
（１）評価の流れ

点検及び評価の内容の例として、以下のものが挙げられています。
① 事業ごとの「確保方策」の進捗状況（アウトプット）
② 計画の「量の見込み」と実際のニーズの乖離
③ 質の向上の進捗状況

（指標例：質の向上項目の実施）
④ 計画を実施するために必要な財源の確保状況等
⑤ 計画全体の成果（アウトカム）

（指標例：子育て支援全般についての住民満足度）

（２）本町の計画の構成
【基本理念】
“いきいきパパ・ママ”“きらきら地域”で育てるやぶきっ子

【５つの基本目標】
子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり
子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり
安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり
親子の笑顔を支える仕事と生活の調和の推進
子どもと子育てを支援する地域づくり

【２０の主要施策】
アウトカム評価→施策・事業の実施により発生する効果・成果

【１１９の個別事業】

（３）計画の点検及び評価の方法について

① 個別事業の進捗状況（アウトプット）
ア 内容

 

イ 測定時期
 ・全事業：毎年度

「矢吹町子ども・子育て支援事業計画」の点検及び評価について（平成２８年度）

目標２
目標３
目標４
目標５

アウトプット評価→事業を実施することによって直接発生した成果物、事業量

 国が示す点検及び評価の例に基づき、本町では、３つの評価について、実施を考えています。

 「矢吹町子ども・子育て支援事業計画」の「第３章　目標実現のための施策（次世代
育成支援行動計画）に掲載されている、１５１（１１９）の個別事業に関して、進捗状
況を評価します。

目標１

 平成２７年４月からスタートした子ども・子育て支援制度において、教育・保育及び地域子ど
も・子育て支援事業の提供体制の確保等を図るため、本町でも「矢吹町子ども・子育て支援事業計
画」を策定しました。

 本計画については、子ども・子育て会議等を活用し、計画の策定の審議を行うとともに、策定し
た後も継続的に実施状況の点検・評価・見直しを行うことが求められています。

 評価については、個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果（アウトカム）についても、点
検・評価することが重要とされています。子ども・子育て支援の推進においては、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り、このような取り組みを評価するため、利用者の視
点に立った指標を設定し、点検及び評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれていま
す。

 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ども・子育てを支援し、みんなが
子どもの未来を見守り、育てていくまちを目指します。
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ウ 点検及び評価表

② 量の見込みの進行管理

・別紙２のとおり

③ 計画全体の成果（アウトカム）

ア 評価項目
①子育て支援施策に関するアンケート調査
②グループインタビュー（児童クラブに入所している児童等）

イ 測定時期
計画の見直し時期に行う。

ウ 理由

エ 測定場所

（４）スケジュール

平成３０年４月以降 【事務局】
①新規事業の把握
②個別事業の進捗状況
③量の見込みの把握

平成３０年１月１７日 平成２９年度　矢吹町子ども・子育て会議
「矢吹町子ども・子育て支援事業計画」のうち１０事業を点検及
び評価（事務局説明・確定→公表）

①幼稚園、保育園、認定こども園等、子育て支援センター等の施設にアンケート回
収箱を設置する。
②児童クラブに入所している児童等に、インタビューをする。

日程 点検及び評価
平成２９年７～８月 【矢吹町次世代育成支援行動計画推進検討部会】

①個別事業の進捗状況
②量の見込みの把握

直接、利用者や子どもの声を聞き、子育て施策に関する満足度等の変化を把握す
る。

・別紙１のとおり（全事業のうち、下記１０事業について子ども・子育て会議内で
点検及び評価を行います。）
①要保護児童対策地域協議会（矢吹町要保護児童対策地域協議会）【児童虐待防止
ネットワーク事業】
②妊婦健康診査
③矢吹町乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）
④養育支援訪問指導
⑤保育園での延長保育事業【保育所における保育時間の延長】
⑥幼稚園での預かり保育事業【幼稚園での預かり保育の充実】
⑦地域子育て支援センター
⑧ファミリー・サポート・センター
⑨放課後児童クラブ
⑩第３子以降保育所・幼稚園無料事業

 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みに関しての実績値の進行管
理を行う。

 アウトカム評価とは、施策・事業の実施により発生する効果・成果を評価するのもで
す。すなわち、施策や課題に対して、「どんな効果があったか」を検証します。
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別紙１

個別事業の進捗状況（点検及び評価表）
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－１　児童虐待防止対策の充実

実績 今後の方向性

1 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。

保健福祉事務所や相談支援アドバイザー等関
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。

訪問指導4名（実数：家庭単位） 実施 成果維持
引き続き家庭訪問や幼稚園・保育園等へ出向
き事業を実施します。

子育て支援
課

2

【新規】
要保護児童対策地域協議
会（構成メンバー拡充）
【2-(3)-④】

町要保護児童対策地域協議会の各構成機関
が専門性を活かし、連携して児童虐待の予防、
早期発見、発生後の迅速かつ適切な対応を行
います。児童虐待の早期発見、早期対応を図れ
るよう、ケース検討や研修を行っていきます。

要保護児童対策地域協議会の構成機関に医
療機関を加え、医療との連携強化を図ります。

要保護児童対策地域協議会の構成機関として
医療機関との連携が必要なため、県立矢吹病
院を加える事について、検討を行いました。

実施 拡充

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議、実務者会議及び個別ケース検討会の実
施に加え、庁内の関係機関との連携を円滑に行
い、活動の推進に取組みます。

子育て支援
課

3

【新規】
要保護児童対策地域協議
会（定例連絡会）
【2-(3)-⑤】

地域内の連携を深め、的確な対応ができるよう
に、定期的に連絡会議を開催します。

引き続き事業を実施します。 定例連絡会議4回 実施 成果維持
実務者会議を円滑に行うため、ケース情報収集
と集約そして支援調整を行います。

子育て支援
課

4

【新規】
要保護児童対策地域協議
会（矢吹町要保護児童対
策地域協議会）
（旧児童虐待防止ネット
ワーク事業）
【3-(1)-⑥】

矢吹町要保護児童対策地域協議会の各構成
機関が専門性を活かし、連携して児童虐待の予
防、早期発見、発生後の迅速かつ適切な対応を
行います。児童虐待の早期発見、早期対応を図
れるよう、ケース検討や研修を行っていきます。

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議、実務者会議及び個別ケース検討会の実
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。

代表者会議2回
実務者会議4回
定例連絡会議4回
研修会1回
個別ケース会議2回

実施 成果維持

要保護児童対策地域協議会において、代表者
会議、実務者会議及び個別ケース検討会の実
施に加え、庁内の関係機関との連携を円滑に行
い、活動の推進に取組みます。

子育て支援
課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－２　障がい児施策の充実

実績 今後の方向性

1 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。

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ます。

家庭訪問による療育相談・指導、及び必要に応
じて適切な関係機関への紹介等を行いました。
【訪問実績】実数18件、延べ22件

実施 成果維持
関係機関との連携を行いながら支援を行っていき
ます。

保健福祉課

2 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、矢吹町就
学指導審議会を設置し適切な指導助言や教育
相談を行います。

引き続き事業を実施します。
審議会2回
審議件数21件

実施 成果維持
特別支援学級入級適と判断された児童生徒の
保護者や家族からの同意が得られない場合があ
ります。

教育振興課

3

障がい児保育事業
（旧保育所・幼稚園への障
がい児の受け入れ）
【1-(1)-④】

保育所・幼稚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
備を図ります。

特別な支援を要する児童が年々増加傾向にあ
り、加配の人員確保等を検討します。

町立幼稚園・保育園の障がい児加配保育士
保育園4名
幼稚園9名

実施 成果維持
特別な支援を要する児童の増加に伴い、保育
園・幼稚園共に人員確保が必要となります。

子育て支援
課

4

特別支援教育
（旧特別支援教育の整備
促進）
【2-(3)-③】

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っています。

学習補助や特別な支援を要する児童が年々増
加傾向にあり、支援員の人員確保等を検討しま
す。

支援員を配置
 小学校10名
 中学校1名

実施 成果維持 支援員の人材確保が必要です。 教育振興課

【1-1-5へ統合・入力不要】
育成医療

障がい児等が生活能力を得るために必要となる、
自立支援医療（手術等の治療）の支給を行いま
す。

引き続き事業を実施します。 保健福祉課

5

特別児童扶養手当・育成
医療等の給付（旧特別児
童扶養手当）
【2-(3)-⑦】

身体または、精神に障がいのある20 歳未満の児
童を監護・養育している人に支給しています。
18 歳未満の児童で、身体に障がいがあり、現在
の状態をそのままにすると身体に障がいを残すと認
められる場合で、手術などにより確実な治療が期
待できる際に必要な医療費の一部を負担してい
ます。
【前年度記載内容】
身体又は精神に障がいを有する20歳未満の児
童を監護している父、母、又は父母に代わって児
童を養育しているものへ手当ての支給を行いま
す。

引き続き事業を実施します。

・特別児童扶養手当
 受給者40名（H27より2名減）
・育成医療
 受給者1名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 保健福祉課

6 障がい児福祉手当
在宅の20歳未満の重度障がい児に対して、負担
軽減の一助として手当ての支給を行います。

引き続き事業を実施します。
受給者6名
（平成28年度月額14,600円）

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 保健福祉課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

7

障がい児福祉サービス（児
童発達支援・放課後等デイ
サービス・保育所等訪問支
援・障害児相談支援等）
【2-(3)-⑥】

全ての障がい児が個人として尊重され、必要な日
常生活または社会生活を営むことができるよう
に児童福祉法に基づく障がい児支援を実施して
います。
【前年度記載内容】
障がい者自立支援法に基づく「自立支援給付
（居宅介護・短期入所・行動援護）」等、生活上
必要な介護給付の支給を行います。

引き続き事業を実施します。

・受給者
 児童発達支援12名
 放課後等デイサービス6名
 保育所等訪問支援1名
 障害児相談支援21名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 保健福祉課

【1-1-7へ統合・入力不要】
障がい児通所支援

児童福祉法に基づき、学齢期における支援の充
実のため「放課後等デイサービス」、未就学児の
日常生活における動作指導、知能技術の付与、
集団生活への適応訓練を行うための支給を行い
ます。

引き続き事業を実施します。 保健福祉課

8
【新規】
軽度・中等度難聴児に対
する補聴器購入費助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及
び中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を
助成することにより、言語の取得、教育等におけ
る健全な発育の支援を行います。

引き続き事業を実施します。 申請者0名 実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 保健福祉課
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－３　良好な居住環境の充実

実績 今後の方向性

1 住宅地及び住宅の供給
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います。

引き続き事業を実施します。 これまで分譲した宅地の維持管理を行いました。 実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 都市整備課

