
 



 



 

 

町長あいさつ 

 

 

「第 2 期和木町子ども・子育て支援事業計画」 

の策定にあたって 

 

わが国の合計特殊出生率は、低迷を続け、少子高齢化はますます深刻な影響を及ぼして

います。国も、より良い子育て環境の構築を目指し、保育の受け皿の確保、幼児教育・保

育の無償化等、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援していくため

に様々な政策を推進しております。 

 本町においては、平成 31 年４月に町内の幼稚園、保育所を一つとした幼保連携型認定こ

ども園「和木こども園」が開園いたしました。この施設が、町の子育ての拠点となり、和

木町第５次総合計画にも掲げる「元気な子どもを育む子育て支援」の一旦を担うことを期

待しているところです。 

こうした状況の中、昨年６月に実施しました「和木町子ども・子育て支援に関するニー

ズ調査」を反映した「第２期和木町子ども・子育て支援事業計画」を「和木町子ども・子

育て会議」のご審議、ご承認を経て、第２期目の計画を策定いたしました。 

 私は「町ぐるみ 子育て支援の強化」を公約に掲げており、前回計画の基本理念の『わ

きは あったか 大家族 ～あいさつと子どもがつなぐ 地域のきずな～』を引き継いで

おります。和木町は小さなまちですが、それゆえに地域の絆のある、町全体が一家族であ

るかのような温かいまちです。未来にはばたいていく「たくましいわきっこ」を育むため

にも子どもたちが元気に、健やかに、また保護者の皆様が安心して子育てができるよう、「町

ぐるみ 子育て支援」施策を推進してまいります。 

最後に、本計画の策定にご尽力をいただきました「和木町子ども・子育て会議委員」の

皆様「和木町子ども・子育て支援に関するニーズ調査」にご協力をいただきました保護者

の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

和木町長 米 本 正 明  
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はじめに 

計画策定にあたって 

１．計画策定の背景と趣旨 

近年、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、女性の働き方の多様化等、家庭や地

域の子育てを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。  

このような状況の中で、国においては、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」を制定

し、 それに基づき「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年に施行されました。また、

平成 26 年７月には、次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭等が直面する「小１の壁」

を打破する観点から「放課後子ども総合プラン」が策定され、平成 30 年９月には「新・放

課後子ども総合プラン」が策定されました。  

新たな制度においては「子どもの最善の利益が実現される社会を目指す」との考えを基

本とし、幼児期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における子育て支援

等を総合的に推進していくことを目指しています。 

本町においても、平成 27 年３月に「和木町子ども・子育て支援事業計画」（以下、「前計

画」という。）を策定し、子ども・子育て支援に対する様々な施策を推進してきました。  

その後も、全国的に子ども・子育てを取り巻く環境は変化しており、国による「人づく

り革命」の柱となる「幼児教育・保育の無償化」や待機児童の解消に向けた「子育て安心

プラン」が策定されています。また、子どもの貧困対策においても、平成 26 年に「子ども

の貧困対策の推進に関する法律」の施行等、子ども・子育てに関する支援対策は加速して

います。  

このような状況を踏まえ本町では、前計画を検証し、子ども・子育て支援法の理念や基

本指針にある子育て支援の意義を踏まえ、町ぐるみで子育て支援を強化する新しい仕組み

を構築していくため「第２期和木町子ども・子育て支援事業計画」（以下、本計画という。）

を策定しました。 

 

２．計画の位置づけ 

 本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「子ども・子育て支援事業計画」に位

置づけられるとともに、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づく「次世代育成支

援行動計画」と一体的に策定します。また、すべての子どもと子育て家庭を対象として、

本町が今後進めていく子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定める観点から、今後は

子ども・子育て支援事業計画として一体的に推進していくものとします。 

 本計画は「和木町第５次総合計画」との整合性を図りながら「地域福祉計画」「障害児福

祉計画」「教育基本計画」等、子どもとまちづくりに関する関連計画との連携を図り、子育

てに関する施策を総合的に推進します。 
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３．計画の期間 

 子ども・子育て支援法では、令和２年度を初年度とする５年を１期とした事業計画を定

めることとしています。そのため、本計画においても令和２年度から令和６年度までの５

か年を計画期間として策定するものです。 

 なお、本計画は定期的に計画の進捗状況を点検していくものであり、その過程で必要に

応じた見直しも随時行っていくこととします。 

 

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 

／令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

          

和木町子ども・子育て支援事業計画 

     第２期和木町子ども・子育て支援事業計画 

     

 

４．住民参加と情報公開 
 

（１） ニーズ調査の実施 

本計画の策定に必要な基礎資料を得るため、令和元年５月１日現在で、小学校６年生

以下の児童を扶養しているすべての家庭を対象に子育て家庭の実態や意向、課題等を把

握する「子ども子育て支援に関するニーズ調査」を実施しました。調査結果は本計画の

策定及び今後の子育て支援施策等を立案するための基礎資料として使用しました。 

 

（２） 「和木町子ども・子育て会議」の開催 

本計画を策定するにあたり、町内の保健・教育・福祉関係団体の代表、各種団体の代

表、その他関係者、行政機関代表で構成される「和木町子ども・子育て会議」において、

計画の内容に対する検討を行うとともに、今後の本町における子育て支援のあり方につ

いての認識の共有を図りました。 

 

（３） 情報公開の実施 

本計画を策定するにあたり「和木町子ども・子育て会議」の進捗状況や検討内容を「広

報わき」等で公表し、情報公開に努めました。 
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第１章 子ども・子育てを取り巻く現況 

第１節 少子化の動向 

１．総人口と児童人口の推移 

本町の総人口は、平成 27 年以降横ばい傾向にあり、平成 31 年では 6,447 人となって

います。和木町子ども・子育て支援事業計画の策定年度である平成 27 年と比べると７人の

増加となっています。また、年少人口（０～14 歳）は総人口の推移と同様、横ばい傾向に

ある一方、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は減少、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向

にあります。 

 

■総人口の推移 

1,039 1,037 1,082 1,056 1,044

3,771 3,772 3,771 3,727 3,704

1,630 1,654 1,664 1,690 1,699

6,440 6,463 6,517 6,473 6,447

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（令和元年）

（人）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31日現在） 

 

 

児童人口（０歳～11 歳）をみると、平成 29 年で高くなっていますが、以降減少傾向に

あり、平成 31 年では 833 人となっています。 

 

■児童人口の推移 

828 846 884 861 833
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（令和元年）

（人）

 

 資料：住民基本台帳（各年３月 31日現在） 
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２．年齢３区分人口比の推移 

住民基本台帳による本町の人口をもとに、年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～

64 歳）、高齢者人口（65 歳以上）の３区分人口比率をみると、年少人口では横ばい、生産

年齢人口では減少、高齢者人口では増加と、それぞれの傾向に違いがみられます。各人口

について平成27年と平成31年を比べると、生産年齢人口は、1.1ポイント減少しており、

高齢者人口は、1.1 ポイント増加しています。 

 

■年齢３区分人口比の推移 

16.1

16.0

16.6

16.3

16.2

58.6

58.4

57.9

57.6

57.5

25.3 

25.6 

25.5 

26.1 

26.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

（令和元年）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）  
資料：住民基本台帳（各年３月 31日現在） 
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３．総人口と児童人口の推計値 

令和２年から令和６年までの人口推計をみると、総人口は減少傾向にあり、令和 6 年に

は 6,434 人となっています。年齢３区分別では、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人

口（15～64 歳）は減少し、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向となっており、ゆるやか

に少子化及び人口減少が進行するものと予測されます。 

 

■総人口の推計値 

1,039 1,039 1,028 1,030 1,025

3,708 3,700 3,702 3,702 3,700

1,704 1,724 1,725 1,724 1,709

6,451 6,463 6,455 6,456 6,434

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

 
※コーホート法により算出 

 

 

児童人口（０～11 歳）の推計値をみると、令和２年の 833 人から令和 6 年には 817

人と、16 人減少するものと予測されます。 

 

■児童人口の推計値 

833 829 821 826 817

0
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※コーホート法により算出 

 

 

 

 

 「コーホート」とは、ある年に生まれた集団のことをいい、コーホート法とはその集団のある期間の人口変化を観察することで将

来人口を推計する方法。 
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４．出生の動向 

人口動態統計による本町の出生数は横ばいにあり、平成30年では68人となっています。

県と比較すると出生率も高い傾向で推移しています。 

 

■出生数と出生率の推移 

76 68
85

65 68

11.8

10.7

13.0

10.0
10.5

7.3
7.4 7.1 6.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

50

100

150

200

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（人/千人）（人）

出生数 出生率（和木町） 出生率（県）  

資料：人口動態統計 

 

人口動態統計による本町の合計特殊出生率は、平成 24 年（最新値）では全国及び県と比

較しても高くなっています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

1.77

1.52
1.56 1.54

1.60 1.58 1.57 1.54

1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42

1.00

1.50

2.00

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（人）

和木町 山口県 全国

 

資料：人口動態統計（全国、山口県） 

人口動態特殊統計（和木町）  

 

 

 

 

 「合計特殊出生率」とは、15～49歳までの女子の年齢別の出生率を合計して算出したもの。一人の女性が一生のうちに出産す

る平均子ども数。 
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第２節 家族や地域の状況 

１．世帯の状況 

国勢調査による本町の世帯の状況をみると、世帯数は増加傾向にあり、平成 27 年では

2,592 世帯となっています。一方、平均世帯人員をみると、引き続き減少傾向にあります。 

これは、核家族化の進行や、ひとり親家庭の増加によるものと考えらます。 

 

■世帯構造の推移                                      単位：世帯、人 

 平成12 年 平成17 年 平成22 年 平成27 年 

世帯数（一般世帯） 2,438 2,470 2,588 2,592 

平均世帯人員 2.74 2.59 2.44 2.42 

父子家庭（一般世帯） 10 7 7 6 

母子家庭（一般世帯） 34 46 48 51 

資料：国勢調査 

 

■世帯数と平均世帯人員の推移 

2,438 2,470
2,588 2,592

2.74
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■ひとり親家庭の世帯の推移 
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２．女性の年齢別就業率 

（１） 女性就業者数の推移 

国勢調査による本町の女性就業比率をみると、微増で推移しており、平成 27 年では

44.2％となっています。 

 

■女性の就業者数の推移                                   単位：人、％ 

 15 歳以上の女性人口 うち就業者数 就業比率 

平成 12 年 2,882 1,221 42.4 

平成 17 年 2,753 1,184 43.0 

平成 22 年 2,681 1,156 43.1 

平成 27 年 2,657 1,175 44.2 

資料：国勢調査 

 

（２） 年齢別女性就業者数及び就業率 

国勢調査による本町の女性就業者数及び就業率を年齢５歳階級別にみると、平成 27 年で

は、20 歳代で 60％以上であった就業率が、30～34 歳にかけて 56.5％まで下がり、35

～39 歳から再度上昇する傾向となっています。 

また、40 歳代の就業率は平成 17 年以降、増加傾向にあります。 

 

■年齢別女性就業者数及び就業率                             単位：人、％ 

 
平成17 年 

就業率 

平成22 年 

就業率 

平成27 年 

女性人口 就業人口 就業率 

15～19 歳 15.7 12.5 143 16 11.2 

20～24 歳 67.7 60.7 126 83 65.9 

25～29 歳 63.0 60.7 146 90 61.6 

30～34 歳 53.6 54.4 200 113 56.5 

35～39 歳 59.6 66.2 193 123 63.7 

40～44 歳 63.8 62.6 233 181 77.7 

45～49 歳 73.6 71.2 184 141 76.6 

50～54 歳 65.6 71.6 150 100 66.7 

55～59 歳 52.6 62.3 191 133 69.6 

60～64 歳 41.5 42.1 197 85 43.1 

65 歳以上 9.3 11.2 894 110 12.3 

合 計 43.0 43.1 2,657 1,175 44.2 

資料：国勢調査 
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■平成 27年年齢別女性就業者数及び就業率 
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■年次別年齢別（20～59歳）女性就業率の推移 
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第３節 子育て支援サービスの提供と利用の状況 

