篠山市次世代育成支援対策推進後期行動計画 平成２４年度進捗状況報告書
－元気なささっ子愛プラン－
■基本理念

■基本目標

子どもは、家庭に明るさや喜びを不え、家族の絆を深め
る大切な存在であり、また私たちのふるさとを支えてい
くかけがえのない存在です。みんなの大切な宝となる子
どもたちを、心も体も健やかに幸せに育てることは、親
はもちろんのこと、地域全体の責務でもあります。
しかしながら、子育てを取り巻く環境の変化に伴い、近
年、子育ての中心となる親と家庭あるいは地域の子育て
力が低下しています。
そのため、みんなが愛情をもって仲良く子育てをでき
るために、子どもと保護者がともに育ち合い、また保護者同士、子ども同士が仲間づくりし、地
域でも子育てを支え合う環境づくりが望まれています。
そこで、篠山市では、市全体に子育ての輪を広げ、仲良く子育てを支え合える環境を整え、子育
てに関わるすべての方の笑顔を広げていきます。

【住民基本台帳年報】

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

子どもの健やか成長を支えます
男女がともに子育てできるようにします
次代の親を育成するために支援します
役立つ情報と気軽に利用できるサービスを提供します
多様なニースに応じた保育・教育を進めます
みんなで協力して子どもを育てられるようにします
子育て家庭が安心して暮らせるまちにします。
■重点プロジェクト

１.
２.
３.
４.

食育・食農教育の推進
就学前児童の保育・教育の充実
地域資源の活用による子育て支援の推進
仕事と家庭の両立促進

【住民基本台帳人口（各年 9 月末時点】

重点プロジェクト別進捗状況

重点プロジェクト№１
事業№

事業名

食育・食農教育の推進
事業概要

方向性

16 乳幼児健診等を通じた情報提供

乳幼児健診、歯科検診、こんにちは赤ちゃん訪問、乳
幼児相談、子育て相談などの機会に栄養指導や食に 継続
関する情報提供を行います。

17 離乳食教室

生後４～７か月児までの乳児の保護者を対象に、作
り方をデモンストレーションしながら実習、試食を行
見直し
い、離乳食の知識を習得してもらいます。

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

健康課

パンフレットを活用しやすいように内容や
配布の仕方を検討します。

赤ちゃん訪問、各健診や相談事業、子育てふれ
あいセンタ－研修会等様々な機会を活用し栄養
や食育に関する情報提供を実施した。

◎

健康課

教室の内容を見直し、他機関との連携・強
化を図ります。

生後４～７か月児までの乳児の保護者を対象に、講話
（栄養・歯科）および実習、試食による教室を１２回／年
実施した。離乳食レシピを配布し保護者の離乳食づくり
のステップアップを図った。また託児を利用してもらうこ
とで、保護者同士の交流が持てる機会を提供した。

◎

健康課

幼児食の大切さや旬の野菜の食べ方および郷
他機関との連携を強化し保護者の意識向
土料理を伝えていく機会として親子クッキング教
上を図り、幼児食の大切さを伝えていきま
●いずみ会実施：各 室を210人に実施した。また生活習慣の大切さを
す。いずみ会の取り組みとしていくととも
●親子クッキング：６回／年
伝えるため「早ね早起き朝ごはん」の講話を通じ
ブロック1回以上
に、いずみ会員に対して情報を提供し、研
保護者の意識向上を図った。またいずみ会員に
修等を通じてスキルアップを図ります。
対して食に関する情報提供、スキルアップのため

いずみ会と子育てふれあいセンタ－が協力して

18 幼児期における食育教室の開催

幼児をもつ親子を対象にバランスの良い食べ方や食
事のマナーなどの良い食習慣を身につけるために講 見直し
話と調理実習を実施します。

◎

の研修会を実施した。

19 保育園・幼稚園における情報提供

20 給食の推進

21 食農教育の推進

22 地域における食育活動の推進

園だよりや献立表を通じて、保護者に対する栄養指
導や「食」に関する情報を提供します。

継続

乳幼児や児童の栄養バランスのとれた食生活を推進
するために、保育園・幼稚園・学校において、国産で
生産地の明確な野菜、地元の食材を使い、創意工夫
をした給食を実施します。
季節に応じた適温給食、合理的な食品の選択・盛り 継続
付け方法を研究し、児童に応じ、食欲をそそるように
食事を提供します。また、食品添加物が使用された
食品は努めて避けるほか、アレルギー体質の子ども
には、アレルゲンを取り除いた除去食を提供します。

