
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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22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
　　　　延べ相談件数
　　　　　　　178件
    　・情報発信

○１か所
地域子育て支援センター
    ・相談業務
　　　延べ相談件数
　　　　　　215件
    ・情報発信
    ・おひさま広場
　　　（つどいの広場）

○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
　（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）
　　　　延べ回数　152回
　　　　延べ参加人数
　　　　　おとな　732人
        　こども　1,016人

○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）

指　　標

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21年度事業実施状況とまとめ

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

○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　268件
  ・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）
　　　　延べ回数　237回
　　　　延べ参加人数
　　　　　おとな799人　こども1,182人
　　・妊婦を対象にスリングの会実施(6回）
　　　　スリング（抱っこ布）の作成と使用方
　　　　法の説明　　10名作成
　　・幼児安全法講習会
　　　　（７月5日　油木，10月2日　小畠）
　　　　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14人　こども14人
　　・親子で工作（8月5日　油木）
　　　　参加者　おとな13人　こども15人
　　・保育所，幼稚園訪問
　　　　（いずみ保育所　　6月6日）
　　　　（くるみ保育所　　7月17日）
　　　　（こばたけ保育所　7月31日）
　　　　(油木保育所　　　　8月6日）
　　　　（とよまつ保育所　11月14日）
　　　　（どんぐり幼稚園　12月18日）
         延べ参加人数
　　　　　おとな39人　こども52人
　　･人形劇の観劇
　　　　(9月8日シルトピア油木みどりの丘）
　　　　町内保育所・幼稚園入所児童及び
　　　　入所(園)前の親子と特養入所者と
　　　　の交流も実施。
　　　　参加者　おとな59人　こども179人
　　・子育てコミュニケーション
　　　　（10月28日　油木）参加者6人
　　・親の力をまなびあう学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　　　　（11月6日　　小畠）参加者3人
　　･ﾀｯﾁ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座
　　　　(11月29日　託児所たんぽぽ）
　　　　　　　おとな19人　こども21人
　　・クリスマス会（12月2日　油木）
　　　　参加者　おとな16人　こども23人
　　・ママほっとカフェ(2月3日　油木）
　　　　参加者　おとな7人　こども9人

○地域子育て
支援センター
事業

○つどいの広
場

○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　　192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

　

｢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，毎月イベントを
実施し，気軽に楽しく参加できるよう
工夫した。今後も，参加しやすい雰
囲気づくりに努めるとともに，なかな
か参加できない親子に対し，保健師
や母子推進員と連携を図り，出向く
ことができるように仕向け，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。
課題
【相談事業】
深刻な状況にならないうちに，早期
に相談できるよう，学校や保護者に
啓発が必要。
要支援・要保護児童相談に関して
は，さらに関係機関との連携と取り
組みが重要。
直接児童生徒からの相談がなかっ
たので，気軽に相談できる場所にす
るための改善・工夫が必要。啓発も
必要。
メール相談・ホームページの効果的
な活用。
スクールカウンセラーとの連携をど
のように図り，効果的に進めていけ
るか。
高等学校との連携をどのように行っ
ていくか。
【情報発信】
情報誌アイ・アイは，幼児と保護者
から中高生にわたって，各年代ごと
の興味のある内容とすることができ
た。
引き続き，ぬくもり・やさしさが伝わる
ように，内容，取材，対応を心をこめ
て行いたい。
【おひさま広場】
参加者が固定化してきているので，
新規に利用してもらえるように広報・
啓発を行っていく。
　イベント時の町内放送や町内の郵
便局・スーパー・銀行などにちらしを
置かせていただくなど
利用者のマナー（公共の場として利
用するための）について，声かけをし
ていく必要がある。

