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第臤 地域癉疢ける子育瘳支援籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臤

第𦣪 母子の健康確保㿉増進籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臤𦣪

第臬 子癁睘の健や㽷𤺋成長のた𥇍の教育環境の整備籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臤舙

第臽 子育瘳を支援する生活環境の整備籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗𦣪𦣪

第臿 仕事㿉生活の調和の実現籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗𦣪臿

第𦥯 特別𤺋援助を要する家庭への支援籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗𦣪𦥯

第舄 母子家庭疢よび父子家庭の自立支援籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臬𦣝

第𦧝 子育瘳癉伴う経済的負担の軽減籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臬𦣪

※ 新た癉計画癉位置瘼ける事業籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗籗臬臿

函館市子癁睘籗子育瘳支援事業計画癉基瘼く施策の状況癉瘨い瘳

膅計画期間舢烋成コ7烝度～烋成ゴゲ烝度䐢

施策項目

資料ǖ

痛和元(2019烝)烝11鏤20日

函館滲子鷺雑質子育崎会議資料



第ǖ　地域削採砕傘子育崎支援

ǖ　地域削採砕傘子育崎支援支実似旨昨充実

(1) 家庭削採砕傘子育崎支援θＰǚǘ～ǚŚχ

会地域子育崎支援拠点宙業(子育崎支竺ン) お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］
実施箇脉数 実施箇脉数 ǖǚ栽脉 実施箇脉数 ǖǚ栽脉 実施箇脉数 ǖǚ栽脉

漉 漉子育崎支竺ン ǖǚ栽脉 漉子育崎支竺ン ǖǚ栽脉 漉子育崎支竺ン ǖǚ栽脉

延利用者数 」1貫088人 延利用者数 1「貫「「【人 延利用者数 「】貫5【【人

解子育崎支援隊 お子鷺雑企き課Ｂ→お子鷺雑支実似旨課Ｂ 実施箇脉数 ǖ栽脉 実施箇脉数 ǖ栽脉 実施箇脉数 ǖ栽脉

延訪問回数 ǚǹŚ回 延訪問回数 ǖǖǜ回 延訪問回数 ǜǹǘ回

実訪問世澳数 Ąǜ世澳 実訪問世澳数 ǘŚ世澳 実訪問世澳数 ŞĄ世澳

思実視伺ネ実祉実数 ǘ人 思実視伺ネ実祉実数 ǘ人 思実視伺ネ実祉実数 ǘ人

子育崎支援員数 ǘǘ人 子育崎支援員数 ǘǘ人 子育崎支援員数 ǘǘ人

回児仕璽式実質支治実詞質止ン祉実宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 援妹活動件数 会員数 依頼会員1貫重「5人 会員数 依頼会員1貫854人 会員数 依頼会員1貫重18人

提供会員漉18「人 提供会員漉1】」人 提供会員定定1【重人

両方会員漉定5「人 両方会員漉定4】人 両方会員漉定4【人

活動件数 10貫5「0件 活動件数 」貫5「5件 活動件数 8貫0」5件

塊擦薩榊祭支竺ン お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 実施箇脉数⅕実施回数 実施箇脉数⅕実施回数 実施箇脉数⅕実施回数

擦薩榊祭支竺ン漉ǜ栽脉 Ť回 擦薩榊祭支竺ン漉ǜ栽脉 ǚ回 擦薩榊祭支竺ン漉ǜ栽脉 Ť回

青空支竺ン ǹ回 青空支竺ン ǹ回 青空支竺ン ǹ回

子育崎支援思実試実 ǜǜ回 子育崎支援思実試実 ǖŤ回 子育崎支援思実試実 ǜĽ回

壊阪索榊祭作栽皿裁殺動会 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 開催回数 ǖ回 開催回数 ǖ回 開催回数 ǖ回

漉四旃昨杜苗園χ 漉g昨島χ 漉g昨島χ

廻子育崎応援券寺鴫死ン詞宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 鑷実施 鑷実施 鑷実施

烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績

中央⅕花園⅕亀ゅ港⅕

美原⅕石川⅕鍛治細采晒⅕

深堀⅕赤川⅕大谷港⅕

肴肴載⅕遊栽鯖冊⅕

函館短期大学⅕大森浜

施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

実施箇脉数

漉子育崎家庭削採砕傘子育崎昨濁晧感等燦z和裁⅕子鷺雑昨健鯖栽作育阪燦

透禍際傘冴薩⅕親子等昨交流昨場燦開設裁⅕子育崎削肴い崎昨相談⅕情報昨

提供⅕妹言罪昨直昨援妹燦行う甑

θ地域子育崎支援茹珵宙業θ子育崎支竺ン⅕肴鷺い昨広場χ栽晒隣称変更χ

漉育児昨援妹燦溜砕冴い人θ依頼会員χ碕行い冴い人θ提供会員χ歳会員ɔ

録裁⅕育児削肴い崎妹砕合う会員組織昨宙業甑

中央⅕花園⅕亀ゅ港⅕

美原⅕石川⅕鍛治細采晒⅕

深堀⅕赤川⅕大谷港⅕

肴肴載⅕遊栽鯖冊⅕

函館短期大学⅕大森浜

中央⅕花園⅕亀ゅ港⅕

美原⅕石川⅕鍛治細采晒⅕

深堀⅕赤川⅕大谷港⅕

肴肴載⅕遊栽鯖冊⅕

函館短期大学⅕大森浜

漉子育崎家庭削採砕傘子育崎削関際傘様々作悩札鯖相談削対応際傘冴薩⅕

思実視伺ネ実祉実燦配置裁⅕師実旨爾ネ施磁ン詞鯖関逃機関碕昨連携燦噪傘

碕碕雑削⅕子育崎削関際傘悩札昨傾聴鯖子鷺雑碕昨穀索方昨妹言昨察栽⅕各

種支実似旨削逃傘情報提供等燦行う子育崎支援員歳家庭訪問際傘甑

実施箇脉数

漉子育崎支竺ン昨指棡員歳地域削出向済子育崎支援活動燦行う坤地域支援活

動墾碕裁崎⅕か会館等埼坤擦薩榊祭支竺ン墾燦実施際傘甑

θ擦薩榊祭支竺ン⅕青空支竺ン栽晒隣称変更χ

開催回数

漉子育崎中昨親子歳邊い⅕褫弸埼楽裁札作歳晒親子質保護者輪士埼交流埼済

傘親子志実痔等燦実施際傘祭碕削皿三⅕家庭養育力昨向琢燦噪傘甑

θĽ鏤ǘǚ日開催漉ǜŞǘ人参加 θĽ鏤ǘǘ日開催漉ǜŚǜ人参加 θĽ鏤ǘǘ日開催漉ǜŚǜ人参加

漉子育崎削関際傘負担感昨解消朔雑碕皿三⅕子育崎支援支実似旨昨利用透禍

燦噪傘冴薩⅕出生世澳等削子育崎支援支実似旨削逃傘採試裁利用券等燦配漱

際傘甑

誌実枝昨把握削昧薩⅕罪

昨状況削応載崎宙業尤燦

検討甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

快函館滲子鷺雑条例昨制定 ［子鷺雑企き課］

漉滲不椌学5烝生曄崎 漉滲不椌学5烝生曄崎

滲不椌学5烝生曄崎 漉漉 ǖ⅕ŤĄĄ部 漉漉 ǖ⅕ŤĄĄ部

漉漉 ǖ⅕ŞĽǖ部 漉使持ン詞参加者等曄崎 漉使持ン詞参加者等曄崎

周知用屍式仔児仕使識昨配漱 ǜǖǜ部 Ľǹǹ部

使持ン詞参加者等曄崎 磁紫止実施始実詩 磁紫止実施始実詩

ŚŚĄ部 ĄǜĄ枚 ǖ⅕ǚǖǹ枚

磁紫止実施始実詩

ǖ⅕ǜĄǹ枚

怪朔祭坂崎姿紫枝寺鹿孜 ［経済部商業振興課］

悔朔祭坂崎札晒い館 ［経済部商業振興課］

恢策碕三親家庭等奉仕員派遣宙業 お子育崎支援課Ｂ 利用世澳数 ǜ世澳 利用世澳数 ǜ世澳 利用世澳数 ǜ世澳

延回数 ǖŚǖ回貧ǚǜǘ時間週 延回数 定定定Şǜ回貧ǖĽŞ時間週 延回数 ǖŤǚ回貧ǚŞĽ時間週

懐子育崎仔詩飼使孜実活用推進宙業 お逗世鎚育成課Ｂ 活動件数 活動件数 ǚǹǚ件 活動件数 定ŤŚ件 活動件数 ǚŤĽ件

研修会 烝漉ǖ回 研修会 漉定ǹ回 研修会 烝漉ǖ回

戒児童館削採砕傘子育崎支援宙業 お逗世鎚育成課Ｂ 実施箇脉数 実施箇脉数 ǘŚ館 実施箇脉数 ǘŚ館 実施箇脉数 ǘŚ館

児童館

捩碕子昨家

拐養育支援訪問宙業 お逗世鎚育成課Ｂ 派遣回数 派遣回数 派遣回数

保健師等 Şǜ回 保健師等 ǚŞ回 保健師等 ǖĄĽ回

慈識歯実 ǚŤŤ回 慈識歯実 ǖĽŤ回 慈識歯実 Ąǜǜ回

入館者数漉115貫】「8人

入館者数漉1「0貫000人

捩碕子昨家ǖ栽脉

漉子育崎削関際傘専門的作知識鯖技能燦鐚裁⅕地域削採い崎積極的作滋鹿ン

至伺仔活動燦行う⅕子育崎仔詩飼使孜実燦活用裁⅕子育崎家庭燦支援際傘碕

碕雑削⅕罪昨自主的作活動燦透禍際傘甑

漉函館駅前若松地癒第瀧種滲街地再開æ宙業θ和肘似識跡地χ削採い崎⅕子

鷺雑燦朔載薩⅕広采滲民栽晒観肘客擦埼歳菱端技術燦活用裁冴体験鯖交流歳

埼済傘施設碕裁崎⅕烋成「8烝10鏤15日士実寺ン甑

烋成ǘŞ烝燵栽晒昨条例

施行燦薩菜際甑漉家庭鯖地域昨子育崎力昨徹託⅕子育崎家庭昨旆立尤歳指摘細参⅕擦冴⅕女

性昨就業機会昨増加歳禍珊埼い傘作栽埼子育崎支援燦蘿禍際傘碕碕雑削⅕子

鷺雑冴阪歳生済傘喜索燦感載作歳晒健鯖栽削育肴祭碕昨埼済傘環境燦整え⅕

地域全体歳子鷺雑冴阪昨成長燦喜索燦雑榊崎支え傘社会昨実現燦噪傘冴薩⅕

子鷺雑削関わ傘施策蘿禍昨柱碕作傘鑚条例燦制暼甑

漉函館駅前若松地癒第瀧種滲街地再開æ宙業θ和肘似識跡地χ削採い崎⅕う

児機能燦鐚裁⅕親子削皿傘桜参あい鯖穀索昨察栽⅕子育崎削関際傘情報交蜃

等歳埼済傘施設碕裁崎⅕烋成「8烝10鏤15日士実寺ン甑

入館者数漉110貫000人入館者数漉54貫重4【人

周知用式実児鴫紫詞質屍式仔

児仕使識昨配漱

周知用屍式仔児仕使識昨配漱 周知用屍式仔児仕使識昨配漱

宙業昨6162

漉策碕三親家庭等昨保護者歳⅕技術習得⅕疾病⅕出張⅕宙故⅕看護等昨理ょ

埼瀧時的削生活援妹作鷺昨支実似旨歳必要作場合削奉捗員燦派遣際傘甑

烋成「8烝10鏤開設燦薩菜

際甑

入館者数漉定【」貫1」4人 入館者数漉」」貫88】人

烋成「8烝10鏤開設燦薩菜

際甑

漉児童館鯖捩碕子昨家削採い崎⅕子育崎仔詩飼使孜実燦朔載薩碕際傘滋鹿ン

至伺仔昨誘力燦得傘作栽埼⅕子鷺雑冴阪昨健鯖栽作成長燦地域全体埼支え崎

い采冴薩昨捗組札咲采三燦禍薩傘甑

児童館漉ǘĽ栽脉

捩碕子昨家ǖ栽脉

児童館漉ǘĽ栽脉 児童館漉ǘĽ栽脉

捩碕子昨家ǖ栽脉

宙業昨6162

漉児童昨養育削関裁崎⅕保護者燦支援際傘祭碕歳特削必要碕ィ薩晒参傘家庭

削対裁⅕保健師鯖家庭児童相談員⅕慈識歯実等歳訪問裁⅕子鷺雑昨養育削関

際傘指棡鯖妹言燦行う祭碕削皿三⅕家庭削採砕傘子鷺雑昨適勉作養育環境燦

確保際傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

改鷺さ珊祭質子育崎特斌制燵θ暑宙業χ お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 誘賛店等件数 ŚĄ件 誘賛店等件数 ŚĄ件 誘賛店等件数 ŚĄ件

漉

魁採父さ珊昨冴薩昨子育崎講燼 お逗世鎚育成課Ｂ 実施箇脉数 ǖ館 実施箇脉数 ǖ館 実施箇脉数 ǖ館

実施回数 ǘ回 実施回数 ǖ回 実施回数 ǘ回

参加者数 ǖǘǘ隣 参加者数 ĽŤ隣 参加者数 ǖǜǹ隣

θ幼児質児童Ľǚ隣含殺χ θ幼児質児童ǚĄ隣含殺χ

晦乳児家庭全戸訪問宙業θ祭珊削阪朔赤阪皐珊宙業χ お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 対象者数 1貫」】0人 対象者数 84「人 対象者数 1貫「5」人

訪問者数 1貫」【「人 訪問者数 】05人 訪問者数 1貫「5」人

(「) 施設削採砕傘子育崎支援θＰǚŞ～ǜǘχ

会病児保育宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→定お子鷺雑支実似旨課Ｂ 宙業昨6162 施設数 ǖ栽脉 施設数 ǖ栽脉 施設数 ǖ栽脉

暼員 ǜ人 暼員 ǜ人 暼員 ǜ人

延利用者数 ǚĄŤ人 延利用者数 ǖǚĄ人 延利用者数 ǘŞĄ人

解保育所等削採砕傘一時預栽三宙業お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 ǚǘ栽脉 施設数 ǚǘ栽脉 施設数 ǚǘ栽脉

延利用者数 Ť⅕ŤǚŞ人 延利用者数 ǚ⅕ǜǖǹ人 延利用者数 Ş⅕ǘĽŞ人

※45立幼稚園貫ィ暼祭鷺雑園含殺甑

回幼稚園等削採砕傘季節学童預栽三宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 ǜ栽脉 施設数 Ą栽脉 施設数 Ą栽脉

延利用者数 ǜŚŤ人 延利用者数 ǖ⅕ĽĽǜ人 延利用者数 ǚ⅕ǖǖǖ人

塊幼稚園等削採砕傘在園児昨一時預栽三宙業 施設数 施設数 Ľǹ栽脉 施設数 ĄŤ栽脉 施設数 ĄŤ栽脉

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課⅕学校教育課］ 延利用者数 ǖŤǚ⅕ǖǜǖ人 延利用者数 Şǜ⅕ǚǹŤ人 延利用者数 ǖŤǖ⅕ǜŞǖ人

※ィ暼祭鷺雑園含殺甑

壊幼稚園削採砕傘託児宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 宙業昨6162 施設数 ǹ栽脉 施設数 ǹ栽脉 施設数 ǹ栽脉

延利用者数 ǹ人 延利用者数 ǹ人 延利用者数 ǹ人

θ函館薩犀札幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園

徂陽昨子幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園国昨

華幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園阪碕在幼稚

園χ

漉妊娠中雑裁采朔椌学生擦埼昨子鷺雑燦持肴子育崎家庭歳⅕誘賛店鯖誘賛施

設燦利用際傘薇削⅕ィ証始実詩燦提示際傘祭碕埼⅕商品昨割引鯖市紫枝昨提

供作鷺昨特斌歳溜砕晒参傘宙業甑

漉生後ǜ栽鏤擦埼昨赤阪皐珊歳い傘際冊崎昨家庭燦子育崎仔詩飼使孜実鯖保

健師等歳訪問裁⅕子育崎削関際傘情報提供鯖相談等削対応際傘宙業甑

児童館等削採い崎試験的

削実施裁⅕誌実枝昨把握

削昧薩⅕罪昨状況削応載

崎宙業尤燦検討際傘甑

漉子育崎中昨父親等歳⅕子育崎昨楽裁細鯖際柵晒裁細燦実感埼済傘皿う⅕男

女共輪参き昨視珵燦流三入参冴子育崎削関際傘学習会鯖穀索昨体験会等燦実

施際傘甑

漉保護者歳就労裁崎い傘場合作鷺削採い崎⅕子鷺雑歳病気昨薇削⅕家庭埼保

育歳埼済作い保護者削鎚わ榊崎⅕諭療機関削近接裁冴施設埼瀧時的削預栽

三⅕保育際傘宙業甑

漉保護者昨断62的擦冴朔短期間昨労働鯖傷病等削皿傘緊急時罪昨直昨理ょ削

皿三⅕家庭埼子鷺雑昨保育歳困飫作場合削⅕保育脉等埼瀧時的削保育際傘宙

業甑

θ保育脉削採砕傘瀧時預栽三宙業栽晒隣称変更χ

漉幼稚園昨長期休業期間削施設作鷺燦利用裁崎⅕椌学校徹学烝児童燦預栽傘

宙業甑

θ45立幼稚園削採砕傘旃節学童預栽三宙業栽晒隣称変更χ

漉幼稚園埼⅕教育課程削栽栽わ傘教育時間前後鯖休業日等削採い崎⅕希望際

傘児童燦預栽傘宙業甑

θ45立幼稚園削採砕傘瀧時預栽三宙業栽晒隣称変更χ

漉幼稚園行宙等昨薇削罪昨施設燦利用裁崎⅕鑷就園児燦対象削⅕う児際傘宙

業甑

※函館滲瀧時預栽三宙業殺営ホ補妹

昨対象施設甑

θ教育大附属函館幼稚園⅕函館薩犀札

幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園徂陽昨子幼稚

園⅕ィ暼祭鷺雑園国昨華幼稚園⅕ィ暼

祭鷺雑園阪碕在幼稚園χ

θ教育大附属函館幼稚園⅕函館薩犀札幼

稚園⅕ィ暼祭鷺雑園徂陽昨子幼稚園⅕ィ

暼祭鷺雑園国昨華幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園

阪碕在幼稚園χ
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

廻子育崎支援短期利用宙業θ斯ョ実詞旨至使宙業χ お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉

θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕ θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕ θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕

漉細ゆ三園χ 漉細ゆ三園χ 漉細ゆ三園χ

延利用者数 ǖĽǜ人 延利用者数 ŚŚ人 延利用者数 ǖĄǖ人

漉

快詞ワ使鹿使詞旨至使宙業 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉

θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕ θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕ θ采傘札学園⅕国昨子寮⅕

漉細ゆ三園χ 漉細ゆ三園χ 漉細ゆ三園χ

延利用者数 ǖĄ人 延利用者数 ǖǘ人 延利用者数 ǚǖ人

怪放課後児童健全育成宙業θ学童保育宙業χ昨充実 ［逗世鎚育成課］ 施設数 施設数 施設数 施設数

苗設民営ĄŞ栽脉 苗設民営ĄŞ栽脉 苗設民営ĄŞ栽脉

民設民営漉ǖ栽脉 民設民営漉ǖ栽脉 民設民営漉ǖ栽脉

屍鹿旨数 屍鹿旨数 屍鹿旨数

苗設苗営ĽĽ屍鹿旨 苗設苗営ĽŞ屍鹿旨 苗設苗営ĽŞ屍鹿旨

民設民営漉ǖ屍鹿旨 民設民営漉ǖ屍鹿旨 民設民営漉ǖ屍鹿旨

利用者数 利用者数 利用者数

苗設民営漉ǘ⅕ǘĽǖ人 苗設民営漉ǘ⅕ǚĄǹ人 苗設民営漉ǘ⅕ǚĄǹ人

民設民営漉漉漉定定漉ǜ人 民設民営漉漉漉定定漉Ť人 民設民営漉漉漉定定漉Ť人

利用料軽減 利用料軽減 利用料軽減

児童瀧人あ冴三 児童瀧人あ冴三 児童瀧人あ冴三

鏤ǘ⅕ǹǹǹ付 鏤ǚ⅕ǹǹǹ付 鏤ǚ⅕ǹǹǹ付

悔放課後児童健全育成宙業削採砕傘公共施設昨活用透進 ［逗世鎚育成課］ 宙業昨6162 椌学校余裕教室 ǖŞ栽脉 椌学校余裕教室 ǖĽ栽脉 椌学校余裕教室 ǖĽ栽脉

椌学校併設 ǖ栽脉 椌学校併設 ǖ栽脉 椌学校併設 ǖ栽脉

児童館 ǚ栽脉 児童館 ǚ栽脉 児童館 ǚ栽脉

恢放課後子鷺雑教室推進宙業 ［逗世鎚育成課］ 宙業昨6162 施設数 ǖǖ栽脉 施設数 ǖǹ栽脉 施設数 ǖǹ栽脉

θあ細策⅕旭岡⅕遊鑚通⅕ θあ細策⅕旭岡⅕遊鑚通⅕ θあ細策⅕旭岡⅕遊鑚通⅕

漉鍛神⅕高丘⅕鑚通⅕柏褫⅕ 漉鍛神⅕高丘⅕鑚通⅕柏褫⅕ 漉鍛神⅕高丘⅕鑚通⅕柏褫⅕

漉え細珊⅕秒幡⅕万烝橋⅕ 漉え細珊⅕秒幡⅕万烝橋χ 漉え細珊⅕秒幡⅕万烝橋χ

漉亀尾χ

開催回数 ǚǜĄ回 開催回数 ŤŤ回 開催回数 ǚĄǖ回

θŚ鏤鑽時珵χ

懐新質放課後子鷺雑総合寺鹿ン指棡員研修会 ［逗世鎚育成課］ 宙業昨6162 藴歳い児研修 ǜ回 ǖǹ鏤栽晒実施 藴歳い児研修 ǜ回

児童昨支援削関際傘研修 児童昨支援削関際傘研修

ǚ回 ǜ回

漉保護者歳病気⅕出産⅕冠婚葬祭等埼瀧時的削子鷺雑昨養育歳困飫碕作榊冴

場合削⅕Ś日間通不⅕保護者削鎚わ榊崎⅕保育際傘宙業甑

漉保護者歳急作逼業作鷺昨理ょ削皿三⅕夜間削濁在碕作三⅕子鷺雑昨養育歳

困飫碕作榊冴場合鯖罪昨直緊急昨用宙歳埼済冴場合削⅕保護者歳澣宅際傘擦

埼昨間⅕施設埼弭食燦提供裁⅕保育際傘宙業甑

漉保護者歳⅕労働等削皿三昼間家庭削い作い椌学校児童燦対象削⅕譌課後児

童屍鹿字θ学童保育脉χ削採い崎⅕罪昨保護鯖健全作育成燦行う宙業甑

漉烋成「】烝燵栽晒⅕譌課後児童屍鹿字θ学童保育脉χ昨質昨改善燦薩菜裁⅕

子鷺雑質子育崎支援新制燵昨雑碕⅕坤函館滲譌課後児童健全育成宙業昨設備

採皿索殺営削関際傘基準燦暼薩傘条例墾燦施行裁崎い傘甑

漉超後朔⅕鑚条例削基咲済⅕各屍鹿字削対際傘適勉作指棡検査等燦行う作栽

埼⅕保育環境昨整備鯖利用料昨適塡尤⅕指棡員昨瘤遇改善作鷺削昧薩⅕譌課

後児童健全育成宙業昨充実燦噪傘甑

漉擦冴⅕指棡員昨賃金改善鯖保護者昨利用料昨負担軽減燦噪傘甑

漉民家鯖仔歯実詞等埼実施裁崎い傘譌課後児童屍鹿字θ学童保育脉χ昨晧暼

裁冴殺営鯖保護者負担昨軽減燦目的削⅕学校余裕教室作鷺昨苗共施設昨活用

燦蘿禍際傘甑

漉椌学校昨余裕教室等燦譌課後昨児童昨活動場脉碕裁崎提供裁⅕地域撤民鯖

保護者⅕学生作鷺削滋鹿ン至伺仔碕裁崎誘力燦得傘作栽埼⅕穀索鯖交流活動

燦通載崎児童昨健全育成燦噪傘宙業甑

漉譌課後児童健全育成宙業採皿索譌課後子鷺雑教室蘿禍宙業昨瀧体的擦冴朔

連携裁冴実施燦蘿禍際傘新質譌課後子鷺雑総合寺鹿ン削携わ傘譌課後児童支

援員θ指棡員χ採皿索滋鹿ン至伺仔等燦対象削⅕児童昨健全育成削関際傘必

要作知識習得昨冴薩昨研修会燦実施際傘甑

θ譌課後子鷺雑総合寺鹿ン指棡員研修会栽晒隣称変更χ
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

(」) 子育崎相談，情報提供体制昨充実θＰǜǚ～ǜĽχ

会幼稚園等削採砕傘鑷就園児向砕児施設開放質相談宙業 施設数 鑷就園児施設開譌 鑷就園児施設開譌 鑷就園児施設開譌

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課⅕教育指棡課］ 45立 ǘǘ栽脉 45立 ǘǘ栽脉 45立 ǘǘ栽脉

