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≪評価を表す記号の説明≫ ＊評価の欄へ記号の記入をお願いします

◎計画どおり実施できた ○概ね計画どおり実施できた

△計画を下回った ◇計画どおり実施できなかった

１　地域における子育ての支援

（１）地域における子育て支援サービスの充実

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

学童保育の充実 子育て支援課 指定管理者制度の実施に向けて会議を
開き意見をまとめる努力をした。災害時
対応マニュアルを作成し、各学童へ配布
した。

指定管理者制度の実施に向けて会議を
開き引き続き意見をまとめる予定。

◎

学童保育施設の充実 子育て支援課 保育中の事故防止の強化に向けて、指
導員及び保護者との話合いを設けた。全
学童保育に対し、子どもたちの遊び場等
の整備・点検、近隣住民へ迷惑がかから
ないよう指導の徹底に努めた。

継続実施

◎

指導員の育成 子育て支援課 県主催指導員研修等へ積極的に参加を
呼びかけ、資格研修・情報提供を行った。
学童指導員の連絡会議を実施した。

県主催指導員研修等へ積極的に参加を
呼びかけ、資格研修・情報提供を行う。学
童指導員の連絡会議を実施予定。

◎

（２）保育サービスの充実

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

一時預かり保育（一時保
育）の実施

子育て支援課 １日の定員を６名とし、６ヶ月の乳児から
利用できなるべく多くの保護者が利用で
きるように充実させた。
申請件数２７２件。利用日数９０２日
◆就労　７１７日
◆病気・看護　５０日
◆リフレッシュ　１３５日

継続実施

◎

特定保育の実施 子育て支援課 一時保育事業で対応した。 継続実施
○

預かり保育の実施 学校教育課 私立幼稚園2園では通常保育の他に延長
保育を実施した。幼稚園により差はある
が午後6時30分ごろまで受け入れている。
保育料金も300円から450円となってい
る。
延べ利用回数
大芦幼稚園　　　　６７４回
おがわ幼稚園　　　３，９８９回

幼稚園において、保育事業についてもそ
の充実を図る。

◎

延長保育の実施 子育て支援課 延長保育（午後６時半から午後７時まで）
大河保育園において実施した。
２６４人利用

継続実施

◎

土曜日保育の充実 子育て支援課 土曜日保育（午前８時から１２時半）大河
保育園において実施した。のべ利用人数
１４６人

継続実施

◎

小川町次世代育成支援行動計画事務事業実績及び計画
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病児・病後児保育の実施 子育て支援課 既に病児・病後児保育を実施している町
の実施方法について調査し、小川町で実
施するにあたり方法や予算について検討
した。

ファミリーサポートセンターにおいて、平
成25年7月から病児・病後児預かり事業
を開始する。

◎

休日保育の実施 子育て支援課 未実施 未実施

△

障がい児保育の実施 子育て支援課 町立保育園及び私立保育園で障がい児
を受入れ保育を実施した。
竹沢保育園２名
八和田保育園２名
大河保育園１名
エンゼル保育園１名

継続実施

◎

施設の安全確保 子育て支援課 他課の技師による遊具の安全点検を実
施した。（年１回）必要に応じて補修した。

他課の技師による遊具の安全点検を実
施予定。（年１回）

◎

保育士の研修 子育て支援課 研修で学んだリズム体操を日頃の保育に
組み入れ、保育の充実を図った。  救命
救急 講習や感染症基礎研修に参加し、
緊急の場合に対処できる体制を整える努
力をした。
研修　３８回　　参加人数のべ８８人

継続実施

◎

情報提供の促進 子育て支援課 子育て支援課窓口及び子育て支援セン
ターにおいて子育て全般の情報を提供し
た。
子育てガイドブックを配布した。平成２４年
４月からガイドブックを町ホームページへ
掲載した。

継続実施

◎

（３）子育て支援のネットワークづくり

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

地域子育て支援拠点事業
の充実

子育て支援課 子育て支援センター及びつどいの広場事
業の充実に努めた。
子育て支援センターは登録者５６９名。子
育て講座として、リトミック、エアロビクス、
ベビーマッサージ、ミニコンサートを実施
した。
つどいの広場は、登録者３８７名。子育て
講座としてベビーマッサージ、応急手当方
法、３Ｂ体操を実施した。小川町在住の農
家の方と絵本作家によるコンサートを実
施した。

子育て支援センター・児童館のつどいの
広場で参加型の事業を企画し、更に充実
させる。

◎

学校教育課

子育て支援サービス情報
の収集・提供

子育て支援課 地域子育てセンター事業で対応。
県と協同で行っている「パパママ応援
ショップ事業」について、広報等で、事業
に関する情報を提供し、啓発した。平成
24年７月から６県（埼玉県・群馬県・茨城
県・栃木県・新潟県・福島県）の子育て応
援事業カードの配布を開始した。

継続実施
パパ・ママ応援ショップ協賛店を更に拡大
し、サービスの提供に努める。

◎

幼稚園における教育相談・
情報提供の充実

就学相談　１８２件
関係幼稚園・保育園等と情報交換を綿密
に行った。また、保護者の就学時幼児の
就学に対する不安や悩みを、教育相談室
の常任相談員に相談することにより、支
援や指導を受け、就学への不安が和らぐ
ことになった。

今後もより一層の就学前相談活動の充
実に努める。

◎
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子育て支援ネットワークの
形成

子育て支援課 子育て用品のリサイクル事業の継続実
施。広報やＨＰに掲載し、リサイクル事業
の周知を図った。提供品１１件に対し、引
取品８件成立した。

地域子育て支援体制・子育て支援ネット
ワークの構築を図る。子育て用品のリサ
イクル事業の継続実施。

◎

健康増進課 愛育会は小川、八和田地区で活動してい
る。愛育会主催による母子交流会を年間
４回実施(八和田地区）。三世代交流事業
を年間４回（小川地区３回、八和田地区１
回）。高齢者交流会年間１２回（小川地区
３回、八和田地区９回）

愛育会は小川、八和田地区で活動してい
る。愛育会主催による母子交流会を年間
４回実施(八和田地区）。三世代交流事業
を年間３回（小川地区２回、八和田地区１
回）。高齢者交流会年間２回（小川地区２
回）を予定。