１．保育所、幼稚園及びこども園における保育サービス等の状況 

（１） １号認定者（３歳～５歳、幼稚園及び認定こども園）の定員及び入所状況 

１号認定の子どもについては、利用可能定員内となっており、待機等は発生していな

い状況となっています。 
 

■１号認定（３～５歳、幼稚園及び認定こども園）の定員及び入所状況 

単位：人、％ （ ）は広域利用者数 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

定  員 108 123 123 123 123 

入所人員 109(0) 107(２) 118(4) 104(4) 96(3) 

充 足 率 100.9 87.0 95.9 84.6 78.0 

各年５月１日現在 

 

（２） ２号認定者（３歳～５歳、保育所及び認定こども園）の定員及び入所状況 

平成 28 年度からは、和木幼稚園は幼稚園型認定こども園に移行しており、定員数が増

えていますが、２号認定の子どもについては、利用可能定員内となっており、待機等は

発生していない状況となっています。 
 

■２号認定（３～５歳、保育所及び認定こども園）の定員及び入所状況 

単位：人、％ （ ）は広域利用者数 

 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 

定  員 93 103 103 103 103 

入所人員 85(7) 88(5) 97(7) 101(9) 97(11) 

充 足 率 91.4 85.4 94.2 98.1 94.2 

各年４月１日現在 

 

（３） ３号認定者（０歳、保育所及び認定こども園、地域型保育）の定員及び入所状況 

年度当初は利用が少ないですが、年度末にかけて利用数が増加しており、各年度とも

に年末には定員に達している状況となっています。 
 

■３号認定（０歳、保育所及び認定こども園、地域型保育）の定員及び入所状況 

単位：人、％ （ ）は広域利用者数 

 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 

定  員 14 15 14 14 14 

入所人員 2(0) 5(0) 6(2) 3(1) 5(2) 

充 足 率 14.3 33.3 42.9 21.4 35.7 

各年４月１日現在 
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（４） ３号認定者（１歳～２歳、保育所及び認定こども園）の定員及び入所状況 

年度当初は利用が少ないですが、年度末にかけて利用数が増加しており、各年度とも

に年末には定員に達している状況となっています。 
 

■３号認定（１歳～２歳、保育所及び認定こども園）の定員及び入所状況 

単位：人、％ （ ）は広域利用者数 

 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 

定  員 55 56 55 54 54 

入所人員 43(5) 48(4) 46(8) 43(8) 53(9) 

充 足 率 78.2 85.7 83.6 79.6 98.1 

各年４月１日現在 

 

２．地域子ども・子育て支援事業の状況 

（１） 時間外保育事業（延長保育事業） 

事業概要 

●保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間にお

いて、認定こども園等において保育を実施する事業 

和木町での取組 

○現在、和木こども園の開園により保育時間が拡充しています。 

 

（２） 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ：わきっこクラブ） 

事業概要 

●保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して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事業 

和木町での取組 

○本町では、小学校１年生から６年生の児童のうち、保護者が就労している等の理由に

より放課後にいない家庭を対象に、和木小学校内に放課後児童クラブ（わきっこクラ

ブ）を設置しています。 

○平成 28 年度より、長期休業期間だけの利用希望者の受け入れも行っています。 
 

■わきっこクラブの状況                                     単位：人、％ 

 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 

定  員 90 90 90 90 90 

入所人員 98 101 93 102 107 

充 足 率 108.9 112.2 103.3 113.3 118.9 

各年４月１日現在 
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（３） 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） 

事業概要 

●保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業 

和木町での取組 

○岩国市内の社会福祉法人「はるか」に委託し、実施しています。 

 

（４） 乳児家庭全戸訪問事業 

事業概要 

●生後３か月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情

報提供や養育環境等の把握を行う事業 

和木町での取組 

○すべての家庭を訪問することができており、訪問により情報提供や養育環境の把握等、

必要な支援を提供しています。 
 

■乳幼児家庭全戸訪問人数                                     単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

訪問人数 70 75 77 62 

各年３月 31日現在 

 

（５） 養育支援訪問事業 

事業概要 

●養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等

を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業 

和木町での取組 

○養育が必要な家庭を把握し、定期的に訪問を行っており、適切な養育の実施を確保す

ることができるよう、指導、助言を行っています。 
 

■養育支援訪問件数                                         単位：件 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

訪問件数 15 19 23 18 

各年３月 31日現在 
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（６） 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

事業概要 

●乳幼児及び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 

和木町での取組 

○本町では、平成 30 年度までは和木保育所に、平成 31 年度からは和木こども園内に

「和木町子育て支援センター」を開設しています。 

○現在、子育て支援センターは毎週火曜日と金曜日の２回実施しています。 

■子育て支援センター（延べ利用数）の推移                       単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

子育て支援センター 735 1,282 1,390 814 

各年３月 31日現在 

■子育て支援センターの主な活動内容 

 

 

 

（７） 子育て世代包括支援センター 

事業概要 

●妊娠期から子育て期までの「子育ての不安感」に寄り添い、関係機関と連携し、切れ

目のない支援を行う事業 

和木町での取組 

○保健相談センターに新しい看板を掲げ、優しい色あいの専用相談室を整備しています。 

○母子保健事業を担当する保健師が、和木町版ネウボラとして相談を受け付け、必要な

事業や関係機関との調整を行っています。 

 

（８） 一時預かり事業 

事業概要 

●家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼

間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点及びその他の場所

において一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

和木町での取組 

○平成 30 年度までは和木保育所、平成 31 年度からは和木こども園において、緊急で

保育が必要になった児童の受け入れを行っています。 
 

■一時預かり事業（延べ利用数）の推移                              単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

幼稚園在園児対象１号認定者 322 242 566 322 

在園児対象以外 16 20 44 76 

各年３月 31日現在 

 

 「ネウボラ」とはフィンランド語で「助言の場」を意味します。母親の妊娠期から子どもの小学校入学まで担当の保健師が子育て

に関するあらゆる相談にワンストップで応じる仕組みです。 

○子育てに関する情報提供 ○安心して乳幼児が遊べる場 ○子育ての悩みや不安の相談 

○誕生日会（毎月） ○保護者同士の交流・情報交換の場 ○季節を感じる行事等 
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（９） 病児・病後児保育事業 

事業概要 

●病児・病後児について、病院・保育所に付設された専用スペース等において、看護師

等が一時的に保育をする事業 

和木町での取組 

○現在、事業を実施できる施設がないため、本町では行っていませんが、岩国市・大竹

市等（広島広域都市圏）、山口県内市町の広域利用があります。 

 

■病児・病後児保育の利用者推移                                 単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

広域施設利用者 2 1 24 51 
 

各年３月 31日現在 

 

■近隣市の状況 

●大竹市 

平成 26 年４月８日から、独立行政法人国立病院機構広島西医療センターに委託して、

病児・病後児保育を実施。 

対象児童（生後 6 か月以上から小学校６年生）は、①市内に住所を有する児童、 

②保護者が市内にある事業所に勤務している児童 

 

●岩国市 

岩国病院に併設している病児・病後児保育所「キッドイン」に委託して実施。 

対象児童は、生後６か月から小学校 6 年生 ※岩国市内には４事業者 

 

 

（１０） 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） 

事業概要 

●乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の

援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活

動に関する連絡、調整を行う事業 

和木町での取組 

○現在、会員（提供会員）の確保及び委託先が町内にはなく、町単独での実施は困難な

ため実施していません。 

 

（１１） 妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

事業概要 

●妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じ

た医学的検査を実施する事業 

和木町での取組 

○９割以上の方に受診していただいています。里帰り等の遠方の医療機関でも妊婦健診

が受けられるよう調整をしています。 
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■妊婦健康診査の推移                                      単位：人、回 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

実績値 927 832 974 753 858 

対象人数 66 60 70 54 61 

健診回数 14 14 14 14 14 

各年３月 31日現在 

■和木町で実施している独自事業 

 

 

 

 

３．学校児童数の推移 

本町には令和元年度現在、小学校が１校、中学校が１校設置されており、小学校児童数

は 418 人、中学校生徒数は 197 人となっています。 
 

■小学校児童数の推移                                         単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

和木小学校 403 427 420 429 418 

各年５月１日現在 

 

■中学校生徒数の推移                                         単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

和木中学校 196 174 181 183 197 

各年５月１日現在 

 

●超音波検査 

本町では、胎盤の位置や赤ちゃんの発育状態などを確認する超音波検査（３回分）を

公費で負担しています。 
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４．母子保健の実態及び母子保健事業の実施状況 

（１） 乳幼児健康診査等の実施状況 

本町では、乳児、１歳６か月児、３歳児の３区分を対象にして、対象者には個人通知

を行い、健康診査を実施しています。また、健診後にフォローの必要な方（妊婦・乳幼

児）については、専門医療機関において精密検査を実施しています。 

そのほか、１歳６か月児、２歳児、３歳児の３区分を対象にして、歯科健康診査を実

施しています。 

 

■乳幼児健康診査の実施内容・実施方法 

 対象者 実施内容 

乳児健康診査 １か月～１２か月の乳児 
身体測定、内科健診、発育・発達の検査

等のほか、育児の相談等 

１歳６か月児 

健康診査 

１歳６か月～１歳１１か月 

の幼児 

身体測定、内科健診、歯科健診等のほか、

歯科・栄養・生活指導等 

３歳児 

健康診査 

３歳０か月～３歳１１か月 

の幼児 

身体測定、内科健診、歯科健診、眼と耳の

検査のほか、歯科・栄養・生活指導等 

 

 

（２） 乳幼児健康診査等の受診状況 

乳幼児健康診査の受診率は、近年、横ばいから増加傾向で推移していましたが、直近

の平成 30 年において、７か月健診を除くすべての受診率が増加しています。そのほか、

１歳６か月児健康診査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診査については、横ばいから

増加傾向で推移しています。 

 

■乳児健康診査受診状況                                 単位：人、％ 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

１か月 

健診 

対 象 者 68 68 88 70 68 

受診者数 73 60 78 64 65 

受 診 率 107.4 88.2 88.6 91.4 95.6 

３か月 

健診 

対 象 者 67 77 79 83 70 

受診者数 65 75 73 77 67 

受 診 率 97.0 97.4 92.4 92.8 95.7 

７か月 

健診 

対 象 者 72 85 74 85 58 

受診者数 58 75 65 81 48 

受 診 率 80.6 88.2 87.8 95.3 82.8 

10 か月 

健診 

対 象 者 72 82 76 80 61 

受診者数 61 61 64 58 53 

受 診 率 84.7 74.4 84.2 72.5 86.9 

１歳児 

健診 

対 象 者 69 78 70 92 60 

受診者数 59 71 59 73 59 

受 診 率 85.5 91.0 84.3 79.3 98.3 

   各年３月 31日現在 
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■１歳６か月児健康診査受診状況                            単位：人、％ 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

対象者数 64 71 80 73 80 

一 般 
受診者数 60 71 75 67 77 

受 診 率 93.8 100.0 93.8 91.8 96.3 

歯 科 
受診者数 60 71 75 67 77 

受 診 率 93.8 100.0 93.8 91.8 96.3 

   各年３月 31日現在 

 

■２歳児歯科健康診査受診状況                             単位：人、％ 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

対象者数 76 75 80 65 75 

受診者数 64 72 77 62 73 

受 診 率 84.2 96.0 96.3 95.4 97.3 

   各年３月 31日現在 

 

■３歳児健康診査受診状況                                単位：人、％ 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

対象者数 67 83 75 86 62 

一 般 
受診者数 62 82 68 81 63 

受 診 率 92.5 98.8 90.7 94.2 101.6 

歯 科 
受診者数 62 82 68 81 63 

受 診 率 92.5 98.8 90.7 94.2 101.6 

   各年３月 31日現在 

  

（３） 各種子育てに関する相談事業等 

① 妊婦相談 

妊婦を対象に、母子健康手帳交付時に妊娠中の生活等の相談に保健師が応じています。 
 

■母子健康手帳交付・妊婦相談の状況                            単位：人 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

