平成２４年度
東村山市次世代育成支援行動計画
（東村山子育てレインボープラン）進捗状況報告書

平成２６年１月 東村山市
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平成２４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 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

（１）子育てに関する総合的な相談窓口機能の整備

策

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
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

子ども家庭支援センターと幼児相談室及び教育相談室で、ケースに関する情報交換を密に行う
ことにより情報共有と連携を強化し、相談機能の充実を図った。
子ども家庭支援センター 年間相談実件数317件（延861件）
教育相談室 年間実相談件数608件（延3,985件）
幼児相談室 年間実相談件数288件（延2,460件）
２４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）

幼児相談室や教育相談室に関わるケースについて、適宜、個別ケース検討会議（要保護児童対
策地域協議会）を開催し、援助方針及び役割分担についての確認を行った。

実績数

子ども家庭支援センター 年間相談実件数306件（延べ9,012回）※行動実績
教育相談室 年間相談実件数593件（延べ2,980回）
幼児相談室 年間相談実件数309件（延べ2,646回）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

相談件数の増加と相談内容の多様化、複雑化に伴い、問題解決が困難なケース、特に日々状況
が変化するケースに関して、タイムリーな情報交換をする時間が取れない。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 個別ケース検討会議の開催により、関係機関と
内 の情報共有や役割分担の確認ができた。
容
今後の方向性

相談対応に関するスキルアップと情報の共有化・連携強化を図る。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）子育て支援の中核的機能の充実

策

事業・展開 先駆型子ども家庭支援センターの推進
計画書
内容

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
２３年度の計画実績・総括

「児童虐待の防止と早期発見、見守り機能」を付加した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。
子ども家庭支援センター 年間実相談件数317件（延861件）
２４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、更なる児童虐待防止への理解が高まるよう、ケースを通し
た関係機関との協力体制を組み、連携強化に努めた。

実績数

子ども家庭支援センター

年間実相談件数306件（延べ9,012回）※行動実績

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
相談件数の増加と相談内容の多様化、複雑化に伴い、問題解決が困難なケースに関する個別
ケース検討会議の開催や、個々のケースワーカーの情報交換の時間が取れない。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 関係機関の児童虐待防止に関する意識が高まっ
内 てきている。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

「児童虐待の予防と早期発見、見守り機能」を充実させるため、要保護児童対策地域協議会
（実務者会議）の持ち方について検討していく。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（３）子育て総合支援センター（ころころの森）の充実

策

事業・展開 「子育てしやすいまちづくり」の推進
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。
２３年度の計画実績・総括

人材育成事業、地域連携事業、親の子育て力支援事業の実施により、地域での子育て支援力の
向上を図った。サークル支援として「ころころの森」にサークル登録を一元化し、ころころの森
の子育て活動室のみならず、子ども家庭支援センタ―地域活動室、児童館の育成室を借りること
ができるよう連携を行った。
親の子育て力支援事業 9事業、人材育成事業
サークル活動室利用 延べ134団体

10事業、地域連携事業

13事業、

２４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）

指定管理者制度に移管され、これまでの事業に加え、新規事業として、エンパワメント事業
（子育て中の方や地域の方の自己実現の場の提供、提供者、参加者のリフレッシュ）、育児グ
ループ支援事業（2，3歳児を育てている親の仲間作りと育児の向上、遊びを通して公園等の地域
資源を知るなど）、他市のNPOとの協働事業（福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成金事
業）を実施する中で、社会資源、地域資源の活用や地域人材の活用、関係機関との連携が図られ
た。

実績数

地域連携事業7事業（東村山地域探索他6事業）、人材育成事業6事業（世代間交流他5事業）、親の子
育て力支援事業11事業（汐見先生のなんでも相談他10事業）、食育事業3事業（食育講座他2事業）そ
の他4事業（4、5歳児のためのプログラム他2事業）、ボランティアの受け入れ 延177人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
プログラムが多彩であるため、多くの方の利用のきっかけにはなるが、人が集まりすぎてしま
うことで、多くの人が集まる場所に出向けず利用を躊躇してしまう利用者も出てくる。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
指定管理者制度に移管となり、これまでの良い
価
ところを残し、新しい取り組みを実施し、一定の
内
成果が得られたため。
容
今後の取り組み内容

子育てを一段落された方や、子育てで大変な思いをしたお母さんたちは、経験や知恵、母の気
持ちに寄り添うなど様々な力を持っている方がたくさんいるので、その方たちを含めた人材養成
を図って、ころころの森に人を集めるだけでなく、育成した人材が地域で子育て支援を行うス
タッフとして活用できるようにする。
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（１）子育て関連情報の一元的管理

策

事業・展開 子育て関連情報一元化の推進
計画書
内容

①

「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。
２３年度の計画実績・総括

子育て総合支援センター「ころころの森」において私立幼稚園連絡協議会の協力をいただきニ
コニコ幼稚園ガイドの更新を行い更新版を発行した。
ニコニコ幼稚園ガイド ５００部
２４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）

子育て中の市民、子育て情報提供団体、行政を構成員とした、子育て情報促進検討会を設置
し、子育て情報の入手手段の現状やニーズの把握をするとともに、課題を子育て家庭への効率的
な情報提供について検討、市の方向性について提言をいただき報告書をまとめた。

実績数

子育て情報促進検討会 4回
ニーズ調査アンケート集計結果
配布1,578 回答557（ＨＰからの市民アンケート含む）

回答率

35.3％

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
行政の情報発信には限界があるため、民間と行政のパイプ役を果たす中間組織の立上げが必要
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
子育て家庭への情報提供や収集を、子育てひろ
価
ばや、２カ月サロン等を活用して行うことができ
内
た。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子育て中の家庭にはどのような情報が必要かということを常に意識して状況把握を行い、子育
てに有効な情報提供を行う。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（１）子育て関連情報の一元的管理

策

事業・展開 子育て関連情報一元化の推進
計画書
内容

②

「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。
２３年度の計画実績・総括

情報の一元的管理について検討を行った。

２４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）

子ども家庭支援センターとして、要保護児童家庭の養育環境についての情報収集を行った。
（子育て家庭への情報提供は、ころころの森）

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

的確な支援を行うためには、正確な情報を収集する必要がある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 どのような情報を得たいのか、こちらの聞き方
内 に工夫が必要。
容
今後の取り組み内容

虐待防止月間（11月）等の機会を利用して、子育て情報の提供を行う。また、子ども家庭支援
センターとして、情報収集に関する職員をスキルアップを行う。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）ネットワーク化の推進

策

事業・展開 エリアにおける支援ネットワークの形成
計画書
内容

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
２３年度の計画実績・総括

各エリアでは、円卓会議等で情報交換をもとに子どもに関する問題の検討や議論を行い、子育
て関係者等の連携により情報発信等を目的とした子育て支援事業を行った。
東部エリア：２歳児保護者懇談会（1回/年）。西部エリア：青尐対４地区子どもまつりへの参加（1回/年）。美住町
地域：子育てまつり（1回/年）。萩山町地域：子育てひろば（運営協力。1月を除く毎月）。北部エリア：子育てま
つり（1回/年）、小学校未就学児童保護者懇談会（1回/年）情報誌発行（1回/年）

２４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）
10月に地域包括支援センターのエリア区分と同一の区分に見直しを行い、東部、西部、中部、
单部、北部のエリアに再編成された。
【各エリアの活動概要】
東部エリア(秋・青)；情報交換、地域の子育て情報の発信のための子育てまつりの開催
西部エリア(美・富)；地域懇談会の立上げ
单部エリア(萩・栄)；地域懇談会の立上げ
北部エリア(多･廻･諏･野)；情報交換、地域の子育て情報の発信のための子どもまつりの参加
中部エリア(本・久・恩)：円卓会議発展のための協議及び情報交換

実績数

東部エリア(秋・青)；子育て支援ネットワーク会議10回、秋津・青葉子育てまつり 参加：延231人、地域子育て情報チラシの発行
西部エリア(美・富)；子育て支援懇談会2回
单部エリア(萩・栄)；子育て支援懇談会1回、親子のひろばどんぐり11回 参加親子：延147組、瓦版発行（萩山地域）
北部エリア(多･廻･諏･野)；子育て支援ネットワーク会議10回、2歳児保護者懇談会 参加12人、青尐対第4地区「子育てまつり」参加
中部エリア(本・久・恩)：子育て関連施設長会議3回、2歳児保護者の懇談会 参加18人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
地域によって、特性が異なるため、すべて同じ形式で展開するのは難しい。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評 会議体が未設置だった西部、单部エリアについ
価 て、子育て支援懇談会が開催され、すべてのエリ
内 アにおいて、子どもや子育てに関する関係者と接
容 点が持てるようになった。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子ども総務課にエリア事業を統合し、それぞれのエリアの特性を踏まえ、エリアとして取り組
むべき課題を絞り効果的なエリア展開を行っていく。

所管課

子育てエリア担当（子ども総務課）
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平成２４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 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

（２）ネットワーク化の推進

策

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
計画書
内容

①

「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。
２３年度の計画実績・総括

子育て総合支援センター「ころころの森」、子育てひろばなどの情報事業ごとにＨＰを作成
し、子ども子育てカレンダーへのイベントなどを随時更新を行い、新しい情報の提供に努めた。

２４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）

子育て中の市民、子育て情報提供団体、行政を構成員とした、子育て情報促進検討会を設置
し、子育て情報の入手手段の現状やニーズの把握をするとともに、子育て家庭への効率的な情報
提供について検討し、市の方向性についての提言後、報告書をまとめた。
また、この報告書に基づき予算要求を行った。

実績等

子育て情報促進検討会 4回
ニーズ調査アンケート集計結果
配布1,578 回答557（ＨＰからの市民アンケート含む）

回答率

35.3％

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
市民のニーズに則した子育て情報サイトを構築するためには、ある程度の予算が必須となるた
め、計画的にバージョンアップを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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 限られた会議の中で市民を交え課題について検
価 討しニーズ調査等で子育て中の方の意見も取り入
内 れ、報告書をまとめ、一定の方向性の基、次年度
容 の予算に反映できた。
今後の取り組み内容

子育て総合支援センター業務として、新たにポータルサイトを開設し、官民の子育て情報を発
信していく。ニーズの高いスマートフォンの対応についても検討していく。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（２）ネットワーク化の推進

策

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
計画書
内容

②

「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。
２３年度の計画実績・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
実を図った。

２４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）

子育てに関しての素朴な疑問への回答や育児支援ヘルパー・子どもショートステイ・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ホームページにて紹介した。

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

掲載内容についての見易さ、読み易さの工夫が必要である。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

養育支援に関する紹介ができた。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子育てに関する情報が必要な時にすぐに役立つよう、ホームページの更なる充実を図る。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）ネットワーク化の推進

策

事業・展開 庁内組織の横断的ネットワーク化の推進
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。

２３年度の計画実績・総括

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。

２４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）

関係機関との業務遂行上による情報共有並びに連携は向上してきているが、組織としての取り
組みとしては実績として報告できるレベルには達していない。

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
法並びに都、国における担当区分による責任所在の関係と市民ニーズ等のギャップを埋めるだ
けの組織体制を取ることの困難さが大きな問題である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

子育て情報促進検討会を設置し、庁内の情報提
評
供を所管する広報広聴課、情報政策課にも入って
価
もらい、これからの子育て情報の発信について検
内
討し、庁内の情報発信の見直しや連携のきっかけ
容
となった。
今後の取り組み内容

庁内における子育て情報の共有の場が確立されていないため、必要に応じて、子育てエリア会
議への関係所管の参加を積極的に求めていく。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（３）情報提供・内容の充実

策

事業・展開 情報誌等の充実
計画書
内容

①

「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。
２３年度の計画実績・総括

子育て情報誌「なないろぽけっと」を継続的に配布した。

２４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）

子育て情報誌「なないろぽけっと」や「東村山市子育てマップ（東部、单部、西部、北
部）」、「子ども家庭支援センターリーフレット」を子育て支援課カウンターで配布した。

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
子育ての孤立化を防ぎ地域で子育てをしていく、また、地域が子育てを応援していくための効
果的な情報提供と案内の仕方に工夫が必要。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事
内 業）訪問時に「なないろぽけっと」を配布した。
容
今後の取り組み内容

子育て支援に関する有効な情報の発信を行う。また、児童虐待防止への理解に向けて、市民や
関係機関への情報を発信する。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（３）情報提供・内容の充実

策

事業・展開 情報誌等の充実
計画書
内容

②

「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。
２３年度の計画実績・総括

子育て中の市民による「子育て情報誌」作成講座を実施し「なないろぽけっと２０１２」の発
行及び、子育て総合支援センターにおいてニコニコ幼稚園ガイドの２３年度更新版を発行した。
子育て情報誌なないろぽけっと２０１２作成講座（保育付）１０回、
編集委員（公募子育て市民）９名
２０００部発行
ニコニコ幼稚園ガイド更新及び発行
５００部発行

２４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２０１２の増刷に合わせて、内容（行政情報制度改正等）を一部更新し、発
行した。
子育て総合支援センターにおいて、ニコニコ幼稚園ガイドの24年度版更新を発行した。

実績数

なないろぽけっと２０１２更新版
ニコニコ幼稚園ガイド

1,400部
500部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
財政面において必要部数の印刷製本費の確保が難しい。（こんにちは赤ちゃん事業において配
布を行うことから、それ以外、5カ月以上のお子さんのいる家庭や転入者、情報誌を希望してい
る方すべてに配布できる数量の確保ができない。）
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 こんにちは赤ちゃん事業等で配布した1,400部
内 と、転入者100部の発行しかできなかったため。
容
今後の取り組み内容

子育て情報促進検討会で示された方向性に基づき子育て情報誌「なないろぽけっと」の部数確
保と民間情報の掲載については、広告掲載を取り入れることを視野に検討する。（広告料による
発行部数の確保）
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（３）情報提供・内容の充実

策

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
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。
２３年度の計画実績・総括

子育てサロンや広場等での情報提供・収集と関係機関との情報共有を行った。

２４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（2か月サロン）や広場等での情報提供・収集を行った。

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
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か、また、情報の正確さと適宜な情
報提供をどのように行うか検討が必要。
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

評
子育て家庭への情報提供や収集を、子育てひろば
価
や子育て支援課の2か月サロン等を活用して行う
内
ことができた。
容

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子育て中の家庭にはどのような情報が必要か現状を知り、子育てに有効な情報提供を行う。

所管課

子育て支援課・子ども総務課
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平成２４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 Ⅰ 子育てを支える地域をつくるために
テーマ

３．子育てひろば事業の展開

施

（１）多様な子育てひろばの充実

策

事業・展開 社会資源を活用した多用な「ひろば事業」の充実
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

〇平成23年7月ほんちょう保育園内にほほえみ子育てひろば（Ａ型）を新設した。
開設時間：月曜日～金曜日 午後1時～4時
〇子育てひろば全体会議（年2回）を開催し、市内の子育てひろばの連携、情報交換を図った。
・子育てひろば事業（常設）5か所…ほんちょう、みすみ、のぐちちょう、ころころの森、ほほえみ
・定期開催…こじか村（花さき保育園）、萩山どんぐり
ほんちょう子育てひろば：延6,972人、みすみ子育てひろば：延6,851人、のぐち子育てひろば：延7,533
子育て総合支援センター：延50,304人、ほほえみ子育てひろば：延828人

人、

２４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）
〇子育てひろば全体会議（年2回）を開催し、市内の子育てひろばの連携、情報交換を図った。
参加ひろば；子育てひろば事業（常設）
ほんちょう、みすみ、のぐちちょう、ころころの森、ほほえみ
定期開催…萩山どんぐり
○3.11の震災後、全体会議で課題として出されていた子育てひろば防災マニュアルの作成のため
の会議を全体会議とは別に開催し、各子育てひろばから意見を聴取して防災マニュアルを作成し
た。

実績数

ほんちょう子育てひろば：延6,138人、みすみ子育てひろば：延8,049人、
のぐち子育てひろば：延7,934人、子育て総合支援センター：延58,597人
ほほえみ子育てひろば：延1,154人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

子育てひろば事業と地域で開催しているひろばとの情報交換は定着してきたが、各保育所での
地域支援事業、児童課で実施しているおひさま広場については、情報交換の場が持たれていな
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
ひろば会議において、情報交換だけでなく、子
価
育てひろば共通の課題（防災マニュアルの作成）
内
について検討ができた。
容
今後の取り組み内容

平成25年度よりエリア事業が子ども総務課に統合されることから、常設の「ひろば事業」以外
の、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」の連携等もエリア事業と絡めていきたい。
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

施

（１）子育てサークル等の連携支援

策

事業・展開 子育てサークル連絡会との連携
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・総括

子育てグループの活動を支援する立場として、地域活動室の貸出を行った。

２４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取りながら、新しい子育てグループ設立の相談や、地域活動
室の利用促進に向けた、グループ登録・申請を促進した。

実績数

地域活動室利用件数161件（1,829名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

地域活動室利用のサークルの固定化とサークル活動の維持をサポートする必要がある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 子育てサークルに地域活動室の利用が浸透して
内 きている。
容
今後の取り組み内容

子育て総合支援センターと連携を取りながら、子ども家庭支援センターからの適宜な情報提供
を行う。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

施

（１）子育てサークル等の連携支援

策

事業・展開 子育てサークル連絡会との連携
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

子育て総合支援センターにおいて、サークル支援活動として地域活動室の貸し出しを行った。
サークルアンケートを実施した。（活動室の利用状況や交流会等について）子育て支援団体の情
報交換と地域の子育てについて考える内容で子育て支援団体連絡会を開催（８回）し、２企画を
開催。
子育て支援団体連絡会 参加者 述べ８７名
２４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、サークル支援活動として地域活動室の貸し出しを行った。
また、子育て支援団体連絡会企画で、市民協働課と共催で、子育て世代のためのタウンミー
ティングを企画、実施した。

実績数

子育て総合支援センター24年度新規登録サークル
活動室年間利用数、22団体、延71回
タウンミーティング 1回

17団体

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、自己のサークルのみでの活動が多く、他のサークルと連携して何
かを行うのは難しい現状であるため、次の世代へ継承していくようなサークルがなかなか育たな
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
子育て支援団体連絡会の活動として、人形劇の
価
ワークショップ、タウンミーティングの開催を
内
行った。
容
今後の取り組み内容

引き続き、子育て支援団体連絡会を通じてサークル同士の連携を進めていく。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

施

（２）子育てサークルや自主保育等との協働

策

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
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）
２３年度の計画実績・総括

トコトコ通信発行支援 11回 （12月を除く毎月）
子育てサークルの登録 55団体
子育て支援団体
12団体
２４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）

トコトコ通信発行支援
子育てサークルの登録
子育て支援団体

11回 （12月を除く毎月）
72団体（新規17団体）
13団体（新規 1団体）

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
仲間と過ごす場の目的で、子育てサークルを作っている状態が増えてきており、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。
子育てサークルとしての意義を再度見直し、ＮＰＯとの連携や支援がどこまでできるか。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
場所の提供や確保の協力で継続的に安定した活
価
動ができるよう支援を行った。
内
容
今後の取り組み内容

地域で活動する子育て支援団体と協力して、子育てサークルが地域で子育て支援に関われるよ
うな支援や人材育成を行う。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（１）円滑な運営体制の確立

策

事業・展開 提供会員の拡大
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

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。
援助活動回数4,036回（平成23年度）
依頼会員1,250名・提供会員172名・両方会員21名 計1,443名（平成24年3月末）
２４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）

指定管理者制度に移管され、活動の尐ない提供会員さんも活用できるように、ＮＰＯ独自の保
育サービス事業「まめっちょ」を立ち上げ、子育て総合支援センター事業の保育付講座の保育
サービスを拡充した。

実績数

援助活動回数4,095回（平成24年度）
依頼会員1,388名・提供会員181名・両方会員25名

計1,594名（平成25年3月末）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

地域によって提供会員の数、依頼件数に偏りがあり、依頼にあった提供会員の確保が難しい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

指定管理者制度に移管され、事務所等移転した
評 が、会員登録も援助活動回数も減尐することなく
価 スムーズに移行できた。
内 スポーツ施設等に提供会員募集（講習会の案
容 内）のチラシを添付させてもらうなど試みたが、
それほど大きな効果が得られなかった。
今後の取り組み内容

これまで、提供会員として活動がなかった会員が、「まめっちょ」をきっかけに、ファミサポ
の活動につながるケースもあったことから、提供会員養成講座における保育についても「まめっ
ちょ」を拡大し、提供会員の新たな掘り起こしをしていく。
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（１）円滑な運営体制の確立

策

事業・展開 会員講習会の開催及び内容の充実
計画書
内容

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。

２３年度の計画実績・総括
提供会員を養成する講習を1回（7日間）実施した（ファミサポの理念、援助、救急救命講習、一時預かり保育、預かること預け
ること預けられること、障害を持った子どもについて、送迎預かりについて、子どもの病気・アレルギーの対応、児童書の紹介及
び本の読み聞かせ、子どもの暮らしとケア、子どもの心の発達とその問題、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、保育の心得と救急救命を実施した。会員の交流を深めるためにカプラで遊ぼう！を提供会員、依頼会員交え交流会を開
催した。
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。
提供会員172名、両方会員21名
養成講習会（7日間、登録30名）、ステップアップ・フォローアップ研修（1回・参加延45名）、交流会（1回・参加54名）

２４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）
○提供会員養成講習会参加募集を市報及び公共施設への募集チラシを配布をして行った。
○提供会員養成講習会の実施 9月14日～10月11日まで9日間 新規登録17名
（緊急サポート事業に対応するための研修内容含む。）
○ステップアップ研修会
12月3日 参加37名
○交流会（提供会員向け） 12月3日 参加22名
○定例会
毎月1回（8月除く）
○定例会を利用して「私のまちの子育て支援」というテーマで、地域で子育て支援をしている団体の活動の様
子を地域の活動団体を兼ねている提供会員（民生委員など）が報告し、ファミサポ活動以外の地域の子育て支援につ
いて学んだ。
○サブリーダー会議
6回（奇数月開催）

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
この活動は、卖なる子どもの預かりや送迎だけではなく、要支援家庭への見守りや、障害児の
援助といったケースもあるため、ファミー・サポート・センター事業の役割は大きく、活動を担
う提供会員の資質が問われる。資質向上のため、決められた研修以外にも、活動（依頼内容）や
社会情勢等にあった研修内容等を提供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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
運営形態が指定管理者制度に移管になったこと
価
で、研修会や定例会など新しい発想を取り入れた
内
内容で実施することができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

ステップアップ、フォローアップ研修については、活動（依頼内容）や提供会員の要望を取り
入れた事例研修会などを開催していく。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

策

事業・展開 サービス内容等の広報
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。
２３年度の計画実績・総括

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・ひろば等に配布している。
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・ひろば等に配布もしている。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。
ファミリー・サポート・センターだより（年1回発行・23年9月発行・1,500部印刷）・会員募集市報掲載3月15日号

２４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）

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・ひろば等に配布した。
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・ひろば等に配布した。また、市報におい
てファミリー・サポート・センターの利用案内を行った。