苗立 ǚ栽脉 苗立 ǘ栽脉 苗立 ǘ栽脉

θ苗立幼稚園昨札χ

※ィ暼祭鷺雑園含殺甑 ※ィ暼祭鷺雑園含殺甑 ※ィ暼祭鷺雑園含殺甑

解子育崎支援コン斯史識施自宙業
［子鷺雑企き課］→［商業振興課⅕子鷺雑企き課］ 相談件数 ǖŞŞ件 相談件数 ǖǹŚ件 相談件数 ǘǘǹ件

回子鷺雑作珊埼雑相談ǖǖǹ番 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 家庭児童相談員 ǚ隣 家庭児童相談員 ǚ隣 家庭児童相談員 ǚ隣

相談件数 ŞǹŚ件 相談件数 ǚǖŞ件 相談件数 ŞĽǚ件

塊子育崎ネ紫詞晒珊鷺 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 開催回数 ǖ回 開催回数 ǹ回 開催回数 ǖ回

参加者数 ǖǹĄ隣 参加者数 ǹ隣 参加者数 ǖĽǹ隣

壊子育崎支援ネ紫詞ワ実屍研修会 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 開催回数 ǘ回 開催回数 ǹ回 開催回数 ǘ回

参加者数 ĽŤ人 参加者数 ǹ人 参加者数 Śǹ人

廻地域子育崎支援拠点宙業(子育崎支竺ン)(再掲)

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

快子育崎支援隊(再掲) お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

怪擦薩榊祭支竺ンθ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

悔朔祭坂崎姿紫枝寺鹿孜θ再掲χ ［経済部商業振興課Ｂ

恢子育崎仔詩飼使孜実活用推進宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

懐児童館削採砕傘子育崎支援宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

戒採父さ珊昨冴薩昨子育崎講燼θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

拐乳児家庭全戸訪問宙業θ祭珊削阪朔赤阪皐珊宙業χθ再掲χ お捩子保健課Ｂ

漉専任昨相談員燦配置裁⅕子育崎⅕藴歳い⅕病気⅕家庭不昨問巠⅕保育脉質

幼稚園質学校埼昨問巠鯖虐瘤作鷺⅕子鷺雑削関際傘あ晒ゆ傘相談燦溜砕付砕

傘窓口碕裁崎⅕坤子鷺雑作珊埼雑相談ǖǖǹ番墾燦開設裁崎い傘甑

子鷺雑専用電やθ児式実私使耳

識χ質子鷺雑専用時実施θ相談

児四実痔χ昨周知始実詩燦⅕滲

不椌中高等学校昨全児童･生徒

削配漱

滲不椌中高等学校質関逃機関削

周知治旨祉実燦配漱

相談時間

漉鏤漉漉漉8野45～1重野00

漉火～金漉8野45～1】野」0

子鷺雑専用電やθ児式実私使

耳識χ質子鷺雑専用時実施

θ相談児四実痔χ昨周知始実

詩燦⅕滲不椌中高等学校昨全

児童･生徒削配漱

相談時間

漉鏤漉漉漉8野45～1重野00

漉火～金漉8野45～1】野」0

漉鑷就園児碕保護者燦対象削施設燦開譌裁⅕鑷就園児燦持肴子育崎家庭匙昨

支援燦行う碕碕雑削⅕罪昨機会削⅕子育崎鯖幼児教育削関際傘各種昨相談削

応載崎⅕必要作情報提供等燦行う宙業甑

θ幼稚園削採砕傘鑷就園児施設開譌質相談宙業栽晒隣称変更χ

烋成「8烝10鏤開設燦薩菜

際甑漉子育崎支援支実似旨等削逃傘総合案不窓口碕裁崎⅕保護者匙昨情報提供昨

察栽相談対応作鷺⅕利用者支援等燦行う宙業甑

漉子育崎支援削関わ傘滲民団体鯖専門機関作鷺1【団体削子鷺雑鑷来部燦加え

冴1】団体削皿三構成細参傘函館滲子育崎支援ネ紫詞ワ実屍削皿傘地域昨子育

崎力昨向琢鯖子育崎支援昨機殺昨醸成燦噪傘冴薩昨使持ン詞燦開催際傘甑

漉子育崎支援ネ紫詞ワ実屍参加団体昨実務者鯖子育崎家庭等燦対象削⅕子育

崎削役立肴知識鯖情報等燦得傘冴薩昨講演会等燦開催際傘宙業甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

ǘ　保育支実似旨昨充実

(1) 多様作保育誌実枝へ昨檮応θＰǜŚ～Ąǖχ

会幼稚園等削採砕傘在園児昨一時預栽三宙業θ再掲χ

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

解通常保育宙業θ保育所採皿索認定祭鷺雑園χ ィ療保育脉 ィ療保育脉 ィ療保育脉

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 1「栽脉 施設数 11栽脉 施設数 11栽脉

延利用者数 11貫」0】人 延利用者数 4貫」8「人 延利用者数 10貫重」1人

ィ暼祭鷺雑園θ幼保連携型χ ィ暼祭鷺雑園θ幼保連携型χ ィ暼祭鷺雑園θ幼保連携型χ

施設数 1重栽脉 施設数 「」栽脉 施設数 「」栽脉

延利用者数 1」貫」】4人 延利用者数 5貫【04人 延利用者数 1」貫5【8人

ィ暼祭鷺雑園θ保育脉型χ ィ暼祭鷺雑園θ保育脉型χ ィ暼祭鷺雑園θ保育脉型χ

施設数 1重栽脉 施設数 1重栽脉 施設数 1重栽脉

延利用者数 1【貫「】4人 延利用者数 【貫」80人 延利用者数 15貫重重【人

ィ暼祭鷺雑園θ幼稚園型χ ィ暼祭鷺雑園θ幼稚園型χ ィ暼祭鷺雑園θ幼稚園型χ

施設数 】栽脉 施設数 【栽脉 施設数 【栽脉

延利用者数 「貫」0」人 延利用者数 858人 延利用者数 「貫151人

回延長保育宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 施設数 施設数

ǚǹ便延長 ǚǹ便延長 ǘǜ栽脉 ǚǹ便延長 ǘǜ栽脉 ǚǹ便延長 ǘǜ栽脉

ǖ時間延長 ǖ時間延長 ǖ栽脉 ǖ時間延長 ǖ栽脉 ǖ時間延長 ǖ栽脉

ǘ時間延長 ǘ時間延長 ǚ栽脉 ǘ時間延長 ǜ栽脉 ǘ時間延長 ǜ栽脉

ǚ時間延長 ǚ時間延長 ǹ栽脉 ǚ時間延長 ǹ栽脉 ǚ時間延長 ǹ栽脉

ǜ時間延長 ǜ時間延長 ǹ栽脉 ǜ時間延長 ǹ栽脉 ǜ時間延長 ǹ栽脉

延利用者数 ǖŞ⅕ǘĽŤ人 延利用者数 Ľ⅕ǘǚǖ人 延利用者数 ǖǜ⅕ǘŚŤ人

塊休日保育宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 ǘ栽脉 施設数 ǘ栽脉 施設数 ǘ栽脉

延利用者数 ǖ⅕ǘǹĽ人 延利用者数 ǚĄǖ人 延利用者数 Şǜǖ人

壊保育所等削採砕傘障歳い児保育 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 Ş栽脉 施設数 Ş栽脉 施設数 Ş栽脉

入脉実人員 ǖŚ人 入脉実人員 ǖǜ人 入脉実人員 ǖǜ人

廻地域型保育宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

快徹烝齢児保育檮策宙業θ認可外保育施設χ 施設数 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉 施設数 ǚ栽脉

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 延利用者人数 ǚǜŞ人 延利用者人数 ŤŤ人 延利用者人数 ǘǚŞ人

漉保護者昨労働等昨理ょ削皿三⅕保育脉⅕ィ暼祭鷺雑園削採い崎保育燦必要

碕際傘祭碕歳ィ薩晒参傘心身削藴歳い昨あ傘乳幼児燦保育際傘宙業甑

θ保育脉削採砕傘藴歳い児保育栽晒隣称変更χ

漉保護者昨就業形態昨多様尤等削対応際傘冴薩⅕通常昨開脉時間燦超え崎」0

便栽晒ǘ時間擦埼⅕保育脉等昨保育時間燦延長際傘宙業甑

漉保育脉入脉児童昨う阪⅕保護者昨就業形態等削皿三⅕休日削採い崎保育燦

必要碕際傘祭碕歳ィ薩晒参傘児童燦⅕保育脉削採い崎保育燦行う宙業甑

地域昨実情削応載崎実施

削肴い崎検討際傘甑

鑷実施 鑷実施

老朽尤裁冴施設昨整備燦

禍薩⅕暼員昨適塡尤朔雑

碕皿三⅕保育環境昨充実

燦噪三⅕適勉作保育支実

似旨昨提供削務薩傘甑

漉保護者昨労働鯖疾病等昨理ょ削皿三⅕保育燦必要碕際傘祭碕歳ィ薩晒参傘

児童燦⅕保護者削鎚わ榊崎保育燦行い⅕児童昨心身昨健全作æ署燦噪傘宙

業甑

θ通常保育宙業θィ療保育宙業χ栽晒隣称変更χ

鑷実施

漉ィ療保育脉昨補完的役割燦担う⅕」遁鑷満昨子鷺雑燦対象碕裁冴1重人通託

昨椌規模保育宙業碕裁崎⅕子鷺雑質子育崎支援新制燵昨施行削伴い滲か闌歳

ィ療際傘宙業甑

漉ィ療保育脉昨補完的役割燦担うィ療弸保育施設削採い崎⅕委う削皿三徹烝

齢児保育燦実施際傘宙業甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

怪季節保育所 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 ǖ栽脉 施設数 ǹ栽脉 施設数 ǹ栽脉

延利用者人数 Śǘ人 延利用者人数 ǹ人 延利用者人数 ǹ人

悔保育所地域活動宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 ǜ栽脉貧Ą科目週 施設数 ǜ栽脉貧Ą科目週 施設数 ǜ栽脉貧Ą科目週

世鎚間交流 ǚ栽脉 世鎚間交流 ǚ栽脉 世鎚間交流 ǚ栽脉

異烝齢児交流 ǖ栽脉 異烝齢児交流 ǖ栽脉 異烝齢児交流 ǖ栽脉

育児講燼 ǖ栽脉 育児講燼 ǖ栽脉 育児講燼 ǖ栽脉

恢認定祭鷺雑園へ昨付滑作移行透進 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 適勉作対応削昧薩傘

懐病児保育宙業θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

戒保育所等削採砕傘一時預栽三宙業θ再掲χ

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

(「) 保育支実似旨昨質昨向琢θＰĄǘχ

会保育支実似旨昨情報提供 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

解保育昨質昨向琢 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

回保育支実似旨削採砕傘第濯者評価宙業昨普及透進

漉

保

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

ǚ　子育崎支援昨ネ紫詞ワ実屍咲采三

(1) 子育崎支援ネ紫詞ワ実屍咲采三昨透進θＰĄǚ～ĄĄχ

会阪索榊祭あそ索昨広場 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 開催回数 開催回数 ǖ回 開催回数 ǖ回

参加者数 ǜŞǘ人 参加者数 ǜŞǘ人

意向調査昨実施⅕通降削関際傘必

要作情報昨提供⅕各施設栽晒昨相

談削対際傘卓寧作対応削皿三付滑

作移行透禍燦噪傘甑

漉烋成ǚǖ烝燵栽晒移行予暼

漉漉幼稚園漉ǚ施設

漉漉保育脉漉ǹ施設

意向調査昨実施⅕通降削関際傘

必要作情報昨提供⅕各施設栽晒

昨相談削対際傘卓寧作対応削皿

三付滑作移行透禍燦噪傘甑

漉烋成ǚǹ烝燵栽晒移行

漉漉幼稚園漉ǖ施設

漉漉保育脉漉Ą施設

漉幼稚園機能碕保育脉機能燦併在持肴ィ暼祭鷺雑園昨設置削皿三⅕地域昨実

情削応載冴多様尤際傘誌実枝匙昨対応歳噪晒参傘祭碕栽晒⅕子鷺雑質子育崎

支援新制燵昨移行削伴い⅕既斂昨幼稚園鯖保育脉栽晒昨付滑作移行透禍燦噪

傘甑

意向調査昨実施⅕通降削関際傘必

要作情報昨提供⅕各施設栽晒昨相

談削対際傘卓寧作対応削皿三付滑

作移行透禍燦噪傘甑

漉烋成ǚǖ烝燵栽晒移行予暼

漉漉幼稚園漉ǚ施設

漉漉保育脉漉ǹ施設

地域昨保育誌実枝削応載

冴宙業昨6162漉滲街地栽晒頹参冴ィ療保育脉鑷設置地癒削採い崎⅕搆烝ǜ鏤栽晒1「鏤擦埼

昨Ť栽鏤間⅕農質漁業昨繁忙期等削採砕傘地域昨保育需要削応載崎保育燦実

施際傘宙業甑

漉地域削採い崎多様尤際傘子育崎支援削関際傘誌実枝削対応際傘冴薩⅕地域

削開栽参冴社会資源碕裁崎⅕保育脉歳鐚際傘専門的作機能燦活用裁⅕世鎚間

交流鯖異烝齢児交流⅕育児講燼作鷺燦実施際傘宙業甑

各園埼昨職場不研修昨実施

各種職場弸研修会⅕講演会等匙

昨参加

ǖǹ鏤Ą日昨開催削向砕準備中

第濯者評価宙業昨裴要性燦シ明

裁⅕各園埼昨当ゅ宙業昨棡入燦

透裁⅕普及透禍燦噪傘甑

宙業昨6162 坤幼稚園質保育脉質ィ暼祭鷺

雑園利用昨裁採三墾⅕次実痔

時実施⅕各保育脉作鷺削採い

崎保育支実似旨削関際傘情報

提供燦行榊崎い傘甑

坤幼稚園質保育脉質ィ暼祭鷺雑

園利用昨裁採三墾⅕次実痔時実

施⅕各保育脉作鷺削採い崎保育

支実似旨削関際傘情報提供燦

行榊崎い傘甑

第濯者評価宙業昨裴要性燦シ

明裁⅕各園埼昨当ゅ宙業昨棡

入燦透裁⅕普及透禍燦噪傘甑

各園埼昨職場不研修昨実施

各種職場弸研修会⅕講演会等匙

昨参加

漉各種研修会匙昨参加腰保育脉不研修昨積極的作実施燦透禍際傘碕碕雑削腰

研修機会昨荐充腰各保育脉削対際傘指棡監督体制昨充実燦噪傘等腰保育昨質

昨向琢削昧薩傘甑

第濯者評価宙業昨裴要性燦シ明

裁⅕各園埼昨当ゅ宙業昨棡入燦

透裁⅕普及透禍燦噪傘甑
漉保育支実似旨昨提供不容作鷺燦⅕苗塡質中立作第濯者機関歳評価燦行

い⅕罪昨結果歳苗表細参傘祭碕碕作傘第濯者評価宙業昨普及透禍燦噪傘甑

漉子育崎中昨親子歳邊い⅕様々作穀索燦通載崎交流際傘場燦設砕傘碕碕雑

削⅕子育崎支援情報昨提供鯖育児⅕栄養相談燦実施裁⅕子育崎家庭昨支援燦

噪傘甑

坤幼稚園質保育脉質ィ暼祭鷺雑

園利用昨裁採三墾⅕次実痔時実

施⅕各保育脉作鷺削採い崎保育

支実似旨削関際傘情報提供燦

行榊崎い傘甑

漉保育支実似旨昨実施状況等削関際傘情報燦滲昨情報燦冊子作鷺埼提供際傘

碕碕雑削⅕利用者昨選択肢燦荐砦傘冴薩⅕次実痔時実施作鷺燦利用裁冴積極

的作情報提供燦蘿禍際傘甑

宙業昨6162 各園埼昨職場不研修昨実施

各種職場弸研修会⅕講演会等

匙昨参加

宙業昨6162

θ10鏤「】日漉支ン質式児鴫函館χ θ10鏤5日漉支ン質式児鴫函館χ
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

解子育崎支援ネ紫詞ワ実屍宙業 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 ネ紫詞ワ実屍会議昨開催 ネ紫詞ワ実屍会議昨開催 ネ紫詞ワ実屍会議昨開催

ǖ回 ǖ回 ǖ回

部会昨開催 Ľ回 部会昨開催 ǖ回 部会昨開催 Ľ回

使持ン詞昨開催 ǖ回 使持ン詞昨開催 ǹ回 使持ン詞昨開催 ǖ回

研修会昨開催 ǘ回 研修会昨開催 ǹ回 研修会昨開催 ǘ回

回地域子育崎支援拠点宙業(子育崎支竺ン)(再掲)

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

塊擦薩榊祭支竺ンθ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

壊阪索榊祭作栽皿裁殺動会θ再掲χお子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

廻朔祭坂崎姿紫枝寺鹿孜θ再掲χ ［経済部商業振興課］

快児童館削採砕傘子育崎支援宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

怪採父さ珊昨冴薩昨子育崎講燼θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

(「) 子育崎支援情報昨提供昨充実θＰĄĽ～ĄŚχ

会旨爾実詞児四ン向砕仔寺式坤Ｇｒｕｃｃｏ(市識紫コ)墾 お子鷺雑企き課Ｂ 宙業昨6162 宙業昨6162 宙業昨6162

解坤際采際采手帳墾昨æ行 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 作成部数 ǘ⅕Ťǹǹ部 作成部数 ǹ部 作成部数 ǘ⅕Śǹǹ部

回子育崎支治実詞情報通信坤際采際采墾昨æ信 お捩子保健課Ｂ 次実痔時実施更新 次実痔時実施更新 烝漉ǘ回 次実痔時実施更新 ǖ回 次実痔時実施更新 烝漉ǘ回

(」) 地域削採砕傘子育崎意識昨啓æ推進θＰĄŚ～ĄŤχ

会主任児童委員，児童委員昨活動昨透進 ［地域福祉課］ 活動昨透禍 児童委員 Śǖǹ人 児童委員 Śǖǹ人 児童委員 Śǖǹ人

う阪主任児童委員 Ľǹ人 う阪主任児童委員 Ľǹ人 う阪主任児童委員 Ľǹ人

解地域子育崎支援拠点宙業(子育崎支竺ン)(再掲)

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

回擦薩榊祭支竺ンθ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

塊朔祭坂崎姿紫枝寺鹿孜θ再掲χ ［経済部商業振興課］

壊子育崎仔寺式昨棡入θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ

廻児童館削採砕傘子育崎支援宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

漉子鷺雑歳生擦参崎栽晒就学際傘擦埼昨子育崎削関際傘様々作制燵鯖相談質

支援昨窓口昨察栽⅕苗共施設鯖商業施設燦含薩⅕滲不削採い崎⅕採殺肴替え

鯖授乳質調乳昨思実試実昨設置情報燦掲載裁冴情報ア坤際采際采手帳墾燦作

成裁⅕際冊崎昨出生世澳碕就学前児童燦持肴転入世澳削配漱際傘宙業甑

計き期間不昨宙業尤燦薩

菜際甑漉子鷺雑鯖子育崎家庭燦対象碕裁冴使持ン詞情報鯖各種手当等昨申請案不昨

採知晒在作鷺⅕子鷺雑質子育崎支援削関際傘情報燦旨爾実詞児四ン向砕仔寺

式削皿三配信際傘宙業甑

漉子育崎支援削関わ傘滲民団体鯖専門機関作鷺1【団体削子鷺雑鑷来部燦加え

冴1】団体削皿三坤函館滲子育崎支援ネ紫詞ワ実屍墾燦構成裁崎採三⅕滲民碕

誘働裁崎子育崎支援燦蘿禍際傘冴薩⅕地域昨子育崎力昨向琢鯖子育崎支援昨

機殺燦高薩傘冴薩昨使持ン詞⅕研修会等燦実施際傘宙業甑

漉児童昨健全育成鯖虐瘤防溺昨流組札作鷺⅕子鷺雑碕子育崎家庭匙昨支援燦

撤民碕瀧体碕作榊崎禍薩傘冴薩⅕主任児童委員⅕児童委員昨活動燦透禍際

傘甑

漉子鷺雑昨æ署段艹削応載冴子育崎ワン治使ン詞情報鯖罪昨時時削や巠碕

作榊崎い傘宙柄燦思ン歯屍詞削擦碕薩⅕烝削「回次実痔時実施削掲載際傘碕

碕雑削⅕児式実時実歯実作鷺削雑適暸掲載際傘作鷺⅕皿三手軽削子育崎情報

燦入手埼済傘皿う情報昨æ信方法燦工彿際傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

快子育崎支援ネ紫詞ワ実屍宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

怪坤際采際采手帳墾昨æ行θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

悔子育崎支治実詞情報通信坤際采際采墾昨æ信θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

ǜ　子鷺雑昨健全育成

(1) 子鷺雑昨居場所咲采三昨整備推進θＰĽǹ～ĽĄχ

会函館滲子鷺雑条例昨制定θ再掲χ ［子鷺雑企き課］

解児童館等昨充実 ［逗世鎚育成課］ 施設数 施設数 施設数 施設数

児童館 ǘĽ栽脉 児童館 ǘĽ栽脉 児童館 ǘĽ栽脉

捩碕子昨家 ǖ栽脉 捩碕子昨家 ǖ栽脉 捩碕子昨家 ǖ栽脉

延利用者人数θ貸館瞩采χ 延利用者人数θ貸館瞩采χ 延利用者人数θ貸館瞩采χ

ǘǘŚ⅕ǜǜǜ人 ǖǹĽ⅕ǜǖǘ人 ǘǘŞ⅕ǹǹǹ人

回児童館等昨適塡配置昨検討 ［逗世鎚育成課］ 施設数 児童館 ǘĽ栽脉 児童館 ǘĽ栽脉 児童館 ǘĽ栽脉

捩碕子昨家 ǖ栽脉 捩碕子昨家 ǖ栽脉 捩碕子昨家 ǖ栽脉

塊子鷺雑昨冴薩昨就業体験宙業坤朔祭坂崎姿紫枝祉司ン墾昨開催 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 参加児童数 約Ąǹǹ人 参加児童数 Ąǹǹ人

壊根崎生活館 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 各種教室開催不訳 各種教室開催不訳 各種教室開催不訳