教育の場を活用して、地域の農業、そこから供給され
る農産物に対する理解を深め、農業に対する意識を
醸成します。さらに、米から製造する米粉パンを学校
給食で提供し、米を食する機会を増やします。
継続
市内５小学校でひょうごっ子コメづくり体験事業として
稲作体験の機会を設けています。

健康なまちづくりに向けて、食生活改善推進員（いず
み会）が、自分・家族・地域の食生活を改善するため
見直し
の活動を推進します。県の機構改革に応じて体制を
見直します。

学校教育課
こども未来課

子育て簡単レシピの配布を実施するととも
に、ささやまの旬の野菜をつかったレシピ ●園だより：年12回
の普及を図ります。

保育園については、朝食アンケートを実施
するとともに、簡単朝食レシピを保護者から
募集し、朝食だよりに記載し配布した。
●園だより：年１２回
幼稚園においても、園だより等により「食」に
関する情報を保護者へ提供した。

保育園給食では、食育の日統一献立を実
施した。旬の食材を使い、行事食なども取り
入れた献立を実施した。また、特産物である
丹波篠山黒枝豆の解禁にあわせて、市内
保育園で園児が枝豆もぎを体験し、給食や
おやつに提供した。
職員の資質向上のため、保育園・幼稚園・
●保育園調理師定例会：月
預かり保育職員を対象に、食育に関する研
●学校給食センター
１回
修会を実施した。
調理研修会：年3回
●保育園調理師定例
●体験事業実施：各園年１
学校給食センターでは、地元野菜を取り入
会：月1回
回
れながら、豆まめ献立やカムカム献立、日
●体験事業実施：各
本の味めぐりや世界の味など、特色ある献
園年1回
●学校給食センター調理師
立（両センター計197回）を実施し、子どもた
研修会：年3回
ちの食への関心、食生活・食文化の知識の
向上が図れた。
また、試食会や親子クッキング、給食セン
ター見学など（両センター計195回）の機会
をとおして、前述のことと併せて、子どもたち
の望ましい食習慣が育まれるよう食育推進
ができた。

◎

こども未来課
学校給食センター

地元産食材を取り入れながら、栄養バラ
ンスのとれた特色ある献立を実施し、子ど
もたちの食への関心、食生活・食文化の
知識の向上を図るとともに、望ましい食習
慣が育まれるよう様々な機会において食
育を推進します。
また、保育園給食では、食育の日統一献
立を実施するとともに、調理師の定例会を
開催します。
学校給食センターでは、調理師研修会を
実施し、日々の調理に生かし、安全安心
な給食づくりをさらに推進します。

学校教育課

環境体験事業では、篠山市の豊かな自然
の中で環境を生かした体験活動を行いま
す。そこでは生命の大切さを学ぶとともに
農作物に関して育て方、加工の仕方、食
品としての栄養価、流通の仕組等を学び
ます。その他の教科との関連をもたせた
学びにします。自然学校等の体験学習と
のつながりを意識した指導をめざします。

地域の人材や食材を活用した学習計画を
立案し、地域が育んできた「食と農」につい
ての知識・関心を深め、地域食材の活用や
郷土料理の継承等地域の特色を生かした
食農教育の推進に取り組んだ。

◎

健康課

食育推進のため会員のスキルアップを図
ります。新会員確保にむけて周知・啓発を
実施します。

食生活改善推進員（いずみ会）は各地域（ブロッ
ク）の実情に合わせながら、自分や家族、地域の
食生活を改善するための活動を通じ、地域の食
材や行事食や郷土料理などの食文化に親しめる
環境づくりや食育の普及に努めた。

