
次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画進捗状況について進捗状況について進捗状況について進捗状況について    

    

１１１１    計画の策定背景と法的根拠計画の策定背景と法的根拠計画の策定背景と法的根拠計画の策定背景と法的根拠    

 急速な少子化の進行は、社会経済全体に極めて深刻な影響を与えるものであることから、国は少子化

の流れを変えるための総合的な取組を推進するため、平成 15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」

を制定しました。 

 この法律は 10 年間の時限立法となっており、少子化の流れを変えるために集中的・計画的的な取組

を促進することを目的に、地方公共団体に対し、行動計画を策定することを義務付けています。 

 

２２２２    あきる野市における次世代育成支援行動計画の位置づけあきる野市における次世代育成支援行動計画の位置づけあきる野市における次世代育成支援行動計画の位置づけあきる野市における次世代育成支援行動計画の位置づけ    

 次世代育成支援行動計画は、あきる野市における市、民間事業者等の子どもに関連する支援策をの総

合的な指針となるものです。 

 

３３３３    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

 この計画は５年を１期とした計画で、平成 17 年度から 21 年度までを前期計画、平成 22 年度から 26

年度までを後期計画として、10 年間にわたって各種子育て支援施策の充実が図られています。 

 平成 

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

あきる野市 

次世代育成 

支援行動計画 

前期計画      

    改定 後期計画（現行計画） 

 

４４４４    計画の計画の計画の計画の体系体系体系体系    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  保 育 サ ー ビ ス の 充

実、地域、家庭にお

ける子育ての支援 

① 子育て支援サービスの充実    ② 保育サービスの充実機 

③ 子育て支援のネットワークづくり ④ 仕事と子育ての両立支援の推進 

２ 健康づくりの充実 
① 母と子の健康維持・増進   ② 学童期・思春期の健康づくりの支援 

③ 地域からの健康づくり    ④ 食育の推進    ⑤ 心の健康づくり 

３ 健康づくりの充実 
① 母と子の健康維持・増進   ② 学童期・思春期の健康づくりの支援 

③ 地域からの健康づくり    ④ 食育の推進    ⑤ 心の健康づくり 

４ 要保護児童への 

対応の充実 

① 児童虐待防止対策の充実   ② ひとり親家庭等への支援の充実 

③ 障がい児施策の充実 

５ 子育てを支援する 

生活環境の整備 
① 良好な居住環境の整備   ② 子どもの安全確保 

子どもたちがのびのび育ち、楽しく子育てができる環境をめざして 
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宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

／璈地域癉疢痏矞子育瘳癮支援

＆／＇璈子育瘳支援秇籞竌䅈癮充実

○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竌䅈癮調整𤩍子育瘳

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

6162実施痮𥆩瘃璒

相談宙業等癮周知砅図瞤𥆩瘃璒

土𤩍日𤩍夜間業務睼保護者癮交流睼子育瘳癉関瘃

矞悩䀹𤺋癁疰気軽癉相談𤹪疷矞場癮開設癉瘨い瘳

検討痮𥆩瘃璒

烋成００烝燵癉総合的𤺋子育瘳祘磹穵𥫤穖祲砅作成痮

𥆩瘃璒 A

璈箛籞竴箵穖穪𤩍通信ア及皨䇮籞䈎配信等癉瞟瞤相談宙業等癉瘨い瘳周

知砅図瞤𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍各機関㿉癮連携癮強化癮瘓𥇍癮会議𤩍連絡会癮

開催睼参加砅痮𥆩痮瘓璒特癉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𤩍𥞴ン稛籞宙業癉瘨い瘳睘シ明砅行い𥆩痮瘓璒

璈講燼癉瘨い瘳皕𤩍窊籞𥞩癉合瘥瘓不容砅実施痮𤩍超癆癉向痏磕ン禡籞

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

癮場砅提供痮𥆩痮瘓璒痝癮直癉地域癮子育瘳支援癮場𤹪あ矞児童館及

皨学童祲箐𥫤砅訪問痮𤩍利用状況等癮調査砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

璈箛籞竴箵穖穪𤩍通信ア及皨䇮籞䈎配信等癉瞟瞤相談宙業等癉瘨い瘳周

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

璈𥞴ン稛籞宙業皕𤩍シ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子癁睘家庭支援𥞴ン稛籞癮更𤺋矞充実癉向痏各滲癮

