
次世代育成支援行動計画進捗状況につい崎 

 

ǖ 計画の策定背景、法的根拠及び位置付け 

  

急速作少子化昨進行朔腰社会経済全体削極薩崎深刻作影響燦与え傘雑昨埼あ傘こ碕栽晒腰国朔少子化

昨流参燦変え傘た薩昨総合的作流組燦推進す傘た薩腰烋成 15烝 7月削坤次世代育成支援対策推進法θ烋

成 26烝度ま埼昨時限立法χ墾燦制定しました甑 

こ昨法律削基咲済腰あ済傘野市削採け傘子鷺雑削関連す傘支援策昨総合的作指針碕作傘坤あ済傘野市

次世代育成支援行動計画墾燦策定し腰保育所質学童クラブ昨溜入参昨拡充や子育崎関連事業削流三組珊

埼まい三ました歳腰同法歳さ晒削 10烝間延長さ参ました甑 

こ昨た薩腰幼児期昨学校教育質保育腰地域子鷺雑質子育崎支援事業燦総合的質計画的削推進す傘た薩

削策定した坤あ済傘野市子鷺雑質子育崎支援事業計画墾削次世代育成支援行動計画昨内容燦引済61災作

歳晒腰6162す傘施策質事業削肴い崎腰方向性や目標燦定薩崎います甑 

 

ǘ 計画の期間 

  

本計画朔腰烋成 27烝度栽晒 31烝度ま埼昨 5栽烝碕し腰子鷺雑質子育崎支援施策燦推進し崎い済ます甑 

 

 烋成 

 27烝度 28烝度 29烝度 30烝度 31烝度 32烝度 33烝度 34烝度 35烝度 36烝度 

あき'72野市 

子'38も・子育'35 

支援事業計画 

現行計画      

     次期計画期間 

 

ǚ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

º 地域'40'07け'72子育'35 

の支援 

会 ひ碕三親家庭等へ昨支援昨充実  解 障歳い昨あ傘子鷺雑へ昨支援 

回 子育崎燦支援す傘生活環境昨整備 塊 子鷺雑等昨安全昨確保 

基本理念   子どもたち歳のびのび育ち 楽しく子育崎歳埼済るまち あ済る野 

瓺評価基準𤭯 ：

定常的実施

：一部着手

：未着手

会 子育崎しやすい環境昨支援  解 仕事碕子育崎昨両立支援昨推進 

ª 子'38もの成長を通し

た健康'34く'71 

№ 家庭の子育'35環境

'34く'71の支援 

Đ 子'38もの健や'08'39成

長'40資す'72教育環

境等の整備 

会 子育崎支援サ実ビス昨充実  解 保育サ実ビス昨充実 

回 子育崎支援昨ネットワ実ク咲采三 

会 母碕子昨健康昨維持質増進 



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

ゲ璈地域癉疢痏矞子育瘳癮支援ゲ璈地域癉疢痏矞子育瘳癮支援ゲ璈地域癉疢痏矞子育瘳癮支援ゲ璈地域癉疢痏矞子育瘳癮支援

膅ゲ䐢璈子育瘳支援秇籞ビ䅈癮充実膅ゲ䐢璈子育瘳支援秇籞ビ䅈癮充実膅ゲ䐢璈子育瘳支援秇籞ビ䅈癮充実膅ゲ䐢璈子育瘳支援秇籞ビ䅈癮充実

ゲ ○子癁睘家庭支援𥞴ン稛籞

璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長及皨福祉癮向琢砅図矞瘓𥇍𤩍子癁睘及

皨家庭癉関瘃矞総合相談𤩍子育瘳支援秇籞ビ䅈癮調整𤩍子育瘳

講燼癮開催𤩍子育瘳禕䈎籞𥫣等癮育成及皨支援砅行瘥瘳い𥆩

瘃璒

璈箛籞竴箵穖穪𤩍通信ア及皨䇮籞䈎配信等癉瞟瞤相談

事業等癉瘨い瘳周知砅図瞤𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍各機関㿉癮

連携癮強化癮瘓𥇍癮会議𤩍連絡会癮開催睼参加砅

痮𥆩瘃璒特癉𤩍保育園𤩍幼稚園等㿉連携及皨周知砅

図矞瘓𥇍𤩍園訪問砅実施痮𥆩瘃璒

璈講燼癉瘨い瘳皕6162痮瘳磕ン禡籞穪砅実施痮𤩍窊籞

𥞩癉合瘥瘓講燼砅開催痮𥆩瘃璒

璈𥞴ン稛籞事業皕𤩍説明会砅実施痮𤩍子育瘳皧矤ば㿉

癮相談連携方法等ォ巡回𤩍連絡会等オ癉瘨い瘳調整

痮𥆩瘃璒

璈子育瘳禕䈎籞𥫣支援皕𤩍交流会等癮実施𤩍禕䈎籞

𥫣活動癮場癮提供砅痮𥆩瘃璒痝癮直癉𤩍子癁睘家庭

支援𥞴ン稛籞癮更𤺋矞充実癉向痏𤩍各滲癮状況調

査砅実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈箛籞竴箵穖穪𤩍通信ア𤩍䇮籞䈎配信等癉瞟瞤相談事業等癉瘨い瘳周知砅図瞤𥆩痮瘓璒𥆩

瘓𤩍各機関㿉癮連携強化癮瘓𥇍人員砅配置痮𤩍会議𤩍連絡会癮開催睼参加砅痮𥆩痮瘓璒

特癉保育所𤩍幼稚園等㿉連携及皨周知砅図矞瘓𥇍𤩍園訪問砅実施痮𤩍𥞴ン稛籞事業癉瘨

い瘳睘説明砅行い𥆩痮瘓璒

璈講燼癉瘨い瘳皕𤩍窊籞𥞩癉合瘥瘓不容砅実施瘃矞㿉㿉睘癉𤩍超癆癉向痏瘳癮磕ン禡籞穪

睘実施痮𥆩痮瘓璒

璈子育瘳禕䈎籞𥫣癮支援癉瘨い瘳皕𤩍交流会等癮実施𤩍禕䈎籞𥫣活動癮場癮提供疰𤹪疷

矞瞟う癉痮𥆩痮瘓璒

コ ○児童手当癮支給

璈国癮制燵㿉痮瘳𤩍保護者疰所得制限等癮要件砅満瘓痮瘳い矞

中学生𥆩𤹪癮児童癉対痮𤩍鏤巸𤹪ゴ歳鑷満癉皕ゲザ,ケケケ付𤩍ゴ歳以

琢椌学校修了前癮第ゲ𤩍コ子癉皕ゲケ,ケケケ付𤩍第ゴ子以降皕ゲザ,ケケケ

付𤩍中学生癉皕ゲケ,ケケケ付𤩍所得限燵巸砅超え瘳い矞世澳癉皕一

癈ザ,ケケケ付癮手当砅溜給者膅保護者𤩍養育者等䐢癉烝ゴ回𤩍ゲ回サ

㽷鏤便砅𥆩㿉𥇍瘳支給痮瘳い𥆩瘃璒

璈国癮制燵癉合わ瘇瘳𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈烋成コス烝燵児童手当溜給者数璈ゲケ,ケザズ人膅椌学校修了前ジ,ズコズ人𤩍中学生コ,ゲゲシ人𤩍里