実績数

リーフレット発行数
たより 7月発行

900部
1,500部

利用案内3月15日号市報

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
利用促進のために広報等を行っても、提供会員の不足や依頼内容によって依頼に応えられない
場合もある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

指定管理者制度に移管になり、子育て総合支援
評
センター事業にファミリー・サポート・センター
価
事業が統合されたことで、「ころころの森」との
内
繋がりができ、「ころころの森」での会員説明会
容
の開催や預かりができた。
今後の取り組み内容

ファミリー・サポート・センター事業を更に周知し、活用いただけるよう同じような活動を
行っている市内の民間の保育サービス事業者（シルバー人材センター・どんまいまま）と、お互
いを補完できるような仕組みを検討する。
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

策

事業・展開 保育所等との連携
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。

２３年度の計画実績・総括

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。
連携システム登録、２３園で実施

２４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）

指定管理者制度に移管となったことを公私立園長会等に出席し周知し、これまで同様連携シス
テムを活用することの確認を行った。

実績数

連携システム

認可18・認証1・認可外1

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
直営の時からの連携システムをそのまま引き継ぎ、保育所における連携システムは定着してき
たが、時間の経過とともに（施設の職員の異動等のため）、連携システムの仕組みや流れについ
ての解釈が保育所によって異なってきた。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 連携システムを活用し、保育所の送迎をスムー
内 ズに行った。
容
今後の取り組み内容

10月の提供会員の更新に合わせ連携システムを更新し、連携施設に再度説明に出向き更なる連
携強化を図る。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実

策

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。
２３年度の計画実績・総括

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。
現状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）。
緊急サポート事業に対応するための研修会を実施した。
保護者等の外出の場合の援助４１２件、病気・その他急用の場合の援助９件

２４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24年度より指定管理者制度に移管され、子育て総合支援センター内に事務所を移転した。
それにより、子育て総合支援センターの子育てひろばを利用した預かりが増加した。同ひろば
は、子どもたちが普段遊び慣れている場であるため、「場所見知り」せずスムーズな預かりがで
きると好評を得た。また、子育て総合支援センターにおいて、ファミサポの利用説明会を実施し
た。

実績数

保護者等の外出の場合の援助等日中の預かり件数

571件

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
一時預かり機能としての活動利用対象者は、多くは在宅で育児をしている方で他に預ける先、
頼れる人（身内、親戚、友達など）がいない方を想定している。理由を問わず預かりを依頼でき
るサービスである点では、気軽な利用を望むが、所得に関係なく利用負担が生じるため、長時間
の預かりになると経済的な理由で利用できない人もいる。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 子育て総合支援センターに事務所が移転し、一
内 時預かりの場として有効に活用できた。
容
今後の取り組み内容

様々な依頼内容に対してできるだけ応えられるように、年齢や家庭状況に応じて、「たんたん
のおうち」「ひとり親ホームヘルプサービス事業」「育児支援ヘルパー事業」等のファミサポ以
外のサービスとの連携を図っていく。
所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（１）妊産婦健診の充実

策

事業・展開 妊婦健診、産婦健診、妊婦歯科健診の充実
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

妊婦健康診査票は14枚発行を継続。妊婦健診：受診者数延べ12,207回（対象者1,205人）
産婦健診：1,253人（助産師相談：269人）
妊婦歯科健診：受診者160人
２４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）

妊婦健康診査票は14枚発行を継続。母子健康手帳交付時に受診勧奨を行った。
産婦健診は、3～4か月児健診時同時実施し問診と健康相談、必要時血圧測定や尿検査を行っ
た。
妊婦歯科健診は、母子健康手帳交付時に勧奨し、希望者に実施した。また、健診の待ち時間を
利用して、栄養相談、健康相談を実施した。

実績数

妊婦健診：受診者数延べ11,139回（対象者1,216人）
産婦健診：受診者数1,166人（受診率97.6％）助産師相談：242人（20.8％）
妊婦歯科健診：受診者160人、栄養相談45人、保健相談22人、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導119人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
妊婦歯科健康診査の受診者数が定員に満たない。日程の合わない妊婦さんへは健康課成人歯科
健康診査やかかりつけ医受診を案内している現状がある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 妊婦歯科健康診査の受診者が前年と同様に定員
内 に満たなかった。
容
今後の取り組み内容

妊婦歯科健康診査の受診者増加を図るために、母子健康手帳交付時の受診勧奨を推進してい
く。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）知識の普及と啓発

策

事業・展開 母子手帳の交付並びに全数相談の充実

計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

保健師による母子健康手帳の交付と相談を子育て支援課窓口にて実施。それ以外の交付者には
妊娠届出書をもとに電話相談を実施した。
ハイリスク妊婦へは、訪問・同行受診、医療機関との連携など継続的支援を行った。
母子健康手帳交付数：1,205人(20歳未満11人、35歳以上336人、多胎11人、外国語版母子手帳発行７
人）交付時の相談内容（延）：悪阻637人、疲労等307人、切迫流産31人、身体の相談163人、栄養59人、
育児59人、その他172人、禁煙指導本人55人・家族94人

２４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年度同様実施した。
特に先天性風しん症候群予防の啓発を重点的に行った。

実績数

母子健康手帳交付数：1,216人（20歳未満20人、35歳以上369人、多胎15人、外国語
母子健康手帳発行14人）交付時の相談内容（延）：悪阻653人、疲労等303人、切迫
流産20人、身体の相談225人、育児118人、その他207人、禁煙指導38人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

面接では、配布する資料の他、特に重要な情報を口頭で説明、質問への対応が可能である。ま
たハイリスク妊婦へ早期介入しやすいが、電話による説明や健康相談は、妊婦の状態を本人の話
でしか確認できず、結果的に介入が遅れる心配がある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 健康相談を実施することで、ハイリスク妊婦へ
内 の早期介入ができた。
容
今後の取り組み内容

引き続き実施する。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）知識の普及と啓発

策

事業・展開 母親学級、パパ・ママ教室の充実・拡充
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

母親学級での管理栄養士による講義の際、教材として試食を実施し、家庭での取り組み易さを
図った。
母親学級：参加者延べ349名、両親学級：参加者381名
２４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）

両親学級でパパ全員が沐浴実習ができるようタイムスケジュールを見直した。

実績数

母親学級：3日間コース
両親学級：1日間コース

6回延べ308名
10回336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21年度より母子健康手帳交付数が減尐しているためか、母親学級参加数も減尐傾向であ
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 両親学級における助産師の講義は、アンケート
内 で概ね好評だった。
容
今後の取り組み内容

母親学級周知は、母子健康手帳交付時に事業内容と年間予定をパンフレットにして配布、市
報・ホームページで案内しているが、再度周知方法を検討し、参加者の増加を図る。

所管課
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平成２４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 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

（２）知識の普及と啓発

策

事業・展開 妊産婦新生児訪問指導の充実
計画書
内容

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。
２３年度計画実績・総括

新生児訪問指導と10月より開始した「乳児家庭全戸訪問事業」と合わせて訪問率のアップを図
るため、母子健康手帳交付時に出生通知票の提出と訪問についての説明を徹底した。
妊産婦訪問指導：延べ154名
２４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）

産後うつに関するリーフレットを配布し、啓発と相談の案内を図った。
従事者に対し、研修と症例検討を実施し、技術の向上を図った。
（従事者研修2回、症例検討会12回）
連絡の取れない場合はダイレクト訪問を行った。

実績数

妊産婦訪問：延べ221人、新生児訪問及び乳児家庭全戸訪問：1,185人
ダイレクト訪問でも会えなかった14人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

出生通知票の提出がなく、勧奨通知への返信もない場合、ダイレクト訪問を実施して状況の把
握に努めている。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

症例検討会の事例を精査し充実を図った。

今後の取り組み内容
引き続き出生通知票の早期提出を勧奨し、ハイリスク産婦への早期介入を行うとともに、従事
者のスキルアップを図る。また、ダイレクト訪問でも会えない場合は３～４か月児健診で状況の
確認を引き続き行う。
所管課
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25

平成２４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 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

（２）知識の普及と啓発

策

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。

２３年度の計画実績・総括
母親支援事業である「2か月の赤ちゃんとママのおしゃべりタイム」（以下「2か月サロン」）
と、「ＨＵＧサロンぽっと」をＮＰＯと協働して開催した。
2か月サロン：参加者385組、サロンぽっと参加者：474人
２４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）

「乳児家庭全戸訪問事業」の開始以降、「2か月サロン」の参加者が増加しているため、ＮＰ
Ｏと協議の結果、スペースを拡充した。同じ月齢の児を持つ母親が安心して集い、情報交換や相
談をすることは、育児の孤立化を防ぐ意味でも重要と思われる。

実績数

「2か月のママと赤ちゃんのためのおしゃべりタイム」参加者：407組
「サロンぽっと」参加者：571人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

参加者の増加が見込まれるため、スペースやスタッフの配置を考慮する必要がある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 保健師や子ども家庭支援センター職員による情
内 報提供の充実を図った。
容
今後の取り組み内容

ＮＰＯとの連携を密にしながら推進していく。

所管課
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平成２４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 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

（２）知識の普及と啓発

策

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。
２３年度の計画実績・総括

健康教育では、季節の健康やトピックス、事故防止の啓発を行った。
乳児学級栄養編：10回183組、歯科編：10回149組
幼児学級栄養編：10回106組、歯科編：12回155組
歯科個別相談：10回13組
２４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）

集団指導のあと、出来るだけ個別の質問に対応した。

実績数

乳児学級栄養編：10回153組、歯科編：10回112組
幼児学級栄養編：10回74組、 歯科編：12回132組
歯科個別相談：10回14組
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

離乳食の進み方に個人差が大きく、細やかな対応が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

実施後のアンケートは概ね好評であった。

今後の取り組み内容

乳児学級と幼児学級の対象月齢を拡大して実施するとともに、個別対応にも継続して取り組
む。

所管課
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平成２４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 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

（３）育児不安の軽減

策

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。
２３年度の計画実績・総括

ひろば事業のチラシを3～4か月児健診対象者へ全数配布した。
ひろばや保育園との情報交換を適宜に行った。

２４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年度同様の取り組みとなった。

実績数

保育園への出張相談：3回
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ひろばへの出張相談を定期的に行うことは人的にむずかしい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

適宜連携した。

今後の取り組み内容

定期的なひろば訪問の実現に向けて取り組む。

所管課
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平成２４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 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

（３）育児不安の軽減

策

事業・展開 健診後の継続相談（保育・心理・栄養相談）
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。
２３年度の計画実績・総括

健診時に支援が必要と思われたケースに対し、保育園、幼児相談室、ころころの森等を紹介
し、それぞれと連携をしながら継続支援に努めた。
保健師家庭訪問数：196件

２４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年度同様実施した。
来所出来ないケースについては訪問を実施した。

実績数

保健師家庭訪問数：267件
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

健診後保護者が相談や支援を必要としない場合もある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

連携して支援の継続に努めた。

今後の取り組み内容

保護者が相談しやすい身近な場所との連携の仕組みを検討する。

所管課
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平成２４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 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

（３）育児不安の軽減

策

事業・展開 「こんにちは赤ちゃん事業」の導入
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。
２３年度の計画実績・総括

平成23年10月1日より事業開始。
訪問達成率98.2％（対象者：651人、訪問者数：639人）

２４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）

生後4か月の乳児のいるすべての家庭へ、保健師・助産師が全戸訪問した。（新生児訪問指導
と併せて実施）

実績数

訪問達成率 98.8％（対象者：1,199人、訪問者数：1,185人）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

訪問の元データとなる出生通知票（母子手帳交付時に配布）の回収率を上げる必要がある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
保健師・助産師へ訪問を委託できないケース
価
（連絡先不明、訪問拒否等）は、内部職員による
内
直接訪問で、母子の状態把握ができた。
容
今後の取り組み内容

母子手帳交付時の説明、広報やホームページを利用し、事業内容の周知を図るとともに、出生
通知票の提出を促す。また、引き続き訪問率を維持しながら、支援を必要とする場合は、早期に
関係機関につなげていく。
所管課
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平成２４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 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

（４）仲間づくりの推進

策

事業・展開 各事業における場づくりの推進
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。
２３年度の計画実績・総括

母親・両親学級や乳幼児学級、2か月サロン等において交流時間を設け、情報の交換や仲間づ
くりを推進した。
母親学級：延べ349人、両親学級：381人
乳幼児学級：593組、2か月サロン：385組
２４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）

学級を平成23年度同様に実施した。
ＮＰＯの多胎児の会と小さく生まれた児の会を後援した。

実績数

母親学級：延べ308人、両親学級：336人、乳幼児学級：延べ513組
多胎児の会：6回、小さく生まれたお子さんの会：4回
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

多胎児の会、小さく生まれたお子さんの会等、ニーズがある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 多胎児等親の会にて交流を推進することができ
内 た。
容
今後の取り組み内容

引き続き仲間づくりに取り組むとともに、多胎児等の仲間づくりを具体化していく。

所管課
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平成２４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 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

（４）仲間づくりの推進

策

事業・展開 子育て支援団体・事業との連携
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。
２３年度計画実績・総括

ころころの森主催の子育てサポーター養成講座への協力を行った。
ひろば事業への出張健康教育：2回

２４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）

ころころの森主催の子育てサポーター養成講座とファミリーサポーター養成講座への協力を
行った。
母親学級来所者へ、ころころの森育児講座を紹介した。

実績数

ひろばへの出張健康教育等：5回
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 不定期ではあるが、団体との情報交換がスムー
内 ズに行えた。
容
今後の取り組み内容

引き続き連携を図る。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（４）仲間づくりの推進

策

事業・展開 各種ボランティア・サークル等との連携
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。
２３年度の計画実績・総括

母子健康手帳交付時に子ども家庭支援センターやころころの森、民生・児童委員の紹介を行っ
た。
3～4か月児健康診査と乳児学級（歯科編）において、「読み聞かせ図書ボランティア」との連
携を継続して行った。
母子健康手帳交付数：1,205人
3～4か月児健康診査受診数：1,252人
乳児学級（歯科編）：112組
２４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年度同様取り組んだ。
「読み聞かせボランティア」担当所管の図書館との情報交換を行った。

実績数

母子健康手帳交付数：1,216人
3～4か月児健康診査受診数：1,167人

乳児学級（歯科編）：112組

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
情報誌を新生児訪問指導と乳児家庭全戸訪問で
価
配布した結果、ころころの森の2か月児の利用が
内
増加した。
容
今後の取り組み内容

引き続き取り組む。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（１）乳幼児健診の充実

策

事業・展開

計画書
内容

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）
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。

２３年度の計画実績・総括
各健診の前後に全スタッフで情報の共有、対応策の検討を行った。
健診未受診者への受診勧奨と追跡を行った。
3～4か月児健診受診率:99.1％、1歳6か月児健診受診率:94.3％、
3歳児健診受診率:94.9％、発達健診受診者:延べ170人
図書ボランティアによる3～4か月児健診読み聞かせ：年18回
〃
乳児学級（歯科編）：年10回

２４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）

3～4か月児健診受診率:97.1％、1歳6か月児健診受診率:96.5％、
3歳児健診受診率:96.0％、発達健診受診者:延べ137人

実績数

図書ボランティアによる3～4か月児健診読み聞かせ：年18回
〃
乳児学級（歯科編）：年10回
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

待ち時間が長いとの意見を頂くことがあり、健診の対象人数が多い場合は、健診の流れを前後
するなどして、待ち時間の短縮を図ったが、完全解消には至らなかった。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

3～4か月児健診未受診者は100％把握できた。
待ち時間の短縮を図った。

今後の取り組み内容

健診の流れを見直し、集団教育の場としての健診の充実を図る。

所管課
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平成２４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 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

（２）歯科健診の推進

策

事業・展開 保育所・幼稚園でのむし歯予防指導の推進
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。

２３年度の計画実績・総括

健康課歯科衛生士により、希望のあった園に対し出張健康教育が行われた。
出張健康教育：４保育園 380人

２４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）

歯科衛生士の健康教育に保健師が同行し、健康教育と相談を実施する取り組みを開始した。

実績数

出張健康教育：6回、343人（私立ほんちょう保育園、市立第３保育園、市立第２保
育園、私立久米川保育園、ソラスト東村山、私立ふじみ保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

健康課との連携により実施しているため、健康課歯科衛生士の業務に支障のない範囲となる。
今後依頼が増加した時の対応を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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

健康課歯科衛生士により実施。

今後の取り組み内容

健康課との連携をしながら実施していく。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）歯科健診の推進

策

事業・展開 かかりつけ歯科医の定着・促進
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。

２３年度の計画実績・総括
乳幼児学級、各健診において、かかりつけ医の必要性を説明し、居住地近くの歯科医院一覧を
配布して情報提供を行った。
３歳児歯科健診におけるかかりつけ医を持つ児の割合35.2％
２４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年度同様に実施した。

実績数

３歳児歯科検診におけるかかりつけ医を持つ児の割合36.8％（前年より1.6ｐ増）
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

健康課歯科衛生士との連携で実施した。

今後の取り組み内容

平成25年度4月より、1歳6か月児健診の案内通知に、歯科医療機関名簿を同封している。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（３）保健・健康情報の管理

策

事業・展開 乳幼児健診データ管理のシステム化の推進
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。
２３年度の計画実績・総括

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。
健診データは紙ベースを継続した。

２４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）

新システムの導入により、任意ワクチンの入力が可能となった。

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

特になし

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

健診状況は紙ベースを維持した。

今後の取り組み内容

平成24年度同様に実施する。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 Ⅱ 母性及び乳幼児の健康を守るために
テーマ

３．小児医療の充実

施

（１）小児医療体制の確保

策

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。

２３年度の計画実績・総括
多摩北部医療センター：週5日、佐々総合病院：月・水・金
応急診療を4市共同で実施した。
多摩北部医療センター受診者：558人
佐々総合病院受診者：4人

平日の午後7時半～10時半に準夜

２４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）

任意予防接種、風しんの啓発用ポスターの掲示を依頼した。
医師会定例会：10回
歯科医歯科医定例会：4回

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

特になし

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 講演会の開催はなかったが、情報発信について
内 協力を得た。
容
今後の取り組み内容

健康講座の開催を検討する。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（１）小児医療体制の確保

策

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。

２３年度の計画実績・総括

10月から開始した乳児家庭全戸訪問事業においても、早期にかかりつけ医を持つことを推奨で
きた。

２４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年度同様に実施した。

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

特になし

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 乳児家庭全戸訪問事業により早期の情報が可能
内 になった。
容
今後の取り組み内容

引き続き様々な機会を利用し、推奨していく。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（１）小児医療体制の確保

策

事業・展開 休日準夜応急診療所
計画書
内容

周知の徹底を図り、利用の拡大に努める。

２３年度の計画実績・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。
（23年度患者数：小児科768人、内科294人、その他9人、合計1,071人）
２４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）

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。

実績数

患者数：小児科524人、内科383人、その他2人、合計909人
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。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 休日準夜として、初期救急診療の機能を果たし
内 ている。
容
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。

所管課

健康課
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平成２４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 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

（１）小児医療体制の確保

策

事業・展開 休日応急診療体制の確保
計画書
内容

市内病院による診療体制を維持する。

２３年度の計画実績・総括

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。
（23年度患者数：小児科935人,内科940人,外科359人,その他50人,合計2,284人）

２４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）

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

患者数：小児科749人、内科1,035人、外科355人、その他34人、合計2,173人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

〇受け入れ医療機関の確保。
〇初期救急利用にあたって啓発、周知。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 休日応急診療所として、受け入れ機能を果たし
内 ている。
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。

所管課

健康課
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平成２４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 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

（１）小児医療体制の確保

策

事業・展開 休日歯科応急診療体制の確保
計画書
内容

市歯科医師会との連携による体制の確保を図る。

２３年度の計画実績・総括

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。
（23年度患者数：358人）

２４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）

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

患者数：343人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

〇受け入れ医療機関の確保。
〇初期救急利用にあたって啓発、周知。
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

評
価 休日歯科診療としての受け入れ機能を果たして
内 いる。
容

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

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。

所管課

健康課
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平成２４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 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

（１）小児医療体制の確保

策

事業・展開 地域小児医療体制の充実
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。

２３年度の計画実績・総括
多摩北部医療センター：週5日、佐々総合病院：月・水・金
応急診療を4市共同で実施した。
多摩北部医療センター受診者：558人
佐々総合病院受診者：4人

平日の午後7時半～10時半に準夜

２４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年度同様に実施した。

実績数

多摩北部医療センター受診者：553人
佐々総合病院受診者：4人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各市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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

継続実施が確認されている。

今後の取り組み内容

各市医師会・市・病院と連携しながら継続していく。

所管課

子育て支援課

43

平成２４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 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

（１）多様な保育の推進及び待機児の解消

策

事業・展開 相談体制の充実
計画書
内容

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。

２３年度の計画実績・総括

保育実施基準の見直しを行い、入所ニーズへの的確な把握に努めた。

２４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）

出産要件での入所対象期間は、出産予定月及びその前後2ヶ月間の計5ヶ月間とし、実施指数
については100点中の75点を付していた。しかし出産要件の期間内でも、看護や介護、疾病、就
労など指数の高い要件を行い、産後育児困難に陥るなどの実態を把握したことから、出産要件
期間中でも出産要件よりも高い他の主たる要件があると認めた場合は、ほかの主たる要件の高
い指数を採用し、円滑な入所環境の整備に取り組んだ。

実績数

市内認可保育所が該当
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

入所時、保育園へ他の主たる要件の説明等が煩雑になる。

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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
保護者の皆様より、他の主たる要件の高い指数
価
を採用することで、出産要件でも入所させやすく
内
なったと評価をいただいている。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

市民等より問題点を確認し、更なる一部改正等を行っていく。

記入所管

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）多様な保育の推進及び待機児の解消

策

事業・展開 認可保育所の新設
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

平成23年4月に認可保育所（ほんちょう保育園）を開設した。

２４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24年4月に八国山保育園の分園を新規開設することにより、定員増（20名）を図った。
○平成24年7月に花さき保育園が多磨全生園内の新園舎に移転することにより、定員増（100名
⇒128名）を図った。
○平成24年8月に青葉さくら保育園を新規開設することにより、定員増（71名）を図った。

実績数

認可保育所の定員

119名増加

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
認可保育所の整備については、イニシャルコスト（初期投資費＝整備費）とランニングコス
ト（経常経費＝運営費）が必要。
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 精力的に認可保育所の整備を支援することによ
内 り、待機児童を減尐させた。（195名⇒81名）
容
今後の取り組み内容

○平成25年4月に青葉さくら保育園の定員増（29名※）を図る。
※平成25年4月より定員100名
○平成25年4月に東村山むさしの保育園を新規開設することにより、定員増（100名）を図る。
◯平成25年秋に東大典保育園が新園舎に移転することに伴い、定員増を図る予定。
所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）多様な保育の推進及び待機児の解消

策

事業・展開 認証保育所・認可外保育所
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

認可外保育所の認証保育所への移行を働きかけた。

２４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）

○「いづみ愛児園」が平成24年4月より、認可外保育室から認証保育所Ａ型へ移行。
○平成25年3月に認証保育所（りんごっこ久米川駅前保育園・認証Ａ型）が新規開設（定員26
名）した。

