平成２６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
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
支援の必要なケースについて、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、情報共有と援助方針作成、関係機関の役割分担の確認を行い連携の強化を図った。
子ども家庭支援センター 年間相談実件数347件（延べ8,445回）※行動実績
教育相談室 年間相談実件数631件（延べ3,061回）
幼児相談室 年間相談実件数303件（延べ2,700回）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

支援の必要なケースについて、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、情報共有と援助方針作成、関係機関の役割分担の確認を行い連携の強化を図った。

子ども家庭支援センター

実績数

教育相談室
幼児相談室

年間相談実件数423件（延べ10,311回）
※行動実績
年間相談実件数648件(延べ3,447回）
年間相談実件数320件（延べ2,626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（長期間継続
して関わるケース）が増加しているため、担当者同志の情報共有の時間や個別ケース検討会議
が時間外の対応となってしまう。更に、関係機関が多岐にわたり、個別ケース検討会議の日程
調整が困難、また、タイムリーに行えない場合がある。
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 問題解決が困難なケースについて、個別ケー
価 ス検討会議を開催し、関係機関と情報共有を行
内 うことで、連携しながら支援をすることができ
容 た。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
職員の相談対応に関するスキルアップのための研修参加と要保護児童対策地域協議会におけ
る関係機関との情報共有と連携強化を図る。
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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
２５年度の計画実績・総括

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。
子ども家庭支援センター

年間相談実件数347件（延べ8,445回）※行動実績

２６年度の取り組み内容（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、更に児童虐待防止への理解が高まるよう、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

年間相談実件数423件（延べ10,311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（長期間継続
して関わるケース）が増加しているため、担当者同志の情報共有の時間や個別ケース検討会議
が時間外の対応となってしまう。更に、関係機関が多岐にわたり、個別ケース検討会議の日程
調整が困難、また、タイムリーに行えない場合がある。
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 関係機関の児童虐待防止に関する意識が高
価 まってきており、関係機関からの個別ケース検
内 討会議（要保護児童対策地域協議会）開催依頼
容 があった。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「児童虐待の防止と早期発見、見守り機能」を強化させるため、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。
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

「誰でも気軽に遊びに来られる居心地の良い場所」づくりを継続し、様々なプログラムを提供し
た。館内プログラムの他、９月から白十字あきつの里で「ころころおもちゃ箱あきつ」を週１回開
催し、施設内の高齢者との交流や月１回の保健師訪問により小規模のひろばの良さから多くの地域
親子の参加があった。仲間づくり事業「育児グループ支援・おむすびころりん」は親子共に外遊び
の楽しさを実感でき、決まったメンバーで行うため、子育ての困り感を集団の中で解消でき、仲間
づくりにもつながる事業となった。
地域連携事業5事業（てんとうむしひろば他4事業）、人材育成事業7事業（子育て支援者研修会他6事
業）、親の子育て力向上支援事業6事業（エンパ ワメント・リフレッシュ事業他5事業）、ネットワー
ク形成事業7事業（子育て支援施設との連携他6事業）、その他4事業（情報の集約・発信事業他3事
業）、 ボランティアの受け入れ 延238人

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
定例のプログラムの他に、出張ひろば「ころころおもちゃ箱あきつ」は週に2回に拡大し、時
間も延長して10時から15時までの実施にし地域の中に定着させた。また、ころころの森のひろ
ば内には「東村山たんけん」という掲示板を設置し、地域の季節行事や公園等の紹介を行い子
育て支援の情報発信に努めている。更に子ども・子育て新制度の保護者向け説明会を開催し、
新制度の周知を図った。

実績数

地域連携事業6事業（てんとうむしひろば他5業）、人材育成事業2事業（子育て支援者研修
会他1事業）、親の子育て力向上支援事業8事業（パパ講座他7事業）、情報の集約・発信事
業4事業（ころころネットの運営他3事業）、ボランティアの受け入れ 延203人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
過去、プログラムの参加者同士が交流を図り、自主的にサークル活動等に発展した例もある
が、多様化したニーズにより、ここの価値観での参加に留まる傾向から、一時のグループ形成
はなされるものの、プログラム終了後もリーダー（世話人）としてグループ活動を継続させて
いこうとする人材が出てこない。
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

実施の拡大をした出張ひろばは遊びの幅を広
評
げ、水遊び等、ころころの森では出来ない取り
価
組みをし好評を得た。また、子ども・子育て新
内
制度の説明会を2回行い多くの参加者を得て一定
容
の成果があった。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
多様化したニーズに応えるために、広さと深さを追求した事業の実施や、それに伴う「ころ
ころネット」をはじめとする情報発信を充実させ、リーダーの発掘も念頭に置きながら、多く
の方の参加を促進していく。
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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

「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。
２５年度の計画実績・総括

H24年度「東村山市子育て情報促進検討会」の報告書の内容を受け、民間と行政のパイプ役を
果たす中間組織として、子育て総合支援センター「ころころの森」において子育て情報サイト
「ころころネット」を立上げ、ナビゲーションシステムを構築し、市HPへのリンクや子育て関
連情報を提供した。

アクセス数

11,782（2013年10月28日〜2014年3月31日）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

「ころころネット」は市民参加の運営委員会を中心に広報活動と地域上の充実に向けた活動
を実施した。新規団体登録・イベント情報ページ・コンテンツ等の充実。（子ども総務課）

子ども家庭支援センターとして、養育環境についての情報収集を行った。(子育て支援課）

実績数

アクセス数

45,843（2014年4月1日〜2015年3月31日）（子ども総務課）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

登録団体によって「ころころネット」掲載情報の更新頻度、内容とにばらつきがある。（子
ども総務課）
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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 広報にも力を入れアクセス数の実績が上が
内 り、成果があった。（子ども総務課）
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
登録団体への継続した更新依頼をするとともに、「ころころネット」のスマートフォン対応
等のレベルアップ等、利用者ニーズに応える工夫をしていく。（子ども総務課）
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課・子育て支援課
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平成２６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

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
２５年度の計画実績・総括

【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)；情報交換、地域の子育て情報の発信のための子育て情報紙の発行
单部エリア(萩・栄)；情報交換、地域の子育て状況の把握のためアンケート調査の実施
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に子どもまつりへ参加
中部エリア(本・久・恩)：情報交換、
エリア合同会議;５エリア間の情報交換
東部エリア(秋・青)；子育て支援ネットワーク会議7回、秋津・青葉子育てまつり 参加：延44人、地域子育て情報チラシの発行
西部エリア(美・富)；地域子育て支援ネットワーク会議 3回、地域の子育て情報紙「はじめの一歩」の発行
单部エリア(萩・栄)；地域子育てネットワーク会議2回、親子のひろば・どんぐり11回 参加親子：延277人、瓦版発行（萩山地域）
北部エリア(多･廻･諏･野)；地域ネットワーク会議5回、子どもまつりに参加
中部エリア(本・久・恩)：エリアネットワーク会議3回、「作ろう遊ぼう話そう」（指編みマフラー作り） 参加 親子7組
合同エリア会議；１回

２６年度の取り組み内容（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)；情報交換、地域の子育て情報の発信のための子育て情報紙の発行
单部エリア(萩・栄)；情報交換
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にこどもまつりへ参加
中部エリア(本・久・恩)；情報交換、「手作りおもちゃで親子で遊ぼう」
エリア合同会議;5エリア間の情報交換

実績数

東部エリア(秋・青)；子育て支援ネットワーク会議8回、秋津・青葉子育てまつり 参加：延131人、
地域子育て情報チラシの発行
西部エリア(美・富)；地域子育て支援ネットワーク会議 2回、地域の子育て情報紙「はじめの一歩」
の発行
单部エリア(萩・栄)；地域子育てネットワーク会議2回、親子のひろば・どんぐり11回 参加親子：延
278人、瓦版発行（萩山地域）
北部エリア(多･廻･諏･野)；地域ネットワーク会議2回、こどもまつりに参加
中部エリア(本・久・恩)：エリアネットワーク会議3回、「作ろう遊ぼう話そう」（牛乳パックのおも
ちゃ作り） 参加 親子2組
合同エリア会議（座長会議）；1回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
地域ぐるみでの子育て支援というエリア構想を更に浸透させる必要がある。

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 全エリアで座長を決定し、エリア主体の活動
内 が定着した。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
各エリアの事業ＰＲを積極的に展開し、参加者の増加による認知度向上に繋げる。
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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

「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。
２５年度の計画実績・総括

「子育て家庭等への情報」の発信拠点として、子育て総合支援センター「ころころの森」で
子育て情報サイトを立上げ、子ども関連のホームページの充実を図った。（子ども総務課）
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。（子育て
支援課）
ころころネットアクセス数

11,782（2013年10月28日〜2014年3月31日）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
子育て情報サイトへ登録している子育て支援団体向けにメルマガを発行し、自発的なイベン
ト情報の発信を促した。ＰＣ作業の困難な団体には、技術面でのサポートを行い登録団体の幅
を広げ情報発信の充実を図った。（子ども総務課）
子ども家庭支援センター事業やメール相談、育児支援ヘルパー、子どもショートステイ、地
域活動室利用等についてホームページにて紹介した。（子育て支援課）
実績等

ころころネットアクセス数
（子ども総務課）

45,843（2014年4月1日〜2015年3月31日）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
登録団体によって「ころころネット」掲載情報の更新頻度、内容にばらつきがある。（子ども
総務課）
必要な時に必要な情報が入手できるようホームページを整備する必要がある。（子育て支援
課）
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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

アクセス数が大きく伸びた。（子ども総務課）
育児支援に関する情報の紹介ができた。（子育て
支援課）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
登録団体への継続した更新依頼をするとともに、「ころころネット」のスマートフォン対応
等のレベルアップ等、利用者ニーズに応える工夫をしていく。（子ども総務課）
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。
（子育て支援課）
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課・子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

子育て家庭への情報提供や情報共有として関係者の集まる会議等に参加して情報周知を図っ
たり、交換ボックスで情報提供を行った。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

一部の会議を通して、情報共有等を図ったに留まった。

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
個人情報保護の観点から、全てを提供する事は難しく、どこまで情報提供・共有が出来るの
かを一定整理する必要がある。
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
価
内
容

ネットワーク化の検討に至らなかった。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

必要な情報の提供と共有の範囲を明確にし、庁内連携を進めていく。
この計画は「子ども総務課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども総務課
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平成２６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

「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。
２５年度の計画実績・総括

子育て情報誌「なないろぽけっと2013」作成講座を実施し、改訂版を作成発行した。また、発行
に際し情報促進検討会での意見を活かし、情報誌に広告を掲載し4,000部確保し、こんにちは赤ちゃ
ん事業、転入者、子育てひろば、児童館、おひさま広場、図書館などで子育て世帯へ配布した。(子
ども総務課）
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、西部、单部、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。
(子育て支援課）

子育て情報誌「なないろぽけっと」作成及び発行
子育て情報誌講座 10回 発行 4,000部
２６度の取り組み内容（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」の一部内容を更新し、増刷発行した。こんにちは赤ちゃん事業、転入
者、子育てひろば、児童館、おひさまひろば 、図書館、公民館等で子育て世帯へ配布した。
（子ども総務課）
子育て情報誌「なないろぽけっと」や「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。(子育て支援課）
実績数

子育て情報誌「なないろぽけっと」改訂版発行

1,200部（子ども総務課）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
限られた予算内での作成には限界があり、需要に対して必ずしも十分な供給ができなかっ
た。（子ども総務課）
地域活動室利用のサークル活動の維持をサポートする必要がある。（子育て支援課）
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
十分な取り組みができた

改訂版については、こんにちは赤ちゃん事業の部

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 数の確保に留まった。（子ども総務課）
価
内 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事
容 業）訪問時に「なないろぽけっと」を配布した。
（子育て支援課）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
広告主の継続、新規開拓による歳入の増加に努め、部数の増刷に繋げていく。（子ども総務
課）
子育て総合支援センターと連携をとりながら、子育てサークルについての情報交換を行う。
（子育て支援課）
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課・子育て支援課
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平成２６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。
２５度の計画実績・総括

ころころの森、子育てひろば、2カ月サロン等において、参加した当事者の声を聞きながら、
子育て親子が必要とする市内の子育て情報の提供、収集を行なった。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

前年度同様、ころころの森、子育てひろば、2カ月サロン等において、参加した当事者の声を
聞きながら、子育て親子が必要とする市内の子育て情報の提供、収集を行なった。

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
収集した情報の提供方法が十分であるか、子育て支援事業への具体的活用を検証・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 子育てひろば等での情報提供や収集が定着し
内 てきている。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
引き続き正確な情報収集、的確な市民ニーズの把握をし、ツール（市報・ホームページ・こ
ろころネット等）を駆使すると共に、利用者支援事業や関係所管との連携に努め、市民への情
報提供や事業への活用に繋げていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

市内の子育てひろば職員を対象の子育てひろば全体会議（年2回）を開催し、情報交換等を行った。
参加者；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
白十字ホーム「あきつの里」の交流スペースで「ころころおもちゃ箱(出張ひろば)」を実施した。
ほんちょう子育てひろば：延5,906人 みすみ子育てひろば：延7,149人
のぐちちょう子育てひろば：延7,034人 子育て総合支援センター：延51,944人
ほほえみ子育てひろば：延1,759人

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
市内の子育てひろば職員を対象の子育てひろば全体会議（年2回）を開催し、情報交換・情報共有等を
行った。
参加者；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
定期開催の子育てひろば「どんぐり」に「ころころの森」のスタッフが参加し交流を図った。
白十字ホーム「あきつの里」の交流スペースで実施している「ころころおもちゃ箱(出張ひろば)」
を、週に2回に増やした。

実績数

ほんちょう子育てひろば：延6,316人 みすみ子育てひろば：延6,684人
のぐちちょう子育てひろば：延6,700人 子育て総合支援センター：延50,264人
ほほえみ子育てひろば：延975人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各事業卖体での成果はあげられてきているが、相互の連携が十分とは言えない。

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
取り組みが不十分であった

評 出張ひろば「ころころおもちゃ箱あきつ」の
価 開催を増やし地域に定着させた。また、ビニー
内 ルプールでの水遊び等、「ころころの森」でで
容 きない取り組みを積極的に実施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

相互連携を強化し、市全体としてのレベルアップに繋げていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども総務課
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平成２６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

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。
２５年度の計画実績・総括

子育て総合支援センターの、地域活動室をサークル支援活動の貸し出しを行った。
また、ひがしむらやま子育て応援ネットと連携して子育て世代のためのタウンミーティングを実
施した。（子ども総務課）
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。（子育て支援課）

25年度登録サークル99団体(サークル85団体 子育て支援団体14団体）
活動室年間利用数
延 46回
タウンミーティング
1回（子ども総務課）
地域活動室利用件数121件（1,354人）（子育て支援課）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
平成25年度同様に、子育て総合支援センターの地域活動室をサークル支援活動室として貸出を
行った。（子ども総務課）
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。（子育て支援課）

実績数

地域活動室利用件数110件（1,155人）（子育て支援課）
26年度登録サークル 団体(サークル85団体 子育て支援団体14団体）
活動室年間利用数
延 46回
タウンミーティング
1回（子ども総務課）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

子育てサークルの活動が継続されない傾向にあり、次世代への引継ぎやサークル間の連携等が難
しくなっている。（子ども総務課）
地域活動室利用のサークル活動の維持をサポートする必要がある。（子育て支援課）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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

ひがしむらやま子育て応援ネットと連携して、タ

評 ウンミーティングを開催した。（子ども総務課）
価
内 一部の子育てサークルに地域活動室の利用が浸
容 透してきている。（子育て支援課）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
ひがしむらやま子育て応援ネット（子育て支援団体連絡会）を通じて連携を図り、リーダーの発
掘や状況に合わせた対応方法を検討していく（子ども総務課）
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。（子育て支援課）
この事業は「子ども総務課・子育て支援課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども総務課・子育て支援課
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平成２６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）
２５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 85団体（新規13団体）
子育て支援団体
14団体（新規 1団体）
２６年度の取り組み内容（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 11回 （12月を除く毎月）
子育てサークルの登録 22団体（新規4団体）
子育て支援団体 12団体（新規3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

個人的な目的のサークルが主流となり、地域でという意識が希薄になってしまっている。

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
内
容

活動場所の安定的な支援をした。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
活動場所の提供に留まらず、既存サークルの地域意識向上への働きかけを行うと共に、意識
啓発の場としての要素を含んだ子育て総合支援センター事業を検討していく。
この事業は「子ども総務課」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

提供会員を活用した独自の保育サービス「まめっちょ」により、子育て総合支援センター事
業の（保育付講座）連携も行うことができた。また、提供会員養成講習会の参加者が集まりに
くく、市報での広報では周知が不十分なため、地域の小さな集まり等に出向いて広報するなど
の工夫をした。
援助活動回数4,635回

依頼会員1,495人

提供会員162人

両方会員16人

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

緊急時の対応改善策として、職員に緊急用携帯電話を配備し、提供会員の不安を軽減した。
養成講習等の終了後に希望された方々について、次年度の講習会に参加していただける様、
対応した。

実績数

援助活動回数4,889回

依頼会員1,549人

提供会員173人

両方会員15人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

提供会員数は一定数の確保ができているが居住地域に差が生じている。

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

提供会員数がわずかながら上昇している。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
手薄な地域のカバーが出来る様提供会員の拡充に努め、緊急用携帯電話の活用や研修会の開
催等により適切な情報提供・共有を図り、提供会員の負担・不安の軽減に繋げ、より良いサー
ビスの提供を行う。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課

