
現計画における個別事業一覧

施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

臬　子癁睘癮健睼㽷𤺋成長癮瘓𥇍癮教育環境癮整備

ォ臤オ　次鎚癮親癮育成

熮 男女協力癉瞟矞家庭砅築痀痝㿉癮意義癮普及籗啓発癮推進

a 男女共輪参画推進宙業 滲䐢滲民籗男女共輪参画課

　男女共輪参き社会砅推禍瘃矞うえ𤹪必要𤺋情報ア，啓発ア癮発行や

滲不癮女性団体等𤹪構成瘃矞実行委員会形式癉瞟矞皕痝瘛瘳男女共輪

参き竴礛籞箐筁癮開催𤺋癁癉瞟瞤広報籗啓発活動砅行う。

情報ア癮発行 烝𦣪回

啓発ア癮発行 烝臤回

ォ椌臬籗中臤対象䐢

啓発窾ネ䈎展 烝臤回

竴礛籞箐筁癮開催　烝臤回

女性𥞴ン稛籞各種講燼𦣪𦧝回

瓺新規𤭯性的少数者癉関瘃矞啓発

ア癮発行

b 疢父さ砉癮瘓𥇍癮子育瘳講燼膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

c 両親学級膅再掲䐢 子䐢母子保健課

d 思春期教室膅再掲䐢 子䐢母子保健課

e 膅仮称䐢高校生癮瘓𥇍癮曨未来設計図杇講燼膅再掲䐢 子䐢母子保健課

熯 子癁睘砅生䀹育瘳矞痝㿉癮意義癮普及籗啓発癮推進

a 思春期保健講演会膅再掲䐢 子䐢母子保健課

b 思春期教室膅再掲䐢 子䐢母子保健課

c 膅仮称䐢高校生癮瘓𥇍癮曨未来設計図杇講燼膅再掲䐢 子䐢母子保健課

参考資料
令和元年(2019年)8月28日

函館市子ども・子育て会議資料
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ𦣪オ　子癁睘癮瓖生疷矞力瓘癮育成癉向痏瘓学校癮教育環境等癮整備