実績数

○１施設（認証保育所Ａ型新規開設）
○１施設（認可外から認証保育所Ａ型へ移行）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

認証保育所の整備については、イニシャルコスト（初期投資費＝整備費）とランニングコス
ト（経常経費＝運営費）が必要。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 待機児童対策として認証保育所を新設すること
内 ができた。
容
今後の取り組み内容

子ども・子育て支援新制度に対応するために、認可外保育施設に対する移行支援を行う。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）多様な保育の推進及び待機児の解消

策

事業・展開 家庭福祉員制度
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。

２３年度の計画実績・総括

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。

２４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（八国山保育園）と共同実施型家庭福祉員（ことり保育室）の連携事業を開始し
た。
○認可保育園跡地（青葉町）を活用して、平成25年度に家庭福祉員事業の新規開設のための協
議を行った。

実績数

保育ママ8名（3月末在籍児童34名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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籍児
童が激減し、定員を満たすまで運営が安定しない。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 認可保育園と家庭福祉員が連携し、円滑な児童
内 の保育に貢献している。
容
今後の取り組み内容

○年度当初の在籍児童の激減することの対応策を協議する。
○居宅型家庭福祉員の国制度への移行を行う。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）多様な保育の推進及び待機児の解消

策

事業・展開 認定こども園
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こども園の設置を検討する。

２３年度の計画実績・総括

平成25年4月に認定こども園（幼保連携型
始まった。

並列型）の新規開設に向け、保育所の建設工事が

２４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25年4月に認定こども園（幼保連携型 並列型）の新規開設に向け、保育所の建設工事が
完了し、平成25年3月29日付で東京都の認定を受けた。
東村山むさしの認定こども園
東村山むさしの保育園
東村山むさしの幼稚園

実績数

保育園分

定員100名増
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

私立幼稚園連絡協議会を通じ、認定こども園の開設（幼保連携型、幼稚園型等）を働きかけ
ているが、子ども・子育て支援新制度の動向を注視していることから、ほかの幼稚園に認定こ
ども園化の動きがない。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 平成25年4月1日開設の認定こども園（幼保連携
価 型 並列型）について、平成25年3月29日付で東
内 京都より認定を受けた。待機児童対策としても貢
容 献した。
今後の取り組み内容

今後も、私立幼稚園連絡協議会を通じ、認定こども園の開設（幼保連携型、幼稚園型等）を
働きかける。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 通常保育事業
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。
２３年度の計画実績・総括

平成24年3月1日付認可保育所入所実績
公立
109％（定員 810名 実人員
私立
108％（定員 891名 実人員

884名）
965名）

２４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25年3月1日付認可保育所入所実績
公立
110％（定員 710名 実人員 778名）
私立
105％（定員1,110名 実人員1,165名）

実績等

認可保育所18園中15園（公立6園、私立9園）にて弾力的運用を実施
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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いくことが難しい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 園内の職員体制等を考慮しながら、待機児童解
内 消のために弾力的運用を実施している。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

待機児童の状況、保育園内の職員体制等を踏まえ、弾力的運用について検討を行う。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 障害児保育事業
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。

２３年度の計画実績・総括
公立認可保育所において私立と同様に障害児保育を希望する受け入れ年齢を平成23年4月より
3歳から0歳に引き下げ拡充を図り保育の実施を開始した。
平成23年4月に新規開設した認可保育所（ほんちょう保育園）において障害児保育（4名）を
実施した。
平成23年度末の障害児保育実績：43名
２４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24年8月に新規開設した認可保育所（青葉さくら保育園）においても障害児保育を実施し
た。
平成24年度末の障害児保育実績：47名

実績数

4名（青葉さくら保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

待機児童解消のために公立認可保育所では、定員を超えて児童が入所しているため、健常児
と障害児保育対象児童との合同保育の内容や職員体制により、受入数の拡張に困難さが生じ
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価 新規開設園での障害児保育の実施により、障害
内 児保育の受入拡大を図った。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成25年4月に新規開設の東村山むさしの保育園及びりんごっこ保育園で障害児保育の実施に
向け、協議を行う。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 延長保育（１３時間保育）事業
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。
２３年度の計画実績・総括

平成20年度に公立保育所1園で実施した。

２４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）

○事業内容の改善を図れるよう利用者ニーズの把握に努めた。

実績数

1園（市立第六保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

○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。
○児童の健全な成育についても考慮する必要もある。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

利用者からは一定の理解を得ている。

今後の取り組み内容

○事業内容の改善を図れるよう利用者ニーズの把握に努め、事業内容の改善を図る。
○実施している園内での利用希望者も増加傾向にあり、その対策を検討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

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。

２３年度の計画実績・総括

東日本大震災に伴う原子力発電所の稼働停止により、電力需給対策に伴い、休日の臨時開所
を実施した。

２４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）

電力供給制限が実施されなかったことから、休日の臨時開所は実施しなかった。

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

常時休日保育を実施する場合は、職員体制の確保や効率的な運営が困難である。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
保護者より、平成23年度の休日保育はあくまで
価
も臨時的開所であることの一定の理解は得られ
内
た。
容
今後の取り組み内容

利用者ニーズの把握、職員体制の確保等を検討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 夜間保育事業
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。

２３年度の計画実績・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。

２４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）

実施計画見直し時や予算編成時等において検討を行ったが、職員体制の確保が困難であるこ
とや他の施策（待機児童解消等）との優先度を含め、本事業の実施を見送った。

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

職員体制の確保が困難であるとともに、他の施策（待機児童解消等）を優先させる必要があ
る。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 子どもの健全な成育を考えた中での夜間保育の
内 必要性や、職員体制の確保等の課題がある。
容
今後の取り組み内容

他の施策との優先度を含め、担当所管で引き続き検討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 一時保育事業
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。

２３年度の計画実績・総括

平成23年4月に新規開設した認可保育所（ほんちょう保育園）で一時保育事業を開始した。

２４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24年8月に新規開設した認可保育所（青葉さくら保育園）で、平成25年4月より一時保育
事業開始に向け、協議を行った。

実績数

認可保育所6園（公立：第四保育園 私立：わくわく保育園、久米川保育園、つぼみ
保育園、ほんちょう保育園、八国山保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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
状もあり、リフレッシュ等の利用予約が難しくなっている。
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 利用者の要望には応えており、評価をいただい
内 ている。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成25年4月から青葉さくら保育園で一時保育事業を実施する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 年末保育事業
計画書
内容

今後も実態に合わせて実施する。

２３年度の計画実績・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。

２４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）

保護者の勤務体制の多様化に伴い、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、年末保育を実施した。（実施日 毎年12月29日・30日 対象児童 公私立認可保育園入所
児童 満1歳～就学前までの児童）

実績数

認可保育所1園（第一保育園）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

○第一保育園のみの実施であるため、第一保育園以外に在園している児童情報等の引継ぎに課
題がある。
○突発利用者への対応（職員体制の確保等）が困難である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

保護者より十分な理解を得ている。

今後の取り組み内容

利用しやすい環境（申し込み方法や支払い等）を整備する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）サービス供給体制の充実

策

事業・展開 第三者評価制度の推進
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。

２３年度の計画実績・総括

補助金の制度に沿って、私立保育所ではそれぞれの事業者で実施し、公立保育所については
予算の範囲内で実施した。

２４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が1年に1園が順番で受審、私立は独自で
受審(私立は市を通さず、東京都へ独自に申請するサービス推進費の補助金を受ける条件で、3
年に一度の受審)。認証保育所も公立と同じ都補助金を利用し、1年に3園が順番で受審してい
る。

実績数

公立保育園 第六保育園
認証保育所なし（対象園が廃止・辞退)
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

予算の範囲内の受審となり、全園受審できない。

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

評
外部評価機関が審査し、ホームページ等にて結
価
果を公表しているため、保育園の実情等を市民が
内
理解しやすい。
容

ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

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。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）居宅における子育て支援の推進

策

事業・展開 乳幼児健康支援一時預かり（派遣型）事業（病後児保育）
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。

２３年度の計画実績・総括

市内医療機関へ病児・病後児保育事業の実施に向けた協議を行った。

２４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24年7月から市外の病児・病後児保育施設を市民が利用した際に、利用料の一部を補助す
る制度を導入した。
○市内医療機関と協議した結果、病児・病後児保育事業を平成25年秋に開始することになっ
た。
◯施設型の病児・病後児保育施設を整備することから、派遣型の事業については当面実施しな
い。

実績数

3施設（清瀬市、東久留米市、東大和市）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

病児・病後児保育事業は、保護者のニーズはあるものの、実際の利用者数の予測が困難であ
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
市外の病児・病後児保育施設を利用した際の補
価
助金を新設するとともに、市内に同施設を開設す
内
る事業者が内定し、実施に向けた協議に入った。
容
今後の取り組み内容

平成25年秋頃の新規開設に向けて、事業者（多摩北部医療センター）と協議を進める。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）居宅における子育て支援の推進

策

事業・展開 産後支援ヘルパー制度
計画書
内容

産前後支援（家事等を含む）体制の強化を図る。

２３年度の計画実績・総括

産前産後の様々なニーズに対応することができた。
ヘルパー派遣日数 延138日、訪問実家庭数 12家庭

２４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等、事業の推進を図った。

実績数

平成24年度：ヘルパー派遣日数 延べ129日、訪問実家庭数 18家庭
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

急なキャンセルや父母の意見相違等により、委託業者の調整が難しい。

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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

要支援家庭の把握ができた。

今後の取り組み内容

市報・パンフレット・ホームページ等による啓発を行う。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（１）居宅における子育て支援の推進

策

事業・展開 訪問型一時保育
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。

２３年度の計画実績・総括

事業のあり方について内部検討を行った。

２４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）

実施計画見直し時や予算編成時等において検討を行ったが、職員体制の確保が困難であるこ
とや他の施策（待機児童解消等）との優先度を含め、本事業の実施を見送った。

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

職員体制の確保が困難であるとともに、他の施策（待機児童解消等）を優先させる必要があ
る。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

事業実施ができなかったため

今後の取り組み内容

他の施策との優先度を含め、担当所管で引き続き検討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（１）居宅における子育て支援の推進

策

事業・展開 養育家庭制度
計画書
内容

養育家庭の拡大に向けた啓発を行う。

２３年度の計画実績・総括

養育家庭体験発表会を実施した。また、東京都のパンフレットの配布、ホームページ等によ
る啓発を行った。

２４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）

体験発表会において、里親の方より体験談を伺い、有意義な発表の会となった。

実績数

出席者18名
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。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

制度の紹介ができた。

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、養育家庭制度の理解に努める。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 認可保育所の子育て支援事業の推進
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。
２３年度の計画実績・総括

地域活動事業として市内各保育所で実施した。

２４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）、栄養相談（離乳食講座を含）、保健相談（発育測定
を含）、育児相談、園庭開放を始め、プール開放、ミニ運動会、クリスマス会などの地域活動
事業を実施している。
○各私立園において独自の地域支援事業を実施している。

実績数

全認可保育所（１８施設）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各私立園の地域支援事業との連携等が不十分である。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 在宅で育児をしている保護者から高い評価をい
内 ただいている。
容
今後の取り組み内容

子育て支援事業の情報を、在宅で育児している保護者へ効果的に発信していく方法を検討す
る。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 ショートステイ事業の充実
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。

２３年度の計画実績・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。

２４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）

必要時の利用ができるよう、委託施設との調整を図った。

実績数

ショートステイ利用9日（6名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

出産やレスパイトでの利用が多いため、年間利用日数の予測が難しい。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。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
価
内
容

要支援家庭への支援につなげることができた。

今後の取り組み内容

必要な時に利用できるよう事業啓発に努めたい。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 トワイライトステイ事業
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。

２３年度の計画実績・総括

事業のあり方について、内部で検討を行った。

２４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）

実施計画見直し時や予算編成時等において検討を行ったが、職員体制の確保が困難であるこ
とや他の施策（待機児童解消等）との優先度を含め、本事業の実施を見送った。

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

職員体制の確保が困難であるとともに、他の施策（待機児童解消等）を優先させる必要があ
る。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
価
内
容

事業実施ができなかったため

今後の取り組み内容

他の施策との優先度を含め、担当所管で引き続き検討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 乳幼児健康支援一時預かり（施設型）事業（病後児保育）
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。

２３年度の計画実績・総括

市内医療機関へ病児・病後児保育事業の実施に向けた協議を行った。

２４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24年7月から市外の病児・病後児保育施設を市民が利用した際に、利用料の一部を補助す
る制度を導入した。
○市内医療機関と協議した結果、病児・病後児保育事業を平成25年秋に開始することになっ
た。
◯施設型の病児・病後児保育施設を整備することから、派遣型の事業については当面実施しな
い。

実績数

3施設（清瀬市、東久留米市、東大和市）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

病児・病後児保育事業は、保護者のニーズはあるものの、実際の利用者数の予測が困難であ
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
市外の病児・病後児保育施設を利用した際の補
価
助金を新設するとともに、市内に同施設を開設す
内
る事業者が内定し、実施に向けた協議に入った。
容
今後の取り組み内容

平成25年秋頃の新規開設に向けて、事業者（多摩北部医療センター）と協議を進める。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 特定保育事業
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。

２３年度の計画実績・総括

他市等の実績が尐なく、継続した運営ができるか不透明である。待機児童が多い現状におい
ては、認可保育所の新設等を優先して実施せざるを得ない。

２４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）

実施計画見直し時や予算編成時等において検討を行ったが、職員体制の確保が困難であるこ
とや他の施策（待機児童解消等）との優先度を含め、本事業の実施を見送った。

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

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である。職員体制の確保が困難
であることや他の施策（待機児童解消等）との優先度を含め、本事業の実施を見送った。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

事業実施ができなかったため

今後の取り組み内容

他市等の動向を注視するとともに、他の施策との優先度を含め、担当所管で引き続き検討す
る。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 おひさま広場（児童館分室開放事業）事業の充実
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。
２３年度の計画実績・総括

季節を感じる伝承行事や簡卖な工作の他、消防署の協力による「乳幼児応急救護講習会」、
保育園の協力による乳幼児食の展示を実施した。また、各施設の担当者による会議を持ち、情
報交換・共有を行った。
23年度実績
青葉児童クラブ1,400人・萩山児童クラブ1,290人・单台児童クラブ1,392人・
回田児童クラブ422人・秋津東児童クラブ1,324人・野火止児童クラブ1,273人・
久米川児童クラブ319人・久米川東児童クラブ483人
２４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）
おひさま広場事業は利用者の意見等を聞きながら七夕の季節行事・豆まきの伝承行事を行っ
た他、消防署の協力を得て「乳幼児応急救護講習会」を３回実施している。地域の公立保育園
と連携し「発育測定」や「離乳食講習」を開催して利用から好評を得ている。また図書館との
連携では乳幼児親子の交感を深める目的から図書ボランティアによる読み聞かせ等を実施して
利用のしやすいおひさま広場に努めている。第一保育園・広場のサポーター（専任職員）・本
町児童館で構成するほんちょう子育てひろば会議（全体会１回・定例会議４回・サポーター会
議６回・事例学習会３回）に出席し情報交換等を行っている。また本町児童館行事と子育てひ
ろば行事を共同（親子体操と身体測定等）で行い連携を深めている。

実績数

24年度実績
青葉児童クラブ1,231人・萩山児童クラブ874人・单台児童クラブ1,304人・
回田児童クラブ694人・秋津東児童クラブ1,913人・野火止児童クラブ1,430人・
久米川児童クラブ868人・久米川東児童クラブ764人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
児童クラブ施設の空き時間を利用し曜日と時間を限って乳幼児親子にあそび場として解放しているた
め、インフルエンザ等で学級閉鎖の場合急きょ中止することがある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

昨年度の継続を図った結果となったため。

今後の取り組み内容
本町児童館とほんちょう子育てひろばでは、防災活動として地震・火災などを想定した避難
訓練を合同で実施することを予定しており課題や問題点の明確化および解消を図りながら緊急
時に備えた連携システムを構築していく。
所管課

児童課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 幼稚園の預かり保育との連携
計画書
内容

認定こ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。
２３年度の計画実績・総括

平成25年4月に認定こども園（幼保連携型
した。

並列型）の新規開設に向け、保育所の建設に着工

２４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25年4月に認定こども園（幼保連携型 並列型）の新規開設に向け、保育所の建設工事が
完了し、平成25年3月29日付で東京都の認定を受けた。
東村山むさしの認定こども園
東村山むさしの保育園
東村山むさしの幼稚園
私立幼稚園連絡協議会を通じて、幼稚園の預かり保育を充実・発展するよう推進するととも
に、認定こども園への移行の働きかけを行った。
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

各幼稚園で預かり保育事業を実施しているが、当市が推進している預かり保育事業との乖離
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
価 平成25年4月開設に向け、認定こども園（幼保
内 連携型 並列型）の認定を受けた。
容
今後の取り組み内容

私立幼稚園連絡協議会を通じて、幼稚園の預かり保育を充実・発展するよう推進するととも
に、引き続き認定こども園への移行の働きかけを行う。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（２）施設における子育て支援の推進

策

事業・展開 子育て預かりサポート事業
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。
２３年度の計画実績・総括

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、２３年３月をもって修了となるが保護者からの継続の要望が多く、場所の提供できる事業を募
集し、継続できるよう検討。

２４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）

利用ニーズが高いことから、平成24年度より市の補助事業として事業を実施することとな
り、4月に補助団体の選定を行い、5月21日より預かりサポート事業「たんたんのおうち」を開
設した。

実績数

補助団体1

利用登録225件

利用件数1,046件

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
市の補助事業という事で、利用人数（利用料収入）により事業者の事業経費の負担が左右さ
れる。安定的、継続的な事業実施ができるよう事業周知等協力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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
補助団体による利用者ニーズの把握により、午
価
後の時間延長を試行的に実施したことで、利用者
内
が増加したため。
容
今後の取り組み内容

平成25年度は、時間延長を本格実施するとともに、今後も利用者ニーズを把握しながらすす
めていく。乳幼児健康診査等でチラシを配付するなど引き続き事業周知を行っていく。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（３）ひとり親家庭の支援

策

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。
２３年度の計画実績・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。

２４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）

相談内容の多様化、複雑化に伴い、問題解決や支援が難しいケースが増加している。このよ
うな状況に対応するため、子ども家庭支援センターを中心とした要保護児童対策地域協議会に
て、情報共有と連携強化に努めた。

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
相談内容が多様化、複雑化しているケースは今後も増加傾向にある。タイムリーな情報共有
を行うための時間の確保に工夫が必要である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

連携により適切な対応が取れた。

今後の取り組み内容

関係所管との連携強化、情報共有を図るための体制を充実させる。

所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

（３）ひとり親家庭の支援

策

事業・展開 東京都母子福祉資金貸付制度の活用
計画書
内容

引き続き制度の周知等、活用促進を図る。

２３年度の計画実績・総括

制度の周知等を増やし、活用の促進を図った。
２３年度償還率 現年分67.5% 過年度分11.3%である。

２４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、パンフレットの配布等を行い周知をした。毎年子供の進
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、有効かつ無理のない資金計画に基づいた貸付を目指し、実績を積み重ねて
きた。
○償還率をあげることがここ数年の課題である。その取り組みとして6月、12月に督促・催告の
送付を行った。更に電話や訪問等の催告や年2回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と連帯借受人の償還面接をし、償還義務の意識付けを図った。その結果
として平成24年度の償還率は、70％を超える予定である。
実績数

生活資金1件、修学資金20件、就学支度資金23件、転宅資金4件
（平成24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

償還方法について、現状では納付書による銀行、農協での償還のみである。
利用者からは全国にある郵便局、コンビニでの納付、口座引き落としの希望が多い。しか
し、手数料がかかることからできていない。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 東京都の目標である現年度償還率70％台につい
価 て、以前は60％台前半であったが、ここ数年は
内 60％後半に上がり、平成24年度については70％を
容 超えた。

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。

所管課

生活福祉課
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平成２４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 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

（４）障害児施策の充実

策

事業・展開 障害児施策の充実
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・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。公立認可保育所において、私立と同様に障害児保育を希望する受け入れ年齢を平成23
年4月より、3歳から0歳に引き下げ拡充を図り保育の実施を開始した。
平成23年4月に新規開設した認可保育所（ほんちょう保育園）において障害児保育（4名）を
実施した。
２４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いただくため、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。
○平成24年8月より新規開設した認可保育所（青葉さくら保育園）においても障害児保育を開始
した。
◯私立幼稚園においても14名程度の障害児保育を行っている。

実績数

4名（青葉さくら保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

待機児童解消のために公立認可保育所では、定員を超えての児童が入所しているため、健常
児と障害児保育対象児童との合同保育の内容や職員体制により受入数の拡大に困難さが生じ
る。幼稚園は入園までのプロセス等が保育園と異なっている。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
価 新規開設園での障害児保育の実施により、障害
内 児保育の受入拡大を図った。
容
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いただくため、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。
○平成25年4月に新規開設する東村山むさしの保育園及びりんごっこ保育園で障害児保育の実施
に向け、協議を行う。
所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

（４）障害児施策の充実

策

事業・展開 障害児施策の充実
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

受け入れ枠の拡大（38名→47名）
第2化成 2名 第2久米川 2名
第2青葉 2名 第2秋津東 2名
平成23年度の障害児受入実績

第2東萩山

1名

計39名

八坂小学校学区での受け入れクラブである富士見育成室の大規模化の緩和策を検討する。
もうひとつの受け入れクラブである栄町育成室の第2育成室の開設を平成24年4月に向けて検討し
た。
23年度(内訳)
秋津育成室3名・栄町育成室2名・富士見育成室3名・本町育成室1名
北山育成室3名・第1化成2名・第2化成2名・第1萩山1名・第2萩山2名
第1回田1名・第2回田2名・第1久米川2名・第2久米川2名・第1秋津東1名・第2秋津東1名・
第1野火止2名・第2野火止1名・久米川東0名・单台2名・富士見児童クラブ0名
富士見2名・第1青葉1名・第2青葉2名・第1東萩山2名・第2東萩山1名

２４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栄町育成室の開設により富士見育成室の大規模化の緩和を図ることができたとともにクラ
ブを開設することにより障害児の受入枠が増加となった。
受け入れ枠の拡大（47名→49名）

実績数

平成24年度全児童クラブでの障害児受入実績
内、平成24年度新規受入実績 計18名
(内訳)

計48名

秋津育成室1名・第1栄町育成室2名・第2栄町育成室1名・富士見育成室1名
北山育成室1名・第1化成1名・第2化成1名・第1萩山2名・第1萩山1名
第1回田1名・第1久米川1名・第1秋津東1名・第1野火止1名・久米川東1名
富士見2名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
通学する特別支援学級の最寄りの児童クラブに希望が集中する傾向がある。本市では分散化
して受け入れており、希望通りの入所が叶わない課題を持つ。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 希望する児童クラブへの入所は現段階で不可能
価 であるが、児童クラブ入所については全員受け入
内 れており、取り組みとしては十分であったと考え
容 ている。
今後の取り組み内容

希望どおりの入会は不可能であるが障害の程度を見ながら弾力的な入会を行い、極力希望に
沿えるように引き続き努める。
所管課

児童課
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平成２４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 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