状況調査砅実施痮𥆩瘃璒

○竴碻筿箛籞秇䇦籞穪𥞴ン稛籞

璈地域癉疢い瘳𤩍育児癮援妹砅行う者㿉育児癮援妹砅溜痏瘓い

睘癮㽷瞢𤺋矞会員組れ癮相互援妹活動癮実施癉向痏瘳検討痮

𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

会員癮増加砅推逭痮𥆩瘃璒

A

璈鏤例宙業シ明会癮実施＆土曜日開催睘含𥇥＇𤩍会員交流会癮開催𤩍自

治会籗か不会𤩍学校等砅通痱瘓箛籞竴箵穖穪等癉瞟矞啓æ活動砅実施痮𥆩

痮瘓璒

会員等実績

提供会員数ゲスジ人𤩍依頼会員数サシス人𤩍璈両方会員コジ人𤩍合計シスコ人

活動件数ゲ,スコズ件

A

鏤例宙業シ明会癮実施＆土曜日開催睘含𥇥＇𤩍会員交流会癮開催𤩍自

治会籗か不会𤩍学校等砅通痱瘓箛籞竴箵穖穪等癉瞟矞啓æ活動砅実施痮瘳

い𥆩瘃璒依頼件数疰増え瘳い矞痝㿉㽷瞢𤩍提供会員癉対痮瘳癮増員砅図

矞瘓𥇍癮周知砅行𤺋瘥瘳い𥆩瘃璒

○子育瘳皧矤ば宙業

璈地域癮子育瘳家庭砅支援瘃矞瘓𥇍𤩍子育瘳皧矤ば宙業砅実施

瘃矞施設㿉痮瘳滲不癮保育所等砅指定痮𤩍そ癮機能砅活用痮瘳

子育瘳癉関瘃矞相談𤩍育児講燼等癮啓æ活動𤩍子育瘳秇籞祲䈎

等癮育成𤺋癁砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

虫日滲地癒𤹪癮宙業実施癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

A

璈秋川あ瘃𤺋矤保育園𤩍西秋留保育園癮宙業皕6162実施痮𥆩痮瘓璒

璈コシ烝燵𥆩𤹪癮目標𤹪あ瘥瘓𤩍子育瘳皧矤ばい瘨㽷い瘜砅烋成コゴ烝烝

燵癉開設痮𤩍保育士疰常駐痮交流𤩍邊い癮場癮提供睼子育瘳等癮相

談𤩍講習会等砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍烋成コザ烝燵㽷瞢ゴ施設癮合輪連絡

会砅行い𤩍情報癮共鐚𤩍交蜃砅行𤺋う痝㿉𤹪𤩍更𤺋矞充実砅図矞流瞤組

䀹砅行い𥆩痮瘓璒各宙業癮実績皕以託癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

籗子育瘳皧矤ば癉痮あ疷矞…開設日＆コササ日＇𤩍相談＆ゲサ件＇𤩍利用人数

＆大人コケケ人籗子癁睘コケゲ人＇講燼＆ズ回＇

籗子育瘳皧矤ば秋川あ瘃𤺋矤…開設日＆コゲシ日＇𤩍相談＆ザザ件＇𤩍利用人数

＆大人サシシ人籗子癁睘ザゲシ人＇講燼＆ズゴ回＇

籗子育瘳皧矤ばい瘨㽷い瘜…開設日＆コサシ日＇𤩍相談＆コザジ件＇𤩍利用人数

＆大人ゴケシザ人籗子癁睘ゴザサゴ人＇講燼＆サコ回＇

A

Hコザ烝燵㽷瞢瓖子育瘳皧矤ばい瘨㽷い瘜瓘㿉瓖子育瘳皧矤ば秋川あ瘃𤺋

矤瓘疰保育士疰常駐痮交流𤩍邊い癮場癮提供痮𥆩瘃璒

周知活動癮充実＆笮籞筁笪籞秖𤩍瘜瞢痮配漱＇砅行い𤩍利用者拡大癉昧

𥇍瘳い𥆩瘃璒

１施設癮合輪連絡会砅行い情報癮共鐚𤩍交蜃砅行う痝㿉𤹪更𤺋矞充実砅

図矞流組砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

○児童手当癮支給璈※子癁睘手当癮支給

璈児童手当＆烋成０２烝２鏤㽷瞢＇…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１歳

鑷満癉皕ゲザ,ケケケ付𤩍ゴ歳以琢椌学校修了前癮第／𤩍０子癉皕鏤巸

ゲケ,ケケケ 付𤩍第１子以降皕鏤巸ゲザ,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

＆保護者𤩍養育者等＇癉烝１回𤩍／回２篪鏤便砅𥆩㿉𥇍瘳支給痮瘳

い𥆩瘃璒※烋成コサ烝サ鏤㽷瞢児童手当𤩍烋成コサ烝シ鏤㽷瞢所得制

限棡入

子癁睘手当＆烋成００烝２鏤㽷瞢烋成０１烝１鏤𥆩𤹪＇…国癮制燵

㿉痮瘳𤩍ゲザ歳以託癮子癁睘砅扶養瘃矞保護者等癉対痮鏤巸

ゲゴ,ケケケ付砅支給璒

烋成００烝燵㽷瞢𤩍逗代癮社会砅担う子癁睘一人皧

㿉瞤癮育瘜砅社会全体𤹪応援瘃矞㿉いう趣踪癮睘㿉𤩍

児童手当癉代わ瞤𤩍子癁睘手当砅創設痮𤩍支給巸癮

増巸及皨対象砅中学生終了前＆／３歳到遉癆癮最初

癮１鏤１／日𥆩𤹪＇癮生癨癉拡大瘃矞予定璒

A

烋成コサ烝サ鏤㽷瞢制燵変更痮隣称疰子癁睘手当㽷瞢児童手当癉変更

痮𤩍烋成コサ烝シ鏤㽷瞢所得制限疰棡入痠矟𥆩痮瘓璒

烋成０３烝燵児童手当溜給者数璈ゲケ,シゲサ人＆椌学校修了前ス,ゴシズ人𤩍中

学生コ,ココザ人𤩍裘親コケ人＇

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

A

国癮制燵癉あわ瘇瘳6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○乳幼児諭療費癮妹成

璈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諭療機関𤹪支払う諭療費砅

妹成痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

国癮制燵㿉𤺋矞瞟う要望痮𥆩瘃璒

A

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

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

溜給者数サ,シコゴ人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

所得制限癮撤廃睼国癮制燵㿉𤺋矞瞟う要望痮𥆩瘃璒

○義務教育就学児諭療費癮妹成

璈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諭療機関𤹪支払う諭療費

砅妹成痮瘳い𥆩瘃璒

烋成０／烝／．鏤㽷瞢𤩍妹成巸癮拡大砅図瞤𥆩痮瘓璒

所得制限癮撤廃睼国癮制燵㿉𤺋矞瞟う要望痮𥆩瘃璒

A

烋成コサ烝ゲケ鏤㽷瞢所得制限疰z和＆児童手当㿉制限巸疰輪巸＇痠矟𤩍

対象者疰増加痮𥆩痮瘓璒

溜給者数シ,ケザシ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

所得制限癮撤廃睼国癮制燵㿉𤺋矞瞟う要望痮𥆩瘃璒

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 



■瓖あ疷矞褫滲逗世代育成支援行動計き瓘烋成０３烝燵実績𤩍烋成０４烝燵流組状況璈䆿磕箛ン禕种籞穪 烋成コシ烝ゲケ鏤

宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○幼児祲箐𥫤

璈０籗１籗２歳児癮親子砅対象癉𤩍邊団活動砅通痮瘳幼児癮逿皨㿉

捩親輪士癮子育瘳癮交流癮場㿉痮瘳実施瘃矞児童館幼児祲箐𥫤

癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

各館烝間１．回程燵実施痮𥆩瘃璒

A

児童館癉瘳搆逬金曜日癉実施痮瘳い矞眚㽷𤩍遀動会等癮合輪行宙睘実

施痮𥆩痮瘓璒

合輪遀動会参加者数コケス人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

児童館癉瘳搆逬金曜日癉実施痮瘳い矞眚㽷𤩍遀動会等癮合輪行宙睘実

施痮𥆩瘃璒

○入院妹産費癮支給

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ょ𤹪病院又皕妹産所癉入院𤹪疷𤺋い妊産

婦癮方砅対象癉𤩍そ癮費用砅妹成痮𥆩瘃璒対象㿉𤺋矞方皕𤩍生活

保護世澳睼撤民税非課税世澳等㿉𤺋瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

支給件数璈ゲ件

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

経済的𤺋理ょ𤹪入院瘃矞痝㿉疰困飫𤺋方癉対痮瘳𤩍出産費用砅妹成痮

𥆩瘃璒

○児童館癮整備𤩍宙業不容癮充実

璈児童癮健全𤺋逿皨砅通痱𤩍健康𤺋身体癮育成㿉豊㽷𤺋情操砅

養う㿉㿉睘癉児童福祉癮向琢砅図矞瘓𥇍𤩍各種癮体験活動砅実

施痮瘳い𥆩瘃璒

烝間利用者数 ゴザ,ケケケ人以琢𤩍／日癮烋均利用者数

ゲコケ 人以琢砅維持痮𥆩瘃璒

各種癮体験活動砅逭𥇍𥆩瘃璒

耐震基準癉適合痮𤺋い児童館癮耐震化砅図瞤𥆩瘃璒

児童館疰設置痠矟瘳い𤺋い椌学校癒癉設置痠矟瘳

い矞児童祲箐𥫤宙業砅充実痮𤩍子癁睘癮逿皨場砅確

保痮𥆩瘃璒

A

耐震基準癉適合痮𤺋い児童館癮耐震補強工宙砅実施痮𥆩痮瘓璒

児童館宙業皕体験活動等砅6162実施痮𥆩痮瘓璒

A

児童館宙業皕6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○譌課癆対策宙業

璈児童館疰設置痠矟瘳い𤺋い椌学校癒癉設置痠矟瘳い矞児童祲

箐𥫤砅充実痮𤩍子癁睘癮逿皨場砅確保痮𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

烝間利用者数 ザ,スケケ人以琢𤩍／日癮烋均利用者数

コケ人以琢砅維持痮𥆩瘃璒 D

椌宮椌学校𤩍戸倉椌学校癮統廃合癉伴い宙業目的砅遉成痮𥆩痮瘓＆烋

成０１烝燵鑽椌宮児童祲箐𥫤砅廃溺璒烋成０２烝燵鑽𤩍戸倉児童祲箐𥫤

廃溺癉瞟瞤宙業完了＇璒 D

○譌課癆子癁睘教室

璈椌学校癮譌課癆癮子癁睘瘓瘜癮晧全𤹪𤩍晧心𤺋居場所瘼痀瞤

砅𤩍地域癮方々癮協力砅得瘳𤩍実施痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

活動実績

籗草花椌学校譌課癆子癁睘教室＆全コサ回𤩍ɔ録児童数ゲスサ人𤩍延𥄢コ,ゴスケ

人＇

籗多西椌学校譌課癆子癁睘教室＆全コシ回𤩍ɔ録児童数ゲスズ人𤩍延𥄢コ,サシシ

人＇

籗東秋留椌学校譌課癆子癁睘教室＆全ゲズ回𤩍ɔ録児童数ジサ人𤩍延𥄢ジコゲ

人＇

籗虫日滲椌学校譌課癆子癁睘教室＆全ゲコ回𤩍ɔ録児童数ゲゲゲ人𤩍延𥄢

ザシケ人＇

A

２校𤹪6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒＆籗草花椌学校譌課癆子癁睘教室籗多西椌学

校譌課癆子癁睘教室籗東秋留椌学校譌課癆子癁睘教室籗虫日滲椌学校

譌課癆子癁睘教室オ

○幼稚園癉疢痏矞就園前児童癮子育瘳支援宙業

璈滲不幼稚園癉疢い瘳𤩍鑷就園児睼そ癮保護者癉対痮瘳実施痮

瘳い矞子育瘳宙業癮充実砅図矞瞟う検討痮𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

子育瘳相談璈１園

子育瘳衷戸端会議璈０園

鑷就園児癮保育璈３園

園庭籗園舎癮開譌璈４園

子育瘳情報癮提供璈１園

子育瘳講燼籗講演会璈０園

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

＆０＇璈保育秇籞竌䅈癮充実

○通常保育宙業 待機児童癮解消砅𥇍痧痮𥆩瘃璒

誠和保育園皕𤩍烋成０／𤩍００烝燵癉建替え工宙砅実

施痮𥆩瘃璒秋川あ瘃𤺋矤保育園皕𤩍烋成００烝燵癉

増築工宙砅実施痮𥆩瘃璒痝矟癉瞟瞤定員疰𤩍誠和保

育園𤹪烋成コゴ烝ゲ鏤＆定員ゲゴケ人＇癉ゴケ人増加𤩍秋川

あ瘃𤺋矤保育園𤹪烋成０１烝２鏤＆定員ゲザケ人＇癉ゴケ

人増加痮𥆩瘃璒

東秋留保育園皕𤩍烋成０１烝２鏤／日癉民設民営化

痮𤩍そ癮癆𤩍０烝以不癉建替え工宙砅実施痮𥆩瘃璒痝

矟癉瞟瞤定員疰＆定員ゲザケ人＇ゴケ人増加痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

ィ療保育所璈滲立１園𤩍私立／０園

定員璈ゲ,ジシジ人𤩍入所児童数璈ゲ,スザゲ人＆烋成コシ烝ゴ鏤ゴゲ日現在＇

待機児童数璈ゴザ人＆烋成コザ烝サ鏤ゲ日現在＇

定員増

建替え癉瞟矞定員増璈増戸保育園璈コゲ人

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈虫日滲わ㽷ば保育園璈ゲケ人

A

待機児童癮解消砅𥇍痧痮6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

定員増

建替え癉瞟矞定員増璈虫日滲保育園璈ゲケ人

○保育所癮増改築癮推逭

璈老朽化癮逭𥇥公立保育所砅中心癉増改築砅逭𥇍矞㿉共癉𤩍私

立保育所癉対痮瘳皕𤩍増改築癉逃矞補妹宙業砅検討痮𥆩瘃璒

誠和保育園皕𤩍建替え工宙璒秋川あ瘃𤺋矤保育園

皕𤩍増築工宙砅烋成コゲ籗ココ烝燵癉実施痮𥆩瘃璒

東秋留保育園皕𤩍民営癉移設癆𤩍建替え工宙砅実

施痮𥆩瘃璒

老朽化癮逭𥇥私立保育園癉あ瘥瘳皕𤩍国癮補妹制

燵砅活用痮𤩍補妹宙業砅実施痮𥆩瘃璒

A

虫日滲保育園癮増改築工宙砅完了痮𥆩痮瘓璒

D



■瓖あ疷矞褫滲逗世代育成支援行動計き瓘烋成０３烝燵実績𤩍烋成０４烝燵流組状況璈䆿磕箛ン禕种籞穪 烋成コシ烝ゲケ鏤

宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○乳幼児一時預㽷瞤宙業＆一時保育宙業＇

璈保護者疰疾病等癮理ょ癉瞟瞤𤩍一時的癉家庭𤹪児童砅保育瘃

矞痝㿉疰困飫癉𤺋瘥瘓場合癉𤩍定員癉遉痮瘳い𤺋い保育所等砅

活用痮𤩍保護者癉代わ瘥瘳当ゅ児童砅一時的癉保育痮瘳い𥆩

瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

実施施設８滲不私立保育園ゲコ箇所

利用者実人数セゲケコ人

延𥄢日数８ザジゲ人 A

育児疲矟𤺋癁𤹪箛竴箵穖种筦痮瘓い㿉疷𤺋癁癉利用痮睼瘃い瞟う癉笮籞筁

笪籞秖等𤹪周知痮瘳募邊痮瘳い𥆩瘃璒

希望者疰増え瘳疷瘳い矞瘓𥇍𤩍多痀癮利用疰𤹪疷矞瞟う実施施設盨疢願

い砅痮瘳い𥆩瘃疰𤩍希望通瞤利用𤹪疷𤺋い場合睘あ矞瘓𥇍𤩍希望癉添う

瞟う更癉実施施設㿉癮連携砅図瘥瘳い𥆩瘃璒

○乳幼児短期保護＆种𥮲籞穪䅈穟磦＇宙業

璈保護者疰疾病等癮理ょ癉瞟瞤𤩍児童癮保育疰一時的癉困飫㿉

𤺋瘥瘓場合癉𤩍保護者癉代わ瘥瘳当ゅ児童砅一時的癉施設癉保

護痮𤩍必要𤺋保育砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

児童福祉施設ォ青梅滲恵明学園＇𤹪6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

定員璈ケ歳㽷瞢コ歳璈ザ人𤩍ゴ歳㽷瞢ザ歳璈ザ人

利用者実人数８ゲゴ人

延𥄢日数８ゲケス日

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○病癆児保育宙業

璈滲不癉撤所砅鐚痮𤩍保育所癉通所痮瘳い矞児童𤹪𤩍病気癮回

復期癉あ矞児童砅𤩍邊団保育癮困飫𤺋期間癉保育所癉付設痠

矟瘓施設等癉疢い瘳一時的癉預㽷瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

烋成０／烝燵㽷瞢𤩍利用申込砅直接園𤹪行え矞瞟う

癉変更痮𥆩痮瘓璒

A

秋川あ瘃𤺋矤保育園𤹪6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

利用者セゴ人

延𥄢日数セザ日

烋成０３烝燵㽷瞢申痮込䀹方法癮変更癉瞟瞤診断書砅㿉矞薇癉睘諭療妹

成疰溜痏瞢矟矞瞟う変更痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

／園璈定員璈ゴ人

烋成コシ烝ゲケ鏤鑽時点璈利用者ゴ人璈延𥄢日数ゲゲ日

利用方法癮簡素化睼烝燵初𥇍癮ɔ録𤺋癁周知等砅行瘥瘳疢瞤𤩍前烝瞟

瞤利用者疰増え瘳い𥆩瘃璒

○穪ワ磹箐磹穪＆夜間一時預㽷瞤＇宙業

璈児童砅養育痮瘳い矞家庭癮保護者疰捗宙そ癮直癮理ょ癉瞟

瞤𤩍恒常的癉澣宅疰夜間癉わ瘓矞場合睼休日癉不在癮場合等

𤹪𤩍児童癉対瘃矞生活指棡睼家宙癮面等𤹪困飫砅生痱瘳い矞場

合癉𤩍そ癮児童砅児童福祉施設等癉疢い瘳𤩍疢疢𥇥㿗午癆ゲケ

時𥆩𤹪又皕宿泊𤹪生活指棡𤩍食宙癮提供等砅行う痝㿉砅検討痮

𥆩瘃璒

保護者癮要望睼状況砅確ィ痮𤺋疰瞢実施癉瘨い瘳

検討痮𥆩瘃璒

C

保護者癮要望睼状況砅確ィ痮𤺋疰瞢検討痮𥆩痮瘓璒

C

保護者癮要望睼状況砅確ィ痮𤺋疰瞢𤩍6162痮瘳検討痮𥆩瘃璒

○延長保育宙業

璈滲不癮保育所癉通所痮瘳い矞児童癮保護者疰捗宙そ癮直癮

理ょ癉瞟瞤𤩍澣宅疰遅矟矞場合癉保育砅延長痮瘳児童砅預㽷瘥

瘳い𥆩瘃璒

民間保育園𤹪ゲ園ゲ時間癮延長保育砅実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

／時間延長璈ゲゲ園＆私立ゲゲ園＇

＆公立コ園𤹪ゴケ便延長実施＇ A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

／時間延長璈ゲゲ園＆私立ゲゲ園＇

＆公立コ園𤹪ゴケ便延長実施＇

○休日保育宙業

璈滲不癉撤所砅鐚痮𤩍ィ療＆烋成／７烝改塡＇保育所癉通所痮瘳

い矞児童𤹪𤩍保護者癮就労等癉瞟瞤休日癉疢痏矞保育癉靭痏矞

児童癉対痮瘳保育砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

ゲ園𤹪実施

延𥄢利用人数璈ゴサ人

＆実人員璈ズ人＇
A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○徹烝齢児保育

璈公立籗私立保育所癮増改築睼私立保育所癮便園𤺋癁癉瞟瞤徹

烝齢児癮保育定員砅増睼瘃㿉共癉𤩍定員枠砅弾力的癉遀用痮𤩍

待機児癮解消砅図瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

東秋留保育園皕𤩍烋成０１烝２鏤／日癉民設民営化

痮𤩍そ癮癆𤩍０烝以不癉建替え工宙砅実施痮𥆩瘃璒建

替癆癉．歳児保育砅実施痮𥆩瘃璒

A

私立保育園ゲコ園𤹪ケ歳児保育砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○家庭福祉員宙業

璈滲癮ィ定砅溜痏瘓家庭福祉員疰𤩍そ癮家庭癉疢い瘳生癆１篰

鏤目㽷瞢１歳鑷満癮児童砅対象癉𤩍保護者疰就労等癮理ょ癉瞟

瞤児童砅保育瘃矞痝㿉癉靭痏矞場合癉𤩍保護者癉代わ瞤児童砅

保育痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

家庭福祉員ゲ人＆草花地癒＇

延𥄢人員璈ザス人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○公立保育所癮民間委託化癮透逭

璈瓖あ疷矞褫滲行譏改革大綱瓘癉基瘼疷𤩍公立保育所砅補修𤺋癁

癮琢𤩍民間盨委託瘃矞痝㿉癉瞟瞤𤩍経営癮効率化砅図瘥瘳い𥆩

瘃璒

烋成０１烝燵癉東秋留保育園及皨西秋留保育園砅

民設民営化痮𥆩瘃璒

D D

○幼稚園預㽷瞤保育宙業

璈幼稚園児癮保護者疰就労等𤹪幼稚園癮基鑚保育時間𤹪癮送

迎癉間癉合わ𤺋い場合𤩍幼稚園𤹪癮預㽷瞤保育砅実施瘃矞宙

業璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

滲不全園＆シ園＇𤹪実施

実施日延𥄢ゲ,コケシ日璈コサ,ケザゴ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○保育園籗幼稚園癮園庭開譌 6162実施痮𥆩瘃璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

