
資料２

吉川市次世代育成支援対策地域行動計画（前期：平成１７年度～平成２１年度）

個別事業実施状況

吉川市次世代育成支援対策地域協議会

平成２２年１０月２８日
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平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績）

第一保育所： １１２組
第二保育所： １７２組
第三保育所： 　６５組
　　　　 延べ：３４９組

子育て支援課
保育係

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績）

０歳児：　４２人
１歳児：１２８人
２歳児：　７６人
　　合計２６３人（月委託年間実施延べ人
数）

０歳児：　４０人
１歳児：１０２人
２歳児：１８１人
　　合計３２３人（月委託年間実施述べ人
数）

０歳児：　２７人
１歳児：９３人
２歳児：１６１人
　　合計２８１人（月委託年間実施述べ人
数）

０歳児：　６５人
１歳児：１２９人
２歳児：１０６人
　　合計３００人（月委託年間実施述べ人
数）

所　管　課

開放保育事業 第一保育所：１９７組
第二保育所：１３８組
第三保育所：  ７４組
         延べ：４０９組

第一保育所：１３４組
第二保育所：  ７６組
第三保育所：　２７組
　　　　 延べ：２４７組

第一保育所：  ７２組
第二保育所：  ５３組
第三保育所：　５７組
　　　　 延べ：１８２組

第一保育所：  ７２組
第二保育所： １４５組
第三保育所：１０４組
　　　　 延べ：３２１組

子育て支援課
保育係

障がい児保育事業 第一保育所：１人
第二保育所：２人
　　　　 合計：３人（年間実施人数）

第一保育所：１人
第二保育所：２人
　　　　 合計：３人（年間実施人数）

第一保育所：２人
第二保育所：２人
第三保育所：１人
団地保育園：１人
育暎保育園：１人
　　　　 合計：７人（年間実施人数）

第一保育所：１人
第二保育所：２人
第三保育所：４人
団地保育園：１人
吉川つばさ保育園：１人
　　　　 合計：９人（年間実施人数）

第一保育所：１人
第二保育所：３人
第三保育所：４人
団地保育園：１人
吉川つばさ保育園：１人
　　　　 合計：１０人（年間実施人数）

子育て支援課
保育係

家庭保育室事業 ０歳児：６５人
１歳児：６１人
２歳児：７７人
  　合計２０３人（月委託年間実施延べ人
数）

第一保育所：１，９９７人
第二保育所：１，２４９人
第三保育所：１，２８０人
青葉保育園：５，４７４人
団地保育園：　　３３５人
育暎保育園：７，３９２人
つばさ保育園：１，０７２人
合計：１８，７９９人
（日卖位年間実施延べ人数）

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
一時的保育事業

非定型保育：２，０８４人
緊急保育：２６３人
リフレッシュ保育：１４３人
合計：２，４９０人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２,６０４人
緊急保育：３９１人
リフレッシュ保育：１１１人
合計：３,１０６人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，２７１人
緊急保育：１２５人
リフレッシュ保育：５９人
合計：２，４５５人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，５６１人
緊急保育：５７人
リフレッシュ保育：１０８人
合計：２，７２６人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，５１６人
緊急保育：４１人
リフレッシュ保育：１３３人
合計：２，６９０人（日卖位年間実施延べ人
数）

第一保育所：１,２３９人
第二保育所：１,０２３人
第三保育所：１,０６３人
青葉保育園：１,３６０人
団地保育園：１,４００人
育暎保育園：１,３１７人
合計：７,４０２人
（月入所年間実施延べ人数）

第一保育所：　　１，１９４人
第二保育所：　　　　９３１人
第三保育所：　　１，０２２人
青葉保育園：　　１，３４１人
団地保育園：　　１，３２３人
育暎保育園：　　１，２７１人
吉川つばさ保育園：７７９人
合計：７，８６１人
（月入所年間実施延べ人数）

第一保育所：　　１，１６１人
第二保育所：　　　　９４７人
第三保育所：　　１，１０３人
青葉保育園：　　１，３５０人
団地保育園：　　１，３１７人
育暎保育園：　　１，２５６人
吉川つばさ保育園：８４６人
合計：７，９８０人
（月入所年間実施延べ人数）

第一保育所：　　１，１８４人
第二保育所：　　　　９４４人
第三保育所：　　１，１６６人
青葉保育園：　　１，３１５人
団地保育園：　　１，３５９人
育暎保育園：　　１，１８５人
吉川つばさ保育園：８７７人
合計：８，０３０人
（月入所年間実施延べ人数）

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
時間外保育・延長保育事
業

第一保育所：１，９９６人
第二保育所：１，０３６人
第三保育所：１，１５５人
青葉保育園：３，６１４人
団地保育園：１，１６８人
育暎保育園：３，０３８人
合計：１２，００７人
（日卖位年間実施延べ人数）

第一保育所：２，０３５人
第二保育所：１，５７２人
第三保育所：２，１０３人
青葉保育園：３，７９３人
団地保育園：１，４８２人
育暎保育園：２，７９７人
合計：１３，７８２人
（日卖位年間実施延べ人数）

第一保育所：２，１１６人
第二保育所：２，４８１人
第三保育所：１，６４３人
青葉保育園：４，４４３人
団地保育園：１，７６０人
育暎保育園：２，７６２人
つばさ保育園：１，１８８人
合計：１６，３９３人
（日卖位年間実施延べ人数）

第一保育所：２，９２３人
第二保育所：１，２６３人
第三保育所：１，０６７人
青葉保育園：５，７９６人
団地保育園：１，２９９人
育暎保育園：２，２５７人
つばさ保育園：１，６０１人
合計：１６，２０６人
（日卖位年間実施延べ人数）

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
ファミリー・サポート・セン
ター事業

協力会員数：１３４人
相互援助活動利用数：１，３１３件

協力会員数：　８７人
利用会員数：２５６人
両方会員数：　６２人
　　　　　　計：４０５人
相互援助活動利用数：１,４１５件

協力会員数：　９６人
利用会員数：２９６人
両方会員数：　７５人
　　　　　　計：４６７人
相互援助活動利用数：１，６２０件

協力会員数：　８７人
利用会員数：３４８人
両方会員数：　７８人
　　　　　　計：５１３人
相互援助活動利用数：１，５５４件

協力会員数：　８７人
利用会員数：３７５人
両方会員数：　８５人
　　　　　　計：５４７人
相互援助活動利用数：１，３２３件

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業】
通常保育事業

第一保育所：１，１５７人
第二保育所：　　９３６人
第三保育所：１，０９４人
青葉保育園：１，３５４人
団地保育園：１，３５０人
育暎保育園：１，３３８人
合計：７，２２９人
（月入所年間実施延べ人数）

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業】
子育て支援センター事業

相談件数：延べ５４１件
子育てサークル数３６、ネットワーク活動５
３回２，１１５人
子育て講座：３２回、延べ７１９人

相談件数：延べ２１４件
サークル支援：１２８件
子育て講座：２８回、延べ６７６人

相談件数：延べ３８３件
サークル支援：９７件
子育て講座：３９回、延べ７２６人

相談件数：延べ６０４件
サークル支援：３０２件
子育て講座：３９回、延べ７５２人

相談件数：延べ７０５件
サークル支援：１５９件
子育て講座：３９回、延べ９７８人

子育て支援課
児童福祉係

家庭児童相談員設置事
業

【相談内容】
生活習慣病、学校生活、非行、家族、児童
虐待、障がい等

相談件数：延べ１，１１７件

【相談内容】
生活習慣病、学校生活、非行、家族、児童
虐待、障がい等

相談件数：延べ４０４件

【相談内容】
生活習慣病、学校生活、非行、家族、児童
虐待、障がい等

相談件数：延べ３０３件

【相談内容】
生活習慣病、学校生活、非行、家族、児童
虐待、障がい等

相談件数：延べ１４５件

【相談内容】
生活習慣病、学校生活、非行、家族、児童
虐待、障がい等

相談件数：延べ２００件
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

【特定１４事業】
放課後児童クラブ（学童
保育室）事業

関学童：　　　　 ８５２人
北谷学童：　　  ５８３人
吉川学童：　　  ６１０人
栄学童：　　　　 ８５８人
中曽根学童：　 ８０２人
旭学童：　　　　 ３７９人
三輪野江学童：３４３人

延べ人数：　４，４２７人

関学童：　　　　９０８人
北谷学童：　　　４３５人
吉川学童：　　　６０９人
栄学童：　　　１,０９８人
中曽根：　　　　 ６９０人
旭学童：　　　　 ４６１人
三輪野江学童：３８３人

延べ人数：　４，５８４人

関学童：　　１，１５０人
北谷学童：　　 ５０４人
吉川学童：　　 ７０２人
栄学童：　　１，３０９人
中曽根学童：  ７４６人
旭学童：　　　　４７９人
三輪野江学童：３８１人

延べ人数：　５，２７１人

関学童：　　１，００３人
北谷学童：　　 ５８９人
吉川学童：　　 ９０１人
栄学童：　　１，４１２人
中曽根学童：  ９２９人
旭学童：　　　　４１７人
三輪野江学童：４６８人

延べ人数：　５，７１９人

関学童：　　１，１３１人
北谷学童：　　 ７５３人
吉川学童：　　 ８１８人
栄学童：　　１，３６８人
中曽根学童：  ８１０人
旭学童：　　　　２９７人
三輪野江学童：４６５人

延べ人数：　５，６４２人

支給月：６月・１０月・２月
延べ児童数：７４,７５９人
総支給額：４１５，９０５，０００円

支給月：６月・１０月・２月
延べ児童数：８１，２８３人
総支給額：５２４，９８５，０００円

支給月：６月・１０月・２月
延べ児童数：８４，５４６人
総支給額：５６１，４９５，０００円

支給月：６月・１０月・２月
延べ児童数：８６，５９７人
総支給額：５７５，２０５，０００円

平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

子育て支援課
児童福祉係

子育て支援課
児童福祉係

情報提供事業 【情報提供ツール】
・子育て支援課窓口
・市広報紙、
・市ホームページ

【情報提供ツール】
・子育て支援課窓口
・市広報紙
・市ホームページ
・子育て支援センター（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ）
・児童館

【情報提供ツール】
・子育て支援課窓口
・市広報紙
・市公式ホームページ
・子育て支援センター(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ)
・児童館

【情報提供ツール】
・子育て支援課窓口
・市広報紙
・市公式ホームページ
・子育て支援センター(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ)
・児童館

【情報提供ツール】
・子育て支援課窓口
・市広報紙
・市公式ホームページ
・子育て支援センター(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ)
・児童館

子育て支援課
児童福祉係

保育係

児童手当支給事業 支給月：６月・１０月・２月
延べ児童数：５７，４６０人
総支給額：３２１，４６０，０００円

実施回数：４７回
参加者総数：６２１人

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

母親クラブ助成事業 さつまいもの苗植え：３９組
芋掘り：５４組
七夕：５３組
クリスマス会６４組
保険加入代行：４団体

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数４１６人
各クラブの活動：７８回実施、
参加者総数２，０２２人。

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２９６人
各クラブの活動：７８回実施、
参加者総数２，０８６人。

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２７０人
各クラブの活動：８１回実施、

参加者総数１，４００人。

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２４８人
各クラブの活動：５２回実施、

参加者総数１，５８５人。

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種公演等の
特別事業を実施した。

実施回数：５７回
参加者総数：１，５０１人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：６４回
参加者総数：１，３６７人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：１０８回
参加者総数：１，３６０人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：１０２回
参加者総数：１，２１１人

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：１２回
参加者総数：１１０人

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：１２回
参加者総数：２０１人

小学生ワンダークラブ育
成事業

実施回数：５０回
参加者総数：５５１人

実施回数：４５回
参加者総数：６０５人

実施回数：６６回
参加者総数：８３４人

実施回数：４６回
参加者総数：５７５人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：３８９回
参加者総数：７，２３０人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：３４９回
参加者総数：６，３８６人

月例の定期事業 なわとび大会を開催　１２回　参加者６２人
３月グランドチャンピオン大会開催

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：４２回
参加者総数：４７５人

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：５４回
参加者総数：７１４人

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

特別事業 音楽公演やワンダーフェステイバル、子供
カメラ教室、熱気球体験など

実施回数：５６回
参加者総数：１，８３４人

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：２１５回
参加者総数：３，２３２人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：２２５回
参加者総数：３，１１３人

週間の定期行事 アニメ・・・・・・・・・・１２１回：３，４９７人
工作・・・・・・・・・・・・ ２９回：　　２９８人
スポーツ・・・・・・・・・２７回：　　３８１人
レクリエーション･･･・２３回：　　２５９人
未就学児イベント ・・４３回：　　３０５人
黒点観測・・・・・・・・・２６回：　　１１７人