（４）障害児施策の充実

策

事業・展開 障害児施策の充実
計画書
内容

③

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。
２３年度の計画実績・総括

個に応じた就学に関する相談を実施するために、就学時健康診断及び就学相談の充実を図っ
た。平成23年度就学相談（新小学１年生）実施件数３６件、就学支援シート引継ぎ枚数２２８
枚
２４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）
就学時健康診断において、調査票回収のセクションで相談の受付を行った。
就学相談において、ケース会議の方法を変更し、就学児童の支援について協議時間の確保に
努めた。
要請のあった幼稚園に出向き、就学相談制度について、保護者説明会を実施した。
就学シートの実施にあたって、保護者説明会を実施した。

実績数

就学相談（新小学1年生）実施件数41件
平成24年度（平成25年度就学者）就学支援シート引継ぎ枚数206枚
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

就学前機関において、就学相談の対象となる児童の実態把握及びアプローチ方法の検討。
学校における就学支援シート活用の充実。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
様々な場面で、就学相談や就学支援シート、就
価
学時健康診断などの周知を図り、相談体制の充実
内
につなげた。
容
今後の取り組み内容

就学相談において適正な就学先、また、就学後の支援について個々の実態を把握し、よりよ
い就学及び支援の連携に努める。

所管課

学務課(教育支援課）
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平成２４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 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

（５）子育てにおける経済的支援等

策

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の充実
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。

２３年度の計画実績・総括
義務教育就学児医療費助成制度については、所得制限の撤廃を含めた制度設計の見直しを東
京都に引き続き要望していく。
乳幼児医療費助成事業
７．８６４件
義務教育就学児医療費助成事業
８．７２０件
２４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）

義務教育就学児医療費助成制度については、所得制限の撤廃を含めた制度設計の見直しを東
京都に引き続き要望している。

実績数

乳幼児医療費助成事業
義務教育就学児医療費助成事業

8,924件
9,022件

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
毎年、義務教育就学児医療助成制度に関して、東京都へ所得制限の撤廃を要望しているが、
撤廃には至っていない。一部の地域では上乗せで助成をしている区市町村があるが、当市では
難しい。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 申請漏れを防ぐために市民課等との連携が図れ
内 た。（出生・転入）
容
今後の取り組み内容

引き続き東京都に所得制限の撤廃を要望する。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（５）子育てにおける経済的支援等

策

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。

２３年度の計画実績・総括
４月から９月までは子ども手当つなぎ法により１万３千円で同額継続したが、１０月からは
子ども手当特別措置法により、受給者全員からの申請が必要となり、支給額も１万５千円と１
万円に分かれた。
支給延べ人数 ２２０，１７６人（平成２３年度当初予算数値）
２４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24年4月より改正児童手当法が施行されたことに伴い、平成24年6月分の児童手当から所
得制限が設けられることになった。
○所得制限の範囲内の方
→3歳未満及び3歳以上小学校終了前の第3子以降のお子さん…月額15,000円の支給
→3歳以上小学校終了前の第1,2子のお子さん及び中学生一律…月額10,000円の支給
○所得制限の範囲を超えた方
→一律月額5,000円の支給
児童手当受給者に対し、年に1度更新の手続き（現況届の提出）をしていただき、その審査結果を送付する際に児童
手当についての案内文を対象者全員に同封したことで、周知の徹底をした。また、ホームページにて制度の案内も
行った。

実績数

支給延人数

265,290人（平成24年度当初予算数値)
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

児童手当、特例給付現況届未提出者への対応

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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

国の制度に合わせて、支給することができた。

今後の取り組み内容

児童手当から、保育料・児童クラブ使用料滞納者の特別徴収を実施予定。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

（５）子育てにおける経済的支援等

策

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。
２３年度の計画実績・総括

保育料等審議会から答申をいただき、平成23年12月に保育料徴収条例の改正を行い、平成24
年4月より保育料の適正化を図った。私立幼稚園入園料補助金を平成24年4月から7,000円（従来
5,000円）に増額することになった。
２４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24年4月より認可保育所の保育料の適正化を図った。
○平成24年4月より私立幼稚園入園料補助金を7,000円（従来5,000円）に増額した。

実績数

私立幼稚園入園料補助金を2,000円／人増額
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 認可保育所の保育料の適正化を図った。私立幼
内 稚園入園料補助金を増額した。
容
今後の取り組み内容

認可保育所と認可外保育施設等の保育料の格差を是正するための補助金のあり方について検
討する。

所管課

子ども育成課
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

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。

２３年度の計画実績・総括

次世代育成支援行動計画の趣旨に沿って意識啓発を行った。

２４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）
育児休業の対象となる男性職員に対して、出産補助休暇等の育児補助制度について直接周知
し、男性職員に対して育児意識の啓発を行った。
育児休業の手引きを改定し、総務会議及び新入職員説明会で配布・周知を行った。また、昨
年度に引き続き、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。
男性市民に向け、ころころの森、子育てひろばにおいて、父親の参加しやすい講座の開催や、そこの場所（子育
てひろば等）にいるだけで他のご家庭の子育てに触れることもでき、参加者への育児意識の向上が図られた。また、
ころころの森において、これから父親となる男性への取組みとしてパパ・ママ講座を実施した。（子ども総務課）

実績数

平成24年度男性職員の育児休業取得者1名（20名中）、取得率5％(平成23年度男性取得者2名
（15名中）、取得率13%)
（参考：平成24年度女性職員の育児休業取得率：100％、平成23年度女性取得率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

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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 ここ数年、男性職員の育児休業取得者があり、
内 育児休業取得率についても向上傾向にあるため。
容
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(10％）の達成を目指していく。
所管課

人事課
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

事業・展開 育児休業制度の普及・促進
計画書
内容

①

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。

２３年度の計画実績・総括

市として特定事業主行動計画の普及・促進を行った。

２４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）

育児休業の対象となる男性職員に対して、出産補助休暇等の育児補助制度について直接周知
し、男性職員に対して育児意識の啓発を行った。また、育児休業の手引きを改定し、総務会議
及び新入職員説明会で配布・周知を行った。また、昨年度に引き続き、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。

実績数

平成24年度男性職員の育児休業取得者1名（20名中）、取得率5％(平成23年度男性取得者2名
（15名中）、取得率13%)
（参考：平成24年度女性職員の育児休業取得率：100％、平成23年度女性取得率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

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 育児休業の対象となる男性職員に対して、現行
内 の育児休暇制度の周知などを行った。
容
今後の取り組み内容

今後も現行の育児休暇制度について、イントラ等を利用して周知を行っていきたい。

所管課

人事課
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

事業・展開 育児休業制度の普及・促進
計画書
内容

②

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。

２３年度の計画実績・総括
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
で送付されてくるポスターの掲示のみに留まった。
２４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）

国や都の啓発等で送付されてくるポスターの掲示のみに留まった。

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
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
十分な取り組みができた

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
昨年度同様のことしかできなかった。
内
容
今後の取り組み内容

国や都に沿った一般事業主に対する啓発を進める。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

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。
２３年度の計画実績・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以外に新たな啓発は行えなかった。

２４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（レインボープラン）を配置した。

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
ホームページ・情報コーナー・図書館等に計画書（レインボープラン）を配置しても、自ら
見る人はいない。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

新たな啓発方法について検討できなかった。

今後の取り組み内容

行政内部だけでなく育成部会の中でも投げかけをし、子育て家庭に対するレインボープラン
の効果的な周知方法を探る。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

事業・展開 子育てサポート講座の実施
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・総括

実施したい講座であったが、事業として組むことが難しく未実施。

２４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）

市民講座「私の子育てを見つけよう」6月6日～6月27日までの毎水曜日計4回萩山公民館で実
施。

実績数

10組の親子
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

平日での実施になると、参加できる方が限られてしまう。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 参加された方からは、育児仲間づくりができた
内 と好評をいただいた。
容
今後の取り組み内容

公民館事業として、子育てサポート講座をより充実して実施していく。

所管課

公民館
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平成２４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 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

施

（１）家庭・職場・地域における意識啓発

策

事業・展開 子育てサポート講座の実施
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

平成22年度に引き続き事業を実施した。
ひまわり会 センター長の子育ての話、パパと遊ぼう、1・2・3子育てママのほっとタイム、双子ちゃんの支援、
プレママプレパパ講座、パパの子育て講座、食育講座、利用者参画協働行事
ひまわり会（２３組）、センター長(３９７組）パパとあそぼう（９人）、１・２・３子育てママのほっとタイム(２８組）、
双子ちゃんの支援(２２名）、プレママプレパパ講座（１６組）パパの子育て講座（１３名）食育講座（４０組）、
利用者参画協働行事（１７６人）

２４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年度に引き続き事業を実施した。
ひまわり会 汐見先生の何でも育児相談、1・2・3子育てママのほっとタイム、双子ちゃんの
支援、プレママプレパパ講座、パパ講座、5，6か月赤ちゃんのおしゃべりタイム、食育講座、
利用者参画行事に加え、新規事業として育児グループ支援を実施した。

実績数

ひまわり会（26組）、汐見先生(延630人）、1・2・3子育てママのほっとタイム(25組）、双子ちゃん
の支援(延25組）、プレママプレパパ講座（25組）、パパ講座（延108人中、父延18人）、食育講座
（40組）、利用者参画協働行事（延155組）、5，6か月赤ちゃんタイム（延202組）、育児グループ支
援（1期8組、2期10組）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
子育てひろばや、ころころの森に来館できない人のための子育てサポート講座を実施するた
めに、連携が必要となる関係機関との調整が必要である。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

これまで好評の事業に加え、2，3歳児対象に、
評
育児グループ支援ということで、仲間とともに子
価
育てする場を提供し、固定メンバーが連続して集
内
まる中で安心して過ごし、互いに知り合い、子ど
容
もを見まもれる関係を育てることができた。
今後の取り組み内容

関係機関と連携しながら、ころころの森以外でも、子育て家庭への子育てサポート講座が実
施していけるよう検討を行う。

所管課

子ども総務課
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平成２４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 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

施

（２）権利や義務に関する意識啓発の推進・充実

策

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
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。
２３年度の計画実績・総括

児童虐待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。

２４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して、児童虐待防止に向けた意識啓発や情報の共有化を図っ
た。また、子ども家庭支援センターカード（名刺大）を配布した。

実績数

要保護児童対策地域協議会での各機関の役割を生かした啓発活動を行った。
通告先一覧カード68,000枚作成
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

児童虐待防止に対する認識を広く市民に周知するための方法について工夫が必要である。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
価 カード配布により、各関係機関での虐待防止へ
内 の理解が深まった。
容
今後の取り組み内容

児童虐待をしてはいけない、させてはいけないという意識の元、引き続き、要保護児童対策
地域協議会の関係機関がそれぞれの役割を生かした啓発活動が行えるように働きかけると共
に、地域全体として児童虐待防止に努める。
所管課

子育て支援課
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平成２４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 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

施

（１）読書推進のための人的体制の充実

策

事業・展開 子どもの読書に関わる市民活動の支援
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

各種研修会、情報交換会の開催により、子どもの読書に関わる市民活動の充実に向けた支援を
行うほか、読み聞かせ等への派遣も安定して実施することにより、市内の読書活動を推進するこ
とができた。 研修会（子ども読書応援団養成講座ほか）
18回 参加者延べ907人
情報交換会（子ども読書連絡会）
2回 参加者延べ 45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403回
２４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、学校で読み聞かせをする保護者のための「読み聞かせ入門講座」や
学校図書館整備に関わる保護者のための「学校図書館ボランティア研修会」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5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」の研修や交流の機会を継続して提供し、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）20回 参加者延べ756人
情報交換会（子ども読書連絡会）
2回 参加者延べ 41人
ボランティア派遣 乳幼児への読み聞かせ（派遣回数 延べ314回）ほか

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
子ども読書活動の推進にあたっては、市民活動の担う役割が大きい。その充実した活動を維持
するためには、ボランティアを支援する体制の整備や研修の実施とともに、全体をコーディネー
トできる職員の人材育成も欠かせない。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

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継続実施し、講座
受講者やおはなし会参加者からも好評を得てい
る。関連団体との事業も多彩で安定感のあるもの
となった。

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。
所管課

図書館
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平成２４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 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

施

（１）読書推進のための人的体制の充実

策

事業・展開 子ども関連部署庁内連絡会等の推進
計画書
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。
２３年度の計画実績・総括

東村山市子ども読書活動推進計画に関わる担当部署間の調整、進捗状況の報告・管理等を行
い、連携体制を維持した。
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
２４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と学校図書館推進部会を同時開催して情報共有を図るほか、関連部
署間の連携事業を進めた。
おひさま広場・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・調整を行うほか、指導室・図書館連携による学校図書館専任司書の育成・支援
において成果を上げた。

実績数

子ども関連部署庁内連絡会と学校図書館推進部会を同時開催（1回）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

現状を維持していきたい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 学校図書館専任司書の育成・支援、学校図書館
価 の環境整備、乳児健診時の啓発事業、おひさま広
内 場・保育園での読み聞かせ活動など、関連部署間
容 で連携を図った事業を実施できた。
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
化や調整を図り、事業提案を行う。

所管課

図書館
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平成２４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 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

施

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

策

事業・展開 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。
２３年度の計画実績・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。
おすすめ絵本パックの設置 16か所
乳幼児への読み聞かせボランティア派遣 34か所 延べ352回
２４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）
絵本の読み聞かせについては、市立図書館でおはなし会を開催するだけでなく、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へのボランティア派遣によ
り、乳幼児親子が絵本に触れ合う機会の充実に努めた。
また、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24年度は18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。

実績数

おすすめ絵本パックの設置 18か所
乳幼児への読み聞かせボランティア派遣

39か所

延べ314回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
「おすすめ絵本パック」の本の更新希望が多く、継続的な資料費が必要である。
絵本に出会う場の中心となる図書館利用を促すためには、乳幼児親子が気軽に利用できる環境
づくりなどの図書館の施設面での抜本的な対策が必要である。
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

3～4か月児健診の会場での読み聞かせは特に第
評
1子の保護者の満足度が高く、市内各所でのおは
価
なし会参加につなげることができたが、「おすす
内
め絵本パック」の内容更新については十分とはい
容
えない。
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。

所管課

図書館
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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

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

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

策

事業・展開 学校図書館の充実（市立小・中学校）
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。
２３年度の計画実績・総括

指導室予算で学校図書館専任司書を後期から配置し、学校図書館内の整備作業や開館、授業補
助、図書委員会活動の補助等の取り組みを開始した。また、学校図書館担当者連絡会での研修や
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
向けの研修などを継続実施した。
学校図書館担当者連絡会 3回、ボランティア研修会1回、
学校への図書貸出件数 472件（14,343冊）
２４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）
学校図書館専任司書の通年配置初年度に当たり、学校への支援の仕組みを整理しつつ、その支
援の質も量も大幅に拡大した。
図書館だより発行に向けて、テーマ別図書紹介や図書館基礎知識などのコンテンツを提供した
り、授業支援ができるように教科書卖元別の支援例や関連図書の情報共有を図るなど、学校図書
館専任司書の活動が充実したものになるように支援をした。また、継続事業として学校図書館担
当者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。

実績数

学校図書館専任司書への支援、『学校図書館の手引き』更新、
学校図書館担当者連絡会3回、ボランティア研修会1回、
学校への図書貸出件数664件（16,532冊）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

教員が学校司書を活用するにつれ、配置時間拡大への要望が寄せられた。臨時職員であるため
安定した任用ができず、配置の拡大や任用の安定化への計画的な対応が求められる。
さらに、蔵書管理や資料情報の収集に向けたシステム化の検討も進めていく必要がある。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

取り組みが不十分であった

評
学校図書館専任司書の配置により、館内の整備
価
が進み、授業等での活用の機会も増えて、学校内
内
での読書活動が拡大した。
容
今後の取り組み内容

引き続き関係所管の連携を進め、専任司書の役割の明確化、支援事業の充実により、各学校の
状況に応じた読書推進への取り組みを継続する。

所管課

図書館
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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

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

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

策

事業・展開 本を使った調べ学習の支援
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。
２３年度の計画実績・総括

学習指導要領の改訂に伴い、小学校では平成23年度から、中学校では平成24年度から使用する
新教科書に対応した関連図書リストを図書館で作成し、学校図書館での活用ができるように準備
した。また、後期から配置された学校図書館専任司書が、図書館活用卖元で使用できるように
「分類ゲーム」の貸出や百科事典の使い方指導資料の提供などを行った。
市立図書館からの図書特別貸出 472件（14,343冊）
２４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）
本を使った調べ学習の充実に向け、基本となる分類指導用の「分類ゲーム」の貸出や百科事典
の使い方指導のための資料提供や百科事典の調達調整などを行った。
さらに、教科書卖元別の支援例や関連図書の情報提供を行うほか、学校図書館専任司書や各校
の教員からの相談に応じて、授業で利用する本の準備・貸出、購入図書選定の相談受付等を引き
続き行った。
また中央図書館では、小学４～６年生を対象に夏休み調べ学習講座「調べものはかせになろ
う」を実施した。

実績数

市立図書館からの図書特別貸出

664件（16,532冊）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
本を使った調べ学習を充実させるためには、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。学校図書館専任司書の配置の継続・充実とともに、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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 本を活用した調べ学習を進めるために、各学校
価 の状況に合わせて相談等に応じ、授業で利用する
内 本の準備や貸出等の図書特別貸出の件数が増加し
容 た。
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、環境整備や各校の状況に応じた選書、
計画的な購入等を進め、蔵書の質と量の充実を図る。司書教諭、学校図書館担当教諭、市立図書
館司書、及び学校図書館専任司書の連携を深め、学習の内容に応じた図書活用の充実を図る。
所管課
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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

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

（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進

策

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。
２３年度の計画実績・総括

乳幼児に対しては、健診時のブックリスト・啓発パンフレット配布や3～4か月児健診での読み
聞かせ等により、絵本と出会える場所のＰＲ等を実施した。
小中学生には、夏休み前に配布したブックリスト掲載本を全図書館で展示・貸出したほか、小
学生保護者向け案内や「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の啓発事業
を実施した。
3～4か月児健診・乳児学級でのＰＲ
実施回数37回
ブックリスト等の発行（子ども・保護者・ボランティア対象のもの各種）
２４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）
前年に引き続いて、関係所管との連携による事業を実施した。
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、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を実施することにより、市内各所でのおはなし会参加に
つなげることができた。
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・貸出を行うほか、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、時機に合わせた啓発事業の充実を図った。

実績数

3～4か月児健診・乳児学級でのＰＲ 実施回数37回
ブックリスト等の発行（子ども・保護者・ボランティア対象のもの各種）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ホームページの更新は事業実施案内に留まる現状にあるが、内容の充実にあたっては技術的な
制約も多く、人的体制の整備や人材の育成が必要である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
定例化した事業については、関係機関との連携
価
により内容の充実を図ることができたが、マップ
内
の追加作成等の新規事業が実施できなかった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子どもの読書活動については、関係所管との連携や、ボランティアの育成、支援による事業の
充実とともに、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。

所管課

図書館
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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

施

（１）公園等の活用による屋外遊び場の確保

策

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。
２３年度の計画実績・総括

4回のワークショップ及び報告会を行い（述べ参加人数100名）、「熊野公園ボランティアの会」が立ち
上げられた。ボランティアによる「落ち葉掃き＆焼き芋」が行われ、約50名が参加。ボランティアによる
『くまの子通信』の発行。（みどりと環境課）
子どもたちの安全・安心な居場所、遊び場として、年間を通じて小学校校庭を開放する「遊び場開放」
事業を実施。また、土曜日の子どもたちの居場所として地域の方やスポーツ団体、文化団体の協力のも
と、「土曜講座」を開設。放課後子ども教室は市内小学校4校で実施。(社会教育課）

２４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）
『水鉄砲大作戦』（9月実施 約150名参加）、『落ち葉掃き＆焼き芋』（12月実施
月例定期清掃（各回 約15～20名参加）、草花植栽等。（みどりと環境課）

約120名参加）、

子どもたちの安全・安心な居場所、遊び場として、年間を通じて小学校校庭を開放する「遊び場開放」
事業を実施。また、土曜日の子どもたちの居場所として地域の方やスポーツ団体、文化団体の協力のも
の、「土曜講座」を開設。
「放課後子どもプラン」に基づき、放課後子ども教室を市内小学校4校で実施。校庭、体育館、教室、
図書室などで、自由に安全かつ安心して遊べる環境を整えている。
放課後子ども教室ののべ参加児童数は、平成23年度の4,100人に対し、平成24年度は6,487人となってお
り、参加児童にとって過ごしやすい環境を提供できている。(社会教育課)

実績数

イベント（水鉄砲大作戦・約150名参加、落ち葉掃き＆焼き芋約120名参加）、清掃等（定期
清掃・各回約15～20名）（みどりと環境課）
土曜講座参加数 27,180名、放課後教室参加児童 6,487名（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
イベントや定期清掃は参加者確保できているが、役員的レベルの会員が集まらず、人材不足。（みどり
と環境課）
土曜講座、放課後子ども教室の趣旨に賛同し、協力いただける人材の不足。（社会教育課）

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

清掃活動・イベントともに参加者は予想を上回
評 るものだったが、企画・運営への人材が乏しく、
価 人材不足。（みどりと環境課）
内
容 子どもたちの安全・安心な居場所・遊び場を確
保できた。（社会教育課）

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
社会貢献活動企業のボランティア清掃活動の拡張及び公園を中心とした地域住民からの人材発掘。公園
でボール遊びができる仕組みを構築するため、現在、候補地を絞り込み指導者の発掘を進めている。今
後、公園イベントでのボール遊びを試行しつつ、ルールづくりなどの実施に向けた仕組みづくりを行って
いく。（みどりと環境課）
子どもたちの安全・安心な遊び場の確保を学校を中心に継続していけるよう、地域住民を中心として人
材を発掘していきたい。（社会教育課）

所管課

みどりと環境課・社会教育課
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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

施

（２）児童館事業の充実

策

事業・展開 新館の整備
計画書
内容

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。

２３年度の計画実績・総括

建設用地や市財政の状況等から新館の整備は極めて困難な状況であった。

２４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）

レインボープランにおける7エリアを地域福祉計画における5エリアに再編したが、現存の5館
は各エリアに1館ずつの配置となっている。このことから今後展開については検討を要するもの
の、現状では各エリアに配置済みとなっている。

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

平成27年度からの新計画との整合性により、新たな課題が生ずる可能性はある。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

新館整備は困難により現状維持とした。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

エリアの再編が一段落したことから、当面の間は現状で継続させたい。

所管課

児童課
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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