◎

学校教育課 地域において資源回収活動を実施した。
体育祭に高齢者を招待して接待する。
吹奏楽部による、養護老人ホームに出向
き演奏会を開催した。

継続実施

◎

子育て等に関する広報活
動の充実

政策推進課 子育て関係記事掲載（広報紙）
１月号を除き全ての月に掲載した。

継続実施

◎

（４）児童の健全育成

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５度計画 評価

地域ぐるみの子どもの体
験・交流・居場所づくり

子育て支援課 児童館の利用の促進。事業内容の再検
討（子育て支援センターとの共存を図るた
め）。
「親子で遊ぼう」では月２回全１０回のプロ
グラムを実施。１５組の親子が登録。遠
足・七夕まつり・運動会・クリスマス会を企
画した。
つどいの広場事業は、登録者数　３８７人
つどいの広場事業の子育て講座（ベビー
マッサージ等）をニーズに合わせ更に充
実させた。

継続実施
児童館と子育て支援センターとの共存を
図るため、年１回話合いをし、お互いの事
業を検討する機会を設ける。

◎

子育て支援課 青少年相談員活動として、野外活動リー
ダーとして、地域のレクリエーションに参
加して活動した。夏ふれあいキャンプ、春
のイチゴ狩り、ちびっこレクリエーションを
実施し、子どもの体験活動の指導をした。
はつらつ朝市に参加し、子どもの交流と
居場所づくりとなるよう活動した。町・公民
館事業・学校事業に参加した。
相談員１７名

青少年相談員活動を通じて、地域レクリ
エーション、野外活動リーダーとして活
動。田んぼ体験、夏ふれあいキャンプ、春
のイチゴ狩り、ちびっこレクリエーション実
施計画。はつらつ朝市に参加予定。町・
公民館事業、相談員育成研修会に参加
予定。

◎

子育て支援課 青少年相談員の活動、青少年補導委員
会の活動を支援した。
朗読ボランティアによる読み聞かせを町
立保育園で実施した。
11月３日の商工祭では、中学生による非
行防止啓発活動を実施した。

継続実施

◎

ボランティアの活動促進
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学校教育課 町内小中学校９校及び高校が社会福祉
協議会より福祉協力校の指定を受け、
様々な福祉活動に取り組んでおり、福祉
問題について考えている。運動会等の学
校行事に高齢者を招待したり、生活科で
は、高齢者から昔の遊びを教えていただ
いたりして交流を深めた。

地域ぐるみで子どもの体験活動等を促進
するため、社会福祉協議会の福祉協力
校の指定をうけ、高齢者との交流等を深
める。

◎

政策推進課 春季・秋季ともに花いっぱい運動を幼稚
園児とともに実施する計画であったが、雨
天のため実施できなかった。また、小川
町元気なまちづくり補助金交付事業を活
用し、各地域で実施する子どもを含めた
行事（３件）を支援した。

春季・秋季年の２回、花いっぱい運動を
実施する。また、小川町元気なまちづくり
補助金交付事業を活用し、各地域で実施
する子どもを含めた行事を支援する。 ○

生涯学習課 ・子ども向けの教室を開講(公民館)
　中央公民館・・・大塚地区子ども講座
　　　　　　　 　　 　子ども茶道入門
　　　　　　　　　 　 子どもマジック教室
　大河公民館・・・子ども大正琴教室
　竹沢公民館・・・子ども漫画教室
　　　　　　　　 　　 竹小ふれあい教室
　　　　　　　 　 　　ファミリー映画会の開催
・大河公民館、八和田公民館にて小学生
 を含 めた三世代交流のグラウンドゴルフ
 大会を開催。

図書館でのイベント開催
・・・・・・親子で楽しむおはなし会　毎月２
回
・・・・・・夏休みこどもフェスティバル　１回
・・・・・・冬休み子どもフェスティバル １回
・・・・・・おはなし会 毎週土曜日他年3回
・・・・・・科学あそび １回

・子ども向けの教室を開講(公民館)
　中央公民館 ・・・子ども茶道入門
　　　　　　　　 　  　子どもマジック教室
                      　 『遊びを科学する・
                          空気砲を作って遊ぶ』
　　　　　　　　   　　 『プラネタリウム鑑賞と
                          望遠鏡づくり教室』
　大河公民館・・・かんたんピザ作り教室
　　　　　　　　　 　 子ども大正琴教室
　竹沢公民館・・・グラスアート教室
　　　　　　　　　 　 竹小ふれあい教室
　　　　　　 　　　 　ファミリー映画会の開催
・大河公民館、八和田公民館にて小学生
 を含 めた三世代交流のグラウンドゴルフ
 大会を開催。

図書館でのイベント開催
・・・・・・映画会　３回
・・・・・・親子で楽しむおはなし会　毎月２
回
・・・・・・夏休みこどもフェスティバル　１回
・・・・・・冬休み子どもフェスティバル １回
・・・・・・おはなし会 毎週土曜日他年3回
・・・・・・科学あそび １回

◎

小学校校庭・保育園園庭
等の開放

子育て支援課 未実施 未実施

◇

学校教育課 未実施 未実施

◇

子どもの権利の擁護 子育て支援課 人権保育研究大会、西部実践人権教育
研究集会、比企地区人権教育研修会（嵐
山町ヌエック）、人権フェスティバル（川島
町）へ参加した。

人権保育研究大会　西部実践人権教育
研究集会　比企地区人権教育研修会に
参加予定。

◎

福祉介護課 民生委員・児童委員による相談・支援活
動
子どもの地域生活に関する相談１９件
子どもの教育・学校生活に関する相談　５
７件
（民生・児童委員H24活動報告より）

民生委員・児童委員による相談・支援活
動

◎

健康増進課 随時、虐待・虐待疑い等の相談を受け対
応した。

随時、虐待・虐待疑い等の相談業務を実
施する。

◎
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学校教育課 教育相談室では幼児及び児童生徒の教
育上の問題について本人・保護者及び教
職員等の相談を受けている。また、不登
校や学校不適応児童に対する自立と適
応のための指導を行った。
年間相談件数　　９１０件