18

19

20

※

※

※

※

※

※

※

※

21

２．母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 Ｐ４

子育て中の母親の育児不安解消のための
グループ活動支援
実施回数：　７７回
参加者数：７４７組

子育て中の母親の育児不安解消のための
グループ活動支援
実施回数：　７１回
参加者数：６７１組

子育て中の母親の育児不安解消のための
グループ活動支援
実施回数：　７７回
参加者数：８２８組

子育て中の母親の育児不安解消のための
グループ活動支援
実施回数：　６４回
参加者数：６２１組

平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績）

健康増進課
健康増進係

青尐年相談員協議会助
成事業

ひまわり王国キャンプ：３１名
ひまわり王国体験教室（蕎麦打ち）：２４名
人形劇公演３箇所：１９９名

サマーキャンプ：２８人
人形劇公演４箇所：１６２人
助成金額１６２，０００円

サマーキャンプ：２８人
助成金額１４６，０００円

サマーキャンプ：２８人
助成金額６３，６２７円

サマーキャンプ：２８人
助成金額１２４，３５１円

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

子育てグループ事業 子育て中の母親の育児不安解消のための
グループ活動支援
実施回数：　６７回
参加者数：６８０組

【未実施】 子育て支援課
保育係

【新規】パパ・ママ応援
ショップ事業

各保育所・学校・子育て支援課窓口などを
通じて利用カードを配布。

平成１９年度の市内登録協力店舗数：
２３店

各保育所・学校・子育て支援課窓口などを
通じて利用カードを配布。

平成２０年度の市内登録協力店舗数：
６９店

更新カードの対象世帯全戸配布　６，３００
件

平成２１年度の市内登録協力店舗数：
８０店

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業・未実施】
休日保育事業

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】

子育て支援課
保育係

【特定１４事業・未実施】
つどいの広場事業

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業・未実施】
特定保育事業

【未実施】

【未実施】
※平成２２年１０月の病児・病後児保育
開設に向けて、委託予定先である医療
機関への補助により、施設整備を実
施。

子育て支援課
保育係

【特定１４事業・未実施】
乳幼児健康支援一時預
かり事業
（病後児保育・派遣型）

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】
※平成22年度からの制度導入に向
け、委託先の乳児院等と協議を実施。

子育て支援課
保育係

【特定１４事業・未実施】
乳幼児健康支援一時預
かり事業
（病後児保育・施設型）

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業・未実施】
子育て短期支援事業
（トワイライトステイ）

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 子育て支援課
保育係

【特定１４事業・未実施】
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

【未実施】

【特定１４事業・未実施】
夜間保育事業

【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】 【未実施】

２０事業
特定１４事業の内、６事業実施、８事業
未実施

２０事業
特定１４事業の内、６事業実施、８事業
未実施

２０事業
特定１４事業の内、６事業実施、８事業
未実施

子育て支援課
保育係

吉川市児童館ワンダーラ
ンド２０周年記念特別事業
【平成２０年度卖年度事
業】

天文科学研究事業の実施　プラネタリウム
室にて「春の星空と星になった蛍」の投影
参加者数７１１人・「冬の星空と地球が危な
い」の投影５４２人、環境フェスティバル２０
０９に参加し、人形劇を上演。
観劇者数１３８人

【平成２０年度事業にて終了】

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

１９事業
特定１４事業の内、６事業実施、８事業
未実施

１９事業
特定１４事業の内、６事業実施、８事業
未実施
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

母子健康手帳交付 保健センター窓口にて随時交付

交付件数：５７９件

保健センター窓口にて随時交付

交付件数：６３８件

保健センター窓口にて随時交付

交付件数：６６５件

保健センター窓口にて随時交付

交付件数：６８２件

保健センター窓口にて随時交付

交付件数：６５０件

新生児訪問件数：５８件 新生児訪問件数：８７件 新生児訪問件数：１４０件 新生児訪問件数：１５１件

平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

健康増進課
健康増進係

健康増進課
健康増進係

母親（両親）学級 実施回数：１コース５回×６回
参加実者人数：  ８９人
延参加者数：３７６人

実施回数：１コース５回×６回
参加者実人数：１１５人
延参加者数：　 ４７６人

実施回数：１コース４回×６回
参加者実人数：１１２人
延参加者数：　 ４１１人

実施回数：１コース４回×６回
参加者実人数：９７人
延参加者数：　 ３４０人

実施回数：１コース４回×６回
参加者実人数：　９１人
延参加者数：　 ２９４人

健康増進課
健康増進係

新生児訪問 新生児訪問件数：４５件

対象者数：６６３人
受診者数：６３８人
受診率：　９６．２％

健康増進課
健康増進係

4か月児健康診査 ５３７人　２４回／年 対象者数：６０１人
受診者数：５８６人
受診率：　 ９７.５％

対象者数：６５４人
受診者数：６４７人
受診率： ９８．９％

対象者数：６８８人
受診者数：６８１人
受診率： ９９．０％

対象者数：６５４人
受診者数：６４３人
受診率： ９８．３％

参加者実人数：２９人
延参加者数：　 ６５人

乳児延べ人数：１９人
幼児延べ人数：４１人

乳児延べ人数：２１人
幼児延べ人数：６９人

乳児延べ人数：２４人
幼児延べ人数：３６人

健康増進課
健康増進係

7か月児健康相談 ５６８人　２４回／年 対象者数：５８８人
受診者数：５８２人
受診率：　９９．０％

対象者数：６３４人
受診者数：６２１人
受診率：　９７．９％

対象者数：６７９人
受診者数：６７８人
受診率：　９９．８％

健康増進課
健康増進係

1歳8か月児健康診査 ５６５人　１２回／年 対象者数：６１８人
受診者数：５８４人
受診率：　９４.５％

対象者数：６４０人
受診者数：６１７人
受診率：　９６．４％

対象者数：６６４人
受診者数：６２５人
受診率：　９４．１％

対象者数：７２４人
受診者数：６８２人
受診率：　９４．２％

健康増進課
健康増進係

乳幼児リハビリテーション ４３人　１２回／年

参加者実人数：　３１人
延参加者数：　 １４４人

健康増進課
健康増進係

3歳4か月児健康診査 ５６０人　１２回／年 対象者数：６６４人
受診者数：６１６人
受診率：　９２.８％

対象者６７５人
受診者６２２人
受診率９２．１％

対象者６７９人
受診者６２２人
受診率９１．６％

健康増進課
健康増進係

対象者７０５人
受診者６４３人
受診率９１．２％

参加者実人数：３０４人
延参加者数： 　７２４人

乳児参加者実人数：１９１人
延参加者数：　　　　 ３３５人
幼児参加者実人数：２３６人
延参加者数：　　　　 ４５１人

乳児参加者実人数：２０３人
延参加者数：　　　　 ３３５人
幼児参加者実人数：２９６人
延参加者数：　　　　 ５５４人

乳児参加者実人数：２１２人
延参加者数：　　　　 ３６０人
幼児参加者実人数：２９１人
延参加者数：　　　　 ６３４人

健康増進課
健康増進係

医師の診察と指導：延べ人数８７人
言語聴覚士：延べ人数　６６人

医師の診察と指導：延べ人数９７人
言語聴覚士の検査と指導　延べ人数９３人

医師の診察と指導：延べ人数１０５人
言語聴覚士の検査と指導　延べ人数１１７
人

医師の診察と指導：延べ人数８４人
言語聴覚士の検査と指導　延べ人数１３２
人

オリオン教室 実施回数：１２回/年
延参加者数：１１５人

参加者実人数：　２７人
延参加者数：　 １５９人

参加者実人数：　３３人
延参加者数：　 １４４人

参加者実人数：　３１人
延参加者数：　 １６３人

健康増進課
健康増進係

乳幼児相談 ６８４人　１２回／年

年間６回実施
受診者４２０人

年間６回実施
受診者４５１人

発育・発達相談 ６６人　１２回／年

年間６回実施
受診者４２３人

年間６回実施
受診者３４８人

集団フッ素塗布 ３６３人　６回／年 健康増進課
健康増進係
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平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

BCG：６１４人（１０２．７7％）
ポリオ：１，０８５人（９６．４％）
三種混合：２，３４７人（９９．８％）
二種混合：３４４人（４９．８％）
麻疹・風疹１期：５３９人（９４．４％）
麻疹・風疹２期：５９０人（８２．５％）

BCG：６７１人（１０３．２％）
ポリオ１，２５７人（９９．７％）
三種混合２，５９０人（１０２．１％）
麻疹・風疹混合１期：６３９人（９９．４％）
麻疹・風疹混合２期：６１５人（８３．７％）

BCG：７０３人（１０２．３％）
ポリオ３９１人
麻しん風しん混合　1期６２２人（９３．３％）
　　　　　　　　　　　　２期：６１８人（９０．０％）
　　　　　　　　　　　　３期：５１７人（８０．３％）
　　　　　　　　　　　　４期：３８３人（６５．６％）
二種混合４３４人（６０．８％）

BCG：５９７人（９３．１％）
ポリオ２６３人（９２．１％）
三種混合２，７７７人（１０３．１％）
麻しん風しん混合　1期７００人（９８．０％）
　　　　　　　　　　　　２期：６６５人（９２．５％）
　　　　　　　　　　　　３期：５６５人（７８．６％）
　　　　　　　　　　　　４期：４６６人（７５．２％）
二種混合５２０人（７２．５％）

延支払い件数：７２，５０８件
支給額：１１６，３７３，８４０円

※平成２１年４月診療分より、入院分のみ
中学校終了前まで拡大

子育て支援課
児童福祉係

予防接種 麻しん：６９８人
風しん：９４６人
日本脳炎：６３８人
ポリオ：１，０２６人
三種混合：２，２５７人
ＢＣＧ：６００人
二種混合：４００人

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績）

单中学校・中央中学校の３年生が第１・第
２保育所で実施

单中学校・中央中学校の3年生が第１・第２保育所で実施单中学校・中央中学校の3年生が第１・第２保育所で実施中学校の総合的な学習の時間や家庭科の
学習において、市内保育所で乳幼児とふ
れあう体験を行った。

健康増進課
健康増進係

乳幼児医療費支給事業 延支払い件数：５６，２４８件
支給額：１１２，８１３，８５５円

延支払い件数：５７，４５５件
支給額：１１０,４９２,２６７円

延支払い件数：６１，６３２件
支給額：１２１，８０９，３６５円

※７月診療分より市内医療機関等での窓
口払いを廃止

延支払い件数：６１，４５２件
支給額：１２０，６７５，０６８円

学校教育課
学校支援・庶務担

当

保健体育学習における性
教育の充実

市内各小・中学校で実施 市内各小中学校で実施 市内各小中学校で実施 市内各小中学校で実施 児童生徒の実態に応じた指導計画に基づ
き、保健学習等において養護教諭の協力
を得ながら、効果的な性教育をおこなった。

学校教育課
学校支援・庶務担

当

乳幼児とのふれあい体験
学習の充実

单中学校、中央中学校の３年生が第１・第
２保育所で実施

【平成１７年度にて終了】 健康増進課
健康増進係

学校保健担当者会の開
催

学校保健業務に関する協議、研修、情報
交換等を目的として定期的に学校保健担
当者会を開催した。

学校保健業務に関する定例会を１０回開催 学校保健担当者会を定期的に開催した。
10月に学校保健会の研究発表会を開催し
た。

学校保健担当者会を定期的に開催した。
10月に学校保健会の研究発表会を開催し
た。

学校保健担当者会を定期的に開催し、児
童生徒の心身の保健の問題について、研
究協議や情報交換、視察研修により問題
の改善を図った。

１回目（前期）：５６０人
２回目（後期）：５１９人
HIV検査受診者数：５５０人
超音波検査受診者数：８３人（３５歳以上限
定）

交付者数：６６５人
１回目（前期）：６４３人
２回目（後期）：６２３人
ＨＢｓ抗原検査：６３９人
ＨＩＶ抗体検査：６４２人
超音波検査：８９人

交付者数：６４９人
１回目：６１５人、２回目：５７０人、３回目：５
８３人
４回目：６７１人、５回目：５６７人
ＨＢｓ抗原検査：６１３人
ＨＩＶ抗体検査：６１３人
超音波検査：１０６人

交付者数：６９３人
１回目：６７６人、２回目：６３９人、３回目：６
６４人
４回目：６４８人、５回目：６３２人
ＨＢｓ抗原検査：６７５人
ＨＩＶ抗体検査：６７５人
超音波検査：６０６人