○

◎

重点プロジェクト№１
事業№

事業名

23 食育の推進体制の整備

24 かぞくｄｅおいしんぼクッキング

食育・食農教育の推進
事業概要

方向性

食育に関する機関との情報共有化を図り、定例連絡
会や部会等の開催により連携体制を整備・強化しま 見直し
す。

学校の長期休暇期間中に学校給食センターと連携
し、年間３回の講座を実施します。

継続

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

健康課

対象別の連絡会(部会)を立ち上げます。
部会別の研修会を開催します。庁内外の
関係機関・団体との連携を図ります。

食育推進担当者会や庁内外の関係機関・団体と
の連携を図り、食育推進計画の方向性のひとつ
である「学校・家庭における食育の推進」をテーマ
とし食育推進大会を実施した。学校・地域保健・
農業それぞれの部署が連携して開催することで、
食育の取組を一体的に展開することで食育推進
を強化することができた。今年度はこれまでの推
進状況の評価・検証、食と健康のアンケ－ト調査
の実施により食を支える口腔の健康づくりを新た
な課題に加え、第２次食育推進計画を策定した。

中央公民館

引き続き、食を通して家族のふれあいの
場を提供します。また、地元食材を使った ●講座数：3講座
料理のおいしさやみんなで食べる楽しさを ●受講者数：延べ
実感することで、食育に興味・関心をもつ 210人
心を育成します。

家族みんなで料理する講座を年4回実施し
●講座数：3講座
た。内2回は学校給食センターとの共催で給
●受講者数：延べ206人
食メニューを実施。

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

○

○

重点プロジェクト№２
事業№

事業名

50 保育園・幼稚園・学校間における交流促進

70 保育士、指導員の質の向上と確保

77 保育園・幼稚園の適正配置

78 保育園施設・設備の整備・充実

就学前児童の保育・教育の充実
事業概要

方向性

保・幼・小合同運動会、入学前児（5歳児）の学校訪問
等を通じて、異年齢の子ども同士の交流・ふれあい 継続
の機会を積極的に提供します。

多様かつ質の高いサービスの提供に向けて、保育
士、放課後児童クラブの指導員の研修の充実を図る 継続
とともに、職員の確保に努めます。

統廃合や幼保一体化による保育園と幼稚園の適正
な配置を行います。

老朽化等による危険箇所の把握に努め、必要箇所
の改修・改築を行います。

継続

継続

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

こども未来課
学校教育課

味間認定こども園においては、平成24年度
から味間保育園、味間幼稚園すみよし園、
おとわ園の3園が合同で主任会議を開催し
たほか、3園合同の担当部制（交流部、安全
部、体験活動部）を導入し、認定こども園内
における保育園と幼稚園の交流に力を入れ
た。

◎

こども未来課

保育士等のさらなる質の高いサ－ビス提
供に向け、各種研修会の参加及び実施を
図ります。

【保育士・幼稚園教諭・預かり保育指導員】
保育士・幼稚園教諭・預かり保育指導員等
合同研修会を6回開催した。また、保育士や
幼稚園教諭、預かり保育指導員が互いの職
場を体験する研修や幼稚園教諭が夏季休
業期間中に預かり保育を体験する研修を実
施した。
【児童クラブ】
児童虐待に対する必要な知識の習得のた
めの研修会を開催し、指導員のスキルアッ
プに努めた。

◎

こども未来課

【幼保一体化推進計画の推進】
篠山市幼保一体化推進計画（平成24年3
月）に基づき、平成25年4月から篠山・たま
みず・岡野幼稚園区における預かり保育を
実施すべく取り組んだが、同園区にある私
●認定こども園：1園 立保育園２園が認定こども園への意向を示
市内４、５歳児が、幼稚園における就学前
●預かり保育施設： されたため、預かり保育実施は見送り、私立
教育を受けられるよう預かり保育施設の
3ヶ所（城東、今田、 保育園の認定こども園移行への支援や公
整備を進めます。
西紀）
立幼稚園のあり方等について具体的に検討
した。
【預かり保育】
平成24年4月1日に預かり保育施設「うり
ぼーはうす」（古市幼稚園・今田幼稚園）を
設置した。

