
事業№ 事業の名称 質問・意見等 回　　　答 所管課

全て
コロナ禍により、全ての事業において、方針や目標の見直しが必要だ

と思います。

新型コロナウイルス感染拡大における対応のため、本市の施策が計

画通り進めることが難しい状況ではありますが、現段階では収束した

際においては計画どおり実施してまいりたいと考えております。また、新

しい施策等も含め２年後の中間見直しの時期に検討したいと考え

ております。

子育て支援課

2 乳児院の設置

虐待相談対応件数は年々増加しております。乳児院の機能を、子

育て短期支援事業できちんと補完できるのでしょうか。とくに児童相

談所からの一時保護委託について危惧しています。

子育て短期支援事業の利用希望者が、満床を理由に入院を断ら

れることはなく、乳児院の機能を補完できているものと思われます。
子育て支援課

4
飯塚市要保護児童連絡協

議会

会議の回数・頻度でなく、生産性を高める方法などご検討いただけ

ないでしょうか。キントーンシステム(虐待防止特別プラン、5年間無

料)導入の見通しもお聞かせください。

特に支援が必要なケースを重点的に協議し、解決策を導けるよう、

会議内容の見直しを行うなど対応していきたいと思います。

キントーンシステムについては、導入について十分検討してまいりま

す。

子育て支援課

6
子ども家庭総合支援拠点

事業

専門職として、どのような職種の方が配置されるご予定でしょうか。モ

デル・先進事例として参考にされている地域はございますでしょうか。

ご教示ください。

計画書記載の業務を専門的に行う職員として、「子ども家庭支援

員」、「虐待対応専門員」を配置するよう検討しています。

また、今年度に県内各市の設置状況について調査を行い、すでに

設置済みである久留米市・糸島市・宗像市、県外では岩国市・大

村市を参考としています。

子育て支援課

9 母子手帳交付

10代の妊娠や望まない妊娠では、母子健康手帳未発行が問題と

なり、出産まで行政・医療と接点がないケースもございます。難しい

課題と承知しておりますが、対策や解決策などございますでしょうか。

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠に戸惑っている等の相

談も受けるように取り組んでいます。チラシ・ポスター等で周知もして

いますが、母子手帳交付時に相談を受けることがほとんどです。妊娠

した時点ですぐに相談できる窓口としてのPRに努め、若年での妊娠・

望まない妊娠の減少を図りたいと考えています。

健幸・スポーツ課

10 乳幼児健康診査
コロナ禍にあり、個別健診や集団検診などによって受診率も異なると

思います。今後の方針をお聞かせください。

従来の集団健診においては、受診率は95％を超える状況にありま

した。コロナ禍の個別健診においては、当初受診率が低迷していた

ものの、集団健診と同様に未受診者対策で受診勧奨に努め、

90％にまで伸びてきています。今後も厳しい状況が考えられ個別健

診の実施となる可能性が高いですが、個別健診であっても、未受診

対策に取り組み受診率を上げると共に、母子に積極的に関われる

工夫を考えていく予定です。

健幸・スポーツ課

飯塚市子ども・子育て支援事業計画に係る質問・意見等に対する回答（②目標一覧表について)