2 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。

引き続き事業を実施します。

町内に住宅を取得した若者夫婦に対して助成金
を交付しました。
・合計41世帯
 町内居住27世帯
 町外からの転入14世帯

実施 成果維持 助成金の財源の確保が課題となっています。 都市整備課

3
公園施設の整備、安全確
保
【1-(15)-⑬】

児童公園・農村公園の充実とともに、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
ています。
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ていま
す。

長寿命化計画に基づいた遊具や施設の更新、
維持管理に努めます。また、指定管理者制度を
継続し、地元住民から率先して維持管理ができ
る体制を促進します。

長寿命化計画に基づき、大池公園の護岸工事
を実施し、散策する来園者の安全確保に努めま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
た、新町公園のトイレ、パーゴラ、水飲み場を更
新し、平成25年に更新した遊具と合わせ、親子
や子ども同士の交流の場となりました。

実施 成果維持
施設の整備等に必要な国等の財源の縮小によ
る財源確保が課題となっています。

都市整備課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－４　安全・安心なまちづくりの推進等

実績 今後の方向性

1 街路灯の整備

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。
また、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ます。

引き続き事業を実施します。

設置基準を満たした個所について街路灯を新設
しました。また、蛍光灯からLED電灯への取り換え
も行いました。
・新設38箇所
・蛍光灯からLEDへの取り換え25箇所

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 都市整備課

2 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。

主要路線の拡幅と同時に歩道整備に取り組みま
す。

三神小学校の通学路となっている神田西線の歩
道整備を推進しています。平成28年度は全体延
長1,100ｍのうち135ｍの歩道整備を実施しまし
た。
・全体延長1,100ｍうち完了済み延長408ｍ

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 都市整備課

3
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
施しています。

引き続き事業を実施します。
交通安全に支障をきたす箇所について、区画線
整備及び減速の注意喚起表示等の適切な施工
を行いました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 都市整備課

今後、公園のトイレについてバリアフリー化を検討
します。

新町公園のトイレを更新しました。（男子、女子、
多目的）　多目的トイレには、ベビーシート、ベビー
チェアを装備しています。

実施 成果維持
敷地が借地の公園もあり、借地への設備投資に
ついて、土地所有者との協議が必要となっていま
す。

都市整備課

引き続き事業を実施します。

集会施設内外のスロープを、新たに９箇所設置し
ました。（ほか、調査にて、１箇所既設置であるこ
とが分かりました。）
・設置状況（34施設中）
 有り26施設
 無し 8施設

実施 拡充
残りの8施設については、平成30年度予算を今
後要求し、次年度以降の事業実施を目指しま
す。

まちづくり推
進課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課

4 公共施設等の整備

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
等を推進しています。
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、ベビーベッド、授乳室等の整
備に努めています。
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－５　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

実績 今後の方向性

1
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年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。

学校との連携を持ちながら事業の充実に取り組
みます。

矢吹町の各小学校5・6年生を対象に、1クラス5
作品、矢吹小学校15点・善郷小25点・中畑小
10点・三神小10点の計60点を募集しました。
全体で309点参加し、特選6名・金賞12名・佳作
42名・参加賞309名となりました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2 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、保育所・幼稚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。

関係機関との連携を図りながら事業の充実に取
り組みます。

・あさひ保育園
 母の会、クロネコヤマトになどによる交通安全教
室
・各町立幼稚園
 交通安全母の会と町とで、交通安全教室実施

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課
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目標１　子どもの人権の尊重と安心・安全な環境づくり

１－６　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

実績 今後の方向性

1 子ども見守り隊活動

子どもを犯罪から守るために、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たちを見守る活動
を続けています。

地域住民の意識の向上を図りつつ、引き続き、
事業の継続に取り組みます。

登録者241名
各学区ごとに子ども安全見守り隊を組織し、登
下校時の子ども達の安全確保に取り組みました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2 社会を明るくする運動
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。

今後も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きま
す。

平成28年7月1日、保護司によりJR矢吹駅で啓
発活動を実施しました。
平成28年7月12日、人権擁護委員により病院や
社会福祉施設を訪問し、社会を明るくする運動
の推進を図りました。

実施 成果維持

今後も、毎年7月法務省が主唱する「社会を明
るくする運動」強調月間に保護司JR矢吹駅周辺
等において、啓発活動を実施します。
また、施設訪問を実施し社会を明るくする運動の
推進を図ります。

保健福祉課

3
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。

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。

28年度は該当箇所がなかったこともあり、実施し
ていません。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

4 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。

学校防災計画を生かした、学校、地域、警察と
の連携体制の充実を図り、点検訓練を繰返し続
けていくことで安全安心に努めていきます。

各学校、安全な避難の仕方の訓練、防犯訓練
を実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

5
保育所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所では危機管理マ
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か月以上）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
全点検も行っています。
毎日の登降園の際、園内への出入り口の管理に
ついては、職員が定期的に巡視し確認していま
す。

引き続き事業を実施します。

あさひ保育園
月１回の避難訓練のほか、年3回の防犯訓練を
実施し、職員の避難誘導時の連携、園児への意
識付けを訓練を通して行いました。また、月1回の
園安全の日に、遊具や園内の環境について点検
を行い、安全管理に努めました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

6 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。

日中も在宅している個人の協力者の確保に努
め、110番の家事業を全町に拡大し取り組んでい
きます。

指定数
 矢吹小学区58戸
 善郷小学区25戸
 中畑小学区48戸
 三神小学区36戸

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

２－１　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

実績 今後の方向性

1

学力向上対策事業
（旧学力向上推進支援事
業）
【1-(3)-①】

学校図書館司書の配置・学力向上推進支援会
議（幼小中連携と、光南高校との中高連携によ
る
取り組みにより、町立小中学生全体の基礎学力
を向上）・つなぐ教育に力をいれて、家庭での学習
習慣、望ましい生活習慣（ノーメディアデー）の確
立・学校訪問等（全幼保小中）・学力向上授業
交流会などを実施しています。
【前年度記載内容】
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。

学校間の連携により、基礎学力向上のための授
業研究会、情報の共有の場の提供に努め学力
向上を目指して取り組みます。
【前年度記載内容】
学校間の連携により、基礎学力向上のための授
業研究会、情報の共有の場の提供に努めます。

・学校訪問等6.7月全幼保小中(10回)
・学力向上推進会議5月(2回)
・学力向上授業交流会6月(1回)
・つなぐ教育推進部会4.6.9月(3回)
・矢吹町さわやか教員研修5.7.9月(3回)
・学校司書の資格・養成の在り方等 7.9月(3回)
・学力向上交流会10.11.12月小中(3回)
・つなぐ教育部会11.1月(2回)
・学力向上推進委員会(1回)
・11月県学力テスト(小5)
・1月標準学力テスト(小学校全学年.中学校1.2
年生)

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2
【新規】
小学6 年生夏季講習会
【1-(3)-②】

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。

引き続き事業を実施します。
各小学校から計146名が参加しました。講習会は
自己申請した習熟度別コースに分かれ、1日4コ
マを3日間実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

3
地域の教育力を活用した
教育支援事業

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ます。

地域の協力、参加をいただきながら学習し、開か
れた学校を目指して取り組みます。

各幼稚園、小学校において、野菜作りや昔遊び
など実施しました。
中学校では部活動での指導をしていただいており
ます、

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

4
スクールカウンセラーの活用
事業
【1-(9)-①】

外部の専門家の協力を得て学校における教育相
談体制の充実を図っています。

スクールカウンセラーの活用が、子どもの心の安定
を図り、学校の安定、授業の安定につながるよう
に取り組みます。

相談件数
・幼稚園、保育園178件
・小学校
 児童244件　　保護者・教諭287件
・中学校
 生徒88件　 　保護者・教諭100件

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

5
適応指導教室
【1-(9)-④】

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。

適応教室指導員と生徒に関わる教員の連携を
図ります。

通級生徒
 中学1年生1名（女子）

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

6

【新規】
英検・漢検・数検の受験費
補助
【1-(3)-③】

中学生に各種検定試験の受験料を半額補助し
ています。

各種検定試験の受検に向けて学習することにより
基礎学力の向上を図るため、多くの生徒が受験
するよう受験料の補助額を引き上げます。

検定試験受験人数
 英語検定430人
 数学検定75人
 漢字検定81人

実施 拡充 引き続き事業を実施します。 教育振興課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

7

【新規】
矢吹こども読書100 選パン
フレット配布
【1-(4)-①】

児童生徒の読書活動を支援するため、「子どもた
ちが読書に親しむ町やぶき」を目指して、幼児向
け、小学校低学年・中学年・高学年向け、中学
生向けの親が子どもに読ませたい本、友達に薦め
たい本を選考し、子どもたちが主体的に読書活
動に取り組めるよう、書籍を紹介したパンフレットを
作成しています。

平成26年度において「子ども達が読書に親しむ
町やぶき」を目指し、子ども時代に本を読む楽しさ
を知ること、読書に親しむこと、生涯にわたる読書
習慣の基礎を築くこと、生涯にわたって自ら学ぶ
意欲を育てることにつながるよう、子ども達の読書
のきっかけや本を選ぶ際の参考となるように矢吹
町の子どもに薦めたい100冊の本を発行し、幼稚
園・保育園・小中学生に配布しました。平成27
年度から「矢吹町子ども読書100選」を読破した
児童生徒を称え表彰する取り組みを行います。

平成28年度　子ども読書100選
・表彰者数
 1学期94名
 2学期95名
 3学期244名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

8
【新規】
特色ある子ども教育推進
事業

小中学校による、体力向上、読書推進、体験学
習、部活動支援、地域交流事業などに活用する
交付金を助成しています。

今後、各学校の実状にあわせた特色ある教育の
推進を図ります。

・矢吹小
 体験学習（焼きもの）24万円、外国語活動（ブ
リティッシュヒルズ）28万円
・善郷小
 読書推進（図書購入、読み聞かせ等）36万
円、外国語活動（ブリティッシュヒルズ）60万円
・中畑小
 体力向上（ダンス教室）、読書推進（図書購
入）20万円、外国語活動（ブリティッシュヒルズ）20
万円
・三神小
 読書推進（図書購入等）20万円、外国語活動
（ブリティッシュヒルズ）25万円
・矢吹中
 実績なし

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

9

【新規】
児童生徒サポート連絡会
議
【1-(9)-③】

保健師、スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー、幼稚園、保育園、小中学校が連携し0
歳から義務教育修了まで、支援を要する子ども
たちを継続的にサポートする体制づくりを行ってい
ます。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

児童生徒サポート連絡協議会2回
・参加者
 1回目33人
 2回目30人

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

10
【新規】
青少年児童サポート事業
【1-(10)-②】

ひきこもり、不登校等の問題を抱える児童生徒や
青少年に対し、進学や就職へ向けての支援を関
係機関の協力を得ながら進める活動を行います。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

福祉、教育、警察など各分野での関係者出席の
もと年3回のサポート会議を開催しました。会では
中学校3年生6名、義務教育修了者8名に関す
る現状の情報共有および適切な機関へと繋いで
います。