13

平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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の他、地域の小さな集まり等に出向いて
広報した。
提供会員養成講習会の実施 9月17日～10月11日までの間の9日間 23名受講 新規登録 23名
フォローアップ研修会の実施 7月19日「子どもの発達障害の理解とかかわり方」 参加 29名
ステップアップ研修会
1月27日「アサーティブ・トレーニング」 参加 20名
交流会（提供会員向け） 11月25日 午前、午後で2回 「ミトン人形講習会」参加 14名
定例会
毎月1回（8月除く）

２６年度の取り組み内容（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での募集チラシを配布した他「ころころネット」等
にも掲載した。また、講習会後に連絡いただいた方々には、次年度に確実にご案内できるよう名簿を作
成した。
提供会員養成講習会の実施
9月17日～10月10日までの9日間 20名受講 新規登録20名
ステップアップ講習会の実施 1月26日「安全に活動を行うためのリスクマネジメント」
交流会（提供会員向け）
9月6日 「10周年記念の集い」参加 46名
講演会「こんな便利な制度があったんだ！～ファミサポのこれまでとこれから～」 参加 57名
定例会
8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
提供会員の高齢化対策や、多様化したニーズに対応するためのスキルアップが必要となって
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 フォローアップ研修等で特別な支援の必要な
価 対応について、知識を深めた。また、10周年行
内 事を行い新旧会員同士の交流を図り、情報交換
容 をした。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
安全・安心なサービスの提供ができるよう、人材確保に努め、講習会の内容の充実を図って
いく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５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・ひろば等に設置した。
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、図書館・公民
館・保育所・児童クラブ・ころころの森・ひろば等に設置した他、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掲載し市民に向け周知を行った。
リーフレット発行数 900部
たより発行数
2,000部

利用案内3月15日号市報

２６度の取り組み内容（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・ひろば等に設置した。
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、図書館・公民
館・保育所・児童クラブ・ころころの森・ひろば等に設置した他、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掲載し市民に向け周知を行った。
また、児童クラブや、保育所の入園決定後の案内として、所管窓口でファミリー・サポー
ト・センターの周知を図った。

実績数

リーフレット発行数730部
たより発行数2,000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

依頼会員全てのニーズに応えられる提供会員体制（質・量とも）が整っていない。

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
「ころころネット」にファミリー・サポート・
価
センターの提供会員募集を掲載して広く周知を
内
図った。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
現会員のレベルアップと新規会員の獲得により、多くのニーズに応えていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
提供会員の更新に合わせ、連携システムを使っている保育園に出向き、当該園で活動する提
供会員の更新がされているかの確認も含め、連携システムの活用方法について再周知を図っ
た。
連携システム23か所

内17カ所利用（公立保育園7か所

私立保育園10か所)

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

新年度4月の新規の依頼活動が多いため、混乱が生じないよう連携システムの活用方法につい
て再確認をした。

実績数

連携システム24か所
か所）

内18カ所利用（公立保育園7か所

私立保育園14か所

他3

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

保育所以外での連携システムの構築をどの様にするのか？

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
取り組みが不十分であった

評
価 保育所等の送迎等の活動が連携システムを活
内 用する事により、スムーズにできた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

連携システムの運用方法の確認を徹底していく事で、連携強化に努める。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

保護者等の外出の場合の援助等日中の預かり件数

226件

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

保護者等の外出の場合の援助等日中の預かり件数

248件

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

長時間の預かりによる、利用者の経済負担が大きい。

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
年齢制限のある「たんたんのおうち」で対応
価
できない児童の預かりについて受け皿として活
内
動ができた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

一時預かりサービスの関係機関と連携を図り、サービス向上に努めていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

妊婦歯科健康診査において、管理栄養士による集団指導を取り入れた。

妊婦健診：受診者数延べ11,374回（対象者1,157名）
産婦健診：受診者数1,138名（受診率99.3％）助産師相談：241名（21.2％）
妊婦歯科健診：136名、栄養相談30名、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導54名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

妊婦健康診査の管理栄養士における集団指導を継続するとともに、ブラッシング指導対象者の
増を図った。

実績数

妊婦健診：受診者延べ11,134回（対象者1,156名）
産婦健診：受診者数1,040名（受診率96.7％）助産師相談：231名
妊婦歯科健診：132名、栄養相談33名、ブラッシング指導92名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
妊婦健診の超音波検査は、予定日35歳以上が対象だが、市民要望も高いため、年齢制限を撤廃
してすべての妊婦を対象にする必要がある。
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 妊婦歯科健診における栄養相談やブラッシング
内 指導を受けたかたの増。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

超音波健診の年齢制限撤廃に向けて取り組む。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成24年度同様に実施した。
先天性風しん症候群予防のための予防接種について、家族の接種も含めて説明した。

母子健康手帳交付数：1,162名（20歳未満15名、35歳以上348名、多胎9名、外国語母子健康手帳交付
数：16名）交付時の相談内容（延べ）：悪阻629名、疲労等289名、切迫流産：42名、身体の相談196名、
育児130名、その他227名、禁煙指導32名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

地域サービス窓口で母子健康手帳を受け取った妊婦へは、後日電話相談を実施した。

実績数

母子健康手帳交付数：1,158名（20歳未満14名、35歳以上335名、多胎12名、外国語母子健康
手帳交付数5名）交付時の相談（延べ）：悪阻621名、疲労等270名、切迫流産16名、身体の
相談145名、育児92名、その他184名、禁煙指導等20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
取り組みが不十分であった

評
価 ハイリスク妊婦への早期に関わることが出来
内 た。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
平成27年度より嘱託助産師が配置されたことから、妊婦相談の内容をより専門的に充実し、安
心して出産に臨めるよう切れ目のない支援体制を構築していく。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成24年度同様に実施した。
母親学級、両親学級の両方に祖父、祖母の参加があった。

母親学級：3日間コース
両親学級：1日間コース

6回延べ350名
10回340名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

両親学級は平成26年度より、参加者の要望に答え、午後から午前の開催に変更した。

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288名
10回414名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
平日の母親学級の参加者が減り、両親学級の参加者が増加した。
就労妊婦へ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
教室後のアンケートより、参加者から「大変参
価
考になった」「良かった」という意見が多数で
内
あった。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

安全期の妊婦を対象としているが、就労妊婦が増加する中、その対応について検討していく。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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。
ダイレクト訪問で会えなかったケースについては3～4か月児健診で状況の確認をした。
妊産婦訪問：延べ242名、新生児訪問及び乳児家庭全戸訪問：1,122名
ダイレクト訪問でも会えなかった乳児：36名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

出生通知票提出の再勧奨をして、速やかに訪問出来るよう努めた。
ダイレクト訪問で会えなかった児についても、子育てに関する情報誌や産後うつのリーフレッ
トをポスティングし、3～4か月児健診で確認した。
従事者への研修を年2回、症例検討会を12回行って、スキルアップを図った。

実績数

妊産婦訪問：延べ246名、新生児訪問及び乳児家庭全戸訪問：1,046名
ダイレクト訪問でも会えなかった乳児：27名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ダイレクト訪問においても会えない場合があり、3～4か月児健診時再度訪問の案内をしてい
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
取り組みが不十分であった

評
価 毎月行う症例検討会において、スキルアップが
内 図られている。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
迅速かつ充実した訪問を目指し引き続き取り組む。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

平成24年度同様に実施した。

「2カ月の赤ちゃんとママのおしゃべりタイム」：12回
「ぽっとサロン」：24回 乳幼児618名、保護者555名

346組

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

「2カ月の赤ちゃんとママのおしゃべりタイム」は年12回の定期実施の他、萩山町と廻田町へ
出張して行った。

実績数

「2カ月の赤ちゃんとママのおしゃべりタイム」：14回
「ぽっとサロン」：24回 乳幼児484名、保護者439名

404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
価
内
容

出張サロンを実施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
出張サロンの実施について、検討していく。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

乳児学級、幼児学級の対象月齢を拡大した。

乳児学級栄養編：10回161組、歯科編：10回115組
幼児学級栄養編：10回67組、歯科編：14回79組
歯科講演会：2回16組、歯科相談：6組
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

幼児学級歯科編を子育てひろばと児童館2か所へ出張して実施した。

実績数

乳児学級栄養編：10回166組、歯科編8回110組
幼児学級栄養編：10回51組、歯科編13回101組
歯科講演会：2回14組、歯科相談：5組
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

乳幼児学級歯科編においては、歯科医師の健診を希望する声がある。

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 乳幼児学級歯科編の参加者が減尐気味だった
内 が、前年度に比べ横ばいとなった。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

乳幼児学級栄養編において、離乳食開始時期のコースを新た設け、内容の充実を図る。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

個別の情報交換も含め、前年度より連携機会が増加した。
秋津の子育てひろばへ、月1回出張した。
保育園への出張相談：延べ13回
秋津子育てひろばへの出張：11回
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

人員の問題から、ひろばへの出張は1回のみだった。
保育園への出張は、相談があった場合のみとなった。

実績数

保育園への出張相談：延べ6回
秋津子育てひろばへの出張：1回
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年度も人員不足により定期的な出張は困難である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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

現在の人員で最大の努力をした。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

ひろばや保育園等からの相談について迅速に対応するよう努める。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

24年度同様実施した。
来所できないケースについては訪問を実施した。
子ども家庭支援センター、保育園、幼児相談室、ころころの森等と情報共有し連携を図った。
保健師家庭訪問数：383件
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様実施した。

実績数

保健師家庭訪問数：428件
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 個別対応の必要なケースについては訪問を実施
内 した。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き取り組む。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成24度同様に出生通知票提出の勧奨を行った。
提出数：1,113名（提出率95.9％）
対象者：1,154名

訪問数：1,122名（訪問率97.2％）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

出生通知票提出の再勧奨をして、速やかに訪問出来るよう努めた。
ダイレクト訪問で会えなかった児についても、子育てに関する情報誌や産後うつのリーフレッ
トをポスティングし、3～4か月児健診で確認した。

実績数

出生通知票提出数：1,052名（提出率97.8％）
対象者：1,075名 訪問数：1,046名（訪問率97.3％）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ダイレクト訪問においても会えない場合があり、3～4か月児健診時、再度訪問の案内をしてい
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
取り組みが不十分であった

評
価 出生通知票提出数及び訪問率が僅かではあるが
内 アップした。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
平成27年度より嘱託助産師が配置され、こんにちは赤ちゃん事業のフォローアップ相談を実施
していく。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

ＮＰＯとの連携において、平成24年度より回数を縮小したが実施することができた。
母親学級：延べ350名、両親学級：340名、乳幼児学級：延べ444組
多胎児の会：5回、小さく生まれたお子さんの会：3回
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

ころころの森と連携し「小さく生まれた子の会」と両親学級のフォローコースとして「パパマ
マ講座」を共催した。

実績数

母親学級：延べ288名、両親学級：414名、乳幼児学級：延べ447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
価
内
容

事業周知等連携して実施することが出来た。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「小さく生まれた子」や「パパママ講座」の共催を行い、仲間づくりを図る。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度計画実績・総括

平成24年度同様実施した。

ひろばへの出張健康教育等：延べ12回
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

ひろば、児童館と連携し、幼児教室歯科編を出張して行った。

実績数

ひろば等への出張健康教育：3回
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年度も人員不足により出張健康教育の増は困難である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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

現在の人員で最大の努力をした。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

今年度も幼児教室歯科の出張教室の実施を図っていく。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

「読み聞かせボランティア」担当所管の図書館の協力のもと、3～4か月児健康診査時と乳幼児
学級時に読み聞かせを行った。
子ども家庭支援センターとの連携については、母子保健手帳交付時に子ども家庭支援センター
のリーフレットを配布し、情報提供を行った。
母子健康手帳交付数：1,162名
3～4か月児健診受診数：1,146名
乳児学級（栄養編）：161組
乳児学級（歯科編）：115組
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様に取り組んだ。

実績数

母子健康手帳交付数：1,158名、3～4か月児健診受診数：1,040名
乳児学級（栄養編）：166組、乳児学級（歯科編）：110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
価 図書館読み聞かせボランティアは好評を得てい
内 る。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き取り組む。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成24年度同様取り組んだ。
3～4か月児健康診査受診率98.8％、1歳6か月児健康診査受診率98.2％
3歳児健康診査受診率95.8％、発達健診受診者：延べ146名
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(栄養編）（歯科編）お話の時間：年各10回ずつ

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

25年度同様に取り組んだ。
3～4か月児健診受診率：96.7％、1歳6か月児健診受診率：94，8％
3歳児健診受診率：95.2％、発達健診受診者：延べ150名

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(栄養編）（歯科編）お話の時間：年各10回ずつ

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

未受診者の状況把握の為、訪問を実施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

受診率の向上を目指し、未受診者フォローの強化を図る。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成24年度同様に実施した。
出張健康教育：5回302名（つばさ保育園、第三保育園、久米川保育園、
ふじみ保育園、みすみ子育てひろば）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様実施した。

実績数

出張健康教育：7回366名（つばさ保育園、久米川保育園、第三保育園、ソラスト東
村山、ふじみ保育園、みすみ子育てひろば、地域事業・遊ぼう会）
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

前年度より回数が増加した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
引き続き取り組む。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

平成24年度同様に取り組んだ。
3歳児健康診査におけるかかりつけ医を持つ児の割合30.2％（前年度より6.6％減）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

1歳6か月児健診の案内に、「相談できる医療機関」リストを、歯科医師会の承諾を得て配布し
ている。

実績数

3歳児健診調査におけるかかりつけ医を持つ児の割合40.0％（前年度より9.8％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（増進）課歯科衛生士との連携を進めた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き取り組む。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

すべての定期予防接種において入力が可能になった。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年同様実施した。

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 健診関係は紙ベースを用いて関係機関との連携
内 を図った。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

平成26年同様実施する。
この事業は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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 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。

２５年度の計画実績・総括
医師会、歯科医師会と定期的に会議を行い、情報交換や事業周知等の協力をお願いした。
新たに歯科医師による健康講座を年2回実施した。
医師会定例会：年10回
歯科医師会定例会：年4回

歯科講演会：年2回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様に実施した。
歯科医師会の園医会に参加した。

実績数

医師会定例会：年10回
歯科医師会定例会：年4回

歯科講演会：年2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 歯科医師会園医会において健診の現状を報告し
内 た。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き情報を共通していく。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成24年度同様取り組んだ。
様々な機会をとらえ、かかりつけ医を持つことの意義を説明した。
乳児家庭全戸訪問事業等様々な機会を捉えて、早期にかかりつけ医を持つことを推奨した。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

こんにちは赤ちゃん事業や予防接種事業等において、かかりつけ医を推奨し、促進を図った。

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 予防接種接種率等によりかかりつけ医への受診
内 が推測出来る。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き様々な機会を捉え、かかりつけ医を推奨する。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５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。
（25年度患者数：小児科541人、内科381人、その他1人、合計923人）
２６年度の取り組み内容（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535人、内科427人、その他0人、合計962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及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き休日準夜応急診療の実施を行う。
この事業は「地域保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

健康増進課（健康課）
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平成２６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。

２５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、年末年始の初期救急診療を実施した。（25年度
患者数：小児科830人、内科963人、外科259人、その他3人、合計2,055人）

２６年度の取り組み内容（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776人、内科568人、外科311人、その他1人、合計1,656人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

受け入れ医療機関の確保。
初期救急利用にあたって啓発、周知。
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及び計画終了後の引継ぎ先

休日応急診療体制を確保していく。
この事業は「地域保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

健康増進課（健康課）
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

継続して日曜、祝祭日、年末年始の休日歯科応急診療を歯科医師会との連携で輪番制にて実施
した。患者数:321人

２６年度の取り組み内容（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。（72日/年）

実績数

患者数：359人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

受け入れ医療機関の確保
初期救急事業の啓発、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 休日における歯科応急診療としての機能を果た
内 している。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

休日歯科応急診療体制の確保をしていく。
この事業は「地域保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

健康増進課（健康課）
38

平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成24年度同様に多摩北部医療センター：週5日、佐々総合病院：月・水・金
半から10時半に準夜応急診療を4市共同で実施した。

平日の午後7時

多摩北部医療センター受診者：522名
佐々総合病院：7名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様に取り組んだ。

実績数

多摩北部医療センター受診者：442名
佐々総合病院：2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
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

継続実施が4市において確認されている。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

今後も周知に努めながら事業を継続していく。
この計画は「母子保健計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
認可保育所の入所が不承諾となった方等を対象に、認可外保育施設の入所相談会を初めて開
催した。（平成26年3月15日）
参加施設数 9施設
参加保護者数 13組
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成27年4月1日入所の利用調整において保留となった方等を対象に、地域型保育事業及び認
可外保育施設の合同説明会を開催した。（平成27年2月22日）
前年度よりも開催時期を早め、2次選考の申込みの参考となるように調整した。

実績数

参加施設数
参加者数

14施設
40名（15世帯）
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・子育て支援新制度における「利用者支援事業」における位置付け等、調整が必要と
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
価 複数の施設の話を直接聞くことができるため、
内 参加した保護者から一定の評価をいただいた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
子ども・子育て支援新制度において、地域子ども・子育て支援事業のひとつに「利用者支援
事業」が位置付けられており、相談体制の充実を図るとともに待機児対策を推進していく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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）を図っ
た。
平成25年4月に青葉さくら保育園の定員増（29名）を図った。
平成25年10月に東大典保育園が新園舎に移転することにより、定員増（42名）を図った。
認可保育所の定員

171名増加

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成27年4月にあいあい保育園が認証保育所Ａ型から認可保育所に移行するための支援を行っ
た。

実績数

認可保育所の定員

33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
平成27年3月に策定された「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、児童人口の推
移も見据えながら計画的に実施する必要がある。
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 認証保育所から認可保育所への移行が完了し
内 た。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、平成27年度に認可保育所の増改築によ
り定員増を行う。また、認証保育所1園を認可保育所へ移行する。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

