体制の充実を検討していくことも肝要と思われる。 

 

表Ⅱ－27 出生数減少の理由 

(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ) (ｵ) (ｶ) (ｷ) (ｸ) (ｹ) (ｺ)
該
当
者
数

子
ど
も
の
教
育
に
お
金
が
か

か
る
か
ら

育
児
の
心
理
的
，
肉
体
的
負

担
が
か
か
る
か
ら

家
が
狭
い
か
ら

経
済
的
に
余
裕
が
な
い
か
ら

仕
事
を
し
な
が
ら
子
育
て
を

す
る
の
が
困
難
だ
か
ら

自
分
の
趣
味
や
レ
ジャ
ー

と

両
立
し
な
い
か
ら

結
婚
年
齢
が
あ
がっ

て
い
る

か
ら

結
婚
す
る
人
が
少
な
い
か
ら

結
婚
し
な
い
で
子
ど
も
を
も

つ
こ
と
に
対
し
て、

抵
抗
感

が
強
い
か
ら

子
ど
も
が
欲
し
く
な
い
か
ら

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

総数 3,574 58.2 25.3 16.3 50.1 44.7 12.0 25.9 13.9 5.5 12.6 0.8 2.2

女性 1,955 61.8 28.0 16.4 48.6 50.1 12.4 26.6 14.7 6.1 13.0 0.8 2.1

男性 1,619 53.8 22.2 16.1 52.0 38.2 11.6 25.1 12.9 4.8 12.0 0.9 2.3
 

資料：内閣総理大臣官房広報室『男女共同参画社会に関する世論調査(平成 9年 9月)』 
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◇ 医療保健および地域の子育て環境について 

●よく利用する公共施設についてみると、就学前児童では「幼稚園」「公園」、小学校低学年児童では「公

園」「図書館」が多い。一般の回答者においても「幼稚園」の利用が最も多かった。 

●重点的に推進すべき母子保健事業については、就学前児童では「地域の育児支援活動の充実」「子育てサ

ークル活動の充実」、小学校低学年児童では「地域の育児支援活動の充実」「思春期保健教育の充実」、一

般の回答者では「乳児健康診査の充実」「予防接種の充実」などの関心が高く、就学前児童では子育て支

援、小学校低学年児童では子育て支援と思春期教育、一般の回答者では乳幼児医療に関する母子保健事

業の充実を希望している。 

●重点的に推進すべき医療施策については、「休日・夜間診療の充実」「乳幼児の緊急医療体制の充実」「医

療費の負担軽減」などが主な回答となっている。 

●実施されていれば利用したいと思う子育て支援については、「遊びを通し子ども同士が交流を深められる

所」が主な回答となっている。 

●子どもの健全育成のために必要なことについては、「家庭でのふれあいやしつけ、心の教育」「青少年と

地域住民の交流の機会創出」が主な回答となっている。 

●矢吹町の子育て環境に対する満足度をみると、満足している割合は最も満足しているものでも2割程度の

満足度となっている一方、不満の割合は5～6割を占めており、不満度が高い傾向にある。また、最も満

足度が高かった項目は「保育施設の設備整備」、最も不満度が高かった項目は「公園等の遊び場の整備」

となっている。 

●今後重要と思われる子育て施策についてみると、最も割合が高かったのは「保健医療機関の整備」とな

っており、医療の充実への関心が高いことが分かる。この他、子どもの遊び場の安全性や児童虐待、障

害児(者)に対する福祉に対しての関心も高かった。一方、体験学習や相談窓口の割合はやや低い傾向に

あった。 

 

子育てに必要とされている環境については、まず医療の充実が最も大きな関心事であり、

子どもの急な病気の際に何時でも駆け込める医療体制が必要とされている。地域の施設は「幼

稚園」「公園」「図書館」などの利用度が高いことから、これらの施設の整備充実が必要であ

る。また、保育所や幼稚園の保育機能を充実する取り組みのほか、子どもの遊び場や母子保

健保健の充実、子どもの情操豊かな育成が行われていくことはもちろんのこと、児童福祉の

根本である子どもの人権保護を第一とした姿勢で、積極的な子育て支援の取り組みを成して

いくことが、児童育成を考える上で最も重要なことと思われる。 
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第３章 重点課題と主要施策 

 

 矢吹町の子育て環境の現状、アンケート調査結果等を踏まえて、本計画における重点課題を

以下のように設定します。 

 

１．地域全体による子育て支援への取り組み 

 子育ては父母その他の保護者に第一義的責任がありますが、共働きや核家族世帯の増加、情

報化社会の進展、地域社会における住民同士の結びつきの希薄化、犯罪の増加など今日の社会

情勢や子育て環境の変化等を考えた場合、社会全体で子育てを支援していくことが強く求めら

れています。 

 このため、地域社会全体で子育てを支援していくという意識の醸成を図るとともに、行政を

中心として各種団体やボランティア、高齢者、企業などの参加・協力による子育て支援のネッ

トワークを形成し、子どもの健全育成・安全確保などに取り組んでいく必要があります。 
 

【主要施策】 

・ファミリーサポートセンターの設立 

・子育て支援ネットワークの形成 

 

２．子育て支援の拠点づくり 

 子育て中の親は孤独感や不安感を抱え、とくに目の離せない乳幼児期においては心理的、肉

体的に過重な負担を強いられています。アンケート調査結果には「保護者同士の情報交換の場

がない」「一時的な託児施設の情報が入手しにくい」などの回答が多くみられます。 

 乳幼児に対する本町の子育て支援として、これまでは保育園、幼稚園を中心に行ってきまし

たが、家庭で子育てをしている親に対する子育て支援対策や子育て中の親同士の交流、子育て

相談、保育サービスや子育て情報の提供、緊急時の対応等々についての対応は十分とはいえな

い状況にあります。こうしたことから今後は、すべての子どもとその家庭への支援及び多様な

子育て支援施策を推進していく必要があります。こうした新たな子育て支援施策を有効かつ効

率的に展開していくためには、子育てや子どものことに関して総合的に対応できる機能をもっ

た子育て支援の拠点をつくることが求められています。 
 

【主要施策】 

・地域子育て支援センターの設立 

    

３．子どもの居場所や交流の場の確保 

 保護者が昼間家にいない小学校１～３年生については、放課後の居場所として児童クラブが

ありますが、児童クラブに入っていない児童や児童クラブの対象となっていない高学年児童は

スポーツ少年団活動などを除いては放課後の居場所は少ない状況にあります。また、中学・高

校生についても学校外の活動場所としては公民館のほかにはほとんどないのが実状です。    

 アンケート調査の結果などをみても、子ども達の交流機会の創出に対する親の関心は高くな
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っています。子ども達が成長し自立していく過程では、子ども同士や異世代との交流、人との