○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　226件
  ・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）
　　　　延べ回数　233回
　　　　延べ参加人数
　　　　　おとな1,221人　こども1,450人
　　　・幼児安全法講習会
　　　　（7月4日　油木，10月1日　小畠）
　　　　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24人　こども18人
　　・火災予防（11月4日　油木）　参加者14
人
　　・親子で工作（8月4日　油木）
　　　　参加者　おとな12人　こども16人
　　・保育所，幼稚園訪問
　　　　（くるみ保育所　　5月13日）
　　　　（いずみ保育所　　6月16日）
　　　　（こばたけ保育所　8月25日，
　　　　　　　　　　　　　　　10月27日）
　　　　(油木保育所　　　　7月10日）
　　　　（とよまつ保育所　10月16日）
　　　　（どんぐり幼稚園　12月17日）
　　         延べ参加人数
　　　　　おとな43人　こども53人
　　･ミュージカルの開催
　　　　(9月1日シルトピア油木みどりの丘）
　　　　町内保育所・幼稚園入所児童及び
　　　　入所(園)前の親子と特養入所者と
　　　　の交流も実施。
　　　　参加者　おとな62人　こども198人
　　・子育てコミュニケーション
　　　　親子でリズム遊び
　　　　（10月14日　3月9日　油木）参加者
40人
　　・クッキング
　　　　（11月6日　　神石）参加者12人
　　・クリスマス会（12月8日　油木）
　　　　参加者　おとな13人　こども15人
　　・ママほっとカフェ(3月16日　油木）
　　　　参加者　おとな16人　こども16人

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 49回
  参加人数おとな203人  こども277人
三和　カンガルークラブ 第2･4木 23回
参加人数おとな222人  こども254人

自主子育てサークル活動
油木　にこにこクラブ　毎週水 45回
  参加人数おとな191人  こども225人
三和　カンガルークラブ 第2･4木 21回
参加人数おとな207人  こども167人



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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22年度）指　　標

○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
　　　　入所児童数　　190人(3月末現在）
○託児所　1か所　定員 20人
　　　　入所児童数　　20人(3月末現在）

○保育所　5か所　定員270人
　　　　入所児童数　　180人(3月末現在）
○託児所　1か所　定員 20人
　　　　入所児童数　　20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

○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～保育所入所前　　１か所
○保育所　1～5歳　1か所（いずみ保育所）
　　　　  　 2～5歳　3か所
　　　　　　　　　（油木・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
  　(第２土休所）
　(16年度第2・4土休所）

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30
　　(第２土休所）

○平 　日：8:30～17:15
　 土曜日：8:30～12:30
　　(全土開所）

○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
基本的には上記であるが，ニーズによって
対応している。

○平　 日　早朝：7:30～8:30（2か所）
　　　　　           7:45～8:30（3か所）
　　          夕方：17:15～17:45（3か所）
　　　　　　　　　　　17:15～18:00（2か所）
○土曜日　早朝：7:30～8:30（2か所）
                      7:45～8:30（3か所）

○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 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）
　　延べ利用児童数　8名

○2ヶ所　（油木保育所・いずみ保育所）
　　延べ利用児童数　56名

○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。

○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。

○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）
　　油木保育所・いずみ保育所･
　　とよまつ保育所･くるみ保育所・
　　こばたけ保育所(阿下地区）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。（とよまつ保育所については，学校
開校日のみ便乗）

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。
引き続き同様に実施していく。

○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

○1か所　　定員70人
　　　　　入園児童数　32人
○通園バス運行

○1か所　　定員70人
　　　　　入園児童数　36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

○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）

○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）
　
　

○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）
　　(冬休みから8:00～18:00）
　　油木（油木小学校総合学習棟）
　　神石（神石高原町ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）
　　豊松（豊松基幹集落センター）

　　三和（旧小畠中学校）

　

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。
放課後こども教室との連携をしてい
る地区もあるが，連携に課題がある
地区についても，引き続き連携会議
等を開き，共通認識の下，子どもた
ちの健やかな育ちのために，力を合
わせる必要がある。
指導員の人材確保と人材育成を今
後も行っていく必要がある。

○4か所
　小学校登校日の平日
　長期休業中

○幼稚園

○一時保
育

保
育
時
間

○保育所
等数

子どもの
健やかな
成長を支
援する環
境づくり

保
育
所

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，7:30～18:00まで
開所しており，利用者ニーズにより
対応している。
一時保育を町内1か所で実施し，受
け入れを行った。
課題
・延長保育　土曜日午後保育　一時
保育について，全保育所での実施を
目指す。
保育士の確保が課題。