学校教育課
給食保健係

個別フッ素塗布 個別フッ素３６人／年 【平成１７年度にて終了】 【平成１７年度にて終了】 【平成１７年度にて終了】

健康増進課
健康増進係

妊産婦相談
【追加】

母親学級参加者：８９人
産婦訪問指導：４５人

妊婦健康相談受理数：１１５人
訪問・面接人数：１２人

妊婦健康相談受理票：１１２人
訪問人数：５人（延べ７人）

妊婦健康相談受理票：９７人
訪問人数：延べ１３人

妊婦健康相談受理票：９１人
訪問人数：延べ２人

健康増進課
健康増進係

妊婦一般健康診査
【追加】

１回目（前期）５５９人
２回目（後期）５１８人

不妊相談
【追加】

市ホームページにより埼玉県の不妊相談
の情報提供を実施

広報よしかわ及び市ホームページに埼玉
県の不妊相談事業を掲載

埼玉県が実施している事業の案内をした。
（吉川市のホームページの健康増進課
ページに掲載し、県のページにリンクできる
ように士、情報提供した。）

埼玉県が実施している事業の案内をした。
（吉川市のホームページの健康増進課
ページに掲載し、県のページにリンクできる
ように士、情報提供した。）

埼玉県が実施している事業の案内をした。
（吉川市のホームページの健康増進課
ページに掲載し、県のページにリンクできる
ように士、情報提供した。）

栄養指導
【追加】

妊婦：８９人
４か月児：５３７人
７か月児：５７７人
１歳８か月児：５７７人
３歳４か月児：５６３人

妊婦：１１５人
４か月児健診５８６人
７か月児相談５８２人
１歳８か月児健診５８４人
３歳４か月児健診６１６人

妊婦：１１２人
４か月児：６４７人
７か月児：６２１人
１歳８か月児：６１７人
３歳４か月児：６２２人

妊婦：９７人
４か月児：６８１人
７か月児：６７８人
１歳８か月児：６２５人
３歳４か月児：６２２人

妊婦：９１人
４か月児：６４３人
７か月児：６３８人
１歳８か月児：６８２人
３歳４か月児：６４３人

健康増進課
健康増進係

健康増進課
健康増進係
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広報よしかわへの記事掲載：１２回
地区活動：９回（参加者１８１人）

広報よしかわへの記事掲載：１２回
地区活動：４回（参加者６４人）
離乳食指導介助：２４回
市民健康福祉まつり：１回
ヘルスサポーター事業：２回（参加者２１
人）
男性料理教室：２回（参加者２０人）

広報よしかわへの記事掲載：９回
地区活動：５回（参加者６９人）
離乳食指導介助：２４回
市民健康福祉まつり：１回
ヘルスサポーター事業：２回（参加者３１
人）
男性料理教室：６回（参加者１２２人）

広報よしかわへの記事掲載：８回
地区活動：３回（参加者３２人）
離乳食指導介助：２４回
市民健康福祉まつり：１回
ヘルスサポーター事業：１回（参加者１４
人）
食育活動：３回（参加者９０人）

広報よしかわへの記事掲載：１回
地区活動：４回（参加者５８人）
離乳食指導介助：２４回

健康増進課
健康増進係

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

食生活推進員による地域
活動
【追加】

２４事業（廃止：１）＝２３事業

にこにこ歯磨き教室
【追加】

参加者９４組 参加者１２９組 参加者１７０組 健康増進課
健康増進係

２３事業 ２３事業（廃止：１）＝２２事業 ２４事業（廃止：１）＝２３事業 ２４事業（廃止：１）＝２３事業



1

2

3

4

5

6

7

8
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

市内各10小中学校卖位ＰＴＡに家庭教育学
級を委託した。
各校で講座、研修会等を３回・６時間以上
実施した。
参加者　１，４２３人

生涯学習課
生涯学習係

子どもの体験活動推進事
業

市内７小学校区で子どもの体験活動を実
施した。
７１事業（３０４講座）
参加者数：７,０６９人

市内７小学校区で子どもの体験活動を実
施した。
７１事業（３０２講座）
参加者数：７,３８０人

市内７小学校区で子どもの体験活動を実
施した。
７０事業（２７９講座）
参加者数：６,７１７人

市内７小学校区で子どもの体験活動を実
施した。
６９事業（２８８講座）
参加者数：８，０３０人

市内７小学校区で子どもの体験活動を実
施した。
６６事業（１９６講座）
参加者数：５，１７０人

公立・民間保育所・私立幼稚園の１３施設
に家庭教育学級を委託した。
各施設で講座、研修会等を2回・４時間以
上実施した。
参加者：１,７３０人

公立・民間保育所・私立幼稚園の１３施設
に家庭教育学級を委託した。
各施設で講座、研修会等を2回・４時間以
上実施した。
参加者　１，９３８人

公立・民間保育所・私立幼稚園の１３施設
に家庭教育学級を委託した。
各施設で講座、研修会等を2回・４時間以
上実施した。
参加者　１，１９０人

公立・民間保育所・私立幼稚園の１１施設
に家庭教育学級
交付金を交付。（他２施設は申請なし）
各施設で講座、研修会等を2回・４時間以
上実施した。
参加者　１，２３５人

生涯学習課
生涯学習係

家庭教育学級
（小中学校ＰＴＡ対象）

市内各10小中学校卖位ＰＴＡに家庭教育学
級を委託した。
各校で講座、研修会等を３回・６時間以上
実施した。
参加者：２,２６２人

市内各10小中学校卖位ＰＴＡに家庭教育学
級を委託した。
各校で講座、研修会等を３回・６時間以上
実施した。
参加者：１,４６８人

市内各10小中学校卖位ＰＴＡに家庭教育学
級を委託した。
各校で講座、研修会等を３回・６時間以上
実施した。
参加者　１，５８１人

市内各10小中学校卖位ＰＴＡに家庭教育学
級を委託した。
各校で講座、研修会等を３回・６時間以上
実施した。
参加者　１，４７３人

生涯学習課
生涯学習係

家庭教育支援総合推進
事業
（文部科学省の委託事
業）

吉川市地域家庭教育推進協議会主催によ
り、市内１０小中学校での子育て講座、ま
た、育児講座や父と子のふれあい交流会
（父親講座）等を実施した。
参加者：８８３名

吉川市地域家庭教育推進協議会主催によ
り、市内１０小中学校での子育て講座、ま
た、育児講座や父と子のふれあい交流会
（父親講座）等を実施した。
参加者：９９７名

吉川市地域家庭教育推進協議会主催によ
り、市内１０小中学校での子育て講座、ま
た、育児講座や父と子のふれあい交流会
（父親講座）等を実施した。
参加者：８９５名

吉川市地域家庭教育推進協議会主催によ
り、育児講座や父と子のふれあい交流会
（父親講座）等を実施した。
参加者：１０３名

【平成２１年度廃止】 生涯学習課
生涯学習係

幼児家庭教育学級
（市立・民間保育所、私立
幼稚園対象）

公立・民間保育所・私立幼稚園の１３施設
に家庭教育学級を委託した。
各施設で講座、研修会等を２回・４時間以
上実施した。
参加者：３,５１５人

・ふらっとスポーツ小学校くらぶ
会場　：　市内小学校
実施回数　：　８７回
・ふらっとスポーツ総合体育館
会場　：　市総合体育館
実施回数　：　８回
参加者数　：　延べ２，８５７人

スポーツ振興課
スポーツ振興係

社会教育関係団体への
補助金交付

青尐年教育の振興と社会教育の発展を図
る目的とした、それぞれの団体に対し、補
助金を交付した。

青尐年教育の振興と社会教育の発展を図
る目的とした、それぞれの団体に対し、補
助金を交付した。

青尐年教育の振興と社会教育の発展を図
る目的とした、それぞれの団体に対し、補
助金を交付した。

青尐年教育の振興と社会教育の発展を図
る目的とした、それぞれの団体に対し、補
助金を交付した。

スポーツ振興課
スポーツ振興係

青尐年教育の振興と社会教育の発展を図
る目的とした、それぞれの団体に対し、補
助金を交付した。

ふらっとスポーツ小学校くらぶの開催に併
せた啓発活動の実施

ふらっとスポーツ小学校くらぶの開催に併
せた啓発活動の実施。

ふらっとスポーツ小学校くらぶの開催に併
せた啓発活動の実施。

ふらっとスポーツ小学校くらぶの開催に併
せた啓発活動の実施。

生涯学習課
生涯学習係

・初心者バレーボール教室 ： ５回　参加者１３９人
・初心者野球教室 ： ５回　参加者１１５人
・スポーツキッズ ： 　５回　参加者１３１人
・出前スポーツ教室 ： ５回　参加者２１４人
・ジュニア水泳教室 ： 参加者２７６人
・ふぁみりぃバスハイク ： １日　参加者４０人
・ふぁみりぃ雪遊び ： １日　参加者４０人
・ライフ・チャレンジ・ザ・ウオーク ： １日　参加者５２６人

・バレー教室 ： ５回
・剣道教室 ： ５回
・スポーツキッズ ： ５回
・水泳教室 ： ５回
・ウォーキング教室 ： ２回

・サッカー教室 ： ５回
・水泳教室 ： １０回
・アクアビクス ： １１回
・水中トレーニング ： １０回
・参加者数延べ４６７人参加

・水泳教室 ： １０回
・アクアビクス ： １２回
・水中トレーニング ： １２回

・水泳教室 ： １０回
・アクアビクス ： １２回
・水中トレーニング ： １２回
参加者数：延べ６２５人

ふっらとスポーツ小学校ク
ラブ

会場 ： 市内各小学校
実施回数 ： １２５回
延べ参加人数 ： ４，４７５人
実施内容 ： 競技スポーツからニュース
ポーツまで多種目

・ふらっとスポーツ小学校くらぶ
　会場：市内小学校
　実施回数：１２８回
・ふらっとスポーツ総合体育館
　会場：市総合体育館
　実施回数：７回

・ふらっとスポーツ小学校くらぶ
会場　：　市内小学校
実施回数　：　１１８回
・ふらっとスポーツ総合体育館
会場　：　市総合体育館
実施回数　：　７回
参加者数　：　延べ３，６９９人

・ふらっとスポーツ小学校くらぶ
会場　：　市内小学校
実施回数　：　９８回
・ふらっとスポーツ総合体育館
会場　：　市総合体育館
実施回数　：　７回
参加者数　：　延べ３，６９９人