ふれあいは極めて重要なことであるため、児童や青少年にこうした場や機会の提供を行ってい

く必要があります。    
 

【主要施策】 

・児童クラブに入っていない児童の居場所づくりの検討 

・青少年（中・高校生）の活動の場づくりの検討 

・異世代の交流促進 

    

４．住民ニーズを踏まえたサービスの提供と評価制度の導入 

 社会経済の進展や人々の生活スタイルの変化などによって、必要とされる保育サービスや子

育て支援に対する需要（ニーズ）は増大し、求められるサービスも高度化しています。 

 こうしたニーズの変化に適切に対応し、利用者から評価される子育て支援サービスを提供す

るためには、ニーズを踏まえた子育て支援サービスを行っていく必要があります。 

 また、サービスの内容や質の充実を図っていくために、人材の確保及び職員の資質の向上を

図るほか、情報公開や利用者によるサービスの評価制度の導入などについても検討していく必

要があります。 
 

【主要施策】 

・長時間保育の実施、一時保育・休日保育の検討 

・保育園、幼稚園、学校の評価制度の検討 

 

５．子どもの安全確保 

 近年、子どもが犯罪に巻き込まれたり、虐待を受けるといった事件が多発しており大きな問

題となっています。 

 子どもを犯罪等の被害から守るためには、地域社会が日常的に子どもを見守る態勢づくりや、

子どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所の確保などに取り組んでいく必要があります。 

 また、児童虐待防止のためには、親同士の交流の促進や子育て情報の提供などを通じて、虐

待の一因となる子育ての孤独感や不安感などの軽減を図っていくほか、医療・教育・行政・警

察・主任児童委員・地域住民等さまざまな機関や団体、住民による連絡・協議体制の確立や情

報の共有化などに取り組んでいく必要があります。 

 さらに、犯罪や虐待などの被害に遭った子どもに対するケア体制の充実も今後取り組むべき

課題となっています。 
 

【主要施策】 

・地域全体で子どもを見守る態勢づくり 

・児童虐待防止ネットワークの形成 

 

６．仕事と子育ての両立の支援 

 家庭における経済的な事情や女性の社会進出意欲の高まりなどに伴い共働きが増えており、

仕事と子育ての両立を支援する対策の充実が求められています。しかし、アンケート調査果な
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どをみると育児休業を取得する人は少ないため、企業における子育て支援制度の普及に向けた

働きかけを強化するとともに、家庭よりも仕事優先という勤労者の意識や企業風土そのものを

問い直し、個人の生活と仕事の両立を誰もが尊重し合う社会をつくっていく必要があります。 

 また現在、従来の男女の性差による固定的役割分担意識を是正し、男女が共に支え合う男女

共同参画社会を目指す試みが進められています。アンケート調査において、女性が出産後も働

き続けるために必要な条件として配偶者の協力を挙げる回答が少なくないことから、子育てを

母親に任せている現状を一人ひとりの意識の根底から見つめ直す時期がきており、今後の男性

の積極的な家庭参画を促す取り組みや地域の一人ひとりが子育てを支援していく体制づくり

が求められています。 
 

【主要施策】 

・企業における子育て支援意識の啓発 



- 50 - 

第Ⅲ編 計画の基本方向 
 

第１章 基本理念と基本目標 
 

第１節 基本理念 

 
 子育ては夫婦が等しく関わる共同作業であり、男女の互いの責任であるとの認識を基本とし

ながら、家庭だけでなく職場や地域住民全体が子育てを支援し、みんなが子ども達の未来を見

守り、育てていくまちを目指し、本計画の基本理念を次のように掲げます。 

 

“いきいきパパ・ママ”“きらきら地域”で育てるやぶきっ子 

 
 

第２節 基本目標 

 
 基本理念を踏まえるとともに、社会動向や子育てに関わるサービス提供の現状、町民のニーズ

などを整理し、次の基本目標を掲げます。 

 

① 安心して子どもを産み育てるための環境づくり 

 町民全員が子育てに関心を持ち、子育て中の男女が安心して子どもを生み育てることができ

るよう、母子保健・医療の充実、保育サービスの充実、地域の子育て支援の拠点づくりを進め

ます。 

 また、子どもの心身の健康と心豊かな人間性を確立していけるよう、教育内容の充実を図る

とともに、多世代交流の促進と地域全体で子どもを育てる意識を醸成するため、地域に開かれ

た学校づくりを進めます。さらに、子どもの無限の可能性を引き出し、子どもの豊かな情操を

育成していけるよう多様な体験学習や文化・伝統芸能の伝承・振興活動の充実を図ります。 

 

② 仕事と子育てが両立できる環境と子育てしやすい生活環境づくり 

 子どもを持つ親が子育てと仕事を両立できるよう、保育事業の充実を図るとともに、職場に

おける育児への理解を深めるための啓発活動や法制度の普及と多様な雇用形態の浸透促進を

図ります。 

 また、子どもを育てやすい環境づくりに向けて、公園や住宅の整備、安全に配慮した施設整

備を進めます。 

 

③ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

 子どもの人権の保護と心の問題に対し細やかな配慮と対処ができるよう、親と子どもの相談

体制の充実を図るとともに、児童虐待や犯罪、いじめなどから子どもを守るための対策の充実

に努めます。また、母子・父子家庭や障がい児への福祉充実と子育ての経済支援を進めます。 
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第２章 目標年度の人口推計 
 

第１節 人口推計 

 
 目標年度（平成21年度）の人口は、コーホート変化率法を用い、総人口および0～11歳の児

童数を推計しました。総人口は、平成21年に18,268人と推計されます。年齢３区分別にみると、

年少人口は横ばいですが、生産年齢人口は人数・比率ともに減少が見込まれます。一方、高齢

者人口は人数・比率とも増加し、ますます人口の高齢化が進むと予想されます。 

 

表Ⅲ－１ 年齢３区分別人口推計 

                                    （単位：人） 

実績値 推計値 

  1999年 

(平成11年)  

2003年 

(平成15年)  

2009年 

(平成21年)  

人 18,991 18,531 18,268 
総人口 

総人口に占める割合(％) 100.0% 100.0% 100.0% 

人 3,162 2,761 2,731 年少人口 

0～14歳 総人口に占める割合(％) 16.6% 14.9% 14.9% 

人 12,427 11,996 11,286 生産年齢人口 

15～64歳 総人口に占める割合(％) 65.4% 64.7% 61.8% 

人 3,402 3,774 4,251 

  

老年人口 

65歳以上 総人口に占める割合(％) 17.9% 20.4% 23.3% 

※住民基本台帳人口（平成11年～平成15年）を用いて推計。小数点以下四捨五入。 

  

  

図Ⅲ－１ 年齢３区分別人口推計 
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第２節 児童数の推計 

 

 目標年度の児童数の総計は、平成21年に2,180人と推計され、平成15年と比べてわずかながら

増加するという結果になっています。内訳でみても、0～5歳の就学前児童数、6～11歳の小学生

児童数とも横ばい又は微増するものと見込まれます。 

 