○学童保育事
業

○保育所
等受け入
れ年齢

○保育所
通園サー
ビス

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

油木 36 人 2,393 人
神石 24 919
豊松 16 838
三和 49 2,766
計 125 6,916

開所日数 288 日

3月末現在
登録児童数 延利用児童数

油木 35 人 2,442 人
神石 26 2,111
豊松 12 243
三和 57 3,671
計 130 8,467

開所日数 290 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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22年度）指　　標

○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）

○マタニティスクール
　(3日コース）×3回
　対象者数　51人
　出席者数　21人
　（延出席者数35人）

○マタニティスクール
　(3日コース）×3回
　対象者数　55人
　出席者数　22人
　（延出席者数29人）

妊婦同士の交流を図り、妊娠・出産
のための知識の普及をはかるため
開催したが、就労中の妊婦さんが多
く出席率が低い。また、病院でも開
催されているため、そちらへ参加さ
れる方も多い。参加者同士は交流が
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。訪
問等により欠席者のフォローが必要
である。

○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）

○育児学級（なかよしランド）
　　　4地区×5回
　　　計　18回＋全体交流会1回
　　1会場あたり8.３人出席（乳幼児）
　　　（内容：食育,虫歯予防,親子体操,
　　　　　　ベビーマッサージ　）

育児学級（なかよしランド）は中止。
おひさま広場（食育・ベビーマッサージ・親
子でエアロビ・安全法など）と2歳児親子教
室（食育・虫歯予防など）にて実施。

参加者が固定化しているが，参加率
が低い。
21年度はおひさま広場の中で実施。
出席率が低い。

おひさま広場（食育・ベビー
マッサージ・親子でエアロビ・安
全法など）と2歳児親子教室
（食育・虫歯予防など）にて実
施していく。

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

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14人　こども14人

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14人　こども9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。今
後も継続して実施する。

○継続実施する。

○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～
　　　　　　　　　　　　参加者数　28人
　・3月　発達障害について
　　　　　　　　　　　　参加者数　89人

○子育てスタッフ研修会
　　・12月1日　講演および実技
”赤ちゃんと心をつなぐふれあいマッサージ
　～べビーマッサージはママと赤ちゃん
　　　　　　　　　　　信頼関係を作ります～”
　　　　講師：西田助産所　西田啓子
　　参加者数　32人

○子育てスタッフ研修会
　・9月1日　講演
”ボディートーク　～心と体を健やかに～　”
　講師：増田　明
　参加人数　22人

参加者が興味深い内容で好評で
あった。
また，子育て支援にかかわるスタッ
フ同士顔を合わせることができ良
かった。　子育てにかかわるスタッフ
が定期的に顔をあわせ、子育てに関
する最新の情報について研修を継
続していく。

○子育てスタッフ研修会
（連続講座６回，講演会1回の
予定）

○利用状況　0件 ○利用状況　0件 ○利用状況　１件 ○利用状況　１件　医療機関より未熟児の
フォローの依頼あり〉

〇すこやか育児サポート事業の推進
4件の利用あり

４件の利用あり。未熟児の退院にむ
け医療機関より紹介あり早めにフォ
ローすることができた。本事業の
ピーアールに努める。

〇すこやか育児サポート事業
の推進

○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　％

○乳児健診受診率　 96,7％
○1歳半健診受診率　95,7％
○3歳児健診受診率　94,4％

○乳児健診受診率　 97％
○1歳半健診受診率　99％
○3歳児健診受診率　98％

小児科に受診している等の理由で
未受診である。未受診者について
は、保健師や母子保健推進員が訪
問等により状況を把握し指導してい
る。今後もフォローを徹底していく。
受診者の結果をみると発達が気に
なるケースが増加傾向にあり、ケー
スに応じたフォローが必要である。

○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％

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
づくり

○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1名
　　　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）

○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
　　おひさま広場より1名
　　保健師1名
　　　対象者　49人　延115人（実人員23人）
・るんるん教室
　　3歳以上の幼児（年少児はのぞく）
　　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
　　　保健師1名
　　　子育て支援センター1名
　　　各保育所より保育士1名ずつ
　　　対象者　23人　延105人（実人員17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
　　おひさま広場より1名
　　保健師1名
　　　対象者　58人　延76人（実人員１５人）
・るんるん教室
　　3歳以上の幼児（年少児はのぞく）
　　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
　　　保健師1名
　　　子育て支援センター1名
　　　各保育所より保育士1名ずつ
　　　対象者 20人　延122人（実人員１７人）