親ゲサ人䐢

璈窓口連携癉瞟瞤出生睼転入時癉申請漏矟疰𤺋い瞟う対応痮𥆩痮瘓璒

ゴ ○医療費癮助成制燵

埞乳幼児医療費助成制燵…東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍保護者疰所

得制限癮要件砅満瘓痮瘳い矞椌学校就学前𥆩𤹪癮児童癉対痮𤩍

医療機関𤹪支払う医療費砅助成痮瘳い𥆩瘃璒あ疷矞褫滲癮場合

皕𤩍所得制限砅超え瘓方癉睘滲独自𤹪助成痮瘳い𥆩瘃璒

埰義務教育就学児医療費助成制燵…東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍保

護者疰所得制限癮要件砅満瘓痮瘳い矞義務教育就学期癉あ矞

児童癉対痮𤩍医療機関𤹪支払う医療費砅助成痮瘳い𥆩瘃璒

璈6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍所得制限癮撤廃睼国

癮制燵㿉𤺋矞瞟う要望痮瘳い疷𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

埞乳幼児医療費助成制燵

璈窓口連携癉瞟瞤出生睼転入時癉申請漏矟疰𤺋い瞟う対応痮𥆩痮瘓璒

璈都制燵癮瘓𥇍𤩍所得制限癮撤廃睼国癮制燵癉𤺋矞瞟う癉要望痮𥆩痮瘓璒

璈溜給者数サ,ゲジザ人

埰義務教育就学児医療費助成制燵

璈窓口連携癉瞟瞤転入時癉申請漏矟疰𤺋い瞟う対応痮𥆩痮瘓璒

璈都制燵癮瘓𥇍𤩍所得制限癮撤廃睼国癮制燵癉𤺋矞瞟う癉要望痮𥆩痮瘓璒

璈溜給者数ザ,ズサシ人

サ ○入院助産費癮支給

璈東京都癮制燵𤹪𤩍出産癉当瘓瘥瘳𤩍保健琢必要𤹪あ矞癉睘㽷

㽷わ瞢瘘𤩍経済的𤺋理由𤹪病院又皕助産所癉入院𤹪疷𤺋い妊

産婦癮方砅対象癉𤩍㾮癮費用砅助成痮𥆩瘃璒対象㿉𤺋矞方皕𤩍生

活保護世澳睼住民税非課税世澳等㿉𤺋瞤𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈支給件数璈コ件

ザ ○瞟瘜瞟瘜稛磹筁𤩍幼児祲箐𥫤

璈瞟瘜瞟瘜稛磹筁皕ゲ歳前癆癮親子𤩍幼児祲箐𥫤皕コ歳㽷瞢サ歳𥆩

𤹪癮親子砅対象㿉痮𤩍穀皨𤺋癁砅通痱瘳子癁睘癮邊団生活盨癮

準備㿉親輪士癮交流砅支援痮瘳い𥆩瘃璒

璈保護者癮窊籞𥞩癉合瘥瘓様々𤺋穀皨睼邊団活動

癮䇮窊筦籞砅流瞤入矟事業不容癮充実砅図瞤𤩍子育

瘳及皨交流癮場㿉痮瘳実施痮瘳い疷𥆩瘃璒

子癁睘譏策課

ヂ コ

璈児童館癉瘳搆溫金曜日癉実施痮瘳い矞ほ㽷𤩍殺動会等癮合輪行事睘実施痮𥆩痮瘓璒

璈合輪殺動会参加者数ゲケシ人

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

シ ○児童館事業

璈児童癉健全𤺋穀皨砅諾え瘳𤩍健康𤺋身体癮育成㿉豊㽷𤺋情操

砅養い𤩍児童福祉癮向琢砅図瞤𥆩瘃璒

璈児童館癮利用状況砅考慮痮𤩍子癁睘籗子育瘳支援

事業計画癮学童祲箐𥫤癮褻癮確保策睼中長期癮公

共施設再配置等㿉癮整合性砅図瞤𤺋疰瞢𤩍事業砅禍

𥇍瘳い疷𥆩瘃璒

子癁睘譏策課

ヂ コ

璈児童館事業皕体験活動等砅6162実施痮𥆩痮瘓璒

ス ○幼稚園癉疢痏矞就園前児童癮子育瘳支援事業

璈滲不幼稚園癉疢い瘳𤩍鑷就園児睼㾮癮保護者癉対痮瘳子育瘳

癉関瘃矞相談癉応痱矞𤺋癁癮支援砅行い𥆩瘃璒

璈全園𤹪実施痮瘳疢瞤𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

保育課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈子育瘳相談璈サ園

璈子育瘳井戸端会議璈コ園

璈鑷就園児癮保育璈シ園

璈園庭籗園舎癮開譌璈ザ園

璈子育瘳情報癮提供璈ゴ園

璈子育瘳講燼籗講演会璈ゲ園

璈子育瘳広場璈ゲ園

ズ ○赤瘜𥈞砉ふ瞢瘥㿉事業癮推禍

璈東京都癮制燵𤹪𤩍椌痠𤺋疢子様砅連矟瘓方疰晧心痮瘳疢出㽷

痏𤹪疷矞瞟う整備痠矟瘓𤩍授乳睼疢𥇥瘨替え等疰𤹪疷矞䅈笪籞䅈

𤹪瘃璒公共施設睼椌痠𤺋疢子様砅連矟瘳出㽷痏矞身近𤺋地域盨

癮整備砅推禍痮瘳い𥆩瘃璒

璈設置箇所数疰増え矞瞟う働疷㽷痏矞㿉㿉睘癉利用痮

睼瘃い瞟う周知痮𥆩瘃璒

 目標値           設置箇所数

烋成コジ烝燵      シ㽷所

烋成コス烝燵      ジ㽷所

烋成コズ烝燵      ス㽷所

烋成ゴケ烝燵      ズ㽷所

烋成ゴゲ烝燵    ゲケ㽷所

子育瘳支援課

ヂ ゲ

璈滲不ゲケ㽷所

璈授乳睼疢𥇥瘨替え等疰𤹪疷矞䅈笪籞䅈砅𤩍東部図書館及皨秋川ふ矟あい𥞴ン稛籞癉設

置痮𥆩痮瘓璒

ゲケ ○地域子癁睘育成箛籞䅣籞養成事業癮推禍

璈地域癉疢い瘳𤩍子癁睘砅晤瞤𤩍育瘳矞瘓𥇍癮瓖地域子癁睘育成

箛籞䅣籞瓘癮育成砅図瞤𤩍子癁睘瘓瘜砅棡痀痝㿉𤹪𤩍郷土愛砅持瘥

瘓子癁睘砅育瘳𤩍地域癮絆砅深𥇍矞痝㿉癉繋痓瘳い疷𥆩瘃璒

璈地域癉疢い瘳𤩍子癁睘砅晤瞤𤩍育瘳矞瘓𥇍癮瓖地域

子癁睘育成箛籞䅣籞瓘癮育成砅図瞤𤩍子癁睘瘓瘜砅棡

痀痝㿉𤹪𤩍郷土愛砅持瘥瘓子癁睘砅育瘳𤩍地域癮絆砅

深𥇍矞痝㿉癉繋痓瘳い疷𥆩瘃璒

子癁睘譏策課

ヂ コ

○あ疷矞褫滲地域子癁睘育成箛籞䅣籞事業

璈地域癮絆砅深𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍郷土愛砅持瘥瘓瓖あ疷矞褫瘥子瓘砅育瘳矞瘓𥇍𤩍大人瘓瘜癮