表Ⅲ－２ 就学前及び小学生人口の推計 

                                    （単位：人） 

実績値 推計値 

  1999年 

(平成11年)  

2003年 

(平成15年)  

2009年 

(平成21年)  

人 2,438 2,162 2,180 
0～11歳総数 

総人口に占める割合(％) 12.8％ 11.7% 11.9％ 

人 1,123 1,045 1,046 
0～ 5歳 

総人口に占める割合(％) 5.9% 5.6% 5.7% 

人 1,315 1,117 1,134 
  

6～11歳 
総人口に占める割合(％) 6.9% 6.0% 6.2% 

※住民基本台帳人口（平成11年～平成15年）を用いて推計。小数点以下四捨五入。 

 

 

図Ⅲ－２ 就学前及び小学生人口の推計 
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第Ⅳ編 施策の推進 
 

第１章 施策の体系 

 

 

  
１ 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 

     
    保育サービスの充実 

     
    幼児教育の充実 

     
    子育て支援のネットワークづくり 

     
    児童の健全育成 

     
    高齢者との交流促進 

     
    子育て家庭の経済的負担の軽減 

     
  

２ 母親並びに乳児及び幼児等

の健康の確保及び増進 

 
子どもと母親の健康の確保 

     
    「食育」の推進 

     
    思春期保健対策の充実 

     
    小児医療の充実 

     
  

３ 子どもの心身の健やかな成

長に資する教育環境の整備 
 次代の親の育成 

     
    

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 

     
    家庭や地域の教育力の向上 

     
    

子どもを取り巻く有害環境対策

の推進 

     
 

 
４ 子育てを支援する生活環境

の整備 
 良質な住宅地の確保 

     
    良好な居住環境の確保 

     
    安心して外出できる環境の整備 

     
    安全・安心なまちづくりの推進等 

     
  

５ 職業生活と家庭生活との両

立 

 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 

     
    仕事と子育ての両立の推進 

     

基本目標① 

 

安心して子ども

を産み育てるた

めの環境づくり 

基本目標② 

 

仕事と子育てが

両立できる環境

と子育てしやす

い生活環境づく
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 ６ 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 

     
    

子どもを犯罪等の被害から守る

ための活動の推進 

     
    

被害に遭った子どもの保健の推

進 

     
  

７ 要保護児童へのきめ細かな

取り組みの推進 

 
児童虐待防止対策の充実 

     
    母子家庭等の自立支援の推進 

     
    障がい児施策の充実 

     
 

基本目標③ 

 

子どもが健やか

に育つ環境づく

り 
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第２章 地域における子育て支援 
 
 

 

 

○最近の調査では、共働きの女性に比べて専業主婦の方が子育ての負担をより感じているという

結果もあることから、専業主婦家庭も含めたすべての子育て家庭への支援を積極的に進めるこ

とが求められています。 

○このため、子育て中の親子同士の交流や支えあいの場づくり、町が行っている子育て支援事業

に関する情報の提供及び相談・助言体制の充実等への取り組みが重要な課題となっています。

また、地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、地域における子育て支援のネットワ

ークづくりも求められています。 

○これまで保育サービスの中心となってきた保育園・幼稚園については、保育時間の延長や受入

枠の拡大をはじめとして、多様な保育需要に対応したサービスの充実が求められています。 

○さらに児童の健全育成については、親子のふれあい促進、地域におけるさまざまな児童の健全

育成事業の推進、放課後や週末等の児童や青少年の居場所づくり、高齢者とのふれあいの促進

などに積極的に取り組むほか、学校・自治会・公民館・児童委員・ＮＰＯ・ボランティア等に

よる児童の健全育成のためのネットワーク形成にも取り組んでいく必要があります。 

○また、少子化の大きな要因の一つである子育てにおける経済的負担の軽減対策も重要になって

きています。 

 

 

 

第１節 地域における子育て支援サービスの充実 

 
① 育児支援教室の充実（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 ママさん教室、離乳食教室は年６回開催し、個別相談の充実。 

のびのび教室は年12回開催し、仲間づくりと育児指導を充実。 

【実 施 年 次】 継続 

 

② ファミリー・サポート・センター事業（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 １箇所設置 

【実 施 年 次】 計画期間内開始 

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    

課課課課        題題題題    
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③ 地域子育て支援センター事業（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 町内３箇所で開催 

【実 施 年 次】 平成19年度 

 

④ 矢吹町子育て支援情報誌の作成配布（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

 

第２節 保育サービスの充実 

 

① 保育園における保育時間の延長（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 保育時間の延長 

【実 施 年 次】 計画期間内実施 

 

② 保育園において低年齢児の受入を拡大（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 認可取得 一箇所  受入乳幼児数拡充 

【実 施 年 次】 計画期間内整備 

 

③ 保育園・幼稚園の効率的な運営の検討（（新規事業／保健福祉課・学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 運営の検討 

【実 施 年 次】 計画期間内検討開始 
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第３節 幼児教育の充実 

 

① 幼稚園での預かり保育（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 預かり時間の延長（午後５時15分まで） 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

② 幼稚園の地域開放（継続事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 体験入園は年間６回程度開催 事業の周知 

【実 施 年 次】 毎年 

 

③ 小学校との連携（継続事業／学校教育課・保育園・幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 事業の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 学校教育との連携（継続事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 年６回程度 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ 放課後児童の居場所づくりの検討（新規事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 事業の検討 

【実 施 年 次】 計画期間内 
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⑥ 中学・高校生の居場所づくりの検討（新規事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 事業の検討 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 
 

第４節 子育て支援のネットワークづくり 

 
① 子育て情報の提供（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 子育て支援ネットワークづくり（新規事業／保健福祉課・学校教育課・生涯学習課・Ｎ

ＰＯ） 

 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。 

【計画の目標】 ネットワークの形成 

【実 施 年 次】 平成19年度 

 

③ 矢吹町子育て支援情報誌の作成配布（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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の際や随時配布、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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

④ 幼稚園の父母サ－クル事業の推進（新規事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 保護者同士の交流促進 

【実 施 年 次】 毎年 
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第５節 児童の健全育成 

 

１．親子のふれあい事業 

① 親子でお菓子作り（親子対象）（継続事業／中央公民館・幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 夏祭り・芋煮会・お父さん教室（継続事業／保育園・幼稚園） 

 子どもと保護者が参加・交流します。幼稚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。 

【計画の目標】 今後は地域への参加を呼びかけ、関心を高め協力をいただきます。 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 「おかあさんといっしょ」のおはなし会（継続事業／図書館） 

 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。 

【計画の目標】 毎月１回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

２．放課後や週末等の居場所づくり事業 

① 土曜週休対応事業（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 各月１回第１～４土曜日に実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