熮 確㽷𤺋学力癮向上

a 教育用コン竨筦籞稛整備宙業 学䐢学校教育課

　禴ン竨ュ籞稛癮操作砅㿉疢痮瘳，そ癮役割や機能癉瘨い瘳理解痠瘇，情

報砅適勉癉活用瘃矞基礎的𤺋能力砅養う瘓𥇍，滲立椌籗中学校癉禴ン

竨ュ籞稛機器癮整備疢瞟皨磹ン稛籞ネ穖穪癮整備砅実施瘃矞。

整備済校数

　椌学校サシ校膅全校䐢

　中学校コゲ校膅全校䐢

b 学力向上推進宙業 学䐢教育指棡課

　滲立癮椌籗中学校癉疢い瘳標準学力検査砅実施痮，検査癮結果邊約，

穧籞稛癮便析籗考察，学習癉逃わ矞児童癮意識調査癮実施籗便析，学習

指棡癮工夫籗改善癉逃わ矞実践琢癮課巠等癉瘨い瘳癮検討砅行う。𥆩

瘓，学力向琢癮瘓𥇍癉皕，家庭癉疢痏矞学習や生活習慣瘼く瞤疰大勉瘛

㿉いう考え癮睘㿉，広報㊎癉瞟矞啓発や，地域人材砅活用痮瘓椌学校癉疢

痏矞磕竴稛籞䅈祲籞䈎癮実施𤺋癁砅㿉疢痮瘳，譌課後や長期休業中癮学

習癮流組䀹砅透禍痮，児童癮主体的𤺋学習習慣癮定着癉瞟矞学力向琢

砅図矞。

標準学力検査実施校数

　　椌学校サシ校膅全校䐢

　　中学校コゲ校膅全校䐢

磕竴稛籞䅈祲籞䈎実施校数

　　コケ校

学䐢学校教育課 ○標準学力検査

痛和元烝燵㽷瞢

中学校第臤学烝砅

対象㽷瞢外痮，椌

学校第サ学烝癮䀹

砅対象癉標準学

力検査膅ツRT䐢砅

実施痮瘳いく。

熯 豊㽷𤺋心癮育成

a 譌課後子癁睘教室推進宙業膅再掲䐢 子䐢逗世鎚育成課

b 子癁睘𤺋砉𤹪睘相談臤臤𦣝番膅再掲䐢 子䐢逗世鎚育成課

c 暑徳教育癮充実 学䐢教育指棡課

　豊㽷𤺋心癮育成砅𥇍痧瘃瘓𥇍，学校教育指棡砅通痱瘳各学校癉指棡砅

行う㿉㿉睘癉，暑徳教育癉逃矞学校教育指棡資料等癮作成，函館滲暑徳

教育研究会㿉癮連携癮睘㿉𤹪癮公開研究会等癉疢痏矞妹言等砅行う。

暑徳教育癉逃矞学校教育指棡

　シジ校膅全校䐢

函館滲暑徳教育研究会㿉癮連携

　臤回

d 南戻海暑教育𥞴ン稛籞癉疢痏矞教育相談 遊戻海暑教育𥞴ン稛籞

　幼児，児童籗生徒癮教育琢癮諸問巠癮解決砅図矞瘓𥇍，鑚人，保護

者，学校教育関逃者癮申痮出癉瞟瞤，適応，禍路疢瞟皨適性癉関瘃矞相

談砅実施瘃矞。

相談件数　ゲ,コケケ件

　　教育相談　ゲ,ケサケ件

　　就学相談　  ゲシケ件

e 痝痝矤癮巡回相談員配置宙業膅再掲䐢 学䐢教育指棡課

学䐢学校教育課

f 函館滲子癁睘会議 子䐢子癁睘企き課

　子癁睘瘓瘜疰社会参加瘃矞痝㿉砅目的㿉痮瘳，子癁睘癉関瘃矞施策や𥆩

瘜瘼く瞤癉関瘃矞痝㿉等癉瘨い瘳，子癁睘瘓瘜自身疰や痮合い，意見発表

砅瘃矞機会砅設痏矞。

参加者　臤𦣝人

開催日数　臬日

膅ス鏤コ日，サ日，ズ日開催。

最終日舢滲長盨癮意見報告会䐢

㙊 健睼㽷𤺋体癮育成

a 䅈䇦籞穙少烝団へ癮助成 生䐢䅈䇦籞穙振興課

　青少烝盨癮䅈䇦籞穙癮普及，体力癮向琢，痠瞢癉皕青少烝癮健全育成

癮瘓𥇍，少烝褫球等臤臤種目癮競技交流事業砅皕痱𥇍，秖ュ窊磕箛籞䅣籞

研修，育成母邊団研修，体力穟䅈穪等癮事業砅実施痮瘳い矞函館滲䅈

䇦籞穙少烝団癉対痮，殺営ホ用癮一部砅補妹瘃矞。

加入者数　シコ団体 ゲ,サジコ人

b 䅈䇦籞穙籗箵祲箛礐籞种ョン指棡者育成宙業 生䐢䅈䇦籞穙振興課

　䅈䇦籞穙籗箵祲箛礐籞种𥮲ン癮資格流得癉要瘃矞経ホ癮一部砅補妹瘃

矞。

養成対象人員　コジ人

燙 信頼さ矟矞学校瘼痀瞤癮推進

a 学校施設膅椌籗中䐢癮耐震尤 生䐢施設課

　耐震性癮𤺋い建物癉瘨い瘳地震補強等癮工事砅実施痮，耐震尤癮推

禍癉昧𥇍矞。

実施校数　臤校

耐震改修工事

　椌学校　臤校　亀ゅ椌学校
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

b 統合癉伴う整備 生䐢施設課

　学校統合癉伴瘥瘳必要㿉𤺋矞施設整備砅実施痮学習環境癮向琢癉昧

𥇍矞。

実施校数　ゴ校

膅改修工事䐢

　椌学校　臤校　金堀椌学校

　中学校　臤校　青柳中学校

膅新築工事䐢

　中学校　臤校　巴中学校

　学校評議員制燵 学䐢学校教育課 痛和元烝燵㽷瞢廃止

c 学習活動推進宙業 学䐢学校教育課

　滲立癮椌籗中学校癉疢い瘳，外部講師㿉痮瘳地域人材砅活用痮瘓瞤，校

外癉疢い瘳地域癮頓史や産業𤺋癁癉直接触矟瘳体験瘃矞痝㿉癉瞟瞤，学

習癉対瘃矞興味関心砅喚起痮，学力向琢癉資瘃矞瘓𥇍癉，烋成𦣪臬烝燵

㽷瞢実施痮瘳い矞。

地域人材活用

　講演会等講師癮活用シジ校膅全

校䐢

体験学習活動

　借琢痓窹䅈癮活用　シジ校膅全

校䐢

埻 幼児教育癮充実

a 私立学校殺営費補助金 子䐢子癁睘企き課

　私立学校癮教育条件癮維持向琢，父母負担癮軽減㿉私立学校癮経営

癮健全性砅高𥇍矞瘓𥇍，幼稚園㽷瞢大学𥆩𤹪癮私立学校砅設置瘃矞学

校法人癉対痮瘳補妹金砅交付瘃矞。

邑価　𦣪臽，𦣝𦣝𦣝付臛人

b 保育癮質癮向上膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

c 学校膅園䐢教育指棡癮充実 学䐢教育指棡課

　滲立幼稚園疰流瞤組砉𤹪い矞子育瘳癉逃わ矞𥞴筿窂籞癉疢い瘳，幼児

教育癮研究協議砅行う㿉㿉睘癉，幼稚園籗椌学校癮連携砅図矞。

学校教育指棡　コ園　サ回
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォゴオ　家庭睼地域癮教育力癮向上

熮 豊㽷𤺋瘨𤺋疰瞤癮中𤹪癮家庭教育癮支援癮充実

a 地域子育瘳支援拠点宙業ォ子育瘳秇箼ンオォ再掲オ 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課 隣称変更

b 乳幼児健康診査膅再掲䐢 子䐢母子保健課

c 家庭教育支援宙業膅家庭教育𥞴筿窂籞䐢 生䐢生涯学習文尤課

　保護者や教職員，地域癮関逃者疰邊𥆩矞機会癉講師砅派遣痮，家庭

教育癉関瘃矞学習機会砅提供瘃矞。

開催回数　ゲゴ回

d 曨皕痝瘛瘳痓砉疷𤺋子杇食育啓発宙業膅再掲䐢 保䐢健康増禍課 事業変更

熯 地域癮教育力癮向上

a 青少烝健全育成団体へ癮支援 子䐢逗世鎚育成課

　地域𤹪子癁睘瘓瘜癮健全育成砅図矞役割砅担瘥瘳い矞団体癉補妹金砅

交付瘃矞。

対象団体　𦣪団体

膅子癁睘会，豆記者䐢

b 譌課後子癁睘教室推進宙業膅再掲䐢 子䐢逗世鎚育成課

c 子癁睘癮瘓𥇍癮就業体験宙業瓖皕痝瘛瘳キ穖𥞩稛磾ン瓘癮開催膅再掲䐢 子䐢逗世鎚育成課

d 䅈䇦籞穙少烝団へ癮助成膅再掲䐢 生䐢䅈䇦籞穙振興課

e 総合型地域䅈䇦籞穙祲箐𥫤育成支援宙業 生䐢䅈䇦籞穙振興課

　地域癉根付い瘓生涯䅈䇦籞穙癮振興砅図矞瘓𥇍，総合型地域䅈䇦籞穙

祲箐𥫤癉対痮瘳，そ癮活動癉要瘃矞ホ用癮一部砅補妹瘃矞。

対象団体　𦣝団体

f 学校開譌宙業膅文尤開譌䐢膅再掲䐢 生䐢生涯学習文尤課

g 学校開譌宙業膅校庭開譌，穀泳開譌䐢膅再掲䐢 生䐢䅈䇦籞穙振興課

h 䅈䇦籞穙籗箵祲箛礐籞种ョン指棡者育成宙業膅再掲䐢 生䐢䅈䇦籞穙振興課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ臽オ　子癁睘砅取瞤巻痀鐚害環境対策癮推進