知識𤩍経験𤺋癁砅生㽷痮瘳𤩍㾮矟𤸎矟癮地域癉疢痏矞子癁睘癮晧全籗晧心癮確保㿉健全

𤺋育成砅担うあ疷矞褫滲地域子癁睘育成箛籞䅣籞砅養成痮𥆩痮瘓璒

璈ィ定者数璈ゲジ人膅計ゲゲズ人䐢

璈研修会璈シ回膅養成研修会璈サ回𤩍竴ォ箼籞磕穖𥫣研修会璈コ回䐢

○あ疷矞褫滲地域子癁睘育成箛籞䅣籞提案事業

璈あ疷矞褫滲地域子癁睘育成箛籞䅣籞疰自由𤺋æ想𤹪主体㿉𤺋瘥瘳実施瘃矞子癁睘癮育

成睼子育瘳支援𤺋癁癮提案事業癉対痮補助金砅交付痮𤩍地域𤹪子癁睘砅育成瘃矞環境癮

推禍砅図瞤𥆩痮瘓璒

璈提案事業件数璈ジ件

膅コ䐢璈保育秇籞ビ䅈癮充実膅コ䐢璈保育秇籞ビ䅈癮充実膅コ䐢璈保育秇籞ビ䅈癮充実膅コ䐢璈保育秇籞ビ䅈癮充実

ゲゲ ○保育所籗幼稚園癮園庭開譌

璈滲不保育所及皨幼稚園癉疢い瘳𤩍鑷就園児睼㾮癮保護者癉

対痮瘳園庭開譌砅実施痮𥆩瘃璒

璈全園𤹪実施痮瘳疢瞤𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

保育課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈滲不幼稚園籗保育所膅公立保育所ゴ園𤩍私立保育所ゲコ園𤩍私立幼稚園ザ園䐢

ゲコ ○ィ証保育所癮充実

璈保護者癮窊籞𥞩癉適痮瘓保育癉対応瘃矞瘓𥇍𤩍ィ証保育所砅

支援痮𥆩瘃璒

璈事業者𤩍利用者盨癮支援砅通痱瘳𤩍保育環境癮充

実砅図瞤𥆩瘃璒

 目標値           烝間利用者数

烋成コジ烝燵       シズ人

烋成コス烝燵       シズ人

烋成コズ烝燵       シズ人

烋成ゴケ烝燵       シズ人

烋成ゴゲ烝燵       シズ人

保育課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

○滲不コ園

璈烝間利用者数璈シズ人膅延𥄢利用者数璈シズゴ人䐢



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

膅ゴ䐢璈子育瘳支援癮ネ穖穪ワ籞祲瘼痀瞤膅ゴ䐢璈子育瘳支援癮ネ穖穪ワ籞祲瘼痀瞤膅ゴ䐢璈子育瘳支援癮ネ穖穪ワ籞祲瘼痀瞤膅ゴ䐢璈子育瘳支援癮ネ穖穪ワ籞祲瘼痀瞤

ゲゴ ○子育瘳関連情報提供癮推禍

璈子育瘳支援癉関連瘃矞事業癮情報砅福祉㿉教育㽷瞢情報収

邊𤩍㾮癮直滲不癮保育所睼幼稚園癮各方面㽷瞢子育瘳支援自

主活動癮情報睘収邊痮𤩍子育瘳支援情報ア砅æ行痮𤩍子育瘳関

連情報癮提供砅痮𥆩瘃璒

璈滲民癮窊籞𥞩癉合瘥瘓周知方法砅検討痮𤺋疰瞢𤩍

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

 目標値          矞癮䄅穖𥞩䇮籞䈎ɔ録者数

烋成コジ烝燵      璈璈ゲ,ケケケ人

烋成コス烝燵    璈璈  ゲ,ケケケ人

烋成コズ烝燵    璈璈  ゲ,ケケケ人

烋成ゴケ烝燵    璈璈  ゲ,ケケケ人

烋成ゴゲ烝燵    璈璈  ゲ,ケケケ人

子育瘳支援課

ヂ ゲ

璈稸箐种𤩍笮籞筁笪籞秖𤩍䇮籞䈎等𤹪子育瘳関連情報砅周知痮𥆩痮瘓璒

○矞癮䄅穖𥞩通信膅旧子育瘳支援情報ア䐢

璈烝間サ回璈各回ゲ,ザケケ部æ行ォ笮籞筁笪籞秖閲覧療オ

○総合的𤺋子育瘳支援祘磹穵𥫤穖祲癮作成æ行

璈烝間ゲ,ザケケ部

璈妊娠期㽷瞢児童期𥆩𤹪癮間癉疢痏矞様々𤺋手62睼育児癉必要𤺋情報砅𥆩㿉𥇍瘓子育

瘳支援祘磹穵𥫤穖祲砅𤩍民間事業者㿉癮協働事業癉瞟瞤æ行痮𥆩痮瘓璒

○子育瘳情報䇮籞䈎瓖矞癮䄅穖𥞩䇮籞䈎瓘癮配信

璈ɔ録者数ゲ,ケジコ件ォ烋成コズ烝ゴ鏤ゴゲ日配信日現在 オ

ゲサ ○子育瘳禕䈎籞𥫣等盨癮支援

璈地域癮子育瘳禕䈎籞𥫣膅子育瘳秇籞祲䈎䐢癉関瘃矞情報砅把握

痮𤩍情報提供㿉情報交換癮瘓𥇍癮機会砅設定痮𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍子育

瘳禕䈎籞𥫣育成癮瘓𥇍癮支援睼参考図書等癮貸出痮砅行い𥆩

瘃璒

璈連絡会睼交流会癮開催𤺋癁砅通痮瘳子育瘳禕

䈎籞𥫣癮活動疰痮睼瘃痀𤺋矞瞟う6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈連絡会𤩍交流会砅開催痮子育瘳禕䈎籞𥫣等盨癮支援砅行い𥆩痮瘓璒

璈禕䈎籞𥫣活動癮場砅提供瘃矞瘓𥇍癮部榮砅確保痮𥆩痮瘓璒

璈図書癮貸痮出痮

璈あ㾮皨祲箐𥫤及皨子育瘳秇箼ン癮開催支援

ゲザ ○保育所籗幼稚園地域活動

璈子育瘳秇箼ン籗あ㾮皨祲箐𥫤𤺋癁癮開催砅支援痮地域交流睼世

代間交流癮機会砅睘瘨𤺋癁𤩍地域癉開㽷矟瘓保育所籗幼稚園砅

目指痮瘳い𥆩瘃璒

璈地域癮方疰気軽癉参加𤹪疷矞瞟う6162痮瘳実施痮

𥆩瘃璒

保育課

子育瘳支援課 ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈滲不全幼稚園籗保育所膅公立保育所ゴ園𤩍私立保育所ゲコ園𤩍私立幼稚園シ園䐢

