
項　　目 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績 平成19年度のまとめ 平成20年度事業計画 目標（平成21年度）

○１か所
　　家庭教育支援センターに地域
子育て支援センターを設置
　名称
    地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　　アイ・アイ
    　・相談業務
    　・情報発信

○１か所
　　地域子育て支援センター
    　・相談業務
    　・情報発信
    　・おひさま広場（つどいの広場）
　　　　　（油木）　週2回（毎週水･土）
　　　　　（神石）　月1回（第1金）
　　　　　（豊松）　月2回（第2・4金）
　　　　　（三和）　月2回（第2･4木）

○１か所
　　家庭教育支援センター就学前相談
    指導係を設置
　　（平成17年度に地域子育て支援
　　 センターとして設置済み）

未実施

○４か所(旧町村1か所）
　 地域子育て支援センター事業で
子育て中の親子等が集える場所を
設置
　　 名称　おひさま広場

○４か所(旧町村1か所）
　  子育てサークルの拡充
　  　(平成18年度に地域子育て支援
　　　センターにおひさま広場として設
　　　置済み）

○保育所　５か所　定員270人
○託児所　１か所　定員 20人

○保育所　５か所　定員270人
○託児所　１か所　定員 20人

○保育所　５か所　定員270人
　　　　入所児童数　　200人(3月末現在）
○託児所　１か所　定員 20人
　　　　入所児童数　　18人(3月末現在）

○保育所　５か所　定員270人
○託児所　１か所　定員 20人

○保育所　５か所　定員270人
○託児所　１か所　定員 20人

○託児所　0～保育所入所前
○保育所　2～5歳　　3か所
　　          3～5歳　　2か所

○託児所　0～保育所入所前
○保育所　2～5歳　　4か所
　　          3～5歳　　1か所

○託児所　0～保育所入所前　　１か所
○保育所　2～5歳　4か所
　　　　　　　　　（油木・いずみ･とよまつ･
　　　　　　　　　　こばたけ保育所）
　　          3～5歳　1か所（くるみ保育所）

○託児所　0～保育所入所前　　１か所
○保育所　2～5歳　4か所
　　　　　　　　　（油木・いずみ･とよまつ･
　　　　　　　　　　こばたけ保育所）
　　          3～5歳　1か所（くるみ保育所）

○託児所：0～1歳
　 保育所：2～5歳

基本保
育時間

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30

時間外
保育時
間

○平日，土曜日
○保育所によって異なる

○平　 日　早朝：7:45～8:30
　　          夕方：17:15～17:45
○土曜日　早朝：7:45～8:30

○平　 日　早朝：7:45～8:30
　　          夕方：17:15～17:45
○土曜日　早朝：7:45～8:30

○平　 日　早朝：7:45～8:30
　　          夕方：17:15～17:45
○土曜日　早朝：7:45～8:30

○延長保育体制が整うまでは，今まで
   どおり時間外保育で対応する。
○平　 日　早朝：7:45～8:30
　　　　　　　夕方：17:15～18:00
○土曜日　早朝：7:45～8:30

延長保
育

未実施 未実施 未実施 未実施

○延長保育の体制が整った時点で，
次のように行う。
○平　 日　早朝：7:45～8:30
　　　　　　　夕方：17:15～19:15
○土曜日　早朝：7:45～8:30
　　　　　　　夕方：12:30～19:15

未実施 未実施 未実施 ○1ヶ所　（油木保育所）
○一時保育ニーズに対応するため，
保育所において，一時保育を実施す
る。

指　　標

○地域子育て
支援センター事
業

○つどいの広
場

○保育所等
受け入れ年
齢

保
育
時
間

保
育
所

○保育所等
数

○１か所
　地域子育て支援センター
  　・相談業務　火～土　10:00～17:00
　　　延べ相談件数（1月末現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　160件
  　・情報発信
　　　情報誌　アイ・アイ　毎月1回発行
  　・おひさま広場（つどいの広場）
　　　（油木）　週2回（毎週水･土）
　　　（神石）　月2回（第1･3金）
　　　（豊松）　月2回（第2・4金）
　　　（三和）　月3回（第1･2･4木）
　　　  ミニおひさま広場開催（来見・高蓋）
　　　　　　7･8･10･11月開催（第3・5木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5回開催
　　　　延べ回数　186回
　　　　延べ参加人数
　　　　　おとな　894人　こども　1,227人
　
　