あいあい保育園が新園舎に移転することにより、定期利用保育施設から認証保育所Ａ型に移
行し、定員増（15名）を図った。
ひまわり保育室（定期利用保育施設）が新規開設（定員6名）した。
1施設（認可外から認証保育所Ａ型へ移行、定員増（15名））
1施設（定期利用保育施設新規開設）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
待機児童対策として、0歳～2歳を対象とした定員19名以下の小規模保育施設を3施設開所し
た。
りんごっこ駅前保育園、りんごっこ久米川駅前保育園が認証保育所から子ども・子育て支援
新制度への移行をするための小規模保育事業への移行を支援した。
みゆき保育所が定期利用保育事業から子ども・子育て支援新制度への移行をするための小規
模保育事業への移行を支援した。

実績数

小規模保育施設 せいしん保育室ビーオンクローバー
ニチイキッズ東村山保育園 定員 19名
しんあきつ保育園 定員 15名
計 52名

定員

18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27年3月に策定された「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、児童人口の推
移も見据えながら計画的に実施する必要がある。
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 新規施設の開所により、0歳～2歳の定員拡大を
内 行った。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、適切に待機児対策を講じていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
ひまわりママを新規開設（定員4名）した。

保育ママ9名（3月末在籍児童37名）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

家庭福祉員（2名）が家庭福祉員事業から子ども・子育て支援新制度への移行をするための家
庭的保育事業への移行を支援した。
ことり保育室が家庭福祉員事業から子ども・子育て支援新制度への移行をするための小規模
保育事業への移行を支援した。

実績数

保育ママ7名（3月末在籍児童30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27年3月に策定された「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、児童人口の推
移も見据えながら計画的に実施する必要がある。
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 子ども・子育て支援新制度への移行支援を行っ
内 た。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、適切に待機児対策を講じていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

平成25年12月に秋津幼稚園が幼稚園型認定こども園として東京都の認定を受けた。

1園（保育機能分

定員30名増）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

幼保連携型認定こども園の東村山むさしの認定こども園を廃止し、新たに幼稚園型認定こど
も園の東村山むさしの第一認定こども園及び保育所型認定こども園の東村山むさしの第二認定
こども園を平成27年4月より開所するための支援を行った。

実績数

東村山むさしの第一認定こども園（保育機能分 定員30名増）
東村山むさしの第二認定こども園（保育分 定員8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、新たな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
価 保育定員増により待機児対策としての効果が見
内 込まれる。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

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を働き掛ける。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成26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 782名）
私立
103％（定員1,281名 実人員1,316名）
認可保育所19園中16園（公立7園、私立9園）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成27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 781名）
私立
107％（定員1,281名 実人員1,377名）

実績等

認可保育所19園中16園（公立7園、私立9園）
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・子育て支援新制度において、定員の弾力的運用を前提とした保育の確保方策は認め
られていないため、認可定員の見直しが必要となる。
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
取り組みが不十分であった

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

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、適切な利用定員の設定を行う。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成25年4月に新規開設した認可保育所（東村山むさしの保育園）及びりんごっこ保育園で障
害児保育を実施した。
平成25年度末の障害児保育実績：55名
4名（東村山むさしの保育園2名、りんごっこ保育園2名）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年度末の障害児保育実績：59名

実績数

受入数増

4名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

現在、待機児童解消のために定員を超えて児童が入所しているため、受入数の拡大は困難な
状況にある。
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

現状のニーズを受け、受入人数を拡大した。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
東村山市保育施策の推進に関する基本方針に基づき、公立保育園における体制等を再構築す
る。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

第六保育園での利用希望者が増加傾向にあり、その対策を庁内検討した結果、様々な工夫を
することにより受入数を拡大することになった。（平成26年4月から10名⇒13名）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年4月より第六保育園の受入数を10名から13名に拡大した。

実績数

受入数増

3名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

保護者からのニーズは高いものの、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 利用希望者の増加に伴い、平成26年4月から受
内 入数の拡大を行った。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、認可保育所等と慎重に調整を図る。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課

47

平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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

実施なし
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（待機児対策）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

前年度同様実施していない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、事業の在り方についての検討を継続す
る。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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

実施なし
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

前年度同様実施していない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、検討を継続する。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

平成25年4月より認可保育所（青葉さくら保育園）で、一時保育事業を開始した。

認可保育所7園（公立：第四保育園、私立：久米川保育園、つぼみ保育園、わくわく保育園、ほ
んちょう保育園、八国山保育園、青葉さくら保育園）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子ども・子育て支援新制度における一時預かり事業についての検討を行った。

実績数

認可保育所7園（公立：第四保育園、私立：久米川保育園、つぼみ保育園、わくわく
保育園、ほんちょう保育園、八国山保育園、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

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、計画的に実施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
価
内
容

7園において、一時保育を実施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき一時保育事業を実施していく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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：認可保育園入所児童
満1歳～就学前までの児童）
1園（第一保育園）
２６年度の取り組み内容（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：認可保育園入所児童
満1歳～就学前までの児童）

実績数

1園（第一保育園）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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。
突発的な利用希望者への対応が困難である。
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 保護者より現行方法での実施に一定の理解を得
内 ている。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

子ども・子育て支援新制度における、地域型保育事業の児童についての対応を検討する。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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。
公立保育園
認証保育所

第七保育園
あいあい保育園、ソラスト東村山
２６年度の取り組み内容（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
認証保育所

第一保育園
いづみ愛児園

私立保育園

わくわく保育園

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

予算の範囲内の受審となり、全園受審することはできない。

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
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、保育園の実状等を保護者
内
が確認することができる。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

予算の範囲内で、第三者評価制度の実施の定着を図る。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成25年11月に病児・病後児保育施設（森の病児保育室“たまほく”）を新規開設した。
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。
施設型の病児・病後児保育施設を整備したことから、派遣型の事業については当面実施しな
い。

149名（「森の病児保育室“たまほく”」の実績（平成25年11月～平成26年3月））
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年11月に施設型の病児・病後児保育施設「森の病児保育室“たまほく”」を開設した
ことから、派遣型の事業については実施していない。

実績数

422名（「森の病児保育室“たまほく”」の実績（平成26年4月～平成27年3月））
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
価
内
容

派遣型の事業については実施していない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、病児・病後児保育事業を計画的に実施
していく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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。
ヘルパー派遣日数

延べ81日、訪問実家庭数

9家庭

２６年度の取り組み内容（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委託事業者の連携を図り、事業の推進を図った。

実績数

ヘルパー派遣日数

延べ

48日、訪問実家庭数

5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及び計画終了後の引継ぎ先

産後うつ等により真に支援を必要としている家庭に対して利用を促したい。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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

実施なし
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

事業を実施していない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、引き続き検討する。
この事業は「子ども育成課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

体験発表会について市内小中学校ＰＴＡへの啓発を行った。
出席者37名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

体験発表会について市内小中学校ＰＴＡへの啓発を行った。

実績数

出席者

10名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

東京都と共催で「養育家庭体験発表会」を行っているが、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及び計画終了後の引継ぎ先

今後も養育家庭制度の啓発と理解に努める。
この事業は「子育て支援課」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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。
19園（全施設）
２６年度の取り組み内容（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

19園（全施設）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各園で実施している子育て支援事業の情報を、在宅で育児している保護者に分かりやすく伝
える工夫が必要である。
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 在宅で育児をしている保護者から一定の評価を
内 いただいている。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

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する方法を検討する。
この事業は「子ども育成課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

必要時に利用ができるよう、委託施設との調整を図った。
ショートステイ利用10日（6名）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

必要時に利用ができるよう、委託施設との調整を図った。

実績数

ショートステイ利用15日（4名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

出産や急な入院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
行っていることから、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及び計画終了後の引継ぎ先

必要時の利用ができるよう事業啓発に努めたい。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
本事業については、夜間養護等事業とも呼ばれておりますが、短期入所生活援助（ショート
ステイ）事業と同様の観点で今後、子ども・子育て会議で検討していきたい。（子育て支援
課）
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課・子育て支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
平成25年11月に病児・病後児保育施設（森の病児保育室“たまほく”）を新規開設した。
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。
施設型の病児・病後児保育施設を整備したことから、派遣型の事業については当面実施しな
い。
149名（「森の病児保育室“たまほく”」の実績（平成25年11月～平成26年3月））
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年11月に病児・病後児保育施設（森の病児保育室“たまほく”）を開設し、病中や病
気回復期にあって集団保育が困難な児童の保育を実施した。

実績数

422名（「森の病児保育室“たまほく”」の実績（平成26年4月～平成27年3月））
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
価 事業の周知等により、利用者数が増加してい
内 る。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、病児・病後児保育事業を実施してい
く。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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

実施なし
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見通しが不透明である。また、職員体
制の確保が困難であることや他の施策（待機児童対策等）との優先度の問題もある。
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

事業を実施していない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

子ども・子育て支援新制度との整合性も含め、引き続き検討する。
この事業は「子ども育成課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

おひさま広場事業は利用者の意見等を聞きながらお母さん達が安心して子どもと居られる場所、ほっと
出来る場所づくりを実施した。季節行事には七夕工作・お雛様工作やこいのぼりバック等のさまざまな工
作に取り組みをした。消防署の協力を得て「乳幼児応急救護講習会」を1回実施した。地域の公立保育園
と連携し「発育測定」や「離乳食講習」を開催して利用者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2回・定例会議（ひろば会議）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た。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。
25年度実績
青葉児童クラブ 1,296人・萩山児童クラブ 924人・单台児童クラブ 1,649人・
回田児童クラブ 458人・秋津東児童クラブ 1,957人・野火止児童クラブ 1,351人・
久米川児童クラブ656人・久米川東児童クラブ 669人

２６年度の取り組み内容（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、お母さん達が安心して子どもと居られる場所、ほっと出来る場
所づくりに努めた。季節行事には七夕工作・お雛様工作・節分工作では鬼のお面、カップ作り（豆等を入れる）、レ
ザークラフト等のさまざまな工作に取り組んだ。「乳幼児応急救護講習会」では、消防署の講師を招いて野火止・萩
山・秋津東の３ヶ所で実施した。地域行事では公立保育園と連携し、発育測定、離乳食の展示・試食会を開催した。
図書館との連携では乳幼児親子の交流を深める目的から、図書館の読み聞かせボランティアによる読み聞かせ等を実
施した。この連携事業は利用者から好評を得ており、利用のしやすいおひさま広場に努めている。ほんちょう子育て
ひろば会議（全体会・定例会議（ひろば会議）・サポーター会議・事例学習会）に出席し、母親たちの声に耳を傾け
話を聞き、利用者とのかかわり方や間接的に子育て支援をしていくこと等情報交換を行った。

実績数

26年度実績
青葉児童クラブ 1,581人・萩山児童クラブ 962人・单台児童クラブ 1,531人・
回田児童クラブ 302人・秋津東児童クラブ 1,707人・野火止児童クラブ 1,098人・
久米川児童クラブ 795人・久米川東児童クラブ 985人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
おひさま広場事業の運営は児童クラブ職員が行っているため職員不足も伴い、開催日の減等生じること
が予測される。

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
取り組みが不十分であった

評
価
内
容

開設8箇所の現状維持を図った。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
子育て中の利用者の視点から物事を考え、保護者間の交流・子育てについて気楽に相談できる場所とし
て支援を継続していく。
本町児童館とほんちょう子育てひろばとの合同避難訓練は8月に実施した。緊急時に備えて乳幼児親子
の安全を確保することを目的に今後も継続する。
この事業は「児童課」で引き継ぎます。

所管課

児童課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成25年12月に秋津幼稚園が幼稚園型認定こども園として東京都の認定を受けた。
1園（保育機能分

定員30名増）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成27年4月に東村山むさしの認定こども園（幼保連携型）を廃止し、新たに東村山むさしの
第一認定こども園（幼稚園型）、東村山むさしの第二認定こども園（保育所型）を設置するた
めの支援を行った。

実績数

幼稚園型認定こども園1園開設（保育機能分

定員30名）

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を実施しているものの、取り組み内容に違いがある。

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

幼稚園型認定こども園の開設支援を行った。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
私立幼稚園連絡協議会を通じて、幼稚園の預かり保育をさらに充実・発展するよう協議して
いく。また、子ども・子育て支援新制度における一時預かり事業（幼稚園型）の実施について
も検討する。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

通年をとおして子育て預かりサポート事業「たんたんのおうち」を実施するとともに、試行的に実施し
た午前の預かり時間延長を本格実施し、サービスを拡充した。

補助団体 1団体（NPO法人東村山子育て支援ネットワークすずめ
登録者数153人 利用者数1,286人(延）

たんたんのおうち）

利用

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

利用者のニーズにより、保育時間開始を30分早く繰り上げ実施。市内の中心地域での実施で
あるため、13町からの利用がある。市民への周知対策として、「プログラム保育の実施（遠
足）」「たんたん新聞の発行」「1歳6か月健診でのチラシの配布」「グリーンバス車内広告」
等を実施し、下半期の利用率向上に繋げた。

実績数

補助団体 1団体（NPO法人東村山子育て支援ネットワークすずめ
ち） 利用登録者数143人 利用者数1,397人(延）

たんたんのおう

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

受入れ定員に対しての余裕がある。

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 市民のニーズに合わせた対応を実施しサービス
内 拡充が図れた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
安全性等を十分に配慮し、施設の受け入れ態勢に見合う充実した事業実施のために工夫をし
ていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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。
２６年度の取り組み内容（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（長期間継続
して関わるケース）が増加しているため、担当者同士の情報共有の時間や個別ケース検討会議
が時間外の対応となってしまう。更に、関係機関が多岐にわたり、個別ケース検討会議の日程
調整が困難、かつタイムリーに行えない場合がある。
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

連携により適切な対応が取れた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

関係機関との連携強化、情報共有を図るための体制を充実させる。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。

所管課

子育て支援課
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平成２６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 東京都母子及び父子福祉資金貸付制度の活用（Ｈ26.10月から父子福祉資金が加わる）
計画書
内容

引き続き制度の周知等、活用促進を図る。

２５年度の計画実績・総括
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。毎年子どもの進学に対し
ての貸付（就学支度資金・修学資金）を中心に利用度が高い。母親だけでなく子ども同席の面接を行い、
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25年度の償還率
は75.9％、24年度実績の73％を上回った。

技能習得資金1件、生活資金2件、修学資金25件、就学支度資金21件、転宅資金1件（平成25年度
新規申請実績）
２６年度の取り組み内容（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。毎年子どもの進学に対しての
貸付（就学支度資金・修学資金）を中心に利用度が高い。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26年度の償還率は、25
年度実績の75.9％を上回る予定である。

実績数

技能習得資金1件、生活資金1件、修学資金22件、就学支度資金20件、転宅資金2件
（平成26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や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、コンビニ納付、口座引き落としの希望があるが、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、23年度には
内 60％後半に上がり、平成24年度からは70％超えて
容 いる。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
制度の周知、活用促進、償還率向上を図る。
この事業は「生活福祉課」へ引き継ぎます。
所管課

生活福祉課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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25年4月より新規開設した認可保育所（東村山むさしの保育園）及びりんごっこ保育園に
おいても障害児保育を開始した。
私立幼稚園においても25名程度の障害児保育を行っている。
4名（東村山むさしの保育園2名、りんごっこ保育園2名）
２６年度の取り組み内容（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。

実績数

私立幼稚園において31名程度の受入を実施している。
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

受入数の拡大については、職員体制の確保が困難であるなどの問題がある。
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

取り組みが不十分であった

評
価
内
容

引続き障害児の受入を実施している。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、効果的な障害児支援を行っていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども育成課

67

平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

保護者・本人と面接を行い、児童の様子や障がいの程度に配慮し、入会を希望する児童クラブへ
の受け入れに努めた。（全員入会）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

25年度同様に保護者・本人と面接を行い、希望（第2希望も含め）する児童クラブへ全員受け
入れた。

実績数

学年別在籍数46名（平成26年4月1日現在）
1年生 11名 2年生 16名
3年生 12名 4年生
7名
計46名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

特別支援学級に通学する児童は学区内の児童クラブを希望するため申込が集中する、第1希望
クラブの入会が叶わない課題が継続している。
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
取り組みが不十分であった

評
価 新たな施設建設は困難であるため現状を維持し
内 た。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
児童福祉法の改定により平成27年度から児童クラブ入会対象が小学生全学年（3年生までが、
6年生まで）となることが予定されている。障がいを持った児童に対する施設環境、職員体制の
改善など早急に対応する必要性を感じている。今後は、子ども・子育て支援事業計画に沿って
取り組んでいきたい。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」に引き継ぎます。
所管課

児童課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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うのと併せて、就学支
援シートを直接保護者の方へ渡した。
就学相談において実施方法の見直しを行い、一人にかかる時間を十分に確保し、一人一人に
沿った就学相談の実施に努めた。
就学支援シートについて保護者説明会を実施し、活用の理解促進を図った。
就学相談（新小学1年生 実施件数52件）
平成25年度（平成26年度就学者）就学支援シート引き継ぎ枚数174枚
就学支援シート保護者説明会2回開催
２６年度の取り組み内容（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、就学支援シートを直接保護者の方へ渡す等、就学支援シートの周
知に努めるとともに、全ての学校に教育相談員を派遣し、相談受付体制を整えた。
就学相談において、一人にかかる時間を十分に確保し、一人一人に沿った就学相談の実施に
努めた。
就学支援シートについて保護者説明会を実施し、活用の理解促進を図った。
就学相談ガイダンスを実施し、就学相談の概要、特別支援教育について理解促進を図った。