② ふれあい広場（継続事業／中央公民館） 

 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｡ 

【計画の目標】 毎月１回第１土曜日に実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ ジュニアリーダー（遊名人）の育成（継続事業／中央公民館） 

 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
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間づくりをしながら、地域リーダーの育成を図ります｡ 

【計画の目標】 毎月１回 第２土曜日実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 森の番人（継続事業／中央公民館） 

 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｡ 

【計画の目標】 毎月１回 第４日曜日 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ シニアリーダーの育成（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 毎週１回水曜日定例会、遊名人活動日年間11回、三鷹市子ども交流会２泊

３日、他 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑥ 定例おはなし会（継続事業／図書館） 

 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。 

【計画の目標】 毎月２回、第１土曜日と第３水曜日に実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑦ 移動図書館車の巡回貸出（継続事業／図書館） 

 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。 

【計画の目標】 毎月１回、３日間で、年11回巡回 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑧ 夏休み手づくり絵本教室（継続事業／図書館） 

 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。 

【計画の目標】 年１回、２日間の日程で実施 

【実 施 年 次】 継続 
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⑨ 夏休み出張おはなし会（継続事業／図書館） 

 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、デイサービス等）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。 

【計画の目標】 年５回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑩ あゆり祭参加おはなし会（継続事業／図書館） 

 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、子どもたちをはじめ全町民の読書推進を図っています。今後も子どもか

ら大人まで楽しめ、かつ子どもたちの読書欲を沸き立たせ、健全育成の一助になるような事業

の実施に努めます。 

【計画の目標】 年１回、11月に実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑪ いきいきサロン開設事業(新規事業／保健福祉課・社会福祉協議会) 

 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。 

【計画の目標】 地域に集う老人と子供 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

３．文化活動 

① 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（継続事業／中央

公民館） 

 「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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 演劇鑑賞教室（継続事業／生涯学習課・文化センター） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 
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③ 絵画教室（継続事業／ふるさとの森芸術村） 

 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。 

【計画の目標】 継続 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 陶芸教室（（継続事業／ふるさとの森芸術村） 

 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。 

【計画の目標】 継続 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ 少年劇場（継続事業／文化センター） 

 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。 

【計画の目標】 年１回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

４．各種少年団活動 

① 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。 

【計画の目標】 各種大会の他交流試合等 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 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。 

【計画の目標】 事業の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

５．スポーツ教室等 

① ニュースポーツ教室（継続事業／生涯学習課） 

 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
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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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 中畑清旗争奪ソフトボール大会の実施（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 母子ソフト大会（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

６．地域の祭り・イベント 

 地域の祭やイベントに積極的に参加し、さまざまの人達との交流を通じて健全育生を図ると

ともに、地域社会の一員としての自覚を促します。 

 

季節 名 称 場 所 

４月 さくら祭り 大池公園 

７月 真夏の夜の鼓動 大池公園 

８月 中畑清杯争奪ソフトボール大会 矢吹球場 

８月 矢吹音頭・踊り流し 商店街メインストリート 

10月 さわやか健康マラソン大会 役場前スタート 

 

 

７．その他の児童健全育成事業 

① 国際交流事業（継続事業／学校教育課・保育園） 

 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。 

【計画の目標】 実施回数の増加 

【実 施 年 次】 継続 
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② 三鷹市矢吹町子ども交流会（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ ブックリストの配布（継続事業／図書館） 

 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。 

【計画の目標】 年１回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 家庭文庫活動支援（継続事業／図書館） 

 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）やおはなし会等を開催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。 

【計画の目標】 貸出は３ヶ月に１回、おはなし会は年１回程度 

【実 施 年 次】 継続 

 
 

第６節 高齢者との交流促進 

 
① 祖父母参観（継続事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 福祉施設の訪問（継続事業／幼稚園） 

 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） 

【計画の目標】 年２回～３回 

【実 施 年 次】 継続 
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第７節 子育て家庭の経済的負担の軽減 

 

① 乳幼児・児童医療費助成の充実（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 社会保険等加入者の窓口払無料化の拡充 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

② ひとり親家庭医療費助成（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当制度のＰＲ（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 幼稚園就園奨励事業（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ 児童生徒就学援助（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業継続 

【実 施 年 次】 継続 
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第３章 母親並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

 

 

 

 

○子どもと母親の健康の確保・増進を図っていくために、各種健診や健康相談・指導などの母子

保健事業の充実、小児医療体制の充実に努めるとともに、保健・医療・福祉・教育の各分野間

の連携を充実していく必要があります。 

○子どもたちが将来にわたって健康な生活を送っていくために、食に関する学習機会や情報の提

供、食事づくり体験など、「食育」の充実が求められています。 

○思春期対策として、性に関する健全な意識の涵養、喫煙や薬物に関する教育、学童期・思春期

における心の問題に対する相談体制の充実などが重要な課題となっています。 

 

 

 

第１節 子どもと母親の健康の確保 

 

１．母子保健事業 

① 妊娠届・母子手帳交付（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 交付時に、妊娠中の健康的な生活についての指導を充実 

【実 施 年 次】 随時 

 

② 妊婦教室（継続事業／保健福祉課） 

 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） 

【計画の目標】 年３回 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 妊婦教室スタッフ充実（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 スタッフの充実 

【実 施 年 次】 計画期間内実施 

 

④ 乳幼児健康診査（継続事業／保健福祉課） 

・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。 

課課課課        題題題題    

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    
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・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） 

【計画の目標】 各健診を年６回実施。個別指導の充実と育児不安の解消 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ 乳幼児健診時スタッフの充実（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 スタッフの充実 

【実 施 年 次】 計画期間内実施 

 

⑥ 乳児相談（継続事業／保健福祉課） 

 ９～10か月児とその保護者に対して健康相談を行います。 

【計画の目標】 年６回 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑦ 幼児相談（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年４回 

【実 施 年 次】 計画期間内実施 

 

⑧ 訪問指導（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 初産婦への産後うつ病予防と育児指導の充実 

【実 施 年 次】 随時 

 

⑨ 新生児、未熟児訪問指導（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 訪問指導の充実 

【実 施 年 次】 随時 

 

⑩ 予防接種事業（継続事業／保健福祉課） 

・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） 

【計画の目標】 予防接種受診勧奨 

【実 施 年 次】 継続 
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⑪ ブック・スタート（継続事業／図書館） 

 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むことができ、親子の絆や心の触れあいを深

めることができる絵本の読み聞かせを通して行うことを伝えるため、保健課主催の４ヶ月児健

診に出向いていって、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。 

【計画の目標】 年６回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑫ 育児支援検討会（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 メンバーに養護教育センターも加わり、支援を充実。年２回実施 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑬ 地域子育て支援センター事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 町内３ヶ所で開催 

【実 施 年 次】 平成19年度 

 