　　・妊婦を対象にスリングの会を実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6回）
　　　　スリング（抱っこ布）の作成と使用方
　　　　法の説明　　11名作成
　　・幼児安全法講習会（２回）
　　　　内容・乳幼児の心肺蘇生法
　　　　　　　・けが,発熱時の応急手当など
　　　　講師　日本赤十字幼児安全法指導員

　　　　延べ参加人数
　　　　　おとな　26人　こども　22人
　　・クリスマス会（12月）
　　・ママほっとカフェ（2月）
　　　　　おとな　13人　こども　14人
　　・親子でリズムあそび（3月）
　　　　　おとな　17人　こども　18人

子育てに
喜びや楽
しみを感じ
ることので
きる家庭
づくり

｢家庭教育支援センター｣がおこなう
教育相談と,｢地域子育て支援セン
ター｣がおこなう子育て相談の２つが
連携して，乳幼児から高校生までの
子どもや保護者，保育・教育に携わ
る保育士や教師などの多様な相談
に応じた。
また，相談を受ける際には子育て支
援事業についての情報提供を必要
に応じて行ったり，要支援家庭が
あった場合には保健師など専門機関
につなげるなど，関係機関が連携を
密に行っている。
また，毎月情報紙を発行して，子ど
も，保護者や関係機関に配布した。
さらに，子育て中の親子（子と祖父
母）が気軽に集える場所（おひさま広
場）を定期的に開き，回数も増やし
て，参加者も定着してきた。今後も，
参加しやすい雰囲気づくりに努め，
育児不安の解消につながるよう声か
けなどをおこなっていく。

保育を必要とする児童の全員入所を
基本に保育を実施し，待機児童は発
生していない。
また，保育時間については，体制が
整った時点で，延長保育等はニーズ
によって実施していく。
保育所によっては，17:45分以降も開
所しており，利用者ニーズにより対応
している。
一時保育については，今年度は実施
していないが，毎年要望があるた
め，来年度以降実施する。

神石郡次世代育成支援行動計画における主要事業の目標に対する19年度事業実施状況と20年度事業計画

○一時保育

○１か所
　地域子育て支援センター
  　・相談業務
　　　　相談員による相談
　　　　　　　　　　火～土　10:00～17:00
　　　　カウンセラーによる相談　毎月2回
　　　　専門児童指導員による相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  毎月1回
  　・情報発信
　　　情報誌　アイ・アイ　毎月1回発行
  　・おひさま広場（10:00～15:00）
　　　（油木）　週3回（毎週火・水･土）
　　　（神石）　月2回（第1･3金）
　　　（豊松）　月2回（第2・4金）
　　　（小畠）　月3～4回（第1･2･4･5木）
　　・ ミニおひさま広場（10:30～14:30）
　　　（来見）　年6回（奇数月第3木）
　　　（高蓋）　年6回（偶数月第3木）
　
　
　

　　・妊婦を対象にスリングの会
　　・幼児安全法講習会（２回）
　　・クリスマス会
　　・ママほっとカフェ
　　・保育所，幼稚園訪問
　　・子育てコミュニケーション
　　･人形劇
　　・親子リズム遊び
　　　　　　　　　　　　　　他

子どもの
健やかな
成長を支
援する環
境づくり

自主子育てサークル活動
　油木　にこにこクラブ　毎週水
　三和　カンガルークラブ　第2･4木

自主子育てサークル活動
　油木　にこにこクラブ　毎週水
　三和　カンガルークラブ　第2･4木



項　　目 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績 平成19年度のまとめ 平成20年度事業計画 目標（平成21年度）指　　標

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）
油木保育所・いずみ保育所で実施

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）
油木保育所・いずみ保育所で実施

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）
　　油木保育所・いずみ保育所･
　　くるみ保育所で実施
　学校開校日はスクールバスに便乗し，休
校日はタクシー借り上げにより児童の送迎を
行っている。

保護者の就業形態によって保育所
への送迎困難者について，小学校の
スクールバス便乗により児童の送迎
を行った。休校日は，タクシー借り上
げにより児童の送迎を行った。

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）
　　油木保育所・いずみ保育所･
　　くるみ保育所で実施
　学校開校日はスクールバスに便乗し，休
校日はタクシー借り上げにより児童の送迎
を行う。