スポーツ振興課
スポーツ振興係

総合型地域スポーツクラ
ブ

総合型地域スポーツクラブ講演会の開催
会場　中央公民館
延べ参加人数　２６人

就学援助事業 認定世帯数２９６世帯
　・小学校３１８人
　　支援額 １７，７１２，８６４円
　・中学校１４4人
　　支援額 １１，８３０，７７２円

要保護・準要保護世帯 ：３３０世帯
　　支援額 ：３３，７６２，３００円
特別支援学級在籍児童生徒 ： ２６名
　　支援額： ９９９，５１５円

要保護・準要保護世帯： ３３６世帯
　　支援額 ３４，８３７，００７円
特別支援学級在籍児童生徒 ： ３０名
　　支援額１，０４２，５４６円

要保護・準要保護世帯： ３４４世帯
　　支援額 ３７，０６９，０４８円
特別支援学級在籍児童生徒 ： ３７名
　　支援額１，４３５，６７２円

要保護・準要保護世帯： ３４４世帯
　　支援額 ３９，３８４，９９０円
特別支援学級在籍児童生徒 ： ４０名
　　支援額１，４７２，２９０円

各種スポーツ教室

幼稚園類似施設就園奨
励費補助事業

市内の幼稚園類似施設２園（おひさま園、
みかんの木保育園）
対象園児数５０人
補助総額６０８，５００円

市内の幼稚園類似施設（おひさま園）
対象園児数 ： ３８人
補助総額 ： ５２４，４００円

市内の幼稚園類似施設（おひさま園）
対象園児数 ： ４２人
補助総額 ： ５５９，０００円

市内の幼稚園類似施設（おひさま園）
対象園児数 ： ３２人
補助総額 ： ４３３，６００円

市内の幼稚園類似施設（おひさま園）
対象園児数 ： ２８人
補助総額 ： ３８６，４００円

幼稚園　市内５園、市外１７園
対象園児数　１，２５１人
補助総額　７１，３６８，７７０円

対象園児数　： １，３５４人
補助総額 ： ７８，９７４，０５０円

対象園児数 ： １，３５１人
補助総額 ： ８０，７２３，８００円

対象園児数 ： １，３８７人
補助総額 ： ８５，８００，９００円

対象園児数 ： １，４１５人
補助総額 ： ９８，４２０，９００円

教育総務課
管理係

教育総務課
管理係

教育総務課
管理係

私立幼稚園就園奨励費
補助事業
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

開催回数：２４回（毎月第４土曜日２回）
参加者数（延べ）：３３２人

市立図書館
図書館係

ブックスタート 開催回数：２４回(毎月２回)
参加者数(延べ)：５７８組の親子

開催回数：２４回（毎月２回）
参加者数（延べ）：５８７組の親子

開催回数：２４回（毎月２回）
参加者数（延べ）：６２０組の親子

開催回数：２４回（毎月２回）
参加者数（延べ）：６７５組の親子

開催回数：２４回（毎月２回）
参加者数（延べ）：６０７組の親子

第１１回開催日：平成１８年７月２２日
放流魚数：８，３００匹
参加した子どもの人数：約４５０人

第１２回開催日：平成１９年７月２１日
放流魚数：５，８８０匹
参加した子どもの人数：約４５０人

第１３回開催日：平成２０年７月２７日
放流魚数：６，２３０匹
参加した子どもの人数：約５００人

第１４回開催日：平成２１年７月２５日
放流魚数：７，２３０匹
参加した子どもの人数：約５００人

市立図書館
図書館係

おはなし会 開催回数:２４回(毎月第４土曜日２回)
参加者数（延べ)：３３６人

開催回数：２４回（毎月第４土曜日２回）
参加者数（延べ）：２７７人

開催回数：２５回（毎月第４土曜日２回、1月
は３回開催）
参加者数（延べ）：３５３人

開催回数：２４回（毎月第４土曜日２回）
参加者数（延べ）：３４６人

市民参加推進課
市民参画係

姉妹都市レイクオスエゴ
市青尐年訪問団

訪問期間：平成１８年３月３０日～４月６日
参加者数（小中高校生）：１３人
※ホームステイ及び現地中学での授業体
験

平成１８年３月３０日から４月６日の期間、
内小中高校生１３人が米国オレゴン州レイ
クオスエゴ市に訪問しホームステイした。現
地中学校で２日間、授業の体験をした。

平成１９年３月２７日から４月３日の期間、
市内在住の中学生  １６人が米国オレゴン
州レイクオスエゴ市にホームステイし、市役
所や警察署など公共施設の見学や現地中
学校の授業を受けたり、様々な異文化の体
験などを通じて交流した。

平成２１年３月２７日から４月３日の期間、
市内在住の中学生  １０人が米国オレゴン
州レイクオスエゴ市にホームステイし、学校
で授業を受けたり、公共施設の見学など、
様々な異文化の体験などを通じて交流し
た。

平成２１年度においては、申込者が最低定
員を下回ったため、中止。

市民参加推進課
文化交流係

魚つかみ取り大会 第１０回開催日：平成１７年７月２３日
放流魚数：８，３００匹
参加した子どもの人数：約５５０人

滞在期間：平成２１年８月１日～３日
滞在者数：小学生１６人
訪問先：岩手県一関市室根町
川下りやリンゴの摘果、そば打ち体験

市民参加推進課
文化交流係

日本語を母国語としない
児童生徒のための日本語
会話支援

派遣依頼無し。 吉川小学校の児童１名と中央中学校の生
徒１名に対し、日本語会話の支援を実施。

中央中学校の生徒１名に対し、日本語会
話などの支援を実施。

小学生２名、中学生２名に対し、日本語会
話などの支援を実施。

中学生７名に対し、日本語会話などの支援
を実施。

開催回数：７回
参加者数：延べ１２５名

開催回数：５回
参加者数：延べ５４人

※平成１９年度より外部委託（環境ネット
ワーク）

平成１９年度より外部委託 市職員直営により２回開催＝２８名参加

市民参加推進課
文化交流係

（仮称）ふるさと探検隊ｉｎ
室根【見直し】

滞在期間：平成１７年８月５日～８日
滞在者数：小学生９人

滞在期間：平成１８年８月５日～８日
滞在者数：小学生３人

滞在期間：平成１９年８月３日～６日
滞在者数：中学生１人、小学生４人

滞在期間：平成２０年７月２６日～２８日
滞在者数：小学生８人
訪問先：岩手県一関市室根町
乳搾りやいかだ乗り、乗馬体験

環境課
環境保全係

こどもエコクラブ事業（環
境省所管）

計８クラブ、２４４名が登録
（三輪野江小学校３年生～６年生の８クラ
ス）

計８クラブ、２３１名が登録
（三輪野江小学校３～６年生の８クラス）

８クラブ（計２３１人）が登録
（三輪野江小学校３～６年生の８クラス）

参加学校：三輪野江小学校（３学年～６学
年）
８クラブ（計２０９人）、サポータ数８人が登
録
活動内容：情報誌の配布（年５回実施）

参加学校：三輪野江小学校（３学年～６学
年）
８クラブ（計２０９人）、サポータ数１６人が登
録
活動内容：情報誌の配布（年５回実施）

環境課
環境保全係

自然観察教室 開催回数：７回
参加者数：延べ１１８名

開催日：平成２０年８月４日
内　 容：政策会議・決裁(模擬)、各課訪問、
市内公共施設視察、市長との意見交換
参加者：中学生２人（中央中、单中各１人)

政策室
広聴広報担当

ジュニアフォーラム 開催日：８月２６日
テーマ：「私たちの通学路」
参加者：小学生14人

開催日：平成１８年８月２２日
テーマ：「充実した学校生活」
参加者：中学生１５人（３校×５人)

開　催：平成１９年８月２０日
テーマ：「みんなで考えよう！環境のこと」
参加者：小学生１４人（７校×２人)

開　催：平成２０年８月２１日
テーマ：「環境問題～地球に優しいくらしの
提案」
参加者：市内３中学校（９人)

開　催：平成２１年８月６日
テーマ：「わたしのまちの１０年後」
参加者：市内小学生１４人（７校×２人)

東中学校
　　平成１９年１月３１日～２月２日
　　参加生徒１２５名
单中学校
　　平成１８年６月６日～８日
　　参加生徒２３８名
中央中学校
　　学年移行するため１８年度は未実施。

東中学校
　　平成２０年１月２９日～３１日
　　参加生徒１５０名
单中学校
　　平成１９年７月９日～１１日
　　参加生徒２６１名
中央中学校
　　平成１９年１１月２０日～２２日
　　参加生徒２１０名

東中学校
　　平成２１年１月２７日～２９日
　　参加生徒１３３名
单中学校
　　平成２０年６月１０日～１３日
　　参加生徒２５２名
中央中学校
　　平成２０年１１月１９日～２１日
　　参加生徒２１０名

東中学校
　　平成２２年１月２６日～２８日
　　参加生徒１２６名
单中学校
　　平成２１年６月２日～４日
　　参加生徒２５６名
中央中学校
　　平成２１年１１月１７日～１９日
　　参加生徒１７９名

政策室
広聴広報担当

一日市長 開催日：８月２４日
内　 容：市長公務の一日体験（模擬の会
議、文書決裁、市内視察等）及び市長との
意見交換。
参加者：中学生２人

開催日：平成１８年８月２５日
内　 容：政策会議・決裁(模擬)、公共施設
視察、各課訪問
参加者：中学生１５人（３校×５人）

開催日：平成１９年８月２７日
内　 容：政策会議・決裁(模擬)、各課訪問、
市内公共施設視察、市長との意見交換
参加者：中学生２人（２校×１人)

開催日：平成２０年８月２０日
内　 容：政策会議・決裁(模擬)、各課訪問、
市内公共施設視察、市長との意見交換
参加者：小学生２人（関小、栄小６年生)

学校教育課
尐年センター

乳幼児とのふれあい体験
事業【再掲】

单中学校、中央中学校の３年生が第１・第
２保育所で実施

单中学校・中央中学校の３年生が第１・第
２保育所で実施

单中学校・中央中学校の3年生が第１・第２
保育所で実施

单中学校・中央中学校の3年生が第１・第２
保育所で実施

中学校の総合的な学習の時間や家庭科の
学習において、市内保育所で乳幼児とふ
れあう体験を行った。

学校教育課
学校支援・庶務担当

社会体験チャレンジ事業 東中学校
 　平成１８年１月３１日～２月２日
单中学校
 　平成１７年６月２２日～２４日
中央中学校
 　平成１７年１１月１６日～１８日
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

指導計画・指導方法の改
善

各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 基礎基本の確実な定着のために、尐人数
指導やティーム・ティーチングなどの指導方
法の工夫改善に積極的に取り組み、児童
生徒の個性に応じたきめ細かな指導を行っ
た。学校支援担当が学校に指導にいった。

学校教育課
学校支援・庶務担当

語学指導助手（AＬＴ）を小中学校に派遣
し、英語活動やネイティブな英会話により
実践的な英語力の育成に努めている。平
成２３年完全実施に向けて、５．６年週一時
間全クラスにＮＬＴを派遣した。

学校教育課
学校支援・庶務担当

子ども読書活動の推進 図書館サポートティーチャを各小中学校に
週１回配置。

図書館サポートティーチャを各小中学校に
週１回配置。

図書館サポートティチャを各小中学校に週１回配置。図書館サポートティチャを各小中学校に週１回配置。各小中学校に配置した図書館サポート
ティーチャー（週１回派遣）を活用し、朝読
書や読み聞かせ、図書の貸し出し等を学
校の教育活動に位置付け効果的な児童生
徒の読書活動を推進している。

各小中学校が年間指導計画に基づき、地
域の人材を積極的に活用した。

各小中学校が年間指導計画に基づき、地
域の人材を積極的に活用した。

各小中学校が年間指導計画に基づき、地
域の人材を積極的に活用した。

総合的な学習の時間や生活科、その他の
教科において、専門的な内容に精通してい
る学識経験者などの学校外部の人材を積
極的に活用している。

学校教育課
学校支援・庶務担当

語学指導助手（ＡＬＴ）の
活用

各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施

学校教育課
学校支援・庶務担当

教育相談体制の充実 相談件数：４２５件 相談件数：１９０件
（面接１４３件、電話３９件、訪問８件）

相談件数：２３４件
（面接１８６、電話４４件、訪問４件）

相談件数：３３４件
（面接３１４、電話１９件、訪問１件）

相談件数：３５８件
（面接３２２、電話２８件、訪問８件）

学校教育課
尐年センター

外部人材の活用 各小中学校の年間指導計画に従い、地域
の人材を積極的に活用した。

教科指導や道徳の時間において、作文・標
語等の作成や活用を通して、人権教育の
充実を図った。

学校教育課
学校支援・庶務担当

道徳教育の充実 各小中学校が年間の計画に従い、道徳の
時間をはじめとする教育活動で活用した。

各小中学校が年間の計画に従い、道徳の
時間をはじめとする教育活動で活用した。

各小中学校が年間計画に従い、道徳の時
間をはじめとする教育活動で活用した。

各小中学校が年間計画に従い、道徳の時
間をはじめとする教育活動で活用した。

道徳の時間を充実し、心のノートの効果的
な活用を図るなど指導方法の工夫を進め、
道徳教育に積極的に取り組んだ。中曽根
小学校の実践を研究発表会等で広めた。

【平成１７年度にて終了】 【平成１７年度にて終了】 【平成１７年度にて終了】 【平成１７年度にて終了】

学校教育課
学校支援・庶務担当

人権教育の充実 人権文集「はばたき」や「もくせい」の作成、
活用に務めた。

人権文集「はばたき」「もくせい」の作成、活
用により、人権教育を充実した。

人権文集「はばたき」「もくせい」の作成、活
用により人権教育を充実した。

人権文集「はばたき」「もくせい」の作成、活
用により人権教育を充実した。

学校教育課
学校支援・庶務担当

芸術文化鑑賞会の実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各学校において、音楽会や文化祭、作品
展覧会、演劇鑑賞会等を指導計画に基づ
き実施した。

学校教育課
学校支援・庶務担当

体験活動の充実 各小学校の実態に応じ、２年生または３年
生が実施

体育の授業において、児童生徒の体力の
実態に合わせて、指導計画や指導方法を
工夫して、児童生徒の体力の向上に努め
た。体力向上推進研究校の成果を市内各
学校に広めた。

学校教育課
学校支援・庶務担当

地域交流事業 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 地域の人を総合的な学習の時間や生活科
などの授業に招いたり、地域の教材を授業
のテーマにするなど、学校と地域との交流
を推進している。