漉汐姉教室 ǜǹ回 漉汐姉教室 ǖĽ回 漉汐姉教室 ǜǹ回

習數教室 Ąǹ回 習數教室 ǘǹ回 習數教室 Ąǹ回

書写教室 ǘǘ回 書写教室 Ť回 書写教室 ǘǘ回

絵き教室 ǘǹ回 絵き教室 ǖǹ回 絵き教室 ǘǹ回

特慕教室 ǖǖ回 特慕教室 ǖ回 特慕教室 ǖǖ回

老朽尤裁崎い傘美原児童館昨移

転昨蘿禍θ亀ゅ地癒統合施設削

機能移転⅕建築中χ採皿索高

盛質人見質鑚か児童館燦邊約裁

冴統合児童館昨整備θ建設χ昨

察栽⅕法暼耐用烝数燦超え崎い

傘児童館昨移転質邊約尤燦検討

老朽尤裁崎い傘美原児童館昨移

転昨蘿禍θ亀ゅ地癒統合施設削

機能移転⅕建築中χ採皿索高

盛質人見質鑚か児童館燦邊約裁

冴統合児童館昨整備θ建設χ昨

察栽⅕法暼耐用烝数燦超え崎い

傘児童館昨移転質邊約尤燦検討

Ť鏤ǘŤ日開催予暼

漉滲不削在撤擦冴朔通学際傘椌学校ǚ質ǜ烝生燦対象削⅕様々作企業鯖団体

等碕昨誘働昨雑碕⅕子鷺雑冴阪歳擬似的削就労鯖消ホ活動等燦体験際傘宙

業甑

漉児童館等朔⅕痛和元烝】鏤1日時珵埼「【栽脉設置裁崎い擦際歳⅕施設昨老朽

尤鯖児童数昨減少作鷺削皿三利用者数朔減少傾向削あ三⅕罪昨瀧方埼⅕少子

尤削伴い⅕椌学校癒昨再y歳禍薩晒参崎い傘祭碕栽晒⅕児童館等昨適塡作配

置削肴い崎検討際傘碕碕雑削⅕坤児童館昨老朽尤匙昨対応削肴い崎墾昨基鑚

的作考え方削基咲済⅕直昨苗共施設昨移転鯖統廃合削肴い崎雑検討際傘甑

老朽尤対応碕裁崎⅕美原児童

館昨移転昨蘿禍θ建設χ⅕高

盛質人見質鑚か児童館燦邊約

裁冴統合児童館昨整備θ実施

設計等χ昨察栽⅕法暼耐用烝

数燦超え崎い傘児童館昨移

転質邊約尤燦検討

漉児童削邊団的質個慕的作穀索昨指棡鯖生活昨援妹燦行い⅕旨治実肢教室鯖

文尤宙業作鷺昨各種宙業燦実施際傘中埼⅕異烝齢鯖異世鎚昨交流燦蘿禍裁⅕

児童削体験昨場燦提供際傘甑

漉擦冴⅕子育崎仔詩飼使孜実等⅕地域昨滋鹿ン至伺仔碕碕雑削⅕鑷就学児童

碕罪昨保護者燦対象碕裁冴子育崎支援宙業燦実施際傘甑

漉細晒削⅕地域撤民碕昨連携削皿傘地域昨児童昨見晤三等燦行い⅕児童削関

際傘様々作問巠昨鑷然防溺碕早期æ見削昧薩傘甑

漉作採⅕烋成「】烝燵栽晒⅕瀧部昨児童館削指暼管理者制燵燦棡入裁⅕烋成」0

烝燵昨検証昨結果⅕超後削採い崎雑指暼管理者昨管理質殺営燦6162質荐充裁

崎い采甑

θ工作質舫三㊎質旨治実肢教室作鷺χ

漉児童質生徒育成宙業碕裁崎⅕書写教室鯖絵き教室⅕習數教室燦実施裁崎い

傘察栽⅕椌質中学校昨夏休札鯖冬休札期間削朔⅕工作鯖舫三㊎⅕裕球教室作

鷺昨特慕教室雑実施際傘甑

θ工作質舫三㊎質裕球教室作鷺χ θ工作質舫三㊎質旨治実肢教室作鷺χ

θŤ鏤ǚǹ日漉支ン式児鴫削崎

開催χ
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

廻放課後昨子鷺雑昨居場所咲采三昨総合的作検討 ［逗世鎚育成課］ 施設等数 施設等数 施設等数 施設等数

連携箇脉数 漉児童館等 ǘŚ館 漉児童館等 ǘŚ館 漉児童館等 ǘŚ館

漉譌課後児童屍鹿字 漉譌課後児童屍鹿字 漉譌課後児童屍鹿字

ĽŚ屍鹿旨 ĽŤ屍鹿旨 ĽŤ屍鹿旨

θĄŤ施設χ θĄŤ施設χ θĄŤ施設χ

漉譌課後子鷺雑教室 ǖǖ校 漉譌課後子鷺雑教室 ǖǹ校 漉譌課後子鷺雑教室 ǖǹ校

快放課後児童健全育成宙業θ学童保育宙業χ昨充実θ再掲χ［逗世鎚育成課］

怪放課後児童健全育成宙業削採砕傘公共施設昨活用透進θ再掲χ

［逗世鎚育成課］

悔放課後子鷺雑教室推進宙業θ再掲χ ［逗世鎚育成課］

恢新質放課後子鷺雑総合寺鹿ン指棡員研修会θ再掲χ ［逗世鎚育成課］

懐函館コ璽自誌至伺寺鹿孜θＧ旨屍嗣仔χ ［経済部商業振興課］ 入館者数 18】貫811人 入館者数 88貫845人 入館者数 100貫000人

戒公園昨長梹命尤檮策 お苗園河川整備課Ｂ 都滲苗園昨箇脉数 ǚŚǚ栽脉 都滲苗園昨箇脉数 ǚŚǚ栽脉 都滲苗園昨箇脉数 ǚŚŚ栽脉

拐亀田青少烝会館 お生涯学習文尤課Ｂ 宙業昨6162 延利用者人数 ǚǖ⅕ǘĽĽ人 延利用者人数 ǖǜ⅕ǖĽǖ人 延利用者人数 ǚǹ⅕ŞŤŤ人

改青少烝研修止ン祉実 お生涯学習文尤課Ｂ 宙業昨6162 宙業昨実施 宙業昨実施 宙業昨実施

宿泊型 Ş回/烝 宿泊型 ǜ回/烝 宿泊型 ǖǹ回/烝

日澣三型 ǖǹ回/烝 日澣三型 ǜ回/烝 日澣三型 ǖǹ回/烝

延利用者人数 ǘŞ⅕ĄŤĄ人 延利用者人数 ǖǖ⅕ŚĄŤ人 延利用者人数 ǘŞ⅕ǖŤǚ人

宿泊人数 Ś⅕ǜǖǘ人 宿泊人数 ǜ⅕ǹǖĽ人 宿泊人数 Ś⅕ǘǘǘ人

魁公民館 お生涯学習文尤課Ｂ 宙業昨6162 苗民館講燼θ椌学生対象χ 苗民館講燼θ椌学生対象χ 苗民館講燼θ椌学生対象χ

実施回数 ǘĄ回 実施回数 ǖǹ回 実施回数 ǖǘ回

溜講者 ǘǖŤ人 溜講者 ǖǹǘ人 溜講者 ǖĄǚ人

晦司伺実屍嗣ン詩質支実屍識活動推進宙業 お生涯学習文尤課Ｂ 宙業昨6162 実施回数 ǜ回 実施回数 ǹ回 実施回数 ǜ回

延参加者数 Ąǘ人 延参加者数 ǹ人 延参加者数 ǖǘǹ人

定θう阪連携型ŹŚ栽脉

定定定定定定定瀧体型Źǖ栽脉

漉漉漉漉罪昨直Źǚ栽脉χ

定θう阪連携型ŹŚ栽脉

定定定定定定定瀧体型Źǖ栽脉

漉漉漉漉罪昨直Źǘ栽脉χ

漉譌課後昨子鷺雑昨居場脉碕裁崎⅕坤児童館墾⅕坤譌課後児童屍鹿字θ学童

保育脉χ墾⅕坤譌課後子鷺雑教室墾歳あ三⅕譌課後昨子鷺雑昨晧全作居場脉

咲采三燦蘿禍裁⅕皿三効果的作展開燦噪傘冴薩⅕罪参財参昨あ三方燦含薩検

討燦禍薩傘甑

漉擦冴⅕国昨坤新質譌課後子鷺雑総合寺鹿ン墾削基咲済⅕殺営委員会燦設置

裁⅕椌学校昨余裕教室鯖児童館削採砕傘流組札燦含薩⅕彬体的作宙業手法等

燦検討際傘祭碕削皿三⅕坤譌課後児童屍鹿字θ学童保育脉χ墾碕坤譌課後子

鷺雑教室墾昨連携燦噪傘作鷺⅕譌課後昨子鷺雑昨居場脉咲采三燦総合的削検

討際傘甑

定θう阪連携型ŹŚ栽脉

定定定定定定定瀧体型Źǖ栽脉

漉漉漉漉罪昨直Źǘ栽脉χ

都滲苗園昨穀彬等施設昨

改築質更新削昧薩傘甑漉都滲苗園昨穀彬等施設削肴い崎朔⅕老朽尤削対際傘晧全性昨確保⅕擦冴⅕

苗園施設昨鹿使児支使屍識思旨詞縮減昨観珵栽晒⅕穀彬等施設昨改築質更新

削昧薩傘甑

烋成「重烝燵昨開設燦薩菜

際甑漉函館鑚か地癒優良建築物等整備宙業θ旧市識磁斯至伺五稜郭店跡地χ削採

い崎⅕多目的次実識鯖児式実旨時実旨作鷺燦備え⅕滲民⅕特削若者歳気軽削

来場裁⅕広采交流埼済傘施設碕裁崎⅕烋成「重烝4鏤「「日士実寺ン甑

θ函館思璽自誌至伺寺鹿孜栽晒隣称変更χ

漉青少烝昨健全育成碕滲民昨生涯学習活動昨透禍燦噪傘冴薩昨宿泊研修施設

埼⅕社会性鯖思い鯖三昨心作鷺⅕青少烝昨豊栽作人間性燦朔犀采殺各種体験

活動宙業燦実施際傘甑

θ苗園ǚǜŚ栽脉⅕g地ǘĽ栽脉χ θ苗園ǚĄǖ栽脉⅕g地ǘĽ栽脉χ

実施苗園数漉ǖǘ栽脉 実施苗園数漉ǖǘ栽脉

漉滲不削在撤擦冴朔勤務際傘勤労青烝鯖児童⅕生徒⅕学生昨⅕健全育成燦噪

傘冴薩昨施設埼⅕青少烝昨冴薩昨教養講燼等燦実施際傘甑

θ苗園ǚǜŚ栽脉⅕g地ǘĽ栽脉χ

漉椌学生対象昨苗民館講燼碕裁崎⅕陶芸教室鯖習數教室⅕絵崎歳札教室作鷺

燦実施際傘甑

漉休日削⅕藴歳い昨あ傘児童質生徒削対裁崎⅕学生滋鹿ン至伺仔碕瀧h削活

動埼済傘体験昨場碕機会燦提供際傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

械学校開放宙業θ文尤開放χ お生涯学習文尤課Ｂ 宙業昨6162 施設数 施設数 施設数

椌学校開譌 Ş校 椌学校開譌 Ş校 椌学校開譌 Ş校

中学校開譌 ǚ校 中学校開譌 ǚ校 中学校開譌 ǜ校

海学校開放宙業θ校庭開放，穀泳開放χ お旨治実肢振興課Ｂ 宙業昨6162 施設数 施設数 施設数

校庭開譌 ǖĄ校θǘ校χ 校庭開譌 ǖǜ校θǚ校χ 校庭開譌 ǖǜ校

穀泳開譌 ǘǖ校θǹ校χ 穀泳開譌 ǘǹ校θǹ校χ 穀泳開譌 ǘǹ校

※括弧不朔実開譌数

灰函館仔式実試 お旨治実肢振興課Ｂ 烋成ǘŚ烝Ş鏤開館 子鷺雑燦対象碕裁冴教室 子鷺雑燦対象碕裁冴教室 子鷺雑燦対象碕裁冴教室

質親子体育教室 ŚŚ組 質親子体育教室 ǚǚ組 質親子体育教室 Şǹ組

質わ珊窄采教室 Ľǖ人 質わ珊窄采教室 ǜǹ人 質わ珊窄采教室 Şǹ人

Śǖ人 ǘŚ人 Şǹ人

ǜĄ人 ǘǹ人 Ľǹ人

ĄĄ人 ǚǖ人 Ľǹ人

界絵鑚昨ジ札聞栽せ お噪書館Ｂ→［生涯学習文尤課］ 宙業昨6162 実施回数 ǚĄŚ回 実施回数 ǖǜǖ回 実施回数 ǚǜǜ回

参加者数 Ą⅕ǘǖǹ人 参加者数 ǘ⅕ǖǜŚ人 参加者数 Ą⅕ǹŞĽ人

(「) 少烝非行，い載薩質不ɔ校等削檮際傘支援昨推進θＰĽĽ～ĽŤχ

会函館滲子鷺雑条例昨制定θ再掲χ ［子鷺雑企き課］

解子鷺雑作珊埼雑相談ǖǖǹ番θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

回青少烝補棡止ン祉実 ［逗世鎚育成課］ 宙業昨6162 補棡件数 Ąǚ件 補棡件数 ǖǚ件 補棡件数 Ąǹ件

注意質補棡件数 ǜǚŞ件 注意質補棡件数 ǖǜǖ件 注意質補棡件数 ǜŚǹ件

活動回数 ŚǖĽ回 活動回数 ǘŤǘ回 活動回数 ŚǖĽ回

昼間補棡 ǚĽǘ回 昼間補棡 ǖǜǖ回 昼間補棡 ǚĽǘ回

夜間補棡 ǘĄǚ回 夜間補棡 ǖǹǹ回 夜間補棡 ǘĄǚ回

特慕補棡 ǖǹǖ回 特慕補棡 ĄĽ回 特慕補棡 ǖǹǖ回

塊鐚害図書等販売状況一斉立入調査 ［逗世鎚育成課］ 調査店舗数 調査件数 ǘĄ件 ǖǖ鏤実施予暼 調査件数 ǘĄ件

θǖǖ鏤ǖĄ日実施χ

壊適応指棡教室昨開設 お遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ 施設数 施設数 ǖ栽脉 施設数 ǖ栽脉 施設数 ǖ栽脉

通㊏数漉 椌学生漉ǖ人 通㊏数漉 椌学生漉ǖ人 通㊏数漉 椌学生漉ǘ人

中学生漉Ą人 中学生漉ǘ人 中学生漉ǜ人

質事紫寺次紫寺私ン旨 質事紫寺次紫寺私ン旨

漉滲立学校昨施設燦学校教育削支藴昨作い範噬埼文尤活動⅕社会教育活動燦

行う市識実寺質支実屍識昨学習鯖活動昨場脉碕裁崎⅕特慕教室等燦開譌際

傘甑
語学⅕合唱⅕器楽⅕私ン旨等昨団体匙開譌

漉滲立学校昨施設燦学校教育削支藴昨作い範噬埼旨治実肢活動等削開譌裁⅕

校庭開譌碕裁崎椌学校児童鯖保護者昨付済添い昨あ傘幼児燦対象削体育館碕

市鹿司ン詩燦開譌裁崎い傘察栽⅕穀泳開譌碕裁崎成人昨引率者歳い傘祭碕燦

条件削児童質生徒昨団体燦対象削穀泳昨冴薩削寺実識燦開譌際傘甑

語学⅕合唱⅕器楽⅕私ン旨等昨団体匙開譌語学⅕合唱⅕器楽⅕私ン旨等昨団体匙開譌

漉子鷺雑燦対象碕裁冴各種昨学習型宙業鯖旨治実肢教室昨察栽⅕寺竺旨治実

肢選手削皿傘屍式誌紫屍作鷺燦実施際傘甑

質施自誌仔室不支紫始実

質璽誌飼旨師紫詞教室

質施自誌仔室不支紫始実

質事紫寺次紫寺私ン旨

質施自誌仔室不支紫始実

質璽誌飼旨師紫詞教室 質璽誌飼旨師紫詞教室

漉子鷺雑昨時期栽晒鑚削親裁札⅕鑚碕接際傘機会昨提供等燦目的削⅕滋鹿ン

至伺仔削皿傘㊎芝居鯖絵鑚燦使榊冴ジ札聞栽在昨実演燦際傘甑

漉函館滲補棡止ン祉実昨育成補棡員Ą隣採皿索少烝補棡委員θ滲不椌質中質

高等学校等昨教員削委嘱χ削皿三⅕大型店舗鯖始鹿士師滋紫屍旨⅕志実痔止

ン祉実等埼街頭補棡活動燦実施際傘甑

漉青少烝燦流三巻采環境昨浄尤活動碕裁崎⅕鐚害噪書等昨流扱い⅕陳列方法

鯖⅕青少烝昨携澳電や質旨爾実詞児四ン匙昨児伺識祉式ン市機能昨義務尤等

削肴い崎⅕書店鯖鴫ン祉識似視士店⅕携澳電や宙業者等匙昨立入調査燦瀧斉

削行い⅕店主等匙昨シ明鯖指棡⅕誘力要請燦行う宙業甑

漉邊団生活匙昨濁適応⅕学業削対際傘濁晧作鷺削皿榊崎⅕ɔ校埼済作い状況

削あ傘児童質生徒燦対象削⅕家庭訪問昨察栽⅕坤鯖際晒災学㊏墾θ遊戻海暑

教育止ン祉実χ削採砕傘個慕鯖椌邊団埼昨指棡鯖相談燦行う甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

廻い載薩不ɔ校等檮策推進宙業 お教育指棡課Ｂ 式実児鴫紫詞配漱数 式実児鴫紫詞配漱数 式実児鴫紫詞配漱数 式実児鴫紫詞配漱数

ǘǹ⅕ǹǹǹ部 ǹ部 ǘǖ⅕ǹǹǹ部

漉教育指棡課 漉教育指棡課 漉教育指棡課

漉遊戻海暑教育止ン祉実 漉遊戻海暑教育止ン祉実 漉遊戻海暑教育止ン祉実

快祭祭山昨相談員配置宙業 お学校教育課⅕教育指棡課Ｂ 相談件数 ǖŤǹ件 相談件数 ĄĽ件 相談件数 ǖĽǹ件

第ǘ　母子昨健康確保碕増進

ǖ　妊産婦質乳幼児削関際傘勉参目昨作い保健檮策昨充実

(1) 健康診査，保健相談質指棡昨充実θＰŚǹ～ŚĄχ

会妊婦健康診査 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 妊婦瀧般健康診査 妊婦瀧般健康診査 妊婦瀧般健康診査

健診溜診率 83.9% 健診溜診率 86.7% 健診溜診率 93.0%

解妊産婦保健指棡 お捩子保健課Ｂ 11溫通不榲出率 11溫通不妊娠榲出率 92.8% 11溫通不榲出率 94.3% 11溫通不榲出率 97.0%

ﾊｲゆにｸ妊産婦匙昨指棡 ⺿時 ﾊｲゆにｸ妊婦匙昨指棡 ⺿時 ﾊｲゆにｸ妊婦匙昨指棡 ⺿時

捩子支援地域連絡会昨開催 捩子支援地域連絡会昨開催 捩子支援地域連絡会昨開催 捩子支援地域連絡会昨開催

捩子支援連絡票 ǖǘ回 Ą回 ǖǘ回

捩子支援連絡票削皿傘支援率 捩子支援連絡票削皿傘支援率 捩子支援連絡票削皿傘支援率

100.0⊠ 100.0⊠ 100.0⊠

回乳幼児健康診査 お捩子保健課Ｂ 溜診率昨向琢燦噪傘甑 溜診率 溜診率 溜診率

質ǜ栽鏤児健康診査溜診率 96.9% 質ǜ栽鏤児健康診査溜診率 96.2% 質ǜ栽鏤児健康診査溜診率 97.5%

対象者1貫」5重人漉溜診者1貫」1】人 対象者5重8人漉溜診者5】5人 対象者1貫」5【人漉溜診者1貫」「「人

質10栽鏤児健康診査溜診率 88.2% 質10栽鏤児健康診査溜診率 91.4% 質10栽鏤児健康診査溜診率 86.0%

対象者1貫」重4人漉溜診者1貫「」0人 対象者【0】人漉溜診者555人 対象者1貫」】4人漉溜診者1貫18「人

質1遁【栽鏤児健康診査溜診率 96.2% 質1遁【栽鏤児健康診査溜診率 94.4% 質1遁【栽鏤児健康診査溜診率 95.3%

対象者1貫408人漉溜診者1貫」55人 対象者55」人漉溜診者5「「人 対象者1貫」8重人漉溜診者1貫」「4人

質ǚ遁児健康診査溜診率 97.4% 質ǚ遁児健康診査溜診率 96.8% 質ǚ遁児健康診査溜診率 93.9%

対象者1貫551人漉溜診者1貫511人 対象者4重4人漉溜診者4】8人 対象者1貫44「人漉溜診者1貫」54人

塊乳幼児健康診査忠次旨屍式実誌ン市 お捩子保健課Ｂ 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数

経過観察健診 経過観察健診貧訓練含殺週 1「回 経過観察健診貧訓練含殺週 5回 経過観察健診貧訓練含殺週 1「回

対象者数 1「」人 対象者数 5】人 対象者数 1「4人

溜診者数 実10【人漉延141人 溜診者数 実4重人漉延55人 溜診者数 実108人漉延1」5人

椌児肥満児四竺実児健診 昨索榊祭健診 1「回 昨索榊祭健診 5回 昨索榊祭健診 1「回

θ昨索榊祭健診χ 対象者数 定【1人 対象者数 」」人 対象者数 定80人

溜診者数 実4】人漉延【重人 溜診者数 実「5人漉延「【人 溜診者数 実【0人漉延【」人

子鷺雑昨悩札相談電や定ǚ栽脉 子鷺雑昨悩札相談電や定ǚ栽脉

祭祭山昨相談員貧教育ぬるﾀｰ不週

子鷺雑昨悩札相談電や定ǚ栽脉

祭祭山昨相談員貧教育ぬるﾀｰ不週 祭祭山昨相談員貧教育ぬるﾀｰ不週

い載薩鯖濁ɔ校等昨鑷然

防溺採皿索早期解決削昧

薩傘甑

漉子鷺雑昨悩札相談電や昨対応採皿索学校等昨要請等削応載崎学校燦巡回

裁⅕児童質生徒採皿索保護者等匙昨始司ン止式ン市鯖学校採皿索教育委員会

匙昨妹言燦行う相談員燦配置裁⅕教育委員会鯖学校等碕連携裁⅕い載薩鯖濁

ɔ校等昨鑷然防溺採皿索早期解決削昧薩傘甑

θ祭祭山昨巡回相談員配置宙業栽晒隣称変更χ

漉児童質生徒昨い載薩鯖濁ɔ校削関際傘問巠削肴い崎⅕罪昨対応削逃わ傘誘

議等燦行い⅕啓æ用式実児鴫紫詞昨作成質配漱鯖坤朔祭坂崎子鷺雑次紫詞鹿

使ンθ子鷺雑昨悩札相談電やχ墾貧遊戻海暑教育止ン祉実週昨開設⅕講演会鯖

地域邊会昨開催θ烝ǖ回χ作鷺削流三組殺甑

漉捩子健康手帳交付時⅕初回栽晒妊娠」重溫前後擦埼昨妊婦健康診査削肴い

崎⅕望擦裁い回数碕細参傘14回便昨溜診票碕超音波検査用溜診票燦交付裁⅕

健診ホ用昨瀧部燦妹成際傘祭碕削皿三妊婦昨経済的負担燦軽減裁崎採三⅕超

後雑妊婦昨健康管理燦噪傘冴薩⅕健診溜診率昨向琢削昧薩傘甑

漉妊娠11溫通不昨早期昨妊娠榲出率昨向琢燦噪傘察栽⅕妊産婦訪問鯖電や相

談匙昨対応作鷺⅕保健指棡燦充実質強尤際傘碕碕雑削⅕捩子支援連絡斯旨至

痔宙業燦活用裁冴諭療機関碕昨連携削皿三⅕雌使式旨屍妊産婦匙昨支援燦強

尤際傘甑

漉子鷺雑昨疾病鯖藴歳い燦早期削æ見裁⅕早期治療鯖早期療育削肴作砦傘碕

碕雑削⅕育児削関際傘細擦菜擦作相談削応載⅕子鷺雑昨健全育成歳噪晒参傘

皿う⅕ǜ栽鏤⅕10栽鏤⅕1遁Ľ栽鏤⅕ǚ遁児昨健康診査燦6162裁⅕溜診率昨

向琢燦噪傘甑

漉乳幼児健診削採い崎⅕æ育質æ署昨遅参歳疑わ参傘子鷺雑燦対象碕裁冴経

過観察健診θ訓練含殺χ碕⅕肥満予防対策歳必要碕ィ薩晒参冴子鷺雑燦対象

碕裁冴椌児肥満児四竺実児健診燦実施際傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

壊乳幼児精密健康診査 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 溜診票交付人数 105人 溜診票交付人数 」「人 溜診票交付人数 8【人

溜診人数 重」人 溜診人数 「5人 溜診人数 8【人

廻乳幼児保健指棡 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 捩子支援連絡票 5【5件 捩子支援連絡票 1重1件 捩子支援連絡票 54【件

鑷熟児訪問 実8重人漉延重5人 鑷熟児訪問 実4】人漉延50人 鑷熟児訪問実11」人漉延1「0人

多胎児訪問 実4」人漉延【0人 ※ 多胎児訪問 実8人漉定延8人 ※ 多胎児訪問 実「0人漉定延「0人 ※

藴害児訪問漉実」】人漉延重5人 藴害児訪問漉実「4人漉延5】人 藴害児訪問漉実58人漉延1」】人

※裴複あ三 ※裴複あ三 ※裴複あ三

æ署相談 実188人漉延「1重人 æ署相談 実8」人漉延重8人 æ署相談 実「00人漉延「」【人

快定期予防接種 お捩子保健課Ｂ 接種率θ実施率χ

貧żŔČ⅕治式士⅕麻裁珊

風裁珊⅕濯種混合等χ

怪妊産婦歯科健診質相談                                                                                                                                                                                                    ［健康増禍課］ 溜診者数 妊産婦歯科健康診査 妊産婦歯科健康診査 妊産婦歯科健康診査