対象者数 88 80 88 77 69 

（うち転入） 10 8 10 8 5 

   各年３月 31日現在 
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② 離乳食・幼児食教室 

子どもの食に関する知識・情報の提供を行い、調理実習を通して学習し、試食会では

保護者同士の交流の機会を提供する等、育児の仲間づくりも目的に実施しています。 

 

■離乳食・幼児食教室の実施状況                              単位：人 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

参加者数 23 47 25 27 27 

離 乳 食 13 27 25 23 20 

幼 児 食 10 20 0 4 7 

   各年３月 31日現在 

■開催回数                         単位：回/年 

 離乳食教室 幼児食教室 

開催回数 ３ ２ 

 各年３月 31日現在 

 

③ 育児相談 

乳幼児を対象として、発育・発達や離乳食の進め方等、子育てや各種制度に関する相

談を保健師及び管理栄養士が行っています。 
 

■育児相談の実施状況                                   単位：回、人 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

開催回数 22 24 24 24 24 

初回参加者 105 144 119 121 109 

延べ参加者数 203 325 297 299 272 

   各年３月３１日現在 

④ 電話相談 

妊娠や出産、不妊治療等の母性に関する相談、また、子育てや健診・予防接種等に関

する相談を保健師が行っています。 

 

（４） 子育てに関する情報提供 

「広報わき」の刊行 

広報わきの中に、和木町に暮らす子育て家庭を対象として、赤ちゃんから未就園児対

象の事業やイベント情報等を集めた「子育て掲示板」を設けています。 

広報わきは、各世帯に配布するとともに、和木町内の各公共施設に置いています。ま

た、町ホームページにも掲載しています。 
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第４節 次世代育成支援計画の評価 

和木町子ども・子育て支援事業計画（前計画）策定時に設定した目標について、ニーズ

調査結果や事業の実施状況をもとに評価を行いました。 

 

１．目標指標の評価 

■前計画目標指標達成状況 

事業名 事業内容 
前計画策定時 

（平成 26 年） 

実績 

（令和元年） 

通常保育事業 

保護者が労働又は病気等によ

り、家庭において保育すること

ができない乳幼児・児童を保護

者に代わって認定こども園等で

保育する事業 

実施 実施 

延長保育事業 

保護者の就業時間や通勤等に

より通常の保育時間では対応で

きない児童を保育する事業 

未実施 実施 

放課後児童 

健全育成事業 

小学校に通う児童のうち、就

労等により帰宅後、保護者のい

ない児童を保育することによ

り、児童の健全育成を図る事業 

実施 実施 

一時保育事業 

保護者が病気や看護・冠婚葬祭

等の場合、認定こども園等で一時

的に児童を保育する事業 

実施 実施 

ファミリー・サポート 

・センター事業 

一時保育や、認定こども園等

への送迎、保育施設の時間外の

保育、援助を受けたい人と支援

したい人が会員となって、会員

相互で助け合う事業 

未実施 未実施 

地域子育て支援 

センター事業 

子育ての不安について相談・

指導や、地域の子育て家庭の支

援を行う事業 

実施 実施 
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第５節 子ども・子育てニーズ調査結果概要 

１．調査方法 

本計画を策定するにあたり、子育て家庭の実態や意向、課題等を把握し、今後の子育て

支援施策を進める上での基礎資料とするため、令和元年 6 月に「子ども・子育て支援に関

するニーズ調査」を実施しました。 

 

調査地域   ：和木町 

調査対象者  ：令和元年５月１日現在、和木町に住んでいる就学前・小学生児童が

いる全世帯 

対象数    ：就学前児童 299 人 小学生児童 324 人 

調査期間   ：令和元年６月７日～令和元年６月 28 日まで 

調査方法   ：施設及び郵送による配布回収 

 

 
調査対象者数 

（配布数） 
回収数 回収率 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 299 票 228 票 76.3％ 227 票 75.9％ 

小学校児童 324 票 268 票 82.7％ 268 票 82.7％ 

合  計 623 票 496 票 79.6％ 495 票 79.5％ 

 

２．調査結果の概要 

（１） 就労状況 

① 母親の就労状況 

母親の就労状況についてみると、就学前では「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」が 37.9％（前回 46.0％）、小学校では「パート・アルバイト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」が 43.3％（前回 56.4％）で最も高くなってい

ます。また、就労中で産休・育休・介護休業中ではないと回答している割合が、就学前

では 49.8％（前回 40.4％）であるのに対し、小学校では 74.6％（前回 80.9％）と倍

増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(％)

フルタイムで就労しており、産休・育休・
介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・

介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・
育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しており、産休・
育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労して

いない

これまでに就労したことがない

無回答

25.1

5.3

24.7

2.2

37.9

2.6

2.2

31.3

1.1

43.3

0.7

19.8

2.6

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前 n=227

小学校 n=268
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② 父親の就労状況 

父親の就労状況についてみると、就学前、小学校ともに「フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない」が有効回答のほとんどを占めています。 

(％)

フルタイムで就労しており、産休・育休・
介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・

介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・
育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しており、産休・
育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労して

いない

これまでに就労したことがない

無回答

64.3

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

35.2

69.8

0.0

0.4

0.0

0.7

0.0

29.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前 n=227

小学校 n=268
 

 

③【パート・アルバイト等で就労している人】母親のフルタイムへの転換希望 

母親のフルタイムへの転換希望についてみると、就学前では「パート・アルバイト等

の就労を続けることを希望」が 39.3％（前回 39.6％）、小学校では 41.5％（前回 40.3％）

最も高くなっています。 

就学前 n=61

小学生 n=118

11.5

5.1

11.5

17.8

39.3

41.5 2.5

37.7

33.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0(％)

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答  

 

④【就労していない・就労したことがない人】母親の就労希望 

母親の就労希望についてみると、就学前では「１年より先、一番下の子どもが大きくな

ったら就労したい」が 55.4％（前回 48.0％）、小学校では 41.7％（前回 15.8％）で最

も高くなっています。 

就学前 n=92

小学生 n=60

27.2

25.0

55.4

41.7

14.1

21.7

3.3

11.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0(％)

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが〇〇歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
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（２） 教育・保育事業へのニーズ 

現在の平日の教育・保育事業の利用状況と今後の利用希望（就学前児童）についてみ

ると、和木保育所の閉所及び和木こども園の新設に伴い「認定こども園」が 90.4％（前

回 2.6％）と大半を占めていることがわかります。 

 

■利用している教育・保育事業 

n=187 (％)

認可保育所

事業所内保育施設

認定こども園

認定こども園の一時預かり

町外の幼稚園

町外の幼稚園の預かり保育

民間保育サービス施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

小規模な保育施設

その他

無回答

5.3

1.1

90.4

2.7

0.0

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

2.1

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

 

 

■利用したい教育・保育事業 

n=227 (％)

認可保育所

事業所内保育施設

認定こども園

認定こども園の一時預かり

町外の幼稚園

町外の幼稚園の預かり保育

その他の認可外保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター

その他

特にない

無回答

15.9

3.5

74.4

19.4

4.8

3.1

0.9

5.3

11.9

1.8

7.0

5.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
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（３） 子育てしやすい環境 

■和木町に住み続けたいと思うか 

就学前 n=227

小学生 n=268

60.8

65.3

9.7

7.5

26.4

24.6

3.1

2.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 (％)

思う 思わない わからない 無回答  

■住み続けたいと思う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住み続けたくないと思う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(％)

自分や家族の勤め先が町外にある

両親、親戚、親しい人が町外に住んでいる

自然が少なく、環境がよくない

職場が少なく、働き口が見つからない

買い物や遊びに不便

図書館などの教育・文化施設が整っていない

通勤・通学など交通環境が不便

家賃や住宅面積など、住宅事情がよくない

まちに活気や魅力が感じられない

各種医療施設が整っていない

近所づきあいがわずらわしい

子育てをする環境がよくない

その他

無回答

18.2

18.2

0.0

13.6

31.8

9.1

18.2

22.7

40.9

22.7

18.2

36.4

27.3

0.0

30.0

25.0

0.0

5.0

35.0

15.0

15.0

10.0

25.0

10.0

20.0

25.0

20.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

就学前 n=22

小学校 n=20

(％)

自分や家族の勤め先が町内にある

両親、親戚、親しい人が町内に住んでいる

公園などの環境に恵まれている

保育利用料・幼稚園利用料が安い

学校給食費が中学校卒業まで無料

子どもの医療費が中学校卒業まで無料

妊婦・乳幼児健診が充実している

子どもが安全でのびのび学べる環境である

通勤・通学など交通環境が便利

近所の人など、人が温かい・やさしい

その他

無回答

22.5

37.0

11.6

41.3

68.8

70.3

18.1

23.2

23.9

36.2

8.0

0.0

28.6

41.1

8.6

32.6

72.6

73.7

7.4

19.4

36.6

29.1

8.0

0.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前 n=138

小学校 n=175
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■「今後も特に重要だと思う」取組 

(％)

家庭での保育を対象とした支援

保育サービスの充実

就学児童の居場所づくり

子どもや母親の健康の確保

子どもの健やかな成長への支援

子どもの生きる力の育成に向けた教育環

境の整備

次代の親の育成

幼児教育の充実

安全・安心な道路交通環境の整備

安心して遊び、生活できる環境づくり

多様な働き方に対応した子育て支援の展
開

子どもを交通事故から守るための交通安

全教育の推進

子どもを犯罪等の被害から守るための活
動の推進

犯罪、いじめ等により被害を受けた子ども

の立ち直り支援

児童虐待防止対策の充実

母子家庭等の自立支援の推進

虐待被害にあった子どもの保護の推進

就労と子育ての両立を支える支援

子どもの健やかな育成を支える対個人給

付・サービスの実施

すべての子どもの健やかな育成の基盤と

なる地域の取組の推進

無回答

15.4

34.4

20.7

12.8

19.4

20.7

5.7

22.9

28.2

29.5

15.9

22.5

20.3

9.3

8.8

3.5

4.4

21.6

8.4

7.0

18.9

14.2

22.4

30.2

11.2

16.0

19.8

12.7

19.4

29.5

32.5

21.6

22.8

30.6

10.4

9.3

4.9

6.0

23.5

6.7

10.4

15.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前 n=227

小学校 n=268
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（４） 日頃、あて名のお子さんを預かってもらえる人はいますか 

日頃、お子さんを預かってもらえる人についてみると「就学前では緊急時もしくは用

事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」が 68.3％（前回 60.6％）、小学校では

52.2％（前回 65.5％）と最も高くなっています。 

また、就学前、小学校ともに日頃預かってもらえる人が「いずれもない」が 11％（前

回 13％）前後となっています。 

(％)

日常的に祖父母等の親族に預かって
もらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の

親族に預かってもらえる

日常的に子どもを預けられる友人・知人が

いる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

預けられる友人・知人がいる

いずれもない

無回答

27.3

68.3

2.2

9.3

10.1

1.3

29.1

52.2

3.7

14.6

11.6

3.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前 n=227

小学校 n=268
 

 

 

（５） 子どもに対して虐待をしていると感じたことはありますか 

子どもを虐待しているのではないかと思うことがあるかについてみると、就学前では「な

い」が 80.2％（前回 76.8％）、小学校では 70.9％（前回 70.0％）と最も高くなってい

ます。 

一方「ある」と「後でふりかえって虐待だったと思ったことはある」を合わせた割合をみ

ると、就学前では 19.0％（前回 21.7％）、小学校では 26.8％（前回 28.2％）となってい

ます。 

(％)

ある

後でふりかえって虐待だったと思ったこと
はある

ない

無回答

1.8

17.2

80.2

0.9

1.1

25.7

70.9

2.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

就学前 n=227

小学校 n=268
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（６） 子育てをする上で、不安に思うことや悩んでいること 

子育てに関する不安や悩みについてみると、就学前では「子どもの教育に関すること」

が 38.8％（前回 31.3％）で最も高く、小学校では「子どもの友達づきあい（いじめを

含む）に関すること」が 30.6％（前回 37.3％）で最も高くなっています。次いで就学

前では「食事や栄養に関すること」「子育てに時間をとられ自分が自由に過ごす時間がな

いこと」が高くなっており、小学校では「子どもの教育に関すること」「子どもと一緒に

過ごす時間を十分にとれないこと」が高くなっています。 

(％)