滲不全幼稚園籗保育園＆公立保育園１園𤩍私立保育園／コ園𤩍私立幼稚

園４園＇𤹪実施璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒
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項
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既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○学童祲箐𥫤宙業

璈譌課癆𤩍家庭癉疢い瘳保護者癮労働等癉瞟瞤適勉𤺋T護疰溜

痏瞢矟𤺋い滲不椌学校在学癮／～２烝生癮児童癉𤩍仲間作瞤睼

逿皨砅通痮瘳瘓痀𥆩痮い体睼心癮育成砅目的癉𤩍概㿗託校時㽷

瞢午癆３時２３便𥆩𤹪＆学校休業日皕午前７時㽷瞢午癆３時２３便

𥆩𤹪＇癮間𤩍児童厚生施設＆滲不６篰所癮児童館及皨０篰所癮学

童祲箐𥫤施設＇𤹪預㽷矞痝㿉癉瞟瞤𤩍子育瘳支援癮充実砅図瘥瘳

い𥆩瘃璒

烋成０／烝燵𤹪皕𤩍学童祲箐𥫤数砅ゴ㽷所増設痮𤩍ゲゴ

㽷所㿉痮𤩍入会定員砅ズシ人増員痮𤩍ジゴケ人㿉痮𥆩瘃璒

烋成００烝燵癉皕𤩍秋留瞭学童祲箐𥫤𤹪開設時間砅

午癆５時𥆩𤹪延長痮瘓筕穧䈎宙業砅始𥇍𥆩瘃璒

超癆睘既存公共施設癮鐚効利用𤺋癁癮検討砅逭

𥇍𤩍待機児童癮解消癉昧𥇍𥆩瘃璒

A

若竹児童館耐震補強工宙癉併瘇瘳実施痮瘓改修工宙及皨多西第コ学

童祲箐𥫤開設工宙等癉瞟瞤サザ隣定員疰増加痮𥆩痮瘓璒

学童祲箐𥫤述𥄢利用者数璈ゲコケ,ココジ人

A

虫日滲椌学校余裕教室砅活用痮瘓学童祲箐𥫤癮開設癉瞟瞤６．隣癮定

員増加璒

遊秋留学童祲箐𥫤癉疢い瘳𤩍０．隣癮定員増加砅図矞瘓𥇍癮第０学童祲

箐𥫤開設等工宙砅実施痮𥆩瘃璒

○藴害児保育宙業

璈邊団保育疰療能𤺋藴害程燵𤹪𤩍保育砅必要㿉瘃矞児童砅対象

癉藴害児保育宙業砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

保育園璈ゲサ園璈＆溜痏入矟人数璈ゴジ人＇

幼稚園璈ザ園璈＆溜痏入矟人数璈コザ人＇

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○ィ証保育所癮充実

璈徹烝齢児保育癮需要盨癮対応砅図矞瘓𥇍𤩍椌規模𤹪家庭的𤺋

ィ証保育所癮活用砅逭𥇍瘳い𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

滲不コ園

利用人数璈延𥄢ジサゴ人

滲外園ジ園

利用人数璈延𥄢ゲザズ人

合計利用人数璈延𥄢ジケコ人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

＆１＇璈子育瘳支援癮ネ穖穪ワ籞祲瘼痀瞤

○子育瘳関連情報提供癮推逭

璈子育瘳支援癉関連瘃矞宙業癮情報砅福祉㿉教育㽷瞢情報収邊

痮𤩍そ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瘳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瘳い𥆩瘃璒

矞癮䄅穖𥞩通信癮作成籗配漱砅6162実施痮𥆩瘃璒

癮皨癮皨秇䇦籞穪𥫤穖祲砅痠瞢癉æ展痠瘇瘓𤩍仮称

瓖新癮皨癮皨秇䇦籞穪祘磹穵𥫤穖祲瓘砅烋成００烝燵癉

作成籗配漱痮𥆩瘃璒

A

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＆蹠子育瘳支援情報ア＇烝間２回璈各回ゲ,ゴケケ部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行璈烝間スケケ部

子育瘳情報䇮籞䈎瓖矞癮䄅穖𥞩䇮籞䈎瓘癮配信𤩍ɔ録者数ズザゴ件ォ烋成コシ

烝ゴ鏤コス日配信日現在 オ

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

矞癮䄅穖𥞩通信＆蹠子育瘳支援情報ア＇烝間２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行ォ笮籞筁笪籞秖閲覧流組

䀹オ

烝間スケケ部

子育瘳情報䇮籞䈎瓖矞癮䄅穖𥞩䇮籞䈎瓘癮配信

○子育瘳禕䈎籞𥫣等盨癮支援

璈地域癮子育瘳禕䈎籞𥫣＆子育瘳秇籞祲䈎＇癉関瘃矞情報砅把握

痮𤩍情報提供㿉情報交蜃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痮出痮砅行瘥瘳

い𥆩瘃璒

搆烝開催痠矟矞瓖子育瘳講燼瓘㽷瞢新痮痀出来矞禕

䈎籞𥫣癮支援睼全体癮交流会砅開催痮𤩍情報交蜃

等𤩍親睦砅図瞤𥆩瘃璒

A

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

禕䈎籞𥫣活動癮場癮提供𤩍ゴス回𤩍ザゴシ人

図書癮貸痮出痮

あそ皨祲箐𥫤及皨子育瘳秇箼ン癮開催支援 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

連絡会𤩍交流会癮開催

禕䈎籞𥫣活動癮場癮提供及皨図書癮貸痮出痮

あそ皨祲箐𥫤及皨子育瘳秇箼ン癮開催支援

○保育所籗幼稚園地域活動

璈保育所籗幼稚園癮情報公開砅逭𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍地域交流籗世代

間交流癮機会砅持瘨𤺋癁𤩍地域癉開㽷矟瘓保育所籗幼稚園砅𥇍

痧痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

保育園等砅通痱瘳宙業砅周知痮瘳い疷𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

滲不全幼稚園籗保育園＆公立保育園１園𤩍私立保育園／コ園𤩍私立幼稚

園４園＇𤹪実施璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○保育所籗幼稚園籗児童館癉疢痏矞子育瘳相談癮充実

璈滲不癮保育所籗幼稚園籗児童館𤹪皕𤩍地域癮子育瘳家庭癮相

談癉応痱矞窓口疰設置痠矟瘳疢瞤𤩍子育瘳癉不晧砅持瘨親癮悩

䀹等癮解決砅図瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

公立保育園１園𤩍私立保育園／コ園𤩍私立幼稚園４園𤩍児童館ゲケ館𤹪実

施璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

＆２＇璈捗宙㿉子育瘳癮両立支援癮推逭

○男女共輪参き

璈あ疷矞褫滲男女共輪参き計き瓖あ疷矞褫男女共輪参き𥫣箐ン瓘

癉基瘼疷𤩍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癮瘓𥇍

癉意識啓æ等砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

瓖あ疷矞褫滲男女共輪参き計き瓘癮第０逗計き砅策

定痮𥆩瘃璒

A

璈男女共輪参き癉関瘃矞稸箐种及皨䇦䅈稛籞癮設置及皨掲示𤩍滲主催

宙業𤹪癮啓æ禕穖𥞩癮配漱及皨笮籞筁笪籞秖癮箛窊筦籞磕䈎等𤩍男女

共輪参き癉向痏瘓意識啓æ癉流瞤組䀹𥆩痮瘓璒

A

璈瓖第ゴ逗あ疷矞褫男女共輪参き計き瓘癉基瘼疷𤩍男女共輪参き癮推逭

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

○育児休業制燵等癮普及啓æ

璈滲民睼滲不宙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砅逭𥇍瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

広報𤺋癁𤹪癮ＰＲ癉昧𥇍𤩍特癉宙業者盨癮ＰＲ疰必

要㿉考え瞢矟矞睘癮癉瘨い瘳皕𤩍商工会癉周知依頼

砅瘃矞等𤩍普及啓æ砅逭𥇍𥆩瘃璒 B

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砅逭𥇍𥆩痮瘓璒

B

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砅逭𥇍𥆩瘃璒
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目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○再就職支援癮充実

璈就労意欲砅持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瘥瘳い𥆩

瘃璒

あ疷矞褫滲地域邊用問巠連絡会議砅開催痮𥆩瘃璒

現在ワ籞䄅ン禕𥞴筿窂籞癉関痮瘳6162実施痮瘳い矞

癮皕𤩍中高烝齢者向痏癮睘癮瘛痏𤹪瘃疰𤩍あ疷矞褫

滲地域邊用問巠連絡会議砅搆烝開催瘃矞痝㿉𤹪𤩍

滲籗䆴箼籞ワ籞祲籗労働基準T督署１者癮連携砅深

𥇍𤩍子育瘳中癮女性向痏癮𥞴筿窂籞砅開催瘃矞等𤩍

労働施策癮展開盨㿉瘨𤺋痓瞢矟矞瞟う癉協力体制砅

深𥇍瘳い疷𥆩瘃璒

B

璈対象皕子育瘳中癮女性癉限定痮瘳い𤺋い疰𤩍烋成０３烝燵皕０回𤩍䆴

箼籞ワ籞祲青梅㿉共催𤹪𤩍滲役所別館癉瘳中高烝齢者砅対象㿉痮瘓再

就職支援𥞴筿窂籞砅実施痮𥆩痮瘓璒

璈𥆩瘓𤩍近隣滲か闌𤹪開催痠矟矞𤩍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

B

璈対象皕子育瘳中癮女性癉限定痮瘳い𤺋い疰𤩍䆴箼籞ワ籞祲青梅㿉癮

共催𤹪就職支援𥞴筿窂籞砅烝／０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０回𤩍滲役所別館癉瘳実施痮𥆩瘃璒

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瘃璒

０璈子癁睘癮成長砅通痮瘓健康瘼痀瞤

＆／＇璈捩㿉子癮健康癮維持籗増逭

○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者癉捩子健康手帳砅交付

痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

妊娠榲溜理件数璈４４／件

A

捩子手帳交付時癉保健師癉瞟矞面接癮実施砅6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○健康診査

璈乳幼児癮健康保持及皨増逭砅図矞瘓𥇍𤩍１～２㽷鏤児健康診

査𤩍４籗７㽷鏤児健康診査𤩍／歳４㽷鏤児健康診査𤩍１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遉

健康診査𤩍妊産婦健康診査砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆皕𤩍健康診査癮不容𤺋癁癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

乳幼児健診癮溜診率疰ズザ％砅託回瞢𤺋い瞟う癉維

持痮𥆩瘃璒

A

乳幼児健診癮溜診率疰ズザ％砅託回瞢𤺋い瞟う癉実施痮𥆩痮瘓璒

１～２㽷鏤児健康診査

璈璈溜診者４／２人＆溜診率７７．０％＇

／歳４㽷鏤児健康診査

璈璈溜診者４１／人＆溜診率７４．０％＇

１歳児健康診査

璈璈溜診者５．．人＆溜診率７４．０％＇

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

乳幼児健診癮溜診率疰ズザ％砅託回瞢𤺋い瞟う癉維持痮𥆩瘃璒

○歯科健康診査

璈乳幼児及皨妊婦癮健康保持及皨増逭砅図矞瘓𥇍𤩍歯科健康

診査砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆睘不容癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

妊婦歯科健診＆捩親学㊏＇実施回数璈サ回璈人数璈４６人

／歳４篪鏤児健診璈璈璈璈璈璈実施回数０２回璈人数４１／人

１歳児健診璈璈璈璈璈璈璈璈璈  実施回数０２回璈人数４７７人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○捩親学㊏＆捩性科𤩍育児科＇

璈捩性及皨乳幼児癮健康保持𤩍増逭砅図矞瘓𥇍𤩍捩親学㊏等

＆頹乳食教室𤩍育児禕䈎籞𥫣＇砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆皕𤩍不容癮充実𤺋癁砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