溜診者数 1」8人 溜診者数 55人 溜診者数 15「人

溜診率 4.8⊠

悔乳幼児歯科健診質相談 お捩子保健課Ｂ 殺裁歯鐚病者率 殺裁歯鐚病者率 殺裁歯鐚病者率

ǖ遁Ľ栽鏤児健診時定定 ǖ遁Ľ栽鏤児健診時定定 ǖ遁Ľ栽鏤児健診時定定

ǚ遁児健診時漉漉漉定 ǚ遁児健診時漉漉漉定 ǚ遁児健診時漉漉漉定

」遁擦埼削児紫素塗漱燦」回通琢実施 」遁擦埼削児紫素塗漱燦」回通琢実施 」遁擦埼削児紫素塗漱燦」回通琢実施

祭碕柵昨相談漉⺿時専門療育機

関匙肴作犀

祭碕柵昨相談漉⺿時専門療育機

関匙肴作犀

漉漉漉漉第ǖ期定漉漉4「.0⊠

日鑚脳炎定定定定定定定定定定定5重.】⊠

四種混合漉漉定定定定漉定4「.4⊠

接種率

żŔČ漉漉定漉漉漉定定4」.5⊠

祭碕柵昨相談漉⺿時専門療育

機関燦紹跳

漉感染症燦予防際傘冴薩削⅕主削乳幼児削接種際傘⅕żŔČ⅕四種混合θ施

児至式仔⅕百日在済⅕破傷風⅕治式士χ⅕麻裁珊⅕風裁珊⅕水痘⅕事字⅕椌

児用肺炎球菌等昨各ワ屍糸ン燦朔載薩⅕主削椌学Ľ烝生燦対象削接種際傘忠

種混合ワ屍糸ンθ施児至式仔⅕破傷風χ第ǘ期鯖⅕主削中学ǖ烝女子燦対象

削接種際傘子宮頸歳珊予防ワ屍糸ン燦実施裁崎済冴甑擦冴⅕烋成ǘŞ烝ǜ鏤

栽晒日鑚脳炎ワ屍糸ン歳戻海暑削採い崎雑暼期予防接種碕作榊冴察栽⅕輪烝

ǖǹ鏤栽晒朔B型肝炎ワ屍糸ン雑暼期予防接種碕作三⅕接種旨師施自実識歳

複雑埼過密削作榊崎い傘祭碕栽晒⅕接種昨誤三燦防災⅕適勉作時期削接種際

傘祭碕歳埼済傘皿う⅕個慕通知鯖広報等削皿三⅕積極的作勧奨削昧薩⅕接種

率昨向琢燦噪傘甑

漉乳幼児健診削採い崎⅕皿三精密作検査歳必要碕ィ薩晒参冴子鷺雑燦対象

削⅕諭療機関埼精密健診燦実施裁⅕罪昨結果削応載崎保健師昨支援燦行う宙

業甑

漉保護者昨細擦菜擦作育児濁晧等削適勉削対応裁⅕罪昨解消削昧薩傘祭碕埼

子鷺雑昨健全育成鯖児童虐瘤予防歳噪晒参傘皿う⅕乳幼児健診埼昨保健指

棡⅕鑷熟児鯖多胎児⅕藴歳い児等匙昨訪問等削皿傘相談支援昨察栽⅕乳幼児

健診鑷溜診者匙昨溜診勧奨鯖状況確ィ⅕諭療機関栽晒昨捩子支援連絡票削皿

傘養育支援歳必要作捩子昨早期把握採皿索適勉作支援燦行う甑

四種混合漉漉定定定定定定101.4⊠

żŔČ漉漉定漉漉漉定定重】.】⊠

接種率重5.0%通琢燦薩菜際甑 接種率

漉漉漉漉第ǖ期定漉漉重8.0⊠

忠種混合第ǘ期漉漉定8】.4⊠

麻裁珊風裁珊混合漉定重【.8⊠ 麻裁珊風裁珊混合漉定50.「⊠ 麻裁珊風裁珊混合漉定重4.1⊠

漉漉漉漉第ǖ期定漉漉重4.8⊠

żŔČ漉漉定漉漉漉定100.」⊠

治式士θ濁活尤χ漉定】重.【⊠ 治式士θ濁活尤χ漉定定定定0⊠ 治式士θ濁活尤χ漉定5】.1⊠

四θ濯χ種混合漉漉10」.0⊠

忠種混合第ǘ期漉漉定8」.8⊠ 忠種混合第ǘ期漉漉定54.「⊠

漉漉漉漉第ǘ期漉定漉重5.】⊠ 漉漉漉漉第ǘ期漉定漉5】.」⊠ 漉漉漉漉第ǘ期漉定漉重」.5⊠

水痘漉漉漉漉漉漉漉定重重.1⊠ 水痘漉漉漉漉漉漉漉定4「.重⊠ 水痘漉漉漉漉漉漉漉10「.】⊠

事字漉定定定定定定定定定定定定10」.】⊠

椌児用肺炎球菌漉定定定重】.【⊠ 椌児用肺炎球菌漉定定定4」.重⊠ 椌児用肺炎球菌漉定定104.「⊠

子宮頸歳珊予防漉定定104.5⊠ 子宮頸歳珊予防漉定定1重0.0⊠ 子宮頸歳珊予防漉定定4】0.0⊠

事字漉定定定定定定定定定定定定定4」.】⊠事字漉定定定定定定定定定定定定定重】.8⊠

15.0%

殺裁歯鐚病率

34.7% 47.1%

日鑚脳炎漉定漉漉漉定1「【.5⊠

ż型肝炎漉漉漉漉漉定重8.【⊠ ż型肝炎漉漉漉漉漉定48.】⊠ ż型肝炎漉漉漉漉漉115.【⊠

日鑚脳炎漉定漉漉漉定定重重.0⊠

漉10栽鏤児健診時削歯科相談⅕1遁【栽鏤児健診⅕」遁児健診時削歯科健診碕

歯科相談燦実施裁崎い傘察栽⅕ǖ遁栽晒就学前昨幼児燦対象削児紫素塗漱燦

行榊崎採三⅕歯科保健削肴い崎昨塡裁い知識昨普及質啓æ削皿三溜診率等昨

向琢削昧薩傘碕碕雑削⅕殺裁歯鐚病者率昨減少燦噪傘甑

1.7% 3.0%

17.7% 17.2%

31.2%

2.5%

漉妊娠中栽晒産後朔⅕肴わ三鯖授乳削皿傘食習總鯖歯札歳済習總昨変尤等削

皿三⅕歯肉炎等昨歯科疾患燦æ症裁鯖際采作傘冴薩⅕妊娠中栽晒口腔昨状態

燦糸史紫屍際傘祭碕削皿三⅕異常昨早期æ見⅕早期治療鯖⅕生擦参崎采傘子

鷺雑昨歯科保健意識昨向琢削肴作歳傘祭碕栽晒⅕啓æ削昧薩傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

恢周産期母子医療止ン祉実θ暑宙業χ碕昨連携 お捩子保健課Ｂ 捩子支援地域連絡会昨開催

捩子支援連絡票削皿傘連携

⺿時 ⺿時 ⺿時

連絡票支援率 100.0⊠ 連絡票支援率 100.0⊠ 連絡票支援率 100.0⊠

妊産婦死亡数 - 人

周産期死亡率貧出生千対週 周産期死亡率貧出生千対週 周産期死亡率貧出生千対週

4.重‰貧－「重週 - ‰

乳児死亡率貧出生千対週 乳児死亡率貧出生千対週 乳児死亡率貧出生千対週

「.8‰貧－「重週 - ‰

新生児死亡貧出生千対週 新生児死亡貧出生千対週

新生児死亡率貧出生千対週 1.4‰貧－「重週 - ‰

懐産後う肴質育児支援宙業 お捩子保健課Ｂ

戒産後師仔宙業 お捩子保健課Ｂ 宿泊型産後師仔 ǖǚ組 宿泊型産後師仔 Ą組 宿泊型産後師仔 ǖǘ組

実施諭療機関 Ľ栽脉 実施諭療機関 Ľ栽脉 実施諭療機関 Ľ栽脉

雌使式旨屍産婦等訪問者数 雌使式旨屍産婦等訪問者数 雌使式旨屍産婦等訪問者数

実定4重「人⅕延定4重」人

拐θ仮称χ第ǖ子産後支治実詞宙業 お捩子保健課Ｂ

改乳児家庭全戸訪問宙業θ祭珊削阪朔赤阪皐珊宙業χθ再掲χ お捩子保健課Ｂ

(「) 母子保健昨情報提供昨充実θＰŚĄ～ŚŚχ

会子育崎仔寺式昨棡入θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ

解坤際采際采手帳墾昨æ行θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

θ坤爾孜実枝質支治実詞質旨至実

斯辞ン宙業墾碕統合甑ＰǚĄ削ぇ

載甑χ

θ坤爾孜実枝質支治実詞質旨至実

斯辞ン宙業墾碕統合甑ＰǚĄ削ぇ

載甑χ

捩子支援地域連絡会θ5回χ燦通載

崎連携燦噪傘

捩子支援地域連絡会θ烝1「回χ燦

通載崎連携燦噪傘
漉便娩削伴う妊産婦鯖乳児昨死亡燦減少細在傘冴薩⅕状況削応載崎滲不昨全

産婦人科歳周産期捩子諭療止ン祉実θ総合周産期捩子諭療止ン祉実Ź函館中

央病院χ匙昨搬=燦行榊崎採三θ暑宙業χ⅕擦冴⅕-院後昨捩子支援昨冴

薩⅕輪止ン祉実碕昨暼期連絡会等燦実施際傘作鷺⅕超後雑輪止ン祉実碕昨連

携燦強尤際傘甑

滲不全産婦人科栽晒３．（：匙搬= 滲不全産婦人科栽晒３．（：匙搬= 滲不全産婦人科栽晒３．（：匙搬=

捩子支援連絡票溜理件数1重1件 捩子支援連絡票溜理件数54【件

※人口動態調査削崎苗表際

傘冴薩⅕現時珵埼昨苗表濁

療

雌使式旨屍者昨早期把握

碕適勉作支援燦行う

Ḿ

捩子支援地域連絡会θ烝1「回χ

燦通載崎連携燦噪傘

Ḿ Ḿ

漉雌使式旨屍産婦採皿索雌使式旨屍乳児等燦持肴捩親燦対象削⅕保健師歳家

庭訪問裁⅕産後う肴病等昨心昨健康状態燦早期削把握裁⅕適勉作支援燦行

い⅕捩親昨育児濁晧解消燦噪傘甑

θ烋成ǚǹ烝燵栽晒⅕坤産後師仔宙業墾匙移行裁⅕統合χ

θ坤産後師仔宙業墾碕統合χ θ坤産後師仔宙業墾碕統合χ θ坤産後師仔宙業墾碕統合χ

― ―

漉第ǖ子燦出産裁冴捩燦対象削⅕出産昨-院後間雑作采訪問際傘宙業甑

θ痛和元烝燵栽晒⅕坤爾孜実枝質支治実詞質旨至実斯辞ン宙業墾碕統合裁⅕

実施予暼χ

漉出産後⅕家族等栽晒十便作家宙質育児作鷺昨援妹歳溜砕晒参剤⅕心身昨濁

調鯖育児濁晧等歳あ傘産婦碕罪昨子鷺雑燦対象削⅕産科諭療機関削採い崎瀧

暼期間⅕妹産師等歳捩体碕乳児昨師仔燦行い⅕産後雑晧心裁崎子育崎歳埼済

傘支援体制燦確保際傘甑擦冴⅕雌使式旨屍産婦採皿索雌使式旨屍乳児等燦持

肴捩親燦対象削⅕保健師歳家庭訪問裁⅕産後う肴病等昨心昨健康状態燦早期

削把握裁⅕適勉作支援燦行い⅕捩親昨育児濁晧昨解消燦噪傘甑

θ烋成ǚǹ烝燵栽晒坤産後う肴質育児支援宙業墾燦統合χ

θ瀧般世澳定Ľ組⅕生保質非課

税世澳ǖ組χ

θ瀧般世澳Ľ組⅕生保質非課税

世Ľ組χ

鑷実施

計き期間不昨宙業尤燦薩

菜際甑

計き期間不昨宙業尤燦薩

菜際甑

実定「1」人⅕延定「55人 実定51「人⅕延定【1「人

θ瀧般世澳ǖǹ組⅕生保質非

課税世ǚ組χ

捩子支援連絡票溜理件数5【5件
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

回妊産婦採皿索乳幼児昨喫煙質溜動喫煙防溺普及質啓æ宙業 お健康増禍課Ｂ

質

坤

塊宙故防溺周知啓æ宙業 お捩子保健課Ｂ

壊両親学級 お捩子保健課Ｂ 開催回数 開催回数 【回 開催回数 「回 開催回数 【回

溜講人数 」00人 溜講人数 111人 溜講人数 」【0人

廻乳児家庭全戸訪問宙業θ祭珊削阪朔赤阪皐珊宙業χθ再掲χ お捩子保健課Ｂ

快子育崎支治実詞情報通信坤際采際采墾昨æ信θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

怪えほ珊ふ参あい宙業 お噪書館Ｂ→［生涯学習文尤課］ 宙業昨6162 実施回数 ǜŞ回 実施回数 ǘǖ回 実施回数 Ąǹ回

参加者数 ǖ⅕ǘǜǹ人 参加者数 ĄĄĄ人 参加者数 ǖ⅕ǚĽŚ人

θ痛和元烝燵栽晒⅕溜付人数燦

荐大甑ǖ回あ冴三ǘĄ組Ąǹ人

→ǚǹ組Ľǹ人χ

喫煙率死竺燦薩菜際

漉捩子健康手帳交付時鯖乳幼児健診等昨機会燦通載崎⅕妊娠中採皿索出産後

昨喫煙鯖⅕乳幼児昨溜動喫煙昨害削肴い崎普及質啓æ燦噪傘宙業甑

質使持ン詞埼昨普及質啓æ

質坤歳珊溜診率：５姿而ン時実

ン墾

質捩子健康手帳交付時⅕乳幼

児健診等埼昨普及質啓æ

質捩子健康手帳交付時⅕乳幼児

検診等埼昨普及質啓æ

糸鹿斯配漱漉Śǘǹǹ部

質捩子健康手帳交付時⅕乳幼児

健診等埼昨普及質啓æ

10鏤【日削函館蔦榮書店削崎⅕

歯ネ識展示⅕肺歳珊碕喫煙削

肴い崎周知質啓æ

質－」1烝「鏤「」日坤朔祭坂崎

達４４）児史旨祉「01重墾削崎歯ネ

識展示貫禁煙質溜動喫煙昨糸

鹿斯碕治師紫詞至伺紫斯自配

漱裁周知質啓æ

質世界禁煙視実採皿索禁煙溫

間削採砕傘普及啓æ

質－」1烝1鏤14日坤函館滲成人

祭墾削崎貫歯ネ識展示貫禁煙質

溜動喫煙昨糸鹿斯碕治師紫詞

至伺紫斯自配漱裁周知質啓æ

質坤生活習總病予防姿而ン

時実ン墾

【鏤1【質1】日漉至実士実視歯実

詞削崎歯ネ識展示⅕健康相

談⅕倭気中瀧酸尤炭素濃燵測

暼作鷺燦実施

質0～重遁児昨濁慮昨宙故削皿傘

死亡率

漉ǹ⊠θ－「重χ

質0～重遁児昨濁慮昨宙故削皿傘

死亡率

漉※人口動態調査削崎苗表

漉乳幼児健診⅕両親学㊏⅕祭珊削阪朔赤阪皐珊訪問等昨機会燦通載崎⅕誤

飲⅕転落⅕転倒⅕鯖砕鷺等昨子鷺雑昨宙故予防削向砕冴周知質啓æ燦行

う甑

漉初妊婦碕罪昨彿質家族削対裁崎⅕妊娠中昨健康管理鯖出産質育児削関際傘

知識昨普及質啓æ昨冴薩⅕体験学習採皿索講義燦行う甑

質使持ン詞埼昨普及質啓æ

漉糸鹿斯ǖǹǹ部

質坤健康咲采三姿而ン時実ン墾

定Ľ鏤「「⅕「」日削至実士実視

歯実詞削崎貫歯ネ識昨展示貫健康

相談貫倭気中瀧酸尤炭素濃燵測

暼体験作鷺燦実施甑

質両親学㊏削崎歯ネ識展示⅕糸

鹿斯配漱⅕倭気中瀧酸尤炭素濃

燵測暼体験燦実施甑

質使持ン詞等削採い崎⅕歯ネ識

昨展示⅕健康相談⅕倭気中瀧酸

尤炭素濃燵測暼作鷺燦実施

質両親学㊏削崎歯ネ識展示⅕糸

鹿斯配漱⅕倭気中瀧酸尤炭素濃

燵測暼体験燦実施甑

質0～重遁児昨濁慮昨宙故削皿傘

死亡率

漉※人口動態調査削崎苗表

質両親学㊏⅕乳幼児健診等削

採砕傘宙故予防昨啓æ昨実施

質両親学㊏⅕乳幼児健診等削採

砕傘宙故予防昨啓æ昨実施

質両親学㊏⅕乳幼児健診等削採

砕傘宙故予防昨啓æ昨実施

死亡宙例昨æ生死竺燦61

62際傘皿う昧薩傘甑

漉絵鑚昨ジ札聞栽在燦通載崎⅕保護者碕子鷺雑昨桜参あい燦深薩⅕晧暼裁冴

関逃燦肴采傘祭碕燦目的碕裁崎⅕10栽鏤児健診時削ジ札聞栽在市識実寺削皿

傘ジ札聞栽在燦実演裁⅕蘿薦絵鑚碕ジ札聞栽在案不削肴い崎昨情報燦提供際

傘宙業甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

ǘ　学童期質思春期栽晒成人期削向砕冴保健檮策昨充実

(1) 思春期保健削関際傘知識昨普及透進θＰŚŞ～Şǖχ

会思春期保健講演会 お捩子保健課Ｂ 開催回数 開催回数 1回 開催回数 1回 開催回数 1回

参加者数 重0人 参加者数 「5重人 参加者数 「5重人

解思春期教室 お捩子保健課Ｂ 開催回数 開催回数 開催回数

出前健康教育 定定14校「】回 出前健康教育 定】校重回 出前健康教育 定定1【校「8回

思春期教闍昨貸出裁 1「施設18回 思春期教闍昨貸出裁 「施設「回 思春期教闍昨貸出裁 1」施設1【回

回θ仮称χ高校生昨冴薩昨ｗ鑷来設計図ｘ講燼 お捩子保健課Ｂ 鑷実施 鑷実施

θ超後宙業尤昨見直裁燦検討χ θ超後宙業尤昨見直裁燦検討χ

塊思春期保健相談 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 相談人数定定延14」人 相談人数 相談人数

来脉 延1人 来脉 延0人 来脉 延0人

電や 延14「人 電や 延【【人 電や 延15重人

訪問 延0人 訪問 延0人 訪問 延0人

壊思春期保健連絡会 お捩子保健課Ｂ 連絡会昨開催 連絡会昨開催 「回 連絡会昨開催 1回 連絡会昨開催 「回

廻特定感染症検査等宙業 お保健予防課Ｂ

検査数 ǖĄŞ件 検査数 ĄŤ件 検査数 ǖĄŤ件予暼

相談件数 ǖǹ件 相談件数 ǖ件 相談件数 ǖǹ件予暼

快嗣使枝檮策透進宙業 お保健予防課Ｂ 宙業昨6162 嗣使枝研修会 ǘ回 嗣使枝研修会 ǖ回 嗣使枝研修会 ǘ回

ǖ回 ǖ回 ǖ回

歯ネ識展 ǘ回 歯ネ識展 ǖ回 歯ネ識展 ǘ回

(「) 喫煙，飲酒，薬物等削関際傘教育昨推進θＰŞǖ～Şǘχ

会鑷成烝者飲酒防溺檮策宙業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康増禍課］ 鑷成烝者飲酒防溺講燼 Ş校 鑷成烝者飲酒防溺講燼 ǖ校 鑷成烝者飲酒防溺講燼 Ť校

溜講者 ǘĄǜ人

解鑷成烝者喫煙防溺檮策宙業 お健康増禍課Ｂ 開催回数 鑷成烝者喫煙防溺講燼 ǖĄ校 鑷成烝者喫煙防溺講燼 ǘ校 鑷成烝者喫煙防溺講燼 ǖĄ校

溜講者 ǖ⅕ǹǖǜ人

漉思春期昨子鷺雑燦持肴保護者燦朔載薩⅕関逃機関職員鯖思春期保健削関心

昨あ傘瀧般滲民等燦対象削⅕思春期昨特盍鯖性行動燦含薩冴問巠行動昨現状

鯖対応方法削肴い崎昨適勉作知識昨普及燦噪傘冴薩講演会燦開催際傘甑

漉思春期削採砕傘身体的⅕精神的問巠鯖性削関際傘濁晧鯖悩札等削肴い崎⅕

個々昨師実旨削応載冴相談燦行う甑

漉思春期昨子鷺雑昨心碕身体昨健康咲采三燦支援際傘思春期保健対策昨禍薩

方削肴い崎検討裁⅕思春期保健宙業昨効果的作蘿禍燦噪傘冴薩⅕関逃機関質

団体碕情報交蜃鯖意見交蜃燦実施際傘甑

教育委員会鯖学校⅕性碕

薬物燦考え傘会等碕昨連

携燦瀧層強尤裁⅕思春期

教室昨荐充削昧薩傘

漉思春期昨子鷺雑冴阪歳⅕生和昨尊細燦ィ識裁⅕人間尊裴⅕男女烋等昨精神

削基咲い冴異性観燦持阪⅕適勉作行動燦碕傘祭碕歳埼済傘皿う⅕出前健康教

育燦実施際傘察栽⅕思春期教闍昨貸出裁鯖情報提供作鷺燦行う甑

漉坤函館質性碕薬物燦考え傘会墾昨誘力昨雑碕⅕教育委員会鯖学校等碕昨連

携燦瀧層強尤裁⅕思春期教室昨荐充削昧薩傘甑

計き期間不昨宙業尤燦薩

菜際甑漉晩婚晩産尤歳禍札⅕濁妊治療燦必要碕際傘彿婦歳増え崎い傘現状燦踏擦

え⅕禍学質就職作鷺燦迎え傘高校生燦対象削⅕出産鯖子育崎等削肴い崎雑将

来設計燦考え晒参傘皿う⅕出産適齢期鯖⅕家庭燦築采うえ埼昨男女誘力昨意

義作鷺雑含薩冴包括的作講燼燦実施際傘甑

ĘĎď舩体検査採皿索嗣使枝削

関際傘相談

ĘĎď舩体検査採皿索嗣使枝削

関際傘相談漉嗣使枝鯖ĘĎď感染昨早期æ見碕擦珊延防溺昨冴薩⅕ĘĎď舩体検査昨実

施採皿索嗣使枝削関際傘相談燦行う甑

若烝者燦対象碕裁冴健康教育

検査質相談体制昨整備燦

噪傘

ĘĎď舩体検査採皿索嗣使枝

削関際傘相談

漉青少烝層鯖教育機関関逃者燦対象碕裁冴研修会質健康教育等燦開催裁⅕嗣

使枝等昨性感染症削逃傘塡裁い知識昨普及質啓æ採皿索予防教育行う甑

若烝者燦対象碕裁冴健康教育 若烝者燦対象碕裁冴健康教育

宙業昨6162

漉椌学校燦対象削⅕鑷成烝者飲酒防溺講燼燦実施裁⅕鑷成烝者昨飲酒歳及拶

際健康影響削肴い崎普及質啓æ燦噪傘甑

漉椌学生燦中心削⅕椌質中学生採皿索高校生燦対象碕裁冴鑷成烝者喫煙防溺

講燼燦実施裁⅕鑷成烝者昨喫煙歳及拶際健康影響削肴い崎普及質啓æ燦噪

傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

回薬物乱用防溺普及宙業(坤私磁。死紫祉使。墾普及殺動χ ［地域保健課］ 啓æ活動 耳ン市街頭姿而ン時実ン削 耳ン市街頭姿而ン時実ン削 耳ン市街頭姿而ン時実ン削

皿傘啓æ ǹ回 皿傘啓æ ǹ回 皿傘啓æ ǖ回

θ式実児鴫紫詞等昨配漱χ θ式実児鴫紫詞等昨配漱χ θ式実児鴫紫詞等昨配漱χ

中学校質高校等埼昨啓æ活動 中学校質高校等埼昨啓æ活動 中学校質高校等埼昨啓æ活動

Ą回 ǹ回 Ą回

(」) 心昨師仔碕相談体制昨充実θＰŞǚ～Şǜχ

会自殺檮策宙業 ［藴歳い保健福祉課］ 宙業昨6162 函館滲自殺対策連絡会議 ǖ回 函館滲自殺対策連絡会議 ǹ回 函館滲自殺対策連絡会議 ǖ回

函館滲自殺対策実務者会議 函館滲自殺対策実務者会議 函館滲自殺対策実務者会議

ǚ回 ǖ回 ǘ回

自殺予防講演会 ǖ回 自殺予防講演会 ǹ回 自殺予防講演会 ǖ回

志実詞姿実歯実研修 ǘ回 志実詞姿実歯実研修 ǹ回 志実詞姿実歯実研修 ǘ回

ǖ回 ǜǜ回 ǖǹǜ回

ǖǹǹ回漉ǖǘǚ件

ǜǘ回漉Ľǖ隣 ŤŤ回漉ǖǜǜ隣

ŤŚ回漉ǖĽŞ隣参加

ǚ　坤食育墾昨推進

(1) 食削関際傘学習機会，情報提供昨充実θＰŞĄ～ŞŚχ

会食育坂皿三昨æ行 ［子鷺雑企き課→子鷺雑支実似旨課］ 坤食育坂皿三墾昨æ行 坤食育坂皿三墾昨æ行 ǖǘ回 坤食育坂皿三墾昨æ行 Ą回 坤食育坂皿三墾昨æ行 ǖǘ回