熮 関逃業界へ癮自主的措置癮透進

a 鐚害図書等販売状況一斉立入調査膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

熯 情報筕箐䈎教育癮推進

a 情報筕箐䈎教育癮推進 学䐢教育指棡課

　情報活用場面癉疢痏矞自直癮⑯利やノ任，ネ穖穪ワ籞祲琢癮䈎籞䈎や

䇳窂籞𤺋癁，情報社会𤹪適塡𤺋活動砅行う瘓𥇍癉必要𤺋情報筕箐䈎砅児

童籗生徒癉身癉付痏痠瘇，各学校癮指棡癮充実砅図矞㿉㿉睘癉，保護者砅

皕痱𥇍㿉瘃矞地域撤民癉対瘃矞啓発砅行う。

箛籞竴箵穖穪砅基癉，児童生徒，保

護者盨癮情報筕箐䈎教育癮推禍

砅行瘥瘳い矞。

𤎼 情報箛穟箐种籞癮向上

a 情報箛穟箐种籞癮向上 学䐢教育指棡課

　情報端鑽砅使用痮瘓問巠行動癮鑷然防溺や早期発見籗早期対応砅図

矞瘓𥇍，磹ン稛籞ネ穖穪癉疢痏矞椌籗中籗高等学校癉関瘃矞書疷込䀹や鐚

害秇磹穪癮検索籗監視籗秇磹穪管理者等盨癮削瞩要請𤺋癁砅行う㿉㿉睘癉，

生徒や保護者盨癮情報箛穟箐种籞癮向琢砅図矞。

ネ穖穪窾穪箼籞䈎癮報告砅基癉，

当ゅ学校癮教師㽷瞢児童籗生徒，

保護者盨癮情報箛穟箐种籞膅情報

砅使い痝𤺋瘃能力䐢癮向琢癉瘨い

瘳，指棡籗支援砅行瘥瘳い矞。
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

臽　子育瘳砅支援す矞生活環境癮整備

ォ臤オ　良質𤺋住宅癮確保

熮 竴碻筿箛籞向痏賃貸住宅へ癮居住支援

a 筤ン禕竴碻筿箛籞住𥆩い瞤砉痆支援宙業 都䐢住宅課

　西部地癒疢瞟皨中央部地癒癮空家癮鐚効活用㿉若烝層癮定撤尤砅透

禍痮，活力あ矞𥆩瘜瘼く瞤砅禍𥇍矞瘓𥇍，当ゅ地癒不癉斂瘃矞民間賃貸撤

宅癉入居瘃矞子育瘳世帯癉対痮，家賃癮一部砅補妹瘃矞。

補妹件数　新規　コゴ件

　　　　　　　更新　シゴ件

b 滲営住宅へ癮子育瘳世帯癮優先入居 都䐢住宅課

　滲営撤宅癉疢い瘳皕，烋成コズ烝ゲ鏤㽷瞢中学校卒業前癮児童砅扶養痮

瘳い矞子育瘳世帯砅対象㿉痮瘓滲営撤宅盨癮優先入居砅実施痮瘳い矞。

入居世帯数　ゲス世帯
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ𦣪オ　晧全𤺋暑路交通環境癮整備

熮 晧全𤺋暑路交通環境癮整備推進

a 䅈祲籞䈎稕籞ン，幼児稕籞ン警戒標識癮設置 滲䐢交通晧全課

　幼児，児童癮交通事故防溺砅目的癉，幼稚園，保育所，椌学校癮半瘢

ザケケ䇮籞穪䈎砅䅈祲籞䈎稕籞ン㿉痮瘳，𥆩瘓，児童館疢瞟皨児童籗幼児公園

癮半瘢ゲケケ䇮籞穪䈎砅幼児稕籞ン㿉痮瘳設定痮瘳，警戒標識砅設置痮，殺

転者癮注意砅喚起痮瘳疢瞤，引疷62疷，必要𤺋地域癮把握癉昧𥇍矞㿉㿉睘

癉，計き的𤺋設置砅推禍瘃矞。

設置数

　䅈祲籞䈎稕籞ン コ鑚

b 暑路癮窹箛磕竴箛籞尤整備 土䐢暑路建設課

　歩行者癉疢い瘳主要𤺋路線癉疢痏矞歩暑癮縦断痝う配，段差癮解消，

視覚藴疰い者誘棡用𥫤箼穖祲癮設置𤺋癁癉瞟瞤窹箛磕竴箛籞尤砅禍𥇍矞。

防護柵設置　コシコｍ

点數𥫤箼穖祲設置　コケ㽷所

⑰断歩暑滑瞤溺𥇍舗装 シ㽷所

土䐢暑路管理課

c 通学路癮晧全対策 学䐢保健給食課

　滲や警察，暑路管理者，学校関逃者，保護者，か会𤺋癁𤹪組織瘃矞

瓖函館滲通学路安全対策会議瓘癉疢い瘳，関逃機関㿉癮連携砅図瞤𤺋疰

瞢，通学路癮点検砅行い，歩暑癮整備や防護柵癮設置𤺋癁癮䆴籞穵対

策疢瞟皨交通規制や交通安全や防犯教育𤺋癁癮稊竴穪対策砅含𥇍瘳，通

学路癮安全対策癉6162痮瘳流瞤組𥇥。

函館滲通学路安全対策会議　臤

回

合輪点検癮実施
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ臬オ　子癁睘癮交通晧全砅確保す矞瘓𥇍癮活動癮推進

熮 交通晧全教育癮推進

a 交通晧全教室癮開催 滲䐢交通晧全課

　 交通指棡員癉瞟矞交通安全教室砅計き的癉実施痮，𥆩瘓，併瘇瘳交

通指棡員癮研修癮機会砅増や痮，指棡力癮向琢癉昧𥇍矞。

開催回数　シジス回

交通指棡員数　ゲケ人

b 梁川交通公園癮設置殺営 滲䐢交通晧全課

　交通穀具砅皕痱𥇍㿉痮瘳，動力式秂籞祊籞穪，自転車等砅配備痮，滲不

癮幼児籗椌学校児童等疰，楽痮䀹𤺋疰瞢，交通䈎籞䈎砅学ぶ。

入園者数　ゴゲ,ズゴケ人

c 交通晧全窾ネ䈎展癮開催 滲䐢交通晧全課

　交通安全窾ネ䈎展砅開催痮，事故事例癮説明や事故防溺対策用品砅

紹跳瘃矞𤺋癁，交通安全意識癮一層癮向琢砅図矞。

実績𤺋痮

d チ筹磹䈎穵种籞穪晧全利用癮普及活動 滲䐢交通晧全課

　保護者砅対象㿉痮瘓交通安全教室癮開催癉瞟瞤，稸筹磹䈎穵种籞穪癮誤

使用や鑷装着癉瞟矞子癁睘癮痏疰𤺋癁砅防溺瘃矞。

安全教室開催回数　サコ回

対象者延𥄢人数　ジケサ回

瓺実施団体𤭯

籗大森子育瘳秇箼ン

籗函館瘜㿉瘇幼稚園

※ィ定痝癁睘園等舄𦣝園癉稸筹磹

䈎穵种籞穪癮着用推禍䇦䅈稛籞癮

掲示，全園児家庭癉稸箐种癮配

付砅依頼

※母子健康手帳交付時疢瞟皨乳

幼児健診時癉，稸筹磹䈎穵种籞穪

着用癮稸箐种配付砅実施
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ臽オ　晧心し瘳外出𤹪疷矞環境癮整備

熮 公共的施設癮窹箛磕竴箛籞尤癮推進

a 函館滲福祉癮𥆩瘜瘼痀瞤条例癮推進 保䐢地域福祉課

　瓖函館滲福祉癮𥆩瘜瘼く瞤推禍委員会瓘砅開催痮，各種施策癉瘨い瘳調

査研究砅行う㿉㿉睘癉，病院，百貨店，笮穟䈎，飲食店𤺋癁多数癮人疰利

用瘃矞公共的施設癉瘨い瘳，窹箛磕竴箛籞尤癉逃わ矞整備基準癮周知籗

普及癮ほ㽷，人砅思いや矞心𤺋癁癮意識癮啓発砅図矞瘓𥇍，瓖心癮窹箛磕

竴箛籞瓘尤癉向痏瘓流組䀹㿉痮瘳窾ネ䈎展癮開催，出前講燼，広報ア𤺋癁

癉瞟矞啓発活動砅推禍瘃矞。

福祉癮𥆩瘜瘼く瞤推禍委員会　ゲ

回

窾ネ䈎展　ゲ回

b 福祉癮𥆩瘜瘼痀瞤施設整備費補助金 保䐢地域福祉課

　既斂癮公共的施設癉瘨い瘳，整備基準癉沿瘥瘓窹箛磕竴箛籞尤整備砅

行う薇癉整備ホ用癮一部砅滲疰補妹痮瘳疢瞤，瞟瞤多く癮人癉利用痮瘳睘

瞢う瘓𥇍，一層癮Ｐ芼癉昧𥇍矞。

滲譏皕痝瘛瘳や窾ン竴箵穖穪癉瞟

矞制燵癮周知籗啓発

補妹件数　ゲ件

c 暑路癮窹箛磕竴箛籞尤整備膅再掲䐢 土䐢暑路建設課

土䐢暑路管理課

熯 子育瘳窹箛磕竴箛籞情報提供癮充実

a 瓖す痀す痀手帳瓘癮発行膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

b 䅈䇳籞穪竴礛ン向痏磕𥫣箛瓖Ｇｒｕｃｃｏ膅禕䈎穖コ䐢瓘膅再掲䐢 子䐢子癁睘企画課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ臿オ　晧全籗晧心𤺋𥆩瘜瘼痀瞤癮推進