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

11
【新規】
外国人指導助手招致事業
【1-(11)-③】

2 名のALT（外国人指導助手）を配置し、児童
生徒の英語力向上に努めます。小学校の外国
語活動・国際交流について、統一したカリキュラム
を導入します。

平成31年度に小学校において外国語が教科化
するにあたり、カリキュラムの作成など学校の教員
と連携を図り取り組みます。

ALT2名を町内の公立幼稚園、保育園、小学
校、中学校を配置しました。
 幼稚園49回
 保育園23回
 小学校340回
 中学校202回

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

12
【新規】
小学6 年生全員による（英
語）研修

町内4 小学校の小学6 年生全員による英語研
修（日帰り）を実施し、英語学習の素地を養うた
めの研修を実施しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。
各小学校より児童147名が参加し、ブリティッシュ
ヒルズでレッスンを行いました。

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

13
【新規】
中学生海外派遣事業

町の将来を担う子どもたちが、早い時期から国際
感覚を身につける体験をするため、中学2 年生を
対象に希望者を募り、オーストラリア海外派遣事
業を実施しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

開催日程　12月23日から29日の7日間
参加者　男子17名、女子17名の計34名
中学校2年生の34名を派遣し、7日間の日程で3
泊4日のホームステイを中心とした研修を実施しま
した。

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

14
【新規】
子ども議会開催事業
【1-(16)-②】

各小学校の6 年生を対象に、議会活動の広報
広聴をはじめ、総合的な学習時間として議場を
利用した模擬議会を開催しています。各学校に
は代表議員の選出、一般質問の作成、報告書
の作成、リハーサル等の参加など協力依頼し実
施しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

各小学校の6年生147人が傍聴人もしくは子ども
議員として参加しました。18人の子ども議員のうち
5人の議員から町政、教育行政への一般質問が
ありました。

実施 成果維持
子ども議員からの一般質問の内容の精査が必要
です。

教育振興課
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

２－２　学校の教育環境等の整備

実績 今後の方向性

1 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。

学校防災計画を生かした、学校、地域、警察と
の連携体制の充実を図り、点検訓練を繰返し続
けていくことで安全安心に努めます。

【1-6-4　学校安全教育の推進より再掲】
各学校、安全な避難の仕方の訓練、防犯訓練
を実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2 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推進してい
ます。

町内の学校すべてに学校評議員が設置されたこ
とで、地域の意見を反映した、学校運営を行いま
す。

幼稚園・保育園・小中学校5名程度の学校評議
員を委嘱した。また各園・各校にて会議を開催
し、それぞれの立場から意見を聴取し改善に努め
ました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

3
学校教育ボランティア
【1-(7)-⑦】

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ています。

地域力を生かした子どもたちへの支援を目指しま
す。

登録状況
 個人11名
 団体14団体（76名）

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

4
【新規】
教育ボランティア活用事業
【1-(16)-④】

小中学校、幼稚園において、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、児童生徒教育の一助とします。

地域力を生かした子どもたちへの支援を目指しま
す。

利用実績
 幼稚園・保育園44件
 小中学校35件

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

5
スクールソーシャルワーカー派
遣事業
【1-(8)-①】

不登校生徒や震災により避難を余儀なくされた
生徒が通う学校のほか、災害による心のケアを要
する児童、保護者の相談役として、また行政機
関、教員及びスクールカウンセラーとの連携を密に
して社会福祉面から課題解決に取り組みを行い
ます。
また、スクールソーシャルワーカーを教育委員会事
務局から各校へ派遣し、地域、家庭、学校及び
関係機関の連絡・仲介・調整を行い、社会福祉
的側面からの専門的援助技術を用いた支援の
充実を図るとともに、カウンセラーとの連携により児
童生徒の心のケアを適切かつ効果的に行うこと
で、町全体の児童生徒の総合的な課題解決を
図ります。

子どもたちへの支援を継続します。

スクールソーシャルワーカー配置数1名(週2日)
 支援対象児童生徒数123人
 訪問活動回数297回（延べ）
 ケース会議105回
 連携した関係機関等227件(延べ）
 連携した校内の教職員等553人（延べ）

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

２－３　家庭や地域の教育力の向上

実績 今後の方向性

1 文化講演会

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

今後、さらに拡大するよう、女性団体会員以外の
参加についても協議して参ります。

年1回開催
12月10日（土）
会場：文化センター大ホール
講師：紗羽　しゅうこ氏
演題：「民話でつなぐ温もりの文化～芯を耕す」

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2 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。

各地区婦人学級活動支援を行います。
各地区開閉校式、年1回研修旅行、各種事業
を実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

3
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ど
もたちの豊かな人格形成に望ましい家庭や親の
在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。

団体の要望により支援します。 事業実施ありません。
廃止・
終了

廃止・終了 今後、団体の要望により支援を行います。 教育振興課

引き続き事業を実施します。

あさひ保育園
「保育絵本研究室長」髙崎真先生を迎えて、
「家庭で楽しむ絵本のコツ」についての講演を実施
しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

引き続き事業を実施します。

・矢吹幼稚園
『食のリレーは命のリレー。親から子、子から孫へ』
を演題に、グループホーム「あゆりの里」施設長の
横山栄子先生を迎えて実施しました。
・中央幼稚園
教育講演会「美味しい野菜の選びかた」を、ＪＡ
東西しらかわ根本真由美氏を講師に迎えて実施
しました。
・中畑幼稚園
福島県体育協会の元気アップ事業から３Ｂ体操
の講師を派遣して頂き、親子ふれあい参観時に
実施しました。
・三神幼稚園
７月２日に親子で遊んで体力アップ事業「幼児体
操教室」を福島県より講師を派遣して実施するこ
とができました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

課題等 担当課

4
幼稚園・保育所教育講演
会
【1-(7)-③】

幼稚園ＰＴＡ、保育所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。

子育て支援
課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標２　子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり

２－４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

実績 今後の方向性

1 社会環境実態調査

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するもの
です。

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。

県南地方振興局からの調査協力の申請がなかっ
たため、実施はありませんでした。

検討・
計画
中

成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2
青少年健全育成推進協議
会活動の活性化

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
を果たしています。

今後、さらに拡大するよう学校と各地区協議会と
の連携・協力に努めます。

第9回矢吹町少年の主張大会
 8月20日（土）
 会場：文化センター大ホール

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

番号 事業名 内容 課題等 担当課今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり

３－１　子どもと母親の健康の確保

実績 今後の方向性

1
妊娠届・母子手帳交付
【2-(1)-⑥】

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。

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、保健指導を実施しま
す。

母子手帳交付数145件 実施 成果維持

今後も母子手帳交付時に、妊娠中の生活や体
調の把握・保健指導を実施します。また、医療機
関からの妊婦連絡票を活用しながら、妊婦さんを
支援します。

保健福祉課

2
妊婦健康診査
【2-(1)-⑦】

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
ています。
また、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。

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ます。

対象者への助成
助成金額116,870円を上限
受診券交付数154件（転入者9名を含む）

実施 拡充

妊婦健康診査の必要性を十分説明し、今年度
も未受診者ゼロを目指します。
平成29年度より妊娠36週前後健診の充実（貧
血検査の追加）、及び新生児聴覚検査の一部
助成を実施します。

保健福祉課

3
妊婦教室
【2-(1)-⑧】

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、妊婦同士の仲間作りを行い楽しく育児がで
きるよう支援しています。

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。

3-1-21 マタニティー＆赤ちゃん教室へ移行しまし
た。

廃止・
終了

廃止・終了 保健福祉課

4

矢吹町乳児家庭全戸訪問
事業（こんにちは赤ちゃん事
業）
【2-(1)-⑨】

生後4か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、さまざま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
供しています。

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医療機関等と連
携しながら、訪問を実施します。

主に生後1か月～2か月までの間に訪問を実施
訪問実施数132名（対象者132名）
【訪問実施数】
 保健師53名
 助産師31名
 母子保健推進員48名

実施 成果維持 医療機関、総合窓口課と連携を取りながら、低
出生体重児の早期訪問にも努めていきます。

保健福祉課

5
乳幼児健康診査
【2-(1)-⑩】

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

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。

・4か月児健診
 年6回　130名（対象132名）受診率98.5％
・1歳6か月児健診
 年5回　120名（対象126名）受診率95.2％
・3歳児健診
 年6回　136名（対象140名）受診率97.1％

実施 成果維持

発育の観察・育児不安の解消のための相談を実
施します。
健診未受診者に対しては、健診の必要性を説明
し、早期に受診してもらえるよう支援を行います。
平成29年度より相談内でのフッ素塗布を実施
し、むし歯の早期発見及び歯の健康のための指
導を実施します。(1歳6か月児、3歳児健診)

保健福祉課

6
乳児健康相談
（旧乳児相談）
【2-(1)-⑪】

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。

むし歯対策に重点を置き、引き続き事業を実施
します。

年6回　145名（対象147名）受診率98.6％ 実施 成果維持

発育の観察・育児不安の解消のための相談を実
施していきます。
平成29年度より相談内でのフッ素塗布を実施
し、むし歯の早期発見及び歯の健康のための指
導を実施します。

保健福祉課

7
乳児健康相談
（旧幼児相談）
【2-(1)-⑫】

2歳児相談を行い、むし歯予防、発達、育児相
談を実施しています。

むし歯対策や療育が必要な児については、早期
に療育につなげられるよう努めます。

年4回　延べ69名（対象者78名）受診率88.5％ 実施 成果維持

発育の観察・育児不安の解消のための相談を実
施していきます。また必要時は適切な医療機関、
関係施設につなげられるよう各専門職と連携を取
り支援します。
平成29年度より健診内でのフッ素塗布を実施
し、むし歯の早期発見及び歯の健康のための指
導を実施します。

保健福祉課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり

8
訪問指導
【2-(1)-⑬】

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っていま
す。
また、初産婦に対しては産後うつ病についての指
導を行っています。

相談内容が複雑化しているため、関係機関との
連携を図りながら、関係施策と合わせた対応を行
います。

【3-1-4　矢吹町乳児家庭全戸訪問事業より再
褐】
・訪問実施数132件
 （うち新生児・未熟児訪問実施数12件）
・その他育児相談訪問実施数40件

実施 成果維持
相談内容により、保健師だけでなく、関係機関・
専門職種の方々と連携を図りながら、継続した対
応ができるよう努めます。

保健福祉課

9
新生児・未熟児訪問指導
【2-(1)-⑭】

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
しています。

里帰り出産等で新生児（出生後28日以内）の時
期に訪問できることは少ないが、在宅助産師や看
護師も導入し、早期に訪問できるように努めてい
きます。低出生体重児についても関係機関と連
携しながら、訪問を実施します。