健診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
増加傾向にある。
るんるん教室については，今年度か
ら年少児も参加できるようにした。遊
びの内容によっては、教室を２つに
分けて対応することで、スムーズに
進んでいる。スタッフも多いため、
しっかりとフォローできている。
のびのび教室については，利用を勧
めても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種の教室を通じてスタッフの療育
に関する意識の向上とスタッフ間の
連携が十分取れるようになってきて
いる。

21年度と同様に実施予定

○すこやか育
児サポート事
業の推進

○母子保健知
識の普及

○母子保健知
識の普及

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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22年度）指　　標

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）
　　　3回/年　　利用者１人
         （2回は中止とする）

〇乳幼児発達相談　（小児科医）
　対象者いないため1回目･2回目･3回目中
止

　　中止する
※ケースが出た場合には,医療機関や若草
園などへ紹介しフォローしていく。

※ケースが出た場合には,医療
機関や若草園などへ紹介し
フォローしていく。

〇育児相談（助産師）
　　3回/年　利用者8人

○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

〇育児相談　　（助産師）2回
　　　利用者
  　　・個別相談 16人
　　　・集団指導 14人
       （ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ・抱っこ紐の使い方）

○育児相談
9回/年実施

参加者数は、回によってばらつきが
多いが、来てよかったという声が多く
聞かれる。回数が増えたことで、タイ
ムリーに相談に対応することができ
ているためと思われる。継続して何
回か参加される方もおられる。

年間3回ではタイムリーな相談
がむずかしいことや,利用者増
加傾向にあるため実施回数を
6回/年に増やす予定

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　　62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×62人
　　　　　　　　　　　　　4枚×1人
 （非課税世帯の方は4枚追加）

母子手帳交付件数　　50人
（届出週数満11週以内 45人
　　　　　　　　 12～19週  4人
                 20～27週　１人
　　　　　　　　 28週以上  0人）
○受診券発行枚数　5枚
 （非課税世帯の方は4枚追加）
※21年1月1日から14枚に増やす
 　新規に超音波5枚・
　　　　　　新生児聴覚検査1枚　交付
　　（1月1日以前に交付をうけている方に
　　経過措置行う）

母子手帳交付件数　　45人
（届出週数満11週以内 37人
　　　　　　　　 12～19週  6人
                 20～27週　0人
　　　　　　　　 28週以上  2人）
○受診券発行枚数　630枚
 （非課税世帯の方は4枚追加）

妊娠届け出の遅いケースあり、早め
の交付を勧奨していく。母子手帳の
早期交付を勧め、受診券の利用によ
り健診の受診を促す。

21年度と同様に実施予定

○保健師の訪問実人員
　　　　　（　）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）

○保健師の訪問 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）
○保健師の訪問実人員　（　）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）

○保健師の訪問実人員
　　　　　　　　　　（　）内は延人員
妊婦訪問件数　　  　21人（ 31）
産婦訪問件数　　　　67人（110）
新生児訪問件数 　　36人（ 41）
未熟児訪問件数 　　  0人（  0）　　　※
乳児訪問件数　　　　54人（105）
幼児訪問件数　  　　52人（ 79）

 ※こんにちは赤ちゃん事業に一部再掲

○保健師の訪問実人員
　　　　　　　　　　（　）内は延人員
妊婦訪問件数　　  　17人（ 22）
産婦訪問件数　　　　62人（107）
新生児訪問件数 　　24人（ 35）
未熟児訪問件数 　　  4人（ 10）　　　※
乳児訪問件数　　　　58人（70）
幼児訪問件数　  　　38人（81）

 ※こんにちは赤ちゃん事業に一部再掲

21年度と同様に実施予定

こんにちは赤ちゃん事業
　訪問指導のうち，※再掲
　　延べ訪問件数102人（実人員62人）

こんにちは赤ちゃん事業
　訪問指導のうち，※再掲
　　延べ訪問件数95人（実人員59人）

早期に訪問することで、新生児の状
況把握はもちろんのこと、母親の心
身面でのフォローができている。核
家族も増えてきており、地域で子育
てを応援しているという姿勢がより一
層必要である。今後も、早期訪問を
継続していく。