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）

○1か所　　定員70人
○通園バス運行

○1か所　　定員70人
○通園バス運行

○1か所　　定員70人
　　　　　入園児童数　27人
○通園バス運行

私立幼稚園　１か所あり，来年度も
継続する。

○1か所　　定員70人
○通園バス運行

○1か所　　定員70人

○４か所
　小学校登校日の平日
　長期休業中

○４か所
　小学校登校日の平日
　長期休業中

○４か所
　小学校登校日の平日（放課後～18:00）
　長期休業中（8:30～18:00） 各地区1か所づつ実施

保護者の就労支援と児童の健全育
成のため,授業終了後に施設を利用
して，適切な遊びや生活の場を提供
している。

○4か所
　小学校登校日の平日（放課後～18:00）
　長期休業中（8:30～18:00）
　　油木（油木小学校総合学習棟）
　　神石（神石公民館）
　　豊松（豊松老人福祉センター）
　　三和（旧小畠中学校）
　

○4か所
　小学校登校日の平日
　長期休業中

○マタニティスクール
　　　（3日コース）
　対象者数　48人
　出席者数　16人
　（延出席者数　33人）

○マタニティスクール
　　　（3日コース）
　対象者数　72人
　出席者数　19人
　（延出席者数　39人）

○マタニティスクール
　(3日コース）×3回
　対象者数　72人
　出席者数　23人
　（延出席者数　35人）

妊婦同士の交流をはかり、妊娠・出
産のための知識の普及をはかるた
めに開催したが、就労中の妊婦さん
が多く出席率が低い。
参加者同士は交流深まり、妊娠・出
産・育児についての不安の軽減にむ
すびついている。

○マタニティスクール
　　　（3日コース）×3回

○育児学級（なかよしランド）
　　　4地区×12回

○育児学級（なかよしランド）
　　　4地区×12回
　　　1会場あたり8.2人出席
                     （乳幼児）

○育児学級（なかよしランド）
　　　4地区×8回
　　　１会場あたり6.43人出席（乳幼児）
　　（歯科・食育・育児について・親子体操・手
作りオモチャ・町内交流会）

他地区へ参加される方もふえてきて
町内幅広く交流ができてきつつあ
る。育児に関する知識の普及、そし
て育児不安の軽減につながってい
る。

○育児学級（なかよしランド）
　　　4地区×6回

〇幼児安全法講習会
    （おひさま広場主催）

〇幼児安全法講習会（おひさま広場主催）
　　　　　　　　　　　　　　　　年2回開催
　　延おとな26人　こども22人

乳幼児の心肺蘇生法やけがや病気
の応急手当など，実技指導を受ける
ことで，実際起こった場合の対応が，
落ち着いてできるようになる。

〇幼児安全法講習会（おひさま広場主催）

○子育て支援スタッフ研修会
　・「子どもの心をみつめよう」
　　　参加者数　40人
　・「アレルギーの理解と対応」
　　　参加者数　15人

○子育て支援スタッフ研修会
　・「小・中学生への生活習慣病予
   防の取り組みのあり方」
　　　参加者数　13人
　・「子どもの病気とその見方
　　～冬場の健康管理について～
　　　参加者数　19人

○子育て支援スタッフ研修会
　・10月11日歯科講演会（歯衛協主催）
　　歯周疾患予防～若いころからの口腔ケア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28人
　・3月　発達障害について　　89人

歯周疾患については、まだまだ意識
の低さを感じる。今後の取り組みが
必要である。発達障害については、
気がかりなケースが増えていることも
あり、町内のあらゆる機関から参加
あり今後も継続して研修が必要であ
る。

○子育てスタッフ研修会
　　　　　　　　2回　　（案：禁煙について）

○すこやか育児サポート事業
利用状況　0件

○利用状況　0件

母子手帳交付時に全員にチラシを配布し本
事業のPRをする
（対象：不安の強い妊婦、1歳までの子の育
児に不安のある保護者
内容：産科医・小児科医・保健師の紹介によ
り小児科医の保健指導や保健師の訪問等
のよる指導を無料で受ける）
○利用状況　１件

