
いきいきこどもプランの計画目標と H22 年度の状況 

 

 平成２２年３月に作成作成した「いずも次世代育成支援行動計画（いきいきこどもプラ

ン）」にあげている計画目標の取組み状況を次のとおり公表します。 

 

■子どもと親の心と身体の健康増進に関わる目標 

区分 計画 H22 年度 

の状況 事業名 具体的な取組項目 現状 実施年 目標 

妊娠期の健康教室 

年間開催回数 48 回 
Ｈ20 実績 内容充実 

26 回 

参加者 236 人 262 人 

妊娠中の喫煙率 4.2% H20 調査 低下 2.3% 

乳幼児健診 受診者の満足度 78.5% H19 調査 満足度の増加 84.1% 

妊婦・乳幼児健康相談 

臨床心理士相談 

妊婦・乳幼児健康相談 183 回 

H20 実績 継続実施 

127 回 

臨床心理士相談 26 回 24 回 

社会福祉士相談 44 回 44 回 

子育てに自信が持てない親

の割合 
36.2% H19 調査 減少 33.3% 

離乳食教室 
年間開催回数 18 回 

H20 実績 継続実施 

18 回 

参加者 315 人 318 人 

乳幼児教室 
年間開催回数 201 回 190 回 

参加者 4,571 人 4,210 人 

  21 時までに寝る幼児の割

合 

1.6 歳児20% 
H19 調査 

増加 17.8% 

  3 歳児8.3% 増加 8.9% 

  
朝食を欠食している1歳～

12 歳の割合 
6.4% H19 調査 減少 6.3% 

歯科検診 

う歯のない5歳児の割合 46.6% H20 調査 増加 （集計中） 

歯磨き習慣のある幼児の割

合 
69.0% H18 調査 増加 

1.6歳児  62.3% 

３歳児  93.3% 

思春期保健 

ぷらりねっと（居場所） 実施 

H20 実績 

継続実施 継続中 

性やたばこ等の学習の機会 

年間開催回数 
102 回 

外部講師による学

習を取り入れる学

校数の増加 

105 回 

参加者 7,182 人 5,904 人 

ブックスタート 4 ヶ月児全員に配布 H20 実績 充実 実施 

子育てサークルの育成 47 サークル H20 実績 現状維持 45 サークル 

家庭訪問 

妊産婦訪問 1,174 人 

H20 実績 充実 

1,326 人 

新生児訪問 447 人 378 人 

乳幼児訪問 1,754 人 2,268 人 

すこやか訪問 98 回 123 回 

 



■仕事と子育ての両立支援に関わる目標 

区分 計画 H22 年度 

の状況 事業名 具体的な取組項目 現状 実施年 目標 

認可保育所 受入れ児童数 ※4,409 人 

H21 実績 

4,780 名 4,598 人 

延長保育事業 実施施設数 ※41 か所 43 か所 41 か所 

夜間保育事業 実施施設数 2 か所 2 か所 ２か所 

夜間保育事業 夜間保育所 1 か所 2 か所 1 か所 

休日保育事業 実施施設数 7 か所 9 か所 7 か所 

特定保育事業 実施施設数 ※6 か所 7 か所 5 か所 

病（後）児保育事業 実施施設数 4 か所 5 か所 4 か所 

放課後児童クラブ事業 
クラブ数 37 か所 40 か所 36 か所 

受入児童数 1,030 人 1,430 名 1,059 人 

  ※H21 年度見込み数値   

■子育てを応援する地域づくりに関わる目標 

区分 計画 H22 年度 

の状況 事業名称 具体的な取組項目 計画時の実績等 実施年 目標 

一時保育事業 実施保育所数 ※26 か所 

H21 実績 

26 か所 26 か所 

一時預かり事業 実施保育所数 ※17 か所 17 か所 14 か所 

ファミリーサポートセンタ

ー事業 
実施体制 1 か所 1 か所 1 か所 

地域子育て支援 

センター事業 
実施箇所数 9 か所 9 か所 9 か所 

子育てサポーター 登録者数 52 人 58 名 53 人 

出雲市要保護児童対策地域

協議会の強化 
実施 充実 連携強化 

子育て情報の提供 実施 充実 
HP版子育てべんり

帳作成 

 
 