20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

○離乳食教室　6回
　　延参加者　28組（対象者64組)

○離乳食教室　6回
　　延参加者　20組（対象者50組)

4か月健診対象者への離乳食スター
トの支援ということで，特に第１子の
保護者には効果的な支援ができた。
おんぶして調理することの体験など
次年度も継続していく。約４０パーセ
ントの参加率。実技指導をとおして
食事への関心を高めていきたい。

21年度と同様に実施予定

○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

○幼児食に関する個別相談6回
　　延参加者　　0人

○幼児食に関する個別相談1回
　　延参加者　　2人

気になるケースは，随時保健師より
相談を受け対応したので，今後は随
時相談で対応していく。事業の継続
をしていく。

離乳食中期・後期や幼児食で
困っているケースをフォローす
るために,21年度と同様に実施
予定

○健康診査の
充実

○訪問指導の
充実

○食に関する
教育の推進

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22年度）指　　標

○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

○育児学級（なかよしランド）
　  ・ 4～5月
　　　ﾅｲﾛﾝ袋を利用してﾊﾝﾊﾞｰｸﾞを作ろう
　　　　　　　　　　　　　17組（4会場）
　　・11～1月
　　　ぎょうざを作ろう　7組（3会場）
　　・母子推進員より手作ﾘｵﾔﾂ試食ｺｰﾅｰ
　　　バナナ入りホットケーキ・はったいこ

○保育所給食への地産地消事業の導入。
　豚肉，ピオーネ，きなこパン，柚子で実施
した。　保育所により対応が異なったため，
次年度以降は，全保育所でできるだけ統
一した内容で実施する。

小中学校及び保育所給食で取り組
みをおこなった。保育所給食での対
応が保育所間で異なったため，次年
度以降は統一した対応ができるよう
進めていく。

おひさま広場の中で,食育につ
いて実施していく。
新規：1歳6か月児健診の事後
として2歳ごろの親子を対象に,
食育に取り組む

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

未実施 未実施

今年度実施できなかったため，来年
度は関係機関と検討し計画する。

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%

○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93.4%　秋：受診率96.4％
　②小学生
　　　春：受診率29.8%
　　　（申し込み者中受診率68.7%）
　　　秋：受診率24%
　　　（申し込み者中受診率58,0%）
　③2歳児
　　　春：受診率40.0%　秋：受診率59,6%
　④一般幼児（3歳～入所前児）
　　　春：受診率50.0% 　秋：48.7%

○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92.8%　秋：受診率88.0％
　②小学生
　　　春：受診率30.1%
　　　（申し込み者中受診率62.6%）
　　　秋：受診率22.9%
　　　（申し込み者中受診率50.5%）
　③2歳児
　　　春：受診率51.8%　秋：受診率47.2%
　④一般幼児（3歳～入所前児）
　　　春：受診率35.7% 　秋：55.1%

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。
保育所児童は，集団実施のため受
診率が高いが，2歳児・小学生・一般
幼児については受診率がなかなか
伸びない。今後意識の向上につとめ
ていく。２歳児・小学生は個別に受診
のため受診率がなかなか伸びない。
今後意識の向上に努める。

21年度と同様に実施予定

○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

○育児学級にて歯科指導（歯科衛生士）
　　4会場×１回

・乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診
での歯科指導の充実
・2歳児わんぱく教室：1歳6か月児健診の
事後として2歳の親子を対象に,食育とあわ
せて歯科指導に取り組む

2歳児わんぱく教室の参加者少ない
ため，指導がいきわたらない。母推
さんに協力してもらい、教室の周知・
参加率のアップを図る。

・乳児健診・1歳6か月児健診・
3歳児健診での歯科指導の充
実
・新規：1歳6か月児健診の事
後として2歳ごろの親子を対象
に,食育とあわせて歯科指導に
取り組む

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
　　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