継続実施

◎

生涯学習課 市町村人権教育指導研修事業
　　9会場　325人
人権教育市町村事業
　　6講座　126人
人権啓発ビデオ・DVDの貸出し
　　貸出し回数7回　　利用者延183人
　　24年度新規購入DVD2本
人権啓発パンフレット等の作成、配布
　　子どもの人権問題も取り上げたパンフ
レットの作成
　　最終ページに、児童虐待、いじめ、子
育ての悩みなどを受ける町や県の窓口を
掲載
　　教職員、PTA、公民館利用者などに配
布
人権啓発パンフレットに児童虐待、いじめ
など子どもの人権問題や子育てなどの関
する相談窓口を掲載、児童相談所、緊急
通報ダイヤル、子どもスマイルネット、子
ども人権110番など専門窓口や町の相談
窓口を紹介。

市町村人権教育指導研修事業
　　9会場を予定
人権教育市町村事業
　　5講座を予定
人権啓発ビデオの貸出し
人権啓発パンフレット等の作成、配布

◎

２　母子の健康の確保及び増進

（１）子どもや母親の健康の確保

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

◎

健康増進課 乳幼児健診：
４か月児・年８回　１３２人　受診率98.5%
１０か月児・年８回　１６０人　受診率100%
１歳６か月児・年８回 １７２人　受診率
95.5%　　　　　　　２歳児・年８回　　　　１８
６人　受診率96.3%　           ３歳児・年８
回  　　１７６人　受診率93.1％
両親学級：１コース3回　年3コース  延参
加者68人
乳幼児健康相談：年１２回  　相談者数２
５９人                                         子育
て支援センター発育測定支援：年１２回
参加人数  4６０人
妊婦健康診査：検診実人員１６２人　延べ
人員２３０４人、乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）１２９人・養育
支援訪問事業３４人・離乳食個別訪問事
業４人
乳児訪問・乳幼児健診・乳幼児健康相談
については結果を健康管理システムに入
力し要フォローとなった児および保護者
は、健康管理システムから抽出を行い、
フォローした。
乳幼児健診未受診児に対しては、健康管
理システムデーターを使用し、より確実に
受診勧奨を行った。
乳幼児健診事後指導児数　実人員２０３
人・延べ５３４人

母子健康事業の推進
【一貫した母子健康システ
ムの構築】
【妊産婦・新生児訪問指
導】
【乳幼児健康診査】
【健康相談・育児学級等】
【子育て活動支援】

乳幼児健診：
４か月児・１０か月児　各年８回・１歳６か
月児　年７回・２歳児　年８回・３歳児　年
１０回
両親学級：１コース３回　年3コース
乳幼児健康相談：年１２回
子育て支援センター発育測定支援：年１２
回
妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）・養育支援訪
問事業・離乳食個別訪問事業：随時
乳児訪問・乳幼児健診・乳幼児健康相談
については結果を健康管理システムに入
力する。要フォローとなった児および保護
者は、健康管理システムから抽出を行
い、フォローする。
乳幼児健診未受診児に対しては、健康管
理システムデーターを使用し、より確実に
受診勧奨を行う。
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学校教育課 適応指導教室では児童生徒の家庭での
生活の様子や、保護者や家族の児童生
徒への関わり方など機会を捉えて話し
合っている。
平成24年度教育相談室
延べ相談件数１０９２件。

継続実施

◎

子育て支援課 健康増進課と協力し、子育てに必要な情
報を提供した。
子育て活動を支援した。男女共同参画推
進協議会と合同で講演会を開催した。自
らもイクメンである安藤哲也氏を講師に迎
え、父親も育児に参加し、笑っている父親
が社会を変えるという内容のご講演をい
ただいた。
参加者１７０名。
転入者及び出生者へ子育てガイドブック
を配布した。

継続実施

◎

不妊治療への支援 健康増進課 リーフレット「埼玉県不妊治療費助成事業
ご案内」の配布、ポスター等により情報提
供。
広報掲載。

リーフレット「埼玉県不妊治療費助成事業
ご案内」の配布、ポスター等により情報提
供

◎

人材の確保 健康増進課 必要な人材を確保し、専門性を活用し母
子保健事業の充実を図った。
事業・・・親子教室・発達相談・ことばの相
談・心理相談

必要な人材を確保し、専門性を活用し母
子保健事業の充実を図る

◎

（２）「食育」の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

健康増進課 ①訪問による個別離乳食支援の継続実
施した、児の離乳食だけでなく家族全員
への食生活支援を図った。年４件
②歯科保健指導：各園での実施推進のた
め園担当者への指導を実施した。年1回４
園（八和田保育園・大河保育園・竹沢保
育園・おがわ幼稚園）。その後の依頼によ
り事業支援１回
③乳幼児健康相談、乳幼児健診の継続
実施した
④子育て支援センターぴよぴよサロンで
離乳食相談（月２回）、離乳食講習（年４
回）実施した。

継続実施

◎

子育て支援課 食事のバランスについて、町立保育園全
園の年長児を対象に、栄養士が説明をし
た。
給食の食材について、献立をみながら、
栄養について話をした。
のらぼう菜の種をとり、育て春に収穫した
ものを、給食で食べた。青山在来大豆を
蒔いて、ゆで１５時のおやつに食べた。
昨年度同様、作物を育てて収穫し、給食
で食べた。

食生活の重要性の普及・啓発に努める。

◎

食育の推進
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学校教育課 学校給食で毎月配布する給食献立表に
は、材料名が記載され、それぞれの材料
の栄養素や1食分のカロリーを表記し、成
長期に必要な栄養素をバランスよく摂取
できるよう工夫した。栄養教諭が学校に
出向き、食育の授業を実施した。
アレルギーを持っている児童に対しては、
食品の除去を実施し、献立表により家庭
へお知らせした。

学童期・思春期をとおして子どもへの食
育に関する施策の展開を図り、食生活の
重要性や必要性の普及・啓発に努める。

◎

健康増進課 地区組織と連携をとり、子育て世代へ普
及を図った。くらしの会から依頼を受け、
管理栄養士が出向き、実習をした。２８人
参加。

継続実施

○

産業観光課 農業祭において埼玉県産の米粉を使用し
た料理や地元産の有機野菜の試食実
施。地元在来大豆を使用した豆腐及び関
連食品の推進。地域特産野菜「のらぼう
菜」を用いた商品の開発支援や、地元野
菜を使用した加工食品の支援。

 各種イベント等における地元産の米・有
機野菜の試食。地元在来大豆を使用した
豆腐及び関連食品の推進。地域特産野
菜「のらぼう菜」を用いた商品の開発支
援。給食への有機農産物の提供。 ◎

