
ゆいまーるにしはらわらびプラン 2015 ＊＊平成 27 年度実績について＊＊ 

（西原町子ども・子育て支援事業計画）≪平成 27 年度～31 年度 計画≫ 

★子ども・子育て支援事業計画について 

本町では、平成 27 年 3 月に「西原町子ども・子育て支援事業計画（ゆいまーるにしはらわらびプラン

2015）」を策定しました。この進捗状況については次世代育成支援対策推進法第 8 条第 6 項の規定に基づ

き、毎年度地域に公表することに努めることとされています。 

 

１．教育・保育・子育て施策の充実 

①教育・保育の提供体制の確保 ⇒ 小規模保育事業（１園）、事業所内保育事業（１園）、保育園分

園（１園）の整備  

②妊婦健康診査⇒ 妊婦初期から出産まで１４回の妊婦健診を公費で実施 実利用者数 413 人 

③乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）⇒ 訪問実績 330 件 

④延長保育事業 ⇒ 利用者延べ人数 508 人 

⑤預かり事業 ⇒ 公立幼稚園で実施 利用者延べ人数 37,494 人 

⑥病児・病後児保育事業 ⇒ 利用者延べ人数 543 人 

⑦放課後児童健全育成事業 ⇒ 新規の放課後児童クラブ２か所開所 

２．母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

①親子健康手帳の交付時の指導 ⇒ 妊娠健康診査の受診勧奨、食生活、妊娠中の過ごし方などマニ

ュアルを作成して指導。親子健康手帳交付件数 413 件 

②新生児訪問指導 ⇒ 訪問実績 125 件 

③乳幼児健康診査の充実 ⇒ 受診率 93.6% 

④むし歯予防の充実 ⇒ 3 歳児健診、2歳児歯科健診、1歳半健診で歯科健診を実施  

            （むし歯有病率 3 歳児 31.1% 1 歳半 1.4％）  

④学校における食育の推進 ⇒ 食育 SAT システムを利用し、食育事業を展開 

３．子育てしやすい地域づくり 

①児童館活動の充実 ⇒ マミーキッズや地域対象講座は継続的に開催し定着 

「児童館フェスティバル」や「巨大迷路」等も引き続き実施  

延べ利用児童数実績は 3館合計で 54,116 人 

②子育て情報提供の充実 ⇒ 「子育てガイドブック」をこども福祉課窓口にて配布、子育てポータ 

            ルサイト（ホームページ）「ゆいわらび」を開設 

③家庭教育学級の推進 ⇒ 家庭教育の一環として、各小中学校 PTA の役員を中心に、家庭教育学級を 

            20 回開催 

４．ワーク・ライフ・バランスの推進 

少子化対策普及啓発の推進 ⇒ ポスター掲示や冊子・チラシ配布等、沖縄県中部中央地域雇用創造協

議会が主催する講座の広報活動を実施 

５．要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

①要保護児童対策の充実 ⇒要保護児童対策地域協議会の事務局体制強化 

②特別支援教育の充実 ⇒町内小学校へ 10 人、中学校へ 3人の特別支援教育支援員を派遣 

６．子ども等の安全の確保 

①交通安全思想の普及啓発 ⇒ 年 4回の交通安全推進運動等の交通安全思想の普及啓発を実施 

②夜間パトロールの推進 ⇒ 毎月第 3金曜日に「少年を守る日」、夏休み期間の夜間巡回指導を実施

（夏休み夜間巡回指導実績）：実施回数 14 回・参加者：483 名 

 



 

西原町子ども・子育て支援事業計画 確保方策の進捗状況 

事 業 名   平成２７年度 量の見込みと確保の内容 確保の内容（提供体制） 

教育・保育の提

供体制の確保 

量の見込み 1,714 人 
私立保育園 9 カ所（989 人）、公立保育

所１カ所（111 人）、公立幼稚園 4 カ所

（353 人）、私立幼稚園 1 カ所（5 名） 実利用者数 1,458 人 

妊婦健康診査 

量の見込み 5,558 人回 妊娠初期から出産まで 14 回の妊婦検

診を公費で実施（実利用者人数 413

人） 
実利用者数（延べ人数） 4,698 人回 

乳幼児家庭全戸

訪問事業 

量の見込み 376 人 母子保健推進委員 18 人保健師３人で

訪問 実利用者数 330 人 

延長保育事業 
量の見込み 661 人 私立保育園 9 カ所、公立保育所１カ所

で実施 実利用者数（延べ人数） 508 人 

預かり事業 
量の見込み 56,950 人日 

公立幼稚園 4 園で実施 
実利用者数（延べ人数） 37,494 人日 

一時預かり事業 

  （その他） 

量の見込み 8,359 人日 
認可保育園 3 園で実施 

実利用者数（延べ人数） 661 人日 

ファミリーサポー

トセンター事業 

量の見込み 2,700 人 平成 27 年度末現在登録数（西原町会

員データ）おねがい会員233人 サポー

ト会員 63 人 両方会員 12 人 実利用者数（延べ人数）  3,301 人 

病児・病後児保

育事業 

量の見込み 990 人日 
太田小児科医院に委託 

実利用者数（延べ人数） 543 人日 

地域子育て支援

拠点事業 

量の見込み 1,920 人回 
めぐみの広場（西原白百合保育園

内）、まんぼうはうす（さざなみ保育園

分園内）で実施 実利用者数（延べ人数） 5,143 回 

放課後児童健全

育成事業 

量の見込み 666 人 放課後児童クラブ（補助金交付団体）

が 10 か所、補助金を受けていない学

童が 2 か所 実利用者数 374 人 

親子健康手帳の

交付時の指導 

交付件数 413 件 

手帳交付は、保健師または栄養士が

行い、食生活や妊娠中の過ごし方等の

保健指導している。また、アンケートを

実施し、家族歴や既往歴などを聞き取

り、妊娠中の健康管理について説明し

ている。若年やハイリスク妊婦について

は、地区担当の保健師へ情報提供し、

継続支援につなげている。 

１１週までの届出 372 件（90.1％） 

新生児訪問指導

の推進 

平成 26 年度実績 109 件 委託助産師による訪問指導を行ってい

ます。ハイリスクケースの場合は、助産

師との同伴訪問等を実施し、その後も

継続して支援しています。 平成 27 年度実積 125 件 



乳幼児健康診査

の充実（受診率） 

平成 26 年度 94.9% 乳幼児健診の受診率向上のため、広

報誌やHP等による周知を行う。未受信

者については、受診勧奨訪問を実施 
平成 27 年度 93.6% 

1 歳 6 ヶ月健康

診査（受診率） 

平成 26 年度 91.6% 乳幼児健診の受診率向上のため、広

報誌やHP等による周知を行う。未受信

者については、受診勧奨訪問を実施 
平成 27 年度 93.0% 

3 歳児健康診査

（受診率） 

平成 26 年度 90.3% 
乳幼児健診の受診率向上のため、広

報誌やHP等による周知を行う。未受信

者については、受診勧奨訪問を実施 平成 27 年度 91.8% 

むし歯予防対策

の充実 

平成 26 年度（むし歯有病率） 
3 歳児 26.7％、1 歳

半 3.3％ 
3 歳児健診、2 歳児歯科健診、1 歳半健

診で歯科健診を実施し、各健診でフッ

素塗布を実施しています。 平成 27 年度（むし歯有病率） 
3 歳児 31.1％、1 歳

半 1.4％ 

ベビースクール

の充実 

開催回数 18 回 4 ヶ月児から 6 ヶ月児を対象にベビース

クールを開催 参加者数 204 人 

 

   

 

 


