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は じ め に 
 

 

 

 

 

 今日では、少子高齢化が進行するとともに、核家族化、都市化、過疎化の進行や夫婦共働

き世帯の増加、地域社会における住民の相互交流の希薄化など、子どもと子育て家庭を取り

巻く環境は大きく変化しています。 

 特に、女性の社会進出の増加や男女の晩婚化などにより、少子化の進行は顕著となってお

り、我が国の社会経済を始め、様々な面に重大な影響を与えることが懸念されることから、

国では「少子化社会対策基本法」、「次世代育成支援対策推進法」を制定するなどをして、少

子化の流れを止めるための多くの取り組みがなされています。 

 こうした中、田上町では、平成１７年度を初年度とした「田上町次世代育成支援行動計画

（前期計画）」を策定し、「すべての子どもが健やかに生まれ、明るく、たくましく育つ町 た

がみ」を基本理念として、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを目指して

きました。 

 この後期計画は、社会情勢の変化やこれまでの取り組み状況を踏まえつつ、今後５年間の

本町の子育て支援施策などの基本的方向を示すとともに、推進すべき子育て支援策を設定し

たものです。計画の実現に向けて努力してまいりますので、町民の皆様のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 終わりに、計画の策定に当たりまして、ニーズ調査などを通じて貴重なご意見をいただき

ました町民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成２２年３月 

田上町長 佐 藤 邦 義 
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１１１１. . . . 計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景とととと基本課題基本課題基本課題基本課題    

（１）地域における子育て機能の再生 

核家族化の急激な進展や近隣関係の希薄化などを背景に、子育ての孤立化や育児不安な

ど子育てへの負担感が増大し、少子化が進む要因のひとつとなっています。 

地域にあるさまざまな子育て資源を活用し、子育て機能を新しい形で再生することで、

不安や悩みあるいは希望や喜びを共に分かち合いながら、地域全体で子どもたちを育んで

いくような環境づくりが求められています。 

 

 

（２）子どもの健全な成長に資する環境の整備 

モノが豊かになり、生活が便利になっていく一方で、人と人との関わりの中から自立心

や社会性を育む「育つ力」が発揮しにくい時代となっています。 

家庭や地域、学校等におけるさまざまな体験や交流を通じて、子どもたちが就業や結婚、

子育てに対し夢や希望をもちながら、自立したたくましい若者へと成長していくことがで

きるよう、家庭・地域・学校が連携しながら、その教育力の向上を図っていく必要があり

ます。 

 

 

（３）心身の健康に対する支援体制の強化 

医療技術の進歩により、病気やけがに対して高度な治療が受けられる一方、情報の氾濫

や食習慣の変化など社会環境の変化が、子どもの心身の健全な育成に大きな影響を与えて

います。 

より複雑化する身体的、精神的な問題に対し、それぞれの状況の把握に努めながらより

専門的できめ細かな支援体制が求められています。 

 

 

（４）子どもの人権と安全の確保 

子どもを狙った犯罪の増加や児童虐待の社会問題化など、犯罪被害や児童虐待はごく身

近な場所で起こりうる問題となっています。 

子どもたちの人権と安全を守るためには、普段から子どもたちや子育て家庭を温かく見

守る住民一人ひとりの意識づけと地域全体で行動していくための体制づくりが必要です。 

 

 

 



第１章 行動計画の背景・趣旨 

4 

 

（５）特に援助が必要な家庭への支援の充実 

離婚率の増加や未婚、不慮の事故等によるひとり親の家庭や障害者手帳を所持する子ど

もだけでなく、学習障害（LD）や注意欠陥・多動性障害（ADHD）、高機能自閉症など特別な

支援が必要な子どもなど、特別な配慮や支援ニーズをもつ子どもや家庭が増えてきていま

す。 

就業支援や社会参加の促進などの自立支援や個々の状況に応じたサポート体制の充実を

図っていく必要があります。 

 

 

（６）働き方の見直しと職場環境の整備 

男女の役割分担についての意識が変化してきている一方で、子育ての主体はあくまで「母

親」となっているのが現状であり、母親の負担が大きいことから結婚や出産を望まないと

いった傾向が多くなっているものと考えられます。 

これまでの職場優先の意識や固定的な性別役割分担の解消とともに、男性も含めたすべての

人が多様な働き方を選択できる職場環境の整備が求められています。 
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２２２２. . . . 計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

本町では､平成 16 年度に「田上町次世代育成支援行動計画」を策定し、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、子育ての意義についての理解が深めら

れ、子育ての喜びが実感されるような取組を行うことを基本として、住民が未来に希望を持って、ま

た安心して子どもを生み、育てることができる優しいまちづくりを目指してきました。 

本計画は、平成 21 年度に前期計画の最終年度を迎えたことから、社会情勢や子どもを取り巻く環

境の変化、前期計画の実施状況を踏まえつつ、今後 5 年間に取り組むべき施策の方向性および目標を

示すものです。 

 

  

３３３３. . . . 計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ及及及及びびびび計画期間計画期間計画期間計画期間    

（（（（１１１１））））計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

■ 法的位置付け 

本計画は、「次世代育成支援対策推進法」第 8条第 1 項に基づく市町村行動計画として策定さ

れた「田上町次世代育成支援行動計画」の「後期計画」として位置付けられます。 

 

■ 関連計画との整合性 

本計画は、保健、医療、福祉、教育、雇用、住環境など各分野における子育ち・子育て支援

施策が関わる総合的な次世代育成指針となります。したがって、本町の総合的なまちづくりの

指針である「田上町総合計画」を上位計画とし、他の個別計画との整合性を図りながら策定し

ます。 

 

 

（（（（２２２２））））計画期間計画期間計画期間計画期間    

本計画の計画期間は、平成 22年度から平成 26 年度までの５年間とします。 
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１１１１. . . . 基本理念基本理念基本理念基本理念    

本町の次世代育成支援対策の目指す方向性として次の基本理念を定めます。 

 

『すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもがどもがどもがどもが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ、、、、    

明明明明るくるくるくるく、、、、たくましくたくましくたくましくたくましく育育育育つつつつ町町町町    たがみたがみたがみたがみ』 

 

本町では、この町で子育てをしたいと思えるようなまちづくりを目指し、子どもの声や子育て家庭

の要望を速やかに反映できるよう、行政と町民が一体化した推進体制、関係機関やボランティア団体

など民間力と密に連携した協働体制などの確立に努めることを目指します。 

 

 

２２２２. . . . 計画計画計画計画のののの方向性方向性方向性方向性    

本計画の実現に向けて、基本理念の下、計画の方向性を以下のように定めます。 

 

○ 子どもの感じ方・見方を尊重し、子どもが安全で親が安心できる、地域における子育て

の推進を図ります。 

 

○ 子育ては“人づくり”であり、次の世代に親となる子どもたちに、親になることのここ

ろ構えなどの教育の支援や働きかけを支援します。 

 

○ 次世代の育成への支援においては、家庭、学校及び地域や企業が一体となり､社会全体で

支えるネットワークをつくります。 

 

○ 子育てと仕事との両立支援のみならず、家庭における子育ての孤立化の防止等、広くす

べての子どもと家庭への支援を推進します。 
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３３３３. . . . 基本基本基本基本的視点的視点的視点的視点    

今後の次世代育成支援対策の施策検討にあたり、以下の９項目を基本的な視点として推進します。 

なお、この視点を基本とした考え方の実現に向け、行政が最大の努力をはらうことはもとより、住

民一人ひとりや保護者、さらには関係団体や関係機関等と連携を図りながら、これらの視点を踏まえ

積極的に取り組み、本計画の具体化に努めていく必要があります。 

 

<視点その１> 子どもの視点 

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した計画

とします。 

<視点その２> 次代の親づくりという視点 

子どもは次代の親になるものとの認識の下、長期的な視野に立った子どもの健全育

成のための取組を推進します。 

<視点その３> サービス利用者の視点 

核家族化や価値観の多様化に伴う多様な個別ニーズに柔軟に対応できるよう、利用

者の視点に立ったサービス提供基盤の整備を推進します。 

<視点その４> 社会全体による支援の視点 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの基本的認識の下、行政はもと

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ための施策を推進します。 

<視点その５> 仕事と生活の調和の実現の視点 

結婚や子育てに関する希望を実現するための取組として、働き方の見直しを進め、

仕事と生活の調和が実現できる社会づくりを推進します。 

<視点その６> すべての子どもと家庭への支援の視点 

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視点から取組を推進します。 

<視点その７> 地域における社会資源の効果的な活用の視点 

子育てに関する様々な活動を行う地域活動団体や関係機関、民間事業者等、地域の

社会資源と十分連携・協力しながら取組を推進します。 

<視点その８> 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よう、サービス供給量を確保するとともに、

サービスの質の確保を図ります。 

<視点その９> 地域特性の視点 

本町の特性を踏まえ、地域の実情に応じた計画とします。 
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４４４４. . . . 基本目標基本目標基本目標基本目標    

前項「３. 基本的視点」を受け、具体的な行動目標の指針となる以下の基本目標を定めます。 

（（（（１１１１））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てのてのてのての支援支援支援支援    

子どもの幸せを第一に考えて、すべての子育てをしている人が安心して子育てができるよう、

子どもの健全な成長を地域全体で見守れる様々な子育て支援サービスの充実を推進します。 

即ち、子育て家庭が必要とする情報の提供や、地域における子育てネットワークの形成の促

進など、地域資源等の活用により家庭と地域の子育て力の向上に取り組みます。 

 

①地域における子育て支援サービスの充実 

②保育所サービスの充実 

③子育て支援ネットワークづくり 

④児童の健全育成 

⑤その他 

 

 

（（（（２２２２））））母性並母性並母性並母性並びにびにびにびに乳児及乳児及乳児及乳児及びびびび幼児等幼児等幼児等幼児等のののの健康健康健康健康のののの確保及確保及確保及確保及びびびび増進増進増進増進    

親が安心して子どもを生み、またすべての子どもが健やかな成長の実現に向けて、生き生き

と育つ地域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育ての推進や育児不安の軽減、子ど

もの疾病予防を目的とした健康管理・指導を強化します。 

また、思春期保健対策や母性、父性の育成を推進し、次代の親づくりとなる基盤の構築に取

り組みます。 

 

①子どもや母親の健康の確保 

②｢食育｣の推進 

③思春期保健対策の充実 

④小児医療の充実 
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（（（（３３３３））））子子子子どものどものどものどもの心身心身心身心身のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長にににに資資資資するするするする教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

次代の担い手である子どもが豊かな個性と感性を備え、かつ調和のとれた人間として成長す

るために、様々な支援体制の充実に取り組みます。 

学校・家庭・地域等地域資源のネットワークにより、子どもを生み育てることのできる喜び

を実感できる仕組みづくりを展開するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常

の暮らしの中で育む教育力を向上させます。 

 

①次代の親の育成 

②子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備 

③家庭や地域の教育力の向上 

 

