
別紙１

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

１　子育てマップの作成・
    配布

子育て支援課
合併により各施設が点在するため、施設の紹介及
び、子育て支援事業等を掲載した子育てマップを
作成します

0歳児～小学
校低学年への
配布・各施設
へ常置

継続
平成23年3月に「富士川町子育てガイドブック」を作成しま
した。対象者を中心に配布しています。

児童センターの移転により、今後も内容の変更があるため、移転ま
での間は部分的な改訂のみで対応しています。

２　外国人母の会 子育て支援課

外国人母の会への子育て支援として、町国際交流
協会及び担当課また関係各課との連携により、外
国人母の会を年1回開催しており、各種アドバイ
スや情報提供を行います。

中止
保健師の個別の関わりにより、子育てのアドバイスや情報提
供は行えていると判断し終了しました。

今後住民ニーズが発生した場合は速やかに対応する予定です。

３　子育てサポーターを活用
     したファミリー・サポート・
     センター事業

子育て支援課
子どもを預けたい人、預かれる人が会員となり地
域の中で支え合う預かり事業です。

継続

現在かじかざわ児童センターの中に担当者を置いて、ファミ
リーサポーター養成研修の実施、まかせて会員の増員、支援
を必要とする方々への事業周知やおねがい会員とまかせて会
員双方の調整等を行っています。子育て支援制度の事業の隙
間を埋めるサポートであり、開始当初の平成23年度から25年
度にかけておねがい会員1.5倍、依頼件数は8倍、26年度は依
頼件数12倍とニーズは増加しています。反面、まかせて会員
は1.5倍となっています。26年度に利用料金改正を行い、利
用増加が見込まれています。

支援を必要とする方が、制度による子育て支援事業を利用しやす
く、地域の中で相互に支えあうサポート事業です。次世代を地域で育
てる事業として定着していくために、その事業と理念についてさらに
周知を図っていきます。

４　地域子育て支援センター
    事業（つどいの広場）

子育て支援課
ますほ北児童センター及び旧鰍沢公民館において
開設しています。平成22年度中に旧鰍沢公民館開
設分を鰍沢児童センター内に移行します。

2施設
年間利用者数
3500人

継続

平成25年度より、子育て広場開設を拡大し、月曜日～土曜日
まで利用できるようにしました。専門職が親子と交流しなが
ら、親子相互に交流や、育児、相談に気軽に対応できる場と
して定着しつつあり、参加者も増加しています。毎日参加す
る親子も増えています。

現在の子育て広場事業を継続する中で、常に現状の母子のニーズ
に合わせた事業展開としていく。そのために課内及び関係者間の連
携を密にしてニーズを把握することが必要である。

５　育児支援 子育て支援課

養育者の育児ストレス、産後うつ病、育児ノイ
ローゼ、若年妊娠等により、子育てに対して不
安、孤立感等を抱える家庭、又は虐待の恐れのあ
る家庭に、家事等の援助及び育児相談等を行いま
す。

継続
特に住民ニーズの高い子育て期は、訪問指導を中心に個別支
援を実施しています。

今後も引き続き実施し、保護者が安心して子育てできるよう支援して
いきたいと思います。

６　愛育会 福祉保健課
愛育会組織の育成を行っており、地域の子育て支
援活動を組織活動として展開します。

継続

赤ちゃんの誕生祝いに家庭を訪問し、それを機に住民と意識
的に関わりを持ち、地域に根ざす組織として見守り活動を
行っています。また虫歯のない子の表彰をしながら交流の場
として愛育まつりの開催もしています。

年々、組織が小さくなり、会員も働きながら活動をしている者が多い
ため、活動時間の制限がありますが、引き続き地域に密着した見守
りをしていきます。

７　おもちゃ図書館
社会福祉協議
会

０～３歳児とその親を対象におもちゃを通じてふ
れあいを大切にする地域に開放された遊びの広場
です。毎週水曜日午前１０時から１２時まで富士
川町民会館で開館しています。

毎週開催し、親子のふれあいの場として好評です。 町の事業ではないため新規計画策定時は検討が必要。

８　児童センター 子育て支援課

子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康
を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施
設で、ますほ児童センターを開設しています。ま
すほ児童センター２階の施設整備行い、１日を通
して利用可能な施設とします。平成２２年度には
鰍沢児童センターを設置します。

児童センター
２か所

継続

平成22年度12月かじかざわ児童センターが開設され、町内2
カ所の児童センターが利用できるようになりました。ますほ
児童センターでは2階を学習室として、不登校児童生徒の利
用も含めて周知し活用を図っています。かじかざわ児童セン
ターにおいても学習室等を備えており、町の0～18歳の児童
が利用しやすいよう、常にニーズに合わせた事業展開を行っ
ています。

ますほ児童センター移転計画による、公共施設再配置計画に基づく
新たな児童センター設置やそのあり方について、これからの町の子
どもにとってより良い施設となるよう、町児童センターを総合的に検
討し、施策化していくことが必要です。
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９　妊婦一般健康診査公費負担 子育て支援課
妊婦一般健康診査として、１４回の健診費用を公
費で負担し、今後も制度の周知と利用促進に努め
ます。

継続
妊婦一般健康診査14回の公費負担に、平成24年度からＨＴＬ
Ｖー１抗体検査とクラミジア抗原検査も公費負担に加えられ
ました。受診票交付者はおおむね受診されています。

今後も引き続き実施し、受診勧奨していき、妊娠出産が安心・安全に
実施できるよう支援していきたいと思います。

10　子ども手当 子育て支援課
平成22年度から段階的に子ども手当を支給しま
す。

継続

中学３年生までの児童の養育者へ手当支給。
現在は名称を「児童手当」に変更をしています。
平成26年度は、延べ20,211人の児童に対して合計
219,985,000円を支給しました。

法令等に準じ引き続き支給します。

11　乳幼児医療費の助成 子育て支援課
0～5歳未満：通院費、入院費、薬剤費を助成
5～就学前：入院費のみ助成
助成対象年齢を引き上げていきます。

継続

平成22年9月から中学3年生まで対象者を拡大しています。
今後も窓口無料化を継続し、子育て家庭の経済的負担の軽減
に努めます。
平成26年度は、25,698件　48,404,465円を助成しました。