12 予防接種
子宮頸がんワクチン・ロタウイルスワクチンにつきましても目標値を知り

たいです(参考値でも構いません)。

定期予防接種として位置付けているため、目標接種率100％と考

え、接種勧奨を実施しています。子宮頸がんワクチンについては、接

種勧奨を差し控えているため、目標接種率の数値については計上が

しづらい現状です。

健幸・スポーツ課

15 出産子育て事業

子育て支援センターの講座でもできる内容なのでは？健幸・スポー

ツ課がするよりも、各子育て支援センターで開催する方が、その後の

利用にもつながりやすい。ただ、単独でするのではなく、連携をとって

開催すれば、負担も少なくなると思う。

妊娠中知識の獲得と、スムーズな子育て支援に移行できる様、前

向きに検討したいと思います。専門知識を持った人材確保、指導内

容の検討が必要になるので、健幸・スポーツ課と子育て支援センター

で連携し検討していきたいと考えます。

健幸・スポーツ課

16 離乳食教室

コロナ禍で、ますます利用が減ると思われる。感染のリスクを考えた

ら、市のHPから、いつでも診られるような動画配信など、これからの

「新しい生活様式」での方法を工夫していく必要があると思われる。

コロナ禍の状況を鑑み、離乳食教室は令和2年6月から個別で実

施しています。市HPには、家庭でも見ることができるよう過去の教室

レシピを掲示しました。現在、動画配信やリモートでの実施について

環境を整えているところです。

健幸・スポーツ課

17 育児相談

例えば、リモートで相談できるような工夫はできないでしょうか？ビデ

オ通話を利用して、子どもの動きを見ながら、保護者の相談に乗る

など。子育て支援センターでも、利用者の相談に対して、保健師さん

にリモートで相談できるようなサービスが提供できたら良いと思いま

す。

現在、リモートでの相談環境を整えているところです。今後は電話だ

けでなく、保護者・お子さんの様子を見ながら相談を受けることができ

るようになると思います。

健幸・スポーツ課

21 乳児家庭全戸訪問事業
R6年度目標に年間訪問数172人としているが、訪問率を目標に

し、訪問率とともに訪問数を出していただきたいです。
そのようにいたします。 子育て支援課

40 障がい児保育事業

もちろん、全ての保育所・こども園での受け入れをお願いしたいところ

ですが、専門的な児童発達支援センターやOT訓練などの施設があ

るという情報も提供してほしい。特に、年齢の低い子どもほど、療育

の効果が顕著に表れます。子育て支援課だけではなく、健幸・ス

ポーツ課、社会・障がい福祉課とも連携して進めてほしい。

保護者の方から寄せられる相談等について、関係課と連携し対応し

ておりますが、情報提供についても、関係課と協議しながら進めてま

いります。

子育て支援課

49
児童クラブへの障がい児の

受け入れ

資料１と同じく、施設の改修と指導員の加配しか掲載していない。

専門的な知識のある支援員の配置を、ぜひお願いします。各児童ク

ラブの利用者から、グレーゾーンの子どもたちとのトラブルの話をよく聞

きます。

気になる児童に関する専門的な知識が身に付くよう、支援員全体

研修を開催し、児童への接遇や人権学習を実施しています。また、

臨床心理士6名に、年間を通じて各児童クラブ支援員からの相談

に対する助言を依頼しており、気になる児童との接し方や指導方法

等、具体的なご意見を伺い随時対応しています。

教育総務課

学校教育課



72 病児保育事業
病気の子どもの預け先を増やすのではなく、保護者が安心して休め

る労働環境を推進していくことの方が大切だと思います。

保護者が安心して休める労働環境を推進していくことについては、他

の関係部署において、ワーク・ライフ・バランスについての意識の醸成・

啓発に取り組んでいるところです。一方で、子の傷病であっても容易

に休むことができない保護者にとっては、看護師、保育士がおり、安

心して預けることができる環境が必要です。インフルエンザの流行時

期等、季節によっては、希望者すべてを預かることができないこともあ

り、複数施設での実施はその点において必要と考えます。

子育て支援課

73
幼児教育アドバイザーの育

成・配置

導入の経緯や目的をお聞かせください(現在どういった課題があり、導

入する事で何を解決できるのか)。

幼児教育アドバイザーの育成・配置については、第2期計画策定に

おいて、新たに盛り込むべき項目として国から示されました。ご質問の

内容につきましては、計画書78ページに詳細に記載しております。

子育て支援課

89
教育相談事業(電話相談

を含む)

共働き家庭が増えている現在、来庁・電話相談する保護者の負担

を考えると、メールでの対応ができないかと思います。固定電話では

なくスマホが主流になっている現在、来庁・電話相談だけの方法は

見直すべきだと思います。

教育研究所での来庁・電話による相談受付(8:30～17:15)にお

いては、現在の相談員と対面での相談により、声のトーンや表情が

見えて、より適切な対応ができると考えます。メールによる相談受付

については、学校教育課代表メールにて24時間対応しています。

学校教育課

92
いじめ・不登校問題連絡協

議会

いじめ・不登校・暴力行為、自殺などの件数について、全国と比べて

飯塚市が多いのか少ないのか現状をお聞かせください。

暴力行為(対教師暴力含む)については、年間を通して数件しか発

生しておらず、大変低い状況です。

いじめの認知件数については、小学校で全国の約1/3、中学校で

約2/3という数値となっています。認知件数が低いと言うことは、「いじ

めが少ない」ととらえるだけでなく、いじめはどの学校でもどの子にも起

こり得るという積極的な意識をもって対応していただくようお願いをし

ています。

不登校については、1,000人当たりの発生率で比較すると、小学校

はほぼ全国と同じ、中学校については全国を上回る発生率となって

います。不登校の問題については、本市の大きな課題であると言え

ます。

自殺の件数については、いじめ・不登校問題連絡協議会では把握

しておりませんので、以下をご参照ください。

・飯塚市の20未満の自殺死亡率(人口10万人あたり・H21～

H30年累計)

男性1.7(全国3.3)、女性0(全国1.5)

※「飯塚市自殺対策計画　男女別年代別自殺死亡率(P13)」よ

り

学校教育課



94
非行の早期発見・早期指

導の実施

青少年の不良行為として、実際どのような行為が多いのでしょうか。

重度で複雑なケースもあるのでしょうか。

現在少年相談センターにおいて、センター職員及び地域の補導員や

関係機関と連携し街頭補導や非行防止の啓発を行っております。

重度なケース等は警察等関係機関に情報提供を行っており、直接

重度なケースへのかかわりはありません。

子育て支援課

101
子育て世代包括支援セン

ター(母子保健型)事業

特定妊婦における直近の対応実績をお聞かせください(全妊婦数、

特定妊婦数、特定妊婦の内訳として若年・精神・社会的などの割

合について)