訪問指導実施数12名（実数） 実施 成果維持

里帰り等で新生児の時期に訪問することは少な
いですが、新たに在宅助産師を1名導入予定の
ため、早期に訪問できるよう努めていきます。
低出生体重児については医療機関、総合窓口
課と連携を取りながら、優先的に訪問を実施して
いきます。

保健福祉課

10
養育支援訪問指導
【2-(1)-⑮】

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
援しています。

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ます。

訪問指導実施数0名（実数） 実施 成果維持
必要時、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。

保健福祉課

11
幼児歯科強化事業
【2-(1)-⑯】

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）を行っています。

歯科医療機関と協議を図り、よりフッ素塗布の効
果がでてくるように事業改善に努めます。
また、実施率向上のため実施歯科医療機関数を
増やすなど住民の方の受けやすい環境づくりを行
います。

9～10か月健康相談時にフッ素塗布受診券を配
布
町内７歯科医療機関に委託し実施しました。
実施者数　延べ273名

実施 拡充

対象者に対し、フッ素塗布の必要性やメリットにつ
いて説明し、受診率の向上に繋がるよう努めてい
きます。
平成29年度より各健診・相談、歯科クリニック内
でのフッ素塗布を実施し、むし歯の早期発見及び
歯の健康のための指導を実施していきます。

保健福祉課

12
歯科食育出前講座（むし歯
予防出前講座）
【1-(6)-①】

保育所、幼稚園、小学校、中学校で歯科衛生
士によるむし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ていま
す。

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
します。

【3-2-1】やぶきっ子の健康を考える連絡会内の
事業にて実施しました。
年28回　1,613名

実施 拡充

歯科衛生士と園・学校との連携を図り、子どもだ
けでなく、親も交えた幼い頃からの継続的な支
援・指導を実施していきます。
平成29年度より、町内小・中学校栄養教諭の
協力を得て、保育園・幼稚園での食育出前講座
を実施し、幼少期から望ましい食生活を営む力を
身につけ、様々な食材へ興味・関心を持てるよう
支援してきます。

保健福祉課

13 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、保育所・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、適切な支援を行っています。

関係機関との連携の充実を図りながら、引き続き
事業を実施します。

実施ありませんでした。
必要に応じて保健師が各保育園、幼稚園を訪
問し情報共有及び助言等行いました。

実施 成果維持

引き続き関係機関との連携の充実を図りながら、
事業を実施します。
必要時、保健師が各保育園、幼稚園を訪問し
情報共有及び助言等を行っていきます。

保健福祉課
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目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり

14
予防接種事業
【2-(1)-⑰】

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・ヒブ・肺炎球菌の予防接種を
行っています。
児童生徒については二種混合、日本脳炎・子宮
頸がんの予防接種を行っています。
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ます。

引き続き、事業を継続します。

（個別接種）
・ヒブ　　571名
・小児用肺炎球菌　　600名
・Ｂ型肝炎（10月より定期化）　　236名
・四種混合　　579名
・不活化ポリオ　　16名
・ＢＣＧ　　148名
・水痘　　276名
・麻しん風しんⅠ期　　157名
・麻しん風しんⅡ期　　128名
・日本脳炎　　678名
・二種混合　　133名
・子宮頸がん　　0名（接種勧奨見合わせ）
・ロタウイルス（任意）　　229名
・おたふくかぜ（任意）　　137名
※任意接種については町の委託額を上限に助成

実施 成果維持

感染症の予防及びまん延予防のため、健診時等
に引き続き接種勧奨を行っていきます。
また未受診者に対し、通知等での接種勧奨を
行っていきます。

保健福祉課

15
健康相談・育児相談
【2-(1)-⑱】

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。
また、電話による相談も行っています。

引き続き、事業を継続します。
【健診受診者等については、3-1-5～7を参照】
・電話相談180件
・来所相談24件

実施 成果維持

妊娠・出産・育児・予防接種・離乳食・病気・障
害など、様々な相談に対し各専門職・専門機関
が連携を取りながら、対象者に寄り添った相談対
応を実施します。

保健福祉課

16
すくすく教室
【2-(1)-⑳】

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って
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
しています。

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。

西白河郡4町村での合同開催
・すくすく教室（泉崎村保健福祉センター等で実
施）
 年10回　対象者9名、参加者 延べ58名
・発達相談会（泉崎村保健福祉センターにて実
施）
 年4回　対象者5名、参加者 延べ5名

実施 成果維持

参加者のニーズ、特性に応じた事業メニューの検
討を行いながら、引き続き事業を実施していきま
す。
必要に応じて、医療機関や関係施設との連携を
行いながら適切な医療・療育等に繋がるよう支援
していきます。

保健福祉課

17 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さまざまな福
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。

今後も、身近な相談役として要援護家庭の相談
を受け、関係機関との連絡調整を行います。ま
た、主任児童委員を中心に要保護児童に対して
の家庭訪問を実施します。

福祉関係の様々な相談を受け、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。

実施 成果維持

福祉関係の様々な相談を受け、その内容に応じ
た関係機関との連絡調整を行います。
要保護児童に対して主任児童委員を中心に家
庭訪問を実施します。

保健福祉課

18

おやこあそびのひろば
（旧おやこあそびの広場）
【1-(15)-⑨】
【1-(17)-⑪】

就園前の乳幼児と保護者を対象に、保健福祉
センターでふれあいあそび、グループミーティングを
通して育児支援・発達支援を行い、子どもたちの
健やかな発達と、母親たちの仲間づくりを行ってい
ます。

引き続き、事業を継続します。

ＮＰＯ法人ハートフルハート未来を育む会からのス
タッフの派遣にて実施
 年24回　登録者数65名
 延べ参加者数576名
 （内訳　子：321名、母255名）

参加者のニーズに応じた遊びを取り入れながら、
母子支援を行っていきます。
また、効率的な支援を行うためにも事業内容の見
直し及び参加条件等の見直し等も行っていきま
す。

保健福祉課

19
ガラスバッジ線量計貸し出し
事業

全町民を対象にガラスバッジ線量計の貸し出しを
行い、放射線量に対する不安の軽減を図ります。

引き続き、事業を継続します。

町内の施設（保育園・幼稚園・小中学校）に在
籍する子供及び配布希望の乳幼児、妊婦、高
校生以上の住民に対し年2回ガラスバッジ線量計
による放射線測定を実施しております。
 第1回目（6月～ 8月）1,868件
 第2回目（9月～11月）1,867件

実施 縮小
ガラスバッジによる測定を希望する町民に対し、放
射線測定を年に１回実施します。

保健福祉課
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20
ホールボデイカウンターによる
内部被ばく検査事業

生後７か月児以上の町民を対象に検査を実施し
ています。日常生活の中で食事等を通じて体内
に取り込まれた放射性物質の量を測定する事業
です。この事業により放射線量に対する不安の軽
減を図ります。

引き続き、事業を継続します。
町で希望者を募集・取りまとめし、白河厚生総合
病院で受診しました。
 .受診者9名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 保健福祉課

21

【新規】
マタニティー＆赤ちゃん教室
【2-(1)-④】
【2-(1)-⑧】

妊娠や出産、産後の体の変化に対する正しい知
識の普及を図る。また、妊婦・母親・赤ちゃん同
士の交流の場を提供することで妊娠や出産、育
児の不安解消を図り、安心して妊娠中の生活、
出産、産後の育児ができるように支援します。

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。

年4回
参加者【妊婦】20名（夫 4名参加）
 【赤ちゃん】25名（父 2名参加）

実施 成果維持

妊婦～産褥婦を対象とした教室を開催し、妊娠
中の胎教マッサージ、授乳服について、産後の体
の変化、ベビーマッサージを助産師のもと実施し、
妊娠・出産の不安～育児の悩みまで支援してい
きます。

保健福祉課

22
養育医療給付
（旧養育医療）
【2-(2)-⑧】

母子保健法第20条に基づいて、身体の発育が
未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指
定医療機関において入院治療を受ける場合に、
その治療に要する医療費を公費により負担する
制度です。医療費は、世帯の所得税額に応じて
一部自己負担となります。

引き続き、実施します。
受給者2名
支払金額358,619円

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課
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３－２　「食育」の推進

実績 今後の方向性

1
やぶきっ子の健康を考える
連絡会の充実
【1-(2)-①】

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て
います。

養護教諭の先生方と事業内容を見直し、小中
学校・幼稚園・保育所と連携を図り、やぶきっ子
健康づくり事業を実施します。

・連絡会　年2回（4月、2月）
・会報作成（各小・中学校持ち回り）　年5回
 第99号～第103号作成
【事業内容実績については、3-1-12 歯科食育
出前講座、3-3-1 思春期セミナーを参照】

実施 成果維持

平成29年度より小中学校の栄養教諭の協力を
得て各園で食育指導を開始したため円滑に事業
を実施でるよう、体制作りに努めます。思春期セミ
ナーも引き続き実施し、「命の大切さ」を学年ごと
に学ぶ機会を作ります。

保健福祉課

2
学校給食を活用した「食
育」の推進
【1-(6)-②】

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ます。

子どもたちが健やかに成長するための食育指導の
充実に努めていきます。

各学校において、養護教諭・栄養士・担任等に
より食育を実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

3
保育所・幼稚園における
「食育」の推進
【1-(6)-③】

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（餅つきなど）を体験する中で、食育の指導を
行っています。

引き続き事業を実施します。

・あさひ保育園
”朝ごはんたべたかな”朝ごはん（主となるごはんか
パン、汁物、おかず等）食べてきたらシールをはり啓
蒙しました。枝豆 ・トマト・きゅうり等を栽培し調理
したり、節分の豆まきに使用したりしました。
・矢吹幼稚園
野菜の栽培・収穫・調理・食する体験や、三要
素の食育指導にあたりました。また、講師を迎えて
親子クッキングを実施しました。
・中央幼稚園
餅つき体験、豚汁調理体験、会食を行いました。
・中畑幼稚園
地域ボランティアのおばあちゃん達との野菜作り
や、その野菜を収穫、調理、会食することでみん
なで食べる楽しさやおいしさを体験する食育を実
施しました。
・三神幼稚園
幼稚園で野菜や果物を栽培し簡単な調理をして
食育の推進に努めました。特にぶどうが豊作で生
ジュースを味わうことができました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

4
保護者の給食体験
【1-(6)-④】

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
子どもといっしょに給食を食べてもらいます。

引き続き事業を実施します。
・あさひ保育園
園のフリー参加で、希望者13名に給食体験を実
施しました。

実施 成果維持

子どもたちがどんな給食を食べているのか、味付け
や食材についても関心を持ち、家庭での食事メ
ニューの参考などにもなるとよいと思われるので、フ
リー参加に全保護者に参加して頂き、その時に、
子どもと一緒に全員が給食を食べてもらうように出
来るとよいです。