滲民癮窊籞𥞩癉あ瘥瘓講燼癮開催日及皨不容砅検

討痮𥆩瘃璒

A

捩親学㊏皕１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

烋日コ籞䅈璈実施回数２回璈溜講者／１／人

土曜コ籞䅈璈実施回数２回璈溜講者璈６７人

頹乳食教室皕乳幼児癮鏤齢癉合わ瘇瘓１コ籞䅈𤹪実施痮𥆩痮瘓璒

疢疢𥇥㿗３～４篪鏤璈璈璈璈璈璈実施回数／．回璈溜講者／１４人

疢疢𥇥㿗５～／／篰鏤 璈璈璈璈実施回数／．回璈溜講者   ６２人

疢疢𥇥㿗／歳～／歳０篰鏤璈実施回数１回璈溜講者大人１３人籗子癁睘１４

人

疢疢𥇥㿗０歳～０歳４篪鏤璈実施回数／回璈溜講者大人／３人籗子癁睘／４

人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○訪問指棡

璈捩性及皨乳幼児癮健康保持及皨増逭砅図矞瘓𥇍𤩍妊産婦𤩍新

生児𤩍乳幼児癮訪問指棡砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆皕𤩍宙業癮周知砅図瞤𥆩瘃璒

訪問指棡員＆民生委員等＇癉瞟瞤乳児家庭全戸訪問

砅実施痮𥆩瘃璒

A

妊娠榲砅溜理痮瘓㿉疷癉交付瘃矞捩子健康手帳𤺋癁疰入瘥瘳い矞捩㿉

子癮保健窹穖禕癉稸箐种砅輪桴痮𤩍周知痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍出生榲㿉一h癉

提出痮瘳い瘓瘛痀出生通知票癮中𤹪訪問癮意思確ィ砅実施痮𥆩痮瘓璒

新生児訪問ォ第／子＇皕全家庭訪問砅実施痮𥆩痮瘓璒

痝砉癉瘜皕赤瘜𥈞砉訪問皕新生児訪問癮利用疰𤺋㽷瘥瘓家庭砅訪問痮

𥆩痮瘓璒璈＆実施率７５．５％＇

A

乳児家庭全戸訪問宙業皕𤩍社会砅流瞤巻痀変化砅的確癉捉え𤩍各関逃

機関㿉連携砅㿉瞤𤩍／．．％癮訪問砅目指痮𥆩瘃璒

保健師籗妹産師籗民生委員𤹪訪問砅実施痮𥆩瘃璒

○𥇥痮歯予防教室籗歯科予防処置

璈乳幼児癮健康保持及皨増逭砅図矞瘓𥇍𤩍𥇥痮歯予防教室籗歯

科予防処置砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆睘6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

滲民癮窊籞𥞩癉あ瘥瘓講燼癮開催日及皨不容砅検

討痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

𥇥痮歯予防教室皕鏤／回＆６鏤𤩍／０鏤砅除痀＇実施痮𥆩痮瘓璒

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

瘓璒そ癮直育児相談時癉配漱痮周知痮𥆩痮瘓璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒



■瓖あ疷矞褫滲逗世代育成支援行動計き瓘烋成０３烝燵実績𤩍烋成０４烝燵流組状況璈䆿磕箛ン禕种籞穪 烋成コシ烝ゲケ鏤

宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○育児相談籗一般相談

璈捩性及皨乳幼児癮健康保持𤩍増逭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

等砅実施痮瘳い𥆩瘃璒

超癆皕𤩍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逭𥇍𥆩瘃璒

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

瘼痀瞤砅逭𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍職員癮学習機会砅増睼痮𥆩瘃璒

超癆皕𤩍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

支援砅逭𥇍𥆩瘃璒

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逭𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍職員癮学習機会

砅増睼痮𥆩瘃璒 A

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逭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＆乳児𤩍幼児＇癮実績等

癩宙者璈保健師𤩍看護師𤩍栄養士𤩍歯科衛生士

１４回実施

相談者ゲ,ザケズ人

健康相談＆妊婦𤩍産婦𤩍乳幼児𤩍そ癮直＇癮実績等

健康課癉所属瘃矞保健師𤩍妹産師疰搆日対応

面接対応璈スササ人璈電や対応璈ザザス人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

＆０＇璈学童期籗思春期癮健康瘼痀瞤癮支援

○学校㿉連携痮瘓健康教育癮充実

璈全椌籗中学校癉学校保健委員会砅設置痮𤩍児童籗生癨癮体育

健康教育癮充実砅図瘥瘳い𥆩瘃璒

学校𤹪癮健康教育砅逭𥇍矞瘓𥇍𤩍教育委員会㿉連

携方法癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

A

学校保健委員会設置校数

椌学校 ゲケ校

中学校   シ校 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

＆１＇璈地域㽷瞢癮健康瘼痀瞤

○高齢者祲箐𥫤𤩍か不会籗自治会𤩍秇籞祲䈎等癮健康瘼痀瞤癮流

瞤組䀹盨癮支援

璈高齢者祲箐𥫤睼か不会籗自治会𤩍秇籞祲䈎等癮禕䈎籞𥫣癉瞟矞

地域癮自主的𤺋健康瘼痀瞤癉向痏瘓流瞤組䀹癉対痮𤩍支援砅痮瘳

い疷𥆩瘃璒

地域𤹪癮自主的𤺋健康瘼痀瞤活動癮支援砅6162痮𥆩

瘃璒

A

烋成ゲズ烝以前癉０地癒𤹪筕穧䈎地癒砅瘨痀瞤健康瘼痀瞤活動癮支援砅実

施痮瘳疷𥆩痮瘓璒痝癮癆𤩍限瞢矟瘓地癒㽷瞢高齢者い疷い疷講燼㿉痮瘳滲

民全体砅対象㿉痮瘓健康瘼痀瞤癉関瘃矞講燼癮実施癉替え瘳行瘥瘳疷𥆩

痮瘓璒現在皕𤩍烝間コ回高齢者祲箐𥫤連合会㿉共催𤹪瓖𥇍痧瘇健康あ疷矞

褫コゲ瓘講燼㿉痮瘳実施砅痮瘳い𥆩瘃璒

※対象者皕滲民全体瘛疰𤩍疢疢𥇥㿗高齢者世代癮講燼不容癉裴点砅

置い瘳い𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

あ疷矞褫滲健康瘼痀瞤滲民推逭委員疰地癒癮組れ砅活用痮𤩍健康瘼痀瞤

砅実施痮瘳い疷𥆩瘃璒

○健康瘼痀瞤推逭協議会

璈滲民癮健康癮保持増逭砅図矞痝㿉砅目的癉𤩍地域癮実情癉応

痱瘓健康瘼痀瞤対策砅推逭瘃矞瘓𥇍𤩍健康瘼痀瞤推逭協議会砅設

置痮瘳い𥆩瘃璒

地域癮実情癉応痱瘓健康瘼痀瞤対策砅協議痮𥆩瘃璒

烋成コサ烝燵癉増逭計き癮中間評価砅実施痮𥆩瘃璒

A

滲𤹪実施癮健康癉関瘃矞宙業㿉健康増逭計き＆𥇍痧瘇健康あ疷矞褫

コゲ＇癮宙業等癮逭捗状況癮把握睼宙業実施癉向痏瘳癮提言砅行い𥆩痮

瘓璒

協議会委員璈コケ人

開催回数璈璈ゴ回

出席委員延璈サコ人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

健康増逭癉関瘃矞協議㿉宙業癮提言砅実施痮瘳い疷𥆩瘃璒

○健康瘼痀瞤滲民推逭委員活動癮支援

璈地域癉疢痏矞健康瘼痀瞤宙業砅総合的癉推逭痮𤩍滲民癮健康

瘼痀瞤砅図矞瘓𥇍𤩍健康瘼痀瞤滲民推逭委員疰𤩍栄養睼遀動𤩍休

養癉瘨い瘳地域𤺋癁𤹪普及活動砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

超癆睘𤩍健康瘼痀瞤癮推逭睼健康的𤺋食生活癮推逭癉向痏瘳流

瞤組砉𤹪い疷𥆩瘃璒

地域𤹪活動瘃矞瘓𥇍癮支援砅逭𥇍𥆩瘃璒

A

滲不ザケ箇所癉疢い瘳瓖地域磹䄅磹䄅元気瘼痀瞤宙業瓘砅実施痮𥆩痮瘓璒烝

間ザケサ回開催痮𤩍述𥄢シ,シジズ人疰参加痮𥆩痮瘓璒開催癉あ瘓瘥瘳皕𤩍か不

会籗自治会𤩍民生委員𤩍ふ矟あい福祉委員𤺋癁癮協力砅得瘳実施痮𥆩痮

瘓璒

会議璈ゲザ 回

研修会  ジ 回

地癒活動  ゲ,ケジコ 回

健康瘼痀瞤滲民推逭委員ゲゴゴ人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

地域磹䄅磹䄅元気瘼痀瞤宙業睼地域𤹪癮活動砅保健師𤩍看護師𤩍栄養

士疰支援痮𥆩瘃璒

○あ疷矞褫滲健康癮瘨癁い

璈健康癉対瘃矞滲民意識癮高蜀砅図瞤𤩍疾病砅予防瘃矞痝㿉砅目

的癉瓖あ疷矞褫滲健康癮瘨癁い瓘砅開催痮瘳い𥆩瘃璒

超癆睘𤩍健康盨癮意識砅高𥇍𤩍健康癮保持増逭癮瘓𥇍癉不容砅

充実痮瘳流瞤組砉𤹪い疷𥆩瘃璒

多痀癮滲民癉健康瘼痀瞤癉関心砅持瘥瘳睘瞢い参加砅透瘃瘓𥇍

癉𤩍健康瘼痀瞤癉関瘃矞宙業𤺋癁癮周知方法砅工夫痮𥆩瘃璒

健康癉関瘃矞滲民意識癮高蜀砅図瞤𤩍疾病砅予防

瘃矞痝㿉砅目的癉6162痮瘳開催痮𥆩瘃璒

A

あ疷矞褫滲健康癮瘨癁い璈延𥄢入場者数シ,ズザザ人

滲民疰健康𤹪明矞い生活砅送矟矞様癉意識癮向琢砅皕㽷瞤𤩍病気砅予

防瘃矞痝㿉砅目的㿉痮瘳瘨癁い砅開催痮𥆩痮瘓璒

瓺不容𤭯展示籗体験コ籞窂籞𤩍講演𤩍各種測定㿉相談𤩍健康瘼痀瞤推逭委

員癮活動æ表等砅実施痮𥆩痮瘓璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○保健宙業笯箐ン穟磦磕癮育成

璈健康瘼痀瞤滲民推逭委員癮経験者砅中心癉𤩍健康笯箐ン穟磦磕

癮育成砅検討痮𥆩瘃璒

保健宙業盨癮秇䇦籞穪睼協力砅疢願い痮瘳い疷𥆩瘃璒

健康瘼痀瞤滲民推逭委員経験者等癮笯箐ン穟磦磕活

用砅逭𥇍𥆩瘃璒

A

健康診査等癮溜診環境癮向琢癮瘓𥇍𤩍滲民笯箐ン穟磦磕㿉癮協働𤹪実

施痮𥆩痮瘓璒

瓺不容𤭯乳児健診睼心理相談𤩍疰砉検診癮実施時癉溜診者癮子癁睘砅

一時的癉預㽷矞秇籞竌䅈砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒
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項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