 

（（（（４４４４））））子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

子どもと子育てを行う保護者が、安心かつ安全で快適な生活を送れるよう、快適な居住空間

や安心してのびのびと活動ができる生活空間を整備します。 

さらに安全・安心して外出することができる道路交通環境の整備を推進し、子育ての実態に

配慮し、これを支援する総合的なまちづくりに取り組みます。 

 

①安全･安心まちづくりの推進 

 

 

（（（（５５５５））））職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立のののの推進推進推進推進    

仕事と子育ての両立支援や、子育て中の家庭の負担軽減を図るため、男性を含めた働き方や

就業体制を見直し、男女がお互いに協力しあいながら子育てを行える働きやすい環境を整備し

ます。 

 

①仕事と子育ての両立の推進 
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（（（（６６６６））））子子子子どもどもどもども等等等等のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    

核家族化や少子化の進行に伴い、隣近所との関わりは以前より薄まり、また犯罪の増加、凶

悪化や子どもの社会への順応性低下など、子どもを取り巻く環境は悪化し、子どもの安全は脅

かされています。 

子どもを危険から守り、安全を確保するために、関係機関等と連携した活動を推進し、子ど

もの一人歩きに不安を感じなくてもすむまちづくりに取り組みます。 

 

①子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

②子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

③被害に遭った子どもの保護の推進 

 

 

（（（（７７７７））））要保護児童要保護児童要保護児童要保護児童へのへのへのへの対応対応対応対応などきめなどきめなどきめなどきめ細細細細かなかなかなかな取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

児童虐待の防止対策や母子家庭等への自立支援、障害児への支援を必要とする家庭や子ども

に対して、充実した支援体制を整備するとともに、こうした状況に置かれた家庭や子どもへの

無理解・無関心を根絶し、安心して生活できる地域環境づくりを推進します。 

 

①児童虐待防止対策の充実 

②ひとり親家庭の自立支援の推進 

③障害児施策の充実 
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１１１１. . . . 人口人口人口人口・・・・世帯世帯世帯世帯のののの動向動向動向動向    

（（（（１１１１））））人口人口人口人口のののの状況状況状況状況    

① 人口 

平成 21 年度の本町の人口は 13,089 人で、平成 17年度と比較すると 541 人（4.0％）の減少と

なっています。平成 17年度以降減少傾向にあります。 

図３-1 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年齢別・性別人口構成 

本町の平成 21年度における年齢別人口構成は以下のとおりです。 

年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口（65 歳以上）の構成比は、それ

ぞれ 12.1％：62.3％：25.6％となっています。 

図３-2 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度 10 月 1 日現在                   資料：住民基本台帳 

平成 21 年 10 月 1 日現在                   資料：住民基本台帳 
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③ 児童人口 

本町における平成 21 年度現在の児童人口は 2,025 人で、平成 17 年度と比較すると 270 人

（11.8％）の減少となっています。対前年の増減率をみると平成 17～18 年度-4.4％、平成 18～

19 年度-1.1％、平成 19～20 年度-3.2％、平成 20～21 年度-3.5％と、年々減少を続けています。 

表３-1 児童人口の推移 

単位：人 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

０歳 68 73 88 75 75 

１歳 84 75 79 92 74 

２歳 101 84 76 78 91 

３歳 130 99 88 78 79 

４歳 119 128 95 90 77 

５歳 100 116 130 96 91 

６歳 149 102 118 127 96 

７歳 113 149 101 117 124 

８歳 127 114 147 101 116 

９歳 131 129 114 147 101 

１０歳 146 131 127 112 145 

１１歳 154 145 132 128 110 

１２歳 137 154 144 129 128 

１３歳 159 136 154 145 128 

１４歳 133 158 137 153 143 

１５歳 147 133 160 137 152 

１６歳 122 145 133 161 136 

１７歳 175 123 146 133 159 

合計 2,295 2,194 2,169 2,099 2,025 

各年度 10 月 1 日現在                    資料：住民基本台帳 

 

 

                                   資料:住民基本台帳 

(人) 
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④ 外国人登録人口 

本町における平成 21 年度現在の外国人登録人口は 58 人となっています。 

表３-2 外国人登録人口の推移 

                                            単位：人 

国 名 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

韓 国 10 3 3 3 4 6 

中 国 10 7 9 13 43 39 

フィリピン 4 4 5 5 4 4 

パキスタン 1 1 1 0 0 0 

その他 2 5 7 6 6 9 

合 計 27 20 25 27 57 58 

各年度 10 月 1 日現在                             資料：町民課 

⑤ 人口動態 

本町の平成 21年度の自然動態は 70人の減、社会動態は 103 人の減となっており、全体では 173

人の減となっています。 

表３-3 人口動態の推移 

単位：人 

  

自然動態 社会動態 

出生 死亡 増減 転入 転出 増減 

平成１６年度 85 132 △ 47 300 349 △ 49 

平成１７年度 76 131 △ 55 273 310 △ 37 

平成１８年度 78 124 △ 46 275 393 △ 118 

平成１９年度 89 103 △ 14 304 357 △ 53 

平成２０年度 79 131 △ 52 270 354 △ 84 

平成２１年度 77 147 △ 70 256 359 △ 103 

各年度 10 月 1 日現在                       資料：町民課 

⑥ 昼夜間人口 

本町の平成 21 年度における昼夜間人口は、昼間人口 10,023 人、夜間人口 13,363 人となって

います。 

表３-4 昼夜間人口の推移 

単位：人、％ 

  昼間人口 夜間人口 昼夜間比率 

昭和 55 年度 9,046 11,396 79.38 

昭和 60 年度 9,605 12,083 79.49 

平成 2 年度 9,724 12,761 76.20 

平成 7 年度 9,976 13,516 73.81 

平成 12 年度 10,097 13,639 74.03 

平成 17 年度 10,023 13,363 75.01 

資料：国勢調査 
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⑦ 死亡時期別人数 

本町における平成 20 年度の乳児死亡数は 0 人、新生児死亡数は 0 人、周産期死亡は 0 人、死

産数は 4 人となっています。 

表３-5 死亡時期別人数の推移 

単位：人 

  

乳児死亡 新生児死亡 周産期死亡 死 産 

総 

数 

男 女 

率 

（出生 

千対） 

総 

数 

男 女 

率 

（出生 

千対） 

総 

数 

後期 

死産 

生後 

１週 

未満 

率 

（出産 

千対） 

総 

数 

自 

然 

人 

工 

率 

（出産 

千対） 

平成１６年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12.2 3 2 1 35.7 

平成１７年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 

平成１８年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13.5 5 2 3 64.1 

平成１９年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10.8 4 1 3 41.7 

平成２０年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 53.3 

                                        資料:保健福祉課 
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（（（（２２２２））））世帯世帯世帯世帯のののの状況状況状況状況    

① 世帯数及び世帯人員 

平成 21 年度の本町の世帯総数は 4,045 世帯で、平成 17 年度の世帯数と比較すると 49 世帯

（1.2％）の増加となっています。また、世帯人員は平成 21 年度で 3.23 人となっており、平成

21 年度と比べ 0.18 人（5.3％）の減少となっています。 

図３-3 世帯数及び世帯人員の推移 

（世帯数）                                                （世帯人員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

② 世帯構成 

平成17年度の国勢調査における世帯構成は核家族世帯が 2,149 世帯で最も多く､次いでひとり

親世帯の 872 世帯となっています。昭和 55 年度からの推移をみると、ひとり親世帯のみ減少し

ており、それ以外の世帯については増加傾向にあります。特に単独世帯の増加が顕著です。 

図３-4 世帯構成の推移 

 
資料：国勢調査 
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表３-6 家族人員別世帯数・世帯人員・親族人員 

単位：人 

 
 

 

総 数 

親族人員 

が 1 人 

2 3 4 5 6 

7 人 

以上 

平

成

７

年

度

 

世帯数 3,711 529  627  667  742  504  386  256 

世帯人員 13,466 531  1,255  2,001  2,970  2,521  2,316  1,872 

親族人員 13,460 529  1,254  2,001  2,968  2,520  2,316  1,872 

６歳未満の親族のいる世帯数 574 - 3  64  109  132  131  135 

６歳未満の親族のいる世帯人員 3,077 - 6  192  436  660  786  997 

６歳未満の親族人員 801 - 3  65  148  170  197  218 

１８歳未満の親族のいる世帯数 1,528 - 19  160  406  364  332  247 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 7,763 - 38  480  1,625  1,820  1,992  1,808 

１８歳未満の親族人員 2,773 - 19  170  651  658  651  624 

平

成

１

２

年

度

 

世帯数 3,888 550  769  748  757  490  340  234 

世帯人員 13,589 555  1,541  2,250  3,029  2,450  2,041  1,723 

親族人員 13,573 550  1,538  2,244  3,028  2,450  2,040  1,723 

６歳未満の親族のいる世帯数 569 - 7  82  127  123  110  120 

６歳未満の親族のいる世帯人員 2,948 - 15  247  508  615  661  902 

６歳未満の親族人員 747 - 7  83  170  149  151  187 

１８歳未満の親族のいる世帯数 1,432 - 18  161  390  345  295  223 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 7,223 - 37  484  1,561  1,725  1,771  1,645 

１８歳未満の親族人員 2,609 - 19  177  647  647  563  556 

平

成

１

７

年

度

 

世帯数 3,993 606  857  824  756  447  335  168 

世帯人員 13,314 615  1,718  2,474  3,025  2,236  2,011  1,235 

親族人員 13,296 606  1,714  2,472  3,024  2,235  2,010  1,235 

６歳未満の親族のいる世帯数 490 - 5  92  113  98  103  79 

６歳未満の親族のいる世帯人員 2,435 - 10  276  452  490  619  588 

６歳未満の親族人員 616 - 5  93  155  120  138  105 

１８歳未満の親族のいる世帯数 1,322 1  15  197  371  301  278  159 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 6,450 1  30  591  1,484  1,505  1,669  1,170 

１８歳未満の親族人員 2,313 1  15  222  609  544  534  388 

資料：国勢調査 

③ 婚姻、離婚件数 

本町における平成 20 年度の婚姻件数は 52 件、離婚件数は 13件となっています。 

表３-7 婚姻、離婚件数の推移 

単位：件、人 

  

婚 姻 離 婚 

件 数 （人口千対） 件 数 （人口千対） 

平成１６年度 63 4.6 19 1.4 

平成１７年度 87 6.4 25 1.8 

平成１８年度 74 5.5 28 2.1 

平成１９年度 66 4.9 17 1.3 

平成２０年度 52 3.9 13 1.0 

資料：町民課 
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（（（（３３３３））））出生出生出生出生のののの状況状況状況状況    

① 出生数 

本町における平成 20 年度の出生数は 76人となっています。平成 16 年度から 20 年度における

対前年増減数をみると平成 16～17 年度では増減なし、平成 17～18 年度では 4 人の減、平成 18

～19 年度では 16 人の増、平成 19～20 年度では 14 人の減となっており、減少傾向にあります。 

図３-5 出生数の推移 

 