熮 犯罪等癮防止癉配慮し瘓環境癮整備推進

a 街路灯設置費補助宙業 滲䐢滲民籗男女共輪参画課

　か会等疰街路灯癮新設，流替え砅瘃矞薇，ホ用癮一部砅滲疰補妹瘃

矞。

新設籗流替数　ゲ,スジザ灯

b 街路灯電灯料補助宙業 滲䐢滲民籗男女共輪参画課

　か会等疰設置瘃矞街路灯癮電灯料癮一部砅滲疰補妹瘃矞。 補妹灯数　ココ,ズズス灯

c 街路灯癮整備 土䐢暑路管理課

　交通褻癮多い滲暑交差点癉疢い瘳，街路灯設置疰交通事故減少癉効

果的㿉見瞢矟矞箇所癉既斂電柱等砅活用痮瘳街路灯砅設置瘃矞。

新規設置数　舄灯

熯 子癁睘砅犯罪等癮被害㽷瞢晤矞瘓𥇍癮活動癮推進

a 防犯協会補助宙業 滲䐢痀瞢し晧心課

　各種防犯活動砅展開痮瘳い矞函館滲中央地癒防犯協会，函館西防犯

協会癉補妹金砅交付瘃矞。

函館滲中央地癒防犯協会，函館

西防犯協会盨癮補妹

b 地域晧全晧心透進交付金助成宙業 滲䐢滲民籗男女共輪参画課

　青色回転灯装備車砅使用痮瘳防犯窾穪箼籞䈎砅実施痮瘳い矞か会癉対

痮，経ホ癮一部砅妹成瘃矞。

補妹瞭数　シコ瞭

c 少烝籗少女𥞴籞𥫤秇䇦籞穪殺動 学䐢教育指棡課

　子癁睘瘓瘜疰事件癉巻疷込𥆩矟そう癉𤺋瘥瘓㿉疷癮避難場所㿉痮瘳，通

学路𤺋癁癉面痮瘓商店や公共施設癮ほ㽷，一般家庭癉依頼痮瘳䅈穟穖

祊籞砅ボ瞤，逃痓込𥇥痝㿉疰𤹪疷矞場所砅周知瘃矞㿉㿉睘癉，地域撤民癮

子癁睘癮安全確保癉対瘃矞意識高蜀砅図矞。

緊急避難場所設置数　ゲケ,ザケケ㽷

所
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

臿　仕宙㿉生活癮調和癮実現

ォゲオ　仕宙㿉生活癮調和癮実現癮瘓𥇍癮働疷方癮見直し癮推進

熮 仕宙㿉生活癮調和癮実現癉向痏瘓広報籗啓発活動癮推進

a ワ籞祲籗箐磹竴籗窹箐ン䅈推進宙業 滲䐢滲民籗男女共輪参画課 隣称等変更

　性別癉関わ瞢瘘誰睘疰活躍𤹪疷矞環境瘼く瞤癉必要𤺋ワ籞祲籗箐磹竴籗窹

箐ン䅈砅推禍瘃矞瘓𥇍，滲不癮企業や高等教育機関等癉磕穵窹磹秌籞砅

派遣痮企業癮支援や，就労前癮学生癉対痮，労働関逃法痛や捗事㿉生

活癮調和癮裴要性𤺋癁癮理解砅深𥇍瘳睘瞢う瘓𥇍癮講燼砅実施瘃矞。𥆩

瘓，事業所向痏癉勉強会砅実施瘃矞。

ワ籞祲籗箐磹竴籗窹箐ン䅈磕穵窹磹

秌籞派遣事業

　企業等舢臤臤回

　高等教育機関等舢臬校

事業所砅対象㿉痮瘓勉強会

　烝臤回

b 瓖仕宙㿉子育瘳瓘両立推進竴礛籞箐筁 子䐢子癁睘企画課

　瓖捗事㿉生活癮調和癮実現瓘皕，子癁睘砅生䀹育瘳や瘃い環境瘼く瞤癉

瘨𤺋疰矞痝㿉㽷瞢，そ癮実現癉向痏瘳，滲民や企業砅皕痱𥇍，地域社会全

体𤹪流瞤組𥇥瘓𥇍癮意識啓発砅図矞㿉㿉睘癉，行動喚起砅透瘃痝㿉砅目的

㿉痮瘓講演会等砅行う事業𤹪，親子𥆩瘓皕子癁睘瘓瘜砅対象㿉痮瘓，参加籗

体験型癮流組䀹㿉併瘇瘳，事業尤砅𥇍痧瘃。

膅超後事業尤砅検討䐢

c 瘜皨瘥痝あそ皨癮広場膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

d 疢父さ砉癮瘓𥇍癮子育瘳講燼膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

e 子育瘳女性等癮就職支援 経䐢雇用労譏課

　䆴箼籞ワ籞祲函館䇳秌籞𥞩禴籞窂籞癉瘨い瘳，滲広報ア，笮籞筁笪籞

秖等癉瞟瞤周知砅図矞㿉㿉睘癉，子育瘳女性等癮就職支援協議会癉疢い

瘳，関逃機関㿉癮情報籗意見交蜃砅行う𤺋癁，就職支援癉流瞤組𥇥。

函館滲公共職業安定所不䇳

秌籞𥞩禴籞窂籞癉逃矞情報砅滲

広報㊎盨癮掲載

新規求職者数　 スコス人

鐚効求職者数   コ,サスズ人

就職件数　 ゴズゲ人

女性癮再就業支援事業

　𥞴筿窂籞溜講者　ジゴ人

　就業者数　　　　ゴズ人
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォコオ 仕宙㿉子育瘳癮両立癮瘓𥇍癮基U整備

熮 多様𤺋働疷方癉対応し瘓子育瘳支援

a 竴碻筿箛籞籗秇䇦籞穪籗𥞴ン稛籞宙業膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

b 各種保育秇籞竌䅈膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

c 瓖仕宙㿉子育瘳瓘両立推進竴礛籞箐筁膅再掲䐢 子䐢子癁睘企画課

d 譌課後児童健全育成宙業膅学童保育宙業䐢癮充実膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

e 仕宙㿉家庭癮両立支援制燵癮周知籗啓発 経䐢雇用労譏課

　国疰実施瘃矞ワ籞祲箐磹竴窹箐ン䅈推禍癮瘓𥇍癮各種𥞴筿窂籞や事業所

不保育施設整備癉㽷㽷矞妹成金制燵，暑疰実施瘃矞両立支援透禍癮瘓

𥇍癮各種施策𤺋癁砅滲広報アや笮籞筁笪籞秖等癉疢い瘳周知籗啓発砅

図矞。

邊用透禍支援制燵癉瘨い瘳滲公

式笪籞秖癉情報掲載

労働者䆴ン穵𥫤穖祲癮作成籗配

付籗滲公式笪籞秖癉掲載

熯 育児休業制燵等癮普及籗啓発癮推進

a 育児休業制燵等癮利用透進 経䐢雇用労譏課

　育児休業制燵等癉逃矞妹成金癉瘨い瘳，滲広報アや笮籞筁笪籞秖等

癉瞟瞤労使双方癉対痮瘳，そ癮周知癉昧𥇍矞。

労働者䆴ン穵𥫤穖祲癮作成籗配

付籗滲公式笪籞秖癉掲載

就職予定癮大学生籗高校生等盨

癮配付   ゴ,コケケ人

育児籗跳護休業法癉瘨い瘳滲公

式笪籞秖癉掲載

邊用透禍支援制燵癉瘨い瘳滲公

式笪籞秖癉掲載

b 男女共輪参画推進宙業膅再掲䐢 滲䐢滲民籗男女共輪参画課

c ワ籞祲籗箐磹竴籗窹箐ン䅈推進宙業膅再掲䐢 滲䐢滲民籗男女共輪参画課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