○

こども未来課

各公立保育園において、老朽箇所の改修及
び老朽備品の更新を行った。（門扉・遊具の
塗装、自動火災報知器の更新、園児用机・
いすの更新等）
また、味間保育園において、園児用手洗い
場の増設及び園舎の耐震性能確認・検討
のため耐震診断を行った。

◎

園児の保育環境を保つため、年次的に施
設改修を行います。

４歳児と保護者３２９人と保育士、幼稚園
教諭に対して発達質問票を実施し、希望者
には４歳児ステップ相談を行った。平成２７
年度からの児童発達支援センタ－の実施に
むけて、県の発達支援センタ－や先進地視
察を行い、市の現状と課題、方向性につい
て協議している。

114 療育体制の充実

こどもセンター・健康福祉事務所（保健所）・医療機
関・保育園・養護学校等関係機関による交流を深め、 継続
療育体制の充実を図ります。

健康課
地域福祉課
学校教育課
こども未来課

サポートファイルの活用、巡回相談の実
施により、各関係機関の連携を図り、出生
から就学までのスムーズな療育体制の整
備を進めます。

平成２４年度末現在、２４２名分作成してい
る。就学前から、義務教育段階の共通理解
や連携が進んだ。今後は、引き続き高校へ
進学している生徒へのサポートファイルを活
用した支援体制の整備が必要である。
【巡回相談】
保育園については、臨床心理士等専門職に
よる保育士等への助言により、集団の場に
おける対象児支援の拡充を図った。第１回
目を5～7月に行い、第2回目を10～11月に
行い、延べ69人の園児に対する助言をいた
だいた。3月には指導いただいた臨床心理
士の方を招き、保育所巡回相談評価会を行
い、事業のあり方や、支援方法の振り返りを
行った。
幼稚園についても保育園と同様に巡回相談
を実施しており、第1回目を5～6月に行い、
第2回目を10～12月に行い、延べ122人の
園児に対する助言をいただいた。

○

重点プロジェクト№３
事業№

事業名

地域資源の活用による子育て支援の推進
事業概要

方向性

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

子育ていちばん条例（仮称）を制定するこ
とにより、地域や家庭・関係機関などの市
民みんなで子ども達を守り育てる環境づく
りをめざし、未来を担う子ども達がいきい
きと元気にすごせるまち「子育ていちば
ん」を実現します。

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

篠山市子育ていちばん条例第9条第5項「子
どもたちの意見表明の機会を提供します。」
の規定に基づき「篠山市こども会議」を実施
した。
■参加校 篠山小学校、畑小学校、城北小
学校、福住小学校、村雲小学校、西紀小学
校、大山小学校、城南小学校、今田小学
校、篠山養護学校 計10校（6年生全員）

○

市ＰＴＡ協議会リーダー研修会で「PTAの原
点を見つめよう」をテーマに取り上げ、意見 ●PTAリーダー研修会開催：
交換や討議を行い、PTA活動と家庭での子 年２回
育ての大切さについて研修した。

◎

47 子育ていちばん条例（仮称）の制定

本市における次世代育成の基本理念を明らかにする
とともに、次代を担うべき無限の可能性を有した子ど
新規
も達を守り育てることをめざし、子育ていちばん条例
（仮称）を制定します。

福祉総務課

48 家庭や子育ての大切さに関する教育、啓発

子どもの育て方や教育について学習したり、悩みの
相談を受けたり、親子関係をしっかりもって、子どもと
ともに成長し、子育てに自信や喜びを取り戻すため、 継続
小・幼ＰＴＡや幼稚園単独ＰＴＡでの学習会・フォーラ
ム・講演会・講座等を実施します。

市ＰＴＡ協議会リーダー研修会の中で子育
てに関するテーマを取り上げ、意見交換 ●学習会、フォーラ
社会教育・文化財課 や討議を深めていきます。役員会、理事 ム、講演会開催：年4
会の中で子育てに関する学習機会を設け ～5回
ます。