子育ての方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもと一緒に過ごす時間を十分に
とれないこと

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもの教育に関すること

子どもの教育費が負担になっていること

子どもの友達づきあい（いじめを含む）に
関すること

子どもの登園拒否、不登校などの問題に

ついて

仕事と子育ての両立がうまくできて
いないこと

子育てに時間をとられ自分が自由に
過ごす時間がないこと

子育てに関して話し相手や相談相手が

いないこと

子育てに関して配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

子育てに関しての意見が配偶者・パート

ナーと合わないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを

手伝ってくれる人がいないこと

同じ子育て仲間との交流の機会・場所
がないこと

自分の子育てについて親族・近隣の人

・職場など周りの見る目が気になること

子育てのストレスがたまって、子どもに手を
上げたり、世話をしなかったりしてしまうこと

子どもを安心して遊ばせることのできる

場所が少ないこと

その他

無回答

9.3

18.1

20.7

25.1

30.0

38.8

5.7

17.6

1.8

11.0

26.0

4.8

9.7

6.2

8.8

7.0

5.7

6.2

19.4

4.0

13.7

6.7

14.6

28.0

18.3

15.3

29.9

14.6

30.6

4.5

12.3

13.8

1.1

11.2

9.3

9.7

4.9

4.1

4.1

21.6

2.2

13.4

0.0 20.0 40.0 60.0

就学前 n=227

小学校 n=268
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（７） 子育てに関する不安や悩みの相談先 

子育てに関する不安や悩みの相談先についてみると、就学前では「配偶者」が 81.9％

（前回 76.3％）で最も高く、小学生では「その他の親族（親・兄弟姉妹等）」が 69.0％

（前回 67.3％）で最も高くなっています。 

 

(％)

配偶者

その他の親族（親・兄弟姉妹など）

近所の人・地域の人

職場の人

こども園等や学校の保護者

こども園等や学校の先生

子育て支援センター

保健相談センター

民生委員・児童委員

民間の電話相談

家政婦・ベビーシッター

インターネット（フェイスブックなど、ＳＮＳ上
の知り合い・つながり）

その他

相談相手がいない

相談することがない

無回答

81.9

69.6

26.0

20.3

19.8

18.1

4.8

5.3

0.4

0.0

0.0

4.0

9.3

1.8

0.9

2.6

65.7

69.0

23.5

29.1

11.6

15.3

0.0

1.1

0.4

0.0

0.0

2.2

8.2

1.9

3.4

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

就学前 n=227

小学校 n=268
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第６節 前計画（平成 26～31年度）の評価と課題 

 

基本目標① 地域における子育て家庭に対する支援の評価 

 

子育てに関する悩みや不安の相談先は、配偶者や親族が多くみられる一方、子育て支

援センターや保健相談センターの相談件数が少ない状況にあります。これらの施設や実

施事業等に対する周知には、多様な媒体を用いて情報発信を強化していくことが必要で

あると考えられます。また、子育て支援センターでは、相談に関するニーズは高いもの

と認識しており、スキルアップ等の体制を整備する必要があると考えています。相談体

制の抜本的な改善が望まれます。 

さらに、利用の増加のためには、子育てに関する不安や悩みを抱えている保護者が気

軽になんでも相談できる体制の仕組みづくりを充実していくことも重要といえます。こ

れらの観点から、新たに設置された「子育て世代包括支援センター」の活躍や、地域共

生社会に向けての縦割り行政の枠を超えての活動が期待されます。 

 

基本目標② 子どもが健やかに生まれこころ豊かに育つ環境づくりの評価 

 

就学前・小学校児童のニーズ調査からは、子育ての観点から和木町で住み続けたいと

思う人の割合は６割を超えており、その理由としては「子どもの医療費が中学校まで無

料」「学校給食費が中学卒業まで無料」を挙げた人が７割程度となっています。それに対

し、そうは思わない理由として「まちに活気や魅力が感じられない」「子育てをする環境

がよくない」「買い物や遊びに不便」等が多く挙げられています。 

また、小学生児童のニーズ調査から、子どもの教育や遊びについて「子どもの関心を

広げる」「さまざまな同世代の友達と出会えることができる」「礼儀や社会マナーを教え

てくれる」地域活動やサークルに参加させたいとの要望が多く、子どもたちが地域で活

発に交流し、成長できるイベントや場づくりの実施が望まれています。 

さらに、身近なところで子どもの虐待を「見たり聞いたりしたりしたことがある」人

と「おかしいなと思ったことがある」人の割合は合わせて 16.8％となっており、自分自

身が子どもに「虐待をしていると感じた」人と「後でふりかえって虐待だったと思った

ことがある」人を合わせると 26.8％となっています。虐待に関する相談や虐待と思われ

るケースへのアウトリーチができる体制が求められます。 

思春期の保健対策や総合的な学習、不登校引きこもり対策については、専門家や担当

者間で連携をはかり、スキルアップやネットワークづくりの強化が重要と考えられます。 
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基本目標③ 子どもの成長を支える教育環境の整備の評価 

 

就学前児童用ニーズ調査で、平日に定期的に教育・保育のサービスを利用している理

由で最も多いのは「子どもの教育と発達」となっており、教育に関するニーズが高く、

教育的要素の充実が求められていることがわかります。 

就学前児童の教育としては「多くの友達と関わったり、遊ぶこと」「自分の思いを伝え

たり相手の話を聞く」等の回答が多く、コミュニケーション力を重視した教育・保育サ

ービスの充実が望まれています。 

また、和木こども園、小学校、中学校では「和木学園」構想及び和木町小中一貫コミ

ュニティ・スクールの活動として、元気で明るいあいさつを町内に広げようと「あいさ

つ運動」を行っています。あいさつは、人間が社会生活を営む上で、最も基本的な生活

習慣です。さらに心と心の交流を通して、豊かな人を育み、気持ちの優しい、相手を思

いやることができる子を育てることにつながると考えられます。今後も継続して「あい

さつ運動」を盛り上げていくことが大切です。 

 

基本目標④ 子育てと仕事の両立支援の評価 

 

少子化により児童人口が減少している一方、女性の就業率や母子家庭の増加に伴い、

就学前児童のニーズ調査で、子育ての中で「保育サービスの充実」を求める人は 52.0％

となっています。また、出産前後に離職した人の中で「仕事と家庭の両立支援制度」と

「保育サービスと職場の両方支援環境」が整っていれば継続して就労していたとの回答

が合わせて 36.5％となっており、今後さらに、平成 31 年 4 月から施策されている『働

き方改革』等による環境の変化で、女性の就業率が高まることが想定されます。 

様々なニーズや利用希望者の増加に対応できるよう、教育・保育施設の整備等の充実

を図っていくことが必要です。 

 

基本目標⑤ 子どもが安全・安心に過ごせる生活環境の整備の評価 

 

交通危険個所は随時点検を行い、町内の街灯はＬＥＤ化、危険個所の改良に努めており、

また、スクールガードの方の見守りも継続することで、地域と連携した防犯活動の充実を

進め、子どもの安心・安全確保にも努めています。 

しかし、就学前・小学校児童のニーズ調査から、和木町で今後も特に重要だと思う取組

については「安心して遊び、生活できる環境づくり」「安全・安心な道路交通環境の整備」

「子どもを交通事故から守るための交通安全教育の推進」「子どもを犯罪被害から守るた

めの活動の推進」を合わせて３割の方が回答していることから、今後さらに、子どもや保

護者が安心して外出できるような環境の整備の充実が重要と考えられます。 
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第２章 計画の基本理念と基本目標 

第１節 計画の基本理念 

 

未来の和木町を担う子どもたちを取り巻く環境は、少子高齢化や核家族化の更なる進行

や、価値観の多様化、母親となる年齢帯の就業率の向上、ICT 等の科学の進歩等で大きく様

変わりしています。これらを背景に、行政としても、より包括的で多様な支援が求められ

ています。 

本町が平成 27 年３月に策定した第一期の「和木町子ども・子育て支援事業計画」では、

子ども・子育て支援法の基本理念や基本指針にある子育て支援の意義を踏まえ、町ぐるみ

で子育てを強化する新しい仕組みの構築を目指し『わきは あったか 大家族 ～あいさ

つと子どもがつなぐ 地域のきずな～』を計画の基本理念としました。 

今回の第二期の「和木町子ども・子育て支援事業計画」においても、家庭、職場、関係

機関、教育・保育機関、行政等、すべてが相互に協力し、町ぐるみで子育てに関わること

で、すべての子どもが未来に夢や希望が持てる和木町の実現を目指す意味からも引き続き

下記のように定めます。 

 

■基本理念 
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第２節 基本目標 

本計画の基本理念の実現に向けて、次の５つの基本目標を掲げ、総合的な施策の展開を

図ります。 

 基本目標① 地域における子育て家庭に対する支援 

まちが一体となって子どもたちを見守ることができる子育て支援サービスの周知・啓

発に努めるとともに、積極的に各種事業を推進します。特に、教育・保育機関、行政、

関係機関が連携をとりながら子育て支援ネットワークを充実させるとともに、世代を超

えた家族・地域の協力を得られるよう働きかけ、子どもと親（保護者）双方の育ちを支

援していきます。 

 基本目標② 子どもが健やかに生まれこころ豊かに育つ環境づくり 

子どもが健やかに生まれ、こころ豊かに育っていける環境の実現に向けて、安全な妊

娠・出産の体制の確保と育児不安の軽減、子どもとその家族の健康を実現するための支

援を推進します。また、虐待防止に向けた支援や、子どもの発達に対する支援、障害児

施策に関しても充実を図り、多様な子育て支援サービスの充実に努めます。 

 基本目標③ 子どもの成長を支える教育環境の整備 

次代の担い手である地域の子どもたちが豊かな人間性を培い、たくましく生きる力を

育み、さらに家庭を築き、子どもを生み育てる喜びを感じていけるように、親と子がと

もに学び、育ち合うための学習の機会や場（和木学園）の整備を推進します。 

 基本目標④ 子育てと仕事の両立支援 

男女ともに子育てをしながら働きやすい地域社会の実現を目指します。特に女性が働

きやすい環境を整えるため、多様な教育・保育サービスの充実を図っていきます。また、

子育て家庭だけでなく、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を目指します。さ

らに、男性も子育てに積極的に参加できるよう、子育て家庭に配慮した企業の取組が促

進されるように、企業への働きかけにも取り組んでいくと同時に、父親が子育てに目を

向け、家族全体で協力して子どもを生み育てていく意識を広めていくことに努めます。 

 基本目標⑤ 子どもが安全・安心に過ごせる生活環境の整備 

子どもや妊産婦、乳幼児のいる家庭等が子育てをしやすく、安全・安心・快適に暮ら

せる住環境や交通環境の充実に努めます。また、子どもを犯罪や事故等の被害から守る

ための安全対策の推進に努め、安全・安心なまちづくりを推進します。 

 基本目標⑥ 相談体制の充実 

相談窓口で対応する職員等の質の向上や、相談窓口同士の連携を強化し、より包括的、

専門的な対応ができるよう図ります。 
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第３節 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本目標 

わ
き
は 

あ
っ
た
か 
大
家
族 

～
あ
い
さ
つ
と
子
ど
も
が
つ
な
ぐ 
地
域
の
き
ず
な
～ 

 

１ 地域における子育て

家庭に対する支援 

２ 子どもが健やかに

生まれこころ豊かに

育つ環境づくり 

 