子育て支援課 給食で地場産の野菜（じゃがいも）を使用
しおやつにフライドポテトやゆでじゃがい
もにして食べた。米は、「彩のかがやき」を
使用した。地場産の小麦粉を使用した「す
いとん」を作りを２回実施し、おやつに食
べた。保育園で育てたのらぼう菜を食材
に使用した。また、給食の献立で手軽に
作れるものを選び作り方を紹介した。

給食で地場産の野菜・米を使用する。
給食に「のらぼう菜」を利用した献立を増
やす予定。

◎

学校教育課 地元で採れたものは新鮮でおいしく、地
域の良さを見直すことにもつながる。
給食では、なるべく身近なところでよく作
られる地元の食材を食べ、地元のことを
知る意味からも極力地元で採れた野菜を
使うよう心掛けた。

引き続き地元産食材の利用を促進する。

◎

（３）思春期保健対策の充実

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

健康増進課 東松山保健所「こどもの心の健康相談」
の紹介・情報提供。全９回実施された内、
小川町は１名利用実績あり。

東松山保健所「こどもの心の健康相談」
の紹介・情報提供 ◎

学校教育課 広域適応指導教室を開設し、4町1村の
小・中学校における不登校児童生徒を対
象に、指導員及び指導補助員により教育
相談、生活指導、学習指導、学校との連
携等を行うことにより学校への復帰を目
指した。

継続実施

◎

健康増進課 学校保健委員会：東中主催１回出席。教
育相談室連携、就学支援委員会7回出席
した。

学校保健委員会・就学支援委員会への
出席

◎

学校教育課 指導計画に基づいて、養護教諭と連携し
て、小学校では担任が、中学校では保健
体育担当教諭が、健康教育を適時実施し
た。

思春期の子どもたちの性教育、防煙教育
などの健康教育の推進を図る。

◎

地域の食文化の伝承

子どもの心の健康支援

地域保健と学校保健の連
携による健康教育の推進
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子育て支援課 青少年補導委員会１２３名。青少年補導
委員による各担当地域の行動等の防煙
対策実施。
青少年育成推進委員４名による各小中学
校訪問を実施した。

青少年補導委員会12５名。青少年補導委
員による各担当地域の行動等の防煙対
策実施。
青少年育成推進委員８名による各小中学
校訪問の実施。

◎

生涯学習課 実施なし。 実施予定なし
◇

健康増進課 一般向け禁煙啓発ポスターの掲示
５月３１日『禁煙デー』この間一週間ポス
ター展示。

一般向け禁煙啓発ポスターの掲示

○

学校教育課 中学校においては、生徒が喫煙と健康の
関わりについて、正しく理解できるように
養護教諭により喫煙対策教室を実施し
た。

継続実施

◎

薬物乱用防止セミナーの
実施

子育て支援課 東松山保健所からリーフレットを取寄せ、
健康増進課や関係機関へ配布した。

継続実施

◎

学校教育課 学校では児童、生徒及び保護者が薬物
乱用防止と健康のかかわりについて正し
く理解できるように、警察官、薬物乱用防
止指導員、学校薬剤師等外部講師によ
り、薬物乱用防止教室を実施した。
平成24年７月３日に西中学校において小
川地区保護司会と連携して薬物乱用教
室の講演会を実施した。

継続実施

◎

性感染症予防に関する知
識の普及

学校教育課 指導計画に基づいて、養護教諭と連携し
て小学校では担任が、中学校では保健体
育担当教諭が性教育を適時実施した。

継続実施

◎

（４）小児医療の充実

小児医療の充実 健康増進課 小児初期救急医療「比企地区こども夜間
救急センター」の広報。
利用件数４６５人。内電話相談２８６人。
小川町民利用者３１人。
ガイドブックの配布。
接種費用の公費助成の実施。
◆子宮頸がん予防ワクチン　　　３４９人
◆ヒブワクチン　　　　　　　　　　　６３５人
◆小児用肺炎球菌ワクチン　　　６２６人

小児初期救急医療「比企地区こども夜間
救急センター」の広報。ガイドブックの配
布。

◎

福祉介護課 重度の知的障害及び身体障害児への手
帳交付時に医療費支給制度の案内を行
う。町広報へも掲載し、制度をＰＲした。

継続実施

◎

子育て支援課 こども医療費の案内を配布する際に小児
救急や夜間の受診についてのリーフレッ
トを配布した。

継続実施

◎

医療費支給事業の促進 子育て支援課 利用者の利便を考え、協定未締結の医
療機関と随時協定を締結した。

継続実施

◎

福祉介護課 重度の知的障害及び身体障害児への手
帳交付時に医療費支給制度の案内を
行った。町広報へも掲載し、制度をＰＲし
た。

継続実施

◎

喫煙対策
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３　子どもの心身の健やかな成長に向けた教育環境の整備

（１）次代の親の育成

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

赤ちゃんふれあい体験事
業の実施

学校教育課 生活科の学習や5年生の総合的な学習で
保育園や幼稚園に行き園児達とふれあう
活動を実施した。

継続実施

◎

子育て支援課 保育園で中学生社会体験チャレンジ事業
を通じて乳幼児とのふれあい体験を実施
した。

保育園で中学生社会体験チャレンジ事業
を通じて乳幼児とのふれあい体験を実施
予定。 ◎

おがわ男女共同参画推進
プランの推進

総務課 ・男女共同参画講演会の開催　170名参
加
・就労に役立つパソコン講座／就職活動
支援講座
・情報誌「かがやき」の発行
・ＤＶ／児童虐待に関する研修会

・男女共同参画講演会の開催
・情報誌「かがやき」の発行
・ＤＶ／児童虐待に関する研修会

◎

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

道徳教育の推進 学校教育課 学校では、「教育に関する３つの達成目
標、特に規律ある態度」の育成の具現化
に向け、「ハイ」「ニコ」・「ピン」を合言葉に
して道徳の時間を中心に全教育活動の
中で、道徳教育を進めた。また、平成２５
年２月１６日（土）に東京スカイツリー設計
者吉野繁氏を講師に迎え、「潤い講演会」
を実施した。幼児から児童生徒及び保護
者に対して、スカイツリーができるまでの
苦労を努力や創造を具現化するすばらし
さを知る機会となった。３８０名参加。