 
資料：町民課 

② 合計特殊出生率 

本町の平成 20年度の合計特殊出生率は 1.02 となっています。平成 16年度から 20年度におけ

る対前年増減数をみると平成 16～17 年度では 0.04 の増、平成 17～18 年度では 0.06 の減、平成

18～19 年度では 0.29 の増、平成 19～20 年度では 0.29 の減となっています。 

新潟県は、全国平均に比べ合計特殊出生率が高くなっています。 

図３-6 合計特殊出生率の推移 

 

 

資料：保健福祉課 
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２２２２．．．．地域地域地域地域のののの産業産業産業産業・・・・就業構造就業構造就業構造就業構造のののの動向動向動向動向    

（（（（１１１１））））産業構造産業構造産業構造産業構造    

① 就業人口 

平成 17 年度における就業者の産業分類別の構成比をみると、第一次産業 7.6％、第二次産業

36.1％、第三次産業 56.3％となっています。 

昭和 60 年度以降の推移をみると、第一次産業から第三次産業への就業者の移行が進んでいま

す。 

表３-8 就業者数（15 歳以上）の推移 

                                             

  

昭和 60 年度 平成２年度 平成７年度 平成１２年度 平成１７年度 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

総   数 6,199 3,513 2,686 6,503 3,740 2,763 7,130 4,098 3,032 6,966 3,929 3,037 6,668 3,780 2,888 

一

次

産

業 

農 業 970 510 460 736 397 339 635 347 288 569 305 264 502 280 222 

林 業 ・ 狩 猟 業 4 3 1 3 2 1 5 4 1 6 4 2 4 4 0 

漁業・水産養殖業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

小 計 974 513 461 739 399 340 640 351 289 575 309 266 507 285 222 

二

次

産

業 

鉱 業 6 5 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

建 設 業 455 394 61 473 415 58 588 493 95 592 507 85 556 473 83 

製 造 業 2,235 1,166 1,069 2,400 1,335 1,065 2,482 1,405 1,077 2,183 1,245 938 1,853 1,100 753 

小 計 2,696 1,565 1,131 2,874 1,751 1,123 3,072 1,900 1,172 2,776 1,753 1,023 2,410 1,574 836 

三

次

産

業 

卸 売 業 ・ 小 売 業 914 481 433 998 513 485 1,146 589 557 1,280 636 644 1,130 583 547 

金融・保険・不動産業 124 70 54 144 75 69 162 90 72 158 82 76 159 90 69 

運 輸 ・ 通 信 業 336 307 29 338 296 42 395 344 51 377 325 52 390 325 65 

電気・ガス・水道・熱供給業 16 12 4 25 19 6 26 21 5 31 27 4 30 26 4 

サ ー ビ ス 業 978 441 537 1,204 554 650 1,463 630 833 1,576 646 930 1,805 715 1,090 

公 務 161 124 37 178 132 46 224 172 52 191 150 41 233 178 55 

そ の 他 0 0 0 3 1 2 2 1 1 2 1 1 4 4 0 

小 計 2,529 1,435 1,094 2,890 1,590 1,300 3,418 1,847 1,571 3,615 1,867 1,748 3,751 1,921 1,830 

 

図３-7 就業者数の構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:国勢調査 

単位:人 
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また、平成 18 年度における事業所数は 521 事業所、従業者数は 3,538 人となっています。 

図３-8 事業所数及び従業者数の推移 
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② 工業の状況 

平成 20 年度における従業者数は 1,129 人、事業所数は 57 事業所、製造品出荷額等は 16,249

百万円となっています。 

表３-9 工業の推移（従業者４人以上の事業所） 

  

従業者数 

（人） 

事業所数 

（事業所） 

製造品出荷額等 

（百万円） 

平成 16 年度 1,071 57 13,976 

平成 17 年度 1,086 61 14,545 

平成 18 年度 1,122 58 15,897 

平成 19 年度 1,147 54 17,874 

平成 20 年度 1,129 57 16,249 

資料:工業統計調査 

 

資料:国勢調査 

資料:事業所統計調査 

（従業者数） （事業所数） 
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③ 商業の状況 

平成 19 年度における従業者数は 499 人、商店数は 104 店、年間商品販売額は 11,415 百万円と

なっています。 

表３-10 商業の推移 

  

従業者数 

（人） 

商店数 

（店） 

年間商品販売額 

（百万円） 

平成９年度 498 125 11,981 

平成 11 年度 484 120 11,101 

平成 14 年度 514 119 10,671 

平成 16 年度 492 110 10,805 

平成 19 年度 499 104 11,415 

資料:商業統計調査 

 

 

 

④ 農業の状況 

ア. 農家数及び農業従事者数 

平成 17 年度における農家数は 434 戸、農業従事者数は 1,506 人となっています。 

図３-9 農家数及び農業従事者数の推移 

   （農家数）                              （農業従事者数） 

 

各年度 2 月 1 日現在                             資料:農業センサス 
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イ. 経営耕地面積 

平成 17 年度における経営耕地面積は 827ha となっています。昭和 55 年度以降、総面積は減

少傾向にあります。 

表３-11 経営耕地面積の推移 

                                      単位:ha 

  総面積 田 畑 樹園地 

昭和 55 年度 1,007 898 79 30 

昭和 60 年度 962 872 66 24 

平 成 ２ 年 度 937 864 50 23 

平 成 ７ 年 度 898 823 51 24 

平成 12 年度 876 801 51 24 

平成 17 年度 827 758 47 23 

                                 資料:農業センサス 

 

 

（（（（２２２２））））就業構造就業構造就業構造就業構造    

① 女性の就業状況 

平成17年度における女性の就業率は47.4％となっています。平成２年度以降の推移をみると、

平成２～７年度では 1.1％増、平成７～12年度では 1.4％減、平成 12～17年度では 3.5％減となっ

ています。 

図３-10 女性の就業率の推移 

 

 

                                      資料:国勢調査 

 

％ 
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３３３３. . . . 保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス等等等等のののの状況状況状況状況    

（（（（１１１１））））保育所保育所保育所保育所のののの状状状状況況況況    

① 保育所の概要 

保育所は、児童福祉法第 39 条第１項の規定に基づき、保護者の労働、疾病その他の理由によ

り、家庭において、乳幼児の保育ができない場合に、保護者の委託を受けて保育することを目的

として設置された児童福祉施設です。 

平成 21 年度現在、本町には公立５園（児童数 165 人）があり、稼働率 63.5％となっています。

また保育士は 30 人です。 

なお、平成 21年度における待機児童はいませんでした。 

表３-12 保育所の概要 

                                          単位:箇所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

町 

 

 

内 

公立 

箇所数 6 6 5 5 5 5 

定員数 280 280 260 260 260 260 

児童数 257 237 228 198 183 165 

稼働率(%) 91.8 84.6 87.7 76.2 70.4 63.5 

保育士数 37 33 32 35 32 30 

町 

外 

公立 児童数 10 9 9 12 8 7 

私立 児童数 29 18 19 23 16 19 

                                        資料:保健福祉課 
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② 保育料 

平成 21 年度における保育料は以下のとおりです。 

表３-13 保育料 

 

平成２１年度 田上町保育所保育料徴収金基準額表（月額） 

（単位：円） 

階層 

区分 

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額（月額） 

定        義 3 歳未満児 3 歳以上児 

AAAA    生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0 0 

BBBB    

A 階層及び

D 階層を除

き前年度分

の市町村民

税の額が次

の区分に該

当する世帯 

市町村民税非課税世帯 2,600 1,800 

市町村民税非課税世帯で固定資産税額 20,000 円以上 10,800 7,300 

C1C1C1C1    

均等割額のみ 10,800 7,300 

均等割額のみで固定資産税額 4,000 円以上 12,400 8,800 

C2C2C2C2    

所得割額が 5,000 円未満 12,400 8,800 

所得割額が 5,000 円未満で固定資産税額 6,000 円以上 13,800 10,200 

C3C3C3C3    

所得割額が 5,000 円以上 13,800 10,200 

所得割額が 5,000 円以上で固定資産税額が 8,000 円以上 15,500 11,900 

D1D1D1D1    

A 階層を除

き前年分の

所得課税世

帯であって

その所得税

額の区分が

次の区分に

該当する世

帯 

3,000 円 未満       15,500 11,900 

所得税額が 3,000 円未満で固定資産税額が 12,000 円以上 18,200 14,600 

D2D2D2D2    3,000 円 以上 15,000 円 未満   18,200 14,600 

D3D3D3D3    15,000 円 以上 30,000 円 未満   20,600 17,300 

D4D4D4D4    30,000 円 以上 60,000 円 未満   22,900 19,600 

D5D5D5D5    60,000 円 以上 90,000 円 未満   26,000 22,900 

D6D6D6D6    90,000 円 以上 120,000 円 未満   29,000 26,300 

D7D7D7D7    120,000 円 以上 150,000 円 未満   31,900 29,300 

D8D8D8D8    150,000 円 以上 180,000 円 未満   34,700 32,200 

D9D9D9D9    180,000 円 以上 210,000 円 未満   37,500 35,300 

D10D10D10D10    210,000 円 以上 240,000 円 未満   40,300 38,000 

D11D11D11D11    240,000 円 以上 430,000 円 未満   43,400 40,500 

D12D12D12D12    430,000 円 以上       47,000 42,900 

                                        資料:保健福祉課 
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（（（（２２２２））））特別保育等特別保育等特別保育等特別保育等のののの状況状況状況状況    

① 就学前児童の居場所 

就学前児童の居場所は以下のとおりです。内訳は「保育所」32.3％、「自宅等」39.9％、「私立

幼稚園」16.6％、「公立幼稚園」11.2％となっています。 

表３-14 就学前児童の居場所 

 

              

単位：人 

  

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳以上 合 計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

自宅等 73 86.9% 66 68.0% 61 59.2% 10 10.5% 8 8.4% 20 16.3% 238 39.9% 

保育所 11 13.1% 31 32.0% 41 39.8% 54 56.8% 52 54.7% 4 3.3% 193 32.3% 

幼稚園 

公立 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 67 54.5% 67 11.2% 

私立 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 31 32.6% 35 36.8% 32 26.0% 99 16.6% 

合   計 84 100.0% 97 100.0% 103 100.0% 95 100.0% 95 100.0% 123 100.0% 597 100.0% 

                                  資料:保健福祉課、教育委員会 

 

② 延長保育 

平成 21 年度における延長保育の実施箇所数は５か所で、利用児童数は 45 人となっています。 

表３-15 延長保育利用状況 

      

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

実施箇所数 5 5 5 5 5 5 

利用児童数 85 52 76 62 54 45 

                                        資料:保健福祉課 

 

③ 一時保育 

平成 21 年度における一時保育の実施箇所数は５か所で、利用児童数は 23 人となっています。 

表３-16 一時保育利用状況 

      

