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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

　子ども家庭支援センター内で幼児相談室・教育相談室とのケースワークの情報共有を行い、相
談機能、サービスの斡旋・紹介等の充実を図った。

評
価
内
容

 相談機関相互の情報共有化や支援方向の確認・
適宜なケース会議の開催により、支援体制をして
いくことができた。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の方向性

　更なる職員のスキルアップと情報の共有化・連携強化を図る。

記入所管 子育て支援課

基本目標

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

　相談者の生活環境や学習環境が尐しでも改善していくように、情報の共有と連携により、効率
的な支援体制に努めた。

実績数
子ども家庭支援センター　年間相談件数６３７　件
教育相談室　年間相談件数５５９　件

施　　策 （１）子育てに関する総合的な相談窓口機能の整備

事業・展開 幼児相談室・教育相談室等の相談機能の整備・充実

１．子ども家庭支援センターと子育て総合支援センター（ころころの森）の機能充実テーマ

子ども家庭支援センターの機能として、幼児相談室・教育相談室が情報の共有や伝達等、
連携の一層の強化を図り、他の施策との連携による相談機能の充実を図る。

計画書
内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　個々の相談内容がより複雑化し、支援の方向性を難しくさせている。

前期計画実績・総括

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

事業・展開 先駆型子ども家庭支援センターの推進

評
価
内
容

　関係機関を通じ虐待認識が尐しづつではあるが
高まった。

施　　策 （２）子育て支援の中核的機能の充実

１．子ども家庭支援センターと子育て総合支援センター（ころころの森）の機能充実テーマ

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　要保護児童対策地域協議会を通じ、さらなる虐待防止への理解が高まるよう連携強化に努め
た。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　個々の相談内容がより複雑化し、支援の方向性を難しくさせている。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 子育て支援課

児童虐待に係る見守りサポート機能及び虐待防止機能を付加していくため、子ども
家庭支援センターを中心に関係機関のネットワーク機能の充実を図る。
基本目標Ⅴ－３（３）、基本目標Ⅵ－１（１）参照

計画書
内容

実績数 子ども家庭支援センター　年間相談件数６３７件

前期計画実績・総括

　先駆型子ども家庭支援センターとして、①子ども家庭総合ケースマネジメント事業(子どもと
家庭に関する総合相談)、②地域組織化事業(子育てサークルの支援・ボランティア育成)、③要
支援家庭サポート事業（見守りサポート事業）、④在宅サービス基盤整備事業（養育家庭制度の
普及活動）の充実を図った。

今後の取り組み内容

　地域での子育てに多くの方が関心を持っていただけるよう要保護児童対策地域協議会を通じて
情報発信に努めたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

今後の取り組み内容

　より地域の子育て支援をしていけるために指定管理者制度も視野に入れた運営体制のあり方を
検討する。

計画書
内容

「子育てしやすいまちづくり」を目指して、既存の子育て関係施設との連携や支援
を模索していくとともに、子ども家庭支援センターとの役割を整理し、人材の育
成、サークル等の支援、子育て情報の発信等の子育て支援事業を行っていく。

（３）子育て総合支援センター（ころころの森）の充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　子育て総合支援センターにおいては利用者も多
く、一定の取組みは実施できている。

前期計画実績・総括

　平成20年10月に開設し、主に家庭で育児をしている0～3歳児をもつ家族の支援を行うととも
に、人材の育成、サークル等の支援、情報の発信などを行い、子育てしやすいまちを目指した取
り組みを行った。

事業・展開 「子育てしやすいまちづくり」の推進

　子育て総合支援センターの事業運営の中で、子育てひろば事業とは別に、市民同士が地域ぐる
みで子育て支援を行えるよう地域の子育て力の回復・増進を目指し、子どもを通した地域のしく
みづくりをしていくことで東村山市を子育てしやすいまちとするこ子育てしやすい地域づくりを
していくための取組みを実施していった。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ １．子ども家庭支援センターと子育て総合支援センター（ころころの森）の機能充実

施　　策

記入所管 子ども総務課

実績数
東村山地域探検、幼稚園を知ろう、ころころおもちゃ箱（出張ころころの森）、備
品貸出し、おもちゃの病院、人材育成、親の子育て力支援

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　補助金の対象内容の変更や子育て支援に対する変化、地域支援などに柔軟に対応するための運
営体制をどうしていくのか。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

テーマ ２．子育て関連情報の提供

前期計画実績・総括

　情報の一元的管理について検討を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

評
価
内
容

　「子育て家庭等への情報」は子育て総合支援セ
ンター（ころころの森）を中心にしながら、情報
誌等の作成を実施した。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

施　　策 （１）子育て関連情報の一元化

事業・展開 子育て関連情報の一元化の推進　①

　「子育て家庭等からの情報」と「子育て家庭等へ提供する情報」を整理し、どのような情報を
収集し、提供していくのか検討する必要がある。

「子育て家庭等からの情報」と「子育て家庭等への情報」を整理して、それぞれと
子ども家庭支援センターと子育て総合支援センター（ころころの森）の役割を整理
する。

計画書
内容

実績数 　なないろぽけっと　　５，０００部印刷

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子育て情報の発信について、子育て情報誌「なないろぽけっと」や幼稚園ニコニコガイドの作
成を子育て総合支援センターで行うこととなった。

今後の取り組み内容

　行政情報だけでなく、地域の様々な子育て情報をどこで収集し、提供していくのか検討してい
く。

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

前期計画実績・総括

　子ども家庭支援センターの役割から要保護児童家庭の養育環境の情報収集と確認対応に努め
た。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

記入所管 子育て支援課

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

施　　策 （１）子育て関連情報の一元化

　通報等での情報提供内容の正確さと具体化が求められる。

　情報の一元的管理について検討を行った。

事業・展開 子育て関連情報の一元化の推進　②

計画書
内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

評
価
内
容

　情報提供への対応に努めた。

　虐待防止月間（１１月）等の機会での情報の提供やセンター機能や役割の体制の充実（職員の
スキルアップ等）

「子育て家庭等からの情報」と「子育て家庭等への情報」を整理して、それぞれと
子ども家庭支援センターと子育て総合支援センター（ころころの森）の役割を整理
する。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

今後の取り組み内容

記入所管 子育てエリア担当

　東部エリアでは、施設長会議から円卓会議へ進展させる。
　西部エリアでは、円卓会議の中で情報交換を基に子どもに関する問題や課題の整理を行い、有
効な情報発信を目指す。
　单部エリアでは、円卓会議の開催を目指す。
　北部エリアでは、円卓会議を中心にして、支援策の充実を目指す。

　７エリア構想を基本としつつ、過去のエリア活動の実績と地域の特性や実情に即した４エリア
でのネットワーク形成を目指しているが、東部エリアでの住民参加と单部エリアでのネットワー
ク未形成。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

実績数
東部エリア:施設長会議４回、支援事業１回。西部エリア:円卓会議９回、支援事業
１回。美住町地域:支援事業１回。萩山町地域:支援事業１０回。北部エリア円卓会
議１０回、支援事業２回。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施　　策 （２）ネットワーク化の推進

事業・展開 エリアにおける支援ネットワークの形成

　７エリア構想を基本としつつ、過去のエリア活動の実績を土台として、エリアの
実績に即した仕組みづくりを進め、呼びかけの強化と地域情報の収集をすること
で、より地域に根ざした密な連携の形成を目指す。
基本目標Ⅶ－１（２）参照

計画書
内容

前期計画実績・総括

　地域の特性を活かした子育て環境を作り上げていくために、北部･西部･单部･東部各エリア
の、子育てに関わる関係者で構成する円卓会議を定期的に開催(主に０歳から未就学児を育てる
保護者向け)。地域のネットワーク発の子育てマップ｢助けたり・助けられたり｣を作成するな
ど、情報発信を続ける。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　東部エリアでは、保育関連施設長会議を開催し、情報交換をもとに子育て支援策を協議し、子育て支援
事業（２歳児保護者懇談会:１回/年）に繋げ、情報発信を行なった。
　西部エリアでは、円卓会議を定期的に開催し、情報交換をもとに子育て支援支援策を協議し、他団体事
業（青尐対４地区子どもまつり：１回/年）への協力をもとに、情報発信を行なった。
　单部エリアでは、美住町地域住民主体の実行委員会で、子育て支援事業（子育てまつり:１回/年）を行
ない情報発信を行なった。萩山町地域では、住民主体の実行委員会で、子育てひろば（１月を除く毎月）
を開設し、情報発信を行なった。
　北部エリアでは、円卓会議を定期的に開催し、情報交換をもとに子育て支援事業（子育てまつり（１回/
年）及び未就学児保護者懇談会（１回/年）、情報誌発行などの情報発信を行なった。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

　東部エリアでは、施設長会議を中心に情報交換や情
報発信を行った。西部エリアでは、円卓会議で情報交
換を行なったが独自の情報発信に至らなかった。单部
エリアでは、実行委員会の中で情報交換を行ない情報
発信を行なったが、円卓会議には至らなかった。北部
エリアでは、情報交換を基に情報発信を精査した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

事業・展開 インターネットの活用による子育て支援の推進　①

Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

計画書
内容

「子育て家庭等への情報」は子育て総合支援センター（ころころの森）を中心とし
ながら、子ども関連のホームページの充実や関連組織・団体等のホームページとの
リンク等を進め、情報を積極的に発信していく。

施　　策 （２）ネットワーク化の推進

基本目標

　市のホームページリニューアルの中で整理を
行った。

前期計画実績・総括

　子ども家庭支援センターのホームページの充実や関連組織等のホームページとのリンク等の充
実を図る。

実績等 市のホームページの見直しによる子育て関連ページの作成

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子育て関連情報については、行政から発信するものと民間からの情報とでは、情報の提供の仕
方で一定の差が出てしまう。また、市民が求める情報全てを行政が情報として出すのは難しいと
いうことがある。

　各所管と調整を行い、子育て関連ページや関連リンクの充実を図った。市のホームページがリ
ニューアルされたことにより、内容の見直し、リンクの見直し、よくある質問の充実、子ども・
子育てカレンダーの新設を行った。

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　民間情報と市の情報との連携をどのようにしていくのか検討をしていく必要がある。

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　掲載内容についての見易さ、読み易さの工夫。

施　　策 （２）ネットワーク化の推進

事業・展開 インターネットの活用による子育て支援の推進　②

基本目標

前期計画実績・総括

　子ども家庭支援センターのホームページの充実や関連組織等のホームページとのリンク等の充
実を図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

評
価
内
容

　養育支援に関わる紹介ができた。

今後の取り組み内容

　子育てに関しての素朴な疑問への回答や育児支援ヘルパー・地域活動室利用状況等、子ども家
庭支援センター事業についてＨＰにて紹介した。

実績等

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

記入所管 子育て支援課

計画書
内容

「子育て家庭等への情報」は子育て総合支援センター（ころころの森）を中心とし
ながら、子ども関連のホームページの充実や関連組織・団体等のホームページとの
リンク等を進め、情報を積極的に発信していく。

　ＨＰのさらなる見易さへの方向を探る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施　　策 （２）ネットワーク化の推進

事業・展開 庁内組織の横断的ネットワーク化の推進

評
価
内
容

前期計画実績・総括

　子ども関連施策における情報の共有・連携を図る。

計画書
内容

各種情報の整理をしながら、横断的な情報の共有・連携を図る。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

今後の取り組み内容

　庁内所管の再編成も視野に入れて情報の整理をしながら、横断的な連携体制を図り、情報を共
有していく。

記入所管 子ども総務課

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

　次世代育成支援行動計画の進捗や児童育成計画推進部会における各関係所管との連携を実施し
た。「子育てするなら東村山」を目指した取り組みについて連携をしていった。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　個々の連携・共有だけでなく、子育て支援全体
の連携体制を推進していくことが求められてい
る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数

　要保護児童対策地域協議会等個々の施策や個々のケースなどにおいては連携等を図っている
が、大きな意味での子育て支援についての情報共有や連携については、子育て支援が非常に広範
囲にわたっているため全庁的な対応をしていく必要がある。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

情報誌等の充実　①

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ２．子育て関連情報の提供

「子育て家庭等への情報」は子育て総合支援センター（ころころの森）を中心とし
ながら、情報誌のあり方について検討していく。

評
価
内
容

　既製の情報誌等を活用して情報の提供を行っ
た。
　新生児戸別訪問の際に子ども家庭センターの案
内として配布した。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　孤立化を防ぎ、地域が子育てを応援していける効果的な情報の提供・案内等。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

計画書
内容

前期計画実績・総括

　子育て情報誌２００７｢なないろぽけっと｣を発行し、継続的に配布した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　「なないろぽけっと」や「東村山子育てマップ（東部、单部、西部、北部）」、「子ども家庭
支援センターパンフレット」をカウンターで配布等を行った。

今後の取り組み内容

　子育て支援への有効な情報の発信に努める。
　虐待認識への理解に向けて、子ども関連の様々なところへの情報の発信

記入所管

施　　策 （３）情報提供・内容の充実

事業・展開

子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

評
価
内
容

　情報誌の作成について現状を維持しているが、
今後については検討が必要である。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ

子ども総務課

前期計画実績・総括

　子育て情報誌２００７｢なないろぽけっと｣を発行し、継続的に配布した。

記入所管

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数 　なないろぽけっと　　５，０００部印刷

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子育て家庭が欲しがる情報の全てを行政が提供できるわけではないため、そこをどうしていく
のか。また、真に必要な情報とはどういったものなのか、民間情報との役割の整理など検討が必
要であると思われる。

　子育て情報誌「なないろぽけっと」の作成について、情報発信の役割整理から子ども家庭支援
センターから子育て総合支援センター（ころころの森）へ移行した。情報誌については、母子手
帳交付、母子健診、新生児訪問などに活用をした。

２．子育て関連情報の提供

　情報提供の役割を整理した中で、子育て総合支援センター（ころころの森）において今後の情
報誌のあり方、内容等を検討していくとともにインターネットや携帯での情報発信も検討する。

計画書
内容

「子育て家庭等への情報」は子育て総合支援センター（ころころの森）を中心とし
ながら、情報誌のあり方について検討していく。

施　　策 （３）情報提供・内容の充実

事業・展開 情報誌等の充実　②

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

計画書
内容

「子育て家庭等への情報」と「子育て家庭等からの情報」に整理をし、その提供・
活用方法等を検討していく。

施　　策 （３）情報提供・内容の充実

事業・展開 地域の乳幼児情報の入手・整理・活用と必要とする市民への情報伝達

今後の取り組み内容

　有効な情報の提供・収集。

記入所管 子育て支援課

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育てサロンや広場等での情報提供・収集等。関係機関との情報の連携。（子育て支援課）
　子育て家庭に必要な情報をどう集約していくのか検討するため、総合計画の実施計画に記載し
てもらった。（子ども総務課）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　収集した情報をどのように関係機関や市民へ発信していくのか。
　情報の正確さと適宜な提供をどうしていくのか。

　虐待対応に有効な情報収集ができた。

２．子育て関連情報の提供

評
価
内
容

前期計画実績・総括

　新規内容

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

今後の取り組み内容

　平成２３年度ほんちょう保育園に子育てひろばを開設予定。

記入所管 子ども総務課

　既存の社会資源等を活用した多様な子育てひろばを実施していくために、通常のひろば事業の
枠に当てはまらない児童クラブの午前中の時間を利用した「おひさま広場」や保育園の地域支援
としてのひろば事業についてもその重要性を考慮して、どのように連携をしながら事業を展開し
ていくかが課題である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

施　　策 （１）多様な子育てひろばの充実

事業・展開 社会資源を活用した多用な「ひろば事業」の充実

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ

実績数
ほんちょう子育てひろば：延7,629人、みすみ子育てひろば：延8,085人、のぐち子
育てひろば：延8,397人、子育て総合支援センター：延46,970人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

前期計画実績・総括

　空き店舗を利用した｢つどいのひろば｣事業を野口町に開設(ＮＰＯ委託)、子育て総合支援セン
ター(ころころの森)の中にＢ型のひろばを併設した。また、みすみ子育てひろばをＡ型からＢ型
に移行した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

 子育てひろば全体会議（年２回）開催し、市内の子育てひろばの連携、情報交換を図った。
常設子育てひろば4か所…ほんちょう子育てひろば、みすみ子育てひろば、ころころの森、のぐ
ちちょう子育てひろば
定期開催ひろば…こじか村（花さき保育園）、萩山どんぐり

評
価
内
容

　それぞれのひろばにおいて、多くの方が利用さ
れている。

計画書
内容

３．子育てひろば事業の展開

通常の「ひろば事業」の他にも、児童クラブの空き時間を利用した「おひさま広
場」、各保育所での地域支援としてのひろば等、多様な「ひろば事業」の充実を図
る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

前期計画実績・総括

実績数 地域活動室利用件数  158件

　子育てグループ連絡会及び交流会を実施し、サークル同士の交流及び子ども家庭支援センター
との連携強化を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育て総合支援センターと連携をしながら、地域活動室の利用促進に向けた、登録・申請の促
進化を進めた。

　活動室利用のサークルの固定化。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　子育てサークルに活動室利用が浸透してきてい
る。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ４．子育てサークル等への活動支援

計画書
内容

子ども家庭支援センターと子育て総合支援センターの役割を整理し、子育てサーク
ル同士の連携並びに子育てニーズ等の把握を図るために設置した連絡会と連携す
る。

事業・展開 子育てサークル連絡会との連携　①

施　　策 （１）子育てサークル等の連携支援

今後の取り組み内容

　子育て総合支援センターと連携しながら、子ども家庭支援センターからの適宜な情報提供を行
う。

記入所管 子育て支援課

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

　子育てグループ連絡会及び交流会を実施し、サークル同士の交流及び子ども家庭支援センター
との連携強化を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子ども総務課

評
価
内
容

　サークル代表者の交流を図るために、サークル
交流会を実施した。
　支援団体連絡協議会を開催した。

今後の取り組み内容

　無理せず、自ら参加できるような企画を検討し、サークルを育成、支援していく。サークル活
動を通じた、団体としてのメリット等を検討していく。

記入所管

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　サークル登録はあるものの、活動への負担感やサークル意識の変化から子育て総合支援セン
ターのサークル連絡会の設置は現状難しい。今後は交流会等を通じて、活動内容をステップアッ
プしていきたい。

　子育て総合支援センター「ころころの森」において団体登録をしているサークル代表者の交流
を図るために、サークル交流会を実施した。
　また、子育て総合支援センターにおいて支援団体連絡協議会を設置して、意見交換を行った。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数

４．子育てサークル等への活動支援

子ども家庭支援センターと子育て総合支援センターの役割を整理し、子育てサーク
ル同士の連携並びに子育てニーズ等の把握を図るために設置した連絡会と連携す
る。

施　　策 （１）子育てサークル等の連携支援

計画書
内容

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ

事業・展開 子育てサークル連絡会との連携　②

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

前期計画実績・総括

　児童育成計画推進部会及び作業部会、｢市民健康のつどい｣に子育てグループ連絡会より参加を得
て、子育てグループ連絡会の交流会｢わくわくチビッコカーニバル｣を協働で開催した。
　サークルの登録、地域活動室利用、児童館育成室の貸し出し、子育て総合支援センター（ころころの
森）での支援を行った。

今後の取り組み内容

　自主的に活動しているサークルや子育て支援団体等と協力して、子育てサークルが地域で子育
て支援に関わっていただけるような支援や人材育成を行う。また、サークル活動を通じたメリッ
ト等を設け、受身の活動から一歩進んだものにしていくことを検討する。

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数
トコトコ通信　月１回発行
サークル支援活動　２回（子育て総合支援センター）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　仲間と過ごす場があればいいということで、子育てサークルを作っている状況が増えてきてお
り、地域で自主的に活動をするような子育てサークルが尐なくなってきている。
　ＮＰＯとの連携や支援がどこまでできるか。

評
価
内
容

　場所の提供や、確保の協力で、継続的に安定し
た活動ができるよう支援を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ４．子育てサークル等への活動支援

計画書
内容

行政と子育てサークル等との協働を目的とし、子育てサークル等の円滑な活動を支
援していくため、子育て総合支援センター（ころころの森）が、その中心的な役割
を担い、子育てサークル他との連携等、事業の拡大と推進を図る。
参考：基本目標Ⅳ－２（２）

施　　策 （２）子育てサークルや自主保育等との協働

事業・展開 サークル活動等の支援と協働による事業の拡大と推進

　子育て総合支援センター多目的室を提供し、ＮＰＯＨＵＧ子どもパートナーズが発行する「ト
コトコ通信」の支援を行った。また、「トコトコ通信」の子育て総合支援センター分の印刷を
行った。
　子育て総合支援センターでサークル登録を実施した。
　子育て総合支援センターにおいて支援団体連絡協議会を設置した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

　会員数、活動数の実績は増えているが、病後児
や障害児に対する取り組みや会員数の地域差など
課題も残っている。

（１）円滑な運営体制の確立

事業・展開 提供会員の拡大

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用

施　　策

実績等
援助活動回数４，３０４回　　　　３，７３２回（平成２１年度）
依頼会員１，３９４名・提供会員１５１名・両方会員２０名　計１，５６５名（平成２３年３月末）
依頼会員１，２６７名・提供会員２２０名・両方会員２７名　計１，５１４名（平成２２年３月末）

計画書
内容

　提供会員２０１名、依頼会員１，０５４名（平成２１年３月現在）となっている。（平成１８
年３月、提供会員１５２名、依頼会員５０９名）

依頼会員と提供会員が偏らないように、提供会員養成講習等の周知を図る。また、
さらなる利用会員の促進も図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成16年度より事業を開始し、地域の中における子育て支援の取り組みの一つとして事業を進
めてきた。保育所・児童クラブへの送迎、預かりなど依頼したい方（依頼会員）と支援したい方
（提供会員）との地域における会員相互のたすけいあい活動を実施してきた。

前期計画実績・総括

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　サービスの周知を広めていく。
　提供会員の増員やレベルアップとして養成講座やスッテプアップ研修のあり方を検討してい
く。現状直営で行っているが、民営化によるサービスの充実等が含めて、その運営のあり方を検
討する。

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　保育園の待機児童の増加等に伴い、ファミリー・サポート・センターの役割や要望も増加して
いるが、依頼会員による依頼を受けられる提供会員については、地域における格差や時間的な厳
しさといった事がある。提供会員の養成も行っているが、予算の都合上年１回のみであり、また
受講者全てが活動してもらえるわけではないため、その対処をどのようにするのか。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

施　　策 （１）円滑な運営体制の確立

事業・展開 会員講習会の開催及び内容の充実

前期計画実績・総括

　提供会員養成講習会、ステップアップ講習会、交流会等を通じて内容の充実、質的向上を図っ
た。

今後の取り組み内容

　養成講習の内容等を見直しをしていく。提供会員の質の向上のための研修内容を検討してい
く。また、提供会員の定例会の中で、ケースの報告、意見交換も実施していく。

実績数

評
価
内
容

　ステップアップ・フォローアップ研修・交流会
は好評を得ている。養成講習会が年１回開催であ
るため、提供会員になりたいということがあって
も、すぐには対応できないことがあった。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用

提供会員数を増やしていくとともに、講習会等でサービスの質的向上を図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　提供会員を養成する講習を１回（７日間）実施した（理念、援助活動の実際、応急対応と救急
対応、子どもの心の発達、子どもの暮らしとケア、障害のある子どもの理解、病気・アレルギー
対応、本の読み聞かせ等）。また、提供会員のステップアップ・フォローアップ研修として、
「おりがみで遊ぼう」と「子育て支援と母親のメンタルヘルス」を実施した。会員化の交流を深
めるための交流会を開催した（演奏グループ「アルパサンド」による音楽会）。
　また、提供会員の定例会を開催（８月を除く毎月）し、会員間の情報交換を行った。

養成講習会（７日間、１回・３１名登録）、ステップアップ・フォローアップ研修
（１回・延４２名参加）、交流会（１回・７１名参加）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　需用に答えていくためには提供会員を養成する必要があるが、予算上講習会が年１回しか開催できない
ことから、提供会員になりたいという声があってもすぐに対応できないということがある。一方で会員が
増えても都合でなかなか活動できない方もおり、定期的に活動できる会員は限られてしまうこともある。
会員同士の相性等を確認しながら事故等の無い様にしていくため、柔軟な活動はしにくい面もある。