单中学校、中央中学校において、スポーツ
エキスパート事業により実施

单中学校・中央中学校において、スポーツ
エキスパート事業により実施

单中学校・中央中学校において、スポーツ
エキスパート事業により実施

中学校の運動部において、専門的な技術、
知識を有する外部指導者を招くことによっ
て、部活動を支援・充実させた。県の助成
費を活用して外部指導者を派遣した。

学校教育課
学校支援・庶務担当

体育授業の充実 各小中学校が年間指導計画や業前運動の
計画に基づき実施

各小中学校が年間指導計画や業前運動の
計画に基づき実施

各小中学校が年間指導計画や業前運動の
計画に基づき実施

各小中学校が年間指導計画や業前運動の
計画に基づき実施

学校教育課
学校支援・庶務担当

健康教育の充実 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 保健学習で養護教諭の活用とともに、関係
機関との連携を図り、内容の充実に努め
た。

学校教育課
学校支援・庶務担当

部活動への支援・充実 中学校においてスポーツエキスパート事業
により実施
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Ｐ１１

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

歯科保健対策の充実 定期健康診断における歯科健診のほか、
小１、小５、中１を対象に歯科衛生士による
ブラッシング指導を実施した。

定期健康診断における歯科検診のほか、
小１、小５、中１を対象に歯科衛生士による
ブラッシング指導を実施

定期健康診断における歯科検診のほか、
小１、小５、中１を対象に歯科衛生士による
ブラッシング指導を実施

定期健康診断における歯科検診のほか、
小１、小５、中１を対象に歯科衛生士による
ブラッシング指導を実施

小中学生を対象にして、歯科健診や歯磨き
指導を行うとともに歯科保健に関する意識
の啓発を図った。

各小中学校が年間指導計画に基づき
実施

各小中学校が年間指導計画に基づき実施 各小中学校が年間指導計画に基づき実施 保健学習等において、病気予防に関する
指導を充実するとともに、肥満等により指
導が必要な児童生徒に対し、生活習慣予
防のための指導に努めている。

平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

学校教育課
給食保健係

学校教育課
学校支援・庶務担当

開かれた学校教育（学校
評議員制度）

各小中学校に５名ずつの学校評議員を配
置
報賞費：１０千円×５名×１０校分＝
５００千円

各小中学校に５名ずつの学校評議員
を配置
報償費：１０千円×５名×１０校分＝
５００千円

各小中学校に５名ずつの学校評議員を配
置
報償費９千円×５名×１０校分＝
４５０千円

各小中学校に５名ずつの学校評議員を配
置
報償費９千円×５名×１０校分＝
４５０千円

小中学校は開かれた学校づくりのため、学
校評議員制を活用し、地域の意見を学校
に取り入れ、地域と学校が一体となって教
育活動を行った。学校評価の活用も図っ
た。

学校教育課
学校支援・庶務担当

生活習慣病予防のための
指導の充実

各小中学校が年間指導計画に基づき
実施

相談件数：３５８件
（面接３２２、電話２８件、訪問８件）

学校教育課
尐年センター

保育所（園）・幼稚園・小
学校の連携強化

・保幼小連絡協議会１回
・情報交換会１回
・相互授業参観２回
・相互体験研修～各小学校、保育所、幼稚
園の計画により実施

・保幼小連絡協議会１回
・情報交換会１回
・相互授業参観、相互体験研修を各小学
校、保育所（園）、幼稚園の計画により実施

・保幼小連絡協議会年１回開催
・情報交換会１回
・相互授業参観、相互体験研修を各小学
校、保育所（園）幼稚園の計画により実施

・保幼小連絡協議会年１回開催
・情報交換会１回
・相互授業参観、相互体験研修を各小学
校、保育所（園）幼稚園の計画により実施

保幼小連絡協議会、情報交換会等を通し、
保育所（園）、幼稚園、小学校の連携を強
化してきた。

　７月　非行防止啓発活動（吉川駅前）
１１月　青尐年健全育成大会開催（おあし
す）
　２月　「家庭の日」啓発活動（ライフ、マツ
キヨ、かすみ）

　７月　非行防止啓発活動(吉川駅前）
１１月　青尐年健全育成大会開催（おあし
す）
　２月　「家庭の日」啓発活動（ライフ、マツ
キヨ、カスミ）

　７月　非行防止啓発活動(吉川駅前）
１１月　青尐年健全育成大会開催（おあし
す）
　６月、２月　「家庭の日」啓発活動（ライフ、
マツキヨ、カスミ）

　７月　非行防止啓発活動(吉川駅前）
１１月　青尐年健全育成大会開催（おあし
す）
　６月、１０月、１１月、１月　「家庭の日」啓
発活動（店舗、市内イベント会場、広報車
等）

学校教育課
学校支援・庶務担

当

青尐年相談事業の充実 相談件数４２５件 相談件数：１９０件
（面接１４３件、電話３９件、訪問８件）

相談件数：２３４件
（面接１８６、電話４４件、訪問４件）

相談件数：３３４件
（面接３１４、電話１９件、訪問１件）

学校教育課
尐年センター

街頭補導活動 吉川市補導委員会　42名委嘱
街頭補導(週１回程度）昼　１５：００～１７：０
０　夜　１９：３０～２１：００
特別補導(祭礼､卒業式)
声かけ件数６５３件

補導回数　９２回（昼４４回、夜４８回）
特別補導(芳川神社）
声かけ件数４２５件

補導回数１０２回（昼５８回、夜４４回）
祭礼特別補導（芳川神社）
声かけ件数４２５件

補導回数９８回（昼５９回、夜３９回）
祭礼特別補導（芳川神社）
声かけ件数１２５件

補導回数１０６回（昼５６回、夜４２回、特別
８回）
声かけ件数３，５７０件（延べ件数）
※特別・・・祭礼、卒業式前述等

学校教育課
尐年センター

健全育成に関する啓発事
業

青尐年健全育成大会の開催　平成１７年１
１月２６日(土)

生徒指導主任会、補導委員会及び警
察との連携を図り、非行防止に努め
た。学警連との連携

学校教育課
尐年センター

有害図書区分陳列の徹
底

青尐年育成推進員　１５名
埼玉県青尐年健全育成条例施行調査の実
施

青尐年育成推進委員による有害図書区分
陳列調査
（書店及びコンビニエンスストアー等）【１２
月】

青尐年健全育成推進員による有害図書区
分陳列調査
（書店及びコンビニエンスストアー等）【12
月】

青尐年健全育成推進員による有害図書区
分陳列調査
（書店及びコンビニエンスストアー等）【1月】

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

県青尐年課において実施

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：３８９回
参加者総数：７，２３０人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：３４９回
参加者総数：６，３８６人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：２１５回
参加者総数：３，２３２人

　市民の方々に宇宙や天体に関心を持つ
機会の提供、長期休み期間中のアニメー
ションの上映、未就学児を対象に音楽や紙
芝居を実施、また、児童に対し、色々な遊
びやゲーム等の実施、さらに、地域交流事
業の一環として、伝承事業などを行い、児
童健全育成の推進を図った。

実施回数：２２５回
参加者総数：３，１１３人

学校教育課
尐年センター

なわとび大会を開催　１２回　参加者６２人
３月グランドチャンピオン大会開催

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：４２回
参加者総数：４７５人

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：５４回
参加者総数：７１４人

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：１２回
参加者総数：１１０人

市民天体観望会の実施、月例卓球大会の
開催、壊れたおもちゃの修理を行ったり、ま
た、乳幼児については、子育ての情報交換
の場の提供や育児相談などを実施した。

実施回数：１２回
参加者総数：２０１人

非行防止活動等ネット
ワークづくりの推進

中学校生徒指導委員会､生徒指導主任、
補導委員及び警察との連携を図り､非行防
止に努めた。

中学校区生徒指導委員会、生徒指導
主任会、補導委員会及び警察との連
携を図り、非行防止に努めた。

中学校区生徒指導委員会、生徒指導
主任会、補導委員会及び警察との連
携を図り、非行防止に努めた。

中学校区生徒指導委員会、生徒指導
主任会、補導委員会及び警察との連
携を図り、非行防止に努めた。

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

週間の定期事業【再掲】 アニメ・・・・・・・・・・１２１回：３，４９７人
工作・・・・・・・・・・・・ ２９回：　　２９８人
スポーツ・・・・・・・・・２７回：　　３８１人
レクリエーション･･･・２３回：　　２５９人
未就学児イベント ・・４３回：　　３０５人
黒点観測・・・・・・・・・２６回：　　１１７人

月例の定期事業【再掲】



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Ｐ１２

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

特別事業【再掲】 音楽公演やワンダーフェステイバル、子供
カメラ教室、熱気球体験など

実施回数：５６回
参加者総数：１，８３４人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種公演等の
特別事業を実施した。

実施回数：５７回
参加者総数：１，５０１人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：６４回
参加者総数：１，３６７人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：１０８回
参加者総数：１，３６０人

日曜日、祝祭日等に児童館を活用して、親
子で参加できる体験活動や異年齢児が「ふ
れあい」が出来るような機会等を提供し、多
様な交流を推進するため、各種の公演等
の特別事業を実施した。

実施回数：１０２回
参加者総数：１，２１１人

実施回数：４５回
参加者総数：６０５人

実施回数：６６回
参加者総数：８３４人

実施回数：４６回
参加者総数：５７５人

実施回数：４７回
参加者総数：６２１人

平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

母親クラブ助成事業【再
掲】

さつまいもの苗植え：３９組
芋掘り：５４組
七夕：５３組
クリスマス会６４組
保険加入代行：４団体

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数４１６人
各クラブの活動：７８回実施、
参加者総数２，０２２人。

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２９６人
各クラブの活動：７８回実施、
参加者総数２，０８６人。

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２７０人
各クラブの活動：８１回実施、
参加者総数１，４００人。

活動は、定期的に各クラブが独自で運営し
ており、児童館としては、活動場所を提供
し、保護者同士の親睦及び情報交換を通し
て、児童健全育成を図っている。

合同事業：４回実施、参加者総数２４８人
各クラブの活動：５２回実施、
参加者総数１，５８５人。

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

小学生ワンダークラブ育
成事業【再掲】

実施回数：５０回
参加者総数：５５１人

【平成１９年度にて終了】 おあしす
視聴覚ライブラ

リー
【所管課変更】

ブックトーク 関小学校3年生(3クラス) テ－マ「箱の中には」
７月１３日（木）　三輪野江小学校４年生
                  　２クラス
１月１８日（木）　旭小学校３年生
         　　　　　 ２クラス
２月２７日（木）　関小学校３年生
         　　　　　 ３クラス

テーマ「ともだち」
１０月　９日（月）　関小学校３年生
           　　　　　 ４クラス
１１月３０日（水）　三輪野エ小学校４年生
                    　２クラス
　１月１７日（火）　旭小学校３年生
           　　　　　 ２クラス
　２月２７日（水）　吉川小学校
      　　　　　　　  ３クラス

テーマ「食べもの」
　９月１８日（木）　関小学校３年生
           　　　　　 ３クラス
１０月３１日（金）　三輪野エ小学校４年生
                    　２クラス
１２月　２日（火）　旭小学校３年生
           　　　　　 ２クラス
　２月１９日（木）　吉川小学校３年生
              　　　　３クラス

生涯学習課
生涯学習係

テーマ「ぼうけん」
１０月１６日（金）　三輪野江小学校
             　　　　 ２クラス
１１月　６日（金）　関小学校
   　　　　　　　　 　４クラス
　２月　４日（木）　吉川小学校
      　　 　　　　　 ３クラス
　２月２６日（金）　旭小学校
   　　　　　 　　　　２クラス

子ども会では、インリーダー研修会を実施
した。
ボーイスカウトでは、リーダー研修会を実
施した。

子ども会では、インリーダー研修会を予定
したが、参加者が集まらず中止した。
ボーイスカウトでは、リーダー研修会を実
施した。

ボーイスカウトで、リーダー研修会を実施し
た。

ボーイスカウトで、リーダー研修会を実施し
た。

市立図書館
図書館係

生涯学習人材バンク、出前講座、サークル
情報について、市のホームページや生涯
学習総合冊子（メニューブック）により情報
の提供を図った。

生涯学習人材バンク、出前講座、サークル
情報について、市のホームページや生涯
学習総合冊子（メニューブック）により情報
の提供を図った。

生涯学習人材バンク、出前講座、サークル
情報について、市のホームページや生涯
学習総合冊子（メニューブック）により情報
の提供を図った。

生涯学習人材バンク、出前講座、サークル
情報について、市のホームページや生涯
学習総合冊子（メニューブック）により情報
の提供を図った。

生涯学習人材バンク、出前講座、サークル
情報について、市のホームページや生涯
学習総合冊子（メニューブック）により情報
の提供を図った。

子どもフォトコンテスト 「夏の思い出」をテーマに市内小学校５・６
年生を対象に実施。各小学校から選ばれ
た２８点を展示し市民投票及び審査の結果
最優秀賞１点、優秀賞７点を選出。