昨年度までは本事業の利用はまった
くなかったが本年度初めて利用有
り。ハイリスクの妊産婦や乳児につ
いて利用を勧めていく。

〇すこやか育児サポート事業の推進

〇育児相談　　（助産師）　3回/年
利用者8人

〇育児相談　　（助産師）
・妊産婦を対象に母乳育児の手助けをする。
・乳幼児を対象に栄養・育児全般についての
相談や指導を行い安心して育児が出来るよ
うにする　3回/年
   個別相談　利用者9人
   集団指導（スリング（抱っこひも）の使い
方・ベビーマッサージ　）13人

育児相談が住民のなかに定着してき
ており利用者増えている。個別相談
と集団指導を併用して対応している
が時間が不足しているため今後体制
を検討する必要有り。

〇19年度と同様に実施予定

子どもの
健やかな
成長を支
援する環
境づくり

○すこやか育児
サポート事業の
推進

○保育所通
園サービス

○母子保健知
識の普及

○幼稚園

○学童保育事
業

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
づくり

油木 34 人 1,891 人
神石 11 397
豊松 14 1,138
三和 46 2,600
計 105 6,026

開所日数 287 日

登録児童数 延利用児童数
3月末現在



項　　目 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績 平成19年度のまとめ 平成20年度事業計画 目標（平成21年度）指　　標

○乳児健診受診率　 95％
○1歳半健診受診率　92％
○3歳児健診受診率　89％

○乳児健診受診率　 96％
○1歳半健診受診率　97％
○3歳児健診受診率　96％

○乳児健診受診率　　96　％
○1歳半健診受診率  98　％
○3歳児健診受診率  98　％

小児科に定期に受診している，療育
機関に通所，保育所で健診を受けて
いる等の理由で未受診である。未受
診者については，保健師や母子推進
員が訪問等により状態を把握し指導
している。

○乳児健診受診率　 １００％
○1歳半健診受診率　１００％
○3歳児健診受診率　１００％

○乳児健診受診率　 100％
○1歳半健診受診率　100％
○3歳児健診受診率　100％

○健診事後フォローとして
　　　　　　　　療育教室の実施
　・のびのび教室
　　　　延　71人（実人員　13人）
　・るんるん教室
　　　　延　192人（実人員　28人）

○健診事後フォローとして
　　　　　　　　療育教室の実施
　・のびのび教室　対象者　43人
　　　　延　101人（実人員　21人）
　・るんるん教室　対象者　35人
　　　　延　218人（実人員　31人）

○健診事後フォローとして
　　　　　　　　療育教室の実施
・のびのび教室
　　3歳未満の幼児
　　会場：保健福祉センター
　　スタッフ：　　草笛学園より発達相談員1名
　　　対象者　43人　延140人（実人員35人）
・るんるん教室
　　3歳以上の幼児
　　会場：シルトピア図書館
　　スタッフ：
　　　草笛学園より発達相談員1名
　　　子育て支援センター
　　　各保育所より保育士1名ずつ
　　　対象者　32人　延186人（実人員25人）

事後指導のため療育教室を２種継
続実施している。対象者が年々増加
傾向にありるんるん教室について
は、教室の運営上の都合から、次年
度は対象者を検討する必要有り。
のびのび教室は、利用を勧めても保
護者の意識の低さからかなかなか利
用に結びつかないケースもあり個別
相談等でフォローしている。
２種の教室を通してスタッフの療育に
関する意識の向上とスタッフ間の連
携が十分とれるようになってきてい
る。

るんるん教室　対象者は、年中・年長児と
し手帳所持児は対象外とする。
（年少児については保育所でじっくり関
わってもらい又必要に応じて外来教室を勧
めていく）

〇乳幼児発達相談　（小児科医）
3回/年　　利用者3人

〇乳幼児発達相談　（小児科医）
3回/年　　利用者４人

〇乳幼児発達相談　（小児科医）
　乳幼児健診等で、精神・運動発達面に経
過観察が必要な児のフォローを行う
　　　3回/年　　利用者１人
         （2回は中止とする）

特に身体面においてフォローの必要
な児について相談をもうけているが、
本年度はケースが少なく中止とした
相談日あり。本相談日は、定期的に
必要である。

19年度と同様に実施予定

母子手帳交付　60人
○妊婦受診券　2枚
　（非課税世帯の方は4枚追加）

母子手帳交付　53人
○妊婦受診券　2枚
　（非課税世帯の方は4枚追加）

母子手帳交付件数　　53人
（届出週数満11週以内43人　12～19週15
人・20～27週3人・28週以上1人）
○受診券発行枚数　5枚×53人・4枚×1人
 （非課税世帯の方は4枚追加）