医療費を無料にすることにより、子育て世帯の経済的負担の軽減と
いつでも受診可能な安心できる環境が整いました。今後は母子保健
担当・国民健康保険担当と連携し、子どもの健康維持を検討しつ
つ、医療費の削減にも努めます。

　施策２　経済的負担の軽減　施策２　経済的負担の軽減　施策２　経済的負担の軽減　施策２　経済的負担の軽減
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１　延長保育事業 子育て支援課

通常保育時間は8時30分～16時30分までですが、
必要に応じて8時～18時まで保育を行っていま
す。第１保育所は遠隔地の職場等へ通う保護者の
ために7時30分～19時までの保育を行っていきま
す。

3か所 継続

平成27年度現在、第１保育所、たんぽぽ子どもの家の２箇所
で、7時30分～19時までの延長保育を行っています。
第2・第3・第4・第5保育所は、7時30分～18時30分の11時間
保育を行っています。
平成２６年度の利用実績は７２名（延べ２１６回）、合計利
用料は４２，８００円でした。

必要に応じて他の園も延長保育を検討します。

２　一時保育事業 子育て支援課 広報等を利用してPRしていきます。 6か所 継続

一時保育利用可能日数は1ヶ月7日以内利用できます。利用時
間は、8時30分〰16時30分までの間の必要な時間です。
平成26年度の利用実績は、延べ145回、合計利用料は244,880
円でした。

全保育所での実施を継続します。利用可能な日数について、検討し
ます。
広報を通じて、利用案内をＰＲして、利用増加を目指していきます。

３　保育所地域活動事業 子育て支援課

各保育所で高齢者とふれあい、いきいきサロンの
訪問、デイサービス訪問、福寿荘訪問及び高齢者
の保育所への招待を行っており、今後も継続して
実施します。

継続
いきいきサロン、デイサービス訪問では、お遊戯の披露や手
遊び、一緒に製作などをしてふれあっています。おゆうぎ発
表会の時に高齢者を保育所に招いています。

交流の場を設け回数を増やしていくように努めます。
さらにふれあえるように内容を充実させていきます。

４　保育所の整備 子育て支援課
第４保育所では、建物の老朽化に伴う大規模改修
を平成22年度以降に予定しています。

完了
平成24年度に第４保育所の大規模改修工事を実施しました。
０歳児保育室を設け、平成25年度より生後６ヶ月からの児童
を受け入れています。

定期的な施設点検を実施し、改修が必要な場所、設備について
は、修繕等の対応をしていきます。
安全な施設環境を保つように努めます。

　施策１　保育サービスの充実　施策１　保育サービスの充実　施策１　保育サービスの充実　施策１　保育サービスの充実
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５　ワーク・ライフ・バラン
    スの啓発

職場優先の意識を変え、家庭生活とバランスのと
れた職業生活を送ることができるよう、チラシ・
パンフレット・講座などを通じて意識啓発を行い
ます。

継続 チラシの配布を実施し、啓発活動を行っています。 今後も継続していきたいと思います。

６　男女共同参画推進条例
　　制定

町民生活課

男女平等教育の推進、政策・方針立案決定の場へ
の男女共同参画の推進、地域活動における男女共
同参画の推進、労働に場における男女平等と就業
機会の拡大、女性が安心して働き続けることので
きる環境整備等に向けて、条例を制定して男女共
同参画社会づくりを推進します。

制定 継続

性別にかかわりなく、互いの人権を尊重し、誰もが自立した
個人として、その個性と能力を十分に発揮することのできる
男女共同参画社会を推進していく。平成26年6月議会にて条
例制定し、平成27年2月、男女共同参画推進委員会を設置し
ました。

平成28年3月末日に、「富士川町男女共同参画推進プラン」作成、推
進プランに基づいて、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みま
す。

７　事業所における子育て支援の
　　促進

子育て支援課
育児休業制度等の普及に向けた啓発と、制度の利
用しやすい環境づくりを推進します。

継続
町内に事業所を新たに設ける企業等に対して、地域住民の雇
用をお願いするとともに、子を持つ社員の育児休暇や有給休
暇を取得しやすい環境を整えてくれるよう要望しました。

今後も継続していきたいと思います。

　施策２　ワーク・ライフ・バランスの推進　施策２　ワーク・ライフ・バランスの推進　施策２　ワーク・ライフ・バランスの推進　施策２　ワーク・ライフ・バランスの推進
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１　家庭訪問事業 子育て支援課

健康状態の確認や不安の軽減等を目的に、産後・
新生児・ハイリスクな妊産婦は、保健師及び助産
師が全例訪問します。帰省分娩時の対応は各市町
村役場に保健師に依頼、また開業助産師等に随時
委託します。

継続
全ての家庭を対象に訪問指導を実施しています。出生後の訪
問指導の実施率は平成26年度は『乳児全戸訪問事業』で
96.9％でした。

子育て中の保護者との信頼関係を築く上でも町の保健師・助産師が
行う家庭訪問事業は重要でありますので、今後も継続していくよう体

制維持に努めます。

２　母子健康手帳交付 子育て支援課

手帳交付時に妊婦健康相談や今後の地域支援、相
談窓口、支援スタッフの紹介などを行います。今
後も母子健康手帳交付の活用について、周知に努
めます。

継続
定期の交付日以外に、住民の都合に合わせて随時窓口交付も
行っています。

1名につき30分程度の時間設定をしています。妊娠の最初に関わる
大切な場面ですので、今後も個別対応を継続していきます。

３　乳幼児健診 子育て支援課

3～4か月・7～8か月・1歳・1歳6か月・2歳・3
歳・6歳児健診（就学児健診と共催）を実施しま
す。要観察児に対しては、フォロー健診として小
児科専門医による健診を、年12回実施します。未
受診児には再度通知し、さらに未受診の場合は電
話連絡、家庭訪問を実施します。

継続

平成25年度より乳幼児健診・1歳6か月・2歳・3歳・6歳児健
診（就学児健診と共催）を実施します。未受診者には地区担
当保健師より電話連絡、家庭訪問を実施しています。平成26
年4月より健診時間の短縮のために、健診内容の変更を実施
しています。