49 トライやる・ウィーク等による保育・教育体験活動

市内中学２年生を対象とした体験活動の一環である
トライやる・ウィークを通じて、保育園・幼稚園での保
育・教育体験の場を提供します。また、その成果を生 継続
かして、長期休暇中や土日に地域での体験活動とし
て「トライやる・アクション」を実施します。

学校教育課

継続してトライやる・ウィークを通じて、保
育園・幼稚園での保育・教育体験の場を
提供するとともに、「トライやる・アクション」
を実施します。

トライやる・ウィークにおいて、保育園・幼稚
園での保育・教育体験の場を提供した。ま
た、トライやるアクションにて体験活動を継
続的に取り組んだ。

◎

こども未来課
学校教育課

子育てふれあいセンター事業の園庭開放
の利用を促進します。各地域団体との交
流を促進します。
味間認定こども園における地域にひらか
れた拠点づくりをめざします。

味間認定こども園において、週2日、遊びの
広場事業として子育てふれあいセンター職
員が、地域にひらかれた子育て相談や交流
活動を実施した。
幼稚園における子育て相談事業として、全
幼稚園において「子育て相談プラザ」を開設
した。

◎

福祉総務課

作成初年度は、小学校就学児童を含む全
世帯へ配布します。母子健康手帳交付者
並びに小学校就学児童を含む転入者へ
は、継続的に配布を行います。

昨年度同様に、母子手帳交付時並びに転
入者に対して、本ガイドブックを配布した。

◎

自然学校では、児童が人や自然、地域社
会とふれ合い、体験活動を通じて生きる
力を育みます。教科指導との連続性・系
統性をもたせた活動をめざします。
トライやる・ウィークでは、原点をふまえた
活動の深化を図ることを通して、生徒と地
域のつながりを深め、地域コミュニティづく
りを進めます。

トライやる・ウィークでは地域に学び、共に生きる
心や感謝の心を育み、自立性を高めるなど活動
の深化を図ることを通して、生徒と地域のつなが
りを深め、地域コミュニティづくりを進めた。
自然学校は市内小学校７グループで実施、全５
年生380名が参加。体験活動を通じて「生きる力」
を育んだ。また、教科指導との関連性を持たせた
活動ができた。

◎

58 保育園・幼稚園における地域子育て支援事業

保育園・幼稚園の保育・教育施設を生かし、遊びや
交流の場を提供し、園児と地域や高齢者（老人会等） 継続
との交流を行います。

66 子育てガイドブックの作成・配布

子育て支援に関する情報をまとめた「子育てガイド
ブック」を作成し、配布します。

新規

79 体験的な学習の充実

自然学校やトライやる・ウィークなどの体験や経験を
継続
重視した学習活動を充実します。

学校教育課

87 市民への子育て意識の啓発

子どもの大切さや社会全体での子育て支援の取り組
みの重要性等について、市民一人ひとりの理解や認
識が深められるよう、あらゆる機会を通じて市民に対
継続
する広報・啓発を進めます。青尐年関係団体とのネッ
トワーク化を市全域及び各校区単位に広げ、青尐年
育成にかかる支援体制と情報化を進めていきます。

学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐる
ＰＴＡを核とした地域住民の参画と協働に
●篠山PTCAフォーラ みで子どもを育てることの大切さを再認識 ●篠山PTCAフォーラムの開
社会教育・文化財課 よる子どもの育成や子どもの安全・安心を
ムの開催：年1回
し、思いやりと郷土愛を持った子どもたちの 催：年1回
守る取り組みを推進します。
育正を目的とするフォーラムを開催した。