計画書
内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

今後の取り組み内容

　提供会員の拡大及びレベルアップを目指した取り組みを検討していく。
　さらなる周知を目指した取り組みを検討していく。

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　市報・インターネット・だより等で広報を行っ
た。

　依頼会員は順調に増えおり、一定の周知が図れているものと思われる。提供会員は地域格差などがまだ
ある状況である。
　利用するかどうかわからないで、とりあえず依頼会員の会員登録をして事前協議を行うが、活動につな
がらない場合がある。事前協議については料金は発生しないが、提供会員は時間を割いて協議に参加して
いることから、出来れば活動につながる協議にして欲しいという意見がある。

計画書
内容

市報、リーフレット、センターだより等を発行するとともに、サービスの仕組みや
内容等について広く周知し、ボランティアセンターや子育て総合センター（ころこ
ろの森）等との繋がりを密にして、活動の充実を図る。

　市報、リーフレット、センターだより等を発行しサービスの仕組みや内容等について周知し、
また活動の充実を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　インターネットのホームページにファミリー・サポート・センターのページを設定し、ホーム
ページのリニューアルにあわせて内容等の見直しをして広報を行った。
　ファミリー・サポート・センターのリーフレットを発行し、図書館・公民館・保育所・児童ク
ラブ・ころころの森・ひろばなどに配布している。
　ファミリー・サポート・センターだよりを作成し、会員に配布するとともに、周知を図るため
図書館・公民館・保育所・児童クラブ・ころころの森・ひろばなどに配布もしている。また、市
報においてファミリー・サポート・センターの案内を行った。

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用

実績数
ファミリー・サポート・センターだより（年1回発行・22年9月発行・1,500部印
刷）・市報掲載3月15日号

前期計画実績・総括

施　　策 （２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

事業・展開 サービス内容等の広報

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

今後の取り組み内容

　保育所以外の連携については、システムを活用していないで送迎等が出来ている（提供会員の
会員証の提示など）ため、今後そういったところにシステムが必要なのか検討していく。
　よりスムーズな連携のあり方についても模索していく。

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数 連携システム登録、２３園で実施

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　保育所以外の連携システムについてどうしていくのか。
　個人情報のやり取りに注意をする。

計画書
内容

保育所との送迎等の活動をスムーズにするため、連携システムの充実を図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　事前に申し込みをした保育所の送迎や急に子どもを迎えにいけなくなった場合に連絡システム
により提供会員が迎えに行くという連絡を行う。基本的に保育所の送迎は連絡システムを活用し
ている。活動依頼受付後ファミリー・サポート・センターにおいて、保育所に「送迎予定表」、
「提供会員保育園登録簿」〈顔写真付〉、「援助活動確認表」をＦＡＸで送付して連絡を行う。
また、提供会員の情報などを定期的に保育所と情報交換を行う。園ではそういった情報を基に、
確実に子どもの受け渡しをすることが出来ている。

　認可保育所、認証保育所との連携システムの確立を図った。

施　　策 （２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

事業・展開 保育所等との連携

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用

評
価
内
容

　保育所の送迎等の活動をスムーズにするために
連携システムを活用した。保育所も安心して子ど
もの受け渡しができた。

前期計画実績・総括

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　長時間の預かりについては金額が高くなる（平日７００円／ｈ、夜間９００円／ｈ、土日祝日
９００円／ｈ）。また、提供会員の都合もあるため長期間、時間の預かり対応が難しいという面
もある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 ファミリー・サポート・センター事業の充実

計画書
内容

サービス利用方法含めて、一時預かり機能としての充実を図る。また、そのための
運営体制も考えていく。

実績数
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助１２０件、保護者等の求職活動中の援
助０件、保護者等の外出の場合の援助３５１件、保護者等の病気・その他急用の場
合の援助１７件（平成２２年度全体件数４，３０４件）

　ファミリー・サポート・センターの機能として預かりを実施している。その中で、保育所に入
れなかった方や職を探している方等で利用したいという声は窓口でよく聞かれる。
　実際としては保育所や学童の送迎及び預かりといった活動がほとんどである（保育所・学童の
送迎・預かり３，２４２件）。

　病気回復期、障害児の見守り、レスパイト時等の一時預かりの充実を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅰ　子育てを支える地域をつくるために

テーマ ５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用

施　　策 （２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

今後の取り組み内容

　一時預かり機能の一翼を担う施策としての充実を検討をしていく。

記入所管 子ども総務課

評
価
内
容

　送迎を含めて預かり機能として一定の活動件数
を行っている。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　引き続き妊産婦健診や相談の充実に取り組む。

記入所管 子育て支援課

１．妊娠・出産・育児に対する支援テーマ

基本目標

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

実績数
妊婦健診：受診者数延べ１２，９９２回（対象者１，３４０人）
産婦健診：１，２８２人（受診率98.1％）助産師相談２９８人（23.2％）
妊婦歯科健診：受診者１３９人、栄養相談３５人、保健相談１１人、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導９７人

施　　策 （１）妊産婦健診の充実

前期計画実績・総括

事業・展開 妊婦健診、産婦健診、妊婦歯科健診の充実

必要な（適切な）時期における妊産婦健診の受診率向上を目指す。公費負担につい
ては、当面継続するが、国都の補助内容によっては改めて検討する。
引き続き、医療機関による医師の相談の他に、母子手帳交付時や各種健診の機会を
活用した妊産婦相談を実施する。

計画書
内容

　妊婦健診公費負担を拡大した。
　医療機関での医師の相談以外に、母子手帳交付時や健診時等で相談を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　妊婦健診は母子手帳発行時にその必要性を説明し、医師等の指示に基づき受診するよう勧奨し
た。
　産婦健診は３～４か月児健診時、その母親に対し実施。問診と必要に応じ助産師相談、尿・血
圧検査を実施した。
　妊婦歯科健診は母子手帳発行時にその必要性を説明し受診勧奨をした。
　これらの健診等を通じ、妊産婦の健康管理を支援しながら必要に応じた継続フォローを実施し
た。

評
価
内
容

　母子手帳発行時の保健師による説明・相談を通
し、一定の取り組みが出来た。

　妊婦健康診査は２３年度まで１４回を補助しているが、国都の補助内容によっては改めて検討
する必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 子育て支援課

　引き続き地域窓口サービス交付分について、保健師による電話相談を実施していく。

事業・展開 母子手帳の交付並びに全数相談の充実

施　　策 （２）知識の普及と啓発

母子手帳の交付時に保健師が全数面談を行うとともに、交付時に渡す各種情報の拡
充に努める。
ハイリスク妊婦の早期発見に努めるため、母子手帳交付時の相談や保健所等各種関
係機関との連絡会などを通じた連携を深める。
妊産婦の健康管理（喫煙・飲酒等）意識の啓発に努める。

計画書
内容

Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

１．妊娠・出産・育児に対する支援テーマ

基本目標

今後の取り組み内容

　引き続き相談の充実に取り組む。

前期計画実績・総括

　以前より、原則的に保健師が母子手帳を交付することで、全数面談を行っている。
　母子手帳交付時等に出産年齢・健康状態・家庭状況を把握するとともに、適宜医療機関や転出
先から連携をとっている。
　母子手帳交付時、各種学級・健診時等に健康管理の啓発に努めている。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　母子手帳交付時に保健師が母子手帳活用や妊婦健診の必要性を説明し、また同時に健康相談を
実施することにより、ハイリスク妊婦に対し早期発見・早期支援を行うことが出来た。地域窓口
サービスでの交付に関しては、後日保健師から電話をして健康相談を実施した。
　また母親・両親学級の案内、産後の諸手続きや子育てに関する情報提供を行い、安心して出産
を迎えられるよう取り組んだ。
《参考》母子手帳交付時配布資料
「母子保健・福祉サービスガイド」「栄養ガイド」「乳幼児の事故防止と応急手当」「禁煙ガイ
ド」「民生委員さん・児童委員さんの一覧」「東村山子育てマップ」「父親ハンドブック」など

評
価
内
容

　ハイリスク妊婦へ早期介入が出来た結果、妊婦
健診の受診を促すことが出来、病院での分娩に
至ったケースもあり、一定の成果があった。

実績数
母子手帳交付数：１，３４０人（２０歳未満１５人、３５歳以上３７１人、多胎１６人、外
国語版母子手帳６人）交付時妊娠経過：悪阻６７９人、疲労等２８７人、切迫流産２０人、
身体の相談５４人、栄養９人、育児２９人、その他５４人など）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　ハローベビー教室（母親学級、パパ・ママ教室）を実施し、先輩パパ・ママとの交流や参加者
同士の交流を行うとともに、父親の育児参加、父性の育成を重視した取組みを行なった。
　孫との関わり方や最近の子育て事情についての講座を開催した。

前期計画実績・総括

計画書
内容

施　　策

今後の取り組み内容

　市民のニーズを反映させながら、引き続き取り組む。

記入所管 子育て支援課

母親学級、パパ・ママ教室の充実・拡充

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数
母親学級：３日回コース２９回、延べ３３０人
両親学級：１日コース、３５１人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　両親学級においては沐浴実習が好評のため毎回時間が超過する。ニーズに合わせ内容の検討が
必要。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　２２年度より両親学級に助産師の話を加えたことにより、妊娠～出産までの生理を両親で理解
し、また父が妊娠体験・沐浴体験をすることで母親の不安を共有し、父性の育成と育児参加を促
すことを目的に実施し、参加者からは好評を得ている
　また、母親・両親学級において参加者同士の交流を持つことは、仲間づくりの機会となってい
る。

評
価
内
容

　震災で１日中止にしたものの、一定の取り組み
が出来た。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

母親の意識だけでなく父親の育児参加の促進や父性の育成も重視した事業展開を図
る。事業時のアンケート調査内容等を参考にして充実を図る。
実施方法、内容等を検討していきながら、祖父母教室を開催していく。

（２）知識の普及と啓発

事業・展開

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　今後予定されている児童福祉法に基づく「乳児家庭全戸訪問事業」との連携を図りながら、事
業内容の充実に取り組んでいく。

記入所管 子育て支援課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　ハイリスク妊婦（特に２０歳未満や未婚者）に
ついて早期介入が出来た。
　委託助産師・保健師の確保が出来た。

計画書
内容

施　　策 （２）知識の普及と啓発

事業・展開 妊産婦新生児訪問指導の充実

実績数
妊産婦訪問：延べ１３２人、新生児訪問：延べ４５４人
回収率７８．９％

前期計画実績・総括

妊産婦の産後うつ病、育児不安等について、より早期の対応を図る。
従事者を対象にした研修会等により、訪問内容の充実を図る。

　出生通知票・妊娠届けの見直し、乳幼児健診アンケートの見直しを行なった。
　従事者について発達障害に対する研修会を実施した。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　母子手帳交付時の健康相談、上の子からの継続フォロー、出生通知票などをもとに、常勤保健
師や委託助産師・保健師による訪問を実施し、心身の異常の早期発見、必要関係機関の案内、情
報提供などを行い、育児不安の解消等に取り組んだ。

評
価
内
容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　産後早期のハイリスク者の訪問を実施するため、引き続き出生通知票回収率アップを図る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　全戸訪問事業開始後、来所者の増が見込まれる。回数は適当か検証していく必要がある。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

施　　策 （２）知識の普及と啓発

事業・展開 産後支援の事業の充実

計画書
内容

ＮＰＯ等との協働を進めながら、相談事業のあり方についての充実を図る。

前期計画実績・総括

　母親支援グループワーク事業をＮＰＯと協働して開催した。

　妊娠～産後の継続フォローの場として、または乳児を持つ保護者が安心して来所し情報交換な
どの場として活用出来るよう、NPO団体との共催によるサロンを月３回開催した。また、引き続
き民生・児童委員子育て部会の協力（見守り）を得て実施した。

実績数
「２か月の赤ちゃんのためのおしゃべりサロン」：２５５組
「子育てサロン」：４２３人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　「２か月サロン」において、保健師によるミニ
講話を実施し、充実を図った。

今後の取り組み内容

　「２か月さろん」において、２３年度より子ども家庭支援センター職員による事業紹介を開
始。さらに民生・児童委員子育て部会の役割紹介を実施した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　教室の充実と、個別の健康教育の在り方を検討していく。

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

施　　策 （２）知識の普及と啓発

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

　教室以外に個別の対応（栄養・歯科）を充実させる必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 健康教育等の充実

計画書
内容

歯科予防教室、栄養相談、家庭内での事故防止等、多様なニーズやケースに対応し
た内容の充実を図る。

前期計画実績・総括

　乳幼児学級として、歯科と栄養について、グループワーク形式で実施している。
　母子手帳交付、健診、乳児学級等で家庭内での事故防止について啓発を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　２２年度より、乳児学級栄養編・歯科編に加え、幼児学級栄養編・歯科編を実施し、乳幼児学
級の充実を図った。
　３～４か月児健診対象者すべてにチラシを配布しPRした。

実績数
乳児学級栄養編：２２９組、歯科編１４７組
幼児学級栄養編：１１９組、歯科編：１２９組

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　幼児学級を開催出来た。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　ひろば事業や「ころころの森」事業等との連携について更なる充実が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　連携の充実を検討する。

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

施　　策 （３）育児不安の軽減

事業・展開 乳幼児子育て相談の充実

計画書
内容

ひろば事業・おひさま広場・保育所等と連携した乳幼児子育て相談のための体制を
整える。

　子育てひろばや子育て相談等で気になるケースを母子保健と連携をして対処している。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　健診、学級、訪問、計測など保健事業全体を通し、ひろば事業の紹介をした。
　また、保育所との情報交換を適宜行って連携に努めた。

実績数 「ころころの森」への出張教育・相談：１回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　連携体制の推進に取り組んだ。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　引き続き連携をしていく中で、相談の充実を図る。

　健診後の栄養相談の在り方について、検討する必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （３）育児不安の軽減

事業・展開 健診後の継続相談（保育・心理・栄養相談）

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

計画書
内容

子ども家庭支援センターとの連携、子育て総合支援センター（ころころの森）や保
育所の活用等、地域と連携した相談事業の推進・充実を図る。

前期計画実績・総括

　気になるケースについては、連携を図るとともに、内容によっては、子ども家庭支援セン
ター、子育て総合支援センター（ころころの森）、一時保育、ひろば事業、障害児保育等を紹介
している。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　健診当日の個別相談を実施するとともに、継続フォローの必要なケースについては、保育園、
幼児相談室、ころころの森等と連携を図りながら取り組んだ。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　保育園、幼児相談室、ころころの森等と連携し
ながら相談にあたった。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　平成２３年１０月の事業開始に向けて取り組む。

　訪問の元データとなる出生通知票（新生児訪問指導事業と共通）の回収率をアップする必要が
ある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （３）育児不安の軽減

事業・展開 「こんにちは赤ちゃん事業」の導入

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

計画書
内容

３～４か月健診前の家庭の状況を把握するために、全戸訪問かそれ以外の方法で状
況把握を行うことを検討する。

前期計画実績・総括

　「こんにちは赤ちゃん事業」の導入について検討を行ったが、具体的な事業の実施には至らな
かった。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　２３年１０月実施に向けて、実施内容の詳細を決定するとともに、とりあえず新生児訪問指導
者として保健師・助産師の募集を行い、次年度に向けた訪問者に対する準備に努めた。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　訪問者を確保することが出来た。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　母親・両親学級やサロン事業の中で交流の充実を図る。

　１回に当たり参加者が１０名以下のことがあり、仲間づくりのためには人数が尐ないことか
ら、回数の見直しを検討していく。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （４）仲間づくりの推進

事業・展開 各事業における場づくりの推進

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

計画書
内容

今後も地域のＮＰＯ等の協力により、各事業の場を母親同士の仲間づくりの場とし
ても位置づけ、交流促進やグループの育成を図る。

前期計画実績・総括

　母親・両親学級で先輩パパ・ママや参加者同士の交流を実施した。
　ＮＰＯの協力により、サロン等を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　母親・両親学級や出生後の育児教室等において、グループワークの場を設定し交流を実施し
た。
　ＮＰＯの協力によるサロンの中でグループワークを実施した。

実績数
母親学級：延べ３３０人、両親学級：３５１人
乳幼児学級：延べ６２４組
「２か月サロン」：２５５組

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　育児学級の参加者から、母親学級で仲間づくり
が出来たとの評価を得ている。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　今後も地域やＮＰＯ、ころころの森との連携を進める。

　ひろば事業や「ころころの森」事業との連携の更なる充実が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （４）仲間づくりの推進

事業・展開 子育て支援団体・事業との連携

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

計画書
内容

地域との連携や、子育てひろば、子育て総合支援センター（ころころの森）等の子育て支援
事業との連携により、仲間づくりの機会や場を提供する。

前期計画実績・総括

　ＮＰＯとの事業連携、子育て総合支援センター（ころころの森）事業への協力を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　ＮＰＯとの事業連携として、職員への子育てに関する講座を行った。
　ころころの森と連携し、乳児を持つ保護者を対象に健康教育・相談を実施した。

実績数 ＮＰＯ向け講座１回　ころころの森での講座１回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　連携を深めることが出来た。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

　連携のあり方について検討する。

　ボランティア、サークル等との連携をどこまでしていくのか検討していく必要もある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （４）仲間づくりの推進

事業・展開 各種ボランティア・サークル等との連携

テーマ １．妊娠・出産・育児に対する支援

計画書
内容

子ども家庭支援センターや子育て総合支援センター（ころころの森）等と連携を図
り、育児支援サークル等に関する情報提供や紹介をする。

前期計画実績・総括

　いきいきプラザの健診場所等において、子ども家庭支援センターやＮＰＯを紹介するととも
に、チラシ等を置く情報コーナーを設置した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　母子健康手帳交付時に、子ども家庭支援センター等子育てに関する情報の提供を実施。
　母親が参加してつくる「子育て情報誌：なないろポケット」の作成にあたり情報提供を行っ
た。
　３～４か月児健診対象者全員に「子育て情報誌：なないろポケット」を配布し、ひろば等の紹
介をした。また、「読み聞かせボランティア」との連携を継続した。

実績数
　母子手帳交付数：１，３４０人
　３～４か月児健診受診者：１，２８９人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　情報誌は必要に応じ、新生児訪問でも配布し情
報提供に努めた。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子育て支援課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　健診１回あたりの対象者数について、検討する。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

施　　策 （１）乳幼児健診の充実

事業・展開
乳幼児健診の充実（３～４か月児健康診査、１歳６か月健康診査、３歳児健康診
査、乳幼児発達健康診査）

テーマ ２．健やかな発育・発達への支援

計画書
内容

集団健診の充実を図りながら、疾病や発育・発達障害の早期発見等の対応策を強化する。
未受診者の状況把握の徹底を図る。
虐待早期発見のための連携の仕組みづくりと、対応の工夫を図る。
受診者の意見・要望等を踏まえながら、健診を受けやすい場づくり・環境づくりを推進する。
様々な情報提供の充実を図る。
母親同士の交流がしやすい場づくりを推進する。
健診の場をより充実したものとするため、図書館や子育て推進課等と連携した取り組みを推進する。

前期計画実績・総括

　毎回健診終了後に検討会を行なっている。また、研修会を実施し従事者の質的向上を図った。
　各健診において未受診者の受診勧奨や追跡を行った。
　健診時に「乳幼児への読み聞かせボランティア」や保育士を派遣してもらうなど、連携による
場の充実を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　３～４か月児健診受診率：97.9％、１歳６か月児健診受診率：94.9％、３歳児健診受診率：
95.5％と受診率は高い。ほぼ全数に近い乳幼児が来所する貴重な機会と捉え、健診の精度の向上
及び育児支援の充実を図った。未受診者に対しては電話、封書による受診勧奨と状況の把握を
行っている。
　乳幼児発達健診は、其々の健診においてより専門的な健診が必要な児を対象に実施している。
（受診者延べ１１５人）
　また、３～４か月児健診には、図書館との連携により、読み聞かせボランティアによる保護者
への読み聞かせの紹介を実施した。

実績数 　３～４か月児健診読み聞かせ：１８回

　法定による３つの健診は、其々年１８回実施しているが、対象者が増加傾向にあり、１回の対
象者が平均76.3人であった。この数字により、待ち時間が長くなり医師による健診（内科３人：
１時間半、歯科２人・１時間半）の充実に課題を残している。

評
価
内
容

　各健診の受診率が高い。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　課として歯科衛生士を配置していくのか検討していく。

　子育て支援課に歯科衛生士が配置されていない。ため、健康課との連携で事業を実施してい
る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ ２．健やかな発育・発達への支援

施　　策 （２）歯科健診の推進

事業・展開 保育所・幼稚園でのむし歯予防指導の推進

 健康課歯科衛生士により、希望のあった園に対して出張健康教育が行われた。

実績数 出張指導：市立第３保育園、久米川保育園

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

計画書
内容

歯科衛生士等による出張指導のあり方を見直しながら、当面継続していく。

前期計画実績・総括

　歯科衛生士が公立保育所の数ヶ所に出向き歯磨き指導を実施している。また、歯科医師が出向
いている園もある。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

　健康課との連携で実施しているため現状の維持
であった。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

35



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　新たな取り組みについて、検討していく。

　定期的に歯科健診を受けてもらうためには、かかりつけ医の定着にむけて、さらに取り組む必
要がある。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ ２．健やかな発育・発達への支援

評
価
内
容

　健康課の歯科衛生士との連携で実施した。

今後の取り組み内容

施　　策 （２）歯科健診の充実

事業・展開 かかりつけ歯科医の定着・促進

　乳幼児学級、１歳６か月児健診、３歳児歯科健診時において、住所地近くの歯科医院一覧を配
布して情報提供に努めた。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

計画書
内容

市歯科医師会と連携しながら、かかりつけ歯科医の定着・促進を図る。

前期計画実績・総括

　健診時に情報誌等を配布し、地域の歯科医院について情報提供を行うとともに、歯科医受診を
推奨した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

記入所管 子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　現在使用中のシステムの保守期限切れ及び新たな予防接種に対応可能な新システムの必要。

Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

記入所管 子育て支援課

　予防接種及び健診台帳のデータシステム化を継続実施した。
　健診データについては紙ベースを継続した。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

　予防接種を中心にした新たなシステムの導入についての検討。

評
価
内
容

　現状のシステムを使用した。

計画書
内容

健診データの実施結果や相談記録のデータ化及び情報の一元化について、費用対効
果や必要性を勘案しながら検討を進める。

前期計画実績・総括

　平成２０年度より予防接種記録及び健診台帳のデータシステム化を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

テーマ ２．健やかな発育・発達への支援

施　　策 （３）保健・健康情報の管理

事業・展開 乳幼児健診データ管理のシステム化の促進

基本目標

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　講習会の未実施

今後の取り組み内容

　３師会の協力を得て、健康講座を実施していきたい。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ ３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開 幅広い医療情報の発信・提供

計画書
内容

３師会の協力による講習会を通じて、身近で役立つ医療情報の発信・提供を行う。

前期計画実績・総括

　市のホームページに医療情報に関するリンクを行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　「なないろポケット２０１０」の作成にあたり、医師会、歯科医師会の協力を得た。
　医師会との定期的な情報交換を実施した。

実績数
医師会との定例会：１０回
歯科医師会との定例会：

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　３師会との情報交換は実施しているが、医療情報の積極的な情報発信は課題となっている。

記入所管 子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　情報誌を活用しての情報提供をした。

今後の取り組み内容

　健診や各健康教育の場において、かかりつけ医を持つことの意義を説明していく。

　「なないろポケット２０１０」を通して、かかりつけ医の定着・促進を図った。
　市師会との定期的な情報交換を実施した。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　積極的な情報発信がどこまでできるか。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ ３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開 かかりつけ医の定着・促進

計画書
内容

市医師会と連携しながら、かかりつけ医の定着・促進を図る。

前期計画実績・総括

　乳幼児健診時等でかかりつけ医をもつことの大切さを説明し、子どもが病気になった時の不安
の解消に努めた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

記入所管 子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

前期計画実績・総括

　市役所いきいきプラザ１階で日曜、祝祭日、年末年始の準夜（午後５時～午後１０時）に初期
診療を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