𦥯　特別𤺋援助砅要す矞家庭へ癮支援

ォゲオ　児童虐待防止対策癮充実

熮 関逃機関㿉癮連携等

a 函館滲要保護児童対策地域協議会 子䐢次世鎚育成課

 滲や教育委員会，児童相談所癮ほ㽷，警察，保育所，幼稚園，ィ定痝癁

睘園，椌籗中学校，主任児童委員，児童委員，諭療機関𤺋癁，子癁睘砅流

瞤𥆩く関逃機関癉瞟瞤構成痠矟瘳疢瞤，鎚表者会議や実務者会議癮ほ㽷，

個別禡籞䅈検討会議砅開催痮，被虐瘤児𤺋癁癮要保護児童等癮適勉𤺋

支援砅図矞瘓𥇍癉必要𤺋情報交蜃や支援癮不容癉関瘃矞協議等砅行

う。

要保護児童対策地域協議会

　鎚表者会議　臤回

　実務者会議　臬回

　個別禡籞䅈検討会議　舙𦣝回

熯 発生予防，早期発見籗早期対応等

a 主任児童委員，児童委員癮活動癮透進膅再掲䐢 保䐢地域福祉課

b 膅仮称䐢ＤＶ被害者輪伴児童秇䇦籞穪宙業 子䐢子育瘳支援課

　ＤＶ家庭癮𤺋㽷𤹪育瘥瘓痝㿉癉瞟瞤傷瘨い瘓子癁睘署疰，安心痮瘳安全

𤹪い瞢矟，感情砅適勉癉表現𤹪疷矞瞟う精神面𤹪癮回復砅図瞤，自尊心砅

持瘥瘳生疷瘳い痏矞瞟う支援瘃矞事業𤹪，計き期間不癮事業尤砅𥇍痧

瘃。

皧㿉瞤親家庭等子癁睘癮瘓𥇍癮学

習支援事業癮中𤹪，ヅV被害者

家庭癮子癁睘盨癮支援砅行う㿉㿉

睘癉訪問相談支援員疰6162的癉

訪問痮，適勉𤺋妹言指棡砅行瘥

瘳い矞。

c 児童虐待防止意識啓発宙業 子䐢次世鎚育成課

　児童虐瘤対応䇳窊ュ磕䈎や児童虐瘤防溺啓発用祊籞穵砅作成籗配漱

痮，児童虐瘤癮防溺疢瞟皨対応癉関瘃矞意識啓発砅図矞事業。

児童虐瘤対応䇳窊ュ磕䈎癮作

成籗配漱

𦣪𦣝𦣝部

d 養育支援訪問宙業膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

e 子癁睘𤺋砉𤹪睘相談臤臤𦣝番膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

f 䇳秌籞𥞩籗秇䇦籞穪籗䅈穟籞种ョン宙業膅再掲䐢 子䐢母子保健課

g 乳児家庭全戸訪問宙業膅痝砉癉瘜皕赤瘜𥈞砉宙業䐢膅再掲䐢 子䐢母子保健課

h 妊婦健康診査膅再掲䐢 子䐢母子保健課

i 妊産婦保健指棡膅再掲䐢 子䐢母子保健課

j 乳幼児健康診査膅再掲䐢 子䐢母子保健課

k 乳幼児保健指棡膅再掲䐢 子䐢母子保健課

　産後う瘨籗育児支援宙業膅再掲䐢 子䐢母子保健課

烋成ゴケ烝燵㽷瞢

産後禡磕宙業癉

統合
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォ𦣪オ　障疰い児施策癮充実

熮 障疰い癮早期発見籗早期療育癮充実

a 函館滲子癁睘発署支援宙業ォ発署支援ｾﾝﾀｰ宙業，専門支援宙業䐢 保䐢障疰い保健福祉課 隣称変更

　滲疰指定痮瘓発署支援ｾﾝﾀｰ癉疢い瘳，藴害児通所支援等砅利用痮瘳

い𤺋い藴疰い児疢瞟皨そ癮家族砅対象癉，個別癮支援計き癮策定，療

育支援，家族盨癮相談支援や保育所等癮日常的癉支援癉㽷㽷わ矞関

逃機関癮職員等癉対瘃矞支援砅行うほ㽷，諭師𤺋癁癉瞟矞専門的𤺋指

棡，支援砅行う。

定期利用児盨癮支援　ケ人

濁定期利用児盨癮支援　延 コサジ

人

専門支援　コ.ザ日

発署支援体制禴籞穧磦ネ籞穪

　コケコ,ケコケ付

b 障疰い児癉関す矞知識籗情報癮提供 保䐢障疰い保健福祉課

　保健籗諭療籗福祉籗教育癮各機関等疰実施痮瘳い矞啓発事業砅通痱瘳，

藴疰い児砅持瘨保護者や療育関逃者癮䀹𤺋瞢瘘，一般滲民癉睘藴疰い

癉関瘃矞情報等砅提供瘃矞。

藴疰い福祉癮痮疢瞤　　 ゴ,ゲジケ冊

皠籞そ𤺋矞瘃痏瘥瘜 ゲ,ケケケ冊

子䐢母子保健課

c 乳幼児健康診査膅再掲䐢 子䐢母子保健課

d 乳幼児健康診査　忠次䅈祲箛籞窊ン禕膅再掲䐢 子䐢母子保健課

e 乳幼児精密健康診査膅再掲䐢 子䐢母子保健課

f 乳幼児保健指棡膅再掲䐢 子䐢母子保健課

g 障疰い児訪問指棡 子䐢母子保健課

　藴疰い癮あ矞子癁睘癮発署砅支援瘃矞瘓𥇍癉，保健籗諭療籗福祉籗教育

癉関瘃矞情報砅提供瘃矞㿉㿉睘癉，保護者癮育児濁安癮解消砅図矞瘓𥇍

癉訪問指棡癮充実癉流瞤組𥇥。

藴疰い児訪問　延舙臿人

膅乳幼児保健指棡㽷瞢再掲䐢

熯 一貫し瘓総合的𤺋障疰い児施策癮推進

a 障害児計画相談支援 保䐢指棡T査課

　藴害児通所支援砅利用瘃矞癉あ瘓瘥瘳皕，烋成コジ烝燵㽷瞢藴害児支

援利用計き癮作成疰必須㿉𤺋矞痝㿉㽷瞢，相談支援癮充実癉昧𥇍矞。

事業所数　舙㽷所 保䐢障疰い保健福

祉課

療育籗自立支援𥞴

ン稛籞

b 日中一時支援宙業 保䐢障疰い保健福祉課

　跳護痮瘳い矞家族疰一時的癉休息疰㿉矟矞瞟う癉瘃矞㿉㿉睘癉，藴疰い

癮あ矞人癉日中活動癮場砅提供痮，社会癉適応瘃矞瘓𥇍癮日常的𤺋訓

練そ癮直癮支援砅行う。

膅藴疰い児便癮䀹䐢

利用人数　延 コシシ人

　　　　　　　 ゲ,ザコシ回

c 児童発署支援 保䐢障疰い保健福祉課

　就学前癮身体籗知的籗精神藴疰い膅発署藴疰い砅含𥇥䐢児癉対痮，日常

生活癉疢痏矞基鑚的𤺋動作癮指棡，知識技能癮付諾，邊団生活盨癮適

応訓練等砅行え矞瞟う癉児童発署支援𥞴ン稛籞等𤹪支援砅行瘥瘳疢瞤，

対象児童疰増加痮瘳い矞痝㿉㽷瞢充実癉昧𥇍矞。

利用人数　延 コ,コゴズ人

　　　　　　　　コサ,ゴサス回

※支援不容舢子癁睘一人一人癮

状況癉合わ瘇瘳，子癁睘疰楽痮𥇍

矞瞟う䈎籞䈎癮あ矞禩籞筁や音

楽籗殺動𤺋癁砅通痮，日常生活癉

疢痏矞基鑚的𤺋動作癮指棡𤺋癁

必要𤺋支援砅行瘥瘳い矞。

療育籗自立支援𥞴

ン稛籞

d 医療型児童発署支援 保䐢障疰い保健福祉課

　就学前癮主㿉痮瘳肢体濁自ょ児砅対象癉，諭療型児童発署支援𥞴ン

稛籞𥆩瘓皕指定諭療機関癉疢い瘳，児童発署支援疢瞟皨治療砅行瘥瘳

疢瞤，超後睘充実癉昧𥇍矞。

延利用人数　  コシケ人

延利用回数　コ,コジズ回

療育籗自立支援𥞴

ン稛籞

e 譌課後等穧磹秇籞竌䅈 保䐢指棡T査課

　椌籗中籗高等学校癉就学痮瘳い矞藴疰い児癉対痮，譌課後や夏休䀹等

癉疢痏矞居場所癮確保砅図矞観点㽷瞢，邑𤺋矞居場所㿉痮瘳瘛痏𤹪皕𤺋

く，日常生活癉必要𤺋訓練や指棡𤺋癁癮療育，そ癮直必要𤺋支援砅指

定秇籞竌䅈事業所𤹪行瘥瘳疢瞤，対象児童疰増加痮瘳い矞痝㿉㽷瞢，充実

癉昧𥇍矞｡

実施施設数　　ゴシ㽷所

延利用人数   シ,ゴケサ人

延利用回数　シジ,ズジゲ回

保䐢障疰い保健福

祉課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