健診時間の短縮化の継続とともに、保護者の心情に寄り添うこと、
子どもの成長発達の正確な判断が行えるよう今後も専門職員のス
キルアップに努めたいと思います。

４　幼児歯科健診及び歯科
　　指導

子育て支援課

1歳児、1歳6か月児、2歳児、3歳児健診全てに歯
科健診及び歯科指導を取り入れていきます。1歳
児、2歳児歯科健診では、個別の歯磨き指導を実
施して、虫歯予防を徹底していきます。

継続 3歳児健診での虫歯のない子の割合は増加傾向にあります。 引き続き支援に努め、さらに虫歯のない子の増加に努めたいと思います。

　施策１　健康の保持・増進　施策１　健康の保持・増進　施策１　健康の保持・増進　施策１　健康の保持・増進
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継続
完了

中止
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７　健全育成型育児教室 子育て支援課
乳幼児期はすこやか教室を実施します。また、児
童センターで行うぴよぴよ教室で育児に関する健
康教育と個別相談を行います。

継続
「すこやか教室」も「ぴよぴよ教室」も子育て中の母の孤立
化を防いでいると思います。また健康教育や個別相談として
もニーズはあります。

子育て中の母が安心して出かける機会や場所として、母の交流の場
としても住民周知を徹底していきたいと思います。

８　保健指導型育児教室 子育て支援課
保健指導型育児教室として、のびっこ教室を毎月
2回実施します。

継続 集団療育訓練事業として実施しています。

特別な支援が必要な子どもは増加傾向にありますが、就園時期が
早まる傾向から、集団療育としての目的を達成できなくなる可能性が
あります。今後保育所等との連携を更に強化していく必要を感じてい
ます。
今後も担当者のスキルアップに努めます。

９　育児相談 子育て支援課

乳幼児健診や教室などで経過観察の必要がある児
童や育児不安のある保護者を対象に、専門保育
士・心理相談員・保健師が関わりを持ち経過観察
をしていきます。また、社会福祉協議会では専門
家による育児相談を開催しています。

継続
相談事業や育児教室、保健師・助産師による訪問指導、電話
相談等あらゆる相談の機会を継続しています。保護者が気軽
に相談できるような雰囲気作りにも心がけています。

より内容を充実させながら継続します。

10　こころの相談 子育て支援課
妊婦相談後、または健診時に実施する心の健康診
断の結果を受けて、育児不安、困難感を抱く方に
対し、臨床心理士による相談を実施します。

継続
心理相談員による毎月2回の個別相談を年間延べ40～50組実
施しています。

更に住民周知に努め、育児不安が軽減するよう支援していきます。

11　乳幼児健診等の場を活用
　　した親への相談指導

子育て支援課

健診時、できるだけ親のこころが開けるよう、健
診対象人数を20～25名程度として、相談スタッ
フ・相談時間の確保を図っています。また、各種
教室においても相談の時間を設定していきます。

継続
対象人数が20名以上の場合は、専門職員（保健師）の雇い上
げを行い相談業務の充実に努めています。

引き続き保護者がゆっくりと相談ができ、問題解決でき、満足できる
ような支援をしていきたいと思います。

12　養育支援訪問事業 子育て支援課

産婦・新生児・ハイリスク妊産婦については、家
庭訪問支援事業にて、基本的に全て訪問していき
ますが、その中でも特にリスクの高い母子に関し
て専門機関・専門スタッフと連携し、継続的に支
援していきます。

継続 平成26年度も継続支援中です。
今後保護者のメンタル面で特別な支援が必要なケースへの支援体
制を考えていきたいと思います。
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14　乳幼児健診等の場を活用し
　　　た子どもの事故予防

子育て支援課
生後7～８か月児健診で、誤飲・転落・転倒・やけど等
の事故予防についてのＰＲチラシを配布します。

継続
子どもの事故発生状況は、平成24年度から25年度は1歳6か月
健診、3歳児健診ともに減少傾向にあります。

今後もチラシの配布とともに事故防止のための指導を継続していきます。

15　母親学級・両親学級 子育て支援課

　母親学級に加え、日曜日に両親学級を開催し、
父親の育児参加への動機付けとしていきます。
　特に父親の育児参加の推進に大きな役割を果た
しているので、今後も内容等の充実に努めます。

継続

平成26年度はマタニティークッキングへの参加者が減少し、
2回の開催にとどまりました。
今後、妊婦への栄養指導は栄養相談等で個別に対応していく
よう検討中です。
両親学級・育児実習は1回に2人～10人参加があり、両日を通
して参加を希望するケースが多く、仲間づくりに役立ってい
ます。

今後も継続していきます。

16　子ども生活習慣病予防
　  教室

福祉保健課

生活習慣に問題がある児童生徒とその保護者及び
希望者を対象に、子どものための生活習慣病への
理解を深め、将来の健康づくりにつなげる場とし
ます。

継続
現在は希望者を募る形ではなく、町内の学校単位で学校との
連携のもと実施しています。

子どものころからの生活習慣病予防は必要なので、引き続き関係機
関と連携し対応していきます。

13　乳児家庭全戸訪問事業 子育て支援課

本町に居住し、生後4か月までの乳児がいるすべ
ての家庭に対し、保健師・助産師・看護師等によ
り家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提
供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサー
ビス提供を行います。

継続
全ての家庭を対象に訪問指導を実施しています。出生後の訪
問指導の実施率は平成26年度は96.9％でした。

子育て中の保護者との信頼関係を築く上でも町の保健師・助産師が
行う家庭訪問事業は重要でありますので、今後も継続していくよう体
制維持に努めます。
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17　保育所での食育 子育て支援課

食物アレルギーの申告に応じて除去食を提供しま
す。また、子どもの食生活調査結果や食事摂取基
準を踏まえての献立作成や、食育活動を行うとと
もに、保護者への指導にも活用します。食育の重
要性を踏まえ、一層の充実に努めます。

食育アンケー
ト実施

継続

食物アレルギー除去食はマニュアルに沿って提供していま
す。子どもの食生活アンケートを実施し、結果を食育活動の
参考にしています。給食の展示、レシピの紹介、保護者の給
食試食、野菜の栽培や収穫、クッキングを実施しています。