○予防接種カレンダーにより個別接種
〇幼児等インフルエンザ予防接種費補助
　　　申請者数　341人

20年度と同様に実施予定

○インフルエンザ予防接種費補助の拡大
　　（１歳から中学３年生まで）

町内での個別接種が定着してきてい
る。時期を逃した場合は広域券にて
受診できている。幼児等のインフル
エンザ予防接種費は，前年度より増
加している。次年度はインフルエン
ザ予防接種費の対象者拡大の予
定。保護者が自主的に予防接種を
受診できるようにピーアールしてい
く。特に新制度については対象者へ
周知していく。

21年度と同様に実施予定

○インフルエンザ補助の拡大
　　（１歳から中学３年生まで）

○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　192件

○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　268件

○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。
地域子育て支援センター事業と同じ

○カウンセラー相談日
　　　3回/月（17年度から実施）

○家庭教育支
援センター
  （地域子育て
支援センター）

○予防接種の
推進

○食に関する
教育の推進

○歯の健康づ
く り

子どもが
健康で安
心して暮ら
せる環境
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20年度実績 平成21年度実績 平成21年度のまとめ 目標（平成22年度）指　　標

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
　代表者会議　　　1回(11月4日開催）
　実務者会議（定例会議）
　　全体会議　　 　1回(7月1日開催）
　実務者会議（臨時会議）　4回
○児童家庭相談　延べ相談件数　308件

○神石高原町子育て支援ネットワーク
　代表者会議　　　1回(12月3日開催）
　実務者会議（定例会議）
　　全体会議　　 　1回(12月21日開催）
　実務者会議（臨時会議）　4回
○児童家庭相談　延べ相談件数　262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を
行い，支援を行っている。
前年度の課題であった実務担当者
会議については，今年度もできな
かった。しかし，全体研修会を実施
し，児童虐待防止について，各機関
の役割分担等の認識を深めることが
できた。
また，支援を行っているケースの定
期的な臨時会議を行い，関係機関
の支援の方向性を把握していくこと
ができた。

○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
　　各公民館や小学校等で20講座開催
　・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）
　　　　  学童保育事業と連携して実施
　・文化・スポーツ・自然体験教室や
   交流活動
　　　　14講座

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
　　各公民館や小学校等で21講座開催
　・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）
　　　　  学童保育事業と連携して実施
　・文化・スポーツ・自然体験教室や
   交流活動
　　　　15講座

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
　　各公民館や小学校等で21講座開催
　・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）
　　　　  学童保育事業と連携して実施
　・文化・スポーツ・自然体験教室や
   交流活動
　　　　15講座

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。
放課後児童クラブとの連携や安全管
理員の確保が困難な状況にある地
区もある。また，子どもたちの興味の
ある活動内容とするため工作におい
て何を作るか，料理教室でどのよう
な調理方法とするか等，暗中模索し
ながら行っている。

○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

子育てを
地域で支
えるシステ
ムづくり

○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

○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1,186人
〇研修会　　幼児食について
　　　　　　　　親子遊びについて
　　　　　　　　ベビーマッサージについて

○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2174人
〇研修会　　幼児食について
　　　　　　　　親子遊びについて
　　　　　　　　ベビーマッサージについて

母子の健康状態・家庭の状況等を
把握し、保健師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つとめた。訪
問時不在のケースでは、なかなか関
係が持ちにくいため工夫が必要であ
る。

平成21年度と同様に実施予定
（推進員更新時期）

子育てを
地域で支
えるシステ
ムづくり

○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

○青少年健全育成神石高原町民会議
   ｢読書が育てる心｣講演会開催　5月8日
   　　講師　吉川五百枝　氏　　65名参加
 　｢子育て親育て講演会｣開催　 　2月27日
   　　講師　喜田三津雄　氏    油木保育所

○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
　　　文化講演＆ミュージカル開催
　　　　　　　　（町と共催による）
　　　｢人生を生き活かす｣
　　　　講師　赤澤洋子　氏
　　　｢ミュージカル　三蔵法師　西遊記｣
　　　　劇団　てんとうむし
　　　参加者　110人

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｢子育て親育て講演会｣
を実施した。
これからの課題としては学校・地域・
各種団体が共に活動することによ
り，さらなる連携を図り，子どもの見
守り体制の確立をしていく必要があ
る。

○青少年健全育成神石高原
町民会議
○自治振興会

○地域ぐるみ
の児童育成体
制づくり

○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）

○虐待防止に
係る連絡会議