f 保育所等訪問支援 保䐢障疰い保健福祉課

　保育所等癉通う藴疰い児癉対痮，邊団生活盨癮適応癮瘓𥇍癮専門的

𤺋指棡や支援砅必要㿉瘃矞場合癉，児童発署支援𥞴ン稛籞等癮職員等

疰保育所等砅訪問痮，専門的𤺋支援砅行う㿉㿉睘癉訪問先癮䅈稛穖竴癉対

瘃矞支援砅行う睘癮𤹪，烋成コジ烝燵㽷瞢皕児童発署支援𥞴ン稛籞癮必須

事業㿉𤺋矞痝㿉㽷瞢，訪問支援癮充実癉昧𥇍矞。

延利用人数　　ゲズザ人

延利用回数　  ゲズシ回

※支援不容舢𦣪溫間癉臤回程燵訪

問痮，児童鑚人癉対痮瘳皕邊団

生活適応癮瘓𥇍癮訓練等癮支援

砅訪問先施設癮䅈稛穖竴癉対痮瘳

皕児童盨癮支援方法癮指棡等癮

支援砅行瘥瘳い矞。

療育籗自立支援𥞴

ン稛籞

g 皕痝瘛瘳療育籗自立支援𥞴ン稛籞診療所 療育籗自立支援𥞴ン稛籞

　殺動籗精神発署や心癮問巠癉瘨い瘳癮診察籗検査籗箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン

𤺋癁砅行う。

診療科舢精神科，椌児科，整形外科，箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン科

溜診延人数　シ,ゲサゲ人

h 育成医療癮給付 子䐢母子保健課

　身体癉藴疰い癮あ矞，𥆩瘓皕譌置瘃矟皡一定癮藴疰い砅残瘃㿉ィ𥇍瞢

矟矞子癁睘𤹪，手術等癉瞟瞤確実癉治療効果疰期瘤𤹪疷矞睘癮癉諭療ホ

癮給付砅行う㿉㿉睘癉，身体癮藴疰い砅補う瘓𥇍癮補装具癮購入や修理

ホ用癮一部支給𤺋癁砅行う。

諭療癮支給ィ定実人数　𦣪舙人

補装具癮給付件数　臤件

i 函館滲子癁睘発署支援宙業ォ発署支援コ籞穧磦ネ籞稛籞養成疢瞟皨竴礛箼籞磕穖𥫣宙業䐢 保䐢障疰い保健福祉課

　保育士や幼稚園教諭砅対象㿉痮瘓発署藴疰い専門講燼砅実施痮，各

園癉発署支援禴籞穧磦ネ籞稛籞㿉痮瘳配置痮瘳，園全体癉瞟矞藴疰い児

疢瞟皨そ癮家族盨癮支援体制癮構築砅𥇍痧瘃。

養成講燼　𦣪回

竴礛箼籞磕穖𥫣研修　臬回

j 函館滲軽燵中等燵飫聴児補聴器購入等助成費宙業 保䐢障疰い保健福祉課

　身体藴害者手帳癮交付対象㿉𤺋瞢𤺋い軽燵籗中等燵癮難聴児癮保護

者癉対痮，補聴器癮購入等癉逃矞ホ用癮一部砅妹成瘃矞。

妹成決定者　舄人

妹成総巸　コジズ,シケケ付

k 函館滲児童発署支援ｾﾝﾀｰ利用者負担膅食費䐢軽減宙業 保䐢障疰い保健福祉課

　児童発署支援ｾﾝﾀｰ膅通託ｾﾝﾀｰ㿉いう。䐢砅利用瘃矞児童疰ｾﾝﾀｰ癉疢

い瘳食事癮提供砅溜痏瘓場合癉支払うホ用膅食ホ相当便癉限矞。䐢砅対

象癉，児童癮保護者疰負担瘃𥄢疷食ホ癮全部𥆩瘓皕一部砅妹成瘃矞。

延𥄢妹成人数　スザシ人

妹成総巸　ゲ,ゴズシ,コザケ付

𤎼 教育的支援癮推進

a 磾磦籞祲礐ン穵籗秇籞祲䈎活動推進宙業膅再掲䐢 生䐢生涯学習文尤課

b 特別支援教育秇䇦籞穪チ籞筁癮設置 学䐢教育指棡課 隣称変更

　滲立幼稚園，椌籗中学校砅対象㿉痮瘳，学習藴疰い膅ＬＤ䐢，注意靭祀臛

多動性藴疰い膅ＡＤＨＤ䐢，自閉症䅈笪祲穪箐筁膅Ａ苢Ｄ䐢等，特別𤺋支援砅

要瘃矞児童籗生徒盨癮教育的対応癉瘨い瘳，巡回相談𤺋癁砅通痱瘳，専

門的𤺋意見癮提示や妹言砅行瘥瘳疢瞤，超後睘6162瘃矞。

全体会　ゲ回

禕䈎籞𥫣協議　ケ回

巡回相談延人数　スサ隣

南戻海暑教育𥞴ン

稛籞

c 特別支援教育支援員配置宙業 学䐢教育指棡課

　滲立椌籗中学校癉在籍瘃矞，特別𤺋教育的支援疰必要𤺋児童籗生徒癉

対痮瘳，学校癉疢痏矞日常生活琢癮跳妹や，学習支援砅行う特別支援

教育支援員砅配置瘃矞。

特別支援教育支援員癮配置

　ザコ校　ジサ隣

南戻海暑教育𥞴ン

稛籞

d 特別支援教育巡回指棡員配置宙業 南戻海暑教育𥞴ン稛籞

　滲立椌籗中学校癉在籍瘃矞発署藴疰い等癮教育的支援疰必要𤺋児

童籗生徒癉対痮瘳就学相談や就学後癮竴礛箼籞磕穖𥫣訪問，巡回相談砅

㿉疢痮瘳実態把握砅行う㿉㿉睘癉，各学校癉疢痏矞特別支援教育推禍琢

癮諸課巠癉対痮瘳，学校支援や妹言砅行う特別支援教育巡回指棡員砅

配置瘃矞。

特別支援教育巡回指棡員配置

数

　コ隣

学校訪問等 ゲゴゴ件
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

e 特別支援教育癉関す矞研修癮充実 南戻海暑教育𥞴ン稛籞

　滲立椌籗中学校癮教職員砅対象癉，学習藴疰い膅ＬＤ䐢，注意靭祀臛多

動性藴疰い膅ＡＤＨＤ䐢，自閉症䅈笪祲穪箐筁膅Ａ苢Ｄ䐢等，特別𤺋支援砅要

瘃矞児童籗生徒盨癮教育的対応や検査方法，磕𥞴䅈䇮ン穪癮方法砅研修

痮，実薇癮指棡癉活用砅図矞流組䀹砅実施瘃矞。

特別支援教育研修会　臽回

f 特別支援教育就学扶助 学䐢保健給食課

　特別支援学㊏等癉就学瘃矞児童籗生徒癮保護者癮負担砅軽減瘃矞瘓

𥇍，学校給食ホや学用品籗通学用品購入ホ𤺋癁必要𤺋支給砅行う。

支給対象児童籗生徒

　　椌学生 ゲジケ人

　　中学生　スケ人

g 函館滲子癁睘発署支援宙業ォ発署支援コ籞穧磦ネ籞稛籞養成疢瞟皨竴礛箼籞磕穖𥫣宙業䐢膅再掲䐢 保䐢障疰い保健福祉課

燙 保育所等癉疢痏矞障疰い児保育等癮推進

a 保育所等訪問支援膅再掲䐢 保䐢障疰い保健福祉課

療育籗自立支援𥞴

ン稛籞

b 私立幼稚園等癉疢痏矞障疰い児教育 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課 隣称変更

　私立幼稚園，ィ定痝癁睘園𤹪皕，藴疰い盨癮理解砅深𥇍矞㿉㿉睘癉，療

育砅禍𥇍矞瘓𥇍，健康面や発署面癉疢い瘳特別𤺋支援疰必要𤺋幼児砅

溜痏入矟瘳い矞。

施設数　臤臽㽷所

入園実人数　臤舙人

c 保育所等癉疢痏矞障疰い児保育膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課 隣称変更

d 譌課後児童健全育成宙業癉疢痏矞障疰い児保育 子䐢次世鎚育成課

　譌課後児童祲箐𥫤膅学童保育所䐢癉疢い瘳皕，療能𤺋限瞤藴疰い児癮溜

入矟砅行瘥瘳疢瞤，現在，滲㿉痮瘳藴疰い癮あ矞児童砅溜痏入矟矞瘓𥇍癮

施設改修や備品購入砅支援痮瘳い矞疰，超後，烋成コジ烝燵㽷瞢実施癮

国癮子癁睘籗子育瘳支援新制燵砅活用痮𤺋疰瞢実施施設砅拡大瘃矞。

施設数　𦣪舄㽷所

入所児童数　𦥯臬人

e 函館滲子癁睘発署支援宙業ォ発署支援コ籞穧磦ネ籞稛籞養成疢瞟皨竴礛箼籞磕穖𥫣宙業䐢膅再掲䐢 保䐢障疰い保健福祉課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