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

実施箇所数 5 5 5 5 5 5 

利用児童数 3 7 6 33 27 23 

                                        資料:保健福祉課 
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④ 乳児保育 

平成 21 年度における乳児保育の実施箇所数は１か所で、定員数９人、利用児童数は６人となっ

ています。 

表３-1 乳児保育利用状況 

      

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

定 員 数 9 9 9 9 9 9 

利用児童数 8 7 3 5 8 6 

                                        資料:保健福祉課 

 

⑤ 障害児保育 

平成21年度における障害児保育の実施箇所数は５か所で、利用児童数は６人となっています。 

表３-18 障害児保育利用状況 

      

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

実施箇所数 5 5 5 5 5 5 

利用児童数 3 3 7 7 9 6 

                                        資料:保健福祉課 

 

 

（（（（３３３３））））幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの概要概要概要概要    

平成 21 年度現在、本町に幼稚園は２園設置されています。 

表３-19 幼稚園の概要 

       

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

公立 

園数 1 1 1 1 1 1 

園児数 88 93 72 88 72 67 

私立 

園数 1 1 1 1 1 1 

園児数 30 28 27 35 32 30 

合計 

園数 2 2 2 2 2 2 

園児数 118 121 99 123 104 97 

                                        資料:教育委員会 
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（（（（４４４４））））小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの状況状況状況状況    

本町には小学校が２か所、中学校が１か所設置されています。 

表３-20 小・中学校の状況 

   

単位：人 

小学校 中学校 

小学校名 学童数 中学校名 生徒数 

 田上小学校  330  田上中学校  372 

 羽生田小学校  365 

  

                                資料:教育委員会 

 

 

（（（（５５５５））））放課後児童対策事業放課後児童対策事業放課後児童対策事業放課後児童対策事業のののの状況状況状況状況    

平成 21 年度における児童クラブ数は２か所、在籍者数は 79人となっています。 

表３-21 児童クラブ利用状況 

     

単位：か所、人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

クラブ数 2 2 2 2 2 2 

在籍者数 43 59 69 57 83 79 

                                  資料:保健福祉課、教育委員会 

 

表３-22 児童クラブの現況 

       

単位：人 

  

在籍者数（学年別） 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 

田上小児童クラブ 14 9 11 5 - - 39 

羽生田小児童クラブ 15 18 2 5 - - 40 

計 29 27 13 10 - - 79 

                                        資料:教育委員会 
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表３-23 児童クラブ実施か所 

      

単位：か所 

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

児童館・児童センター - - - - - - 

公 的 施 設 - - - - - - 

学校の余裕教室 2 2 2 2 2 2 

学校敷地内専用施設 - - - - - - 

学校敷地外専用施設 - - - - - - 

保  育  所 - - - - - - 

幼  稚  園 - - - - - - 

民家・アパート等 - - - - - - 

そ  の  他 - - - - - - 

合     計 2 2 2 2 2 2 

                                        資料:教育委員会 
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（（（（６６６６））））そのそのそのその他施設他施設他施設他施設のののの状況状況状況状況    

① 都市公園 

本町の公園面積は 18.90ha です。公園数は 41 か所（住区基幹公園 36か所、都市基幹公園２か

所、特殊公園３か所）となっています。 

表３-24 都市公園の整備状況 

 

種   別 箇所数 面積（㏊） 

住区基幹公園 

街区公園 36 3.72 

近隣公園 0 0.00 

地区公園 0 0.00 

都市基幹公園 

総 合 1 9.51 

運 動 1 1.73 

特 殊 公 園 

風致公園 0 0.00 

動植物公園 2 3.49 

歴史公園 0 0.00 

墓 園 0 0.00 

その他 1 0.45 

合    計 41 18.90 

                              資料:地域整備課 

 

② その他施設 

その他の施設は以下のとおりです。 

表３-25 その他施設 

 

施       設       名 分       類 

田上町公民館 公民館 

田上町民体育館 体育館 

町営羽生田野球場 野球場 

田上町民族資料館 博物館 

コミュニティーセンター「あい・愛」 生涯学習施設 

田上町総合保健福祉センター 保健施設 

                                   資料:総務課 
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（（（（７７７７））））母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業のののの状況状況状況状況    

① 乳幼児健康診査 

平成 21 年度における乳幼児健康診査の受診状況は、３～４か月児健診が 96.4％で最も高く、

次いで１歳６か月児健診の 87.3％となっています。 

表３-26 乳幼児健康診査の受診状況の推移 

       

単位:人 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

３～４か月 

児健診 

受診対象者数 81 82 68 96 67 84 

受信者数 80 80 68 95 67 81 

受診率 98.8% 97.6% 100.0% 99.0% 100.0% 96.4% 

1 歳６か月 

児健診 

受診対象者数 106 79 77 83 98 79 

受信者数 94 79 74 81 89 69 

受診率 88.7% 100.0% 96.1% 97.6% 90.8% 87.3% 

３ 歳 

児健診 

受診対象者数 129 120 103 79 91 83 

受信者数 119 110 99 73 76 70 

受診率 92.2% 91.7% 96.1% 92.4% 83.5% 84.3% 

                                        資料:保健福祉課 

 

② 乳幼児歯科診査 

平成21年度における乳幼児歯科診査の受診状況は、２歳６か月児健診が79.6％でも最も高く、

次いで２児健診の 76.1％となっています。 

表３-2 乳幼児歯科診査の受診状況 

       

単位:人 

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

２ 歳 

児健診 

受診対象者数 118 102 77 85 75 88 

受信者数 100 89 61 69 57 67 

受診率 84.7% 87.3% 79.2% 81.2% 76.0% 76.1% 

２歳６か月 

児健診 

受診対象者数 126 108 79 77 80 98 

受信者数 106 71 65 55 61 78 

受診率 84.1% 65.7% 82.3% 71.4% 76.3% 79.6% 

                                        資料:保健福祉課 
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（（（（８８８８））））相談事業相談事業相談事業相談事業のののの状況状況状況状況    

① 児童虐待相談件数 

本町の平成 21年度における児童虐待に関する相談件数は８件となっています。 

また、全国においては平成 16年度以降、相談件数は増加傾向にあり、新潟県は平成 18 年で件

数が増えたもののほぼ横這いの傾向にあります。 

表３-28 児童虐待相談件数の推移 

      

単位：件 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

新潟県 533 526 675 545 524 539 

全 国 33,408 34,472 37,323 40,639 42,664 44,210 

                                       資料:保健福祉課 

 

 

（（（（９９９９））））児童委員児童委員児童委員児童委員のののの活動状況活動状況活動状況活動状況    

本町における児童委員数は以下のとおりです。 

表３-3 民生児童委員及び主任児童委員数 

   

単位：人 

主 任 

児童委員 

民生児童委員 

田上地区 川通り地区 羽生田地区 

2 9 4 10 

                             資料:保健福祉課 

 

また相談件数は、平成 21年度において 672 件となっています。 

図３-11 相談指導件数 

    （相談件数） 

 

                                    資料:保健福祉課 
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（（（（１０１０１０１０））））手当等手当等手当等手当等のののの状況状況状況状況    

① 児童扶養手当 

平成 21 年度における児童扶養手当受給者数は 89人です。 

表３-30 児童扶養手当受給者数の推移（障害手当のみの受給者を除く） 

 

     

単位：人 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

76 90 86 85 90 89 

                                    資料:保健福祉課 

 

 

 

② 障害児手当 

平成 21 年度における障害児手当受給者数は５人です。 

表３-4 障害児手当受給者数の推移 

 

     

単位：人 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

5 7 8 7 5 5 

                                    資料:保健福祉課 
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１１１１. . . . 基本目標基本目標基本目標基本目標にににに基基基基づくづくづくづく施策施策施策施策のののの体系体系体系体系    

（（（（１１１１））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てのてのてのての支援支援支援支援    

① 地域における子育て支援サービスの充実

ア．施設において保護者の児童の養育を支援する事業

(ｱ) 放課後児童健全育成事業（学童保育）

(ｲ) 一時預かり事業

イ. 保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

(ｱ) 地域子育て支援センター事業

(ｲ) 幼児教育に関する情報提供、相談事業

 

② 保育サービスの充実

ア. 保育所受入児童の拡充

イ. 延長保育、休日保育、夜間保育等多様な保育サービスの実施

ウ. 保育サービスに関する積極的な情報提供

 

③ 子育て支援のネットワークづくり

ア. 地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成

イ. 子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布

ウ. 子育てに関する意識啓発等の推進

 

④ 児童の健全育成

ア. 健全育成の拠点としての児童館活動の充実

イ. 夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所づくり

ウ. 児童委員の児童健全育成、児童虐待防止活動の推進

エ. 青少年の性に関する問題等についての教育・啓発

オ. 学校開放を利用した子育て支援活動の推進

カ. 少年非行等の問題を抱える児童及び保護者への地域ぐるみの支援ネットワークの整備

 

⑤ その他

ア. 地域子育て世代間交流の推進

イ. 幼稚園開放による子育て相談の推進

ウ. 子育て支援サービスのための施設の有効利用
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（（（（２２２２））））母性並母性並母性並母性並びにびにびにびに乳児及乳児及乳児及乳児及びびびび幼児等幼児等幼児等幼児等のののの健康健康健康健康のののの確保及確保及確保及確保及びびびび増進増進増進増進    

① 子どもや母親の健康の確保

ア. 乳幼児健診の充実

イ. 訪問指導の充実

ウ. 乳幼児健診の場を活用した相談指導等の実施

エ. 妊娠期から継続した支援体制の整備

オ. 子どもの事故予防のための啓発

カ. 出産準備教育や相談の場の提供

 

② 「食育」の推進

ア. 発達段階に応じた食に関する学習機会や情報の提供

イ. 食事づくり等の体験活動の推進

ウ. 食に関する学習の機会や情報提供

 

③ 思春期保健対策の充実

ア. 性に関する正しい知識の普及

イ. 喫煙や薬物、アルコールに関する教育

ウ. 学童期・思春期の心の問題に係る相談体制の充実

 

④ 小児医療の充実

ア. 小児医療の充実

イ. 小児救急医療の充実

 

 

（（（（３３３３））））子子子子どものどものどものどもの心身心身心身心身のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長にににに資資資資するするするする教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

① 次代の親の育成

ア. 中学生・高校生の乳幼児ふれあい体験

 

② 子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備

ア. 確かな学力の向上

(ｱ) 子ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実

(ｲ) ゲストティーチャーなどを招いての学校教育の活性化

イ. 豊かな心の育成

(ｱ) 道徳教育の充実

(ｲ) 地域との連携による多様な体験活動の推進

(ｳ) 専門家による相談体制の強化
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ウ. 健やかな体の育成