テーマ「夏休みの思い出」、３６点応募、ライ
ブラリー外３ヵ所の公共施設に展示、市民
投票４４１票、最優秀１点・優秀７点を選出・
表彰,受賞作品を各小学校に巡回展示、広
報よしかわ平成１９年２月号に掲載

テーマ「夏休みの思い出」、５５点応募、ライ
ブラリー外３ヵ所の公共施設に展示、市民
投票４４６票、最優秀１点・優秀７点を選出・
表彰,受賞作品を各小学校に巡回展示、広
報よしかわ平成２０年１月号に掲載

【平成１９年度にて終了】

生涯学習課
生涯学習係

地域活動の指導者の育
成

子ども会では、インリーダー研修会を実施
した。
ボーイスカウトでは、リーダー研修会を実
施した。

青尐年相談員活動費補
助金交付事業
【再掲】

ひまわり王国キャンプ：３１名
ひまわり王国体験教室（蕎麦打ち）：２４名
人形劇公演３箇所：１９９名

サマーキャンプ：２８人
人形劇公演４箇所：１６２人
助成金額　１６２，０００円

サマーキャンプ：２８人
助成金額　１４６，０００円

サマーキャンプ：２８人
助成金額　６３，６２７円

サマーキャンプ：２８人
助成金額　１２４，３５１円

生涯学習に関する情報提
供の充実

乳幼児家庭教育学級（赤
ちゃんサロン）
【追加】

１１回開催
延べ参加者数　１４８組 ２９６名

１１回開催
延べ参加者数　１６４組 ３３７人
　(申込み数 ２０９組)

年間１２回（毎月１回）開催
延べ参加者数 １８１組　３６８名
　（申し込み数 ２５０組）

年間１２回（毎月１回）開催
延べ参加者数 １８１組　３８１名
　（申し込み数 ２５４組）

年間１２回（毎月１回）開催
延べ参加者数 ２２０組　４６３名
　（申し込み数 ３０１組）

土場地区　１４人
中曽根小学校区　４８人

中曽根小学校区　６６人 中曽根小学校区　７８人 中曽根小学校区　７２人

子育て支援課
児童館

ワンダーランド

生涯学習課
中央公民館

生涯学習課
生涯学習係

宿泊通学事業
【新規】
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４．保護を必要とする子どもへの対応などきめ細かな取り組みの推進 Ｐ１３

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

平成21年8月4日～6日に、岩手県一関
市室根町の中学生が来市。中央中学
校にて、両市町の女子ソフトテニス部
員たちが、合同練習や試合を通じス
ポーツ交流を行った。

市民参加推進課
文化交流係

（仮称）吉川市子どもの読
書活動推進計画
策定事業
【Ｈ１８～Ｈ１９】

「読書についてのアンケ－ト」を９月に実施
対象：市内小学 ３年生・６年生、市内中学２
年生、 市内高等学校 ２年生　回収数599
枚　回収率99.7％
子ども読書推進活動実態調査を３月に実
施
対象：市内保育所、幼稚園ほか３１施設

策定委員会：３回開催
策定作業部会：５回開催
パブリックコメント：市内公共施設８ヶ所、市
ホームページで実施
平成２０年３月　計画策定

【平成１９年度にて終了】 【平成１９年度にて終了】

年間１１回開催
延べ参加者数１４２組（２９２名）
　（申し込み数：１８５組）

年間１１回開催（８月を除く毎月）開催
延べ参加者数１８８組（４１５名）
　（申し込み数：２３１組）

年間１１回開催（８月を除く毎月）開催
延べ参加者数１６０組（３３９名）
　（申し込み数：１７５組）

市立図書館
図書館係

吉川・室根中学生スポー
ツ交流開催事業
【追加】

单中学校サッカー部の室根町への派遣
８月３日～５日、３７名

一関市室根中学校サッカー部が单中学校
サッカー部を訪問
平成１９年８月７日～９日
一関市室根中学校のサッカー部（２０名）
单中学校のサッカー部（４１名）

地震のため中止

生涯学習課
中央公民館

図書配送便
【平成２０年度新規】

計20施設へ延べ119回、11,607冊の本を運んだ計15施設へ延べ144回、13,993冊の本を運んだ図書館

幼児家庭教育学級（子育
てサロン）
【新規】

５６事業（再掲：７）＝４９事業 ５９事業（再掲：７、廃止：１）＝５１事業 ６０事業（再掲：７、廃止：１）＝５２事業 ６０事業（再掲：７、廃止：１）＝５２事業 ６０事業（再掲：７、廃止：１）＝５２事業
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№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

障害児福祉手当支給事
業

受給者数：２３人（平成１８年３月現在）
支給総額：３，５３５，３５０円

受給者数：２７人（平成１９年３月現在）
支給総額：３，９４２，３２０円

受給者数２９人（平成２０年３月現在）
支給総額：４，４００，２８０円

受給者数２９人
支給総額：４，６３０，３６０円

受給者数３１人
支給総額：５，０７６，１４０円

社会福祉課
障がい福祉係

支給延べ人数：２１，７９９人
支払い総額：１０５，８３３，３０８円

社会福祉課
障がい福祉係

在宅重度心身障害者手
当支給事業

受給者数：４６６人（平成１８年３月現在障
がい者含）
支給総額：３３，２４０，０００円

受給者数：５３６人（平成１９年３月現在障
がい者含）
支給総額：２８，６２０，０００円

受給者数：５６１人(平成２０年３月現在障が
い者含む）
支払総額：２９，７４５，０００円

受給者数：５６６人
支払総額：３０，６３５，０００円

受給者数：６１３人（障がい者含む）
支払総額：３２，６４０，０００円

補装具費の支給：１０７件
総額：６，０６３，７１６円

補装具費の支給：６０件
総額：３，７２１，２９０円

補装具費の支給：５４件
総額：４，３２０，３４５円

補装具費の支給：７１件
総額：６，２０１，８５２円

社会福祉課
障がい福祉係

重度心身障害者医療費
助成事業

支給延べ人数：１５，７４２人
支給総額：８８，９８４，４４６円

支給延べ人数：１６，４６９人
支給総額：８５，３２０，４７８円

支給延べ人数：１７，７３０人
支払い総額：９４，２０６，０３７円

支給延べ人数：２０，９９２
支払い総額：１０４，５１０，０９２円

社会福祉課
自立支援係

障がい児日常生活用具
給付等

給付：８件
総額：２７８，６３３円

給付：２６件
総額：４５０，７２７円

給付：６６件
総額：１，１０８，３５０円

給付：６０件
総額：９２８，２６０円

給付：６５件
総額：６３０，４９２円

社会福祉課
自立支援係

障がい児の補装具費の
支給

給付：７６件　　修理：２３件
総額：５，０６８，６９１円

利用実績なし 社会福祉課
自立支援係

ホームヘルプサービス（自
立支援給付）

延利用者数：５７人
延利用時間：１，０１２．５時間

延利用者数：６６人
延利用時間：１，１８２時間

延利用者数：３６９人
延利用時間：３，９２５．５時間

延利用者数：４５１人
延利用時間：４，０６０．５時間

延利用者数：４６５人
延利用時間：３，９４８時間

延利用者数：１３人
延利用日数：５０日

延利用者数：８９人
延利用日数：４９６日

延利用者数：１０７人
延利用日数：５９６日

延利用者数：１０２人
延利用日数：５９４日

社会福祉課
自立支援係

児童デイサービス（自立
支援給付）

利用実績なし 利用実績なし 利用実績なし 利用実績なし

社会福祉課
自立支援係

一時介護等利用料助成
事業

利用者２３人（登録者６１人）
助成総額：５３０，２８０円

利用者２３人（登録者６９人）
助成総額：６９７,７８０円

利用者２５人（登録者５９人）
助成総額：６６７，８３０円

利用者１３人（登録者５９人）
助成総額：４７９，１００円

利用者２１人（登録者６４人）
助成総額：４３５，６５５円

社会福祉課
自立支援係

ショートステイ（自立支援
給付）

延利用者数：１５人
延利用日数：８８日

タクシー券支給：４９０人
　７，０３３，８４０円
燃料券支給：８５７人
　６，４３４，７３０円
（障がい者含む）

社会福祉課
障がい福祉係

診断書料助成事業 助成件数：２１８件（障がい者含）
助成総額：６４８，９３７

【平成１８年度廃止】 【平成１８年度廃止】 【平成１８年度廃止】 【平成１８年度廃止】

相談件数：５５２件
相談内容：母子自立支援、ＤＶ相談など

相談件数：１０５件
相談内容：母子自立支援、就労、DV相談な
ど

相談件数：１９９件
相談内容：母子自立支援、就労、DV相談な
ど

相談件数：２００件
相談内容：母子自立支援、就労、DV相談な
ど

社会福祉課
障がい福祉係

タクシー利用券・自動車燃
料券の交付

タクシー券支給：３４７人
　　４，５５３，９７０円
燃料券支給：７１０人
　　９，９１１，２４０円
(障がい者含）

タクシー券支給：３５４人
　　５,１６５,５００円
燃料券支給：７２０人
　　５,１５５,２６０円
(障がい者含）

タクシー券支給：４３２人
　５，８６７，２８０円
燃料券支給：７７０人
　５，４２０，２６０円
（障がい者含む）

タクシー券支給：４４９人
　６，５３７，５５０円
燃料券支給：８１３人
　６，０３７，１３０円
（障がい者含む）

子育て支援課
児童福祉係

ひとり親家庭等医療費支
給事業

延支払い件数：４，５４４件
支給総額：　１１，４４９，９５６円

延支払件数：５,０７８件
支給総額：１２,４８８,７４５円

延支払い件数：　５，７６０件
支給総額：１５，５７３，１６８円

延支払い件数：　５，７６４件
支給総額：１５，０３０，９９５円

延支払い件数：　　６，３５８件
支給総額：１６，２７４，０７３円

子育て支援課
児童福祉係

母子自立支援員設置事
業

母子自立支援員設置初年度
相談件数：２２２件
相談内容：母子自立支援、ＤＶ相談など

子育て支援課
児童福祉係

こども発達センター事業 延べ利用者数：１，９１６人
言語聴覚士による個別指導：２８０人
理学療法士による個別指導：８人

延べ利用者数：１,８３５人
言語聴覚士による個別指導：１９５人
理学療法士による個別指導：１２人（経過
観察、指導）

延べ利用者数：１，５３５人
言語聴覚士による個別指導：２２３人
理学療法士による個別指導：１１人（経過
観察及び指導）

延べ利用者数：１，４０９人
言語聴覚士による個別指導：２２４人
理学療法士による個別指導：２０人（経過
観察及び指導）

延べ利用者数：１，６９９人
言語聴覚士による個別指導：２４０人
理学療法士による個別指導：  ４４人

延べ支払い件数：５，２８４件
支給総額額：２１３,５７０,５２０円

受給者：４７６人
支給額：２１５，５２５，３９０円

受給者：４７９人
支給額：２１３，６２１，１５０円

受給者：４８１人
支給額：２１５，５２５，３９０円

子育て支援課
児童福祉係

児童扶養手当支給事業 延べ支払い件数：５，１２５件
支給総額：２０７，５６６，０７０円
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５．子育てを支援する生活環境の整備 Ｐ１５