今後も食物アレルギー対応が必要な園児には、家庭と保育所が連
携をとりながら取り組みを進めていきます。保育所保育指針に沿った
食育計画を基に発達の過程に応じた食事の提供、食育の充実を目
指します。
野菜の栽培や収穫体験、調理体験など食に関する体験活動を通し
て、季節感や食への興味関心を深め、自然への恵みや生産者に感
謝する心の育成に努めます。

18　地域での食生活教室 福祉保健課
　愛育会と食生活改善推進員による食育テーマの
食生活教室が、地区毎に開催されるよう支援しま
す。

継続

食生活改善推進員会では、地区支部ごとに料理教室や食への
講習会を実施し、住民への意識向上に努めています。また、
子育て世代の方へ簡単にできる料理の紹介や食の大切さにつ
いて伝える活動を実施しています。

地区ごとの講習会は参加者から好評をえており、複数回受講される
方もいますが、最近は受講者が固定化傾向にあるため、広報等を通
じ、多くの町民の利用を促進していきます。

19　離乳食教室 子育て支援課
生後6～７か月児の保護者に離乳食教室を開催
し、食育の話、食べることは心身育成に大切であ
ることの意識づけをしていきます。

継続

隔月ごとに実施しています。１回に４～６組の出席があり、
出生の約３割の母子が指導を受けています。都合で出席でき
ない場合は毎月１回実施している子育て支援栄養相談を紹介
しています。離乳食の進め方のニーズは高く、住民にも好評
を博しております。

今後も住民ニーズを把握しながら、さらに充実した内容になるよう工
夫しながら継続していきます。

20　親と子の食生活共同体験
　　学習

子育て支援課
教育委員会

給食の展示、レシピの紹介、給食の試食、子ども
たちのクッキーづくりなどを通して食への関心を
高めるよう、保護者への取組を今後も継続して実
施します。

継続
給食の展示、レシピ紹介、給食の試食、クッキーやカレー作
りなどのクッキングを実施しました。

クッキングなどの体験活動を通じて、子どもの食を営む力の基礎を
養い、食育の重要性について保護者への啓発をさらに進めていくこ
とが重要です。

　施策２　食育の推進　施策２　食育の推進　施策２　食育の推進　施策２　食育の推進
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21　スポーツ指導者の育成 教育委員会
スポーツ関係の各種団体の指導員の意見を聞き、
指導者育成方法を検討します。

継続
各専門部やスポーツ少年団の指導員を集め、指導法や育成に
ついて話し合いを行うとともに、その競技に携わる大人が指
導者となりうるよう育成に努めています。

今後も各競技の専門部で指導者育成に努めていきます。

22　放課後児童健全育成事業 子育て支援課

保護者の就労等により、放課後留守家庭児童の健
全な育成を図るため、家庭に代わる生活の場を提
供する事業です。子どもの情緒面への配慮及び安
全性確保の点から、既存の放課後児童クラブの人
員の適正化を図ります。
また、4年生以上児も必要に応じて受け入れてい
きます。

３施設
定員２００人

継続

事業目的は同様に、4年生以上の児童についても必要な児童
については入室できるようにしました。利用希望児童の増加
により、現在旧増穂地区内の２児童クラブについては、定員
を超える登録を行っている状況があります。今後子ども子育
て支援法による新基準に合わせていくため、人員の適正化を
図ることによる施設の拡大又は新施設の設置を行っていく必
要があります。

今後子ども子育て支援法による新基準に合わせていくため、人員の
適正化を図ることによる施設の拡大又は新施設の設置を行っていく
必要があります。

23　児童の健全育成のための
　　啓発

教育委員会

青少年の非行問題に取り組む強調月間・社会を明
るくする運動（7月）と、青少年健全育成強調月
間（11月）の推進とともに、青少年健全育成講演
会等を実施します。

継続
広報紙で強調月間を告知するとともに、健全育成講演会を毎
年1回実施しています。また、青少年健全育成区民会議を行
い、小地域で健全育成事業を推進しています。

今後も同様の活動を実施していきます。区民会議については、区の
理解をいただき、今後も実施していきます。

24　社会資源を活用した取り組み
　　の推進

教育委員会
増穂西・南小学校での放課後子ども教室、町内の
自然や文化に触れ旧鰍沢地区２校児童の親睦を深
めるための自然学習、環境学習を実施します。

継続
学童保育がない地区の増穂西・南小学校において、放課後子
ども教室を実施しています。

増穂西小は、平成２６年度末に閉校とかることから廃止し、増穂南小
は引き続き実施していきます。

25　大自然体験会 教育委員会

大自然の中で、野外体験活動や自然の観察をしな
がら環境問題への興味、関心を高めます。また、
異年齢集団での宿泊活動（ワンパククラブ・ワク
ワク探検隊）を通して、自主性、協調性を育て、
あわせて地域ジュニアリーダーとしての育成を図
ります。

継続

大自然で野外体験をしながら、異年齢交流を図っています。
夏休みにふるさと自然塾を利用して、大自然体験会を実施し
ています。参加者は小学4年生以上で定員40名。毎年好評を
博しています。

体験内容によって参加者の増減はありますが、今後も実施していきます。

　施策３　児童の健全育成の推進　施策３　児童の健全育成の推進　施策３　児童の健全育成の推進　施策３　児童の健全育成の推進
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26　お話の会・お楽しみ会 教育委員会
お話の会（協力団体・銀のしずく、土曜日実施）
及び、お楽しみ会は年間11日開催しており、今後
も継続していきます。

年11回 継続
町民図書館事業として、小学生以下の児童を対象に読み聞か
せを中心にお話し会を実施していますが、参加者の減少によ
り隔月で実施しています。

参加者が少ないため、回数を減らし、内容の濃いものを開催していく
予定です。ボランティアが保育所、学校に出向きおはなし会を実施し
ていく計画になっています。おはなし会の回数は増えるものと考えて
おります。

27　おはなし会 教育委員会
保育園児と小学校低学年児童を対象に、本の読み
聞かせや工作等を行います。

継続

町民図書館事業として、小学生以下の児童を対象に読み聞か
せを中心にお話し会を実施していますが、参加者の減少によ
り回数を減らし実施しています。児童クラブでは平成26年度
途中より女性教師OBによる読み聞かせボランティアが開始さ
れ、週1回主に低学年の児童対象に本の読み聞かせ活動が行
われています。