子育て支援
課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

課題等 担当課
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３－３　思春期保健対策の充実

実績 今後の方向性

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。

【3-2-1】やぶきっ子の健康を考える連絡会内の
事業にて実施
町内各小・中学校・高等学校で全8回実施
参加者　小・中学校644名、保護者　13名
 高等学校 28名

実施 成果維持

小・中学校、高等学校の養護教諭・栄養教諭と
連携を図りながら、引き続き事業を実施し、発達
段階に応じた「命の大切さ」学ぶ機会を作っていき
ます。

保健福祉課

知識の普及と命の大切さについて考える授業に
取り組んでいきます。

町内各小・中学校において命を扱う現場の専門
家（助産師）から「命の授業」「思春期セミナー」と
して命の大切さや親子の絆、性の問題について授
業を実施

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

2

【再掲】
スクールカウンセラーの活用
事業
【1-(9)-①】

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っています。

スクールカウンセラーの活用が、子どもの心の安定
を図り、学校の安定、授業の安定につながるよう
に取り組んでいきます。

相談件数
・幼稚園、保育園178件
・小学校
 児童244件　 保護者・教諭287件
・中学校
 生徒88件　 　保護者・教諭100件

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

3
タバコや薬物の害に対する
教室

小学校では教育課程の中に防煙教育を位置づ
け、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ています。
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ます。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

町内各小・中学校において薬物乱用防止教室
を実施。小学校においては民間団体等構成員
（ライオンズクラブ等の社会奉仕団体等構成員）と
バスを活用

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

課題等 担当課

1
思春期セミナー
【1-(7)-⑧】

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。

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり

３－４　小児医療の充実

実績 今後の方向性

1

こども医療費助成
（旧乳幼児・児童医療費助
成事業の充実）
【2-(2)-⑦】

町では乳幼児・児童の健康の保持増進を図るた
め、平成22年４月から助成の対象年齢を0歳から
12歳に拡充しています。

引き続き、子ども医療費を適正に助成します。
助成者への助成
助成件数28,810件
支出額69,091,722円

実施 成果維持
現在は助成の対象年齢が0歳から18歳まで拡充
されており、助成件数も昨年度と同様の規模であ
るため引き続き実施します。

子育て支援
課

2 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。

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。

白河厚生総合病院の協力を得て実施しました。
受診者数53名

実施 成果維持

実施形態の見直し及び人員確保等について協
議を行いながら、住民が安心して受診できるよう
事業を実施していきます。
また引き続き、ホームページ等の媒体を活用しな
がら情報の周知を行っていきます。

保健福祉課

28年度評価
課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
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目標４　親子の笑顔を支える仕事と生活の調和の推進

４－１　働きやすい職場環境づくりと就労支援

実績 今後の方向性

1 各種法制度の普及・啓発

仕事と家庭生活の両立に向けて、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
進めています。

企業側が取り組みをした際のメリット等について、
啓発に努めます。

関係機関からのパンフレット等を役場カウンターに
設置しました。また経営者向け講習会等の案内
も広報やぶき及び町ホームページへ掲載しました。

実施 成果維持

経営者においては、当該制度についての認識と理
解は進んでいるものの、自社努力では限界がある
ため、行政での環境整備を進める必要がありま
す。

産業振興課

2 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及びホームページに掲
載し、どちらも週1回更新しています。
また、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、町民及び子育て家庭の就職を支援し
ています。

県内及び白河管内の求人倍率は好調ですが、
互いが希望する職種等、求職と求人のアンマッチ
が生じており、その解消へ向けた取り組みに努めま
す。

ハローワークや企業からの求人情報について、役
場カウンターへ設置しました。また町ホームページ
へ掲載しました。なお、無料職業紹介への登録
者へ求人内容の通知を送付により適宜案内しま
した。

実施 成果維持
マッチングが2件あったが、町登録求職者の希望す
る職種と企業側が求める人材とのアンマッチがまだ
解消されませんでした。

産業振興課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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目標５　子どもと子育てを支援する地域づくり

５－１　保育所・幼稚園のサービスの充実

実績 今後の方向性

1

保育園での延長保育事業
（旧保育所における保育時
間の延長）
【1-(1)-⑥】

町立保育所の保育時間は通常18時までですが、
最長19時まで延長して行っています。※町立のみ
記載

引き続き、事業実施に取り組みます。
通年利用者2名
随時利用者延べ232名

実施 成果維持
平成30年度からの民営化に伴い、平成29年度
は協同保育期間として民間委託しますが、引き
続き事業を実施します。

子育て支援
課

2
保育所の地域への開放
【1-(7)-⑤】

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
などの支援をしています。※町立のみ記載

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。

あさひ保育園
 6回（1回あたり0～3名参加）
 広報やぶきで周知しました。

実施 成果維持

参加者は年々少なくなっています。子育て支援室
など、専用の部屋を随時開放する、担当保育士
の配置をするなどの環境を用意できることが理想
です。

子育て支援
課

3

幼稚園での預かり保育事業
（旧幼稚園での預かり保育
の充実）
【1-(1)-⑤】

通常の教育時間を超えて、預かり保育を実施し
ています。※町立のみ記載

引き続き、事業実施に取り組みます。

・4園で実施
・朝7：30～8：30、午後降園～18：00、18：00～
18：30までの預かり保育を実施しました。
・年間利用者100人
・一日利用者延べ156人

実施 成果維持
引き続き事業を実施します。
平成29年度からの幼稚園保育料無料化に伴
い、預かり保育利用者の増加が想定されます。

子育て支援
課

4
幼稚園の保護者交流の推
進
【1-(7)-④】

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、さまざまな保
護者のサ－クル活動を支援しています。※町立の
み記載

子育て懇談会は、なかなか参加者が集まりにくい
ため、気軽に話し合えるような環境作りに努めま
す。

・矢吹幼稚園
保育参観後の懇談会、ドラえもん（父親）の会主
催の夏祭り・運動会手伝い・餅つき手伝いなどを
通して交流を深めました。
・中央幼稚園
学級懇談会、ウルトラの会主催の夏祭り、餅つき
手伝い等で交流を深めました。
・中畑幼稚園
保育参観後の懇談会、ふれあい参観日、夏祭
り、父ちゃんの会、創立50周年記念餅つき会など
を通して交流を深めました。
･三神幼稚園
おやぢ会で夏祭りや運動会に協力してもらったり
創立50周年記念餅つき会等で触れ合ったりしま
した。

実施 成果維持
保護者との交流を深められるよう引き続き事業を
実施します。

子育て支援
課

5
幼稚園の地域への開放
【1-(7)-⑤】

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ふれあいを通
して友達への関心が深まるよう場の提供をしてい
ます。
また、園の放課後、休日等は地域の遊び場として
園庭を開放しています。

遊具の安全性を確保し、引き続き活動の充実に
取り組みます。

・矢吹幼稚園
体験入園を5回実施し、園庭は平日午後3時～
5時と土日開放しました。
・中央幼稚園
体験入園5回実施し、園庭は平日午後3時～5
時と土日開放しました。
・中畑幼稚園
体験入園を5回実施し、園庭は平日午後3時～
5時と土日開放しました。
・三神幼稚園
体験入園を5回実施し、園庭は平日午後3時～
5時と土日開放しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

【幼稚園】
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。

・矢吹幼稚園：6回
・中央幼稚園：5回
・中畑幼稚園：5回（その他鼓笛パレード、6年生
の職場体験でも交流しました。）
・三神幼稚園：6回

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

課題等 担当課

6
小学校との連携
【1-(2)-②】

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所・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

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価

子育て支援
課
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目標５　子どもと子育てを支援する地域づくり

【保育園】
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。

・あさひ保育園:6回 実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

５－２　地域における子育て支援サービスの充実

実績 今後の方向性

1 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

今後、検討します。 事業実施ありません。 未着手成果維持 今後、検討します。
子育て支援
課

2 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。

今後、検討します。 事業実施ありません。 未着手成果維持 今後、検討します。
子育て支援
課

3 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、そこにテーマに沿っ
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。

今後、検討します。 事業実施ありません。 未着手成果維持 今後、検討します。
子育て支援
課

4
育児支援教室
【2-(1)-⑲】

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ています。

引き続き、事業を実施します。
年6回 94名参加（対象142名）参加率 66.2％
離乳食の進め方についての講話に加え試食の実
施　及び歯科指導の実施を行いました

実施 成果維持

栄養士から離乳食についての説明や試食の提
供、歯の手入れ方法などを実践を含めて指導し
ていきます。
引き続き、参加者の要望・意見を取り入れながら
指導、相談を実施していきます。

保健福祉課

引き続き、情報収集・提供に努めます。 年6回発行しました。 実施 成果維持 引き続き、情報収集・提供に努めます。
子育て支援
課

引き続き、情報収集・提供に努めます。
幼稚園・保育園に2ヶ月に1回発行しました。
保健センターや子育て支援課にも配布し、ポス
ターも掲示しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

6
【1-(2)-②】

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ます。※町立のみ記載

課

28年度評価
課題等 担当課

5
矢吹町子育て支援情報誌
の作成配布
【2-(1)-㉑】

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、保育所・幼稚園にて
配布し、情報提供を充実していきます。ホーム
ページへも掲載しています。

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
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目標５　子どもと子育てを支援する地域づくり

6
「おかあさんといっしょ」のおは
なし会
【1-(17)-④】

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。

引き続き、実施します。
定例おはなし会（0～3歳児）
（開催月日）
毎月第4木曜日193名参加

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

7
出産祝金（第2子以降）
【2-(2)-①】

次世代を担う児童の確保のため、出産の奨励を
図るため、第2子以降のお子さんを出産された方
へ出産祝金を支給します。

事業効果を検証しながら、継続又は見直しを検
討します。

支給者67名
支給額3,350,000円

実施 成果維持
事業効果を検証しながら、継続又は見直しを検
討します。

子育て支援
課

8
ブック・スタート
【1-(4)-②】

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
聞き、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。
そのふれあいの時間を、赤ちゃんもおかあさんもいっ
しょに楽しみながら、親子の絆や心のふれあいを深
めることができることを伝えるため、4か月児健診に
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。

引き続き、実施します。

年6回保健福祉課主催の4ヶ月健診時に実施し
ました。
（開催月日）
5月12日、7月7日、9月1日、11月10日、1月12
日、3月2日　参加132組

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

9
屋内外運動場（未来くるや
ぶき）
【1-(15)-⑩】

幼児や保護者が放射能の影響を気にせず安心
して遊べる遊び場を提供するため屋内外運動場
を整備して、子どもたちの運動量の確保と健全な
発育発達を図ることを目的とする全天候型運動
場の施設運営を行います。

引き続き事業を実施します。

利用状況　合計51,534人
（内訳）
 屋内運動場46,953人
 団体利用者1,063人
 イベントのみ1,578人
 見学者866人
 フットサルコート1,074人