施

（２）児童館事業の充実

策

事業・展開 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。
２３年度の計画実績・総括

夜間開館（富士見）、おひさま広場、憩いの家との交流、ベビーマッサージ等、年齢層と行事の双方を幅広く展開した。
中高生対象事業
ヤングライブ（富士見児童館）・・・・参加バンド7組
卒業ライブ（富士見児童館）・・・・・参加バンド7組
中高生バスケ（本町児童館）・・・・・参加51回
ふれあい事業
工作・ダンス発表会（萩山児童クラブ＆萩山憩いの家）・・・・・・・児童38名・憩いの家利用者32名
昔遊び（お手玉・けん玉）（回田児童クラブ＆回田憩いの家）・・・・児童60名・憩いの家利用者20名
昔遊び・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ（久米川東児童クラブ＆久米川憩いの家）・・・児童36名・憩いの家利用者40名
おやつづくり・ゲーム（富士見児童館・育成室＆富士見憩いの家）・・幼保3組・児童43名・憩いの家利
用者18名
子育て支援
ベビーマッサージ
親子体操
わらべうたあそび
リトミック教室
秋津児童館
4回
25回
6回
栄町児童館
10回
49回
10回
富士見児童館
9回
40回
5回
6回
北山児童館
0回
20回
5回
本町児童館
1回
38回
3回

２４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年度に引き続き、富士見児童館での夜間開館、児童クラブを会場としたおひさま広場、昔遊びや
ダンス、ゲーム等を通して、児童クラブ児童と憩いの家の利用者との交流を目的としたふれあい事業のほ
かに、各児童館行事を通してベビーマッサージ、親子体操等で子育て支援を行った。木工作、革工作、手
芸やエレキギター教室、あそびうたコンサート等の音楽、料理教室、スポーツチャンバラ等、メニューを
工夫し開催した。

実績数

中高生対象事業
ヤングライブ（富士見児童館）・・・・参加バンド4組
卒業ライブ（富士見児童館）・・・・・参加バンド7組
中高生バスケ（本町児童館）・・・・・参加363名
ふれあい事業
工作・ダンス発表会（萩山児童クラブ＆萩山憩いの家）・・・・・・・児童42名・憩いの家利用者32名
昔遊び（お手玉・けん玉）（回田児童クラブ＆回田憩いの家）・・・・児童43名・憩いの家利用者15名
昔遊び・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ（久米川東児童クラブ＆久米川憩いの家）・・・児童34名・憩いの家利用者30名
おやつづくり・ゲーム（富士見児童館・育成室＆富士見憩いの家）・・幼保9組・児童30名・憩いの家利
用者13名
子育て支援
ベビーマッサージ
親子体操
わらべうたあそび
リトミック教室
秋津児童館
4回
25回
6回
栄町児童館
9回
25回
10回
富士見児童館
7回
29回
5回
6回
北山児童館
0回
21回
5回
本町児童館
0回
35回
6回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
中高生対象事業はバンドとバスケットのみ。ジャンルの拡大がないことから利用者数は横ばいである。夜間開館実
施施設の拡大も施設・人員・環境面から難しさを抱えている。

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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価 中高生対策事業の拡大はなかったものの、異世代交
流には力を入れる等ある程度の取り組みができたと考
内 える。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
現状の行事等を維持していくとともに催し物の内容を多様化し、各年齢が参加し易いメニューを工夫する。
児童館を利用している小学生時代から継続的に中高生時代へ繋がる活動領域を模索したい。

所管課

児童課
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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

施

（２）児童館事業の充実

策

事業・展開 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
２３年度の計画実績・総括

地域の子育てサークルの活動の場として、児童クラブを活用し支援を図った。
年間利用数 秋津東児童クラブ
201名
萩山児童クラブ
48名
合計249名
２４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年度に引き続きホームページ、児童館のお便り、ポスター掲示等でＰＲを図った。
本町児童館においては、「ほんちょう子育てひろば」(子ども総務課事業)を本町児童館集会室
で第一保育園とともに活動をサポートし、サポーター会議・ほんちょう子育てひろば会議・子育
てひろば全体会議に参加して連携を図っている。

実績数

児童館子どもフェスタ（あそぼう会）の会場で、児童館・児童クラブ（おひさま広
場等）について、大型パネルを掲示してＰＲ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

子どもの成長に伴い、サークル継続の意義が移り変わってゆくことから同一メンバーでのサー
クル寿命は短く継続性がない。先輩から後輩へ引き継ぐような仕組みがないとサークルとしての
発展が見込めないなど課題がある。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価
内
容

平成23年度同様に取り組み、現状維持した。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

児童館・児童クラブが所有する備品について、事業に支障がない範囲で貸し出しを行い、活動
を支援していくシステムを確立する。
所管課

児童課
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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

施

（２）児童館事業の充実

策

事業・展開 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。

２３年度の計画実績・総括
音楽バンド
活動拠点として富士見児童館で毎週金曜日の18～20時30分に夜間開館を実施した。バンド練習だけ
でなく、その成果を発表するライブ等の企画もサポートした。参加バンドは11チーム。
バスケットボール
時間帯を工夫して自由来館で楽しめるよう体育室を開放し、また本格的に活動を行いたい中高生に
ついては定例行事として活動の場を保障した。

２４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年度に引き続き、夜間開館及び中高生バスケで中高生の居場所づくりを行った。
富士見児童館夜間開館利用者数303名
中高生バスケ(本町児童館)363名

実績数

ヤングライブ
卒業ライブ

平成24年8月24日
平成25年3月29日

参加バンド4組
参加バンド7組

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
事業開始当時から連綿と同じルールで開館している。手続きも簡便で変更もなく、継続性から使い慣れ
て利用しやすいメリットもある一方、特定者の利用に留まっており、新たな利用拡大がこのままでは見込
めないなど、一考を要する必要があるともいえる。
夜間開館によって、増嵩するコスト対策として勤務時間をずらして時間外手当を押えているが、その分
昼間が手薄になるなど、どの時間帯に基軸を置くかを検討する時期が到来している。

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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

平成23年度同様に取り組み、現状維持した。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
児童館の設備・環境やある程度占有利用できるスペースや時間帯などを考慮しながら取り組み
を進めてきたが、従前通りに児童館が中高生の求める活動を支援する面と中高生が異年齢の子ど
もたちが集う中で、場・時間帯で低年齢児童の活動を支援することが可能な環境を整え、ボラン
ティア活動に繋がるような支援をしていく。
所管課

児童課
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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

施

（２）児童館事業の充実

策

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
２３年度の計画実績・総括

例年、中高生を学校・社会福祉協議会を通じて受け入れ、運営補助をしてもらうとともに、将
来ボランティアが主導的に運営を担えるように指導を行う。
ボランティア主導の行事
鉄道模型展示
乗用ミニ鉄道運行
ヤングライブ
２４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）
児童館子どもフェスタや児童館でのイベントが土曜日や三期休業期間中に実施する際に、行事
のサポートとしてボランティアの受け入れを行った。
「鉄道模型展示・運転会」（本町児童館）や「あそぼう会」の乗用ミニ鉄道コーナーでは、か
つての利用児童が鉄道会社の運転士として、就職後もイベントの手伝いに駆けつけてくれるな
ど、利用者ＯＢとの縁が切れることなく継続している。富士見児童館においても、バンド活動の
発表会「ヤングライブ」に利用者ＯＢが世話役として後輩の活動を支援している。

実績数

児童館子どもフェスタ「あそぼう会」中学生10名、高校生2名、大学生2名
秋津・栄町児童館「おばけまつり」中学生4名、高校生9名、大学生2名
幼児の水あそび（5館）中学生4名、高校生4名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ボランティアの多くは学生であり、学校行事や試験等が入ると優先順位に劣るため不定期かつ
不安定な状態になる。このため、なかなか児童館事業の中心を担う段階まで到達せず、一定レベ
ルの参画に留まってしまうことは致し方ないと考える。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
先輩ボランティアから後輩ボランティアへの指
価
導を率先して行っているが、新規のボランティア
内
が尐ないため現状維持にとどまる。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

ボランティア活動を通して得た指向や専門性を児童館活動の中でも発揮・活用できる仕組み
(サイクル)を作ることによって、事業の領域を拡大していく。

所管課

児童課
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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

施

（３）地域の施設の活用

策

事業・展開 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。

２３年度の計画実績・総括
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）実施し、学校と地域の連携拡充を図ることができた。 実績数 土曜講座参加者
4,100名、スポーツ開放（校庭）164,240名、スポーツ開放（体育館）234,631名、教室開放
13,942名
２４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）

前年度と同様に学校施設コミュニティ開放推進委員長会議や土曜講座実行委員会を通じて、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）を実施し、学校と地域との連携拡充をより図ることができた。また、学校開放（遊び
場開放）として、子どもたちが自由な発想のもとで遊べる環境をつくっている。

実績数

土曜講座参加者6,487名、スポーツ開放（校庭）180,646名、スポーツ解放（体育
館）234,302名、教室開放18,468名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

校庭開放は、校庭での大会等の利用希望が多く、利用団体の希望どおり校庭を使えることが尐
ない。土曜講座はご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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価 学校施設コミュニティ開放推進委員会や土曜講
内 座実行委員会と連携して取り組んでいる。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も利用団体を含め、コミュニティ開放推進委員会や土曜講座実行委員会と連携し実施して
いきたい。

所管課

社会教育課

96

平成２４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 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

（３）地域の施設の活用

策

事業・展開 その他の公共施設の活用①
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。
２３年度の計画実績・総括

22年度と同様に（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た。事業
面では、子ども映画会を数多く実施したり、夏休みにおもしろ科学遊びという卖発講座を実施し
た。
２４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）

夏休み子ども特集として、子ども映画会を数多く実施したり、卖発講座で小学生対象のおもし
ろ科学あそび等、また親子社会見学を実施した。

実績数

参加者数

延べ64名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

親子社会見学は、市バスの乗車定員上、参加人数が限られてしまう。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 個別に検討の余地があるが、全体としてはある
内 程度の効果があったと思われる。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
公共施設の活用という点においては、公民館の利用または講座・事業等の参加を通して、将来
的に地域に貢献していくように支援することができればと考えている。そのための主催事業等を
検討していく。
所管課

公民館
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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

施

（３）地域の施設の活用

策

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。
２３年度の計画実績・総括

○夏季運動公園プール開放（夏季）において中学生以下を対象に2日間無料開放し、823人の利用
があった。
○学校施設スポーツ開放においては、体育館で234,631人、校庭で164,240人の利用があった。
○久米川尐年野球場は尐年野球団体を中心に17,382人の利用があった。
２４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）

○運動公園プール開放（夏季）期間において、中学生以下を対象に2日間の無料開放日を実施し
た。
○試合・練習等、各種スポーツ団体の活動の場として、学校施設を開放した。(スポーツ開放)
○尐年野球の試合や練習等、尐年野球団体の活動の場として、久米川尐年野球場を開放した。

実績数

○屋外プール無料期間中（2日間） 中学生利用者690名
○学校施設スポーツ開放 体育館234,302名、校庭180,646名
○久米川尐年野球場16,665名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施設の経年劣化による延命存続。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

屋外プールは安定した運営で、幅広い年齢層のレ

評 ジャー施設として開放し、サービスの充実を図ってい
価 く。
内 学校スポーツ開放は、各学校及びコミュニティの個
容 性に合わせ、開放委員会により実態に合った運営をし
ている。

今後の取り組み内容

当該施設の継続した開放の実施。

所管課

市民スポーツ課
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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

施

（３）地域の施設の活用

策

事業・展開 その他の公共施設の活用③
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。
２３年度の計画実績・総括

○歴史館での事業
7月30日 れきしかん夏まつり（歴史館内で６の体験・工作等の実施） 248名
8月4日/24日 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）23名
8月25日 親子わらじづくり（歴史館内でわらじを作成、その後八国山散策） 5名
1月14日 まゆ玉飾りづくり（まゆ玉だんごを作り樫の木にさす体験事業） 8名
○たいけんの里の子ども向け事業の実施
4月春の野草 他 17名
5月アニバーサリー事業 他 414名
6月柏餅づくり 他 42名
7月親子縄文土器づくり 他 87名
8陽だまり散歩 他 105名
9月革のパスケースづくり 他 51名
10月きのこのしごと 他 53名 11月はっけんのもりへようこそ 他 291名
12月稲わらでリースづくり 他
39名
1月凧・大人の縄文土器づくり 他 23名
2月縄文土器の野焼き 他 75名
3月八国山自然観察会 他 5名

２４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）
○歴史館での子ども向け事業の実施
5月27日 紙芝居「单秋津の平和観音」（展示付随事業として実施）
76名
7月29日 れきしかん夏まつり（歴史館内で６の体験・工作等の実施） 231名
8月2日/22日 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）
18名
8月25日 わらじを作って履いてみよう（歴史館内でわらじを作成、その後八国山散策） 4名
1月12日 まゆ玉飾りづくり（まゆ玉だんごを作り樫の木にさす体験事業） 10名
○たいけんの里の子ども向け事業の実施
4月おいしかな春の野草 他 70名
5月アニバーサリー事業 他 119名
6月花見だんごづくり 他 34名
7月夜の昆虫採取 他 42名
8月東村山こわ～い話 他 69名
9月自然で楽器づくり 他 17名
10月八国山のきのこさん 他 29名 11月はっけんのもりへようこそ 他 332名
12月稲わらでリースづくり
他 38名
1月凧・羽子板づくり 他 48名
2月縄文土器の野焼き 他 21名
3月八国山バードウォッチング 他 31名

実績数

年間子ども来館者数

歴史館5,514名、たいけんの里6,115名

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価
内
容

子ども向けの事業を増やした。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
平成25年度も同様に行う。
所管課

ふるさと歴史館
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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

３．放課後における児童の育成

施

（１）放課後児童対策の充実

策

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。
２３年度の計画実績・総括

平成23年4月に5か所の第2クラブを開設した。
受入規模数
第2青葉児童クラブ
60名
第2化成児童クラブ
58名
第2久米川児童クラブ 59名
第2秋津東児童クラブ 56名
第2東萩山児童クラブ 30名
２４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）
空きがある児童クラブに限り、入会要件の「指数11」を1段下げ、「指数10」でも入会できる
ようにしたほか、4月には栄町児童館育成室に第2施設を開所し、更なる受入施設の拡充を図っ
た。
保護者との協議では、「東村山市児童クラブの設置運営基準に関するガイドライン策定会議」
を立ち上げ、6月、7月、9月、12月、1月、2月と会議を開催した。
運営のあり方の議論は活発に行われたが、開所時間延長については見送りとなり、今後に再度
検討することとなった。

実績数

平成24年度新規受入数（平成24年1月4日～2月16日申込まで）
全24施設 431名（10名）
（カッコ内は指数10の児童数）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ユーザーの希望とコストは反比例することから、高効率化により乗り切る一方で安全やクオリ
ティ面での懸念がある。
今後は児童クラブ使用料の改定も視野に入れ、相応しい料金と提供サービスのバランスを保護
者と協議する必要がある。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
第2クラブの開設により大規模化の緩和及び指
価
数10での入会ができたため、受け入れ児童数を増
内
やすことができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
児童クラブ使用料の改定を行う必要がある。これは現状でのサービスと金額（使用料）が相場
と比して妥当かどうかを検証することも含め、「東村山市児童クラブの設置運営基準に関するガ
イドライン」に基づいた運営でのコストについても検証する必要がある。
所管課

児童課
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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

３．放課後における児童の育成

施

（１）放課後児童対策の充実

策

事業・展開 地域の社会資源を活用した事業の推進
計画書
内容

①

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。

２３年度の計画実績・総括

新たに富士見小学校にて、「放課後子ども教室」を実施した。

２４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）

4校（大岱小・秋津小・青葉小・富士見小）において、子どもたちの放課後の安全・安心な居
場所として成果をあげた。実施数 4校で271日実施、参加児童4,100名

実績数

4校で280日実施、参加児童6,487名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

実施する学校の拡大にあたっては、35人学級に伴う空教室の確保、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確保が課題である。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 地域で協力していただける人材の確保に努め、
内 安全で安心な居場所とすることができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

実施校の拡大については、35人学級との関係もあり、学校や教育委員会内部で十分な調整を図
り検討していく。

所管課

社会教育課
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 学習機会の充実
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・総括

「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」における自然体験や海洋体験を通じて、子ど
もたちに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
の大切さ等を伝え
た。実施数 「輝け！東村山っ子育成塾」参加者 延べ304名 「なぎさ体験塾」70名
２４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）

前年度の取り組みを検証した中で、「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」における
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
大切さ等を学ぶことができるように努めた。

実績数

「輝け！東村山っ子育成塾」参加者 延べ286名

「なぎさ体験塾」70名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
なぎさ体験塾は、市長会からの助成金によるものであり、今後、助成金の仕組みに大きな変更
があった場合においても、事業が継続できるように検討が必要である。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評 「輝け！東村山っ子育成塾」では、様々なプロ
価 グラムを通じ、学習することができた。
内 「なぎさ体験塾」においても、様々な海洋体験
容 を通じ、子ども同士の交流は十分に図られた。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も様々な体験を通して、命の大切さ、仲間の大切さ、あいさつの大切さ等を学ぶことができる事業
内容を検討し、実施していきたい。

所管課

社会教育課
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 学習機会の充実
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

夏休み子ども映画会の上映及び、市バスを利用しての親子社会科見学。
また、東京都等の共催事業「キッズ伝統芸能体験」として日本舞踊を行った。

２４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）

夏休み子ども映画会「コロボックルのすてきなおくりもの」
親子社会科見学「羽田空港とＪＡＬ機体整備工場見学」
キッズ伝統芸能体験「9月21日から3月28日全18回の開催」

実績数

[映画会]17名、[見学]27名、[キッズ]24名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

○親子社会科見学は、市バスの乗車定員上、参加人数が限られてしまう。
○子どもたちにとって、魅力ある文化財や伝統行事を通じて郷土を学ぶ機会を与えられるような
事業、講座を企画・運営すること。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価 映画会への参加が今ひとつであったため、上映
内 内容を検討した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

キッズ伝統芸能体験は、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。

所管課

公民館
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 学習機会の充実
計画書
内容

③

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。
２３年度の計画実績・総括

祭囃子保存連合協議会や雅楽振興会の公開のための補助金支出。 その他に7月30日 れきし
かん夏まつり（歴史館内で６の体験・工作等の実施） 248名、8月4日/24日 子どもはたおり体
験（小学校中学年～高学年対象）23名、8月25日 親子わらじづくり（歴史館内でわらじを作
成、その後八国山散策） 5名、1月14日 まゆ玉飾りづくり（まゆ玉だんごを作り樫の木にさす
体験事業） 8名

２４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）

祭囃子保存連合協議会や雅楽振興会の公開のための補助金支出。その他に
5月27日 紙芝居「单秋津の平和観音」 76名、8月2日/22日 子どもはたおり体験 18名、
8月25日 わらじを作って履いてみよう 4名、1月12日 まゆ玉飾りづくり 10名等の実施によ
り、伝統行事や文化財を学ぶ機会を創出した。

実績数

補助金236,700円
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
伝統的生活体験や地域学習の機会を創出した。
内
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
平成25年度もさまざまな伝統的な体験事業や学習会を行予定としているが、特に祭囃子などの
無形文化財の保護については、継承者育成や環境整備が必要となるため、無形文化財保持者とと
もに協力し課題を解決していきたい。
所管課

ふるさと歴史館
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 文化・体験・交流活動の推進
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・総括

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、夏休みから翌3月までの期間で受け入
れ、延べ234名の参加があった。
図書館学生ボランティア 登録者数80名（延べ活動者数234名）
２４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24年度も引き続き「学生ボランティア」事業を実施した。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ことを目的としたもので、
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ている。夏休みか
ら翌3月までの期間で受け入れ、延べ215名の参加があった。

実績数

図書館学生ボランティア

登録者数69名（延べ活動者数215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23年度は、学校図書館専任司書発行の図書館だよりへの掲載によるＰＲを行ったが、参加
人数は減尐傾向にあり、更なるＰＲ等の工夫が求められる。
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
参加者数は減尐傾向にあるが、参加した中学生
価
の満足度は高く、居場所や社会体験の場となり、
内
新たな図書館利用者の開拓にもつながっている。
容

取り組みが不十分であった

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。

所管課

図書館
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 文化・体験・交流活動の推進
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

はっけんのもりでの清掃活動、イベント関連の手伝いボランティアを第四中学校の生徒が実
施。（参加人数延べ３０人程度）

２４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）

はっけんのもりでの清掃活動、イベント関連の手伝いボランティアを第四中学校の生徒が実
施。

実績数

参加人数24名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

補講・クラブ活動等であまり参加してもらえない。

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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 広報活動を実施し、第四中学校以外の学校にも
内 周知した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

引き続き実施する。

所管課

ふるさと歴史館
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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

４．自ら学ぶ力の育成

施

（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援

策

事業・展開 遊びリーダー（仮称）の育成
計画書
内容

青尐年委員会、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。
２３年度の計画実績・総括

遊びリーダーとまではいかないが、青尐年委員が企画・実施している「輝け！東村山っ子育成
塾」や教育委員会主催事業の「なぎさ体験塾」でのリーダー活動において、リーダーの育成を
行った。
２４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）

遊びリーダーとまではいかないが、様々な事業において、子どもたちのまとめ役となるリー
ダーが育っている。青尐年委員の「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、リーダーが育っている。

実績数

平成24年度では育成塾出身の14名のリーダーが活躍中。
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評 「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験
価 塾」のリーダーとして参加することにより、異年
内 齢の関わりを通じ、社会性を身に付けることがで
容 きた。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」を通じてリーダーを育み、地域に貢献できる
人材を育成をしていく。

所管課

社会教育課
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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

５．家庭や地域における教育力の向上

施

（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

策

事業・展開 家庭教育の充実に向けた保護者への支援活動
計画書
内容

①

"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。
「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。"
２３年度の計画実績・総括

「家庭の日」の啓発のため、小学校入学式での啓発ティッシュの配布を行うほか、小・中学校
ＰＴＡ連合協議会や青尐年対策地区委員会を通じてＰＲを行った。
また、青尐協だより等での啓発を行った。
２４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）

昨年度と同様に「家庭の日」の啓発活動を行った。
小学校入学式での啓発ティッシュの配布を行うほか、小・中学校ＰＴＡ連合協議会や青尐年対
策地区委員会を通じてＰＲを行った。
また、青尐協だより等での啓発を行った。

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
「家庭の日」の啓発活動は、長期にわたり行っているが、一般家庭にはなかなか浸透していな
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 青尐協において、取り組み内容の検討・検証を
内 行っている。
容
今後の取り組み内容

多くの市民の方に、知っていただくように、色々な事業・イベントに「家庭の日」ティッシュ
を配布し、啓発活動を継続したい。また「家庭の日」のポスターを保育園・幼稚園・小・中学
校・高等学校・市施設等に掲示してＰＲする予定である。
所管課
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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

５．家庭や地域における教育力の向上

施

（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

策

事業・展開 家庭教育の充実に向けた保護者への支援活動
計画書
内容

②

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）

２３年度の計画実績・総括
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。
小学校配布部数 １，２０５部
中学校配布部数 １，２２４部
２４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）

「家庭教育の手引き書」改訂委員会を立ち上げ、子どもたちの実態や社会情勢等を鑑み、小学
校編及び中学校編の改訂作業を行った。
教育委員会による全校への定例訪問において、学校便りや学年便り、学級通信等に掲載した
り、保護者会等で活用したりするなどの助言を行った。

実績数

小学校配布部数
中学校配布部数

1,269部
1,255部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
子どもたちの実態や家庭環境、社会情勢等、実態に即した手引き書の改訂が必要である。ま
た、各学校における配布時期、活用方法などの工夫が必要である。中学校編については、小学校
高学年の家庭に向けた資料としても活用できるため、中学校編の小学校への配布（数冊）も有効
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
ある程度の取り組みができた