２．育児相談・交流 

① 健康相談・育児相談（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 個別相談の充実 

【実 施 年 次】 随時 

 

② 育児教室（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年６回 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ すくすく教室（継続事業／保健福祉課） 

 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
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を充実させ、安心して育児ができるよう支援します。 

【計画の目標】 年10回 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ 民生児童委員（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 通年 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑤ 子育て支援センター事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 町内３箇所で開催 

【実 施 年 次】 平成19年度 

 
 

第２節 「食育」の推進 

 
① 食生活改善推進員のボランティア（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年15回 地域の実情に即した食生活の支援 

【実 施 年 次】 継続 

 

② やぶきっ子の健康を考える連絡会の充実（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 事業の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 学校給食を活用した「食育」の推進（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 
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④ 子ども料理教室（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 ボランティアとの連携、実施回数の増加 

【実 施 年 次】 毎年 

 

⑤ 幼稚園・保育園における「食育」の推進（継続事業／幼稚園・保育園） 

 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 

【計画の目標】 子どもたちの五感を豊かに育み、食べる力を養う 

【実 施 年 次】 随時 

 

⑥ 保護者の給食体験（継続事業／保育園） 

 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。 

【計画の目標】 年1回 フリー参観の中で体験 

【実 施 年 次】 毎年 

 

⑦ 幼児向け食育出前講座（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 各幼稚園・保育園ごとに年１回 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

 

第３節 思春期保健対策の充実 

 

① 思春期セミナー（継続事業／保健福祉課・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としています。 

【計画の目標】 事業の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

② スクールカウンセラーの活用事業（継続事業／学校教育課） 

 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
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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。 

【計画の目標】 県実施事業のため事業継続を要望 

【実 施 年 次】 毎年 

 

③ タバコや薬物の害に対する教室（新規事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業の充実 

【実 施 年 次】 毎年 

 

 

第４節 小児医療の充実 

 

① 乳幼児・児童医療費助成事業（再掲）（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 社会保険等加入者の窓口払無料化の拡充 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

② 小児医療の充実（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 小児医療の充実 

【実 施 年 次】 随時 
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第４章 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

 

 

 

○親が子育ての楽しさを感じることができ、また家庭を築くことや子どもを生み育てることの意

義などについて理解を深めることができるよう教育・広報・啓発活動の充実を図っていく必要

があります。また、次代の親を育成するという観点から、保育園や幼稚園を活用した幼児と中

学生・高校生がふれあう機会の拡充も求められています。 

○子ども一人ひとりの学力の向上、豊かな心の育成、健やかな体の育成を図るため、多様な人材

の活用、地域と学校との連携・協力、いじめや不登校に対応するための専門相談員体制の強化、

スポーツ環境の充実など、子どもの生きる力の育成に向けて学校教育環境の整備・充実を図っ

ていく必要があります。 

○家庭や地域における教育力の向上のため、家庭教育に関する学習機会や情報の提供、子育てサ

ポーターなどによる子育て相談体制の整備、世代間交流の推進などが求められています。 

○性、暴力など子どもを取り巻く有害情報について、関係機関・団体、ＰＴＡ、地域住民との連

携・協力により関係業界への自主的措置の働きかけなどが必要になってきています。 

 

 

 

 

第１節 次代の親の育成 

 

① 福島県立農業短期大学校との交流事業（新規事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 事業を町立４園に拡大 

【実 施 年 次】 毎年 

 

② 赤ちゃんふれあい体験（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

課課課課        題題題題    

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    
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第２節 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 

 
① 基礎学力向上推進支援事業（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 体験学習（継続事業／生涯学習課） 

 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を行います。 

【計画の目標】 ボランティアセンターの設立 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 

③ 地域の教育力を活用した教育支援事業（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

④ スクールカウンセラーの活用事業（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 県実施事業のため事業継続を要望 

専門的な知識及び経験を有するカウンセラーの配置 

【実 施 年 次】 継続 
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⑤ 適応指導教室（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 入級希望者がでた場合対応できる体制を整備 

【実 施 年 次】 随時希望者が出た場合設置 

 

⑥ 児童生徒サポートチーム（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 システム構築 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

⑦ 学校施設整備事業（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 教育環境の整備 

【実 施 年 次】 随時 

 

⑧ 学校安全教育の推進（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 子どもたちの安全確保 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑨ 学校評議員制度の活用（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 地域に開かれた学校運営を図る 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑩ 学校教育ボランティア（新規事業／学校教育課） 

 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



- 75 - 

「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。 

【計画の目標】 人材の確保 

【実 施 年 次】 平成17年度 
 
⑪ 第二次矢吹町教育振興計画（新規事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 計画の策定 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 
 

第３節 家庭や地域の教育力の向上 

 

１．生涯学習活動の推進 

① 文化講演会（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 
 
② 婦人学級（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 年間を通して（５回～１２回） 

【実 施 年 次】 継続 
 

２．家庭教育への支援 

① 子育てサポーター、ボランティア養成事業（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 人材の確保・育成 毎年２名以上 

【実 施 年 次】 継続 
 
② 地域子育て支援センター事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 町内３箇所で開催 

【実 施 年 次】 平成19年度 
 
③ 子育て学習県民講座の実施（幼稚園、小中学校での実施）（継続事業／生涯学習課） 

 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
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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。 

【計画の目標】 年10回 

【実 施 年 次】 継続 
 
④ 家庭教育学級の実施（乳幼児学級・かえるっぱ学級）（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 各月１回 

【実 施 年 次】 継続 
 
⑤ 幼稚園教育講演会（継続事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 年１回～２回 

【実 施 年 次】 継続 

 
 

第４節 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 
① 社会環境実態調査の実施（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 
 
② 地域健全育成組織、巡回補導活動（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 危険箇所点検・巡回補導等を随時実施（地域の行事等） 

【実 施 年 次】 継続 

③ 地区健全育成推進協議会の支援：町推進会議より助成（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 
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第５章 子育てを支援する生活環境の整備 

 

 

 

 

○子育て家庭が広くゆとりのある住宅が確保できるような対策を講じる必要があります。 

○良好な居住環境および安心して外出できる環境を確保するため、身近な公園や子どもの遊び場

の整備、安全な道路環境の整備、道路や公共施設などのバリアフリー化などの対策が求められ

ています。 

 

 

 

 

第１節 良質な住宅地の確保 

 
① 住宅地の供給（継続事業／都市建設課） 

 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。 

【計画の目標】 買戻し区画の早期販売､住宅建設未着手区画の早期建設の推進 

【実 施 年 次】 平成17年度から 

 
 

第２節 良好な居住環境の確保 

 
① 公園施設の整備、安全確保（継続事業／保健福祉課・都市建設課） 

 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。 

【計画の目標】 新たな公園整備や既存公園施設の再整備(リフレッシュ)と修理点検の実施 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