89 身近な遊び場等の充実

人権推進課
市内にある児童公園など子どもの遊び場について、
見直し継続 地域整備課
安心して遊べるように、より安全な管理を図ります。
福祉総務課

92 自然や文化財など、地域の豊かな資源の活用促進

文化・伝承・スポーツなどの分野で、自然や文化財を
教材としたイベントや教室を開催します。スポーツクラ
ブ21や県民交流広場など校区を対象とした事業展開
継続
の中で、自然・文化財の活用を含めた活動を進めま
す。また、まなびすとバンクなどを利用した講師の派
遣や指導者の養成等を行います。

今後とも安全性を確保するため管理につ
いて万全を図ります。

市内の各公園や広場の植栽管理、草刈り
等を地元自治会などに委託し、施設の維持
管理を実施した。また、公園設備については
安全点検を行い、特に危険な箇所を優先し
改修を実施した。
各ふれあい館及び丹南児童館に在る遊具
等の安全点検や除草作業などを実施し、安
全・快適に利用できる環境づくりに努めた。
また、昨年度同様に「ささっ子すくすくガイ
ド」による普及啓発に努めた。

脊椎動物化石発掘体験イベントを開催し、
篠山層群化石について学習するとともに脊
歴史遺産や文化遺産にふれる「ふるさとを
●「ふるさとを知ろう」 椎動物化石に対する知識を広める機会を設 ●「ふるさとを知ろう」実施：
社会教育・文化財課 知ろう」を開催します。篠山層群化石につ
実施：年2回
けた。また、篠山ユネスコ協会との連携によ 年2回
いて学習の機会を設けます。
り篠山の歴史と文化に親しむイベントとして
「ふるさとを知ろう」を実施した。

◎

○

◎

重点プロジェクト№３
事業№

93 世代間交流の促進

事業名

地域資源の活用による子育て支援の推進
事業概要

方向性

保育園、学校、子ども会、自治会等と老人クラブ等の
共同による行事の開催、校区単位のスポーツクラブ
や地域コミュニティーなど地域単位で、幅広い年齢層 継続
がともに集える交流事業を促進します。事業運営に
あたっての指導等の支援を行います。

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

通学時における子どもたちへの見守りや
声かけ、夏季休業中のラジオ体操への参加
通学合宿及びトライしようＤＡＹの事業実
等子どもとの交流を実施した。また自治会と
施の支援を通じてＰＴＣＡ活動を推進しま
●通学合宿：年間5団 も連携を図りながら、子どもから高齢者まで
す。
体
三世代交流事業を実施。また、地域文化の
社会教育・文化財課 現在休会中の老人クラブには活動できる
●トライしようDAY：年 伝承についても注連縄作りなどの行事を通
地域福祉課
体制がとれるように支援し、子どもから高
間10団体
じて、交流を図った。
齢者まで、地域単位で市民が年齢を超え
●122クラブ
て集える場づくりや事業運営にあたっての
通学合宿及びトライしようDAYの事業実施
指導等の支援を行います。
支援を通じてPTCA活動推進し、地域で子ど
もを育む気運を高めた。

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

●活動老人クラブ数：１１３ク
ラブ
●通学合宿：年間4団体
●トライしようDAY：年間5団
体

○

重点プロジェクト№４
事業№

事業名

39 子育てふれあいセンター事業

仕事と家庭の両立促進
事業概要

方向性

子育てふれあいセンターにおいて、子育てに関する
情報提供・相談・指導、子育ての学習・交流事業の実
継続
施、子育てグループの育成・支援など、地域の子育て
家庭への支援を行います。

担当課

福祉総務課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

2年前から実施した子育てグループ活動支
援事業である「きて・みて・あそぼ」を本年度
も継続実施した。昨年度に引き続き、事業
地域の子育て支援拠点としての機能を強 ●父親子育て参加啓
運営に子育てグループの保護者の協力も得 ●父親子育て参加啓発事
化するため、親子が気軽に集える場づくり 発事業：7回
られたことから、各グループの自立促進に 業：8回
をめざすとともに、事業の資質向上を図り ●子育て学習講座：
繋がった。
●子育て学習講座：10回
ます。
13回
また、昨年度同様、センター業務資質向上
のため子育てアドバイザーが年8回の研修
会に参加した。
情報紙「フィフティだより」の発行により（3
回）男女共同参画の意識啓発を行うととも
に、男性のための共同参画、女性のための
就業等の講演会やセミナーを開催し（8回）
学習機会の創出・提供にも努めた。
また、性別に関わりなく、全ての個人が互
いに気づかいながら、その個性と能力を十
分に発揮できる社会の実現に向けた計画と
して「第2次篠山市男女共同参画プラン」を
策定を行った。