和
木
町
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

継 

承 

施策の展開 

（１） 家庭での保育を対象とした支援 

（２） すべての子どもの健やかな育成の 

基盤となる地域の取組の推進 

（３）保育サービスの充実 

（４）地域共生社会 

（１）子どもや母親の健康の確保 

（２）子どもの健やかな成長への支援 

（３）子どもの健やかな育成を支える 

対個人給付・サービスの実施 

（４）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

（５）児童虐待防止対策の充実 

（６）障害児施策の充実 

（１）幼児教育の充実 

（２）就学児童の居場所づくり 

（３）子どもの生きる力の育成に向けた 

教育環境等の整備 

（４）家庭や地域の教育力の向上 

（５）青少年健全育成の推進 

（１）多様な働き方に対応した子育て 

支援の展開 

（２）ワークライフバランスの推進 

（３）父親の子育てへの支援 

（１）総合的な相談窓口の推進 

（２）相談窓口の対応力の向上 

（１）安全・安心な道路交通環境の整備 

（２）安心して遊び、生活できる環境づくり 

（３）子どもを犯罪等の被害から守るため 

の活動の推進 

３ 子どもの成長を支える

教育環境の整備 

 

４ 子育てと仕事の両立

支援 

５ 子どもが安全・安心に

過ごせる生活環境の

整備 

 

６ 相談体制の充実 
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第３章 事業量の見込みと確保方策 

第１節 教育・保育の提供区域の設定 

１．教育・保育提供区域について 

国の基本指針による子ども・子育て支援事業計画では「量の見込み」「確保方策」を設定

する単位として、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域（教育・保

育提供区域）を設定することとしておりますが、本町では、認定こども園の配置状況や子

どもの人数を勘案し、町全域を１区域として設定します。 

 

 

第２節 教育・保育給付 

１．保育認定 

子ども・子育て支援法では、子どもの保育の必要性について、１号～３号の３段階に分

けて、保育認定を行うこととなっています。 

 

保育認定段階 年齢区分 保育の必要性 備 考 

１号 ３～５歳 保育の必要がない子ども 
認定こども園・幼稚園を利用で

きる家庭 

２号 ３～５歳 

保育が必要な子ども 

認定こども園・保育所を利用で

きる家庭 

３号 ０～２歳 
３歳未満の認定こども園・保育

所を利用できる家庭 
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２．教育・保育認定者数の推計 

■１号認定者（３～５歳、認定こども園及び幼稚園）                       単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 123 100 100 90 100 

確保方策 123 100 100 90 100 

※１号認定者の教育は、和木こども園において実施します。 

 

■２号認定者（３歳～５歳、認定こども園及び保育所）                      単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 116 114 114 101 103 

確保方策 103 102 102 95 101 

他市町村保育所 13 12 12 6 12 
 
※２号認定者は、和木こども園で受け入れます。また、利用実績より他市町村の保育所に通うこ

とを見込んでいます。 

 

■３号認定者（０歳、認定こども園及び保育所＋地域型保育）                 単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 17 17 17 17 17 

確保方策 12 12 12 12 12 

他市町村保育所 5 5 5 5 5 

※３号認定者のうち、０歳児の保育希望者の推計です。和木こども園において保育を実施します。 

 

■３号認定者（１～２歳、認定こども園及び保育所＋地域型保育）              単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 61 61 61 61 61 

確保方策 54 54 54 54 54 

他市町村保育所 7 7 7 7 7 

※３号認定者のうち１～２歳児の保育希望者の推計です。和木こども園において保育を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「見込値」とは、子ども・子育てニーズ調査結果と将来人口推計をもとに、国が示す算出手引きに基づいて推計した数値。 
「確保方策」とは、見込値を満たすよう、当該自治体が設定する受け入れ数。 
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第３節 地域子ども・子育て支援事業 

■利用者支援事業 

「利用者支援事業」とは、子ども又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

等を実施する事業のことを言います。 

                                                      単位：か所 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 
 
※子ども・子育て支援新制度の開始により新たに実施する事業です。 

保健相談センターにおいて実施します。 

 

■地域子育て支援拠点事業 

「地域子育て支援拠点事業」とは、乳幼児及び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のことを言います。 

                                     単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 1,022 1,090 1,114 1,120 1,125 

確保方策 1,022 1,090 1,114 1,120 1,125 
 
※既存の和木町子育て支援センターにおいて実施します。 

 また、子育て支援センターの開所日数の増加及び時間延長を実施することで、施設の充実・強

化が図られるよう、専任職員の配置を継続していきます。 

 

■妊婦健康診査 

「妊婦健康診査」とは、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

①健康状態の把握 ②検査計測 ③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に

応じた医学的検査を実施する事業のことを言います。 

                                                     単位：人、回 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 966 966 980 980 980 

 
対象人数 69 69 70 70 70 

健診回数 14 14 14 14 14 

確保方策 966 966 980 980 980 

 

■乳児家庭全戸訪問事業（乳児家庭訪問） 

「乳児家庭全戸訪問事業（乳児家庭訪問）」とは、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭

を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業のことを言います。 

                                                       単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 69 69 70 70 70 

確保方策 69 69 70 70 70 
 

※本町では、生後 3 か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭を保健師が訪問指導しています。 
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■養育支援訪問事業等 

「養育支援訪問事業等」とは、養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育

に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業のことを

言います。 

                                                       単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 25 30 35 35 35 

確保方策 25 30 35 35 35 
 

※保健師が、乳児家庭全戸訪問事業の際に、支援が必要な家庭を把握することで対応しています。 

 

■子育て短期支援事業（ショートステイ） 

「子育て短期支援事業（ショートステイ）」とは、保護者の疾病等の理由により家庭において養

育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護

を行う事業のことを言います。 

                                                      単位：人日 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 7 7 7 7 7 

確保方策 7 7 7 7 7 
 

※町内には事業者はありませんが、岩国市内の事業者に委託して実施しています。 

 

■ファミリー・サポート・センター事業（低学年及び高学年） 

「ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）」とは、乳幼児や小学生等の

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者

と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業のことを言

います。 

                                                      単位：人日 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 
 
※現在、会員（提供会員）の確保及び委託者確保が難しく、町単独での実施は困難なため、本町

では実施していません。今後は、就労形態や家庭状況の多様化に伴う保育ニーズに応えるため

に、設置を検討していきます。 

 

■一時預かり事業（認定こども園在園者対象） 

「一時預かり事業」とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につ

いて、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場

所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業のことを言います。 

（１号認定者）                                             単位：人日 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 105 96 97 89 96 

確保方策 105 96 97 89 96 
 
※現在、和木こども園在園児の保護者が、学校行事や病気等の理由により、子どもの保育が一時

的に困難となった場合、「幼稚園型一時預かり事業」にて対応しています。 



37 

■一時預かり事業（在園児対応型以外）                            単位：人日 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 65 73 74 75 75 

確保方策 65 73 74 75 75 
 
※現在、保護者が冠婚葬祭、学校行事、病気等の理由により、子どもの保育が一時的に困難とな

った場合、和木こども園の「一般型一時預かり事業」にて対応しています。 

今後は、就労形態や家庭状況の多様化に伴う保育ニーズに応えるために、受け入れ条件の緩

和・利用枠の拡大を検討していきます。 

 

■時間外保育事業（延長保育事業） 

「時間外保育事業（延長保育事業）」とは、保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び

利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業のこと

を言います。 

                                                       単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 118 117 119 118 119 

確保方策 118 117 119 118 119 
 
※和木こども園の開園に伴い、令和元年度より延長保育を実施しています。 

 

■病児・病後児保育事業 

「病児・病後児保育事業」とは、病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペ

ース等において、看護師等が一時的に保育等をする事業のことを言います。 

                                                      単位：人日 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 37 37 37 37 37 

確保方策 0 0 0 0 0 
 
※現在、事業を実施できる施設がないため、本町では行っていません。 

 本町単独での実施は困難なため、近隣市町との連携のもと対応できるようにしています。 

 

■放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

「放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）」とは、保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用し

て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事業のことを言います。 

                                                       単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

見込値 124 124 119 124 113 

確保方策 124 124 119 124 113 
 
※現在、わきっこクラブの定員は 90 名ですが、利用する児童の平均利用人数を定員として位置

づけているため、上記のとおり確保方策を設定します。 
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【事業実施に係る方策】 

>>町の関係課や学校関係者、PTA 関係者、放課後児童クラブや放課後子ども教室の関係者

と連携し、放課後児童クラブと放課後子ども教室の効率的な運用について協議を行います。 

  

【小学校の余裕教室等の活用に関する方策】 

>>放課後児童クラブや放課後子ども教室に活用できる小学校の余裕教室の確保について協

議を行います。 

 

【放課後児童クラブの開所時間の延長に係る取組】 

>>令和 2 年度より、放課後児童クラブの開所時間の延長を予定しています。 

 

■放課後子ども教室と一体型クラブの整備計画 

 

実績見込 目標事業量 

平成 
31 年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
6 年度 

一体型の放課後児

童クラブ及び放課

後子ども教室 

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 地域における子育て家庭に対する支援 

１．家庭での保育を対象とした支援 

少子化が進行し、地域の絆が希薄化していく中、子育てをする保護者の育児不安を解消

し、地域で元気な子どもを育んでいくため、気軽に情報を得たり、相談ができる仕組みの

充実が求められます。 

親子の交流の場の提供、民生児童委員の子育て支援活動、子育て中の保護者による自主

活動グループの支援など、地域での子育ての仲間づくりを通じて、こころ豊かな子育てを

推進していきます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 子育て支援センター 
 

       

子育て家庭等に対する育児不安等についての指導、子育てサー

クル等への支援等を通して、地域の子育て家庭に対する育児支援

を行っています。令和元年度より和木こども園で事業を実施して

います。今後も利用者ニーズに沿った事業が行えるように、体制

等を整備し、開設を継続していきます。 
 

実施日時 毎週火・金曜日 ９時 30 分から 12 時 
 

２ わくわくルーム 
 

              

保健相談センターを開放して、親子の交流、保護者同士の交流

の場を提供しています。また、保健師が保護者の主体的な交流を

支援しながら、情報提供や相談に応じています。 

広報わきの「子育て掲示板」でも情報提供を行っており、今後

も利用者のニーズに沿った事業体制を図ります。 
 

区分 実施日時 

わくわくルーム 毎週木曜日 9 時から 16 時 
 

３ 子育てサロンの支援 
 

      

民生児童委員を中心に、各種子育て支援に関する情報提供や活

動場所の確保等の支援を行っています。広報わきの「子育て掲示

板」で、開催日の情報発信を行います。 
 

区分 実施場所 

子育てサロンたんぽぽ 和木２丁目第３集会所 

実施日時 

毎月第３水曜日（変更あり） 10 時から 11 時 30 分 
 

４ 子育てサークル育成支援 
 

      

子育て中の保護者が主体的に運営する自主的な活動である子

育てサークルを育成し支援する事業で、保健相談センターの施設

の提供や活動内容の相談を行っています。 

わくわくルームや育児教室の際に紹介しています。今後も事業

紹介等を行いサービスの充実を図ります。 
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２．すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組の推進 

様々な子育ての相談に対応し、保護者に寄り添い、より適切な支援を行うためには、子

育てに関する基盤の充実が必要であり、情報提供の充実、相談対応のスキルアップなどの

充実に努めていきます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 子育て支援センターの

充実 
 

         

和木こども園内の子育て支援センターは、週 2 回（火・金曜日）

の運用を行っており、多く方が利用されています。和木町の子育

て支援の中心的な役割を担えるように、職員のスキルアップ、セ

ンターの周知、運用の方法について検討していきます。 

２ 子育て世代包括支援セ

ンターの充実 

        

   

令和元年６月から、妊娠期から子育て期までの「子育ての不安

感」に寄り添い、関係機関と連携し、切れ目のない支援を行うた

めに、和木町子育て世代包括支援センター「すくすく」を開設し

ました。 

今後は、センターの周知、運用の方法について検討していきま

す。（※58 ページに資料を掲載） 

 

３．保育サービスの充実 

昨今の働き方改革などにも見られるように、女性が社会で働くことが広く求められるようにな

り、それを支えるための保育サービスの充実が望まれています。さらに保育サービスに関するニ

ーズも幼児教育の充実など多様化しており、様々な状況に合わせたサービス提供が求められます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 保育サービス等の充実 
 

      

