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[主な事業内容と成果]

○決算額　7,080千円（市負担金500千円）

○出逢い＆ふれあいの会（セミナー及び出逢いイベント）

開催日

開催場所

参加人数

カップル数

.
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[主な事業内容と成果]

母子健康手帳交付数 423件

父子健康手帳交付数 412件

○育児支援事業

教室名

ことばを育てる教室 ○発達支援事業

パパママ教室 事業名

離乳食相談会 のびのび教室

すくすく広場 発達相談会

子育て広場 ことばの相談

おひさま広場育児相談 心理相談8 154 37 100

23 48 70 662

12 188 7 21

5 40 12 43

　 妊娠･出産･育児に関する総合的な相談や支援を提供する子育て
世代包括支援センターを設置し、切れ目のない支援に努めた。
 さらに、のびのび教室一部を委託し集団指導や児の関りを学ぶ機会
を増やし支援の充実に努めた。

（単位：回、人）

実施回数 参加者数

3 89 （単位：回、人）

4 98 実施回数 参加者数

母子健やか支援事業

事 業 番 号 ２ 母子健康支援事業
決算額 4,637 千円
所管課 こども支援課

財源内訳 国県 746 市債 その他 一般 3,891

24人 68人 36人 36人 78人

10組 6組 12組

財源内訳 国県 市債 その他 一般 500

事 業 番 号 １ 「ふれあいの場」創出事業
500

Ⅱ　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
※事業費は決算ベース

決算額
地域振興一般管理費

千円

市立図書館 鹿島ガーデンヴィラ 東白川郡４町村 東京第一ホテル新白河 グランドエクシブ那須白河

所管課 生活防災課

　少子化等により地方における「結婚問題」は、深刻な状況にあるため、定住自立圏の広域的な範囲で「ふれあいの場」創
出事業を実施することにより多くのカップル誕生を図るとともに、少子化対策と定住自立の促進を図ることを目的とし、県南9
市町村を対象に世話やき人セミナーを１回、出逢い創出パーティーを4回（同時に結婚意識形成のセミナー開催）実施し
た。パーティーには延べ242人の参加があり、28組の男女が互いに好印象を持ち、出会いのきっかけ作りとなった。

世話やき人セミナー 第1回イベント 第2回イベント 第3回イベント 第4回イベント

6月24日（日） 7月28日（土） 9月29日（土）～30日（日） 11月18日（日） 2月16日（土）

【パパママ教室の様子】

資料２
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[主な事業内容と成果]
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[主な事業内容と成果]
○妊産婦健康診査事業

○産後ケア事業

件数 2 2

○新生児聴覚検査事業

　聴覚障がいを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育が受けられるようにするため、検査費用の一部を助成し、
経済的負担の軽減を図った。

（単位：人）

検査受診者 421

　産後一年以内の母子に対し産後の疲労回復や、母乳育児不安等に対する様々な悩みの解消のため、福島県助産師会
に委託し、宿泊や日帰りで助産施設を利用する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図った。

（単位：人）

種別 日帰りケア 宿泊ケア

　 妊娠出産を支援するため、妊婦健診を15回(妊娠前期1回、妊娠後期1回、その他13回）、産後1か月健診1回の費用を助
成し、異常の早期発見と保健指導を行った。

（単位：人）

健診時期 妊娠前期 妊娠後期 その他健診 産後１か月 合計

受診者数 423 429 4,279 438 5,569

財源内訳 国県 1,354 市債 その他 一般 50,971

合　　計 2,341 2,305

母子健やか支援事業

事 業 番 号 ２ 妊産婦健康診査事業
決算額 52,325 千円
所管課 こども支援課

1歳6か月児健康診査 484 471

2歳児健康診査 486 481

3歳児健康診査 492 486

　乳幼児の病気の予防と早期発見、健康の保持・増進及び子育て支援を目的に、月齢に合わせて健康診査を実施するとと
もに、未受診者には保健師が訪問し受診勧奨や発達の確認を行った。

（単位：人）

健診名 対象者数 受診者数

4か月児健康診査 436 428

1歳児健康診査 443 439

財源内訳 国県 市債 その他 836 一般 5,265

母子健やか支援事業

事 業 番 号 ２ 乳幼児健康診査事業
決算額 6,101 千円

所管課 こども支援課
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[主な事業内容と成果]

〈補助率〉　国補助金　1/3　　　県補助金　　1/3

〈利用実績〉 〈歳出決算内訳〉 （単位：千円）

.
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[主な事業内容と成果]