参加者が少ないため、回数を減らし、内容の濃いものを開催していく
予定です。児童クラブ読み聞かせについては、クラブが3カ所あるた
め今後各児童クラブへの活動を依頼していく計画です。ボランティア
が保育所、学校に出向きおはなし会を実施していく計画になっていま
す。

28　伝統文化子ども教室 教育委員会
教育委員会や文化協会加入団体の主催により、将
棋教室・おことくらぶ・子ども茶道教室・子ども
舞踊教室を開催します。

継続
子どもに日本の伝統文化に触れる機会を提供しています。現
在、おこと、茶道教室を開催しています。平成26年度は、舞
踊教室を増やしましたが、参加者がいませんでした。

一度入った児童は、長く続いていますが、新規の参加者を増やすの
が課題です。特に、舞踊など新しい企画をしても、参加者がいないな
ど伝統文化の伝承の難しさを感じています。

29　子ども将棋大会 教育委員会
町の文化祭に合わせて、子ども将棋大会を開催し
ます。

継続
11月末もしくは12月上旬に県下将棋大会として開催していま
す。

次年度以降も実施します。

30　親子クリスマスリース
　　作り教室

教育委員会
フラワーデザイン教室の講師の協力を得て、親子
でクリスマスに向けてリースを作成する教室を開
催します。

未着手
バルーンアート教室・浴衣の着付け講座など親子・子ども・
三世代の事業を実施していますが、クリスマスリース作りの
教室は実施できていません。

次年度以降も親子・子ども・三世代を対象にした教室を実施します。

31　子どもクリスマス会 教育委員会
町内のボランティア団体による、工作等を行うク
リスマス会を開催します。

継続
町内のボランティア団体によるクリスマスおはなし会を実施
しています。

ボランティア団体と協力して引き続き開催します。

32　スポーツ教室 教育委員会
教室を通じ、軽スポーツの楽しさ等を理解しても
らい、競技人口の拡大を図るとともに、参加者相
互の交流を図ります。

継続
弓道教室やテニス教室などを実施し、競技人口の拡大を図っ
ています。

今後も住民ニーズに即したスポーツ教室を体協専門部とともに実施
し、競技人口の拡大に努めていきます。

33　子どもクラブ球技大会 教育委員会
スポーツを通して、健全な体づくりと、各地区に
子ども間の親睦を図るため、球技大会を実施しま
す。

継続
子どもクラブという名称が存在しないので、育成会球技大会
として、平成25年度からグラウンドゴルフ1種目のみで実施
して親睦を図っています。（6月の日曜日）

次年度以降も実施します。



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標３　子どもの健やかな成長を支援する基本目標３　子どもの健やかな成長を支援する基本目標３　子どもの健やかな成長を支援する基本目標３　子どもの健やかな成長を支援する

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

34　思春期体験学習 子育て支援課
学校等との連携により、中学生と乳幼児のふれあ
いの中、生命の大切さを学ぶ機会を確保します。

年１～２回 継続
平成２３年度から、町立中学校２校に加え、県立増穂商業高
校でも子育て支援学習を行っています。

未来を担う世代への支援として、学校と連携しながら継続していきます。

35　地域人材を活用した取り
　　組み

福祉保健課

主任児童委員の学校訪問を実施し、地域における
児童・生徒のサポートに役立てます。また、取り
組みについては、地域のボランティアを活かして
推進していきます。

年１回 継続
５名の主任児童委員により学校訪問を実施するなど、育成支
援サポート及び地域ボランティアとしての活動を展開してい
ます。

地域において、育成支援活動ができる人材不足が懸念されるなか、
地域人材を活用した取り組みに努めていきます。

36　子どもと親の相談員・
　　スクールカウンセラー
　　の設置

教育委員会

「子どもと親の相談員」活用調査研究事業を増穂
小で実施しています。スクールカウンセラーや相
談員の配置については県教育委員会に要望してい
くとともに充実が図れるよう検討します。

スクールカウ
ンセラー各校
1名配置

継続
青少年育成カウンセラーが「子どもと親の相談員」として、
増穂小学校に週３日配置され、子どもたちの相談に応じてい
ます。

今後も「子どもと親の相談員」が配置できるよう働きかけるとともに、
町内小中学校と連携して、相談員の巡回などを考えて行きます。

　施策４　思春期保健対策の推進　施策４　思春期保健対策の推進　施策４　思春期保健対策の推進　施策４　思春期保健対策の推進



別紙１

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

1　要保護児童対策地域協議会 子育て支援課
要保護児童対策地域協議会において、個別ケース
会議や、要保護児童宅訪問等を行い、保護が必要
な子どもたちに対応します。

継続

協議会には23団体が所属しています。毎年１回代表者会議を
行い、協議会の役割を確認し、年４回の実務者会議ではすべ
てのケースにおいて現在の状況と今後の支援方法の確認を
行っています。毎月１度児童の家庭を訪問し状況確認をし保
護者への指導を行うとともに、必要に応じてケース検討会議
を行っています。

保育所・学校等関係機関と密に連携を取る中で、早期発見・早期対
応に努めるとともに、その家庭に関わりを持つ中で保護者にも寄り添
い児童の健全な育成環境につながるよう努めていきます。

２　子育て支援こころの相談 子育て支援課
母親の育児不安や虐待、いじめに関する来所や電
話による相談に、心理相談員が対応します。

年間相談件数
約40件

継続
心理相談員の毎月2回の個別相談を年間延べ40～50組の子育
て中の保護者の利用があります。

更に住民周知に努め、育児不安が軽減するよう支援していきます。

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

３　児童扶養手当 子育て支援課
ひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進
を図ることを目的として、父子家庭へ児童扶養手
当の対象を拡大します。