［健康増禍課］ 開催回数漉漉漉漉漉漉漉漉開催回数 Ľ回 開催回数 ǚ回 開催回数 Ľ回

参加者数 ǖǚĽ人 参加者数 Śǚ人 参加者数 ǖĄǹ人

回ǚ歳児へ昨"朔祭坂崎砦珊済作子"啓æ宙業 ［健康増禍課］ 開催回数漉漉漉漉漉漉漉漉

※実施燦予暼裁崎い冴歳⅕重鏤【日削

æ生裁冴戻海暑胆振東部地震削皿傘

停電昨影響削皿三⅕使持ン詞自体歳

中溺碕作榊冴冴薩当宙業雑中溺甑

実 Ḿ

漉戻海暑碕連携裁⅕薬物乱用防溺指棡員削皿傘青少烝燦対象碕裁冴坤耳ン市

街頭姿而ン時実ン墾埼昨街頭啓æ燦朔載薩⅕中学校質高校等埼昨啓æ活動燦

行い⅕若烝層昨薬物乱用防溺昨普及質啓æ燦噪傘甑

夜間電や相談坤函館い昨阪昨

次紫詞鹿使ン墾

漉乳幼児燦持肴保護者燦対象削⅕食宙歳心身昨æ署削諾え傘影響作鷺⅕食宙

昨裴要性削肴い崎周知質啓æ燦噪傘冴薩⅕食育坂皿三燦搆鏤作成裁⅕保育脉

等削配漱際傘甑

大学等新入生匙自殺予防啓æ

屍式仔児仕使識昨配付

漉自殺昨現状鯖自殺対策削関際傘情報昨交蜃採皿索共鐚燦噪三総合的削自殺

対策燦蘿禍際傘冴薩⅕保健質諭療質福祉関逃機関⅕教育関逃機関⅕警察関逃

機関等埼構成細参傘函館滲自殺対策連絡会議⅕実務者会議燦暼期的削開催際

傘察栽⅕自殺予防削関際傘塡裁い知識昨普及質啓æ採皿索人闍養成等燦行

う甑

夜間電や相談坤函館い昨阪昨

次紫詞鹿使ン墾

自殺予防対策若烝層向砕相

談質居場脉咲采三宙業児式実

旨時実旨坤汐式詩思竺墾

解"朔祭坂崎砦珊済作子"食育教室θ頹乳食教室χ

漉生後ǜ～Ą栽鏤昨第瀧子燦持肴親燦対象碕裁⅕初薩崎昨頹乳食咲采三削濁

晧燦感載作い皿う削際傘碕碕雑削⅕頹乳食咲采三栽晒坤食墾昨大勉細燦知傘

祭碕燦目的碕裁崎実施際傘甑

θ頹乳食教室栽晒隣称変更χ

漉ǚ遁児健診昨瘤阪時間削⅕朔祭坂崎砦珊済作子食育寺鹿ン燦周知際傘碕碕

雑削食育燦至実爾削裁冴⅕嗣寺竺ン斯仔祉実鯖絵鑚昨ジ札聞栽在等燦実施際

傘祭碕削皿榊崎⅕保護者鯖ǚ遁児削対裁坤早寝質早起済質朝斎朔珊墾等昨食

育昨啓æ燦行う甑

θǚ遁児健診時食育啓æ宙業栽晒隣称変更χ

烋成ǚǹ烝燵栽晒宙業変更

θＰǚĽｗ朔祭坂崎砦珊済作

子ｘ食育啓æ宙業墾参照χ

自殺予防対策若烝層向砕相談質

居場脉咲采三宙業児式実旨時実

旨坤汐式詩思竺墾

自殺予防対策若烝層向砕相談質

居場脉咲采三宙業児式実旨時実

旨坤汐式詩思竺墾

夜間電や相談坤函館い昨阪昨

次紫詞鹿使ン墾
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

塊食育鏤間姿而ンペ実ン等 ［健康増禍課］ 開催回数漉漉漉漉漉漉漉漉

壊学校削採砕傘食育昨推進 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162 食昨指棡削逃傘学校教育指棡漉 食昨指棡削逃傘学校教育指棡漉 食昨指棡削逃傘学校教育指棡漉

全校 全校 全校

栄養教育研究会削採砕傘指棡⅕ 栄養教育研究会削採砕傘指棡⅕ 栄養教育研究会削採砕傘指棡⅕

妹言 ǖ回 妹言 ǹ回 妹言 ǖ回

ǜ　周産期質椌児医療等昨充実

(1) 周産期質椌児医療昨確保質充実θＰŞŞ～ŞŤχ

会椌児救急電話相談宙業θ暑宙業χ昨普及質啓æ ［地域保健課］ 宙業昨普及質啓æ

解椌児救急削関際傘情報提供 ［地域保健課］ 宙業昨6162

回椌児救急医療体制昨維持質支援 お地域保健課Ｂ

質滲立函館病院 質滲立函館病院 質滲立函館病院

質函館中央病院 質函館中央病院 質函館中央病院

質共愛会病院 質共愛会病院 質共愛会病院

塊鑷熟児養育医療昨給付 お捩子保健課Ｂ 給付人数 【4人 給付人数 」重人 給付人数 8」人

(「) 椌児慢性特定疾病檮策昨推進θＰŞŤ～Ťǹχ

会椌児慢性特定疾病医療昨給付 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 給付人数 1【1人 給付人数 1」8人 給付人数 1】5人

解日常生活用彬昨給付 ［捩子保健課］ 宙業昨6162 給付件数 「件貧1品目週 給付件数 0件 給付件数 」件貧「品目週

質人工鼻定「件 質人工鼻定「件

質電気式冴珊吸引器定1件

滲譏朔祭坂崎等埼⅕食育鏤間昨

周知質啓æ燦噪傘甑

漉夜間削採砕傘子鷺雑昨急作病気鯖砕歳作鷺昨薇削⅕専任昨看護師鯖諭師歳

保護者等栽晒昨電や相談削対裁⅕妹言燦行う坤椌児救急電や相談宙業墾昨普

及質啓æ燦噪傘甑

漉Ľ鏤昨食育鏤間姿而ン時実ン碕裁崎⅕坤朔祭坂崎砦珊済作子漉食育寺鹿

ン墾昨歯ネ識展等燦実施裁⅕食育昨啓æ質蘿禍燦噪傘甑

θ食育鏤間姿而ン時実ン栽晒隣称変更χ

質宙業不容燦掲載裁冴椌児救

急姉使詩字紫屍⅕子鷺雑救急

始実詩昨配付

質子鷺雑諭療溜給者証裁採

三⅕滲苗式時実施⅕滲譏朔祭

坂崎削掲載

質宙業不容燦掲載裁冴椌児救急

姉使詩字紫屍⅕子鷺雑救急始実

詩昨配付

質子鷺雑諭療溜給者証裁採三⅕

滲苗式時実施⅕滲譏朔祭坂崎削

掲載

椌児救急諭療支援宙業ホ補妹金

昨交付

8貫】8「千付 「貫「「5千付 8貫80重千付

漉幼児児童生徒歳食削関際傘塡裁い知識碕望擦裁い食習總燦身削付砕傘冴薩

昨食育昨流組削肴い崎⅕各学校教職員削対際傘指棡質妹言燦行う碕碕雑削⅕

栄養教育研究会碕連携裁⅕食育昨流組削肴い崎昨普及質啓æ燦行う甑

質宙業不容燦掲載裁冴椌児救急

姉使詩字紫屍⅕子鷺雑救急始実

詩昨配付

質子鷺雑諭療溜給者証裁採三⅕

滲苗式時実施⅕滲譏朔祭坂崎削

掲載

滲譏朔祭坂崎等埼⅕食育鏤間昨

周知質啓æ燦噪傘甑

」貫】【【千付

【貫重5「千付

漉子鷺雑削皿采あ傘症状削対際傘応急処置昨治使ン詞鯖⅕時間弸埼雑際犀削

病院質診療脉燦溜診裁冴方歳良い時昨治使ン詞作鷺昨情報燦冊子削擦碕薩⅕

乳児家庭訪問作鷺埼配漱際傘察栽⅕滲昨次実痔時実施削掲載際傘作鷺⅕情報

提供燦実施際傘甑

質夜間診療作鷺燦行榊崎い傘諭

療機関昨瀧覧表燦更新裁滲苗式

時実施埼苗表

質滲作成昨椌児救急姉使詩字紫

屍⅕朔祭坂崎質子鷺雑救急始実

詩昨配付

質夜間診療作鷺燦行榊崎い傘

諭療機関昨瀧覧表燦更新裁滲

苗式時実施埼苗表

質滲作成昨椌児救急姉使詩

字紫屍⅕朔祭坂崎質子鷺雑救

急始実詩昨配付

夜間診療作鷺燦行榊崎い傘諭療

機関昨瀧覧表燦更新裁次実痔

時実施埼苗表甑滲作成昨椌児救

急姉使詩字紫屍⅕朔祭坂崎質子

鷺雑救急始実詩昨配付甑

」貫【【】千付 重48千付

宙業昨6162

漉休日及索夜間削椌児裴症救急患者燦溜砕入参傘諭療機関削対裁崎補妹金燦

交付裁⅕椌児科諭師昨院不瘤機体制昨整備燦支援際傘祭碕削皿三⅕初期栽晒

濯逗削至傘椌児救急諭療体制燦維持質支援裁崎い采甑
1貫】05千付

漉養育昨冴薩削病院等削入院際傘祭碕燦必要碕際傘鑷熟児削対裁崎⅕罪昨養

育削必要作諭療ホ燦給付際傘甑

椌児救急諭療支援宙業ホ補妹

金昨交付

椌児救急諭療支援宙業ホ補妹金

昨交付

宙業昨6162

【貫重「【千付

漉椌児綫性特暼疾病昨対象碕作榊崎い傘子鷺雑削対裁⅕特稗寝瞭等昨日常生

活用彬燦給付際傘甑

漉18遁鑷満埼æ症裁冴椌児綫性特暼疾病患者昨諭療削要際傘ホ用燦患者家族

昨負担能力削応載崎妹成際傘甑

健康咲采三寺竺示実斯辞ン碕

裁崎⅕Ľ鏤削坤和燦支え傘食

裕見直裁姿而ン時実ンθ褫菜

yχ墾燦実施
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

回椌児慢性特定疾病児童等自立支援宙業 お捩子保健課Ｂ

漉相談支援 実15人漉延8「人 漉相談支援 実定11人漉延4【人 漉相談支援 実」0人漉延150人

漉自立支援計き作成 漉自立支援計き作成 漉自立支援計き作成

実定重人漉延定重人 実定「人漉延定「人 実「0人漉延定「0人

漉療育支援講演会 漉療育支援講演会開催 0回 漉療育支援講演会開催 「回

開催1回漉参加者数」0人

(」) 不妊削悩殺方削檮際傘支援昨充実θＰŤǹχ

会特定不妊治療費助成宙業 お捩子保健課Ｂ 宙業昨6162 妹成件数 妹成件数 妹成件数

漉う阪滲邑独妹成件数 延1」件 漉う阪滲邑独妹成件数 延0件 漉う阪滲邑独妹成件数 延重件

第ǚ　子鷺雑昨健鯖栽作成長昨冴薩昨教育環境昨整備

ǖ　次代昨親昨育成

(1) 男女協力削皿傘家庭燦築采祭碕昨意義昨普及質啓æ昨推進θＰŤǖ～Ťǘχ

会男女共同参画推進宙業 ［滲民質男女共輪参き課］ 情報ア昨æ行 情報ア昨æ行 烝ǘ回 情報ア昨æ行 ǖ回 情報ア昨æ行 烝ǘ回

啓æア昨æ行 啓æア昨æ行 烝ǖ回 啓æア昨æ行 ǖ回 啓æア昨æ行 烝ǖ回

啓æ歯ネ識展 椌学「貫重00部 椌学「貫800部 椌学「貫800部

中学「貫500部 中学「貫【00部 中学「貫【00部

啓æ歯ネ識展 烝ǖ回 啓æ歯ネ識展 ǖ回 啓æ歯ネ識展 烝ǖ回

児四実鹿痔昨開催 烝ǖ回 児四実鹿痔昨開催 烝ǖ回

女性止ン祉実各種講燼 」0講燼 女性止ン祉実各種講燼 」1講燼

解採父さ珊昨冴薩昨子育崎講燼θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

回両親学級θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

塊思春期教室θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

壊θ仮称χ高校生昨冴薩昨ｗ鑷来設計図ｘ講燼θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

(「) 子鷺雑燦生札育崎傘祭碕昨意義昨普及質啓æ昨推進θＰŤǚ～Ťǜχ

会思春期保健講演会θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

解思春期教室θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

回θ仮称χ高校生昨冴薩昨ｗ鑷来設計図ｘ講燼θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

ǘ　子鷺雑昨坤生済傘力墾昨育成削向砕冴学校昨教育環境等昨整備

(1) 確栽作学力昨向琢θＰŤĄ～ŤĽχ

会教育用コン侍自実祉整備宙業 お学校教育課Ｂ 整備済校数 整備済校数 整備済校数 整備済校数

漉 椌学校 椌学校 ǜĽ校漉ǖǹǹ⊠ 椌学校 ǜǚ校漉ǖǹǹ⊠ 椌学校 ǜǚ校漉ǖǹǹ⊠

中学校 中学校 ǘǖ校漉ǖǹǹ⊠ 中学校 ǘǖ校漉ǖǹǹ⊠ 中学校 ǘǖ校漉ǖǹǹ⊠

漉指暼諭療機関埼特暼濁妊治療燦溜砕冴彿婦削対裁崎ホ用昨瀧部燦妹成際傘

祭碕削皿三⅕経済的負担昨軽減燦噪傘甑烋成「8烝燵皿三⅕第「子通降昨特暼

濁妊治療ホ削要裁冴ホ用削対際傘滲邑独妹成燦実施甑

延51件 延1」重件

相談支援宙業昨実施 相談支援宙業昨実施相談支援宙業昨実施

延1「5件

宙業昨6162 綫性疾病児童等地域支援誘議会

開催漉漉漉0回

綫性疾病児童等地域支援誘議会

開催漉漉1回漉綫性疾患燦抱え傘子鷺雑昨自立鯖成長支援削肴い崎⅕諭療鯖教育⅕保健⅕

患者質家族会等関逃者削皿傘関逃機関会議燦開催裁⅕地域昨社会資源昨活用

燦噪傘碕碕雑削必要作相談支援燦行う甑烋成「】烝8鏤皿三相談支援宙業脉削

委う裁崎実施甑

漉思ン侍自実祉昨操作燦碕採裁崎⅕罪昨役割鯖機能削肴い崎理解細在⅕情報

燦適勉削活用際傘基礎的作能力燦養う冴薩⅕滲立椌質中学校削思ン侍自実祉

機器昨整備採皿索使ン祉実ネ紫詞昨整備燦実施際傘甑

漉男女共輪参き社会燦蘿禍際傘うえ埼必要作情報ア⅕啓æア昨æ行鯖滲不

昨女性団体等埼構成際傘実行委員会形式削皿傘朔祭坂崎男女共輪参き

児四実鹿痔昨開催作鷺削皿三広報質啓æ活動燦行う甑

θワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨削関際傘宙業削肴い崎朔坤ワ実屍質鹿使児質

飼鹿ン旨蘿禍宙業墾削掲載χ

綫性疾病児童等地域支援誘議

会開催漉漉1回

性的少数者削関際傘啓æア昨

æ行漉漉漉漉漉漉漉定」貫000部

性的少数者削関際傘啓æア昨æ

行

漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉定」貫000部
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

解学力向琢推進宙業 お教育指棡課⅕学校教育課Ｂ 標準学力検査実施校数 標準学力検査実施校数 標準学力検査実施校数 標準学力検査実施校数

漉 椌学校 椌学校 ǜĽ校漉ǖǹǹ⊠ 椌学校 ǹ校漉漉漉ǹ⊠ 椌学校 ǜǚ校漉ǖǹǹ⊠

中学校 中学校 ǘǖ校漉ǖǹǹ⊠ ※

仔児祉実旨屍実識実施校数 仔児祉実旨屍実識実施校数 仔児祉実旨屍実識実施校数

ǘǹ校 ǖŤ校 ǘǹ校

(「) 豊栽作心昨育成θＰŤĽ～ŤŞχ

会放課後子鷺雑教室推進宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

解子鷺雑作珊埼雑相談ǖǖǹ番θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

回暑盂教育昨充実 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162 暑盂教育削逃傘学校教育指棡 暑盂教育削逃傘学校教育指棡 暑盂教育削逃傘学校教育指棡

全校 全校 全校

函館滲暑盂教育研究会碕昨連携 函館滲暑盂教育研究会碕昨連携 函館滲暑盂教育研究会碕昨連携

授業研究参加 ǖ回 授業研究参加 ǹ回 授業研究参加 ǖ回

塊南戻海暑教育止ン祉実削採砕傘教育相談 お遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ 適勉作対応削昧薩傘甑 相談件数 ǘ⅕ǘǚŚ件 相談件数 ĄĽŤ件 相談件数 ǖ⅕ǖǖǹ件

教育相談漉ǘ⅕ǹŚŚ件 教育相談漉漉漉ĄĄŤ件 教育相談漉漉ŤŞǹ件

就学相談漉漉漉ǖĽǹ件 就学相談漉漉漉漉ǖǹ件 就学相談漉漉漉ǖǚǹ件

壊祭祭山昨相談員配置宙業θ再掲χ

お学校教育課⅕教育指棡課Ｂ

(」) 健鯖栽作体昨育成θＰŤŞ～ǖǹǹχ

会旨治実肢少烝団へ昨助成 お旨治実肢振興課Ｂ 宙業昨6162 加入者数 加入者数 加入者数

Ľǘ団体漉ǖ⅕ǜŚǘ人 Ľǖ団体漉ǖ⅕ǜǖǹ人 Ľǖ団体漉ǖ⅕ǜǖǹ人

解旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン指棡者育成宙業 お旨治実肢振興課Ｂ 養成対象人員 養成対象人員 ǘĽ人 養成対象人員 ǖ人 養成対象人員 ǖǚ人

(4) 信頼さ参傘学校咲采三昨推進θＰǖǹǹ～ǖǹǖχ

会学校施設θ椌質中χ昨耐震尤 お施設課Ｂ 実施済校数 実施校数 ǖ校 実施校数 ǖ校 実施校数 ǖ校

θ整備対象校χ 耐震改修工宙 校舎耐震等改修実施設計 校舎耐震等改修実施設計

椌学校漉ǖ校漉亀ゅ椌学校 椌学校漉ǖ校漉中部椌学校 椌学校漉ǖ校漉中部椌学校

痛和元烝燵栽晒中学校第ǖ学烝

燦対象栽晒弸裁⅕椌学校第ǜ学

烝昨札燦対象削実施

漉滲立昨椌質中学校削採い崎標準学力検査燦実施裁⅕検査昨結果邊約⅕視実

祉昨便析質考察⅕学習削逃わ傘児童昨意識調査昨実施質便析⅕学習指棡昨工

彿質改善削逃わ傘実践琢昨課巠等削肴い崎昨検討燦行う甑

漉擦冴⅕学力向琢昨冴薩削朔⅕家庭削採砕傘学習鯖生活習總咲采三歳大勉坂

碕いう考え昨雑碕⅕広報ア削皿傘啓æ鯖⅕地域人闍燦活用裁冴椌学校削採砕

傘仔児祉実旨屍実識昨実施作鷺燦碕採裁崎⅕譌課後鯖長期休業中昨学習昨流

組札燦透禍裁⅕児童昨主体的作学習習總昨暼着削皿傘学力向琢燦噪傘甑

漉豊栽作心昨育成燦薩菜際冴薩⅕学校教育指棡燦通載崎各学校削指棡燦行う

碕碕雑削⅕暑盂教育削逃傘学校教育指棡資料等昨作成⅕函館滲暑盂教育研究

会碕昨連携昨雑碕埼昨苗開研究会等削採砕傘妹言等燦行う甑

漉青少烝匙昨旨治実肢昨普及⅕体力昨向琢⅕細晒削朔青少烝昨健全育成昨冴

薩⅕少烝褫球等ǖǖ種目昨競技交流宙業燦朔載薩⅕施自誌仔式実私実研修⅕

育成捩邊団研修⅕体力至旨詞等昨宙業燦実施裁崎い傘函館滲旨治実肢少烝団

削対裁⅕殺営ホ用昨瀧部燦補妹際傘甑

漉耐震性昨作い建物削肴い崎地震補強等昨工宙燦実施裁⅕耐震尤昨蘿禍削昧

薩傘甑

漉幼児⅕児童質生徒昨教育琢昨諸問巠昨解決燦噪傘冴薩⅕鑚人⅕保護者⅕学

校教育関逃者昨申裁出削皿三⅕適応⅕禍路採皿索適性削関際傘相談燦実施際

傘甑

漉旨治実肢質鴫屍式嗣実斯辞ン昨資格流得削要際傘経ホ昨瀧部燦補妹際傘甑

仔児祉実旨屍実識実施校数
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解統合削伴う整備 お施設課Ｂ 実施校数 実施校数 ǚ校 実施校数 ǘ校 実施校数 ǘ校

θ整備対象校χ 漉θ改修工宙χ 漉θ増築工宙実施設計χ 漉θ増築工宙実施設計χ

漉椌学校漉ǖ校 金堀椌学校 漉中学校漉ǖ校 潮肘中学校 漉中学校漉ǖ校 潮肘中学校

漉中学校漉ǖ校 青柳中学校 漉θ新築工宙基鑚設計χ 漉θ新築工宙基鑚設計χ

漉θ新築工宙χ 漉中学校漉ǖ校 漉中学校漉ǖ校

漉中学校漉ǖ校 巴中学校 尾鑼部中学校質臼尻中学校統合校 尾鑼部中学校質臼尻中学校統合校

回学校評議員制燵 お学校教育課→学校再y質地域連携課Ｂ 設置校数 設置校数 ǘǹ校 設置校数 ǹ校 設置校数 ǹ校

委員数 ǹ人 委員数 ǹ人

※

委員数 ǖǹŚ人

塊学習活動推進宙業 お学校教育課Ｂ 実施校数 地域人闍活用 地域人闍活用 地域人闍活用

漉講演会等講師昨活用 全校 漉講演会等講師昨活用 Ḿ定校 漉講演会等講師昨活用 全校

体験学習活動 体験学習活動 体験学習活動

漉借琢砦飼旨昨活用 全校 漉借琢砦飼旨昨活用 Ḿ定校 漉借琢砦飼旨昨活用 全校

(5) 幼児教育昨充実θＰǖǹǖ～ǖǹǘχ

会私立学校殺営費補助金 ［子鷺雑企き課］ 宙業昨6162 邑価 ǘǜ⅕ǹǹǹ付Ǹ人 邑価 ǘĽ⅕ǹǹǹ付Ǹ人 邑価 ǘĽ⅕ǹǹǹ付Ǹ人

解保育昨質昨向琢θ再掲χ ［子鷺雑支実似旨課］

回学校θ園χ教育指棡昨充実 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162 学校教育指棡 学校教育指棡 学校教育指棡

ǘ園漉ǜ回 ǖ園漉ǘ回 ǖ園漉ǚ回

ǚ　家庭鯖地域昨教育力昨向琢

(1) 豊栽作肴作歳三昨中埼昨家庭教育昨支援昨充実θＰǖǹǚχ

会地域子育崎支援拠点宙業(子育崎支竺ン)(再掲)

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

解乳幼児健康診査θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

回家庭教育支援宙業θ家庭教育止璽試実χ お生涯学習文尤課Ｂ 開催回数 開催回数 ǖǚ回 開催回数 ǚ回 開催回数 ǖǹ回

塊ǚ歳児健診時食育啓æ宙業θ再掲χ お健康増禍課Ｂ

(「) 地域昨教育力昨向琢θＰǖǹǜ～ǖǹĄχ

会青少烝健全育成団体へ昨支援 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 対象団体 ǘ団体 対象団体 ǘ 対象団体 ǘ団体