千円 千円 千円 千円

[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

おでかけたんぽぽ 90 816 649 1,465 16

合　　計 7,985 6,818 14,803

たんぽぽサロン 144 1,001 777 1,778 12

赤ちゃんひろば（大沼） 24 199 202 401 17

赤ちゃんひろば（本町） 48 490 496 986 21

大信子育て広場 91 707 525 1,232 14

大人 計
1日
平均

需用費 49

合計 12,540

おひさまひろば 278 4,772 4,169 8,941 32

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業
決算額 12,540 千円
所管課 こども支援課

国県 8,358 市債 その他 一般 4,182

乳幼児とその保護者が気軽に集い、語り合い、交流する場を開設し、子育てについての相談、子育て情報の提供を行った。

病児保育事業

・病児保育運営費
・消耗品費、燃料費、光熱水費
・通信運搬費、手数料
・警備委託料
・建設工事費
・備品購入費
・水道加入金

46,294 26,712 19,267 315

　病気を患い保育所、幼稚園等で保育することが困難な児童を一時的に保育する病児保育施設を白河厚生総合病院敷
地内に建設し児童の福祉の向上を図った。

事業名 内　　　　容 事業費
財源内訳

国県 市債 その他 一般

財源内訳 国県 26,712 市債 その他 19,267 一般 315

　特定不妊治療、男性不妊治療を行った場合、治療に要した費用の一部を助成した。
　　(1回の治療につき、5～10万円の助成を実施）

（単位：件、千円）

助成件数 　　助成額

54 4,512

病児保育事業

事 業 番 号 ５ 病児保育事業
決算額 46,294 千円
所管課 こども育成課

財源内訳 国県 市債 その他 一般 4,512

特定不妊治療費用助成事業

事 業 番 号 ４ 特定不妊治療費用助成事業
決算額 4,512 千円
所管課 こども支援課

事 業 番 号 ３

財源内訳

（単位：日、人）

利用状況 事業内容 事業費

施設
開設
日数

利用人数 委託料 12,491

子ども
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[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

千円 千円 千円 千円

[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

認定こども園整備事業 負担金補助及び交付金 116,850 77,900 0 0 38,950

学校図書館利活用推進事業

事 業 番 号 ７ 学校図書館利活用推進事業
28,826 千円

学校教育課所管課

　（学）専念寺学園認定こども園ぼだい樹の園舎改修工事に対し、保育所部分の補助対象経費について、保育所等整備
交付金の補助金を交付した。

事業名 内　　　　容 事業費
財源内訳

国 県 市債 一般

財源内訳 国県 77,900 市債 その他 一般 38,950

認定こども園整備事業

事 業 番 号 ６ 認定こども園整備事業
決算額 116,850 千円
所管課 こども育成課

需用費 2,127

使用料及び賃借料 1,818

合計 28,826

【学校図書館リニューアル(白河中央中)】

財源内訳 国県 市債 その他 一般 28,826

決算額

　市立図書館を拠点とした学校司書の配置は、これまで全ての小学校と3つの中学校で行っている。平成30年度は新たに
白河中央中と東中で行い、学校図書館を整備するとともに本の貸し出しを電子化した。学校司書が学校図書館に存在する
ことで、児童・生徒が本と出会い、読書をする環境づくりを推進し、児童・生徒が読書の楽しさを実感できる機会を増やすこ
とができた。学校司書を配置したことで、学校図書館が「読書センター」、「情報センター」、「学習センター」としての機能を
果たした。

事業内容 事業費

社会保・共済 3,312

賃金 21,558

旅費 11
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[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

千円 千円 千円 千円

[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

役務費 26

使用料及び賃借料 28

合　計 11,767

【教育講演会の様子】

11,767

　複式学級を解消して学年別指導を行ったり、大規模校においてティームティーチングを行ったりするために、非常勤講師
3人を配置し学力向上を支援した。
　また、教育講演会を開催し、全教員が特別活動を通した学級づくりについて話を聴く機会を設けた。

事業内容 事業費

賃金 9,425

報償費 200

需用費 2,088

その他 一般 924

所管課

924

財源内訳 国県 市債 その他 一般

【市立図書館の歴史新聞の展示】

学校基礎学力向上推進事業

事 業 番 号 ９ 学校基礎学力向上推進事業（小学校）
決算額 11,767 千円
所管課 学校教育課

事業費

　小学校15校の成果を4回に分けて市立図書館ロビーに掲示した。また、「小学6年生学びの集い」を市立図書館において
開催し、各地域の歴史や文化などについて互いに紹介し合った。

○学習内容

　小学１年生は地域のお年寄りの協力のもと、昔遊びを体験した。小学２年生は「しらかわ語りの会」などの外部講師の協力
により昔話などの読み聞かせを行った。小学３年生は表郷の「鈴木家住居」を訪問し、４年生は社会科の学習と関連付け
て、地域の昔のくらしや開拓などを調べてまとめた。小学５年生は白河茶道連盟や翠楽苑の協力を得て茶道体験を行い、
伝統文化にふれた。小学６年生は小峰城を中心とした白河の歴史を探検したり中山義秀記念文学館を訪問したりした。

教育振興費

事 業 番 号 ８ 白河の歴史文化再発見事業
決算額 924 千円

学校教育課
財源内訳 国県 市債

904

需用費 20

使用料及び賃借料

合　計

事業内容
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[主な事業内容と成果]

（単位：千円）

事業費

賃金 7,078

需用費 1,181

合計 8,259

    　【学力向上推進会議における研修】

財源内訳 国県 市債 その他 一般 8,259

学校基礎学力向上推進事業

事 業 番 号 ９ 学校基礎学力向上推進事業（中学校）
決算額 8,259 千円
所管課 学校教育課

　各中学校の学力向上を支援するにあたり、個別指導や習熟度別指導、ティームティーチングを実施するため非常勤講師
3人を配置した。個に応じた指導の成果として、全国学力・学習状況調査の結果、小学校では、国語、算数、理科が全国平
均を上回った。中学校では、国語、理科が全国平均を上回り、中学校の数学はほぼ全国平均と同じであった。

事業内容
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