継続実施

◎

健康教育の推進 学校教育課 比企地区学校保健会の養護教諭部会で
は、それぞれ研修会を開催し、研修に励
んできた。また、研究テーマを決めて研修
会を開催し、その研究内容を各学校での
健康教育に生かしてきた。

継続実施

◎

学校教育課 教育相談室長を中心に、幼稚園・保育園
の先生方の研修会を行い、発達障害の
傾向のある子どもの実態把握に努めた。

継続実施

◎

子育て支援課 町内保育園の園長会議を開催し、幼稚
園・保育園の状況等を確認し、来年度に
向けた新入園児の受入れに対する問題
点の検討を行った。（年１回実施）
今年度は、新入園児の面接ではなく、発
達状況を調査票により回答いただく方法
に簡易化することに統一した。

町内保育園の園長会議を開催しながら、
幼稚園・保育園の状況等を確認し、問題
点等の検討を行う。（年２回実施予定）

◎

（３）家庭や地域の教育力の向上

家庭教育に関する学習機
会の充実

健康増進課 乳幼児健診等において、こどもの発育段
階に応じたパンフレット等の配布

乳幼児健診等において、こどもの発育段
階に応じたパンフレット等の配布

◎

幼稚園と保育園の連携
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学校教育課 就学時健診の時に家庭教育学級を開催
した。
　　講師　　教育長　　全小学校６校で開
催
　　　　　　　約１時間　受講保護者２０１名

継続実施

◎

生涯学習課 ・子ども向けの教室を開講(公民館)
　中央公民館・・・大塚地区子ども講座
　　　　　　　 　　 　子ども茶道入門
　　　　　　　　　 　 子どもマジック教室
　大河公民館・・・子ども大正琴教室
　竹沢公民館・・・子ども漫画教室
　　　　　　　　 　　 竹小ふれあい教室
　　　　　　　 　 　　ファミリー映画会の開催

・子ども会主催事業
　郷土芸能まつり（４団体参加）
　農業体験さつまいもづくり
（８団体８４名・社会教育委員参加）
　郷土かるた大会（選手１２０名参加）
　リーダー研修会（１３７名参加）の開催

・子ども向けの教室を開講(公民館)
　中央公民館 ・・・子ども茶道入門
　　　　　　　　 　  　子どもマジック教室
                      　 『遊びを科学する・
                          空気砲を作って遊ぶ』
　　　　　　　　　  　 『プラネタリウム鑑賞と
                          望遠鏡づくり教室』
　大河公民館・・・かんたんピザ作り教室
　　　　　　　　 　　 子ども大正琴教室
　竹沢公民館・・・グラスアート教室
　　　　　　　　　 　 竹小ふれあい教室
　　　　　　 　　　 　ファミリー映画会の開催

郷土芸能まつり
農業体験さつまいもづくり
リーダー研修会
彩の国２１世紀郷土かるた小川町大会の
開催

◎

産業観光課 ①学習活動　少年団育成指導者協議会
参加
②奉仕活動　地元の堰堤・神社の除草
③文化活動　合同花見会、夏祭り参加
                （太鼓の練習）、少年団交
                流会、地元の散策、

緑を守る意識の向上を図るため、森林に
対する理解と奉仕活動を通じて、自然を
愛する心豊かな少年の育成に努める。
少年団の拡充にあたり、緑の募金緑化事
業への参加及び地域での社会奉仕活動
等を積極的に取組み、少年団の存在主
旨を世間に周知し、団員の確保を図る。

◎

学校教育課 小学３・４年生では手漉き和紙体験を通し
て社会科の学習を充実させた。また、伝
統技術を理解する等目的として中学３年
生では手漉き和紙により自分の卒業証書
を作成した。
　働くことを実感するため、町内各事業所
において中学生の社会体験チャレンジを
実施した。

継続実施

◎

子育て支援課 自然豊かな町と自然保護思想の啓発を
促進。児童館エコクラブ活動と青少年相
談員活動の促進。
児童館エコクラブ（会員１９名）の活動で
は、緑のカーテンとしてあさがおを育て
た。放射能の除染を考えてひまわりを育
てた。南方の蝶「ツマグロヒョウモン」を育
てた。環境保全課で実施する水辺の観察
会・ウグイの放流に参加した。
青少年相談員（１７名）の活動では、夏の
ふれあいキャンプを実施した。冬には、ク
リスマス会、春には、いちご狩りを実施
し、子ども達の体験活動の場を作ることに
努めた。

自然豊かな町と自然保護思想の啓発を
促進。児童館エコクラブ活動と青少年相
談員活動の促進。
児童館エコクラブ活動会員１９名で活動
予定。青少年相談員17名で活動予定。

◎

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

子育て支援課 各保育園へ保健所から依頼を受けた受
動喫煙防止ポスターを掲示した。

継続実施

◎

子どもの体験活動の機会
と場の拡大

受動喫煙防止対策の推進



11

健康増進課 ポスター掲示による啓蒙
ママ・パパ教室（両親学級）での禁煙・禁
酒啓発等。

ポスター掲示による啓蒙　ママ・パパ教室
（両親学級）での禁煙・禁酒啓蒙等。

○

総務課 分煙の徹底
喫煙場所のみでの喫煙の浸透

喫煙場所の排煙管理

○

学校教育課 各学校では屋外に喫煙場所を指定し、受
動喫煙の防止を図った。また保健の授業
の中で受動喫煙の実態と予防等につい
て教えた。

継続実施

○

学校教育課 小学校では、教材や総合的な学習の時
間にコンピュータやインターネットを活用し
た授業を実施。
中学校では技術家庭の時間にコンピュー
タの仕組みや情報管理等の基礎を学習
した。中学技術家庭２年生１０時間、３年
生４時間、各教科１～２時間（理科、社
会、国語、数学、総合学習）
コンピューターを中学校４０台設置。小学
校２０台設置。

高度情報化が進展し、インターネットが普
及する中で、情報に埋没することのない、
よう情報を活用する能力（メディア・リテラ
シー）の育成を図り、情報化社会を生き抜
く力の醸成を図る。
年に１回は情報教育に関しての授業研究
会を実施した。
町内の情報教育推進委員会を中心に町
内の情報教育研修会を夏休みに実施予
定。