和木こども園の開園により、保育時間を拡充しています。 

また、一時預かり制度の利用範囲も拡充され、リフレッシュを

理由とした利用も可能となりました。安定的に制度運営を行って

いくには、保育士の確保等が必要であり、今後も、ニーズ等を把

握しながら保育サービスの拡充を検討していきます。 

 

和木こども園保育時間 

平   日：７時 30 分から 18 時 30 分 

土 曜 日：７時 30 分から 17 時 00 分 

※延長保育：平日の 18 時 30 分から 19 時 00 分 
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基本目標２ 子どもが健やかに生まれこころ豊かに育つ環境づくり 

１．子どもや母親の健康の確保 

妊娠期から子育て期を通じて母子の健康管理を推進してきましたが、晩婚化などもあり、

更なる母子の心身にわたる健康管理に対する支援を配慮する必要があります。また、母子

に対する健診は、保健師などの専門家や子育てしている保護者との交流の場にもなり、様々

な情報提供や情報交換の機会として活用を図ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 妊娠・出産・子育てに関

する学習機会の提供 
 

      

子育ての基本を学習する機会を提供することで、学習機会の場

が子育て仲間と交流できる場や心の安らぎの場となるよう配慮

します。訪問や面談時に個別にチラシを配ることで、事業紹介を

行っています。ニーズ調査を行うことで、対象者のニーズに沿っ

た事業体制を図ります。 

①妊娠届・母子健康手帳

交付      

   

母子健康手帳交付時に保健師が一人ひとり面談を行い、相談や

母子保健事業の紹介を行っています。今後も面談を行い対象者の

ニーズに合った事業の紹介や他機関と連携を行います。 

②妊婦さんのつどい 
 

      

妊婦やその家族に対し、妊娠中の生活を快適に過ごし、また、

出産に対する不安が少しでも軽減できるよう、妊娠中の栄養や分

娩時の呼吸法､母乳育児、沐浴等の育児全般に関する保健指導、

情報提供を行っています。 

年９回実施し、妊婦同士の交流の場となっています。参加者数

は横ばいのため、今後も広報わきや妊娠届時、個別通知等で周知

していきます。 

③離乳食・幼児食教室 
 

      

子どもの食に関する知識・情報の提供を行い､調理実習を通し

て学習するだけでなく親同士の交流の場となっています。平成

27 年から参加者が減少傾向にあるため、周知を強化していきま

す。また、ニーズ調査で参加者の希望等を聞き、対象者のニーズ

に沿った事業体制を図ります。 

④子育てアドバイス講座 

（赤ちゃんのつどい） 
 

      

親子のふれあい、愛着形成を目的としたベビービクスや絵本の

読み聞かせ等、学習の機会を提供しており、平成 30 年度からは

参加者の希望により、助産師による産後の育児についての教室も

開始しています。 

⑤地区組織活動 
 

               

母子保健推進協議会・食生活改善推進協議会等の子育てに係る

団体や教育委員会と協働し「すくすくフェスタ」等を企画・運営

し、親子がふれあう場を提供しています。また、推進活動を通し

て子育てに関する不安軽減に努めています。 

すくすくフェスタは毎年 100 組以上が来場し、様々な町内の

子育て団体が協力して行っています。 

今後もより多くの方が気軽に参加できるよう、また子育て団体

をより知ってもらえるよう周知に努めていきます。 
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№ 施 策 施策の内容 

２ 相談支援の充実 
 

      

保健師、栄養士で各種相談に応じ、助言等を行っています。今

後も気軽に相談できるよう様々な場面を活用して取り組みます。 

①妊娠７か月面談 
 

  

妊娠７・８か月の全妊婦を対象に、出産や産後生活について個

別面談を行います。健康状態や産前産後の支援状況などを確認

し、必要な支援を行えるよう努めていきます。 

②妊産婦・乳児訪問指導 
 

      

生後２か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭を対象に

保健師が訪問し、育児相談等を行っています。 

今後も母子保健事業等の紹介や相談を積極的に行います。 

③妊産婦及び乳児、要フ

ォロー者の訪問指導 
 

      

継続支援が必要と思われる妊産婦や乳児等を対象に、２名の保

健師で訪問し、相談等を行っています。 

今後も継続支援等の家庭に必要な支援を行えるよう努めてい

きます。 

④妊産婦サロン 
 

  

妊産婦を対象に助産師が母乳相談や育児の助言を個別に行い

ます。妊産婦・乳幼児訪問指導等と連携し、必要な方に事業を紹

介します。 

⑤育児相談 
 

      

乳幼児の発育・発達や離乳食の進め方等、子育てや各種制度に

関する相談を保健師及び管理栄養士が行っており、毎年多くの相

談があります。 

また、今後も保護者の相談に応じ、子育て等の不安の解消に努

めます。 

３ 健診体制の充実 
 

      

乳幼児の疾患や障害の早期発見、早期療育のため、発育の段階

に応じた健康診査を共働き家庭の増加等、子育て環境の変化に対

応しながら実施します。 

医療機関に委託する乳児健診では里帰り等で契約外医療機関

に受診する場合の費用助成を行い、すべての対象者で受診しやす

い体制を取っています。 

１歳６か月児健診以後は集団健診で実施し、事後カンファレン

スにより情報を集約し早期治療、早期療育に結び付けています。  

今後も受診率の向上に努めます。 

①妊婦健康診査 
 

      

妊娠中の疾病等を早期発見し、健やかな母性の維持と安全なお

産を目的とし、９割以上の方が受診しています。  

また、里帰り等の遠方の医療機関でも妊婦健診が受けられるよ

うに支援します。 

②産婦健康診査 
 

  

産後２週間・１か月で、産婦の身体の回復、心理状態、育児の

悩み等について契約医療機関において総合的に診査し、疾病や産

後うつ等の早期発見に努めます。妊娠７か月面談で紹介し、積極

的な周知に努めます。健診結果をもとに必要な方には、関係機関

と連携し支援を行います。 
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№ 施 策 施策の内容 

３ ③乳児健康診査 
 

       

乳児の月齢に応じた身体発育、運動、精神発達等について、契

約医療機関において総合的に診査し、先天性・後天性異常や疾病

等の早期発見に努めます。乳児健診では乳児訪問の際の個別の紹

介、幼児健診は個別通知により、９割以上が受診していただいて

います。これからもすべての対象者に健診を受診してもらえるよ

う、積極的な周知に努めます。 

④１歳６か月児健康診査 
 

       

１歳６か月児の年齢に応じた身体発育、運動、精神発達等につ

いて、集団健康診査を年６回行い、９割以上の方が受診していま

す。また、発達等の不安を持つ保護者に関して相談や２歳児歯科

健診にて継続して支援します。 

⑤２歳児歯科健康診査 
 

      

２歳児を対象に、歯科疾患の早期発見及びブラッシング指導等

を年３回行い、９割以上の方が受診しています。また、和木こど

も園と連携し、入園準備等に向けた取組を行っています。 

⑥３歳児健康診査 
 

        

３歳児の年齢に応じた身体発育、運動、精神発達等について、

集団健康診査を年６回行い、９割以上の方が受診しています。 

また、発達等の不安を持つ保護者に対して相談支援を行い、必

要に応じて関係機関等へ紹介しています。 

今後も関係機関と連携し、就園に向けた支援を行います。 

⑦妊婦及び乳幼児健診・

精密検査 
 

      

妊婦健診で疾患を疑う場合は、治療目的の保険診療で精密検査

も行われています。乳幼児健診の精密検査も同様に治療目的の保

険診療で行われる場合が多い状況です。疾患の早期発見のため受

診勧奨するとともに、受診後も相談支援を継続し、早期治療につ

ながるよう支援します。 

４ 思春期の保健対策の推進 
 

      

性感染症や予期しない妊娠をはじめとした性の課題について

は、対策といえるものがなく、たいへん難しいのが実情です。 

正しい知識を身につけ、自ら回避する力をつける必要がありま

す。今後も学校、地域、関係機関等が連携し、取り組みます。 

①総合的な学習の時間

の活用 
 

      

自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、問

題を解決する資質や能力を育てること等をねらいとすることか

ら「思考力・判断力・表現力など」が求められています。 

今後も、様々な体験や講演を通じて学習を行っていきます。 

②相談体制の充実 
 

      

ふれあいコールの開設や、臨床心理士による面接相談を年 12

回開催し、心身の不調、子どもの発育や発達、いじめ・不登校・

ひきこもり等についての相談に応じてきました。 

今後も、事業を継続して相談体制の充実を図っていきます。 
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２．子どもの健やかな成長への支援 

感染症や不慮のケガなどから子どもを守るために、予防接種の勧奨や子どもの家庭内事

故に対する啓発に努めていくとともに、母子のコミュニケーションを促進し、子どもの健

全な心の発達を支援するためのブックスタートなどの事業の浸透を図ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 母子保健事業の場を活

用した家庭内事故防止

の意識づくり 
 

      

幼児の事故防止については、育児開始時に効果的に助言するこ

ととし、啓発グッズを母子手帳交付時から乳児訪問で渡すように

変更しています。 

また、大規模災害が頻発していることから、和木町防災メール

の登録を促し、災害に備えて育児用備蓄品リストの提供をはじ

め、今後も事故防止とともに災害対策を促していきます。 

①予防接種事業 
 

      

委託医療機関において、個別接種で実施します。定期予防接種

の接種率は、概ね 80～100％と高い状態を保つことができてい

ます。今後も予防接種のスケジュールや標準的な接種時期等につ

いて、様々な機会を利用して接種勧奨や周知を行います。 

また、町外の医療機関においても接種できるよう病院と連携を

図ります。 

②不妊治療対策事業 
 

      

子どもの誕生を望む夫婦に対し､不妊治療の一部助成を行うと

ともに、相談対応によって身体的、精神的な負担軽減の支援に取

り組んでいます。５年間で 28 件の助成を行い、妊娠届につなが

った事例が 14 件となっており、今後も事業の周知に努め、子ど

もの誕生を望む夫婦への支援を継続します。 
 

助成内容 

上限 30,000 円（年１回、通算５回まで支給） 
 

③ブックスタート 
 

     

ブックスタートは、子育てネットの廃止に伴い、福祉医療制度

の手続きの際、申請書の配布を行っています。和木町社会福祉協

議会の事業として、社協の広報紙等でＰＲされており、地域に浸

透しています。 

④給食費の無償化及び

助成 
 

  

 子どもの健やかな成長を願い、和木町内の施設については、給

食費を無償としてきました。幼児教育・保育の無償化に伴い、町

外の保育所や幼稚園等に通う子どもたちに対しても令和元年１

０月から給食費の助成を行っています。 
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３．子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービスの実施 

保育サービスの無償化が始まり、子育ての負担が軽減してきましたが、子どもの健康を

守る上で、子どもの医療費の助成や予防接種の助成を継続し、経済的な面からの支援を通

して、子どもの健やかな成長を支援します。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 福祉医療制度 
 

      

子どもが必要な医療を安心して受けられ、疾病の早期診断、早

期治療を促進し、健康の保持と増進を図っています。 

また、中学生以下のすべての子どもに対して、医療費の自己負

担相当額を助成しています。 

２ インフルエンザ予防接

種助成制度 
 

      

中学３年生及び高校３年生に対し、安心して受験に臨むことが

できるようインフルエンザ予防接種費用を全額助成しており、接

種率は、概ね 50%前後となっています。 
 

助成内容（令和元年度） 助成額（令和元年度） 

10 月から２月の接種（１人１回） 4,950 円 
 

３ 

 

任意予防接種費助成

事業 
 

 
  

町内の医療機関で下表の任意予防接種を受ける場合、接種費

用の一部助成をしています。 
 

助成内容 対象年齢 回数 
助成金額 

１回あたり 

ロタウイルス 
（１価） 

生後６週～２４週未満 ２回 7,500 円 

ロタウイルス 
（５価） 

生後６週～３２週 ３回 5,000 円 

おたふくかぜ 
１回目：１歳 

１回 3,000 円 
２回目：年長児相当 

インフルエンザ
（小児） 

１歳～小学６年生 
毎年度 

２回 
2,500 円 

中学１年生～２年生 
毎年度 

１回 
2,500 円 

 