現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 平成17年以来の改訂により、手引き書の内容の
価 精選・充実を図ることができた。校長会・副校長
内 会、全校への定例訪問等で、活用の在り方につい
容 て周知を図ることができた。
今後の取り組み内容

平成25年度における「家庭教育の手引き書」改訂委員会において、小・中学校の系統性を踏ま
えた内容項目の改訂を行う。
中学校編を小学校へも配布し、学校便りや学年便り、学級通信等に掲載したり、保護者会等で
活用したりできるようにする。
保護者会等における活用のため、掲載内容の演習シート作成について検討する。
所管課
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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

５．家庭や地域における教育力の向上

施

（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

策

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。
２３年度の計画実績・総括

○地域のかたを中心として土曜講座を開催した。
○青尐年対策地区委員会と互いに連携した中で事業を実施できた。スーパードッジボール大会
（中止）、中学生クイズ大会198名（66組）、土曜講座参加者数23,891名
２４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）

○前年度の取り組みを検証した中で、地域のかたを中心に土曜講座を開設した。
○青尐年対策地区委員会とは互いに連携し、事業を展開することができた。

実績数

スーパードッジボール大会696名（81組）、中学生クイズ大会213名（71組）、
土曜講座参加者数27,180名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

青尐年対策地区委員会の委員の平均年齢が上がっており、後進を育てることが課題となってい
る。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた

現状を維持した

評
価 地域の協力を得て、青尐対活動や土曜講座を十
内 分に実施することができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

土曜講座実行委員・青尐年対策地区連絡協議会、ＰＴＡ連合協議会と連携し、事業を展開して
いきたい。

所管課
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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

５．家庭や地域における教育力の向上

施

（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援

策

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委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。
２３年度の計画実績・総括

放課後子ども教室の運営委員会の中で、子ども家庭部と教育委員会と問題・課題の把握に努め
た。

２４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）

放課後子ども教室の運営に関して、子ども家庭部と教育委員会で課題を抽出し共有できた。

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
横断的な話し合いは今後も必要であり、各所管における連携・協力が必要であり、今後も継続
していくことが重要である。
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

ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

関係所管と課題を共有できたこと。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も様々な所管との連携、情報交換等の話し合いの場が必要である。

所管課
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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．子どもが自らが考え、参加できる機会の充実

施

（１）子どもが参加できる土壌づくり

策

事業・展開 子どもの参加促進・充実①
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。
２３年度の計画実績・総括

「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」を開催し、自然体験、海洋体験を通して、仲
間の大切さ等を学ぶ機会となった。 実施数 「輝け！東村山っ子育成塾」参加者 延べ304名
「なぎさ体験塾」70名
２４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）

前年度同様に「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」を開催し、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
伝えることができるよう努めた。両事業とも対象児童・生徒に学校を通じてチラシを配布し、参
加促進を図っている。「輝け！東村山っ子育成塾」においては、5年生から中学3年生まで継続し
て参加してもらい、その後は子どもたちをまとめるリーダーとして活躍中である。

実績数

「輝け！東村山っ子育成塾」延べ286名

「なぎさ体験塾」70名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

継続して参加をしてもらえるよう、様々なプログラムを検討したい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

「輝け！東村山っ子育成塾」では様々なプログ
評
ラムを通じ、学習することができた。
価
「なぎさ体験塾」においても、様々な海洋体験
内
を通じ、異年齢の子ども同士の交流が十分に図ら
容
れた。
今後の取り組み内容

今後も様々な体験を通して、命の大切さ、仲間の大切さ、あいさつの大切さ等を学ぶことができる事業
内容を検討し、実施していきたい。

所管課
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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．子どもが自らが考え、参加できる機会の充実

施

（１）子どもが参加できる土壌づくり

策

事業・展開 子どもの参加促進・充実②
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。
２３年度の計画実績・総括

「生徒会サミット」においては、生徒会役員による東日本大震災にかかわ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。
「市民の集い」においては、中学生による人権作文や租税作文の発表、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。
「青尐年健全育成大会」「市民の集い」において、小・中・高校生による合唱や吹奏楽の発表の機会を設定した。
参加児童・生徒総数 ３２７名（来場児童・生徒は除く）
（内訳）青尐年健全育成大会 １９０名、生徒会サミット ４７名、市民の集い ９０名

２４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、生徒会役員による「望ましい人間関係づくり～いじめ撲滅への取組」
にかかわ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、各学校の学校評議員の方への周知を図り、当日は生徒会役員とのグループ協議に参加していただ
いた。
「市民の集い」においては、中学生による人権作文や租税作文の発表、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。
「青尐年健全育成大会」、「市民の集い」において、小・中・高校生による合唱や和太鼓、吹奏楽の発
表の機会を設定した。

実績数

参加児童・生徒総数332名（来場児童・生徒は除く）
（内訳）青尐年健全育成大会180名、生徒会サミット45名、市民の集い107名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

毎年の「生徒会サミット」について、生徒の主体的、具体的な活動とつなげて実践できるよう
なテーマを設定していく。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
「生徒会サミット」では、学校評議員や東村山
価
警察の方々にも参加していただき、地域や関係機
内
関と連携した取組を実施することができた。
容
今後の取り組み内容

「市民の集い」については、社会教育課と連携し、子どもたちの活躍の場の更なる充実を図る
とともに、本事業の主旨を踏まえた講演会を企画していく。

所管課
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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．子どもが自らが考え、参加できる機会の充実

施

（１）子どもが参加できる土壌づくり

策

事業・展開 子どもの参加促進・充実③
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。
２３年度の計画実績・総括

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）。
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。
ジュニアサポーター登録者23名 受講者25名
２４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）

「ジュニアサポーター」養成講座を前年に引き続き実施した。参加者において男子の参加が多
く、養成講座を通して命や親子関係を改めて見つめるきっかけになったと実感した。

実績数

ジュニアサポーター登録者
受講者

17名
17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ることで、申込者全員を受け
入れできない現状がある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

前年同様、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
子どもが参加し、子育て意識を高めていくような意識付けの重要さを鑑み、更に子ども参加型
の事業を検討していく。また、活動範囲の拡大も視野に入れ、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していくことを目標と
している。
所管課
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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

２．「いのちとこころの教育」の推進

施

（１）人権教育の推進・充実

策

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
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

市内の全小・中学校において「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。
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」等の取り組みについて学習した。
全生園との交流学校数 １４校
中学校職場体験の受け入れ事業所数 ２０５事業所

２４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。
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」等の取り組みについて学習した。
指導室主管の「人権教育推進委員会」において、各学校の実践を共有したり、授業研究会を実
施した。

実績数

多磨全生園との交流学校数 19校
中学校職場体験の受け入れ事業所数

235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。
いじめや体罰の根絶に向けて、子どもたちとともに教職員の人権感覚の更なる向上を図る必要
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

各学校における「いのちとこころの教育週間」
評 の具体的な取組や多磨全生園との交流活動等を通
価 した学校・家庭・地域・関係諸機関との連携を行
内 うことができた。
容 一方、児童・生徒、教職員の人権感覚の更なる
向上が必要である。
今後の取り組み内容

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り組みを推進す
る。
平成24・25年度の東京都人権尊重教育推進校に指定された東村山第七中学校の実践や成果を、
広く周知・啓発していく。
所管課
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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

２．「いのちとこころの教育」の推進

施

（２）「いのちの教育」「こころの教育」の推進・充実

策

事業・展開 「いのちとこころの教育」に関する推進・啓発活動

計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

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、助け合うことの大切さを学ぶ機会とすることができた。また、
東日本大震災に関わる各学校の取り組みと関連付けて実施することができた。
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 １，２０６名

２４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。市報や「きょういく東村山」、教育委員会の
ホームページ等においても広く市民に周知を図った。
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、助け合うことの大切さを学ぶ機会とすることができた。
また、東日本大震災に関わる各学校の取り組みと関連付けて実施することができた。

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 1,266名
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、取り組み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。
「救命講習会」については、小学校における取組を広げていく。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 東村山市いのちとこころの教育週間の取り組み内容
価 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。
内 「道徳授業地区公開講座」における保護者や地域の
容 方との意見交換会等の実施方法工夫が必要である。
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・地域との連携について、意見交換会等の工夫・改
善に努め、更なる推進を図る。
中学校3年生対象の「普通救命講習会」について、消防署等の関係機関と連携し、各学校の防
災教育に関連付けた取り組みを行うとともに、小学校段階における取り組みを検討していく。
所管課
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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

（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

策

事業・展開 地域に根ざした特色ある学校づくりの推進
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

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。また、萩山分校を除く全ての小・中学校の学校評議員が一堂に会した学校評議員全
体会を実施した。
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
分かりやすく発信した。
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
学校評議員全体会への参加者数 １４０名

２４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」「生
徒会サミット」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。また、萩山分校を除く全ての小・中学校の学校評議員が一堂に会
した学校評議員全体会を実施した。
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
育活動を分かりやすく発信した。

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
学校評議員全体会への参加者数 124名

110部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
「学校評議員全体会」実施方法について、工夫・改善が必要である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 学校評議員会を定期的に開催し、学校と地域との連
価 携強化を図ることができた。
「生徒会サミット」へ参加していただくなど、子ど
内 もたちの具体的な活動に関わることを通して、学校の
容 教育活動に対する理解を深めていただいた。
今後の取り組み内容

「学校評議員全体会」をはじめ、各学校における「学校評議員会」の実施方法を工夫するとと
もに、学校評議員の学校評価への具体的な関わり方について共通理解を図る。
所管課
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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

（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

策

事業・展開 教員研修の推進
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。

２３年度の計画実績・総括
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、「初任者・2年次夏季宿泊研修」「夏季集中研修」「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。
職層及び経験年数別研修会対象者総数

２１８名

夏季休業日における研修参加者延べ人数

３９７名

２４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24年度においても、職層や教育課題の解決に対応した研修及び夏季休業日における研修を
企画・実施することができた。
研修内容としては、本市の喫緊の教育課題である「特別支援教育」や「不登校対策」等にかか
わる内容を重点として研修を設定した。
また、各種委員会においても、外部講師による講義や演習等、研修内容を取り入れた。

実績数

職層及び経験年数別研修会対象者総数 226名
夏季休業日における研修参加者延べ人数 394名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

外部講師による講義・演習の依頼に関しては、各種研修会の内容を鑑み、早期に対応してい
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

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

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
いじめや不登校、体罰等の根絶を目指した内容や、子供たちの自尊感情や自己肯定感を高める
内容等に関わる研修を充実させていく。
学校の中核的役割を担い、将来の管理職を育成する「学校リーダー育成研修」を実施してい
く。
所管課
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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

（２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

策

事業・展開 就学前児童と就学児との交流活動の推進①
計画書
内容

行事等の機会を活かした取り組みを進める。

２３年度の計画実績・総括
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。
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

２４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。

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
幼稚園・保育所及び各小学校等において、インフルエンザ等の感染症やアレルギー対応等への
具体的な対応を構築しておくこと。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評 就学前児童を運動会に招待し、事前体験の機会を提
価 供した。また、総合的な学習の時間において、児童が
内 保育園で体験学習を行ったり、幼稚園児を小学校に招
容 くなどの学習活動を行った学校もあった。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

交流相手となる幼稚園や保育所との協力・連携の更なる充実に努め、運動会だけでなく、教科
等の学習における交流活動の推進に向けて、実践校の情報提供を行っていく。

所管課
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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

（２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

策

事業・展開 就学前児童と就学児との交流活動の推進②
計画書
内容

行事等の機会を活かした取り組みを進める。

２３年度の計画実績・総括
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。
ジュニアサポーター受講者数25名 職場体験受入れ 市立中学校2校 4名
２４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）

「ジュニアサポーター」養成講座を前年に引き続き実施した。参加者において男子の参加が多
く、養成講座を通して命や親子関係を改めて見つめるきっかけになったと実感した。

実績数

ジュニアサポーター 受講者数
職場体験受入れ 市立中学校

17名
2校

4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。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

前年同様、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
ジュニアサポーターの活動場所は、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活動範囲を拡大できるようにしたい。
また、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。
所管課

子ども総務課
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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

（２）幼児教育に対する関係者間の交流推進

策

事業・展開 幼稚園・保育所・学校等の教職員相互の交流活動の推進①
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。
２３年度の計画実績・総括

小学校と幼稚園や保育所とで就学時前の情報交換会を実施した。
小学校 １５校で実施

２４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）

小学校と幼稚園や保育所とで就学時前の情報交換会を実施した。

実績数

小学校

15校で実施
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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
の具体的な調整が必要である。
平成25年度に教育委員会内に開設した「教育支援課」との連携を強化する。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
幼稚園や保育所との具体的な連携のひとつとし
価
て、「就学支援シート」を活用した情報交換を
内
行った。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
平成25年度に教育委員会内に開設した「教育支援課」との連携を強化するとともに、東村山市
特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、東村山市特別支援教育専門家チーム委員の巡回
相談を実施したり、子育て支援課及び子ども育成課との連携を強化し、幼稚園や保育所に子ども
や特別支援教育の理解に関する研修を実施する。
所管課

指導室
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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

（３）研修等の充実

策

事業・展開 子ども施策従事者に対する研修等の充実

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。
２３年度の計画実績・総括

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会を開催し
た。子育て支援者養成講習会（3回）、スキルアップ研修会（3回）
子育て支援者養成講習会（延90名）、スキルアップ研修会（延90名）
２４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）

スキルアップ研修は中堅者レベルで具体的な事例を取り上げ、最新の情報を得られる取組とし
て実施した。また、子育て支援養成講習会は初級講座として東村山市の実情踏まえた中での講義
内容としたため参加者から好評を得た。

実績数

子育て支援者養成講習会（延69名）、スキルアップ研修会（延99名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

子どもに関係する部署すべてに共通した研修を、子育て総合支援センターの人材育成研修にお
いて計画することの難しさが問題点と言える。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

子育て支援者に対する講習会については、子育
評
て総合支援センターで企画、募集を行い定着して
価
きており、内容についても当市の実情を踏まえた
内
内容等を駆使しており好評を得ていることを評価
容
した。
今後の取り組み内容

常に子どもに関する所管に対しどのような研修を行ってほしいかアンケート等を実施しながら
子ども家庭支援センターや教育委員会と協議し、研修の内容等について考えていきたい。
所管課

子ども総務課
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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

（４）子育ての意義や大切さを学ぶ機会の推進・充実

策

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
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。
２３年度の計画実績・総括

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。
本市教育委員会研究奨励校である東村山第五中学校の研究発表において、近隣小学校と連携した義務教
育9年間を見通した「キャリア教育」の充実と更なる推進について発表していただき、市内全小・中学校へ
周知した。
全ての小・中学校において、キャリア教育全体計画・年間指導計画を作成
事業所

職場体験の受け入れ事業所数

２０５

２４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）
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。
本市教育委員会研究奨励校である東村山第五中学校の研究発表において、近隣小学校と連携し
た義務教育9年間を見通した「キャリア教育」の充実と更なる推進について発表していただき、
市内全小・中学校へ周知した。

実績数

全ての小・中学校において、キャリア教育全体計画・年間指導計画を作成
職場体験の受け入れ事業所数 235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・中学校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」の具体的な取り
組みを推進していく。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

道徳の時間等において、「思いやりの心」「人間

評 愛」「家族愛」「生命の尊重」等についての学習の充
価 実を図った。
内 また、「いのちとこころの教育週間」や「職場体験
容 学習」等を通した学校・家庭・地域が連携した取り組
みを実施することができた。

今後の取り組み内容
東村山第五中学校と近隣の小学校との具体的な実践等を参考に、各学校で作成したキャリア教
育全体計画及び年間指導計画の見直しと充実を図るとともに、小・中学校の連携を通したキャリ
ア教育の推進に努める。
所管課

指導室
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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

（５）特別支援教育の推進・充実

策

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

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。
２３年度の計画実績・総括

「東村山市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。

２４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）
「東村山市特別支援教育推進検討委員会」及び「東村山市特別支援教育推進計画策定委員会」を設置
し、東村山市における特別支援教育の現状、課題、将来展望等について協議し、平成25年3月に「東村山市
特別支援教育推進計画第三次実施計画」を策定した。平成24年4月には、東村山市立萩山小学校にきりの木
学級(情緒障害等通級指導学級・ことばの教室)、東村山第四中学校におおぞら学級(情緒障害等通級指導学
級)を開級し、支援体制の充実を図った。東村山市特別支援教育専門家チームによる、巡回相談（特別な教
育的支援の必要な児童・生徒に対する指導や支援の助言。校内研修や保護者向け講演会の実施）事業の充
実を図り、各校で特別支援教育に推進に関わる取組を充実させた。教員研修や特別支援教育運営委員会な
ど様々な場面で教員の資質の向上を図った。その他就学支援シート実施説明会や特別支援教育啓発リーフ
レットの作成による啓発活動を行った。

実績数

【特別支援教育推進検討委員会】5回 【特別支援教育推進計画策定委員会】5回
【専門家チーム派遣延べ人数】189名
【就学支援シート】説明会2回 引継ぎシート枚数206枚

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
東村山市における特別支援教育について、市立小・中学校教員への周知徹底及び資質の向上。
就学支援シートを活用した支援体制の充実など、関係機関の連携強化。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

通級指導学級を新たに開級させたことで、特別
評
な教育的ニーズのある児童・生徒への指導が充実
価
した。専門家チームによる巡回相談を充実したこ
内
とで市立小・中学校における個々に応じた指導・
容
支援に役立てることができた。
今後の取り組み内容

東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、関係機関の連携の強化。教員や特別
支援教育コーディネーターの資質の向上など更なる充実に努める。

所管課

学務課（教育支援課）
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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

（５）特別支援教育の推進・充実

策

事業・展開 特別支援教育の充実
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。
２３年度の計画実績・総括

全校で校内委員会を設置し、定期的に会議を開催するなど充実を図った。
特別支援教育コーディネーターの複数指名など校内体制の充実を図った。特別支援教育運営委
員会11回実施
２４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）

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が情報共有を図り、各校で
の取り組みに積極的に活用した。また、コーディネーターとしての役割を再確認するため、特別
支援教育運営委員会において研修を実施した。

実績数

特別支援教育運営委員会

11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
特別支援教育コーディネーターの継続的な指名、または複数指名など支援の継続性を維持する
方法の検討。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評 各校特別支援教育コーディネーターの役割の再
価 認識、情報交換による資質の向上、特別支援教育
内 に関する啓発授業の実施など具体的に取り組め
容 た。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、関係機関の連携の強化、教員や特別
支援教育コーディネーターの資質の向上など更なる充実に努める。

所管課

学務課（教育支援課）
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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

（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

策

事業・展開 性教育の推進

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。
２３年度の計画実績・総括

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。
「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 １，２０５部、中学校配布部数 １，２２４部

２４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。
指導室主管事業として「家庭教育の手引き書」改訂委員会を設置し、子どもたちの実態や家庭
環境を踏まえた内容の改訂を行うとともに、「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 1,157部、中学校配布部数 1,175部
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

児童・生徒や保護者への理解と啓発、学校と家庭との連携。
「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）－」の有効活用。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評 全ての小・中学校において、性教育の全体計画及び
価 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。
内 「家庭教育の手引き書」を改訂するとともに、その
容 活用の工夫について各学校へ指導・助言した。
今後の取り組み内容

今後も継続した取り組みを実施する。
平成25年度の「家庭教育の手引き書」改訂委員会において、構成・内容のさらなる充実を図る
とともに、その効果的な活用について各学校へ情報発信していく。
所管課

指導室
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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

（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

策

事業・展開 薬物乱用防止に関する学習機会の推進
計画書
内容

①

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。
２３年度計画実績・総括

学校や児童の実態に応じて実施した。

２４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、3校の小学校の学生・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9件、標語547件。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

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・拡大。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

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。

所管課

健康課
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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

（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

策

事業・展開 薬物乱用防止に関する学習機会の推進
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

全ての小・中学校において、薬物乱用防止に関わる薬物乱用防止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。
薬物乱用防止教室またはセーフティ教室実施校数 23校
２４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、薬物乱用防止に関わる薬物乱用防止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。

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
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関わる効果的な指導を行う。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
小学校の高学年児童及び中学生徒を対象に、薬
価
物乱用防止教室として、薬物乱用防止に関わる指
内
導を実施した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も取り組みを継続し、保護者や地域の方々の参加者数を増やすことや小学校における発達
段階に応じた効果的な指導を工夫する。

所管課

指導室
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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

（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実

策

事業・展開 喫煙・飲酒防止に関する学習機会の推進
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。
２３年度の計画実績・総括

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。とくに、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り
組みを具体的に取り上げた学習の機会を設定した。
薬物乱用防止教室またはセーフティ教室実施校数 23校
２４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・健康教室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。とくに、薬物乱用防止教室やセーフティ教室実施の際に、喫煙・飲酒防止についても薬物の
乱用防止の取り組みとあわせて、具体的に取り上げた学習の機会を設定した。

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
保護者や地域のかたが、より多く参加していただけるよう日時や実施方法を工夫するととも
に、家庭への積極的な啓発を図る。
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

全ての中学校で、保健体育の授業や薬物乱用防
評 止教室等において、喫煙・飲酒の防止に関する学
価 習を実施し、生徒の理解を深めることができた。
内 また、家庭や地域に協力を求め、さらなる連携
容 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。

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も継続した取り組みを実施する。

所管課

指導室
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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

施

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

策

事業・展開 食に関する相談・指導の充実
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。
２３年度の計画実績・総括

健診時に管理栄養士による相談を実施するとともに、あらゆる機会をとらえて相談が出来るよ
うにした。健診時の栄養相談：239名（子育て支援課）
子育て相談、健診時に管理栄養士による集団指導や個別相談を実施。（子ども育成課）
２４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年度同様取り組んだ。（子育て支援課）
○本町児童館において「栄養相談」を実施。（子ども育成課）
○公立認可保育所にて実施している地域活動事業で栄養相談を実施。（子ども育成課）

健診時の栄養相談：245名（子育て支援課）
実績数
栄養相談 約20名

食に関する地域活動事業 約280名（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
関係部署との連携。（子育て支援課）
関係機関との連携の強化を図る。（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
十分な取り組みができた

学校後のアンケートは概ね好評であった。（子
評
育て支援課）
価
内
食に不安を抱える保護者の相談に回答し、良い
容
評価を得た。（子ども育成課）

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
学級の対象月齢を拡大して実施するとともに、個別相談へも継続して取り組む、（子育て支援
課）
引き続き取り組む。（子ども育成課）
所管課

子ども育成課・子育て支援課
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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

施

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

策

事業・展開 親への「食生活習慣」の啓発
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
２３年度の計画実績・総括

乳幼児学級において試食を教材にし、より分かりやすい内容とした。（子育て支援課）
○おたより等を利用し、保護者へ食生活習慣の啓発を行った。（子ども育成課）
○給食予定献立表やおたより等配布物へ「めざましスイッチ朝ごはん」のキャンペーンマークを
掲載し啓発した。（子ども育成課）
２４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）