(ｱ) 健康教育の推進

エ. 信頼される学校づくり

(ｱ) 教員に対する適正な評価の実施

(ｲ) 安全で豊かな学校施設の整備

(ｳ) 児童生徒の安全管理

(ｴ) 学校評議員制度の活用

(ｵ) 地域に根ざした特色ある学校づくり

オ. 幼児教育の充実

(ｱ) 幼児教育についての情報提供

(ｲ) 幼稚園と小学校との連携

(ｳ) 幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定

 

③ 家庭や地域の教育力の向上

ア. 家庭教育への支援の充実

(ｱ) 子育て中の親が気軽に相談できる体制の整備

イ. 地域の教育力の向上

(ｱ) 広域スポーツセンターの整備、スポーツ指導者の育成

(ｲ) 世代間交流の推進

(ｳ) 地域活動への教職員の自主的参加

 

 

（（（（４４４４））））子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

① 安全・安心まちづくりの推進

ア. 通学路や公園等における防犯設備の整備

イ. 社会を明るくする運動の推進

ウ. 安心安全運動の推進

    

（（（（５５５５））））職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立のののの推進推進推進推進    

① 仕事と子育ての両立の推進

ア. 仕事と子育ての両立のための社会資源の整備

 

 



第４章 行動目標の設定 

43 

（（（（６６６６））））子子子子どもどもどもども等等等等のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    

① 子どもの交通安全を確保するための活動の推進

ア. 交通安全教育の実施

イ. 交通安全教育指導者の育成

ウ. チャイルドシートの正しい使用の徹底

 

② 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

ア. 犯罪等に関する情報の提供の推進

イ. 犯罪・事故等の被害から子どもを守るための取組

ウ. 学校付近や通学路におけるパトロール活動の推進

エ. 防犯講習の実施

オ. 「子ども110番の家」等の防犯ボランティア活動の支援

 

③ 被害に遭った子どもの保護の推進

ア. 学校等の関係機関との連携によるきめ細かな支援の実施

 

 

（（（（７７７７））））要保護児童要保護児童要保護児童要保護児童へのへのへのへの対応対応対応対応などきめなどきめなどきめなどきめ細細細細かなかなかなかな取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

① 児童虐待防止対策の充実

ア. 虐待防止ネットワークの設置

イ. 総合的な親と子の心の健康づくり対策

ウ. 在宅支援の充実

 

② ひとり親家庭の自立支援の推進

ア. 福祉サービス等利用に際しての配慮

イ. 相談体制の充実や情報提供

ウ. 母子福祉団体の活動の支援

 

③ 障害児施策の充実

ア. 健康診査や学校における健康診断等の推進

イ. 適切な医療・福祉サービスの充実、及び教育支援体制の整備

ウ. 保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れ
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２２２２. . . . 具体的推進施策具体的推進施策具体的推進施策具体的推進施策のののの内容内容内容内容    

（（（（１１１１））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てのてのてのての支援支援支援支援    

① 地域における子育て支援サービスの充実 

【課題】 

●ニーズ調査の結果によると、病後児保育については「この１年間に、子どもの病気やケガで

通常の保育サービスが利用できなかった人」が 32.7％で、この中で「父親が仕事を休んで

対応した人」が 41.2％、「母親が仕事を休んで対応した人」が 52.9％となっており、こうし

たニーズへの対応が求められます。 

●一時預かりに対するニーズでは、私用やリフレッシュ目的、冠婚葬祭や子どもの親の病気、

あるいは就労のため、子どもを保育所等に一時的に預けるサービスを利用したい人が

26.9％となっており、社会状況等の変化に対応した検討の必要があります。 

●放課後児童健全育成事業の現状では、利用している人が 6.1％とそれほど高くないものの、

今後利用したい人は 10.9％となっており、学年延長へのニーズとあわせて、利用者の増加

への対応が必要です。 

●相談・情報提供事業に対するニーズでは、各事業を利用したい方が「つどいの広場」36.5％、

「地域子育て支援センター」46.2％、「ファミリー・サポート・センター」19.2％、「家庭児

童相談室」11.5％となっており、育児の孤立化を防ぐ観点からも、こうした事業を拡充して

いく必要性があります。 

ア. 施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

(ｱ) 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

就労等の理由により保護者が昼間家庭に不在の概ね 10歳未満の小学校低学年児童に、遊びや

生活の場を与えることによって健全育成を図る事業です。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

田上・羽生田小学校の

２か所で実施。 

 

引き続き事業を実施します。また、土曜日保育の実

施を検討し、指導者の研修等の充実を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：継続実施） 

（目標達成予定年度：継続実施）  

教育委員会 
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(ｲ) 一時預かり事業 

冠婚葬祭や家族の疾病、育児疲れ等により、一時的に保育が必要な児童を保育所等が預かる

ことにより、保護者の育児負担の軽減を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

５か所で実施。年間利

用者は延べ 40人。 

引き続き事業を実施し、利用時間と土曜日を拡充し

ます。  

（平成 26年度目標事業量等：1か所実施） 

（目標達成予定年度：平成 22年度） 

保健福祉課 

 

イ. 保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 

(ｱ) 地域子育て支援センター事業 

子育て支援センターは地域で子育てを支援する基盤の核として、子育て相談等の地域支援を

行っていきます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施（建設中） 

 

町内に地域子育て支援センターを１か所設置しま

す。 

（平成 26年度目標事業量等：１か所設置） 

（目標達成予定年度：平成 22年度） 

保健福祉課 

 

 

(ｲ) 幼児教育に関する情報提供、相談事業 

幼稚園・保育所において幼児教育に関する情報提供、助言など保護者の相談に応じて必要な

援助を行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

登降園時等に保護者

からの相談に応じた

り、情報提供を実施。 

引き続き必要に応じてその都度実施しています。ま

た、保護者に周知の広報を行います。  

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

教育委員会 

 

幼稚園・保育所（竹の友幼児園）で子育て相談日を

設けます。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

教育委員会 
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② 保育サービスの充実 

【課題】 

●ニーズ調査の結果によると、現在、44.2％の人が保育サービスを利用しており、その中で認

可保育所が約 6割、幼稚園が約 4 割となっています。利用意向では、認可保育所、幼稚園以

外では「病児・病後児保育」や「幼稚園の預かり保育」、「一時預かり」等の利用意向が高く

なっており、多様なニーズへの対応が求められています。 

●日曜日・祝日の保育ニーズでは、「ほぼ毎週利用したい」は 1.9％にとどまり、「月１～２日

利用したい」は 13.5％となっています。  

●「充実を図ってほしい子育て支援」では、「ＮＰＯ等による保育サービス」へのニーズが

19.2％みられ、保育サービスの拡充に向け、民間活力の活用を推進する必要性があります。 

ア. 保育所受入児童の拡充 

保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実態及び意

向を十分に踏まえてサービスの提供体制を整備します。具体的には、待機児童の解消を図ると

ともに施設の整備などを行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

通常保育 

保育定員 260 人 

施設数  5 か所 

待機児童数 0人 

保育サービスの充実を図るため、統合保育所を創設

し、引き続き待機児童数０人を実現させます。 

（平成 26年度目標事業量等：待機児童数０人） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

イ. 延長保育、休日保育、夜間保育等多様な保育サービスの実施 

延長保育、休日保育、夜間保育等の様々なニーズに応じて、広く住民が利用しやすい保育サー

ビスを実施します。 

＜延長保育＞ 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

5 ヶ所の施設のうち、

１日 11 時間を越える

延長保育（延長時間７

時 30 分～19 時）は 1

箇所で実施。 

11 時間を越える延長保育の実施を目指します。 

また、土曜日の延長保育時間の拡充を目指します。 

（平成 26年度目標事業量等：平日７時 00 分～20時 

土曜日７時00分～20時） 

（目標達成予定年度：平成 22年度） 

保健福祉課 
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ウ. 保育サービスに関する積極的な情報提供 

サービスを利用する方が保育サービスを選択することによって、サービスそのものの質を向

上させるという観点から、保育サービスに関する積極的な情報提供を行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

平成 19 年度より実

施 

 

引き続き広報誌、ホームページを利用して情報提供を

行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

 

 

③ 子育て支援のネットワークづくり 

【課題】 

●ニーズ調査の結果から、「町発行の子育て情報誌」への利用意向は 38.5％となっているもの

の、その利用状況では 11.5％と低い割合にとどまっており、今後、こうした子育て支援情

報の拡充とともに、住民への周知に努める必要があります。 

 

ア. 地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成 

子育て家庭に対して､きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効率的に提供

するために､地域における子育て支援サービス等のネットワークを形成します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

子育て支援センターを核とし、各町内の地域におけ

る子育て支援サービス等のネットワークの形成を推

進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 22 年度） 

保健福祉課 

 

 

イ. 子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布 

各種の子育て支援サービス等が、地域の皆さんに十分周知されるよう、子育てマップや子育

てガイドブックの作成・配布等によって情報提供を行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

子育てマップを作成、

配布。 

引き続き実施します。また、ホームページを利用し

て情報提供を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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ウ. 子育てに関する意識啓発等の推進 

地域住民すべての方が、子育てへの関心・理解を深め、地域全体で子育て家庭を支えること

ができるよう、子育てに関する意識啓発等を進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

子育て講座を年 6 回

開催。 

引き続き実施します。また、母親学級や乳幼児健診

などを通じて子育てに関する意識啓発やホームペー

ジを利用した情報提供を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：講座年 6 回実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

④ 児童の健全育成 

【課題】 

●世代間や子ども同士での交流、地域の自然とふれあう機会など、地域資源を生かした様々な

交流・体験機会の充実が求められています。一方で、昨今の治安状況から子どもだけで外で

自由に遊ばせることへの不安の声も多く、放課後等に安心して遊ぶことのできる居場所づく

りが課題となります。 

 

ア. 健全育成の拠点としての児童館活動の充実 

青少年教育施設において、自然体験活動を始めとする様々な体験活動を展開します。また、 

地域における活動拠点として、青少年の積極的な受入れを図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

公民館活動として、ゆ

うゆう教室や夏休み

を開催。延べ 492 人が

参加。 

引き続き実施します。また、ボランティアセンター

との連携・協力を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：継続実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

イ. 夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所づくり 

児童館、公民館、青少年施設などを活用し、夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所

づくりを進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

公民館、コミュニ

ティーセンターを開

放。 

引き続き実施します。また、ボランティアの活用を

図るほか、興味・関心をベースに、健全な遊びや学

びの体験プログラムを提供します。 

（平成 26年度目標事業量等：継続実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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ウ. 児童委員の児童健全育成、児童虐待防止活動の推進 

児童委員は、地域において児童の健全育成や虐待の防止など、子どもと子育て家庭への支援

を住民と一体となって進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

主任児童委員 2 人  

児童委員   23 人  

引き続き実施します。また、幼稚園・保育所・学校

との情報の共有を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

教育委員会 

 

 