実績数

就学相談（新小学1年生 実施件数60件）
平成26年度（平成27年度就学者）就学支援シート引き継ぎ枚数178枚
就学支援シート保護者説明会2回開催
就学相談ガイダンス参加者49名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

就学相談申込者増加による実施方法の対応。
小学校における就学相談結果及び就学支援シートの活用の充実。
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
新たに就学相談ガイダンスを実施するなど、就
価
学相談・就学時健康診断・就学支援シートを中心
内
に、就学支援体制の充実を進めた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
就学相談ガイダンスなどにより、就学相談・就学先について早期の情報提供を図る。
就学相談において個々の教育的ニーズを的確に把握し、適正な就学先、また就学後の支援に
ついて関係機関との連携に努める。
就学支援シートの就学時健康診断における周知をより丁寧に行っていく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引き継ぎます。
所管課

教育支援課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
申請漏れがないよう、市民課等との連携を図った。
乳幼児医療費助成事業 対象乳幼児数8,700人
義務教育就学児医療費助成事業 対象児童数9,258人
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

申請漏れがないよう、市民課等との連携を図った。

実績数

乳幼児医療費助成事業 対象乳幼児数8,402人
義務教育就学児医療費助成事業 対象児童数9,481人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

十分な案内をしていても、当人が申請されないケースがある。

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 医療費助成を行える対象者からの申請漏れが、
内 ほぼなくなっている。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
申請漏れ案件の原因を調査・分析し、対策を検討した上で、今後も継続した案内、他所管と
の連携を行っていく。
この事業は「東村山第4次総合計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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
申告漏れがないよう、市民課等との連携を図った。
児童手当支給延人数

219,128人

２６年度の取り組み内容（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
申告漏れがないよう、市民課等との連携を図った。
実績数

児童手当支給延人数

215,347人

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
十分な案内をしていても、当人が申請されないケースがある。
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 児童手当支給対象者からの申請漏れがほぼなく
内 なった。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
申請漏れ案件の原因を調査・分析し、対策を検討した上で、今後も継続した案内、他所管と
の連携を行っていく。
この事業は「東村山第4次総合計画」へ引き継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

平成25年4月より認可保育所の保育料の適正化を図った。
平成25年4月より幼稚園保護者負担軽減補助金（市負担分）を増額（月額3,000円⇒3,200円）
した。
幼稚園保護者負担軽減補助金を増額
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子ども・子育て支援新制度に基づき、平成27年4月から適用される保育所の利用者負担（保育
料）の見直しを実施した。また、平成27年4月より幼稚園保護者負担軽減補助金（市負担分）を
増額（3,200円→3,300円、一部階層を除く）することになった。

実績数

子ども・子育て支援新制度に基づき、保育所の利用者負担（保育料）の見直しを実
施した。
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

教育・保育施設の全体的なバランスを考慮した利用者負担の設定が必要である。

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 子ども・子育て支援新制度に対応した利用者負
内 担の設定を行った。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引継ぎ保育料等の負担の在り方について検討する。
この事業は「子ども育成課」へ引き継ぎます。

所管課

子ども育成課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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）
ころころの森 パパママ講座 30組（内、男性14人）
父が子どもを連れて来館したケース 1,777人（子ども総務課）
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。
育児休業の手引きについて総務会議及び新入職員説明会で配布・周知を行った。また、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。（人事課）
平成25年度の男性職員の育児休業取得者1名（13名中）、取得率7.6％[平成24年度の男性職員の育児休業取得者1名
（20名中）、取得率5％]
参考 平成25年度の女性職員の育児休業取得率100％、平成24年度の女性職員の育児休業取得率100％（人事課）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
父親参加型の講座を企画し、育児に参加するきっかけづくりに取り組んだ。パパ講座「段ボールすべり台を作ろ
う！」は、父親ならではの講座を通じて父子関係の向上や父親同士の仲間づくりへと繋げる事ができた。（子ども総
務課）
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。
育児休業の手引きについて新入職員説明会で配布・周知を行った。また、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。（人事課）

実績数

ころころの森 パパママ講座 29組
ファミリー防災講座 延93名 パパ講座 9人
父が子どもを連れて来館したケース 1,898人（子ども総務課）
平成26年度の男性職員の育児休業取得者1名（13名中）、取得率7.6％[平成25年度の男性職員の育児休
業取得者1名（13名中）、取得率7.6％]
参考 平成26年度の女性職員の育児休業取得率100％、平成25年度の女性職員の育児休業取得率100％
（人事課）

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（人事課）
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
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

講座に参加する等、育児に前向きな父親が増加して

評 いる。（子ども総務課）
価
内 「ある程度の取り組みができた」ここ数年、男性職
容 員の育児休業取得状況が継続しているため。（人事
課）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
男性の子育て、家族ぐるみでの子育てを推進するため、興味を引くような内容の講座及び参加しやすい環境（曜
日・時間帯・会場等）で実施する事で意識啓発に繋げていく。（子ども総務課）
男性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目標値（10％）の達成を目指していく。（人事
課）
この計画は「子ども・子育て支援事業計画」及び「東村山市特定事業主行動計画（東村山市職員子育て支え合いプラン）」へ
引き継ぎます。

所管課

子ども総務課・人事課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括
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。
育児休業の手引きについて総務会議及び新入職員説明会で配布・周知を行った。また、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。
平成25年度の男性職員の育児休業取得者1名（13名中）、取得率7.6％[平成24年度の男性職員の育児休業
取得者1名（20名中）、取得率5％]
参考 平成25年度の女性職員の育児休業取得率100％、平成24年度の女性職員の育児休業取得率100％

２６年度の取り組み内容（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。
育児休業の手引きについて新入職員説明会で配布・周知を行った。また、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26年度の男性職員の育児休業取得者1名（13名中）、取得率7.6％[平成25年度の男性職員の育児休
業取得者1名（13名中）、取得率7.6％]
参考 平成26年度の女性職員の育児休業取得率100％、平成25年度の女性職員の育児休業取得率100％

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

職場の理解、職場風土の醸成

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
育児休業の対象となる男性職員に対して、現行
価
の育児休業制度について周知を行った。
内
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も現行の育児休業制度について、会議やイントラ等を利用して周知を行っていきたい。
この事業は「東村山市特定事業主行動計画（東村山市職員子育て支え合いプラン）」へ引継
ぎます。
所管課

人事課
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平成２６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。

２５年度の計画実績・総括

国や都の啓発等のポスターの掲示を行った。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

国や都の啓発等のポスターの掲示を行った。

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

国や都の啓発等のポスターの掲示に留まっている。

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
内
容

前年度同様。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

関係所管との連携等、積極的な対応が出来る様工夫していく。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。

所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

これまでの周知方法に加え、子育て情報誌「なないろぽけっと２０１３」に東村山子育てレ
インボープラン東村山市(次世代育成支援行動計画）の紹介を掲載し、子育て世帯に向け周知し
た。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

例年度同様にホームページ・図書館・公民館等の公共機関に次世代育成支援行動計画（レイ
ンボープラン）進捗状況報告書を配置した。
また、平成26年度に東村山子育てレインボープランが終了する事に伴い、東村山市子ども・
子育て支援事業計画へ移行する項目を精査し、一表にまとめ委員並びに関係所管への周知を
図った。

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

本計画の終了に伴い、各事業の引継ぎ先の周知が十分ではない。

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 年度報告書については、例年度同様に周知に努
内 めた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
事業成果と課題をとりまとめ、引継ぎ先・内容等を明確にしたレインボープランの総括を作
成し、市民への情報提供を行っていく。
この事業は「次世代育成支援行動計画の終了」です。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

市民講座「親と子のコミュニケーション」5月29日～6月19日までの毎水曜日計4回富士見公民
館で実施。9名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

市制施行50周年記念事業として10月18日（土）「地場野菜使用のおいしいレシピ」、10月25
日（土）「地場産果樹のおいしいレシピ」を親子のふれあいをテーマに親子料理講座を中央公
民館で開催した。

実績数

「地場野菜使用のおいしいレシピ」 9組19名
「地場産果樹のおいしいレシピ」 17組34名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

土曜、日曜日に子どもを対象とした講座を開催する場合は小・中学校の学校行事等と重なら
ないような日程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

評 東村山市で伝えられてきた食文化と新鮮な地場
価 野菜、果樹の種類がたくさんあることを学んだ講
内 座となった。また、親子で実習することで親子の
容 絆を深めてもらう講座となった。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も公民館事業として、親子で楽しく学べる講座や子育てサポート講座等魅力的な講座を
開催する。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
所管課

公民館
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

「ころころの森」や各子育てひろば事業で子育て講座を実施した。

ひまわり会（39人）、汐見先生（延802人）、1・2・3子育てママのホッとタイム（57人）、
双子ちゃんの支援（活動室の提供 10回）、パパママ講座（30組） 、食育講座（48人）、利
用者参画協働行事（延 組）、5・6か月赤ちゃんタイム（親子790人）、育児グループ支援（3
期実施、30組）他多数
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

「ころころの森」や各子育てひろば事業で子育て講座を実施した。

実績数

ひまわり会（47人）、汐見先生（延510人）、1・2・3子育てママのホッとタイム（50人）、
双子ちゃんの支援（活動室の提供5回）、パパママ講座（29組）、食育講座（49人）、利用
者参画協働行事（延16組）、5月赤ちゃんとおしゃべりタイム（親子442人）、赤ちゃんタイ
ム（親子625人）、育児グループ支援（3期実施29組）他多数

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
講座によっては定員オーバーとなってしまい、参加できないフォローをどうするかが課題。
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

各子育てひろばにて、様々な講座を実施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
内容・回数を十分検討し、多くの方々に参加いただけるような工夫をしていく。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
所管課

子ども総務課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

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、通告先カードを配布した。
市内、保育園・幼稚園・小学校・中学校・児童館・図書館・民生児童委員等

26,000枚配布

２６年度の取り組み内容（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。

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 各関係機関への研修等で、児童虐待防止の理解
内 を深めることができた。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。
所管課

子育て支援課
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平成２６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。
２５年度の計画実績・総括

子どもの読書活動に関わるボランティアへの支援として各種講座や研修会の開催等の支援を継続し、読
み聞かせボランティア派遣による乳幼児への読み聞かせ活動の充実を図った。
◯「東村山子ども読書連絡会」（情報共有の場の充実）
◯読み聞かせ入門講座（学校で読み聞かせをする保護者対象）
◯実施計画事業『ボランティアのための「子どもと本を知る」講座』（全5回）
◯「市立図書館子どもと本の人材バンク」の活用による乳幼児への読み聞かせボランティア派遣（3～4
か月児健診や関連施設等）

『ボランティアのための「子どもと本を知る」講座』
「東村山子ども読書連絡会」 2回 参加者延べ30名
ボランティア派遣 乳幼児への読み聞かせ 派遣回数

5回

参加者延べ282人

延べ319回

２６年度の取り組み内容（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ボランティアへの支援として、各種講座や研修会の開催等の支援を
継続し、読み聞かせボランティア派遣による乳幼児への読み聞かせ活動の充実を図った。
◯「東村山子ども読書連絡会」（情報共有の場の充実）
◯読み聞かせ入門講座（学校で読み聞かせをする保護者対象）
◯実施計画事業『ボランティアのための「子どもと本を知る」講座』（全4回）
◯「市立図書館子どもと本の人材バンク」の活用による乳幼児への読み聞かせボランティア派
遣（3～4か月児健診や子ども関連施設等）

実績数

『ボランティアのための「子どもと本を知る」講座』4回 参加者延べ176人
「東村山子ども読書連絡会」 2回 参加者延べ60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327回
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

「東村山子ども読書連絡会」については、長年活動してきた市民の参加が多く、新しい人材の
掘り起こしが必要である。効果的なＰＲを行い、参加者増につなげたい。
ボランティア派遣については、活動を支援する研修等の実施とともに、派遣先との調整、ボラ
ンティアに合った派遣先の選択など、全体をコーディネートできる職員の人材育成が不可欠であ
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

子どもの読書に関わる市民を対象とした講座や
評
研修の実施により、ボランティアの活動を支援
価
し、その活動が充実したものとなった。
内
ボランティア派遣については、派遣先より高評
容
価を得ている。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
平成27年度は「第3次東村山市子ども読書活動推進計画」の初年度となる。今後も子どもの読
書に関わる市民活動への支援として、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次総合計画実施計画事業に位置付け、継続実施
していく。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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

（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。
２５年度の計画実績・総括

子ども関連部署庁内連絡会と学校図書館推進部会を開催し、各所管での取り組みや進捗状況の確認・調
整、情報共有等を行った。
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、各部署の担当者との
連絡・調整を行った。
指導室と連携し、学校図書館専任司書を育成・支援するための研修を行った。

子ども関連部署庁内連絡会

1回

学校図書館推進部会

1回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
平成27年度から実施する「第3次東村山市子ども読書活動推進計画」の策定にあたり、子ども
関連部署庁内連絡会・学校図書館推進部会を開催し、第2次計画期間における各所管での取り組
みや進捗状況の確認・調整、第3次計画に向けた課題の確認、情報共有等を行った。
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、各部署の担
当者との連絡・調整を行った。
指導室と連携し、学校図書館専任司書を育成・支援するための研修を行った。

実績数

子ども関連部署庁内連絡会 2回
子ども関連部署庁内担当者会 1回
学校図書館推進部会 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 3～4か月児健診での啓発事業、おひさま広場・
価 保育園等での読み聞かせ活動、学校図書館専任司
内 書の育成・支援など、関連部署間で連携した事業
容 を実施できた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
第3次計画を策定する過程での検証や確認したことを踏まえて、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、担当部署間の情報共有や連携・調整を行うことで、各所
管での事業充実を図る。
この事業は[東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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 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。
２５年度の計画実績・総括

「おすすめ絵本パック」は、身近な場所で絵本を楽しんでもらうことを目的に図書館で選んだ良質な絵
本を20冊セットにしたもので、平成25年度はおひさま広場・子育てひろば等の子育て関連施設に配置し、
要望に応じてセット内容の更新やメンテナンスを実施した。
絵本の読み聞かせについては、市立図書館でのおはなし会だけでなく、3～4か月児健診、「赤ちゃん絵
本ひろば」、おひさま広場等の子ども関連施設へ「乳幼児への読み聞かせボランティア」を派遣し、乳幼
児親子が絵本に出会う場の充実に努めた。
おすすめ絵本パックの配置 20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319回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
「おすすめ絵本パック」は、身近な場所で絵本を楽しんでもらうことを目的に図書館で選んだ
良質な絵本を20冊セットにしたもので、平成26年度は新たな2か所を加えておひさま広場・子育
てひろば等の子育て関連施設等に配置し、要望に応じてセット内容の更新やメンテナンスを実施
した。
絵本の読み聞かせについては、市立図書館でのおはなし会だけでなく、3～4か月児健診、「赤
ちゃん絵本ひろば」、おひさま広場等の子ども関連施設へ「乳幼児への読み聞かせボランティ
ア」を派遣し、乳幼児親子が絵本に出会う場の充実に努めた。
中央図書館の絵本コーナーのカーペット張替を行い、親子で過ごせる居心地の良い環境を作る
ことができた。
実績数

おすすめ絵本パックの配置 22か所
乳幼児への読み聞かせボランティア派遣

38か所

延べ327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の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

子ども関連施設での読み聞かせは、市内各所で
評
行われており、乳幼児親子の身近な場所で絵本を
価
楽しんでもらうことができた。
内
「おすすめ絵本パック」の内容更新について
容
は、十分ではない。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も「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、新たなボランティアの募集を行うとともに、今後も各種講座や研
修会、交流会を継続して人材育成を図る。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

学校図書館専任司書通年配置2年目となり、教員への直接支援は減り、専任司書への支援が拡大した。
図書館だよりのコンテンツ、卖元ごとの関連図書情報、新刊情報、学年別推薦図書リスト等を提供した。
各校の専任司書の活動事例をまとめたり、読み聞かせなどの活動回数を調査することで、専任司書の活動
状況を把握した。また、引き続き、学校図書館担当者連絡会、学校司書全体研修、市教研図書館部会での
本の紹介等を行うとともに、指導室・学務課と連携して、管理・運営マニュアル『学校図書館の手引き』
を更新した。学校図書館蔵書数増加の取り組みのひとつとして、購入展示会会場に再利用本コーナーを設
け、希望する学校に寄贈した。

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
学校への図書貸出件数 647件（15,547冊）
２６年度の取り組み内容（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通年配置3年目となり、専任司書への支援の質が深まっている。図書館だ
よりのコンテンツ、卖元ごとの関連図書情報、新刊情報、学年別推薦図書リスト等を提供した。
各校の専任司書の活動事例をまとめたり、読み聞かせなどの活動回数を調査することで、専任司
書の活動状況を把握した。また、引き続き、学校図書館担当者連絡会、学校司書全体研修、市教
研図書館部会での本の紹介等を行うとともに、指導室・学務課と連携して、管理・運営マニュア
ル『学校図書館の手引き』を更新した。学校図書館蔵書数増加の取り組みのひとつとして、購入
展示会会場に再利用本コーナーを設け、希望する学校に寄贈した。

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
学校への図書貸出件数 687件（17,310冊）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

学校図書館専任司書の勤務は1校週2日・2校兼務であるため、配置時間拡大への要望が引き続
き寄せられている。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 や授業での活用が進んでいる。市立図書館からの
内 支援業務は軌道に乗ったものの、週2日勤務によ
容 る制約は依然として大きい。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
所管課

図書館

83

平成２６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 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。
２５年度の計画実績・総括