解放課後子鷺雑教室推進宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

思璽自誌至伺質旨屍実識θ学校殺営

誘議会制燵χ削移行際傘冴薩⅕痛和

元烝燵栽晒廃溺θＰǚĄ削ぇ載χ甑

0%100%

※学校殺営誘議会燦設置裁崎

漉い傘学校燦瞩采

0%漉学校長歳⅕保護者鯖地域撤民作鷺学校弸昨鐚識者栽晒⅕学校経営削関裁崎

幅広采意見燦聞采碕碕雑削⅕必要削応載崎⅕妹言燦求薩傘甑

漉学校統合削伴榊崎必要碕作傘施設整備燦実施裁学習環境昨向琢削昧薩傘甑

漉滲立昨椌質中学校削採い崎⅕弸部講師碕裁崎地域人闍燦活用裁冴三⅕校弸

削採い崎地域昨頓史鯖産業作鷺削直接触参崎体験際傘祭碕削皿三⅕学習削対

際傘興味関心燦喚起裁⅕学力向琢削資際傘冴薩削⅕烋成ǘǚ烝燵栽晒実施裁

崎い傘甑

漉45立学校昨教育条件昨維持向琢⅕父捩負担昨軽減碕45立学校昨経営昨健全

性燦高薩傘冴薩⅕幼稚園栽晒大学擦埼昨45立学校燦設置際傘学校法人削対裁

崎補妹金燦交付際傘甑

漉学校教育指棡監鯖指棡主宙歳滲立幼稚園燦訪問裁⅕研究誘議等燦通載崎保

育昨質昨向琢鯖幼椌接62削資際傘指棡質妹言燦行う甑

漉保護者鯖教職員⅕地域昨関逃者歳邊擦傘機会削講師燦派遣裁⅕家庭教育削

関際傘学習機会燦提供際傘甑

θ子鷺雑会⅕豆ぇ者χ

団体

漉地域埼子鷺雑冴阪昨健全育成燦噪傘役割燦担榊崎い傘団体削補妹金燦交付

際傘甑

θ子鷺雑会⅕豆ぇ者χ θ子鷺雑会⅕豆ぇ者χ
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回子鷺雑昨冴薩昨就業体験宙業坤朔祭坂崎姿紫枝祉司ン墾昨開催θ再掲χ

お逗世鎚育成課Ｂ

塊旨治実肢少烝団へ昨助成θ再掲χ お旨治実肢振興課Ｂ

壊総合型地域旨治実肢屍鹿字育成支援宙業 お旨治実肢振興課Ｂ 対象団体 対象団体 ǹ団体 対象団体 ǹ団体 対象団体 ǹ団体

廻学校開放宙業θ文尤開放χθ再掲χ お生涯学習文尤課Ｂ

快学校開放宙業θ校庭開放，穀泳開放χθ再掲χ お旨治実肢振興課Ｂ

怪旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン指棡者育成宙業θ再掲χ お旨治実肢振興課Ｂ

ǜ　子鷺雑燦流三巻采鐚害環境檮策昨推進

(1) 関逃業界へ昨自主的措置昨透進θＰǖǹĽχ

会鐚害図書等販売状況一斉立入調査θ再掲χ ［逗世鎚育成課］

(「) 情報示鹿識教育昨推進θＰǖǹĽ～ǖǹŚχ

会情報示鹿識教育昨推進 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162

(」) 情報式至鹿斯実昨向琢θＰǖǹŚ～ǖǹŞχ

会情報式至鹿斯実昨向琢 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162

第ǜ　子育崎燦支援際傘生活環境昨整備

ǖ　良質作撤宅昨確保

(1) 児仕璽式実向砕賃貸撤宅へ昨居撤支援θＰǖǖǹχ

会耳ン市児仕璽式実撤擦い三珊犀支援宙業 お撤宅課Ｂ 宙業昨6162 補妹件数 新規漉ǘǚ件 補妹件数 新規漉ǖǖ件 補妹件数 新規漉ǘǜ件

更新漉Ľǚ件 更新漉Śǚ件 更新漉ŚŚ件

解滲営撤宅へ昨子育崎世帯昨優先入居 お撤宅課Ｂ

ǖĄ世澳 ǘ世澳入居 鑷暼

漉地域削根付い冴生涯旨治実肢昨振興燦噪傘冴薩⅕総合型地域旨治実肢屍鹿

字削対裁崎⅕罪昨活動削要際傘ホ用昨瀧部燦補妹際傘甑

ネ紫詞歯詞竺実識昨報告燦雑碕

削⅕当ゅ学校昨教師皿三児童･

生徒･保護者匙昨情報式至鹿

斯実昨向琢削肴い崎⅕指棡･支

援燦行榊崎い傘甑

ネ紫詞歯詞竺実識昨報告燦雑碕

削⅕当ゅ学校昨教師皿三児童･

生徒･保護者匙昨情報式至鹿

斯実昨向琢削肴い崎⅕指棡･支

援燦行榊崎い傘甑

式実児鴫紫詞燦基削⅕児童生

徒⅕保護者匙昨情報示鹿識教

育昨蘿禍燦行榊崎い傘甑

式実児鴫紫詞燦基削⅕児童生

徒⅕保護者匙昨情報示鹿識教育

昨蘿禍燦行榊崎い傘甑

式実児鴫紫詞燦基削⅕児童生

徒⅕保護者匙昨情報示鹿識教育

昨蘿禍燦行榊崎い傘甑

漉情報活用場面削採砕傘自直昨⑯利鯖ノ任⅕ネ紫詞ワ実屍琢昨識実識鯖爾

試実作鷺⅕情報社会埼適塡作活動燦行う冴薩削必要作情報示鹿識燦児童質生

徒削身削付砕細在⅕各学校昨指棡昨充実燦噪傘碕碕雑削⅕保護者燦朔載薩碕

際傘地域撤民削対際傘啓æ燦行う甑

漉西部地癒採皿索中央部地癒昨空家昨鐚効活用碕若烝層昨暼撤尤燦透禍裁⅕

活力あ傘擦阪咲采三燦禍薩傘冴薩⅕当ゅ地癒不削斂際傘民間賃貸撤宅削入居

際傘子育崎世澳削対裁⅕家賃昨瀧部燦補妹際傘甑

ネ紫詞歯詞竺実識昨報告燦雑

碕削⅕当ゅ学校昨教師皿三児

童･生徒･保護者匙昨情報式至

鹿斯実昨向琢削肴い崎⅕指

棡･支援燦行榊崎い傘甑

宙業昨6162

漉情報端鑽燦使用裁冴問巠行動昨鑷然防溺鯖早期æ見質早期対応燦噪傘冴

薩⅕使ン祉実ネ紫詞削採砕傘椌質中質高等学校削関際傘書済込札鯖鐚害支使

詞昨検索質監視質支使詞管理者等匙昨削瞩要請作鷺燦行う碕碕雑削⅕生徒鯖

保護者匙昨情報式至鹿斯実昨向琢燦噪傘甑

θ情報式至鹿斯実向琢宙業栽晒隣称変更χ

入居世澳数 入居世澳数

漉滲営撤宅削採い崎朔⅕烋成「重烝1鏤栽晒中学校祐業前昨児童燦扶養裁崎い

傘子育崎世澳燦対象碕裁冴滲営撤宅匙昨優菱入居燦実施裁崎い傘甑

θ滲営撤宅匙昨優菱入居昨棡入昨検討栽晒隣称変更χ

入居世澳数
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ǘ　晧全作暑路交通環境昨整備

(1) 晧全作暑路交通環境昨整備推進θＰǖǖǖ～ǖǖǘχ

会旨屍実識獅実ン，幼児獅実ン警戒標識昨設置 お交通晧全課Ｂ 設置数 設置数 設置数 設置数

旨屍実識獅実ン 旨屍実識獅実ン ǘ鑚 旨屍実識獅実ン ǹ鑚 旨屍実識獅実ン ǘ鑚

幼児獅実ン 幼児獅実ン ǹ鑚 幼児獅実ン ǖ鑚

解暑路昨飼式仔児式実尤整備 お暑路建設課⅕暑路管理課Ｂ 宙業昨6162 防護柵設置 「【「ｍ 防護柵設置 80ｍ 防護柵設置 「15ｍ

珵數字竺紫屍設置 「0箇脉 珵數字竺紫屍設置 0箇脉 珵數字竺紫屍設置 「0箇脉

⑰断歩暑滑三溺薩舗装 【箇脉 ⑰断歩暑滑三溺薩舗装 0箇脉 ⑰断歩暑滑三溺薩舗装 8箇脉

回通学路昨晧全檮策 お保健給食課Ｂ 宙業昨6162 函館滲通学路晧全対策会議 ǖ回 函館滲通学路晧全対策会議 ǹ回 函館滲通学路晧全対策会議 ǘ回

合輪珵検昨実施 合輪珵検 ǖǖ鏤実施予暼

ǚ　子鷺雑昨交通晧全燦確保際傘冴薩昨活動昨推進

(1) 交通晧全教育昨推進θＰǖǖǚχ

会交通晧全教室昨開催 お交通晧全課Ｂ 開催回数 開催回数 Ľǚǜ回 開催回数 ǚĽŚ回 開催回数 Ľǚǹ回

交通指棡員数 ǖǹ人 交通指棡員数 ǖǹ人 交通指棡員数 ǖǹ人

解梁川交通公園昨設置殺営 お交通晧全課Ｂ 宙業昨6162 入園者数 ǚǖ⅕Ťǚǹ人 入園者数 ǘŚ⅕ǘŚŞ人 入園者数 ǚĽ⅕ŞĽǘ人

回交通晧全歯ネ識展昨開催 お交通晧全課Ｂ 宙業昨6162 開催回数 ǖ回 開催回数 ǖ回 開催回数 ǘ回

漉定幼児⅕児童昨交通宙故防溺燦目的削⅕幼稚園⅕保育脉⅕椌学校昨半瘢500

磁実詞識燦旨屍実識獅実ン碕裁崎⅕擦冴⅕児童館採皿索児童質幼児苗園昨半

瘢100磁実詞識燦幼児獅実ン碕裁崎設暼裁崎⅕警戒標識燦設置裁⅕殺転者昨

注意燦喚起裁崎採三⅕引済62済⅕必要作地域昨把握削昧薩傘碕碕雑削⅕計き

的作設置燦蘿禍際傘甑

漉歩行者削採い崎主要作路線削採砕傘歩暑昨縦断祭う配⅕段差昨解消⅕視覚

藴歳い者誘棡用字竺紫屍昨設置作鷺削皿三飼式仔児式実尤燦禍薩傘甑

漉滲鯖警察⅕暑路管理者⅕学校関逃者⅕保護者⅕か会作鷺埼組織際傘坤函館

滲通学路晧全対策会議墾削採い崎⅕関逃機関碕昨連携燦噪三作歳晒⅕通学路

昨珵検燦行い⅕歩暑昨整備鯖防護柵昨設置作鷺昨雌実詩対策採皿索交通規制

鯖交通晧全鯖防犯教育作鷺昨氏児詞対策燦含薩崎⅕通学路昨晧全対策削6162

裁崎流三組殺甑

漉交通穀彬燦朔載薩碕裁崎⅕動力式指実始実詞⅕自転車等燦配備裁⅕滲不昨

幼児質椌学校児童等歳⅕楽裁札作歳晒⅕交通識実識燦学鮭甑

漉交通指棡員削皿傘交通晧全教室燦計き的削実施裁⅕擦冴⅕併在崎交通指棡

員昨研修昨機会燦増鯖裁⅕指棡力昨向琢削昧薩傘甑

漉交通晧全歯ネ識展燦開催裁⅕宙故宙例昨シ明鯖宙故防溺対策用品燦紹跳際

傘作鷺⅕交通晧全意識昨瀧層昨向琢燦噪傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

(「) 糸而使識詩斯実詞昨塡裁い使用昨徹底θＰǖǖǜχ

会糸而使識詩斯実詞晧全利用昨普及活動 お交通晧全課Ｂ 開催回数 晧全教室開催回数 ǖǚ回 晧全教室開催回数 ǜ回 晧全教室開催回数 ǖǚ回

対象者延人数 ǘĄŚ人 対象者延人数 ǚŞ人 対象者延人数 ǚǘĽ人

懇実施団体昏 対象者 幼児昨保護者

質大森子育崎支竺ン 懇実施団体昏

質函館阪碕在幼稚園察栽 質大森子育崎支竺ン

質函館阪碕在幼稚園

解交通晧全歯ネ識展昨開催θ再掲χ お交通晧全課Ｂ

ǜ　晧心裁崎外出埼済傘環境昨整備

(1) 公共的施設昨飼式仔児式実尤昨推進θＰǖǖĄ～ǖǖĽχ

会函館滲福祉昨擦阪咲采三条例昨推進 ［地域福祉課］ 委員会昨開催

啓æ活動昨蘿禍 ǖ回 ǹ回 ǘ回

歯ネ識展 ǖ回 歯ネ識展 ǹ回 歯ネ識展 ǖ回

解福祉昨擦阪咲采三施設整備費補助金 ［地域福祉課］ 瀧層昨Ｐĺ削昧薩傘甑

補妹件数 ǖ件 補妹件数 ǹ件 補妹件数 ǘ件

回暑路昨飼式仔児式実尤整備θ再掲χ

お暑路建設課⅕暑路管理課Ｂ

(「) 子育崎飼式仔児式実情報提供昨充実θＰǖǖĽχ

会坤際采際采手帳墾昨æ行θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

Ą　晧全質晧心作擦阪咲采三昨推進

(1) 犯罪等昨防溺削配慮裁冴環境昨整備推進θＰǖǖŚχ

会街路灯設置費補助宙業 ［滲民質男女共輪参き課］ 新設質流替数 新設質流替数 ǖ⅕ŞŚĄ灯 新設質流替数 ǖ⅕ǜŚǹ灯 新設質流替数 ǖ⅕ĄǹŞ灯

解街路灯電灯料補助宙業 ［滲民質男女共輪参き課］ 宙業昨6162 補妹灯数 ǘǘ⅕ŤŤŞ灯 補妹灯数 ǹ灯 補妹灯数 ǘǚ⅕ǘŚŞ灯

※ィ暼祭鷺雑園等】0園削糸而

使識詩斯実詞昨着用蘿禍治旨

祉実昨掲示⅕全園児家庭削糸

鹿斯昨配漱燦依頼

※捩子健康手帳交付時採皿索

乳幼児健診時削⅕糸而使識詩

斯実詞着用昨糸鹿斯配付燦実

施

漉保護者燦対象碕裁冴交通晧全教室昨開催削皿三⅕糸而使識詩斯実詞昨誤

使用鯖鑷装着削皿傘子鷺雑昨砕歳作鷺燦防溺際傘甑

滲譏朔祭坂崎鯖歯ン児鴫紫詞削

皿傘制燵昨周知質啓æ漉既斂昨苗共的施設削肴い崎⅕整備基準削沿榊冴飼式仔児式実尤整備燦行う

薇削整備ホ用昨瀧部燦滲歳補妹裁崎採三⅕皿三多采昨人削利用裁崎雑晒う冴

薩⅕瀧層昨Ｐĺ削昧薩傘甑

福祉昨擦阪咲采三蘿禍委員会 福祉昨擦阪咲采三蘿禍委員会

滲譏朔祭坂崎鯖歯ン児鴫紫詞

削皿傘制燵昨周知質啓æ

漉か会等歳街路灯昨新設⅕流替え燦際傘薇⅕ホ用昨瀧部燦滲歳補妹際傘甑

漉か会等歳設置際傘街路灯昨電灯料昨瀧部燦滲歳補妹際傘甑

※保健脉削採い崎⅕捩子手帳交付

時採皿索乳幼児検診時削⅕糸而使

識詩斯実詞着用昨声掛砕碕糸鹿斯

配漱燦実施甑

福祉昨擦阪咲采三蘿禍委員会

漉坤函館滲福祉昨擦阪咲采三蘿禍委員会墾燦開催裁⅕各種施策削肴い崎調査

研究燦行う碕碕雑削⅕病院⅕百ナ店⅕次至識⅕飲食店作鷺多数昨人歳利用際

傘苗共的施設削肴い崎⅕飼式仔児式実尤削逃わ傘整備基準昨周知質普及昨察

栽⅕人燦思い鯖傘心作鷺昨意識昨啓æ燦噪傘冴薩⅕坤心昨飼式仔児式実墾尤

削向砕冴流組札碕裁崎歯ネ識展昨開催⅕出前講燼⅕広報ア作鷺削皿傘啓æ活

動燦蘿禍際傘甑

滲譏朔祭坂崎鯖歯ン児鴫紫詞⅕

次実痔時実施匙昨掲載削皿傘制

燵昨周知質啓æ

※幼稚園質保育園等Śǹ園採皿索

滲不椌児科ǖŞ施設削糸而使識詩

斯実詞昨着用蘿禍治旨祉実昨掲示

採皿索⅕全園児家庭削糸鹿斯昨配

付燦依頼裁崎い傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

回街路灯昨整備 お暑路管理課Ｂ 宙業昨6162 新規設置数 Ś灯 新規設置数 ǚ灯 新規設置数 Ľ灯

会防犯協会補助宙業 ［采晒裁晧心課］ 宙業昨6162

解地域晧全晧心透進交付金助成宙業 お滲民質男女共輪参き課Ｂ 宙業昨6162 補妹瞭数 Ľǘ瞭 補妹瞭数 ĄŤ瞭 補妹瞭数 ĄŤ瞭

回少烝質少女止実字支治実詞殺動 お教育指棡課Ｂ 宙業昨6162 緊急避飫場脉設置数 緊急避飫場脉設置数 緊急避飫場脉設置数

ǖǹ⅕Ąǹǹ栽脉 ǖǹ⅕Ąǹǹ栽脉 ǖǹ⅕Ąǹǹ栽脉

第Ą　仕宙碕生活昨調和昨実現

ǖ　仕宙碕生活昨調和昨実現昨冴薩昨働済方昨見直裁昨推進

(1) 仕宙碕生活昨調和昨実現削向砕冴広報質啓æ活動昨推進θＰǖǘǖ～ǖǘǚχ

会ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨推進宙業 ［滲民質男女共輪参き課］ 鑷実施

θǖ鏤開催予暼χ

企業等 企業等 ǖǖ回 企業等 ǖǖ回

高等教育機関等 高等教育機関等 ǚ校 高等教育機関等 ǚ校

宙業脉燦対象碕裁冴勉強会 宙業脉燦対象碕裁冴勉強会

烝ǖ回 烝ǖ回

解坤仕宙碕子育崎墾両立推進児四実鹿痔 お子鷺雑企き課Ｂ 鑷実施 鑷実施

θ超後宙業尤燦検討χ θ超後宙業尤燦検討χ

回阪索榊祭あそ索昨広場θ再掲χ［子鷺雑企き課］→［子鷺雑支実似旨課］

塊採父さ珊昨冴薩昨子育崎講燼θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨仔

詩飼使孜実派遣宙業

ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨仔詩

飼使孜実派遣宙業

(「) 子鷺雑燦犯罪等昨被害栽晒晤傘冴薩昨活動昨推進θＰǖǖŞ～ǖǘǹχ

漉坤捗宙碕生活昨調和昨実現墾朔⅕子鷺雑燦生札育崎鯖際い環境咲采三削肴

作歳傘祭碕栽晒⅕罪昨実現削向砕崎⅕滲民鯖企業燦朔載薩⅕地域社会全体埼

流三組殺冴薩昨意識啓æ燦噪傘碕碕雑削⅕行動喚起燦透際祭碕燦目的碕裁冴

講演会等燦行う宙業埼⅕親子擦冴朔子鷺雑冴阪燦対象碕裁冴⅕参加質体験型

昨流組札碕併在崎⅕宙業尤燦薩菜際甑

漉性慕削関わ晒剤誰雑歳活躍埼済傘環境咲采三削必要作ワ実屍質鹿使児質飼

鹿ン旨燦蘿禍際傘冴薩⅕滲不昨企業鯖高等教育機関等削仔詩飼使孜実燦派遣

裁⅕企業昨支援鯖⅕就労前昨学生削対裁⅕労働関逃法痛鯖捗宙碕生活昨調和

昨裴要性作鷺昨理解燦深薩崎雑晒う冴薩昨講燼燦実施際傘甑擦冴⅕宙業脉向

砕削勉強会燦実施際傘甑

θ坤男女共輪参き蘿禍宙業墾昨う阪⅕ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨宙業燦抜

粋χ

函館滲中央地癒防犯誘会⅕函館

西防犯誘会匙昨補妹漉各種防犯活動燦展開裁崎い傘函館滲中央地癒防犯誘会⅕函館西防犯誘会削

補妹金燦交付際傘甑

函館滲中央地癒防犯誘会⅕函

館西防犯誘会匙昨補妹

函館滲中央地癒防犯誘会⅕函館

西防犯誘会匙昨補妹

漉青色回転灯装備車燦使用裁崎防犯歯詞竺実識燦実施裁崎い傘か会削対裁⅕

経ホ昨瀧部燦妹成際傘甑

宙業尤燦検討際傘

漉交通褻昨多い滲暑交差珵削採い崎⅕街路灯設置歳交通宙故減少削効果的碕

見晒参傘箇脉削既斂電柱等燦活用裁崎街路灯燦設置際傘甑

漉子鷺雑冴阪歳宙件削巻済込擦参罪う削作榊冴碕済昨避飫場脉碕裁崎⅕通学

路作鷺削面裁冴商店鯖苗共施設昨察栽⅕瀧般家庭削依頼裁崎旨至紫始実燦ボ

三⅕逃砦込殺祭碕歳埼済傘場脉燦周知際傘碕碕雑削⅕地域撤民昨子鷺雑昨晧

全確保削対際傘意識高蜀燦噪傘甑

宙業脉燦対象碕裁冴勉強

会

ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン

旨仔詩飼使孜実派遣宙業
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

壊子育崎女性等昨就職支援 お邊用労譏課Ｂ

新規求職者数 ŞǘŞ人 新規求職者数 ǚǚǹ人 新規求職者数 ŞŞŤ人

鐚効求職者数 ǘ⅕ǜŞŤ人 鐚効求職者数 ǖ⅕ǹǹǹ人 鐚効求職者数 ǘ⅕Ąǚǹ人

就職件数 ǚŤǖ人 就職件数 ǖĽŤ人 就職件数 ǚĽŤ人

女性昨再就業支援宙業 女性昨再就業支援宙業 女性昨再就業支援宙業

止璽試実溜講者 Śǚ人 10鏤】日～11日⅕ 止璽試実溜講者 Ľǹ人

就業者数 ǚŤ人 1「鏤重日～1「鏤1」日削実施 就業者数 ǘǹ人

ǘ　仕宙碕子育崎昨両立昨冴薩昨基盤整備

(1) 多様作働済方削檮応裁冴子育崎支援θＰǖǘǜ～ǖǘĄχ

会児仕璽式実質支治実詞質止ン祉実宙業θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

解各種保育支実似旨θ再掲χ ［子鷺雑企き課］→［子鷺雑支実似旨課］

回［仕宙碕子育崎墾両立推進児四実鹿痔θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ

塊放課後児童健全育成宙業θ学童保育宙業χ昨充実θ再掲χ［逗世鎚育成課］

壊仕宙碕家庭昨両立支援制燵昨周知質啓æ お邊用労譏課Ｂ

(「) 育児休業制燵等昨普及質啓æ昨推進θＰǖǘĄ～ǖǘĽχ

会育児休業制燵等昨利用透進 お邊用労譏課Ｂ 宙業昨6162

ǚ⅕ǘǹǹ人 ǚ⅕ǹǹǹ人

第Ľ　特別作援助燦要際傘家庭へ昨支援

ǖ　児童虐待防溺檮策昨充実

(1) 関逃機関碕昨連携等θＰǖǘŚ～ǖǘŞχ

会函館滲要保護児童檮策地域協議会 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 要保護児童対策地域誘議会 要保護児童対策地域誘議会 要保護児童対策地域誘議会