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

10

【新規】
子育てホームページ及びアプ
リの導入
【2-(1)-㉒】

母子保健や子育て支援に関する情報を子育て
世帯に迅速に提供するため、ホームページを使い
やすく更新するとともに、アプリの導入を図ります。

庁内の関係各課と連携して、きめ細かな情報提
供を実施します。

子育てホームページを開設しました。 実施 成果維持
各課と連携して、子育て世代や移住希望者に
とって分かり易く、興味のもてる情報を提供できる
よう、引き続き事業を実施します。

子育て支援
課

11

【新規】
子育てサークル活動支援補
助金
【2-(1)-㉓】

家庭での子育てを応援し、子育ての不安感・孤
立感を軽減し子育てを楽しむ環境づくりを推進し
地域での子育てサークル活動を支援します。
乳幼児と保護者が集まって、子育てに関する学
習や情報交換、その他の活動を行うなど、一定の
条件を満たす子育て支援サークルに、活動に関
する経費の一部を補助する事業等を行います。

引き続き、実施します。
助成件数2件　助成総額60,000円
活動報告会1回

実施 成果維持
引き続き事業を実施するとともに、事業の周知に
努めます。

子育て支援
課

12
地域子育て支援センター
【1-(14)-④】

矢吹町屋内外運動場内に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。

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。

「にこにこひろば」(平成21年度設置)
利用状況　28.4～29.3月
1,537組　大人1,546名　子ども1,878名
子育て講座　年12回
99組　大人100名　子ども122名

実施 成果維持
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。

子育て支援
課
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13
ファミリー・サポート・センター
【1-(14)-⑦】

子育ての援助をしてほしい方（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所の送
迎、一時預かり等の援助を有料で行います。

提供会員の確保に取り組むとともに、さらなる支
援の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行い
ます。

1か所設置済み（平成19年度設置）会員数109
名（利用会員80名・提供会員20名・両方会員9
名）

実施 成果維持
提供会員の確保に取り組むとともに、さらなる支
援の拡充に向け利用しやすい内容の検討を行い
ます。

子育て支援
課

14
【新規】
子ども・子育て会議
【3-(1)-④】

有識者、事業所、子育て当事者、子育て支援
当事者等が、町の子育て支援施策の充実に向
けて政策設計から点検など全般的にご意見・提
案をいただく会議を開催しています。

子ども・子育て会議の役割として、以下の意見を
聴取を行い、町として子ども・子育て支援策の計
画的な施策の取り組みについて反映します。
①子ども・子育て支援法に基づく給付の対象とな
る町内の教育・保育施設や地域型保育事業の
利用定員の設定
②矢吹町子ども・子育て支援事業計画の策定
（変更）
③子ども・子育て支援に関する施策の総合的か
つ計画的な推進に関し、必要な事項や施策の実
施状況

年3回開催 実施 成果維持

本会議は保護者の方を含む子ども・子育て支援
の当事者などの意見を聴くための会議であり、本
町の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて施策
を実施できるよう適宜、会議を開催いたします。

子育て支援
課

15

【新規】
次世代育成支援行動計画
推進検討部会
【3-(2)-⑤】

次世代育成支援行動計画の各施策について進
捗状況の把握と施策の連携を図るため、当検討
部会で取り組んでいます。

関係各課と連携し、各施策の進捗状況の把握
に取り組みます。

年2回開催 実施 成果維持
検討部会で、国の動向や他自治体の子育て支
援施策など情報を共有しながら各課で取り組む
べき施策を検討する必要があります。

子育て支援
課
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５－３　子どもの健全育成

実績 今後の方向性

1
放課後児童クラブ
【1-(13)-①】

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。

引き続き、活動の充実に取り組みます。
また、子ども・子育て支援新制度によって、平成
27年度から対象年齢が小6まで拡大となるため、
量の拡充を図る検討をしていきます。さらに、利用
時間を延長します。

・利用児童数257人
・利用時間
①通常…下校～18：00（月～金）、延長利用
（18：00～18：30）
②長期休暇、振替休日…7：40～18：00（月～
金）＊延長利用あり
③土曜開所…8：00～16：00（月１回、利用希望
者がいない場合はなし）

実施 成果維持

引き続き事業を実施します。
善郷小学校の児童クラブでは学校の特別教室を
使用して活動している為、教室使用について小
学校との取り決めが必要となっています。

子育て支援
課

2
街なかサロン
【1-(17)-⑤】

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。

今後、検討します。
廃止・
終了

廃止・終了 保健福祉課

【5-3-4へ統合・入力不要】
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
育成を図っています｡

興味関心が持てるような事業を実施します。 教育振興課

3

青少年地域活動事業（矢
吹ジュニアクラブ・シニアリー
ダー）
（旧シニアリーダーの育成）
【1-(17)-③】

団体活動のなかでキャンプ・バス研修や自然体
験・スポーツ・料理・企業見学・工作教室・伝承
遊びを通して創造性・協調性を養い、地域社会
文化等の理解を深め、地域のリーダーとしての行
動力と責任感を育成しています。
【前年度記載内容】
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
の育成を図っています。

子ども交流会が終了したので、子ども交流会参
加者の小学生と親睦を深めるための活動を実施
します。

・矢吹町・三鷹市子ども交流会
 8月10日（水）～12日（金）　　2泊3日
 会場：矢吹町大池公園

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

4
【新規】
三鷹交流会事業
【1-(15)-⑧】

姉妹市である三鷹市との子ども交流会を実施し
ています。

引き続き実施し、29年度は三鷹市・矢吹町交流
会として長野県川上村にて活動を実施します。

・矢吹町・三鷹市子ども交流会
 8月10日（水）～12日（金）　　2泊3日
 会場：矢吹町大池公園

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

5

【新規】
子ども会育成会支援事業
（母子交流事業、交通事
故防止絵画ポスターコンクー
ル事業等の支援
【1-(17)-②】

子ども会育成会連絡協議会が主催する母子（は
はこ）スポーツ大会、交通事故防止絵画ポスター
コンクール事業等に対し支援を行っています。子ど
も会育成会連絡協議会と連携し、事業を運営し
ています。

引き続き活動の充実に取り組みます。

・母子ディスクドッヂ大会
 11月27日（日）
・交通事故防止絵画ポスターコンクール
 2月3日（金）～17日（金）

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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【幼稚園】
引き続き活動の充実に取り組みます。

・矢吹幼稚園
 希望がなく実施しませんでした。
・中央幼稚園
 矢吹中学校2日間13名、光南高校2日間12名
実施しました。
・中畑幼稚園
 中畑小6年生が1日実施しました。
・三神幼稚園
 希望がなく実施しませんでした。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

【保育園】
引き続き活動の充実に取り組みます。

あさひ保育園
中学生9名が2日間、光南高校生15名が2日間
実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

【図書館】
引き続き活動の充実に取り組みます。

・光南高校生6名実施
 6月21日、22日
 6月28日、29日
・矢吹中学生5名実施
 9月13日、14日

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

7
定例おはなし会
【1-(4)-③】

週休日、及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が協力していま
す。

引き続き、実施します。
定例おはなし会（幼児～小学校低学年の児童）
 毎月第2土曜日　120名参加

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

8
移動図書館車の巡回貸出
【1-(4)-④】

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所を中
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。

引き続き、実施します。

町内保育園・小学校は毎月1回、幼稚園は図書
館の来館利用状況や各園の教育計画を考慮
し、巡回しました。また、小学校児童クラブ・幼稚
園預かり保育など、夏休み中の巡回を行いまし
た。
利用人数（団体含む）　延べ4,887名
貸出冊数　18,603冊

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

9 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っています。

引き続き、実施します。

手作り絵本の展示、クラフトコーナー、おはなし
会、昔遊びなどを行いました。
（開催月日）
9月17日　約120名参加

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

10 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」を発行していま
す。

引き続き、実施します。

・図書館だより
 年に4回発行しました。
・こどもとしょかんだより
 毎月1回、小学生全員に配布しました。
・読書のススメ
 毎月1回、中学校各クラスへ配布しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

6
職場体験学習の受け入れ
【1-(16)-⑤】

職業や仕事、社会への理解と関心を高めるため
に、図書館、保育所、幼稚園などにおいて、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。
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11 ブックリストの配布

小さいとき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、夏休み前に保育所、幼稚園から小中学生ま
で配布し、利用に役立ててもらっています。

引き続き、実施します。
園児及び・児童・生徒を対象に、夏休み前に各
幼稚園、保育園、小中学校を通じて配布しまし
た。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

12 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か月
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。

今後、検討します。
廃止・
終了

廃止・終了 教育振興課

13

日本三大開拓地交流事業
（旧日本三大開拓地子ども
交流会）
【1-(15)-⑦】

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、未来を担う子どもたちに開拓の精神文
化を広めています。

青森県十和田市、宮崎県川南町、福島県矢吹
町という気候、風土、文化の違う地域の未来を担
う子どもたちが、三大開拓地という歴史を共有す
ることを契機とし、交流することで、将来にわたる
思い出と友情をつくるとともに、他の地域文化を習
得し今後の成長に役立てていけるよう事業を継
続して参ります。

十和田市の開拓から現在の発展までの歴史や地
域間交流を通じて開拓の心を養う交流会を実施
しました。
開催地：十和田市
開催日程：平成29年1月27日～1月30日（3泊4
日）
参加児童：矢吹町19名＋十和田市17名＋川
南町
20名　計56名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

14

夏休み手作り絵本教室・夏
休み出張おはなし会
（旧夏休み手づくり絵本教
室）
【1-(17)-⑥】

あゆり祭・絵画展・書写展・子ども音楽教室など
を開催します。
【前年度記載内容】
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。

引き続き、実施します。

・幼児親子教室
 7月24日、7月31日　親子6組（12名）参加
・小学生教室
 7月28日、8月4日　22名参加
・夏休み出張おはなし会
 夏休み中に町内4児童クラブで実施しました。
 ボランティア2団体（各2校ずつ実施）
 延べ150名参加

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

【5-1-14へ統合・入力不
要】
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、保育所）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が協力しています。

引き続き、実施します。 教育振興課

15
芸術文化活動
【1-(17)-⑧】

「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。

町民文化祭（あゆり祭）として、町民による自主
参加、自主決定、自主運営で多彩な芸術文化
の展示及び公演等を実施する。

・開催式　10月16日
・唄・琴・舞・華の祭典　10月16日
・音楽祭　11月3日
・絵画展　10月22日～11月20日
・書写展　11月5日～11月20日
・その他各種展示の実施

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

16
演劇鑑賞教室（幼・保・小
学低学年）
【1-(15)-⑪】

町立保育所・幼稚園及びポプラの木園児と町立
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ます。

引き続き、実施します。
年1回開催　6月13日　834名参加
「長靴をはいたねこ」を幼稚園・保育園・小学校
低学年を対象に鑑賞しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課
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17
絵画教室・陶芸教室
（旧絵画教室）
【1-(17)-⑧】