継続

平成22年8月から、対象を拡大して父子家庭にも支給できる
ようになりました。
18歳までの児童を育てるひとり親家庭の経済的負担を軽減し
ました。

ひとり親家庭へ制度の周知を積極的に行い、県と連携し引き続き支
援を行います。

４　ひとり親家庭医療費の
　　助成

子育て支援課
病気やけがで通院又は入院した場合、ひとり親家
庭医療費として、窓口無料化を実施しており、今
後も制度の周知と利用促進に努めます。

継続
１８歳までの児童がいるひとり親家庭に保険適用の医療費の
患者負担分を助成しています。
平成26年度は　3,013件　7,982,977円助成しました。

今後もひとり親家庭へ制度の周知をし、適正な医療受診を推進して
いきます。

　施策２　ひとり親家庭の自立促進　施策２　ひとり親家庭の自立促進　施策２　ひとり親家庭の自立促進　施策２　ひとり親家庭の自立促進

次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する

　施策１　児童虐待の防止　施策１　児童虐待の防止　施策１　児童虐待の防止　施策１　児童虐待の防止

未着手
継続
完了

中止
新規



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭を支援する

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

５　障害児に対する適切な医
　　療、医学的リハビリテーシ
　　ョンの提供

福祉保健課

リハビリ指導を継続して実施します。また、今後
も医療やリハビリテーションも含めた適切な地域
生活支援として、相談事業の充実やサービス提供
に努めます。

継続
今後もリハビリ指導、相談事業の充実やサービス提供に努め
ます。

障害児のリハビリを専門としている医療機関が少ないことが課題。
今後、現在ある医療機関に障害児リハビリの相談を町と連携してい
ただけるよう依頼していくことを検討します。

６　障害児育児教室 福祉保健課
障害児者母と子の会（たんぽぽの会）と連携して
育児教室を実施します。

継続

たんぽぽの会は継続実施していますが、その教室への他児の
参加はないのが現状です。
たんぽぽの会は独自の活動は実施していますが、育児教室と
いうところまではいっていません。

会の発足時、児童だった会員も現在は成人しており、児童の新規会
員加入が課題となっています。障害別に、抱える悩みも違い活動の
方向性にも課題は多いのが現状です。

７　障害児保育事業 子育て支援課
障害児保育の必要性が大きくなっているため、要
望があったときは、受け入れを実施し、保育の充
実を図ります。

継続
入所希望児童の受け入れを実施、加配保育士を配置していま
す。平成26年度の加配保育士は5名でした。 他機関との連携を図り保育の質を高めていきます。

８　在宅サービスの充実 福祉保健課

障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービスや
地域生活支援事業をさらに充実させて実施しま
す。また、各種手当も含めて、町の広報やホーム
ページなどを活用し、わかりやすい制度の周知と
利用促進に努めます。

継続

平成24年4月から障害児支援の強化を図るため、児童福祉法
を基本として身近な地域での支援を充実することを目的とし
た法改正がおこなわれ、これに基づいてサービスの提供を
行っています。また、平成25年4月から、障害に難病が追加
され障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援する法律(障害者総合支援法)に法律が改正され
更なる障害福祉サービスの充実を図っています。

障害のある子どもが使える福祉サービスを提供していただける事業
所が少なく、限られていることが課題ではありますが、町外の事業所
も含めて協力依頼していきます。
また、富士川町においては広域的に地域自立支援協議会を設置し
ているので、必要と思われるサービスの課題整理を行い協議してい
きます。

９ 保育所や放課後児童クラブで
の障害児の受け入れ

子育て支援課

保育所では必要に応じて受け入れを行っていま
す。放課後児童クラブでも必要に応じて受け入れ
を行っていきます。今後も受け入れ体制の整備と
推進を図ります。

継続
入所希望児童の受け入れを実施、加配保育士を配置していま
す。 他機関との連携を図り保育の質を高めていきます。

　施策３　障害がある子どものいる家庭への支援　施策３　障害がある子どものいる家庭への支援　施策３　障害がある子どものいる家庭への支援　施策３　障害がある子どものいる家庭への支援



別紙１

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

１　少人数指導 教育委員会

少人数を指導することにより、学習や生活の両面
にわたりきめ細やかな教育をおこなうため、県教
員の加配について県に要望するとともに、町単教
員の継続配置に努めます。

継続配置 継続
きめ細やかな教育を行うため、県教員の加配の要望や町単教
員の配置を行っています。

今後も県への要望や町単教員の継続配置を実施していきます。

２　子どもの心に響く道徳
　　教育

教育委員会

児童生徒の発達に即して、人兼尊重、生命の畏
敬、社会生活上のルールやモラルを醸成し、家庭
や地域で豊かな体験を通して、生き方を培うこと
に努めます。

年間３５時間 継続
道徳の時間において、人間尊重、生命の畏敬、社会生活上の
ルールやモラル等醸成しています。

今後も継続して行っていきます。

３　国際理解教育 教育委員会
小中学校でＡＬＴ及び英語教師を活用して交際理
解を深めます。

継続
町内小中学校すべてにＡＬＴ及び英語指導講師を配置してい
ます。

今後も継続して配置していきます。

４　地域と連携した総合学習 教育委員会
総合学習の中に地域を学習するプログラムを組ん
でおり、今後も推進体制の充実に努めます。

継続
総合的な学習の時間において、地域学習の場を設けていま
す。

今後も実施していきます。

５　地域ボランティアの協力
　　拡大

教育委員会
総合学習の時間には担当の外部人材を活用してい
ますが、地域のボランティアの協力拡大を図りま
す。

継続
県の事業も活用しながら、地域ボランティアの協力を図って
います。

今後も県事業を活用していきながら、地域ボランティアの協力拡大を
図っていきます。

６　体験学習 教育委員会
交流活動、福祉活動、環境活動等を通じて、地域
の人々との交流を行います。

継続 多種の活動を通じて、地域との交流を行っています。 今後も活動を通じて、地域との交流を行っていきます。

　施策１　特色ある学校教育の充実　施策１　特色ある学校教育の充実　施策１　特色ある学校教育の充実　施策１　特色ある学校教育の充実

次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する

未着手
継続
完了

中止
新規



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

７　部活動への外部指導者の
　　活用

教育委員会
外部指導者の活用や地域との連携に向けて、ス
ポーツ少年団や町の体協専門部などと連携を図り
今後推進します。

継続 県の派遣事業による部活動への外部指導者活用実績あり。 今後も県事業等により活用を図っていきます。

８　通学区域の弾力活用 教育委員会
中山間地の小学校については、区域外通学を認め
る等、今後も推進します。

継続
保護者からの申し立てにより、指定学校を変更することがで
きることとしています。

今後も実施していきます。

９　学校開放日 教育委員会
学校開放日を定め、年間を通じて授業を公開しま
す。

継続 各学校において学校開放日を設定しています。 今後も学校開放日を実施していきます。

10　学校の安全管理 教育委員会

小学校では集団下校、小中学校の出入口門扉の整
備や防犯カメラの設置やエリアサイレンの設置を
行っています。学校開放と表裏になるもので、教
育内容の公開に支障とならないよう、取り組みを
進めます。