昨開催 昨開催 昨開催

鎚表者会議 ǖ回 鎚表者会議 ǖ回 鎚表者会議 ǖ回

実務者会議 ǚ回 実務者会議 ǖ回 実務者会議 ǚ回

宙業昨6162

函館苗共職業晧暼脉不爾孜実

枝思実試実削逃傘情報燦滲広

報㊎匙掲載

ǜĽ回 個慕師実旨検討会議

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質配

付質滲苗式時実施削掲載

ŤŚ回

宙業昨6162 函館苗共職業晧暼脉不爾孜実枝

思実試実昨次実痔時実施掲載

漉国歳実施際傘ワ実屍鹿使児飼鹿ン旨蘿禍昨冴薩昨各種止璽試実鯖宙業脉不

保育施設整備削栽栽傘妹成金制燵⅕暑歳実施際傘両立支援透禍昨冴薩昨各種

施策作鷺燦滲広報ア鯖次実痔時実施等削採い崎周知質啓æ燦噪傘甑

漉雌竺実ワ実屍函館爾孜実枝思実試実削肴い崎⅕滲広報ア⅕次実痔時実施等

削皿三周知燦噪傘碕碕雑削⅕子育崎女性等昨就職支援誘議会削採い崎⅕関逃

機関碕昨情報質意見交蜃燦行う作鷺⅕就職支援削流三組殺甑

個慕師実旨検討会議 Ťǹ回 個慕師実旨検討会議

漉滲鯖教育委員会⅕児童相談脉昨察栽⅕警察⅕保育脉⅕幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑

園⅕椌質中学校⅕主任児童委員⅕児童委員⅕諭療機関作鷺⅕子鷺雑燦流三擦

采関逃機関削皿三構成細参崎採三⅕鎚表者会議鯖実務者会議昨察栽⅕個慕

師実旨検討会議燦開催裁⅕被虐瘤児作鷺昨要保護児童等昨適勉作支援燦噪傘

冴薩削必要作情報交蜃鯖支援昨不容削関際傘誘議等燦行う甑

函館苗共職業晧暼脉不爾孜実枝

思実試実削逃傘情報燦次実痔

時実施削皿三周知

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質配

付質滲苗式時実施削掲載

就職予暼昨大学生質高校生等匙

昨配付Ź「鏤削実施

育児質跳護休業法削肴い崎滲苗

式時実施削掲載Ź⺿時更新

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲苗

式時実施削掲載Ź⺿時更新

就職予暼昨大学生質高校生等匙

昨配付

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲苗

式時実施削情報掲載野⺿時更新

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質配

漱質滲苗式時実施削掲載Ź「鏤

削実施

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲

苗式時実施削情報掲載

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質

配漱質滲苗式時実施削掲載

就職予暼昨大学生質高校生等

匙昨配付

育児質跳護休業法削肴い崎滲苗

式時実施削掲載

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲苗

式時実施削掲載

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質

配付質滲苗式時実施削掲載

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲

苗式時実施削掲載

育児質跳護休業法削肴い崎滲

苗式時実施削掲載

邊用透禍支援制燵削肴い崎滲苗

式時実施削情報掲載

労働者雌ン詩字紫屍昨作成質配

漱質滲苗式時実施削掲載

漉育児休業制燵等削逃傘妹成金削肴い崎⅕滲広報ア鯖次実痔時実施等削皿三

労使双方削対裁崎⅕罪昨周知削昧薩傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

(「) æ生予防，早期æ見質早期檮応等θＰǖǘŞ～ǖǘŤχ

会主任児童委員，児童委員昨活動昨透進θ再掲χ ［地域福祉課］

解θ仮称χＤＶ被害者同伴児童支治実詞宙業 お子育崎支援課Ｂ

回児童虐待防溺意識啓æ宙業 お逗世鎚育成課Ｂ 宙業昨6162 児童虐瘤対応爾誌自仔識昨 児童虐瘤対応爾誌自仔識昨 児童虐瘤対応爾誌自仔識昨

作成質配漱 ǘǹǹ部 作成質配漱 ǹ部 作成質配漱 ǘǹǹ部

塊養育支援訪問宙業θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

壊子鷺雑作珊埼雑相談ǖǖǹ番θ再掲χ お逗世鎚育成課Ｂ

廻乳児家庭全戸訪問宙業θ祭珊削阪朔赤阪皐珊宙業χθ再掲χ お捩子保健課Ｂ

快妊婦健康診査θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

怪妊産婦保健指棡θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

悔乳幼児健康診査θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

恢乳幼児保健指棡θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

懐産後う肴質育児支援宙業θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

ǘ　障歳い児施策昨充実

(1) 障歳い昨早期æ見質早期療育昨充実θＰǖǚǹ～ǖǚǖχ

会函館滲子鷺雑æ署支援宙業(æ署支援ｾﾝﾀｰ宙業，専門支援宙業χ 宙業昨6162 暼期利用児匙昨支援 ǹ人 暼期利用児匙昨支援 ǹ人 暼期利用児匙昨支援 Ş人

［藴歳い保健福祉課］ 濁暼期利用児匙昨支援 延「4】人 濁暼期利用児匙昨支援 延】」人 濁暼期利用児匙昨支援 延「4重人

専門支援 「.5日 専門支援 0.5日 専門支援 5.5日

æ署支援体制思実視伺ネ実詞 æ署支援体制思実視伺ネ実詞 æ署支援体制思実視伺ネ実詞

「0「貫0「0付 0付 「01貫】【0付

解障歳い児削関際傘知識質情報昨提供 ［藴歳い保健福祉課⅕捩子保健課］ 宙業昨6162 藴歳い福祉昨裁採三 」貫1】0冊 藴害者昨裁採三 0冊 藴害者昨裁採三 」貫800冊

窄実罪作傘際砕榊阪 1貫000冊 窄実罪作傘際砕榊阪 0冊 窄実罪作傘際砕榊阪 1貫000冊

回乳幼児健康診査θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

塊乳幼児健康診査　忠次旨屍式実誌ン市θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

壊乳幼児精密健康診査θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

廻乳幼児保健指棡θ再掲χ お捩子保健課Ｂ

快障歳い児訪問指棡 お捩子保健課Ｂ 訪問指棡昨充実 藴歳い児訪問 延重5人 藴歳い児訪問 延5】人 藴歳い児訪問 延1」】人

θ乳幼児保健指棡栽晒再掲χ

策碕三親家庭等子鷺雑昨冴薩昨

学習支援宙業昨中埼⅕）別被害者

家庭昨子鷺雑匙昨支援燦行う碕

碕雑削訪問相談支援員歳6162的

削訪問裁⅕適勉作妹言指棡燦

行榊崎い傘甑

策碕三親家庭等子鷺雑昨冴薩昨

学習支援宙業昨中埼⅕）別被害者

家庭昨子鷺雑匙昨支援燦行う碕

碕雑削訪問相談支援員歳6162的

削訪問裁⅕適勉作妹言指棡燦

行榊崎い傘甑

策碕三親家庭等子鷺雑昨冴薩

昨学習支援宙業昨中埼⅕）別被

害者家庭昨子鷺雑匙昨支援燦

行う碕碕雑削訪問相談支援員

歳6162的削訪問裁⅕適勉作妹

言指棡燦行榊崎い傘甑

計き期間不昨宙業尤燦薩

菜際漉Ăď家庭昨作栽埼育榊冴祭碕削皿三傷肴い冴子鷺雑署歳⅕晧心裁崎晧全埼

い晒参⅕感情燦適勉削表現埼済傘皿う精神面埼昨回復燦噪三⅕自尊心燦持榊

崎生済崎い砕傘皿う支援際傘宙業埼⅕計き期間不昨宙業尤燦薩菜際甑

漉児童虐瘤対応爾誌自仔識鯖児童虐瘤防溺啓æ用始実詩燦作成質配漱裁⅕児

童虐瘤昨防溺採皿索対応削関際傘意識啓æ燦噪傘宙業甑

漉滲歳指暼裁冴æ署支援ぬるﾀｰ削採い崎⅕藴害児通脉支援等燦利用裁崎い作い

藴歳い児採皿索罪昨家族燦対象削⅕個慕昨支援計き昨策暼⅕療育支援⅕家族

匙昨相談支援鯖保育脉等昨日常的削支援削栽栽わ傘関逃機関昨職員等削対際

傘支援燦行う察栽⅕諭師作鷺削皿傘専門的作指棡⅕支援燦行う甑

θ藴害児等療育支援宙業栽晒隣称変更χ

漉保健質諭療質福祉質教育昨各機関等歳実施裁崎い傘啓æ宙業燦通載崎⅕藴

歳い児燦持肴保護者鯖療育関逃者昨札作晒剤⅕瀧般滲民削雑藴歳い削関際傘

情報等燦提供際傘甑

漉藴歳い昨あ傘子鷺雑昨æ署燦支援際傘冴薩削⅕保健質諭療質福祉質教育削

関際傘情報燦提供際傘碕碕雑削⅕保護者昨育児濁晧昨解消燦噪傘冴薩削訪問

指棡昨充実削流三組殺甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

(「) 一貫裁冴総合的作障歳い児施策昨推進θＰǖǚǖ～ǖǚǚχ

会障害児相談支援 宙業脉数 Ť栽脉 宙業脉数 ǖǘ栽脉 宙業脉数 ǖǚ栽脉

［藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実→指棡監査課⅕藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実］

解日中一時支援宙業 ［藴歳い保健福祉課］ 利用人数 延漉148人 利用人数 延漉4】人 利用人数 延漉144人

1貫1重4回 」」】回 1貫188回

θ藴歳い児便昨札χ θ藴歳い児便昨札χ θ藴歳い児便昨札χ

回児童æ署支援 ［藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実］ 利用人数 延漉「貫「」重人 利用人数 延漉漉1貫0「5人 利用人数 延漉「貫18重人

「4貫」48回 10貫88】回 「4貫】】5回

塊医療型児童æ署支援 ［藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実］ 利用人数 延漉「【0人 利用人数 延漉8重人 利用人数 延漉「】0人

「貫「】重回 】1】回 「貫48】回

壊放課後等視使支実似旨 ［藴歳い保健福祉課→指棡監査課⅕藴歳い保健福祉課］ 実施施設数 ǚĽ栽脉 実施施設数 ǚŤ栽脉 実施施設数 ǜǜ栽脉

延利用人数 【貫」04人 延利用人数 「貫重40人 延利用人数 【貫」」【人

【】貫重】1回 」「貫重「5回 【8貫】】重回

廻保育所等訪問支援 ［藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実］ 利用人数 延漉1重5人 利用人数 延漉重【人 利用人数 延漉「0】人

1重【回 重8回 「0重回

宙業昨6162

漉藴害児通脉支援燦利用際傘削あ冴榊崎朔⅕烋成「】烝燵栽晒藴害児支援利用

計き昨作成歳必須碕作傘祭碕栽晒⅕相談支援昨充実削昧薩傘甑

θ藴害児計き相談支援栽晒隣称変更χ

※支援不容Ź子鷺雑瀧人瀧人昨

状況削合わ在崎⅕子鷺雑歳楽裁

薩傘皿う識実識昨あ傘志実痔鯖

音楽質殺動作鷺燦通裁⅕日常生

活削採砕傘基鑚的作動作昨指棡

作鷺必要作支援燦行榊崎い傘甑

宙業昨6162

漉就学前昨主碕裁崎肢体濁自ょ児燦対象削⅕諭療型児童æ署支援止ン祉実擦

冴朔指暼諭療機関削採い崎⅕児童æ署支援採皿索治療燦行榊崎採三⅕超後雑

充実削昧薩傘甑

漉就学前昨身体質知的質精神藴歳いθæ署藴歳い燦含殺χ児削対裁⅕日常生

活削採砕傘基鑚的作動作昨指棡⅕知識技能昨付諾⅕邊団生活匙昨適応訓練等

燦行え傘皿う削児童æ署支援止ン祉実等埼支援燦行榊崎採三⅕対象児童歳増

加裁崎い傘祭碕栽晒充実削昧薩傘甑

※支援不容Ź子鷺雑瀧人瀧人

昨状況削合わ在崎⅕子鷺雑歳

楽裁薩傘皿う識実識昨あ傘

志実痔鯖音楽質殺動作鷺燦通

裁⅕日常生活削採砕傘基鑚的

作動作昨指棡作鷺必要作支援

燦行榊崎い傘甑

※支援不容Ź子鷺雑瀧人瀧人昨

状況削合わ在崎⅕子鷺雑歳楽裁

薩傘皿う識実識昨あ傘志実痔鯖

音楽質殺動作鷺燦通裁⅕日常生

活削採砕傘基鑚的作動作昨指棡

作鷺必要作支援燦行榊崎い傘甑

宙業昨6162

漉跳護裁崎い傘家族歳瀧時的削休息歳碕参傘皿う削際傘碕碕雑削⅕藴歳い昨

あ傘人削日中活動昨場燦提供裁⅕社会削適応際傘冴薩昨日常的作訓練罪昨直

昨支援燦行う甑

宙業昨6162

宙業昨6162

漉椌質中質高等学校削就学裁崎い傘藴歳い児削対裁⅕譌課後鯖夏休札等削採

砕傘居場脉昨確保燦噪傘観珵栽晒⅕邑作傘居場脉碕裁崎坂砕埼朔作采⅕日常

生活削必要作訓練鯖指棡作鷺昨療育⅕罪昨直必要作支援燦指暼支実似旨宙業

脉埼行榊崎採三⅕対象児童歳増加裁崎い傘祭碕栽晒⅕充実削昧薩傘甑

宙業昨6162

漉保育脉等削通う藴歳い児削対裁⅕邊団生活匙昨適応昨冴薩昨専門的作指棡

鯖支援燦必要碕際傘場合削⅕児童æ署支援止ン祉実等昨職員等歳保育脉等燦

訪問裁⅕専門的作支援燦行う碕碕雑削訪問菱昨旨祉紫児削対際傘支援燦行う

雑昨埼⅕烋成「】烝燵栽晒朔児童æ署支援止ン祉実昨必須宙業碕作傘祭碕栽

晒⅕訪問支援昨充実削昧薩傘甑

※支援不容Źǘ溫間削ǖ回程燵

訪問裁⅕児童鑚人削対裁崎朔邊

団生活適応昨冴薩昨訓練等昨支

援燦⅕訪問菱施設昨旨祉紫児削

対裁崎朔児童匙昨支援方法昨指

棡等昨支援燦行榊崎い傘甑

※支援不容Źǘ溫間削ǖ回程

燵訪問裁⅕児童鑚人削対裁崎

朔邊団生活適応昨冴薩昨訓練

等昨支援燦⅕訪問菱施設昨旨

祉紫児削対裁崎朔児童匙昨支

援方法昨指棡等昨支援燦行榊

崎い傘甑

※支援不容Źǘ溫間削ǖ回程燵

訪問裁⅕児童鑚人削対裁崎朔邊

団生活適応昨冴薩昨訓練等昨支

援燦⅕訪問菱施設昨旨祉紫児削

対裁崎朔児童匙昨支援方法昨指

棡等昨支援燦行榊崎い傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

快朔祭坂崎療育質自立支援止ン祉実診療所 ［療育質自立支援止ン祉実］ 溜診延冊人数 【貫141人 溜診延冊人数 「貫重88人 溜診延冊人数 【貫重85人

怪育成医療昨給付 ［捩子保健課］ 諭療昨支給ィ暼実人数 諭療昨給付人数 諭療昨給付人数

補装彬昨給付件数 1件 補装彬昨給付件数 0件 補装彬昨給付件数 1件

(」) 教育的支援昨推進θＰǖǚǚ～ǖǚĄχ

会司伺実屍嗣ン詩質支実屍識活動推進宙業θ再掲χ お生涯学習文尤課Ｂ

解特別支援教育支治実詞糸実痔昨設置 宙業昨6162 全体会 ǖ回 全体会 ǖ回 全体会 ǖ回

お遊戻海暑教育止ン祉実→教育指棡課⅕遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ 市識実寺誘議 ǹ回 市識実寺誘議 ǹ回 研修会匙昨参加

巡回相談 延冊Şǜ隣 巡回相談 延冊ǚǹ隣 依頼削応載崎巡回相談燦実施

回特別支援教育支援員配置宙業 宙業昨6162 特慕支援教育支援員昨配置 特慕支援教育支援員昨配置 特慕支援教育支援員昨配置

お遊戻海暑教育止ン祉実→教育指棡課⅕遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ Ąǘ校漉Śǜ隣 ǜŞ校漉Śǹ隣 ǜŞ校漉Śǹ隣

漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉 漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉

塊特別支援教育巡回指棡員配置宙業 お遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ 宙業昨6162

漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉 ǘ隣 漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉 ǘ隣 漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉 ǘ隣

質烝燵初薩昨学校訪問 Ąǹ件 質烝燵初薩昨学校訪問 Ąǹ件

学校訪問等 ǖǚǚ件 質学校昨要請削応載崎⺿時訪問 ǖ件 質学校昨要請削応載崎⺿時訪問 Ľǖ件

質就学相談 Ť件 質就学相談朔⺿時実施

壊特別支援教育削関際傘研修昨充実 お遊戻海暑教育止ン祉実Ｂ 宙業昨6162 特慕支援教育研修会漉 ǜ回 特慕支援教育研修会漉 ǚ回 特慕支援教育研修会漉 ǜ回

特慕支援教育講演会 ǖ回

廻特別支援教育就学扶助 お保健給食課Ｂ 宙業昨6162 支給対象児童質生徒 支給対象児童質生徒 支給対象児童質生徒

漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉椌学生 ǖŞǜ人 漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉椌学生 ǹ人 漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉椌学生 ǖŤǹ人

中学生 Ľǚ人 中学生 ǹ人 中学生 Ľǹ人

(4) 保育所等削採砕傘障歳い児保育等昨推進θＰǖǚĄχ

会保育所等訪問支援θ再掲χ

［藴歳い保健福祉課⅕療育質自立支援止ン祉実］

宙業昨6162

漉殺動質精神æ署鯖心昨問巠削肴い崎昨診察質検査質式雌似式至実斯辞ン作

鷺燦行う甑

漉診療科Ź精神科⅕椌児科⅕整形弸科⅕式雌似式至実斯辞ン科

「重人 「重人

宙業昨6162

18人

漉滲立椌質中学校削在籍際傘⅕特慕作教育的支援歳必要作児童質生徒削対裁

崎⅕学校削採砕傘日常生活琢昨跳妹鯖⅕学習支援燦行う特慕支援教育支援員

燦配置際傘甑

漉滲立幼稚園⅕椌質中学校燦対象碕裁崎⅕学習藴歳いθＬĂχ⅕注意靭祀Ǹ

多動性藴歳いθźĂĘĂχ⅕自閉症旨時屍詞鹿痔θźćĂχ等⅕特慕作支援

燦要際傘児童質生徒匙昨教育的対応削肴い崎⅕巡回相談作鷺燦通載崎⅕専門

的作意見昨提示鯖妹言燦行榊崎採三⅕超後雑6162際傘甑

漉身体削藴歳い昨あ傘⅕擦冴朔譌置際参柵瀧暼昨藴歳い燦逼際碕ィ薩晒参傘

子鷺雑埼⅕手術等削皿三確実削治療効果歳期瘤埼済傘雑昨削諭療ホ昨給付燦

行う碕碕雑削⅕身体昨藴歳い燦補う冴薩昨補装彬昨購入鯖修理ホ用昨瀧部支

給作鷺燦行う甑

特慕支援教育巡回指棡員配置数

漉滲立椌質中学校削在籍際傘æ署藴歳い等昨教育的支援歳必要作児童質生徒

削対裁崎就学相談鯖就学後昨児四竺実仔紫寺訪問⅕巡回相談燦碕採裁崎実態

把握燦行う碕碕雑削⅕各学校削採砕傘特慕支援教育蘿禍琢昨諸課巠削対裁

崎⅕学校支援鯖妹言燦行う特慕支援教育巡回指棡員燦配置際傘甑

漉滲立椌質中学校昨教職員燦対象削⅕学習藴歳いθＬĂχ⅕注意靭祀Ǹ多動

性藴歳いθźĂĘĂχ⅕自閉症旨時屍詞鹿痔θźćĂχ等⅕特慕作支援燦要

際傘児童質生徒匙昨教育的対応鯖検査方法⅕仔止旨磁ン詞昨方法燦研修裁⅕

実薇昨指棡削活用燦噪傘流組札燦実施際傘甑

特慕支援教育巡回指棡員配置数 特慕支援教育巡回指棡員配置数

漉特慕支援学㊏等削就学際傘児童質生徒昨保護者昨負担燦軽減際傘冴薩⅕学

校給食ホ鯖学用品質通学用品購入ホ作鷺必要作支給燦行う甑
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解私立幼稚園等削採砕傘障歳い児教育 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 施設数 ǖǘ栽脉 施設数 ǖǘ栽脉 施設数 ǖǘ栽脉

入園実人数 ǘŤ人 入園実人数 ǜǹ人 入園実人数 ǜǹ人

回保育所等削採砕傘障歳い児保育θ再掲χ お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

塊放課後児童健全育成宙業削採砕傘障歳い児保育 ［逗世鎚育成課］ 実施施設昨荐大 施設数 ǘŚ栽脉 施設数 ǘŚ栽脉 施設数 ǘŚ栽脉

入脉児童数 Ľǚ人 入脉児童数 Ľǚ人 入脉児童数 Ľǚ人

第Ś　母子家庭採皿索父子家庭昨自立支援

ǖ　母子家庭採皿索父子家庭昨自立支援昨推進

(1) 子育崎質生活支援昨充実θＰǖǚŚ～ǖǚŤχ

会母子家庭等昨保育所優先入所 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 宙業昨6162

解母子生活支援施設 お子育崎支援課Ｂ 施設数等 施設数 ǘ栽脉 施設数 ǘ栽脉 施設数 ǘ栽脉

利用世澳数 ǜǹ世澳 利用世澳数 ǜǹ世澳 利用世澳数 ǜǹ世澳

回椌規模便園型θ支至鹿使詞型χ母子生活支援施設 お子育崎支援課Ｂ 施設数等 施設数 ǹ栽脉 施設数 ǹ栽脉 施設数 ǹ栽脉

利用世澳数 ǹ世澳 利用世澳数 ǹ世澳 利用世澳数 ǹ世澳

塊母子質父子福祉止ン祉実埼昨趣味質教養教室 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 教室不容 教室不容 教室不容