子育て相談や、健診時の管理栄養士による集団教育、個別相談を通して食習慣の大切さを啓発
した。
「めざましスイッチ朝ごはん」のマークを健診の案内に入れて啓発した。（子育て支援課）
栄養士が作成した「給食だより（年9回発行）」を公立保育園の保護者に配付し、保護者への
食習慣の啓発に努めた。（子ども育成課）

実績数

年9回（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

保護者自身の生活リズムや食事時間が不規則で整えることが難しい家庭もある。（子育て支援課）
○保護者（親）の食習慣に関する問題点の把握。（子ども育成課）
○関係機関との連携。（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
十分な取り組みができた

キャンペーンマークを年間通して用いて啓発し
評
た。（子育て支援課）
価
内
公立保育園の保護者へ幅広く啓発することがで
容
き理解を得た。（子ども育成課）

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
引き続き様々な機会を捉え啓発していく。（子育て支援課）
○今後もこの様な発行物を利用して啓発活動を行う。
○発行物「めざましスイッチ朝ごはん」のキャンペーンマークを使用していき食習慣の定着をめ
ざす。（子ども育成課）
所管課

子ども育成課・子育て支援課
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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

施

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

策

事業・展開 保育施設を活用した支援事業の推進
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。

２３年度の計画実績・総括

公立保育所、公民館、児童クラブを利用して食に関する活動を行った。

２４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）

公立保育所でのクッキング教室やころころの森での食のワークショップを実施した。

実績数

○食のワークショップ 離乳食：10組（試食1回目初期～完了期5種×約10人分、試食2回目初
期～完了期3種×約10人分）
○簡卖クッキング・離乳食講習会：1回20名定員 合計280名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 クッキングや講習会を通して、食への関心、食
内 習慣の大切さを伝えられた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も各施設において、支援事業に取り組んでいく。

所管課

子ども育成課
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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

施

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

策

事業・展開 伝統食文化の継承
計画書
内容

①

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。
２３年度の計画実績・総括

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。

２４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）

公立保育園では年長（５歳児）クラスを中心に東村山市の郷土食であるうどん作り（第六保育
園）や、すいとん作り（第三・第五保育園）を行った。公立保育園には各園に食物アレルギー児
が在籍しており、メニューには配慮が必要であるが、カレー作りをはじめ、豚汁作りやホット
ケーキ作り、クッキー作り等、年齢に応じた調理活動を行った。食の活動では、他に野菜栽培を
行い、収穫して食べるという活動も実施していた。

実績数

約80人（郷土食に限る）
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、食物アレルギーの対応。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 実際に調理することで、郷土食を知ることがで
内 きた。
容

取り組みが不十分であった

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。

所管課

子ども育成課
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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

施

（１）乳幼児期からの食習慣の定着

策

事業・展開 伝統食文化の継承
計画書
内容

②

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。
２３年度の計画実績・総括

北山小学校でのうどんづくりの出前授業（100名）を実施、たいけんの里での柏餅づくり（10
名）

２４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づくりの出前授業（6月）100名、たいけんの里でのだんごづくり（6
月）34名、歴史館でゆでまんじゅうづくり（2月24日/3月24日）115名

実績数

北山小学校4学年（約100名）、だんごづくり（25名）、
ゆでまんじゅうづくり（115名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ボランティアの方の持ち出しも多く、こども向け事業に関わる参加費算出が課題である。無料
にすると参加が多くなるが、費用の点が心配である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 ゆでまんじゅうは珍しがられ、非常に人気でし
内 た。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成25年度は、子ども対象に様々な場面（出前授業など）で「ゆでまんじゅうづくり」を実施
する予定。

所管課

ふるさと歴史館
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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

施

（２）食に関する学習機会の提供

策

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。
２３年度の計画実績・総括

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。
２４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4月に地元農家、産業振興課、学務課の3者で、当該年度の地場野菜の日を決めており、地
元農家の意向を尊重したなかで、平成24年度は7月に「じゃがいもの日」、11月に「キャベツの
日」・「キウイフルーツの日」・「小松菜の日」、12月に「人参の日」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った。平成24年度は、地元農家との打合せを年2回に増やし
た。

実績数

小学校15校、中学校7校で実施。
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

学校による差が出てしまう。

取り組みが不十分であった

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進めていきたい。平成25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。
所管課
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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

施

（２）食に関する学習機会の提供

策

事業・展開 調理室等を活用した支援事業の推進
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
２３年度の計画実績・総括

児童館と連携して「子どもあそぼう会」や「調理教室」などを行った。
また、公民館の調理室で｢親子料理教室」も実施した。

２４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）

児童館と連携して行う「子どもあそぼう会」では、来場者に対して給食の試食や子ども達を対
象とした調理体験を実施した。
夏休みには、公民館の調理室で「親子料理教室」を開催。食育教室では、調理実習のほかに栄
養相談を行った。
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

「子どもあそぼう会」30名

「親子料理教室」10組22名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
調理実習については、会場の都合から参加者多数の場合は抽選等となり、参加できないケース
が出てくる。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

参加者からは好評を得ている。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

親子料理教室等の継続実施。食育に関する啓発・普及。

所管課
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基本目標 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

施

（１）児童虐待防止ネットワークの形成

策

事業・展開 要保護児童対策地域協議会の充実
計画書
内容

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
２３年度の計画実績・総括

平成18年度に要保護児童対策地域協議会（児童相談所、警察署、保健所、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、人権擁護委員、社会福祉協議会、
教育委員会等から構成される）を設置し、要保護児童や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。
代表者会議（開催回数１回）、実務者会議（開催回数４回）、個別ケース検討会議（開催回数
７９回（延べ１３９人））
２４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、実務を行う担当者を対象とした実務者会議、個別のケースごとに担当者
が行う個別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）
個別ケース検討会議（開催回数75回（延べ115人））
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

相談内容の多様化、複雑化により、問題解決が難しくなっている。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議
内 での情報共有が支援策に有効だった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子どもにとって最善の支援策が取れるよう、今後さらなる連携強化と情報共有に努める。

所管課
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基本目標 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

施

（１）児童虐待防止ネットワークの形成

策

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
計画書
内容

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
２３年度の計画実績・総括

児童虐待防止マニュアル及びリーフレットを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。

２４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）

教員研修や民生児童委員協議会等で「児童虐待防止のための早期発見・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
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
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を行う必要がある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 子ども家庭支援センターの役割とともに支援策
内 の複雑化にある程度の理解が得られた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

様々な情報の提供により、児童虐待に関する知識の周知にさらに努める。

所管課
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基本目標 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

施

（２）保健事業と連携した取り組みの強化

策

事業・展開 健診事業、子育て関連事業と虐待予防活動の連携
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・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。

２４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、健診時の連携がと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。また、保育所、児童館、子育てひろば等との連携の中で情報共有を
行った。

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
要保護児童の早期発見に向けた更なる連携をすすめていくとともに情報交換を密にしていくた
めの体制強化が必要。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

連携を取りながら対応できた。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

児童虐待の早期発見、予防に向けた関係機関の更なる連携強化に努める。

所管課
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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

施

（１）交通安全教育の推進

策

事業・展開 交通安全講習会等の推進
計画書
内容

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。
２３年度の計画実績・総括

東村山警察署と東村山交通安全協会等と連携した交通安全教室や各種イベント等における啓発活動の推
進。
○スケアード・ストレイト技法を用いた自転車安全教室の開催（中学校2校）
○運転者講習会の開催支援（2回）
○自転車実技教室の開催支援（1回）
○体験型普及啓発機器を活用した交通安全教室の開催（春の緑の祭典）
○東村山地区交通尐年団の自転車競技会参加支援

２４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）
東村山警察署と東村山交通安全協会等と連携した交通安全教室や各種イベント等における啓発
活動の推進。
○スケアード・ストレイト技法を用いた自転車安全教室の開催（中学校3校）
○運転者講習会の開催支援（2回）
○自転車実技教室の開催支援（1回）
○体験型普及啓発機器を活用した交通安全教室の開催（春の緑の祭典、市民産業まつり）
○東村山地区交通尐年団の自転車競技会参加支援
○幼稚園・保育園での交通安全教室（17園）

実績数

○講習会等の開催22回

受講者数2,909名
※学校における交通安全教室を除く

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
子どもを交通事故から守るためには、子どもたちへの意識啓発、意識付けが重要であるととも
に、道路を利用する全ての方々が交通ルールを遵守した行動がとれるよう、様々な年齢層や交通
手段利用者に対する教育や啓発が必要であるが、警察官による交通安全教育の開催には時間的、
人員的にも限界がある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

今までも幼稚園・保育園での交通安全教室を実施し
てきていたが、平成24年度から交通安全教室開催依頼
を行い、交通安全啓発活動を拡充することができた。
また、産業まつりにおいて、自転車教室を行い、子ど
もたちに自転車安全利用の啓発を行うことができた。

今後の取り組み内容
○東村山警察署や東村山交通安全協会と連携した各種交通安全運動等の周知と期間中における交
通安全教育（啓発活動）の支援
○体験型普及啓発機器を活用した交通安全教室の開催（春の緑の祭典、市民産業まつり）
○スケアード・ストレイト技法を用いた自転車安全教室の開催
○幼稚園・保育園での交通安全教室の開催
所管課
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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

施

（２）事故・災害時等の対応策としての取り組みの強化

策

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
計画書
内容

学校等の施設での講習会の開催を推進する。

２３年度の計画実績・総括
講習の受講を希望する教員（新規及び更新）を対象に、5月に「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
として助け合うことの大切さを学ぶ機会とした。
２４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）

講習の受講を希望する教員（新規及び更新）を対象に、5月に「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
として助け合うことの大切さを学ぶ機会とした。

実績数

普通救命講習受講者教員数 109名
普通救命講習受講者生徒数1,266名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

教員を対象とした普通救命講習については、本市教育委員会が開催する講習会に参加できない
場合は、消防署等で実施している講習会に参加するよう働きかける。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

分校を除く全ての中学校3年生を対象とした
評
「普通救命講習会」を実施し、救命の具体的な対
価
応や命の大切さについて学ぶことができた。
内
今後は、小学校段階における取り組みを促して
容
いく。
今後の取り組み内容

救命講習会については、今後も継続した取組を実施する。
教員対象の救命講習会の日程確保及び各学校への周知を、前年度の早い時期に対応する。
東京都教育委員会が作成した防災教育補助教材「3.11を忘れない」や防災教育副読本「地震と
安全」等を有効に活用し、児童・生徒が危険を予測し回避する能力と、他者や社会の安全に貢献
できる資質や能力をはぐくむことに努めるとともに、小学校段階における普通救命講習会の開催
についても検討していく。
所管課
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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

（１）犯罪防止のための啓発活動

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。

２３年度の計画実績・総括
各青尐年対策地区委員会で実施する事業の中で「あいさつ運動」を実施。日頃から地域であい
さつの大切さをみんなに分かってもらえるように取り組んだ。この活動をすることにより普段か
らあいさつを続けることで、地域の人との関わりを通じて、犯罪の抑止につながることができ
た。 実績 白州キャンプ、子どもまつり、日帰りレクなどを通じて、あいさつの大切さを子ど
もたちに教えることができた。
２４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で実施する事業の中で「あいさつ運動」を実施し、日頃から地域であ
いさつを交わす大切さを分かってもらえるように取り組むことで、犯罪の抑止につながる地域の
力を育てる。

実績数

白州キャンプ、子どもまつり、日帰りレクなどを通じて、あいさつの大切さを子ど
もたちに教えることができた。
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

日頃から地域の大人も一体となって取り組む姿勢が必要である。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 各地域で「あいさつ運動」を展開することによ
内 り、犯罪の防止、啓発活動ができたため。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も各青尐年対策地区委員会活動を通じ、地域で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。

所管課

社会教育課
142

平成２４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 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

（２）青尐年非行防止の活動

策

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。
２３年度の計画実績・総括

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。これにより、地域の子どもたちの非行防止が図
られた。
２４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）

前年度と同様に、地域のお祭りや各種イベント開催時には各団体が協力・連携しパトロールを
行い、地域の子どもたちの非行防止が図られ、子どもたちの安全を守ることができている。

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

各団体の連携。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 防犯協会を含めた会議の中で、それぞれの取り
内 組みを確認。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も各関係団体と情報交換をしながら、連携を図っていきたい。

所管課

社会教育課
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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

（２）青尐年非行防止の活動

策

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。
２３年度の計画実績・総括

各青尐年対策地区委員会（1地区～7地区）のかたにお願いして、書店やコンビニ等の巡回を
し、青尐年に有害な図書の排除を尐しでも行うことができた。

２４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）のかたにお願いして、書店やコンビニ等の巡回を
し、青尐年に有害な図書の排除が尐しでもできるよう実施。

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

コンビニ等、全店を巡回することは困難性が高い。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 地域のかたの協力を得ながら取り組みを行うこ
内 とができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も地域のかたの協力を得て、不健全図書の販売方法の適正化に努め、青尐年の健全育成に
努めていきたい。

所管課

社会教育課
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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

（３）学校等における安全対策の推進

策

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。

２３年度の計画実績・総括
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。
指導室主管の生活指導主任会や情報教育推進委員会において、薬物乱用防止教育にかかわる教
材等や情報モラル教育にかかわる関係機関の活用等の情報提供を行うとともに、教員研修を実施
した。
２４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。
指導室主管の生活指導主任会や情報教育推進委員会において、薬物乱用防止教育にかかわる教
材等や情報モラル教育にかかわる関係機関の活用等の情報提供を行うとともに、教員研修を実施
した。

実績数

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
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。
学校・関係諸機関・保護者・地域の方々との意見交換会の更なる充実に努める。
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

評
各学校の実態に応じて、全ての小・中学校の全
価
児童・生徒を対象に、セーフティ教室を実施し
内
た。
容

ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も継続した取り組みを実施する。

所管課

指導室
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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

（３）学校等における安全対策の推進

策

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。
２３年度の計画実績・総括

東日本大震災の発生を受けて、各学校で作成している危機管理マニュアルや安全教育全体計
画・年間指導計画の見直しと改善を図った。
例月の安全指導・安全点検、避難訓練の充実に努めた。
２４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）

教育委員会として「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」を作成し、各学校で作成して
いる危機管理マニュアルや安全教育全体計画・年間指導計画の見直しと改善を図った。
例月の安全指導・安全点検、避難訓練の充実に努めた。

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
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。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

教育委員会として「東村山市立小・中学校災害
評
対応マニュアル」を作成した。
価
「学校危機管理マニュアル」に基づいて、校内
内
の緊急体制を見直し、毎月の施設点検等を通した
容
防犯対策が実施できた。
今後の取り組み内容

今後も改善を図りながら、継続した取り組みを実施する。
各学校の危機管理の状況を把握するとともに、防犯、防災に対応する各学校から各家庭への通
信連絡手段の整備を推進する。
所管課

指導室
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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

（４）地域における安全対策の推進

策

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。
２３年度の計画実績・総括

「安全安心まちづくり連絡会」において、情報交換を実施した。
期間限定（4月中）で職員が腕章を着用しパトロールを実施した。

２４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」において情報交換を実施するとともに、期間限定（4月中）で
職員が腕章を着用しパトロールを実施した。

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

各団体間のネットワークの構築が難しい。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

各団体で防犯への取り組みを行った。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も防犯協会をはじめとする各種団体と連携を深め実施していく。

所管課

社会教育課
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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

（４）地域における安全対策の推進

策

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。

２３年度の計画実績・総括

地域活性化・きめ細やかな交付金事業で新設街路灯を18件設置した。（ＬＥＤ18件）

２４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）

地域活性化・きめ細やかな交付金事業で新設街路灯を6件設置した。（ＬＥＤ6件）

実績数

実施数6件（萩山町1件、秋津町3件、恩多町1件、青葉町1件）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

設置場所によっては、明る過ぎると苦情もあることから近隣の了解を得なければ簡卖に設置で
きない。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価 現状新規以外の防犯灯についてもＬＥＤ化を考
内 えていきたい。
容
今後の取り組み内容

新規の要望については、ＬＥＤで対応、玉切れ等についてもコストは高くなるがＬＥＤで対応
していきたい。

所管課

道路管理課
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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

（４）地域における安全対策の推進

策

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。
２３年度の計画実績・総括

各校のＰＴＡ等から依頼があった場合に各校に配布している。プレートが市内に広く掲げられ
ることにより、犯罪の抑止力につながっている。

２４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）

各校のＰＴＡ等から追加依頼があった場合に各校に配布している。プレートが市内に広く掲げ
られることにより、犯罪の抑止力につながっている。

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

制度発足から10数年が経過し、過去の設置場所の特定が難しくなってきている。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

犯罪を未然に防ぐ抑止力となっている。

今後の取り組み内容
何かあった場合に児童・生徒が駆け込むことができる場所であり、犯罪を未然に防ぐ抑止力と
なっている。今後も継続していきたが、警察署やコンビニエンスストアなどでも同様の事業を展
開していることもあり、制度の再構築を検証していく。
所管課

社会教育課
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基本目標 Ⅶ 行動計画を推進するために
テーマ

１．円卓会議構想

施

（１）子どもに関わる関係者・市民・行政・事業者の連携

策

事業・展開 児童育成計画推進部会を活用した子どもに関する問題の議論の場
計画書
内容

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。

２３年度の計画実績・総括

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。児童育成計画推進部会（年4回開催）作業部会（年3回開催）

２４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年度東村山子育てレインボープラン進捗状況について、内容の精査等を行うとともに、
行政からの子育てに関する報告を行い、委員から意見等聴取した。

実績数

児童育成計画推進部会（年4回）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

主に保育園、児童クラブの課題が議題や報告事項とされることが多く、様々な立場の代表が参加してい
るにもかかわらず、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。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 円卓会議の要としての機能を持たせるに至らな
内 かった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

特定の議題に偏らず、多くの議題が検討できるよう会議内容を考慮していきたい。

所管課

子ども総務課
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基本目標 Ⅶ 行動計画を推進するために
テーマ

１．円卓会議構想

施

（２）エリア内における関係者の重層的連携組織の形成

策

事業・展開 エリアの実情に即した円卓会議設置

計画書
内容

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
２３年度の計画実績・総括

東部エリアでは、施設長会議参加者の拡大を検討した。西部・北部エリアでは、参加者の減尐が課題と
なっており、会議で検討しているが現状維持となった。 東部エリア：子育て関連施設長会議。3回/年。
西部エリア：円卓会議。10回/年。
北部エリア：円卓会議。10回/年。

２４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）
子育てエリアを地域包括支援センターの区分と統一。5エリアに再編成した。
東部エリア（秋・青）；子育て支援ネットワーク会議10回
西部エリア（美・富）；子育て支援懇談会2回
单部エリア（萩・栄）；子育て支援懇談会1回
北部エリア（多・廻・諏・野）；子育て支援ネットワーク会議10回
中部エリア（本・久・恩）；子育て関連施設長会議3回

実績数

取り組み内容のとおり

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
エリアによって、会議の構成メンバーが異なる。保護者や地域住民等の参加をどのように取り
込んでいけるのか。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 エリアを再編成し、各エリアにおいてエリア会
内 議を立ち上げることができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子ども総務課にエリア事業を統合し、それぞれのエリアの特性を踏まえ、総合的にエリア展開
を行っていく。

所管課

子育てエリア担当（子ども総務課）
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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

（１）進捗管理の仕組みづくり

策

事業・展開 庁内組織における横断的連携組織の推進
計画書
内容

「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。
２３年度の計画実績・総括

平成22年度のレインボープランの進捗状況について、施策を所管する各所管において総括及び
報告書を記載し、報告書にまとめ児童育成計画推進部会にて報告を行った。

２４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年度のレインボープランの進捗状況について、施策を所管する各所管において総括及び
報告書を記載し、第2回目から進捗状況の検証及び委員から意見聴取をし、報告書（案）をまと
め第3回児童育成計画推進部会にて承認されたことで、年度内にHP等で公表することができた。

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
年4回の限られた会議の中で、報告書の内容についてすべて検証することが難しい。担当所管
から直接説明を聞くことができないこともある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 予定どおり年度内に平成24年度進捗報告書をま
内 とめ、公表することができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容
児童育成計画推進部会における「レインボープラン」進捗報告書の作成スケジュールを第1回
目に提示し、必要に応じて庁内の関係所管の部会への出席を求め、部会委員にわかりやすく説明
を行う。引き続き年度内に公表をする。
所管課

子ども総務課
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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

（１）進捗管理の仕組みづくり

策

事業・展開 市民と協働した進捗管理の推進
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。
２３年度の計画実績・総括

22年度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。

２４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年度のレインボープランの進捗状況について、施策を所管する各所管において総括及び
報告書を記載し、第2回目から進捗状況の検証及び委員から意見聴取をし、報告書にまとめた。

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
年4回の限られた会議の中で、報告書の内容についてすべて検証することが難しい。担当所管
から直接説明を聞くことができないこともある。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 予定どおり年度内に平成24年度進捗報告書をま
内 とめ、公表することができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

引き続き、計画の進捗報告を年度の前半に(第2回目の育成部会）行い、十分な検証が行えるよ
うにする。出来る限り担当所管の出席ができるよう早い段階から会議調整を行なう。

所管課

子ども総務課
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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

（１）進捗管理の仕組みづくり

策

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。
２３年度の計画実績・総括

具体的な活用について検討ができず、未着手

２４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）

未着手

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
統計処理等の専門的なノウハウがないことはもとより、担当所管の担当職員が行うのは、時間
的にも技術的にも困難である。
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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
未着手のため
内
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子ども・子育て支援新制度に係る計画策定準備として、次世代育成支援に関するニーズ調査票
を参考に検討する。

所管課

子ども総務課
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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

１．保育所待機児対策

策

事業・展開 認可保育所
計画書
内容

平成２４年度
平成２４年度

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

２４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24年8月に認可保育所（青葉さくら保育園）を開設。
○平成25年4月開所予定の認可保育所（東村山むさしの認定こども園・東村山むさしの保育園）
について、平成25年3月に認可を受けた。

実績数

民設民営保育園新規開設

1園

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

○都有地青葉町地区における認可保育所整備については、東京都との事務調整に係る連携を密に
し、庁内関係所管との積極的な意見交換・協力が必要とされる。
○東村山むさしの認定こども園における認可保育所の整備については、認定こども園としての認
可保育所となるため、入所手続をはじめとする運営等の調整が必要とされる。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 都有地青葉町地区における認可保育所の新規開
内 設（1園）。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

○平成25年4月に認可保育所（東村山むさしの認定こども園・東村山むさしの保育園）を開設。
○東大典保育園の移転事業については、引き続き移転に向けた運営事業者との調整及び工事進捗
等の確認等を実施。

所管課

子ども育成課
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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

１．保育所待機児対策

策

事業・展開 認証保育所
計画書
内容

平成２２年度 ３０名程度 １箇所開設。
認可外から認証移行を調整・支援
２４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）

○「いづみ愛児園」が平成24年4月より認可外保育室から認証保育所Ａ型へ移行した。
○平成25年3月に「りんごっこ久米川駅前保育園（認証保育所Ａ型）」が新規開設（定員26名）
した。
○「あいあい保育室」は、平成25年4月に定期利用保育施設から認証保育所Ａ型への移行を目指
し、協議を行った。