継続
各学校においてPTA等と協力する中で安全管理に努めていま
す。

今後も徹底した安全管理に努めます。

11　学校評議員の活用 教育委員会
各校で健全な学校運営を行うために評議員に意見
を活用します。

継続 各学校において学校評議員の意見等を活用しています。 今後も学校評議員の意見等を活用していきます。

12　教員の評価、配置、
　　 処遇、研修

教育委員会
県の方針を参考に、校長の裁量のもと、適正な評
価、配置等が実施されるよう、体制の充実に努め
ます。

継続
適正な評価、配置等が実施されるよう、体制の充実に努めて
います。

今後も体制の充実に努めます。



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する基本目標５　子どもの教育環境を充実する

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

13　教育講演会 教育委員会
教職員とＰＴＡによる教育講演会を年1回実施し
ています。ＰＴＡと教職員との連携を図るための
講演会や情報交換会などを実施します。

年１回以上 継続
町PTA連合会主催事業として、講演会を実施し、その席は情
報交換会の場となっています。

引き続き、町PTA連合会の主催事業で実施して行っていきます。

14　地域全体で子育て家庭を支え
　　る意識啓発 福祉保健課

愛育会活動の一つとして子育て支援を取り上げて
いきます。

継続

母子への支援も含め、愛育活動を展開しています。
出生児への訪問活動を通して、町民とのつながり、愛育の普
及に努めています。各地区での活動も子育て支援を意識し計
画実施されています。

愛育班のない地域への支援を、現在進めています。

15　世代間交流 福祉保健課

地区愛育会や食生活改善推進委員活動と保健師の
連携により、遊びや昔のおやつづくり等の世代間
交流を実施します。また、社会福祉協議会でも世
代間交流事業を実施します。各地区にあるいきい
きサロンの訪問、保育所への招待なども行い、今
後も交流の推進を図ります。

継続
地区愛育会では、世代を超えた交流のための活動がされてい
ます。食生活改善推進員会では、親子料理教室などの実施を
通して、世代を超えた交流活動を展開しています。

地域の中での交流が少なくなってきている中で、必要な活動である
ので継続していきます。

16　保育所・幼稚園・小学校
　　の連携

教育委員会
私立幼稚園と町立保育所・小学校は、峡南地区
保・幼・小連携セミナーを開催しており、今後一
層緊密な連携体制の確立に努めます。

連携セミナー
年1回

継続
峡南地域教育推進連絡協議会で異校種連携セミナーを年1回
実施しています。

セミナーをはじめ、様々な講演会などを通じて連携体制の確立に努
めています。

17　ふれあい学習事業 教育委員会
保育所・幼稚園・小学校・中学校の部会ごとに
テーマを定めて、保護者・教職員が相互に連携し
ながら研修する教育講座を開催します。

年1回ずつの
研修会の増

継続
各小・中・保・幼PTAが独自の活動を展開しています。講演
会や子どもとの活動を通じ、親睦を図っています。そのため
の補助金を支出しています。

この活動は、PTAにとって必要不可欠なものであることから、今後も
継続して補助していくものです。

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

18　保育実習の体験学習 教育委員会
中・高生の保育所での保育実習の体験学習などを
実施し、幼児とふれあいの機会を設けます。

年1回 継続 中学校の家庭科の時間に保育実習を実施しています。 今後も継続して実施していきます。

19　富士川町町民会議 教育委員会
富士川町民会議による白ポストの設置、夏季の休
業中の夜間パトロール、冬季の有害雑誌やビデオ
についての立ち入り調査を実施します。

継続
青少年が健全で住みやすい環境となるように実践活動を行
なっています。

夜間パトロール、有害書籍排除への強化を進め、青少年に悪影響
のない町となるように事業展開を行ないます。

　施策２　家庭や地域の教育力の向上　施策２　家庭や地域の教育力の向上　施策２　家庭や地域の教育力の向上　施策２　家庭や地域の教育力の向上

　施策３　次代の親の育成　施策３　次代の親の育成　施策３　次代の親の育成　施策３　次代の親の育成
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主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

１　道路、公園、公共施設、
　　公共交通機関、公的建
　　築物等における段差解
　　消等のバリアフリー化

建設課 今後も歩道等のバリアフリー化を目指します。
歩道バリアフ
リー化
Ｌ＝５００ｍ

完了
町道金手小林2号線のマウントアップ歩道を約200mセミフ
ラット化しました。

今後も歩道等のバリアフリー化を目指します。

２　防犯灯・道路灯の整備
防災課
建設課

防犯灯は区の要望により設置し、道路灯は新設・
改良道路また、区からの要望により設置してお
り、今後も継続します。

完了

毎年度、区からの要望に対し、防犯灯を支給しました。ま
た、従来の蛍光灯式から地球環境に配慮した省エネ、低コス
トのＬＥＤ化へ転換しました。
新設・改良道路(青柳1号線)へ道路灯を設置しました。

区からの要望数に対して、予算の関係上、全て支給することが難し
い現状です。防犯灯設備拡充のため、予算確保に向けての協議が
必要となります。

次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる

　施策１　安心して外出できるまちづくり　施策１　安心して外出できるまちづくり　施策１　安心して外出できるまちづくり　施策１　安心して外出できるまちづくり

未着手
継続
完了

中止
新規

未着手
継続
完了

中止
新規



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる

未着手
継続
完了

中止
新規

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

３　交通安全教育 防災課
交通指導員、鰍沢警察署、山梨県さち風号と連携し
保育所の保護者、園児を対象にした事業を継続実施
します。

継続
県警さちかぜ号の協力で、園児と保護者を対象に親子交通安全
教室を実施しました。

年に１度の親子の交通安全教室なので継続実施します。

４　交通安全教室 防災課

道路の横断の仕方、自転車の正しい乗り方、道路標
識、表示の見方を学び交通安全を図るため、警察
官、交通指導員、交通安全母の会等の協力を得て交
通安全教室を実施します。