4 学校給食アレルギー

対応の文章料助成 

 

和木こども園、和木小学校及び和木中学校に在籍している児

童等で、学校給食の食物アレルギー対応が必要な児童等の保護

者に対し、アレルギー疾患用の診断書等の取得に必要な経費の

一部（3,000 円を上限）に助成しています。 
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４．ひとり親家庭等の自立支援の推進 

経済的、精神的に負担が大きいとされるひとり親家庭等に対し、相談体制を充実させ、

経済支援策として、児童扶養手当などの制度の周知を図ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 経済的支援策 

 

       

児童扶養手当の手続きは、住民サービス課で戸籍の届出時や

住民票の異動手続きの際に申請手続きを案内しています。   

また、保健福祉課と連携し、ひとり親家庭医療制度の申請も

れがないようにしています。母子・寡婦福祉資金貸付制度は県

制度であり、岩国健康福祉センターが窓口となり随時相談に応

じます。 

 

５．児童虐待防止対策の充実 

児童虐待を防止し、健全な子育て環境を構築することは、人権を守り、子ども一人ひと

りの明るい未来をつくる上で重要な施策です。児童虐待防止に関する啓発や子育て相談を

さらに充実させて防止を図るとともに、園・小・中との連携や健康診査や訪問事業を通じ

て、早期に発見し、対応するために関係各所との情報共有の強化が求められます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 要保護児童対策地域協

議会 
 

       

関係機関で情報共有を行い、連携しながら必要な支援を行って

います。ケース数は増加傾向にあり、年 2 回実務者会議を開き、

個別ケース会議の事例をまとめ、今後の支援方針を検討し決定し

ています。ケース管理の方法や対応が課題となっていますが、今

後も関係機関で協力し、児童虐待防止に努めていきます。 

２ 相談活動体制の充実 

①母子保健事業におけ

る相談支援の充実 
                    

      

妊娠期から子育て期に渡り、様々な場面を活用して相談対応を

行っています。悩みや不安を解消できるよう、今後も関係機関と

連携を図り支援します。 

②子育て支援センター

における相談支援の

充実 
 

         

子育て支援センターは、育児不安の解消についての相談支援、

親子の相互交流を行う場として機能してきました。和木こども園

内に新設された新しいセンターでも、より利用者のニーズに沿え

るような仕組みづくりを行います。 
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６．障害児施策の充実 

障害児施策として、障害児に対する給付制度の充実を図るほか、障害のある児童に対す

るサービスのニーズは、その障害の種別や程度により多様なものとなるため、障害児を持

つ保護者への相談体制の更なる強化を図ります。 

また、障害の有無も１つの個性との観点から、すべての子どもが幼児期から交流し、地

域社会に馴染めるよう、保育、教育施設での障害児の受入れを図ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 相談支援体制の充実・身

体障害及び知的障害を持

つ障害児に対する障害児

通所給付費制度の充実 
 

 

複数の居宅サービス・施設サービス事業者と連携し、利用者

のニーズに合ったサービスを選択することができるよう相談体

制の充実を図っています。相談体制については、事業者、担当

職員が連携し、保護者及びその子どもの不安を取り除き、希望

に沿うことができるよう対応しています。 

２ 児童福祉年金の支給 
 

   

障害者手帳等の新規申請、更新時に併せて児童福祉年金の申

請を案内し、対象者が確実に年金を受給できるように体制を整

えています。 

３ 難聴児補聴器購入費等の

助成 

        

身体障害者手帳の基準に満たない軽度難聴を持つ子どもにつ

いて、補聴器を購入する経費や修理に要する経費を助成してい

ます。 

４ 認定こども園における障

害児の受入れの推進 
 

           

集団保育が可能で、日々通所できる程度の心身に障害のある

乳幼児を認定こども園で受け入れています。 

また、一人ひとりの特性に沿える教育・保育ができるように、

職員のスキルアップを図ります。 

さらに、保育所等訪問支援のサービス利用や、関係機関との

情報連携、保護者と協働しながら支援を行います。 

５ 障害児等総合療育相談訓

練事業及び障害児等集団

療育訓練事業の実施 
 

      

岩国市と和木町が岩国市医師会病院（岩国市療育センター）

に共同委託し、療育相談や遊びを通じた発達促進訓練を実施し

ています。 
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基本目標３ 子どもの成長を支える教育環境の整備 

１．幼児教育の充実 

幼児期は、子どもの将来に向けての人間形成にとってたいへん重要な時期となります。 

和木こども園においても、子どもの家庭、地域と連携し、幼児の教育や教育環境の充実

を図ります。また、幼児教育に関わる、保育士、教諭を始め、関係者のスキルアップを図

ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 幼児教育の充実 
 

      

和木こども園が開園し、幼児教育・保育の中心的役割を担いま

す。今後は、教育機能の強化、家庭との連携、地域との連携強化

を図り地域に根差した教育・保育の充実に努めます。 

２ 和木こども園保育教諭

の教育研修 
 

      

和木こども園保育教諭の資質の向上と指導力の向上のため、職

員研修計画を策定し、職員一人ひとりのスキルアップを図ってき

ました。今後も、教育・保育支援体制の充実を図るための研修等

に参加し、和木こども園の充実に努めます。 

３ 配慮の必要な子どもた

ちへの支援 

     

特別な支援を必要とする子どもは増加傾向にあります。障害や

発達に心配がある子ども一人ひとりが尊重されて成長すること

が必要です。個性と能力に応じた支援に努めます。 

４ 認定こども園・小学校・ 

中学校の連携について 
 

      

中学校とこども園は、避難訓練の合同実施や運動会の中学生参

加等、連携を行ってきました。また、教職員においても園・小・

中合同の研修会を複数回実施し、ひとつの目標に向かうきっかけ

づくりを行い、今後「和木町の子どもはみんなで育てる」という

意識の定着が必要となります。そのためのきっかけや体制整備を

行います。 
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２．就学児童の居場所づくり 

働き方改革などによる女性の社会進出の増加などから雇用形態も多様化し、昼間一人に

なる子どもが増加しており、子どもを安心して過ごさせることのできる居場所づくりの充

実が望まれます。放課後児童クラブの充実で日々の居場所づくりを図るほか、長期休暇で

の居場所づくりの充実も望まれます。 

地域での居場所づくりとなる多様な教室などの充実や支援を推進します。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ わきっこクラブの充実 
 

      

共働き世帯の増加により、定員は超過している状況が続いてい

ます。土曜日の開設時間は、17 時までに延長しています。また、

夏休みだけの利用希望者の受け入れも平成 28 年度より行ってい

ます。放課後支援員や補助員の確保が問題となっています。今後

は、幼児教育無償化により共働き世帯が増加した場合には、第３

教室の開設について検討していきます。 
 

対象児童 

１年生から６年生の日中保護者が家庭にいないため 
保育が必要な児童 

保育時間 

平   日：授業終了後から 18 時 30 分 

土 曜 日：８時 00 分から 17 時 00 分 

長期休暇中：８時 00 分から 18 時 30 分 
 

２ 子どもの居場所づくり 
 

      

武道といった普段体験できないような種目を含むスポーツ体

験、自然体験、職場体験、創作活動、昔あそび、だがしや体験、

歴史教室といった多種多様な教室を地域指導者の協力を得るこ

とで展開しています。学校ではなかなか体験できない学びや体験

を提供できており、一人で様々なことに挑戦している例も多く、

小学生とサポーターが世代を超えて交流する「昔あそび」や地域

の子育てイベントで実際に出店する「だがしや体験」は、特色あ

る取組として定着しています。 

けがやトラブルを未然に防ぐため、種目や人数、指導体制の見

直しや連絡体制も含めたシステム作りを行います。 
 

 実績（平成 30 年度） 

わきあいキッズ 

登 録 者 数：83 名（小中学生含む） 

実 施 教 室 数：61 教室 

延べ参加者数：1,209 名 
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３．子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 

子どもたちの心身の成長を目的とし、教師の資質向上の研修、特別教科の導入、体力づ

くりの推進を通じて、成長していける教育環境の充実を図ります。 

また、学校、家庭、地域を連携させたアウトリーチ型のサポートチーム等による子ども

たちへの支援を図ります。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 園・小・中の教育力の向上 

①園・小・中の教育力を

高め、心身ともにたく

ましい、心豊かな幼

児・児童・生徒の育成 

      

地域の特性を生かした特色のある学校活動の工夫として、教師

の日、国際交流事業英語指導助手招致事業を行ってきました。ま

た、教職員の資質を高めるために、園・小・中 15 年間を見通し

た教職員研修会、課題を協議する合同研修会等を開催しました。

今後も「尊師親愛生」の精神を基調とし、諸課題に対応していき

ます。 

②自発的な学習機会の

支援 

      

 子どもたちの自発的な学習意欲を支援し、学力向上を目指すこ

との経済的負担の軽減を図ることを目的として「TOEIC」「英検」

「数検」「漢検」の検定料の助成を継続します。 

③ICT 教育の推進 
 

      

 園・小・中一貫教育を行う中で、年齢に応じた ICT 機器との関

わりを研究し、子どもたちにとって確かな学力を育成するため、

ICT 機器を効果的に活用した授業を展開します。 

④国際教育の推進 
 

      

 英語や外国文化に触れ、国際理解の基礎を培うために ALT や

国際交流支援員を活用し、様々な取り組みを行います。 

２ 感動を伴う体験を重視し、心の豊かさを育む教育の充実 

①心に響く道徳教育の

推進 

       

新学習指導要領による「特別の教科 道徳」が小学校及び中学

校においてスタートしました。特に中学校では「やまぐちっ子の

心を育む道徳教育」プロジェクトの推進校として２年間の指定を

受け、道徳に関する研究を行っています。 

②伝統と共に生きる豊

かな感性の醸成 

      

郷土の自然や歴史、伝統について学ぼうとする意欲を喚起す

るとともに、地域の人々とのかかわりを深め、感動する心と社

会性を培う体験機会の充実に努めます。 

３ 健康・安全で活力ある生活を送るための基盤の育成 

①健康・安全教育 
 

      

健康に関しては、各園校において養護教諭を中心に、健康に対

する指導や啓発活動を行っています。安全面については、被害防

止や交通安全等各学期終わりに全校集会等で指導を行います。 

②体力づくりの推進 
 

      

和木町では、ストレッチの開発に取り組んでいます。全町民が

健康で豊かな生活を送ることができるよう、年齢に応じたストレ

ッチを考案しています。また、スポーツ少年団やわきあいキッズ

の活動を中心に体を動かす機会を提供し、日頃の体育科の授業に

おいて、教育課程にのっとり、しっかりと体作りを行えるよう心

がけます。 
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№ 施 策 施策の内容 

３ ③サポートチーム等、地

域支援システムづくり 
 

      

学校、家庭、教育委員会が連携するなかで、スクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）やスクールカウンセラー（ＳＣ）の活用を含め

て継続的に取り組みます。スマイルルーム指導員の積極的な活用と

ともにアウトリーチ型の支援ができる体制も整っています。 

④避難訓練の充実 

      

園・小・中合同での避難訓練と受け渡し訓練を隔年で行い、各

園校においては、火災訓練、不審者対応訓練を定期的に行います。 

４ 開かれた学校づくりと特色ある教育、特色ある学校づくりの推進 

①学校運営協議会制度 
 

      

小中学校に学校運営協議会を設置し、地域の方の意見を踏まえ

た学校運営を行っています。今後も、園・小・中の連携を強化し、

和木町の子どもたちを和木町全体で育てていくために、より一層

地域に開かれた学校づくり、学校を核とした地域コミュニティづ

くりを進めていきます。 

※令和２年度、和木こども園に園運営協議会設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「スクールソーシャルワーカー」とは、保護者や教員と協力しながら、児童・生徒が抱える生活上の悩み、いじめ、虐待等の問題の

解決を図る職業です。 

 「スクールカウンセラー」とは、児童・生徒の心のケアを行うカウンセラーであり、生活上の問題や悩みの相談に応じるとともに、

教師や保護者と連携して問題解決を図ります。 
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４．家庭や地域の教育力の向上 