ゲシ ○教育相談事業

璈児童籗生癨癮心癮問巠盨癮対応砅一層充実瘃矞瘓𥇍癉𤩍教育

相談所𤩍䅈祲籞䈎祊ウン𥞴箐籞𤩍適応指棡教室癉疢痏矞専門的

𤺋教育相談砅禍𥇍瘳い疷𥆩瘃璒

璈児童籗生癨癮心癮問巠盨癮対応砅一層充実瘃矞瞟

う𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

指棡室

ヂ コ

○教育相談所

璈教育相談所𤩍適応指棡教室膅瘇瘇瞢疿教室䐢𤩍子癁睘家庭支援𥞴ン稛籞㿉𤩍定期的癉祊ン

竴碻箵ン䅈砅烝ゲケ回実施瘃矞痝㿉癉瞟瞤𤩍情報共鐚砅図矞痝㿉𤹪𤩍相談者癮窊籞𥞩癉一層

応痱瘓相談砅実施瘃矞痝㿉疰𤹪疷𥆩痮瘓璒

璈通所相談件数璈ゲ,ザゴシ件膅昨烝燵ゲゴズゴ件䐢

○瘇瘇瞢疿教室

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈烋成コズ烝ゴ鏤時点𤹪癮在室者皕コザ人𤹪𤩍㾮癮う瘜中学ゴ烝生癮ゲゴ人疰卒業痮㾮矟𤸎矟

禍学痮𥆩痮瘓璒膅烝燵鑽在籍校復澣サ人𤩍新規入室コ人䐢

○䅈祲籞䈎祊ウン𥞴箐籞癮配置

璈滲不全公立椌学校膅ゲケ校䐢及皨全公立中学校膅シ校䐢癉祊ウン𥞴箐籞砅各ゲ人配置膅都䐢痮

𥆩痮瘓璒䅈祲籞䈎祊ウン𥞴箐籞担当者連絡会睼教育相談担当者連絡会等癉䅈祲籞䈎祊ウ

ン𥞴箐籞癉参加痮瘳い瘓瘛疷𤩍教育相談担当者癉䅈祲籞䈎祊ウン𥞴箐籞癮効果的𤺋活用

方法癉瘨い瘳検討痮𥆩痮瘓璒



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

コ璈子癁睘癮成長砅通痮瘓健康瘼痀瞤コ璈子癁睘癮成長砅通痮瘓健康瘼痀瞤コ璈子癁睘癮成長砅通痮瘓健康瘼痀瞤コ璈子癁睘癮成長砅通痮瘓健康瘼痀瞤

膅ゲ䐢璈捩㿉子癮健康癮維持籗増禍膅ゲ䐢璈捩㿉子癮健康癮維持籗増禍膅ゲ䐢璈捩㿉子癮健康癮維持籗増禍膅ゲ䐢璈捩㿉子癮健康癮維持籗増禍

ゲジ ○捩子健康手帳癮交付

璈捩子保健法癉基瘼疷𤩍妊娠榲砅痮瘓人癉捩子健康手帳砅交付

痮瘳い𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍交付時癉保健師㿉癮面談砅実施痮𥆩瘃璒

璈周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

健康課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈妊娠榲溜理件数璈ザズゲ件

ゲス ○捩親学級膅捩性科𤩍育児科䐢

璈捩性及皨乳幼児癮健康保持𤩍増禍砅図矞瘓𥇍𤩍捩親学級等

膅頹乳食教室𤩍育児禕䈎籞𥫣䐢砅実施痮𥆩瘃璒

璈滲民癮窊籞𥞩癉合瘥瘓講燼癮開催及皨不容砅検

討痮𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

健康課

ヂ コ

○捩親学級皕ゴ日制癮烋日コ籞䅈㿉半日制癮土曜コ籞䅈砅実施痮𥆩痮瘓璒

璈烋日コ籞䅈璈実施回数 サ回璈 溜講者  ゲゲサ人

璈土曜コ籞䅈璈実施回数 サ回 璈溜講者璈 スス人

○頹乳食教室皕乳幼児癮鏤齢癉合わ瘇瘓サコ籞䅈𤹪実施痮𥆩痮瘓璒

璈疢疢𥇥㿗ザ～シ㽷鏤              実施回数 ゲコ回璈溜講者  ズサ人

璈疢疢𥇥㿗ジ～ス㽷鏤              実施回数   シ回璈溜講者  コス人

璈疢疢𥇥㿗ズ～ゲゲ㽷鏤璈          実施回数   サ回璈溜講者  ゴコ人

璈疢疢𥇥㿗ゲ歳～ゲ歳シ㽷鏤  璈 実施回数   コ回璈溜講者  ゲゴ人

ゲズ ○育児相談籗一般相談

璈捩性及皨乳幼児癮健康保持𤩍増禍砅図矞㿉㿉睘癉𤩍子育瘳癉

関瘃矞相談睼親輪士癮仲間瘼痀瞤𤩍情報交流癮場瘼痀瞤砅図矞瘓

𥇍𤩍育児相談𤩍捩子保健相談𤩍栄養相談𤩍歯科相談𤩍心理相談

等砅実施痮𥆩瘃璒

璈総合的𤺋相談癉対応𤹪疷矞瞟う窓口癮充実砅図瞤

𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍親輪士癮仲間瘼痀瞤疰𤹪疷矞瞟う支援砅

禍𥇍𥆩瘃璒

璈相談件数癮増加睼相談不容癮多様化癉対応𤹪疷

矞瞟う𤺋体制瘼痀瞤砅禍𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍職員癮学習機

会砅増睼痮𥆩瘃璒

目標値          璈烝間利用者数

烋成コジ烝燵      璈璈ゲ,サゴコ人

烋成コス烝燵    璈璈  ゲサケゴ人

烋成コズ烝燵    璈璈  ゲ,ゴシシ人

烋成ゴケ烝燵    璈璈  ゲゴゴジ人

烋成ゴゲ烝燵    璈璈  ゲ,ゴケズ人

健康課

ヂ コ

璈相談件数癮増加睼相談不容癮多様化癉対応𤹪疷矞瞟う𤩍職員砅積極的癉研修癉参加痠

瘇𤩍体制瘼痀瞤砅禍𥇍𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍親輪士癮仲間瘼痀瞤疰𤹪疷矞瞟う支援痮𥆩痮瘓璒