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。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。
【前年度記載内容】
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。

引き続き、実施します。

・子ども絵画教室Ⅰ期
 5月～3月の毎月1回実施しました。
 11回開催　参加人数165名
・子ども絵画教室Ⅱ期
 7月～8月の夏休み中に実施しました。
 7回開催　参加人数82名
・子ども陶芸教室
 7月～8月の夏休み中に実施しました。
 4回開催　参加人数41名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

【5-3-17へ統合・入力不
要】
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。

引き続き、実施します。 教育振興課

18
キッズシアター
【1-(15)-⑫】

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しています。

引き続き、実施します。
年1回開催　6月9日　573名参加
「ぼくは、にんじゃのあやし丸」を小学校高学年を
対象に鑑賞しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

19
体育協会支援事業
（旧スポーツ教室）
【1-(15)-⑤】

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「さわやか健康マラソン大
会」などに取り組んでいきます。
【前年度記載内容】
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
いっしょに参加できる「さわやかマラソン」などに取り
組んでいます。

引き続き、実施するとともに、その内容についても
検討します。

・第36回さわやか健康マラソン大会　10月9日
 エントリー　678名　566名参加
・スキー教室　1月31日
 スキーリゾート天栄　参加者30名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

20
中畑清旗争奪ソフトボール
大会
【1-(15)-③】

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。

大会主管団体の町ソフトボール協会と運営及び
内容等について協議検討しながら大会を実施し
ます。

・第33回中畑清旗争奪ソフトボール大会
 8月6日（土）～7日（日）
 スポーツ少年団　　96チーム
 中学生女子チーム　　10チーム
 全106チーム参加　4ブロック制で開催
 参加者数　約4,500名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

21

母子（ははこ）スポーツ大会
（旧母子（ははこ）ソフトボー
ル大会）
【1-(17)-①】

子ども会会員相互の交流・親睦を深めながら、
子どもたち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つな
げています。

引き続き実施するとともに、父親も参加できる「親
子ディスクドッヂ大会」として協議しながら検討実
施します。

・第1回母子ディスクドッヂ大会
 11月27日（日）
 7育成会9チーム参加
 優勝　5区北育成会
 参加者数　106名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課
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22
矢吹小学校大規模改修事
業

子どもたちの安全安心及び学習環境整備のた
め、スーパーエコスクール実証事業と長寿命化改
良事業による学校施設環境改善交付金等を活
用し、矢吹小学校の大規模改修に取り組むもの
であり、工事内容は、校舎全体の内装改修をは
じめ、外壁断熱改修、給排水施設更新、電気
設備更新等の大規模改修を行います。

予定通り平成28年9月に全改修工事が終了しま
した。

廃止・
終了

廃止・終了 教育振興課

23
【新規】
中学生ボランティア活動

中学生が矢吹町ボランティアセンターに登録し、
福祉施設への訪問活動などのボランティア活動を
しています。

引き続き事業を実施します。

・あさひ保育園
夕涼み会8名、サマーショートボランティア19名(1
～3日間)
・矢吹幼稚園
夏祭り1.名、サマーショートボランティア6名
・中央幼稚園
サマーショートボランティア8名
・中畑幼稚園
夏祭り11名、サマーショートボランテイア4名
・三神幼稚園  夏祭り７名
サマーショートボランティア5名（3日間）
運動会10名

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

24
【新規】
総合型地域スポーツクラブ
【1-(14)-⑤】

地域の子どもからお年寄りまでが、様々なスポーツ
を通じ、健康維持増進を図ることを目的に、総合
型スポーツクラブを設立しています。町総合型地
域スポーツクラブとして矢吹スポーツクラブが子ども
から高齢者まで、誰もが、いつでも、いつまでも気
軽にスポーツ活動や文化活動に親しめる事業を
開催し、健康で活力ある地域づくりに寄与するこ
とができるクラブ運営を支援しています。

引き続き実施するとともに、事業の周知、会員数
増、事業充実化、ＮＰＯ法人化のための取り組み
を行っていきます。

・事業総参加者数2,411名
・平成28年度会員数178名
・クラブ案内用チラシの作成
・スポーツフェスティバルの開催等

実施 成果維持

引き続き、気軽にスポーツ活動や文化活動に親
しめる事業を開催し、事業周知及び会員数増を
行い、一層、健康で活力ある地域づくりを支援し
ます。
また、ＮＰＯ法人化へ向けた支援を行います。

教育振興課

25
【新規】
生涯学習情報提供事業
【1-(15)-①】

ホームページに掲載中の「サークル情報ねっと」をは
じめ、ホームページの充実を図るとともに、広報等
を通じて生涯学習に関する総合的な情報を提供
しています。

引き続き実施します。

・矢吹町ホームページ内の紹介ページをリニューア
ル
・紹介パンフレットの作成・配布
・毎月、公民館通信の発行

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

26

【新規】
町民講座開設事業（こども
囲碁教室 こども書道(書初
め)教室）
【1-(15)-②】

いつでも、誰でも生涯にわたって学べるよう、町民
講座の充実を図ります。子どもから大人まで、幅
広い講座を実施し、生きがい・趣味等につなげら
れるよう事業を推進します。

引き続き、実施します。

・こども囲碁将棋教室
 7月26・27・29(火・水・金)、8月1・2・4(火・水・
金)
・こども書初め教室
 12月25・26日(月・火)

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課

ページ 33 / 41



目標５　子どもと子育てを支援する地域づくり

27
【新規】
スポーツ少年団育成事業
【1-(15)-⑥】

子どもたちがスポーツを楽しみ、野外・文化・社会
活動などを通じて協調性や創造性を養い、社会
のルールや思いやりのこころを学ぶための地域ス
ポーツ団体で、矢吹町では、ソフトボール、バス
ケットボール、空手、サッカーなどの団体の活動を
支援しています。

引き続き、実施します。

・結団式・交流会　場所：善郷小学校
 4月16日（土）
・第7回福島県荒川博杯ティーボール大会
 参加チーム：14チーム　場所：矢吹球場
 5月28日（土）
・第4回春蘭杯
 参加チーム：男子12チーム　女子8チーム
 平成29年1月21日（土）～22日（日）
・卒団式
 場所：矢吹町文化センター3月5日（日）

実施 成果維持 引き続き、実施します。 教育振興課

28

【新規】
未来を担う子ども育成事業
（田んぼの学校、大池公園
の大賀はす再生）
【1-(16)-③】

東京農業大学と連携した田んぼの学校、都市建
設課で実施する大池公園大賀はす再生の取り
組みに併せた高学年対象の特別授業を実施して
います。

引き続き活動の充実に取り組みます。

6月3日におこなった東京農業大学と連携した田
んぼの学校の事前授業として、6月2日に都市建
設課で実施する大池公園大賀はす再生の取り
組みに併せた5年生対象の特別授業を（善郷小・
中畑小）にて実施しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。 教育振興課
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５－４　高齢者との交流促進

実績 今後の方向性

1 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
児たちとのふれあ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ちが育つこと
もねらいとしています。

引き続き活動の充実に取り組みます。

・矢吹幼稚園
 祖父母参観餅つきを実施。一緒にゲームや伝
承遊び、餅つきを行いました。
・中央幼稚園
 祖父母参観1回実施。歯科指導、お琴鑑賞の
内容で実施しました。
・中畑幼稚園
 創立50周年記念式典と餅つき会を兼ねて、祖
父母参観を実施しました。
・三神幼稚園
 11月に祖父母参観および創立記念50周年餅
つき会を行い更に、祖父母と一緒に、県より「チカ
パンのパントマイム」を鑑賞し楽しみました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

【幼稚園】
近年、グループホーム等の施設が増加しているた
め、訪問先を変えてマンネリ化しないように取り組
みます。

・矢吹幼稚園
寿光園に年長児、あゆりの里に年中児が一回ず
つ訪問しました。
・中央幼稚園
グループホームみらいに2回訪問しました。
・中畑幼稚園
デイサービス訪問を年中が行いました。グループ
ホームみらい訪問を年長児が行いました。両方ず
つ1回行いました。
・三神幼稚園
年長児があゆりの里に2回・年中児がデイサービス
に１回訪問しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

【保育園】
引き続き活動の充実に取り組みます。

あさひ保育園
矢吹病院に年長児、ディサービスセンターに年中
児、介護老人施設ほのぼのに年長児が、それぞ
れ1回ずつ訪問しました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。

28年度評価
課題等 担当課

2
福祉施設の訪問
【1-(7)-⑥】

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
たりいっしょに行ったり、ホームの入所者とふれあい
ながら過ごしてきます。
喜んだりいっしょ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ます。

子育て支援
課

番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
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５－５　子育て家庭の経済的負担等の軽減

実績 今後の方向性

1

【再掲】
こども医療費助成
（旧乳幼児・児童医療費助
成事業の充実）
【2-(2)-⑦】

町では乳幼児・児童の健康の保持増進を図るた
め、平成22年４月から助成の対象年齢を0歳から
12歳に拡充しています。

引き続き、子ども医療費を適正に助成します。

【3-4-1小児医療の充実より再掲】
助成者への助成
助成件数28,810件
支出額69,091,722円

実施 成果維持
現在は助成の対象年齢が0歳から18歳まで拡充
されており、助成件数も昨年度と同様の規模であ
るため引き続き実施します。

子育て支援
課

2
各種子どもに関する手当制
度のＰＲ
【2-(1)-㉔】

広報・ホームページ・窓口配布等を通じて、児童
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
各種手当をＰＲしています。

引き続き、情報収集・提供に努めます。
パンフレットや町ホームページにより情報提供を行
いました。

実施 成果維持 引き続き事業を実施します。
子育て支援
課

3
第三子以降保育所・幼稚
園無料事業
【1-(1)-⑬】

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
保育所・幼稚園に就園させる場合、保育料を無
料化する事業を実施しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。

（保育園）
・あさひ保育園15人(うち国制度対象者5人)
・ひかり保育園24人(うち国制度対象者７人)
・ポプラの木29人(うち国制度対象者7人)
（幼稚園）
・矢吹幼稚園11人(うち国制度対象者6人)
・中央幼稚園10人(うち国制度対象者7人)
・中畑幼稚園4人(うち国制度対象者3人)
・三神幼稚園6人(うち国制度対象者2人)
・ポプラの木2人
・中島幼稚園2人(うち国制度対象者1人)

実施 成果維持
町ホームページでの周知に加え、保育園入園者
への入園通知時に申請書を同封し、制度周知に
努めます。

子育て支援
課

4
私立幼稚園就園奨励事業
【1-(1)-⑭】

幼稚園在園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
正を図るため、幼稚園就園奨励費の補助を行っ
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、町単独の補助を実施しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。
丘の上幼稚園2人
郡山ザベリオ学園１人
岡ノ内幼稚園１人