継続
警察官、交通関係団体、山梨住みます芸人などの協力で実施し
ました。

自転車教室を地区別で行っていますが、限られた地区だけなので、
地区育成会のなどの協力を頂きながら多くの地区で実施を検討しま
す。

５　スクールゾーンの点検 教育委員会
通学路の点検、パトロールを保護者及びスクール
ガードリーダー・スクールガードで行います。

継続
スクールガードリーダー等によるパトロールや通学路の点検等を
実施しています。

今後も関係機関等と協力する中で実施していきます。

６　子ども・子連れの親の
　　ための幅の広い歩道
　　の整備

建設課
町道青柳横通り線甲西道路交差点から富士川大橋
までの歩道の拡幅整備を予定しています。

Ｗ＝３．５ｍ
Ｌ＝３００ｍ

完了 拡幅整備完了しました。 歩行者交通を精査し、整備必要箇所の検討が必要です。

７　チャイルドシートの正しい
　　使用の徹底

防災課
町保健師の協力により、育児教室（ぴよぴよクラブ）
開催時にビデオや警察官の指導で開催します。

継続
育児教室において、交通安全教室を開催し、チャイルドシートの
業者を講師に招いて、正しいつけ方の指導をしてもらいました。

好評につき、今後も継続していきます。

８　チャイルドシートモデル
　　保育所

防災課

チャイルドシートモデル保育所を選定し、啓発活動を
実施していきます。保育所の送迎時、駐車場でチャイ
ルドシート着用推進と正しい使用方法、選び方につい
ての指導を年2回実施します。

１保育所選定 継続 富士川町交通安全母の会の協力で実施しました。 春、秋の全国交通安全運動中の行事として、今後も実施します。

９　チャイルドシート購入費
　　補助

防災課
購入費の３０％、10,000円を限度として補助を実施し
ます。

継続 ベビーシートからジュニアシートまで定着した事業となっています。 子育て支援として、今後も実施していきます。

１０　通学路路肩カラー化 防災課 小中学校通学路の路肩のカラー化。 継続 小林地内法寿寺から南アルプスとの町境まで実施しました。

　施策２　交通安全対策の推進　施策２　交通安全対策の推進　施策２　交通安全対策の推進　施策２　交通安全対策の推進



別紙１次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート次世代育成支援行動計画（後期）進捗確認シート

基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる基本目標６　安心して子育てできる環境をつくる

未着手
継続
完了

中止
新規

未着手
継続
完了

中止
新規

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

10　良質なファミリー向け賃貸住宅
　　　の供給支援

建設課

町営団地は、大久保団地・若宮団地・梅林第３団地・
梅林第４団地で、１０２戸あります。県営団地は、６棟
２８３戸です。青柳雇用促進住宅・鰍沢雇用促進住宅
を買取り、賃貸住宅として整備し供給支援に努めま
す。

雇用促進住宅
買取り整備
１６０戸

完了

青柳と鰍沢の雇用促進住宅を買取り、平成２３年度から町有住宅
としました。これまでに、入居率アップのため、畳からフローリング
への改修、家賃および駐車場使用料の減額を行いました。
また、町営住宅については引き続き管理しています。

町有住宅については、今後さらなる入居率アップに向け、設備の充
実を図るためにアンケート調査を行います。

主な取り組み（事業・施策） 担当課 事業の概要 26年度目標 進捗状況 実施事業の内容および実績 課題や今後必要と思われる施策

11　犯罪に関する情報提供 防災課
鰍沢警察署からの情報提供を受け、防災行政無線
や、町広報、チラシ等で周知します。

継続

子どもたちの安全確保を目的として、下校時に小中学校の周辺を
中心に青色パトロールを実施しています。
不審者情報等があったときは、警察署・学校と連携し被害防止の
注意喚起を行っています。

今後も、警察署・学校と連携を緊密にし、被害防止・抑止のための見
守りを強化して行きます。

12　防犯ブザーの配布 教育委員会 町内小学校児童全員に防犯ブザーを配布します。

小学校新入学
児童への防犯
ブザー貸与　１
００％

完了 新入学児童への防犯ブザーの貸与を実施しています。 継続して実施していきます。

13　防犯・安全対策講習 防災課
小学生に対して、不審者の侵入があった場合の安全
な場所への誘導及び保護の仕方の講習を実施しま
す。

継続
児童を対象にした防犯講習会を実施し、警察署員による犯罪被
害防止のための講話や、ＤＶＤ鑑賞による防犯学習を行いまし
た。

次年度以降も、「地域の子どもは地域が守る」意識を念頭に、児童に
対する防犯指導や、地域への働きかけを広げて行きます。

14　ふれあい110番の家連絡会 防災課
ふれあい１１０番の家連絡会を開催し、地域・ＰＴＡな
どと意見交換を行っています。「地域の子は地域で守
り育てる」ことを推進します。

継続
ふれあい１１０番の家連絡会の年次総会では、各種防犯施策の
活動報告や検討課題について意見交換を行うことで、効果的かつ
一体的な体制づくりを構築しました。

近年、巧妙化する各種犯罪などから、高齢者や児童を始めとする町
民を守るためには、定期的な、防犯啓蒙活動が必須となります。今
後も、連絡会組織の総力を挙げて、実効的な防犯対策を模索してい
きます。

15　ふれあい110番の家等の
　　防犯ボランティア活動の支
　　援

防災課
登下校時のあいさつ運動や自主防犯活動等の支援
の輪を広げます。

完了

町・鰍沢警察署から防犯に関する情報提供を行ったり、不審者か
ら逃れるための避難所の目印となる、「ふれあい１１０番の家」の
看板を、町から協力会員に配布するなど、各種支援を実施しまし
た。

今後も、「ふれあい１１０番の家」会員を増やすための周知活動を行
うと共に、各自主防犯ボランティアに防犯諸情報を随時発信し、地域
が一丸となった犯罪被害防止促進の取り組みを図っていきます。

　施策４　子どもたちの安全確保　施策４　子どもたちの安全確保　施策４　子どもたちの安全確保　施策４　子どもたちの安全確保

　施策３　子育てに配慮した生活環境の整備　施策３　子育てに配慮した生活環境の整備　施策３　子育てに配慮した生活環境の整備　施策３　子育てに配慮した生活環境の整備