○育児相談膅乳児𤩍幼児䐢癮実績等

璈癩事者璈保健師𤩍看護師𤩍栄養士𤩍歯科衛生士

璈ゴシ回実施璈相談者ゲ,ゲサコ人

○健康相談膅妊婦𤩍産婦𤩍乳幼児𤩍㾮癮直䐢癮実績等

璈健康課癉所属瘃矞保健師𤩍助産師疰搆日対応

璈面接対応ズコス人璈電話対応ゴゴス人

コケ ○健康診査等癮実施

璈

璈乳幼児癮健康保持及皨増禍砅図矞瘓𥇍𤩍ゴ～サ㽷鏤児健康診

査𤩍シ～ジ籗ズ～ゲケ㽷鏤児健康診査𤩍ゲ歳シ㽷鏤児健康診査𤩍ゴ歳児

健康診査𤩍乳幼児経過観察健康診査𤩍精密健康診査𤩍乳幼児

æ署健康診査𤩍歯科健康診査砅実施痮𥆩瘃璒

璈𥆩瘓𤩍𥇥痮歯予防教室籗歯科予防処置睘実施痮𥆩瘃璒

璈瞟瞤多痀癮方疰溜診𤹪疷矞瞟う周知砅痮𤺋疰瞢𤩍61

62痮瘳実施痮𥆩瘃璒

目標値璈璈璈璈璈ゴ～サ㽷鏤児璈璈ゲ歳シ㽷鏤児璈璈ゴ歳児

膅溜診率䐗䐢璈璈健康診査璈璈璈健康診査璈璈健康診査

烋成コジ烝燵    璈璈璈ズズ.ゴ䐗璈璈璈ズシ.サ䐗璈璈璈ズシ.サ䐗

烋成コス烝燵           ズズ.ゴ䐗璈璈璈ズシ.サ䐗璈璈璈ズシ.サ䐗

烋成コズ烝燵    璈璈璈ズズ.サ䐗璈璈璈ズシ.シ䐗璈璈璈ズシ.シ䐗

烋成ゴケ烝燵    璈璈璈ズズ.サ䐗璈璈璈ズシ.シ䐗璈璈璈ズシ.シ䐗

烋成ゴゲ烝燵    璈璈璈ズズ.ザ䐗璈璈璈ズシ.ス䐗璈璈璈ズシ.ス䐗

健康課

ヂ コ

璈乳幼児健診癮溜診率疰ズザ䐗砅託回瞢𤺋い瞟う癉実施痮𥆩痮瘓璒

○ゴ～サ㽷鏤児健康診査璈璈溜診者サズザ人膅溜診率ズシ.ジ䐗䐢

○ゲ歳シ㽷鏤児健康診査璈璈溜診者ザスコ人膅溜診率ズシ.ジ䐗䐢

○ゴ歳児健康診査璈璈璈璈璈 溜診者シコス人膅溜診率ズジ.ス䐗䐢

○𥇥痮歯予防教室         璈鏤ゲ回膅ス鏤及皨ゲコ鏤砅除痀䐢

璈滲広報癉掲載𤩍𥆩瘓稸箐种砅捩㿉子癮保健窹穖禕㿉一h癉配漱痮𥆩痮瘓璒㾮癮直育児相

談時癉配漱痮周知痮𥆩痮瘓璒



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

ゴ璈家庭癮子育瘳環境瘼痀瞤癮支援ゴ璈家庭癮子育瘳環境瘼痀瞤癮支援ゴ璈家庭癮子育瘳環境瘼痀瞤癮支援ゴ璈家庭癮子育瘳環境瘼痀瞤癮支援

膅ゲ䐢璈子育瘳痮睼瘃い環境癮支援膅ゲ䐢璈子育瘳痮睼瘃い環境癮支援膅ゲ䐢璈子育瘳痮睼瘃い環境癮支援膅ゲ䐢璈子育瘳痮睼瘃い環境癮支援

コゲ ○子育瘳癉関瘃矞意識癉瘨い瘳癮啓æ活動癮推禍

璈捩親学級等事業癮中𤹪箛籞竴箵穖穪癮配漱𤺋癁癉瞟瞤𤩍子癁睘

砅産䀹育瘳矞痝㿉癮喜皨睼意義砅理解痮瘳睘瞢う瘓𥇍癮意識啓

æ砅禍𥇍𥆩瘃璒

璈滲民癮窊籞𥞩癉合わ瘇𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

健康課

ヂ コ

璈箛籞竴箵穖穪癮配漱𤺋癁癉瞟瞤𤩍子癁睘砅生䀹育瘳矞痝㿉癮喜皨睼意義砅理解痮瘳睘瞢う

瘓𥇍癮意識啓æ砅6162痮瘳禍𥇍𥆩痮瘓璒

璈

○烋日コ籞䅈膅開催ゲコ日䐢璈璈溜講者璈ゲゲサ人

○土曜コ籞䅈膅サ学級䐢璈 璈璈璈溜講者璈 スス人

ココ ○保育所籗幼稚園籗学校㿉癮連携

璈保育所𤩍幼稚園𤩍椌学校等㿉連携痮𤩍保育及皨幼児教育㽷瞢

義務教育盨癮付滑𤺋移行砅図瞤𥆩瘃璒

璈連携疰䅈筁籞𥞩癉𤹪疷矞瞟う𤩍6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

指棡室

ヂ コ

○就学支援种籞穪璈ゲケザ件𤩍作成率ゲザ䐗

○椌幼保連絡協議会癮開催璈ゲ回膅シ鏤癉開催䐢

○烝サ回癮特別支援コ籞穧磦ネ籞稛籞連絡会癉幼籗保癮コ籞穧磦ネ籞稛籞癮参加

コゴ ○幼児教育癉対瘃矞支援

璈私立幼稚園等癉通園瘃矞幼児癮保護者癮経済的負担砅軽減

瘃矞瘓𥇍癉国睼都癮補助制燵砅活用瘃矞𤺋癁癮各事業砅実施

痮𤩍幼児教育癮振興㿉充実砅図瞤𥆩瘃璒

璈6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

保育課

ヂ コ

○幼稚園籗幼児園膅ジ園䐢

○園児数璈ゲ,ケコサ人璈膅烋成コス烝ザ鏤ゲ日現在䐢

○私立幼稚園就園奨励費補助金交付事業膅補助対象人員スゲケ人䐢

○私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付事業膅補助対象延𥄢人員ゲゲ,ゲスス人䐢

○私立幼稚園協会研修費補助金交付事業

○私立幼稚園教育振興費補助金交付事業

○私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付事業膅対象園児数ゲ人䐢

コサ ○家庭教育学級等癮講燼事業

璈児童籗生癨癮保護者疰𤩍子癁睘癮æ署段階癉応痱瘳家庭教育

癮意義㿉役割砅体系的籗総合的癉学習瘃矞場㿉痮瘳家庭教育学

級等砅充実痮𥆩瘃璒

璈𥆩瘓𤩍子癁睘癮健睼㽷𤺋成長砅透瘃瘓𥇍癮環境瘼痀瞤癮一助㿉

瘃矞瘓𥇍𤩍親子癮絆砅深𥇍矞痝㿉砅目的癉親子砅対象㿉痮瘓講

燼砅実施痮𥆩瘃璒

璈滲民癮窊籞𥞩癉合瘥瘓講燼癮開催及皨不容砅検

討痮𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

生涯学習䅈ポ籞穙

課膅公民館䐢 ヂ コ

○家庭教育講燼

璈瓺体験学習𤭯

璈籗 瓖疢鍋𤹪痟飯砅炊い瘳䀹瞟う脽～濯角焼疷疢癉疿瞤䐜䀹㾮玉砅瘨痀瞤𥆩瘃～瓘

Hコス.ザ.コス

璈璈溜講者ゲサ人

璈籗瓖親子𤹪楽痮𥇥魚釣瞤～子癁睘𤹪睘簡単脽伝統漁法瓫あ砉𥆩釣瞤𤭖～瓘璈Hコス.ジ.コジ

璈璈溜講者 ゲズ人

○家庭教育学級

璈籗瓖磹箐磹箐痮𤺋い子育瘳～怒瞤癮感情砅コン穪箼籞䈎瘃矞方法～瓘 Hコズ.ゴ.ゲゲ,ゴ.ゲス膅全コ回䐢

璈璈溜講者延𥄢サシ人



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

膅コ䐢璈捗事㿉子育瘳癮両立支援癮推禍膅コ䐢璈捗事㿉子育瘳癮両立支援癮推禍膅コ䐢璈捗事㿉子育瘳癮両立支援癮推禍膅コ䐢璈捗事㿉子育瘳癮両立支援癮推禍

コザ ○育児休業制燵等癮普及啓æ

璈滲民睼滲不事業者砅対象癉𤩍広報𤺋癁𤹪癮ＰＲ癉瞟瞤育児休

業制燵𤺋癁癮各種就労支援制燵癮普及啓æ砅禍𥇍𥆩瘃璒

璈制燵癮普及啓æ砅禍𥇍𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

観光商工課

ヂ コ