家庭、地域の住民、小学校の協力のもと、放課後子ども教室「わきあいキッズ」を運営

し、子どもたちが奉仕活動や様々な体験活動を通じて成長できる場づくりをしていますが、

さらに地域との連携をもって地域全体の教育力の向上を推進します。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 社会教育の推進 

①地域子ども教育推進

事業の充実 
 

      

平成 20 年度より、地域住民の協力のもと、和木町放課後子ど

も教室「わきあいキッズ」を開催しており、たくさんの子どもた

ちが関わっています。上達や成長の場面も多くみられる一方、思

いの異なる者同士が多く集まることで、まとまりがなくなること

もあります。けがやトラブルを防ぐため、最適人数の見直しや小

学校と連携してのシステム作り等を行います。 

②奉仕活動、体験活動の

推進 

      

和木町放課後子ども教室「わきあいキッズ」では、自然観察

や陶芸体験、わきあいあい苑での職場体験等の体験活動を通

し、地域と連携し、豊かな体験をする機会を設けています。活

動には毎回、多くの子どもたちが参加していますが、子ども会

活動、奉仕活動についての参加者は減少傾向にあります。 

子どもの数が減少傾向にある中、スポーツ少年団活動や地域

行事等と重なることが多いと考えられます。指導者・サポータ

ー等の確保に努めます。 

③和木町家庭教育支援

チーム（はっちーず） 
 

 

和木町では、家庭教育支援者、保護者等が連携を深め、家庭

教育力の向上や子育ての充実を推進するために「和木町家庭教

育支援チーム」を設置しています。家庭教育・子育て支援に関

する情報提供や学習会をコーディネートし、学校や家庭の中で

の疑問や不安に対し寄り添った活動を行います。 

④和木学園構想の推進 
 

       

和木学園は、平成２９年３月に開園しました。町全体を学園

として捉え、すべてのライフステージで「生涯学習」を推進し

ています。学園での活動を通して異世代交流や体験等を行い

「家庭」「学校」「地域」という垣根を超えて町全体が一つにな

るよう取り組みを強化していきます。 
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５．青少年健全育成の推進 

和木町青少年問題協議会を中心に、PTA や関係団体と連携を図り、青少年健全育成活動

について啓発し、地域全体で取り組んでいきます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 青少年の健全育成 

 

       

ＰＴＡ等に対して、青少年健全育成に関する研修会への参加

促進、研修会の企画・運営の支援等を行っており、県主催の研

修会への参加や学校との防犯パトロールを共同で行う等、関係

団体と協力して青少年の健全育成を目指しています。 

 

 

 

和木学園構想 

町民総活躍のまちづくりの実現に向けて 

 

 

 

「学校」「家庭」「地域」という垣根を越えて 

町全体でみんながお互いに学び合う 

まちづくりを目指しています！ 
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基本目標４ 子育てと仕事の両立支援 

１．多様な働き方に対応した子育て支援の展開 

今般、雇用環境の変化から、女性の就労割合が増えている中で、出産後も引き続き就労

する母親も増えています。また、就労時間や日数等様々なバリエーションも増えるととも

に、病児の対応や長期休暇における預かりなど子育て支援のニーズも多岐に渡った支援の

展開が望まれます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 仕事と子育ての両立の

推進 
 

     

共働き世帯の増加により保育ニーズは益々高いものとなって

おります。和木町では、ファミリー・サポート・センター事業は

行っていません。また、病児・病後児保育については、広島広域

都市圏や山口県内の市町と協定を結ぶことにより利用できるよ

うになりました。今後も事業を継続していきます。 

 

２．ワークライフバランスの推進  

仕事と家庭を両立させることができ、各自のライフスタイルに応じた多様な働き方ができ

る社会の実現が求められています。企業等民間団体や行政機関においても育児休暇を取りや

すい環境づくりに向けての啓発に努めるとともに、地域子ども・子育て支援事業の充実が求

められます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 出産期から学齢期まで

の継続した支援 

 

     

平成 30 年 12 月より保育担当部局が教育委員会となったこと

で、学校との連携、和木こども園との連携が強化されることが期待

されます。また、令和元年６月には、保健相談センターに「子育て

世代包括支援センター」が開設されたことにより更なる充実を図り

ます。 

 

３．父親の子育てへの支援 

ワークライフバランスの考え方から、「育児は夫婦でシェアするもの」であることの啓発

が重要であり、父親が育児に参加するためのきっかけづくりの事業展開が求められます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 父親の育児参加へのき

っかけづくりの支援 

                          

 

妊娠届の際に父親の参加を積極的に呼びかけています。教室に

参加した父親には妊婦の体験や育児のビデオを見てもらってい

ます。赤ちゃんの教室に参加する父親は少ないため、参加しやす

くなるよう検討します。 

２ 父子健康手帳の交付 

                           

 

妊娠届の際に「父子健康手帳」を交付しています。夫婦で妊娠

届の交付に来られた方には、父親にも手帳の内容を説明していま

す。父親の育児参加に向けて、今後も取り組みます。 
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基本目標５ 子どもが安全・安心に過ごせる生活環境の整備 

１．安全・安心な道路交通環境の整備 

町内において、昼夜を問わず、子どもたちや妊婦を含む子どもを連れた保護者が安全に

歩くことができる道路環境を整備していく必要があります。 

歩道や街灯の整備や道路の安全対策、公共の施設へのバリアフリーの推進が望まれます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 道路整備 

                            

 

交通危険箇所については、随時点検を行っています。道路施設

の老朽化や劣化については、適宜補修・改修を行っています。 

今後も、町内の危険個所の改良に努めていきます。 

２ 街灯整備 

                            

 

町内の街灯はほぼＬＥＤ化を完了しました。ＬＥＤにすること

で環境面、寿命面等大幅に改善され、夜間でも安全に道路を利用

できるようになりました。現状を維持していきます。 

 

２．安心して遊び、生活できる環境づくり 

地域の子どもの遊び場や学校等では、遊具の整備を行うとともに、遊戯中に事故に合わ

ないための教育やルールづくりが求められます。こども園や学校の中の設備の点検などの

ルール作りや整備も必要です。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 公園等の利用方法の検討 

                            

 

現在「あけぼの公園」におけるボール遊びは一部解禁されてお

ります。また、公園内に設置している遊具については、定期点検

等を実施します。 

 

３．子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

子どもたちが登下校時に、犯罪や事故に合わないために、地域住民と連携した見守り活

動を推進しています。この活動を継続し地域で子どもを守る事業の支援を推進します。 

また、携帯電話・SNS を使った犯罪に子どもが巻き込まれるなどの新たな問題が発生し

ており、家庭、地域、学校等が連携した子どもたちへの啓発が求められます。 
 

№ 施 策 施策の内容 

１ 地域における防犯活動 

       

スクールガードの方の見守りを継続しています。地域ぐるみで

「子どもの安全・安心」を見守る活動は、犯罪抑止にもなるため、

継続して実施していきます。また、和木駐在所とも連携を図り、

防犯パトロールを継続します。 

２ 防犯・防災カメラの設置 

 

町内の防犯に対する抑止力の向上や安全で安心なまちづくり

の推進を図ることを目的に、防犯・防災カメラを町内各所に設置

するとともに、家庭用防犯カメラ設置費を助成しています。 
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基本目標６ 相談体制の充実 

１．総合的な相談窓口の推進 

ニーズ調査において、子ども子育てに関し、気軽に相談できる先は、ほとんどが家族、

友人となっており、行政の窓口への相談は少ない状況があります。また、町内の子育ての

相談体制についての満足度は、低い状況にあります。このことは、相談窓口が周知されて

いないことや相談時に専門的な内容を含めた情報提供が十分にできていないことを意味し

ています。適切な相談場所の周知や対応力強化、一元的な窓口の機能強化を図ることが求

められます。 

 

№ 施 策 施策の内容 

１ 相談窓口の一元化 

     

子育てに関する相談窓口を一本化することで、相談しやすい環

境をつくるとともに、相談窓口の分かりやすい周知を図ります。 

2 総合相談窓口の周知・

利用啓発 

      

広報わきや、子育てに関する各部署を通じ、総合相談窓口の周

知を進め、気軽に相談しやすい環境をつくります。 

 

２．相談窓口の対応力の向上 

総合相談窓口の利用を促進するために、個々の相談対応者の質の向上を図るとともに、

それぞれの窓口となる部署との情報共有を進める仕組みづくりが重要となります。 

 

№ 施 策 施策の内容 

１ 人材の育成 

                         

 

相談に応じる職員は、相談者が気軽に相談でき、相談内容に応

じた支援が行えるよう、また、研修や子育てに関わる各部署との

交流の深化を図り、広い視野からの相談対応ができるよう、人材

育成を推進します。 

2 相談窓口のネットワーク 

                         

 

子育てに関する相談窓口をネットワーク化し、お互いの業務内

容を熟知し、協働して相談項目に対応することで、町全体の相談

機能の質の向上を図ります。 
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第５章 推進体制 

１．計画の推進に向けて 

（１） 庁内連絡会議の充実 

本計画の推進にあたっては、行政だけでなく、さまざまな分野での関わりが必要であり、

家庭をはじめ、こども園、学校、地域、その他関係機関・団体等との連携・協働により取

り組んでいきます。 

 

 

（２） 庁内における推進及び評価体制の整備 

本計画は、関係各課との情報共有等、連携を図りながら進捗管理を行います。本計画で

掲げた各施策や目標等については、PDCA サイクルを実行し、毎年、子ども子育て会議、

担当課において点検や評価を行うことで、計画の進捗状況を把握し、実効性を確保します。 

 

■PDCAサイクルのイメージ 

 

 

（３） 町民視点からの評価 

本計画の進捗状況や数値目標の達成状況を、広報やインターネットを活用して適宜公表

することで、町民や関係団体等の意見を施策へ反映できるよう努めます。 
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資料編 

１．和木町子ども・子育て会議設置要綱 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第

１項に規定する合議制の機関として、和木町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。 

(1) 法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べ

ること。 

(2) 法第43条第３項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べ

ること。 

(3) 法第61条第１項に規定する和木町子ども・子育て支援事業計画に関し意見を述べる

こと。 

(4) 本町の子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施

状況に関し意見を述べること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する委員をもって構成する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 事業主及び労働者 

(3) 教育・保育・及び子育て支援事業関係者 

(4) 学識経験者 

(5) 町長が必要と認める者 

２ 前項の委員の定数は15名以内とする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げないものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置く。会長は委員の互選によって定める。副会長は、委

員の中から会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
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（会議） 

第６条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮

り、町長の同意を得て定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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２．計画の策定体制 

（１） 和木町子ども・子育て会議委員名簿 

                                         （敬称略・順不同） 

№ 名 前 所 属 

１ 小林 直樹 和木こども園 PTA 会長 

２ 岸本 徳久 和木こども園 PTA 副会長 

３ 岡本 秀之 和木小学校 PTA 会長 

４ 田川 雅之 和木小学校 PTA 副会長 

５ 米本 道江 母子保健推進協議会 会長 

６ 中礒 和子 家庭教育支援チーム 会長 

７ 﨑本 みどり 放課後こども教室 

８ 末廣 美江 放課後児童クラブ 主任支援員 

９ 福坂 道恭 和木小学校 校長 

10 佐伯 公夫 和木こども園 園長 

11 岡田 まゆみ 和木こども園 副園長 

 

（２） 策定経過 

 

年 月 日 活 動 概 要 

令和元年５月 23 日 

第１回和木町子ども・子育て会議 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 町長あいさつ 

４ 委員自己紹介 

５ 議題 

（1）会長・副会長の選出について 

（2）和木町子ども・子育て会議について 

（3）子ども・子育て支援事業計画について 

（4）現計画の評価等について 

（5）ニーズ調査の実施について 

6 閉会 

令和元年 11 月 22 日 

第２回和木町子ども・子育て会議 

１ 開会 

２ 議事説明 

３ その他 

４ 閉会 

令和２年３月 

第３回和木町子ども・子育て会議 

書面決議 

（新型コロナウイルス拡大防止のため、会議中止） 



 



 

 