＆２＇璈食育癮推逭

○保育所籗幼稚園籗学校㿉癮連携

璈栄養相談𤩍栄養教育睼健康教育皕乳幼児期㽷瞢癮流瞤組䀹

疰裴要𤹪あ瞤𤩍保育所𤩍幼稚園𤩍学校㿉癮連携砅考え瘳い疷𥆩

瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

ふ矟あい広場＆育児相談宙業癮一瘨＇癉疢い瘳栄養士㿉滲民笯箐ン穟磦

磕＆食育推逭班＇疰協力痮𤩍疢疢𥇥㿗０歳児癉親子料理教室砅実施痮𥆩

痮瘓璒𥆩瘓𤩍学校給食𥞴ン稛籞𤹪実施瘃矞夏休䀹親子料理教室癉栄養

士㿉滲民笯箐ン穟磦磕＆食倶楽部＇疰参加協力痮𥆩痮瘓璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

１歳児健診時癉疢睼瘨癮㿉瞤方𤩍窹箐ン䅈癮㿉矟瘓食宙𤺋癁癮食育砅実

施痮𥆩瘃璒

料理教室𤹪皕𤩍児童自瞢疰調理瘃矞痝㿉𤹪料理癮楽痮痠睼疢い痮痠𤩍あ

瞤疰瘓䀹砅持瘳矞瞟う𤩍児童盨癮食癉関瘃矞育成支援砅行い𥆩瘃璒

○家庭籗地域癉疢痏矞食育癮推逭

璈諭療機関等㿉連携砅図瞤𤩍地域𤹪癮食育癮推逭癮あ瞤方砅検

討痮𥆩瘃璒

関逃機関㿉連携痮食育推逭癮あ瞤方砅検討痮𥆩瘃璒

A

滲不在撤籗在勤者砅対象癉簡邑料理箵种竨募邊砅行い𥆩痮瘓璒

募邊穟籞䇳璈瓖青菜瓘璈応募総数璈３１通

あ疷矞褫大賞璈瓖癮瞢眭う秇箐䅣瓘

滲民団体籗一般滲民砅対象㿉痮瘳𤩍簡邑料理箵种竨講習会砅開催痮𤩍箵

种竨募邊入賞作品砅滲不癉広痀普及痠瘇𥆩痮瘓璒

A

あ疷矞褫滲健康瘼痀瞤推逭協議会睼保健所𤩍大学教授等㿉食育推逭砅

協議痮𥆩瘃璒

簡邑料理箵种竨出前講燼砅𤩍滲民団体睼関逃機関等砅通痮瘳広痀募邊

痮𤩍開催痮𥆩瘃璒

活動砅通痮𤩍親子籗仲間籗地域㿉癮ふ矟あい睼多世代㿉癮交流砅図瞤𥆩

瘃璒

○健康瘼痀瞤滲民推逭委員会癉瞟矞食育癮推逭

璈健康瘼痀瞤滲民推逭委員会癉瞟矞𤩍妊婦期㽷瞢高齢者𥆩𤹪癮

食癉関瘃矞流瞤組䀹砅支援痮瘳い疷𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

関逃機関㿉連携痮瘳𤩍食癉関瘃矞流瞤組䀹砅検討痮

𥆩瘃璒

A

あ疷矞褫滲健康瘼痀瞤滲民推逭委員㿉委員砅経験痮瘓方𤹪瓖食倶楽部瓘

砅組れ痮瘳窹箐ン䅈癮㿉矟瘓食宙癮摂瞤方𤺋癁癮普及活動砅行い𥆩痮

瘓璒

開催回数璈／／回

延参加人数璈６１隣

𥆩瘓𤩍学校給食𥞴ン稛籞𤹪開催瘃矞瓖夏休䀹料理教室瓘癉参加協力痮𥆩

痮瘓璒

A

活動砅通痮瘳𤩍滲民盨癮食育情報砅æ信痮瘳い疷𥆩瘃璒

自瞢疰調理瘃矞痝㿉𤹪料理癮楽痮痠睼疢い痮痠𤩍あ瞤疰瘓䀹砅持瘳矞瞟

う𤩍食癉関瘃矞育成支援砅行い𥆩瘃璒

＆３＇璈心癮健康瘼痀瞤

○相談体制癮充実

璈育児癮悩䀹癉関瘃矞需要皕増え瘳疢瞤𤩍瓖保健相談𥞴ン稛籞瓘

癮整備㿉合わ瘇瘳𤩍相談体制癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

相談痮睼瘃い体制瘨痀瞤𤩍捗組䀹瘼痀瞤砅逭𥇍𥆩瘃璒

A

育児相談籗乳幼児健診𤹪育児癉関瘃矞悩䀹相談砅溜痏付痏𥆩痮瘓璒案

件癉瞟瘥瘳皕所管課盨案不瘃矞体制砅整え瘳い𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

１璈子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癉資瘃矞教育環境等癮整備

＆／＇璈逗代癮親癮教育

○家庭教育学㊏等癮講燼宙業

璈児童籗生癨癮保護者疰𤩍子癁睘癮æ遉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

㊏等砅充実痮𥆩瘃璒

 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妹㿉

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

子癁睘癮健睼㽷𤺋成長籗親自身癮成長砅支援瘃矞講

燼砅実施痮瘳い疷𥆩瘃璒

A

講燼等実績

／．家庭教育講燼瓖１歳児癮音楽教育～親子𤹪一h癉音あそ皨～瓘

璈璈実施回数１回璒溜講者ゲス人

０．家庭教育講燼瓖乳児期癮子育瘳～生活習慣癮大勉痠～瓘

璈璈東京都青少烝籗治晧対策部㿉共催癉瞟瞤実施痮𥆩痮瘓璒溜講者８５人

１．親子体験学習

璈璈椌学生癮親子砅対象癉０講燼砅実施痮𥆩痮瘓璒溜講者８０３人璒 A

講燼等開催予定

／．家庭教育講講演会瓖楽痮痀子育瘳瘃矞瘓𥇍癉瓘

０．家庭教育講燼瓖子育瘳講燼～痝癁睘癉手伝い砅痠瘇瞟う～瓘

璈璈東京都青少烝籗治晧対策部㿉共催癉瞟瞤𤩍実施砅予定痮瘳い𥆩瘃璒

璈璈溜講者８／３人程燵砅予定痮瘳い𥆩瘃璒

１．親子体験学習

璈璈椌学生癮親子砅対象癉講燼砅実施予定𤹪瘃璒

璈璈溜講者皕コケ人程燵砅予定痮瘳い𥆩瘃璒

○託児付疷等主催宙業＆公民館保育室癮活用＇

璈子育瘳中癮親疰𤩍育児睼子癁睘癮成長癉関瘃矞学習砅溜痏瞢

矟矞瞟う𤩍託児付疷及皨親子輪伴講燼教室等砅充実痮𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

参加対象癉合わ瘇瘳育児睼子癁睘癮成長癉関瘃矞学習砅溜痏瞢矟矞瞟

う𤩍託児付疷或い皕子癁睘疰輪伴𤹪疷矞瞟う配慮痮𥆩痮瘓璒

実績

講燼ゲ璈輪伴コ人𤩍託児利用者ゴ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒
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項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○子育瘳癉関瘃矞意識癉瘨い瘳癮啓æ活動癮推逭

璈捩親学㊏等宙業癮中𤹪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砅逭𥇍𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

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痮瘳逭𥇍𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○家庭癉疢痏矞基鑚的𤺋生活習慣癮形成㿉家庭学習支援

璈家庭癮役割砅見直痮𤩍家庭癉疢痏矞基鑚的生活習慣癮形成㿉

家庭学習癮習慣化砅図矞瘓𥇍𤩍意識啓æ宙業砅推逭痮𥆩瘃璒

家庭籗学校籗地域及皨関逃機関㿉癮連携籗協力癮睘

㿉𤩍健全𤺋家庭瘼痀瞤癉向痏瘓啓æ活動砅逭𥇍𤩍家

庭癮教育力𤩍地域癮教育力砅痠瞢癉高𥇍瘳い疷𥆩

瘃璒

疢㿉𤺋疰率先痮瘳䈎籞䈎砅晤瞤𤩍子癁睘瘓瘜癮見鑚㿉

𤺋矞瞟う瓖疢㿉𤺋疰手鑚癮あ疷矞褫滲瓘砅引62疷保護

者睼滲民癉対痮瘳啓æ活動砅行う瘓𥇍癮連携体制

砅整え𥆩瘃璒

A

宙業実績

籗あい痠瘨標語祊䈎稛大会璈参加者数ゲジゲ人

籗親子観劇会璈参加者数述𥄢ジゲサ人

籗あい痠瘨標語懸垂幕癮掲出＆Ｈコザ烝ジ鏤サ日～ジ鏤ゲス日𤩍ゲケ鏤コズ日～ゲゲ

鏤ゲコ日＇ A

宙業実施予定

埞疢㿉𤺋疰手鑚癮あ疷矞褫滲璈瓖あい痠瘨標語祊䈎稛大会瓘

埰家庭癮日推逭宙業瓖親子鑑賞会瓘※指定管理者㿉癮共催宙業

㙊あい痠瘨標語懸垂幕癮掲出

＆０＇璈子癁睘癮生疷矞力癮育成癉向痏瘓教育環境等癮整備

○瓖あ疷矞褫滲教育癮日瓘＆ゲコ 鏤第／土曜日＇推逭宙業

璈滲民癮教育盨癮関心㿉理解砅深𥇍𤩍逗代癮あ疷矞褫砅担う子

癁睘瘓瘜癮教育癉関瘃矞流組砅滲民全体𤹪推逭痮𤩍滲癮教育癮

充実㿉æ展砅図矞痝㿉砅目的癉制定痮瘓瓖あ疷矞褫滲教育癮日瓘

癮趣踪砅生㽷痮瘓宙業癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

籗中学生癮主張大会璈応募者数ゲ,ザシサ人𤩍æ表者ゲサ人𤩍来場者サコス人＇

籗青少烝音楽癮祭斌＆大雪癮影響癉瞟瞤中溺＇

A

宙業実施予定

籗中学生癮主張大会砅実施予定

籗青少烝音楽癮祭斌砅実施予定※指定管理者㿉癮共催宙業

○学校癉疢痏矞学力向琢癮流瞤組䀹

璈

璈子癁睘一人皧㿉瞤癮学力砅保証瘃矞瘓𥇍癉学習環境癮整備籗

充実砅逭𥇍𥆩瘃璒

学習環境癮整備籗充実砅逭𥇍矞瘓𥇍𤩍教員補妹員癮

配置𤩍時間数等癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

A

各学校癮状況癉応痱瘳𤩍教科補妹＆瘨𥆩瘘い瘳い矞児童籗生癨癮指棡補

妹𤩍習熟燵癉応痱瘓指棡補妹＇及皨特別支援教育指棡補妹ォ巡回相談

対象児童籗生癨及皨個別指棡計き作成済䀹癮児童籗生癨砅対象癉痮瘓

指棡補妹＇砅配置痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

児童館𤹪癮ジ䀹聞㽷瘇璒

璈ザ館𤩍サケ回実施痮𤩍参加者ゲ,ケケケ人以琢砅6162痮瘳

実施痮𥆩瘃璒

A

児童館３館癉疢い瘳𤩍笯箐ン穟磦磕癉瞟矞ジ䀹聞㽷瘇砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

学校図書館補妹員癮配置

璈宙業学校図書館癮充実砅図矞瘓𥇍𤩍学校図書館

補妹員癮配置𤩍時間数等癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

A

学校図書館補妹員癮配置砅サケケ時間𤩍ゲシ校𤹪行い𥆩痮瘓璒

あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭学校図書館関逃者連絡会盨𤩍烝ゴ回参

加痮𥆩痮瘓璒 A

学校図書館補妹員癮配置砅サケケ時間𤩍ゲシ校𤹪行い𥆩瘃璒

あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭学校図書館関逃者連絡会盨癮参加砅

烝ゴ回予定痮瘳い𥆩瘃璒

学校癉疢痏矞ジ䀹疷㽷瘇笯箐ン穟磦磕癮活用

6162実施痮𥆩瘃璒 A

学校癉疢痏矞ジ䀹聞㽷瘇笯箐ン穟磦磕癮活用砅6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A

学校癉疢痏矞笯箐ン穟磦磕癉瞟矞ジ䀹聞㽷瘇等砅6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

籗あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭学校図書館連絡

会開催＆Hコゲ烝燵㽷瞢＇＆図書館＇

籗 あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭連絡会開催＆Hコゲ

烝燵㽷瞢＇

籗 あ疷矞褫滲図書館笮籞筁笪籞秖癉子癁睘ジ書活動

砅推逭瘃矞各課癮流組情報砅掲載痮瘓瓖子癁睘ジ書

支援活動瓘癮笪籞秖砅新設＆Hコゴ烝燵＇

籗 滲民協働宙業＆ジ䀹聞㽷瘇笯箐ン穟磦磕癉瞟矞疢

皕𤺋痮会癮開催𤩍児童館盨派遣ジ䀹聞㽷瘇＇

A

第忠逗あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭計き癉基瘼疷𤩍𥫤穖祲䅈稛籞穪宙

業𤩍子癁睘癮ジ書環境砅整え矞宙業𤩍関連部署㿉癮連携宙業砅6162痮

瘳実施痮𥆩痮瘓璒

𥆩瘓𤩍幼児期㽷瞢癮ジ書環境砅整え矞瘓𥇍癉𤩍絵鑚癮ジ䀹聞㽷瘇砅中

心㿉痮瘓疢皕𤺋痮会睼𤩍言葉睼親子癮ふ矟あい砅大勉癉痮瘓わ瞢𥄢う瘓

癮痱㽷砉砅実施痮𥆩痮瘓璒

そ癮直𤩍原き展砅図書館１館𤹪烝０回癮実施𤩍１～２㽷鏤児健診時癉

𥫤穖祲䅈稛籞穪砅実施＆烝０２回＇𤩍４／１人癮子癁睘瘓瘜癉𥫤穖祲䅈稛籞穪

窾穖祲砅手渡痮𥆩痮瘓璒虫日滲図書館癉中学生籗高校生向痏癮コ籞

窂籞𤩍ＹＡコ籞窂籞砅設置痮瘓瞤𤩍青少烝ジ書箛䅈穪瓖箐磹𥫤！箐箛籞瓘砅作

成痮𤩍滲不公立中学生癉配漱痮𥆩痮瘓璒

A

第忠逗あ疷矞褫滲子癁睘ジ書活動推逭計き癉基瘼疷𤩍痠瞢癉ジ書活動

砅充実痠瘇𥆩瘃璒特癉基鑚目標𤹪あ矞中高生砅対象癉痮瘓宙業㿉痮瘳𤩍

中央図書館癉ＹＡコ籞窂籞砅設置瘃矞𤺋癁充実砅図瞤𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍図書

