
項　　目 現状（平成16年度） 平成18年度実績 平成18年度のまとめ 平成19年度計画 目標（平成21年度）

未実施

○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
　　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）

○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）
　 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）

○５か所　定員270人 ○５か所　定員270人 町立保育所数　５か所　入所者数　206人 ○５か所　定員270人 ○５か所　定員270人

○1～5歳の間で，受け入れ年齢は
  合併前の町村によって異なる。

○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
○保育所　2～5歳　　４か所
　　          3～5歳　　１か所

○託児所：0～1歳
　 保育所：2～5歳

基本保育時間
○平日，土曜日
○町村によって異なる

○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
○町村によって異なる

○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

○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

○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

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）

○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

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）

○小学生スクールバス運行地域
　　　　　　　　　　　　　　（3～5歳児）

○1か所　　定員70人 ○1か所　　定員70人 私立幼稚園　１か所 ○1か所　　定員70人 ○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

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
　長期休業中

○４か所
　小学校登校日の平日
　長期休業中

○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　95％

○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％

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％

○カウンセラー相談日
　　　2.5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

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を設立した。
　代表者会議　1回
　実務者会議（定例会議）　1回
　実務者会議（臨時会議）　7回

○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）　2回
　実務者会議（臨時会議）　随時

○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）

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18年度実績及び19年度計画

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

指　　標

○地域子育て支援センター事業

○つどいの広場

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。

｢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情報提供と，毎月情
報紙を発行して，関係機関や保護者に配布し
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，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。

○学童保育事業

子どもの健やかな
成長を支援する環
境づくり

○乳幼児健康診査

○家庭教育支援センター
  （地域子育て支援センター）

保
育
時
間

○保育所通園サービス

保
育
所

○幼稚園

○保育所数

○保育所等受け入れ年齢

子どもが健康で安
心して暮らせる環
境づくり

○虐待防止に係る連絡会議



項　　目 現状（平成16年度） 平成18年度実績 平成18年度のまとめ 平成19年度計画 目標（平成21年度）指　　標

子どもの豊かな人
間性を育む環境づ
くり

○公民館活動
○スポーツ少年団活動

○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

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。

○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

○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

○母子保健推進員
      （油木，神石，豊松）
○保健補導員（三和）

○母子推進員　20名
　　　延べ訪問･連絡件数　1,501件
　　　（4月～2月末現在）
〇研修会６回
〇育児教室補助

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。

活動目標
住民と行政のパイプ役を
育児不安の軽減・虐待予防および早
期発見　〇訪問・連絡《毎月チラシ・ハ
ミガキカレン　　　ダー配布》
〇育児学級補助
〇離乳食教室・幼児食教室補助
〇研修会５回

○母子推進員

○青少年健全育成推進会議
○コミュニティ組織

○青少年健全育成神石高原町民会議
○自治振興会

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
○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

○母子推進員活動

○地域子ども教室推進事業
　（子ども居場所づくり事業）

○地域ぐるみの児童育成体制づくり

子育てを地域で支
えるシステムづくり