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

◎

40 男女共同参画意識の普及

男女がともに家事や育児等の家庭責任を担うことの
重要性を浸透・定着させるために、積極的な情報提
見直し継続 人権推進課
供、啓発を進め、男女共同参画意識の普及を図りま
す。取り組み方法を見直します。

研修会や啓発紙の発行を充実します。

42 再就職等への支援

出産や子育てによって一時的に仕事を中断し、再就
職を希望している人に対し、関係機関と連携を図り、
見直し
必要な知識を習得するための講座の開催、相談や情
報提供を検討します。

企業振興課

再就職支援事業等については、丹波地域
雇用対策行政連絡会議、丹波雇用開発
協会等の労働施策関連の広域会議にお ●市HPアクセス数：
いて、検討・実施していきます。
月2,000件
情報提供等については、前期行動計画と
同様に継続し、ＨＰの周知を図ります。

・4/7就職フェアinたんば、12/1企業紹介フェ
ア開催（主催：丹波地域人材確保協議会） 年間アクセス数 24,223件
・企業紹介展開催
月平均アクセス数 2,018件
・市HPによる情報提供

○

43 仕事と家庭の両立のための広報、啓発、情報提供

労働関係法、育児休業法など各種法制度の広報、啓
発や、育児休業の取得促進、男性の働き方の見直し 継続
についての意識啓発を進めます。

企業振興課

市ＨＰ等を活用し、各種法制度の広報、啓
発、育児休業の取得促進や男性の働き方 ●市HPアクセス数：
の見直しについて、積極的に意識啓発の 月2,000件
推進を図ります。

市ＨＰ等を活用し、育児制度等の各種法制
度の広報、意識啓発を図った。

年間アクセス数 24,223件
月平均アクセス数 2,018件

○

企業振興課

市民からの相談について、近隣の適切な
相談窓口を紹介します。
●市HPアクセス数：
また、市ＨＰ等にて相談窓口等の情報提 月2,000件
供を行います。

市ＨＰ等にて相談窓口等の情報提供を行っ 年間アクセス数 24,223件
た。
月平均アクセス数 2,018件

○

企業振興課

市ＨＰの事業者向け情報ページを整備し、
関連制度等の周知や啓発を行います。ま
●市HPアクセス数：
た、メーリングリストを作成し、定期的に情
月2,000件
報提供することにより、意識啓発を進めま
す。

市ＨＰの事業者向け情報ページを整備し、
関連制度等の周知や啓発を行った。

○

47 子育ていちばん条例（仮称）の制定

本市における次世代育成の基本理念を明らかにする
とともに、次代を担うべき無限の可能性を有した子ど
新規
も達を守り育てることをめざし、子育ていちばん条例
（仮称）を制定します。

福祉総務課

子育ていちばん条例（仮称）を制定するこ
とにより、地域や家庭・関係機関などの市
民みんなで子ども達を守り育てる環境づく
りをめざし、未来を担う子ども達がいきい
きと元気にすごせるまち「子育ていちば
ん」を実現します。

篠山市子育ていちばん条例第9条第5項「子
どもたちの意見表明の機会を提供します。」
の規定に基づき「篠山市こども会議」を実施
した。
■参加校 篠山小学校、畑小学校、城北小
学校、福住小学校、村雲小学校、西紀小学
校、大山小学校、城南小学校、今田小学
校、篠山養護学校 計10校（6年生全員）

○

48 家庭や子育ての大切さに関する教育、啓発

子どもの育て方や教育について学習したり、悩みの
相談を受けたり、親子関係をしっかりもって、子どもと
ともに成長し、子育てに自信や喜びを取り戻すため、 継続
小・幼ＰＴＡや幼稚園単独ＰＴＡでの学習会・フォーラ
ム・講演会・講座等を実施します。