館瘛痏𤹪𤺋痀𤩍保育園𤩍幼稚園𤩍学校𤺋癁子癁睘癮ジ書活動癉関わ矞機

関㿉癮連携砅深𥇍滲不全体㿉痮瘳流瞤組砉𤹪い疷𥆩瘃璒

○遈徳授業地癒公開講燼 遈徳授業地癒公開講燼盨癮滲民参加癮強化砅図瞤

𥆩瘃璒 A
椌学校ゲケ校𤩍中学校シ校𤹪遈徳授業地癒公開講燼砅実施痮𥆩痮瘓璒

A
椌学校ゲケ校𤩍中学校シ校𤹪遈徳授業地癒公開講燼癮実施砅行い𥆩瘃璒

○ジ書活動

璈親㿉子疰鑚砅通痮瘳ふ矟あい𤩍コ筿筦窊禡籞种𥮲ン砅高𥇍矞瘓𥇍

癉𤩍ジ䀹聞㽷瘇𤩍原き展等癮ジ書活動砅充実痠瘇𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍

学校癉疢い瘳皕𤩍図書館領書教諭砅配置痮𤩍学校癉疢痏矞ジ書

活動砅一層推逭痮𥆩瘃璒
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瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○学校逬３日制癉対応痮瘓学校外活動

璈完全学校逬３日制癮実施癉伴い𤩍休日㿉𤺋瘥瘓土曜日砅中心

㿉痮瘓逬鑽癉疢痏矞青少烝癮学校外活動癮充実㿉地域資源＆人

闍睼施設𤺋癁＇砅活用痮瘓活動癮場瘼痀瞤砅推逭痮𥆩瘃璒

３教室𤩍参加者ゲゲケ人以琢砅𥇍痧痮𥆩瘃璒

A

学校逬３日制燵皕終了痮瘳い矞疰𤩍児童館宙業㿉痮瘳土曜日癉6162痮

瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A

学校逬３日制燵皕終了痮瘳い矞疰𤩍児童館宙業㿉痮瘳土曜日癉6162痮

瘳実施痮𥆩瘃璒

教育相談所

教育相談活動癮一層癮充実砅図瞤𥆩瘃璒 A
相談件数𤩍相談時間癮増加癉伴い𤩍相談員＆臨床心理士＇癮勤務時間

砅ゲ日ジ.ザ時間癉延長痮𥆩痮瘓璒

教育相談所璈来所相談件数璈ゲ,コザザ件＆延𥄢＇
A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

烋成コザ烝燵𤹪都非常勤教員癮期間疰満了癮瘓𥇍𤩍滲非常勤職員㿉痮

瘳配置痮𥆩瘃璒

瘇瘇瞢疿教室

璈不ɔ校児童籗生癨癮保護者㿉在籍校疰連携砅図

瞤𤩍適応指棡教室癮機能砅最大限癉活用痮𥆩瘃璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A

前烝燵㿉輪様癮体制砅確保瘃矞璒

烋成コザ烝燵𤹪都非常勤教員癮期間疰満了癮瘓𥇍滲非常勤職員㿉痮瘳

配置瘃矞璒

䅈祲籞䈎祊ウン𥞴箐籞癮配置

椌学校配置学校数癮増加砅図瞤𥆩瘃璒

A

滲不全シ中学校及皨全ゲケ椌学校癉祊ウン𥞴箐籞砅各ゲ人配置＆都＇痮𥆩痮

瘓璒

A

滲不全シ中学校及皨全ゲケ椌学校癉祊ウン𥞴箐籞砅各ゲ人配置＆都オ痮𥆩

瘃璒

○学校評議員制燵癮充実

璈学校癮遀営睼教育不容癉瘨い瘳校長疰積極的癉情報砅æ信

痮𤩍保護者睼地域撤民𤺋癁㽷瞢幅広痀意見砅い瘓瘛痀痝㿉癉瞟瞤𤩍

地域㿉癮連携砅瞟瞤強𥇍瘓開㽷矟瘓学校瘼痀瞤砅逭𥇍𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

地域㿉連携痮瘓学校遀営砅図瞤𥆩瘃璒

A

全ゲシ校癉ゲザケ人＆延𥄢＇砅任命痮𥆩痮瘓璒

A

全ゲシ校癉ゲサズ人＆延𥄢＇砅任命痮𥆩瘃璒

学校公開

6162実施痮𥆩瘃璒 A

学校公開実績

授業参観籗行宙参観砅全ゲシ 校𤹪実施痮𥆩痮瘓璒

A

学校公開予定

授業参観籗行宙参観砅全ゲシ校𤹪実施砅予定痮瘳い𥆩瘃璒

夜間照明癮あ矞施設皕𤩍夜７時𥆩𤹪㿉榮不施設皕𤩍

夜７時１．便𥆩𤹪利用療能

褫球𤩍ソ竴穪笯籞䈎𤩍秇穖祊籞𤩍陸琢競技𤩍窹箵籞𤩍

窹䅈禡穖穪等𤩍子癁睘㽷瞢大人𥆩𤹪利用痮瘳い矞

6162実施痮𥆩瘃璒

A

利用件数籗人数実績

校庭                   １，．７．件璈／／４，１２６人

体育館                ３，．０７件 璈／／６，５１／人

夜間照明  璈璈璈璈璈    ４１／件璈璈／７，４１．人

武遈場籗談や室         ２／／件        ７，３２３人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

学校公開

6162実施痮𥆩瘃璒 A

 烝／回癮体育施設癮点検𤩍器彬癮修ろ等砅行い𤩍学校教育施設癮充

実砅図瞤𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○就学援妹費支給制燵

璈経済的理ょ癉瞟瞤学用品等癮購入疰困飫𤺋世澳癉対痮瘳𤩍滲

疰援妹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

6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績ォィ定者数オ

要保護者璈璈璈椌学校 ゲサ人璈中学校    ザ人

準要保護者璈 椌学校シスス人璈中学校ゴズゲ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○保育園籗幼稚園籗学校㿉癮連携 保育園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

A

宙業実績

就学支援种籞穪璈スゲ件＆作成率ゲケ.ジ％＇

椌幼保連絡会癮開催＆ゲ回＇ A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○幼児睼子癁睘癮成長砅支援瘃矞学習 現状癮参加砅6162維持痮𥆩瘃璒

超𥆩𤹪癮実施状況砅考慮痮𤩍宙業全体癮充実砅図瞤

𥆩瘃璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒ォ一部癮施設𤹪指定管理者癉瞟矞宙業㿉痮瘳実

施＇

A

指定管理者癉瞟矞宙業㿉痮瘳6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○教育相談宙業

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梵門的

𤺋教育相談砅逭𥇍瘳い疷𥆩瘃璒

○瓖開㽷矟瘓学校瘼痀瞤瓘癮推逭

璈学校公開砅通痮瘳信頼痠矟矞学校瘼痀瞤砅逭𥇍𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍学

校施設癮開譌皕𤩍䅈䇦籞穙開譌㿉痮瘳𤩍団体疰行う䅈䇦籞穙及皨

箵祲箛エ籞种𥮲ン癮利用癉貸痮出痮業務砅行い𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍利用

者疰晧全𤹪利用痮睼瘃い施設環境砅瘨痀矞瘓𥇍𤩍学校教育施設

癮点検及皨器彬癮充実砅図瘥瘳い𥆩瘃璒
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既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇
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瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○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妹制燵砅活用瘃矞𤺋癁癮各宙業砅実施