実績数 利用者総数　974人　（内訳　内科346人　小児科628人）1休日あたり13.9人

３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開 休日準夜応急診療所

　引き続き、日曜、祝祭日、年末年始の準夜（午後５時～午後１０時）に初期診療を実施した。

計画書
内容

周知の徹底を図り、利用の拡大に努める。

テーマ

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　休日準夜として、初期救急診療の機能を果たし
ている。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　患者数増加の場合、医師・看護職等従事者及び診療時間拡大等従事体制の検討

記入所管 健康課

今後の取り組み内容

　引き続き休日準夜応急診療の実施を行う。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

○受け入れ医療機関の確保
○初期救急利用にあたって啓発、周知

記入所管 健康課

　市内病院（緑風荘病院）にて、日曜、祝祭日、年末年始の診療を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　休日津応急診療所として、受け入れ機能を果た
している

前期計画実績・総括

計画書
内容

今後の取り組み内容

　休日応急診療体制を確保していく。

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

市内病院による診療体制を維持する。

３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開 休日応急診療体制の確保

　引き続き、市内病院（緑風荘病院）にて、日曜、祝祭日、年末年始の初期救急診療を実施し
た。
（科目　内科・小児科・外科）

実績数
利用総数　2,261人　（内訳）内科903人　小児科920人　外科385人　その他53人
1休日あたり31.8人

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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平成22年度　診療日数71日　利用患者数298人　1日平均利用者数4.20人

基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

　日曜、祝祭日、年末年始の休日歯科応急診療を歯科医師会との連携で輪番制にて実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

市歯科医師会との連携による体制の確保を図る。

休日歯科応急診療体制の確保

テーマ ３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

計画書
内容

記入所管 健康課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　休日歯科診療としての受け入れ機能を果たして
いる

前期計画実績・総括

　継続して日曜、祝祭日、年末年始の休日歯科応急診療を歯科医師会との連携で輪番制にて実施
した。

実績数

今後の取り組み内容

　休日歯科応急診療体制を確保していく。

○受け入れ医療機関の確保
○初期救急利用にあたって啓発、周知

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅱ　母性及び乳幼児の健康を守るために

テーマ ３．小児医療体制の確保

施　　策 （１）小児医療体制の確保

事業・展開 地域小児科医療体制の充実

計画書
内容

平日準夜初期応急診療を維持することで、地域小児医療体制を確保する。

実績数 ２２年度多摩北部医療センター利用者：５４５人、佐々総合病院利用者：５人

今後の取り組み内容

評
価
内
容

　今後の体制の確保が確認された。

前期計画実績・総括

　多摩北部医療センターで平日準夜応急診療（週５日：月・火･水・木･金）を実施した。
　佐々総合病院で平日準夜応急診療（週３日：月・水・金）を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各医師会・市・病院と連携しながら継続していく。

　引き続き、北多摩北部医療圏小児初期救急協議会において現状の体制を維持していくことを確
認した。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　医師会における当番小児科医の不足。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・保護者の皆様より、就労等状況に応じた指数と
なっており理解しやすいという評価をいただいて
いる。

計画書
内容

１．保育サービスの充実テーマ

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

前期計画実績・総括

　家庭の状況などを相談等で判断しながら、弾力的な定員の対応を行った。
　保育実施基準の見直しを行った。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

実績数 市内認可保育所が該当

施　　策 （１）多様な保育の推進及び待機児の解消

事業・展開 相談体制の充実

保育所への入所ニーズへの正確な把握に努め、待機児対策を推進する。

東村山市保育の実施基準の見直し（平成２２年４月１日付入所より採用）
（１）世帯に父母が存在していても、母親の状況のみで保育の実施指数（調整指数を含む）をつける判定
から、父母の状況を保育の実施指数（調整指数を含む）にし父母合算した後、判定へと見直した。（平成
１９年度調査　２５市中１７市が、父母の状況を保育実施指数化している。）
（２）常勤（常勤とは、月給制、月２０日以上の就労、社会保険等の加入等）と非常勤を比較した場合、
常勤を優先していましたが、その区別を無くす。（平成１９年度調査　２５市中１４市が、常勤・非常勤
の区別をなくしている。）
（３）深夜勤務は勤務時間帯等で内職と同じ指数としていたものを、夜間勤務を新たな項目として設け
た。（父母の様々な時間帯の勤務に対応した。）
（４）介護の細目を増やした。（介護の実態に応じた細目とした。）
（５）調整指数は、母の実施指数に加えるのみとしていましたが、父母合算した実施指数に加える世帯調
整指数と父母のそれぞれの実施指数に加える保護者調整指数とに区別した。

・保護者である市民や児童育成計画推進部会委員等の意見を反映し作成しているが、保護者の状
況は変化することが多いため、実施基準も尐しずつでも変更する必要がある。

今後の取り組み内容

・市民等より問題点を確認し、一部改正等を行っていく。

子ども育成課

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

・待機児童の解消に向けて認可園の新設の協議を
行った。

今後の取り組み内容

計画書
内容

・本町北ブロックに民設民営の保育所（定員１００名）を平成２３年４月開設に向けて施設運営
者との協議を実施。
・平成２４年度に民設民営の保育所（定員１００名）を開設に向けて東京都との協議を実施。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・市民の要望等を的確に把握し、運営事業者と行う開所協議時に反映させ実現させること。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

前期計画実績・総括

　２１年度までに２箇所が開設した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

２３年度までに１箇所開所するとともに、市の財政等を考慮した、待機児対策を検
討する。

実績数 本町北ブロックと青葉町（多摩北部医療センター内）の３施設開設を協議

・本町北ブロックに民設民営の保育所については、具体的な保育内容について協議。
・平成２４年度開所の民設民営保育所については、東京都と連携し保育所運営事業者の推薦等を
実施。

記入所管 子ども育成課

事業・展開 認可保育所の新設

施　　策 （１）多様な保育の推進及び待機児の解消

Ⅲ　安心して子育てをするために

１．保育サービスの充実テーマ

基本目標

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・各認可外保育室の設置者に対し移行意思の確認及び移行後の形態等の確認を実施。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・各認可外保育室施設の設備基準等の問題が円滑な移行を妨げている。

実績数 市内認可外保育室４箇所と協議中

評
価
内
容

・各保育室の設置者が移行に関して理解を示して
いるため。

テーマ １．保育サービスの充実

施　　策 （１）多様な保育の推進及び待機児の解消

事業・展開 認証保育所・認可外保育所

認可外保育所の認証保育所への移行を推進するとともに、認証保育所及び認可外保
育所を地域の資源として連携をしていく。また、認証保育所の新規開所も行なう。

　認可外保育所の認証保育所への移行を働きかけた。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

前期計画実績・総括

計画書
内容

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

今後の取り組み内容

・設置者との具体的な移行協議を引き続き行い、移行を実現させる。

記入所管 子ども育成課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

計画書
内容

地域における保育施策及び待機児対策の一環として、一層の連携を推進する。

施　　策 （１）多様な保育の推進及び待機児の解消

事業・展開 家庭福祉員制度

記入所管 子ども育成課

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・認可保育所と家庭福祉員が連携し、円滑な児童
の保育に貢献している。

・家庭福祉員の児童が、新年度に認可保育所へ入所することで、年度当初の家庭福祉員在席児が
激減する。定員を満たすまで運営が安定しない。

　待機児対策の一環として、保育施策における地域の資源として、連携の推進をした。待機児対
策としては費用対効果等含めて、検証を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・認可保育所の新年度入所にあたり、認可外保育所に対して前年度に認可保育所に入所できず認
可外保育所に入所している児童の在籍状況等を確認する。
・国制度への移行準備を行う。

今後の取り組み内容

・新年度の入所時期における在籍児童の急激な変動への対応策を協議。
・国制度への移行準備を行う。

実績数 保育ママ５人（３月末児童２５名在籍）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　認定こども園の開設により待機児対策の他、利
用者同士による情報交換の場等にも貢献ができ
た。

今後の取り組み内容

・認定こども園の開設（幼保連携型・幼稚園型など）を各園に働きかけたい。

前期計画実績・総括

　新規内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成２２年４月１日認定こども園（幼稚園型　卖独型）１園の開設ができ、ＨＰ等により広く
周知を図った。また、他園にも働きかけ開設を促した。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　認定こども園を推進するにあたり、人的・財政的な支援が必要となる。また、子育て新システ
ムにおける幼保一体化の検討などがあることから、幼稚園側が慎重になっている傾向が見受けら
れる。

実績数 定員：３歳児１０名　４歳児１０名　５歳児１０名　計３０名

施　　策 （１）多様な保育の推進及び待機児の解消

事業・展開 認定子ども園

記入所管 子ども育成課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

計画書
内容

市内の幼稚園に働きかけ、待機児対策も兼ねた認定子ども園の設置を検討する。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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認可保育所１６園中１３園（公立６園、私立７園）にて弾力的運用を実施。

計画書
内容

状況に応じ、定員の弾力的運用を図るとともに、本市の財政も考慮した待機児対策
を検討する。

前期計画実績・総括

　状況に応じて、定員の弾力的運営を図った。

記入所管 子ども育成課

・保育園では、園内の職員体制等を考慮していた
だきながら待機児童解消のために定員を超えた受
け入れを行ってもらっている。

実績等

・弾力的運用を実施した場合、保育園内の職員体制を確保して行くことが難しい。

（２）サービス供給体制の充実

事業・展開 通常保育事業

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

施　　策

今後の取り組み内容

・施設状況を見ながら園長等職員と協議をして、更なる弾力的な受け入れについて検討してい
く。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・平成２３年３月１日付認可保育所入所実績
　　公立（第二・四保育園は除く）　　　　１１０％（定員６００人　実人員６６３人）
　　私立（りんごっこ保育園は除く）　　　１０８％（定員６８５人　実人員７４５人）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

実績数 公立認可保育園（第一保育園～第七保育園）

今後の取り組み内容

・受け入れ年齢を私立認可保育所と同じ乳児からにするための具体的な協議を行う。

記入所管 子ども育成課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・保護者より一定の理解を得た。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・平成２０年４月より公立認可保育所では、４歳からの障害児受け入れを３歳からとして受け入
れ幅の拡充を図った。
・受け入れ年齢を私立認可保育所と同じ乳児からにするための協議を行った。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・受け入れ年齢が下がることで、健常児との合同保育の内容や職員体制に困難さが生じる。

計画書
内容

施設、人員等の状況に応じた障害児の受け入れ拡大等の充実を図る。

前期計画実績・総括

　施設、人員等の状況に応じた受け入れを実施した。

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

事業・展開 障害児保育事業

基本目標

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

・本格実施後も利用者のニーズに沿ったサービスとなるよう、利用者の声を把握し事業内容の改
善を図る。
・検証後の計画としては、私立１園の事業実施を予定。（認可保育所全園実施の計画はなし）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・市内認可保育園に在園する児童の保護者からのニーズは高いものの、１園あたりのコストが割
高で費用対効果の面に問題がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・運用方法を改善したことにより希望者が増え、
徐々に利用数も増えてきている。

前期計画実績・総括

　平成２０年度に公立保育所１園で実施した。

記入所管 子ども育成課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

実績数 １園（市立第六保育園）

計画書
内容

実施している園の利用状況やニーズ等把握しながら、他園での実施の検討を進め
る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・市立第六保育園１園で午後８時までの延長保育（１３時間開所事業）を本格実施した。

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

事業・展開 延長保育（１３時間保育）事業

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・休日の職員体制を確保するのが難しい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・実施にあたっては職員体制等の問題がある。

前期計画実績・総括

　実施の可否について検討を行ったが、具体的な内容の整理に至らなかった。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・所管による検討を行ったが実施できなかった。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

記入所管 子ども育成課

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

事業・展開 休日保育事業

計画書
内容

他の同様の施策との整合性等を考慮しながら検討を続ける。

実績数

今後の取り組み内容

・利用者ニーズの把握と受入態勢の検討。
・保育園職員への事業説明及び検討。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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他の同様の施策との整合性等を考慮しながら検討を続ける。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

施　　策

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 子ども育成課

テーマ １．保育サービスの充実

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・夜間の職員体制の確保が難しい。

実績数

評
価
内
容

今後の取り組み内容

・利用者ニーズの把握と受入態勢の検討
・保育園職員への事業説明及び検討。

・事業実施できなかったため特になし。

計画書
内容

（２）サービス供給体制の充実

事業・展開 夜間保育事業

・子どもの視点での夜間保育の必要性や、職員体
制等の課題がある。

前期計画実績・総括

　必要性を含めて、実施の可否について検討を行ったが、具体的な内容の整理に至らなかった。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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計画書
内容

ニーズに応じた充実を図っていくとともに、他の施策との連携を図る。

前期計画実績・総括

　ニーズは多いが、施設面・財政等の理由から拡大することは控えた。

記入所管

今後の取り組み内容

　多様なニーズに的確に応えるためには、今後の待機児童数の推移を見守りながら、就労（短時
間・パート）等による断続的な利用を保障する「定期利用保育」のニーズに応える枠と、リフ
レッシュ等の本来の「一時保育」のニーズに応える枠が必要になるのか、または、事業そのもの
をわけて考える必要があるのか、都の新しい補助金体系を見据えながら、検証しなければならな
い。

子ども育成課

実績数 認可保育所５園で実施

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　半日卖位の利用が可能となり、気軽に利用できるようになったという声がある一方、近年の待機児童数
の増加に伴い、利用登録児童数が増加しており、待機児童の受け皿となっている現状があり、リフレッ
シュ等の利用予約が難しくなっている。就労等のために定期的・断続的に利用したいかたにとっては、到
底、就労を保障するものではないため、互いのニーズが足を引っ張りあう悪循環が発生している。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　課題はあるが利用者の要望には応えており評価
をいただいている。

　18年度において、重点課題と受け止め、料金体系・利用形態についての検討を行った。１日の
利用につき2,000円を、19年度以降、４時間以内1,500円、4時間超2,500円として実施。

事業・展開 一時保育事業

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子ども育成課

事業・展開 年末保育事業

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ １．保育サービスの充実

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・第一保育園のみでの実施であるため、第一保育園以外に在園している児童情報等の引続きに課
題がある。
・突発利用者への対応（職員体制等）が困難である。

・利用しやすい環境（申し込み方法や支払い等）の整備。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・保護者より十分な理解を得ている。

実績数 認可保育所１園（第一保育園）で実施

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・保護者の勤務体系の多様化に伴い、年末にお子さんを保育することが困難なご家庭を対象に、
年末保育を実施しています。（実施日　毎年１２月２９日・３０日　対象児童 公私立保育園入
所児童　満１歳～就学前までの児童）

今後の取り組み内容

計画書
内容

今後も実態に合わせて実施する。

前期計画実績・総括

　公立保育所1園で、認可保育所に在園している満1歳以上の児童を対象に実施した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

・予算の範囲内で毎年の受審数を増やす。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・予算の範囲であるため、全園受審出来ない。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・外部評価機関が審査しホームページ等にて結果
を公表しているため保育園の実情等を市民が理解
しやすい。

テーマ １．保育サービスの充実

計画書
内容

補助制度に則り、保育サービスに対する第三者評価制度の実施の定着を図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・都補助金（１施設６０万円。）を使い認可保育所では、公立は１年で１園が順番で受審、私立
は独自で受審。（私立は市を通さず都へ独自で申請し受け取る補助金（サービス推進費）を受け
る条件で、３年に１回は受審しなければならない。）認証保育所も公立と同じ都補助金を利用
し、１年で３園が順番で受審している。認可・認証共に都補助金のある限りの実施。

施　　策 （２）サービス供給体制の充実

事業・展開 第三者評価制度の導入

前期計画実績・総括

　補助金の制度に沿って、民間保育所については、それぞれの事業者で実施し、公立について
は、予算の範囲内で、全保育所で実施をした。

実績数 毎年　認可保育所（公立　１園　私立　任意）、認証保育所（３園）

記入所管 子ども育成課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　病児・病後児保育のあり方について内部検討を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・東村山医師会へ市内医療施設への設置等の検討依頼を行う。

計画書
内容

病児・病後児保育のあり方や必要性について検討を続ける。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

施　　策 （１）居宅における子育て支援の推進

事業・展開 乳幼児健康支援一時預かり（派遣型）事業（病児保育）

記入所管 子ども育成課

今後の取り組み内容

・市内医療施設へ設置等の検討依頼を行う。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・東京都補助額等の動向が縮小傾向にあるため、事業実施後の維持が運営上困難になる。
・市内医療施設の規模が小さく病児・病後児保育事業を行うスペースが無い。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

事業実施ができなかったため

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　要支援家族への支援につなげることができた。

今後の取り組み内容

　市報・パンフレット・ＨＰ等による啓発を行う。

計画書
内容

産前後支援（家事等を含む）体制の強化を図る。

前期計画実績・総括

　平成１８年度より育児支援ヘルパーを開始した。

実績数 平成２２年度：ヘルパー延べ派遣日数９５日　訪問実家庭数９家庭

記入所管

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　利用者の様々なニーズに対応するため、子ども家庭支援センターと委託事業者の連携をさらに
密にすることにより、コーディネート機能を充実させるなどして事業の推進に努めた。

施　　策 （１）居宅における子育て支援の推進

事業・展開 産後支援ヘルパー制度

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　委託業者の調整が必要。

子育て支援課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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事業・展開 訪問型一時保育

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・担当所管における検討会を実施。

計画書
内容

ファミリー・サポート・センター等、同様の施策との整理含めて検討を続ける。

前期計画実績・総括

　事業のあり方について内部検討を行った。

今後の取り組み内容

・担当所管における検討会を引き続き実施

実績数 なし

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　事業実施が出来なかったため

子ども育成課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

記入所管

施　　策 （１）居宅における子育て支援の推進

・職員体制の確保が困難

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子育て支援課

事業・展開 養育家庭制度

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　東京都との連携事業であり、会場提供と周知が担当となる。関心を持たれにくい案件であり人
が集まりにくい。（ＰＴＡ等にも紹介させていただいた。）

実績数 出席者４２名

評
価
内
容

　制度の紹介ができた。

前期計画実績・総括

　養育家庭体験発表会を実施した。
　東京都のパンフレットの配布、ＨＰ等による啓発を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　体験発表会に里親の方と里子が出席され、有意義な発表の会となった。

計画書
内容

養育家庭の拡大に向けた啓発を行う。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （１）居宅における子育て支援の推進

今後の取り組み内容

　今後も着実に会の発表機会を確保し、里親制度理解に努めたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子ども育成課

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・公立園において専門相談（育児相談）は年６回実施、栄養相談（離乳食講座を含）は随時実
施、保健相談（発育測定含）は随時実施、歯科講座・検診は年１回実施。
・各私立園において独自の地域支援活動を実施。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

計画書
内容

地域における子育て支援事業（ひろば、各種相談、園庭開放等）のひとつとして、
関係機関等と連携しながら、今後も実施する。

・今までの取り組みのほか保護者の意見等を取り入れ、園外に出ての講座等も実施予定。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・出席する保護者から受講中の保育希望者が増えた。
・各私立園の地域支援事業との連携等が不十分。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・在園児の保護者より高い評価をいただいてい
る。

実績数 公立７園においては、専門相談一・四保育園のみで実施

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

事業・展開 認可保育所の子育て支援事業の推進

前期計画実績・総括

　地域活動事業として市内各保育所で実施した。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　適宜な支援となるよう事業啓発に今後も努めたい。

実績数 ショートステイ利用３件

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

事業・展開 ショートステイ事業の充実

前期計画実績・総括

　子どもの養育が家庭で一時的に困難になった時に、子どもの預かりを実施した。

記入所管 子育て支援課

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　３市共同で事業委託をしていることから、連携を図っていく必要がある。

Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

計画書
内容

受け入れ枠の拡大も視野に入れて、事業の推進を図る。

　緊急受入れ等利用の充実を図った。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　要支援家族への支援につなげることができた。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

62



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　事業実施が出来なかったため

今後の取り組み内容

・今後も所管の中で検討を実施していく。

記入所管 子ども育成課

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・保育体制の確保。
・保護者からの要望は縮小傾向である。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・所管のみの検討会を実施。

実績数

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

前期計画実績・総括

　事業のあり方について、内部で検討を行った。

計画書
内容

一時保育、ファミリー・サポート・センター等、同様の施策含めた検討を続ける。

事業・展開 トワイライトステイ事業

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　事業実施が出来なかったため

今後の取り組み内容

・東京都の動向を注視し担当所管における検討会を実施。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ

事業・展開 乳幼児健康支援一時預かり（施設型）事業（病児保育）

前期計画実績・総括

　病後児保育のあり方について、内部で検討を行った。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・東京都が支出する補助額の減尐。（一施設卖位の補助額から利用実態に合わせた補助額に移行
されている）

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・東村山医師会へ市内医療施設への設置等の検討依頼を行う。

記入所管 子ども育成課

２．地域における子育て支援サービスの充実

計画書
内容

実施施設の形態等について検討しながら新規開設を目指す。

実績数

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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計画書
内容

一時保育、ファミリー・サポート・センター等、同様の施策含めた検討を続ける。

前期計画実績・総括

　事業のあり方について、内部で検討を行った。

記入所管 子ども育成課

事業・展開 特定保育事業

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・他市等の実績が尐なく継続した運営が可能であるか不透明。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・担当所管における検討会を実施。

実績数

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　事業実施が出来なかったため

今後の取り組み内容

・他市等の動向を注視し担当所管における検討会を実施。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  昨年度との比較で、継続を図ったことにより左
記の評価となった。

今後の取り組み内容

  引き続き関係部署と話し合う。

記入所管 児童課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

計画書
内容

児童クラブのあり方に配慮しながら、子育てひろば事業や子育て総合支援センター
（ころころの森）等との連携を図る。

実績数
青葉児童クラブ1,934人・萩山児童クラブ1,152人・单台児童クラブ1,217人
回田児童クラブ608人・秋津東児童クラブ1,628人・野火止児童クラブ1,375人
久米川児童クラブ463人・久米川東児童クラブ743人

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

事業・展開 おひさま広場（児童館分室開放事業）事業の充実

前期計画実績・総括

　児童クラブの人材、施設等を活用しながら、おひさま広場事業の推進をした。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  連携の仕方が不透明である。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

  平成２１年度に引き続き、児童クラブの人材、施設等を活用しながらおひさま広場事業を実施
を行った。
  子育てサークルの支援業務が「子ども家庭支援センター」から「ころころの森」への移行に伴
い登録サークルが児童館育成室を円滑に利用できるように登録サークルのリストの送付や児童館
育成室での対応の仕方等を子ども総務課と協議を行った。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

66



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

前期計画実績・総括

　私立幼稚園で実施している預かり保育との連携を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成２２年４月に幼稚園型認定こども園の開設ができた。

実績数 認定こども園定員：３歳児１０名　４歳児１０名　５歳児１０名　計３０名

施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

評
価
内
容

　認定こども園開設の中で預かり保育との連携が
できた。

今後の取り組み内容

　今後も私立幼稚園連絡協議会と連携し、取り組みたい。

記入所管 子ども育成課

事業・展開 幼稚園の預かり保育との連携

計画書
内容

認定子ども園の設置も視野に入れ、子ども家庭部として幼稚園の預かり保育事業と
の連携を深める。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　特になし

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施　　策 （２）施設における子育て支援の推進

事業・展開 子育て預かりサポート事業

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　当初の目的である子育て支援の考え方から、事
業を委託しているＮＰＯとの協働により、卖なる
預かりだけでない取組をすることができた。

今後の取り組み内容

　事業の継続を含めて検討をしていく。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　定員を市民スポーツセンター（火曜日から金曜日）については、午前８名、午後５名、栄町児
童館（土、日曜日）については、午前午後とも４名にすることで、申し込みの多かった平日の午
前中の預かりを増やした。また利用者の声として、「リフレッシュができた」、「家事や買い物
等ができた」、「子育てに余裕ができた」、「子どもが楽しそうにしていた」などあり、当初の
目的が図れたのではないかと考えている。

前期計画実績・総括

　平成２１年度より、緊急雇用対策の一環で、市民スポーツセンターと栄町児童館で親のリフ
レッシュを目的とした一時預かりを開始した。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　都のふるさと緊急雇用再生特別基金事業を活用して、１０割補助を３年間の期間限定で受けて
おり、事業が好評で利用者の事業継続の意向が強いことから、今後事業をどうしていくのか検討
が必要である。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