妊娠届出数：696人

うち特定妊婦数は66人(妊娠届出数に対し9.5％)。

特定委妊婦内訳＜若年8人(12％)、精神31人(47％)、経済的

不安17人(26％)、支援者がいない8人(12％)重複あり＞

※R2.4月～R3.1月までの実績

特定妊婦として把握した方には、妊娠中から家庭児童相談員と同

伴訪問を行い、支援を行っています。

健幸・スポーツ課

121 休日等子育て支援事業

H31年度実施予定（過去会議資料）にチラシ配布がありました

が、どのようなチラシをいつ頃配布されましたか。R6年度目標の登録

者数減の根拠は何ですか。

事業概要や利用方法について記載したチラシをR1年6月に配布し

ております。

本事業は嘉飯圏域定住自立圏構想における対象事業となってお

り、H31年度目標の198人は、年間の全ての日曜・祝日66日に3

人の利用を見込んで設定しております。

現在も198人を受け入れる体制を整えて運営はしておりますが、R6

年度の目標については、H31年度の利用実績に基づいて57人と設

定しております。

子育て支援課

124 飯塚市少年の船

長年の活動に敬意を表しますが、withコロナでも同様の活動を続け

る事は可能でしょうか？パンデミックにも耐えうる仕組みが好ましいと

も考えます。

令和2年度は新型コロナウイルスの影響により事業を中止しました。

令和3年度は事業実施予定ですが、詳細な感染症対策については

今後、運営委員会と協議していくこととしています。

生涯学習課



126 図書館の子育て支援事業

本当に必要な事業なのか見直しが必要だと思います。各子育て支

援センターや交流センター、社協などでも似たような講座を開催して

いて、正に「客の取り合い」的な状況です。図書館は図書館としてや

るべきことはたくさんあります。イベント的な子育て講座は不要だと思

います。

生涯学習課として、飯塚市立図書館5館においては連携しながら、

読書活動の推進を図るため様々な手法を用いて、職務を遂行して

おり、場合によっては、科学や子育て、農業や郷土に関することなど

色々なものが、図書館と繋がり幅広いジャンルに応じて展開していく

ことが、読書活動の充実を図るためのものだと判断しております。

また、特に指定管理者(株)図書館流通センターにおいては、「飯塚

市立図書館施設　管理運営　仕様書」に基づき運営しており、仕

様書に基づき毎年事業計画会議を行い、提案書に沿った事業計

画を行い、社会の動向や市民のニーズに鑑み事業計画を作成して

おります。全国的な図書館運営の傾向を見ても、「イベント」は図書

館利用の重要な入口であり、読書活動のきっかけになるものでもあり

ます。

図書館としては、似たような講座があっても、他の講座に参加しそび

れたので、図書館の講座に参加できて良かったというような補い合う

状況も生まれていると思っています。現在の子育て世代のニーズが何

なのかをそれぞれの施設がくみ取っている結果でもあると思います。

「図書館としてやるべきこと」の具体的なものがあってのご意見だと思

いますので、例示していただけると、今後の事業計画の参考になるの

でたいへんありがたいです。

生涯学習課

134 学校評議員制度
導入率が100%に満たない理由や導入への障壁などあれば教えて

ください。

地域によっては近隣の方との関わりが少なくなってきたため、地域活

動が少なくなっており学校評議員制度の活用が難しい地域もありま

す。

平成29年4月1日より、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」の改正が行われ、学校評議員制度に代わり学校運営協議

会（コミュニティースクール）の設置が努力義務化となっており、いず

れは義務化される可能性があります。学校運営協議会は、現在小

学校5校、中学校3校に設置されており、来年度新たに設置を検討

している学校もあります。よって今後も学校評議員制度の導入率が

100％になることはありません。

当初の目標設定後に国から学校運営協議会義務化の方針が示さ

れたため、今後目標の見直しが必要と考えています。

学校教育課

138 子ども医療費助成事業

子育て支援の一環として、助成拡大のお考えはございますでしょう

か。飯塚市子育てに関するアンケート調査では「子育てのための経

済的支援の充実」を望む声が最も大きかったと思います。

子育てのための経済的支援の拡充として、従来小学校6年生までと

していた入院外の助成対象を、令和2年10月診療分から中学校3

年生までに拡大しました。

医療保険課



142 公立保育所運営事業

子育て支援の一環として、保育料軽減のお考えはございますでしょう

か。飯塚市子育てに関するアンケート調査では「子育てのための経

済的支援の充実」を望む声が最も大きかったと思います。

現時点では市単独で保育料軽減の予定はありません。幼児教育・

保育の無償化に伴い、令和元年10月より３歳以上児の無償化開

始となりましたが、今後、３歳未満児についての無償化への対応が

進んだ場合、国の方針にそって対応してまいります。

子育て支援課

169
通行等に安全な歩道の整

備

点検・整備の件数や設置要請件数を目標設定に入れてほしいで

す。

点検件数については、日常的に道路パトロールを行っており、また、

職員も移動時に注意を払いながら施設等の状況を確認しているた

め、数値化することが困難です。整備件数についてはお示ししている

数値であり、設置要請件数については、随時受付を行って順次整

備を実施しているため、目標設定することができない状況です。

土木管理課