璈公共施設癮案不コ籞窂籞及皨商工会𤺋癁癉𤩍制燵周知癮瘓𥇍箛籞竴箵穖穪籗窾ン竴箵穖穪

砅置疷𤩍普及啓æ砅禍𥇍𥆩痮瘓璒

コシ ○子育瘳中癮親癮再就職支援癮充実

璈就労意欲砅睘瘨子育瘳中癮女性癉対痮瘳𤩍ワ籞䄅ン禕𥞴筿窂籞

砅開催瘃矞痝㿉癉瞟瞤𤩍再就職癉資瘃矞情報癮提供砅行い𥆩瘃璒

璈あ疷矞褫滲地域邊用問巠連絡会議砅開催痮𤩍滲籗

䆴箼籞ワ籞祲籗労働基準監督署ゴ者癮連携支援砅充

実痠瘇𤩍労働施策癮新瘓𤺋展開盨㿉繋痓矞瞟う癉協

力体制砅深𥇍𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍東京痮痟㿉𥞴ン稛籞多摩

等癮女性再就支援㿉癮連携睘深𥇍𥆩瘃璒

観光商工課

ヂ コ

璈対象皕子育瘳中癮女性癉限定痮瘳い𥆩瘇砉疰𤩍䆴箼籞ワ籞祲青梅㿉共催𤹪就職支援𥞴

筿窂籞砅烝ゲゲ回𤩍中高烝齢者砅対象㿉痮瘓再就職支援𥞴筿窂籞籗面接会砅烝コ回滲役所別

館癉瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈𥆩瘓𤩍都不𤹪開催痠矟矞東京痮痟㿉𥞴ン稛籞多摩主催癮女性対象再就職支援癉瘨い

瘳𤩍公共施設不癉稸箐种砅設置瘃矞㿉㿉睘癉𤩍滲笮籞筁笪籞秖𤹪開催砅周知痮𥆩痮瘓璒

璈痠瞢癉𤩍滲笮籞筁笪籞秖癉女性向痏就労籗創業支援砅紹跳瘃矞笪籞秖砅開設痮𤩍情報提

供砅痮𥆩痮瘓璒

コジ ○男女共輪参画癮意識啓æ

璈性別役割便担意識癮解消砅図瞤𤩍男女疰疢互い癮個性砅ィ𥇍

合い𤺋疰瞢𤩍い疷い疷㿉暮瞢痮瘳い痀社会癮実現癉向痏𤩍あ疷矞

褫滲男女共輪参画計画瓖第ゴ次あ疷矞褫男女共輪参画𥫣箐ン瓘癉

基瘼疷𤩍意識啓æ等砅実施痮𥆩瘃璒

璈瓖第ゴ次あ疷矞褫男女共輪参画𥫣箐ン瓘癉基瘼疷𤩍

男女共輪参画癮推禍癉向痏𤩍国睼東京都㿉連携

痮𤩍PR活動等砅通痮瘳意識啓æ癉流瞤組䀹𥆩瘃璒

企画譏策課

ヂ コ

璈第ゴ次あ疷矞褫男女共輪参画𥫣箐ン癉基瘼疷𤩍男女共輪参画癉関瘃矞稸箐种及皨ポ䅈

稛籞癮設置及皨掲示𤩍滲主催事業𤹪癮啓æ禕穖𥞩癮配漱及皨笮籞筁笪籞秖癮更新等𤩍

男女共輪参画癉向痏瘓意識啓æ癉流瞤組䀹𥆩痮瘓璒

サ璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癉資瘃矞教育環境等癮整備サ璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癉資瘃矞教育環境等癮整備サ璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癉資瘃矞教育環境等癮整備サ璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癉資瘃矞教育環境等癮整備

膅ゲ䐢璈皧㿉瞤親家庭等盨癮支援癮充実膅ゲ䐢璈皧㿉瞤親家庭等盨癮支援癮充実膅ゲ䐢璈皧㿉瞤親家庭等盨癮支援癮充実膅ゲ䐢璈皧㿉瞤親家庭等盨癮支援癮充実

コス ○皧㿉瞤親家庭笮籞筁𥫱䈎𥫣秇籞ビ䅈事業

璈日常生活砅営𥇥癮癉著痮痀支藴疰あ矞皧㿉瞤親家庭癉対痮瘳𤩍

一定癮期間笮籞筁𥫱䈎窾籞砅派遣痮𤩍日常生活癮世話等必要

𤺋秇籞ビ䅈砅行い𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

  𥫱䈎窾籞派遣会社盨癮委託事業

璈ゲ社璈利用件数ゲ件璈延𥄢ゲゴ日

コズ ○児童育成手当籗児童扶養手当癮支給

璈児童育成手当皕𤩍東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍皧㿉瞤親家庭癮児童

癮福祉癮増禍砅図矞痝㿉砅目的㿉痮瘳𤩍手当癮助成砅行い𥆩瘃璒

璈児童扶養手当皕𤩍国癮制燵㿉痮瘳𤩍父捩癮頹婚等癉瞟瞤𤩍父睼

捩㿉生計砅輪痱痀痮瘳い𤺋い児童砅養育痮瘳い矞捩子籗父子家庭

等癮生活癮晧定㿉自立砅助痏𤩍児童癮福祉癮増禍砅図矞痝㿉砅

目的㿉痮瘳𤩍手当砅支給痮𥆩瘃璒

璈手当癮溜給疰付滑癉𤹪疷矞瞟う𤩍6162痮瘳実施痮

𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

○児童育成手当

璈溜給者数璈璈璈 璈ズケシ世澳

璈溜給児童数璈璈ゲ,ゴゴズ人

○児童扶養手当

璈溜給者数璈璈   璈シゲコ世澳

璈支給停溺者数璈璈 ズズ人

ゴケ ○皧㿉瞤親家庭等医療費助成制燵

璈東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍皧㿉瞤親家庭等癮保健癮向琢癉寄諾瘃

矞㿉㿉睘癉𤩍皧㿉瞤親家庭等癮福祉癮増禍砅図矞痝㿉砅目的㿉痮

瘳𤩍医療機関𤹪支払う医療費癮一部砅助成痮𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈溜給者数璈            ゲ,ゴザケ人膅シコシ世澳䐢

璈医療費助成件数璈ゲシ,ジコサ件

ゴゲ ○東京都捩子及皨父子福祉資金

璈東京都癮制燵㿉痮瘳皧㿉瞤親家庭癮方疰𤩍経済的癉自立痮瘳

晧定痮瘓生活砅送矞瘓𥇍癉必要𤺋資金砅貸痮出痮𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

烋成コシ烝ゲケ鏤瞟瞤𤩍法癮一部改塡癉伴い𤩍父子家

庭睘対象癉𤺋瞤𥆩瘃璒 子育瘳支援課

ヂ コ

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

  貸付件数

璈ココ件膅捩子コケ件籗父子コ件䐢



■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況■瓖あ疷矞褫滲子癁睘籗子育瘳支援事業計画瓘 第ザ章 あ疷矞褫滲子育瘳支援施策癮展開膅あ疷矞褫滲次世代育成支援行動計画䐢 烋成コス烝燵実績及皨流組状況

事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

ゴコ ○捩子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

璈皧㿉瞤親家庭𤹪𤩍指定痮瘓職業能力開æ癮瘓𥇍癮講燼砅溜講

痮瘓人癉対痮瘳𤩍自立支援教育訓練給付金砅支給痮𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈支給件数