計画書
内容

３ヵ年の時限事業であるため、事業の実施状況、市民要望、市財政状況等を考慮し
ながら、事業を推進する。

実績数 総登録者数６９２名　　　年間延べ利用者数２，５８８名

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （３）ひとり親家庭の支援

実績数

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

前期計画実績・総括

　子ども家庭支援センター、母子自立支援員、手当担当者等の連携の充実を図った。

事業・展開 相談事業の充実

計画書
内容

相談の充実のため、引き続き子ども家庭支援センター、母子自立支援員、手当担当
者等、関係する所管と連携体制の推進を図る。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　連携ケースは今後も増加傾向にある。

評
価
内
容

　連携により適宜な対応が取れた。

今後の取り組み内容

　関係所管の連携体制の充実・推進に努める。

記入所管 子育て支援課

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　相談内容が複雑化し、卖一所管での支援に限りあるケースが増えているため、子ども家庭支援
センターを中心として要保護児童対策地域協議会の機関が子にとっての最善策の視点に立ち連携
協力支援を心掛けた。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・母子相談に来た市民へ制度の説明とパンフレットの配布を行い、周知をした。その結果、利用
実績の件数は２６市中３番目であり、毎年子どもの進学に対しての貸付（就学支度資金・修学資
金）を中心に利用度が高い。母親だけでなく子ども同席の面接を行い、無理のない資金計画に基
づいた有効な貸付を目指し、実績を積み重ねてきた。
・償還率を上げることがここ数年の課題であるが、その取組として７月、１２月の督促・催告の
送付を行ってきた。その他、電話・訪問等の催告や実態調査を行い、償還促進を図ってきた。ま
た、償還開始前には借受人・連帯借受人の面接をし、償還の意識付けを図った。。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

計画書
内容

引き続き制度の周知等、活用促進を図る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・東京都の目標である現年度償還率７０％台につ
いて、平成２１年度６４．６％、平成２２年度は
６８．２％と近づいている。
・貸付申請の実績は増えているが償還率７０％達
成という課題は残っている。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （３）ひとり親家庭の支援

事業・展開 東京都母子福祉資金貸付制度の活用

前期計画実績・総括

　制度の周知等、活用促進を図った。

実績数
生活資金２件　修学資金３１件　就学支度資金２２件　技能習得資金１件
転宅資金６件　修業資金１件　　医療介護資金１件　　合計６４件
（平成２２年度新規申請実績）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

償還の滞っている貸付があり、督促催告・実態調査・訪問等で回収を行っているが、東京都から
いわれている現年度償還率７０％台には至っていない。

今後の取り組み内容

制度の周知、活用促進、償還率向上を図る。

記入所管 生活福祉課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　多様な場における障害児の受け入れについて、各関係機関等と充実していくための検討を行っ
た。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　就学支援シートの活用方法や重要性などを認識頂くため、私立幼稚園連絡協議会にて情報・意
見交換の場を提供し、充実した連携が図れた。
　公立認可保育所における障害児保育入所受け入れ年齢の引き下げを行う。（３歳から０歳に）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　障害児保育の入所受け入れ年齢の引き下げを行ったことにより、児童一人の在園期間が長くな
り新規受け入れ数が減尐。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

計画書
内容

私立幼稚園連絡協議会と協力して、幼稚園における障害児保育の受け入れの検討を
依頼するとともに、人的、財政的な面を考慮して、多様な場（児童クラブ等）にお
ける受け入れ拡大等を目指す。
個に応じた就学に関する相談についても充実を図る。

評
価
内
容

　入所受け入れ年齢の引き下げを行い保護者より
評価していただいた。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （４）障害児施策の充実

事業・展開 障害児施策の充実　①

実績数
障害児保育入所児童　公立１８名　私立　２２名
受け入れ年齢の引き下げ実施園　公立認可保育所７箇所（私立０歳より受け入れ）

記入所管 子ども育成課

今後の取り組み内容

　就学支援シートの活用方法や重要性などを認識頂くため、私立幼稚園連絡協議会にて情報・意
見交換の場を提供したい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　多様な場における障害児の受け入れについて、各関係機関等と充実していくための検討を行っ
た。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

  第２児童クラブの建設により受け入れ児童数を拡大し障害児枠３５名を３８名とした。
      第１萩山   ２名  第２萩山 ２名  第１野火止 ２名
      第２野火止 １名  第１回田 ２名  第２回田   ０名
          第２回田の０名は教室利用により障害児の受け入れに難しさがあるため。

事業・展開 障害児施策の充実　②

計画書
内容

私立幼稚園連絡協議会と協力して、幼稚園における障害児保育の受け入れの検討を
依頼するとともに、人的、財政的な面を考慮して、多様な場（児童クラブ等）にお
ける受け入れ拡大等を目指す。
個に応じた就学に関する相談についても充実を図る。

実績数
平成２２年４月１日現在
第１萩山   １名  第２萩山 ２名  第１野火止 １名
第２野火止 １名  第１回田 １名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  バリアフリーや誰でもトイレ等の施設検討。

評
価
内
容

  クラブ数が増えたことによる障害児枠の拡大。

今後の取り組み内容

  施策の継続。

記入所管 児童課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （４）障害児施策の充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

　相談を実施した児童について、個々の状況を就
学先に伝えることができた。

今後の取り組み内容

　就学相談において適正な就学先、就学後の支援について個々の実態を把握し、よりよい就学に
つなげていく。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　就学前機関における対象となる児童へのアプローチ方法の検討。

実績数 平成２２年度　就学相談実施人数（新小学校１年生）　３２名

前期計画実績・総括

　多様な場における障害児の受け入れについて、各関係機関等と充実していくための検討を行っ
た。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （４）障害児施策の充実

事業・展開 障害児施策の充実　③

計画書
内容

私立幼稚園連絡協議会と協力して、幼稚園における障害児保育の受け入れの検討を
依頼するとともに、人的、財政的な面を考慮して、多様な場（児童クラブ等）にお
ける受け入れ拡大等を目指す。
個に応じた就学に関する相談についても充実を図る。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　医師・臨床心理士等の専門家による就学相談を実施した。

記入所管 学務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

乳幼児医療費助成（マル乳）
  平成１７年１０月１日より０歳児の所得制限を撤廃した。
　平成１９年　１０月１日より４歳未満児の所得制限を撤廃した。
　平成２１年１０月１日より就学前全年齢の所得制限を撤廃した。
義務教育就学児医療費助成（マル子）
　平成１９年１０月１日より東京都で制度開始。
　平成２１年１０月１日より助成額拡大された。

実績数
乳幼児医療費助成対象乳幼児数　９，０５１人（平成２２年度）
義務教育就学児医療費助成対象児童数　８，１９９人（平成２２年度）

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

事業・展開 乳幼児医療費助成事業・義務教育就学児医療助成事業の充実

施　　策 （５）子育てにおける経済的支援等

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　義務教育就学児医療費助成の所得制限撤廃は、市の卖独事業となることによる財政負担の増。

計画書
内容

国や都の制度に沿いながら、子どもの医療費助成の充実を図る。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

　申請もれがないよう、広報・ホームページ・関係各機関との連携を通して制度の周知を繰り返
し行う。
　国や都に対し制度拡大を、引続き要望していく。

記入所管 子ども総務課

前期計画実績・総括

　乳幼児医療について所得制限を撤廃した。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　就学前児童をお持ちのご家庭に対し、公平性が
保てるようになった。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　国の動向が変わってくる中で、今後の制度設計が見えない状況がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　国の制度にあわせて、支給することができた。

前期計画実績・総括

　３歳未満児の手当額が、五千円から一万円に引き上げられた。（児童手当）

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　児童手当から子ども手当に変更され、中学生まで所得制限なしに子ども一人当たり月１３，０
００円の手当が支給された。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

記入所管 子ども総務課

今後の取り組み内容

　国の動向を見守り取り組んでいく。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （５）子育てにおける経済的支援等

事業・展開 子ども手当（児童手当制度）

計画書
内容

国等の動向を見ながら、制度についての周知を徹底する。

実績数 支給延べ人数　１８５，０００人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

今後の取り組み内容

・認可保育所保育料と認可外保育施設等に在籍する児童の保護者への補助額との格差等を検証。

テーマ ２．地域における子育て支援サービスの充実

施　　策 （５）子育てにおける経済的支援等

前期計画実績・総括

　保育所・幼稚園に通う方への補助のあり方について内部での検討を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・平成２０年４月より認可保育所の保育料を一部改正を実施。
・前回の保育料改定後の報告及びそれに伴う今後の改定等を保育料等審議会にて実施。
・保護者に対する補助金交付規則の一部改正を行い平成２２年４月より私立幼稚園入園料補助金
の制度がはじまった。

実績数
認可保育所１６園
入園料補助金９２８名に交付ができた

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

事業・展開 保育料等負担のあり方（保育所・幼稚園）

計画書
内容

保育所・幼稚園に通う方への補助のあり方について検討を行うとともに、幼稚園保
護者への援助についても検討を行う。

記入所管 子ども育成課

・一般財源による補助となることに伴う市の負担増。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・認可保育所の保育料及び補助金に関して審議が
進行しているため。
・入園料補助金の制度は、近隣市最初のケースで
す。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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実績数
平成２２年度男性職員の育児休業取得率：4.5％
（参考：女性職員の育児休業取得率：100％）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　職場の理解、職場風土の醸成

前期計画実績・総括

　次世代育成支援行動計画の趣旨にそって、あらゆる場面での意識啓発を行った。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　ここ数年、男性職員の育児休業取得者があり、
育児休業取得率についても向上傾向にあるため。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　育児休業制度の改正に伴い、全職員に対して制度内容の理解を促すため、庁内イントラを通じ
て制度の概要について周知を行った。
　更に、男性の育児意識の向上を図る観点から、厚生労働省作成の「イクメンプロジェクト」の
ポスターを掲示し、意識啓発を図った。

今後の取り組み内容

　男性職員の育児に対する意識の向上が図れるよう、研修等を通じて継続的な啓発活動を実施し
ていく。
　また、男性職員の育児休業取得率については、東村山市特定事業主行動計画で定めた数値目標
の達成を目指していく。

テーマ ３．子育て意識の啓発

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

事業・展開 男性の育児意識の向上

計画書
内容

行動計画を通じた意識の啓発を図る。

記入所管 人事課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　男性職員の育児に対する意識の向上が図れるよう、研修等を通じて継続的な啓発活動を実施し
ていく。
　また、男性職員の育児休業取得率については、東村山市特定事業主行動計画で定めた数値目標
の達成を目指していく。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　職場の理解、職場風土の醸成

記入所管 人事課

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

前期計画実績・総括

平成２２年度男性職員の育児休業取得率：4.5％
（参考：女性職員の育児休業取得率：100％）

　市として特定事業主行動計画の普及・促進を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　育児休業制度の改正に伴い、全職員に対して制度内容の理解を促すため、庁内イントラを通じ
て制度の概要について周知を行った。
　更に、男性の育児意識の向上を図る観点から、厚生労働省作成の「イクメンプロジェクト」の
ポスターを掲示し、意識啓発を図った。

実績数

テーマ ３．子育て意識の啓発

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

事業・展開 育児休業制度の普及・促進　①

計画書
内容

一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画を通じた啓発を促進する。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　女性職員の育児休業取得率が高率で推移してい
るいことや、男性職員の育児休業取得率も向上傾
向にあるため。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　市として特定事業主行動計画の普及・促進を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　市内には次世代育成支援行動計画の一般事業主行動計画の対象事業者（３０１人以上の労働者
を雇用する事業主、平成２３年４月１日以降は１０１人以上）がないため、国や都の啓発等を通
じて産業振興課等と啓発の促進を行った。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

テーマ ３．子育て意識の啓発

計画書
内容

一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画を通じた啓発を促進する。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　事業主に対しては、市としては啓発程度しか対応が出来ない。国や都といったところからの啓
発が中心となっている。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　市として独自の啓発ではなく、国や都と合わせ
た啓発を行った。

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

事業・展開 育児休業制度の普及・促進　②

今後の取り組み内容

　今後も国や都に沿った一般事業主に対する啓発を進める。

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　ホームページ・情報コーナー・図書館等に計画書を配置し、市民への周知に努めた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　ホームページ・情報コーナー・図書館等に計画書を配置して周知に努めた。
　行動計画の進捗について、議会・児童育成計画推進部会・市報・ホームページ等で周知を行っ
た。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子育て支援施策のための計画書として策定したが、まだまだ内容等の周知が行き届いていない
部分が多かった。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

事業・展開 次世代育成支援行動計画の普及・推進

計画書
内容

情報誌・ポスター等による行動計画の普及・推進を通じ、地域の子育て意識の啓発
を図る。

実績数

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

テーマ ３．子育て意識の啓発

評
価
内
容

　計画書としてのレインボープランというより
も、関係する個々の子育て支援施策についての啓
発や関心が多かった。

今後の取り組み内容

　前期行動計画の進捗の総括を基に後期の計画を進捗していく。また、いろいろな機会を利用し
て、子育て支援についての意識啓発を図っていく。

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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実績数
5月21日～6月25日の全4回で10組20人の参加
11月5日～12月10日の全6回で16組32人の参加

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　１歳未満の赤ちゃんと母親を対象に、講師指導の下わらべ歌を通した、赤ちゃんとの遊び方、
接し方をテーマとした「はじめてのママ講座」を実施。

前期計画実績・総括

　次世代育成の講座を子育て中の父母を対象に実施した。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　平成20年度より本講座は事業実施しており、参加者も非常に多く、抽選している状況である。
また、本講座終了後に子育てサークル活動に発展しており、公民館としても非常に重要な事業と
いえる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

テーマ ３．子育て意識の啓発

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

事業・展開 子育てサポート講座の実施　①

計画書
内容

公民館事業としての子育てサポート講座をより充実して実施する。
ころころの森などでも子育てをサポートする講座を実施する。

評
価
内
容

講座参加者からも満足の声が多数もらえた。

今後の取り組み内容

　全体の事業計画の中で実施していきたい。

記入所管 公民館

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子ども総務課

計画書
内容

公民館事業としての子育てサポート講座をより充実して実施する。
ころころの森などでも子育てをサポートする講座を実施する。

前期計画実績・総括

　次世代育成の講座を子育て中の父母を対象に実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育て総合支援センターにおいて、親の子育て力支援事業としてパパと遊ぼう、汐見センター
長のお話、子育てママのほっとタイム、プレママ・プレパパ講座、子育て講座などを実施した。

テーマ ３．子育て意識の啓発

実績数
センター長のお話：１１回４３８組、パパと遊ぼう：２回８組、１・２・３子育て
ママのほっとタイム：３回２１組、プレママプレパパ講座：３回３０組、子育て講
座：１回１４組

事業・展開 子育てサポート講座の実施　②

評
価
内
容

　子育て力を支援していく事業ができた。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　来てもらえる方が対象となっているので、来られない方にも参加できるような対応も検討して
いく。

今後の取り組み内容

　地域における子育て支援を実施していけるように検討を行う。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

施　　策 （１）家庭・職場・地域における意識啓発

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　虐待被害防止に関する保護者及び市民向けパンフレットを配布、人権擁護委員による啓発活動
を行った。

基本目標 Ⅲ　安心して子育てをするために

計画書
内容

児童虐待被害防止施策を進めていく中で、子どもの権利擁護を推進する。また、意
識啓発活動も推進する。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　東村山市歯科医師会による虐待対応力向上に向けての研修会の開催を支援。
　要保護児童対策地域協議会を通じ意識啓発を含め、防止に向けた情報の共有化を図った。

評
価
内
容

　要保護児童対策地域協議会での各機関の役割強
化。

実績数 子ども家庭支援センター紹介パンフレット５０００部作成

今後の取り組み内容

　虐待は育児にプラス面をもたらさないことから、地域の力の活用して様々な機会に要保護児童
対策地域協議会の関係機関に案内し、地域全体での防止に努めていく。

テーマ ３．子育て意識の啓発

施　　策 （２）権利や義務に関する意識啓発の推進・充実

記入所管 子育て支援課

事業・展開 子どもの権利や子育ての責任に関する意識啓発活動

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　虐待に対する認識を如何に持って行ってもらうのか。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

施　　策 （１）読書推進のための人的体制の充実

事業・展開 子どもの読書に関わる市民活動の支援

記入所管 図書館

子どもの読書に関わる市民への研修・情報提供・交流の機会の提供等を通して活動
を支援し、市民間の連携及び市民と行政との協働体制の充実を図る。

計画書
内容

１．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進テーマ

前期計画実績・総括

 「乳幼児への読み聞かせボランティア」の育成、学校図書館ボランティアへの研修、「子ども
読書応援団養成講座」の開催等により市民活動を支援した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子どもの読書活動に関わる市民を対象とした「東村山子ども読書連絡会」開催による情報共有
の場の充実を図ると同時に、読み聞かせや学校図書館整備に関わる保護者を対象とした「読み聞
かせ入門講座」や「学校図書館ボランティア研修会」等の開催、『学校図書館の手引き』（管
理・運営マニュアル）の更新など、様々な活動を支援するための事業を継続して実施した。　市
民との協働事業として３年目となるボランティア育成のための連続講座「子ども読書応援団養成
講座」にも多くの参加者を得た。
　さらに「乳幼児への読み聞かせボランティア」の追加募集や研修を行い、３～４か月児健診や
関連施設での乳幼児への読み聞かせ活動の充実を図った。

実績数
研修会（子ども読書応援団養成講座ほか）　　　２５回　参加者延べ７７２人
情報交換会（子ども読書連絡会）　　　　　　　　２回　参加者延べ　５５人
ボランティア派遣（乳幼児への読み聞かせほか）派遣回数　延べ３１５回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子どもの読書活動を推進するためには市民活動の充実が欠かせず、今後もボランティアを支援
する体制の整備や研修実施を継続していく必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　子どもの読書活動推進についての情報提供や研
修・講座開催、「子どもと本の人材バンク」によ
る活動の場の提供などの支援を実施することで、
より充実した市民活動が行なわれた。

今後の取り組み内容

　子どもの読書に関わる市民活動への支援として、今後も市民間の連携及び市民と行政との協働
体制の充実に努める。特にボランティア養成事業については、第４次総合計画実施事業に位置付
け、継続実施していく。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　関係部署との連携の中で現状を維持していきたい。

施　　策

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ １．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進

（１）読書推進のための人的体制の充実

事業・展開 子ども関連部署庁内連絡会等の推進

前期計画実績・総括

記入所管 図書館

今後の取り組み内容

　子ども関連部署庁内連絡会や学校図書館推進部会等を今後も継続し、担当部署間の情報の共有
化、調整を図り、事業提案を行う。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　学校図書館の環境整備、乳児健診時の啓発事
業、保育園や児童館での読み聞かせ活動など、関
連部署間で連携を図った事業を実施できた。

「子ども関連部署庁内連絡会」や「学校図書館推進部会」等により庁内の連携体制
を充実させるとともに、子どもの読書に関わる部署や施設の職員が、役割に応じた
取り組みを実施できるように努め、読書推進を図る。

計画書
内容

 「東村山市子ども読書活動推進計画」に関する担当部署間の調整、進捗状況の報告・管理等を
行い、連携体制を整備した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子ども関連部署庁内連絡会や学校図書館推進部会の開催のほか、学務課・図書館連携による緊
急雇用創出事業を活用した学校図書館整備や、児童館・保育園等への読み聞かせボランティア派
遣事業が充実するように、関係所管の担当者間の連絡・調整を行った。

実績数 子ども関連部署庁内連絡会を１回、学校図書館推進部会を１回開催

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　子育てひろば等の子ども関連施設に「おすすめ絵本パック」を配置するとともに、「乳幼児へ
の読み聞かせボランティア」を３～４か月児健診や子ども関連施設に派遣し、読み聞かせを実施
した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

事業・展開

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ １．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進

乳幼児親子が絵本に出会う場の拡大

計画書
内容

引き続き「おすすめ絵本パック」の配置と「乳幼児への読み聞かせボランティア」
の派遣により、市民と行政が協力して「子育て中にたくさん絵本と出会えるまち」
づくりを充実させる。

施　　策

　「おすすめ絵本パック」の補充や入れ替えのための継続的な資料費が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　身近な場所で絵本を楽しんでもらうことを目的に、「おすすめ絵本パック」として図書館で選
んだ良質の絵本を２０冊セットして子ども関連施設に置いている。平成２２年度は新規２カ所を
含め１７か所（おひさま広場、子育てひろば等）に設置し、セット内容の更新やメンテナンスを
実施した。
　さらに「乳幼児への読み聞かせボランティア」については追加募集と研修を行い、派遣による
読み聞かせの場を３～４か月児健診や「赤ちゃん絵本ひろば」、おひさま広場などの子ども関連
施設で実施し、乳幼児親子が絵本に触れ合う機会を増やした。

実績数
おすすめ絵本パックの設置　１７か所
乳幼児への読み聞かせボランティア派遣　２６か所　延べ３００回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　「乳幼児への読み聞かせボランティア」につい
ては追加募集と研修を行い、体制を整えることが
できた。

記入所管 図書館

今後の取り組み内容

　「子育て中にたくさん絵本と出会えるまち」づくりを推進する。「乳幼児への読み聞かせボラ
ンティア」については今後も研修や交流会を継続して人材育成を図る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　関係所管の連携やボランティアの協力を得てはいるが、専任の職員配置ができていないため、
学校図書館の整備環境を維持し、授業での活用の範囲を広げていくことは困難である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　今後も整備した環境を維持できるように、学校図書館担当教諭や学校図書館に関わるボラン
ティアなどへの支援を継続するとともに、平成２３年度後期から予定する学校図書館専任司書の
配置について、研修や受け入れ体制の整備を行う。

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ １．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進

評
価
内
容

　各学校への巡回による整備作業を実施すること
により、市内小中学校での統一的な環境を整える
ことができた。

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 図書館

　分類ラベルなどの図書装備の統一、管理マニュアルの作成などにより、学校図書館整備の土台
を作った。小学校を中心に古い本の引き抜きや並べ替え等による学校図書館リニューアルを進め
た。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

計画書
内容

学校図書館の整備や学校図書館を活用した読書推進がより充実するように、学校図
書館蔵書数増加の取り組みや司書教諭ほか教員への支援等を行う。

前期計画実績・総括

実績数
市立小中学校全校の学校図書館整備作業実施（寄贈本受入３,５２７冊、牛乳パック
を利用した書架サイン２,１５４個配置など）、司書教諭連絡会３回、学校図書館ボ
ランティア研修会１回、学校への図書貸出３３２件（１１,７１０冊）

施　　策 （２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

事業・展開 学校図書館の充実（市立小・中学校）

　学務課・図書館の連携により、緊急雇用創出事業を活用して市立小中学校全校の学校図書館の
環境整備を実施した。学務課にて臨時職員7名を雇用し、市立図書館職員が同行して指示する形
で各学校を訪問し、それぞれの状況に応じて古い本の引き抜きや寄贈本の受入、本の並べ直し、
本を探しやすくするための書架サインの設置などを行った。
　さらに、司書教諭連絡会での研修や図書購入相談、管理・運営マニュアル『学校図書館の手引
き』の更新、学校図書館ボランティア向けの研修などを実施した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

記入所管 図書館

事業・展開 本を使った調べ学習の支援

　市立図書館から小中学校への図書特別貸出等による支援を実施した。また、「本のさがし方・
調べ方プログラム」の一環として、小学校で学校図書館利用指導用「分類ゲーム」を試行した。

テーマ １．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進

施　　策 （２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために基本目標

今後の取り組み内容

　学校図書館を調べ学習で活用できるようにするために環境整備を進めるとともに、司書教諭、
学校図書館担当教諭、市立図書館司書、および学校図書館専任司書（平成２３年度後期から配置
予定）の連携を深め、充実を図る。

　学校図書館や市立図書館を使いこなし、本を使った調べ学習を充実させるためには、本の提供
だけでなく、学校図書館の維持管理や利用指導に向けた支援が必要である。さらに、コンピュー
タによる蔵書管理システム導入の検討も求められる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　学校図書館で調べ学習をしやすくするため、書架のレイアウト変更や分類番号順の並べ直し、
書架サイン設置等を実施した。市立図書館からは、調べ学習支援として授業での活用目的に応じ
た本を集めて貸出した。また、市立図書館職員が依頼のあった小学校に出向いて学校図書館利用
指導用「分類ゲーム」を実施した。