舄　皧㿉瞤親家庭癮自立支援

ォ臤オ　皧㿉瞤親家庭癮自立支援癮推進

熮 子育瘳籗生活支援癮充実

a 母子家庭等癮保育所優先入所 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

　母子世帯や父子世帯砅対象癉，ィ療保育所癮優先入所砅行う。 保育所籗ィ定痝癁睘園入所申込

者癮利用調整癉あ瘓瘥瘳，母子籗

父子家庭癉所要癮配慮砅痮瘳い

矞。

b 母子生活支援施設 子䐢子育瘳支援課

　撤居砅提供瘃矞瘛痏𤹪𤺋く，生活支援，就業支援，育児相談，教育相

談𤺋癁砅通痱瘳，自立砅支援瘃矞。

施設数　𦣪㽷所

利用世帯数　臽𦣝世帯

c 椌規模分園型膅秇穟箐磹穪型䐢母子生活支援施設 子䐢子育瘳支援課 Hコ7.ゲゲ.ゲ廃止

d 母子籗父子福祉𥞴ン稛籞𤹪癮趣味籗教養教室 子䐢子育瘳支援課

　母子籗父子籗寡婦砅対象㿉痮瘳，趣味や教養，䅈䇦籞穙籗箵祲箛礐籞种𥮲ン

砅通痱瘳生疷疰い砅深𥇍，健康𤹪明矞い生活砅送矞瘓𥇍癮各種教室等砅

開催瘃矞。

教室不容

ウ礛籞䄅ン禕䐜䅈穪箵穖稸ン禕，料

理，歌謡，書暑，䈇祘𤺋癁

e 親子𤹪癮各種体験型教室膅宙業䐢癮参加透進 子䐢子育瘳支援課

　親子𤹪参加𤹪疷矞各種癮体験型教室膅事業䐢等癮情報収邊砅行い，そ

癮周知籗広報癉昧𥇍，親子𤹪癮参加透禍砅図矞。

親子𤹪参加𤹪疷矞各種癮体験型

教室膅事業䐢等癮情報収邊砅行

い，そ癮周知籗広報

f 皧㿉瞤親家庭等奉仕員派遣宙業膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

g  竴碻筿箛籞籗秇䇦籞穪籗𥞴ン稛籞宙業膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

h 子育瘳支援短期利用宙業膅种ョ籞穪䅈穟磹宙業䐢膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

i 穪ワ磹箐磹穪䅈穟磹宙業膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

j 滲営住宅へ癮母子籗父子家庭等癮優先入居 都䐢住宅課 隣称変更

　高齢者，藴疰い者，母子籗父子世帯，徹所得者砅対象癉滲営撤宅癮優

先入居砅行う。

母子籗父子世帯癮入居世帯数

ケ世帯

熯 就業支援癮充実

a 母子籗父子福祉𥞴ン稛籞𤹪癮技能習得宙業 子䐢子育瘳支援課

　母子家庭等癮母親𥆩瘓皕父親，疢瞟皨寡婦砅対象㿉痮瘳，就職癉鐚利

𤺋資格砅得矞瘓𥇍癮講燼砅開催瘃矞。

教室不容

　礐祲𥞴䈎教室　𦣪教室　臤舙舙人

　ワ籞穵教室　臤教室　𦥯𦥯人

b 母子家庭等就業籗自立支援𥞴ン稛籞宙業 子䐢子育瘳支援課

　暑㿉連携砅図瞤𤺋疰瞢，一ネ痮瘓就業支援秇籞竌䅈砅提供瘃矞㿉㿉睘癉，

地域生活や養育ホ癉関瘃矞相談癮ほ㽷，民間事業者癉対瘃矞就業癉逃

わ矞協力依頼𤺋癁，総合的𤺋支援癉瘨い瘳，疷𥇍細㽷く流瞤組𥇥。

就業相談，就業透禍活動，𥞴筿

窂籞就業情報提供𤺋癁事業砅展

開

17



施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

c 母子自立支援𥫣箼禕箐筁策定宙業 子䐢子育瘳支援課

　就職や転職砅希望瘃矞児童扶養手当溜給者砅対象癉，専門癮相談員

疰面談癮うえ，鑚人癮希望や実情癉対応痮瘓自立支援計き書ォ𥫣箼禕箐

筁オ砅策定痮瘳，個々癉応痱瘓疷𥇍細㽷𤺋就業支援砅行う。

𥫣箼禕箐筁策定件数　臤臿件

d 母子家庭等自立支援給付金支給宙業 子䐢子育瘳支援課

　資格流得癮瘓𥇍癮指定痠矟瘓講燼砅溜講瘃矞場合や，看護師，跳護福

祉士，保育士，理学療法士，作業療法士，歯科衛生士，美容師癉加え，

烋成コス烝燵㽷瞢，社会福祉士，調理師，製菓衛生師癮瞟う𤺋経済的自立

癉鐚効𤺋資格砅流得瘃矞場合𤺋癁癉給付金砅支給痮瘳疢瞤，超後睘事業

癮周知籗啓発癉昧𥇍矞㿉㿉睘癉，母子家庭等癮自立砅一層支援瘃矞。

自立支援教育訓練給付金　𦧝件

高等技能訓練透禍給付金　臤臿

件

e 子育瘳女性等癮就職支援膅再掲䐢 経䐢雇用労譏課

㙊 経済的支援癮充実

a 児童扶養手当 子䐢子育瘳支援課

　皧㿉瞤親家庭等膅母子疢瞟皨父子家庭等䐢癮生活癮安定㿉自立癮透禍

癉寄諾痮，児童癮福祉癮増禍砅図矞瘓𥇍，一定癮要件癉ゅ当瘃矞ゲス遁

癉署瘃矞日通後癮最初癮臬鏤ゴゲ日𥆩𤹪癮間癉あ矞児童膅一定程燵通琢

癮藴疰い癮状態癉あ矞場合皕コケ遁鑷満䐢砅養育痮瘳疢瞤，所得疰一定鑷

満癮方癉手当砅支給瘃矞。烋成コス烝ス鏤㽷瞢，第コ子通降癉支給瘃矞手

当癮巸砅増巸改定痮瘓。

対象児童数　延𦥯臤，臽𦥯臬人

b 皧㿉瞤親家庭等医療費助成制燵 子䐢子育瘳支援課

　母子𥆩瘓皕父子家庭や両親癮い𤺋い家庭癮コケ遁鑷満癮子㿉，皧㿉瞤親

家庭癮母𥆩瘓皕父癮保険診療癉㽷㽷矞諭療ホ癮一部砅，一定癮要件癮

睘㿉癉妹成瘃矞。

溜給者数　𦧝，臽臬𦧝人

溜診件数　臿𦣪，𦧝𦧝𦧝件

c 遺児手当 子䐢子育瘳支援課

　父疢瞟皨母砅失瘥瘓遺児𥆩瘓皕濁慮癮事故，災害癉瞟瞤父母癮い瘘矟

㽷砅失瘥瘓遺児癮養育者癉対痮瘳，手当砅支給瘃矞。

対象児童数　延臽𦧝𦣝人

d 母子籗父子籗寡婦福祉資金貸付金 子䐢子育瘳支援課

　母子家庭等癮経済的自立㿉生活癮安定，子癁睘癮福祉砅図矞瘓𥇍，無

利子𥆩瘓皕徹利子𤹪各種資金癮貸付痏砅行う。

貸付件数

　母子福祉資金籗寡婦福祉資金

　貸付金　臤𦣝臽件

e 養育費確保癉㽷㽷矞周知籗啓発宙業 子䐢子育瘳支援課

　母子及皨父子並皨癉寡婦福祉法𤹪皕，非監護親皕養育ホ砅支払う瞟う

昧𥇍矞𥄢疷𤹪あ矞㿉定𥇍瞢矟瘳疢瞤，児童扶養手当癮申請時𤺋癁癉，養

育ホ癮確保癉関瘃矞周知籗啓発砅図矞。

母子自立支援員癉瞟矞相談時や

児童扶養手当癮申請時癉周知砅

行う

f 母子家庭等自立支援給付金支給宙業膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

埸 情報提供疢瞟皨相談体制癮充実

a 母子籗父子自立支援籗女性相談室 子䐢子育瘳支援課

　専任癮相談員砅配置痮，生活全般癮問巠癉瘨い瘳相談癉応痱，そ癮自

立癉必要𤺋指棡㿉生活資金癮貸付痏砅行う。

相談員　臽隣兼務

相談件数　𦣪，臽臤舙件

ォ母子自立支援相談室便　ゲ,スザシ

件オ

ォ女性相談室便　ザシゴ件オ

b 瓖皧㿉瞤親家庭癮し疢瞤瓘癮配漱 子䐢子育瘳支援課

　母子𥆩瘓皕父子家庭砅対象㿉痮瘓相談や手当癮制燵，生活資金癮貸

付痏，捗事，子育瘳支援秇籞竌䅈等，生活癉必要𤺋情報砅掲載痮瘓冊子

砅作成痮，対象世帯癉配漱瘃矞。

配漱部数　臤，𦣝𦣝𦣝部
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

𦧝 子癁睘癮貧困対策

ォゲオ　生活基U癮晧定癉向痏瘓支援癮充実

熮 世帯癮生活基U癮確保癉向痏瘓支援

a 児童手当 子䐢子育瘳支援課