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

母子寡婦福祉資金貸付
【埼玉県事業】

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当
３件受付～県へ進達

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当
４件受付～県へ進達

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当
５件受付～県へ進達

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当
１３件受付～１１件を県へ進達

子育て支援課
児童福祉係

受給者：９７人 社会福祉課
障害福祉係

里親【埼玉県事業】 市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

市ホームページ等による啓発及び申請受
付窓口を担当

措置件数：０件 措置件数：１件 措置件数：１件 措置件数：１件

子育て支援課
児童福祉係

特別児童扶養手当支給
事業【埼玉県事業】

受給者：８２人 受給者：８６人 受給者：８８人 受給者：９８人

子育て支援課
児童福祉係

児童福祉施設 越谷児童相談所への送致件数：１件
越谷児童相談所による直接措置件数：１件

越谷児童相談所への送致件数：０件
越谷児童相談所による直接措置件数：
５件

越谷児童相談所への送致件数：　０件
越谷児童相談所による直接措置件数：１件

越谷児童相談所への送致件数：　０件
越谷児童相談所による直接措置件数：０件

越谷児童相談所への送致件数：　２件
越谷児童相談所による直接措置件数：２件

子育て支援課
児童福祉係

助産施設 措置件数：０件

毎月1回定例会を開催し、情報提供・
情報交換を行うと共に、定期的に勉強
会（研修）も行った。また、活動費補助
も行った。

社会福祉課
地域福祉係

児童虐待防止ネットワー
ク

検討ケース：３件 検討ケース：０件 平成１９年４月１日
吉川市要保護児童対策地域協議会へ移行
（別掲）

平成１９年４月１日
吉川市要保護児童対策地域協議会へ移行
（別掲）

平成１９年４月１日
吉川市要保護児童対策地域協議会へ移行
（別掲）

平成１８年　４月：障害者支援員を配置
（３障害）。
平成１８年１０月：埼葛单障害児療育セ
ンターに相談支援事業を委託。（知的）

平成１９年１１月：相談支援事業所「すずら
ん（吉川市内）」に相談支援事業を委託（精
神）

平成１９年１１月：相談支援事業所「すずら
ん（吉川市内）」に相談支援事業を委託（精
神）

平成１８年４月から障害者支援員を配置。
平成１８年１０月から埼葛单障害児療育セ
ンターに相談支援事業を委託。
平成１９年１１月から相談支援事業所「すず
らん」開設

子育て支援課
児童福祉係

民生児童委員活動推進
事業

毎月１回定例会を実施するとともに、活動
費補助金を交付している。

毎月１回定例会を実施するとともに、
活動費補助金を交付している。

毎月１回定例会を実施するとともに、
活動費補助金を交付している。

毎月1回定例会を開催し、情報提供・
情報交換を行うと共に、定期的に勉強
会（研修）も行った。また、活動費補助
も行った。

社会福祉課
自立支援係

移動支援事業【追加】 １０月事業開始
延利用数（障がい者含）：５３人
延利用時間（障がい者含）：５５１時間

延利用数（障がい者含）：１３９人
延利用時間（障がい者含）：1,460.5時
間

延利用数（障がい者含）：１４２人
延利用時間（障がい者含）：1,545.0時
間

延利用数（障がい者含）：１５２人
延利用時間（障がい者含）：1,809.5時
間

社会福祉課
自立支援係

相談支援事業【追加】

日中一時支援事業【追
加】

１０月事業開始
利用登録者数：８人
延利用者数：１２人
延利用日数：３９日

利用登録者数：１２人
延利用者数：３１人
延利用日数：７４日

利用登録者数：１３人
延利用者数：３６人
延利用日数：１０１日

利用登録者数：１６人
延利用者数：２２人
延利用日数：６９日

２６事業（廃止：１）＝２５事業

社会福祉課
自立支援係

【新規】コミュニケーション
支援事業【追加】

(福）埼玉聴覚障害者福祉会から派遣
された手話通訳者数：延６４人

(福）埼玉聴覚障害者福祉会から派遣
された手話通訳者数：延６６人

福）埼玉聴覚障害者福祉会から派遣さ
れた手話通訳者数：述べ９０人

社会福祉課
自立支援係

２２事業 ２５事業（廃止：１）＝２４事業 ２６事業（廃止：１）＝２５事業 ２６事業（廃止：１）＝２５事業
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６．職業生活と家庭生活との両立の支援 Ｐ１６

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

3号街区公園整備事業 施設整備工事（1,300㎡）
　工事内容（植栽工、修景施設工、遊戯施
設工、園路広場工　一式）

【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 道路公園課

道路反射鏡
新設：　７か所、修繕：７か所
路面標示
新設：４か所、修繕：４５か所

市民安全課
交通安全係

保3・4区公園整備事業 施設整備工事（2,000㎡）
　工事内容（植栽工、修景施設工、遊戯施
設工、園路広場工　一式）

【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】

６月から９月において全公園の遊具点
検業務の委託及び職員により点検を
行い、遊具・施設等の安全に努めた｡

５月２８日から８月３１日において全公
園の遊具点検業務の委託及び職員に
より随時点検等を行い、遊具・施設等
の安全に努めた。。

公園内の全遊具を６月１日から３月３１日
の間において、職員による随時点検を行う
とともに、１０月７日から１月２２日の間にお
いて、点検業務の委託を行い、遊具等の安
全確保に努めた。

公園等内の遊具、ベンチ等の全施設を６月
９日から２月２４日の間において、職員によ
る日常点検を行うとともに、７月２７日から１
２月１０日の間において、業者による精密
点検を行い、遊具等の安全確保に努めた。

道路公園課

交通安全施設整備事業
（市民安全課）

道路反射鏡新設１０箇所、補修１５箇所
路面標示等新設１６箇所、補修４３箇所
啓発看板設置４２枚

道路反射鏡　９基
とまれ表示　１箇所所
イメージハンプ　１箇所
ドットライン表示　５箇所
交差点クロスマーク表示　４箇所　をそれぞ
れ新設

道路反射鏡　４基
止まれ標示　３箇所
イメージハンプ　１箇所
ドットライン表示　１箇所
交差点クロスマーク　１箇所
減速線　１箇所　をそれぞれ新設

道路反射鏡
新設：　４か所、修繕：１２か所
路面標示
新設：５か所、修繕：３６か所

道路公園課
公園緑地係

ノンステップバスの導入促
進

吉川駅北口～吉川団地～吉川きよみ野線
に１両(市補助金額７２５千円)
吉川駅北口～東埼玉テクノポリス北線及び
吉川駅北口～旭公園球場单線に３両(市補
助金額２，７４５千円)を導入した。

吉川駅北口～ゆめみ野東・エローラ
件数：１件（１両導入）
金額：２５２,５７７円

吉川駅北口～ゆめみ野東・エローラ
件数：１件（１両導入）
金額：２１３，０００円

平成20年度については、バス事業者
から低床式バスの導入が無いため、新
規導入実績は無かった。

市内路線において新規ノンステップバスの導入実績なし。政策室
企画担当

公共施設（公園）等の構
造・設備の改善

日常パトロールを行い、破損や劣化及び老
朽化した遊具・施設等を早期に発見し、迅
速に補修・改善を行った。また、公園内の
ゴミの持ち帰りやペットの飼い主に対する
マナーについて啓発看板等の設置した。

【№９の事業に統合】 市民安全課
防災係

学校教育課
学校支援・庶務担当

道路照明灯整備事業 道路照明灯・防犯灯を６９基新設 道路照明灯・防犯灯を２８基新設 道路照明灯、防犯灯を４５基設置 道路照明灯、防犯灯を３７基設置 道路照明灯・防犯灯　２１灯新設

【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】 【平成１７年度終了】

市民安全課
交通安全係

防犯に関する広報啓発活
動

防災行政無線により、春・夏・冬休み前後
及び期間中の午後３時に「子どもの見守り
放送」を実施
広報「よしかわ」に子どもの見守りに関する
記事を掲載

春・夏・冬休み前後及び期間中など
に、防災行政無線により「子どもの見
守り放送」を実施

【№９の事業に統合】 【№９の事業に統合】

道路公園課

子どもの見守り活動の推
進

（NO.７の事業を統合）

春・夏・冬休みの前後に防災行政無線によ
り「子どもの見守り放送」を実施
広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」に
ついて掲載
自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を貸
与
６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防犯
パトロールを実施

6月・12月・長期休業中に青色回転燈車に
よる防犯パトロール実施
●春・夏・冬休みの前後に防災行政無線に
より「子どもの見守り放送」を実施
●広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」
について掲載
●自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を
貸与
●６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防
犯パトロールを実施

6月・12月・長期休業中に青色回転燈車に
よる防犯パトロール実施
●春・夏・冬休みの前後に防災行政無線に
より「子どもの見守り放送」を実施
●広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」
について掲載
●自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を
貸与
●６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防
犯パトロールを実施

市民安全課
防災係

学校教育課
学校支援・庶務担当

交通安全施設整備事業
（道路課）

市道２-３２７・３０３号線（单中学校通学路）
について、平成１５～１７年度で幅員３.５
メートルの歩道を延長約５００メートル整備
した。

【新規】パパ・ママ応援
ショップ事業【再掲】

各保育所・学校・子育て支援課窓口などを
通じて利用カードを配布。

平成１９年度の市内登録協力店舗数：２３
店

子育て支援課窓口などを通じて利用カード
を配布。

平成２０年度の市内登録協力店舗数：６９
店

更新カードの対象世帯全戸配布　６，３００
件

平成２１年度の市内登録協力店舗数：８０
店

子育て支援課
児童福祉係

８事業 ８事業（廃止：３）＝５事業 １０事業（再掲：１、統合：１、廃止：３）＝５事業１０事業（再掲：１、統合：１、廃止：３）＝５事業１０事業（再掲：１、統合：１、廃止：３）＝５事業
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平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

０歳児：　６５人
１歳児：１２９人
２歳児：１０６人
　　合計３００人（月委託年間実施述べ人
数）

子育て支援課
保育係

開放保育事業【再掲】 第一保育所：１９７組
第二保育所：１３８組
第三保育所：  ７４組
         延べ：４０９組

第一保育所：１３４組
第二保育所：  ７６組
第三保育所：　２７組
　　　　 延べ：２４７組

第一保育所：  ７２組
第二保育所：  ５３組
第三保育所：　５７組
　　　　 延べ：１８２組

第一保育所：  ７２組
第二保育所： １４５組
第三保育所：１０４組
　　　　 延べ：３２１組

第一保育所： １１２組
第二保育所： １７２組
第三保育所： 　６５組
　　　　 延べ：３４９組

第一保育所：１人
第二保育所：２人
　　　　 合計：３人（年間実施人数）

第一保育所：２人
第二保育所：２人
第三保育所：１人
団地保育園：１人
育暎保育園：１人
　　　　 合計：７人（年間実施人数）

第一保育所：１人
第二保育所：２人
第三保育所：４人
団地保育園：１人
吉川つばさ保育園：１人
　　　　 合計：９人（年間実施人数）

第一保育所：１人
第二保育所：３人
第三保育所：４人
団地保育園：１人
吉川つばさ保育園：１人
　　　　 合計：１０人（年間実施人数）

子育て支援課
保育係

家庭保育室事業【再掲】 ０歳児：６５人
１歳児：６１人
２歳児：７７人
  　合計２０３人（月委託年間実施延べ人
数）

０歳児：　４２人
１歳児：１２８人
２歳児：　７６人
　　合計２６３人（月委託年間実施延べ人
数）

０歳児：　４０人
１歳児：１０２人
２歳児：１８１人
　　合計３２３人（月委託年間実施述べ人
数）

０歳児：　２７人
１歳児：９３人
２歳児：１６１人
　　合計２８１人（月委託年間実施述べ人
数）

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
一時的保育事業【再掲】

非定型保育：２，０８４人
緊急保育：２６３人
リフレッシュ保育：１４３人
合計：２，４９０人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２,６０４人
緊急保育：３９１人
リフレッシュ保育：１１１人
合計：３,１０６人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，２７１人
緊急保育：１２５人
リフレッシュ保育：５９人
合計：２，４５５人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，５６１人
緊急保育：５７人
リフレッシュ保育：１０８人
合計：２，２７６人（日卖位年間実施延べ人
数）

非定型保育：２，５１６人
緊急保育：４１人
リフレッシュ保育：１３３人
合計：２，６９０人（日卖位年間実施延べ人
数）

子育て支援課
保育係

障がい児保育事業【再
掲】

第一保育所：１人
第二保育所：２人
　　　　 合計：３人（年間実施人数）

第一保育所：　　１，１８４人
第二保育所：　　　　９４４人
第三保育所：　　１，１６６人
青葉保育園：　　１，３１５人
団地保育園：　　１，３５９人
育暎保育園：　　１，１８５人
吉川つばさ保育園：８７７人
　　　　　　 合計：８，０３０人
　　　　　　　　　　（月入所年間実施延べ人
数）

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
時間外保育・延長保育事
業【再掲】

第一保育所：１，９９６人
第二保育所：１，０３６人
第三保育所：１，１５５人
青葉保育園：３，６１４人
団地保育園：１，１６８人
育暎保育園：３，０３８人
合計：１２，００７人（日卖位年間実施延べ
人数）

第一保育所：２，０３５人
第二保育所：１，５７２人
第三保育所：２，１０３人
青葉保育園：３，７９３人
団地保育園：１，４８２人
育暎保育園：２，７９７人
合計：１３，７８２人（日卖位年間実施延べ
人数）