実績数 市立図書館からの調べ学習用図書特別貸出　１２３件（３,６３９冊）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

計画書
内容

学校図書館や市立図書館を活用した小中学生の調べ学習のさらなる充実を図る。
「本のさがし方・調べ方プログラム」を作成・実施する。

前期計画実績・総括

評
価
内
容

　学校図書館の環境整備等は一定程度進めること
ができたが、本のさがし方・調べ方の具体的な指
導方法については十分な取り組みができなかっ
た。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　子どもと本が出会える場所を多くのかたに知ってもらうためのＰＲ方法を工夫するなど、年齢
に合わせた啓発・ＰＲの事業を今後も継続的に実施する。

記入所管 図書館

　３～４か月児健診時に読み聞かせの大切さの啓発や、子どもと本が出会える場所のPRを実施し
た。また、市立図書館で「子ども読書の日※」のPRや、子どもや子どもの読書に関わる人に役立
つホームページの開設を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　「子ども読書の日」に合わせた取り組みとして「わくわく子ども読書まつり」（市内全館での
本の展示やおはなし会）を実施した。乳幼児健診ではブックリストや啓発パンフレットを配布
し、特に３～４か月児健診においては個別の読み聞かせや絵本と出会える場所のＰＲを実施し
た。小中学生には夏休み前に学校を通じてブックリストを配布し、全図書館でリスト掲載本の展
示・貸出を行った。そのほか小学生保護者向け案内「夏休み！親子で図書館へどうぞ」や「いの
ちとこころの教育週間」に向けたブックリスト発行など、継続事業を中心に、時機に合わせた啓
発事業の充実を図った。

実績数
おはなし会の実施（わくわく子ども読書まつりほか）　実施回数３６０回
３～４か月児健診・乳児学級でのＰＲ　　　　　　　　実施回数　２９回
ブックリスト等の発行（子ども・保護者・ボランティア各種対象）

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ １．生きる力・豊かな情操や考える力を育てる読書活動の推進

前期計画実績・総括

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

事業・展開 年齢に応じた啓発とPRの充実

計画書
内容

子どもと本が出会える場所のマップ作成や、ホームページの充実等により、子ども
の読書の大切さや子どもの読書に関わる取り組みについて、広く市民に周知する。

基本目標

施　　策

評
価
内
容

　定例化した事業については工夫を重ねて充実を
図ることができたが、マップの追加作成等の新規
事業の実施ができなかった。

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　ホームページ充実にあたっては技術的な制約も多く、研修および人材育成が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

　次年度に向けて、ＮＰО アーバンデザイン東
村山会議との協議ができた。

今後の取り組み内容

　熊野公園をモデル公園として、市内公園の維持管理を市民の手によって行い市民が安全･安心
に遊べる公園を目指す。

　公園等の遊び場としての活用について検討をした。

施　　策 （１）公園等の活用による屋外遊び場の確保

事業・展開 子どもが自由に遊べる場所の確保

計画書
内容

市内公園等の活用による、屋外遊び場を確保していくため、関係所管と検討を図
る。

前期計画実績・総括

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　熊野公園再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの計画書が提言書と言う形で、ＮＰО アーバンデザイン東村山会議よ
り提出され２３年度計画に基づいて実施予定。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　地域との連携が図れるか。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 みどりと環境課　公園係

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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  上記のとおり。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  既に決定事項であり、取り組みはない。

財政面・施設面等、市として総合的な観点から児童館のあり方の検討を続ける。

前期計画実績・総括

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策 （２）児童館事業の充実

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

　市財政の状況等から、総合的な検討を行ってきたが、新館の整備については非常に難しい状況
である。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  第２クラブの建設計画と平行に検討を行ったが、建設用地や市財政の状況等から新館の整備に
ついては非常に難しい状況である。

実績数

基本目標

事業・展開 新館の整備

計画書
内容

記入所管 児童課

今後の取り組み内容

  現在５エリア構想への転換が動き始めており、すでに５館を保持する児童館ではこの転換構想
に現在の施設ロケーションを活かした新たな取り組み模索する。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　事業対象や時間帯、活動メニューの工夫をすることで、多様な事業の実施に努めた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

  平成２１年度に引き続き中高生対象事業の夜間開館、子育て支援のおひさま広場、世代間交流
事業のふれあい事業をはじめ、春夏秋冬で様々なイベント等を開催し、地域での活動及び魅力あ
る児童館運営の為、日々努力している。

実績数
２２年度
   秋津児童館   クッキング・工作等                    ５回        ３８人
   栄町児童館    ヒップホップダンス・ギター教室   ３５回   １,２０３人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  中高生対象事業の夜間開館は富士見児童館１館でバンドとバスケットの活動のみ。利用実績に
ついても横ばいであり、事業開始から６年を経過し一定の役割を果たしたものと思われる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  大きく分類すると工作・鑑賞・運動・音楽・
クッキング・伝統文化等の事業を展開。

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

事業・展開

前期計画実績・総括

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策 （２）児童館事業の充実

多様な事業メニューの整備

計画書
内容

中高生対象事業や子育て支援・世代間交流事業の実施等、事業対象や時間帯、活動
メニューを工夫し、活性化を図る。

今後の取り組み内容

  厳しい予算状況の中、創意工夫により新たな事業にも挑戦したい。

記入所管 児童課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

92



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

前期計画実績・総括

　子育てサークルの活動の場としての活用を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

（２）児童館事業の充実

事業・展開

  児童クラブ・児童館育成室での午前中の空き時間を利用とした子育てサークルの活動の場を各
提供している。ただし、児童館育成室を利用する子育てサークルの登録は子育て総合支援セン
ターで行っている。

実績数
秋津東  １６回 ２５９人
萩山      ５回   ４０人
青葉      １回     ９人

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策

子育てサークル等への場の提供

計画書
内容

各種サークル等に活動の場を提供及び連携をしていく中でより充実した活用を図
る。
基本目標Ⅰ－４（２）参照

今後の取り組み内容

  利用促進ＰＲの工夫。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  まだまだ利用率は低いと思われ、より一層の利用促進をはかる必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  昨年と同規模である。

記入所管 児童課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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（２）児童館事業の充実

事業・展開

  富士見児童館を活動の場として実行委員会形式でおこなう発表会や年度末の卒業ライブの相
談・指導を継続している。

実績数
ヤングライブ 平成２２年８月２７日  参加バンド   ９組
卒業ライブ   平成２３年３月２６日  参加バンド １１組

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策

　富士見児童館で中高生対象の夜間開館を実施し、バンド活動を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  利用が伸びず需要の一服感もあり、多様な自由時間の選択ができる現状では見直しを考える時
期とも考えられる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  開館状況を総合的に考えると難しさがある。

開館時間の拡大

計画書
内容

児童館として、中高生の居場所づくりのあり方を総体的に考慮しながら推進する。

前期計画実績・総括

今後の取り組み内容

　児童館として、中高生の居場所づくりのあり方を総合的に考慮しながら進める。

記入所管 児童課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

評
価
内
容

  児童館に賛同し同じボランティアが毎回来てく
れる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　事業の内容によって、中高生ボランティアや地域の方とともに事業を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

（２）児童館事業の充実施　　策

  社協のボランティア、学校のボランティア等を積極的に受け入れる他に児童館来館者へ声掛け
を行いボランティアに携わってもらえる中高生を探している。ボランティアと職員間で充分なコ
ミュニケーションをはかり指導・育成に努めている。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  継続して幅広い人材を集める難しさがある。

事業・展開 児童館運営

計画書
内容

中高生ボランティアの育成、ボランティア活動の受け入れ等を推進するとともに、
地域事業との関係を深める。また、児童館の運営体制の見直しについての検討も併
せて行う。
基本目標Ⅳ－４（１）参照

前期計画実績・総括

記入所管 児童課

今後の取り組み内容

  ボランティアの今後の人生展開に何かしらの得るものをボランティア活動を通じて伝えていき
たい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

実績数 土曜講座参加者24,500人、スポーツ開放424,150人、教室開放17,957人

　学校施設の開放事業の推進と施設利用団体による学校貢献（体育館清掃、校庭草むしり、土曜
講座の講師等）を実践した。

評
価
内
容

　年に２回コミュニティー委員会や土曜講座実行
委員会と会議を持っており、連携・協力していた
だいている。

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策

　学校施設の開放事業の推進と施設利用団体による学校貢献（体育館清掃、校庭草むしり、土曜
講座の講師等）を実践し、学校と地域との連携拡充を図ることができた。

学校関係施設の開放

計画書
内容

コミュニティ開放との連携を図り、事業を推進する。

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

（３）地域の施設の活用

事業・展開

記入所管 社会教育課

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　スポーツ開放のうち特に校庭開放は学校での大会等利用も多く、利用団体の希望どおり校庭を
使えることが尐ない。土曜講座は協力いただける地域の方の人材が不足している。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　今後も利用団体も含め、コミュニティー委員会や土曜講座実行委員会と協議した中で、改善で
きるものはしていきたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 公民館

　卖に「場所」としてではなく、子どもたちに居場所としての安心感を与える「人」も重要な要
素である。集会室解放以外にも子どもと人が接する集会事業を検討していく余地がある。子ども
達の気持ちを理解し、トラブルに対応できる職員のスキルの育成が重要である。

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

　スポーツセンター、公民館、ふるさと歴史館等で子ども対象の事業を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　（公民館）図書館との併設館（萩山・秋津・廻田）において、夏休み期間の５日間について児
童、生徒に集会室を開放し、読書や勉強等で自由に使える場所を提供している。

実績数 利用者数　３館合計延べ１０４名

計画書
内容

公共施設の活用について検討するとともに、社会教育施設等での子ども対象の事業
を進める。

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施　　策 （３）地域の施設の活用

事業・展開 その他の公共施設の活用①

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　夏休みの自由学習の場として活用されている
が、利用者は尐ない。また、子どもの居場所とす
るには、継続性がない。

今後の取り組み内容

　公民館で直接的に子どもたちを対象とした事業を卖発的に行っても居場所とすることは難し
い。「地域で子どもたちを育む」ということを市民が学び、その市民が地域に還元していくよう
に支援することが、公民館のあるべき姿である。このことを踏まえて、公民館主催事業を検討し
ていく。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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◆夏季の運動公園プール開放と中学生以下を対象に期間中２日間プールを無料開放している。
◆学校スポーツ開放では、各スポーツ団体の試合や練習で学校の施設を活用している。
◆久米川尐年野球場は尐年野球連盟に所属している団体の活動の場として尐年野球大会や練習の
利用がある。

　スポーツセンター、公民館、ふるさと歴史館等で子ども対象の事業を実施した。

今後の取り組み内容

施設の活用を継続的に実施できるように取り組む。

実績数
◆屋外プール無料期間中　中学生以下使用者　２日間合計　404人
◆学校施設スポーツ開放（大人、子ども延べ利用数）体育館229,307人　校庭
194,843人　◆久米川尐年野球場　延べ利用者　17,578人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

◆施設の老朽化による延命存続

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

評
価
内
容

◆プールは安価で安定した運営で十分に遊び場と
しての活用ができているなか、無料で遊べる日を
設定してサービスにも努めている。
◆学校スポーツ開放は、各小・中学校の開放委員
会により地域の実態にあった運営をしている。

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策 （３）地域の施設の活用

事業・展開 その他の公共施設の活用②

計画書
内容

公共施設の活用について検討するとともに、社会教育施設等での子ども対象の事業
を進める。

前期計画実績・総括

基本目標

記入所管 市民スポーツ課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　スポーツセンター、公民館、ふるさと歴史館等で子ども対象の事業を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　八国山たいけんの里でのこども向け体験事業の実施/歴史館でのこども体験事業の実施。

実績数 子どもの来館者　たいけんの里　１１７４人/　歴史館　２１１人

公共施設の活用について検討するとともに、社会教育施設等での子ども対象の事業
を進める。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子ども向けの事業をどのように実施していくのか。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

（３）地域の施設の活用

事業・展開 その他の公共施設の活用③

計画書
内容

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり

施　　策

前期計画実績・総括

評
価
内
容

　現状の中で事業を実施した。

今後の取り組み内容

記入所管 ふるさと歴史館

　引き続き子供向け体験事業を実施していく。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　定員の弾力的運用を実施してきたが、大規模化解消のため第２児童クラブについての検討を
行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

  平成２２年度４月開設の萩山・野火止・回田の第２児童クラブ、平成２３年度４月開設を目標
に青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第２児童クラブの建設を完了した。
      受け入れ規模
         第１青葉     ６０名   第２青葉    ６０名
         第１化成     ７０名   第２化成    ５８名
         第１秋津東   ５６名   第２秋津東  ５６名
         第１東萩山   ７０名   第２東萩山  ３０名
         第１久米川   ７０名   第２久米川  ５９名

実績数

平成２２年４月１日現在の受け入れ児童数。  （ ）は規模。
   第１萩山     ３７名（６５名）   第２萩山      ３３名（４６名）
   第１野火止   ６９名（７０名）   第２野火止    ２２名（３１名）
   第１回田     ５１名（６２名）   第２回田      ２４名（３１名）

事業・展開 児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の充実

計画書
内容

大規模化解消のため、第２児童クラブ開設を学校教室及び敷地等の活用も考慮しな
がら進める。
児童クラブの運営のあり方を含めて、開所時間（延長）の見直しを検討する。

前期計画実績・総括

施　　策 （１）放課後児童対策の充実

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ３．放課後における児童の育成

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

  定員も増え、待機児については一定程度落ち着いたももの、入会基準の課題が浮上している。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

  第２児童クラブの建設により受け入れ児童数の
拡充・保育面積の確保により環境整備ができた。

今後の取り組み内容

  クラブ運営の嘱託化（第４次東村山市行財政改革大綱）を進める。

記入所管 児童課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　放課後子ども教室を青葉小、秋津小で９月より週に１回づつ開始し、全部で３校で実施でき
た。放課後の安全・安心な居場所として、参加する児童は多い。

実績数 ３校で211日実施、参加児童2,325人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　児童の安全・安心を見守るコーディネーターや安全管理員の安定的確保が問題である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　平成１９年度より小学校１校で放課後子ども教室を実施した。
　学校施設利用者団体による学校貢献を推進した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

（１）放課後児童対策の充実

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ３．放課後における児童の育成

施　　策

記入所管 社会教育課

評
価
内
容

　新規に２校で実施できたため。また、地域で協
力していただける人材の確保もある程度できたた
め。

今後の取り組み内容

　第４次総合計画実施計画でも２３年度に新規開設を予定しており、今後も増やせるよう検討し
ていきたい。

事業・展開 地域の社会資源を活用した事業の推進　　①

計画書
内容

学校施設を活用した放課後子ども教室実施について検討しながら、施設面、人材確
保、財政面等を考慮して進める。
地域施設の活用や運用にあたっては、地域住民やボランティアとの連携等を検討す
る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　子育て総合支援センター（ころころの森）の事業の一環で、地域のふれあいセンター等を使用
した取り組みを行った。
　地域施設の活用については、個別の施策の中（ひろば事業・エリア関係等）でそれぞれの施設
に協力をしてもらって実施した。（萩山公民館にて、エリア活動の一環として子育てひろば萩山
どんぐりを実施）

実績数 ころころおもちゃ箱（富士見・多摩湖・秋津）：３０回開催

記入所管 子ども総務課

テーマ

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

地域の社会資源を活用した事業の推進　　②

今後の取り組み内容

　地域の施設等の活用について、施設との連携・調整を行いながら今後も検討を行っていく。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

個々の事業等において施設等の活用を行った。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　施設の活用状況については、なかなかひとつの所管では把握しきれない状況がある。個別の施
策等において、個々に協力や連携を依頼している状況である。
　施設だけでなく人材等も含めて連携した取り組みをしていく必要があるが、なかなか総合的な
連携は取れていない。

　平成１９年度より小学校１校で放課後子ども教室を実施した。
　学校施設利用者団体による学校貢献を推進した。

３．放課後における児童の育成

施　　策 （１）放課後児童対策の充実

事業・展開

計画書
内容

学校施設を活用した放課後子ども教室実施について検討しながら、施設面、人材確
保、財政面等を考慮して進める。
地域施設の活用や運用にあたっては、地域住民やボランティアとの連携等を検討す
る。

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ

　輝け！東村山っ子育成塾やなぎさ体験塾を通じて子どもたちに自然体験や海洋体験を通じて仲
間とのつながりやみんなで協力することの大切さ、あいさつの大切さを学ぶことができた。

輝け！東村山っ子育成塾参加者延べ287人、なぎさ体験塾70名

基本目標

４．自ら学ぶ力の育成

施　　策 （１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

事業・展開 学習機会の充実　①

計画書
内容

子どもを対象とした公民館等の事業の充実を図る。
文化財や伝統行事を通じて郷土を学ぶ機会の充実を図る。
地域の文化活動との連携により、子どもが文化に触れる機会づくりを促進する。

前期計画実績・総括

　公民館・図書館等において子どもを対象にした事業を実施した。
　無形文化財等を支援することによって子どもの文化財への啓発を促した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・輝け！東村山っ子育成塾の参加者を継続して参加させていくことが重要。
・なぎさ体験塾の予算は市長会からの助成金で実施しており、２４年度までの３カ年の限定の助
成であり、その後にまた助成がしてもらえるかどうかが課題である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 社会教育課

評
価
内
容

　参加した子どもたちは十分すぎるほどの自然体
験活動を行えた。わずか４日間であったが子ども
ど同士の交流は十分にできたため。

今後の取り組み内容

　今後も普段の生活では経験できないさまざまな体験ができるよう事業内容を十分検討して子ど
もたちの喜ぶカリキュラムを組んでいきたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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計画書
内容

子どもを対象とした公民館等の事業の充実を図る。
文化財や伝統行事を通じて郷土を学ぶ機会の充実を図る。
地域の文化活動との連携により、子どもが文化に触れる機会づくりを促進する。

前期計画実績・総括

　公民館・図書館等において子どもを対象にした事業を実施した。
　無形文化財等を支援することによって子どもの文化財への啓発を促した。

施　　策 （１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

事業・展開 学習機会の充実　②

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ４．自ら学ぶ力の育成

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

〔映画〕夏休み子ども映画会「オズの魔法使い」「十五尐年漂流記」を各地区館２館づつで開催
〔見学〕夏休み市バスを利用してのおやこ社会科見学羽田空港ＡＮＡ機体工場見学　〔講座〕小
学生・オモシロ科学あそび「チリメンモンスターをさがせ!!」　〔キッズ〕東京都等との共催事
業『キッズ伝統芸能体験』として日本舞踊を行なっている。　講師陣は日本舞踏家連盟より派遣
される。挨拶の仕方から舞台での本格的な日本舞踊発表会までを　９月から３月までの６ヶ月間
全１６回（当初１８回を予定平成２３年３月の地震の影響で２回中止）行なう。

実績数
参加人数　〔映画〕オズ･･･計８９名、十五･･･計５２名　〔見学〕１１組２４名
〔講座〕５８名　〔キッズ〕２４名×１６回

　〔見学〕申込が４９組９９名ありながら市バスの乗車定員上、参加人数が限られる
　〔キッズ〕東京都等との共催事業のため東村山市民限定はできない、また、東京都が事業撤退
した場合代わりに東村山市が継続することは予算的に無理がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

評
価
内
容

〔キッズ〕２２年度は地震の影響があり練習回数
と浅草公会堂での全体発表会が中止となった。
〔東村山市立中央公民館のホールにて発表会を行
なった（２３年度）〕

今後の取り組み内容

〔キッズ〕東京都との共催の他、文化庁等との共催事業も検討していきたい。

記入所管 公民館

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　祭囃子保存連合協議会や雅楽振興会の公開の支援のための補助金支出

前期計画実績・総括

　公民館・図書館等において子どもを対象にした事業を実施した。
　無形文化財等を支援することによって子どもの文化財への啓発を促した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

計画書
内容

子どもを対象とした公民館等の事業の充実を図る。
文化財や伝統行事を通じて郷土を学ぶ機会の充実を図る。
地域の文化活動との連携により、子どもが文化に触れる機会づくりを促進する。

事業・展開 学習機会の充実　③

テーマ ４．自ら学ぶ力の育成

施　　策 （１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

　　　　　　　　補助金　２３６７００　円

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　予算減の可能性

実績数

今後の取り組み内容

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　祭囃子保存連合協議会や雅楽振興会への補助金
を通して、無形文化財の支援を行った。

記入所管 ふるさと歴史館

　引き続き実施

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　中学生のボランティア活動を推進した。
　自然体験や文化活動を通じた交流を推進した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　図書館では、中学生以上の学生を対象に図書館の仕事を手伝いながら、居場所と社会体験の場
としての活用を促す「学生ボランティア」事業を実施した。本の配架・整架など図書館ならでは
の本と触れ合える作業を主な活動内容とし、また時間についても図書館の開館時間中として日時
を限定せず、夏休みから翌３月までの期間で受け入れ、延べ２７４人の参加があった。

実績数

市内５館の中で参加人数に差異があり、ＰＲ等の工夫が必要と考えられる。

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

テーマ ４．自ら学ぶ力の育成

施　　策 （１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

事業・展開 文化・体験・交流活動の推進　①

計画書
内容

図書館・ふるさと歴史館等で、子どもボランティアの受け入れ体制を推進する。
自然体験や、文化活動及びスポーツ等を通じた交流活動を推進する。

前期計画実績・総括

図書館学生ボランティア　登録者数７７名（延べ活動者数２７４名）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　昨年同様の参加があり、中学生の居場所や社会
体験の場となると同時に、新たな図書館利用者の
開拓にもつながり、参加者の満足度も高かった。

今後の取り組み内容

　市内中学校との連絡調整を図りつつ、継続して学生ボランティアの受け入れ事業を実施する。

記入所管 図書館

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　中学生のボランティア活動を推進した。
　自然体験や文化活動を通じた交流を推進した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　下宅部遺跡公園-はっけんのもりでの清掃活動/たいけんの里イベント/れきしかん夏まつりに
中学生ボランティアを導入。

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

事業・展開

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ４．自ら学ぶ力の育成

施　　策

文化・体験・交流活動の推進　②

計画書
内容

図書館・ふるさと歴史館等で、子どもボランティアの受け入れ体制を推進する。
自然体験や、文化活動及びスポーツ等を通じた交流活動を推進する。

　ボランティアとして一定の参加者があった。

今後の取り組み内容

　引き続き実施

　学校に向けて募集しているが参加者が尐ない

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

実績数 参加者　延５８人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 ふるさと歴史館

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

107



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

評
価
内
容

　育成塾やなぎさ体験塾のリーダーとして参加す
ることにより、大きく育つことができた。

今後の取り組み内容

輝け！東村山っ子育成塾やなぎざ体験塾を通じてリーダーの育成をしていく。

　遊びリーダーではないが青尐年委員会の「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」のリー
ダーや青尐対活動においてリーダーの育成を行っている。

実績数 ２３年度での育成塾出身で６人がリーダーとして育った。

基本目標

テーマ ４．自ら学ぶ力の育成

施　　策 （１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

事業・展開 遊びリーダー（仮称）の育成

計画書
内容

青尐年員会、青尐年対策地区委員会、児童館の活動等を通じて遊びリーダー（仮
称）といったような人材の育成を推進する。

前期計画実績・総括

　新規内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　リーダーとして育った高校生向けの講習会等が実施できるとよい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 社会教育課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　家庭教育の手引書の内容を充実させ、配布した。
　「家庭の日」（毎月第２日曜日）のＰＲすることで、家庭教育の意識啓発を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

テーマ ５．家庭や地域における教育力の向上

施　　策 （１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

事業・展開 家庭教育の充実に向けた保護者の支援活動　①

計画書
内容

家庭教育の手引書（小学校編・中学校編）を配付し、活用を図る。（指導室）
「家庭の日」（毎月第２日曜日）のPRを強化し、親子の交流を促進する。（社会教
育課）

前期計画実績・総括

記入所管 社会教育課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　青尐協において取り組み内容の検証を行ってい
る。