　家庭等癉疢痏矞生活癮安定癉寄諾瘃矞㿉㿉睘癉逗鎚癮社会砅担う児童

癮健や㽷𤺋成長癉資瘃矞瘓𥇍，中学生𥆩𤹪癮児童膅ゲザ遁到署後，最初癮

臬鏤ゴゲ日𥆩𤹪䐢砅養育痮，㽷瘨，そ癮児童㿉一定関逃癮生計関逃癉あ矞父

𥆩瘓皕母等膅所得癮高い方䐢癉手当砅支給瘃矞。

対象児童数

延　𦣪舄𦥯，臽舙舄人

b 児童扶養手当膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

c 子癁睘医療費助成制燵 子䐢子育瘳支援課

　子癁睘癮保険診療不癉㽷㽷矞諭療ホ癮一部砅一定癮要件癮睘㿉癉妹成

痮瘳疢瞤，超後睘6162痮瘳い疷𥆩瘃疰，併瘇瘳，痠瞢𤺋矞制燵癮充実癉瘨

い瘳睘検討瘃矞。

溜給者数　𦣪臤，𦣝臤𦥯人

溜診件数　𦣪舙臬，𦣝舙𦥯件

d 母子籗父子籗寡婦福祉資金貸付金膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

e 就学援助 学䐢保健給食課

　経済的理ょ癉瞟瞤，就学疰困難㿉ィ𥇍瞢矟矞児童籗生徒癮保護者癉対

痮瘳，保護者癮負担砅軽減瘃矞瘓𥇍，給食ホや学用品𤺋癁，必要𤺋援妹

砅行う。

準保護者数　サ,ゲスジ人

全児童生徒数　ゲザ,ゴシス人

ィ定率　コジ.コサ䐗

新入学児童籗生徒学用品ホ等扶

妹癮入学前支給

　　新椌学生　サコス人

　　新中学生　サズサ人

f 滲営住宅へ癮子育瘳世帯癮優先入居膅再掲䐢 都䐢住宅課

g 譌課後児童健全育成宙業膅学童保育宙業䐢癮充実膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

埰 自立癉向痏瘓就労相談籗支援癮充実

a 母子籗父子籗寡婦福祉資金貸付金膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

b 子育瘳女性等癮就職支援膅再掲䐢 経䐢雇用労譏課

c 仕宙㿉家庭癮両立支援制燵癮周知籗啓発膅再掲䐢 経䐢雇用労譏課

d 母子籗父子福祉𥞴ン稛籞𤹪癮技能習得宙業膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

e 母子自立支援𥫣箼禕箐筁策定宙業膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォコオ　子癁睘癮育瘜㿉学皨癮支援癮充実

熮 乳幼児期癮子癁睘癮育瘜㿉子育瘳支援

a 子癁睘医療費助成制燵膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課

幼稚園等癉疢痏矞未就園児向痏施設開譌籗相談宙業膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

学䐢教育指棡課

b 子育瘳支援コン种𥖧䈎秖筦宙業膅再掲䐢 経䐢商業振興課

子䐢子癁睘企画課

c 子癁睘𤺋砉𤹪睘相談臤臤𦣝番膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

d 䇳秌籞𥞩籗秇䇦籞穪籗䅈穟籞种ョン宙業膅再掲䐢 子䐢母子保健課

e 子育瘳支援隊膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

f 乳児家庭全戸訪問宙業膅痝砉癉瘜皕赤瘜𥈞砉宙業䐢膅再掲䐢 子䐢母子保健課

g 食育瘛瞟瞤癮発行膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

h 曨皕痝瘛瘳痓砉疷𤺋子杇食育教室膅頹乳食教室䐢膅再掲䐢 保䐢健康増進課 隣称変更

i 曨皕痝瘛瘳痓砉疷𤺋子杇食育啓発宙業膅再掲䐢 保䐢健康増進課 宙業変更

j 幼児期癮皕痝瘛瘳痓砉疷𤺋子食育教室膅窾祲窾祲教室䐢膅再掲䐢 保䐢健康増進課

k 食育鏤間キ筹ンペ籞ン等膅再掲䐢 保䐢健康増進課 隣称変更

l 学校癉疢痏矞食育癮推進膅再掲䐢 学䐢教育指棡課

m健康瘼痀瞤𥫣箼筕籞种ョン膅再掲䐢 保䐢健康増進課

埰 子癁睘癮学皨癮支援

a 私立学校殺営費補助金膅再掲䐢 子䐢子癁睘企画課

b 母子籗父子籗寡婦福祉資金貸付金膅再掲䐢 子䐢子育瘳支援課
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

c 就学援助膅再掲䐢 学䐢保健給食課

d 入学準備金貸付宙業 子䐢子癁睘企画課

　高等学校籗高等専門学校籗短期大学籗大学籗大学院𥆩瘓皕専修学校癉

入学瘃矞生徒癮保護者𤹪入学金等癮調署疰困難𤺋者砅対象㿉痮瘳入学

準備金砅貸痮付痏矞。

貸付人数

大学籗大学院　𦣪人

専修学校　臤人

高専籗高等学校　ゲケ人

e 奨学金貸付宙業 子䐢子癁睘企画課

　高等学校籗高等専門学校籗短期大学籗大学籗大学院𥆩瘓皕専修学校癉

在学痮，経済的理ょ癉瞟瞤就学困難𤺋学生籗生徒砅対象癉奨学金砅貸諾

瘃矞。

貸付人数

新規生　　𦧝人

6162生　臬臤人

f 入学準備給付金 子䐢子癁睘企画課

　子育瘳家庭盨癮経済的支援砅図矞瘓𥇍，椌学校疢瞟皨中学校等癉入

学瘃矞子癁睘癮保護者癉対痮，入学準備金砅支給瘃矞。

給付対象児童数　𦣪𦧝𦥯人

　新椌学臤烝生　臤臬臿人

　新中学臤烝生　臤臿臤人

g 奨学金支給宙業 子䐢子癁睘企画課

　高校等砅卒業後直瘜癉臽烝制通琢癮大学癉入学痮，引疷62疷当ゅ大学

癉在学瘃矞者𤹪，勉学意欲籗能力疰あ瞤𤺋疰瞢,経済的𤺋理ょ𤹪就学困

難𤺋学生砅対象癉,奨学金砅支給瘃矞。

支給人数　臿人

h 中学生学習支援宙業膅再掲䐢 保䐢生活支援課

i 皧㿉瞤親家庭等子癁睘癮瘓𥇍癮学習支援宙業 子䐢子育瘳支援課

　皧㿉瞤親家庭等世帯癮椌学生砅対象癉，生活指棡砅含𥇍瘓訪問型学

習支援砅行う。

支援児童臤臿人
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施策項目疢瞟皨宙業内容 烋成臬𦣝烝燵実績 所管部局 備考

ォゴオ　相談籗生活支援癮充実

熮 相談支援体制癮充実

a 䅈䇳籞穪竴礛ン向痏磕𥫣箛瓖Ｇｒｕｃｃｏ膅禕䈎穖コ䐢瓘膅再掲䐢 子䐢子癁睘企画課

b 瓖す痀す痀手帳瓘癮発行膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

c 幼稚園等癉疢痏矞未就園児向痏施設開譌籗相談宙業膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課

学䐢教育指棡課

d 子育瘳支援コン种𥖧䈎秖筦宙業膅再掲䐢 経䐢商業振興課

子䐢子癁睘企画課

e 子癁睘𤺋砉𤹪睘相談臤臤𦣝番膅再掲䐢 子䐢次世鎚育成課

f 䇳秌籞𥞩籗秇䇦籞穪籗䅈穟籞种ョン宙業膅再掲䐢 子䐢母子保健課

g 子育瘳支援隊膅再掲䐢 子䐢子癁睘秇籞竌䅈課
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