実施 成果維持
引き続き事業を実施するとともに、周知に努めま
す。

子育て支援
課

5

要保護・準要保護児童生
徒就学援助事業
【1-(11)-①】
（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、給食費等を支給しています。

学校を通じて、支援制度の周知を図り就学支援
を行っていきます。

要保護・準要保護167件
被災児童生徒40件

実施 成果維持
引き続き事業を実施するとともに、周知に努めま
す。

教育振興課

6

ひとり親家庭の自立支援に
向けた制度の周知
（旧ひとり親家庭の自立支
援）
【2-(2)-⑯】

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）の周知を図っています。

引き続き、情報収集・提供に努めます。
支援制度等について、パンフレット等で周知を図
るほか。広報やぶきで児童扶養手当制度等につ
いてPRしました。

実施 成果維持 引き続き、情報収集・提供に努めます。
子育て支援
課

7
ひとり親家庭医療費助成
【2-(2)-⑨】

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。

引き続き、ひとり親医療費を適正に助成します。
対象者への助成
対象延人員661人
支払金額2,324,006円

実施 成果維持 引き続き、ひとり親医療費を適正に助成します。
子育て支援
課

課題等 担当課番号 事業名 内容 今後の方向性 28年度実績
28年度評価
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8

【新規】
特定不妊治療費助成事
業・不育症治療費助成事
業

平成28 年度から特定不妊治療（体外受精、顕
微授精）を行う夫婦の経済的負担を軽減するた
め、治療費の一部を助成しています。また、不育
症と診断された方が妊娠した場合において、ヘパ
リンを主とした不育治療に治療費の一部を助成し
ています。

引き続き、適正に助成します。
特定不妊治療費助成事業
対象人数6人
支払金額550,000円

実施 成果維持 引き続き、適正に助成します。
子育て支援
課

9

【新規】
多子世帯の幼稚園・保育
料負担軽減事業
【1-(1)-⑪】

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、第一子目から子どもを保
育園・幼稚園に就園させる場合の保育料を無料
化する事業を段階的に実施します。

国の制度改正にあわせ、段階的な無料化を実施
して行きます。

・保育園保育料
 対象者16人
 軽減金額　199,300円
・幼稚園保育料
 対象者7人
 軽減金額93,500円

実施 成果維持
子育て世帯の負担軽減となるよう、引き続き実施
します。

子育て支援
課

10

【新規】
ひとり親世帯等の保育料負
担軽減事業
【1-(1)-⑫】

ひとり親世帯等に対して、国の制度により児童の
保育料を軽減しています。

国の制度改正にあわせ、保育料の軽減を行いま
す。

・保育園保育料
 対象者29人
 軽減金額466,600円
・幼稚園保育料
 対象者13人
 軽減金額163,900円

実施 成果維持
子育て世帯の負担軽減となるよう、引き続き実施
します。

子育て支援
課

11
【新規】
奨学金の貸付事業
【1-(11)-④】

優れた素質をもちながら、経済的理由により就学
困難な学生に奨学資金を貸付し、有為な人材
を育成するために、奨学事業を行っています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。
貸付実績
1名（大学）　月5万3千円の貸付
※新規貸付者はいませんでした。

実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。 教育振興課

12

【新規】
学習支援員派遣事業の活
用促進
【1-(12)-②】

困窮世帯、生活保護世帯の児童生徒の学習支
援として、県社協が学習支援員派遣事業を実施
しており、関係機関と連携を図りながら利用を促
進します。

引き続き関係機関と連携し情報提供に努めてい
きます。

利用者1名（生活困窮世帯） 実施 成果維持
関係機関と連携し、事業の周知・情報提供を行
い、利用の促進を行います。

保健福祉課

13
【新規】
児童手当

児童手当について、町の広報及びホームページで
制度を周知します。0～3 歳未満まで1 人月額
15,000 円、3 歳以降小学校終了までの児童1
月額10,000 円（第三子は 15,000 円）、中学生
１人月額10,000 円の子ども手当を支給し、子育
て支援を図ります。保護者負担の軽減による家
庭等の生活の安定を図り、児童の健やかな成長
のために子育てしやすい環境を整えます。

引き続き、適正に支給します。
受給者1,272名（平成28年度現況届実績人数）
児童手当支給金額298,550,000円
特例給付支給金額3,190,000円

実施 成果維持 引き続き、適正に支給します。
子育て支援
課

14
【新規】
児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育てら
れているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け
るために手当を支給しています。

引き続き、事業の継続に取り組みます。 受給者196名（平成28年度現況届実績人数） 実施 成果維持 引き続き、事業の継続に取り組みます。
子育て支援
課
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目標５　子どもと子育てを支援する地域づくり

引き続き、相談・情報提供を行っていきます。
必要に応じて関係機関との連携を行い、子ども・
保護者へ支援を行っていきます。

相談者に対して適切に対応するよう関係機関と
連携して対応しました。

実施 成果維持 適切な情報提供及び相談支援に取り組みます。 保健福祉課

引き続き、情報提供に努め、相談を行っていま
す。必要に応じて関係機関につないで、子ども、
保護者へ支援します。

相談者に対して適切に対応するよう関係機関と
連携して対応しました。

実施 成果維持 適切な情報提供及び相談支援に取り組みます。
子育て支援
課

引き続き、情報提供に努め、相談を行っていま
す。必要に応じて関係機関につないで、子ども、
保護者へ支援します。

相談者に対して適切に対応するよう関係機関と
連携して対応しました。

実施 成果維持 適切な情報提供及び相談支援に取り組みます。 教育振興課

16

【新規】
町営住宅の母子家庭の優
先入居措置
【2-(2)-⑰】

特に住宅に困窮している事情のある母子家庭
が優先的に入居できるよう配慮しています。
（母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項
に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶
養している者）

入居者選考に係る優先順位等の基準について、
適用項目の細分化を中心に見直しを行います。

新規入居6世帯のうち4世帯が母子家庭となって
います。

実施 成果維持
優先入居措置によっても入居できない場合に待
機者補助金を活用するよう丁寧な説明を行う必
要があります。

都市整備課

17

【新規】
町営住宅入居待機者家賃
補助
【2-(3)-⑱】

町営住宅の入居を待機している方（入居待機
者）のうち、町内の民間賃貸住宅を借りている
又は借りる予定がある方で、条件を満たす方
について、民間賃貸住宅家賃の一部を補助し
ています。

平成29年度に計画の見直しを行い、補助対象
戸数及び補助金交付要件を再検討します。

家賃補助件数13世帯　補助額1,575,000円
うち新規交付2世帯のうち母子家庭となっていま
す。（上記、新規交付家賃補助件数2世帯　補
助額195,000円）

実施 成果維持
補助対象戸数の算出基準が震災前の町営住
宅供給量をベースとしているため、早期の計画見
直しが必要です。

都市整備課

【新規】
各種相談窓口での情報提
供・相談支援
【2-(2)-⑮】

子ども、親子などの抱える課題が多岐にわたって
複雑になっており、町役場内の各種相談窓口で
適切に連携して対応できるようにしていきます。あ
わせて、関係機関につないでいます。

15
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別紙２

量の見込みの進行管理表
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教育・保育の量の見込みと確保方策にかかる進行管理表 実人数

教育
ニーズ

その他 0歳児 1・2歳児
教育

ニーズ
その他 0歳児 1・2歳児

教育
ニーズ

その他 0歳児 1・2歳児
教育

ニーズ
その他 0歳児 1・2歳児

教育
ニーズ

その他 0歳児 1・2歳児

141 149 180 44 134 135 144 173 44 173 134 142 164 44 134 131 139 156 44 134 129 137 152 44 134

特定教育・保育施設 171 29 100 147 42 121 152 42 121 152 42 121 152 42 121

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業 0 0 0 0 2 13 2 13 2 13

特定教育・保育施設 162 36 131 169 41 128

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業 0 0

特定教育・保育施設 -9 7 31 22 -1 7

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業 0 0 0 0

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（１）利用者支援事業 箇所数

（２）延長保育事業 実人数

3か所 78 3か所 76 3か所 76 3か所 74 3か所 73

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 実人数

小1～小3

小4～小6

4か所 270 4か所 276 4か所 273 4か所 271 4か所 266

小1～小3

小4～小6

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 実人数

か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0

（５）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 実人数

1 500 1 600 1 700 1 800 1 847

（６）一時預かり事業 延べ人数

5 1,298 5 1,263 5 1,256 5 1,225 5 1,205

2号認定 3号認定
1号認定

2号認定 3号認定

量の見込み

2号認定 3号認定
1号認定

2号認定 3号認定
1号認定

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1号認定
2号認定 3号認定

1号認定

0

②
実績

284 254

0 0

①
確保
方策

320 310 305 305 305

0 0 0 0

②－①

-36 -56

0 0

量の見込み 1 1 1 1 1

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②実績 0 0

①確保方策 0 1 1 1 1

73

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① 0 -1

 ①確保方策

②実績 26 35

量の見込み 78 76 76 74

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① -52 -41

94

 ①確保方策

②実績
205 201

17 38

量の
見込み

180 185 182 179 172

90 91 91 92

②－① -48 -37

量の見込み 0 0 0 0 0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① 0 0

 ①確保方策

②実績 0 0

量の見込み 903 891 891 868 847

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① -146 -315

 ①確保方策

②実績 354 285

量の見込み 1,298 1,263 1,256 1,225 1,205

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① 14,978 15,871

 ①確保方策

②実績 16,276 17,134
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（７）病児・病後児保育事業 実人数

病児保育事業 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0

ファミリー・サポート・センター事

業(病児・緊急対応強化事業）

（８）ファミリー・サポート・センター事業 実人数

小1～小3

小4～小6

1か所 12 1か所 13 1か所 13 1か所 13 1か所 12

小1～小3

小4～小6

（９）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 実人数

（１０）妊婦健康診査事業 延人数

（１１）養育支援事業 延人数

（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 実人数

（１３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 実施件数

量の見込み 604 588 584 570 560

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②実績 0 0

①確保
方策 12 13 13 13 12

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① -12 -13

8

 ①確保方策

②実績
0 0

0 0

量の
見込み

4 5 4 4 4

8 8 8 8

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① -12 -13

①確保方策 144 140 137 133 130

量の見込み 144 140 137 133 130

②－① -10 -8

②実績 134 132

量の見込み 2,304 2,240 2,192 2,128 2,080

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②実績 1,768 1,561

①確保方策 2,304 2,240 2,192 2,128 2,080

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① -536 -679

①確保方策 15 15 15 15 15

量の見込み 15 15 15 15 15

②－① -14 -14

②実績 1 1

量の見込み 0 0 0 0 0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②実績 0 0

①確保方策 0 0 0 0 0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

②－① 0 0

①確保方策 0 0 0 0 0

量の見込み 0 0 0 0 0

②－① 0 0

②実績 0 0
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