エ. 青少年の性に関する問題等についての教育・啓発 

青少年の性の逸脱行動の問題点について、教育･啓発を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

主として学校におい

て指導と保護者への

啓発を実施。 

引き続き実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

オ. 学校開放を利用した子育て支援活動の推進 

教職員の自主的な参加・協力を得つつ、学校施設の開放を行い子育て支援を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

羽生田小学校 1 か所

を開放。  

 

引き続き羽生田小学校の開放を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：1施設開放） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

カ. 少年非行等の問題を抱える児童及び保護者への地域ぐるみの支援ネットワークの整備 

少年非行等の問題を抱える児童の立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び

不登校への対応には、児童相談所、学校、保護司、警察、地域ボランティア等が連携すること

が重要です。そのために地域ぐるみの支援ネットワークの整備や関係機関による専門チームを

編成します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

青少年問題協議会を

設置済み。 

引き続き実施します。情報を互いに共有して積極的

に関わる体制づくりや組織の見直しを図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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⑤ その他 

【課題】 

●近年の核家族化等から、子どもが高齢者とふれあう機会が減少してきています。一方で、子

どもの情操の向上や保護者の育児負担の軽減に加え、高齢者の生きがい対策としても世代間

交流の意義は大きなものがあり、今後、積極的に推進することが必要です。 

●地域全体で子育てを支援する観点から、幼稚園等の開放、余裕教室や空き店舗等、既存の社

会資源の活用に大きな期待がよせられています。今後、関係機関等との協力・連携のもとに、

様々な資源の活用を推進することが必要です。 

ア. 地域子育て世代間交流の推進 

地域の高齢者に地域の子育て支援に参画していただき、世代間交流を進めながら豊かな子育

て支援を進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

幼稚園・保育所・学校

の運動会やお楽しみ

会などの行事に、地区

のお年寄りを招待。  

引き続き実施します。また、特養ホーム・障害者ふ

れあいセンターなどでの幼児・児童とお年寄りの交

流を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

イ. 幼稚園開放による子育て相談の推進 

幼稚園の園庭･園舎を開放し、子育て相談や就園児の親子登園等を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

竹の友幼稚園の施設

を年間 18日開放。  

竹の友幼稚園の閉園により開放する施設を見直し、

相談体制づくり再検討します。 

（平成 26年度目標事業量等：毎月 2日開放） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

 

ウ. 子育て支援サービスのための施設の有効利用 

各種の子育て支援サービスの場として、余裕教室等の公共施設の余裕空間や商店街の空き店

舗を積極的に活用します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

公民館 1 か所を提供。 引き続き実施します。また、地域子育て支援センター

の設立をいたします。 

（平成 26年度目標事業量等：2か所提供） 

（目標達成予定年度：平成 22年度） 

教育委員会 

保健福祉課 
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（（（（２２２２））））母性並母性並母性並母性並びにびにびにびに乳児及乳児及乳児及乳児及びびびび幼児等幼児等幼児等幼児等のののの健康健康健康健康のののの確保及確保及確保及確保及びびびび増進増進増進増進    

① 子どもや母親の健康の確保 

【課題】 

●乳幼児健診の受診状況をみると、対象年齢が上がるにしたがって受診率が減少する傾向があ

ります。今後、健診受診率のさらなる向上を図るとともに、健診内容の充実に努める必要が

あります。 

●母親学級、両親学級、育児学級の利用意向は就学前児童保護者 67.3%、小学生保護者 28.6％

と前回（平成 16 年）と比べて高くなっています。保健センターの情報・相談サービスでも

認知度・利用度・利用意向とも前回調査より高くなっており、今後も育児不安の解消等のた

め、各種教室の啓発と、内容の充実に努める必要があります。 

ア. 乳幼児健診の充実 

妊娠期､出産期､新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう､乳幼児健診の

充実を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

妊産婦健診受診率  

97.6％ 

３～４か月健診受診率  

93.8％ 

１歳６か月健診受診率 

86.9％ 

３歳児健診受診率  

81.2％ 

引き続き実施し、各健診の受診率と質の向上を図

ります。また、障害児に対する療育相談などの体

制を充実します。 

（平成 26年度目標事業量等：専門職種の確保） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

保健福祉課 

 

イ. 訪問指導の充実 

生後 4 か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞いて、子育て支

援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握および助言を行い

ます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

こんにちは赤ちゃん事

業実施件数 

56 件 

 

引き続き実施し、支援が必要な家庭に対し適切な

サービス提供へつなげます。 

（平成 26年度目標事業量等：専門職種の確保） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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ウ. 乳幼児健診の場を活用した相談指導等の実施 

育児不安の解消等を図るため､乳幼児健診の場を活用し親への相談指導を実施します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

乳幼児健診等の場を

利用して健康相談を

実施。 

 

引き続き乳幼児の心身の発達や育児不安の解消につ

いて、療育指導、相談、個別指導等を充実します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

エ. 妊娠期から継続した支援体制の整備 

児童虐待の発生予防の観点を含め､妊娠期から継続した支援体制の整備を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

母子健康手帳の発行

75 件 

  

母子健康手帳交付時や訪問指導等の機会を通じて妊

娠、出産についての情報を提供していきます。また、

妊婦の出産、育児の不安を軽減するために母子健康

手帳交付時からのハイリスク者のケアを実施しま

す。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

オ. 子どもの事故予防のための啓発 

乳幼児健診等の場を通じて、誤飲、転落･転倒､やけど等、子どもの事故予防のための啓発等

の取り組みます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

乳児健診 

年 12 回開催  

延べ参加者数 81 人  

 

乳幼児健診の場を通じて子どもの行動特性にそった

事故予防に関するパンフレットを配布し、情報提供

を行うなどして啓発等の取組を進めていきます。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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カ. 出産準備教育や相談の場の提供 

安全かつ快適であるとともに主体的な選択が可能であるなど、母親の視点からみて満足でき

る「いいお産」は誰もが望むことでしょう。そのために妊婦に対する出産準備教育や相談の場

の提供等を積極的に進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

母親学級を開催（前期

6 回、後期 6 回） 

延べ参加者 54名 

 

両親学級参加者数  

19 人 

母子健康手帳交付時の保健指導をはじめとして、妊

娠・出産をめぐる保健サービスの情報と活用につい

ての指導を充実します。また、母親学級・両親学級

などを通じて、地域のつながりや、家族の絆を認識

できるような内容の充実を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

② 「食育」の推進 

【課題】 

●ニーズ調査の結果において、子育てに関して悩んでいることとして「食事や栄養に関するこ

と」と回答した割合をみると、就学前児童保護者 21.2％、小学生保護者 12.2％となってい

ます。乳幼児期からの食習慣の定着に向け、食育を推進することが必要です。 

ア. 発達段階に応じた食に関する学習機会や情報の提供 

保健分野や教育分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発達段

階に応じた食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

教室等 

年 32 回開催  

延べ参加者数 468 人 

取り組んでいる活動や連携機関がより効果的に活動

できるような体制の整備を図ります。また、小中学

校の給食に地産地消を進めます。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

教育委員会 

 

イ. 食事づくり等の体験活動の推進 

保育所の調理室等を活用し、食事づくり等の体験活動を子ども参加型などで進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

体験活動 

年 4 回開催  

延べ参加者数 210 人  

発達段階に応じた体験活動を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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ウ. 食に関する学習の機会や情報提供 

低出生体重児の増加等を踏まえ、母性の健康の確保を一層図る必要があります。そのために

妊産婦等を対象とした食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学習会等 

年 6 回開催 

延べ参加者数 54 人  

母親学級を通じて適切な食事が摂取できるように支

援していきます。また、思春期から母性に向けた食

生活の大切さの意識付けを図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

③ 思春期保健対策の充実 

【課題】 

●近年の性行動の低年齢化や、性感染症罹患者の低年齢化等から、思春期の性に関する対策の

重要性はますます高まっています。今後、青少年への性に関する正しい知識の普及・啓発を

推進する必要があります。 

●近年、青少年における薬物汚染等の現状は深刻化しており、また、インターネット等により

違法薬物等が安易に入手可能である状況も懸念されています。今後、薬物等に関する教育を

推進していくことが必要です。また、喫煙による健康被害の教育もさらに継続する必要があ

ります。 

ア. 性に関する正しい知識の普及 

10 歳代の人工妊娠中絶、性感染症罹患率の増大等の問題に対応するために、性に関する健全

な考え方を育むとともに、性や性感染症予防に関する正しい知識の普及を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

「性に関する全体計

画」を作成し、学年に

応じて計画的に指導。 

引き続き実施します。また、母性・父性の育成を推

進します。 

（平成 26年度目標事業量等：全体計画の作成、改正） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

家庭教育セミナー 

1 回開催。 

 

思春期の子どもやその親に対して、思春期の性や心

の問題、性感染症予防に関する正しい知識の普及を

図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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イ. 喫煙や薬物、アルコールに関する教育 

喫煙や薬物等に関する教育を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学年に応じて指導。 

 

引き続き実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

小・中学校における防

煙教室１回実施。 

喫煙による健康被害に関する教育を推進すると同時

に、公的機関の全面禁煙を目指します。また、自分

の健康状態に関心を持ち、自己管理ができるように

学校保健活動と連携を図り推進していきます。 

（平成 26年度目標事業量等：公的機関の全面禁煙） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

保健福祉課 

教育委員会 

 

ウ. 学童期・思春期の心の問題に係る相談体制の充実 

学童期･思春期における心の問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を

進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

担任が中心となって

発達に応じて指導。 

引き続き実施します。また、カウンセラーによる職

員研修（中学校を中心に毎年）を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：週２回程度のカウンセ

ラーの配置） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

 

④ 小児医療の充実 

【課題】 

●ニーズ調査の結果から、充実を図ってほしい子育て支援をみると、「医療機関の体制整備」 

が就学前 51.9％、小学生 65.3％と前回と比べて増加しており、小児医療体制へのニーズの

高さが見られます。今後、小児医療体制の整備・拡充を図る必要があります。 

ア. 小児医療の充実 

安心して子どもを生み、健やかに育てるための基盤である小児医療の充実に取り組みます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

子育てタウンマップ

などで情報提供を実

施。 

 

安心して子どもを生み、健やかに育てるための基盤

である小児医療の情報の提供を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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イ. 小児救急医療の充実 

小児緊急医療について､県や近隣の市町村及び関係機関との連携を進め積極的に取り組みま

す。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

地域の医療機関情報

を町のホームページ

で掲載。 

緊急時の医療等についてホームページ等で情報の提

供を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

保健福祉課 
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（（（（３３３３））））子子子子どものどものどものどもの心身心身心身心身のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長にににに資資資資するするするする教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

① 次代の親の育成 

【課題】 

●様々な機会を通じて若い世代が小さな子どもと実際にふれあう機会を設けていく必要があ

ります。 

ア. 中学生・高校生の乳幼児ふれあい体験 

中高生が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解するため

に、保育所、幼稚園、児童館及び乳幼児健診の場等を活用し、乳幼児とふれあう機会を広げま

す。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

中学生の幼稚園・保育

所体験を１回実施。  

引き続き実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：年２回実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