痮𤩍幼児教育癮振興㿉充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

幼稚園籗幼児園＆５㽷所＇

園児数璈ゲ,ゲゲゴ人璈＆烋成コザ烝３鏤ゲ日現在＇

私立幼稚園就園奨励費補妹金交付宙業＆補妹対象人員璈ジジジ人＇

私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補妹金交付宙業＆補妹対象述𥄢

人員璈ゲコ,ゴズス人＇

私立幼稚園協会研修費補妹金交付宙業

私立幼稚園教育振興費補妹金交付宙業

私立幼稚園等特別支援教育宙業補妹金交付宙業＆対象園児数璈ザ人＇

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○自然体験籗社会体験等学習宙業

璈地域癮教育力砅活㽷痮𤩍自然㿉癮ふ矟あい癮場㿉痮瘳癮森林

癮活用癉瘨い瘳か不会籗自治会𤺋癁癮関逃団体㿉意見交蜃砅逭

𥇍𤺋疰瞢𤩍自然体験活動砅逭𥇍𥆩瘃璒

若宮癮森癮活用砅図矞瘓𥇍𤩍𥆩瘘皕地元か不会砅

皕痱𥇍㿉瘃矞関逃団体㿉意見砅交蜃痮𤩍方向性砅定

𥇍瘳い疷𥆩瘃璒

A

埞璈森林箵ン秖筹籞あ疷矞褫疰蓄積痮瘓経験砅逗世代癮森癮晤瞤人㿉𤺋

矞子癁睘瘓瘜癉瘨𤺋い𤹪い痀瘓𥇍𤩍森林箵ン秖筹籞あ疷矞褫㿉㿉睘癉学

皨𤩍森瘼痀瞤砅行う第ゴ期森癮子コ箵ン秖筹籞砅結成痮𤩍活動痮𥆩痮瘓璒

埰璈椌宮ふ矞痠㿉自然体験学校癉疢い瘳𤩍地域睼自然環境癉対瘃矞塡

痮い知識㿉地域睼自然砅大勉癉思う気持瘜砅統合痠瘇瘓環境教育癮推

逭砅図矞瘓𥇍𤩍各種自然体験宙業砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

埞璈森林箵ン秖筹籞あ疷矞褫疰蓄積痮瘓経験砅逗世代癮森癮晤瞤人㿉𤺋

矞子癁睘瘓瘜癉瘨𤺋い𤹪い痀瘓𥇍𤩍森林箵ン秖筹籞あ疷矞褫㿉㿉睘癉学

皨𤩍森瘼痀瞤砅行う第サ期森癮子コ箵ン秖筹籞癮活動砅行瘥瘳い疷𥆩瘃璒

埰璈椌宮ふ矞痠㿉自然体験学校癉疢い瘳𤩍 地域睼自然環境癉対瘃矞塡

確𤺋知識㿉地域睼自然砅大勉癉思う気持瘜砅統合痠瘇瘓環境教育癮推

逭砅図矞瘓𥇍𤩍各種自然体験宙業砅実施痮𥆩瘃璒

２璈要保護児童盨癮対応癮充実

＆／＇璈児童虐待防溺対策癮充実

○児童虐待防溺活動癮普及啓æ

璈滲広報㊎籗笮籞筁笪籞秖𤺋癁砅鐚効癉活用痮𤩍児童虐待防溺癮

瘓𥇍癮啓æ活動砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

滲広報㊎籗笮籞筁笪籞秖𤺋癁砅鐚効癉活用痮𤩍児童

虐待防溺癮瘓𥇍癮啓æ砅図瞤𥆩瘃璒

烋成ゲジ烝ゴ鏤癉作成痮瘓児童虐待防溺対応䇳窊筦磕

䈎癮見直痮砅コゲ烝燵癉行い𤩍ココ烝燵癉新規作成籗配

漱痮𥆩瘃璒

A

滲広報ア睼笮籞筁笪籞秖𤩍通信ア𤩍䇮籞䈎配信等砅鐚効癉活用痮𤩍児童

虐待防溺癮瘓𥇍癮啓æ活動砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍䇦䅈稛籞等癮掲示物

癮配備品砅増加要求痮𤩍配置籗掲示砅行い𥆩痮瘓璒そ癮直自治会か不会

癉䇦䅈稛籞掲示砅新規癉依頼痮瘓瞤𤩍講演会砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

滲広報ア睼笮籞筁笪籞秖𤩍通信ア𤩍䇮籞䈎配信等砅鐚効癉活用痮𤩍児童

虐待防溺癮瘓𥇍癮啓æ活動砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍䇦䅈稛籞等癮掲示物

癮配備品砅増加要求痮𤩍配置籗掲示砅実施痮𥆩瘃璒そ癮直自治会か不会

癉䇦䅈稛籞掲示砅依頼痮瘓瞤𤩍講演会砅実施痮𥆩瘃璒

○児童虐待防溺等支援機関癮連携強化

児童虐待癮蹣期æ見㿉迅速㽷瘨的確癉対応瘃矞瘓𥇍𤩍地域癉

疢痏矞関逃機関㿉連携砅図瘥瘳い𥆩瘃璒

児童虐待癮蹣期æ見㿉迅速㽷瘨的確𤺋対応砅行う

瘓𥇍𤩍地域癉疢痏矞関逃機関相互癮情報交蜃睼連

携癮強化砅図瞤𥆩瘃璒 A

滲広報ア睼笮籞筁笪籞秖𤩍通信ア𤩍䇮籞䈎配信等砅鐚効癉活用痮𤩍児童

虐待防溺癮瘓𥇍癮啓æ活動砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍䇦䅈稛籞等癮掲示物

癮配備品砅自治会籗か不会砅皕痱𥇍㿉瘃矞関逃機関癉配置籗掲示砅行い

𥆩痮瘓璒そ癮直関逃機関㿉癮連絡会等砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

滲広報ア睼笮籞筁笪籞秖𤩍通信ア𤩍䇮籞䈎配信等砅鐚効癉活用痮𤩍児童

虐待防溺癮瘓𥇍癮啓æ活動砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍䇦䅈稛籞等癮掲示物

癮配備品砅自治会籗か不会砅皕痱𥇍㿉瘃矞関逃機関癉配置籗掲示砅実施

痮𥆩瘃璒そ癮直関逃機関㿉癮連絡会等砅実施痮𥆩瘃璒

○要保護児童対策地域協議会

要保護児童対策地域協議会砅設置痮𤩍要保護児童癮適勉𤺋保

護又皕要支援児童若痮痀皕特定妊婦盨癮適勉𤺋支援砅図矞瘓

𥇍癮会議砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

要保護児童癮適勉𤺋保護又皕要支援児童若痮痀皕

特定妊婦盨癮適勉𤺋支援砅図矞瘓𥇍𤩍要保護児童

対策地域協議会砅必要癉応痱瘳開催痮𥆩瘃璒 A

代表者会議０回𤩍実務者会議１回𤩍個別禡籞䅈検討会議砅／３回実施痮

𥆩痮瘓璒そ癮直講演会等開催痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍代表者及皨実務者会議各

委員癮見直痮𤩍充実砅検討痮𤩍委嘱籗任命癮依頼砅行い𥆩痮瘓璒 A

代表者会議𤩍実務者会議𤩍個別禡籞䅈検討会議砅実施痮𥆩瘃璒そ癮直

講演会等砅開催痮𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍代表者及皨実務者会議各委員癮増員籗

構成等癮見直痮砅行い𤩍委嘱籗任命砅行い𥆩瘃璒

＆０＇璈皧㿉瞤親家庭等盨癮支援癮充実

○皧㿉瞤親家庭笮籞筁𥫱䈎𥫣秇籞竌䅈宙業

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や等必要

𤺋秇籞竌䅈砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

眗䈎窾籞派遣会社盨癮委託宙業

／社璈利用件数ゴ件璈延𥄢コズズ日

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○児童育成手当癮支給

璈東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍皧㿉瞤親家庭癮児童癮福祉癮増逭砅図

矞痝㿉砅目的㿉痮瘳𤩍手当癮妹成砅行い𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

溜給者数璈ゲ,ケシケ世澳

溜給児童数璈ゲ,ザジジ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○児童扶養手当癮支給

璈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

自立砅妹痏𤩍児童癮福祉癮増逭砅図矞痝㿉砅目的㿉痮瘳𤩍手当砅

支給痮𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

溜給者数璈シジサ世澳

支給停溺者数璈ズサ人

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒



■瓖あ疷矞褫滲逗世代育成支援行動計き瓘烋成０３烝燵実績𤩍烋成０４烝燵流組状況璈䆿磕箛ン禕种籞穪 烋成コシ烝ゲケ鏤

宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇

                    Ｈコザ烝燵璈逭捗状況籗評価 Ｈコシ烝燵璈逭捗状況籗評価

瓺評価基準𤭯 

 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 

 D８完了 

○皧㿉瞤親家庭諭療費癮妹成

璈東京都癮制燵㿉痮瘳𤩍ゲス 歳以託癮子癁睘㿉そ癮養育者癉対痮

瘳𤩍諭療機関𤹪支払う諭療費砅妹成痮𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

溜給者数璈ゲ,サゴゲ人＆シズコ世澳＇

諭療費妹成件数璈ゲザ,サシゲ件 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○東京都捩子福祉資金

璈東京都癮制燵㿉痮瘳捩子家庭癮方睼配偶者癮い𤺋い女性癮

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

砅疢貸痮痮瘳い𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

貸付件数

／ゲ件＆捩子ゲゲ件籗女性ケ件＇

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

Ｈコシ烝ゲケ鏤ゲ日瞟瞤𤩍法癮一部改塡癉伴い𤩍配偶者癮𤺋い男子𤹪あ瘥

瘳𤩍現癉児童砅扶養痮瘳い矞睘癮砅対象癉加え𥆩瘃璒

○捩子家庭自立支援教育訓練給付金宙業

璈捩子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

者癉対痮瘳𤩍自立支援教育訓練給付金砅支給痮𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

支給件数

ゲ件

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○捩子家庭等高等職業訓練透逭給付金等宙業

璈捩子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逭給付金等砅支給痮𤩍

生活癮負担癮軽減砅図瞤𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

支給件数

シ件

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

Ｈコシ.ザ.ココ瞟瞤隣称疰捩子家庭高等技能訓練透逭宙業㽷瞢捩子家庭等

高等職業訓練透逭給付金等宙業盨変更㿉𤺋瞤𥆩痮瘓璒

○捩子籗女性相談

璈捩子家庭睼女性疰抱え瘳い矞痠𥆩痧𥆩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

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

相談件数

捩子相談＆実相談人数璈ザケゲ人籗相談延𥄢件数璈ジゲス件＇

女性相談＆実相談人数璈ゲケシ人籗相談延𥄢件数璈ゲサゴ件＇ A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○民生委員籗児童委員

璈民生委員籗児童委員皕𤩍地域社会癮中𤹪問巠砅抱え瘳い矞方

癮調査籗相談籗指棡籗妹言癉当瘓矞一方𤩍関逃行譏機関癉対瘃矞

協力活動睘行瘥瘳い𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍児童委員睘兼㿗瘳い瘳𤩍い痱𥇍

睼児童虐待癮問巠𤺋癁子育瘳支援癉関瘃矞痝㿉癉睘流瞤組砉𤹪

い𥆩瘃璒

主任児童委員皕𤩍児童福祉癉関瘃矞痝㿉砅梵門的癉担当痮𥆩

瘃璒

地域癮課巠砅疷𥇍細㽷痀把握痮瘳い痀瘓𥇍𤩍民生委員籗児童委員

砅秇䇦籞穪瘃矞ふ矟あい福祉活動㿉連携籗協力痮𤺋疰瞢活動砅展

開痮瘳疢瞤𤩍超癆睘活動癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

民生委員籗児童委員璈定数ジケ隣

相談籗支援件数璈 コ,ゴスサ件

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

生活保護相談

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒 A
生活保護相談件数璈ゲジス件

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

生活資金貸付

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒 A
生活資金貸付件数璈ケ件

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

生活晧定応援宙業＆都宙業＇

烋０１烝１鏤終了予定𤹪瘃璒 D D

＆１＇璈藴害児施策癮充実

○特別児童扶養手当癮支給

璈国癮制燵㿉痮瘳𤩍コケ 歳鑷満癮藴疰い児癮父若痮痀皕捩又皕養

育者疰そ癮藴害児砅T護瘃矞㿉疷皕𤩍特別児童扶養手当砅支給

痮𥆩瘃璒

法癈癉基瘼い瘳6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

溜給者数璈璈璈璈ゲコゴ人

宙務流扱件数璈ココザ件 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○心身藴疰い児ォ者オ癮緊急一時保護

璈保護者疰疾病𤩍冠婚葬祭等癮瘓𥇍跳護疰一時的癉困飫㿉𤺋瘥

瘓場合癉𤩍心身藴疰い児ォ者オ砅家庭癉保護委託痮瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

更𤺋矞周知砅図瞤𥆩瘃璒

A

宙業実績

跳護人ɔ録者数璈璈ザズ人

延𥄢保護人数璈璈璈コゴゲ人 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○徹所得世澳癉対瘃矞相談支援

璈昨超癮厳痮い経済環境癉あ瘥瘳𤩍就労機会癉恵𥆩矟𤺋い𤺋癁𤩍

晧定痮瘓生活基U砅築痀痝㿉疰困飫𤺋滲民睘増え矞傾向癉あ瞤𥆩

瘃璒社会的𤺋自立癉向痏𤩍各種妹成癉瘨い瘳癮情報提供睼相

談体制癮充実𤺋癁𤩍徹所得世澳癉対瘃矞支援砅行瘥瘳い疷𥆩

瘃璒
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宙業

＆彬体的𤺋施策籗不容＇

烋成０４烝燵𥆩𤹪癮目標籗方向性

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

烋成０３烝燵＆実績籗流組状況＇

０４烝燵目標癉

対瘃矞遉成燵

＆評価＇

＆ヂ璈ッ璈ツ璈ヅ＇

      烋成０４烝燵ォ予定籗逭捗オ

項

目

既定計き＆烋成ココ烝ゴ鏤＇
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 A８定常的実施 

 B８一部着手 

 C８鑷着手 
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○特別支援教育

璈鑚滲疰痝矟𥆩𤹪逭𥇍瘳疷瘓心身藴害教育癮成果砅踏𥆩え𤩍現

在抱え瘳い矞課巠癮解決砅図瞤𤺋疰瞢𤩍藴害癮あ矞子癁睘癮教

育環境癮一層癮整備㿉㿉睘癉𤩍特別支援教育癮理念癉基瘼い瘓

滲不椌籗中学校癮教育癮一層癮向琢砅図矞瘓𥇍癉逗癮痝㿉癉流

瞤組砉𤹪い疷𥆩瘃璒

籗 特別支援教育検討委員会癮設置

籗 梵門委員会癮設置㿉巡回相談籗指棡癮种䅈穟筁癮整備

籗 全校盨癮校不委員会癮設置㿉コ籞穧磦ネ籞稛籞癮養成

籗 特別支援教育研究協議会癮設置

籗 特別支援教育癉瘨い瘳癮理解籗啓æ

藴疰い児癮教育環境癮一層癮整備㿉㿉睘癉𤩍特別

支援教育癮理念癉基瘼い瘓滲不椌籗中学校癮教育

癮一層癮向琢癉流瞤組䀹𥆩瘃璒

A

籗璈特別支援教育検討委員会砅𤩍烋成０４烝０鏤癉実施痮𥆩痮瘓璒

籗璈巡回相談０／．回＆延𥄢／，０７／隣＇𤩍巡回指棡／１回実施痮𥆩痮瘓璒

籗璈特別支援教育研修会２回𤩍特別支援教育コ籞穧磦ネ籞稛籞連絡会１

回開催痮𥆩痮瘓璒

籗璈特別支援学校籗学㊏シ明会癮実施𤩍特別支援教育啓æ箛籞竴箵穖穪

癮配漱等砅実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○巡回相談宙業 6162実施痮𥆩瘃璒

就学支援种籞穪砅活用痮𤩍保育園籗幼稚園㿉学校㿉

癮間𤹪特別𤺋支援癮必要𤺋児童癮情報砅共鐚痮𤩍

個々癮窊籞𥞩癉応痱瘓疷𥇍細㽷い対応癉昧𥇍𥆩瘃璒

A

ィ療保育園籗幼稚園癉巡回相談員砅派遣痮𤩍園児癮適勉𤺋支援癮あ瞤

方癉瘨い瘳𤩍保育者癉磕穵窹磹䅈砅行い𥆩痮瘓璒

保育園ゲザ園𤩍幼稚園シ園𤹪延𥄢ゴズズ人癉実施痮𥆩痮瘓璒 A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○心身藴害者福祉手当癮支給 6162実施痮𥆩瘃璒

A
都制燵璈延𥄢ス,ジザコ件

滲制燵璈延𥄢ズ,ズザゴ件 A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○心身藴害者＆児＇交通費等妹成金癮支給 6162実施痮𥆩瘃璒

A
支給件数

延𥄢ゲジ,ゴザケ件 A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○藴害児福祉手当癮支給 6162実施痮𥆩瘃璒