分類指導用「分類ゲーム」の貸出要望が重なるため、ボランティアの協力を得て「分類ゲームを作る
会」を開催し、全小学校分15セットを目標に作成を始めた。また、百科事典学習の補助資料として小学生
用ワークシートを作成し、学校図書館専任司書に配付した。
引き続き、小中学校の授業で使う本の貸出、夏休み調べ学習講座「調べものはかせになろう」（中央図
書館）を実施した。

市立図書館からの図書特別貸出 647件 15,547冊
分類指導用「分類ゲーム」を作る会 3回開催
講座「調べ物はかせになろう」参加者 7組14人
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
25年度より引き続きボランティアの協力を得て「分類ゲームを作る会」を開催し、全小学校分
15セットの「分類ゲーム」を作成して各校へ配布し、分類指導をするための環境を整備した。
引き続き、小中学校の授業で使う本の貸出、夏休み調べ学習講座「調べものはかせになろう」
（中央図書館）を実施した。

実績数

市立図書館からの図書特別貸出 687件 17,310冊
分類指導用「分類ゲーム」を作る会 4回開催
講座「調べ物はかせになろう」参加者 10組12人
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

図書館の分類指導用教材として、小学校全校に
評
「分類ゲーム」を配布した。
価
夏休み調べ学習講座は、休館日にしか開催でき
内
ないため拡大が難しいが、参加者の満足度は高
容
い。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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 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。
２５年度の計画実績・総括

図書館としての取り組みと同時に、関係所管との連携による事業を継続して実施した。
乳幼児健診では、ブックリスト・啓発パンフレットを配布。特に3～4か月児健診においてはボランティ
アによる個別の読み聞かせや絵本と出会える場所のＰＲを実施し、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、全図書館ではリスト掲載本やおすすめ
本の展示・貸出等の本と出会える環境づくりを行った。また、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」に合わせたブックリストの発行を行った。

3～4か月児健診・乳児学級でのＰＲ 実施回数38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）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
図書館としての取り組みと同時に、関係所管との連携による事業を継続して実施した。
乳幼児健診では、ブックリスト・啓発パンフレットを配布。特に3～4か月児健診においてはボ
ランティアによる個別の読み聞かせや絵本と出会える場所のＰＲを実施し、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、全図書館ではリスト掲載本や
おすすめ本の展示・貸出等の本と出会える環境づくりを行った。また、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」に合わせたブックリストの
発行を行った。
実績数

3～4か月児健診・乳児学級でのＰＲ 実施回数36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

館内での展示や健診時の案内等のＰＲは継続的に実施できているが、ホームページの更新は事
業案内に留まる現状にある。ホームページ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 関連部署との連携や調整をこまめに行うことに
価 より、定例化した事業については安定的に維持す
内 ることができた。ホームページを活用したＰＲに
容 ついては十分にできていない。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も各種事業を継続して実施するとともに、関係所管との連携を図りながら効果的な啓発・
ＰＲについて検討する。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

熊野公園では、『水鉄砲大作戦』（8月実施 約220名参加）、『落ち葉掃き＆焼き芋』（12月実施 約
150名参加）、月例定期清掃（各回 約15～20名参加）、草花植栽等を実施した。
稲荷公園では定期清掃（各回 約10名参加）、ロープ遊びを中心としたプレーパーク（各回 約20名参
加）を実施した。（みどりと公園課）
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
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24年度の6,487人に対し、平成25年度は5,371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)
熊野公園、稲荷公園の2カ所で実施（みどりと公園課）
土曜講座参加数

26,635名、放課後子ども教室参加児童

5,371名（社会教育課）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
熊野公園では、『水鉄砲大作戦』（8月実施 約220名参加）、『落ち葉掃き＆焼き芋』（12月実施 約150名参加）
等を実施した。稲荷公園ではロープ遊びを中心としたプレーパーク（各回 約20名参加）を実施した。文化村広苑で
はグラウンドゴルフ、スポーツチャンバラを中心としたイベントを実施した。
※上記は、各市民グループが主催し、市が協力・応援して行われた取り組みです。（みどりと公園課）

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、土曜日の子ども達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26年度は4,903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

熊野公園、稲荷公園、文化村広苑の3カ所で実施（みどりと公園課）
土曜講座参加数

22,153名、放課後子ども教室参加児童

4,903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
イベントは参加者が確保されているが、日常的に子ども達を見守ってもらえる人がいない。
また、ボール遊びを自由できる設備および見守り体制等の環境の整備。（みどりと公園課）
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
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

イベントの参加者は昨年同様であったが、課題であ
るボール遊びについては体制が整わなかった。（みど
りと公園課）

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）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
公園でボール遊びができる仕組みを構築するため、イベントを継続し、地域の指導者の発掘を進めるとともに、安
全安心な公園づくりを行う。
ボール遊びが可能な公園の条件の検討を行い、モデル事業とする対象公園を選定し近隣理解を求める。（みどりと
公園課）
子ども達の安全・安心な居場所、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）
この事業は「みどりと公園課」「社会教育課」へ引継ぎます。

所管課

みどりと公園課・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。

２５年度の計画実績・総括
建設用地の確保や市財政の状況等から新館の整備は困難な状況であり、地域福祉計画における
5エリア内に1館ずつ配置されている。今後の展開については検討要するものの、現状では各エリ
アに配置済みとなっている。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

児童館は地域福祉計画における5エリア内に1館ずつ配置されている。25年度同様に建設用地の
確保や市財政状況、また公共施設再生計画に関わってくることから新館の整備は困難な状況であ
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
子ども・子育て支援事業計画では、児童クラブの整備計画が予定されており、児童館の新設は
現状難しいと認識している。

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

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及び計画終了後の引継ぎ先
新館の整備については、財政状況、子ども・子育て支援事業計画、公共施設再生計画などか
ら、当分の間凍結せざるを得ない状況である。
この事業は「児童課」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

中高生の居場所としての富士見児童館夜間開館、乳幼児親子を対象とするおひさま広場、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を平成24年度に引き続き行った。各児童館では
乳幼児親子工作や親子体操等親子で参加できる行事で子育て支援を行った。
中高生対象事業
ヤングライブ（富士見児童館）・・・・参加バンド5組
卒業ライブ（富士見児童館）・・・・・参加バンド3組
ふれあい事業
工作・ゲートボール（萩山児童クラブ＆萩山憩いの家）・・・児童42名・憩いの家利用者22名
昔遊び（紙風船・おはじき）（回田児童クラブ＆回田憩いの家）・・児童48名・憩いの家利用者13名
昔遊び・ダンス・歌（久米川東児童クラブ＆久米川憩いの家）・・児童42名・憩いの家利用者31名
昔遊び（割り箸鉄砲・お手玉）（富士見児童館・育成室＆富士見憩いの家）・・幼保1組・児童29名・
憩いの家利用者13名
子育て支援
乳幼児親子工作
親子体操
わらべうたあそび
リトミック教室
秋津児童館
33回
11回
6回
栄町児童館
27回
31回
10回
富士見児童館
12回
34回
5回
6回
北山児童館
12回
9回
5回
3回
本町児童館
15回
24回
3回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
中高生の対象事業として、富士見児童館の夜間開館やその他事業を他館でも実施した。乳幼児親子を対象とするおひさま広場事業
の実施。世代間交流として児童クラブの児童と憩いの家の利用者との交流事業を引き続き実施した。また児童館において幼児のつど
い企画として七夕会・まめまき会・おたのしみ会や工作、親子体操等親子で参加できる行事で子育て支援を行った。児童館の催し物
は、夏の工作、お化け大会、芋堀り等を実施した。

実績数

中高生対策事業
バンド（富士見児童館夜間開館）、バスケット・卓球（秋津児童館）、バスケット（栄町児童館）
幼児のつどい
本町児童館
七夕、豆まき
栄町児童課
七夕、豆まき、芋掘り
富士見児童館 七夕、豆まき、おたのしみ会
北山児童館
七夕、工作（牛乳パックの電車）
秋津児童館
七夕、豆まき、パネルシアター、演奏会
ふれあい事業
工作、ゲートボール、百人一首、将棋、歌等 （萩山児童クラブ＆萩山憩いの家）・・・児童54名、憩いの家利用
者22名
昔遊び（将棋、独楽等）、歌等（回田児童クラブ＆回田憩いの家）・・・児童50名、憩いの家利用者20名
昔遊び（お手玉、けん玉、おはじき、竹笛、割り箸鉄砲等）、ダンス披露、歌等・・・児童42名、憩いの家利用者
31名
昔遊び（お手玉、けん玉、おはじき、竹笛、折り紙、囲碁等）、工作（紙コップけん玉）・・・児童32名、憩いの
家利用者10名
親子体操
親子体操（リトミック、キッズ、ベビー）、リズム体操等

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
中高生対策事業の夜間開館は、実施施設の拡大を含め人員や環境面等から難しさを感じている。

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 昨年どおりの取り組みを行ったため現状維持とし
内 た。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
行事やイベントを通して乳幼児親子の子育て支援や世代間交流事業等継続していきたい。
この事業は「児童課」へ引継ぎます。

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
２５年度の計画実績・総括

本町児童館を会場としている「ほんちょう子育てひろば」では市立第一保育園長及び保育園職
員とほんちょう子育てひろば選任サポーターと協働し発達測定や幼児相談等を行い連携を図って
いる。
発達測定・保健相談 … 第2火曜に実施
栄養相談 … 第4木曜に実施
幼児相談 … 全3回実施
赤ちゃん絵本ひろば … 第2木曜に実施
子育て講座 … 全3回実施
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
本町児童館を会場としている「ほんちょう子育てひろば」では市立第一保育園長及び保育園職
員とほんちょう子育てひろば選任サポーターと協働し子育て支援に関する会議、発達測定・相談
等事業を行い連携を図っている。地域子どもエリア事業を東部、西部、单部、北部、中部エリア
の関係機関と連携し発育測定、子育て相談、鑑賞会等を行った。

実績数

発達測定・保健相談（保健師、保育士による） 11回
栄養相談（栄養士） 9回
離乳食展示会 1回
幼児相談（臨床心理士） 3回
絵本ひろば（図書館の読み聞かせボランティア、児童館職員）
わらべうたあそび 3回
乳幼児親子体操
親子ヨガ、リトミック
各1回
避難訓練 児童館、育成室、ほんちょう子育てひろば合同訓練

11回
1回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
サークル活動の場所や相談等の支援として児童クラブ（空き時間で）を提供している。しか
し、サークルの継続寿命が短いためサークル活動の継続した支援に難しさを感じている。しか
し、今後も場の提供を行っていきたい。
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

評
価 サークル活動支援に難しさがあるため現状維持
内 とした。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
各エリアの関係機関と情報交換を行い子育てサークルの要望等を把握しニーズに合った支援を
行いたい。
この事業は「児童課」へ引継ぎます。
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。

２５年度の計画実績・総括
新規夜間開館の開設、ジャンルの拡大が見い出せないため富士見児童館夜間開館で中高生の居
場所づくりを行う。
ヤングライブ
卒業ライブ

平成25年8月23日
平成26年3月28日

参加バンド5組
参加バンド3組

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
新規夜間開館については人員・環境面等から難しさを感じている。また、中高生の望む居場所が多様化
している状況であるが、富士見児童館の夜間開館を引続き中高生の居場所として開放した。
運動の部屋は、金曜日の午後8時30分まで中高生に解放することにより利用者が増えた。別の中学校に
進学した子ども達が連絡を取り合って児童館で交流を続けている。残念ながら、ヤングライブは参加バン
ドが無く中止とした。理由としては、バンドのメンバーたちは他でも活動しているため日程（メンバーの
個人都合も有り）が合わないなどである。

実績数

利用実績
中学生
298名
高校生
131名
計
429名
バスケット（運動の部屋）
バンド（音楽室） 97バンド

326名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
富士見児童館音楽室を利用しているバンドは先輩から後輩へと引き継がれていていく継続性が
以前はあったが、現状は新しいバンドの利用が見込めない状況である。中高生は、自分たちに都
合の良い場所で活動するため、より環境が充実している施設が利用されている。利用されない理
由として、狭隘や備品の老朽化など根本的に改善する必要があると認識しているが改善は難し
く、現状で利用してもらえるよう今後も意見を聞いていきたい。
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

評
価 新たなニーズが見い出せないため現状維持とし
内 た。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
ヤングライブ・卒業ライブは参加バンドが無かったため中止とした。活動しているバンド等に
呼び掛けをしているがメンバーの都合で児童館以外で練習することが多くなっているようであ
る。今後も中高生を引き付ける「何か」を模索し、中高生たちからも情報収集して利用促進を検
討したい。
この事業は「児童課」へ引継ぎます。
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
２５年度の計画実績・総括

平成24年度に引き続き、児童館イベントや行事のサポートとしてボランティアの受け入れと育成を積極
的に行った。
児童館子どもフェスタ「あそぼう会」中学生2名 高校生2名 大学生2名
栄町児童館（ギター教室等）中学生9名 高校生1名 大学生3名
水遊び（5館）
夏休みの工作（5館）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
児童館イベントや行事、児童クラブの保育等のサポートとしてボランティアの受け入れと育成に取り組んだ。第二
中学校のボランティア部より依頼があり積極的に受け入れを行った。ボランティア部の中学生は、かつて小学生だっ
た頃の経験を生かし、クラブ児童と接しクラブ児童も楽しく交流している場面が多くあった。以前児童館でボラン
ティアを経験した現在大学生が自主的に児童館の日常遊びのボランティアを行っている。幼児の水遊び、鉄道模型
（展示・運転）、工作等児童館の催し物にボランティアを受け入れ、催し物を行うにあたっての注意事項等を指導し
次の世代へ引き継ぎできるよう指導に努めた。
●児童館催し物ボランティア
小学生
中学生
高校生
大学生
本町児童館
13人
4人
3人
2人
栄町児童館
13人
2人
2人
富士見児童館
16人
10人
秋津児童館
3人
2人
1人
保育・日常ボラ
6人
1人
1人
ンティア等

実績数

保育ボランティア（中学生）
第2久米川児童クラブ 23人（延）
第1回田児童クラブ 2人
あそぼう会 26人（中学生16人・高校生10人）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ボランティアを募集すると学生が多い。学生は、自分の休みの間ボランティアをする事になる
ので長期間での継続した育成が困難である。
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

評
価
内
容

ボランティアの育成は現状維持のため。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

児童クラブ・児童館のボランティアとして、中学生ボランティアの育成、支援を図る。
この事業は「児童課」へ引継ぎます。

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。

２５年度の計画実績・総括
学校施設コミュニティ開放推進委員会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。
土曜講座参加者27,180名・スポーツ開放（校庭）163,379名・スポーツ開放（体育館）219,961名・教室開
放14,759名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

学校施設コミュニティ開放推進委員会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 22,153名・スポーツ開放（校庭）167,644名・スポーツ開放（体育
館）203,048名・教室開放14,313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、利用団体との調整に苦労している。
土曜講座はご協力いただける若い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
ボランティアによる学校施設コミュニティ開放
価
推進委員会や土曜講座実行委員会と連携して取り
内
組んで実施できた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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

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。
２５年度の計画実績・総括

夏休み子ども特集として、夏休み映画会を3日間すべての公民館で実施した。また、卖発講座
を小学生を対象としたおもしろ科学あそび（たまごのじっけん）、夏休み親子バス見学を実施し
た。
夏休み映画会250名、講座37名、親子バス見学32名

合計319名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

夏休み映画会(7月30日～8月1日開催）、卖発講座を小学生を対象としたおもしろ科学あそび
（8月19日開催）、夏休み親子バス見学「株式会社イワコー（おもしろ消しゴムの製造）工場見
学」（8月21日開催）を開催。

実績数

夏休み映画会321名、おもしろ科学あそび37名、夏休み親子バス見学29名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

夏休み映画会は全公民館で実施しているが、おもしろ科学あそびは中央公民館での開催のみで
あった。今後地区館での開催を検討していきたい。
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

評
価 各事業とも年々応募者が増加している。今後も
内 更なる周知をしていきたい。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

子どもたちが楽しく学べる講座、事業等を実施していく。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

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。
屋外プール無料期間中（2日間） 中学生以下利用者657名
学校施設スポーツ開放 体育館219,961名、校庭163,379名
久米川尐年野球場14,545名

２６年度の取り組み内容（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）中学生以下（対象者）利用者 504名
・学校施設コミュニティ開放（スポーツ開放）体育館 203,048名、校庭
名
・久米川尐年野球場 16,525名

167,644

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
・施設の老朽化による施設管理（屋外プール）
・近隣住民へ騒音（朝使用時）、ボールが近隣住民敷地内へ入ってしまう時がある。（学校施
設スポーツ開放、久米川尐年野球場）
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

屋外プールは幅広い年齢層のレジャー施設として市
民に開放し、安定した運営を行った。また、学校施設
コミュニティ開放（スポーツ開放）は、各学校のコ
ミュニティの個性に合わせ、開放委員会により実態に
則した運営を行った。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
・当該施設における継続した開放の実施（屋外プール）
・使用開始時間の厳守。利用時の近隣へ配慮徹底するよう周知する。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

歴史館での子ども向け事業の実施
7月28日 れきしかん夏まつり（歴史館内で体験・工作等の実施） 214名
8月1日他 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）
38名
8月3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） 9名
1月11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月身近な植物で草木染め 他 15名
5月アニバーサリー事業 他 420名
6月紙でつくる花のブローチ
他 33名
7月夜の昆虫観察会 他 28名
8月親子縄文土器教室 他 35名
9月自然素材で工作体験 他 15名
10月八国山のきのこ観察 他 27名 11月はっけんのもりへようこそ他 225名
12月クリスマスカードづくり
他 35名
1月八国山ガイド 他 8名
2月年中行事 節分体験 他 23名
3月シュロの葉で工作 他 10名

２６年度の取り組み内容（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
7月27日 れきしかん夏まつり（歴史館内で体験・工作等の実施） 150名
7月31日他 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）
20名
8月10日他 麦わら細工虫かごづくり 35名
1月10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） 20名
たいけんの里の子ども向け事業の実施
4月身近な植物で草木染め 他 56名
5月縄文体験デー 他 397名
6月縄文土器づくり 他 31名
7月作って遊ぶ「竹てっぽう」 他 57名
8月夜の昆虫観察会 他 65名
9月八国山ギャラリートーク 他
48名
10月八国山のおはなし会他 39名 11月はっけんのもりへようこそ他 134名
12月イノシシペンたてつくり他
30名
1月どんぐりクッキーを作ろう 他 42名
2月年中行事 節分体験 他 57名
3月八国山ガイド 他 50名

実績数

1,206人
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

昨年と同様に実施した。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も、さまざまな体験事業を実施する。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

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昨
年度同様に入会の緩和を図り入会に努めた。
保護者と一緒に協議を重ねた「東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン策定会議」は5月
に「東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン」が策定された。

東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン策定会議
4月、5月、11月、2月に会議を開催した。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
児童福祉法の改正により放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を
策定し、児童館条例の一部を改正した。この策定・改正に伴い東村山市児童クラブ設置運営に関
するガイドラインの改正を学童保育連絡協議会・父母会・子ども家庭部で組織する策定会議を開
催し改正を行った。
開所時間延長については、職員体制や児童の安全な帰宅など課題があり、引き続き保護者から
も意見を聞いて検討していきたい。

実績数

東村山市児童クラブ設置運営に関するガイドライン策定会議
2月10日 「児童福祉法の改正に伴うガイドラインの修正」
3月30日 「児童福祉法の改正に伴うガイドラインの修正」（前回保留案件につい
て）
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年度より児童クラブの入会対象が拡大し小学6年生までとなる予定である。低学年用の
施設であるため椅子等の備品、高学年との合同保育、高学年受け入れに対し施設面等の問題が予
測される。
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 受け入れについて保護者の理解が得られたた
内 め。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
平成27年度からスタートする「子ども・子育て支援事業計画」は、児童クラブの待機児を出さ
ないようにする施策であることから、今後施設整備を計画的に行っていきたい。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。
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。

２５年度の計画実績・総括
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272日実施、参加児童5,371名
4校で272日実施、参加児童5,371名
２６年度の取り組み内容（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283日実施、参加児童4,903名

実績数

4校で283日実施、参加児童4,903名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

小学校の空教室の確保、児童の安全・安心を見守る教育活動サポーター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 地域で協力して頂ける人材の確保に努め、安
内 全・安心な居場所として成果をあげている。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
実施校の拡大については、小学校の空教室の確保もあり、学校・子ども家庭部・教育委員会で
調整を図り検討していく。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。
２５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、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。
「輝け！東村山っ子育成塾」参加者
「なぎさ体験塾」参加者70名

延べ352名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

「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、郷土体験を通
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
「なぎさ体験塾」参加者69名

延べ385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
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及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

夏休み子ども映画会（7月30日～8月1日開催）、親子バス見学「株式会社ナック
田工場」(8月22日 1回）、キッズ伝統芸能体験（9月～3月全18回開催）

夏休み映画会250名、キッズ22名、親子バス見学32名

クリクラ町

合計304名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

夏休み映画会（7月30日～8月1日開催）、夏休み親子バス見学「株式会社イワコー（おもしろ
消しゴムの製造）工場見学」(8月21日開催）

実績数

夏休み映画会321名、夏休み親子バス見学29名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

夏休み親子バス見学は、バスの乗車定員数に限りがあり、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 親子バス見学は多数の応募があり、参加された
内 方からも大変好評だった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き事業内容の周知を図り実施していく。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

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。
２５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28日 れきしかん夏まつり（歴史館内で体験・工作等の実施） 214名
8月1日他 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）
38名
8月3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） 9名
1月11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名実施した。また小学校へ
の出前授業も実施し、昔の道具を使用した脱穀やしめなわづくり等を行った。

２６年度の取り組み内容（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
7月27日 れきしかん夏まつり（歴史館内で体験・工作等の実施） 150名
7月31日他 子どもはたおり体験（小学校中学年～高学年対象）
20名
8月10日他 麦わら細工虫かごづくり 35名
1月10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） 20名
また小学校への出前授業も実施し、昔の道具を使用した脱穀やしめなわづくり等を行った。

実績数

200名、学校への出前数13件
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

郷土を学習する機会を多様な場面で実施する必要がある。

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
価
内
容

昨年と同様に行った。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

郷土を学習する機会を多様な場面で実施するよう、さまざまな講座の実施する。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

引き続き中学生以上の学生を対象に「図書館学生ボランティア」事業を実施した。中学生以上の学生を
対象に、図書館の開館中に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。参加者
数が減尐傾向にあるため、期間の見直しを行って年間通しての受け入れを可能としたが、やはり夏休み期
間の参加が多い。

図書館学生ボランティア

登録者79名

延べ参加者160名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

引き続き中学生以上の学生を対象に「図書館学生ボランティア」事業を実施した。中学生以上
の学生を対象に、図書館の開館中に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。年間通しての受け入れを可能としているが、夏休み期間の参加が多い。
また、小中学校からの依頼により職場体験、職場訪問学習として中学校8校と小学校1校を合わ
せて98人を受け入れ、体験活動を実施した。

実績数

図書館学生ボランティア

登録者36名

延べ参加者78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26年度はボランティアの登録者数・活動頻度とも減尐している。今後は活動内容等の工夫
と効果的なＰＲ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

参加人数については、学校からの課題の出され
評
方による影響も大きい。登録人数は減尐したが、
価
参加した学生からは利用するだけではわからない
内
面が見えておもしろい等の声もあり、図書館利用
容
や社会体験の機会になっている。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も図書館利用のきっかけ、居場所や社会体験の場となるように、参加した学生の声を反映
しながら、継続して学生ボランティアの受け入れ事業を実施していく。
この事業は「東村山市子ども読書活動推進計画」へ引継ぎます。
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。
２５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。11人

２６年度の取り組み内容（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

0人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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。
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
現在はっけんのもりの除草事業に関しては今後
価
の方向性も検討中であり、ボランティアの受入が
内
むずかしい。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

歴史館・たいけんの里の事業の中で、こどもボランティアの受け入れを再度検討する。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

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。
平成25年度では育成塾出身の14名のリーダーが活躍中。
２６年度の取り組み内容（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26年度では育成塾出身の17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を平成26年度に実施したが、多くの参加ができるとよい。

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及び計画終了後の引継ぎ先
「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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。"
２５年度の計画実績・総括

市民産業まつりで「家庭の日」の啓発活動を行った。
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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

市民産業まつりで「家庭の日」の啓発活動を行った。
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、一般家庭にどこまで浸透している
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

評
価 いろいろな工夫をしながら「家庭の日」の啓発
内 活動を行った。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
平成25年度より、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・中学校の施設等に掲示してＰＲしていく。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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

②

家庭教育の手引書（小学校編・中学校編）を配布し、活用を図る。（指導室）

２５年度の計画実績・総括
平成24年度に引き続き「家庭教育の手引き書」改訂委員会を立ち上げ、子供たちの実態や社会情勢等を
鑑み、内容の検討を行うとともに、文章構成等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。
また、学校からの要望に応じて、保護者や教職員を対象とした「家庭教育の手引き書」の活用に係る研
修会を実施した。

小学校配布部数
中学校配布部数

1,489部
1,260部
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年度は「家庭教育の手引き書活用推進委員会」を発足し、家庭教育の手引き書を学校の
保護者会等での活用を推進するための資料作成を行った。
また、定例の教育委員会による学校訪問の際に、「家庭教育の手引き書」の活用に係る研修会
を実施した。

実績数

小学校配布部数
中学校配布部数

1,594部
1,313部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各学校における「家庭教育の手引き書」の更なる活用

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
価
内
容

家庭教育の手引き書の活用シートを作成し、市内全
小・中学校に紙ベース、ＣＤにてデータを配布し、活
用しやすい環境を整えることができた。また、定例の
学校訪問における研修会の実施や校長会、副校長会等
において活用についての周知を図ることができた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
定例の学校訪問において、「家庭教育の手引き書」を更に活用し、家庭教育力の向上を目指す
ための研修会を積極的に実施していく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
所管課

指導室
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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。
２５年度の計画実績・総括

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。
スーパードッジボール大会894名（109組）、
土曜講座参加者数26,635名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

地域の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825名（95組）、
土曜講座参加者数22,153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及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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し検討して
いる。

実績数
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

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

取り組みが不十分であった

評
価
内
容

関係所管と課題を共有できたこと。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

今後も子ども家庭部と連携、情報交換等の話し合いの場が必要である。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

所管課

社会教育課
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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。
２５年度の計画実績・総括

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。

「輝け！東村山っ子育成塾」延べ352名

「なぎさ体験塾」70名

２６年度の取り組み内容（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、郷土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385名

「なぎさ体験塾」69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

「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及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
所管課

社会教育課
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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。
２５年度の計画実績・総括

「生徒会サミット」においては、「望ましい人間関係をはぐくむために」をテーマとし、各学校における特色ある取
組を発表し合い、生徒会活動の更なる促進を図った。また、市内全中学校で連携した取組を協議し、各校が作成した
「望ましい人間関係づくり」に向けた標語を、1枚の広報誌としてまとめ、市内全市立中学校の生徒に配布した。
「市民の集い」においては、中学生による人権作文や租税教育の作文発表、生徒会役員生徒による「生徒会サミッ
ト」での成果発表の機会を設けるとともに、生徒会サミットで作成した広報誌を参加者に配布し、中学生の取組を広
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。

参加児童・生徒総数 407名（来場児童・生徒は除く）
（内訳）青尐年健全育成大会 202名、生徒会サミット
市民の集い 163名

42名

２６年度の取り組み内容（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、「いじめを生まない、許さない学校づくりに向けて、私たちにできる
こと」をテーマに、いじめの未然防止に向けた「東村山市立中学校 いじめ防止宣言」を作成した。
「市民の集い」においては、中学生による人権作文の発表や生徒会役員生徒による「東村山市立中学校
いじめ防止宣言」についての発表の機会を設けるとともに、生徒会サミットで作成した「東村山市立中学
校 いじめ防止宣言」を参加者に配布し、中学生の取組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・高校生による演劇や合唱の発表の機会を設
定した。

実績数

参加児童・生徒総数 188名（来場児童・生徒は除く）
（内訳）青尐年健全育成大会 71名、生徒会サミット 45名
市民の集い 72名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

「生徒会サミット」において作成した「東村山市立中学校 いじめ防止宣言」について、その
内容や各学校での取組を広く市民に周知するとともに、中学校のみならず小学校にも周知し、地
域と学校の結び付きを強化すること。
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
取り組みが不十分であった

評 生徒会サミットでは、「東村山市立中学校 い
価 じめ防止宣言」を作成し、市民、市内小・中学
内 校、学校評議員、東村山警察の方々にも広く周知
容 することができた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
「市民の集い」については、社会教育課と連携し、次年度以降も「生徒会サミット」で取り組
んだ内容を生徒主体で発表できるよう企画し、子供たちの活躍の場をさらに充実させる。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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

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。
２５年度の計画実績・総括

市内在住の小学校5年生から中学1～3年生を対象にジュニアサポーター養成講座を実施した。
また、受講後、ジュニアサポーターとして登録をした生徒が、学校の休校時などに積極的に「ころころ
の森」に来館し、事業の手伝いや子育てひろばで来館される親子と交流した。
ジュニアサポーター養成講座
第1回「赤ちゃんの発達と遊びについて」
第2回「赤ちゃんと命について」
第3回 ボランティア実践

ジュニアサポーター登録者19名
受講者 延62名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
市内在住の小学校5年生から中学1～3年生を対象にジュニアサポーター養成講座を実施した。
男子学生の参加もあり、接する機会の尐ない乳幼児とのふれあいの中で育児の大変さと、命の大
切さを学んでもらった。
ジュニアサポーター養成講座

実績数

第1回「赤ちゃんの発達と遊びについて」
第2回「赤ちゃんと命」
第3回 ボランティア実践

ジュニアサポーター登録者10名
受講者 延40名
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

ジュニアサポーターとして登録後のボランティア活動と学校行事等が重なり、継続しての従事
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
募集方法を変更した結果、応募者の減尐があっ
価
たが、例年通り参加者の満足度の高い取組みで
内
あった。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
ボランティア精神の養成や、命の大切さを考える機会として、子どもの成長の一助となるよう
事業継続していく。また、募集については変更前と同様、市内の小中校長会にご協力をいただき
周知を図る。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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

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。
２５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」等の取組について学習した。
指導室主管の「人権教育推進委員会」において、全生園を活用した人権教育について各学校の実践を共
有し、取組内容をまとめて各学校に周知したり、授業研究会を実施したりした。

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

239事業所

２６年度の取り組み内容（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するなど、ハンセン病資料館の見学等を通して、「ハンセン病の理解」
「全生園の歴史」「人権」「偏見・差別の解消」等の取組について学習した。
指導室主管の「人権教育推進委員会」では、ハンセン病資料館のフィールドワークを通して、人権教育
にかかわる資料の活用方法や指導事例を検討したり授業研究会を実施したりした。

実績数

全生園との交流学校数 17校
中学校職場体験の受け入れ事業所数

417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
各学校での人権教育の更なる充実を図るために、多磨全生園やハンセン病資料館での見学や体
験を通した学習内容について、学校間での情報の共有と活用が活発に行われていない事。
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」の具

評 体的な取組や多磨全生園との交流活動やハンセン病資
価 料館の見学等の学習において、学校や関係諸機関が連
内 携を図ることができた。
容 一方では、教職員の人権感覚のさらなる向上を図る
必要がある。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
人権教育推進委員会や道徳教育推進委員会において、各学校の取組みや指導計画等の情報交換
及び授業研究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」の各学校における
取組を推進する。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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

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。
２５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いのちの大切さに
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を全ての小・中学校において
紹介できた。また、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、いのちの大切さととも
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。
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 1,158名

２６年度の取り組み内容（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いのち
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を全て
の小・中学校において紹介した。また、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。「いのちとこころの教育週間」の各学校における取組では、地域人材を
活用し、いのちの大切さや尊さについて学ぶ機会を設定した学校もあった。
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、いのちの大
切さとともに、助け合うことの大切さを学ぶ機会を設けた。

実績数

いのちとこころの教育週間実施校数 小学校15校
普通救命講習受講者生徒数 1,192名

中学校8校

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
「いのちとこころの教育週間」においては、各小・中学校における取組内容や日時等について早目に集
約し、保護者や市民への情報提供を丁寧に行う。
中学校3年生対象の救命講習会については実施時期に幅をもたせ、学校が取り組みやすい期間で実施する
こと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

評
「いのちとこころの教育週間」では、各学校における取組
価 の充実を図ることができた。また、保護者や地域の方々とと
内 もに、道徳教育について考える契機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及び計画終了後の引継ぎ先
道徳授業地区公開講座における学校、家庭、地域との連携において、意見交換会や講演会等の
工夫を凝らして改善を図るとともに、実施の日時について学校便りや市のホームページ等を活用
し保護者、市民等に広く周知する。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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

（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。
２５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」「生徒会サミッ
ト」等への保護者や地域の方々、学校評議員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、本市の喫緊の教育課題を伝え、学校の取り組みに対する適正な評価を依頼した。
学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」を作成し、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
学校評議員全体会への参加者数 120名

110部

２６年度の取り組み内容（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、学校評議員の参加を広く呼びかけた。
定期的な学校評議員会においては、各学校の学校経営の課題と改善について、学校評議員から貴重な意
見を得ることができた。
学校評議員会全体会では、本市の喫緊の教育課題を伝えるとともに「いじめの未然防止やいじめの対応
に向けた各学校での取組」について、学校評議員から貴重な意見を得ることができた。
学校紹介リーフレット集「東村山の学校教育」を作成し、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 130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
学校評議員全体会において「生徒会サミット」の取組を周知することにより、生徒会サミットや各学校
でのいじめ防止に向けた取組に対して学校評議員の関心を高め、生徒会サミットへの参加者を増やす必要
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 学校評議員会を定期的に開催し、学校と地域との連携を強
価 化することができた。
また、学校評議員の方々に学校公開や生徒会サミット等、
内 子供たちの具体的な活動に関わっていただくことを通して、
容 学校の教育活動への理解を深めていただいた。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
本市の喫緊の課題や市内全小・中学校で取り組んでいる「いじめ防止」の取組について、各学校から学
校評議員へ丁寧に説明していく。また、学校評議員の学校評価への具体的な方法についても各学校から丁
寧に説明し、共通理解の下に進めていく。
生徒会サミットについては、市教委が作成した学校評議員あての案内の送付を学校に依頼し、早期に学
校評議員への周知を図っていく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。

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

（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。

２５年度の計画実績・総括
平成25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」、「授業力向上」
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。
職層及び経験年数別研修会対象者総数 240名
夏季休業日における研修参加者延べ人数 770名

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
平成26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」、「授業
力向上」等にかかわる内容を重点として研修を設定した。
東村山市立小・中学校全教員を対象とした研修では、「保護者対応」「『体罰』や『不適切な
指導』の防止に向けて」をテーマとして悉皆研修を行った。
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対象者総数
夏季休業日における研修参加者延べ人数

222名
915名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

各種研修会の内容に沿った外部講師の選定及び依頼が早期に行われていない事。

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
研修対象者のねらいやニーズに沿った研修を実
価
施することができ、教員の資質や能力の向上を図
内
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及び計画終了後の引継ぎ先
本市の喫緊の課題である「不登校」や教育課題となっている「いじめ」「体罰」「アレル
ギー」「特別支援教育」など、研修の内容を精査し、時宜を得た研修を充実させていく。講師の
選定、依頼については、年度末までに次年度の計画を立て、依頼をおおよそ終えておく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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

（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。

２５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

２６年度の取り組み内容（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。
就学前児童を運動会に招待したり、児童が就学前児童に小学校の学校生活を紹介する学習活動
を行ったりして事前体験の機会を提供した。
また、小学校の生活科の授業において、児童が保育所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
各小学校において保護者のニーズを捉え、保・幼・小の連携をさらに深め、行事等の機会を生
かした取組の充実を図ること。
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
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、生活科の授業において、小学校の児童
内 と就学前児童との交流活動を行う学校もあった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
小学校と幼稚園、保育所の情報交換や交流活動のさらなる充実に努め、運動会のみならず、生
活科の授業において就学前児童を学校に招待して小学校案内をする等、他の学習活動においても
交流活動の推進に向けた取組を行っていく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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

（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。

２５年度の計画実績・総括
市内在住の小学校5年生から中学1～3年生を対象にジュニアサポーター養成講座を実施した。
また、受講後、サポーターとして登録をした生徒が、学校の休校時など積極的にころころの森に来館
し、事業の手伝いや子育てひろばの中で未就学児童を連れた親子と交流した。

ジュニアサポーター講座
職場体験（中学校）

全4回 受講者19名（延62名）
2校 4名 （市内、市外各1校）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

前年度同様、市内在住の小学校5年生から中学1～3年生を対象にジュニアサポーター養成講座
を実施した。
普段、体験する事がないと思われる妊産婦さんのお腹に触れたり、乳幼児との遊び等を通し
て、命の大切さ育む質の高い講座となった。

実績数

ジュニアサポーター講座
職場体験（中学校）

全5回 受講者10名（延40名）
1校 2名 （市外1校）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
ジュニアサポーターとして登録後のボランティア活動と学校行事等が重なり、継続しての従事
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
ジュニアサポータ講座は定着してきており、受
価
講後「ころころの森」でボランティアとして登録
内
をし、継続的な活動に繋げられた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
ボランティア精神の養成や、命の大切さを考える機会として、子どもの成長の一助となるよう
事業継続していく。また、募集については変更前と同様、市内の小中校長会にご協力をいただき
周知を図る。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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
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。

計画書
内容

２５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
２６年度の取り組み内容（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目に設定し、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。
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一つとし
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及び計画終了後の引継ぎ先
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
の巡回相談を実施し、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供
や特別支援教育の理解に関する研修を実施する。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

子育て支援者研修会の他、内閣府新制度準備室から講師を招き平成27年度から本格実施となる
子ども・子育て支援新制度について東村山市及び近隣市の支援者、保護者向け勉強会を実施し
た。
子育て支援者研修会（延65名）、スキルアップ研修会（延75名）
子ども・子育て支援新制度勉強会 （72名）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
・子育て支援研修会
「東村山市の母子保健活動から見える子育てと支援のあり方」
「子育て支援は親支援なのか？一子育て支援子ども 家族支援」
「子どもの表現（主に造形）と、その援助について」
・職員研修
「地域子育て支援士二種養成講座」他内部研修2回、外部研修23回
実績数

子育て支援者研修会（延105名）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

虐待や障がい等について、理解と知識を深めるだけではなく、母子保健や子ども家庭支援セン
ターとの連携を更に強化する必要がある。
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
価 自発的、積極的に子育て支援に取り組めるよう
内 な人材育成のための研修の充実を図った。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
子ども・子育て支援事業計画に基づいて研修を企画し、更なる従事スタッフのスキルアップを
目指す。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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。
２５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。
東京都教育委員会人権尊重教育推進校及び本市教育委員会研究奨励校である東村山第七中学校の研究発
表において、「互いに認め合い、思いやりのこころをもつ生徒の育成～道徳教育を中心として～」につい
て発表し、市内全小・中学校へ道徳の時間の計画的な指導の成果を周知した。

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
職場体験の受け入れ事業所数 239事業所
２６年度の取り組み内容（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育むととも
に、自己の生き方について考える学習を実施した。

実績数

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 417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ねらいとし、義務教育9年間を見通した各教科の指導と関連させた
「キャリア教育」の具体的な取組の推進を図る事。
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

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

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
道徳教育推進委員会において、道徳の時間の指導方法の向上を目指した研究授業を行い、その成果を市
内全小・中学校に周知する。
教務主任会において各学校のキャリア教育全体計画等について情報交換を行い、他校の取組みを知る事
により、小・中学校の円滑な接続を意識し、義務教育9年間を見通した「キャリア教育」の具体的な取組を
推進する。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

平成25年3月に制定された「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、特別支援教育専
門家チーム巡回相談の充実を図り、小・中学校における特別な教育的支援の必要な児童・生徒に対する指
導や支援への助言及び校内研修や保護者講演会の実施。
就学支援シートや就学相談の実施方法の充実を図った。
また、特別支援教育リーフレットの配布や啓発授業の実施、特別支援学級小・中学校合同作品展の実施
など啓発活動を行った。
専門家チーム巡回相談等177回（うち校内研修・保護者講演会32回）
就学支援シート174枚引き継ぎ・実施説明会2回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
平成25年3月に制定された「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、特別支援教育専
門家チーム巡回相談の充実を図り、小・中学校における特別な教育的支援の必要な児童・生徒に対する指
導や支援への助言及び校内研修や保護者講演会の実施。
就学支援シートや就学相談の実施方法の充実を図った。
また、特別支援教育リーフレットの配布や啓発授業の実施のほか、特別支援学級小・中学校合同作品展
について市制施行50周年記念として拡大実施し、特別支援学級の周知を行った。
発達障害等に関する対応方法を学び、特別支援教育への取り組みを保護者の方に周知するため、今年度
初めてペアレントトレーニング講座を実施した。

実績数

専門家チーム巡回相談等156回（うち校内研修・保護者講演会33回）
就学支援シート178枚引き継ぎ・実施説明会2回
ペアレントトレーニング講座参加者 87名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
特別支援教育の制度及び特別な教育的支援の必要な児童・生徒への具体的な指導や支援方法に
ついて、市立小・中学校教員への周知及び教員の資質の向上。
小・中学校、教育支援課をはじめとした関係機関との連携強化。
保護者への理解啓発の充実
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

特別支援教育専門家チームの巡回相談の充実に
評
より各小・中学校において個別指導計画の作成な
価
ど、個々に応じた指導・支援について具体的な取
内
組がすすんだ。新規にペアレントトレーニング講
容
座を実施し、保護者理解啓発を進めた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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、教員や特別支援教育コーディネーターの資質の向上。関
係機関との更なる連携強化。保護者への理解啓発の充実。
この事業は「東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画」へ引継ぎます。

所管課

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。
２５年度の計画実績・総括

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るととも
に、研修を行いその成果を各校での取り組みに活用した。学校スクールカウンセラーが全校配置
されたことによって、校内委員会へ積極的にかかわることができ、専門的な助言等により充実が
図れた。
特別支援教育運営委員会

9回実施（うち1回は啓発授業）

２６年度の取り組み内容（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るととも
に、研修を行いその成果を各校での取り組みに活用した。学校スクールカウンセラーによる小学
5年生・中学1年生に対する全員面接を行い、フィードバックを校内委員会へ行うことで、専門的
な助言等により、各校による特別支援教育の推進が図れた。

実績数

特別支援教育運営委員会

9回実施（うち1回は啓発授業）

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により校内体制の継続を
図る方法の検討。スクールカウンセラーと関係機関との連携。
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 校内委員会においてスクールカウンセラーの有
価 効活用が図られた。また特別支援教育コーディ
内 ネーターの自主的な情報交換が行われ各校での取
容 り組みにつながった。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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、教員や特別支援教育コーディネー
ターの資質の向上。関係機関との更なる連携強化。
この事業は「東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画」へ引継ぎます。
所管課

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。
家庭教育の手引き書は、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。
２５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。
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、子供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。
「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 1,489部、中学校配布部数 1,260部
２６年度の取り組み内容（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。
平成26年度は「家庭教育の手引き書活用推進委員会」を発足し、家庭教育の手引き書を学校の
保護者会等での活用を推進するための資料作成を行った。
また、定例の教育委員会による学校訪問の際に、「家庭教育の手引き書」の活用に係る研修会
を実施した。
実績数

小学校配布部数
中学校配布部数

1,594部
1,313部

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
家庭の教育力向上を図るために「家庭教育の手引き書」を活用した取り組みが全ての学校に浸
透していない事。
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

「家庭教育の手引き書」の活用シートを作成し、市
内全小・中学校に紙ベース、データベースを配布し、
活用しやすい環境を整えることができた。また、定例
の学校訪問における研修会の実施や校長会、副校長会
等において活用についての周知を図ることができた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
定例の学校訪問において、「家庭教育の手引き書」を更に活用し、家庭教育力の向上を目指す
ための研修会を積極的に実施していく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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。(Ｐ１２８に記載）
２５年度計画実績・総括

東京都薬物乱用防止推進東村山市地区協議会により、4校の小学校3校の中学校の児童・生徒・
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。

２６年度の取り組み内容（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、小学校（5校）・中学校（2校）の児童・
生徒・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防止啓発ポスター・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（10作品）、標語（623作品）。
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
ポスター・標語の応募件数が多く定着してき
価
た。
内
小中学校への研修会の維持及び拡大が図れた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
引き続き、薬物乱用防止関連の研修会や薬物乱用防止啓発ポスター・標語募集を実施してい
く。
この事業は「薬物乱用防止協議会」へ引継ぎます。
所管課

健康増進課（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。
２５年度の計画実績・総括

全ての小・中学校において、薬物乱用防止にかか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

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

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

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者が増加傾向になく、学校での取組みを広く周知する事が十分でな
い事。
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の生徒を対象
価
に、薬物乱用防止教室として、薬物乱用防止にか
内
かわる指導を実施した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も計画的に取組を継続し、内容の工夫、改善を図り、保護者や地域の方々の参加者数を増
やすよう実施していく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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。
２５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。特に、薬物乱用防止教室やセーフティ教室実施の際には、薬物乱用防止と合わせて、喫煙・
飲酒防止についても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

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

体育・健康教育や道徳教育等を通して、児童・生徒の発達段階に応じた指導を系統的に実施し
た。特に、薬物乱用防止教室やセーフティ教室実施の際には、薬物乱用防止と合わせて、喫煙・
飲酒防止についても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
保護者や地域の方々の参加者が増加傾向になく、実施方法を工夫し、学校での取組みを広く周
知する事が十分でない事。
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

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、保護者会等において意見交換会を実
施した。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も計画的に取り組みを継続し、内容の工夫、改善を図るとともに、開催日時、内容等につ
いて学校便り等を活用して早期に保護者や地域の方々へ周知し、参加者数を増やすよう取り組ん
でいく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

本町児童館において「栄養相談」を実施。
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）
平成24年度同様に実施した。（子育て支援課）

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）

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

本町児童館において「栄養相談」を実施。
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。
ころころの森にて「食のワークショップ」で栄養相談を実施。（子ども育成課）
健診、学級等において個別相談を行った。（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
食のワークショップ 24名（子ども育成課）

約260名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
医療機関との連携の強化を図る（子ども育成課）
特になし（子育て支援課）
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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 食に不安を抱える保護者の相談に応じている。
内 （子ども育成課）
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

引き続き取り組む。（子ども育成課）（子育て支援課）
この事業は「母子保健計画」へ引継ぎます。

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
２５年度の計画実績・総括

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。
保育フェスタにおいて保育園給食についてのＰＲ活動を行うとともに、「めざましスイッチ朝ごはん」
のキャンペーンを実施した。（子ども育成課）
平成24年度同様に実施した。（子育て支援課）

給食だより年9回（子ども育成課）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
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）

25年同様に、3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診の案内封筒へ「めざましスイッチ
朝ごはん」のキャンペーンマークを印刷して普及に努めた。また健診の集団指導や育児学級等の
機会において、食習慣の大切さを説明した。（子育て支援課）
実績数

給食だより年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（親）の食習慣に関する問題点の把握。（子ども育成課）
特になし（子育て支援課）

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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

公立保育園の保護者を中心に食生活習慣の啓発
評 を行えた。（子ども育成課）
価
内 健診案内に印刷することで、節目節目に生活リ
容 ズムの見直しをする効果があった。（子育て支援
課）

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も「給食だより」等を発行して食生活習慣の啓発を行う。（子ども育成課）
今後も継続して取り組む。（子育て支援課）
この事業は「母子保健計画」へ引継ぎます。
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。

２５年度の計画実績・総括
公立保育園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。

食のワークショップ 離乳食12組（試食1回目初期～後期6種×30人分（講座内）6種×12人分
（講座外）、試食2回目完了期～乳児食5種×12人分（講座内）、5種×50人分（講座外））
簡卖クッキング・離乳食講習会：１回20名定員 合計280名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

公立保育園での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12組で2回実施
●1回目：（講座内試食）初期～後期6種×12人分（講座外試食）2種×40人分
●2回目：（講座内試食）完了期～乳児食3種×12人分（講座外試食）3種×40人分
簡卖クッキング・離乳食講習会：１回20名定員 合計260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
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及び計画終了後の引継ぎ先

今後も各施設において、支援事業に取り組んでいく。
この事業は「子ども育成課」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

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（第五保育
園）や、すいとん作り（第四保育園）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た。
約80人（郷土食に限る）
２６年度の取り組み内容（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（第一・三
保育園）や、すいとん作り（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

調理活動における衛生管理、食物アレルギーの対応を徹底する。

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 実際に調理することで、郷土料理を知ることが
内 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及び計画終了後の引継ぎ先

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。
この事業は「生涯学習計画（ふるさと歴史館へ統合）」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

東村山市立第六中学校(6月)出前授業（ゆでまんじゅうづくり）84名、れきしかん夏まつり
（ゆでまんじゅうづくり）延べ214名、市内小学校3学年対象(2・3月）ゆでまんじゅうづくり79
名
3事業

377名
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

東村山市立第六中学校(6月)出前授業（柏餅）36名、れきしかん夏まつり（ゆでまんじゅうづ
くり）延べ214名、市内小学校3学年対象(2・3月）ゆでまんじゅうづくり83名

実績数

119人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

中学校の出前については、学校からの要望により対応を行っているため、実施数を増やす事
は、むずかしい。
施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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 市内の小学生、中学生に伝統的な食の講座を実
内 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及び計画終了後の引継ぎ先

上記の内容を同様に行う。また学校への出前授業の要請が増えるように宣伝に努めてい。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

小学校全校において、保護者対象給食試食会を開催し、保護者からの意見を取り込めるように
図った。また、毎年4月に学校給食協力者（地元農家・ＪＡ）、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、平成25年度は、1日地場野菜の日増やし、7月にじゃが芋の日、11
月にキャベツの日・柿の日、12月にキウイフルーツの日・大根の日・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。学校給食協力者との打ち合わせ会も1回増やし3
回行い、会議の充実を図った。
小学校15校、中学校7校にて実施。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

小学校全校において、保護者対象給食試食会を開催し、保護者からの意見を取り込めるように
図った。また、毎年4月に学校給食協力者（地元農家・JA）、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、平成26年度も、7月にじゃが芋の日、11月にキャベツの日・柿の
日、12月にキウイフルーツの日・大根の日・人参の日を設定して、小・中学校で地場野菜を使っ
た給食の提供を行い、給食時間を使い放送での説明、また給食だよりでの地場野菜のＰＲを行っ
た。

実績数

小学校15校、中学校7校にて実施。
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、安定した供給が困難な場合があった。また、
食物アレルギー対応を要する児童・生徒が増えており、各校一斉に同食材を使用することが困難
な食材もある。
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 小学校においては、給食の時間に栄養士指導の
内 もと放送による地場野菜の紹介等を行った。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
学校給食法の目標の一つ「各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めること」にある
ように、地域の食文化にふれる意味でも地場野菜については、数多く活用し給食協力者と打ち合
わせも有効に活用し、今後も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。
この事業は「食育推進プラン」へ引継ぎます。
所管課

学務課
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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

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
２５年度の計画実績・総括

本年度も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。また、市制50周年事業に併せ、
実際に家庭等において学校給食を調理できる「市制50周年記念学校給食レシピ本」を作成した。
子どもあそぼう会（試食200人、体験コーナー40人）・親子料理教室（11組23名）・スポーツ食
育教室（17組34人）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
本年度も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、10月には市制50周年記念事業としていきいきプラザ2階調理室を使い「親子料理教室」を開
催し参加者には学校給食レシピ本を配布した。食育教室では、調理実習のほかに栄養相談を行っ
た。中学生を対象に夏休み中学生によるお弁当作りを公民館を利用して夏休み期間中に行い、優
秀作品には賞状及び記念品、スクールランチで採用した。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（試食190人、体験コーナー30人）・親子料理教室（11組26名）・
スポーツ食育教室（16組34人）
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

親子料理教室において会場の都合から、参加者が多かった場合抽選となり、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
取り組みが不十分であった

給食レシピによる料理教室では、地方紙の記事
評
に掲載され、市の取り組み等を紹介することがで
価
きた。子どもとあそぼう会においては地域の小学
内
校の公開授業と日にちが重なり、参加人数が伸び
容
なかった。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

参加者の増員を図るため、開催日の延長や周知方法の改善等を工夫していく。
この事業は「食育推進プラン」へ引継ぎます。

所管課

学務課
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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
２５年度の計画実績・総括

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。
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49回（延べ69人））

２６年度の取り組み内容（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共有を行うとともに、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87回）※対象児童数70人
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

相談内容が多様化、複雑化しており、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及び計画終了後の引継ぎ先」
要保護児童等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。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。
所管課

子育て支援課
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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
２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

教職員研修や民生児童委員研修等で「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リーフレット」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
関係機関には、子ども家庭支援センターの役割
価
と共に、児童虐待防止に関する内容の理解を得ら
内
れた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

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の努める。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。

所管課

子育て支援課
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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。
２５年度の計画実績・総括

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
図った。

２６年度の取り組み内容（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
図った。

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及び計画終了後の引継ぎ先

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。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。

所管課

子育て支援課
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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。
２５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（10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・シートベルトコンビンサー、市民産業まつり・自転車シュミレーター）
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（21園）
講習会等の開催回数（20回）※学校における交通安全教室を除く
受講者数（計1,762名）

２６年度の取り組み内容（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。
・中学生及び地域住民を対象にスケアード・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）
・自転車実技教室の支援（学校開催10回、市民団体・保護者主催3回）
・自転車免許証発行支援（12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・シートベルトコンビンサー、市民産業まつり及び高齢者と子どもの自転車実技教室・自転車
シュミレーター、土曜ふれあいタイム・反射材効果体験ツール）
・東村山地区交通尐年団の自転車競技大会の参加支援
・幼稚園・保育園での交通安全教室（22園）

実績数

講習会等の開催回数（15回）※学校における交通安全教室を除く
受講者数（計1,630名）

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
子どもを交通事故から守るためには、幼児期から交通ルール遵守の意識付けが重要であるとともに、道
路を利用する様々な年齢層に対する、それぞれの交通手段についての交通安全意識の啓発と交通ルールと
マナーの教育が重要である。しかしながら保護者自身が交通ルールを遵守するという交通安全意識が低い
現状も見受けられる。

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
価
内
容

自転車シミュレーターによる模擬体験や自転車実技
教室などの体験・参加型の教室を警察・交通安全協会
及びPTAの協力により拡充することができた。東村山
地区交通尐年団は、都の自転車競技会において3位の
成績を納めることができた。

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後は、現在の活動を鋭意推進しながら、子どもの特性を考慮した上で、各年齢層に合わせた効果的な
教育内容を検討しながら、あらゆる機会を通じて交通安全啓発と教育の充実を図る。また保護者が一番身
近な教育者として、子どもたちの模範となって指導していただくために、交通安全教室等への積極的な参
加を促す。
この事業は「東村山市交通安全計画」へ引継ぎます。

所管課

地域安全課
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平成２６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

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。

２５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、4・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、いのち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。
普通救命講習受講者教員数
普通救命講習受講者生徒数

137名
1,158名

２６年度の取り組み内容（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、4・5月に「普通救命講習会」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、いのちの大切さ
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
普通救命講習受講者生徒数

113名
1,192名

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
中学校3年生対象の救命講習会については、実施時期に幅をもたせ、学校が取り組みやすい期
間で実施すること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

評 萩山分校を除く全ての中学校3年生を対象とし
価 た「普通救命講習会」を実施し、救命の具体的な
内 対応やいのちの大切さについて学ぶことができ
容 た。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
救命講習会については、今後も継続した取り組みを実施していく。
教員対象の救命講習会は、教員が計画的に参加できるよう、日程の確保及び各学校への周知を前年度のうちに行
う。
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、他社や社会の安全に貢献できる資質や能力を育む指導を継続
して行う。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。

所管課

指導室
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平成２６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

（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。

２５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。
各地区での白州キャンプ・子どもまつり等を通じて、あいさつの大切さを児童・生徒に教えるこ
とができた。
２６年度の取り組み内容（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
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

学校・地域・保護者・行政が連携して、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。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
今後も各青尐年対策地区委員会活動等を通じ、「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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。
所管課

社会教育課
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平成２６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）青少年非行防止の活動

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。
２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（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

学校・家庭・地域・行政・警察との連携と人員の確保

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及び計画終了後の引継ぎ先

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。
この事業は「生涯学習計画」へ引継ぎます。

所管課

社会教育課
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平成２６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）青少年非行防止の活動

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。
２５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が尐しでもできるよう実施。

２６年度の取り組み内容（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である（ある程度範囲を決めるべきだ）

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 地域の方が協力を得ながら取り組みを行うこと
内 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及び計画終了後の引継ぎ先
今後も各青尐年対策地区委員会と協力を得て、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。
この事業は「社会教育課」へ引継ぎます。
所管課

社会教育課
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平成２６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

（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。

２５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、「情報モラル」「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。
指導室主催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。
セーフティ教室実施校数

23校

２６年度の取り組み内容（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、「情報モラル」「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。
指導室主催の生活指導主任会や情報教育推進委員会において、薬物乱用防止教育や情報モラル
教育にかかわる資料等の情報提供を行った。

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
学校・関係諸機関・保護者・地域の方々との意見交換会の内容や周知方法が前例踏襲となり、
保護や地域の参加者数が増えていかない事。
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
各学校の実態に応じて、全ての小・中学校にお
価
いて全児童・生徒を対象にセーフティー教室を実
内
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及び計画終了後の引継ぎ先
東村山警察署のスクールサポーター等、関係諸機関との連携を図りながら今後も継続した取り
組みを実施する。また、セーフティー教室の開催日時、内容等について学校便り等を活用して早
期に保護者や地域の方々へ周知し、参加者数を増やすよう取り組んでいく。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
所管課

指導室
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平成２６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

（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。
２５年度の計画実績・総括

教育委員会として作成した「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」を活用し、各学校で
作成している「学校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。
全ての学校で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。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

教育委員会として作成した「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」を活用し、各学校で
作成している「学校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

全ての学校で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。
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
「学校危機管理マニュアル」に基づいて、校内
価
の緊急体制を見直し、毎月の施設点検等を通した
内
防犯対策を実施した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
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。
この事業は「東村山市教育委員会の基本方針」へ引継ぎます。
所管課

指導室
142

平成２６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

（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。
２５年度の計画実績・総括

「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。

２６年度の取り組み内容（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、地域・ＰＴＡ・行政等が腕
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

各団体間の連携や人員の確保が難しい。

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

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及び計画終了後の引継ぎ先

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。
この事業は「社会教育課」へ引継ぎます。

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。

２５年度の計画実績・総括
ＬＥＤの新設街路灯を25件設置した。また、多摩湖町の取替えを含めて29件ＬＥＤを設置し
た。
実施数54件
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

ＬＥＤの新設街路灯を13件設置した。また、富士見町の取替えを含めて28件ＬＥＤを設置し
た。

実績数

41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 現状新設以外の防犯街路灯についてもＬＥＤ化
内 で対応している。
容

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先

新規の要望、取替についてもＬＥＤで対応していく。
この事業は「道路管理課」へ引継ぎます。

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。
２５年度の計画実績・総括

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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

各校のＰＴＡが調査を実施していただき、はっく君の家・子ども110番とも平行して実施して
いるため、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

はっく君の家・子ども110番を学校・地域・ＰＴＡに広報活動していくこと。

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
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及び計画終了後の引継ぎ先
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いが、警察署やコンビニ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、広報活動をしていきたい。
この事業は「社会教育課」へ引継ぎます。
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。

２５年度の計画実績・総括
平成24年度東村山子育てレインボープランに記載されている事業の進捗状況について、内容の
精査等を行うとともに、行政より子育て支援策等に関する報告を行い、委員から意見等聴取し
た。
児童育成計画推進部会（年4回）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

前年度同様、平成25年度東村山子育てレインボープランに記載されている事業の進捗状況につ
いて、内容の精査等を行うとともに、行政より子育て支援策等に関する報告を行った。また、東
村山市子ども・子育て会議との関係性を保持し、東村山市子ども・子育て支援事業計画を策定す
る経過の中で情報共有等の連携を構築した。

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

会議の内容が、進捗状況報告書の精査、報告事項、情報提供等とがメインとなり、子育て支援に関する
議論の場としては不十分であった。

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

評
価 東村山市子ども・子育て支援事業計画に円卓会
内 議構想が引き継がれた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
東村山子育てレインボープランは平成26年度で終了となり、平成27年度は委員より意見等を聴
取しながら、計画の総括を作成する。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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
２５年度の計画実績・総括

5つのエリアでそれぞれにおいて、地域ネットワーク会議を開催した。また、子育てエリア合同会議を
開催し、他のエリアとの情報交換を行った。
東部エリア(秋・青)；秋津町・青葉町地域子育て支援ネットワーク会議7回
西部エリア(美・富)；西部エリア地域子育て支援ネットワーク会議 3回
单部エリア(萩・栄)；萩山町・栄町地域子育てネットワーク会議2回
北部エリア(多･廻･諏･野)；廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町地域ネットワーク会議5回
中部エリア(本・久・恩)：中部エリアネットワーク会議3回
子育てエリア合同会議：1回

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）
5つのエリアで地域色を生かしたエリアネットワーク会議を開催した。また、各エリアで座長
を決定し、座長による子育てエリア合同会議を開催した。情報共有や意見交換を行い、各エリア
を横断的にネットワークの構築をした。

実績数

東部エリア(秋・青)；秋津町・青葉町地域子育て支援ネットワーク会議9回
西部エリア(美・富)；西部エリア地域子育て支援ネットワーク会議3回
单部エリア(萩・栄)；萩山町・栄町地域子育てネットワーク会議2回
北部エリア(多･廻･諏･野)；廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町地域ネットワーク会議2回
中部エリア(本・久・恩)：中部エリアネットワーク会議3回
子育てエリア合同会議：1回

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点
地域主導型のエリア展開のために、地域住民や関係団体の理解・協力をどの様に得られるかが
課題。
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
各エリアで座長を選出できた事で、進捗状況に
価
差があるものの、各々の方向性や特色を出したエ
内
リア活動の展開ができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
各エリア座長のリーダーシップのもと、地域の意識啓発、住民理解の向上等に繋げる特色ある
事業の充実を図る。
この事業は「子ども・子育て支援事業計画」へ引継ぎます。
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 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。
２５年度の計画実績・総括

平成24年度の子育てレインボープランの進捗状況について、各施策を所管する各課において総
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より意見聴取を行い、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、年度内に市ＨＰ等で公表した。
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子育てレインボープランの進捗状況について、各施策を所管する各課において総括及び報告書
の記載をした。第2回目に担当所管より委員への報告並びに進捗状況の検証を行い、また委員よ
り意見聴取を行った。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、年度内
に市ＨＰ等で公表した。

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

多岐にわたり、内容量の多さから、限られた時間の中でどのように検証していくかが課題。

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
庁内関係所管は、児童育成計画推進部会委員か
価
らの進捗報告書（案）に対する質問、意見への回
内
答に留まった。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
計画が終了したため、行動計画の進捗管理の取組みはないが、委員の意見を取り入れながら後
期計画の総括を作成する。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

平成24年度の子育てレインボープランに記載されている事業の進捗状況について、各施策を所
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より意見
聴取を行い、市報告書にまとめた。
児童育成計画推進部会（年4回）
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子育てレインボープランの進捗状況について、各施策を所管する各課において総括及び報告書
の記載をした。第2回目に担当所管より委員への報告並びに進捗状況の検証を行い、また委員よ
り意見聴取を行った。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、年度内
に市ＨＰ等で公表した。

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

多岐にわたり、内容量の多さから、限られた時間の中でどのように検証していくかが課題。

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 予定どおりに進捗報告書をまとめ、公表するこ
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及び計画終了後の引継ぎ先
計画が終了したため、行動計画の進捗管理の取組みはないが、委員の意見を取り入れながら後
期計画の総括を作成する。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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。
２５年度の計画実績・総括

子ども・子育て支援新制度に向けた補足調査票の作成にあたり、次世代育成支援に関するニー
ズ調査票、補足調査票の内容を参考にした。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成25年度同様に、子ども・子育て支援新制度に向けた補足調査票の作成にあたり、次世代育
成支援に関するニーズ調査票、補足調査票の内容を参考にした。

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

ニーズ調査の具体的な活用段階に至っていない。

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

評
価
ニーズ調査票の参考に留まったため。
内
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容及び計画終了後の引継ぎ先
次世代育成支援行動計画が終了し、具体的な取り組みはないが、各種調査データを活用する事
については引き続き検討する。
この事業は「子ども総務課」へ引継ぎます。
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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成27年4月に、あいあい保育園が認証保育所Ａ型から認可保育所へ移行するための調整を
行った。

実績数

認可保育所の定員

33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

平成27年3月に策定された、「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、量の見込み
等を踏まえて実施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
価 認可保育所の開所を支援し、認可保育所の定員
内 を拡大した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成27年3月に策定された「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、待機児対策を
行っていく。

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
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年度は、新規の認証保育所は開所していない。
あいあい保育園が認証保育所Ａ型から認可保育所へ移行する支援を行った。
子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業へ移行する支援を行った。

実績数

認証保育所から地域型保育事業への移行施設
ごっこ久米川駅前保育園）

2施設（りんごっこ駅前保育園、りん

この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

認証保育所から子ども・子育て支援新制度への移行は、定員の調整が必要であることなどか
ら、難しい面がある。

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

新規の認証保育所は開所していない。

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対応するため、認証保育所に対する移行支援を行う。

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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

幼保連携型認定こども園の東村山むさしの認定こども園を廃止し、新たに幼稚園型認定こども
園の東村山むさしの第一認定こども園及び保育所型認定こども園の東村山むさしの第二認定こど
も園を平成27年4月に開設する支援を行った。

実績数

東村山むさしの第一認定こども園（保育機能分
東村山むさしの第二認定こども園（保育機能分

定員30名新規）
定員9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、新規開設の動きはない。

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 保育定員増により待機児童対策として貢献し
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27年3月に策定された「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、今後も私立幼
稚園連絡協議会を通じて、認定こども園の開設を働きかける。

所管課

子ども育成課
153

平成２６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

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。

２６年度の取り組み内容（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

前年度と同程度の受入を確保
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。
最低基準上の受入に限界がある。
乳児枠の拡大に伴い、配置保育士の数が増える。

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

前年度と同程度の受入を確保した。

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、施設規模等に応じた実施を検討する。

所管課
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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
２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年1月に策定された「東村山市保育施策の推進に関する基本方針」に則り、平成27年3月
に、民間移管ガイドライン策定に向けた庁内検討会を開催した。

実績数

平成27年3月20日

第1回庁内検討会を開催

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の理解及び協力を得るための対応が必要である。

施策の取り組み（実績・改善）内容における評価
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 ガイドラインの策定に向けた具体的な調整を開
内 始した。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

東村山市公立保育所民間移管ガイドライン策定検討会議を立ち上げ、具体的な内容の検討を行
う。

所管課
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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。

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年度は市卖独事業分の拡充は行っていないが、就園奨励費補助金及び保護者負担軽減補
助金において、第2子以降の所得制限が撤廃されたことによる保育料負担の軽減が行われた。

実績等

第2子以降の所得制限の撤廃による負担軽減の拡充
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

教育・保育施設全体や、子ども・子育て支援新制度に移行した施設とそうでない施設の保護者
負担のバランス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

評
価
内
容

市卖独事業の拡充は実施していない。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子ども・子育て支援新制度の動向も踏まえ、負担の平準化を図る。
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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

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

平成26年4月より、認可外保育施設等に在籍する児童の保護者に対する補助金を増額（月額
3,000円⇒5,000円）した。

実績等

保護者補助金の増額
この内容を実施する（していく）にあたっての問題点

教育・保育施設全体や、子ども・子育て支援新制度に移行した施設とそうでない施設の保護者
負担のバランス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

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

子ども・子育て支援新制度に移行する施設がある一方で、既存の制度を維持する施設もあるこ
とから、全体的なバランスを考慮し再構築する必要がある。

所管課
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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

２６年度の取り組み内容（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

9,493人

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額する。

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 申告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

申告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。
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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

２６年度の取り組み内容（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。申告漏れの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児数

8,402人

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

申告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。
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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
２６年度の取り組み内容（改善に向けた 取り組み内容・実績数など）

第2野火止児童クラブの内装・外装を改修し児童の生活環境の改善を図った。
第2野火止児童クラブの建て替えの為、実施設計委託料の費用を予算化した。

実績等

内装
壁紙、床の張り替え
証明器具の改修
外装
下駄箱部分の屋根改修及び照明器具の取り付け
手洗い場の設置
実施設計委託費の予算化
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年度よりスタートする子ども子育て支援新制度では、児童クラブの児童を支援の卖位毎
に保育する基準が設けられた。今後はおおむね40人規模の施設整備が望ましく、大規模化につい
ては解消できると考える。また、受け入れ対象学年の引き上げにより高学年の入会などで低学年
用に作ってきた施設・運営面で不安がある。

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野火止児童クラブの修繕により、児童への
価
環境改善ができたこと、建て替えの為の予算化が
内
具体化された為一定の取り組みができた。
容

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

平成27年度で第2野火止児童クラブの建て替えの実施設計委託を実施する。
子ども・子育て支援事業計画では、今後5ヵ年で施設整備を計画的に行う。

所管課
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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

２６年度の取り組み内容（改善に向けた取り組み内容・実績数など）

子ども・子育て支援新制度を踏まえた選考基準の見直しを行い、平成27年4月入所の利用調整
から適用している。

実績等

東村山市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整基準の策定（適用
は平成27年4月より）
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・子育て支援新制度の動向も踏まえつつ、多様化する世帯状況に対応できるよう、随時
見直しを図る必要がある。

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

評
価
内
容

利用調整基準を策定した。

取り組みが不十分であった

今後の取り組み内容

子ども・子育て支援新制度の動向も踏まえ、見直しを図る。

所管課
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