今後の取り組み内容

　この取り組みは親子の絆をつなぐ上で非常に大切なことであり、今後もさまざまな方法を取り
入れながら啓発を続けて行きたい。

　「家庭の日」の啓発のため、小学校入学式での啓発テッシュの配布を行う他、小・中学校ＰＴ
Ａ連絡協議会や青尐年対策地区委員会を通じてＰＲを行った。青尐協だより等での普及・啓発を
行った。

実績数 各小学校１５校、青尐対７地区、小・中学校ＰＴＡ連絡協議会に配布

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

家庭の日の啓発を長期的に行っているが、なかなか一般家庭には浸透しないこと。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標

今後の取り組み内容

　「親と子のこころの対話－家庭教育の手引き書（小学校編・中学校編）－」として冊子の状態
で配布しているが、日常的に活用しやすい内容の見直しや形状の工夫を検討する必要がある。
　他の啓発事業への転換を検討課題としたい。

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

５．家庭や地域における教育力の向上

家庭教育の手引書（小学校編・中学校編）を配付し、活用を図る。（指導室）
「家庭の日」（毎月第２日曜日）のPRを強化し、親子の交流を促進する。（社会教
育課）

前期計画実績・総括

　家庭教育の手引書の内容を充実させ、配布した。
　「家庭の日」（毎月第２日曜日）のＰＲすることで、家庭教育の意識啓発を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

テーマ

小学校配布部数　１，２３９部
中学校配布部数　１，２５７部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　「親と子のこころの対話－家庭教育の手引き書（小学校編・中学校編）－」として冊子の状態
で配布しているが、日常的に活用しやすい内容の見直しや形状の工夫を検討する必要がある。
　また、家庭教育の啓発と考えるのであれば、学校を通して配布することが適切なのか疑問であ
り、指導室の所管業務ではないと考える。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　小学校入学時及び中学校入学時に、「親と子の
こころの対話－家庭教育の手引き書（小学校編・
中学校編）－」を各家庭に配布するとともに、入
学説明会及び新年度保護者会等で啓発活動を行っ
た。

（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

事業・展開 家庭教育の充実に向けた保護者の支援活動　②

　小学校入学時及び中学校入学時に、「親と子のこころの対話－家庭教育の手引き書（小学校
編・中学校編）－」を各家庭に配布し、保護者への啓発活動を行った。

実績数

計画書
内容

記入所管 指導室

施　　策

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

　卖年度であったが「あいさつ・ふれあいチャレ
ンジプロジェクト」を開催し、あいさつや人との
ふれあいの大切さを学ぶことができた。

今後の取り組み内容

　土曜講座、青尐年対策地区連絡協議会はもとより、ＰＴＡ連合協議会との連携をした事業展開
ができれば望ましいと考えている。

　中学生のボランティア活動を土曜講座に位置づけ実践している。
　ＰＴＡや地域、青尐年対策地区委員などと相互に連携活動を行った。
　青尐年健全育成団体として、青尐年対策地区委員を中心として相互連携を図り、活動の充実を
図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・地域の方を中心として土曜講座を開設している。
・ＰＴＡ連合協議会と青尐年対策地区連絡協議会と連携し、「あいさつ・ふれあいチャレンジプ
ロジェクト」実施した。
・青尐対とはお互いに連携した中で事業を実施できた。

実績数
　あいさつ・ふれあいチャレンジプロジェクト参加者800名、土曜講座参加者数
24,500名、中学生クイズ大会参加者189名（63組）

テーマ ５．家庭や地域における教育力の向上

施　　策 （１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

基本目標

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　今年度青尐対連協事業の「スーパードッチボール大会」が国体のためスポーツセンターが工事
になったため、２年間実施できないこと。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 地域の教育力向上に向けた支援活動

計画書
内容

社会教育活動・土曜講座・人材バンク等、保護者・地域主体の地域活動を推進す
る。基本目標Ⅳ－４（１）参照
学校と保護者・地域との相互連携活動を充実する。
青尐年健全育成団体との相互連携をより緊密にしながら活動を充実する。

記入所管 社会教育課

Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

　現状の中では話し合いの場を持てたことは評価
できる。

今後の取り組み内容

今後も両所管で定期的な話し合いの場が必要であると考えている。

　新規内容

テーマ ５．家庭や地域における教育力の向上

施　　策 （１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

事業・展開 家庭教育支援のための仕組みづくり

計画書
内容

子ども家庭部や教育員会などの関係所管が連携をとりながら、横断的な家庭支援の
仕組みづくりを検討する。

前期計画実績・総括

　子ども家庭部と教育委員会とで連携に向けて、各所管での取り組み等について話し合いの場が
設定された。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

基本目標 Ⅳ　豊かな子ども時代を過ごすために

記入所管 社会教育課

　横断的な話し合いが必要であり、各所管どうしの連携・協力が必要であり、相当の時間を要し
ないと進めることはむずかしい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

112



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

施　　策 （１）子どもが参加できる土壌づくり

事業・展開 子どもの参加促進・充実①

１．子どもが自ら考え、参加する機会の充実テーマ

子どもが参加できる土壌づくりとして、子どもフォーラムの開催等、子どもが参加
する機会を促進する。

計画書
内容

前期計画実績・総括

記入所管 社会教育課

　自主事業（輝け！東村山っ子育成塾）終了者、青尐対リーダーを通じ、参加・促進・充実に努
めた。
　児童館の一部の事業において、子どもを事業に参加させる機会を設けている。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　青尐年の健全育成を目的に「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」を開催している。

実績数 輝け！東村山っ子育成塾参加者延べ287名、なぎさ体験塾参加者70名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

・輝け！東村山っ子育成塾の参加者を継続して参加させていくことが重要。
・なぎさ体験塾の予算は市長会からの助成金で実施しており、２４年度までの３カ年の限定の助
成であり、その後にまた助成がしてもらえるかどうかが課題である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　参加した子どもたちは十分すぎるほどの自然体
験活動を行えた。わずか４日間であったが子ども
ど同士の交流は十分にできたため。

今後の取り組み内容

　今後も普段の生活では経験できないさまざまな体験ができるよう事業内容を十分検討して子ど
もたちの喜ぶカリキュラムを組んでいきたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　次年度以降は「児童・生徒による音楽祭」をなくし、他の事業内容への統合を図るとともに、
「生徒会サミット」「青尐年健全育成大会（社会教育課）」「市民の集い（社会教育課）」のさ
らなる充実に努める。

評
価
内
容

　「青尐年健全育成大会」「生徒会サミット」「児
童・生徒による音楽祭」「市民の集い」の実施によ
り、児童・生徒が主体的に参加する機会の充実を図る
ことができた。
　特に、「生徒会サミット」では自校の特色ある教育
活動に積極的にかかわろうとする生徒の意識を高める
ことができた。

今後の取り組み内容

　「児童・生徒による音楽祭」は他の事業への統合を行う。募集団体を締め切るまでは、楽器の
運搬等に必要な経費等が判明しないため、事前の予算計上が困難である。

事業・展開 子どもの参加促進・充実②

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　自主事業（輝け！東村山っ子育成塾）終了者、青尐対リーダーを通じ、参加・促進・充実に努
めた。
　児童館の一部の事業において、子どもを事業に参加させる機会を設けている。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　「生徒会サミット」においては、事業の在り方を工夫し、生徒会役員による自校の特色ある教
育活動について発表し合う機会を設定した。
　また、「児童・生徒による音楽祭」においては、児童・生徒の発表の機会を確保し、運営ス
タッフは中学生や高校生が努めるなど、子どもたちの自主性をはぐくむ機会とした。
　「市民の集い」においては、生徒会役員生徒による発表の機会を設け、中学生の考えや市内各
中学校の地道な教育活動を広く市民に伝えることができた。

実績数
参加児童・生徒総数　４０２名（来場児童・生徒は除く）
（内訳）青尐年健全育成大会　　　　２３名、生徒会サミット　４４名
　　　　児童・生徒による音楽祭　２３５名、市民の集い　　１００名

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ １．子どもが自ら考え、参画する機会の充実

施　　策 （１）子どもが参画する土壌づくり

計画書
内容

子どもが参加できる土壌づくりとして、子どもフォーラムの開催等、子どもが参加
する機会を促進する。

前期計画実績・総括

記入所管 指導室

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　自主事業（輝け！東村山っ子育成塾）終了者、青尐対リーダーを通じ、参加・促進・充実に努
めた。
　児童館の一部の事業において、子どもを事業に参加させる機会を設けている。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育て総合支援センターにおいて夏休みを利用して、小学校５、６年生、中学生を対象にジュ
ニアサポーター養成講習会を実施（５日間）。赤ちゃんと命講習会等を終了した子どもたちが子
育て総合支援センターに「ジュニアサポーター」として登録し、ボランティアとして活動。

前期計画実績・総括

今後の取り組み内容

計画書
内容

　今後もこういった子どもが参加して、子育て意識を高めていくような内容を検討していく。ま
た現在は、ジュニアサポーターとしてころころの森のみの活動となっているが、将来的には市内
の子育てひろばや保育園、児童館などにも働きかけ、ジュニアサポーターの活動場所を拡大でき
るようにしたい。

評
価
内
容

　教育委員会の小、中学校校長会に協力をいただ
き、市立小、中学校対象児童、生徒に学校を通じ
てチラシと申込書を配布していただくことができ
た。申し込みも定員を上回り、受講した子どもた
ちも、自分たちのペースで継続的にボランティア
活動ができている。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

子どもが参加できる土壌づくりとして、子どもフォーラムの開催等、子どもが参加
する機会を促進する。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　講座を開催するにあたり現状では、現場と、講座対応の職員配置の関係や、日程の都合等でど
うしても定員を設けざるを得ないため、申込多数の場合は抽選となり、せっかく申込していただ
いた子どもたちすべて受け入れができない。

事業・展開 子どもの参加促進・充実③

実績数 参加者　２４名　登録　２０名

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ

記入所管 子ども総務課

１．子どもが自ら考え、参画する機会の充実

施　　策 （１）子どもが参画する土壌づくり

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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事業・展開 学校・家庭・地域・行政が一体となった人権教育の推進

前期計画実績・総括

人権を考える機会づくりとして、全生園と学校との交流活動等、子どもの実態を踏
まえ、地域に根ざした人権教育を全校で進める。
今後も中学校の職場体験学習をはじめ、小学校生活科や中学校家庭科等の学習内容
により、幼稚園や保育所との連携を図る。

計画書
内容

（１）人権教育の推進・充実

Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

２．「いのちとこころの教育」の推進テーマ

施　　策

基本目標

今後の取り組み内容

　各学校での全生園での活動、ハンセン病資料館の活用、全生園入所者の方の講演会等を実施し
た。
　中学校の職場体験において、幼稚園や保育所との連携を図ることができた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　市内の全小・中学校校において「いのちとこころの教育」を推進し、人権教育の充実に努めて
いる。また、平成２３年度に向け、東村山市教育委員会の基本方針における人権課題の第一に、
「ハンセン病回復者」を位置付けた。
　各小・中学校では「人権教育年間指導計画」に基づき、国立療養所「多磨全生園」を訪問した
り、ハンセン病回復者から話を伺ったり、ハンセン病資料館の見学等を通して、「ハンセン病の
理解」「全生園の歴史」「人権」「偏見・差別の解消」等の取組について学習した。

実績数
全生園との交流学校数　１１校
中学校職場体験の受け入れ事業所数　２０３事業所

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　多磨全生園との交流活動については、小学校と中学校間の実施内容の確認・調整が必要であ
る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　各学校における「いのちとこころの教育週間」
の具体的な取組や多磨全生園との交流活動等を通
した学校・家庭・地域・関係諸機関との連携を行
うことができた。

　東村山市人権教育推進委員会や東村山市道徳授業改善委員会における授業研究や研修内容の充
実を図るとともに、東村山市「いのちとこころの教育週間」における各学校の取組を推進する。

記入所管 指導室

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　毎年２月１日～７日に実施している「いのちとこころの教育週間」では、児童・生徒が心身の
健康や命の大切さについて学んでいる様子を広く保護者や市民に公開し、各学校の特色を生かし
た教育活動が全ての小・中学校において紹介できた。
　また、３月には、分校を除く全ての中学校３年生を対象とした「普通救命講習会」を実施し、
命の大切さとともに、助け合うこと大切さを学ぶ機会とすることができた。

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

前期計画実績・総括

東村山市「いのちとこころの教育週間」の趣旨に沿った学校の取り組みの充実を図
る。
いのちの重みを考え、互いに助け合う精神を育むため、中学校３年生対象の救急講
習会を実施する。
道徳の時間のさらなる充実を図る。また、道徳授業地区公開講座等を通し、家庭や
地域と連携し、道徳教育を推進する。

計画書
内容

　各学校での取り組みや「いのちとこころ」をテーマにした講演会を開催した。
　中学３年生対象の救命講習会を実施した。
　全校で道徳授業地区公開講座を実施した。

テーマ ２．「いのちとこころの教育」の推進

施　　策 （２）「いのちの教育」「こころの教育」の推進・充実

事業・展開 「いのちとこころの教育」に関する推進・啓発活動

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　各小・中学校における講師依頼の時期や、取組内容の集約時期を早目に行い、保護者や市民へ
の情報提供を丁寧に行う。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　東村山市いのちとこころの教育週間の取組内容
の充実を図ることができ、保護者や地域の方々と
ともに、道徳教育について考えることができた。
　また、分校を除く全ての中学校３年生を対象と
した「普通救命講習会」を実施した。

今後の取り組み内容

　道徳授業地区公開講座における学校・家庭・地域との連携や、保護者や市民への周知につい
て、周知方法や各取組の工夫・改善に努め、さらなる推進を図る。

実績数
いのちとこころの教育週間実施校数　小学校１５校、中学校８校
普通救命講習受講者生徒数　１，１４２名

記入所管 指導室

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　地域とともに子どもたちをはぐくむ学校づくりを推進した。

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

施　　策 （１）生きる力や確かな学力を育むための学校教育の充実・推進

事業・展開 地域に根ざした特色ある学校づくりの推進

Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　全ての小・中学校において、「学校公開」「道徳授業地区公開講座」「セーフティ教室」等へ
の保護者や地域の方々の参加を広く呼びかけた。
　学校評議員会の定期的な開催においては、学校経営の課題と改善について、学校評議員から貴
重な意見を得ることができた。
　学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」を作成し、これまで以上に各学校の特色ある教
育活動を分かりやすく発信した。

今後の取り組み内容

評
価
内
容

　学校評議員会を定期的に開催し、学校と地域と
の連携強化を図ることができた。また、市教委の
ホームページに学校評議員の活動を紹介した。
　学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」
を作成し、これまで以上に各学校の特色ある教育
活動を情報提供することができた。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　学校教育推進事業費の確保と予算規模の拡大
　これまでの学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」は、残念ながら白黒印刷である。

実績数 学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」発行部数　１１０部

基本目標

　学校だよりやホームページを活用し、「開かれた学校づくり」をさらに推進したい。

指導室

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管

学校評議委員の学校評価への関わり方や学校が家庭や地域に開かれたものとなるよ
う取り組みを進めるとともに、各学校が特色ある教育を実施するための仕組みづく
りを推進する。

計画書
内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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事業・展開 教員研修の推進

研修の充実に加え、中堅職員研修を実施した。

記入所管 指導室

　職層や教育課題の解決に対応した研修を企画・実施することができた。本市では、「初任者・
期限付任用時研修」「２年次研修」「３年次研修」「１０年経験者研修」「ミドルリーダー養成
研修」「校長管理職研修」「副校長管理職研修」「主幹教諭研修」「新任主幹教諭研修」「新任
教務主任研修」等を実施した。
　また、夏季休業日には、「教育課題研修」「夏季集中講座」「教育相談研修」「情報教育研
修」等も実施し、講師の選定にあたっては、民間企業など外部人材を活用する工夫を図った。

実績数

　平成２３年度以降の取組として、研修体系を再構築し、実施時期・方法・内容等を見直した研
修の充実に努める。

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　職層や教育課題の解決に対応した研修の在り方を検討し、研修体系を再構築する必要がある。
特に、研修の実施時期・方法・内容等を見直す。

職層別研修会対象者総数　２１２名
夏季休業日における教育課題研修等参加者延べ人数　３６９名

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

計画書
内容

市の教員研修体系を毎年見直しつつ、内容の充実を図る。

前期計画実績・総括

施　　策 （１）生きる力や確かな学力を育むための学校教育の充実・推進

　研修対象者のねらいに沿って実施でき、教員の
資質や能力の向上を図ることができた。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 就学前児童と就学児との交流活動の推進①

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

　就学前検診や就学前説明会等において、保護者への情報提供に努めた。
　就学前の児童を運動会に招待し、小学校での事前体験の機会を提供した。
　幼稚園児を小学校に招待したり、児童が園児に小学校の学校生活を紹介する学習活動を行っ
た。また、小学校の総合的な学習の時間において、児童が保育園を訪問し体験学習を行った学校
もある。

施　　策 （２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

　各小学校及び幼稚園・保育所等において、新型インフルエンザ等の感染症への具体的な対応を
構築しておくこと。

　交流相手となる幼稚園や保育所との協力・連携のさらなる充実に努める。

記入所管 指導室

計画書
内容

行事等の機会を活かした取り組みを進める。

前期計画実績・総括

　運動会での就学前児童の種目の設定、就学予定児童の保護者を対象とする説明会を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

実績数 運動会への就学前児童の招待及び保護者説明会の実施校数　１５校

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　全ての小学校において、就学前検診や就学前説明会
等で保護者に情報提供を行った。就学前児童を運動会
に招待し、事前体験の機会を提供した。
　また、総合的な学習の時間において、児童が保育園
で体験学習を行ったり、幼稚園児を小学校に招くなど
の学習活動を行った学校もあった。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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計画書
内容

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　教育委員会の小、中学校校長会に協力をいただ
き、市立小、中学校対象児童、生徒に学校を通じ
てチラシと申込書を配布していただくことができ
た。申し込みも定員を上回り、受講した子どもた
ちも、自分たちのペースで継続的にボランティア
活動ができている。

今後の取り組み内容

　現在は、ころころの森のみの活動となっているが、将来的には市内の子育てひろばや保育園、
児童館などにも働きかけ、ジュニアサポーターの活動場所を拡大できるようにしたい。
　教育委員会に働きかけ、職場体験の受け入れを行っていく。

行事等の機会を活かした取り組みを進める。

　運動会での就学前児童の種目の設定、就学予定児童の保護者を対象とする説明会を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育て総合支援センター（ころころの森）において、夏休みを利用して、小学校５、６年生、
中学生を対象にジュニアサポーター養成講習会を実施（５日間）。利用者の乳幼児との触れ合い
や妊婦のお腹を触らせてもらうなどの講習を終了後、ボランティアとして活躍してもらってい
る。
　また、職場体験として学生の受け入れを行っている。

実績数 参加者　２４名　登録　２０名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　講座を開催するにあたり現状では、現場と、講座対応の職員配置の関係や、日程の都合等でど
うしても定員を設けざるを得ないため、申込多数の場合は抽選となり、せっかく申込していただ
いた子どもたちすべて受け入れができない。
　学生の職場体験として、まだまだ認知度が足りない。

前期計画実績・総括

施　　策 （２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

事業・展開 就学前児童と就学児との交流活動の推進②

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

子ども総務課記入所管

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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小学校　１５校
平成２２年　就学支援シート引き継ぎ数　229枚

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　年間指導計画や年間行事予定等の調整の機会を早期に設定し、関係小学校と幼稚園・保育所と
の具体的なすり合わせが必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 幼稚園・保育園・学校等の教職員相互の交流活動の推進①

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

前期計画実績・総括

　小学校長と幼稚園長との連絡会を実施した。

施　　策 （２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

計画書
内容

小学校と幼稚園、保育所との連携や情報交換の場の設定を検討するとともに、就学
支援シートの活用の推進を図るとともに、教員相互の交流の機会を設けるなど、連
携活動の充実を図る。

記入所管 指導室

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　今後の連携の在り方を検討する。

　幼稚園や保育所との具体的な連携の一つとし
て、児童の「就学支援シート」を活用した情報交
換を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　小学校と幼稚園・保育所とで就学時前の情報交換会を実施した。

実績数

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

122



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

実績数

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

計画書
内容

子ども従事者に対する研修を、さまざまな場において実施していくとともに、虐
待・障害児等の共通した研修を開催し、共通理解を深める。
要保護児童の早期発見・適切な保護、要保護児童とその保護者に対する適切な支援
を図ることを目的とした要保護児童対策地域協議会の関係機関等に、講習会や情報
交換会等を実施し、その充実を図る。基本目標Ⅵ－１（１）参照
子育て総合支援センター（ころころの森）等における子育て関係人材育成講座等の
充実を図る。
保育所・児童館等、子育て関係従事者への研修の充実を図る。

前期計画実績・総括

　子育て総合支援センターの人材育成事業におけ
る子育て支援者向け研修会の実施に留まり、全体
的な研修については実施できなかった。

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　子どもの年齢や、部署が違うこと等から子ども家庭部と、教育委員会と共通した研修を計画す
ることが難しい。どこの所管が中心になるのかが課題。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

初級編　参加申込　３６名　　　スキルアップ編　参加申込　４４名

　子育てひろば・子ども家庭支援センター職員・同登録ボランティア向け研修を実施した。

　子ども家庭支援センターや教育委員会と連携して、研修の会場や、時間、内容等を検討し、限
られた人数や職場のみの研修にとどまらず、子どもに関わる職種全体に向けての研修会を開催で
きるようにしたい。

記入所管 子ども総務課

評
価
内
容

　子育て総合支援センター（ころころの森）において、子育て支援者のための研修を開催した。
初級編１講座（３回連続講座）及びスキルアップ編１講座（３回連続講座）。

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

施　　策 （３）研修等の充実

事業・展開 子ども施策従事者に対する研修等の充実

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

123



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

　新しい学習指導要領のねらいを達成する生き方教育の推進を図る。

記入所管 指導室

　道徳の時間における指導や家庭科での指導等を児童・生徒の発達段階に応じて適切に実施し
た。
　職場訪問、職場体験等も導入し、進路指導の充実を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

計画書
内容

道徳の時間における指導や家庭科での指導等を充実させる。
各学校におけるキャリア教育を意図的、計画的に実施する。

前期計画実績・総括

施　　策 （４）子育ての意義や大切さを学ぶ機会の推進・充実

事業・展開 学校等における多様な場面での学習機会の充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　道徳の時間等において、「思いやりの心」「人間愛」「家族愛」「生命の尊重」等について学
習している。
　「いのちとこころの教育週間」や「職場体験学習」等を通した、望ましい勤労観や職業観をは
ぐくむとともに、自己の生き方について考える学習を実施した。

実績数

評
価
内
容

　道徳の時間等において、「思いやりの心」「人
間愛」「家族愛」「生命の尊重」等についての学
習の充実を図った。また、いのちとこころの教育
週間や職場体験学習等を通した学校・家庭・地域
とで連携した取組を実施することができた。

今後の取り組み内容

キャリア教育年間指導計画作成校数　１０校（小学校２校、中学校８校）
中学校職場体験の受け入れ事業所数　２０３事業所

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　小学校の生き方に関する指導と中学校の進路指導との円滑な接続を図り、義務教育９年間を見
通した「キャリア教育」の充実とさらなる推進を図り、全小学校においてキャリア教育全体計画
及び年間指導計画を作成する。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　｢東村山特別支援教育推進計画｣に基づき、教育活動の充実を図った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　年次研修、教育相談研修、特別支援教育運営委員会等において教職員の研修を行ない、一人一
人の教育的ニーズに対応ができるように理解を深めた。就学支援シートについては、就学前施設
向け説明会、保護者向け説明会を開催し、実施・活用に向けた啓発活動を行なった。

実績数
【教員研修】初任者研修：１回30名、２年次研修：１回36名、3年次研修：1回18
名、教育相談研修：1回37名、特別支援教育運営委員会研修：2回67名【就学支援
シート】就学前施設説明会3回、保護者説明会4回、就学支援シート回収枚数229枚