 

② 子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備 

【課題】 

●46.9％の小学生の保護者の方が教育についての悩みを抱えていますが、教育センターや教育 

相談所を利用されている方は 2.0％です。今後はセンター、相談所がより利用しやすいもの 

となるよう努める必要があります。 

●子どもたちの「生きる力」を育むために、学校教育と地域が連携した様々な取組を進めてい

く必要があります。 

●子どもたちの心身の健康の保持増進を図るため、医療、保健分野等の諸機関と連携した健康 

教育を積極的に進めていく必要があります。 

ア. 確かな学力の向上 

(ｱ) 子ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実 

子ども､学校及び地域の実態を踏まえて、子ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実さ

せます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

習熟度別指導の実施。 習熟度別指導の継続に加え、個々に応じた指導の充

実を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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(ｲ) ゲストティーチャーなどを招いての学校教育の活性化 

学校以外の様々な分野の方に協力いただき、活力のある学校づくりを進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

読み聞かせやお茶指

導など、一部がクラブ

活動に参加できる機

会を提供。 

引き続き実施します。また、学校教育支援ボランティ

ア制度の確立、体験学習支援センターの活用を図り

ます。 

（平成 26年度目標事業量等：週１～２回） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

 

イ. 豊かな心の育成 

(ｱ) 道徳教育の充実 

豊かな心を育むため、指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、子どもの心に響く道徳教育

の充実を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

小・中学校の一斉公開

道徳授業を実施。 

授業の公開方法の改善を図り、町合同参観日を実施

します。 

地域教材の開発導入を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：年２回） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

(ｲ) 地域との連携による多様な体験活動の推進 

地域と学校教育が連携し、多様な体験活動を展開していきます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

中学生が地域の職場

を体験できる機会を

提供。 

引き続き実施します。また、中学校における進路指

導の充実を図るとともに、小学校における生き方教

育の充実を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：年１～２回実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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(ｳ) 専門家による相談体制の強化 

いじめ､少年非行時の問題行動や不登校に対応するために、専門的な相談体制を強化します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

県に要請し、年に数回

スクールカウンセ

ラーを設置。 

引き続き実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：週２回カウンセラーの

設置） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

 

ウ. 健やかな体の育成 

(ｱ) 健康教育の推進 

生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるため

に、子どもたちへの健康教育を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

田上町保健衛生事業

の実態調査を実施。 

引き続き実施します。また、小中学生の生活実態調

査に基づく小児生活習慣病予防講座を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

 

エ. 信頼される学校づくり 

(ｱ) 教員に対する適正な評価の実施 

教員一人ひとりの能力や実績等を適正に評価します。指導力不足教員に対しては厳格に対応

し、適切な処遇を行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学校評価の実施。 組織マネージメントによる評価マニュアルの作成を

実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：毎年見直し改定） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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(ｲ) 安全で豊かな学校施設の整備 

子どもに安全で豊かな環境を提供するために、学校施設の整備を適切に行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

安全マニュアルの作

成と、訓練を実施。 

学校防護規定による安全マニュアルの見直しや、施

設の安全管理の徹底を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：毎年見直し改定） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

(ｳ) 児童生徒の安全管理 

学校において､児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、各学校が、家庭や地域の

関係機関･関係団体とも連携しながら、安全管理に関する取組を継続的に行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

安全ブザーの携帯（一

部生徒）。 

安全マップの作成。 

安全訓練。 

引き続き安全ブザーを小学校１年全員、中学校女子

全員に貸し出し、携帯します。 

引き続き区長会との連携を図り、地域での監視体制

を強化し、地域安全マップづくりの講習会を開催し

ます。 

（平成 26年度目標事業量等：安全ブザーを小学校１

年全員、中学校女子全

員に携帯） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

(ｴ) 学校評議員制度の活用 

学校評議員制度の活用等により、地域及び家庭と学校との連携・協力を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

評議会を各学校年１

回開催。 

 

評議会の開催回数を各学校年２回に増やします。 

（平成 26年度目標事業量等：各学校年２回実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 
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(ｵ) 地域に根ざした特色ある学校づくり 

地域の実情に応じた通学区域の弾力的な運営等、地域に根ざした特色ある学校づくりを進め

ます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

体験活動などによる

学習活動を実施。 

 

体験活動などを創意工夫し、特色ある学校づくりを

します。 

郷土についての学習を深め、郷土愛を高める指導を

行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

 

オ. 幼児教育の充実 

(ｱ) 幼児教育についての情報提供 

幼児教育の充実のために、幼児教育についての情報提供を進め、幼児期の成長の様子や大人

の関わり方について保護者や地域住民等の理解を深めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

保護者への連絡や記

録の一部提示。 

個々の幼児の発達について保護者との情報交換の日

常化を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

(ｲ) 幼稚園と小学校との連携 

幼稚園における教育から小学校における教育へ円滑に移行できるよう、幼稚園と小学校との

連携を図る体制を構築します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

幼稚園・小学校の授業

観察を相互に実施。 

幼児園・幼稚園と小学校との行事交流、研修交流、

職員交流などの機会を拡充します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 
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(ｳ) 幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定 

各地域の実情を考慮した幼稚園の教育活動及び教育環境の充実、幼稚園における子育て支援

の充実、幼稚園や保育所と小学校との連携の推進等、幼児教育の振興に関する政策プログラム

を策定します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

プログラム策定中 

 

幼保一体の保育の推進と３年保育幼稚園（竹の友幼

児園）の設立。 

幼小の連携プログラムの策定。 

（平成 26年度目標事業量等：幼児園１か所設置） 

（目標達成予定年度：平成 22年度） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

 

 

③ 家庭や地域の教育力の向上 

【課題】 

●就学前児童保護者の 25.0％、小学生保護者の 16.3％の方が家庭教育に関する学級・講座へ

の参加を希望していますが、実際に学級・講座を利用されている方は、就学前児童保護者で

3.8％、小学生保護者で 4.1％です。今後は学級・講座がより利用しやすいものとなるよう

積極的に広報活動等を進めていく必要があります。 

●地域の子育てサークル等に参加している人は、就学前児童保護者で 9.6％、小学生保護者で

12.2％にとどまっています。子育て中の方が悩みや不安を抱えながら孤立化しないように、

子育てサークルの育成支援など地域の子育てネットワークを充実させていく必要がありま

す。 

ア. 家庭教育への支援の充実 

(ｱ) 子育て中の親が気軽に相談できる体制の整備 

子育て経験者の皆さんに『子育てサポーター』として活躍していただき、子育て中の方が家

庭教育に関して気軽に相談できる体制を整備します。また、子育てサークル活動への支援等、

地域における子育て支援ネットワークの形成を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

地区の保健委員等の子育て経験者を積極的に活用

し、子育てや家庭教育等の相談体制を整備します。 

（平成 26年度目標事業量等：保健委員の研修会年 1

～2 回） 

（目標達成予定年度：平成 26 年度） 

保健福祉課 
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イ. 地域の教育力の向上 

(ｱ) 広域スポーツセンターの整備、スポーツ指導者の育成    

総合的地域スポーツクラブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもたちの多様なスポーツ

ニーズに応える地域のスポーツ環境の整備を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

スポーツ少年団（11

団体）による活動。 

引き続き実施します。また、スポーツ指導者の育成

を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

(ｲ) 世代間交流の推進 

地域の教育力の向上を図るため、世代間交流事業に積極的に取り組みます。また、事業の実

施にあたっては学校施設を開放するなど地域と学校の連携を円滑に進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

ふれあい集会などお年寄りを学校に招待する活動を

計画・実施します。 

（平成 26年度目標事業量等：年 1 回以上） 

（目標達成予定年度：平成 22 年度） 

教育委員会 

 

(ｳ) 地域活動への教職員の自主的参加 

地域における子育てに関連した様々な活動に、学校の教職員が自主的に参加するよう働きか

けます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 参加できる体制を整え、地域と共に教育を進める意

識の高揚を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 
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（（（（４４４４））））子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

① 安全・安心まちづくりの推進 

【課題】 

●子育てを支援する生活環境として、特に子どもたちが安全に暮らすことができる環境づくり

が求められています。今後、防犯設備を整備するなどして安全・安心のまちづくりに努めて

いく必要があります。 

●近年は不審者が多く、子どもが犯罪に巻き込まれないか不安に感じる親も多くなっていま

す。子どものみとなる登下校時や放課後などは地域全体で子どもの安全を見守る体制づくり

が必要です。 

ア. 通学路や公園等における防犯設備の整備 

通学路や公園等における防犯灯、緊急通報装置等の整備を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

防犯灯 14 か所の整備

を実施。 

引き続き整備を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：20 か所） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

総務課 

 

イ. 社会を明るくする運動の推進 

犯罪のない明るい社会を築くため、社会を明るくする運動を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

講演会１回、ミニ集会

を２回開催。また、広

報誌の各世帯への配

布。 

内容を充実し、積極的に推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

ウ. 安心安全運動の推進 

不審者や犯罪の防止を図るため、地域住民が一体となり、安心地域づくりを実施します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

各地区での実施。 

 

防犯協会の立ち上げや関係機関と連携を図り、母体

の結成・普及・啓発を全町に推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：全町への拡大） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

総務課 

町民課 
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（（（（５５５５））））職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立のののの推進推進推進推進    

① 仕事と子育ての両立の推進 

【課題】 

●子育て中の 16.2％の方が「仕事が十分にできない」ことに悩んでいることがニーズ調査の

結果から明らかになりました。今後子育て中の皆さんが、仕事と子育ての両立ができるよう

保育サービスの充実に努めていく等の必要があります。 

ア. 仕事と子育ての両立のための社会資源の整備 

仕事と子育ての両立を支援するために、保育サービスや学童保育、ファミリー・サポート・

センターの設置を進めていきます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学童保育 2 か所設置。 

保育所の延長保育

サービスを５か所で

実施。 

 

引き続き実施します。  

就労実態に応じた延長保育時間に拡大します。 

（平成 26年度目標事業量等：学童保育 2か所実施、

竹の友幼児園の延長保

育時間を午後８時まで

拡大） 

（目標達成予定年度：平成 22 年度） 

教育委員会 

保健福祉課 
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（（（（６６６６））））子子子子どもどもどもども等等等等のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    

① 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【課題】 

●交通量の増加に伴い、子どもが交通事故の被害にあう危険性も増大してきています。今後、 

正しい交通ルールの周知・徹底を図るため、交通安全教育の促進や交通安全指導者の育成 

が必要です。 

●交通事故にあった際、チャイルドシートの着用による乳幼児の被害の軽減には、大きな効果 

が期待されます。今後も、チャイルドシートの正しい使用の啓発を進めるとともに、チャイ 

ルドシートの購入費用が経済的負担となる状況の緩和に向け、リサイクル等の推進に努める 

必要があります。 

ア. 交通安全教育の実施 

子どもや保護者の方を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学校や幼稚園等を対

象に交通安全教室を

１回開催。 

引き続き交通安全教室を竹の友幼児園、ルーテル幼

稚園、田上・羽生田小学校、田上中学校で各 1 回開

催します。 

（平成 26年度目標事業量等：各施設で 1回開催） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

総務課 

 