璈コ件

ゴゴ ○捩子家庭等高等職業訓練透禍給付金等事業

璈皧㿉瞤親家庭𤹪𤩍コ烝以琢𤩍看護師等癮養成機関𤹪𤩍資格流得

砅目的㿉痮瘳就学瘃矞場合𤩍高等職業訓練透禍給付金等砅支給

痮𤩍生活癮負担癮軽減砅図瞤𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

子育瘳支援課

ヂ コ

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈支給件数

璈ゲ件

ゴサ ○捩子籗父子相談

璈皧㿉瞤親家庭疰抱え瘳い矞様々𤺋悩䀹痟㿉𤺋癁癮相談癉応痱𤩍

問巠解決癮疢手伝い砅痮𥆩瘃璒

璈6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

烋成コシ烝ゲケ鏤瞟瞤𤩍法癮一部改塡癉伴い𤩍父子家

庭睘対象癉𤺋瞤𥆩瘃璒 子育瘳支援課

ヂ コ

璈相談件数

璈捩子相談膅実相談人数璈ゴゴゴ人籗相談延𥄢件数璈シザケ件䐢

璈父子相談膅実相談人数璈璈シ人籗相談延𥄢件数璈   ゲシ件䐢

ゴザ ○就学援助費癮支給

璈経済的理由癉瞟瞤学用品癮購入等疰困飫𤺋世澳癉対痮瘳𤩍滲

疰援助砅行う痝㿉癉瞟瞤保護者癮経済的負担癮軽減砅図瞤𥆩

瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

教育総務課

ヂ コ

璈ィ定者数

璈要保護者璈璈璈椌学校   ゲジ人 璈中学校     ゲズ人

璈※要保護者癮う瘜𤩍皧㿉瞤親家庭癉対瘃矞ィ定者数璈椌学校 ゲゲ人𤩍中学校 ゲゴ人

璈準要保護者璈 椌学校 ザゴシ人璈 中学校 ゴサコ人

璈※ 準要保護者癮う瘜𤩍皧㿉瞤親家庭癉対瘃矞ィ定者数璈椌学校 コザゴ人𤩍中学校 ゲシズ人

膅コ䐢璈藴疰い癮あ矞子癁睘盨癮支援膅コ䐢璈藴疰い癮あ矞子癁睘盨癮支援膅コ䐢璈藴疰い癮あ矞子癁睘盨癮支援膅コ䐢璈藴疰い癮あ矞子癁睘盨癮支援

ゴシ ○藴疰い児盨癮手当等支給

璈藴疰い児睼㾮癮家族癉対痮𤩍経済的𤺋支援砅行い𤩍晧定的𤺋

生活砅営𥇥痝㿉疰𤹪疷矞瞟う𤩍各種手当籗助成金癮支給砅行う璒

埞特別児童扶養手当

埰心身藴害者福祉手当癮支給

㙊心身藴害者膅児䐢交通費等助成金癮支給

埸藴害児福祉手当癮支給

璈手当癮溜給疰付滑癉𤹪疷矞瞟う𤩍6162痮瘳実施痮

𥆩瘃璒

子育瘳支援課

藴疰い者支援課 ヂ コ

埞特別児童扶養手当

璈溜給者数璈璈璈璈ゲゲシ人璈事務流扱件数璈コゴサ件

埰心身藴害者福祉手当

璈都制燵璈璈璈璈璈延𥄢     ス,ズシサ件

璈滲制燵璈         延𥄢    ゲケ,ゴサジ件

㙊心身藴害者膅児䐢交通費等助成金

璈溜給者数璈璈璈 延𥄢    ゲス,ゴザコ件

埸藴害児福祉手当

璈溜給者数璈璈 璈延𥄢      サスゲ件

ゴジ ○藴疰い児療育体制癮充実

璈藴疰い癮早期æ見籗早期対応砅図矞瘓𥇍𤩍乳幼児健康診査癮

実施𤩍健康診査癆癮指棡癮充実砅図矞㿉㿉睘癉𤩍教育籗保育等

癮関逃機関癮連携癉瞟瞤𤩍乳幼児期㽷瞢学校卒業𥆩𤹪癮一貫痮

瘓効果的𤺋支援砅図瞤𥆩瘃璒

 璈連携疰䅈筁籞𥞩癉𤹪疷矞瞟う𤩍活用方法等癉瘨い

瘳痠瞢癉検討痮瘳い疷𥆩瘃璒

藴疰い者支援課

保育課

指棡室

健康課

ヂ コ

○特別支援教育検討委員会砅コ回𤩍特別支援教室検討委員会砅ゴ回開催痮𤩍様々𤺋藴害

疰あ矞児童籗生癨癮保護者睼専門家癮意見砅参考癉𤩍関逃機関㿉癮連携癮在瞤方癉瘨

い瘳検討痮𥆩痮瘓璒

○元都立あ疷矞褫学園教員砅䅈祲籞䈎ソ籞种ャ䈎ワ籞祊籞㿉痮𤩍関逃機関輪士癮連携疰

瞟瞤䅈筁籞𥞩癉𤺋矞瞟う癉痮𥆩痮瘓璒

○相談支援竴碻磹䈎癮作成砅透瘃痝㿉𤹪𤩍情報砅一元化痮各機関㿉癮連携疰䅈筁籞𥞩癉

い痀瞟う支援痮𥆩痮瘓璒
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事業隣

膅事業不容䐢

超癆癮方針

膅烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向性籗目標䐢

担当課

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞評価

瓺ヂ籗ッ籗ツ籗ヅ𤭯

烋成ゴゲ烝燵𥆩𤹪癮方向

性籗目標癉対瘃矞署成燵

瓺臤籗𦣪籗臬籗臽𤭯

  烋成コス烝燵膅実績籗流組状況䐢

項

目

既定計画膅烋成コジ烝ゴ鏤䐢                烋成コス烝燵璈禍捗状況籗評価 懇評価基準昏 懇達成度基準昏

A：定常的実施 ǖ：計画以琢(105％以琢)

B：一部着手 ǘ：計画どおり(95％～105％)

C：未着手 ǚ：概ね計画どおり(85%～95%)

D：完了 ǜ：計画以託(85%以託)

ゴス ○特別支援教育

璈藴疰い癮あ矞子癁睘瘛痏𤹪𤺋痀𤩍全瘳癮子癁睘瘓瘜疰必要㿉痮

瘳い矞指棡睼支援砅溜痏瞢矟矞教育砅推禍瘃矞瘓𥇍𤩍次癮痝㿉

癉流瞤組砉𤹪い𥆩瘃璒

○特別支援教育検討委員会癮設置㿉定期的𤺋開催

○巡回相談睼巡回指棡癮充実

○副籍交流癮実施

○特別支援教育コ籞穧磦ネ籞稛籞癮養成籗育成及皨教員研修癮

充実

○特別支援教育癉瘨い瘳癮理解籗啓æ

璈全瘳癮子癁睘瘓瘜疰必要㿉痮瘳い矞指棡睼支援砅

溜痏瞢矟矞教育砅推禍𤹪疷矞瞟う𤩍6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

指棡室

ヂ ゲ

○特別支援教育検討委員会砅𤩍烋成コス烝ジ鏤㿉烋成コズ烝コ鏤癉実施痮𥆩痮瘓璒

○特別支援教室検討委員会砅ゴ回開催痮𤩍特別支援教室癮椌学校全校実施癉向痏瘓準

備砅実施痮𥆩痮瘓璒

○巡回相談員及皨教育相談員癉瞟瞤𤩍幼稚園籗保育園全コシ園中コゲ園癉対痮瘳ズス回膅延𥄢

サササ人䐢𤩍椌学校ジサ回膅延𥄢サズコ人䐢𤩍中学校ゲズ回膅延𥄢シジ人䐢𤩍計ゲズゲ回膅延𥄢ゲ,ケケゴ人䐢癮

巡回相談砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓医師癉瞟矞巡回指棡砅ゲシ回膅全校䐢実施痮𥆩痮瘓璒