○

生涯学習課 市町村人権教育指導研修事業（人権教
育研修会等9会場）のうち2会場で、携帯
電話やインターネットのトラブルについて
取り上げ、研修会を実施。

有害なメディアから青少年の健全な理解
と育成を推進するため、パンフレットの配
布等啓発活動を予定。

◎

子育て支援課 多様化する現代においては、メディア・リ
テラシーの育成は急務かつ重要なので、
青少年への健全な理解と育成を推進し
た。商工祭にて啓発チラシを配布した。

継続実施

◎

４　子育てを支援する生活環境の整備

（１）良質な住宅及び居住環境の確保

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

優良賃貸住宅情報の提供 建設課 年4回ある県営住宅の募集案内及び、県
が作成した優良賃貸住宅制度のパンフ
レットの配布。

年4回ある県営住宅の募集案内及び、県
が作成した優良賃貸住宅制度のパンフ
レットの配布。 ◎

町営住宅の入居優先 建設課 主に母子世帯等に対して、優先入居等公
営住宅法に基づく支援を行った。
２３世帯入居。

主に母子世帯等に対して、優先入居等公
営住宅法に基づく支援を本年度も継続す
る。 ◎

（２）安心して外出できる環境の整備

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

段差のない幅広い歩道の
整備促進

建設課 町道２２２号線道路改良工事について測
量を行った。

町道２２２号線道路改良工事について用
地買収を行う。 ◎

メディア・リテラシーの育成
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総務課 職員による総合案内の実施
庁舎管理の実施
安全衛生委員会との連携
来庁者駐車場の区画線の改修及び身障
者駐車場のカラー舗装の実施

職員による親切な対応等のソフト面の充
実
安全衛生委員会との連携
適正な庁舎管理 ◎

建設課 小川町ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想に基づき、小川
町駅周辺の歩道部の段差解消等を実
施。（町道112号線）
県道小川停車場線のﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ歩道の解
消（県施工）

引き続き、小川町駅周辺の歩道部の段差解消
等を実施する。
国県道のﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ歩道の解消を県に働きか
ける。

◎

子育て支援課 子育てガイドブックを子育て支援セン
ター・児童館・健康増進課及び子育て支
援課窓口で配布した。ホームページへ掲
載し、広く情報提供に努めた。子育てガイ
ドブックの内容に変更が生じたため、新し
い情報に訂正し、情報提供した。

子育てガイドブックの内容に変更が生じ
た場合は、その都度新しい情報を提供す
る。

◎

総務課 職員による総合案内の実施
庁舎管理の実施
安全衛生委員会との連携

職員による親切な対応等のソフト面の充
実
安全衛生委員会との連携
適正な庁舎管理

○

建設課 必要な資料提供 継続実施

△

（３）安全・安心まちづくりの推進等

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

ユニバーサルデザインによ
るまちづくり

建設課 栃本親水公園整備事業を実施。当公園
内の施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を推進し、誰もが
安心して利用できる公園づくりを目指して
整備した。

事業区域を拡大し、1年延長して、引き続
き栃本親水公園整備事業を実施する。
年齢、性別、障がいなどにかかわらず、
様々な人に配慮し、利用しやすく、安らぎ
のある公園づくりを目指す。

◎

5　仕事と生活の調和の推進

（１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

子育て支援課 子育て世代へ埼玉県の作成した「イクメン
の素」を配布し、父も積極的に家事や育
児にかかわり、仕事と家庭、育児に関わ
る時間を見直すよう働きかけた。
産業観光課よりリーフレットを提供いただ
き、窓口で配布した。

産業観光課や商工会に要請し、リーフ
レットをもらい町民へ配布したい。

◎

総務課 ・年次有給休暇の促進
・ワーク・ライフ・バランスの促進
・全庁一斉退庁（ノー残業デー）の実施

・年次有給休暇の促進
・ワーク・ライフ・バランスの促進
・全庁一斉退庁（ノー残業デー）の実施 ◎

産業観光課 啓発資料の配布 継続実施
○

産業観光課 商工会を通しての啓発 継続実施

○

子育て世帯への情報提供

労働者への意識啓発

企業への働きかけの推進

公共施設、公共交通機
関、建築物等のバリアフ
リー化
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子育て支援課 商工会より情報をもらい、ＨＰに事業者向
けの情報を掲載。

継続実施

○

（２）仕事と子育ての両立の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

ファミリー・サポート・セン
ターの充実

子育て支援課 引き続き事業を（特非）たすけあいほっと
ライフ小川に委託し実施した。
開所日数　２４９日（火～土）
開所時間　午前10時～午後5時
人員　　　　アドバイザー1名配置
会員募集
会員向け講習会等開催
利用会員　１４２名
提供会員　５９名
両方会員　２５名

引き続き事業を（特非）たすけあいほっと
ライフ小川に委託し実施。
開所日数　２５２日（月～金）
開所時間　午前10時～午後5時
人員　　　　アドバイザー1名配置
会員募集、会員向け講習会等開催

◎

保育サービスの充実 子育て支援課

おがわ男女共生プランの
推進

総務課 ・男女共同参画講演会の開催
・就労に役立つパソコン講座／就職活動
支援講座
・情報誌「かがやき」の発行
・ＤＶ／児童虐待に関する研修会

・男女共同参画講演会の開催
・情報誌「かがやき」の発行
・ＤＶ／児童虐待に関する研修会

◎

６　子ども等の安全の確保

（１）子どもの交通安全の確保

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

総務課 ・小川町交通安全隊による登校時の立哨
指導を実施
・小川町交通安全母の会による新入学児
童の立哨指導を実施

・小川町交通安全隊による登校時の立哨
指導を実施
・新入学児童交通安全教室を実施

○

子育て支援課 町立保育園３園、私立保育園3園ともに、
年に1度交通安全教室を実施した。（警察
署の協力有）

町立保育園３園、私立保育園3園ともに、
年に1度交通安全教室を実施予定。（警
察署の協力有） ◎

学校教育課 各小中学校では学校行事や集会時、登
下校の際には交通安全の指導をした。
ＰＴＡ活動や広報等により様々な場面で
交通安全の意識の高揚を図った。
また、小学校ではウルトラパトロール隊に
よる見守り活動が定着した。
通学班の班長には町より横断旗を支給。
新入学児童には小川地方交通安全協会
から黄色のランドセルカバーが配布され
た。