妊娠届出の遅いケース有り早めの
交付を受診勧奨していく。本年度より
受診券交付枚数を5枚に増やしたが
順調に使用されている。

19年度と同様に実施予定

○PHNの訪問 実人員
（　）内は延人員
妊婦訪問件数　　　 １４人（２２）
産婦訪問件数　　　 ５６人（７５）
新生児訪問件数　　３１人（３３）
未熟児訪問件数　　　３人 （３）
乳児訪問件数　　　 ４２人（６６）
幼児訪問件数　　 　５１人（７９）

○PHNの訪問 実人員
（　）内は延人員
妊婦訪問件数　　  　　８人  （８）
産婦訪問件数　　　　５３人（９８）
新生児訪問件数 　　２９人（３３）
未熟児訪問件数 　　　３人  （３）
乳児訪問件数　　　　３２人（９９）
幼児訪問件数　  　　４１人（７９）

地区担当の保健師が訪問
（妊産婦・新生児・健診事後フォローなど）
○PHNの訪問実人員　（　）内は延人員
妊婦訪問件数　　　51人　（29人）
産婦訪問件数　　121人  （65人）
新生児訪問件数 　39人　（33人）
未熟児訪問件数　　 1人 　（2人）
乳児訪問件数　　　93人  （27人）
幼児訪問件数　　　67人 （117人）

新生児期できるだけ早めに初回訪問
し以後気になるケースについては定
期的に訪問・健診でフォローしてい
る。

19年度と同様に実施予定

○離乳食教室　年3回実施
　・調理実習
　・試食
　・個別指導
　　　出席者　9組

○離乳食教室　年3回実施
　・調理実習
　・試食
　・個別指導
　　　出席者 　8組

乳幼児健診時に年3回分の案内を配
布しているが希望者が少ない。特に
離乳食開始の時期に離乳食つくりや
食べさせ方のアドバイスができるとよ
い。

離乳食教室年6回（2月に1回）　4月健診対
象者を対象とする。その他気になるケース
があれば呼び出す。

○幼児食教室　年3回実施
　・調理実習
　・試食
　・個別指導
　　　出席者　5組

〇幼児食教室　年３回実施
　・調理実習
　・試食
　・個別指導
　　　出席者３組

1歳半，3歳児健診のときに幼児食教
室の案内を配布しているが、希望者
が少ない。調理実習をするよりも困っ
ていることの個別相談による支援が
効果的と思われる。

年6回（2月に1回）離乳食教室の午後実施
1歳半から3歳児の食事やおやつで困って
いることについて希望者に個別相談を行
う。

○各地区の育児学級でオヤツ作り
　　　4会場×1回

○育児学級（なかよしランド）で統一
の内容とする
　・「食育についてオヤツ作りと
　　　　　　　　　　　栄養士のはなし」
　　4会場×1回
　・母子推進員 手作りオヤツ試食
　　コーナー　　4会場×2回

○育児学級（なかよしランド）
　4月　おにぎりをつくろう　23組（4会場）
　１月　おもちつき　　　　　 22組（4会場）
　・母子推進員より昔のオヤツ試食コーナー
    （4会場×2回）　はったいこ・ふかしいも

食育の資料を配布し、話をしている
が保護者の関心が低いのが課題。
親子で、おにぎりつくりやおもちつき
をとおして、食への関わりや、みんな
で食べる楽しさが体験できた

○育児学級（なかよしランド）
　     4会場×2回
　・母子推進員よりオヤツ試食コーナー
　　　（4会場×2回）

○食に関する
教育の推進

○訪問指導の
充実

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
づくり

○健康診査の
充実



項　　目 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績 平成19年度のまとめ 平成20年度事業計画 目標（平成21年度）指　　標

〇保育所保護者会での講演会
      『楽しく食べよう』　　　栄養士
　　油木保育所　保護者　36人
　　くるみ保育所　子ども14人・保護者20人

町内５ヵ所の保育所のうち２ヶ所よ
り、食育講演会の依頼がある。聞くだ
けの講演では保護者の関心度が低
いので媒体やクイズなどの参加型の
ものが望ましい。子どもと保護者が
一緒に聞くのも共通の話題に結びつ
くので効果的と思われる。