実績数

1園（認証保育所Ａ型新規開設）
1園（認可外から認証保育所Ａ型へ移行）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

認可保育園と認証保育所の保育料格差の問題があり、保護者から認可外保育施設に対する保育
料の補助を増額してほしいとの要望をいただいている。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

待機児童解消を図ることができた。

取り組みが不十分であった

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、認証保育所の開設を検討す
る。
○子ども・子育て支援新制度に対応することを念頭に、認可外からの認証保育所等への移行を働
きかける。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

１．保育所待機児対策

策

事業・展開 認定こども園
計画書
内容

平成２２年度

幼稚園型（３０名）を１箇所開設。

２４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月開所の認定こども園（幼稚園型 卖独型）については、平成25年4月に認可保育所
を新規開設することにより、認定こども園（幼保連携型 並列型）に移行した。

実績数

保育所分
名）

定員100名増（1歳児15名

2歳児18名

3歳児20名

4歳児23名

5歳児24

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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 認定こども園（幼保連携型 並列型）の認定を
内 受け、待機児童の解消に貢献した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

今後も私立幼稚園連絡協議会等を通じて、認定こども園の開設（幼保連携型・幼稚園型等）を
働きかける。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

１．保育所待機児対策

策

事業・展開 公立保育所の乳児枠拡大
計画書
内容

平成２２年度

第２保育所の１・２歳児の枠（１０名程度）の拡大。

２４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）

最低基準上の受入範囲で実施。

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

○受入数を増やしながらも保育環境の充実との両立。
○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。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 若干ではあるが待機児童の解消に貢献してい
内 る。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

待機児童の状況を分析し、施設規模等に応じた実施を検討する。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

１．保育所待機児対策

策

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
２４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24年4月、東村山市立第八保育園の民間移管に伴う私立八国山保育園の開設及び八国山保
育園分園の開設。

実績数

○東村山市立第八保育園の民間移管の完了（私立八国山保育園開設）
○八国山保育園分園の開設
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

施設利用者である児童の保護者への理解及び協力を得るための対応が必要。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

民間移管事業の完了及び分園の開設。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

公立保育園の民間移管にあたり、国の制度（子ども・子育て関連3法等）の動向を注視しつ
つ、公立保育園のあり方・運営の適正化・配置等の再整理を実施。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

２．経済支援策

策

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。

２４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24年度は、入園料補助金の補助額を5,000円から7,000円に増額した。
また、平成25年度より保護者負担軽減補助金の補助額（市卖独分）を、月額3,000円から3,200
円に増額することを決定した。

実績等

平成24年度

入園料補助金実績920名
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価
内
容

保護者負担の軽減につながった。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成25年度より保護者負担軽減補助金の補助額（市卖独分）を、月額3,000円から3,200円に増
額し、更なる保護者の負担軽減を図る。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

２．経済支援策

策

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

２４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）
に第二子以降の児童が在籍する世帯に月額5,000円の補助を行った。
○平成23年4月1日より認可外保育施設等（認証保育所、保育室、家庭福祉員、定期利用保育施
設、幼児教室、認定こども園）に在籍する児童全てを対象に月3,000円の補助と、第二子以降の
児童に該当する場合は当該児童1人につき月2,000円の加算（多子負担軽減補助金）の補助を行っ
た。

実績等

管内・外の認可外保育施設等（認証保育所・保育室・家庭福祉員・定期利用保育施
設・幼児教室・認定こども園）に在籍する児童の保護者を対象
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、認可保育
所との保育料格差が非常に大きいため、補助額の更なる増額を行って欲しいとの要望が多く寄せ
られている。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 認可外保育施設等に在籍する児童の保護者の負
内 担を軽減することができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

認可外保育施設等と認可保育所との保育料における格差縮小に努める。

所管課

子ども育成課
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子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

２．経済支援策

策

事業・展開 義務教育就学児医療費助成の拡大
計画書
内容

公費１割から３割負担へ

自己負担２００円のみ

２４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24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

9,022人(平成24年度)

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

所得制限の撤廃をすることにより、対象者が増え市の負担額が増加する。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 申請漏れを防ぐために市民課等との連携が図れ
内 た。（転入）
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

申請漏れがないよう市報・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。
今後も国や都に対して制限拡大を引き続き要望していく。

所管課

子ども総務課
162

平成２４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

子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

２．経済支援策

策

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

２４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日より就学前全年齢の所得制限を撤廃した。
申請漏れがないように市民課との連携を図った。

実績等

乳幼児医療費助成対象乳幼児数

8,924人（平成24年度）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

年度によってインフルエンザ等の流行などで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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 就学前児童のいる家庭に対して公平性が保てる
内 ようになった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

申請漏れがないよう市報・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。

所管課

子ども総務課
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平成２４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

子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

３．児童クラブ大規模化解消

策

事業・展開 児童クラブ大規模化解消
計画書
内容

萩山・野火止・回田の第２学童クラブ開設
青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第２児童クラブを新設・開設
２４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）

計画した第2児童クラブの開所は完了。また、これに加え、更に栄町児童館内に1施設を開所し
た。

実績等

平成24年4月1日付で、栄町児童館第2育成室を開所。
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

児童館育成室は、栄町以外も児童が多く混雑しているため、北山・秋津についても施設増を検
討した。しかしながらスペースに限界があり、断念している。

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
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
価 栄町児童館第2育成室の開所により、栄町児童
内 館育成室の大規模化を解消した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

混雑が続く野火止分室の取り扱いについて検討している。

所管課

児童課
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平成２４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

子育てするなら東村山 緊急プロジェクト

施

４．その他

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

実態を反映した基準に改正する

２４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）

出産要件での入所対象期間は、出産予定月及びその前後2か月間の計5か月間とし、実施指数に
ついては100点中の75点を付していた。また、出産要件の期間内でも、看護や介護、疾病、就労
など指数の高い要件を行い、産後育児困難に陥るなどの実態を把握したことから、出産要件期間
中でも出産要件よりも高い他の主たる要件があると認めた場合は、他の主たる要件の高い指数を
採用し、円滑な入所環境の整備に取り組んだ。

実績等

市内認可保育所が該当
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
十分な取り組みができた
ある程度の取り組みができた
現状を維持した

評
保護者の皆様より、他の主たる要件の高い指数
価
を採用することで、出産要件でも入所させやすく
内
なったと評価をいただいている。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

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形で
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。

所管課

子ども育成課
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参

考

基本目標Ⅰ
取り組み評価
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

基本目標Ⅱ
評価数
2
13
6
0
21

％
9.5
61.9
28.6
0.0

評価数
8
21
4
7
40

％
20.0
52.5
10.0
17.5

評価数
2
12
11
0
25

％
8.0
48.0
44.0
0.0

評価数
0
2
1
2
5

％
0.0
40.0
20.0
40.0

評価数
24
83
49
9
165

％
14.5
50.3
29.7
5.5

基本目標Ⅲ
取り組み評価
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

取り組み評価
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

取り組み評価
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

評価数
5
12
11
0
28

％
17.9
42.9
39.3
0.0

評価数
0
7
6
0
13

％
0.0
53.8
46.2
0.0

評価数
6
4
1
0
11

％
54.5
36.4
9.1
0.0

子育てするなら東村山緊急PJ
取り組み評価
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

計画全体
取り組み評価
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

％
4.5
54.5
40.9
0.0

基本目標Ⅵ

基本目標Ⅶ
取り組み評価
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

評価数
1
12
9
0
22

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ
取り組み評価
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

取り組み評価
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
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基本目標Ⅰ評価（件数）
0

基本目標Ⅱ評価（件数）
1

2

0

6
9

12
13
十分な取り組みができた

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

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

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

取り組みが不十分であった

基本目標Ⅲ評価（件数）
7

基本目標Ⅳ評価（件数）
0

8

5

11

4

12

21
十分な取り組みができた

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

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

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

取り組みが不十分であった

基本目標Ⅴ評価（件数）
0

基本目標Ⅵ評価（件数）
0

2

0

6

11

7

12

十分な取り組みができた

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

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

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

取り組みが不十分であった

168

子育てするなら東村山緊急PJ

基本目標Ⅶ評価（件数）

1

0

0
2

2

4
6

1
十分な取り組みができた

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

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

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

取り組みが不十分であった

計画全体（件数）
9

24

49

83
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
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基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

Ⅰ 子育てを支える地域をつくるために
１．子ども家庭支援センターと子育て総合支援センターの機能充実
（１）子育てに関する総合的な相談窓口機能の整備
幼児相談室・教育相談室等の相談機能の整備・充実

1 子育て支援課

（２）子育て支援の中核的機能の充実
先駆型子ども家庭支援センターの推進

2 子育て支援課

（３）子育て総合支援センター（ころころの森）の充実
「子育てしやすいまちづくり」の推進

3 子ども総務課

２．子育て関連情報の提供
（Ⅰ）子育て関連情報の一元的管理
子育て関連情報一元化の推進①

4 子ども総務課

子育て関連情報一元化の推進②

5 子育て支援課

（２）ネットワーク化の推進
Ⅰ

エリアにおける支援ネットワークの形成

6 子育てエリア担当

インターネットの活用による子育て支援の推進①
子
インターネットの活用による子育て支援の推進②
育
て
庁内組織の横断的ネットワーク化の推進
を
（３）情報提供・内容の充実
支
情報誌等の充実①
え
る
情報誌等の充実②
地
地域の乳幼児情報の入手・整理・活用と必要とする市民へ
域
の情報伝達
を
３．子育てひろば事業の展開
つ
（１）多様な子育てひろばの充実
く
る
社会資源を活用した多用な「ひろば事業」の充実
た
め ４．子育てサークル等への活動支援
に
（１）子育てサークル等の連携支援

7 子ども総務課
8 子育て支援課
9 子ども総務課
10 子育て支援課
11 子ども総務課
12 子育て支援課・子ども総務課

13 子ども総務課

子育てサークル連絡会との連携①

14 子育て支援課

子育てサークル連絡会との連携②

15 子ども総務課

（２）子育てサークルや自主保育等との協働
サークル活動等の支援と協働による事業の拡大と推進

16 子ども総務課

５．ファミリー・サポート・センターの円滑な運営と活用
（１）円滑な運営体制の確立
提供会員の拡大

17 子ども総務課

会員講習会の開催及び内容の充実

18 子ども総務課

（２）ファミリー・サポート・センターの活用と充実
サービス内容等の広報

19 子ども総務課

保育所等との連携

20 子ども総務課

ファミリー・サポート・センター事業の充実

21 子ども総務課

170

基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

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
（１）妊産婦健診の充実
妊婦健診、産婦健診、妊婦歯科健診の充実

22 子育て支援課

（２）知識の普及と啓発
母子手帳の交付並びに全数相談の充実

23 子育て支援課

母親学級、パパ・ママ教室の充実・拡充

24 子育て支援課

妊産婦新生児訪問指導の充実

25 子育て支援課

産後支援の事業の充実

26 子育て支援課

健康教育等の充実

27 子育て支援課

（３）育児不安の軽減
Ⅱ

乳幼児子育て相談の充実

28 子育て支援課

健診後の継続相談（保育・心理・栄養相談）

29 子育て支援課

「こんにちは赤ちゃん事業」の導入
母
性
（４）仲間づくりの推進
及
各事業における場づくりの推進
び
乳
子育て支援団体・事業との連携
幼
各種ボランティア・サークル等との連携
児
の ２．健やかな発育・発達への支援
健
（１）乳幼児健診の充実
康
を
乳幼児健診の充実（３～４か月健康診査、１歳６か月健康
守
診査、３歳児健康診査、乳幼児発達健康診査）
る
た
（２）歯科健診の推進
め
保育所・幼稚園でのむし歯予防指導の推進
に
かかりつけ歯科医の定着・促進

30 子育て支援課
31 子育て支援課
32 子育て支援課
33 子育て支援課

34 子育て支援課

35 子育て支援課
36 子育て支援課

（３）保健・健康情報の管理
乳幼児健診データ管理のシステム化の推進

37 子育て支援課

３．小児医療の充実
（１）小児医療体制の確保
幅広い医療情報の発信・提供

38 子育て支援課

かかりつけ医の定着・促進

39 子育て支援課

休日準夜応急診療所

40 健康課

休日応急診療体制の確保

41 健康課

休日歯科応急診療体制の確保

42 健康課

地域小児医療体制の充実

43 子育て支援課
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基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

Ⅲ 安心して子育てをするために
１．保育サービスの充実
（１）多様な保育の推進及び待機児の解消
相談体制の充実

44 子ども育成課

認可保育所の新設

45 子ども育成課

認証保育所・認可外保育所

46 子ども育成課

家庭福祉員制度

47 子ども育成課

認定子ども園

48 子ども育成課

（２）サービス供給体制の充実
通常保育事業

49 子ども育成課

障害児保育事業

50 子ども育成課

延長保育（１３時間保育）事業

51 子ども育成課

休日保育事業

52 子ども育成課

夜間保育事業

53 子ども育成課

一時保育事業

54 子ども育成課

年末保育事業

55 子ども育成課

第三者評価制度の推進

56 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
（１）居宅における子育て支援の推進

Ⅲ
安
心
し
て
子
育
て
を
す
る
た
め
に

乳幼児健康支援一時預かり（派遣型）事業(病後児保育）

57 子ども育成課

産後支援ヘルパー制度

58 子育て支援課

訪問型一時保育

59 子ども育成課

養育家庭制度

60 子育て支援課

（２）施設における子育て支援の推進
認可保育所の子育て支援事業の推進

61 子ども育成課

ショートステイ事業の充実

62 子育て支援課

トワイライトステイ事業

63 子ども育成課

乳幼児健康支援一時預かり（施設型）事業（病後児保育）

64 子ども育成課

特定保育事業

65 子ども育成課

おひさま広場（児童館分室開放事業）事業の充実

66 児童課

幼稚園の預かり保育との連携

67 子ども育成課

子育て預かりサポート事業

68 子ども総務課

（３）ひとり親家庭の支援
相談事業の充実

69 子育て支援課

東京都母子福祉資金貸付制度の活用

70 生活福祉課

（４）障害児施策の充実
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め
に

基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

障害児施策の充実①

71 子ども育成課

障害児施策の充実②

72 児童課

障害児施策の充実③

73 学務課

（５）子育てにおける経済的支援等
乳幼児医療費助成事業・義務教育就学児医療助成の充実

74 子ども総務課

子ども手当（児童手当制度）

75 子ども総務課

保育料等負担のあり方（保育所・幼稚園）

76 子ども育成課

３．子育て意識の啓発
（１）家庭・職場・地域における意識啓発
男性の育児意識の向上

77 人事課・子ども総務課

育児休業制度の普及・促進①

78 人事課

育児休業制度の普及・促進②

79 子ども総務課

次世代育成支援行動計画の普及・推進

80 子ども総務課

子育てサポート講座の実施①

81 公民館

子育てサポート講座の実施②

82 子ども総務課

（２）権利や義務に関する意識啓発の推進・充実
子どもの権利や子育ての責任に関する意識啓発活動
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83 子育て支援課

基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

Ⅳ 豊かな子ども時代を過ごすために
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
子どもの読書に関わる市民活動の支援
子ども関連部署庁内連絡会等の推進
（２）年代や生活環境に合わせた読書活動の推進
乳幼児親子が絵本に出会う場の拡大
学校図書館の充実（市立小・中学校）
本を使った調べ学習の支援
年齢に応じた啓発とＰＲの充実
２．いきいき遊べる場所づくりと居場所づくり
（１）公園等の活用による屋外遊び場の確保

Ⅳ

84 図書館
85 図書館
86
87
88
89

子どもが自由に遊べる場所の確保
（２）児童館事業の充実
新館の整備
多様な事業メニューの整備
子育てサークル等への場の提供
開館時間の拡大
児童館運営
（３）地域の施設の活用

図書館
図書館
図書館
図書館

90 みどりと環境課・社会教育

豊
か
な
子
ど
学校関係施設の開放
も
時
その他公共施設の活用①
代
その他公共施設の活用②
を
その他公共施設の活用③
過
ご ３．放課後における児童の育成
す
（１）放課後児童対策の充実
た
児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の充実
め
地域の社会資源を活用した事業の推進①
に
４．自ら学ぶ力の育成
（１）体験等を通じて子どもが自ら学ぶことへの支援
学習機会の充実①
学習機会の充実②
学習機会の充実③
文化・体験・交流活動の推進①
文化・体験・交流活動の推進②
遊びリーダー（仮称）の育成
５．家庭や地域における教育力の向上
（１）家庭や地域の教育力向上に向けた支援
家庭教育の充実に向けた保護者への支援活動①
家庭教育の充実に向けた保護者への支援活動②
地域の教育力向上に向けた支援活動
家庭教育支援のための仕組みづくり
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91
92
93
94
95

児童課
児童課
児童課
児童課
児童課

96
97
98
99

社会教育課
公民館
市民スポーツ課
ふるさと歴史館

100 児童課
101 社会教育課

102
103
104
105
106
107

社会教育課
公民館
ふるさと歴史館
図書館
ふるさと歴史館
社会教育課

108
109
110
111

社会教育課
指導室
社会教育課
社会教育課

基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

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
１．子どもが自ら考え、参加できる機会の充実
（１）子どもが参加できる土壌づくり
子どもの参加促進・充実①
子どもの参加促進・充実②
子どもの参加促進・充実③
２．「いのちとこころの教育」の推進
（１）人権教育の推進・充実
学校・家庭・地域・行政が一体となった人権教育の推進
（２）「いのちの教育」「こころの教育」の推進・充実
Ⅴ

「いのちとこころの教育」に関する推進・啓発活動
３．生きる力を育成するための教育環境の充実
思
（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
い
や
地域に根ざした特色ある学校づくりの推進
り
教員研修の推進
の
（２）幼児教育に対する関係者間の交流推進
心
や
就学前児童と就学児との交流活動の推進①
生
就学前児童と就学児との交流活動の推進②
命
幼稚園・保育所・学校等の教職員相互の交流活動の推進①
を
大
（３）研修等の充実
切
子ども施策従事者に対する研修等の充実
に
（４）子育ての意義や大切さを学ぶ機会の推進・充実
し
学校等における多様な場面での学習機会の充実
、
自
（５）特別支援教育の推進・充実
分
障害種別や個に応じた特別支援の充実
ら
特別支援教育の充実
し
く
（６）思春期保健に関する学習機会の推進・充実
成
性教育の推進
長
薬物乱用防止に関する学習機会の推進①
す
る
薬物乱用防止に関する学習機会の推進②
た
喫煙・飲酒防止に関する学習機会の推進
め
に ４．食育の普及・推進
（１）乳幼児期からの食習慣の定着
食に関する相談・指導の充実
親への「食生活習慣」の啓発
保育施設を活用した支援事業の推進
伝統食文化の継承①
伝統食文化の継承②
（２）食に関する学習機会の提供
学校給食の啓発活動
調理室等を活用した支援事業の推進

112 社会教育課
113 指導室
114 子ども総務課

115 指導室
116 指導室

117 指導室
118 指導室
119 指導室
120 子ども総務課
121 指導室
122 子ども総務課
123 指導室
124 学務課
125 学務課
126
127
128
129

指導室
健康課
指導室
指導室

130
131
132
133
134

子育て支援課・子ども育成課
子育て支援課・子ども育成課
子ども育成課
子ども育成課
ふるさと歴史館

135 学務課
136 学務課
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基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

Ⅵ 子どもの生命を守るために
１．虐待防止活動の強化
（１）児童虐待防止ネットワークの形成
要保護児童対策地域協議会の充実
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
（２）保健事業と連携した取り組みの強化

137 子育て支援課
138 子育て支援課

健診事業、子育て関連事業と虐待予防活動の連携
２．子どもを事故・災害から守る
Ⅵ
（１）交通安全教育の推進

139 子育て支援課

交通安全講習会等の推進
子
ど
（２）事故・災害等の対応策としての取り組みの強化
も
児童及び教員等を対象にした救命講習会の推進
の
生 ３．子どもを犯罪から守る
命
（１）犯罪防止のための啓発活動
を
犯罪防止啓発活動の充実
守
（２）青尐年非行防止の活動
る
た
地域パトロールの推進
め
東京都青尐年健全育成協力員制度の推進
に
（３）学校等における安全対策の推進

140 交通課

セーフティ教室の充実
施設における防犯対策の推進
（４）地域における安全対策の推進

141 指導室

142 社会教育課
143 社会教育課
144 社会教育課
145 指導室
146 指導室

防犯ネットワークの拡大
防犯街路灯の設置の推進
はっく君の家・子ども１１０番の設置

147 社会教育課
148 道路管理課
149 社会教育課

Ⅶ 行動計画を推進するために
Ⅶ １．円卓会議構想
（１）子どもに関わる関係者・市民・行政・事業者の連携

行
児童育成計画推進部会を活用した子どもに関する問題の議論の場
動
計
（２）エリア内における関係者の重層的連携組織の形成
画
エリアの実情に即した円卓会議設置
を
推 ２．行動計画の進捗管理
進
（１）進捗管理の仕組みづくり
す
る
庁内組織における横断的連携組織の推進
た
市民と協働した進捗管理の推進
め
次世代育成支援に関するニーズ調査の活用
に
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150 子ども総務課
151 子育てエリア担当

152 子ども総務課
153 子ども総務課
154 子ども総務課

基本目標：テーマ：施策：事業・展開

番号

担当所管課

子育てするなら東村山緊急プロジェクト
１．保育所待機児対策
（１）認可保育所
平成２３年 本町北ブロック 「民設・民営」で開設

155 子ども育成課

平成２４年 「民設・民営」設置に向けて調整

155 子ども育成課

（２）認証保育所
平成２２年度 １箇所開設

156 子ども育成課

認可外から認証移行を調整・支援

156 子ども育成課

（３）認定こども園
平成２２年度 幼稚園型 １箇所開設

157 子ども育成課

（４）公立保育所の乳幼児枠拡大
子
育
平成２２年度 第２保育所の１・２歳児枠の拡大
て
（５）その他
す
る
認可保育所分園
な
公立保育所民間移管
ら
東 ２．経済支援策
村
（１）私立幼稚園保護者助成の充実
山
緊
平成２２年度 幼稚園入園時、保護者への補助を創設する。
急
（２）認可保育所以外に通園する保護者への補助制度の検討
プ
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
ロ
ジ
（３）義務教育就学児医療費助成の拡大
ェ
公費１割から３割負担へ 自己負担２００円のみ
ク
ト
（４）乳幼児医療費助成の所得制限撤廃
４歳児から就学前まで所得制限撤廃

158 子ども育成課
159 子ども育成課
159 子ども育成課

160 子ども育成課
161 子ども育成課
162 子ども総務課
163 子ども総務課

３．児童クラブ大規模化解消
（１）萩山・野火止・回田の第２児童クラブ開設
平成２２年度 萩山・野火止・回田の第２児童クラブ開設

164 児童課

（２）青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第２児童クラブを新設・開設
平成２２年度 青葉・化成・秋津東・東萩山・久米川の第２児童クラブ新設・開設

164 児童課

４．その他
（１）保育所入所基準の見直し
平成２２年度 実態を反映した基準に改正する
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165 子ども育成課