② 町営住宅内整備（継続事業／都市建設課） 

 排水路整備、除草・清掃、仮設駐車場の整備を行います。 

課課課課        題題題題    

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    
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【計画の目標】排水路整備、除草・清掃、仮設駐車場の整備 

【実 施 年 次】毎年 

 
 

第３節 安心して外出できる環境の整備 

 
① 子育てに配慮した公共施設、建設物等の改修の推進（継続事業／総務課・都市建設課・

保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 安心して外出できる環境の整備 

【実 施 年 次】 毎年 

 

② 矢吹町子育て支援情報誌の作成配布（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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の際や随時配布、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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 平成18年度 

 
 

第４節 安全・安心なまちづくりの推進等 

 
① 防犯灯の整備（継続事業／都市建設課） 

 100ｍに１ヶ所を基準として、毎年設置を進めています。 

【計画の目標】 新設及び良好な維持管理 

【実 施 年 次】 随時 

 

② 道路の整備（継続事業／都市建設課） 

 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。 

【計画の目標】 自転車歩行者道路の整備 

【実 施 年 次】 平成17年度 

③ 安全・安心まちづくりの推進（新規事業／町民生活課） 

 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。 

【計画の目標】 防犯設備の整備検討 

【実 施 年 次】 平成21年度 
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第６章 職業生活と家庭生活との両立 

 

 

 

 

○働きやすい職場環境づくりを実現するため、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等に

ついて、労働者、事業主、地域住民の意識改革を行っていく必要があります。そのために広報、

啓発、研修、情報提供等の施策の充実を図っていく必要があります。 

○子育て家庭が仕事と家庭を両立させることができるよう、保育サービスや児童クラブの充実は

もとより、父親の休暇取得の促進、利用しやすい育児休業制度の実施、ノー残業デーの導入、

さらには女性の再就職・再雇用などの支援対策などにも積極的に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

第１節 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 

 

１．働きやすい職場環境づくり 

① 各種法制度の普及・啓発（継続事業／産業振興課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 毎年 

 

２．女性の再就職・再雇用などの支援 

① ハローワーク求人情報の掲示（継続事業／産業振興課） 

 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。 

【計画の目標】 求人情報掲示週２回、ホームページ更新週１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

課課課課        題題題題    

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    
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② 労働関係機関との連携（継続事業／産業振興課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 
 

第２節 仕事と子育ての両立の推進 

 
① 放課後児童クラブ（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 １箇所設置・預かり時間の延長 

【実 施 年 次】 計画期間内に整備 
 
② 労働関係機関との連携（再掲）（継続事業／産業振興課） 

 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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 
 
③ 保育サービスの充実（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 保育時間の延長・認可外保育施設の認可化促進・受入乳幼児数の拡大 

【実 施 年 次】 計画期間内に整備 
 
④ ファミリー・サポート・センター事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 １箇所設置 

【実 施 年 次】 計画期間内開始 
 
⑤ 地域子育て支援センター事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 町内３箇所で開催 

【実 施 年 次】 平成19年度 
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第７章 子ども等の安全の確保 

 

 

 

 

○子どもを交通事故から守るため、交通安全教育・指導の充実、チャイルドシートの正しい使用

の徹底、ガードレールなどの交通安全施設の整備などに努めていく必要があります。 

○子どもを犯罪等の被害から守るため、住民の自主的防犯活動の推進、学校付近や通学路のパト

ロール活動の推進などのほか、子どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所等の確保に努める

必要があります。 

○犯罪やいじめ、児童虐待などの被害に遭った子どもに対するケア体制の充実が大きな課題とな

ってきています。 

 

 

 

 

第１節 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

 

① 交通安全教育の推進（継続事業／保育園） 

 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。 

【計画の目標】 年２回（10月 教習所・1月 交通安全母の会）、園外保育その都度 

【実 施 年 次】 毎年 

 

② 交通事故防止ポスターコンクール（継続事業／中央公民館） 

 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。 

【計画の目標】 年１回（展示期間約１ヶ月） 

【実 施 年 次】 毎年 

 

③ 交通安全教室（継続事業／幼稚園） 

 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。 

【計画の目標】 年２回程度。 

【実 施 年 次】 継続 

課課課課        題題題題    

施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    



- 82 - 

① 道路や交通安全施設の整備（継続事業／都市建設課） 

 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。 

【計画の目標】 新設及び良好な維持管理 

【実 施 年 次】 継続 

 

 

第２節 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 

１．住民の自主防犯活動の促進 

① 矢吹町地域安全町民大会（継続事業／町民生活課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 子どもの安全を見守るネットワークづくり（継続事業／町民生活課） 

 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。 

【計画の目標】 随時 

【実 施 年 次】 継続 

 

２．学校付近や通学路のパトロール活動の推進 

① 環境浄化運動の実施（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年２回 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 地区健全育成組織での巡回補導（再掲）（継続事業／生涯学習課） 

 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。 

【計画の目標】 年１回 

【実 施 年 次】 継続 
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３．防犯講習の実施 

① 学校安全教育の推進（再掲）（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 子どもたちの安全を確保 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 保育園における園児の安全教育の推進（継続事業／保育園） 

 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。 

【計画の目標】 園児の安全を確保 

【実 施 年 次】 継続 

 

４．子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

① 子ども110番の家事業（継続事業／学校教育課、生涯学習課、町民生活課） 

 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。 

【計画の目標】 事業の拡大 

【実 施 年 次】 平成17年度から検討 

 

② 子ども110番の防犯ボランティア活動支援（新規事業／町民生活課） 

 各会社、事業所、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。 

【計画の目標】 支援体制の検討 

【実 施 年 次】 計画期間内 
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第３節 被害に遭った子どもの保護の推進 

 

① スクールカウンセラーの活用事業（再掲）（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 県実施事業のため事業継続を要望 

専門的な知識及び経験を有するカウンセラーの配置 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 児童虐待防止ネットワーク事業（新規事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 児童相談窓口の開設、ネットワークの構築 

【実 施 年 次】 平成17年度 
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第８章 要保護児童へのきめ細かな取り組みの推進 

 

 

 

 

○近年、児童虐待が多発しており、発生予防として日常的な育児相談機能の強化、養育者の孤立

化の防止、虐待の早期発見・早期対応として児童委員の活用、関係機関の連携強化等のへ早急

な取り組みとともに、医療、保健、教育、警察等関係行政機関のほかＮＰＯやボランティア団

体等も含めた幅広い参加による児童虐待防止ネットワークの設置が求められています。 

○母（父）子家庭が増加しており、支援制度の周知、相談体制の充実、母子家庭の就業促進など

ひとり親家庭の自立へ向けた取り組みの充実などが重要となっています。 

○障がい児対策として、予防と医療体制の充実、リハビリや在宅サービスの充実、幼稚園や学校

における障がい児の受け入れ促進、自立へ向けた支援体制の充実等の対策が求められています。 

 