関係機関と検討し計画する

○歯科検診およびフッ素塗布実施
　①保育所・幼稚園児
　　　春：受診率　90.0%
　　　秋：受診率　94.1%
　②小学生
　　　春：受診率　25.7%
　　　秋：受診率　18.0%
　③一般幼児（1歳～入所前児）
　　　春：53人
　　　秋：62人

○歯科検診およびフッ素塗布実施
　①保育所・幼稚園児
　　　春：受診率　88%
　　　秋：受診率　95%
　②小学生
　　　春：受診率　20.8%
　　　秋：受診率　18.0%
　③一般幼児（1歳～入所前児）
　　　春：63人
　　　秋：73人

○歯科検診およびフッ素塗布実施
　①保育所・幼稚園児
　　　春：受診率87.0%　秋：受診率91.9%
　②小学生
　　　春：受診率29.0%　秋：受診率24.5%
　③2歳児
　　　春：受診率64.6%　秋：受診率43.8%
　④一般幼児（3歳～入所前児）
　　　春：受診率50.0%  秋：受診率47.2%

春・秋2回実施することでう歯の早期
発見・早期治療に結びついている。
保育所園児は、集団実施なため受
診率が高値を示しているが、2才・小
学生・一般については受診率がなか
なか伸びない。今後意識の向上に努
めていく。

19年度と同様に実施予定

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
づくり

○育児学級にて歯科指導（歯科衛
生士）
　　4会場×1回
○保育所での歯科指導
　　3会場×1回

〇育児学級にて歯科指導（歯科衛生士）
                                4会場×2回
　　（エプロンシアター・染め出しによるブラッ
シング指導・虫歯予防のためのお話）
〇保育所での歯科指導　4会場×1回

育児教室時に実施することで個人に
あわせた指導がじっくりできる。今後
欠席の人への対応が望まれる。

○育児学級にて歯科指導（歯科衛生士）
　　4会場×１回
　
〇保育所での歯科指導

〇各支所にて実施
接種率：麻疹７８，８％　風疹８１，
８％　3混1期・2期とも１００%
ポリオ９１，８％

予防接種カレンダーにより個別接種
接種率：MR1期56，5%　MR2期７２，
１%　　　　　　ポリオ９０%
3混1期1回目５８，２%　2回目６１，
２％　3回目５５，１％　追加８１，８%
3混2期６０，４%

○予防接種カレンダーにより個別接種にて
接種率：MR1期44.9％　MR2期95.3％　3混1
期1回目60.7％　2回目83.0%　3回目55.5％追
加64.2%　3混2期73.9％　ポリオ90.7％
〇幼児等インフルエンザ予防接種費補助）
　　　申請者数303人

町内で個別接種が定着してきてい
る。時期を逃した場合には広域券の
利用も増えてきている。
19年度より開始の幼児等インフルエ
ンザについては、今後は対象範囲の
拡大等を検討していく。

19年度と同様に実施予定
新規：麻疹風疹混合＝3期（中学1年）・4
期（高校3年）

○一般相談　火～土
　　　　　　　　　　10:00～17:00
○カウンセラー相談日
　　臨床心理士　2回/月
　　専門児童指導員　1回/月

○一般相談　火～土　10:00～17:00
○カウンセラー相談日
　　臨床心理士　2回/月
　　専門児童指導員　1回/月

○一般相談　火～土　10:00～17:00
○カウンセラー相談日
　　臨床心理士　2回/月
　　専門児童指導員　1回/月
　　　延べ相談件数　201件

地域子育て支援センターでの相談は
火曜日から土曜日まで毎日10:00か
ら17:00まで相談員を置いて行ってい
る。そこで受ける相談のうち，専門的
な相談については，相談日を設け，
カウンセリングを行い，相談体制の
充実を図った。

○一般相談　火～土　10:00～17:00
○カウンセラー相談日
　　臨床心理士　2回/月
　　専門児童指導員　1回/月

○カウンセラー相談日
　　　3回/月（17年度から実施）

未実施
○神石高原町子育て支援ネット
ワーク設置
　（要保護児童対策地域協議会）

○神石高原町子育て支援ネットワーク
　代表者会議　　　1回（10月5日開催）
　実務者会議（定例会議）
　　実務担当者会議　1回（12月11日開催）
　　全体会議　　　1回（3月31日開催）
　実務者会議（臨時会議）　7回
○児童家庭相談　延べ相談件数　264件