第一保育所：２，１１６人
第二保育所：２，４８１人
第三保育所：１，６４３人
青葉保育園：４，４４３人
団地保育園：１，７６０人
育暎保育園：２，７６２人
つばさ保育園：１，１８８人
合計：１６，３９３人（日卖位年間実施延べ
人数）

第一保育所：２，９２３人
第二保育所：１，２６３人
第三保育所：１，０６７人
青葉保育園：５，７９６人
団地保育園：１，２９９人
育暎保育園：２，２５７人
つばさ保育園：１，６０１人
合計：１６，２０６人（日卖位年間実施延べ
人数）

第一保育所：１，９９７人
第二保育所：１，２４９人
第三保育所：１，２８０人
青葉保育園：５，４７４人
団地保育園：　　３３５人
育暎保育園：７，３９２人
つばさ保育園：１，０７２人
合計：１８，７９９人（日卖位年間実施延べ
人数）

協力会員数：　８７人
利用会員数：２５６人
両方会員数：　６２人
　　　　　　計：４０５人
相互援助活動利用数：１,４１５件

協力会員数：　９６人
利用会員数：２９６人
両方会員数：　７５人
　　　　　　計：４６７人
相互援助活動利用数：１，６２０件

協力会員数：　８７人
利用会員数：３４８人
両方会員数：　７８人
　　　　　　計：５１３人
相互援助活動利用数：１，５５４件

協力会員数：　８７人
利用会員数：３７５人
両方会員数：　８５人
　　　　　　計：５４７人
相互援助活動利用数：１，３２３件

子育て支援課
保育係

【特定１４事業】
通常保育事業【再掲】

第一保育所：１，１５７人
第二保育所：　　９３６人
第三保育所：１，０９４人
青葉保育園：１，３５４人
団地保育園：１，３５０人
育暎保育園：１，３３８人
　　　　 合計：７，２２９人
　　　　　　　　（月入所年間実施延べ人数）

第一保育所：１,２３９人
第二保育所：１,０２３人
第三保育所：１,０６３人
青葉保育園：１,３６０人
団地保育園：１,４００人
育暎保育園：１,３１７人
　　　　 合計：７,４０２人
　　　　　　　　（月入所年間実施延べ人数）

第一保育所：　　１，１９４人
第二保育所：　　　　９３１人
第三保育所：　　１，０２２人
青葉保育園：　　１，３４１人
団地保育園：　　１，３２３人
育暎保育園：　　１，２７１人
吉川つばさ保育園：７７９人
　　　　　　 合計：７，８６１人
　　　　　　　　　　（月入所年間実施延べ人
数）

第一保育所：　　１，１６１人
第二保育所：　　　　９４７人
第三保育所：　　１，１０３人
青葉保育園：　　１，３５０人
団地保育園：　　１，３１７人
育暎保育園：　　１，２５６人
吉川つばさ保育園：８４６人
　　　　　　 合計：７，９８０人
　　　　　　　　　　（月入所年間実施延べ人
数）

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業】
放課後児童クラブ（学童
保育室）事業【再掲】

関学童：　　　　 ８５２人
北谷学童：　　  ５８３人
吉川学童：　　  ６１０人
栄学童：　　　　 ８５８人
中曽根学童：　 ８０２人
旭学童：　　　　 ３７９人
三輪野江学童：３４３人

延べ人数：　４，４２７人

関学童：　　　　９０８人
北谷学童：　　　４３５人
吉川学童：　　　６０９人
栄学童：　　　１,０９８人
中曽根：　　　　 ６９０人
旭学童：　　　　 ４６１人
三輪野江学童：３８３人

延べ人数：　４，５８４人

関学童：　　１，１５０人
北谷学童：　　 ５０４人
吉川学童：　　 ７０２人
栄学童：　　１，３０９人
中曽根学童：  ７４６人
旭学童：　　　　４７９人
三輪野江学童：３８１人

延べ人数：　５，２７１人

関学童：　　１，００３人
北谷学童：　　 ５８９人
吉川学童：　　 ９０１人
栄学童：　　１，４１２人
中曽根学童：  ９２９人
旭学童：　　　　４１７人
三輪野江学童：４６８人

延べ人数：　５，７１９人

関学童：　　１，１３１人
北谷学童：　　 ７５３人
吉川学童：　　 ８１８１人
栄学童：　　　１，３６８人
中曽根学童：　  ８１０人
旭学童：　　　　　２９７人
三輪野江学童： ４６５人

延べ人数：　 ５，６４２人

子育て支援課
児童福祉係

【特定１４事業】
ファミリー・サポート・セン
ター事業【再掲】

協力会員数：１３４人
相互援助活動利用数：１，３１３件
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10

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績）

情報提供事業 「育児・介護休業法のポイント」チラシを商
工会の全会員に送付し、周知した。
一般事業主行動計画の策定に関するリー
フットを各公共施設で配布し、一般に周知
した。

商工会の会員に対し、「育児・介護休業法
のポイント」を配布し、職場環境の整備につ
いて情報提供した。また、公共施設に企業
が取り組む子育て支援に関する情報の
リーフレット等を配置した。

商工会の会員に対し、育児・介護休業法の
チラシを配布し、職場環境の整備について
情報提供した。また、公共施設に企業が取
り組む子育て支援に関する情報のリーフ
レット等を配置した。

商工会の会員に対し、育児・介護休業法の
チラシを配布し、職場環境の整備について
情報提供した。また、公共施設に企業が取
り組む子育て支援に関する情報のリーフ
レット等を配置した。

商工会の会員に対し、改正育児・介護休業
法のチラシを配布し、職場環境の整備につ
いて情報提供した。

男女共同参画フォーラム　開催１回・参加
者４６０名、広報誌の発行１０回、アンケー
ト実施回数２回、市民交流センター２階交
流ひろば情報コーナー市民会議活動の展
示

男女共同参画週間に公共施設にてパネル
展実施、成人式に「デートＤＶ」資料を配
布、男女共同参画推進フォーラム時に性別
役割分担意識などの意識調査を実施した。
また基本計画の進行管理に努め男女共同
参画社会の実現を目指す。

平成２０年度は、２団体に男女共同参
画市民企画事業を委託するとともに、
男女共同参画週間に併せてパネル展
を開催した。

平成２１年度は、2団体に男女共同参
画市民企画事業を委託するとともに、
市民まつりに併せてパネル展を開催し
た。

平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

商工課
消費労政係

市民参加推進課
男女共同参画係

１０事業（再掲：８）＝２事業 １０事業（再掲：８）＝２事業 １０事業（再掲：８）＝２事業 １０事業（再掲：８）＝２事業 １０事業（再掲：８）＝２事業

男女共同参画社会を実現
するための広報・啓発の
充実

「男女共同参画推進市民会議」委員を中心
に啓発活動として、市民まつりでのアン
ケート調査、北斗晶氏を招いての男女共同
参画フォーラムの開催や年間10回の啓発
紙の発行を通し啓発活動を実施した。ま
た、市民1，000人を対象に男女共同参画
意識調査を実施し、基本計画の18年度改
訂に向けた基礎資料とするとともに、進行
管理に努め各種計画の着実な推進を図っ
た。



７．子ども等の安全の確保 Ｐ１８

1

2

3

4

5

6

7

8

№ 事　業　名　称 平成１７年度措置状況（実績） 平成１８年度措置状況（実績） 平成１９年度措置状況（実績） 平成２０年度措置状況（実績） 平成２１年度措置状況（実績） 所　管　課

【№８の事業に統合】 市民安全課
防災係

交通安全教室事業 交通安全教室開催３０回、５，６９８人 対象：幼稚園、小・中学校、保護者
開催回数：１８回
参加者数：４，９９４人

対象：幼稚園、小・中学校、保護者
開催回数：１９回
参加者数：４，８５８人

小中学校・幼稚園で計１２回実施、５，
１４１人参加
保護者対象に４回実施、１７５人参加
高齢者を対象に２回実施、１２２人参加

小中学校・幼稚園で計１５回実施、５，
６０８人参加
保護者対象に４回実施、１２９人参加
高齢者を対象に４回実施、２４９人参加

道路照明灯・防犯灯を２８基新設 道路照明灯、防犯灯を４５基設置 道路照明灯、防犯灯を３７基設置 道路照明灯・防犯灯　２１灯新設

市民安全課
交通安全係

自主防犯パトロール活動
の推進

自治会にベスト、点滅灯、防犯プレートを配
付

自治会等にベスト、点滅灯、防犯プ
レート、のぼり旗を配付

【№８の事業に統合】 【№８の事業に統合】

市民安全課
交通安全係

交通安全施設整備事業
（市民安全課）
【再掲】

道路反射鏡新設１０箇所、補修１５箇所
路面標示等新設１６箇所、補修４３箇所
啓発看板設置４２枚

道路反射鏡　９基
とまれ表示　１箇所所
イメージハンプ　１箇所
ドットライン表示　５箇所
交差点クロスマーク表示　４箇所　をそれぞ
れ新設

道路反射鏡　４基
止まれ表示　３箇所
イメージハンプ　１箇所
ドットライン表示　１箇所
交差点クロスマーク　１箇所
減速線　１箇所　をそれぞれ新設

道路反射鏡
新設：　４か所、修繕：１２か所
路面表示
新設：５か所、修繕：３６か所

道路反射鏡
新設：　７か所、修繕：７か所
路面表示
新設：４か所、修繕：４５か所

市民安全課
交通安全係

道路照明灯設置事業
【再掲】

道路照明灯・防犯灯を６９基新設

【№８の事業に統合】 市民安全課
防災係

防犯に関する広報啓発活
動【再掲】

防災行政無線により、春・夏・冬休み前後
及び期間中の午後３時に「子どもの見守り
放送」を実施
広報「よしかわ」に子どもの見守りに関する
記事を掲載

春・夏・冬休み前後及び期間中など
に、防災行政無線により「子どもの見
守り放送」を実施

【№８の事業に統合】 【№８の事業に統合】 【№８の事業に統合】

平成１８年度については、実務者会議
を行ったケースはなし。なお、平成１９
年度から吉川市要保護児童対策地域
協議会に変更。

平成１９年４月１日より施行
代表者会議１回、実務者会議２回、個別
ケース会議
４回開催。

代表者会議１回、実務者会議６回、個
別ケース会議５回開催
管理ケース件数：８件

代表者会議１回、実務者会議５回、個
別ケース会議１０回開催
管理ケース：９件

市民安全課
防災係

学校教育課
学校支援・庶務担当

防犯協力者（車）の推進 ＰＴＡ、バス会社、タクシー会社、新聞配達
会社、市民等へ防犯ステッカー、防犯プ
レートを配付

●新聞配達会社、市民等へ防犯プ
レート、防犯ステッカーを配付

【№８の事業に統合】 【№８の事業に統合】

子育て支援課
児童福祉係

子どもの見守り活動の推
進【再掲】

（NO.２、５、６の事業を一
本化）

春・夏・冬休みの前後に防災行政無線によ
り「子どもの見守り放送」を実施
広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」に
ついて掲載
自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を貸
与
６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防犯
パトロールを実施

6月・12月・長期休業中に青色回転燈車に
よる防犯パトロール実施
●春・夏・冬休みの前後に防災行政無線に
より「子どもの見守り放送」を実施
●広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」
について掲載
●自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を
貸与
●６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防
犯パトロールを実施

6月・12月・長期休業中に青色回転燈車に
よる防犯パトロール実施
●春・夏・冬休みの前後に防災行政無線に
より「子どもの見守り放送」を実施
●広報「よしかわ」に「子どもの見守り活動」
について掲載
●自主防犯団体にベスト・帽子・点滅灯を
貸与
●６月・１２月・夏休み期間中に職員青色防
犯パトロールを実施

市民安全課
防災係

学校教育課
学校支援・庶務担当

要保護児童対策地域協
議会【再掲】
（児童虐待防止ネットワー
クから変更）

平成１７年度は、３件のケースで実務者会
議を開催。

１５８事業（再掲：１９、統合：４、廃止：６）＝
１２９事業

７事業（再掲：３）＝４事業 ７事業（再掲：３）＝４事業 ８事業（再掲：３、統合：３）＝２事業 ８事業（再掲：３、統合：３）＝２事業 ８事業（再掲：３、統合：３）＝２事業

１４５事業（再掲：１８）＝１２７事業 １４２事業（再掲：１８、廃止：５）＝１１９事業 １５８事業（再掲：１９、統合：４、廃止：６）＝
１２９事業

１５８事業（再掲：１９、統合：４、廃止：６）＝
１２９事業
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