警察等との連携により、子どもが犯罪に
巻き込まれないよう地域安全運動を地域
ぐるみで進める。
小川町ウルトラパトロール隊で防犯パト
ロールを継続する。

◎

交通安全運動の推進

一時保育においては、最大６名の受入れ
体制を整え、0歳児（6か月以上）は２名ま
での受入れをした。
利用者数　１７２件
利用日数　　５２８日

継続実施

◎
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生涯学習課 PTA活動で防犯パトロールのステッカー
を自家用車に貼り、犯罪に巻き込まれな
いよう、パトロールを自主的に実施。
事故等防止のパンフレットを子ども会イベ
ント時に配布。

PTA活動で防犯パトロールのステッカー
を自家用車に貼り、犯罪に巻き込まれな
いよう、パトロールを自主的に実施。
事故等防止のパンフレットを子ども会イベ
ント時に配布。 ◎

チャイルド・シートの正しい
使用の徹底

総務課 ・役場庁舎等公共施設にて、チラシ・啓発
品の配布
・町内全域を広報車によるチャイルドシー
ト着用の広報活動。

・役場庁舎等公共施設にて、チラシ・啓発
品の配布
・町内全域を広報車によるチャイルドシー
ト着用の広報活動。
・子育て支援センター・児童館において交
通安全教室を開催し、チャイルドシートの
着用を呼びかける。

○

（２）防犯活動、防災対策の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

政策推進課 ・地域ウルトラ防犯パトロール隊活動支援
　　パトロール用品の支援及び障害保険
の加
　　入隊員登録人数７３７名（前年比ー335
名）
　　　H24登録人数の精査の実施による減
・「こども安心110番の家」事業支援
　　障害保険加入　５２９軒（前年比－71
軒）
　　　H24登録者の精査の実施による減
・職員による小学生下校時の防犯パト
ロール
・広報誌に町内の刑法犯罪認知状況「概
数」を
　毎月掲載
・防災行政無線による下校時と帰宅の放
送
　

・地域ウルトラ防犯パトロール隊活動支援
　パトロール用品の支援及び障害保険の
加入
・「こども安心110番の家」事業
　管理更新手続き及び傷害保険加入
・職員による小学生下校時及び学校長期
休業
　時の防犯パトロール
・広報誌に町内の刑法犯罪認知状況「概
数」を
　毎月掲載
・防災行政無線による下校時と帰宅の放
送

◎

学校教育課 学校では、PTA等と協力しながら七夕ま
つり、年末等に繁華街に出てパトロール
を実施。また、地域や自治会・PTAでは、
防犯パトロールのステッカーを自転車や
自動車に貼り犯罪に巻き込まれない地域
づくりに努めた。わんわんパトロールで
は、夕方や朝に犬の散歩に行く時にパト
ロールを行う。また、地域の中に「子ども
安心１１０番の家」を委嘱し、緊急時の逃
げ場と１１０番としてお願いしてきた。毎日
午後２時３０分には防災無線で防犯を呼
びかけ、小川町防犯ウルトラパトロール
隊で、防犯パトロールを実施した。

警察等との連携により、子どもが犯罪に
巻き込まれないよう、地域安全運動を地
域ぐるみで進める。小川町ウルトラパト
ロール隊で防犯パトロールを強化する。

◎

生涯学習課 PTA活動で防犯パトロールのステッカー
を自家用車に貼り、犯罪に巻き込まれな
いよう、パトロールを自主的に実施した。

PTA活動で防犯パトロールのステッカー
を自家用車に貼り、犯罪に巻き込まれな
いよう、パトロールを自主的に実施。 ◎

地域安全運動の推進
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子育て支援課 小川町青少年補導委員会の４地区（小川
町全域）からの委員による年間を通じて
の街頭補導・防犯活動を実施した。警察
や区長等の協力による年末防犯パトロー
ルを実施した。小川地区地域安全推進大
会への参加。各小・中学校、民生委員、
主任児童委員との連携をとり地域安全運
動を推進した。青少年補導委員12５名。

小川町青少年補導委員会の４地区（小川
町全域）からの委員による年間を通じて
の街頭補導・防犯活動。警察や区長等の
協力による年末防犯パトロールの実施。
小川地区地域安全推進大会への参加。
各小・中学校、民生委員、児童委員との
連携をとり地域安全運動を推進する。安
心の里おがわフェスティバルを開催予
定。青少年補導委員12５名。保育園で
は、防犯マニュアル作成予定。

◎

総務課

学校教育課 各小中学校においては、各学期ごとに火
災や地震などの災害に備えて避難訓練
を実施している。小学校では引き渡し訓
練を実施した。

継続実施

◎

生涯学習課 実施なし。 実施予定なし。
◇

子育て支援課 自然災害防災マニュアルに応じて保育園
において地震、災害時における避難訓練
を実施した。　　年12回

保育園において地震、災害時における避
難訓練を実施する予定。　　年12回。

◎

（３）被害に遭った子どもの保護の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

子育て支援課 平成２４年度相談件数　３８件（内虐待２２
件）個別ケース会議６回　相談件数は２３
年度に比較して減少している。

相談内容に応じて迅速に対応し、子ども
の身の安全を確保するよう関係機関と連
携を取る。

犯罪、いじめ、児童虐待等
の被害に遭った子どもに
対するカウンセリング

学校教育課 各中学校に「さわやか相談員」を配置して
生徒の悩みや不安・ストレス等の相談に
応じた。
スクール・ソーシャル・ワーカーを配置し、
学校と家庭、地域など関係機関の連携を
図り、児童・生徒が健康で明るく学校生活
が送れるよう相談体制を整えた。

「さわやか相談員」を配置して、生徒の相
談に応じていく。また、教育相談室等との
連携を図っていく。継続してスクール・
ソーシャル・ワーカーを配置。

◎

防災対策の推進

家庭児童相談事業

・土砂災害防災訓練の実施。
・各行政区防災訓練に参加し、防災パン
フレット等による啓発活動を実施。（幸町・
後伊地区他）
・防災出前講座開催（上横田二地区）

・土砂災害防災訓練の実施。
・各行政区防災訓練に参加し、防災パン
フレット等による啓発活動を実施。
・防災出前講座開催

◎
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７　要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進

（１）児童虐待防止対策の充実

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

児童虐待防止ネットワーク
の強化

子育て支援課 要保護児童対策地域協議会を年３回実
施した。児童相談所・保育園・小学校・中
学校・健康増進課等関係機関と連携を
し、情報の共有を図った。ケース会議を開
くことで問題解決に取り組んだ。