神石高原町子育て支援ネットワーク
を設立し，構成する機関に要保護児
童対策についての啓発を行い，関係
機関が連携して取り組みを行うよう
共通認識をもった。
また，実務者会議(臨時会議）を開
き，個々の問題について役割分担jを
行い，支援を行っている。

○神石高原町子育て支援ネットワーク
　代表者会議　　　1回
　実務者会議（定例会議）
　　実務担当者会議　1回
　　全体会議　　     　1回
　実務者会議（臨時会議）　随時
○児童家庭相談
　　子育て支援センター・保健課･福祉課

○虐待防止に係る連絡会議
　　(平成18年度に神石高原町子育て
　　支援ネットワークとして設置済み）

子どもの
豊かな人
間性を育
む環境づく
り

○文化・スポーツ・自然体験活動
や交流活動　　　19教室実施
   放課後・休日に実施
　 対象者　小中学生

○文化・スポーツ・自然体験活動や
   交流活動　　　　　　１６教室実施
   放課後・休日に実施
　 対象者　小中学生

放課後子ども教室の開催
　放課後や週末等に子どもたちが安全で安
心して、健やかに育まれるよう、適切な遊び
や生活の場を確保し、地域の方々の参画を
得ながら、学習やスポーツ・文化活動、地域
住民との交流活動などの取組を実施。
　小学校区単位で，各公民館や小学校等で
20講座を開催。
　公民館で開催する体験教室　6講座（毎週
火・木　放課後～17：30　土　9：00～12：00）
については，学童保育事業と連携して実施。
　14講座については，文化・スポーツ・自然
体験教室や交流活動をそれぞれ行う。

子ども同士の交流の促進と情操豊
かな子どもの育成，子どもの健康づ
くりを図るため，文化・芸術・伝統芸
能活動・スポーツ活動等，多様な体
験学習の場を提供することにより，子
どもの心身の成長を促すよう努め
た。また，地域の教育力の向上につ
ながった。

平成19年度と同様に実施予定

○文化・スポーツ・自然体験活動や交
　 流活動
   放課後・休日に実施
　 対象者　小中学生

○食に関する
教育の推進

○虐待防止に
係る連絡会議

○予防接種の
推進

○家庭教育支
援センター
  （地域子育て
支援センター）

○地域子ども教
室推進事業
　（子ども居場
所づくり事業）

○歯の健康づく
り



項　　目 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績 平成19年度のまとめ 平成20年度事業計画 目標（平成21年度）指　　標

○母子推進員　（20人）
　 延べ訪問･連絡件数556件
   育児学級の補助

○母子推進員（20人）
　　　延べ訪問･連絡件数　1,691件

○母子推進員の活動目標
　　育児不安の軽減/虐待予防および早期発
見
〇活動内容
　　延べ訪問・連絡件数　　2,114人
〇研修会　幼児食について
　　　　　　　手作りオモチャ
　　　　　　　最近の妊婦さん、産婦さんそして
　　　　　　　子育てについて

地域で子育てを支援する人材として
母子推進員の育成を行い，母子の
健康状態・家庭の状況等を把握し，
保健師等との連携のもとに母子の健
康の保持増進，育児不安の軽減な
ど子育て支援に努めた。

平成19年度と同様に実施予定 ○母子推進員20名継続

○青少年健全育成神石高原町民
会議
○自治振興会

○青少年健全育成神石高原町民会
議
○自治振興会

○青少年健全育成神石高原町民会議
　「子育て講演会」開催　1月17日
　　ちょっと気になる子どもたち
　　～子どもの問題行動とその対応
　講師　子育て協会所長　杉浦正明氏

地域全体で子どもの健全な育成を行
うことの重要性について意識啓発を
行うために｢子育て講演会｣を実施し
た。

○青少年健全育成神石高原町民会議
　　　子育て親育て講演会実施　1回

○青少年健全育成神石高原町民会議
○自治振興会

子育てを
地域で支
えるシステ
ムづくり

○地域ぐるみの
児童育成体制
づくり

○母子推進員
活動