イ. 交通安全教育指導者の育成 

安全教育に当たる職員の指導力の向上に努めます。また地域の皆さんにも交通安全教育の指

導者として活躍していただくための講習などを開催します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

担当職員が講習会に

参加。  

担当者に加え、高齢者にも町内における講習会に参

加依頼し、指導力の向上に努めます。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

総務課 
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ウ. チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい

使用方法について普及啓発活動を積極的に展開します。また、正しい使用を指導する指導員の

養成にも努めます。さらに、チャイルドシートの再利用活動を積極的に実施・拡充することに

より、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

担当職員が講習会に参加するとともに、チャイルド

シート利用の啓発活動を推進します。 

（平成 26 年度目標事業量等：職員の講習会への参

加） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

総務課 

 

 

② 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【課題】 

●近年、子どもが登下校の際などに、犯罪被害に巻き込まれる危険性が増加してきています。

一方で、地域住民のかかわりが希薄となる等、地域における子どもへの見守り機能の弱体化

が懸念されます。今後は、子どもを犯罪被害から守るため、行政・関係機関・地域等が連携

し、さまざまな取組を推進することが必要です。 

ア. 犯罪等に関する情報の提供の推進 

住民の皆さんの自主防犯行動の充実のために、防犯等に関する情報の提供を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

学警連などを通した

情報の提供と対策を

実施。 

引き続き実施します。また、学警連情報の地域への

公開を検討します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

 

イ. 犯罪・事故等の被害から子どもを守るための取組 

子どもを犯罪等の被害から守るため、関係機関・団体との情報交換を積極的に行ないます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

安全マニュアル作成

と訓練を実施。 

引き続き実施します。また、幼稚園・保育所・学校

は学警連情報など子どもの安全管理に積極的に活用

します。 

（平成 26 年度目標事業量等：マニュアルの毎年改

定、随時訓練実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 
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ウ. 学校付近や通学路におけるパトロール活動の推進 

子どもを犯罪等の被害から守るため、学校付近や通学路等においてのＰＴＡ等のボランティ

ア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロール活動を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

警察と連携したパト

ロールの強化と、ＰＴ

Ａボランティアの要

請を実施。 

引き続き実施します。また、あいさつ運動で「安全

安心腕章作戦」の全町での実施を目指します。 

（平成 26年度目標事業量等：全町での実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

エ. 防犯講習の実施 

子どもが犯罪の被害に遭わないよう、防犯講習の実施、及び機器の貸与を行います。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 田上・羽生田両小学校各１回の防犯講習会の開催と、

犯罪の被害に遭わないよう環境作りを進めます 。 

（平成 26年度目標事業量等：年 2 回講習会開催） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

総務課 

 

オ. 「子ども 110 番の家」等の防犯ボランティア活動の支援 

子どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所である、「子ども110番の家」等の防犯ボランティ

ア活動を支援します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

「子ども 110 番の家」

登録数 74 か所。 

引き続き実施します。また、「子ども 110 番の家」表

示の工夫を行います。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

総務課 
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③ 被害に遭った子どもの保護の推進 

【課題】 

●犯罪やいじめ等の被害にあった子どもは心身に大きな傷を負い、そのことを誰にも相談でき

ずにいる場合もあります。特に、最近はインターネットや携帯サイトによるいじめなど、発

覚しにくいケースも多く、被害にあった子どもが勇気を出して話すことができる相談相手が

必要です。 

ア. 学校等の関係機関との連携によるきめ細かな支援の実施 

保護者に対する助言など、学校等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

ＰＴＡ、区長会との連

携を支援。 

引き続き実施します。また、民生委員・児童員等と

幼稚園・保育所・学校の連携を深め、情報交換を密

にします。民生委員・児童委員と教育委員会の連携

を深め、幼稚園・保育所・学校での同一の保護者へ

の指導を展開します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

町民課 
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（（（（７７７７））））要保護児童要保護児童要保護児童要保護児童へのへのへのへの対応対応対応対応などきめなどきめなどきめなどきめ細細細細かなかなかなかな取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

① 児童虐待防止対策の充実 

【課題】 

●就学前児童保護者の 28.8％、小学生保護者の 14.3％が、子どもに対して虐待をしているの

ではないかと感じており、身近な問題として地域社会全体で見守り、支えていく必要があり

ます。 

ア. 虐待防止ネットワークの設置 

関係行政機関のみならずＮＰＯやボランティア団体等と連携し、単なる情報連絡の場にとど

まらず、個々のケースの解決につながるような取組に向けた虐待防止ネットワークを積極的に

設置します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

保健・福祉・医療・教育・警察など虐待防止に関わ

る関係者が虐待についての正しい共通認識を持ち、

早期に発見・介入できるようネットワークを形成し

ます。また、関係者や親へ講習会の参加を進め、虐

待防止教育の普及を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：年 2 回研修会実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

保健福祉課 

教育委員会 

町民課 

 

イ. 総合的な親と子の心の健康づくり対策 

母親の育児不安や虐待・いじめ等の問題に早期に対応するために日常的な育児相談機能の強

化、母子保健事業の強化、グループワーク等による専門的な支援サービスメニューの充実を図

ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

育児相談会を年 24 回

開催。 

 

乳幼児健診・健康相談等の機会を利用して母親の育

児不安や親子関係の状況把握に努め、乳幼児の心身

の発達や育児不安の解消について、情報提供、相談、

個別指導等を充実します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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ウ. 在宅支援の充実 

虐待の進行防止、家族再統合や家族の養育機能の再生･強化を目指した在宅支援の充実等を図

ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 

 

虐待の再発防止、家族の再統合や家族の養育機能の

再生・強化を目指した在宅支援の充実等を図ります。

また、虐待が発生した家庭を地域ぐるみで支援して

いく体制づくりを確立します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

② ひとり親家庭の自立支援の推進 

【課題】 

●母子家庭の母等が自立するために必要な、きめ細かな福祉サービスの展開を図る必要があり 

ます。 

●ひとり親家庭で抱える生活に困難を感じる状況を改善し、子どもの健やかな成長が実現でき 

るよう、総合的な生活支援を行う必要があります。 

ア. 福祉サービス等利用に際しての配慮 

子育てなどの日常的な生活や、就業、養育費などに関する支援について、地域の母子家庭・

父子家庭の現状を把握しつつ、総合的に実施して行きます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

児童扶養手当 89 人 

医療費助成を支援。 

 

自立更生を促すため、的確な福祉ニーズの把握に努

め、児童扶養手当・医療費助成などの活用を促進し、

経済的自立の支援を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

イ. 相談体制の充実や情報提供  

母子家庭・父子家庭に対する相談体制の充実や、施策・取組についての情報提供を行います。  

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

民生委員・児童委員に

よる相談、情報提供。 

 

日常生活における心配ごとや精神的不安の解消を図

るため、民生委員・児童委員や県の母子相談員によ

る相談・指導体制を整備します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 
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ウ. 母子福祉団体の活動の支援 

母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮等、必要な施策を講ずるように努めます。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

未実施 母子寡婦福祉会の活動の強化・支援を図ります。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

保健福祉課 

 

 

 

③ 障害児施策の充実 

【課題】 

●乳幼児期における健康や発育状態の把握、疾病の早期発見や障害に対する相談窓口の充実を

図るため、相談から課題対応まで関係機関の連携強化に努める必要があります。 

ア. 健康診査や学校における健康診断等の推進 

障害の原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児

に対する健康診査や、学校における健康診断等を推進します。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

定期的健康診断と、そ

れに基づく指導を実

施。 

 

疾患や障害の早期発見を行い、早期治療・養育につ

なげるために、妊婦及び乳幼児の健診や、学校にお

ける健康診断の質の維持・向上を図り、相談体制を

充実します。また、事故防止についての知識の普及、

家庭・学校・地域が一体となって小児期の事故防止

対策を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

教育委員会 

保健福祉課 

 

 

イ. 適切な医療・福祉サービスの充実、及び教育支援体制の整備 

障害児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるように、保健、医療、福祉、

教育等の各種施策の円滑な連携により、適切な医療及び医学的リハビリテーションの提供、在

宅サービスの充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等、一貫した総合的な取組を推進し

ます。 
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平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

特殊学級の整備と、介

助員の配備を実施。 

特別支援教育の体制の整備と教育補助員の配置を推

進します。また、親の会の設立支援と相互扶助の確

立を支援します。 

（平成 26年度目標事業量等：介助員２名配置、親の

会設立） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

 

 

療育（ひまわり）教室

を年 22 回開催。 

障害児の健全な発達を支援し、安心して生活できる

ように、各種施策や関係機関との連携を図り、総合

的な取組を推進します。 

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：継続実施） 

保健福祉課 

 

 

ウ. 保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れ 

保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れを推進するとともに、各種の子育

て支援事業との連携を図ります。 

平成 21 年度実績 目標・方向性 担当課 

５か所の保育所で障

害児受入れを実施。 

引き続き統合保育所（竹の友幼児園）１ヶ所で受入

れ、学童保育での障害児受入れ体制を検討し調査し

ます。  

（平成 26年度目標事業量等：随時実施） 

（目標達成予定年度：平成 26年度） 

教育委員会 

保健福祉課 
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１１１１. . . . 計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

 

本計画はさまざまな分野にわたるものであるため、保健福祉課が中心となり、関係各部局、関

係機関・団体・地域などと連携を図りながら、総合的かつ効果的な計画の推進を図ります。 

 

(1)家庭 

①子どもに愛情をもち、親子のふれあい、家族の絆を大切にします。 

②子どもに基本的な生活習慣や社会的な規範を身に付けさせます。 

 

(2)地域社会 

①地域全体で子育てを支援し、子どもの健やかな成長を見守ります。 

②子どもや子育て家庭が地域と関わる機会を積極的に提供します。 

 

(3)保育所・幼稚園・学校等 

①子どもの個性を尊重したゆとりある教育を推進し、豊かな心を育みます。 

②地域に開かれた施設としていきます。 

③男女が協力し共に家庭生活を築き、子育てを行うことの意義や大切さを伝えます。 

 

(4)行政 

①本計画の子育て支援施策を積極的に推進します。 

②地域の企業や民間団体等の行う子育て支援の取組を支援します。 

③社会全体で子育て支援する意識の醸成を図り、子育て支援の環境づくりを進めます。 

 

２２２２. . . . 計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの管理管理管理管理・・・・評価評価評価評価・・・・推進推進推進推進    

 

本計画に基づく施策を推進するため、今後は次世代育成支援の関係者や町民により構成される

「次世代育成支援対策推進委員会」において、進捗状況を管理・評価並びに推進します。 

 

 

 