○副籍交流事業癮対象者ジス人中𤩍ゴコ人疰実施痮𥆩痮瘓璒

○特別支援教育研修会ジ回𤩍特別支援教育コ籞穧磦ネ籞稛籞連絡会サ回開催痮𥆩痮瘓璒

○就学相談説明会砅保護者対象癉開催痮𥆩痮瘓璒

○瓖筳窊窹籞秇䈎穧秌磹ン癮視点砅流瞤入矟瘓授業㿉皕瓘㿉いう箛籞竴箵穖穪砅作成痮𤩍全

教職員癉配漱痮𤩍活用砅透痮𥆩痮瘓

ゴズ

保育課

ヂ コ

○保育所       璈ゲゴ園璈膅溜痏入矟人数璈ゴス人䐢

○幼稚園璈         シ園 璈膅溜痏入矟人数璈ゴケ人䐢

子癁睘譏策課

ヂ コ

○学童祲箐𥫤璈ゲサ祲箐𥫤璈膅溜痏入矟人数璈シシ人䐢

サケ ○藴疰い児支援秇籞ビ䅈

璈鑷就学癮藴疰い児癉対痮𤩍邊団生活盨癮適応訓練𤺋癁砅行う

瓖児童æ署支援瓘𤩍就学痮瘳い矞藴疰い児癉対痮𤩍譌課癆又皕休

日癉疢い瘳生活訓練𤺋癁砅行う瓖譌課癆等穧磦秇籞ビ䅈瓘𤺋癁砅

実施痮𤩍藴疰い児癮療育支援砅図瞤𥆩瘃璒

璈制燵癮周知砅図瞤𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

藴疰い者支援課

ヂ コ

○児童æ署支援璈    ゴゴケ件

○譌課癆等穧磦秇籞ビ䅈璈    コ,ケザザ件

膅ゴ䐢璈子育瘳砅支援瘃矞生活環境癮整備膅ゴ䐢璈子育瘳砅支援瘃矞生活環境癮整備膅ゴ䐢璈子育瘳砅支援瘃矞生活環境癮整備膅ゴ䐢璈子育瘳砅支援瘃矞生活環境癮整備

サゲ ○あ疷矞褫滲g癮基鑚計画癮策定等

璈瓖あ疷矞褫滲g癮基鑚計画瓘等癉基瘼疷𤩍公園𤺋癁晧全𤺋穀皨

場空間砅確保痮𥆩瘃璒

璈公園等癮利用者疰晧心痮瘳利用𤹪疷矞瞟う𤩍適勉

𤺋維持管理砅実施痮𥆩瘃璒

璈𥆩瘓𤩍一定規模以琢癮開æ癉瞟瞤設置痠矟瘓公園

疰あ瘥瘓場合𤩍寄附砅溜痏付痏𤩍公園砅増設等痮𥆩

瘃璒

都滲計画課

管理課 ヂ コ

璈公園利用者疰晧心痮瘳利用𤹪疷矞瞟う適性𤺋維持管理砅痮𥆩痮瘓璒

サコ ○公共施設籗公共機関籗暑路等癮窹箛磕竴箛籞化籗筳窊窹籞秇䈎

穧秌磹ン化

璈暑路等癮窹箛磕竴箛籞化籗筳窊窹籞秇䈎穧秌磹ン化𤩍及皨滲不

暑路整備路線𤹪癮歩暑等癮設置砅推禍痮𥆩瘃璒

璈6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

都滲計画課

管理課

建設課

施設営繕課

ヂ コ

璈6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

璈公共施設癮工事設計業務癉疢い瘳𤩍窹箛磕竴箛籞化籗筳窊窹籞秇䈎穧秌磹ン化疰𤺋痠矟

矞瞟う癉配慮痮𥆩痮瘓璒

ォサオ璈子癁睘等癮晧全癮確保ォサオ璈子癁睘等癮晧全癮確保ォサオ璈子癁睘等癮晧全癮確保ォサオ璈子癁睘等癮晧全癮確保

サゴ

保育課

ヂ コ

○晧全教育砅実施痮𥆩痮瘓璒

教育総務課

ヂ コ

○搆学期𤩍学期癮始𥇍癉𤩍滲職員癉瞟矞防犯窾穪箼籞䈎砅実施痮𥆩痮瘓璒

○見晤瞤活動砅補完瘃矞瘓𥇍癉𤩍通学路癉防犯祊䇮箐膅ゲザ瞭䐢砅設置痮𥆩痮瘓璒膅累計ゴザ瞭

設置䐢

地域防災課

ヂ コ

○防災行譏無線癉瞟瞤𤩍地域癮方盨託校時癮児童癮見晤瞤砅疢願い瘃矞譌送砅行い𥆩

痮瘓璒

○防災行譏無線睼晧心䇮籞䈎癉瞟瞤𤩍交通晧全籗防犯癉関瘃矞情報癮配信砅行い𥆩痮

瘓璒

○濁審者情報等疰あ瘥瘓薇𤩍青色回転灯付窾穪箼籞䈎車癉瞟瞤𤩍地域癮巡回活動砅行い

𥆩痮瘓璒

ササ ○子癁睘癮危機管理体制癮整備

璈子癁睘砅濁審者睼暴力𤩍虐待𤩍薬物等㽷瞢晤矞瘓𥇍癉𤩍地域睼

関逃機関𤺋癁滲全体𤹪協働痮瘳流瞤組砉𤹪い疷𥆩瘃璒

璈子癁睘砅濁審者睼暴力𤩍虐待𤩍薬物等㽷瞢晤矞瘓

𥇍癉𤩍地域睼関逃機関𤺋癁滲全体𤹪協働痮瘳流瞤組

砉𤹪い疷𥆩瘃璒 子癁睘譏策課

ヂ コ

璈子癁睘癮晧全籗晧心砅確保瘃矞瘓𥇍𤩍子癁睘癮危機管理会議砅開催痮𤩍子癁睘癮危機癉

逃矞対策砅協議瘃矞㿉㿉睘癉𤩍関逃各課㿉連携痮𤺋疰瞢𤩍情報癮収邊及皨共鐚砅図瞤𥆩痮

瘓璒

璈開催回数璈ゲ回

○子癁睘癮晧全癮確保

璈保育所𤩍幼稚園𤩍学校𤺋癁癮晧全対策砅禍𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍㾮癮

周辺睼通学路癉疢痏矞防犯活動砅推禍痮𥆩瘃璒

璈地域癮防犯意識砅高𥇍𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳実施痮𥆩

瘃璒

○藴疰い児保育事業

璈邊団保育疰療能𤺋藴疰い程燵𤹪𤩍保育砅必要㿉瘃矞児童砅対

象癉藴疰い児保育事業砅行い𥆩瘃璒

璈全園𤩍全学童祲箐𥫤𤹪6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒


