
 

次世代育成支援前期行動計画進捗状況 

(平成2１年度末時点) 

 

 【評価の総括表】 

  

 

 

 事業数

評価対

象事業

数 

Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ又 

はＢ 

Ⅰ 地域における子育ての支援 

 
56 44 ３８ ４ 2 42 

Ⅱ 母親及び乳幼児の健康の確保・増進 

 
26 26 2０ ６  26 

Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育

  環境の整備 
32 31 ２９ ２  31 

Ⅳ 子育てを支援する生活環境の整備 

 
12 12 10 2  12 

Ⅴ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

 
2 2 1 1  2 

Ⅵ 子ども等の安全の確保 

 
16 16 1４ ２  16 

Ⅶ 保護を要する子どもや家庭へのきめ細やか

  な支援 
29 28 2５ 2 １ 2７ 

全 体 

 
173 159 1３７ 1９ ３ 15６ 

 凡例 A 計画どおり、 B 概ね計画どおり C 計画どおり進んでいない 

 ※対象外＝前期計画で明確な目標を設定しなかったため、評価対象としない事業



 

 

 

 ■ 前期行動計画進捗状況個票  

 

 

 

 Ⅰ 地域における子育ての支援   

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

★1-1ファミリーサポー

トセンター事業 

市民協働による会員組織による子育て援

助活動。１箇所設置 
Ａ 子育て支援課 

★1-2乳幼児医療費助成 

０歳から小学校就学前までのこどもが保

険医療給付を受けた場合、自己負担額の

一部を助成 

Ａ 子育て支援課 

1-3児童手当の支給 児童福祉法に基づき児童手当を支給 Ａ 子育て支援課 

1-4乳幼児健康支援一時

預かり事業（病後児保育

（派遣型）） 

疾病回復期にある概ね10歳未満の児童

で、家庭での保育に支障がある場合、家

庭等で一時的に保育     【検討】

対象外 子育て支援課 

1-5家庭福祉員制度（保

育ママ） 

自宅で０～３歳未満の児童を家庭福祉員

が保育           【調査】
対象外 子育て支援課 

1-6産褥期におけるホー

ムヘルパー利用者への

利用料金の一部助成 

産褥期に育児や家事が困難な家庭がホー

ムヘルパー利用料金助成   【調査】
対象外 

子育て支援課・健康

推進課 

 

★1-7乳幼児健康支援一

時預かり型事業（病後児

保育（施設型）） 

病気回復期にある概ね１０歳未満の児童

で、家庭での保育に支障がある場合、看

護師配置の施設で保育 1箇所設置 

Ａ 子育て支援課 

★1-8放課後児童健全育

成事業（放課後児童クラ

ブ事業） 

両親が就労等の事情にある小学生の放課

後健全育成 8箇所設置目標 
Ａ 子育て支援課 

1-9休日保育事業 休日の保育需要に対応 1箇所 Ａ 子育て支援課 

1-10一時保育事業 一時的保育需要等に対応 3箇所 Ａ 子育て支援課 

1-11市立幼稚園保育料

減免 

入園料・保育料を減免により、保護者負

担を軽減 
Ａ 学校教育課 

1-12私立幼稚園就園奨

励費支給事業 

私立幼稚園就園児の保護者に、入園料・

保育料を補助 
Ａ 

学校教育課 

 

1-13私立幼稚園児奨励

金支給事業 

市内在住の私立幼稚園就園児の保護者に

奨励金支給 
Ａ 

学校教育課 

 

1-14特定保育事業 私立保育園２園で実施  Ａ 子育て支援課 

 凡例 A 計画どおり、 B 概ね計画どおり C 計画どおり進んでいない 

 ※対象外＝前期計画で明確な目標を設定しなかったため、評価対象としない事業



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

1-15夜間保育事業    【再度ニーズ量把握】 対象外 子育て支援課 

1-16子育て短期支援事

業（ショートステイ事

業） 

保護者が病気等の際に、児童擁護施設等

での子どもの一時預かり。  【検討】
対象外 子育て支援課 

1-17子育て短期支援事

業（トワイライトステイ

事業） 

仕事等で父親や母親の帰宅が遅く、夕刻

を1人で過ごす子どもの児童擁護施設等

での預かり   【再度ニーズ量把握】

対象外 子育て支援課 

1-18幼稚園における預

かり保育 

幼稚園での教育時間終了後又は開始前の

保育            【検討】
対象外 学校教育課 

1-19シルバー人材セン

ターによる子育て支援

事業 

高齢者の子育て支援への活用 【検討】 対象外 子育て支援課 

★1-20地域子育て支援

総合ガイドブック 

子育て情報をまとめたガイドブックの発

行 H19、Ｈ21年度発行 
Ａ 子育て支援課 

★1-21市、子育て関係機

関のホームページの制

作・運営 

Ｈ21年度 子育てポータルサイト構築 Ａ 子育て支援課 

★1-22子育て支援セン

ター事業 

就学前の子どもを持つ保護者の相談、交

流の場づくり 2箇所で実施 
Ａ 子育て支援課 

1-23保育所、幼稚園にお

ける保健師巡回相談 

地域の子育て支援のため、保健師の巡回

相談 
Ａ 

子育て支援課・健康

推進課・学校教育課

1-24母子相談及び児童

家庭相談 

母子家庭等の自立支援や家庭生活に関す

る相談 
Ａ 子育て支援課 

1-25教育相談事業 
子どもの問題についての電話や来所によ

る相談 
Ａ 総合教育センター 

1-26広報誌、ガウラキッ

ズなどの情報誌 

広報等による子育て支援や子ども向けイ

ベント情報提供 
Ｂ 

子育て支援課・生涯

学習課 

1-27つどいの広場事業 
乳幼児の親のための交流・相談の場 

 1箇所 
Ａ 子育て支援課 

1-28保健センター、健康

づくり支援センター、公

民館等における子育て

ひろば事業 

子育ての仲間づくり・相談等により、 

育児不安・孤立感の解消   【検討】
対象外 子育て支援課 



 

 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

1-29通常保育事業 
就労等で家庭に代わり保育所で保育を実

施 7箇所   
Ａ 子育て支援課 

1-30延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化に対応するた

め、通常の開所時間を超えて保育 

7箇所 

Ａ 子育て支援課 

1-31低年齢児保育事業 低年齢児（0-2歳児）の保育ニーズに対応 Ａ 子育て支援課 

1-32障害児保育事業 軽・中程度の障害児保育を実施 Ａ 子育て支援課 

1-33保育サービス等の

質の確保のための評価

事業と情報開示 

評価等の仕組み導入・実施についての取

組み、保育サービス等に関する情報提供
Ｂ 子育て支援課 

1-34保育サービス等の

苦情解決の仕組みの構

築 

保育サービス等の苦情解決の仕組みの構

築、苦情解決の手順、また、苦情解決の

体制づくり 

Ｃ 子育て支援課 

1-35民間保育所の支援 
一時、延長、休日等の特別保育事業実施

等について、民間保育園を支援 
Ａ 子育て支援課 

1-36事業所内保育施設、

無認可保育所の支援 
      【研究】 対象外 子育て支援課 

1-37ベビーシッターや

育児ヘルパー等への支

援 

      【検討】 対象外 子育て支援課 

1-38市立保育所の運営

体制検討 

保育ニーズに応じた運営体制検討 

土曜保育2箇所 
Ａ 子育て支援課 

1-39市立保育所、市立幼

稚園の統合化研究 
      【研究】 対象外 

子育て支援課・学校

教育課 

1-40地域子育て支援ネ

ットワーク会議 

子育てに関わる関係機関との連携強化、

相談体制の充実 
Ｂ 子育て支援課 

1-41青少年育成袖ケ浦

市民会議・地区住民会議 

家庭、学校、地域が一体となって、青少

年の健全育成を図る 
Ａ 生涯学習課・公民館

1-42地域子育て相談体

制の整備 

子育てに関する専門知識を有する人材に

よる相談体制の構築 
Ａ 

子育て支援課・学校

教育課 

1-43生涯学習ボランテ

ィア育成事業（特に保育

ボランティア） 

乳幼児期の母親の学習機会保障し、公民

館等の事業参加を支援 
Ａ 生涯学習課 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

★ 1-44 複 合型児童施

設・子育て応援施設の整

備 

こどもや子育て家庭等の居場所、交流等

の場としての施設整備 
Ｃ 子育て支援課 

1-45子育て支援ボラン

ティア、ＮＰＯへの支援 

地域で子育て支援に携わるボランティ

ア、ＮＰＯへの支援 
Ａ 子育て支援課 

1-46保育所（園）の園庭

の開放 

保育所（園）に入所していない親子の触

れ合い、交流の場として施設を開放 
Ａ 子育て支援課 

1-47総合型地域スポー

ツクラブ設立事業 

各地域での軽スポーツ、レクリエーショ

ンの場としてクラブを設立 
Ａ 体育振興課 

1-48子どもの遊び場（児

童遊園施設）の整備 
地域の子どもの遊び場の維持管理 Ａ 子育て支援課 

1-49公民館における子

ども向け講座・イベント

の開催 

こどもの健全育成のための子ども向け講

座開催、イベント開催 
Ａ 公民館 

1-50学校体育施設開放

事業 
市内小・中学校の体育施設の開放 Ａ 体育振興課 

1-51自然体験学習推進

事業 

大自然での自然体験・生活体験を通して

の感動する心・協調性等を培う 
Ａ 学校教育課 

1-52そでがうらわんぱ

くクエスト事業 

自然・地域との触れ合いを通じ、たくま

しい心・身体等を育む 
Ａ 生涯学習課 

1-53子どもセンター事

業 

子どもの体験活動、家庭教育支援に関す

る情報収集と提供 
Ｂ 生涯学習課 

1-54保育所地域活動事

業 
保育所での世代間のふれ合い活動 Ａ 子育て支援課 

1-55子ども医療費助成

事業 

小・中学生が保険医療給付を受けた場合

の自己負担額の一部助成 
Ａ 子育て支援課 

1-56ブックスタート事

業 

子どもの心の安らかな発達のため、絵本

の読み聞かせとスタートパックの交付 
Ａ 

子育て支援課・健康

推進課・中央図書館

 



 

 

 

Ⅱ 母親及び乳幼児の健康の確保・増進 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21度末の

評価 
担当課 

2-1妊娠・出産に関する

安全性と快適な環境づ

くりの推進 

母体の健康保持、安心して妊娠、安全で

快適に出産できる環境整備等 
Ａ 健康推進課 

2-2すべての子どもたち

の健やかな成長・発達の

支援 

こどもの健やかな成長・発達への支援、

不慮の事故防止・虐待予防等の強化 
Ａ 健康推進課 

2-3「母性健康管理指導

事項連絡カード」の周知 
妊婦の就労環境整備に関する啓発等 Ａ 健康推進課 

2-4妊産婦の健康管理の

支援 

「妊娠届」「出生通知書」の周知、定期的

な健康診査の勧奨、妊娠から出産後まで

の保健指導等  

Ａ 健康推進課 

2-5里帰り分娩での安全

な出産、産婦・新生児訪

問 

帰省時の注意事項周知、医療機関の連携

強化、産婦・新生児訪問の里帰り先の市

町村への依頼 

Ａ 健康推進課 

2-6周産期医療体制の整

備 

君津木更津医師会、君津中央病院、県と

連携し、君津保健医療圏域における体制

充実を図る 

Ａ 健康推進課 

2-7母と子の愛着形成を

推進するための支援 

妊娠中における赤ちゃんとのふれあい体

験学習を推進 
Ｂ 健康推進課 

2-8産後、子育て体験の

ある母親の仲間づくり

の支援 

両親学級や健康診査の場、子育て支援セ

ンターとも連携し、産後、子育て体験の

ある母親の仲間づくりを支援 

Ａ 
子育て支援課・健康

推進課 

2-9不妊や遺伝に関する

相談体制の充実 
県と連携し相談体制の充実を図る Ａ 健康推進課 

2-10乳幼児の生活習慣

の確立への支援強化 

乳児の発育・発達確認、病気の早期発見

のため「乳児一般健康診査」を実施 
Ａ 

子育て支援課・健康

推進課・学校教育課

2-11乳幼児突然死症候

群（ＳＩＤＳ）に関する

啓発及び情報提供の強

化 

両親学級、乳幼児健康診査の場や広報を

活用しての啓発、情報提供の強化 
Ａ 健康推進課 

2-12乳幼児の事故防止

対策に対する啓発の強

化 

発達段階に応じた自己防止方法について

の情報提供、指導 
Ａ 健康推進課 

2-13予防接種の接種率

向上 

予防接種率向上のための情報提供、未接

種者への勧奨 
Ａ 健康推進課 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21度末の

評価 
担当課 

2-14乳幼児の生活習慣

の確立への支援強化 

保育所（園）、幼稚園での食育や、児童生

徒対象の食育を実施、生涯の健康づくり

の基盤になることを指導 

Ａ 
子育て支援課・健康

推進課・学校教育課

2-15栄養・食生活に関す

る情報発信と望ましい

食生活実践の普及 

個別栄養指導により、市民の健康づくり

への取組み支援、「ＢＭＩ」の普及啓発、

食育の推進等 

Ａ 

健康推進課・健康づ

くり支援センタ

ー・学校教育課 

2-16栄養・食生活に関す

る学習や相談の場の提

供 

栄養士による栄養・食生活に関する相談

や学習会開催 普及講習会や啓発活動の

推進等  

Ａ 
健康推進課・健康づ

くり支援センター 

2-17食環境の整備推進 

ヘルシーメニューの提供店や外食の栄養

成分表示店増加の働きかけ、表示店への

技術的支援等 

Ａ 健康推進課 

2-18関係機関・ボランテ

ィア等の支援 

健康目標を達成するための仲間「ヘルス

サポーター」の拡大等 
Ａ 健康推進課 

2-19思春期の健全な心

と体づくりの推進 

子どもの心身の健やかに成長を支援、豊

かな母性・父性を育くむ 
Ａ 

健康推進課・学校教

育課 

2-20性に関する正しい

知識の啓発 

性に関する基本的知識を身につけるよう

に、関係機関等が連携し、子どもの年齢

に見合った健康教育を強化 

Ｂ 
子育て支援課・健康

推進課・学校教育課

2-21相談体制の充実 
利用しやすい窓口の充実、保護者への学

習機会を提供 
Ｂ 健康推進課 

2-22学校教育と関係機

関の連携強化 

学校保健委員会の充実、乳幼児期から思

春期に至るまで、地域での円滑な連携、

スクールカウンセラーの配置、保健室の

機能の充実等、学校における相談活動を

強化 

Ａ 
健康推進課・学校教

育課 

2-23未成年者の喫煙防

止対策の推進 

各学校で期限を定めた禁煙への取り組み

など、学校、家庭、地域が一体となった

喫煙防止を推進等 

Ｂ 
健康推進課・学校教

育課 

2-24未成年者の飲酒防

止対策の推進 

学校、家庭、地域が一体となった未成年

者飲酒防止の推進等 
Ｂ 

健康推進課・学校教

育課 

2-25薬物乱用の防止の

ための教育 

薬物が生涯の健康障害につながることの

啓発・普及 学校等への出前による薬物

乱用防止講習会を開催 

Ｂ 
健康推進課・学校教

育課 

2-26総合的な小児医療

（小児歯科医療）の体制

の整備 

 乳幼児健康診査を通して疾病予防と早

期発見体制の強化、医師会、歯科医師会、

君津中央病院、県や近隣市と連携し、君

津保健医療圏域における小児救急医療、

小児医療体制の充実と専門医療への連携

の体制強化等を図る 

Ａ 健康推進課 

 

  



 

 

 

 Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

3-1家庭教育総合推進事

業 

家庭教育に関する学習機会の場確保、情

報提供 
Ａ 生涯学習課・公民館

3-2福祉教育 
子どもたちが、思いやりの心で共に生き

ようとする福祉の心を育む教育を推進 
Ａ 

学校教育課・総合教

育センター 

3-3生徒指導・進路指導 

いじめ、不登校などの教育課題や問題行

動に対応するため、学校・家庭・地域社

会との連携及び学校相互の連携を進める

とともに、スクールカウンセラーを配置

するなど、教育相談体制の充実を図る 

Ａ 学校教育課 

3-4総合的学習支援事業 
総合的な学習時間に関わる学習活動展開

のための諸条件の整備 
Ａ 学校教育課 

3-5外国語指導助手活用

事業 
外国時指導助手を全中学校に配置 Ａ 総合教育センター 

3-6小学校国際理解英語

教育推進事業 
市内小学校に外国人講師を配置 Ａ 総合教育センター 

3-7コンピュータ教育推

進事業 

高度情報通信社会に対応する児童生徒の

情報活用能力を培う 
Ａ 学校教育課 

3-8コンピュータ利用教

育推進事業 

学校、社会教育施設等におけるコンピュ

ータ活用についての支援 
Ａ 総合教育センター 

3-9さわやか教員配置事

業 

少人数によるきめ細やかな指導及び学校

の活性化を図るため、全小中学校に教職

員を独自に配置 

Ａ 学校教育課 

3-10環境教育 
環境に配慮した責任ある行動をとること

ができるよう意識啓発等の実施 
Ａ 

学校教育課・総合教

育センター 

3-11学校音楽鑑賞教室 
小中学生に優れた音楽鑑賞の機会を提供

し、情操の涵養を図る 
Ａ 生涯学習課 

3-12学校図書館整備事

業 

学校図書館への読書指導員配置等を通し

て、読書教育の推進を図る 
Ａ 学校教育課 

3-13読書教育推進事業 

読書指導及び学校図書館運営に関する指

導・援助を行います。また、読書指導員

との連携及び指導・援助 

Ａ 総合教育センター 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

3-14児童奉仕推進事業 

おすすめ絵本紹介、絵本の読み聞かせ、

子ども映画館など、児童向けサービスを

推進 

Ａ 中央図書館 

3-15おはなし会ボラン

ティアの育成 

市内の保育所や学校、図書館などでおは

なし会や絵本の読みきかせを行うおはな

し会ボランティアを育成・支援 

Ａ 中央図書館 

3-16研修普及事業 

総合教育センターにおいて、子育て研修

会として、年３回、講師を招き、講座形

式で実施、 親子理科実験教室 

Ａ 総合教育センター 

3-17郷土博物館事業（特

に教育普及事業） 

小学校の校外学習、小・中学生を対象と

した自然観察講座・古代人のくらしセミ

ナー、出前博物館等を実施 

Ａ 郷土博物館 

3-18心の相談員事業 
生徒の身近な相談相手として、中学校に

相談員を配置 
Ａ 学校教育課 

3-19スクールカウンセ

ラー活用調査研究事業 

 教育相談の充実を図るため、引き続き

スクールカウンセラーを配置し、児童生

徒・教師・保護者への相談や助言を通し

て、不登校の改善を図る 

Ａ 学校教育課 

3-20学校保健運営事業 
児童生徒及び教職員の健康管理等を効果

的に進め、学校保健の推進を図ります。
Ａ 学校教育課 

3-21学校体育の充実 

 小学校教員を対象とした実技研修、中

学生や中学校教員を対象としたスポーツ

教室を開催 

Ａ 体育振興課 

3-22スポーツ・レクリエ

ーションの組織充実と

連携 

スポーツ・レクリエーション関係団体の

育成と組織の充実を図るため、スポー

ツ・レクリエーション振興会の日常的活

動の支援を進めるとともに、体育指導委

員協議会、社会体育公認指導員会、体育

協会など各種団体が共通理解の下で、多

様化する市民スポーツのニーズに応えら

れるよう、研修会を開き、資質向上と相

互の交流に努めます。 

Ｂ 体育振興課 

3-23スポーツ・レクリエ

ーション指導者の養成

と確保 

スポーツ・レクリエーション指導者の養

成・確保のため、研修会の企画、資格取

得が可能な講習会等への参加促進 

Ａ 体育振興課 

3-24スポーツ・レクリエ

ーション情報の提供と

相談体制の整備 

スポーツ・レクリエーション活動に関す

る情報提供、身近なスポーツ相談窓口設

置、相談体制の整備 

Ａ 体育振興課 

3-25学校評議員制度推

進事業 

地域に開かれた学校づくり推進のため、

学校評議員の設置・推進 
Ａ 学校教育課 

3-26幼稚園保健運営事

業 

幼稚園児の健康管理と幼稚園保健事業の

推進を図ります。 
Ａ 学校教育課 



 

 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

3-27家庭教育サポータ

ーの配置 
      【調査】 対象外 子育て支援課 

3-28社会教育関係団体

振興事業 

社会教育関係団体への助成を行い、 

一層の振興を図る 
Ａ 生涯学習課 

3-29子ども会育成者講

習者・子育てフォーラ

ム・人権教育地区別研修

会 

子ども会育成者、家庭教育指導者、ＰＴ

Ａ指導者等の資質向上を図るための研修

会実施等 

Ａ 生涯学習課 

3-30青少年相談員活動 

子ども会スポーツ大会、ふれあいフェス

ティバル、ふれあいナイトウォーク、愛

のパトロール、支部活動を実施 

Ａ 生涯学習課 

3-31青少年育成関係事

業 

青少年育成関係団体等の連絡調整や青少

年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議を

支援 

Ａ 生涯学習課・公民館

3-32青少年センター・地

区会館等管理事業 

青少年の健全育成及び地域住民が研修、

集会等を行う拠点として、青少年センタ

ー及び地区会館等を管理 

Ｂ 生涯学習課 

 

 

Ⅳ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

4-1良質な住宅の取得促

進並びに誘導 

住宅金融公庫融資を受けて住宅を建設・

購入した場合の利子補給 
Ｂ 建築住宅課 

4-2市街地開発事業に際

しての子育て支援施設

の設置誘導 

今後、市街地開発事業を行う場合、子育

て支援施設の設置ができるよう、開発事

業者を誘導 

Ｂ 都市整備課 

4-3シックハウス対策の

推進 

室内空気環境の安全確保のため、公共施

設のシックハウス対策を推進 
Ａ 建築住宅課 

4-4「袖ケ浦市交通バリ

アフリー基本構想」の重

点整備地区の整備 

市交通バリアフリー基本構想に基づく、

重点地区（袖ケ浦駅、長浦駅周辺地区）

の整備 

Ａ 
障害者支援課・土木

建設課 

4-5あんしん歩行エリア

の整備 

保育所（園）、幼稚園、小学校、住区公園

等、公共施設が点在し、交通事故が多発

する恐れのある地域での各種交通事故抑

止への取組み 

Ａ 
土木管理課・土木建

設課 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

4-6歩道の整備と生活道

路の交通安全対策 

あんしん歩行エリア地域外の通学道路を

中心に、歩道の整備を推進 

市街地内の狭隘な道路の拡幅整備、生活

圏内への通過車両の進入抑制等 

Ａ 
土木管理課・土木建

設課・都市計画課 

4-7交差点やカーブにお

ける鏡、街灯の設置促進 

交通事故防止のため、交差点やカーブに

おける鏡、街灯の設置を促進します。 
Ａ 土木管理課 

4-8公共施設、公共交通

機関、建築物等のバリア

フリー化 

高齢者、障害者等が安心して生活し、平

等に参加することができる社会構築のた

め、公共施設、交通機関等のバリアフリ

ー化を推進 

Ａ 関係各課 

4-9子育て世帯にやさし

いトイレ等の整備 

公共施設について、保護者が一緒に入れ

るトイレやベビーベッド、休憩室等の施

設や安全対策を行う 

Ａ 関係各課 

4-10防犯灯設置管理事

業 

夜間における犯罪等の防止を図るため、

通学路に防犯灯を設置し管理します。 
Ａ 市民活動支援課 

4-11小中学生への携帯

型防犯ブザーの配付 

児童生徒の安全確保を図るため、全市立

小中学校の児童生徒に携帯型防犯ブザー

の購入に対して補助 

Ａ 学校教育課 

4-12公園の整備と活用 

広範囲な年齢の利用が可能となるよう、

公園の整備充実に努める 子どもの遊び

場は、利用状況等に留意し遊具更新を含

めた維持管理 

Ａ 
子育て支援課・都市

整備課 

 

 Ⅴ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

5-1袖ケ浦市役所の特定

事業主行動計画策定と

運用 

特定事業主行動計画を策定 Ｂ 総務課 

5-2男女共同参画推進事

業 

共に社会を支えていけるよう、男性の意

識改革や女性の意識向上促進のため、フ

ォーラムやセミナーの実施等 

Ａ 市民活動支援課 

 
 

 Ⅵ 子ども等の安全の確保 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

6-1交通安全教育指導事

業 

幼児期・小学生等が正しい交通ルールと

マナーを習得するための交通安全教室を

開催 

Ａ 市民活動支援課 



 

 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

6-2交通安全啓発事業 

交通安全の意識高揚を高めるための、交

通安全連絡協議会を中心とした各種啓発

活動等 

Ａ 市民活動支援課 

6-3交通防犯大会運営事

業 

交通事故防止と各種犯罪の未然防止の両

面にわたるイベント開催 
Ａ 市民活動支援課 

6-4チャイルドシート、

ジュニアシートの正し

い使用方法の普及啓発

と使用の徹底 

木更津警察署、交通安全連絡協議会、交

通安全母の会などと普及啓発活動を行う

とともに、使用の徹底を図る 

Ａ 市民活動支援課 

6-5自主防災行動 

保育所（園）、幼稚園、学校等において、

災害時における避難の方法、職員や保護

者との連絡方法の確立、避難訓練等 

Ａ 
子育て支援課・学校

教育課 

6-6不審者情報の提供 

不審者に関する情報を、地域、保育園、

幼稚園、学校、児童館、放課後児童クラ

ブ等に提供 

Ａ 
子育て支援課・学校

教育課 

6-7袖ケ浦市防犯協会、

袖ケ浦市防犯指導員協

議会等との情報交換 

子どもを犯罪等の被害から守るため、警

察署とも連携して、防犯協会、防犯指導

員協議会等との情報交換実施 

Ａ 市民活動支援課 

6-8交通安全連絡協議

会、交通安全母の会等と

の情報交換 

子どもを交通事故から守るため、警察署

とも連携して、交通安全連絡協議会、交

通安全母の会等との情報交換実施 

Ａ 市民活動支援課 

6-9防犯ボランティア、

交通安全ボランティア

の養成 

防犯活動、交通安全活動を推進するため、

警察署とも連携し、保護者や地域の市民

による防犯ボランティア、交通安全ボラ

ンティアを養成 

Ａ 市民活動支援課 

6-10地域安全パトロー

ル、学校安全パトロー

ル、交通安全パトロール 

保護者や地域の市民、保育所（園）、幼稚

園、学校と連携し、各種パトロールを実

施し防犯活動、交通安全活動を推進 

Ａ 

市民活動支援課・子

育て支援課・学校教

育課 

6-11保育所、幼稚園にお

ける幼児の保護者への

防犯講習会 

幼児が犯罪の被害に遭わないよう、保育

所（園）、幼稚園において、幼児の保護者

への防犯講習を行います。 

Ｂ 

市民活動支援課・子

育て支援課・学校教

育課 

6-12危機管理マニュア

ルに基づく指導・支援 

不審者からの安全確保のため、各学校が

実態に沿った対応マニュアルを作成し、

これに基づいた訓練を指導、支援 

Ａ 学校教育課 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

6-13小中学校における

児童生徒への防犯講習

会 

児童生徒が犯罪被害に遭わないよう、防

犯講習を実施 警察署と連携し児童生

徒、教職員も参加し、訓練実施 

Ｂ 
市民活動支援課・学

校教育課 

6-14「子ども１１０番連

絡所」による緊急避難場

所の確保 

保育所（園）、幼稚園、学校と地域の連携

により、子どもが犯罪等に遭ったときの

緊急避難場所の確保 

Ａ 学校教育課 

6-15「子ども１１０番連

絡所」へのステッカー配

布 

「子ども１１０番連絡所」へのステッカ

ー配付 緊急避難場所の明示と地域一丸

での防犯対策の様子を示して犯罪抑止 

Ａ 学校教育課 

6-16被害に遭った子ど

もに対する相談体制の

強化 

被害に遭った子どもの心のケアや保護者

へのカウンセリング等について、君津児

童相談所とも連携して立直りを支援 

Ａ 
子育て支援課・学校

教育課 

 

  Ⅶ 保護を要する子どもや家庭へのきめ細かな支援 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

7-1袖ケ浦市児童虐待防

止対策連絡会議の充実 

関係機関によるネットワークを形成し児

童虐待防止対策連絡会議の見直しを図る

援助方法や対策を協議し、早期発見と虐

待防止を図る 

Ａ 子育て支援課 

7-2児童虐待に対する相

談の充実 

子育てに関する日常的な相談から、専門

的な相談まで、専門家が適宜応対し児童

虐待の防止を図る 

Ａ 子育て支援課 

7-3子育て支援課と児童

相談所の連携による児

童虐待予防体制の強化 

児童虐待について法的権限を持つ君津児

童相談所と市が密接な連携を保ち、児童

虐待の防止・解決を図る 

Ａ 子育て支援課 

7-4児童虐待防止マニュ

アルの作成と各関係機

関における運用の徹底 

マニュアルを作成し、各関係機関が日常

の子育て支援業務に関わる中で、運用が

図られるよう徹底 

Ａ 子育て支援課 

7-5民生児童委員、主任

児童委員の協力による

児童虐待防止 

援助を必要とする人の相談相手として、

又、行政機関とのパイプ役として、これ

らの人材を活用する 

Ａ 
子育て支援課・社会

福祉協議会 

7-6母子家庭自立支援教

育訓練費助成事業 

母子家庭の母が、就職やキャリアアップ

のため、指定講座を受講した場合、受講

経費の一部を助成する 

Ａ 子育て支援課 



 

 

 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

7-7ひとり親家庭等日常

生活支援事業 

日常生活を営む上で、特に大きな支障が

生じる場合、家庭生活支援員を派遣し生

活援助、保育サービスを行う 

Ｃ 子育て支援課 

7-8母子自立支援員によ

る母子家庭等の親に対

する自立、就業相談 

母子自立支援員による母子家庭の個々の

状況に応じた就業相談、求人情報提供等
Ａ 子育て支援課 

7-9児童扶養手当の支給 
児童扶養手当法に基づく母子家庭等への

手当支給 
Ａ 子育て支援課 

7-10ひとり親家庭等医

療費等の助成 

ひとり親家庭等が保険医療給付を受けた

場合、自己負担額の一部を助成 
Ａ 子育て支援課 

7-11ひとり親家庭等ふ

れあい事業 

母子家庭等の親子を県内施設に招待し、

親子のふれあいを深めるとともに親同士

が激励しあう機会を提供 

廃止 子育て支援課 

7-12母子（寡婦）福祉資

金、母子及び寡婦生活援

護資金の貸付 

母子（寡婦）福祉資金、母子及び寡婦生

活援護資金として、必要な資金の貸付を

行う  

Ａ 子育て支援課 

7-13要保護及び準要保

護児童生徒援助費支給

事業 

経済的理由により就学困難な児童生徒に

対し、学用品等を支給し、負担軽減を図

る 

Ａ 学校教育課 

7-14母子生活支援施設

への入所 

母子家庭の母等が、経済的理由事情等で

20歳未満の児童の監護が十分できない場

合、母子生活支援施設に円滑に入所でき

るよう支援 

Ａ 子育て支援課 

7-15交通遺児手当の支

給 
交通遺児等に就学手当を支給 Ａ 子育て支援課 

7-16早期発見、早期療育

への支援 

乳幼児の発達、発育の確認及び疾病や障

害等の早期発見、保護者指導のため健康

診査の充実に努める  

Ｂ 健康推進課 

7-17療育相談 
整形外科医による運動機能面に関する相

談(君津健康福祉センター） 
Ａ 障害者支援課 

7-18障害児保育の実施、

統合、統合保育 

障害のある幼児が保育を必要とする場合

の保育の受入れ  
Ａ 子育て支援課 

7-19放課後児童健全育

成事業（放課後児童クラ

ブ事業）での障害児の受

け入れ 

障害のある児童の保護者が、就業等によ

り児童をみることができない場合の、放

課後児童クラブへの受入れ 

Ａ 子育て支援課 

7-20通級による指導 

言語面の軽度障害児童に対して、教科指

導を通常学級で受けながら、その障害を

改善・克服するための指導を、特別に設

置した通級指導教室で行う  

Ａ 学校教育課 



 

  事業名 前期事業の内容 
H21年度末

の評価 
担当課 

7-21特別支援教員配置

事業 

ＡＤＨＤ、ＬＤ、高機能自閉症など、障

害をもつ児童生徒の指導のため、特別支

援教員を配置 

Ａ 学校教育課 

7-22教育支援教室運営

事業 

不登校児童生徒・教育支援教室に通う児

童生徒に、自然体験や社会体験を通して、

学校復帰をめざす相談指導・援助 

Ａ 総合教育センター 

7-23特別児童扶養手当、

障害児福祉手当、心身障

害児福祉手当の支給 

障害児童への各種手当等の支給 Ａ 障害者支援課 

7-24育成医療の給付、小

児慢性特定疾患治療研

究事業 

君津健康福祉センターによる、育成医療

の給付、小児慢性特定疾患治療研究事業

による医療費の一部補助等 

Ａ 障害者支援課 

7-25 重 度心身障害者

（児）医療費等の支給 

重度の心身障害児の保険適用医療自己負

担分の自己負担分及び入院時食事療養費

の全額支給 

Ａ 障害者支援課 

7-26障害児在宅福祉サ

ービスの提供 

「支援費制度」に基づき、児童居宅介護、

児童デイサービス、児童短期入所の各事

業を充実 日常生活用具の給付、補装具

の交付・修理等 

Ａ 障害者支援課 

7-27心身障害児の児童

福祉施設への入所 

家庭において障害児を養育できないと

き、心身障害児の児童福祉施設への入所

について配慮 

Ａ 子育て支援課 

7-28職親委託による雇

用促進の普及・啓発 

知的障害のある人の更生援護に熱意をも

つ事業経営者で希望する人を職親として

登録し、知的障害のある人の生活指導及

び技能修得等を図る 

Ｂ 障害者支援課 

7-29母子家庭修業支援

高等技能訓練促進給付

金支給事業 

就職を容易にする資格取得のため、養成

機関において２年以上修業する場合に、

給付金を支給 

Ａ 子育て支援課 

 