 

 

 

第１節 児童虐待防止対策の充実 

 

① すくすく教室（再掲）（継続事業／保健福祉課） 

 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を支援します。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。 

【計画の目標】 年10回 事業メニューの充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

② のびのび教室（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 年12回 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 訪問事業（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 関係機関との連携 

【実 施 年 次】 継続 

 

課課課課        題題題題    
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④ 児童虐待防止ネットワーク事業（再掲）（新規事業／保健福祉課） 

 医療・教育・保健・警察等関係行政機関及び主任児童委員、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。 

【計画の目標】 児童相談窓口の開設、ネットワークの構築 

【実 施 年 次】 平成17年度 

 

 

第２節 母子家庭等の自立支援の推進 

 

① ひとり親家庭相談（継続事業／保健福祉課） 

 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Ｐ

Ｒ、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。 

【計画の目標】 情報提供の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

 

第３節 障がい児施策の充実 

 

① 妊婦健康診査（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 健康な妊娠・出産の推進 

【実 施 年 次】 継続 

 

② 乳幼児健康診査（再掲）（継続事業／保健福祉課） 

・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） 

【計画の目標】 各健診を年６回実施。個別指導の充実と育児不安の解消 

【実 施 年 次】 継続 

 

③ 障がいを持つ子どもの自立支援（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 障がいを持つ子どもの自立支援 

【実 施 年 次】 毎年 
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④ 障がい児家庭訪問事業（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 相談体制の充実 

【実 施 年 次】 随時 

 

⑤ 就学指導審議会（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 教育的支援の充実 

【実 施 年 次】 毎年 

 

⑥ 幼稚園への障がい児の受入れ（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 教育環境の整備充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑦ 特別支援教育の整備促進（継続事業／学校教育課） 

 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。 

【計画の目標】 支援体制の充実 

【実 施 年 次】 継続 

 

⑧ 障がい児受入れ事業（継続事業／保健福祉課） 

 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。 

【計画の目標】 受入体制の整備・促進 

【実 施 年 次】 継続 
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第９章 特定１４事業に対する取り組み 

 

 国は子育て支援の補助事業として「特定14事業」を指定しています。これらの事業について

は、アンケート調査（ニーズ調査）の結果も踏まえて、以下のような方針で取り組みます。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 
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 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。 

 

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。 

 

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
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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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 
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第Ⅴ編 計画推進のために 
 

第１章 計画の推進体制 
 

１．町民・団体等への周知 

 この計画は、男女が互いに尊重しあい、助けあいながら楽しく子育てができるゆとりある家

庭づくり並びに保護者が安心して働き・暮らせる地域社会づくりを通じて、子どもを健全に育

成することを目指しています。 

 この計画を実行していくためには、町民の主体的・積極的な参加が不可欠であるため、町ホ

ームページや広報誌への掲載などを通じて計画の周知に努めます。 

 

２．庁内計画推進組織の設置 

 次世代育成支援に関する施策は、従来の「児童福祉」の範囲を超えて広範多岐にわたってい

ます。このため本計画は、庁内各課による「次世代育成推進検討委員会」を設置し、全庁的な

体制の下に策定しました。 

 本計画を着実に推進していくためには、引き続き全庁的な取り組みが必要であることから、

この「次世代育成推進検討委員会」を発展的に改組した計画推進組織を設置し、年２回程度は

計画の進捗状況を把握し、必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討を行います。 

 

３．住民・関係団体等との協働体制 

 次世代育成の取り組みは、地域住民、関係団体、ボランティア等の参画が必要です。このた

め、子育てにかかわるすべての人や団体と緊密な連携を図りながら、住民・関係団体等との協

働による計画の推進に取り組みます。 

 

 

第２章 計画の実施状況の点検 
 

１．計画の実施状況の公表 

 次世代育成支援対策推進法第８条第５項では、町及び県は毎年少なくとも１回、本計画に基

づく措置の実施状況を公表しなければならないとされています。 

 このため、毎年度の計画の実施状況に関する情報を広報誌やホームページにより町民にわか

りやすいかたちで公表します。 

 

２．町民からの意見の聴取 

 計画の実施状況を踏まえて、地域協議会はじめ広く町民の皆さんから意見・要望を聴取し、

今後の取り組みに生かしていきます。 
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参考資料 
 

１．矢吹町次世代育成推進協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条第１項の規定に基づき、

矢吹町次世代育成支援行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するため、矢吹町次世代

育成推進協議会（以下「協議会」という。）及び矢吹町次世代育成推進検討委員会（以下「検

討委員会」という。）を設置する。 

 （調査検討事項等） 

第２条 協議会は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、又は検討する。 

 (1) 行動計画の策定に関すること。 

 (2) 行動計画の実施、評価及び見直しに関すること。 

 (3) その他目的達成のために必要な事項。 

 （組織） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる関係機関及び団体をもって組織し、委員は町長が委嘱する。 

２ 協議会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （協議会の会議） 

第４条 会長は、会議を招集し、その会議の議長となる。ただし、第１回目の会議は、町長が招

集するものとする。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （検討委員会） 

第５条 行動計画の策定並びに計画の推進及び評価のため、専門的調査機関として検討委員会を

置く。 

２ 検討委員会は、行動計画の策定並びに計画の推進及び評価に関する専門的な事項を調査検討

する。 

３ 検討委員会の委員（以下「検討委員」という。）は、別表２及び町長が必要と認める者で構

成する。 

４ 検討委員会の会議は、保健福祉課長が招集し、検討委員会の議長は、検討委員の互選とする。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 
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２．矢吹町次世代育成推進協議会委員名簿 

 

区分 氏名 所  属  等 

会 長 塩見 俊夫 矢吹町助役 

副会長 菅野 由信 矢吹町立矢吹小学校長 

青山 律子 民生児童委員協議会主任児童委員（前期） 

委 員 

小板橋 鶴代 
民生児童委員協議会主任児童委員（後期） 

委 員 安齋 周二 矢吹町区長会長 

委 員 水戸 哲夫 ペンタックス福島株式会社総務課長 

委 員 淵田 淳子 聖和幼稚園副園長 

委 員 後藤 友子 すみれ保育園副園長 

委 員 柏村 和夫 矢吹町子ども会育成会長 

委 員 佐久間 圭一 矢吹中学校PTA会長 

委 員 内藤 伸一 矢吹町立中畑幼稚園PTA会長 

委 員 相原 洋一 矢吹町立ひかり保育園保護者会長 

委 員 関根 久美子 子育てサークル「クレヨンキッズ」代表 

委 員 齋藤 邦男 矢吹町立ひかり保育園長 

委 員 人見 光子 矢吹町立中畑幼稚園長 
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３．策定の経過 

 