一人ひとりの教育ニーズを踏まえ、教職員の研修、就学支援シートや個別指導計画
等の啓発活動の推進を図る。

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

記入所管 学務課

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　個々の研修の成果を各学校の校内委員会等へつないでいく体制の整備。就学支援シートや個別
指導計画の内容および活用の充実。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

施　　策 （５）特別支援教育の推進・充実

事業・展開 障害種別や個に応じた特別支援の充実

計画書
内容

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

評
価
内
容

　年次研修に位置づけることで、教員全体の理解
を深めることにつながった。就学支援シートにつ
いて市内小学校全ての学校に引き継ぐことができ
た。

今後の取り組み内容

　研修内容の充実を図り、専門性の向上に努める。特に就学支援シートや個別指導計画の活用推
進を図り、記載内容の充実や学校での有効活用を図る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　特別支援教育コーディネーター間の情報交換の中で、小学校・中学校の支援のつながりを強化
できる方法を検討していく。また、更なる資質向上のために、教育委員会としての情報提供や研
修を適切に実施する。

記入所管 学務課

（５）特別支援教育の推進・充実

事業・展開

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各小・中学校の校内委員会において、専門家による研修等を行い充実に努めた。特別支援教育
運営委員会において、特別支援教育コーディネーターの情報共有をはかり、各小・中学校での取
り組みの参考にした。特別支援教育コーディネーターを対象とした研修を行い資質の向上に努め
た。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　校内委員会について、開催回数や内容等が学校によって異なり、また状況がつかみづらい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　啓発授業の実施や個別の教育支援計画の東村山
版様式を策定することができた。

施　　策

３．生きる力を育成するための教育環境の充実

　全校で校内委員会を設置し、その充実を図った。
　全校で特別支援教育コーディネーターを指名し、校内研修等を実施した。

計画書
内容

校内委員会の充実を図る。
特別支援教育運営委員会等で情報の共有化を図り、コーディネーターの資質の向上
と活用を促進する。

前期計画実績・総括

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

特別支援教育の充実

テーマ

実績数 特別支援教育運営委員会　年11回実施

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　性教育の全体計画と年間指導計画を作成し、指導の充実を図った。
　総合的な学習の時間、道徳の時間等を活用し、生命尊重にかかわる学習活動を展開した。
　家庭教育の手引書を活用した啓発活動等を学校や児童の実態に応じて実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　全ての小・中学校において、性教育の全体計画及び年間指導計画を作成し、全教育活動を通し
て児童・生徒の発達段階や学校の実態に即した指導の充実を図った。
　また、思春期の児童・生徒の理解や家庭との連携を図った保護者会を実施した。
　「親と子のこころの対話－家庭教育の手引き書（小学校編・中学校編）－」を小・中学校の新
入生に配布し、家庭への啓発活動を実施した。

実績数
「親と子のこころの対話－家庭教育の手引き書（小学校編・中学校編）－」
　小学校配布部数　１，２３９部、中学校配布部数　１，２５７部

３．生きる力を育成するための教育環境の充実

計画書
内容

性教育の全体計画及び年間指導計画をより充実させていくとともに、これらの計画
を基に児童・生徒の発達段階や状況に応じて適切に指導する。
指導内容等により、外部人材の活用が効果的な場合は、連携を図りながら指導を充
実させる。
家庭教育の手引書は、各学校も保護者会等の際に活用を図るような取り組みを進め
る。

施　　策 （６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

事業・展開 性教育の推進

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　全ての小・中学校において、道徳教育の全体計
画及び年間指導計画を作成し学校の実態や児童・
生徒の発達段階に即した指導の充実を図った。
　また、理科及び保健体育等の学習において、思
春期に関する学習を行った。

今後の取り組み内容

　今後も継続した取組を実施する。

記入所管 指導室

　児童・生徒や保護者への理解と啓発に努め、学校と家庭とのさらなる連携を推進する。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　引き続き、薬物乱用防止関連の研修会や薬物乱用啓発ポスター・標語募集を実施していく。

（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

事業・展開 薬物乱用防止に関する学習機会の推進　①

記入所管 健康課

今後の取り組み内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　東京都薬物乱用防止推進東村山市地区協議会により、４校の小中学校の学生・保護者・教員等
を対象として薬物乱用防止関連の研修会を開催した。また啓発活動として薬物乱用啓発ポス
ター・標語を市内公立中学校に募集し啓発を推進した。

実績数 応募件数：ポスター１６件、標語５６０件

計画書
内容

各学校において、児童・生徒の発達段階や状況を踏まえ、薬物乱用防止教室やセー
フティ教室を実施する。

前期計画実績・総括

　学校や児童の実態に応じて実施した。

施　　策

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

評
価
内
容

　ポスター・標語の応募件数が多く、定着。
　小中学校の研修の維持

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　東京都薬物乱用防止推進東村山市地区協議会の薬物乱用防止を推進する協議体の継続的育成。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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薬物乱用防止教室またはセーフティ教室実施校数　２３校

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ３．生きる力を育成するための教育環境の充実

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

実績数

評
価
内
容

　全ての小・中学校の児童・生徒を対象に、薬物
乱用防止教室またはセーフティ教室として、薬物
乱用防止にかかわる指導を実施した。

今後の取り組み内容

　今後も継続した取組を実施する。

記入所管 指導室

　学校や児童の実態に応じて実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　全ての小・中学校において、薬物乱用防止にかかわる「薬物乱用防止教室」または「セーフ
ティ教室」を教育課程に位置付け、児童・生徒の理解と啓発を行った。
　また、児童・生徒のみならず、保護者や地域の方々の参加も呼びかけ、薬物乱用防止の啓発活
動を実施した。

施　　策 （６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

事業・展開 薬物乱用防止に関する学習機会の推進　②

各学校において、児童・生徒の発達段階や状況を踏まえ、薬物乱用防止教室やセー
フティ教室を実施する。

前期計画実績・総括

　保護者や地域の方々の参加を図るため、周知方法や実施内容の工夫を行う。
　特に、小学校においては、発達段階に応じた薬物乱用防止にかかわる効果的な指導を行う。

計画書
内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 指導室

実績数 薬物乱用防止教室またはセーフティ教室実施校数　２３校

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

３．生きる力を育成するための教育環境の充実

　喫煙・飲酒防止ポスターの掲示、パンフレットの配布等による啓発活動を行った。

施　　策 （６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

事業・展開 喫煙・飲酒防止に関する学習機会の推進

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ

　保護者に協力を求め、家庭への啓発を図る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　全ての中学校で、保健体育の授業や薬物乱用防
止教室等において、喫煙・飲酒の防止に関する学
習を実施し、生徒の理解を深めることができた。
　また、家庭や地域に協力を求め、さらなる連携
を図るため、保護者会や薬物乱用防止教室等にお
いて意見交換会を実施した。

今後の取り組み内容

　今後も継続した取組を実施する。

計画書
内容

各学校において児童・生徒への啓発活動、喫煙・飲酒防止教室の内容・方法を充実
する。

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　体育・健康教育や道徳教育等を通して、児童・生徒の発達段階に応じた指導を系統的に実施し
た。特に、薬物乱用防止教室やセーフティ教室実施の際には、薬物の乱用防止についての取組を
具体的に取り上げ、児童・生徒の学習の機会を設定した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　健診時に保護者から電話による相談や個別相談を実施した。
　乳児、幼児学級において集団指導、子育て相談（希望者）を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　子育て相談、健診時管理栄養士による集団指導・個別相談を実施。また、乳幼児学級において
も個別相談の希望があれば対応した。

実績数

前期計画実績・総括

食に関する相談・指導の充実

評
価
内
容

　幼児学級の栄養編を開始した。

計画書
内容

健診時等の個別栄養相談を充実する。
乳幼児学級・幼児学級における相談・指導体制を充実する。

テーマ ４．食育の普及・推進

施　　策 （１）乳幼児期からの食習慣の定着

事業・展開

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

記入所管 子育て支援課

今後の取り組み内容

　引き続き取り組む。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

　栄養相談を通じた関係機関との連携の強化を図る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　今後も取り組んでいく。

テーマ ４．食育の普及・推進

記入所管 子育て支援課

　栄養相談を通じた関係機関との連携の強化を図る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

計画書
内容

健診等を活用し、食習慣の啓発に努める。
基本目標Ⅴ－４（２）参照

　平成２２年１０月「めざましスイッチ　朝ごはん」のキャンペーンマークを、健診案内に入れ
て啓発活動を行った。また、健診においてリーフレットを配布した。

実績数
健診時個別指導：３～４か月児健診６人、１歳６か月児健診１２７人、３歳児健診
５６人

施　　策 （１）乳幼児期からの食習慣の定着

事業・展開 親への「食生活習慣」の啓発

前期計画実績・総括

　集団指導のほか、希望者等に健診時に個別指導を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

評
価
内
容

　キャンペーンを通して啓発を行った。

今後の取り組み内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　今後も各施設において栄養指導に取り組んでいく。

記入所管 子ども育成課

　関係機関との連携の強化。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

計画書
内容

かんたんクッキング、離乳食講座をより充実する。

前期計画実績・総括

　公立保育所での簡卖クッキングや離乳食講座を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

・平成２２年１０月、平成２３年１月ころころの森にて食のワークショップを実施し、乳幼児を
持つ保護者へ食習慣の啓発を行った。
・公立保育所、児童館、育成室へ出向き、保育園給食の紹介、クッキングを行った。

実績数
食のワークショップ：10組（試食100人）　簡卖クッキング・離乳食講習会：1回20
人定員　合計280人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　クッキングや講習会を通して、食への関心、食
習慣の大切さを伝えられた。

施　　策 （１）乳幼児期からの食習慣の定着

事業・展開 保育施設を活用した支援事業の推進

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ４．食育の普及・推進

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　今後も伝統食文化や地域の食文化の継承に取り組んでいく。

記入所管 子ども育成課

実際に調理することで、郷土食を知ることができ
た。

　学校や地域の要望で郷土食の出前講座を実施した。また、年中行事などでも実施をした。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　公立保育園での調理活動に郷土食である手打ちうどんを行った。（第一保育園、第二保育園、
第六保育園）

実績数 約７０人

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

事業・展開 伝統食文化の継承　①

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

施　　策

４．食育の普及・推進

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　調理における衛生管理の徹底。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

計画書
内容

餅つき・手打ちうどんといった伝統食文化と触れ合い、次代へと継承していく取り
組みを推進する。また、給食等で地元の農業との繫がり を強め、 地域の食文化を継
承していく。

テーマ

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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評
価
内
容

　平成２２年度から新たな取り組みとして実施

今後の取り組み内容

　引き続き出前講座などを実施

　学校や地域の要望で郷土食の出前講座を実施した。また、年中行事などでも実施をした。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　北山小学校でのうどんの出前授業を実施。

実績数 北山小学校４学年（約１００人）

施　　策 （１）乳幼児期からの食習慣の定着

事業・展開 伝統食文化の継承　②

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ４．食育の普及・推進

記入所管 ふるさと歴史館

　講師の高齢化による講師不足。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

計画書
内容

餅つき・手打ちうどんといった伝統食文化と触れ合い、次代へと継承していく取り
組みを推進する。また、給食等で地元の農業との繫がり を強め、 地域の食文化を継
承していく。

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　地場野菜の使用にあたっては、天候等が影響し給食で使用するために注文をしても、納品でき
ない場合が出てくる。また、地域により、野菜等の生産量が違うために、学校によって、地場産
野菜をたくさん使用している学校と使用できない学校がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　全校で実施されているが、学校により差がでて
いる。

　給食における地場産物や郷土料理の導入を図り、伝統文化に触れ合い、食育を推進した。
　教室における給食指導やバイキング給食によるバランスの良い食事等の食育指導を実施した。
　給食試食会等を通じて食の重要性を保護者に伝えて、意識啓発を図った。
　学校給食週間に展示会を実施し、食育の取り組みを紹介した。

施　　策 （２）食に関する学習機会の提供

事業・展開 学校給食の啓発活動

計画書
内容

給食を通じた地場産物等の食育情報の提供と啓発活動を推進する。
ランチルーム等の活用による給食指導を充実する。
保護者対象給食試食会を拡充し、保護者の食に関する意識を高める。

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　「キャベツの日」を設定して小・中学校で地場野菜を使った給食の提供を行う。さらに「黒焼
きそばの日」を学校給食へ活用した。
　バイキング給食によるバランスの良い食事等の食育指導をした。
　給食試食会等を通じて食の重要性を保護者に伝えて、意識啓発を図った。
　学校給食週間に展示会を実施し、食育の取り組みを紹介した。

実績数

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

今後の取り組み内容

　地場産物については、数多く使用していきたい。食育については学校、保護者、地域等と連携
しながら情報提供や啓発活動を更にしていきたい。２３年度は地場野菜の日を増やし学校差をな
くしていきたい。

テーマ ４．食育の普及・推進

小学校１５校、中学校７校で実施

記入所管 学務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施　　策 （２）食に関する学習機会の提供

事業・展開 調理室等を活用した支援事業の推進

基本目標 Ⅴ　思いやりの心や生命を大切にし、自分らしく成長するために

テーマ ４．食育の普及・推進

記入所管 学務課

評
価
内
容

計画書
内容

調理室以外にも、栄養相談・試食会・簡卖クッキング・給食展示会・親子料理講習
会等、食に関する相談・支援事業の推進を図る。
基本目標Ⅴ－４（１）参照

前期計画実績・総括

　保健センターの調理室等を活用した、調理、試食等を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　たくさんの方に参加をしてもらい、参加者から
も好評だった。

今後の取り組み内容

　支援事業を継続していくために方法等を検討し、親子料理教室等を続けていけるようにした
い。

　児童館と連携して「子どもフェスタ」を行った。また、公民館の調理室で「親子料理教室」も
実施した。

実績数 親子教室１３組で実施した。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　調理実習の場合、会場の都合で参加希望が多い場合は、抽選等になり参加できなくなる場合が
でてくる。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子育て支援課

　相談内容が複雑化しており、支援対応の方向性を難しくしている。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　ケース会議での情報の共有が支援策に有効で
あった。

今後の取り組み内容

　子にとっての最善な支援策を今後もとれるように、各関係機関との連携強化に務める。

　平成18年度に要保護児童対策地域協議会（教育委員会、児童相談所、警察署、保健所、社会福
祉協議会、医師会、歯科医師会、保育園連絡協議会、幼稚園連絡協議会、民生・児童委員等から
構成される）を設置し、要保護児童の保護、特定妊婦への適切な支援を図るため、代表者会議、
実務者会議、個別ケース会議を実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　要保護児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に
対する支援の内容に関する協議を行う「要保護児童対策地域協議会」の充実を図った。
　全体的な代表者会議、実務をしているものを対象とした実務者会議、個別のケースごとに担当
者と対応するケース会議を行った。

実績数
代表者会議（開催回数１回）
実務者会議（開催回数４回　内地震による開催中止１回）
ケース会議　適宜

１．虐待防止活動の強化テーマ

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

施　　策 （１）児童虐待防止ネットワークの形成

前期計画実績・総括

事業・展開 要保護児童対策地域協議会の充実

虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るた
め、関係機関が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応するため、要保護児
童対策地域協議会の充実を図る。
基本目標Ⅰ－１（２）参照
基本目標Ⅴ－３（３）参照

計画書
内容

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　虐待防止マニュアル及びリーフレットを作成し、関係機関及び保護者等へ配布するとともに、
ホームページにも掲載をした。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　関係機関の連携協力により、虐待の認識をさらに深める場を拡充していくとともに、役割分担
と確実な内容の情報提供。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

前期計画実績・総括

計画書
内容

Ⅵ　子どもの生命を守るために

１．虐待防止活動の強化テーマ

基本目標

虐待の早期発見・防止におけるマニュアルの作成・パンフレットを配布し、虐待に
関する知識の周知に努める。
基本目標Ⅰ－１（２）参照

施　　策 （１）児童虐待防止ネットワークの形成

　教員研修や民生児童委員協議会等の場で「児童虐待予防のための早期発見・対応ブック」、
「子ども家庭支援センターの紹介パンフレット」等を配布した。

実績数 子ども家庭支援センター紹介パンフレット５，０００部作成

今後の取り組み内容

　支援の輪をさらに広げるため様々な情報の提供により、虐待認識を理解できるように努める。

記入所管 子育て支援課

　センターの役割とともに支援策の複雑化にある
程度の理解が得られた。

事業・展開 児童虐待防止に関するマニュアルの作成・パンフレットの発行

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　母子保健業務の同一フロアーでの業務展開は、健診時の連携が取りやすいことから虐待の確認
体制に非常に有効であった。
　保育園、児童館、子育てひろば等との連携の中で情報交換を行った。

実績数

施　　策 （２）保健事業と連携した取り組みの強化

事業・展開

要保護児童の早期発見、適切な保護や支援を図るため、関係事業及び医師会、歯科
医師会等との連携を強化し、児童虐待防止の仕組みを強化する。

計画書
内容

前期計画実績・総括

　健診事業や子育てひろば等と連携を取りながら、要保護児童の早期発見や防止に努めた。

Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ １．虐待防止活動の強化

今後の取り組み内容

　早期発見、早期予防に向けた更なる連携に努める。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　連携の中で対応ができた。

健診事業、子育て関連事業と虐待予防活動の連携

基本目標

記入所管 子育て支援課

評
価
内
容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　要保護児童の早期発見に向けた更なる連携を進めていくとともに情報交換を密にしていくため
の体制強化。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 交通課

警察、交通安全推進団体等との積極的な連携と、交通安全指導員の育成。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

　東村山警察署、東村山交通安全協会と協力し、交通安全運転者講習会や交通安全教室を実施し
た。また、各種イベント時（緑の祭典等）に意識啓発活動を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　東村山警察署や東村山交通安全協会等と連携し、桜まつりにおける交通安全教室、自転車マ
ナーアップ作戦、自転車実技教室を実施。また緑の祭典において、シートベルト体験車を用いて
全席シートベルトの重要性を訴えた。さらに児童に対する自転車乗車マナーの浸透のため、東村
山地区交通尐年団の自転車競技会への参加に当たっての協力

前期計画実績・総括

２．子どもを事故・災害から守る

評
価
内
容

各種イベント等で啓発を実施した。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　東村山警察署や東村山交通安全協会等と連携し、学校、幼保育園における交通安全教室を実施
し、幼尐期に交通安全に対する意識の高揚を図る。

今後の取り組み内容

実績数 ７件

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ

交通安全運転者講習会やイベント、交通安全教室での交通安全教育を推進する。ま
た、チャイルドシートの使用についても普及を図る。また、自転車の乗り方につい
ても啓発をする。

計画書
内容

施　　策 （１）交通安全教育の推進

事業・展開 交通安全講習会等の推進

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　教員対象の「普通救命講習会」では、マウスピース等の費用が予算措置されていないため、人
工呼吸の実技指導ではマウスピースを用いていない。講習を実施する東村山消防署からは、感染
症予防の観点からおマウスピースは必要であるとの指摘を受けている。今後は、講習参加者分の
予算措置が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　分校を除く全ての中学校３年生を対象とした
「普通救命講習会」を実施し、救命の具体的な対
応や命の大切さについて学ぶことができた。

計画書
内容

学校等の施設での講習会の開催を推進する。

前期計画実績・総括

施　　策 （２）災害等の対応策としての取り組みの強化

事業・展開 児童及び教員等を対象にした救命講習会の推進

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ２．子どもを事故・災害から守る

　講習の受講を希望する教員を対象に、「普通救命講習会」を実施した。
　また、夏期休業日前に、新規採用教員等に対してＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り扱いに
関する講習会を実施した。
　さらに３月には、中学校３年生全員を対象とした「普通救命講習会」を実施し、命の大切さと
人として助け合うあうことの大切さを学ぶ機会とした。

　教職員を対象とした講習会と中学３年生を対象にした講習会を実施した。
　小中学校等にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置した。

実績数
普通救命講習受講者教員数　　　１２０名
普通救命講習受講者生徒数　１，１４２名

記入所管 指導室

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

今後の取り組み内容

　今後も継続した取組を実施する。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　今後も各青尐対活動を通じ、地域でのあいさつをすることにより犯罪の防止に取り組んでい
く。

実績数 あいさつ・ふれあいチャレンジプロジェクトでは参加者800名。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　あいさつの大切さを子どもたちまた、地域住民にも浸透させ、それによりしいては犯罪の抑止
につながるようにしていくことが必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　この事業の３か月後の振り返りで大勢の子ども
が自分の取り組みを実施できていたから。

（１）犯罪防止のための啓発活動

　青尐協だよりの配布、青尐対での「あいさつ運動」を通じて子どもたちを犯罪から守る運動を
実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　元全日本代表のサッカー選手武田修宏氏を招き、あいさつのたいせつさや人を思いやる心を育
てるために「あいさつ・ふれあいチャレンジプロジェクト」を実施した。また、各青尐対では実
施する事業の中で「あいさつ」運動を実施、日ごろから地域であいさつを進める活動をすること
により犯罪の抑止をしている。

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策

事業・展開 犯罪防止啓発活動の充実

計画書
内容

青尐協だよりの発行、各種チラシの配布等による防犯に対する意識啓発を図る。

前期計画実績・総括

記入所管 社会教育課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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事業・展開 地域パトロールの推進

計画書
内容

青尐対、ＰＴＡ等、関係団体等の連携強化による防犯情報・防犯体制の向上を図
る。

施　　策 （２）青少年非行防止の活動

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各地域でのお祭りや盆踊り、各種イベント時には各団体が協力・連携のもとパトロールを行
い、子どもたちの安全を守る取り組みを行った。

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

前期計画実績・総括

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　各団体どうしの連携を行いながらのパトロール。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

記入所管 社会教育課

実績数

　各青尐対やＰＴＡを中心に、学校や地域の連携の下、パトロールの強化に努めた。

評
価
内
容

　防犯協会を含めた会議の中でそれぞれの取り組
みが確認できたこと。

今後の取り組み内容

今後も各関係団体と協議しながら、連携をはかっていきたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策 （２）青少年非行防止の活動

事業・展開 東京都青尐年健全育成協力員制度の推進

計画書
内容

市内書店、コンビニエンスストア等への巡回を強化し、不健全図書販売方法の適正
化を図る。

前期計画実績・総括

　東京都の制度として、地域住民の協力を得て、書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ
店等への巡回を行い、不健全図書などの適正な取扱いを進めた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各青尐年対策地区委員会（１地区～７地区）の方２名にお願いして書店やコンビニ等の巡回を
お願いしている。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　書店やコンビニは数が多く、地域の方の協力を得て全店を巡回することが大変である。

記入所管 社会教育課

評
価
内
容

　地域の方の協力を得ながら取り組みを行うこと
ができた。

今後の取り組み内容

　今後も地域の方に協力を頂きながら、不健全図書の販売方法等の適正化に努めていきたい。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策 （３）学校等における安全対策の推進

事業・展開 セーフティ教室の充実

計画書
内容

非行・犯罪被害防止教育や交通安全教室などを推進するため、内容の充実を図る。

前期計画実績・総括

　東村山警察署と連携して、スタントマンによる自転車安全教室などを実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　全ての小・中学校において、非行・犯罪被害防止をねらいとするセーフティ教室を実施した。
　具体的な内容は、「喫煙・飲酒・薬物乱用等の防止」「連れ去り防止」「不審者対応」「ハイ
テク犯罪防止」等、児童・生徒の発達段階や学校の課題意識に応じて実施した。
　また、全ての小学校で交通安全にかかわる指導を行い、中学校の２校においてスケアードスト
レイト技法を活用した自転車安全教室を実施した。

実績数
セーフティ教室実施校数　２３校
スケアードストレイト技法を活用した自転車安全教室の実施中学校数　２校

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　保護者や地域の方々への周知方法を工夫し、参加者数を増やすことが課題である。
　学校・関係諸機関・保護者・地域の方々との意見交換会のさらなる充実に努める。

記入所管 指導室

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　各学校の実態に応じて、全ての小・中学校の全
児童・生徒を対象に、セーフティ教室を実施し
た。
　また、中学校の２校においてスケアードストレ
イト技法を活用した自転車安全教室を実施した。

今後の取り組み内容

　 今後も継続した取組を実施する。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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前期計画実績・総括