継続実施

◎

福祉介護課 相談支援活動
要保護児童対策地域協議会への参加

継続実施

○

健康増進課 児童相談所をはじめとして、関係機関と
連携をし、問題解決を図った。

児童相談所をはじめとして、関係機関と
連携をし、問題解決を図る。

◎

学校教育課 教育関係機関だけでは解決できない場合
も多く、児童相談所をはじめとして、関係
機関と連携し、協力体制の強化を図っ
た。スクール・ソーシャル・ワーカーを活用
した。

児童相談所をはじめとして、医療機関や
警察等と連携し、協力体制の強化を図
る。スクール・ソーシャル・ワーカーを活用
する。 ◎

母子保健分野での予防対
策、広報、啓発等の充実
【母子保健分野での予防
対策】

【広報・啓発活動】 子育て支援課 啓発用ポスターやリーフレットを公共施設
に掲示するなど、啓発活動に努めた。１１
月の児童虐待防止月間には、懸垂幕を
掲げて町民へ啓発に努めた。

啓発用ポスターを公共施設に掲示するな
ど、啓発活動に努める。継続実施

◎

【教育等との連携】 学校教育課 児童生徒の不審な体の傷や学習状況・
家庭状況の変化を見逃すことなく、児童
相談所等関係機関へ連絡し、迅速な対処
と情報の連携により、児童生徒が安全に
生活できるための方策を講じた。

学校での児童虐待の予防・早期発見の
取組みを強化する。

◎

子育て支援課 児童虐待防止の啓発用ポスターを公共
施設に掲示し、リーフレットを保護者に配
布するなど、啓発活動に努めた。

啓発用ポスターを公共施設に掲示するな
ど、啓発活動に努める。

◎

総務課 ・相談体制の強化
・関係機関との連携

・相談体制の強化（庁内ＤＶ対策連携会
議の開催）
・関係機関との連携

◎

学校教育課 児童生徒の不審な体の傷や学習状況・
家庭状況の変化を見逃すことなく、児童
相談所等関係機関へ連絡し、迅速な対処
と情報の連携により、児童生徒が安全に
生活できるための方策を講じた。

家庭内で発生しているＤＶは、暴力を感情
表現や問題解決のための手段として継承
される可能性が高い。また、ＤＶと児童虐
待は家庭内で同時に起こりうることである
から、連携した取り組みを推進する。

◎

健康増進課 乳幼児健診時問診票にて虐待予防項目
を取り入れ、結果はカルテ及び健康管理
システムへ入力し、情報の管理体制を充
実できた。
乳児家庭全戸訪問実施　１２９人
埼玉県周産期からの虐待予防事業との
連携　５人。養育支援家庭訪問事業実施
実７人・延べ４０人
ケースカンファレンスを実施し、他問題ハ
イリスクケースについて関係機関と情報
を共有化した。

乳幼児健診時問診票にて虐待予防項目
を取り入れ、情報の管理体制を継続す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳
児家庭全戸訪問実施。
埼玉県周産期からの虐待予防事業との
連携。養育支援家庭訪問事業実施。
関係諸機関と他問題ハイリスクケースに
ついて情報を共有化する。

◎

DV（ドメスティック・バイオ
レンス）対策との連携
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子育て支援課 関係機関と連携し、児童虐待と併せて相
談に応じた。また、児童手当・児童扶養手
当についても速やかに手続きできるよう
案内した。

継続実施

◎

保育園機能の強化 子育て支援課 園児の健康状態チェック、話の聞き取り、
保護者の状況変化を見逃さないよう保育
士全員で実施に取組んだ。

園児の健康状態チェック、話の聞き取り、
保護者の状況変化を見逃さないよう保育
士全員で実施。 ◎

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

母子自立支援員の活用 子育て支援課 就労について相談があった場合、就労・
自立支援プログラムにつながるよう、自立
支援給付金の案内と併せて母子福祉セ
ンターを紹介した。

民生委員・児童委員からの相談活動を通
じての情報提供を行い、母子家庭等就
業・自立支援センターの自立支援員と連
携を取り、相談に応じる。

○

保育園等の優先利用 子育て支援課 保育所入所選考にあたっては、母子家庭
を最優先としている。母子家庭の待機児
童はなかった。

保育所入所選考にあたっては、母子家庭
を最優先とし、母子家庭の待機児童をつ
くらない。 ◎

ひとり親家庭福祉事業 子育て支援課 ・ひとり親家庭等医療費支給事業受給者
228人
・児童扶養手当受給者　２１７人
・特別児童扶養手当受給者　３９人

継続実施

◎

子育て支援課 リーフレットの配布、パソコン教室・自立
支援給付金・母子寡婦福祉資金貸付制
度の案内

継続実施

○

産業観光課 就業相談等ハローワークを紹介又は、求
人情報の提供

継続実施

○

（３）障がい児施策の充実

施策・事業 所管課 平成２４年度実績 平成２５年度計画 評価

学童クラブにおける障がい
児の受入れ促進

子育て支援課 障がいを有する児童を学童クラブに受入
れられるよう、支援をした。
第２風の子学童クラブ　１名
星の子学童クラブ　１名
杉の子学童クラブ　１名
八和田学童クラブ　１名

障がいを有する児童を受入れている放課
後学童クラブへの入所を支援する。

◎

子育て支援課 予算化したものの該当児童がいなかっ
た。

障がいを有する児童を受入れている特別
支援学校放課後学童クラブに対し補助金
を交付する。

◎

福祉介護課 相談支援活動
児童虐待防止ネットワーク会議への参加

継続実施

○

雇用の促進

特別支援学校放課後対策
事業
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障がい児療育事業 健康増進課 こども発達相談：年１８回実人数７９人延
人数２２２人
ことばの相談：年２４回実人数24人延人
数８５人
心理相談：年６回実人数１０人延人数２０
人
親子教室：年１２回実人数２２人延人数１
２２人

療育事業においては必要な専門スタッフ
を雇上げにより配置し、専門性のある指
導を引き続き実施。

こども発達相談：年１６回
ことばの相談：年２４回
心理相談：年７回
親子教室：年１２回

療育事業においては必要な専門スタッフ
を雇上げにより配置し、専門性のある指
導を引き続き実施。 ◎
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