回数 開催日時・場所 議事内容 

第1回 8月１８日（水） 

 15：00～16：00 

保健福祉センター

集団指導室 

１ 委嘱状交付 

２ 役員選出 

 （１） 会 長  塩見俊夫氏 

 （２） 副会長  菅野由信氏 

３ 矢吹町次世代育成支援行動計画策定の方針について 

・ これまでの施策動向について 

・ 現状分析について 

４ 次回日程について 

第2回 11月５日（金） 

 15：00～16：30保

健福祉センター集

団指導室 

１ 子育て環境の現状と課題について 

２ 行動計画における事業計画について 

３ 次回の日程について 

第3回 12月21日（火） 

 13：30～16：00保

健福祉センター集

団指導室 

１ 計画骨子の検討について 

・ 計画の目次構成案について 

・ 重点課題について 

・ 計画に基本方向について 

２ 新規事業の検討について 

３ 次回の日程について 

第4回 ２月28日（月） 

 13：30～15：15保

健福祉センター集

団指導室 

１ 計画（案）の決定について 

２ 計画の推進体制について 
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４．用語の解説 

「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」    

子どもが自ら主体的に学ぶ意思、態度、能力などを指す概念。子どもが自分で課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決するカのこと。 

一時保育一時保育一時保育一時保育    

保護者の就労形態などにより、家庭における子どもの保育が断続的に困難となる場合や、保護者の病気や

冠婚葬祭などで緊急に子どもの保育を必要とする場合に、保育園や地域の他の子育て支援施設などで一時的

に保育を受けられる制度。 

エンゼルプランエンゼルプランエンゼルプランエンゼルプラン    

少子高齢化社会に向けての総合的な児童育成計画。次代を担う子どもが健やかに生まれ育つための児童家

庭対策を総合的に推進するための計画。 

延長保育延長保育延長保育延長保育    

保育園における通常の開所時間の前後において、11時間以上時間を延長して保育を実施する事業。 

家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級    

子育てや家庭のしつけを主とした学習の場で、乳幼児や児童の親を対象として、家庭内の教育能力の向上

をねらいとして開催している。 

コーホートコーホートコーホートコーホート変化率法変化率法変化率法変化率法    

人口推計の方法。人口を男女・年齢別に区分し、過去の推移比率をもとに、一定期間後の各年齢別の人口

を求め、以下繰り返す。新たに生ずる人口は、女子人口に対する0歳人口の比率を推計し、将来の0歳人口を

計算する。 

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率    

女性が一生の間に生む子どもの人数の平均。 

児童館児童館児童館児童館    

年代の隔てなく子どもたちが自由に遊び、行事への参加や仲間づくりを基調として子どもの健全な成長を

図るための施設。 

児童児童児童児童のののの権利権利権利権利にににに関関関関するするするする条約条約条約条約    

児童の最善の利益、生命に関する固有の権利、意見を表明する権利、虐待からの保護、家庭を奪われた子

どもの「特別の保護及び援助」などのほか、親の養育責任と親の指導の尊重についてうたっている。 

主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員・・・・民生児童委員民生児童委員民生児童委員民生児童委員    

民生児童委員は、地域の子ども・妊産婦の保護や保健・福祉の向上の為に必要な指導・援助を行う民間の

奉仕者。主任児童委員は児童福祉について専門的に担当する民生児童委員で地域の児童健全育成活動の中心

的役割を担う。 

障害児保育障害児保育障害児保育障害児保育    

保育園で行う集団保育の対象となりうる障害児を、保育が適切に実施できる人数の範囲内で受け入れて行

う保育事業。 

小児医療小児医療小児医療小児医療    

新生児、小児に関するあらゆる疾患や異常、発達、神経、循環器、内分泌、呼吸器などの病気に専門的に

対応する医学分野。 

食育食育食育食育    

食育とは、子どもたちが自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力食事の自己管理

能力を育てようとするもの。 

スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラー    

いじめや不登校などの心の悩みに専門的立場から助言・援助を行うため、小・中・高の学校に配置された

カウンセリングの専門家(臨床心理士、精神科医、大学教授)。主に配置された学校の児童生徒、教職員およ

び保護者からの相談に対応する。 

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病    

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症・進行に関与するがん、脳卒中、心臓病

などの疾病。これまでは「加齢」という要素に着目し｢成人病｣と呼ばれてきたが、生活習慣という要素に着

目して再定義された概念。 
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総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間    

学習指導要領の改訂に当たり、新たに学校のカリキュラムに新設され、地域や学校、児童の実態等に応じ

て、児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行う。 

地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター    

子育てに関する地域の中核機関。多くの場合保育園に併設され、育児相談や地域の子育てにかかわる各種

サークルへの支援などを行う。 

長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育    

保育園における通常の開所時間の前後において、8時間以上11時間未満の間で時間を延長して保育を実施す

る事業。 

特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当    

障害児（20歳未満であって、一定の障害の状態にある者）の父若しくは母がその障害児を監護するとき、

その養育者に対して支給されて手当。 

病病病病((((後後後後))))児保育児保育児保育児保育    

病院や診療所などで病気中や回復期の子ども（病後児）を保育する事業。 

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター    

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。 

ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター    

保護者が留守の間、家庭に来て子どもの世話をしてくれる人。 

ホームページホームページホームページホームページ    

個人や企業などによりインターネット上に公開されているWebページで、その個人や企業などの膨大な情報

を閲覧するにあたり、一番最初の入り口に位置づけられるもの。 

保育保育保育保育ママママママママ・・・・子育子育子育子育ててててヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー    

保育ママは保護者が就労のためお子さんを保育できないとき、保護者に代わって自宅で保育を行う制度。

子育てヘルパーは希望する保護者の家庭に赴いて、子どもの送り迎えや保育等を行う制度。 

放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ    

小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない子

どもを対象とした、授業終了後に適切な遊びや生活の場を与える活動。 

保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉センターセンターセンターセンター    

乳幼児から高齢者までを対象とした、町民の生きがいと健康づくりのための施設。乳幼児健診やがん検診、

健康相談など、それぞれの自治体で工夫をこらしている。 

母子手帳母子手帳母子手帳母子手帳    

母子の健康を管理するうえで、必要な妊娠、出産、育児など関する各種記録などをを明らかにしておくた

めの手帳。 

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でのでのでのでの預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育    

幼稚園における、就労している保護者のために教育時間終了後引き続き実施している保育。 

幼稚園就園奨励費補助制度幼稚園就園奨励費補助制度幼稚園就園奨励費補助制度幼稚園就園奨励費補助制度    

幼稚園へ子どもを通わせている保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の充実・振興を目的に実施されて

いる国の補助制度。私立幼稚園では全家庭、町立幼稚園では所得に応じた教育費の減免措置が図られている。 

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション    

身体障害者や精神神経障害者などに最大限の機能回復と社会生活への復帰を目指して行われる総合的な治

療と訓練のこと。リハビリとも言われる。 
 
 


