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評価・達成度・今後の方向性の見方

1

　本計画については、子ども・子育て会議等を活用し、計画の策定の審議を
行うとともに、策定した後も継続的に実施状況の点検・評価・見直しを行うこ
とが求められています。
　 進捗状況と共に、各事業の年度後との評価と、５カ年を通しての計画達
成度、また今後の方向性を下記の様に示しています。
　

評価・達成度・今後の方向性の見方

（シートの一例）

【施策の方向】 １－１　親の意識啓発事業の充実

１－１－１　子ども・子育て支援への理解の促進と意識啓発

主な事業 母子保健推進委員交流会 担　当　課 健康づくり課

事業内容
と目標

母子保健推進委員の交流会において、勉強会及びグループワークを実施し、子育て支援や関わり方に
ついて学びます。

H29年度実績 交流会（勉強会）を年4回実施し、延べ42人が参加しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

次年度の
課題と取組

参加できない委員へは、個別に情報共有するなど、委員の知識に差がでないよう対応します。委員の
任期は２年間で、次年度で現委員が任期満了となるため、引き続き交流会の実施などで知識を習得し
ていただくとともに、可能な限り現委員が引き続き委員を務めていただけるよう働きかけます。

計画達成度 ☆☆
交流会／年4回
参加者／36人（延べ）

交流会／年4回
参加者／42人（延べ）

今後の方向性 継続

【 評価 】

年度の評価

A：計画通り取り組めた

B:ある程度取り組めた

C:取り組めなかった

【 達成度 】

計画期間内の達成度

☆☆☆：80%以上

☆☆ :50%以上

☆ :30%以上

－：30％未満

【 今後の方向性 】

継続・改善・廃止



教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

青少年育成町民会議による未就学児の保護者を対象とした「子育てのつどい」を開催し、専門家を招いた講演会や映
画鑑賞、子育ての悩みや情報交換を行うことで、家庭教育の重要性についての意識啓発と悩みの解消、仲間づくりを
推進します。

５　子育て家庭への教育の推進 5

地域全体で子どもの健全育成や子育て支援に取り組めるよう、様々な機会や広報の媒体を通じた情報提供を行い、地
域での子育ての重要性に対する理解と子育て支援の意識啓発を推進します。

２　子どもの権利の尊重 2

三重県同和教育基本方針・三重県人権教育基本方針・東員町人権教育基本方針に基づく教育を実施するとともに、す
べての子どもの人権が保護・尊重され、家庭において愛情と理解を受けて成長し、地域社会みんなで見守り、支え合え
るように努めます。

３　男女がともに参画する「子育て」しやすい社会づくり 3

【基本目標】 １　妊娠期から子どもを産み、育てる親への支援の充実

【施策１】

１　子ども・子育て支援への理解の促進と意識啓発 1

男女がともに子育てに取り組める社会を築くため、家庭、地域、企業などに対する意識啓発を進めます。

４　子育てのつどいの充実 4

１－１　親の意識啓発事業の充実

乳児一般健康診査として、4か月児健診、10か月児健診の受診を勧奨するとともに、新生児、乳児の訪問指導を充実さ
せ、子どもの発育、発達や育児不安に対する保護者の悩みへの対応を速やかにできるように努めます。幼児健康診査
については、1歳6か月児、3歳6か月児を対象に実施し、子どもの身体的発達、精神発達の面からも重要な時期である
ことから、子どもの健全育成と保護者への育児支援を図ります。

家庭での子育てや教育が充実されるよう、子育て支援センターと保健師が協働し、母子保健事業や子育て支援活動を
通じた、子どもの成長段階に応じた家庭教育に関する知識の普及や、子どもと親のかかわりなど家庭の教育力の向上
のための意識啓発を推進します。

６　父親の子育て参加の促進 6

父親の育児参加に関する意識啓発を推進します。また、土曜日には子育て支援センターを開放し、父親や祖父母と過
ごす場を提供します。（年４回）

【施策２】

５　不妊に悩む夫婦への支援の推進 11

１　妊産婦保健の充実 7

母子健康手帳・母子保健のしおりを交付するなど、妊娠・出産・育児に関する知識や情報を提供し、妊産婦が安心して
妊娠・出産・育児に臨むことができるよう支援します。妊婦一般健康診査の受診の勧奨を行うことで、妊娠の異常の早
期発見に努め、母子の心身の健全成長を促します。

２　乳幼児の健康診査の充実 8

１－２　すべての母子に対する母子保健事業の充実

不妊に悩む夫婦に対して、三重県の不妊専門相談センターや医療機関と連携し、不妊に関する医学的な相談やこころ
の相談を行います。また、不妊治療にかかる経済的負担の軽減を図るため、治療費等を助成します。

【施策３】

３　歯科検診の推進 9

虫歯になりやすい1歳6か月から3歳までの幼児を対象に歯科健診受診の勧奨を行い、虫歯の予防、早期発見、早期治
療の重要性を積極的に啓発し、幼児歯科健診の受診率の向上を目指します。

４　保健に関する各種教室などの開催及び支援 10

乳幼児の親子を対象とした各種教室を開催し、保健・健康に関する知識、技術、情報などを提供するほか、保護者同士
の交流の場とし、育児不安の解消につなげます。

１－３　子育てしやすい就労環境の創出

妊産婦や保護者が就労しやすい職場づくりを進めるとともに、男女がともに家庭や子育てに取り組めるよう、男女の役
割分担意識の是正を図るため、商工会と連携して事業主に対する意識啓発を推進します。

【施策４】

福祉、保健、医療、教育、警察などの各関係行政機関及び住民をメンバーとした要保護児童等対策地域協議会を中核
に、児童虐待を未然に防ぐため、迅速かつ適切な対応を行っています。また、広域な情報の連携も継続していきます。

１－４　児童虐待防止対策の推進

12

13

１　事業主に対する意識啓発

１　児童虐待防止ネットワークの推進

1 ページ



教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

【施策１】

幼稚園教諭、保育士が、子どもの心身の発育・発達を十分に理解し、適切に援助し、自律性・自主性を伸ばすことがで
きるよう、自己研さんに努め、保育の質を高めます。

各年齢の保育ニーズを踏まえて、低年齢児保育を実施します。保護者のニーズにあった、新たな保育サービスの必要
性や、よりよい時間帯について協議し、検討していきます。

【基本目標】 ２　乳幼児期の子育て・子育ちの支援の充実

１　幼稚園・保育園の充実

２　低年齢児保育・預かり保育などの充実

２－１　多様な保育・託児サービスの充実

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童手当の支給及び子ども医療費助成を継続して実施します。町独自
の事業として、５歳児を対象として、幼稚園保育料の減免と保育園保育料の減額を継続して実施します。

乳幼児健診の重要性を周知し、発達に心配のある子どもを見極め、早期療育や専門機関へつなぐ支援をしています。
特別児童扶養手当の申請・相談や障がい者医療費助成を継続して実施します。

集団や個別による療育教室を実施し、発達に心配のある子どもの日常生活における基本的な動作の指導、集団生活
への適応力向上のためのプログラムを実施しています。さらに出前療育教室も始めました。

保護者が就労などで昼間家にいない場合、小学校に就学している児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全
な育成を図るための事業として、放課後児童健全育成事業を実施するとともに、定員増加に対応できる施設の整備に
努めます。

仕事と子育ての両立を推進するため、「育児の手助けができる人」と「育児の手助けが必要な人」を結びつけるファミ
リー・サポート・センターを運営します。

【施策２】

３　放課後児童クラブの充実

５　ファミリー・サポート・センターの運営

１　経済的負担の軽減

２　支援を必要とする児の早期発見・早期支援の充実

３　療育事業の充実

４　放課後子ども総合プランの推進 16

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な体制づくりと事業実施に向け、教育委員会担当部局との連携により
放課後子ども総合プランの推進に努めます。

２－２　子育て家庭への支援サービスの充実

【施策３】

地域の子育て支援の中核である「東員町子育て支援センター」の機能の充実を図り、育児不安解消のための相談・指
導をはじめ、家庭で子育てをしている保護者への支援活動などに関する情報提供を行います。

窓口や電話による育児相談や発達相談、言語相談、教育相談の積極的な利用促進を図るとともに、乳幼児健診や家庭
訪問などの機会を積極的に活用して、育児や子どもの発育などに悩む保護者が安心して育児ができるように支援して
いきます。相談内容に応じて専門機関と連携しながら早期対応を図っています。

障がいのある子どもが健やかに育つことのできるよりよい環境づくりのため、家族に対し、精神的な疲労緩和となる支
援や日常生活における具体的支援方法の助言を行っています。

ひとり親家庭等の自立を促すとともに子どもの健全育成を図るため、母子・父子自立支援員や母子寡婦福祉会と連携し
て相談体制を充実させつつ、就労支援に努めます。児童扶養手当の申請・相談や一人親家庭等医療費助成を継続して
実施します。

保護者の病気などで、子どもの面倒をみることが困難になったときに、児童養護施設等で子どもを泊りがけで預かる子
育て支援ショートステイについて、広域的に対応できるよう実施します。

５　ひとり親家庭等の自立の促進

６　短期入所生活援助【ショートステイ】

１　東員町子育て支援センターの充実

２　相談体制の推進

２－３　相談・情報提供体制の充実

子育て中の親子が適切にサービスを利用できるよう、広報紙やホームページなどの情報メディアを通じて、子育て支援
に関するサービスなどの情報提供を推進します。

３　情報提供の充実

14

16

15

17

18

19

20

22

23

４　保護者へのフォロー 21

24

25

26
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

保育園・幼稚園の園庭を開放し、未就園児やその保護者の交流の場とし、子育ての仲間づくりの機会として提供しま
す。なお、実施にあたっては、各園独自の取組を充実させます。

身近な地域で乳幼児の親子が気軽に集まり、交流を図ることができるよう、子育て支援センターや総合文化センター内
の「プレイルーム」、ふれあいセンターでの「子育て応援ルーム」などを有効活用した場の提供に努めます。

【施策５】

【施策４】

親子同士で自由に遊んだり、情報交換をしたり、子育てについての悩みなどを相談し合う子育てサークルなど、保護者
同士の自主的な活動団体に対して、活動場所の提供などの支援を行います。

１　子育てサークルへの支援

２　保育園・幼稚園の園庭開放

３　気軽に集える場づくり

２－４　子育て家庭を中心とした交流連携事業の推進

２－５　幼児教育・障がい児教育の充実

【基本目標】 ３　親と子の健康づくりの促進

【施策１】

思春期の身体的・精神的な健康を増進し、健康に対する理解を通して、自らの健康を大切にする意識を育てるため、学
校と家庭の連携を深め、心身の発達や健康に関する正しい情報を適切に提供するとともに、健康教育を推進します。

各園の独創性のある教育により、園児の情緒豊かな成長を促すとともに、３年保育を通して、園児一人ひとりの成長に
応じたきめ細かな教育に努めます。

幼稚園児や保育園児が小学生と交流する機会や、小学校の教職員や地域住民との交流を充実させることにより、子ど
もの社会性を育みます。また、幼稚園と保育園から小学校への円滑な移行・接続を図るため、両者の連携を密にした総
合的な指導体制の構築に努めます。

教職員の資質の向上を図り、一人ひとりのニーズにあった障がい児保育及び教育を推進します。

１　地域性を生かした園づくりの推進

２　小学校との連携強化

３　支援を必要とする児の教育・保育の充実

１　心身の発達や健康に関する知識・情報の提供

32

33

３－１　思春期からの保健対策の充実

３　「弁当の日」の実施

34

35

36

37

38

食べることの大切さを理解し、一人ひとりが健康を守ることを考え、豊かな食生活を営むことができるよう栄養改善事業
を実施します。

給食を食に関する教育指導と位置づけ、成長期にある乳児、幼児、児童生徒にバランスのとれた食事を提供し、正しい
食習慣やマナーが身につくよう食育を推進します。

思春期の不安やストレス、悩みなど、子どものニーズに応じた相談に適切に対応できるよう、家庭・地域・学校が連携し
た相談体制づくりを推進します。

未成年者の妊娠、人工中絶や、性感染症などについて、思春期における正しい性教育を行うとともに、薬物乱用防止、
喫煙防止などを含む保健対策を推進します。

【施策２】 ３－２　食育の推進

２　相談体制の充実

３　思春期保健対策の充実

１　子どもの食育の推進

２　給食・食育の充実

食に関する興味を高め、「生きる力」の育成のため全小学校6年生が自分で作る弁当の日（年3回）を実施します。

【施策２】 ３－３　小児医療の充実

子どもの疾病の予防や早期発見のため、地域医療機関との連携を図り、かかりつけ医の必要性の啓発とともに、疾患
の診断や治療が迅速にできる小児医療体制の充実を働きかけます。

現在の救急医療体制とともに救急医療に関する情報を得ることのできる救急医療情報システムの周知を図ります。

１　小児医療体制の充実

２　小児救急医療体制の充実

39

40

27

28

29

30

31
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

【基本目標】 ４　生きる力を育む教育・体験交流の推進

【施策１】 ４－１　学校教育の推進

各学校において、児童生徒や地域の状況に応じた課題を設定し、総合的な学習の時間などを利用した特色ある教育を
進めます。

１　特色ある教育活動の推進 41

小学生と中学生を対象に基礎から応用力を検査する「総合学力調査」や「東員学び検定」を実施します。そして、その結
果を受けて小学校から中学校まで一貫した学力向上のための指導を実施するなど、児童生徒が幅広い確かな学力を
身につけることができるよう、学力の向上に向けた取組を推進します。

子どもの生涯の健康づくりを支えるため、保健体育の授業やクラブ活動、東員なわとび検定やスポーツ少年団など、ス
ポーツを通じた強い身体の育成や、健康づくりの知識の普及に努めるとともに、各校の養護教諭を中心に児童生徒の
健康づくりを推進します。

いじめや不登校、非行など子どもの心の問題に対応するため、スクールカウンセラーや心の教育相談員の配置、保健
室、相談室などの充実により、子どもが相談しやすい体制づくりを推進します。また、継続的にフォローできるよう、学校
と家庭、地域、関係機関の連携に努めます。

２　学力の向上

３　身体の育成と健康づくりの推進

４　相談体制の充実

５　地域と連携した教育の充実

６　開かれた学校づくりの推進

７　安全対策の充実

42

43

44

45

46

47

８　情報に対する判断能力の育成

１　参加型イベントの実施

２　地域文化の継承を通じた交流の推進

48

49

50

児童生徒が地域での様々な体験活動を通じて、「生きる力」と郷土を愛する心を育めるよう、総合的な学習の時間など
でのゲストティーチャーの活用や、中学生が地元の企業などで職場体験を行う勤労体験学習、学校行事への地元の人
の招待、定期的な世代間交流など、学校と地域が連携した地域活動、体験活動を通し、地域に根ざしていけるように努
めます。

保護者や地域の意見を学校運営に取り入れられるよう、学校評議員制度を活用しつつ、ＰＴＡと学校との連携や教師の
地域活動への参加を推進するなど、学校と地域との連携による、よりよい学校づくりに努めます。

子どもが安心して保育や教育を受けられるよう、教育・保育施設の施錠の徹底、危機管理マニュアルの徹底や、通学路
の見守りと状況に応じた集団登下校の実施など、安全対策を充実させます。大地震などの災害や緊急時を想定した教
育施設の環境整備を進めるとともに、防災訓練などの定期的な開催や、防犯・交通安全などの教育を実施し、子どもの
安全対策を充実させます。

親子や世代間の交流を図る場として、青少年育成町民会議を中心に、グラウンドゴルフやサツマイモづくり、もちつき大
会などの参加型イベントを実施します。

地域の祭りや子どもみこし、こども歌舞伎、獅子舞、太鼓など、子どもたちが地域文化の継承にかかわる活動を地域主
体で推進するとともに、より多くの人に伝統文化と子どもたちの活動を広め、交流することができるよう、地域住民の幅
広い参加を促進します。

【施策３】 ４－３　青少年の主体的活動の促進

情報が氾濫する現代社会の中で、子どもたち自身が、情報に惑わされず、適切に情報媒体を使ったり、情報を読み取っ
たりできるよう、判断能力やコミュニケーション能力を育てる教育を進めます。

【施策２】 ４－２　異年代・世代間交流の推進

子どもたちが地域で世代間の交流を深めることができ、またボランティア活動に参加することができるよう、地域の主体
性を尊重しつつ、子ども会活動の活発化を支援します。また、子ども会指導者とともに、子どもの主体となる子ども会活
動を支援します。青少年の主張実行委員会、成人式実行委員会など、子どもや青年が主体となり活動できる場づくりに
努め、主体性の育成に努めます。

町のスポーツ振興を担うスポーツ協会が組織するスポーツ少年団においては、スポーツを通して、子どもたちの健康な
身体の育成、協調性や自立心を養い、総合型地域スポーツクラブにおいては、地域の誰もが気軽にスポーツを楽しめ
る環境を推進します。また、町内のスポーツ施設やグラウンドと体育館などの学校施設の円滑な利用に努めます。

１　子ども主体の地域活動の促進

２　スポーツ活動の促進

51

52
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地域で青少年の健全育成を推進するため、青少年育成町民会議の環境対策部会を中心に、警察と協力しながら、地域
のパトロールを推進します。

青少年健全育成の中心となる推進指導員、推進協助員の活動の充実を図るため、研修会を実施します。青少年の健
全育成は、家庭、各種団体、学校など、青少年を取り巻く環境で生活する地域住民一人ひとりが取り組むべきテーマで
あることから、青少年育成町民会議の活動を中心に、誰もが青少年健全育成活動について意識し、参画できる地域社
会づくりを目指します。

青少年を取り巻く健全な社会環境づくりに向けて、三重県立入調査員をはじめ関係機関と連携を図りながら、地域ぐる
みの有害環境浄化活動を促進します。

【施策４】 ４－４　青少年の健全育成の推進

１　青少年の指導の充実

２　指導員の育成と住民参加による青少年健全育成活動の推進

３　有害環境の浄化

53

54

55

住民参加のもと地域全体で子育て支援に取り組み、地域において行政のサービスの範囲に収まらないきめ細かな子育
て支援が進められるよう、子育て経験者などを対象とした託児やアドバイザーとなる子育てサポーターの養成、子育て
支援を行うボランティア団体などの育成・支援をします。青少年育成町民会議や、子ども会、スポーツ少年団、地域活動
団体など、様々な面での人材育成を推進し、地域ぐるみの健全育成を推進します。また、ボランティア活動などへの若
い頃からの積極的な参加を促進し、心豊かな人格や、他人を思いやり、広い視野で行動できる人格が育つ環境づくりを
推進します。

【施策５】 ４－５　次世代の親の育成

中学生を対象に、家庭や子どもを持つことの意義についての理解を促進できるよう、保育園や幼稚園を訪問して、乳幼
児とふれあう機会づくりを推進します。

【基本目標】 ５　子どもの育ちを支える地域環境の整備

１　中学生が乳幼児とふれあう機会の提供

１　子育てに関する連絡調整の充実

２　子育て支援活動・ボランティア活動など、住民参加の促進

57

58

子どもたちが読書に親しむ場として、読書登山と図書の整備など、町立図書館の充実を図ります。また、地域において
運営されている6か所の「子ども文庫」は、幼児や親子が身近で本に親しめる場であり、その活動の支援を図ります。

総合文化センター内の「プレイルーム」を子どもに遊びの企画を提供する場として活用するなど、既存施設を有効活用し
た室内の遊び場や活動メニューを提供します。雨の日も遊べる児童館などの整備について、子どもたちや保護者の意
向を十分に把握しながら検討します。

子どもから高齢者まで誰もが利用しやすい身近な公園となるよう、地域住民の意向を取り入れつつ、公園の維持管理を
行います。

地域のスポーツ少年団やスポーツ団体と調整し、誰でも遊べるよう利用時間帯の調整や敷地の区分と安全性の確保な
どの配慮に努めます。

子どもたちが自然の大切さを学べるよう、環境学習講座「とういんネイチャーくらぶ」を開講します。環境学習のみにとど
まらず、体験学習の機会として「こどもカレッジ」や「さまーちゃれんじ」など、地域の活動団体も交えた学習プログラムを
企画し、子どもたちに有意義な週末などの過ごし方を提供します。

現在子育てをしている保護者や子育て経験者、子育て支援に意欲のある人などが、子育て支援を目的として集まり活
動できるよう、活動場所の提供や情報提供など、子育て支援サークルや子育て支援団体の活動を支援します。

【施策２】 ５－２　遊び場や自然とふれあえる場の整備

63

64

56

３　子育て支援サークル・団体の育成

１　安心して遊べる地域の公園づくり

２　学校施設の利用

３　環境学習などの推進

４　町立図書館の充実と子ども文庫の支援

５　総合文化センターなど既存施設の活用

59

60

61

62

【施策１】 ５－１　子育てにかかわる組織・人材の育成

子育て支援をより効果的に進められるよう、計画の推進にかかわる地域住民、地域団体、企業、保健や福祉、教育など
行政の各分野などの連携、協働を図るため、子ども・子育て会議の充実を図ります。
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周辺市町や県、警察署及び学校などとの広域的な連携のもと、犯罪の発生などの情報の速やかな提供に努めます。

幼稚園、保育園や小学校での交通安全教室をはじめ、地域の行事などを通じた交通安全教育を実施し、交通安全意識
の醸成を図ります。

【施策５】 ５－５　防犯対策の推進

夜間における犯罪の発生を抑制し、安全で安心な生活が送れるよう、防犯灯の適正な整備を進めます。子どもが犯罪
や誘拐などに巻き込まれないよう、登下校（園）時の安全確保を図るため、防犯ベルの配布を継続します。

オレンジバスを子どもから高齢者まで誰もが利用しやすいようにし、利用者増を図ります。子育て支援の面では、未就
学児無料の継続や子育て世代の利用環境に配慮した運行を目指します。

【施策４】 ５－４　交通安全対策の推進

子どもが自転車や徒歩で、学校や公共施設、公園などに安全にアクセスできるよう、歩道や信号及び、「飛び出し注意」
看板の設置やライン表示など、安全性や機能性に配慮したユニバーサルデザインの道路環境の整備を進めます。

【施策３】 ５－３　外出環境の整備

１　道路環境の整備

２　交通安全対策の推進

１　防犯施設などの整備

２　地域ぐるみの防犯活動の推進

３　防犯情報の提供

65

66

67

68

69

70

「子どもをまもるいえ」など、子どもの緊急避難場所の確保を図るとともに、地域住民が一体となって子どもを犯罪から守
るため、地域住民の防犯意識の啓発を行い、パトロールなど自主的な防犯活動を支援します。

１　オレンジバスを利用した外出の推進
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

1

H31

子どもの権利条例に関する取り組みの一環として、子どもの声をまちづくりへ届ける機会を考えます。
グローイングアップ事業を受け、子ども支援ネットワークを推進します。

計画達成度 ☆☆
子ども支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
人権教育に関する学習会
人権ﾌｫｰﾗﾑ
いじめ問題対策連絡協議会

いじめ問題調査委員会

子ども支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
人権教育に関する学習会
人権ﾌｫｰﾗﾑ
いじめ問題対策連絡協議会

いじめ問題調査委員会

子ども支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
人権教育に関する学習会
人権ﾌｫｰﾗﾑ
いじめ問題対策連絡協議会

いじめ問題調査委員会

次年度の
課題と取組

H29年度評価
H29 H30 H31

今後の方向性 継続

主な事業
員弁地区「こども人権フォーラム」、人権教育中学校区連絡会、子ども支援
ネットワーク、人権学習会事業、とういん子どもの権利の日、週間

担　当　課 学校教育課

次年度の
課題と取組

人権教育は、広く町民や教育関係者を対象としており、毎年「子どもの人権」をテーマに開催することは
困難ですが、「青少年の主張」と併せて開催することで、小中学生やその保護者を含め、より多くの方に
参加いただけるため、今後も継続します。

計画達成度 ☆☆
「人権教育推進事業・第22
回青少年の主張」
開催日：H27.12.5
入場者：402人

「人権教育推進事業・第23
回青少年の主張」
開催日：H28.12.3
入場者：314人

「人権教育推進事業・第24
回青少年の主張」
開催日：H29.12.2
入場者：487人

町民課、社会教育課

事業内容
と目標

人権啓発の推進として講演会や研修会の開催、街頭啓発などをとおして、すべての子どもの人権が保
護・尊重され、地域社会みんなで見守り、支え合えるよう広く人権啓発に努めます。「人権教育推進事
業」は、平成26年度まで講演会を実施していましたが、平成27年度からは、同時期に開催している「青
少年の主張」と併せて人権啓発映画の上映を実施していきます。

H29年度実績

H29年度評価

【基本目標】 １　妊娠期から子どもを産み、育てる親への支援の充実

【施策の方向】 １－１　親の意識啓発事業の充実

今後の方向性

B

☆☆

継続

H27 H28

事業内容
と目標

母子保健推進員の交流会において、勉強会及びグループワークを実施し、子育て支援や関わり方につ
いて学びます。

１－１－１　子ども・子育て支援への理解の促進と意識啓発

主な事業 母子保健推進員交流会 担　当　課

計画達成度

健康づくり課

実績データ

事業内容
と目標

員弁地区「こども人権フォーラム」への参加、人権教育中学校区連絡会、子ども支援ネットワーク（一中
校区）、人権学習会事業の開催、とういん子どもの権利の日・週間に対する取り組み等、学校教育を通
じた人権教育を継続して実施します。

H29年度実績

子どもの権利について各校で学習しました。子どもの権利週間では、町内２つの小学校で、町長との懇
談会を開催しました。各中校区で、子ども支援ネットワークの会議を開催しました。夏期休業中に幼保
小中の職員対象に人権教育に関する学習会を開催しました。11月には、いなべ市と合同で小中学校そ
れぞれが人権フォーラムを開催しました。東員町いじめ問題対策連絡協議会を2回、東員町いじめ問題
調査委員会を1回開催しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28

今後の方向性 継続

H29 H30

A
実績データ

H27

交流会／年4回
参加者／36人（延べ）

交流会／年4回
参加者／42人（延べ）

交流会／年3回
参加者／41人（延べ）

次年度の
課題と取組

今年度は諸事情により交流会開催数が年３回となりましたが、参加者数は前年度並みとなりました。引
き続き欠席者には個別に説明したり情報共有できるよう対応します。今年度で現委員が任期満了とな
るため、これまで同様交流会・研修会の実施などで知識を習得していただくとともに、可能な限り現委員
が継続して委員を務めていただけるよう働きかけます。

住民を対象とした「人権教育・青少年育成推進事業」では、「青少年の主張」と併せ、人権啓発映画として、がんの宣
告を受けつつも子どもを生み育てる家族の絆をえがいた映画「はなちゃんのみそ汁」を上映しました。また、平成２９
年度は「東員町人権が尊重されるまちづくり条例」（平成30年4月１日）を制定に向け策定委員会を開催しました。

１－１－２　子どもの権利の尊重

H28 H29 H30 H31

主な事業
人権教育推進事業、人権講演会の開催及び街頭啓発、
青少年の主張

担　当　課
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A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31
H29年度評価

次年度の
課題と取組

平成２９年度に東員町役場子ども家庭課と共同で行った事業は好評であったため、次年度も引き続き
共同で行いたいと考えています。また、青少年育成町民会議会員の参加が少なかったため、会員への
積極的な参加の声かけを行っていきます。

今後の方向性 継続

１－１－４　子育てのつどいの充実

☆☆
三重県内男女共同参画連
携映画祭2015
開催日：H27.7.11
参加者：407名

三重県内男女共同参画連
携映画祭2016
開催日：H28.7.2
参加者：449名

三重県内男女共同参画連
携映画祭2017
開催日：H29.7.23
参加者：605名

今後の方向性

主な事業
子どもの権利条例の策定と啓発、子どもの権利にかかるアンケート
の実施

担　当　課 子ども家庭課

事業内容
と目標

性別による役割分担の意識の撤廃と、自分らしく子育てができる社会を築くため、男女共同参画推進
委員と協働して、親しみやすい内容での意識啓発を進めていきます。年によって開催内容は異なります
が、映画上映や講演会などのイベントを通して意識啓発を進めています。

H29年度実績
家族のあり方を考える内容の映画を上映し、映画というツールを通じて意識啓発に努めました。
（上映作品：『箱入り息子の恋』）

１－１－３　男女がともに参画する「子育て」しやすい社会づくり

主な事業 男女がともに参画する子育て社会づくり啓発事業 担　当　課 町民課

H28 H29 H30 H31

事業内容
と目標

子どもの権利条例を制定し、概要版の作成や町ホームページへ計画を掲載するなど、町民への周知方
法を検討し、次世代育成支援への理解の促進と啓発活動を実施します。

子ども権利条例の制定
概要版の作成

概要版の配布、
啓発チラシの作成・配布

概要版の配布、
啓発チラシの作成・配布

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

とういん子ども権利の日（11/20）、子どもの権利を考える週間（11/20～11/26）にあわせて啓発事業を
実施します。また、引き続き、各小中学校の児童・生徒や町民へ概要版を配布します。啓発物品を作成
し、周知啓発に努めます。

計画達成度 ☆☆

継続

H29年度実績
概要版を各小中学校の児童・生徒、教員及び町民、各種団体委員に配布しました。また、チラシを作成
し、11月に町内のイベントなどで配布、自主事業での挟み込みを実施し啓発と理解促進に努めました。

H29年度評価 A
実績データ

H27

計画達成度 ☆☆
「第29回子育てのつどい」
参加者：58人（保護者45
人、町民会議会員13人）

「第30回子育てのつどい」
参加者：70人（保護者等53
人、町民会議会員17人）

「第31回子育てのつどい」
参加者：54人

H29年度実績
１１月２３日（木・祝）、これまで青少年育成町民会議単独で行っていた事業を、平成29年度は初めて東
員町役場子ども家庭課と共同で行いました。子ども家庭課の子ども権利の講演の後に、青少年育成町
民会議が主導の分散会を開催しました。

H30 H31

計画達成度

事業内容
と目標

青少年育成町民会議の主催で、子どもたちの保護者を対象に、年に１回、県の「みえの子育ちサポート
出前講座」を活用して開催し、町民会議会員も参加しています。子どもや子育てを取り巻く社会環境の
変化に対応できるよう、子どもたちの保護者や地域住民など、関心のある方を参加対象とすることや内
容を検討します。

次年度の
課題と取組

若い世代を中心に「子育て」に関心を持つ男性が増えてきていると感じますが、若い世代の参加者は少
なく、興味を引く内容の検討が必要です。次年度以降も、継続して映画の上映を行う予定です。

A
実績データ

H27 H28

主な事業 子育てのつどい 担　当　課 社会教育課

H29年度評価
H29
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次年度の
課題と取組

特に妊娠前期教室の参加者が少ないため、妊娠届出時の情報を元に対象者への案内通知を行いま
す。働いている方が多いため、土日開催を検討します。特にパートナーの参加者数を増やすため、年3
回は日曜日に開催します。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

計画達成度 ☆☆
マタニティ教室
男性参加人数／34人

マタニティ教室
男性参加人数／20人

マタニティ教室
男性参加人数／22人

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

子育てのポイントやコツを様々な取り組みをとおして保護者へ発信します。

主な事業 マタニティ教室 担　当　課 健康づくり課

事業内容

妊娠期を健康に過ごせるよう、また安心して出産できるよう、マタニティ教室を年3回（1クール2回）開催
します。妊娠後期の教室には、パートナー（家族含む）の参加を促し、妊娠期や出産についての理解を
得るよう実施しています。父親に対して、子育てにかかわることを促す事業の継続と関係機関を通じた
意識啓発を推進します。

H29年度実績 マタニティ教室を年6回開催しました。父親用子育て啓発冊子「パパブック」を配布しました。

H31

計画達成度 ☆☆
16年一貫教育プラン「子育
て手引き版」印刷／4,000
部

読書登山ブックリスト第2版
印刷／1000部

読書登山ブックリスト（高学
年用）印刷/1000部

今後の方向性 継続

１－１－５　子育て家庭への教育の推進

主な事業 16年一貫教育プラン 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

すべての子どもたちが社会でいきいきとした自分の人生を歩めるよう、「東員町16年一貫教育プラン」を
策定し、保育や教育に取り組んでいます。マイナス1歳から15歳までの16年間の発達段階の中で、どん
な力をどのようにつけていくのか等、本プランの様々な取り組みをとおして保護者へ発信し、子育て力
の向上を図ります。

事業内容
と目標

子どもの発達を促す行事や遊びを提供し、一人ひとりの乳幼児の育ちを支援したり、保護者のニーズ
に応じた育児の支援をし、子育て力に繋がるよう努めています。乳幼児健診や相談事業、子育て支援
センターの催しなどを通して、家庭の教育力の向上に向けた働きかけを継続するとともに、子育て支援
に関する親子教室などの内容検討と開催に向けて調整を図っていきます。

主な事業 保健師と協働で「子育て講座」や「相談」をすすめる事業 担　当　課
子ども家庭課（子育て
支援センター）、健康づ
くり課

H29年度実績

子育ての意識や関心を高め豊かさに繋がるよう親子ミニサロンを実施しました。産後うつ病や子育ての
悩みを抱え外へ出辛い時にこそ、一歩踏み出せる活動内容を計画しました。育児相談、入園準備、トイ
レトレーニング、離乳食（栄養士）、病気ケア（保健師）、子育て講演会（歯科衛生士）など、季節や月齢
に合わせた内容の講座を開催し、12回のうち6回、保健師が参加しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

次年度の
課題と取組

親子の基本的信頼感の構築や子育てのノウハウを学んでいく場として、子育て支援センターと保健師
が連携し、子育て講座・相談を行います（年4回）。現在、講座内容については子育て支援センターで決
定していますが、今後は講座内容の検討段階からの連携を考えています。また、一人ひとりが尊重され
る丁寧な育児を継続的にサポートしていきます。

１－１－６　父親の子育て参加の促進

計画達成度 ☆☆☆
「ミニミニ講座（歯科衛生
士・職員）」／年8回

「親子ミニサロン（栄養士・
保健師・歯科衛生士・職
員）／月1回

「親子ミニサロン（栄養士・
保健師・歯科衛生士・職
員）／月1回

今後の方向性 継続

H29年度実績
読書登山ブックリスト（高学年用）一部修正し、第2版を印刷しました。第3段階に入り、指導主事が保護
者が集まる会（PTA総会、役員会、研修会、マタニティ教室等）へ出向き、子育てのポイントやコツにつ
いて話す「子育て学習会」を開催。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30
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次年度の
課題と取組

土曜日開放は父親や祖父母の参加もあり家族で子育てに集えることで好評ですが、部屋が狭く大型遊
具が不足しており、父親との十分なふれあい遊びやボール遊びなど、主に運動遊びが行えません。ま
た、赤ちゃんから3歳までの発達に大きな差がある子どもたちが部屋で安全に活動するには、危険が伴
いやすい環境であることが課題です。園との併設のため、遊びや活動範囲が限られます。安全が守れ
る場の提供が必要です。安心してのびのびと過ごせる環境を整えていきたいと思います。土曜開放日
には、行事を重ね親子で子育てを楽しむ場を提供します。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

計画達成度 ☆☆
年4回実施 年5回実施 年5回実施

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

親子外遊び教室、親子サッカー教室の開催を継続したいと考えます。

主な事業 土曜日開放 担　当　課
子ども家庭課（子育
て支援センター）

事業内容
と目標

年４回、土曜日に子育て支援センターを開放します。また、とういんファミリー・サポート・センターの会員
交流会も同日に開催し、地域の父親同士がふれあったりお互いに支えあい、子育てを充実させていく
取り組みを行います。父親が子育てにかかわることを促す事業の継続と、関係機関を通した意識啓発
を推進します。

H29年度実績
年５回の土曜日開放を行い、その内の２回をとういんファミリー・サポート・センターの全体交流会と併せ
て実施しました。父親や祖父母の参加が増え、保護者同士のコミュニティが生まれ、育児力アップに繋
がりました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

計画達成度 ☆☆
町内全ての園（6園）で、そ
れぞれ、年1回開催

内全ての園（6園）で、それ
ぞれ、年1回開催

町内全ての園（6園）で、そ
れぞれ、年1回開催

今後の方向性 継続

主な事業 親子外遊び教室、親子サッカー教室 担　当　課 学校教育課

事業内容
平成25年度から実施している「16年一貫教育プラン」の中で、平成26年度から、親子外遊び教室、親子
サッカー教室を開催しています。父親に対して、子育てにかかわることを促す事業の継続と関係機関を
通じた意識啓発を推進します。

H29年度実績 親子外遊び教室、親子サッカー教室を全園で開催しました。
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次年度の
課題と取組

1歳６か月児健診での虫歯の総数は０本であるものの、3歳児一人あたりの虫歯数は増加し、総合計画
に掲げた目標値を上回っております。1歳６か月以降の母子への齲歯予防・個別歯科健診受診の必要
性等の啓発活動に取り組むとともに、フッ素洗口の導入について検討が必要です。

計画達成度 ☆☆
3歳児の虫歯本数／0.362
本

3歳児の虫歯本数／0.502
本

3歳児の虫歯本数／0.600
本

今後の方向性 継続

主な事業 歯科検診（集団）及びフッ素塗布助成、2歳個別歯科検診 担　当　課 健康づくり課

事業内容
と目標

健診時に歯科健診（集団）を実施しています。歯科健診及びフッ素塗布助成、2歳個別歯科健診を実施
しています。乳幼児健康診査などさまざまな機会を利用して、歯科健診の重要性を啓発し、歯科健診の
受診率の向上をめざします。歯科健診のほか、フッ素塗布助成等歯科健診の充実を図り実施します。

H29年度実績 歯科健診を12回実施しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

事業内容
と目標

健康づくり課担　当　課4か月児健診、10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診の実施主な事業

１－２－２　乳幼児の健康診査の充実

１－２－３　歯科検診の推進

次年度の
課題と取組

妊婦健康診査の受診率は１００％です。これまでは受診率をのべ件数で算出していましたが、14回の
健診のうち、予定日前に出産される方もいるため、13、14回目は受診者が減少し受診率が約８０％まで
下がってしまうため、実人数で算出しました。今後も妊婦が安心して出産を迎えることができるよう、健
診の充実と周知を図っていきます。

高い数値で安定している各健康診査の合算受診率の維持に努めます。医療機関で実施している健診
は、集団で行う幼児健診よりも受診率が低いことが課題です。未受診者に対して電話で受診勧奨を行
います。また、乳児訪問、母子教室でも受診勧奨を行います。

次年度の
課題と取組

各健康診査の合算受診率
／95.４％

各健康診査の合算受診率
／92.2％

各健康診査の合算受診率
／91.0％

継続今後の方向性

☆☆☆計画達成度

H31H30H29H28H27AH29年度評価
実績データ

1歳6か月児健診、3歳6か月児健診（集団）を各6回実施しました。
H29年度

実績

4か月児健診、10か月健診（医療機関）1歳6か月児健診、3歳6か月児健診（集団）を実施しています。
子どもの健全育成と保護者への育児支援を図るためにも継続して実施します。

計画達成度 ☆☆☆
（妊婦健診受診率／
82.2％）
妊婦健診受診率／100％

（妊婦健診受診率／
80.3％）
妊婦健診受診率／100％

妊婦健診受診率／100％

今後の方向性 継続

事業内容
と目標

14回の妊婦一般健康診査受診券を交付しています。安心して子育てができるようニーズに合った育児
に関する知識や情報を提供していきます。母子の健全な成長を促すことが安心して出産を迎えることに
つながるため、今後も妊婦一般健康診査の充実を図り、受診勧奨に努めます。

H29年度実績 185人に受診券を交付しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

【施策の方向】 １－２　すべての母子に対する母子保健事業の充実

１－２－１　妊産婦保健の充実

主な事業 妊婦一般健康診査 担　当　課 健康づくり課
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11１－２－５　不妊に悩む夫婦への支援の推進

H29年度評価
実績データ

不妊治療を受ける夫婦を対象に治療に要する費用の一部を助成しました。H29年度実績

不妊治療を受ける夫婦を対象に治療に要する費用の一部を助成しています。不妊治療にかかる経済
的負担の軽減とこころのケアの支援を推進します。

事業内容
と目標

健康づくり課担　当　課町不妊治療助成主な事業

事業内容
と目標

健康づくり課担　当　課すくすく教室、離乳食教室、育児相談主な事業

１－２－４　保健に関する各種教室などの開催及び支援

産婦人科への事業周知、わかりやすいホームページでの案内を心がけます。不妊治療助成申請に対
する助成率100％の維持、助成の継続に努めます。高齢出産及びハイリスク妊婦になる率が高く、出産
後も継続した支援が必要です。

次年度の
課題と取組

不妊治療助成人数／26人不妊治療助成人数／21人不妊治療助成人数／31人

継続今後の方向性

☆☆☆計画達成度

H31H30H29H28H27A

事業の精査等により、こあら教室は廃止とし、代わりに「親子相談」を開始します。離乳食教室は人員
不足から平成29年度は前年度よりも教室開催日数が減り、前期6回後期3回となりました。平成30年度
はニーズをもとに前期6回後期6回へ戻して開催予定です。他、ブックスタート教室（らっこひろば）を年４
回実施予定です。

次年度の
課題と取組

各教室参加者数
こあら教室／81人
離乳食教室／115人
育児相談／414人
合計　　　　610人

各教室参加者数
すくすく教室／65人
離乳食教室／161人
育児相談／431人
合計　657人

各教室参加者数
すくすく教室／99人
離乳食教室／86人
育児相談／403人
合計　588人

継続今後の方向性

☆☆☆計画達成度

H31H30H29H28H27BH29年度評価
実績データ

こあら教室12回、離乳食教室を9回、育児相談を12回開催しました。H29年度実績

すくすく教室、離乳食教室、育児相談を実施しています。保護者のニーズを反映した教室の内容を検討
しながら継続して実施します。
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事業内容
と目標

産業課担　当　課経営改善普及事業主な事業

商工会においては、広報誌面のマンネリ化を懸念しており、掲載内容については役員で協議し、より良
い誌面づくりに努めています。
今後も男女がともに就業しやすい職場づくりや仕事と生活の調和を図る「ワーク・ライフ・バランス」の取
り組み、また出産・育児等で離職した女性の能力の活用という観点から、企業の採用力強化及び女性
が活躍できる職場環境づくりを、商工会の事業活動の中で国・県の制度に関する情報を提供し、事業
主の意識改革に繋がるよう啓発活動を行います。

次年度の
課題と取組

実施方法を広報誌のみに
限らず、商工会窓口及びチ
ラシの設置等によって啓発
活動を実施

実施方法を広報誌のみに
限らず、商工会窓口及びチ
ラシの設置等によって啓発
活動を実施

実施方法を広報誌のみに
限らず、商工会窓口及びチ
ラシの設置等によって啓発
活動を実施

継続今後の方向性

☆☆計画達成度

H31H30H29H28H27AH29年度評価
実績データ

商工会窓口にあるパンフレットスタンドに、三重県が推進する「男女がいきいきと働いている企業」や、
「再就職して働く女性が働き続け、活躍できる職場づくり」のチラシを設置し、事業主に対し働きやすい
職場環境構築の啓発活動を行いました。

H29年度実績

商工会では、経営改善普及事業の一環として、中小企業経営者への指導、相談、支援等の活動を行う
とともに、子育てしやすい就労環境づくりの構築及び出産・育児等で離職した女性の活躍の場の提供な
どの啓発を連携して行っています。
また、町商工会広報誌「ザ・あきない」への啓発記事の掲載や、三重県が推進する「男女がいきいきと
働いている企業」、「再就職して働く女性が活躍できる職場環境づくり」のチラシ設置を実施しています。

１－３－１　事業主に対する意識啓発

【施策の方向】 １－３　子育てしやすい就労環境の創出
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H29年度評価
実績データ

代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を開催し、関係機関等で情報交換や支援内容の協議
を行いました。県のスーパーバイザー派遣事業を利用し、協議会の運営・ケース検討についての助言
をいただきました。児童虐待防止啓発として、オレンジリボンツリーの展示、ポスター・チラシの設置、広
報とういんへの記事の掲載、広告付電柱看板の設置（昨年度比＋48）を行いました。また、社会教育課
と共同で町民に向けた講演会を行うことで、児童虐待防止啓発を図りました。

H29年度実績

東員町要保護児童等対策地域協議会において、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を開
催しています。県のスーパーバイザー派遣事業やアドバイザー派遣事業を利用し、協議会の円滑な運
営や要保護児童・要支援家庭への支援、虐待の早期発見に取り組んでいます。

事業内容
と目標

子ども家庭課担　当　課東員町要保護児童等対策地域協議会の運営主な事業

ネットワークの構築によって、虐待発見後の定期的な情報共有、支援の検討・確認はできていますが、
虐待発生後に支援に入ることは難しく、虐待に至る手前で、関係機関が情報共有し、サポートすること
が望ましいため、今後は、ハイリスク児童（家庭）の把握、地域資源（予防・支援）の共有化、支援事業
の実施も必要です。また、児童虐待について、広く啓発し、理解いただく必要があります。関係機関が
細やかに情報を共有し、虐待の早期発見や虐待に至る前の段階で支援へ繋がるよう努めます。平成
30年度は、実務者に向けた研修会、養育支援訪問事業を実施します。

次年度の
課題と取組

代表者会議／1回
実務者会議（一中・二中校
区）／各3回
個別ケース検討会議／51
回

代表者会議／1回
実務者会議（一中・二中校
区）／各3回
個別ケース検討会議／60
回

代表者会議／1回
実務者会議（一中・二中校
区）／各3回
個別ケース検討会議／18
回継続今後の方向性

☆☆計画達成度

H31H30H29H28H27A

【施策の方向】 １－４　児童虐待防止対策の推進
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計画達成度 ☆☆☆ 三和学童保育所の部屋の
仕切りの壁の撤去
ひとり親家庭の保育料の
一部減免（県1/2・町1/2）

三和学童保育所建設地の
確保及び設計
ひとり親家庭の保育料の
一部減免（県1/2・町1/2）

三和学童保育所の移設及
び開所
ひとり親家庭の保育料の
一部減免（県1/2・町1/2）今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

神田地区の児童の増加による施設の増築などに向けて検討を進めます。

三和学童保育所を郷土資料館跡地に移設、平成30年1月22日に開所し安全な施設の整備に努めまし
た。また、ひとり親家庭の保育料の一部を減免しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

6園の輪番制で担当しており、園児やその保護者からすると、通常時の園舎や保育者と違うため、年度
当初は慣れる期間が必要です。園児や保育者が不安にならないような対応等を心がけるとともに、アレ
ルギー対応について、しっかりとした情報伝達を行い、事故などが起こらないように実施します。

H29年度実績

計画達成度 ☆☆☆
申請者／70名程度
1日平均30名程度
（土曜日に登園する園児数
は日によって異なる）

申請者／90名程度
1日平均30名程度
（土曜日に登園する園児数
は日によって異なる）

申請者／85名程度
1日平均35名程度
（土曜日に登園する園児数
は日によって異なる）

２－１－３　放課後児童クラブの充実

主な事業 学童保育所運営委託 担　当　課 子ども家庭課

事業内容
と目標

各学童保育の施設の運営支援及び整備を図ります。

H29年度実績 東員保育園を拠点園として、土曜日に一日保育を実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

２－１－２　低年齢児保育・預かり保育などの充実

主な事業 土曜日保育事業 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

東員保育園を拠点園として、土曜日に一日保育を実施しています。保護者の社会進出の支援や、幅広
いニーズに対応するため、今後も継続して実施します。また、幼稚園の預かり保育についても検討しな
がら、併せて園児の負担にならないような保育上の配慮をしていきます。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

新たな保育指針、幼稚園教育要領に対応できるよう、保育者の研修機会を充実しながら、さらなる資質
の向上が必要です。園内研修だけでなく、外部講師による学習会の実施や、外部機関が開催する研修
会へ積極的に参加できるようにしていきます。保育者や園運営の負担にも繋がるため、研修の質を上
げ、学んだことを共有できるよう努めます。

計画達成度 ☆☆☆
各種研修会へ参加
幼保職員対象研修会／年
6回
指導主事による研修会／
各園、学期に1回以上

各種研修会へ参加
幼保職員対象研修会／年
6回
指導主事による研修会／
各園年2回以上

各種研修会へ参加
幼保職員対象研修会／年
6回
指導主事による研修会／
各園年3回以上

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

H29年度実績
県教委、あすなろ学園、いなべ市教育研究所等が主催する各種研修会へ積極的に参加しました。幼保
職員対象に外部講師を招聘し、6回／年の研修会を開催しました。各園、年間3回以上、指導主事を要
請し研修会を実施しました。

２－１－１　幼稚園・保育園の充実

主な事業 保育士研修事業、指導主事研修、年齢別研修 担　当　課 学校教育課

【施策の方向】 ２－１　多様な保育・託児サービスの充実

事業内容
と目標

東員町の保育教育の目標や16年一貫教育の理念に向けて進むため、保育士の研修機会を増やし、資
質の向上に努めます。また、幼保一体化施設のメリットを生かせる保育・教育の充実をめざします。

【基本目標】 ２　乳幼児期の子育て・子育ちの支援の充実
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次年度の
課題と取組

放課後子ども教室について、教育委員会担当部局との連携を図り、双方で話し合いを進めます。

計画達成度 ー
― ― ―

今後の方向性 　

子ども家庭課、学校
教育課

事業内容
と目標

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な体制づくりと事業実施に向け、教育委員会担当部局
との連携により放課後子ども総合プランの推進に努めます。

H29年度実績 ―

H29年度評価 ー
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

地域の力を借りながら子育てができる循環機能を次年度も継続して構築していきます。援助会員と依
頼会員のより良いコーディネートを目指します。また、広報とういんで呼びかけながら、援助会員を募
り、地域の育児力を構築できるように事業を進めます。

計画達成度 ☆☆
Ｈ28.3末で依頼会員116名・
援助会員156名・両方会員
30名・会員合計302名

Ｈ29.3末で依頼会員135名・
援助会員160名・両方会員
32名・会員合計327名

Ｈ30.3末で依頼会員137名・
援助会員168名・両方会員
32名・会員合計337名

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

２－１－５　ファミリー・サポート・センターの運営

H29年度実績

保育園・学童保育への送迎、土曜・日曜・祝日の預かりを実施しています。該当する家庭に案内が行き
渡るように、学童保育所や東員町内の小学校に、名刺サイズの案内カードを配布し、援助会員・依頼会
員・両方会員を募集するとともに、会員への養成講座の受講を勧め、制度の周知と会員の確保に努め
ました。

主な事業 ファミリー・サポート・センター事業 担　当　課
子ども家庭課（子育
て支援センター）

事業内容
と目標

町内の生後6カ月から小学校6年生までの子どもを対象とした預かりを実施しています。会員を増やす
ために、広報とういんや町ホームページなどを利用して制度の周知を進めます。特に、援助会員の確
保に努め、スムーズに仲介が行える体制の確立をめざします。長期のサービス利用者に対する利用料
軽減などを検討します。

２－１－４　放課後子ども総合プランの推進

主な事業 放課後子ども総合プラン 担　当　課
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次年度の
課題と取組

利用者の負担軽減にはなりますが、歳入減となり、町財政には影響があります。しかしながら、町独自
の子育て支援策として、今後も5歳児の保育料の減免・減額（月額5,000円）を継続したい考えです。

計画達成度 ☆☆☆
幼稚園（減免）
111人×5,000／月
保育園（減額）
95人×5,000円／月

幼稚園（減免）
132人×5,000／月
保育園（減額）
113人×5,000円／月

幼稚園（減免）
131人×5,000／月
保育園（減額）
109人×5,000円／月

今後の方向性 継続

主な事業 保育所等の利用者負担軽減 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

5歳児の保育料の減免・減額（月額5,000円）を実施しています。国の子育て支援施策の動向に注視しな
がら、子育て家庭への経済的支援として継続して実施します。

H29年度実績 5歳児の保育料の減免・減額（月額5,000円）を実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

継続

次年度の
課題と取組

次年度も、子ども医療費助成を実施します。

【施策の方向】 ２－２　子育て家庭への支援サービスの充実

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
子ども医療費助成
受給者数／3,273人
助成金額／71,862,596円

子ども医療費助成
受給者数／3,350人
助成金額／76,717,831円

子ども医療費助成
受給者数／3,323人
助成金額／74,077,875円

今後の方向性

事業内容
と目標

中学校3年生終了まで（15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間）の子どもに対して、医療費助
成を実施しています。
現物支給化については、将来にわたり持続可能な制度とするためには、県全体としての統一的な制度
化が図られることが望ましいと考えており、県に対して制度化されるよう求めていきます。

H29年度実績 子ども医療費助成を継続して実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

次年度の
課題と取組

次年度も、児童手当を支給します。

主な事業 子ども医療費助成 担　当　課 保険年金課

児童手当
（対象児童）3,444人
（支給額）447,685,000円

児童手当
（対象児童）3,457人
（支給額）452,760,000円

今後の方向性 継続

計画達成度 ☆☆☆

子育て世帯支援商品券／
99.1％（1,992／2,010世帯）
子育て世帯臨時特例給付
金／97.7％（1,866／1,909
世帯）
児童手当（対象児童3,410
人、支給額446,840,000円）

H29年度実績 対象者に児童手当を支給しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

事業内容
と目標

中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方を対象に、生活の
安定や児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当の支給を行っています。子育て世帯
支援商品券、子育て世帯臨時特例給付金については、平成27年度実施事業です。

２－２－１　経済的負担の軽減

主な事業 児童手当、子育て世帯支援商品券、子育て世帯臨時特例給付金 担　当　課 子ども家庭課
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次年度の
課題と取組

次年度も、特別児童扶養手当の支給を実施します。

計画達成度 ☆☆☆
受給者数
１級　１９人
２級　２４人

受給者数
１級　１８人
２級　３２人

受給者数
１級　18人
２級　29人

今後の方向性 継続

主な事業 特別児童扶養手当の申請・相談 担　当　課 地域福祉課

事業内容
と目標

身体や精神に重度障がいのある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者に支給される手
当です。

H29年度実績 4月、8月、11月に、1級は月額51,450円、2級は月額34,270円を支給します。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

CLM巡回研修／16回（2園
4回、4園2回）
CLM推進委員会／4回
にこにこひろば／12回

CLM巡回研修／12回（各
園2回）
CLM推進委員会／4回
にこにこひろば／12回

今後の方向性 継続

H30 H31

計画達成度 ☆☆

事業内容
と目標

健診結果などで要経過観察となった母子の状況や発達を確認したり成長を促す（フォロー）ための集団
教室を開催します。

H29年度実績 健診結果などで要経過観察となった母子の集団フォロー教室を平成28年度から開催しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

☆☆☆

主な事業 こあら教室（フォロー教室） 担　当　課

H29年度実績

「CLM巡回研修」を幼稚園・保育園で前期・後期に分け実施しました。研修では対象とした各園の園児
に対し「個別の指導計画」を立て、計画に従い園で対象児のフォローを行い、その結果の報告会を行い
ました。また、各園に置かれたCLM推進委員を集めた委員会を開催することで、個々の児童に対して適
切な支援が行われるよう努めました。

実績データ
H27 H28 H29 H30 H31

２－２－２　支援を必要とする児の早期発見・早期支援の充実

主な事業 ＣＬＭ巡回研修、にこにこひろば 担　当　課 子ども家庭課

事業内容
と目標

平成25年度に発達支援室を設置し、幼稚園・保育園に通う児が適切な支援を受けられるよう、あすなろ
学園が開発した「CLM」を用いた巡回研修を実施しています。また、発達支援室設置前から、発達に支
援が必要な幼児（健診時要フォロー）を対象とした保育士による集団の親子療育教室と心理士による行
動観察、相談を行う「にこにこひろば」を開催しています。

廃止

次年度の
課題と取組

平成30年度は事業精査により廃止となります。また、要経過観察の母子には個別対応の相談事業を
開催します。

―

こあら教室/8回 こあら教室/12回

今後の方向性

健康づくり課

CLM巡回研修／12回（各
園2回）
CLM推進委員会／4回
にこにこひろば／12回

H29年度評価 A

計画達成度

次年度の
課題と取組

「CLM巡回研修」を継続して実施し、園職員へ支援が必要な児への関わり方の理解を深め、すべての
園児が過ごしやすい園生活を送れるよう支援するとともに、途切れのない支援に努めます。にこにこひ
ろばへの出席を促すため、保護者に対して療育支援の重要性について丁寧な説明をしていきます。
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次年度の
課題と取組

次年度も、障がい者医療費助成を実施します。

２－２－３　療育事業の充実

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
障がい者医療費助成
受給者数／467人
助成金額／57,657,893円

障がい者医療費助成
受給者数／455人
助成金額／56,017,181円

障がい者医療費助成
受給者数／461人
助成金額／57,607,132円

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

発達が気になる児への早期支援を含め、幼稚園・保育園職員、また保育支援員のスキルアップも目指
します。小学校低学年の児童への療育教室については、一部小学校で支援員による療育的要素を含
んだ教室に取り組んでもらっていますが、発達支援室において小学低学年の療育が実施できるよう検
討します。

H30

主な事業 障がい者医療費助成 担　当　課 保険年金課

事業内容
と目標

身体障害者手帳１級から４級までの交付を受けた方、知的障がい者と判定された方のうち知能指数が
７０以下の方、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた方に対して、医療費助成を実施していま
す。

H29年度実績 障がい者医療費助成を継続して実施しました。

継続

次年度の
課題と取組

発達が気になる子どもへの早期支援を行うため、保護者の理解を深めるとともに、保育支援員のスキ
ルアップを継続して取り組みます。

H31

保育支援員の付いている3歳児を対象に園に出向き出前療育を実施（5月～6月）、4歳児・5歳児には小
集団の集団療育や、個別療育教室を開催し、発達状況に応じた支援に努めました。（5歳児：10月～12
月　4歳児1月～3月）

H31

計画達成度 ☆☆☆
のびのび教室／8回 のびのび教室／9回

計画達成度 ☆☆☆
出前療育／5回（16人）
集団療育／7回（20人）
個別療育／7回（3人）

出前療育／5回（14人）
集団療育／7回（18人）
個別療育／6回（1人）

出前療育／5回（10人）
集団療育／7回（23人）
個別療育／7回（1人）

今後の方向性 継続

のびのび教室／9回

今後の方向性

事業内容
と目標

障がいのある子どもや発達が気になる子どもを持つ保護者とその子どもを対象に、学習会や交流会を
行っています。心理士による学習会や、保護者同士の情報交流を行うとともに、保育支援員の学習会
も実施しています。

H29年度実績
主任児童委員の協力を得ながら、保健福祉センターで9回実施しました。集団での遊びや保護者相談、
また学習会やくわな特別支援学校見学などを実施し、保護者同士の交流を促し子どもへの支援に努め
ました。

H29年度評価
H27 H28 H29

主な事業 のびのび教室 担　当　課 子ども家庭課

A
実績データ

主な事業 集団療育教室、個別療育教室、出前療育教室 担　当　課 子ども家庭課

事業内容
と目標

幼稚園・保育園で保育支援員が付いている園児を対象とした療育教室を実施しています。3歳児は園
に出向いて行い、4歳児・5歳児については保健福祉センターで教室を実施します。

H29年度実績

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30
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２－２－５　ひとり親家庭等の自立の促進

今後の方向性 継続

主な事業 一人親家庭等医療費助成 担　当　課 保険年金課

児童扶養手当の認定申請等をお受けするとともに、ひとり親家庭の子どもの修学資金貸付等相談受付
窓口として、北勢福祉事務所母子・父子自立支援員と連携し自立の促進に努めました。また、ひとり親
家庭等日常生活支援事業の利用実績はないものの、今後の利用のために1名事前登録をいただいて
います。

H29年度実績

ひとり親家庭に支給される児童扶養手当の受付業務を行っています。ひとり親家庭の子どもの修学資
金貸付等相談受付窓口として、北勢福祉事務所母子・父子自立支援員と連携を取っています。平成28
年度からの実施に向けて、ひとり親家庭等日常生活支援事業の予算化を実施しています。

事業内容
と目標

子ども家庭課担　当　課児童扶養手当、ひとり親家庭等日常生活支援事業主な事業

H31H30H29H28H27
実績データ

引き続き、児童扶養手当の認定申請等をお受けするとともに、ひとり親家庭の子どもの修学資金貸付
等相談受付窓口として、北勢福祉事務所母子・父子自立支援員と連携して対応します。
ひとり親家庭等日常生活支援事業について周知します。

次年度の
課題と取組

児童扶養手当受給資格者
数／170人
ひとり親家庭等日常生活
支援事業の利用登録者1
名

児童扶養手当受給資格者
数／169人
ひとり親家庭等日常生活
支援事業の利用登録者1
名

児童扶養手当受給資格者
数／165人
ひとり親家庭等日常生活
支援事業の予算化を実施

継続

☆☆

今後の方向性

H29年度評価 A

計画達成度

次年度の
課題と取組

次年度も、一人親家庭等医療費助成を継続して実施します。

H30 H31

次年度の
課題と取組

利用の希望がないことから、一時的な養育困難について、各家庭で対応できていると思われますが、
昨年度と同様に、希望があれば対応できるようにします。必要とする家庭に情報が伝わるよう、関係機
関に対する周知、住民に対する周知を行います。

計画達成度 ☆☆
平成25年度／1件
平成26年度／0件
平成27年度／0件

平成28年度／0件 平成29年度／0件

主な事業 短期入所生活援助事業 担　当　課 子ども家庭課

事業内容
と目標

子どもを養育している家庭の保護者が病気などの社会的な事由で、子どもの養育が一時的に困難に
なった場合や母子が夫の暴力によって緊急一時的に保護を必要とする場合などに、施設において一時
的に養育したり、保護することで、子どもとその家庭の福祉の向上を図ります。平成25年度に児童養護
施設（エスペランス桑名：6月、エスペランス四日市：7月）と委託契約を結び、実施しています。

H29年度実績 希望者がいなかったため、利用はありませんでした。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

２－２－６　短期入所生活援助【ショートステイ】

計画達成度 ☆☆☆
一人親家庭等医療費助成
受給者数／483人
助成金額／11,556,255円

一人親家庭等医療費助成
受給者数／455人
助成金額／11,966,774円

一人親家庭等医療費助成
受給者数／461人
助成金額／11,615,194円

今後の方向性 継続

事業内容
と目標

20歳未満の子どもを監護している母子・父子家庭の親子及び父母のいない児童に対して、医療費助成
を実施しています。

H29年度実績 一人親家庭等医療費助成を継続して実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31
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母子保健事業を利用してもらえるよう要経過観察の家庭には、途切れず必要な支援継続ができるよう
母子保健推進員と連携を図っていきます。

今後の方向性 継続

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
相談事業
相談件数（延べ）／369件
発達相談／28回（47人）
言語相談／12回（22人）

次年度の
課題と取組

相談件数の増加への対応が課題です。継続して実施します。

相談事業
相談件数（延べ）／220件
発達相談／40回（60人）
言語相談／12回（19人）

相談事業
相談件数（延べ）／305件
発達相談／24回（42人）
言語相談／12回（21人）

今後の方向性

事業内容
と目標

相談事業として、保護者、園、小中等からの相談に随時対応しています。発達について気になる子ども
への心理士による発達相談・発達検査（新版K式発達検査）を実施しています。また、ことばについて気
になる子どもへの作業療法士、言語聴覚士による相談・検査を実施しています。

H29年度実績

母子保健推進員と保健師・助産師による乳幼児全戸訪問、育児相談を実施しています。子育て支援に
関する情報提供の充実を図るとともに、気軽に相談できる窓口の整備に努めます。また、関係機関との
連携を図りながら、早期対応を図ります。

H29年度実績
母子保健推進員と保健師、助産師による乳幼児全戸訪問、育児相談を実施しています。乳児家庭全戸
訪問は、181人の対象者に対し、174人へ訪問を実施しました。（出産後間もなく転出される方が多かっ
たため訪問率が低くなりました。）

なかよし広場／月曜日～金曜日・土曜日年間4回、おでかけ広場／地域で月1回～2回、園開放ちびっ
こパーク／各園、ぴょんぴょんランド教室/主に月1回、親子ミニサロン/主に月1回、子育て相談を実施
しています。

H29年度実績
計画（上記と同様）に従い事業を実施しました。支援センターへ来られない親子も、おでかけ広場がある
ことで、地域で育つ育児環境の充実に繋がっています。

H29年度評価 A

主な事業 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 担　当　課

子育て支援センターは、町の南端にあり、笹尾・城山地区の方にとっては、遠く不便であるとの指摘も
あります。また、利用者の増加に伴い、１部屋の開設では手狭になりつつあり、近隣施設を利用する方
も増加しています。行事は大変好評で、生後6カ月から3歳を迎える親子が100組以上参加することもあ
ります。安全を第一に、内容が充実した遊びを提供できるよう玩具や空間に配慮し、ひとり一人の発達
促進や親子の基本的信頼感の構築に繋がるよう環境を整えていきます。
６ヵ月未満児とその保護者が気軽に集まり交流できる場の確保について、関係機関と連携し検討を進
めます。

２－３－２　相談体制の推進

主な事業 乳児家庭全戸訪問事業 担　当　課 健康づくり課

子ども家庭課（子育
て支援センター）

相談事業として、保護者、園、小中等からの相談に随時対応しました。発達について気になる子どもへ
の心理士による発達相談・発達検査（新版K式発達検査）を実施しました。また、ことばについて気にな
る子どもへの作業療法士、言語聴覚士による相談・検査を実施し相談体制の充実に努めました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

継続

主な事業 相談事業（保護者相談）、発達相談・言語相談、健診事業への参加 担　当　課 子ども家庭課

計画達成度

H30 H31

計画達成度 ☆☆
・なかよし広場／親子4,236
組8,007人　・おでかけ広場
／親子230組444人　・園開
放／親子779組1,498人

なかよし広場/親子3,489組
7,552人・おでかけ広場/親
子191組416人・園開放/親
子789組1,599人

なかよし広場/親子4,263組
9,314人・おでかけ広場/親
子197組429人・園開放/親
子901組1,901人・ぴょん
ぴょん/親子257組581人今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

☆☆☆
乳児家庭全戸訪問
訪問率／99.4％

乳児家庭全戸訪問
訪問率／97.5％

乳児家庭全戸訪問
訪問率／９６．１％

実績データ
H27 H28 H29 H30 H31

事業内容
と目標

次年度の
課題と取組

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

事業内容
と目標

【施策の方向】 ２－３　相談・情報提供体制の充実

２－３－１　東員町子育て支援センターの充実
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

社協ホームページ、広報誌での広報を継続します。幅広い方に情報を見てもらえるように、応援ルーム
利用者の知り合いの方、友人など多くの方に伝えられるよう工夫する。

計画達成度 ☆☆☆
H27.3に子育て情報誌「ハ
イハイ」を発行

H28.2に子育て情報誌「ハ
イハイ」を発行

・社協広報誌春号（H29.4.21)、夏
号(H29.7.7)、秋号(H29.10.6)、新
春号(H30.1.19)に掲載
・H29.2に子育て情報誌「ハイハ
イ」を発行

担　当　課 学校教育課主な事業 教育相談、巡回相談

事業内容
と目標

広報誌やホームページなどの情報メディアを通じて、子育て支援に関するサービスなどの情報提供を
行います。実施後にはその状況を報告します。

H29年度評価

H29年度実績

主な事業

事業内容
と目標

【教育相談】学校心理士による相談を実施、主に保護者相談と心理検査を行っています。(場所：東員町
総合文化センター)
【巡回相談】臨床心理士による巡回相談。幼稚園保育園小中学校を巡回し、支援の必要な児について
観察を行い、担任や特別支援教育コーディネーターに助言を行います。

H29年度実績

教育相談は、学校心理士による相談を実施、主に保護者相談と心理検査を行いました。学習不振、不
登校、集団活動での不適応などの相談が多いです。巡回相談は臨床心理士が、幼稚園保育園・小中
学校を巡回し、学習不振、集団活動での不適応など児について、支援内容や担任や特別支援教育
コーディネーターのスキルアップを目指し、助言を行います。

２－３－３　情報提供の充実

子育てに関するイベントの案内を社協のホームページや広報誌『ふくしのわ』で紹介しました。また、イ
ベント実施後には、様子を写真などで伝えました。

A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

ホームページや『ふくしのわ』での広報 担　当　課 社会福祉協議会

主な事業 広報とういんの紙面調整、ホームページへの掲載 担　当　課

継続

次年度の
課題と取組

検査のニーズが増え、すぐに対応できず、予約が3カ月待ちの状態ですので、スクールカウンセラーや
発達支援室のアドバイザーが検査を行うことがあります。また低学年の検査について、対象児の知的
発達が低く、心理検査の内容が適切でない場合があります。今後も子ども家庭課で実施している幼児
の発達相談（発達検査）と連携していく必要があります。次年度も平成29年度と同じ回数を実施します。
内容については、保護者には子育ての相談、担任には子どもへの支援や指導についての相談を行い、
教育相談や巡回相談での助言が活かされるようにします。

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
相談数／86人（うち22人が
心理検査実施）

相談数／86人（うち23人が
心理検査実施）
教育相談：年19日（89名）
巡回相談：年23日（104名）

相談数／77人（うち19人が
心理検査実施）
教育相談：年17日（77名）
巡回相談：年24日（103名）

今後の方向性

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

政策課

事業内容
と目標

妊娠届や出生届時の窓口での案内、幼児健診などでの案内のほか、各課の子育てに関する情報を広
報とういん、ホームページなどに掲載します。

H29年度実績 各課が求める子育てに関する情報発信を広報とういん、ホームページなどに掲載しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

次年度の
課題と取組

引き続き各課の子育て情報発信が広報とういんやホームページに確実に掲載されるよう調整に努めま
す。また、ホームページをリニューアルし、子育て世代にとって必要な情報をタイムリーに発信していき
ます。広報企画委員会や広報幹事会などで魅力的なアイデアの創出に努めます。

計画達成度 ☆☆☆
広報とういん総発行部数
／103,200部
ホームページアクセス数
／262,645件

広報とういん総発行部数
／103,700部
ホームページアクセス数
／256,759件

広報とういん総発行部数
／104,550部
ホームページアクセス数
／262,021件

今後の方向性 継続
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29

30

次年度の
課題と取組

自治会長、主任児童委員、民生委員児童委員、ボランティアの方々にも協力いただき、地域の子育て
力を最大限に引き出していただいています。今後も、地域での世代間を越えた豊かな子育てを応援す
る傍ら、乳幼児教育の一環として、内容を検討し、地域の子育て力活性化に力を入れていきます。

H30 H31

計画達成度 ☆☆
おでかけ広場：年間18回、
利用者数：0歳／79人、1歳
／100人、2歳／51人、大人
／214人、計 444人

おでかけ広場：年間15回、
利用者数：0歳／71人、1歳
／65人、2歳／８４人、大人
／１９６人、計 416人

おでかけ広場：年間15回、
利用者数：0歳／72人、1歳
／66人、2歳／89人、大人
／202人、計429人

今後の方向性

H29年度実績
自治会回覧で案内し、集会所等を借りて15地区で開催、親子197組（429人）が参加しました。父親や祖
父母の参加もあり、地域子育て力の活性化に繋がりました。参加人数は地区によってばらつきがありま
すが、90人のボランティアの方々の活躍で、温かい安心と育児環境の充実も可能になりました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

前年度と同様に開催します。10月は、園の運動会に園開放日を重ねます。親子で地域の園へ行くこと
は、入園に向けた一番の架け橋となります。園の場所、環境、雰囲気、保育者との触れ合い、準備する
持ち物の確認などができ、スムーズな入園が期待できます。

２－４－３　気軽に集える場づくり

主な事業 おでかけ広場の開催 担　当　課
子ども家庭課（子育
て支援センター）

事業内容
と目標

支援センター、主任児童委員、シニアクラブとの協働で、生後6カ月以上で幼稚園保育園に入園してい
ない乳幼児とその保護者を対象に8月を除く毎月第1もしくは第3木曜日に各地区の集会所等で、9:00か
ら11:30まで「おでかけ広場」を開催します。（駐車場などの環境完備を含む開催可能な地区のみ）

計画達成度 ☆☆☆
園開放：年間11回、参加
者：0歳／206人、1歳／277
人、2歳／295人、3歳以上
／1人、大人719人、計
1,498人

園開放：年間10回、参加
者：0歳/221人、1歳/258
人、2歳/329人、3歳以上/2
人、大人789人、計1,599人

園開放：年間10回、参加
者：0歳/228人、1歳/224
人、2歳/545人、3歳以上/2
人、大人902人、計1,901人

今後の方向性 継続

H29年度実績
各園の1回の利用平均は31人です。神田地区は年間総数が552人、稲部地区は300人を越えていま
す。入園前から施設に慣れ、職員との関わりができ、スムーズな入園準備ができました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

次年度の
課題と取組

子育て応援ルーム利用中に親同士の交流ができるように、ボランティアが間に入って繋がりを作る体制
を継続します。子育て中の親御さんたちに交流を作ってもらえるように部屋の貸し出しができることを伝
える。

２－４－２　保育園・幼稚園の園庭開放

主な事業 園の開放（ちびっこパーク） 担　当　課
子ども家庭課（子育
て支援センター）

事業内容
と目標

各幼稚園・保育園が１室を開放し、生後6カ月以上で幼稚園保育園に在園していない地域在住の乳幼
児とその保護者を対象に、月1回（4月、8月を除く）、水曜日に、園で遊ぶ場を提供します。将来入園す
る予定の親子が、施設の扱いに慣れる場となったり園職員との架け橋にもなり、スムーズな入園が出
来ることや、保護者同士のコミュニケーションの場となるように開催します。

計画達成度 ☆☆☆
開催日数／75日（ボラン
ティアスタッフも同じ日数活
動）
子育てサークル　6団体活
動

開催日数/94日（ボランティ
アスタッフも同じ日数活動）
子育てサークル6団体活動

開催日数/93日（ボランティ
アスタッフも同じ日数活動）
子育てサークル3団体活動

今後の方向性 継続

H29年度実績
毎週月曜日、水曜日に子育て応援ルームを開放しました。親と子どもが自由に遊べる環境を提供し、
ボランティアが親御さんの間に入り、交流を深めました。毎週月曜日、水曜日以外の日は子育て中の
親御さんたちの交流の場として部屋の提供を行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

２－４－１　子育てサークルへの支援

主な事業 子育て応援ルームでのボランティアによる支援 担　当　課 社会福祉協議会

【施策の方向】 ２－４　子育て家庭を中心とした交流連携事業の推進

事業内容
と目標

親子同士で自由に遊んだり、情報交換をしたり、子育てについての悩みなどを相談し合うことができる
ように活動場所を提供する支援を行っています。子育て応援ルームの利用中に親同士の交流が進む
よう、ボランティアが支援します。
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次年度の
課題と取組

子育て応援ルームが親子さんの交流の場となるように継続して提供します。気楽に親子さんが集える
場所となるよう努めます。

計画達成度 ☆☆☆
開催日数／75日、利用者
／延べ1,193名、定例イベ
ント「読み聞かせ会」月2
回、その他「七夕まつり」
「子育て応援フェスタ」など

開催日数/94日　利用者
/947名、定例イベント「読
み聞かせ」月2回、その他
「七夕まつり」、「子育て応
援フェスタ」など

開催日数/93日　利用者/1,035
名、定例イベント「読み聞かせ」
月2回、その他「七夕まつり」、
「ハロウィンイベント」、「クリスマ
ス会」、「人形劇」、「防災講座」
など

今後の方向性 継続

事業内容
と目標

親子(乳幼児)が自由に過ごせるように、毎週月曜日と水曜日にふれあいセンター2階の一室を開放しま
す。利用中はボランティアが声をかけて、親子が安心して過ごせるようにします。

H29年度実績
子育て応援ルームを開放し、子どもが自由に遊べる環境を提供することができました。また親御さんた
ち同士の交流も図ることができました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 子育て応援ルームの開催 担　当　課 社会福祉協議会
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33

次年度の
課題と取組

特別支援教育担当者は、学校間で研究会を行っているため、内容や日程が重ならないよう、調整が必
要です。町の担当者との連携、年度初めと末の打ち合わせを実施します。

H30 H31

計画達成度 ☆☆
特別支援教育担当者研修
会（各園校の特別支援教
育コーディネーター他
18人の出席）

支援員学習会：保育支援
員29人、学習支援員24人、
計53人出席
特別支援教育担当者19人
出席

支援員学習会：保育支援
員29人、学習支援員34人、
計63人出席
特別支援教育担当者19人
出席今後の方向性

H29年度実績
特別支援教育担当者研修会（4月・6月・8月・2月の年4回）、保育支援員・学習支援員学習会（8月）を実
施しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

非認知的能力の育成として、社会性やGRIT（やり抜く力）に焦点化した研修をすすめます。

２－５－３　支援を必要とする児の教育・保育の充実

主な事業 特別支援教育担当者研修会、保育支援員・学習支援員学習会 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

保育支援員・教諭の確保を検討するとともに、専門的知識を身につけるための研修等を実施し、教職
員のより一層の資質の向上を図ります。特別支援教育担当者研修会（4月・6月・8月・2月の年4回）、保
育支援員・学習支援員学習会（8月）を実施しています。

計画達成度 ☆☆☆
保育、授業参観交流
幼保小合同研修会の実施
園児の授業体験の実施
町教研の取り組み

保育、授業参観交流
幼保小合同研修会の実施
園児の授業体験の実施
町教研の取り組み

保育、授業参観交流
幼保小合同研修会の実施
園児の授業体験の実施
町教研の取り組み

今後の方向性 継続

事業内容
と目標

新幼稚園教育要領及び新保育所保育指針に基づいたカリキュラム幼保が一体となった交流保育を行
い、育ちや学びの連続性をふまえた保育・教育の充実をめざします。

H29年度実績

全園が幼保一体となっているので、14時までは、保育園籍の園児も、同じ幼児教育を受けています。そ
の中で、遊びや、自然体験等を通じて、小学校の勤勉性へつながる自律性、自主性を育んでいます。
幼保小連携については、保育者と教師の合同研修や、園児が小学校で授業体験を行う等、様々なこと
に取り組んでいます。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

２－５－２　小学校との連携強化

主な事業 保幼小連携推進事業 担　当　課 学校教育課

改善

次年度の
課題と取組

積極的に情報公開していくことにより、保護者との信頼関係の構築と地域に開かれた園づくりを推進し
ています。個人だよりについては、保育者の負担になっているところもあるため、内容や回数等を見直
していきます。また、講演会等についても、予算の関係や行事の見直しを含め、さらなる精査が必要で
す。

H30 H31

計画達成度 ☆☆
保育、授業参観交流
幼保小合同研修会の実施
園児の授業体験の実施
町教研の取り組み

保育参観
食育講演会
絵本の読み聞かせ講演会
親子サッカー教室

保育参観
食育講演会
絵本の読み聞かせ講演会
親子サッカー教室

今後の方向性

事業内容
と目標

保育参観、読み聞かせ講演会、運動プログラム研修会、食育講演会などの実施、園だよりクラスだより
個人だよりの発行、全保護者による園評価を実施しています。

H29年度実績
保育参観、読書登山、絵本の読み聞かせ講演会、運動プログラム研修会、親子サッカー教室、園だよ
りクラスだより個人だよりの発行、全保護者による園評価を実施しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29

２－５－１　地域性を生かした園づくりの推進

主な事業
保育参観、読み聞かせ講演会、運動プログラム研修会、食育講演
会、園だより・クラスだより・個人だよりの発行、全保護者による園評
価の実施

担　当　課 学校教育課

【施策の方向】 ２－５　幼児教育・障がい児教育の充実
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

こころの健康相談を年4回開設します。母子保健相談窓口における相談を随時受け付ます。相談窓口
として周知が不足しています。また、関係部署との連携不足も課題です。相談窓口の周知（ＨＰ等）、情
報交換の場の設定を行います。

計画達成度 ☆☆☆
こころの健康相談
　H27.8.5／3件
　H27.11.24／3件
　H28.2.10／2件

こころの健康相談
　H28.5.31／2件
　H28.8.3／3件
　H28.11.29／2件
　H29.2.1／3件

こころの健康相談
　H29.5.9／2件
　H28.8.2／3件
　H28.11.14／1件
　H30.2.7／3 件
  H30.2.19／3件

H28 H29 H30 H31

主な事業 こころの健康相談 担　当　課 健康づくり課

事業内容
と目標

こころの悩みについて、身近に相談できる場を提供し、専門医による心の相談窓口を開設します。専門
医による心の相談窓口を年4回開設しています。その他、母子保健相談窓口において、随時、相談を受
け付けています。

実績データ
H27

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

町費でＳＣの配置も検討する時期にきています。県を通じて、ＳＣ配置の必要性や成果等を伝えなが
ら、国の事業として継続するよう働きかけていきます。

H29年度実績
こころの健康相談を５回開催しました。4回／年開催予定でしたが、相談希望者が多く1回追加して相談
日を設けました。子育て中の母親の相談が2件ありました。他、窓口や電話で随時相談に応じました。

H29年度評価 A

計画達成度 ☆☆☆
ＳＣ派遣状況
一中校区／1日6時間　40
週
二中校区／1日6時間　38
週

ＳＣ派遣状況
一中校区／1日6時間　42
週
二中校区／1日6時間　40
週

ＳＣ派遣状況
一中校区／1日6時間　42週
二中校区／1日6時間　40週

H29年度実績
一中、二中それぞれを拠点校として、各校区ごとにスクールカウンセラー（ＳＣ）を配置しました。（国・県
事業）

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

３－１－２　相談体制の充実

主な事業 スクールカウンセラー事業 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

担任や養護教諭、スクールカウンセラーを通じた家庭との連携を深め、思春期の児童の不安や悩みに
対応していきます。一中、二中それぞれを拠点校として、各校区ごとにスクールカウンセラー（ＳＣ）を配
置しています。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

スマートフォンの普及により、子どもたちの生活が変化してきており、身体への影響も懸念されます。子
どもたち自身でルール作りを行うなど情報モラルに関する取り組みについても積極的に行っていきま
す。

計画達成度 ☆☆☆
発育測定、新体力テスト、
給食指導、食育指導、東員
縄跳び検定、理科、保健体
育

発育測定、新体力テスト、
給食指導、食育指導、東員
縄跳び検定、理科、保健体
育

支援員学習会：保育支援
員29人、学習支援員34人、
計63人出席
特別支援教育担当者19人
出席

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

H29年度実績
保健体育や理科の授業において、人の身体に関する内容を発達段階に応じて指導しました。年3回の
発育測定を実施し、自分自身の成長について興味関心を持つようにしました。体力面では、新体力テス
トを全校で行い、各自へ「成長の記録」を返却しました。

３－１－１　心身の発達や健康に関する知識・情報の提供

主な事業 保健体育、理科の授業 担　当　課 学校教育課

【施策の方向】 ３－１　思春期からの保健対策の充実

事業内容
と目標

保健安全指導の内容を見直しつつ、保健安全教育全般についての授業改善等を推進します。保健体
育や理科の授業において、人の身体に関する内容を発達段階に応じて指導しています。年3回の発育
測定を実施し、自分自身の成長について興味関心を持つようにしています。体力面では、新体力テスト
を全校で行い、各自へ「成長の記録」を毎年、返却しています。

【基本目標】 ３　親と子の健康づくりの推進
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

LGBT、性的マイノリティーなど、指導内容も複雑化してきているため、より専門的な知識を持って授業
を考えていく必要があります。薬物乱用防止教室、男女共生に関する取り組み、性的マイノリティーに
関する授業を実施します。

計画達成度 ☆☆☆
薬物乱用防止教室
男女共生に関する取り組
み
性的マイノリティーに関す
る授業

薬物乱用防止教室
男女共生に関する取り組
み
性的マイノリティーに関す
る授業

薬物乱用防止教室
男女共生に関する取り組
み
性的マイノリティーに関す
る授業

主な事業
男女共生に関する取組、性的マイノリティに関する授業、薬物乱用
防止教室

担　当　課 学校教育課

次年度の
課題と取組

中学校における性教育講演会実施予定（各校年1回）です。可能な限り早期での日程調整を行います。
今後、小学校での性教育実施を検討します。

計画達成度 ☆☆
中学校における性教育講
演／各校1回

中学校における性教育講
演／各校1回

中学校における性教育講
演／各校1回

事業内容
と目標

学校の教育活動を通じて、情報に対する判断能力の育成を図りつつ、子どもの発達段階をふまえ、性
に関する正しい健全な意識づくりや各種感染症の予防、エイズに関する指導を含む性教育、喫煙や薬
物等の有害性に関する知識普及など、正しい保健情報の周知を行い、また、健全な生活環境づくりを
構築することをめざします。男女共生に関する取組、薬物乱用防止教室を実施しています。

H29年度実績
薬物乱用防止教室、男女共生に関する取り組みのほか、性的マイノリティーに関する授業を実施しまし
た。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

H29年度実績 中学校における性教育講演会実施（各校年1回）しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

今後の方向性 継続

主な事業 中学校における性教育講演 担　当　課 健康づくり課

事業内容
と目標

子どもたちが性に関する正しい知識を身につけ、望まない妊娠や性感染症などの危険から自ら回避す
る力をつけるとともに、命の尊さ、家族の大切さなどを認識することで、責任ある行動がとれ、自立した
活力ある子どもたちを育成することを目的に、中学生を対象とした講演会を実施します。（各校年1回）

３－１－３　思春期保健対策の充実
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

前年度と同様に実施します。

計画達成度 ☆☆
給食担当者会議／年12回
食育指導　各学校毎10時
間

給食担当者会議／年11回
食育指導　各学校約１０時
間

給食担当者会議／年11回
食育指導　各学校約１０時
間

H29年度実績
第1金曜日に行う給食担当者会議で、献立等の検討・反省を行いました。また、栄養教諭による食育指
導を計画的に行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

事業内容
と目標

給食実施月に月1回の給食担当者会議を行い、献立等の検討・反省を行っています。また、栄養教諭
による食育指導を計画的に行っています。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

二中校区が「つながる食育推進事業」（文部科学省）のモデル校として先進的な食育について研究しま
す。栄養教諭を中心に給食、食育指導を実施していますが、引き続き、担任や養護教諭でも専門的な
指導ができるようにします。食育全体計画に則った指導を学校全体で行うよう働きかけます。

計画達成度 ☆☆☆
食育担当者会議、栄養教
諭などによる給食・食育指
導、食育全体計画の作成、
朝食ﾒﾆｭｰｺﾝｸｰﾙ優秀賞
（稲部小6年女子）

食育担当者会議、栄養教
諭などによる給食・食育指
導、食育全体計画の作成、
朝食ﾒﾆｭｰｺﾝｸｰﾙ（二中1年
生全員参加）

食育担当者会議、栄養教
諭などによる給食・食育指
導、食育全体計画の作成、
朝食ﾒﾆｭｰｺﾝｸｰﾙ（二中1年
生全員参加）

A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 給食担当者会議 担　当　課 教育総務課

３－２－２　給食・食育の充実

主な事業 食育担当者会議、栄養教諭等による給食・食育指導 担　当　課 学校教育課

【施策の方向】 ３－２　食育の推進

H29年度実績
「親と子の料理教室」を2回、「食改伝達講習」を11回、「健康づくり料理教室」を38回開催しました。東員
町食生活改善推進協議会員養成講座である「合同栄養教室」は初めて回覧で周知したことにより、例
年よりも多くの方（16名）に参加していただくことができました。

H29年度評価 A
実績データ

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

「親と子の料理教室」2回、「食改伝達講習」11回、「健康づくり料理教室」38回を予定しています。協働し
ている東員町食生活改善推進協議会員の高齢化と新規加入者不足が課題です。引き続き会員を養成
するための合同栄養教室の周知を行います。

事業内容
と目標

子どもたちに良い給食が提供できるよう毎月の給食担当者会議において、献立等の検討・反省を行い
ます。食育担当者会議を年2回開催しています。栄養教諭などによる給食・食育指導を各校1回／月以
上実施しています。その他、生活習慣調べの実施、全園で生活習慣作り学習会の開催、食育全体計画
の作成、みえ地物一番給食の日、三重県朝食メニューコンクールへ参加しています。

H29年度実績

計画達成度 ☆☆☆
各教室参加者数：親と子の
料理教室／2回（　25人）、
食改伝達講習／11回（176
人）、健康づくり料理教室
／38回（773人）

各教室参加者数：親と子の
料理教室／2回（　54人）、
食改伝達講習／11回（152
人）、健康づくり料理教室
／38回（821人）

各教室参加者数：親と子の
料理教室／2回（　53人）、
食改伝達講習／11回（177
人）、健康づくり料理教室
／38回（810人）

食育担当者会議を2回開催しました。栄養教諭などによる給食・食育指導を各校月1回以上実施しまし
た。生活習慣調べの実施、全園で生活習慣作り学習会、食育講演会の開催、親子クッキングの実施、
食育全体計画の見直し、みえ地物一番給食の日などに取り組み、三重県朝食メニューコンクールへ参
加しました。

H29年度評価

３－２－１　子どもの食育の推進

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業
親と子の料理教室、食生活改善推進協議会伝達講習、健康づくり料
理教室

担　当　課 健康づくり課

事業内容
と目標

食べることの大切さを理解し、一人ひとりが健康を守ることを考え、豊かな食生活を営むことができるよ
う栄養改善事業を実施します。「親と子の料理教室」、「食改伝達講習」、「健康づくり料理教室」を実施
しています。
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

つながる食育推進事業の中で、弁当の日の推奨者、竹下和男先生の講演会を生徒向けに開催しま
す。

計画達成度 ☆☆☆
校外学習で弁当の日
仲間作りデーで弁当の日

校外学習で弁当の日
仲間作りデーで弁当の日
全小6年生年間3回の弁当
の日

校外学習で弁当の日
仲間作りデーで弁当の日
全小6年生年間3回の弁当
の日

H29年度実績
一中、二中ともに、校外学習では、弁当の日を行ったり、一中では、仲間作りデーという行事の際に、弁
当の日と自作弁当のコンテストを行いました。土日の部活や、大会遠征等では、自主的に自作弁当を
持ってくる生徒が増えてきています。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 弁当の日 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

小学6年生で実施している弁当の日の取組を、中学校でも休日の部活動やフィールドワークなどで実施
していけるよう働きかけます。一中、二中ともに、校外学習では、弁当の日を行ったり、一中では、仲間
作りデーという行事の際に、弁当の日と自作弁当のコンテストを行っています。

３－２－３　「弁当の日」の実施
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41３－３－２　小児救急医療体制の充実

継続

次年度の
課題と取組

桑名市応急診療所において、土曜日夜間、日曜、祝日、年末年始に診療実施します。いなべ医師会が
在宅当番医制にて休日診療を実施します。今後も、桑名市応急診療所、在宅当番医制による休日診
療が利用できる体制の維持に努めます。

事業内容
と目標

近隣医師会へ働きかけ、桑名市応急診療所、在宅当番医制による休日診療が利用できる体制の維持
に努めます。

H29年度実績
桑名市応急診療所において、土曜日夜間、日曜、祝日、年末年始に診療を実施しました。いなべ医師
会が在宅当番医制にて休日診療（年間71日）を実施しました。

継続

次年度の
課題と取組

受け入れ可能な医療機関がわからず不安を抱える保護者が多いです。救急医療情報システムの周知
を行います。

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
町民利用者数
コールセンター／970件

町民利用者数
コールセンター／981件

町民利用者数
コールセンター／950件

今後の方向性

事業内容
と目標

三重県救急医療情報センター内に設置されている24時間対応の電話案内業務体制を堅持すると共
に、その周知に努めます。

H29年度実績 三重県救急医療情報センターにおいて救急医療情報システム（コールセンター）を運営しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

主な事業 救急医療情報システムの利用体制の維持 担　当　課 健康づくり課

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
町民利用者数
桑名市応急診療所／87人
在宅当番医制／56人

町民利用者数
桑名市応急診療所／112
人
在宅当番医制／169人

町民利用者数
桑名市応急診療所／１５６
人
在宅当番医制／107人

今後の方向性

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

３－３－１　小児医療体制の充実

主な事業 桑名市応急診療所、在宅当番医制による休日診療の利用体制の維持 担　当　課 健康づくり課

【施策の方向】 ３－３　小児医療の充実
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継続

次年度の
課題と取組

放課後、地域で身体を使って遊ぶ子どもの姿が減少しているため、今後も引き続き取り組みを継続しま
す。

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
全国体力運動能力調査結
果：小学校は、男女ともに
全国平均を上回り、中学校
は、男女ともに全国平均を
下回っている

全国体力運動能力調査結
果：小学校は、男女ともに
全国平均を上回り、中学校
は、男女ともに全国平均を
下回っている

全国体力運動能力調査結
果：小中学校の男女ともに
全国平均を上回りました。

今後の方向性

事業内容
と目標

柳沢運動プログラムの実施、運動プログラム研修会を開催。親子サッカー教室、東員なわとび検定、新
体力テスト、武道（相撲、柔道）授業を実施しています。外遊びやスポーツを通じて、体力の向上をめざ
すと共に、社会性の育成も図っていきます。

H29年度実績
柳沢運動プログラム、運動プログラム研修会、親子外遊び学習会、親子サッカー教室、食育講演会、親
子クッキング、東員なわとび検定、新体力テスト、武道（相撲、柔道）授業を実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

総合学力調査を年2回実施から1回実施へ変更します。その代わりとして、県教委が行う「みえスタディ
チェック」を小4以上で受けます。依然、理科、社会、英語に関しては、まだまだ授業改善する余地があ
ります。実験等の準備が必要な理科の小学校での教科担任制や、英語の教科化に伴い、町全体で取
り組める東員英語検定（仮称）を検討していきます。

主な事業 東員なわとび検定、新体力テスト 担　当　課 学校教育課

計画達成度 ☆☆☆
総合学力調査結果：概ね
すべての教科に於いて全
国平均を上回っている。東
員学び検定（町民約50名
含む）受験者全員合格

総合学力調査結果：概ね
すべての教科に於いて全
国平均を上回っている。

総合学力調査結果：概ね
すべての教科に於いて全
国平均を上回っている。

４－１－３　身体の育成と健康づくりの推進

H29年度実績
総合学力調査を2回実施し、D層10％未満を目標に授業改善に取り組みました。算数においては、少人
数指導（チームティーチング、習熟度別指導等）を実施し、分かる授業の促進を図りました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 学力調査活用事業、少人数教育推進事業 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

共通した学力調査の実施によって、学力の定着状況を把握できる客観的資料となり、指導方法の工
夫・改善に繋がるため、継続して実施します。総合学力調査を年2回実施、ベネッセ担当者による分析
報告会の開催、全小学校で、東員国語テキストで国文法を学習し、東員学び検定に挑戦します。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

H32（小学校）、H33（中学校）の学習指導要領改訂に向けて、生活科、総合的な学習の時間の内容、外
国語教育の教科化、「特別の教科 道徳」の全面実施に伴い、長年続いている伝統的な取り組みについ
て見直し等、検討する時期となっています。

計画達成度 ☆☆☆
地域の方と交流、ゲスト
ティーチャー、学力向上、
野菜等の栽培活動、交通
安全ボランティア、キャリア
教育

地域の方と交流、ゲスト
ティーチャー、学力向上、
野菜等の栽培活動、交通
安全ボランティア、キャリア
教育

地域の方と交流、ゲスト
ティーチャー、学力向上、
野菜等の栽培活動、交通
安全ボランティア、キャリア
教育

A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

４－１－２　学力の向上

【施策の方向】 ４－１　学校教育の推進

事業内容
と目標

学習指導要領の改善事項に、体験活動の充実が盛り込まれています。各学校が地域の実態に応じた
独自の活動を進めていき、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進します。

【基本目標】 ４　生きる力を育む教育・体験交流の推進

H29年度実績
地域や子どもたちの状況に応じた学校独自の取り組みを行いました。（例：三世代交流餅つき大会、収
穫祭、職業体験、昔の暮らし体験、創立30周年記念行事、エイサー、南中ソーランの演舞、スマホ講演
会etc）

４－１－１　特色ある教育活動の推進

主な事業 特色ある学校づくり事業 担　当　課 学校教育課

H29年度評価
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継続

次年度の
課題と取組

地域の人材を生かしたコミュニティースクールの構築の必要性について検討していくことも一方で必要
な時期に入ってきたため、先進的な取り組みについて学ぶ機会を持ちます。

計画達成度 ☆☆☆
―

学校評議委員会を開催
学校アンケートの実施
学校自己評価結果の公表
オープンスクールを開催

学校評議委員会を開催
学校アンケートの実施
学校自己評価結果の公表
オープンスクールを開催

継続

次年度の
課題と取組

子どもたちが、自分の夢について考えるきっかけになるよう、今後も引き続きインターンシップを実施し
ています。

４－１－６　開かれた学校づくりの推進

主な事業 開かれた学校づくり事業

H29年度実績
各学校において学校評議員会を開催、保護者アンケートや学校自己評価の結果を公表、オープンス
クールを開催しました。保護者や地域の意見を学校運営に取り入れることができました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30

担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

地域との連携を深めるために、学校自己評価等を積極的に公表するとともに、保護者や地域住民が学
校運営に参画する取り組みや、地域と連携した活動を進め、地域に開かれた、より信頼される学校づく
りを進めます。各学校において学校評議員会を開催しています。保護者アンケートや学校自己評価の
結果を公表しています。オープンスクールを開催しています。

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
近隣の事業所等での職場
体験（小6、中2）
桑名工業生徒による出前
授業

近隣の事業所等での職場
体験（小6、中2）
桑名工業生徒による「物づ
くり出前授業」

近隣の事業所等での職場
体験（小6、中2）
桑名工業生徒による「物づ
くり出前授業」

今後の方向性

H31

今後の方向性

事業内容
と目標

学校独自の取り組みの中に、多くの地域住民の参加とかかわりや、体験活動の充実を盛り込むため
に、学校と地域との連携強化を図ります。小学校、中学校が地域の事業所等で職場体験を行っていま
す。二中以外の小中学校では、桑名工業生徒による出前授業を開催しています。

H29年度実績
小学校で2校、中学校が全中学校で地域の事業所等で職場体験を実施しました。また、全ての小中学
校で、桑名工業生徒による出前授業を開催しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

町費でＳＣの配置も検討する時期にきています。県を通じて、ＳＣ配置の必要性や成果等を伝えなが
ら、国の事業として継続するよう働きかけていきます。

主な事業 地域の事業所等での職場体験、出前授業 担　当　課 学校教育課

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
ＳＣ派遣状況
一中校区／
1日6時間　40週
二中校区／
1日6時間　38週

ＳＣ派遣状況
一中校区／
1日6時間　42週
二中校区／
1日6時間　40週

ＳＣ派遣状況
一中校区／
1日6時間　42週
二中校区／
1日6時間　40週今後の方向性

４－１－５　地域と連携した教育の充実

事業内容
と目標

心の問題を抱える児童生徒は増加傾向にあります。スクールカウンセラーの活動を中心に、配慮を必
要とする児童生徒やその保護者への支援を推進します。また、担任教師は、日頃から児童生徒の言動
などの様子に留意するよう心がけます。関係機関とのネットワークづくりを進めます。スクールカウンセ
ラー活用事業（国・県）をうけ、一中校区、二中校区ともにそれぞれカウンセラーを配置しています。

H29年度実績
一中、二中それぞれを拠点校として、各校区ごとにスクールカウンセラー（ＳＣ）を配置しました。（国・県
事業）

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

主な事業 スクールカウンセラー活用事業 担　当　課 学校教育課

４－１－４　相談体制の充実
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

スマホを所持する小学生が増えているため、ネットやスマホに潜む危険について考える機会をつくって
いきます。

計画達成度 ☆☆
ネットやスマホに潜む危険
についての講演会開催（全
中）

ネットやスマホに潜む危険
についての講演会開催（全
中／生徒対象、文化セン
ターひばりホール／保護
者、保育者、教師対象）

ネットやスマホに潜む危険
についての講演会開催（全
中／生徒対象、文化セン
ターひばりホール／保護
者、保育者、教師対象）

H29年度実績
ネットやスマホに潜む危険についての講演会(一中、二中）を開催しました。一中では、生徒会がSNSの
ルールづくりについて取り組みました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業
ネット啓発講座、ネットやスマホに潜む危険についての講演会、校区
別連絡会、インターネット社会を生き抜く力の育成事業

担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

各園・校での情報育成カリキュラムに基づく取り組みの推進と、各家庭に対する普及啓発を進めなが
ら、子どもたちの誤った情報に惑わさない判断能力やコミュニケーション能力を育成します。年3～5回
程度、中学校区別に、校区別連絡会を開催しています。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

引き続き、危機管理マニュアルの定期的な見直しと、有事に適切な対応ができるよう具体的な訓練を実
施していきます。

４－１－８　情報に対する判断能力の育成

計画達成度 ☆☆☆
―

避難訓練を実施 避難訓練及び引き渡し訓
練の実施

H29年度実績
県教委作成の「学校管理化における危機管理マニュアル」を参考にしながら作られた各校の特性に応
じたマニュアルを活用し、研修、訓練を実施、また、マニュアルの見直しを行い、一人ひとりの教職員の
危機に対する意識が高まり、組織としての危機管理を推進することができました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

４－１－７　安全対策の充実

主な事業 安全・安心環境づくり推進事業 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

保育・教育施設の安全対策の充実を図りながら、児童生徒の安全確保に努めます。各校区や地域で、
ＰＴＡや老人クラブなどに実施いただいている子どもの登下校時の見守りなど「地域の子どもを地域で
守る」活動を支援していきます。東海地震等による被災を想定した上での、防災教育や防災訓練に取り
組みます。保育・教育施設環境については、定期的な点検を実施し、安全な教育環境を提供していきま
す。県教委作成の「学校管理化における危機管理マニュアル」を参考にしながら各校で、学校の特性に
応じたマニュアルを作成し、毎年、見直し、研修、訓練等を行っています。
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

文化事業や古典芸能へ参加する子どもが少ないことが課題です。今後も更に広く情報発信等を行い、
伝統文化の振興と子どもたちの豊かな感性を育む環境整備に努めます。

H27 H28 H29 H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
「第20回東員町こども歌舞
伎公演」入場者／661人
「六杷野獅子舞」の保存団
体へ補助金90,000円を交
付

「第21回東員町こども歌舞
伎公演」入場者／  687 人
「六把野獅子舞」の保存団
体へ補助金100,000円を交
付

「第22回東員町こども歌舞
伎公演」入場者／  639 人
「六把野獅子舞」の保存団
体へ補助金74,000円を交
付

古典芸能の保存・伝承事業 担　当　課 社会教育課

事業内容
と目標

六把野獅子舞、太鼓チームへの出来得る支援を継続するとともに、松の会と連携し「こども歌舞伎公
演」を開催しています。

H29年度実績

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

各地区とも開発や、小規模住宅地開発が行われ環境が激変し、ますます住民同士の関わりが複雑化
がしていますが、近隣住民や親子、三世代での交流の大切さを啓発し、今後も継続可能な形での行事
方法について助言等を行います。

町主催事業として松の会へ委託し、「第22回東員町こども歌舞伎公演」を開催しました。六把野獅子舞
へ補助金を交付しました。

H29年度評価 A
実績データ

計画達成度 ☆☆☆
事業実施自治会／12自治
会（神田・稲部・三和）

事業実施自治会／12自治
会（神田・稲部・三和）

事業実施自治会／12自治
会（神田・稲部・三和）

４－２－２　地域文化の継承を通じた交流の推進

主な事業

H29年度実績
神田校区「神田地区三世代ふれあい活動」
稲部校区「サツマイモ収穫祭」
三和校区「三世代交流もちつき大会」

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

４－２－１　参加型イベントの実施

主な事業 親子・世代間交流事業 担　当　課 社会教育課

事業内容
と目標

神田・稲部・三和地区において、各学校区で特色のある三世代間交流事業を実施しています。

【施策の方向】 ４－２　異年代・世代間交流の推進
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次年度の
課題と取組

少子化の問題や、土曜授業（月１回）の開始、スポーツ以外にも塾や文化教室など多様な時間の過ご
し方があるため、スポーツ事業の単なる拡大には限界があります。より効果的に事業を行っていくため
に、既存の事業についてより質を向上することにも取り組みを進める必要があります。スポーツ協会が
組織するスポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ、体育協会と有機的に連携し、スポーツを通じた
子どもの健やかな成長を促すための環境整備に努めます。

H31

計画達成度 ☆☆
スポーツ協会への補助金
交付
スポーツ協会における企画
検討、指導者資格取得な
ど

スポーツ協会への補助金
交付
スポーツ協会における企画
検討、指導者資格取得な
ど

スポーツ協会への補助金
交付
スポーツ協会における企画
検討、指導者資格取得な
ど今後の方向性 継続

４－３－２　スポーツ活動の促進

主な事業
スポーツ団体、指導者の育成、魅力ある事業の企画・実施、質の向
上

担　当　課 社会教育課

【施策の方向】 ４－３　青少年の主体的活動の促進

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

各自治会における子ども会対象人数の格差が大きいにも関わらず、一定額での補助としており、子ども
会活動補助の他、体育振興補助や文庫活動補助など、各々の申請手続きの煩雑さなどの解消のた
め、補助金の在り方を今年度行われる財政健全化集中取組みに係るプロジェクトチームに意見を述べ
ていきます。

事業内容
と目標

計画達成度 ☆☆☆
補助金交付（１自治会あた
り15,000円を上限とする）

補助金交付（１自治会あた
り15,000円を上限とする）

補助金交付（１自治会あた
り15,000円を上限とする

少子化が今後一層進む中で、既存のスポーツ少年団活動等に囚われることなく青少年がスポーツを通
して健全な精神と身体の成長を図るため、町のスポーツ推進を担うスポーツ協会において子ども達が
自発的に参加できる魅力ある事業の企画・実施に取り組み、スポーツを楽しむ機会の提供など、質の
向上を目指します。町は、スポーツ協会への補助金交付による支援をし、スポーツ協会は、住民ニーズ
の把握に努め、魅力ある事業の企画に向け検討を進めています。また、スポーツ協会が組織する体育
協会専門部において新規ジュニア教室開催のための指導者資格取得などに取り組んでいます。

H29年度実績
町は、スポーツ協会への補助金交付による支援をし、スポーツ協会は、住民ニーズの把握に努め、魅
力ある事業の企画に向け検討を進めました。また、スポーツ協会が組織する体育協会専門部において
新規ジュニア教室開催のための指導者資格取得などに取り組みました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29 H30

H29年度実績 23自治会に対し補助金を交付しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 子ども会活動の支援 担　当　課 社会教育課

事業内容
と目標

子ども会のニーズを把握した上で、必要に応じて支援策を検討し、実施していきます。子どもたちの参
加する地域活動の充実を図るため、ジュニアリーダーの育成も含めた有効な方法を検討していきます。
23自治会に子ども会活動に対し補助金を交付しています。

４－３－１　子ども主体の地域活動の促進
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４－４－２　指導員の育成と住民参加による青少年健全育成活動の推進

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

参加する会員の減少、固定化が進んでおり参加者の負担が大きくなっているため、パトロール前に会
員に積極的に連絡し参加者の増大をはかります。また、いなべ警察へパトロールへの協力要請を積極
的に行っていく必要があります。

社会教育課

事業内容
と目標

計画達成度 ☆☆☆
校区毎の夜間パトロール
実施／月1回
延べ参加者：382人

校区毎の夜間パトロール
実施／月1回
延べ参加者：307人

校区毎の夜間パトロール
実施／月1回
延べ参加者：304人

H29年度実績 7月から町内を5地域に分けて、地元警察（東員交番）とともに月1回の夜間パトロールを実施しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 地域パトロール事業（有害環境浄化活動） 担　当　課

青少年の健全育成を推進するため、青少年育成町民会議による地域での夜間パトロール等の取り組
みを今後も推進していきます。

【施策の方向】 ４－４　青少年の健全育成の推進

４－４－１　青少年の指導の充実

継続

次年度の
課題と取組

今後も引き続き、立入調査員による有害図書の排除を実施します。

H30 H31

計画達成度 ☆☆
立入調査員／1人 立入調査員／1人 立入調査員／1人

今後の方向性

H29年度評価 B H27 H28 H29
実績データ

H29年度実績 立入調査員による有害図書の排除を実施しました。

計画達成度 ☆☆
桑員地区地域活動者研修
会
参加者数／6人

桑員地区地域活動者研修
会
参加者数／6人

桑員地区地域活動者研修
会
参加者数／1人

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

会員の意識の低下に伴う各事業の参加者の減少を防ぐ為に、会員を指導する立場の指導員の意識向
上を目的とした、青少年育成町民会議主催の研修会を開催します。

４－４－３　有害環境の浄化

主な事業 立入調査員の支援（有害環境浄化活動） 担　当　課 社会教育課

事業内容
と目標

県が委嘱する立入調査員の活動を町と青少年育成町民会議が支援し、今後も有害環境に該当する施
設等について、0カ所の維持を目指します。

事業内容
と目標

土・日曜日に研修会を開催することも検討し、参加者数の維持・増加を図り、積極的な人材育成を図り
ます。青少年育成町民会議の活動を中心に、関係機関との更なる連携強化と指導員研修の充実によ
り、活動力の向上を図ります。

H29年度実績 桑員地区地域活動者研修会の研修会に参加しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 青少年育成推進指導員研修事業 担　当　課 社会教育課
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中学校の職場体験として、地域の事業所のほか、幼稚園や保育園への訪問を継続します。また、一部
の小学校でも、地域の事業所などで職場体験を行っています。幼保小中の連携を深めるため、園児・
児童生徒の交流活動を進めていきます。

事業内容
と目標

学校教育課担　当　課幼稚園や保育園での職場体験、授業での中学生と園児の交流主な事業

４－５－１　中学生が乳幼児とふれあう機会の提供

H31H30H29H28H27AH29年度評価
実績データ

小学校（2校）の児童、中学校の生徒が、幼稚園・保育園で職場体験を行いました。また、中学校の家
庭科で園児と生徒が交流を行いました。

H29年度実績

中学生を対象に、家庭や子どもを持つことの意義についての理解を促進できるよう、幼稚園や保育園
での職場体験を継続します。

次年度の
課題と取組

近隣の事業所等での職場
体験（小6、中2）

近隣の事業所等での職場
体験（小6、中2）

小学校児童・中学校生徒
の職場体験、中学校家庭
科での園児と生徒の交流

継続今後の方向性

☆☆計画達成度

【施策の方向】 ４－５　次世代の親の育成
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

多くの方に来てもらうため、応援ルーム利用者、子育てサークル、子育て支援センターなどと繋がりをも
ち、広報・チラシの配布に努めます。

計画達成度 ☆☆☆
子育て支援ほっとの実施
・六把野新田地区／親子
12組、大木地区／親子18
組、城山地区／親子18組、
鳥取地区／親子17組

子育て支援ほっとの実施
・山田地区/4組、南大社地
区/6組、北大社地区13組、
笹尾地区19組

子育て支援ほっとの実施
・穴太地区/25組、中上地
区/14組、鳥取地区26組、
城山地区12組

H29年度実績
子育て応援ルームで季節に応じたイベントを開催しました。また、地域の集会場で「子育て支援ほっと」
を開催しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 「子育て支援ほっと」の開催 担　当　課 社会福祉協議会

事業内容
と目標

子育てを応援するボランティア団体や個人ボランティアが子育て応援ルームや地域の集会場で「子育
て支援ほっと」を開催します。地域の親子が集まる機会を作り子育て支援サークルが生まれました。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

活動する団体や個人の増加を図るため、人材発掘が必要です。また、協力して行う団体や個人との調
整が必要です。日頃から団体同士が情報共有を行い、活動への意思統一を図ります。参加者のニーズ
を把握し、より多くの人が参加しやすい内容の事業開催を心がけます。

５－１－３　子育て支援サークル・団体の育成

計画達成度 ☆☆

「東員町こそだておうえん
ﾌｪｽﾀ」：開催日/H28.3.12、
参加者/350人、場所/ふれ
あいｾﾝﾀｰ
代表者会議：開催日
/H27.6.27、参加者/23団体
（32人）
市民活動ｾﾐﾅｰ：開催日
/H27.8.22、参加者/11団体
（19人）

「こそだておうえんミニフェ
スタ」：開催日/H29.3.11、参
加者/29組71名、場所/ふ
れあいｾﾝﾀｰ
代表者会議：開催日
/H29.7.24、参加者/32団体
（39人）、
市民活動ｾﾐﾅｰ：開催日
/H29.2.26、参加者/28団体
（34人）

子どもの健全育成を図る登録団体数：７団体
・ガールスカウト三重県第１２団
・長深文庫　・すずらんの会　・バンビ
・おもちゃ図書館Toy'n　・環境学習サークルみ
え
・手づくり大好きジュニアクラブとういん
とういんわくわくフェスタ：開催日／H29.9.24
参加者約８００人　場所／総合文化センター
登録団体による子ども体験教室の開催
・自然素材クラフト体験他
代表者会議：開催日/H29.5.20、参加者/25団
体（30人）

H29年度実績
とういんわくわくフェスタを９月２４日に開催し、登録団体による子ども体験教室を開催、情報発信や啓
発を行いました。また、市民活動登録団体代表者会議を開催しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H31H29 H30

５－１－２　子育て支援活動・ボランティア活動など、住民参加の促進

主な事業 子育て支援活動を行う市民活動団体への支援 担　当　課 町民課

事業内容
と目標

とういん市民活動支援センターを通して、子育て支援活動を行う市民活動団体の支援を行います。会
議等の場所の提供やセミナーや催し等の情報を提供します。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

引き続き、子ども・子育て会議において子育て支援事業に係る進捗状況を検証するとともに、次年度の
取組内容を精査します。

計画達成度 ☆☆
H27.11.12／第1回
H28.2.18／第2回

H28.10.6／第1回
H29.2.21／第2回

H29.10.4／第1回
H30.1.24／第2回

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

H29年度実績

子ども・子育て会議において前年度の実施事業の検証するとともに、検証に対する各課からの報告と
翌年度の各課の取組内容を精査し、事業が計画的に実施されるよう努めました。また、子ども・子育て
支援事業計画の中間年に当たり、当初の計画における各事業の将来の予測値を示した「量の見込み」
の見直しを行いました。

５－１－１　子育てに関する連絡調整の充実

主な事業
次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）及び子ども・子育て
支援事業計画の事業内容の検証

担　当　課 子ども家庭課

【施策の方向】 ５－１　子育てにかかわる組織・人材の育成

事業内容
と目標

平成27年度は旧計画の次世代育成支援対策地域行動計画の後期計画最終年度の事業内容を検証
し、この計画を引き継ぐ子ども・子育て支援事業計画の開始年度であるため、各分野で計画した事業を
計画的に実施できるように各担当課から上げられた取り組み内容について精査します。

５　子どもの育ちを支える地域環境の整備【基本目標】
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

子どもたちが安全・安心に施設利用できるよう、適切な管理に勤めます。

次年度の
課題と取組

通常、学校授業で使用しないスポーツ設備・器具などは十分な予算措置がとれず、また、手入れ等が
行き届ないため、利用者が不便を感じています。また、利用者にあっては公共施設を利用するにあた
り、モラルの向上が課題です。

小学校の遊具、小・中学校の防火設備の保守点検を行い、随時修繕を実施しました。また、稲部小学
校の校舎、神田小学校、笹尾西小学校、東員第二中学校の体育館において、トイレの改修工事を実施
し、衛生環境の改善を図りました。

実績データ
H27 H28

☆☆
遊具保守点検、修繕（全小
学校）
体育館照明器具耐震改修
工事（全小中学校）

遊具保守点検、修繕（全小
学校）、防火設備保守点
検、修繕（全小・中学校）、
トイレ改修（神田小（１階
西）、笹尾東小、第二中）他

遊具保守点検、修繕（全小学
校）、防火設備保守点検、修
繕（全小、中学校）、トイレ改
修（稲部小、神田小体育館、
笹尾西小体育館、二中体育
館）　他

H29年度評価 A

主な事業 適切な施設管理、危険箇所の解消 担　当　課 教育総務課

事業内容
と目標

子どもたちが安全・安心に施設利用できるよう、適切な管理に勤めています。危険箇所があれば解消
に努めます。

H29年度実績

計画達成度 ☆☆☆
小中学校（8校）の体育館
利用者／49,165人

小中学校（8校）の体育館
利用者／56,769人

小中学校（8校）の体育館
利用者／62,440人

今後の方向性 継続

事業内容
と目標

団体間で利用施設や日程を調整し、スポーツ少年団及び競技団体、子ども会活動等で計画的に学校
施設を活用いただいています。利用団体には事前に登録を行っていただき、希望する施設・曜日や時
間帯を調整し、子ども達の活動場所の提供に努めます。

H29年度実績
平成29年度利用団体については、前年度末に団体登録を行い、代表者会議で利用日程を調整した
後、学校施設を利用いただきました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

継続

次年度の
課題と取組

施設の老朽化に伴い修繕箇所が増えており、今後、施設の更新を行うのか、遊具の撤去を行うか検討
していく必要があります。

５－２－２　学校施設の利用

主な事業 町学校施設の開放 担　当　課 社会教育課

H30 H31

計画達成度 ☆☆
定期点検：中部公園／8
回、その他公園／6回
遊具修繕：中部公園／3
件、その他公園／6件

定期点検：中部公園／8
回、その他公園／6回
遊具修繕：中部公園／3
件、その他公園／6件

定期点検：中部公園／8
回、その他公園／6回
遊具修繕：中部公園／7
件、その他公園／8件

今後の方向性

事業内容
と目標

公園設備等については、必要に応じて修繕・撤去するなど、適切な維持管理に努めます。地域住民に
よる清掃など、身近な公園の維持管理を促進します。中部公園は年8回、その他の公園は年4回、定期
点検を実施しています。

H29年度実績
中部公園は年8回、その他の公園は年6回、定期点検を実施しました。
また、中部公園で7件、その他の公園で8件の遊具を修繕しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

５－２－１　安心して遊べる地域の公園づくり

主な事業 適切な維持管理、破損等に対する修繕 担　当　課 建設課

【施策の方向】 ５－２　遊び場や自然とふれあえる場の整備

H29 H30 H31

計画達成度
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継続

次年度の
課題と取組

町立図書館が読書環境の整備に努めていることも考慮して、自治会の行う文庫事業への支援方法を
検討する必要があります。子ども文庫の活動の実態把握を進めます。

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
自治会への補助金交付
351,942円／6自治会
町立図書館への「読書登
山コーナー」を設置継続

自治会への補助金交付
359,478円／6自治会
町立図書館への「読書登
山コーナー」を設置継続

自治会への補助金交付
357,713円／6自治会
町立図書館への「読書登
山コーナー」を設置継続

今後の方向性

事業内容
と目標

児童書の充実等に努め、子どもが進んで読書のできる環境の整備を図ります。子ども文庫事業を行っ
ている6自治会に活動補助金を交付しています。引き続き町立図書館に「読書登山コーナー」を設け、
学校教育との連携を図っています。

H29年度実績
子ども文庫事業を行っている6自治会に活動補助金を交付しました。引き続き町立図書館に「読書登山
コーナー」を設けました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

前年度と同様に実施します。

５－２－４　町立図書館の充実と子ども文庫の支援

主な事業 子ども文庫助成事業 担　当　課 社会教育課

H30 H31

計画達成度 ☆☆☆
リサイクルの森、ストック
ヤード見学（小学4年生

リサイクルの森、ストック
ヤード見学（小学4年生

リサイクルの森、ストック
ヤード見学（小学4年生

今後の方向性

事業内容
と目標

小学4年生がリサイクルの森、ストックヤードの見学を行っています。

H29年度実績 小学4年生がリサイクルの森、ストックヤードを見学しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

H29 H30 H31

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

習い事や学校行事の他、土曜日授業の導入に伴い、子どもたちの生活、嗜好が多様化する中で、どの
子どもにも選択肢を用意出来る多種多様な講座を開講し、より多くの児童が受講できるように努めま
す。

主な事業 リサイクルの森、ストックヤード見学 担　当　課 学校教育課

５－２－３　環境学習などの推進

事業内容
と目標

土曜日や夏休みなど長期の休みに合わせて、単発の講座や連続講座を開催しています。受講児童の
増加を図るため、テーマの設定や講師の人選、講座の開催方法の見直しや、親子で参加できる形態を
考慮するなどの改善に努めます。学習プログラムの改訂を行う上では、町内の河川や施設など身近な
地域資源の活用を図るとともに、地域の活動団体についての情報収集に努め、協力いただける団体等
との連絡調整を図ります。

H29年度実績
自然環境学習（ネイチャーくらぶ）の他、伝統文化講座、体験型講座、「ものづくり」に関する講座などを
開催しました。

実績データ
H27 H28

計画達成度 ☆☆

H29年度評価 A
こどもカレッジ参加者数：
H22／501人、H23／252
人、H24／500人、H25／
493人、H26／437人、H27
／492人

こどもカレッジ参加者数：
431人

こどもカレッジ参加者数：
275人

主な事業 こども週末活動支援事業、夏休み子ども特別講座事業 担　当　課 社会教育課

40 ページ



教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

65

継続

次年度の
課題と取組

人形劇は、開催日を学校の土曜授業日を考慮して開催できたため、参加人数が昨年度より増加しまし
た。次年度についても日程を調整し行います。子ども講座の企画との連携も課題です。

H30 H31

計画達成度 ☆☆
参加数
・読み聞かせ会：子ども／
468人
・人形劇：子ども／101人

参加数
・読み聞かせ会：子ども／
411人
・人形劇：子ども／38人

参加数
・読み聞かせ会：子ども／
381人
・人形劇：子ども／68人
・国際交流事業:子ども/9
人

今後の方向性

事業内容
と目標

町内のボランティア団体による読み聞かせ会の実施、幼児が読書に親しめるよう児童文学作品を題材
とした人形劇の上演を実施しています。プレイルームの活用方法として、「自由な遊び場」「読み聞かせ
会」に加え、遊びの企画を提供する場としての活用を検討します。

H29年度実績
町内のボランティア団体による読み聞かせ会を月2回（第2.4土曜）実施しました。また、幼児が読書に親
しむための導入として人形劇の上演を１回実施しました。また、町民課が主催して行った国際交流事業
としてALT講師の方と一緒に行う幼児向け（親子参加）講座を実施しました。

H29年度評価 B
実績データ

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

小学校への学校図書館運営専門員の派遣は神田小以外は週1回に変更します。また中学校への学校
図書館運営専門員の派遣をやめます。その分、図書委員会活動や学級文庫の充実を図ります。

５－２－５　総合文化センターなど既存施設の活用

主な事業 プレイルーム活用事業 担　当　課 社会教育課

H30 H31

計画達成度 ☆☆
―

学校図書館運営専門員の
配置、読書登山、朝読書、
絵本の読み聞かせ講演会

学校図書館運営専門員の
配置、読書登山、朝読書、
絵本の読み聞かせ講演会

今後の方向性

事業内容
と目標

学校図書館支援事業、読書登山、朝の10分間読書を実施します。夏休みや冬休みに町立図書館を利
用して読書登山にチャレンジ出来るということを各園校で働きかけます。

H29年度実績
学校図書館支援事業では、学校図書館運営の充実と授業支援を行い、読書習慣の定着を図りました。
読書登山に関する取り組みも行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

主な事業 学校図書館支援事業、読書登山、朝の10分間読書 担　当　課 学校教育課
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H29年度実績
料金は一律100円で未就学児無料を継続しました。また、小さな子どもにバスに親しんでもらえるよう、
クリスマスの時期には、オレンジバスをクリスマス仕様にラッピングして運行しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

住民の日常生活の移動手段として、買い物・通院等の必需的利用に加え、余暇的利用の促進を図って
いきます。今後は本町に適した公共交通のあり方を、オレンジバスの買い替えのタイミングと併せ、検
討する必要があります。また、バスの主な利用者であるシニア層に加え、子どもにさらに親しんでもらえ
るような取り組みを実施することが大切であると考えます。

計画達成度 ☆☆☆
利用者数／115,612人 利用者数／107,200人 利用者数／101,157人

H30 H31

５－３－１　オレンジバスを利用した外出の推進

主な事業 コミュニティバス運行事業 担　当　課 政策課

事業内容
と目標

日常生活の移動手段を確保し、適正な運賃、ルート、運行本数を検討し利用増を図ります。
運行業務を運行事業者に委託し、バス車両3台、運賃100円で運行を行っています。

【施策の方向】 ５－３　外出環境の整備
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

前年の取組を継続し、より一層の交通安全啓発に努めます。登下校時の交通ルールとマナー指導が
徹底されていないところがあるため、安全ボランティアの方々とも連携しながら危険箇所等で交通指導
を行います。

５－４－２　交通安全対策の推進

計画達成度 ☆☆☆
交通安全啓発
幼稚園対象／6回
小学校対象／5回
チャイルドシート推進モデ
ル保育園指定／1箇所

交通安全啓発
幼稚園対象／6回
小学校対象／6回
チャイルドシート推進モデ
ル保育園指定／1箇所

交通安全啓発
幼稚園対象／7回
小学校対象／1回
チャイルドシート推進モデ
ル保育園指定／1箇所

H29年度実績
いなべ地区交通安全協会、東員町交通安全推進協議会、いなべ警察署、自動車学校等と連携しなが
ら、各園校で交通安全教室等を実施しました。また、交通安全看板を作成し設置、交通安全マップの作
成や見直しを行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 交通安全対策推進事業 担　当　課 学校教育課、建設課

事業内容
と目標

交通安全意識の高揚を図るため、学校での交通安全教育に継続して取り組みます。いなべ地区交通
安全協会が主体となって、町内の小学校で交通安全教室を実施しています。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

通学路以外の幹線にある歩道の補修を実施します。補助事業のため、補助金の配分により計画どおり
事業が進まないことがあります。通学路を優先的に事業配分を行い進捗しています。

計画達成度 ☆☆
笹尾幹線１号線
1,988ｍ

笹尾幹線1号線
L=1,751.8m
笹尾3号線
L=319.8m

笹尾幹線1号線：L=387.5m
笹尾2号線：L=987.9m
笹尾3号線：L=128.0m

H27 H28 H29 H30 H31

担　当　課 建設課

事業内容
と目標

笹尾地内の通学路を中心に、歩行者が安心して利用できるよう、歩道に植栽されている街路樹を撤去
し、整備を実施しています。笹尾東地区から順次、通学路の歩道補修を実施します。道路交通法で規
制のかかるライン表示等で薄くなっている箇所については、管理者である警察に依頼しています。

H29年度実績 平成29年度は笹尾地内の幹線道路1,503.4ｍを実施しました。

【施策の方向】 ５－４　交通安全対策の推進

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

道路環境も変化していくため、子ども目線で注視していく必要があります。東員町通学路安全推進会議
を引き続き定期的に開催していきます。

主な事業 道路整備事業

計画達成度 ☆☆☆
東員町通学路安全推進会
議／3回

東員町通学路安全推進会
議／3回

東員町通学路安全推進会
議／3回

H29年度評価 A
実績データ

H29年度実績
東員町通学路安全推進会議を3回開催しました。危険箇所について、対応状況を町ホームページに
アップし、町民へ周知を行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 東員町通学路安全推進会議 担　当　課 学校教育課

事業内容
と目標

東員町通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関との連携のもと、児童生徒が安全に通学できる
ように通学路の安全確保を図ります。東員町通学路安全推進会議を開催しています。

５－４－１　道路環境の整備
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新設／15ケ所
修繕／868件（内822件ＬＥ
Ｄ化）

新設／23ケ所
修繕／814件（内791件ＬＥ
Ｄ化）

新設／50ケ所
修繕／797件（内764件ＬＥ
Ｄ化）

今後の方向性

事業内容
と目標

自治会から要望のあった箇所に防犯灯の新設を行い、既存の防犯灯については、自治会等の申し出
により、球切れなどの修繕を行っています。安全で安心な生活が送れるよう夜間の犯罪発生を抑制す
るため防犯灯の適正な維持管理を行います。

H29年度実績
自治会から要望のあった箇所に防犯灯の新設を行い、既存の防犯灯については、自治会等の申し出
により、球切れなどの修繕を行いました。

H29年度評価 A
実績データ

継続

次年度の
課題と取組

前年の取組を継続して実施します。

計画達成度 ☆☆☆
子どもをまもるいえ設置
登下校時の見守り

子どもをまもるいえ設置
登下校時の見守り

子どもをまもるいえ設置
登下校時の見守り

今後の方向性

継続

次年度の
課題と取組

平成29年度に町内全ての防犯灯のＬＥＤ化を行いました。今後も防犯灯の維持管理に努めます。

５－５－２　地域ぐるみの防犯活動の推進

主な事業 子どもをまもるいえ設置 担　当　課 学校教育課

H30 H31

計画達成度 ☆☆

H30 H31

事業内容
と目標

子どもたちが安全に登下校できるよう、子どもをまもるいえを設置しています。また、各校区や地域で、
ＰＴＡや老人クラブなどに実施いただいている子どもの登下校時の見守りなど「地域の子どもを地域で
守る」活動を支援していきます。

H29年度実績
子どもをまもるいえを設置しました。各校区や地域で、ＰＴＡや老人クラブ等による子どもの登下校時の
見守りを行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29

計画達成度 ☆☆☆
防犯ブザーの配布 防犯ブザーの配布 防犯ブザーの配布

今後の方向性

H27 H28 H29

継続

次年度の
課題と取組

小学校入学時に防犯ブザーを配布予定です。引き続き寄贈していただけるよう働きかけていきます。

主な事業 防犯灯の維持管理 担　当　課 町民課

事業内容
と目標

登下校時に、不審者等の出没等が危惧されるため、小学校入学時に防犯ブザーを配布しています。今
後も防犯ベルの配布を継続します。

H29年度実績 小学校入学時に防犯ブザーを配布しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

５－５－１　防犯施設などの整備

主な事業 防犯ベル配布 担　当　課 学校教育課

【施策の方向】 ５－５　防犯対策の推進
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今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

いなべ警察署と連携し、今後も継続して情報提供を行います。未登録の方がいるので、今後も登録を
呼びかけていきます。災害時等にも役立つことをアピールし、登録者数の増加に努めます。

計画達成度 ☆☆☆
行政情報メール啓発回数
／8件
不審者情報配信回数／7
回（絆ネット含む）

行政情報メール啓発回数
／12件
不審者情報配信回数／3
回（絆ネット含む）

行政情報メール啓発回数
／13件
不審者情報配信回数／１
回（絆ネット含む）

H29年度実績
いなべ警察署からの情報によって、振込み詐欺の注意喚起や不審者情報等を町民課から行政情報
メールで配信しました。学校教育課からは、各園校へメール及びFAXで周知し、各園校からそれぞれま
ちcomiメールで保護者へ配信しました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 防犯情報、不審者情報の提供 担　当　課 学校教育課、町民課

事業内容
と目標

警察や学校等関係機関と行政が連携し、広報とういん、とういんプラムトピックス、行政情報メールなど
を活用して速やかに防犯情報を提供し、町民の防犯意識向上に努めます。いなべ警察署から、不審者
情報や振込み詐欺の注意喚起などの情報が届き次第、町民課から行政情報メールを配信しています。
学校教育課からは、各園校へメール及びFAXで周知し、各園校からそれぞれまちcomiメールで保護者
へ配信します。

今後の方向性 継続

次年度の
課題と取組

必要数の把握を適切に行います。

５－５－３　防犯情報の提供

計画達成度 ☆☆
防犯のぼり旗の配布／179
本

防犯のぼり旗の配布／128
本

防犯のぼり旗の配布／195
本

H29年度実績 各自治会ごとに、防犯のぼり旗の設置を行いました。

H29年度評価 A
実績データ

H27 H28 H29 H30 H31

主な事業 防犯のぼり旗の設置、公用車による防犯パトロール 担　当　課 町民課

事業内容
と目標

地域住民による（自治会、自主防犯活動団体、スクールボランティア等）自主的な防犯活動の支援及び
公用車による防犯啓発を行います。各自治会へ、防犯のぼり旗を配布、各自治会で設置を行います。
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基本目標ごとの現状と課題

　

　地域と学校の連携・協働が求められています。地域と学校を繋ぐ活動は保護者や住民の
協働が必要です。今後は、地域との関わりが希薄になっている中で、学校・児童と地域がど
う繋がってくか、また、ボランティアの参加者確保が課題です。

5 子どもの育ちを支える地域環境の整備

　子ども達が安心・安全に過ごすため幼稚園・保育園・小学校・中学校・公園施設の維持管
理が必要です。
　市民活動センターでは、ボランティア活動の情報発信、利用者の促進を行っています。ま
た、市民活動の活性化・増加を図るため、人材発掘が課題です。

4 生きる力を育む教育・体験交流の推進

【基本目標ごとの現状と課題】

1 妊娠期からの子どもを産み、育てる親への支援の充実

　核家庭化、ステップファミリーの増加、ひとり親家庭が増加しています。また、転入家庭では
親兄弟、友人が近所におらず、一人で子育てをしている保育者が多く、子育てに関する不安
や悩みを抱える養育者が増加しています。子育てに必要な知識を祖父母から学ぶ機会が減
少し、地域とのつながりが希薄化しており、養育者が孤立しがちな傾向となっています。
　養育者の「子育て力」の向上と子育てを地域で支援する環境づくり、支援を必要としている
保護者への適切な対応が課題です。
　また、近年増加傾向にある児童虐待への対応として、ネットワークでの見守りを通して早期
発見・適切な親支援が必要です。

2 乳幼児期の子育て・子育ちの支援の充実

　宅地の小規模な開発に伴い、特定の地区への転入者が増加しています。また、共働き世
帯の増加や、今後予定されている幼児教育・保育の無償化に伴う、幼稚園・保育園・学童保
育の利用者増加が予想されるため、利用希望者の増加への対応が課題となります。
　また、子どもに関する相談体制の強化、子どもを包括的に見守り母子共に支援していくた
め、子育て世代包括支援センターの設置を検討しています。

3 親と子の健康づくりの促進

　生活習慣や食事の大切さを子育て世帯、児童に向けて教育・啓発しています。
　不登校など、問題を抱えた児童や、保護者の相談先として各学校でスクールカウンセラー
事業を行っています。現在スクールカウンセラーは県からの派遣ですので、町独自に心理士
と相談できる体制の活用と合わせ、今後は町の事業としてスクールカウンセラーを設置すべ
きか、検討が必要です。
　精神的な心配を抱えている方は増加しています。医療機関へかかるべきか悩んでいる方
などに利用してもらうため、心の健康相談事業を行っています。事業の周知が課題です。
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―

10 乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児がいるす
べての家庭

生後4か月までの乳
児

量の見込みの算出項目

【
教
育
・
保
育
の
量
の
見
込
み

】

対象事業　　　　　　　　　（認定区分）

2
1～3年生
4～6年生

1

◆

1号認定
専業主婦（夫）家庭
就労時間短縮家庭

対象家庭

下記の事業のうち、教育保育の量の見込みの1～３、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの１～8について
は、全国共通で「量の見込み」の算出を行います。

1

2

3

対象児童年齢

0～5歳
1～3年生
4～6年生

8 利用者支援事業 すべての家庭
0歳～5歳
1～6年生

7 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） すべての家庭

0歳～2歳

5

6 病児病後児保育事業
ひとり親家庭
共働き家庭

0歳～5歳
1～6年生

一時預かり事業（幼稚園在園児対象の一時預かり）

　　　　　　　　　　　（その他）

専業主婦（夫）家庭

ひとり親家庭
共働き家庭

3～5歳

0歳～5歳

4 地域子育て支援拠点事業

0歳～18歳

保育認定

保育認定

保育認定

幼稚園

認定子こども園
保育園

3号認定

2号認定

ひとり親家庭
共働き家庭認定子こども園

保育園
地域型保育

共働きで幼稚園利用のみ
希望の家庭

すべての家庭

時間外保育事業（保育園延長保育）

放課後児童健全育成事業（学童保育所事業）

子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）

0歳～5歳

幼稚園
認定こども園

0歳、1・2歳

3～5歳

教育標準時間認定

【
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

】
0歳～18歳

3

養育に対して特に支援が必要
な家庭及び妊婦

ひとり親家庭
共働き家庭

ひとり親家庭
共働き家庭

妊婦健康診査 妊婦

すべての家庭

11 養育支援訪問事業

9
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※　実績値のニーズ量と提供量は、各年度の利用者数を表します。人数は、その年の4月1日時点のものです。

0 人 人 人

人 人 人382
過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人

提供量 364 人 374 人

人

合計 364 人 374 人 382

6 か所 か所 か所

人 人 人

人

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所

人

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量

1号認定 364 人 374 人 382 人 人 人

2号認定 0 人 0 人 0

600 人

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人 0 人 240 人 240 人

提供量 426 人 441 人 436 人 600

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所

0

360

322 人 360 人 360

人

人

6 か所

360 人

人

人

436 人

114 人 0 人ニーズ量

1号認定 315 人 326 人

2号認定 111 人 115
合計 426 人 441 人

人

幼児期における学校教育・保育の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保の内容、その実施時期

１　幼稚園、保育園、認定こども園 担当　／ 学校教育課

① 事業概要

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

　幼稚園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境
を整えて、その心身を助長することを目的としている
　保育園は、保護者が日中就労や疾病等により、就学前児童を保育することができないと認められる場合に、保護者の代わ
りに保育を実施する
　この他に、幼稚園、保育園の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サービスを総合的に提供する認定こども園が
ある

２　認定こども園及び幼稚園の確保内容及びその実施時期 担当　／ 学校教育課

② 量の見込みと実績値
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※　実績値のニーズ量と提供量は、各年度の利用者数を表します。人数は、その年の4月1日時点のものです。

0 人 0 人1・2歳 0 人 0 人 0

6 人 6 人

人 211 人 211 人
過不足
（提供量－
ニーズ量）

3歳～5歳 0 人 0 人 0

6 人

人

0歳 6 人 6 人

人

1・2歳 71 人 70 人 70 人 161 人 161 人

6 か所

提供量
（既存）

3歳～5歳 249 人 258 人

0歳 27 人 27 人 27 人 27 人

人 254 人 465 人 465

27

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所

人 21 人

1・2歳 71 人 70 人 70 人 161 人 161 人

ニーズ量
（3号認定）

0歳 21 人 21 人 21 人 21

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量
（2号認定）

3歳～5歳 249 人 258 人人 254 人 254 人 251

不足なくサービスが提供されていると考えられます。

⑤ 今後の方向性

幼稚園については、当面、小学校区ごとの運営を継続していきます。保育園においては、特に利用者の増加が見込まれる
０、１歳児については、年度途中の受け入れを利用定員の範囲内で引き続き行っていきます。

３　認定こども園及び保育園、地域型保育の確保内容及びその実施時期 担当　／ 学校教育課

② 量の見込みと実績値

量の見込み

％ ％

④ 実績に対する分析

人 人

保育利用率 20.4 ％ 21.9 ％ 26.1 ％

人

提供量（0歳～2歳） 120 人 134 人 159 人

児童数（0歳～2歳） 589 人 612 人 610 人 人

％ 16.1 ％ 16.1 ％

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

保育利用率（目標） 16.1 ％ 16.2 ％ 16.2

平成31年度

97 人 97 人 97 人

人 602 人 604 人600
提供量（0歳～2歳） 98 人 97 人

推計児童数（0歳～2歳） 608 人 599 人

目　標　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

人 人 人

0歳 0 人 0 人

③ 保育利用率の目標値と実績値

1・2歳 0 人 0 人 0

0 人 人 人

過不足
（提供量－
ニーズ量）

3歳～5歳 0 人 0 人 0 人

人

1・2歳 104 人 114 人 146 人

0歳

人 人

人 人

人 人

人 295 人 人

人

か所 か所 か所か所 6
人

人 13
提供量
（既存）

3歳～5歳 243 人 261

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6

16 人 20

1・2歳 104 人 114 人

人 人

ニーズ量
（3号認定）

0歳 16 人 20 人 13

146 人 人 人

人 人

平成31年度

ニーズ量
（2号認定）

3歳～5歳 243 人 261 人 295 人

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
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70

6

70

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

人

か所

人

人

か所

人

量の見込みと実績値

量の見込み

人

人

か所

人

人

人

か所

人

人

102

6

102

101

人

人

か所

人

人

101

6

101

１　時間外保育事業 担当　／ 学校教育課

事業概要

保育認定を受けた子どもについて、保育園で通常の保育時間を超えて延長して保育を実施する事業

ニーズ量（利用希望者）

0

70

6

70

00

101

0

①

②

④ 今後の方向性

提供量（保育短時間認定のみ）

人

か所

人

人

人

か所

人

人

人

③

※　人数は、その年度の利用者数（実人数）を表します。普段、早朝・延長保育を利用していない子どもが利用した場合の
　　人数です。

国の基準では、保育の必要量（短時間認定：8時間、標準時間認定：11時間）を超える時間帯等の利用を時間外保育として
います。本町では保育標準時間内での時間外保育を行っており、今後も継続していきます。

平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量（実利用者）

平成27年度

実施箇所数（確保方策）

提供量（保育短時間認定のみ）

過不足（提供量－ニーズ量）

平成28年度

人

か所

人

人

72

6

72

0

64

6

64

0

実績に対する分析

不足なくサービスが提供されていると考えられます。

実　績　値

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

過不足（提供量－ニーズ量）

人 人

0

実施箇所数（確保方策）
か所

人

か所

人

人

6

73

6

73

0
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

２　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　保護者が就業等により昼間家庭に居ない小学校に就学している児童を対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提
供し、放課後児童支援員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業で、平日の放課後のほか、土曜日、夏休み等の後
期休暇中にも実施する

ニーズ量
（利用希望者）

1～3年生 67 人 70 人

4～6年生 29 人 29
合計 96 人 99 人

人 95

275

73 人 168 人 180

人

人

7 か所

257 人

人

人

102 人

29 人 89 人

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所

68 人 57

314 人

過不足（提供量－ニーズ量） 139 人 136 人 133 人 57 人 39 人

提供量 235 人 235 人 235 人 314

人

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量
（利用者）

1～3年生 128 人 140 人 162 人 人 人

4～6年生 79 人 人

合計 207 人 208 人 219

6 か所 か所 か所

人 人 人

人

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所

人 人 人

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人

提供量 207 人 286 人 314

③ 実績に対する分析

全体で見ると児童数は横ばいですが、内訳を見ると低学年が増加し高学年は減少しています。低学年は保護者が学童への
入所を希望しますが、児童が高学年になるに連れ、学童へ行きたがらなくなり退所することが一因と考えます。

④ 今後の方向性

小学校児童の放課後の適切な遊びと生活の場の確保に努めます。今後も学童によっては、急激に入所希望児童数が増加
する傾向にあるため、“受け入れ場所の確保のために、迅速に対応できるようにします”

0 人 人 人

※　人数は、その年度の利用者数を表します。
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地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

３　子育て短期支援事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

保護者の事情により、一時的に養育困難となった児童の保護を適切に行えるよう、希望に応じ対応します。急な預け先に
困った場合、園やファミリー・サポート･センターに相談する保護者が多いと考えられることから、子どもに関する機関への周
知を行います。また、ホームページでの周知を行います。

過不足（提供量－ニーズ量）

2 か所

0 人日

　保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった児童について、必要な保護を行う
事業で、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）がある

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量（利用希望者）

実施箇所数（確保方策）

ニーズ量（利用者）

③ 実績に対する分析

相談はありませんでした。一時的な養育困難について、各家庭で対応できていると思われますが、制度を知らない家庭もあ
ると思われるため、必要な家庭に情報が伝わるよう、関係機関に対する周知、住民に対する周知の工夫が必要と考えます。

④ 今後の方向性

過不足（提供量－ニーズ量）

提供量

実施箇所数（確保方策）

人日人日

人日

人日

人日

人日人日

0

※　人日・・・その年度の人数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日預けた
　　場合、5人日となります。当町では、短期入所生活援助事業（ショートステイ）のみ実施しています。

人日

0

2

0

0

0 人日

2 か所

0 人日

人日

か所

人日

人日 0 人日 人日

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

0 人日提供量

か所

0 人日

0 人日

2 か所

0 人日

0 人日

か所 か所

0 人日

0 人日

2 か所

0 人日

0

0 人日

0 人日

2 か所

0 人日

0

2 か所

0 人日

0 人日

0人日

2
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地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

４　地域子育て支援拠点事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う
事業

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

実施箇所数（確保方策） 1 か所 1 か所

ニーズ量（利用希望者） 1,759 人回 1,733 人回

1 か所 1 か所 1 か所

人回 4,656

提供量 1,759 人回 1,733 人回

人回 4,656 人回1,736

人回 4,656 人回 4,656 人回1,736

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

0 人回 0 人回 0 人回過不足（提供量－ニーズ量） 0 人回 0 人回

実施箇所数（確保方策） 1 か所 1 か所

ニーズ量（利用者） 5,245 人回 4,469 人回

1 か所 か所 か所

人回 人回 人回5,361

人回 人回 人回

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人回 0 人回

提供量 5,245 人回 4,469 人回 5,361

③ 実績に対する分析

子育て支援センターで行う行事は大変好評で、多いときには、１００組を超える参加があります。平成29年度から「ぴょんぴょ
んランド教室」を開設し、一人ひとりの発達促進や親子の基本的信頼感の構築に繋がるよう環境を整えました。

④ 今後の方向性

既存施設の玩具等の安全な設置を行い、みなみ保育園・三和幼稚園に協力を仰ぎ遊戯室を利用することで、広々とした環
境で充実した遊びを提供できるよう努めます。

0 人回 人回 人回

※　人回・・・その年度の人数（組数）×回数を表します。例えば、Aさん親子が年10回、Bさん・Cさん親子が年20回利用した
　　場合、50人回となります。
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※　人日・・・その年度の人数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3回、Bさんが子ども2人をそれぞれ年間
　　5日と7日預けた場合、15人日となります。

　一時預かり事業とは、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて、希望する幼稚園就園の
子どもを対象に実施する事業
　また、一時保育は、保護者の疾病、事故、出産や冠婚葬祭などの理由により、家庭での保育が一時的に困難となった未就
園の子どもについて、主として昼間、保育園その他の場所で一時的に預かる事業

②

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

５　一時預かり事業 担当　／ 学校教育課

① 事業概要

か所

提供量

保育園

2号認定の幼稚園の
定期的利用

幼稚園

2号認定の幼稚園の
定期的利用

幼稚園 0

0

実施箇所数（確保方策）

保育園

ニーズ量
（利用者）

2号認定の幼稚園の
定期的利用

実　績　値 平成27年度

Ｈ29年度末時点で、一時預かり事業は未実施の事業ですが、支給認定と合わせて今後の検討課題とします。
みなみ保育園で実施している一時保育については、利用者が増加傾向にあります。

量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量
（利用希望者）

幼稚園

保育園

2号認定の幼稚園の
定期的利用

人日 人日 人日 人日 人日

人日 人日 人日 人日

実施箇所数（確保方策） か所 1

④ 今後の方向性

みなみ保育園で実施している一時保育については、利用希望者へ必要な情報が伝わるよう、関係機関との連携や、住民に
対する周知を行います。

過不足（提供量－ニーズ量）

保育園

③ 実績に対する分析

人日 人日 人日

48

0 人日 人日

提供量

幼稚園 0

0

0

0

0

130

0

3,553

0

0

48

1 か所

0

人日

人日

人日

平成28年度

過不足（提供量－ニーズ量） 人日 人日

人日

人日 人日 人日 人日 人日

人日 人日 人日 人日 人日

0

0

0

0

0

0

0

0

人日

人日

人日

人日

人日

0

0

3,553 3,598 3,575 56 56

0

0

0

0

0

0

0

0

人日

人日

人日

人日 人日

人日

人日

人日

0

0

130

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

人日

56

0 0 0 0

1 1 か所

平成31年度

人日 人日 人日

か所

平成29年度 平成30年度

0

0

21

か所

人日

人日

人日

人日

1 か所 1 か所 1 か所 1

3,598 3,575 56

人日

人日

か所

0

0

21

人日

人日

人日
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

※　人日・・・その年度の人数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日預けた
　　場合、5人日となります。

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

６　病児病後児保育事業 担当　／ 学校教育課

① 事業概要

　病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由で、保護者が保育できない際に、保育施設で児童を預かる事業

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

人日ニーズ量（利用希望者） 288 人日 291 人日 289 人日 30 人日 30
提供量 0 人日 0 人日

過不足（提供量－ニーズ量） ▲ 288 人日 ▲ 291 人日

人日

平成31年度

▲ 289 人日 0 人日 0 人日

0 人日 30 人日 30

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人日ニーズ量（利用者） - 人日 - 人日 33 人日人日

人日 人日- 人日 33 人日

今後も継続して実施します。

0 人日 人日 人日過不足（提供量－ニーズ量） - 人日 - 人日

提供量 - 人日

③ 実績に対する分析

病児保育広域対応支援事業については、平成29年度から桑名市と協定を締結し、「桑名市病児保育事業実施要綱」に基づ
き病児保育事業を実施しています。
利用者に応じて適切に実施されています。

④ 今後の方向性
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

７　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

284

　育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となり、有償で子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員は
おおむね小学校６年生までの子どもを持つ保護者

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ニーズ量（利用希望者） 276 人日 279 人日

提供量 276 人日 279 人日 人日

人日 288 人日 293 人日

284 人日 288 人日 293
過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0 人日 0 人日

人日

人日

平成31年度

人日 人日

平成29年度 平成30年度

0 人日 0 人日

250 人日 人日

実　績　値 平成27年度 平成28年度

ニーズ量（利用者） 285 人日 280 人日

250
過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0 人日

提供量 285 人日 280 人日

該当する家庭に案内が行き渡るよう、町内の各小学校、学童保育所などに案内を配布し、援助会員・依頼会員・両方会員の
募集を行うとともに、援助会員養成講座の受講を勧め、コーディネートの充実、また年２回援助会員・依頼会員・両会員全体
交流会を開催し、事業の理解と利用促進に努めました。

④ 今後の方向性

在来地区の神田地区や稲部地区では、ミニ開発により子育て世代の転入が増加しており、合わせて依頼会員や利用件数も
増加すると考えられます。広報とういん等で呼びかけ、援助会員を募り、地域の育児力を構築していけるよう努めます。

人日 人日 人日

③ 実績に対する分析

0
※　人日・・・その年度の人数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日預けた
　　場合、5人日となります。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

　一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、または
妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な
支援を行うことを目的とする
　子ども、またはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相
談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業で、具体的には、次の業務を行う

平成30年度

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

８　利用者支援事業 担当　／ 学校教育課

① 事業概要

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成31年度

③

町内では１箇所のみの実施ですが、地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）と一体的に運営することで、子育て家
庭のニーズを把握しやすく、情報提供や支援を行うことができていると考えられます。

④ 今後の方向性

これまでと同様に、ニーズの把握に努め、適切な支援ができるよう取り組みます。また、関係機関との協働や社会資源の開
発に努めていきます。

③ 実績に対する分析

か所 1 か所実施箇所数（確保方策） 1 か所 1 か所 1 か所 1

平成31年度実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

か所 か所実施箇所数（確保方策） 1 か所 1 か所 1 か所

　本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービ
ス利用者に周知を図る

④ 　その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行う

　利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保
育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する

①

② 　教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを
行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

※　人数は、その年度の受診券の交付数を表します。

　母子保健法第１３条に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的として健康診査を行う事業

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

９　妊婦健康診査 担当　／ 健康づくり課

① 事業概要

180 人 180 人

実施体制（確保方策）

204 人 204

妊婦一般健康診査の補助（助成）を維持するとともに、産後健康診査の導入について検討します。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

推計値

③ 実績に対する分析

厚生労働省の通知で、望ましい健康診査回数として示されている14回分全ての妊婦一般健康診査において、受診を補助
（助成）しています。

④ 今後の方向性

量の見込どおり

人 205 人

実施体制（確保方策）

平成31年度

ニーズ量 173 人 170 人 185 人 人

実　績　値 平成27年度

実施場所：三重県内医療機関（県外は後日償還）
検査項目：基本的な妊婦健康診査、妊娠初期血液検査、子宮頸がん健診（細胞診）、
　　　　　　超音波検査、血液検査（血算・血糖・ＨＴＬＶ-1）、血液検査（血算）、
　　　　　　Ｂ群溶血性レンサ球菌（ＧＢＳ）、性器クラミジア検査
実施時期：健診時

人

量の見込どおり 量の見込どおり

平成28年度 平成29年度 平成30年度
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１０　乳児家庭全戸訪問事業 担当　／ 健康づくり課

① 事業概要

　生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況ならびに養育環境の把握を行い、
子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

実施体制（確保方策）
実施機関：健康保険課
実施体制：保健師等

推計値 181 人 181 人 182

平成30年度 平成31年度

人 170 人 170 人

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ニーズ量 173 人 161 人 人 人 人

子育て世代包括支援センターによるワンストップ拠点の創出や、保健師の地区担当制の導入等により、妊娠届出時から妊
婦と職員との信頼関係が構築できるようような体制を検討します。

実施体制（確保方策）
実施機関：健康保険課
実施体制：保健師等

実施機関：健康づくり課
実施体制：保健師等

実施機関：健康づくり課
実施体制：保健師等

188

③ 実績に対する分析

地域と繋がるため各地区ごとに委嘱している母子保健推進員による訪問と保健師等専門職による訪問を行っていますが、
出産後間もなく転出する方や拒否する家庭もあるため、平成29年度の訪問率は96.1％でした。

④ 今後の方向性
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１１　養育支援訪問事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　児童の養育を行うために支援が必要でありながら、何らかの理由により子育てに係るサービスが利用できない家庭に対
し、養育に関する専門的な相談指導・助言等の支援を行う
　また、出産前で特に支援が必要と認められる妊婦に対しても同様の支援を行う

② 量の見込みと実績値

量の見込み 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

実施体制（確保方策）
実施機関：健康保険課　⇒　子ども家庭課（H29）
実施体制：保健師等

推計値 5 人 5 人 5

平成30年度 平成31年度

人 5 人 5 人

実　績　値 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ニーズ量 ― 人 ― 人 人 人 人

育児・家事援助について近隣市町の実施状況を調査し、要綱を整備するとともに、実施方法等について協議します。

実施体制（確保方策） ― ― ―

―

③ 実績に対する分析

平成29年度は、専門的相談支援のみ実施しました。

④ 今後の方向性
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