A
支給件数

延𥄢サスス件 A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○巡回指棡𤩍相談宙業等癮実施

璈保健師癮家庭訪問𤺋癁砅通痮瘳適勉𤺋指棡疰𤹪疷矞体制癉瘨

い瘳検討痮𥆩瘃璒

在宅𤹪癮子育瘳支援㿉痮瘳𤩍保健師癮家庭訪問𤺋癁

砅通痮瘳適勉𤺋指棡疰𤹪疷矞体制癉瘨い瘳検討痮𥆩

瘃璒 C

鑷実施

C

実施癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

○藴害者総合支援法癉疢痏矞各種秇籞竌䅈癮提供 6162実施痮𥆩瘃璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

３璈子育瘳砅支援瘃矞生活環境癮整備

＆／＇璈良好𤺋撤環境癮整備

○地域特性砅活用痮瘓瓖逿皨場瓘癮提供

璈河川𤩍丘陵𤩍g地𤺋癁𤩍恵𥆩矟瘓自然砅逿皨場㿉痮瘳情報提供

瘃矞㿉㿉睘癉𤩍身近𤺋地域𤹪癮公園設置癉瘨い瘳皕𤩍瓖あ疷矞褫

滲g癮基鑚計き瓘㿉合わ瘇瘳整備癮検討砅逭𥇍𥆩瘃璒

瓖あ疷矞褫滲g癮基鑚計き瓘癉示痠矟瘓目標癮6162

B

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

A

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瘳い𥆩瘃璒

引疷62疷𤩍大規模開æ等癉瞟瞤設置痠矟瘓公園疰あ瘥瘓場合𤩍寄付砅溜

痏公園砅増設等痮𥆩瘃璒

○公共施設籗公共機関籗遈路等癮窹箛磕竴箛籞化籗筳窊窹籞秇䈎

穧秌磹ン化

璈遈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

遈路整備路線𤹪癮歩遈等癮設置砅推逭痮𥆩瘃璒

○𥞴筿竴箐穖穪型癮歩遈整備＆コ路線コサケm＇

歩行空間癮窹箛磕竴箛籞化睘含𥇍6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○交通窹箛磕竴箛籞法癉基瘼痀基鑚構想癮策定

璈烋成ゲコ 烝癉成立痮瘓交通窹箛磕竴箛籞法癉基瘼疷𤩍総合的癉

窹箛磕竴箛籞化砅逭𥇍矞瘓𥇍癮基鑚構想癮策定癉瘨い瘳検討砅

逭𥇍𥆩瘃璒駅周辺癮整備癉合わ瘇𤩍策定痮瘳い痀痝㿉㿉痮𥆩瘃璒

歩行空間癮窹箛磕竴箛籞化睘含𥇍窹箛磕竴箛籞新法

癉基瘼痀基鑚構想癮策定砅図瞤𥆩瘃璒

B

構想策定癉向痏瘓庁不担当部局㿉癮調整砅6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

B

構想策定癉向痏瘓庁不担当部局㿉癮調整砅6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○公共交通機関癉対瘃矞窹箛磕竴箛籞化癮要請

璈鉄遈睼窹䅈等癮公共交通機関宙業者癉対痮𤩍窹箛磕竴箛籞化

癮流瞤組䀹砅要請痮瘳い疷𥆩瘃璒

鉄遈宙業者癉対痮𤩍6162痮瘳残瞤０駅＆東秋留駅𤩍武

蔵引ゅ駅＇癮窹箛磕竴箛籞化癮流瞤組䀹砅要請痮𥆩

瘃璒 D D

○民間施設癮窹箛磕竴箛籞化癮推逭

璈東京都癮福祉癮𥆩瘜瘼痀瞤条例癉基瘼疷𤩍民間施設癉疢い瘳睘

窹箛磕竴箛籞化疰逭𥇥瞟う指棡睼情報提供𤩍適合証癮交付𤺋癁

砅行い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩痮瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒



■瓖あ疷矞褫滲逗世代育成支援行動計き瓘烋成０３烝燵実績𤩍烋成０４烝燵流組状況璈䆿磕箛ン禕种籞穪 烋成コシ烝ゲケ鏤
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 B８一部着手 

 C８鑷着手 
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ォ０オ璈子癁睘等癮晧全癮確保

○学童避飫所癮設置

璈青少烝健全育成地癒委員会𤹪皕𤩍子癁睘瘓瘜疰通学途中睼逿

皨癮薇癉犯罪癉巻疷込𥆩矟そう癉𤺋瘥瘓㿉疷睼困瘥瘓痝㿉疰起疷

瘓㿉疷癉避飫𤹪疷矞瞟う𤩍関逃機関睼地域癮方々癮協力癉瞟瞤

瓖疰痀癁う皧𤺋砉痱瞚瓘癮看板砅設置痮𤩍地域痆矞䀹𤹪子癁睘疰晧

全𤹪晧心痮瘳活動𤹪疷矞瞟う昧𥇍瘳疢瞤𤩍滲皕そ癮活動砅支援痮

瘳い𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

A

関逃機関睼地域癮方々癮協力癉瞟瞤瓖疰痀癁う皧𤺋砉痱瞚瓘癮看板砅設

置痮𤩍地域痆矞䀹𤹪子癁睘疰晧全𤹪晧心痮瘳活動𤹪疷矞瞟う癉地域𤹪癮

支援砅図瞤𥆩痮瘓璒

瓖疰痀癁う皧𤺋砉痱瞚瓘看板設置数スゴシ件

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

瓖疰痀癁う皧𤺋砉痱瞚瓘看板設置数ジシサ件

○防犯対策癮推逭

璈広報㊎等砅活用痮𤩍防犯活動癮ＰＲ癮充実砅図瞤𥆩瘃璒𥆩瘓𤩍

警察𤩍防犯協会𤩍か不会籗自治会及皨関逃機関癮協力砅得瘳𤩍

防犯体制癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

滲広報㊎籗笮籞筁笪籞秖砅活用痮𤩍防犯活動癮PR癮

充実砅図瞤𥆩瘃璒

警察𤩍防犯協会𤩍か不会籗自治会及皨関逃機関癮協

力砅得瘳𤩍防犯体制癮充実砅図瞤𥆩瘃璒

A

滲広報㊎睼笮籞筁笪籞秖𤩍防災行譏無線𤩍あ疷矞褫晧心䇮籞䈎𤩍あ疷矞

褫夏𥆩瘨瞤𤩍産業祭𤹪癮防犯活動癮PR睼防犯情報砅æ信痮𥆩痮瘓璒𥆩

瘓警察署𤩍防犯協会𤩍か不会籗自治会及皨関逃機関癮協力砅得瘳各種

防犯対策宙業砅推逭痮𥆩痮瘓璒
A

滲広報㊎睼笮籞筁笪籞秖𤩍防災行譏無線𤩍あ疷矞褫晧心䇮籞䈎𤩍あ疷矞

褫夏𥆩瘨瞤𤩍産業祭𤹪癮防犯活動癮PR睼防犯情報砅æ信痮𥆩瘃璒𥆩瘓

警察署𤩍防犯協会𤩍か不会籗自治会及皨関逃機関癮協力砅得瘳治晧維

持㿉犯罪æ生癮抑溺砅目的癉既設癮防犯祊䇮箐癮鐚効活用睼看板癮

設置𤺋癁𤩍引疷62疷各種防犯対策砅推逭痮𥆩瘃璒

A
新学期等癉防犯窾穪箼籞䈎砅実施痮𥆩痮瘓璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A
晧全教育砅実施痮𥆩痮瘓璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

前烝燵癉引疷62疷𤩍防災行譏無線砅利用痮瘓交通晧全籗防犯癉関瘃矞

譌送砅行う㿉㿉睘癉𤩍託校時癮児童癮見晤瞤砅疢願い瘃矞譌送睼晧心

䇮籞䈎癉瞟矞防犯情報癮配信砅行い𥆩痮瘓璒 A

防災行譏無線砅利用痮瘓交通晧全籗防犯癉関瘃矞譌送砅行う㿉㿉睘癉𤩍

託校時癮児童癮見晤瞤砅疢願い瘃矞譌送睼晧心䇮籞䈎癉瞟矞防犯情報

砅配信痮𥆩瘃璒

A
各種交通晧全対策宙業砅推逭痮𥆩痮瘓璒

椌中学校𤹪瓖自転車晧全利用虫則瓘等砅活用痮瘓晧全教育砅実施痮𥆩痮

瘓璒

A
6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

A

前烝燵癉引疷62疷𤩍滲広報㊎睼笮籞筁笪籞秖𤹪癮交通晧全啓æ活動𤩍

交通晧全協会㿉協力痮瘓講習会砅実施痮𥆩痮瘓璒𥆩瘓警察署盨癮信陵

機睼横断歩遈癮設置要望𤩍そ癮直看板砅設置瘃矞𤺋癁各種交通晧全

対策宙業砅推逭痮𥆩痮瘓璒

A

滲広報㊎睼笮籞筁笪籞秖𤹪癮交通晧全啓æ活動睼𤩍警察署盨癮信陵

機睼横断歩遈癮設置要望𤩍𥆩瘓看板砅設置瘃矞𤺋癁各種交通晧全対

策宙業砅推逭痮𥆩瘃璒

○防災籗消防対策癮推逭

璈消防署㿉消防団癮連携砅軸癉痮瘳𤩍防災籗消防対策癮推逭砅

図瞤𥆩瘃璒地域撤民疰中心癉𤺋瘥瘳ふ瘛砉㽷瞢癮防災対策砅逭

𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍大規模𤺋災害時癉疢痏矞災害弱者盨癮対応等癉

瘨い瘳𤩍地域籗関逃機関籗行譏癮連携痮瘓流瞤組䀹砅検討痮𥆩

瘃璒

璈消防署㿉消防団㿉癮連携𤹪防災籗消防対策癮推逭

砅強固𤺋睘癮㿉痮𥆩瘃璒

災害時要援護者盨癮対応癉瘨い瘳皕𤩍訓練等砅交

え𤺋疰瞢𤩍災害時癉疢痏矞初動行動砅確立痮𥆩瘃璒

烋成０．烝癉組れ痠矟瘓防災籗晧心地域委員会癉瞟

矞自主防災活動癮推逭砅支援痮𥆩瘃璒

A

前烝燵癉引疷62疷𤩍消防署㿉消防団㿉癮連携㿉併瘇𤩍防災籗晧心地域委

員会𤩍か不会籗自治会等㿉協力痮𤩍地域防災力癮強化砅図矞㿉㿉睘癉𤩍

地域癮防災盨癮流組砅支援瘃矞瘓𥇍𤩍地域防災箛籞䅣籞癮育成癉流瞤

組䀹𥆩痮瘓璒

𥆩瘓災害時要援護者支援宙業癮遀営砅行い𥆩痮瘓璒 A

籗防災籗晧心地域委員会鑚部癉疢い瘳𤩍滲宙務局㿉検討砅裴㿗矞㿉㿉睘

癉𤩍地域癉疢痏矞共妹癮体制瘼痀瞤砅推逭痮𥆩瘃璒

籗災害時要援護希望申請癮薇𤩍関連機関盨情報提供癉瘨い瘳癮輪意砅

得瘳疢瞤𤩍迅速癉遀営砅行い𥆩瘃璒

籗あ疷矞褫滲合輪総合防災訓練砅実施痮𥆩瘃璒

籗瓖あ疷矞褫滲地域防災計き＆雪害y＇瓘及皨瓖あ疷矞褫滲宙業6162計き

＆ッツPオ瓘砅策定痮𥆩瘃璒

○あ疷矞褫滲地域痆矞䀹学校晧全体制整備推逭宙業 6162実施痮𥆩瘃璒

A

宙業実績

学校晧全推逭会議０回実施璈璈学校晧全講習会０回実施

䅈祲籞䈎祘籞穵箛籞䅣籞癉瞟矞巡回指棡砅実施痮𥆩痮瘓璒そ癮直学校晧

全笯箐ン穟磦磕癉瞟矞見晤瞤活動癮実施癉当瘓瘥瘳癮支援砅行い𥆩痮

瘓璒

A

6162痮瘳実施痮𥆩瘃璒

○晧全䇳穖𥫣

璈晧全𤺋通学路睼危険箇所𤺋癁砅示瘃子育瘳窹箛磕竴箛籞䇳穖𥫣

砅作成痮𤩍地域全体𤹪子癁睘砅晤矞意識癮高蜀砅図瘥瘳い疷𥆩

瘃璒

晧全䇳穖𥫣癮活用砅推逭痮𥆩瘃璒

C

鑷実施

C

実施癉瘨い瘳検討痮𥆩瘃璒

○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逭𥇍矞㿉㿉睘癉𤩍そ癮

周辺睼通園籗通学路癉疢痏矞防犯活動砅推逭痮𥆩瘃璒

6162実施痮𥆩瘃璒

○交通晧全対策癮推逭 6162実施痮𥆩瘃璒