市ＰＴＡ協議会リーダー研修会の中で子育
てに関するテーマを取り上げ、意見交換 ●学習会、フォーラ
社会教育・文化財課 や討議を深めていきます。役員会、理事 ム、講演会開催：年4
会の中で子育てに関する学習機会を設け ～5回
ます。

市ＰＴＡ協議会リーダー研修会で「PTAの原
点を見つめよう」をテーマに取り上げ、意見 ●PTAリーダー研修会開催：
交換や討議を行い、PTA活動と家庭での子 年２回
育ての大切さについて研修した。

◎

44 労働相談の実施

労働問題に関する相談や情報提供を行います。

45 職場環境改善の啓発

市内の事業主に対し、労働時間の短縮、育児休業制
度の導入・普及、再雇用制度の導入促進、事業所内
見直し
保育施設の設置促進など、仕事と子育てが両立でき
る条件・環境整備についての広報、啓発を行います。

68 放課後児童健全育成事業（学童保育）

見直し

保護者等の就労のため、放課後、保護者等の保護を
受けることができない児童の健全育成を図るため、
継続
生活の場を提供し、仲間づくりや生活指導を行いま
す。

こども未来課

◎

年間アクセス数 24,223件
月平均アクセス数 2,018件

待機児童解消のため、味間児童クラブ保育
室を拡張した。（1室→2室）
児童虐待に対する必要な知識の習得のた
待機児童の解消に努めるとともに、指導
●市主催の研修会： めの研修会を開催し、指導員のスキルアッ
員の研修等による指導力の向上を図りま
●市主催の研修会：年1回
年1回●県主催の研 プに努めた。
す。また、民設民営の放課後児童クラブに
●県主催の研修会：年1回
修会：年1回
NPO法人城南ライフサポートが設置運営す
対する支援を行います。
る城南児童クラブに対し、安定かつ継続的
な運営が行えるよう、補助金交付を行い、側
面的支援を行った。

◎

重点プロジェクト№４
事業№

事業名

69 放課後子どもプラン事業

77 保育園・幼稚園の適正配置

仕事と家庭の両立促進
事業概要

方向性

放課後等に小学校の余裕教室、体育館、校庭等を活
用して、子ども達の安全・安心な活動拠点（居場所）
を設け、地域の方々の参画を得て、子ども達とともに
勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動 拡充
等の取り組みを実施することにより、子ども達が地域
社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進する事業です。

統廃合や幼保一体化による保育園と幼稚園の適正
な配置を行います。

継続

担当課

今後の
展開方向【Ａ】

H26年度 目標値
【Ｂ】

ニーズのある校区で実施し、４か所の開
設をめざします。
社会教育・文化財課
●開設：4ヶ所
ニーズ調査、事業の広報活動、指導者の
確保を行います。

学校教育課
こども未来課

H24年度実施状況（【A】に対する実施状況）

放課後子ども教室4教室を開設し、事業の
広報、指導者の確保に努めた。

【幼保一体化推進計画の推進】
篠山市幼保一体化推進計画（平成24年3
月）に基づき、平成25年4月から篠山・たま
みず・岡野幼稚園区における預かり保育を
実施すべく取り組んだが、同園区にある私
●認定こども園：1園 立保育園２園が認定こども園への意向を示
市内４、５歳児が、幼稚園における就学前
●預かり保育施設： されたため、預かり保育実施は見送り、私立
教育を受けられるよう預かり保育施設の
3ヶ所（城東、今田、 保育園の認定こども園移行への支援や公
整備を進めます。
西紀）
立幼稚園のあり方等について具体的に検討
した。
【預かり保育】
平成24年4月1日に預かり保育施設「うり
ぼーはうす」（古市幼稚園・今田幼稚園）を
設置した。

H24年度 実績値
（【B】を設定している場合）

●開設4ヶ所

今後の展開方向及び目
標値に対する達成度

◎

○