　スクールガード養成研修会を実施した。
　防犯カメラの設置等を行った。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各学校で作成し改善に努めている「学校危機管理マニュアル」に基づいて、校内の緊急体制の
整備と確認を進め、毎月の施設点検等を通した防犯対策を実施した。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　児童・生徒の安全確保を図る校内体制の見直しと、学校・保護者・地域・関係諸機関との連携
強化に努める。

記入所管 指導室

　各学校の危機管理の充実を図る。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策 （３）学校・児童クラブ等における安全対策の推進

事業・展開 施設における防犯対策の推進

計画書
内容

地域の協力体制も含め、校内巡回警備、学校１１０番等、施設の状況にあわせた防
犯対策を推進する。

評
価
内
容

　「学校危機管理マニュアル」に基づいて、校内
の緊急体制を見直し、毎月の施設点検等を通した
防犯対策が実施できた。

今後の取り組み内容

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策 （４）地域における安全対策の推進

事業・展開 防犯ネットワークの拡大

計画書
内容

引き続き、市並びに市民等及び青尐対、ＰＴＡ等、関係機関と連携し、犯罪防止の
ための活動を推進するために設置された安全安心まちづくり連絡会で、情報交換、
応援体制等の協議を行う。

前期計画実績・総括

　安全安心まちづくり連絡会での情報交換を実施した。
　ワンワンパトロールの実施を推奨した。
　期間限定で職員が腕章の着用によるパトロールを実施した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　安全安心まちづくり連絡会での情報交換を行っている。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　それぞれの団体間でのネットワークをつくることが難しい。

記入所管 社会教育課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　各団体で防犯への取り組みを行った。

今後の取り組み内容

　防犯協会を中心に各種団体との連携をとる必要がある。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　協議に応じて街路灯を設置した。

今後の取り組み内容

　土地の開発等について私有道路の協議があった場合などに街路灯についてＬＥＤの設置をお願
いしていき普及を図りたい。

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

施　　策 （４）地域における安全対策の推進

事業・展開 防犯街路灯の設置の推進

計画書
内容

要望苦情等から危険箇所の点検と必要に応じた街路灯設置を推進する。

前期計画実績・総括

　市道についての要望苦情等により設置、老朽化に伴う取替えを行った。私道については自治会
へ補助を行い対応した。

実績数
実績数７件（秋津町１件、多摩湖町１件、野口町２件、久米川町２件、富士見町１
件）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　ＬＥＤの設置については、新設の場合だけであり灯具交換については、東京電力との契約で電
力の変更が生じることから工事負担金（接続替費２，０００円）が発生することから費用が加算
されます。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　交通事故や災害あるいは犯罪等、子供を取り巻く環境の改善に、また子供の安全や生命の危険
について見守っていく体制づくりの一環として、市ではハード面として防犯街路灯や道路の設置
を行っている。また市内各所にある防犯街路灯についても国の補助金を利用し、ｃｏ２削減及び
電気使用量の低減のため新設等についてはＬＥＤに替えています。今後についても防犯街路灯の
新設についてはＬＥＤを設置を検討していきます。

記入所管 道路管理課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

149



平成２２年度次世代育成支援行動計画（子育てレインボープラン）進捗状況調査票

事業・展開 はっく君の家・子ども１１０番の設置

計画書
内容

犯罪の抑制効果という観点も含めて、地域でその効果の検証をしていけるような設
置方法及び活動内容を検討していきながら、進めていく。

基本目標 Ⅵ　子どもの生命を守るために

テーマ ３．子どもを犯罪から守る

前期計画実績・総括

記入所管 社会教育課

施　　策 （４）地域における安全対策の推進

今後の取り組み内容

　十数年を過ぎ、今後は犯罪の抑止効果を中心に進めていきたい。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　スタートしてから十数年をすぎ、駆け込み場所という位置づけより、犯罪を未然に防ぐための
抑止力を果たしている。場所の特定ができればより効果があがると考える。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　申し出があれば各学校に配布し、犯罪を防ぐ抑
止力効果を働かすことができている。

　はっく君の家の掲示板は、基本的に学校を通じて、必要に応じて設置した。
　子ども１１０番の目印は、必要に応じて警察署を通じて設置した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　各ＰＴＡ等から依頼があった場合に各小学校に配布している。枚数等の管理は各学校にお願い
している。

実績数

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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１．円卓会議構想テーマ

基本目標 Ⅶ　行動計画を推進するために

施　　策 （１）子どもに関わる関係者・市民・行政・事業者の連携

事業・展開 「（仮称）子ども問題委員会」設置

当面、児童育成計画推進部会を活用し、円卓会議の要としての機能を持たせる。
計画書
内容

前期計画実績・総括

　子どもに関する課題については、児童育成計画推進部会に作業部会を設け、検討をする等して
きた。
　庁内については、横断的組織である次世代育成支援推進室を設置して、児童育成計画推進部会
とともに、子どもに関する課題の検討を行ってきた。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　児童育成計画推進部会を中心に子どもに関する施策の検討を行ってきた。そのために庁内の関
係所管との連携を行った。

実績数

記入所管 子ども総務課

今後の取り組み内容

　円卓会議と児童育成計画推進部会の関係性については、今後も引き続き検討していく必要があ
ると思われる。また、児童育成計画推進部会等で子育て支援に関する多様な課題について意見で
きるような工夫が求められている。
　庁内については多様な所管との連携が必要であり、横断的な組織対応が求められている。

児童育成計画推進部会（臨時部会含めて４回開催）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　児童育成計画推進部会については、主に未就学児の課題が多く、広く子ども問題の検討を行うことは難
しい状況である。そのため、課題に応じた作業部会を開催した経過もあるが、報償費が決まった額となっ
てしまうため、無償でのお願いをすることとなってしまう。また、課題として待機児対策など大きなもの
が議題として優先されるため、広く子育て支援について委員から意見をいただくのが難しい状況もある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　児童育成計画推進部会を中心とした課題の検討
を行った。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　東部エリアでは、施設長会議から円卓会議への
進展に至らなかった。西部エリアでは、独自事業
として情報発信に至らなかった。单部エリアで
は、支援事業は行なっているが円卓会議設置に至
らなかった。北部エリアでは、情報交換及び支援
事業も活発な議論の中で展開した。

今後の取り組み内容

　東部エリアでは、住民の参加を得た円卓会議の開催を目指す。西部及び北部エリアでの円卓会
議の充実。单部エリアでの円卓会議設置を目指す。

基本目標 Ⅶ　行動計画を推進するために

計画書
内容

　東部・西部・单部・北部のエリアで独自の子育て支援活動が軌道に乗りつつある。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　東部エリアでは、子育て関連施設長会議を定期的に開催し、子育て支援事業（２歳児保護者懇談会）を
行なった。
　西部エリアでは、円卓会議を定期的に開催し、子育て支援事業（青尐対事業）への参加を行なった。
　单部エリアでは、美住町地域で、住民主体の実行委員会で子育て支援事業（子育てまつり）を行なっ
た。萩山町地域では、住民主体の実行委員会で子育て支援事業（子育てひろば）を定期的に行なった。
　北部エリアでは、円卓会議を定期的に開催し、子育て支援事業（子育てまつり・未就学児保護者懇談
会）と情報誌発行を行なった。
また、市民、子育て関連施設、行政の実行委員会形式で映画上映とディスカッションする場を開催し、情
報交換を行なった。

テーマ １．円卓会議構想

施　　策 （２）エリア内における関係者の重層的連携組織の形成

事業・展開 エリアの実情に即した円卓会議の設置

前期計画実績・総括

地域住民の参画を得て、エリアごとでの「円卓会議」を設置する。
エリア展開については、7エリア構想を基本としながら、過去の実績を踏まえた4エ
リアを土台とし、そこでの繋がりを基にして、地域主導型のエリア展開を目指す。
基本目標Ⅰ―２（２）参照

実績数
東部エリア：施設長会議４回、支援事業１回。西部エリア：円卓会議９回、支援事業１回。
美住町地域：実行委員会３回、支援事業１回。萩山町地域：支援事業10回。北部エリア：円
卓会議10回、支援事業１回。映画上映＆ディスカッションの場を設定。

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　地域特性と実情等を考慮しながら、いかに住民参画を得て、関連機関との連携を育むかが課題
となっている。

記入所管 子育てエリア担当

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子ども総務課

今後の取り組み内容

　市長が謳っている「子育てするなら東村山」を目指すため、市として意思の徹底が薄まること
がないように、次世代育成支援行動計画としてそれぞれの所管における意思統一や組織的対応を
どのように図っていくのか検討していく。

　子育て支援の課題にあたって行く為に平成２１年度に子ども家庭部を創設した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　次世代育成支援行動計画については、所管が多岐にわたって施策が展開されているため、計画
の進捗状況や総括について、各所管において記載等を行った。

実績数

基本目標 Ⅶ　行動計画を推進するために

評
価
内
容

　全ての施策について、十分な横断的組織体制を
持って当たることは難しかった。

テーマ ２．行動計画の進捗管理

施　　策 （１）進捗管理の仕組みづくり

事業・展開 庁内組織における横断的連携組織の推進

前期計画実績・総括

「レインボープラン」進捗管理の庁内の体制づくりを進め、その進捗管理を市民に
わかりやすく公表をする。
子ども家庭部を中心に、子ども関連セクションを横断的に統括する。

計画書
内容

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　次世代育成支援に関しては、内容的に幅の広い施策が対象となっているため、行政においても
総体的に対処するには横断的な組織対応が求められている。現状庁内の総務会議等でも対応を
行っているが、子どもに特化した対応について組織の編成も視野に入れて検討していく。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標 Ⅶ　行動計画を推進するために

テーマ ２．行動計画の進捗管理

施　　策 （１）進捗管理の仕組みづくり

記入所管 子ども総務課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

　後期計画の進捗をどのように管理していくのか、今後も検討しながら進めていきたい。

事業・展開

計画書
内容

児童育成計画推進部会を中心に計画の進捗管理を図った。
後期行動計画策定の資料として、市民ニーズ調査を実施した。

前期計画実績・総括

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

市民と協働した進捗管理の推進

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

評
価
内
容

　前期の計画について進捗をまとめることができ
た。

　計画として施策内容が多く、すべての内容について把握するのが難しいという声がある。

　前期計画の進捗状況をまとめ、児童育成計画推進部会で報告を行った。

実績数 平成２１年度　次世代育成支援行動計画進捗状況報告書の作成

　児童育成計画推進部会を中心に計画の進捗管理を図った。
　後期行動計画策定の資料として、市民ニーズ調査を実施した。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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記入所管 子ども総務課

事業・展開 次世代育成支援に関するニーズ調査の活用

計画書
内容

平成２０年度に実施したニーズ調査をクロス集計するなど、計画への反映、子育て
支援諸策の展開に役立てる。

前期計画実績・総括

　計画の策定のための資料として、次世代育成支援に関するニーズ調査（平成２０年度実施）の
結果の分析に着手した。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　具体的に活用できなかった。

今後の取り組み内容

　計画の進捗や施策の方向性について、ニーズ調査報告書のデータを参考にしていく。

　平成２０年度に実施したニーズ調査報告書を具体的に活用していくことはできなかった。

実績数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　ニーズ調査報告書のデータを細かく分析していくことは、データの多様性などから難しい面が
あった。

テーマ ２．行動計画の進捗管理

施　　策 （１）進捗管理の仕組みづくり

基本目標 Ⅶ　行動計画を推進するために

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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子ども育成課

　都有地活用事業による保育園整備（平成２４年度開所予定）に関しては、法人・東京都におけ
る事務手続が円滑に進むよう、なお一層の協議・協力をする必要がある。

記入所管

子育てするなら東村山　緊急プロジェクトテーマ

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　平成２３年４月、本町に「民設・民営」で１００名定員の「ほんちょう保育園」を開設。
　平成２４年度開設に向け「民設・民営」で１００名定員の保育園運営事業者の公募への市要望
追加・事業者推薦に向けた協議・調整。

実績数 民設民営保育園開設準備実施２園

施　　策 １．保育所待機児対策

事業・展開 認可保育園

今後の取り組み内容

平成２３年度　本町北ブロックに「民設・民営」で１００名定員　開設。
平成２４年度　「民設・民営」（定員未定）１園設置に向けて調整。

計画書
内容

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　都有地活用事業による保育園整備（平成２４年度開所予定）に関しては、法人・東京都におけ
る事務手続が円滑に進むよう市としてできる範囲の協力をする必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

・平成２３年４月１日に開所する準備完了
・事務スケジュールの遅延発生

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　待機児童の状況を分析し、待機児童解消への有効性を検証しつつ、平成２４年度中に４０名規
模の認証保育所（A型）１園の開設を検討する。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数 １園

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　認可保育園との保育料格差の問題。保育料の問題等から、保育所ニーズはありながら、定員充
足率が100%に満たないこと。

記入所管 子ども育成課

テーマ

事業・展開 認証保育所

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

施　　策 １．保育所待機児対策

子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

　平成２３年４月　民設民営　マミーズハンド東村山（３５名定員）を開設。

平成２２年度　３０名程度　１箇所開設。
計画書
内容

評
価
内
容

待機児童解消を図ることが出来た。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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子ども育成課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数 平成２２年度実績として３２名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　幼稚園は公設ではないため、私立幼稚園連絡協議会に働きかけをしていく必要がある。

今後の取り組み内容

　今後も私立幼稚園連絡協議会の理解と協力を得て対応したい。

記入所管

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成２２年４月より認定こども園の開設が実現でき、待機児対策の貢献ができた。

平成２２年度　幼稚園型（３０名）を１箇所開設。
計画書
内容

施　　策 １．保育所待機児対策

事業・展開 認定子ども園

子育てするなら東村山　緊急プロジェクトテーマ

評
価
内
容

　認定こども園幼稚園型１園が開設された。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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今後の取り組み内容

　待機児童の状況を分析し、待機児童解消への有効性を検証しつつ、施設規模等に応じた実施を
検討する。

記入所管 子ども育成課

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

実績数 １０名程度の受入数増

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　受入数を増やすしながらも保育環境の充実との両立。
　最低基準上の受入限界があること。
　乳児枠の拡大に伴い、配置保育士数が増えること。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　最低基準上の受け入れの限界がある。
　乳児枠の拡大に伴い配置保育士の数が増えること。

平成２２年度　第２保育所の１・２歳児の枠（１０名程度）の拡大。
計画書
内容

施　　策 １．保育所待機児対策

事業・展開 公立保育所の乳幼児枠拡大

子育てするなら東村山　緊急プロジェクトテーマ

評
価
内
容

　若干ではあるが待機児の解消に貢献できてい
る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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　分園設置準備の完了。
　第二保育園の民間移管の実施時期の延期。

施　　策 １．保育所待機児対策

子育てするなら東村山　緊急プロジェクトテーマ

事業・展開 その他

計画書
内容

認可保育所分園（平成２２年度１箇所予定）
公立保育所民間移管

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成２２年４月に民設民営の認可保育所「りんごっこ保育園（分園）」の設置（定員３５
名）。
　公立保育園（第二保育園）の民間移管の準備手続の開始。

実績数
分園設置１園（りんごっこ保育園）
第二保育園の民間移管に関する保護者への説明会等を５回実施

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　公立保育園の民間移管は、国の新制度の動向を注視しつつ進める必要がある。
　施設利用者である保護者への理解を得るための対応が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　公立保育園の民間移管にあたり、公立保育園全体のあり方・計画について国等の制度的動向も
注視しつつ再整理する。

記入所管 子ども育成課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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子育てするなら東村山　緊急プロジェクトテーマ

施　　策 ２．経済支援

事業・展開 私立幼稚園保護者助成の充実

計画書
内容

平成２２年度　幼稚園入園時、保護者への補助を創設する。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　保護者に対する補助金交付規則の一部改正を行い平成２２年４月より私立幼稚園入園料補助金
制度がスタートした。

実績等 平成２２年度実績９２８名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　平成２２年度からの運用のためなし。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

　今後の状況を見ながら実施していく。

評
価
内
容

　実績として９２８名

記入所管 子ども育成課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ２．経済支援

事業・展開 認可保育所以外に通園する保護者への補助制度の検討

計画書
内容

平成22年度認可保育所以外に通園させる保護者の負担軽減を検討

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　認可外保育施設等（認証保育所、認可外保育室、家庭福祉員、幼児教室）に第二子以降の児童
が在籍する世帯に月５，０００円の補助を行う。

実績等
認可外保育室1,075,000円、家庭福祉員505,000円、幼児教室330,000円、認証保育所
1,555,000円

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　２２年度取り組み内容の実施後、認可外保育施設等に在籍する児童の保護者より、補助額の更
なる増額と認可保育所保育料との差を無くして欲しいとの要望が多く寄せられた。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　認可外保育施設等に在籍する児童の保護者の負
担を軽減することが出来た。

　２３年度より認可外保育施設等（認証保育所、認可外保育室、家庭福祉員、幼児教室、認定こ
ども園）に在籍する児童の世帯に補助（第１子から月３，０００円、第２子以降は月２，０００
円を加算）を行う。

記入所管 子ども育成課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ２．経済支援

事業・展開 義務教育就学児医療費助成の拡大

記入所管 子ども総務課

計画書
内容

公費1割から3割負担へ　自己負担200円のみ

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

　申請もれがないよう、広報・ホームページ・関係各機関との連携を通して制度の周知を繰り返
し行う。
　国や都に対し制度拡大を、引続き要望していく。

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　平成２１年１０月１日より助成の拡大を実施。

実績等 義務教育就学児医療費助成対象児童数　８，１９９人（平成２２年度）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　義務教育就学児医療費助成の所得制限撤廃は、市の卖独事業になることによる市の負担増。

評
価
内
容

　就学前児童をお持ちのご家庭に対し、公平性が
保てるようになった。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ２．経済支援

実績等 乳幼児医療費助成対象乳幼児数　９，０５１人（平成２２年度）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　年度のよって病気の流行などのよる受給者の増減があるため、年度当初の利用者数が見込みに
くい。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

事業・展開 乳幼児医療費助成の所得制限撤廃

計画書
内容

4歳児から就学前まで所得制限撤廃

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

今後の取り組み内容

評
価
内
容

　就学前児童をお持ちのご家庭に対し、公平性が
保てるようになった。

　平成２１年１０月１日より就学前全年齢の所得制限を撤廃した。

　申請もれがないよう、広報・ホームページ・関係各機関との連携を通して制度の周知を繰り返
し行う。
　国や都に対し制度拡大を、引続き要望していく。

記入所管 子ども総務課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ３．児童クラブ大規模化解消

事業・展開 児童クラブ大規模化解消（平成22年度）

計画書
内容

青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第2児童クラブを新設・増築等で開設に向け
調整

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

  萩山・野火止・回田の第２児童クラブの平成２２年度４月開設を実施した。
  平成２３年度開設を目標に青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第２児童クラブの建設に着
手し平成２３年４月１日に開設。

実績等
規模（定員）の変動　　平成２１年度   １６クラブ      ８４１名
　　　　　　　　　　　平成２２年度   １９クラブ   １,１４５名
　　　　　　　　　　　平成２３年度   ２４クラブ   １,３９５名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　大規模化解消については特になし。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

今後の取り組み内容

  入所基準の見直し。

評
価
内
容

  第２児童クラブの開設により受け入れ児童数の
拡充がされ一定の大規模化解消がなされた。

記入所管 児童課

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ４．その他の施策

事業・展開 子育て預かりサポート事業

計画書
内容

市民スポーツセンター・栄町児童館で、都のふるさと雇用再生特別基金事業で平成
21年から23年度の時限事業を開始

２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　定員を市民スポーツセンター（火曜日から金曜日）については、午前８名、午後５名、栄町児
童館（土、日曜日）については、午前午後とも４名にすることで、申し込みの多かった平日の午
前中の預かりを増やした。また利用者の声として、「リフレッシュができた」、「家事や買い物
等ができた」、「子育てに余裕ができた」、「子どもが楽しそうにしていた」などあり、当初の
目的が図れたのではないかと考えている。

実績等 総登録者数６９２名　　　年間延べ利用者数２，５８８名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　都のふるさと緊急雇用再生特別基金事業を活用して、１０割補助を３年間の期間限定で受けて
おり、事業が好評で利用者の事業継続の意向が強いことから、今後事業をどうしていくのか検討
が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

今後の取り組み内容

　事業の継続を含めて検討をしていく。

記入所管 子ども総務課

　当初の目的である子育て支援の考え方から、事
業を委託しているＮＰＯとの協働により、卖なる
預かりだけでない取組をすることができた。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 

166
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２２年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

　世帯に父母が存在していても、母親の状況のみで保育の実施指数（調整指数を含む）をつける
判定から、父母の状況を保育の実施指数（調整指数を含む）にし父母合算した後、判定へと見直
した。

テーマ 子育てするなら東村山　緊急プロジェクト

施　　策 ４．その他の施策

事業・展開 保育所入所基準の見直し

計画書
内容

平成22年度入所から実態を反映した基準に改正する

今後の取り組み内容

　新基準の検証等を所管等で行い、修正等を行う。

記入所管 子ども育成課

実績等

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

　父母の保育に欠ける状況や就労形態の多様化により、各細目が現在の社会情勢に見合ったかた
ちで適正に配備されているかどうか。また、各基準指数、調整指数が相対的に適正に設定されて
いるか、を検証する必要がある。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価

評
価
内
容

　児童育成計画推進部会にて保護者代表等へ周
知・報告等行い理解を得る。

十分な取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

現状を維持した 

ある程度の取り組みができた 
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基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ
取り組み評価 評価数 ％ 取り組み評価 評価数 ％

十分な取り組みができた 1 4.8 十分な取り組みができた 0 0.0
ある程度の内容の取り組みができた 16 76.2 ある程度の内容の取り組みができた 17 77.3
現状を維持した取り組みができた 4 19.0 現状を維持した取り組みができた 5 22.7
取り組みが不十分であった 0 0.0 取り組みが不十分であった 0 0.0

21 22

基本目標Ⅲ 基本目標Ⅳ
取り組み評価 評価数 ％ 取り組み評価 評価数 ％

十分な取り組みができた 8 20.0 十分な取り組みができた 6 20.7
ある程度の内容の取り組みができた 22 55.0 ある程度の内容の取り組みができた 15 51.7
現状を維持した取り組みができた 3 7.5 現状を維持した取り組みができた 6 20.7
取り組みが不十分であった 7 17.5 取り組みが不十分であった 2 6.9

40 29

基本目標Ⅴ 基本目標Ⅵ
取り組み評価 評価数 ％ 取り組み評価 評価数 ％

十分な取り組みができた 7 28.0 十分な取り組みができた 2 15.4
ある程度の内容の取り組みができた 17 68.0 ある程度の内容の取り組みができた 5 38.5
現状を維持した取り組みができた 1 4.0 現状を維持した取り組みができた 6 46.2
取り組みが不十分であった 0 0.0 取り組みが不十分であった 0 0.0

25 13

基本目標Ⅶ 子育てするなら東村山緊急PJ
取り組み評価 評価数 ％ 取り組み評価 評価数 ％

十分な取り組みができた 0 0.0 十分な取り組みができた 6 50.0
ある程度の内容の取り組みができた 1 20.0 ある程度の内容の取り組みができた 6 50.0
現状を維持した取り組みができた 4 80.0 現状を維持した取り組みができた 0 0.0
取り組みが不十分であった 0 0.0 取り組みが不十分であった 0 0.0

5 12

計画全体
取り組み評価 評価数 ％

十分な取り組みができた 30 18.6
ある程度の内容の取り組みができた 93 57.8
現状を維持した取り組みができた 29 18.0
取り組みが不十分であった 9 5.6

161

参　　　　　考

168



1 

16 

4 

0 

基本目標Ⅰ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

0 

17 

5 
0 

基本目標Ⅱ評価（件数） 

 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

8 

22 

3 

7 

基本目標Ⅲ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

6 

15 

6 

2 

基本目標Ⅳ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

7 

17 

1 
0 

基本目標Ⅴ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

2 

5 

6 

0 

基本目標Ⅵ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

169



0 1 

4 

0 

基本目標Ⅶ評価（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

30 

93 

29 

9 

計画全体（件数） 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

6 

6 

0 
0 

子育てするなら東村山緊急PJ 

十分な取り組みができた 

ある程度の内容の取り組みができた 

現状を維持した取り組みができた 

取り組みが不十分であった 

170