壊親子埼昨各種体験型教室θ宙業χ昨参加透進 お子育崎支援課Ｂ

廻策碕三親家庭等奉仕員派遣宙業θ再掲χ お子育崎支援課Ｂ

快子育崎支援短期利用宙業θ斯ョ実詞旨至使宙業χθ再掲χお子育崎支援課Ｂ

怪詞ワ使鹿使詞旨至使宙業θ再掲χ お子育崎支援課Ｂ

悔滲営撤宅へ昨母子質父子家庭等昨優先入居 お撤宅課Ｂ 宙業昨6162 入居世澳数

ǹ世澳 ǹ世澳入居 鑷暼

漉譌課後児童屍鹿字θ学童保育脉χ削採い崎朔⅕療能作限三藴歳い児昨溜入

参燦行榊崎採三⅕現在⅕滲碕裁崎藴歳い昨あ傘児童燦溜砕入参傘冴薩昨施設

改修鯖備品購入燦支援裁崎い傘歳⅕超後⅕烋成「】烝燵栽晒実施昨国昨子鷺

雑質子育崎支援新制燵燦活用裁作歳晒実施施設燦荐大際傘甑

漉45立幼稚園⅕ィ暼祭鷺雑園埼朔⅕藴歳い匙昨理解燦深薩傘碕碕雑削⅕療育

燦禍薩傘冴薩⅕健康面鯖æ署面削採い崎特慕作支援歳必要作幼児燦溜砕入参

崎い傘甑

θ45立幼稚園削採砕傘藴歳い児教育栽晒隣称変更χ

保育脉質ィ暼祭鷺雑園入脉申込

者昨利用調整削あ冴榊崎⅕捩

子質父子家庭削脉要昨配慮燦裁

崎い傘甑

漉捩子世澳鯖父子世澳燦対象削⅕ィ療保育脉昨優菱入脉燦行う甑

漉撤居燦提供際傘坂砕埼作采⅕生活支援⅕就業支援⅕育児相談⅕教育相談作

鷺燦通載崎⅕自立燦支援際傘甑

保育脉質ィ暼祭鷺雑園入脉申

込者昨利用調整削あ冴榊崎⅕

捩子質父子家庭削脉要昨配慮

燦裁崎い傘甑

漉捩子生活支援施設入脉削逃わ傘課巠燦察拶解決裁崎い傘捩子家庭削肴い

崎⅕民間撤宅等燦活用裁崎⅕鑚体施設碕連携燦噪三作歳晒⅕生活指棡鯖相談

昨支援燦行い⅕罪昨自立燦裴珵的削支援際傘甑

漉捩子質父子質寡婦燦対象碕裁崎⅕趣味鯖教養⅕旨治実肢質鴫屍式嗣実斯辞

ン燦通載崎生済歳い燦深薩⅕健康埼明傘い生活燦=傘冴薩昨各種教室等燦開

催際傘甑

保育脉質ィ暼祭鷺雑園入脉申込

者昨利用調整削あ冴榊崎⅕捩

子質父子家庭削脉要昨配慮燦裁

崎い傘甑

司四実姿ン市n旨詞鴫紫糸ン

市⅕料理⅕歌謡⅕書暑⅕汐姉

作鷺

親子埼参加埼済傘各種昨

体験型教室θ宙業χ等昨

情報収邊燦行い⅕罪昨周

知質広報削昧薩傘甑

親子埼参加埼済傘各種昨体験

型教室θ宙業χ等昨情報収邊

燦行い⅕罪昨周知質広報

親子埼参加埼済傘各種昨体験型

教室θ宙業χ等昨情報収邊燦行

い⅕罪昨周知質広報

親子埼参加埼済傘各種昨体験型

教室θ宙業χ等昨情報収邊燦行

い⅕罪昨周知質広報

漉親子埼参加埼済傘各種昨体験型教室θ宙業χ等昨情報収邊燦行い⅕罪昨周

知質広報削昧薩⅕親子埼昨参加透禍燦噪傘甑

捩子質父子世澳昨入居世澳数

司四実姿ン市n旨詞鴫紫糸

ン市⅕料理⅕歌謡⅕書暑⅕

汐姉作鷺

司四実姿ン市n旨詞鴫紫糸ン

市⅕料理⅕歌謡⅕書暑⅕汐姉

作鷺

漉高齢者⅕藴歳い者⅕捩子質父子世澳⅕徹脉得者燦対象削滲営撤宅昨優菱入

居燦行う甑

θ滲営撤宅匙昨捩子家庭等昨優菱入居栽晒隣称変更χ

捩子質父子世澳昨入居世澳数

31



烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

(「) 就業支援昨充実θＰǖǚŤ～ǖǜǖχ

会母子質父子福祉止ン祉実埼昨技能習得宙業 お子育崎支援課Ｂ 教室不容 教室不容 教室不容 教室不容

嗣屍止識教室 ｴｸぬょ教室 ǘ教室ǖŤŤ人 ｴｸぬょ教室 ǖ教室定ŚĽ人 ｴｸぬょ教室 ǘ教室ǖŤŤ人

ワ実詩教室 りｰﾄれ教室 ǖ教室定定ĽĽ人 りｰﾄれ教室 ǹ教室定漉ǹ人 りｰﾄれ教室 ǖ教室定定ĽĽ人

簿ぇ

解母子家庭等就業質自立支援止ン祉実宙業 お子育崎支援課Ｂ

回母子自立支援寺竺市鹿痔策定宙業 お子育崎支援課Ｂ 寺竺市鹿痔策暼件数 寺竺市鹿痔策暼件数 寺竺市鹿痔策暼件数

塊母子家庭等自立支援給付金支給宙業 お子育崎支援課Ｂ 自立支援教育訓練給付金 Ş件 自立支援教育訓練給付金 ǜ件 自立支援教育訓練給付金 ǖĄ件

高等技能訓練透禍給付金 ǖĄ件 高等技能訓練透禍給付金 Ť件 高等技能訓練透禍給付金 ǖŚ件

壊子育崎女性等昨就職支援θ再掲χ お邊用労譏課Ｂ

(」) 養育費確保昨透進θＰǖǜǖ～ǖǜǘχ

会養育費確保削栽栽傘周知質啓æ宙業 お子育崎支援課Ｂ 6162裁崎周知啓æ燦行う甑

(4) 経済的支援昨充実θＰǖǜǘ～ǖǜǚχ

会児童扶養手当 ［子育崎支援課］ 宙業昨6162 対象児童数 対象児童数 対象児童数

延漉Ľǖ⅕ǜĽǚ人 延定定ǚŞ⅕ŞŤŤ人 延漉Śǘ⅕ǘŤĽ人

解策碕三親家庭等医療費助成制燵 ［子育崎支援課］ 宙業昨6162 溜給者数 溜給者数 溜給者数

Ş⅕ǜǚŞ人 Ś貫ŞĽŤ人 Ş⅕ǜĽǖ人

溜診件数 溜診件数 溜診件数

Ąǘ⅕ŞŞŞ件 ǘǖ⅕Ľǖǖ件 Ąǜ⅕Şǘǘ件

就業相談⅕就業透禍活動⅕止

璽試実就業情報提供作鷺宙業

燦展開

就業相談⅕就業透禍活動⅕止璽

試実就業情報提供作鷺宙業燦展

開

漉捩子家庭等昨捩親擦冴朔父親⅕採皿索寡婦燦対象碕裁崎⅕就職削鐚利作資

格燦得傘冴薩昨講燼燦開催際傘甑

漉資格流得昨冴薩昨指暼細参冴講燼燦溜講際傘場合鯖⅕看護師⅕跳護福祉

士⅕保育士⅕理学療法士⅕作業療法士⅕歯科衛生士⅕美容師削加え⅕烋成「8

烝燵栽晒⅕社会福祉士⅕調理師⅕製菓衛生師昨皿う作経済的自立削鐚効作資

格燦流得際傘場合作鷺削給付金燦支給裁崎採三⅕超後雑宙業昨周知質啓æ削

昧薩傘碕碕雑削⅕捩子家庭等昨自立燦瀧層支援際傘甑

就業相談⅕就業透禍活動⅕止璽

試実就業情報提供作鷺宙業燦展

開

漉暑碕連携燦噪三作歳晒⅕瀧ネ裁冴就業支援支実似旨燦提供際傘碕碕雑削⅕

地域生活鯖養育ホ削関際傘相談昨察栽⅕民間宙業者削対際傘就業削逃わ傘誘

力依頼作鷺⅕総合的作支援削肴い崎⅕済薩細栽采流三組殺甑

宙業昨6162 ǖĄ件

戻海暑碕昨連携燦噪三作

歳晒⅕済薩細栽采流三組

殺甑

Ľ件 ǚǹ件

漉就職鯖転職燦希望際傘児童扶養手当溜給者燦対象削⅕専門昨相談員歳面談

昨うえ⅕鑚人昨希望鯖実情削対応裁冴自立支援計き書貧寺竺市鹿痔週燦策暼裁

崎⅕個々削応載冴済薩細栽作就業支援燦行う甑

捩子自立支援員削皿傘相談時鯖

児童扶養手当昨申請時削周知燦

行う

漉捩子及索父子並索削寡婦福祉法埼朔⅕非監護親朔養育ホ燦支払う皿う昧薩

傘冊済埼あ傘碕暼薩晒参崎採三⅕児童扶養手当昨申請時作鷺削⅕養育ホ昨確

保削関際傘周知質啓æ燦噪傘甑

捩子自立支援員削皿傘相談時

鯖児童扶養手当昨申請時削周

知燦行う

宙業昨周知質啓æ削昧薩

傘碕碕雑削⅕捩子家庭昨

自立燦瀧層支援際傘冴

薩⅕対象資格昨荐充削肴

い崎検討甑

捩子自立支援員削皿傘相談時鯖

児童扶養手当昨申請時削周知燦

行う

漉捩子擦冴朔父子家庭鯖両親昨い作い家庭昨「0遁鑷満昨子碕⅕策碕三親家庭

昨捩擦冴朔父昨保険診療削栽栽傘諭療ホ昨瀧部燦⅕瀧暼昨要件昨雑碕削妹成

際傘甑

漉策碕三親家庭等θ捩子採皿索父子家庭等χ昨生活昨晧暼碕自立昨透禍削寄

諾裁⅕児童昨福祉昨増禍燦噪傘冴薩⅕瀧暼昨要件削ゅ当際傘18遁削署際傘日

通後昨最初昨ǚ鏤」1日擦埼昨間削あ傘児童θ瀧暼程燵通琢昨藴歳い昨状態削

あ傘場合朔「0遁鑷満χ燦養育裁崎採三⅕脉得歳瀧暼鑷満昨方削手当燦支給際

傘甑烋成「8烝8鏤栽晒⅕第「子通降削支給際傘手当昨巸燦増巸改暼裁冴甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

回遺児手当 お子育崎支援課Ｂ 対象児童数 延漉ǜŞǹ人 対象児童数 延漉ǖŚǘ人 対象児童数 延漉ǜǖŚ人

塊母子質父子質寡婦福祉資金貸付金 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 貸付件数 貸付件数 貸付件数

捩子福祉資金質寡婦福祉資金 捩子福祉資金質寡婦福祉資金

貸付金 ǖǹǜ件 貸付金 ĄŞ件 貸付金 ǖǚǚ件

壊母子家庭等自立支援給付金支給宙業θ再掲χ お子育崎支援課Ｂ

(5) 情報提供採皿索相談体制昨充実θＰǖǜǚ～ǖǜĄχ

会母子質父子自立支援質女性相談室 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 相談員 ǜ隣兼務 相談員 Ą隣兼務 相談員 Ą隣兼務

相談件数 ǘ⅕ǜǖŤ件 相談件数 ŤŞǚ件 相談件数 ǘ⅕Ąǹǹ件

貧捩子自立支援相談室便漉1貫85【件週 貧捩子自立支援相談室便漉】05件週 貧捩子自立支援相談室便漉1貫800件週

貧女性相談室便漉5【」件週 貧女性相談室便漉「】8件週 貧女性相談室便漉】00件週

解坤策碕三親家庭昨裁採三墾昨配漱 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 配付部数 ǖ⅕ǹǹǹ部 配付部数 ǖ⅕ǹǹǹ部 配付部数 ǖ⅕ǹǹǹ部

第Ş　子育崎削伴う経済的負担昨軽減

ǖ　子育崎家庭へ昨経済的支援昨充実

(1) 各種手当昨支給質充実θＰǖǜŚ～ǖǜŞχ

会児童手当 お子育崎支援課Ｂ 宙業昨6162 対象児童数 対象児童数 対象児童数

漉延漉ǘŚĽ⅕ǜŤŚ人 漉延漉Ťǖ⅕ǹǘĽ人 漉延漉ǘŚǹ⅕ǹĄǖ人

解児童扶養手当θ再掲χ お子育崎支援課Ｂ

(「) 医療費等昨助成，軽減昨実施θＰǖǜŞ～ǖǜŤχ

会私立学校殺営費補助金θ再掲χ ［子鷺雑企き課］

漉専任昨相談員燦配置裁⅕生活全般昨問巠削肴い崎相談削応載⅕罪昨自立削

必要作指棡碕生活資金昨貸付砕燦行う甑

漉父採皿索捩燦失榊冴遺児擦冴朔濁慮昨宙故⅕災害削皿三父捩昨い剤参栽燦

失榊冴遺児昨養育者削対裁崎⅕手当燦支給際傘甑

漉捩子擦冴朔父子家庭燦対象碕裁冴相談鯖手当昨制燵⅕生活資金昨貸付砕⅕

捗宙⅕子育崎支援支実似旨等⅕生活削必要作情報燦掲載裁冴冊子燦作成裁⅕

対象世澳削配漱際傘甑

漉捩子家庭等昨経済的自立碕生活昨晧暼⅕子鷺雑昨福祉燦噪傘冴薩⅕無利子

擦冴朔徹利子埼各種資金昨貸付砕燦行う甑

漉家庭等削採砕傘生活昨晧暼削寄諾際傘碕碕雑削逗鎚昨社会燦担う児童昨健

鯖栽作成長削資際傘冴薩⅕中学生擦埼昨児童θ15遁到署後⅕最初昨ǚ鏤」1日

擦埼χ燦養育裁⅕栽肴⅕罪昨児童碕瀧暼関逃昨生計関逃削あ傘父擦冴朔捩等

θ脉得昨高い方χ削手当燦支給際傘甑

捩子福祉資金質寡婦福祉資金

制燵昨周知⅕広報削昧薩

傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

解徹所得世帯質多子世帯削檮際傘保育料昨軽減 宙業昨6162

［子鷺雑企き課］→［子鷺雑支実似旨課］

回子鷺雑質子育崎支援新制燵へ移行昨幼稚園採皿索認定祭鷺雑園削逃傘保育料昨軽減 宙業昨6162

お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］

塊幼稚園就園奨励宙業 お子鷺雑企き課Ｂ→［子鷺雑支実似旨課］ 宙業昨6162 対象者 対象者 対象者

45立ǖ園 ǖ人 45立ǖ園 ǘ人 45立ǖ園 ǘ人

壊子鷺雑医療費助成制燵 ［子育崎支援課］ 宙業昨6162 溜給者数 溜給者数 溜給者数

ǘǖ⅕ǹǖĽ人 ǘǹ⅕ǚǹĄ人 ǘǹ⅕ǚĽǘ人

溜診件数 溜診件数 溜診件数

ǘŤǚ⅕ǹŤĽ件 ǖǘǘ⅕ǖĄǘ件 ǘŤĄ⅕ǘǜŤ件

(」) 就学削逃傘費用昨助成，軽減昨実施θＰǖǜŤ～ǖĄǹχ

会入学準備金貸付宙業 ［子鷺雑企き課］ 宙業昨6162

貸付人数 貸付人数

大学質大学院 ǘ人 大学質大学院 ǚ人

専修学校 ǖ人 専修学校 ǚ人

高専質高等学校 ǖǹ人 高専質高等学校 ǖǚ人

解奨学金貸付宙業 ［子鷺雑企き課］ 宙業昨6162 貸付人数 貸付人数 貸付人数

新規生 Ş人 新規生 Ą人 新規生 Ą人

6162生 ǚǖ人 6162生 ǘǖ人 6162生 ǘǖ人

回母子質父子質寡婦福祉資金貸付金θ再掲χ お子育崎支援課Ｂ

漉保育脉保育料昨軽減昨実態燦

踏擦え⅕子鷺雑質子育崎支援新

制燵匙移行昨幼稚園採皿索ィ暼

祭鷺雑園削逃傘保育料削肴い崎

雑負担燦軽減

質無償尤昨実施

※θ痛和元烝10鏤～χ

漉保育脉保育料昨軽減昨実態等燦踏擦え⅕子鷺雑質子育崎支援新制燵匙移行

昨幼稚園採皿索ィ暼祭鷺雑園削逃傘保育料削肴い崎雑⅕負担昨軽減燦噪傘甑

漉保育脉保育料昨軽減昨実態燦

踏擦え⅕子鷺雑質子育崎支援新

制燵匙移行昨幼稚園採皿索ィ暼

祭鷺雑園削逃傘保育料削肴い崎

雑負担燦軽減

1「鏤申請書配漱⅕1鏤溜付予暼 θ1「鏤申請書配漱⅕1鏤溜付χ

漉高等学校質高等専門学校質短期大学質大学質大学院擦冴朔専修学校削入学

際傘生徒昨保護者埼入学金等昨調署歳困飫作者燦対象碕裁崎入学準備金燦貸

裁付砕傘甑

保育料昨負担軽減

質輪瀧世澳埼ǚ人通琢入脉

⇒第ǚ子通降無料

質烝収」【0万付鑷満相当世澳

⇒琢昨子昨入脉貧烝齢週削栽栽

わ晒剤第ǚ子通降無料θ策碕

三親世澳等昨場合朔⅕第ǘ子

通降無料χ

質烝収【40万付鑷満相当世澳

⇒ǚ遁鑷満昨第ǘ子通降無料

θ烋成」0烝重鏤～χ

質鑷婚昨策碕三親削逃傘寡婦

θ彿χ蘰瞩等昨札作裁適用昨

実施

※θ烋成」0烝重鏤～χ

保育料昨負担軽減

質輪瀧世澳埼ǚ人通琢入脉

⇒第ǚ子通降無料

質烝収」【0万付鑷満相当世澳

⇒琢昨子昨入脉貧烝齢週削栽栽わ

晒剤第ǚ子通降無料θ策碕三親

世澳等昨場合朔⅕第ǘ子通降無

料χ

質烝収【40万付鑷満相当世澳

⇒ǚ遁鑷満昨第ǘ子通降無料

質鑷婚昨策碕三親削逃傘寡婦

θ彿χ蘰瞩等昨札作裁適用昨実

施

漉子鷺雑昨保険診療不削栽栽傘諭療ホ昨瀧部燦瀧暼昨要件昨雑碕削妹成裁崎

採三⅕超後雑6162裁崎い済擦際歳⅕併在崎⅕細晒作傘制燵昨充実削肴い崎雑

検討際傘甑

保育料昨負担軽減

質輪瀧世澳埼ǚ人通琢入脉

⇒第ǚ子通降無料

質烝収」【0万付鑷満相当世澳

⇒琢昨子昨入脉貧烝齢週削栽栽わ

晒剤第ǚ子通降無料θ策碕三親

世澳等昨場合朔⅕第ǘ子通降無

料χ

質烝収【40万付鑷満相当世澳

⇒ǚ遁鑷満昨第ǘ子通降無料

質鑷婚昨策碕三親削逃傘寡婦

θ彿χ蘰瞩等昨札作裁適用昨実

施

質ǚ遁児～Ą遁児無料

※θ痛和元烝10鏤～χ

漉ǚ遁鑷満児θ撤民税非課税世澳燦瞩采χ削肴い崎⅕徹脉得世澳削配慮裁作

歳晒⅕保育料削逃傘艹層癒便燦細便尤等際傘祭碕削皿三⅕保育料昨負担燦軽

減際傘察栽⅕瀧暼昨脉得鑷満削相当際傘世澳昨第ǘ子通降削肴い崎保育料燦

無償尤際傘甑

θ保育脉保育料昨軽減栽晒隣称変更χ

漉保育脉保育料昨軽減昨実態

燦踏擦え⅕子鷺雑質子育崎支

援新制燵匙移行昨幼稚園採皿

索ィ暼祭鷺雑園削逃傘保育料

削肴い崎雑負担燦軽減

漉子鷺雑質子育崎支援新制燵削移行裁作い幼稚園削採い崎朔⅕経済的作宙情

削皿三⅕就園歳困飫作幼児昨保護者昨経済的負担燦軽減際傘冴薩⅕幼稚園児

昨入園料⅕保育料昨瀧部擦冴朔全部燦世澳昨脉得昨状況削応載崎減免際傘甑

θ1「鏤申請書配漱⅕1鏤溜付χ

漉高等学校質高等専門学校質短期大学質大学質大学院擦冴朔専修学校削在学

裁⅕経済的理ょ削皿三就学困飫作学生質生徒燦対象削奨学金燦貸諾際傘甑
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烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績施策項目採皿索宙業不容 計画目標　～烋成」1烝燵

塊就学援助 お保健給食課Ｂ 宙業昨6162 準要保護者数 準要保護者数 準要保護者数

ǜ⅕ǖŤǘ人 ǚ⅕Śǜǘ人 ǚ⅕Şǘǚ人

児童生徒数 児童生徒数 児童生徒数

ǖĄ⅕ǚĽŞ人 ǖǜ⅕ŤǖĄ人 ǖǜ⅕ŤǖĄ人

ィ暼率 ǘŚḿǘŞ% ィ暼率 ǘĄḿǹŤ% ィ暼率 ǘĄḿĽǚ%

新椌学生 ǜǚǜ人 新椌学生 Ąǹǚ人

新中学生 ĄĄǖ人 新中学生 ǜŞŚ人

新入学児童質生徒学用品等

扶妹昨入学前支給

新入学児童質生徒学用品等

扶妹昨入学前支給

漉経済的理ょ削皿三⅕就学歳困飫碕ィ薩晒参傘児童質生徒昨保護者削対裁

崎⅕保護者昨負担燦軽減際傘冴薩⅕給食ホ鯖学用品作鷺⅕必要作援妹燦行

う甑
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懇新冴削計画削哲置付砕傘宙業昏

会入学準備給付金 ［子鷺雑企き課］ 新規宙業θ烋成「】烝燵～χ給付対象児童数 「8【人 給付対象児童数 Ḿ 人 給付対象児童数 」15人

新椌学1烝生漉1」5人 新椌学1烝生漉1】重人

新中学1烝生漉151人 新中学1烝生漉1」【人

解爾孜実枝質支治実詞質旨至実斯ョン宙業 ［捩子保健課］ 新規宙業θ烋成「】烝燵～χ窓口相談支援件数漉 延「」】件 窓口相談支援件数漉 延115件 窓口相談支援件数漉 延「】【件

妊娠榲出時相談支援件数
妊娠榲出時相談支援件数

妊娠榲出時相談支援件数

延1貫510件 延5【重件 延1貫」【【件

回多様作宙業者昨参入透進質能力活用宙業 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ烋成「】烝燵～χ施設数 ǖ栽脉 施設数 ǘ栽脉 施設数 ǘ栽脉

入脉実人員 ǖ人 入脉実人員 ǘ人 入脉実人員 ǘ人

塊実費盍収削逃傘補足給付宙業 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ烋成「】烝燵～χ延給付人員 Śǚ人 延給付人員 Ḿ 人 延給付人員 ǖǖŞ人

壊子育崎世帯空家等改修宙業 ［都滲整備課］ 新規宙業θ烋成「8烝燵～χ補妹件数 ǹ件 補妹件数 ǹ件 補妹件数 ǹ件

廻コ璽自誌至伺質旨屍実識θ学校殺営協議会制燵χ 新規宙業θ烋成「8烝燵～χ設置校数 設置校数 設置校数

お学校教育課→学校再y質地域連携課Ｂ θ思璽自誌至伺質旨屍実識χĄǹ校 θ思璽自誌至伺質旨屍実識χ ĽĄ校 θ思璽自誌至伺質旨屍実識χĽĄ校

ǖ園 ǖ園

委員数 ǚǖǖ人 委員数 ǜǚǜ人 委員数 ǜǚǜ人

快中学生学習支援等宙業 お生活支援課Ｂ 新規宙業θ烋成「8烝燵～χ暼員 ǜǹ人 暼員 Ąǹ人 暼員 Ąǹ人

参加生徒数 Ąǘ人 参加生徒数 ǜǹ人 参加生徒数 Ąǹ人

怪奨学金支給宙業 ［子鷺雑企き課］ 新規宙業θ烋成「重烝燵～χ支給人数 支給人数 支給人数

新規生 Ą人 新規生 Ľ人 新規生 Ľ人

6162性 Ą人 6162性 Ą人

候補者昨選暼

悔子鷺雑会議 ［子鷺雑企き課］ 新規宙業θ烋成「重烝燵～χ参加者漉 ǖǹ人 鑷実施

開催日数 ǚ日

漉人物質学業碕雑削優44埼⅕経済的作理ょ削皿三修学歳困飫作大学生削対

裁⅕返還歳濁要作奨学金燦支給際傘甑

施策項目採皿索宙業不容

烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

烋成」0烝燵実績

ǖ鏤実施予暼

θ】鏤」0日⅕8鏤「日⅕】日開催甑

最終日Ź滲匙昨意見報告会χ

漉ィ暼祭鷺雑園削採い崎⅕健康面鯖æ署面削採い崎特慕作支援歳必要作子鷺

雑燦溜砕入参傘甑

漉子鷺雑冴阪歳社会参加際傘祭碕燦目的碕裁崎⅕子鷺雑削関際傘施策鯖擦阪

咲采三削関際傘祭碕等削肴い崎⅕子鷺雑冴阪自身歳や裁合い⅕意見æ表燦際

傘機会燦設砕傘甑

宙業開始烝燵

漉子育崎家庭匙昨経済的支援燦噪傘冴薩⅕椌学校採皿索中学校等削入学際傘

子鷺雑昨保護者削対裁⅕入学準備金燦支給際傘甑

漉幼稚園質保育脉質ィ暼祭鷺雑園燦利用際傘徹脉得世澳質多子世澳削対裁

崎⅕保護者歳支払う冊済副食闍料ホ⅕日用品⅕文胖彬等昨購入ホ用鯖行宙匙

昨参加削必要作ホ用昨瀧部燦補妹際傘甑

漉子育崎世鎚歳抱え傘妊娠⅕出産⅕子育崎等削関際傘相談削専任昨相談員歳

ワン旨詞紫寺埼対応裁⅕必要削応載崎関逃機関碕連携裁⅕勉参目昨作い支援

燦実施際傘甑

漉擦冴⅕痛和元烝燵栽晒朔⅕第ǖ子燦出産裁冴家庭削朔⅕妹産師等昨資格燦

鐚際傘相談員燦派遣裁崎い傘甑

漉西部地癒採皿索中央部地癒昨空家昨鐚効活用鯖子育崎世澳昨街作栽居撤燦

透禍際傘冴薩⅕子育崎世澳歳自晒脉鐚裁崎い傘空家昨榮根⅕弸壁等燦改修

裁⅕居撤際傘場合⅕改修ホ昨瀧部燦補妹際傘甑

漉教育委員会歳誘議会昨委員碕裁崎委嘱質任和裁冴地域撤民鯖保護者⅕教職

員歳瀧暼昨⑯限碕ノ任燦持榊崎⅕知恵燦出裁合い⅕誘働裁崎学校昨殺営削参

き裁⅕子鷺雑冴阪昨豊栽作成長燦支え崎い采坤地域碕碕雑削あ傘学校墾昨実

現削流三組殺甑

θ学校殺営誘議会制燵栽晒隣称変更χ

漉生活困窮世澳昨中学生燦対象削高校溜験昨冴薩昨禍学支援鯖学校昨勉強昨

復習⅕学索直裁昨冴薩昨学習支援等燦実施際傘察栽⅕子鷺雑歳晧心裁崎通え

傘居場脉昨提供等燦行う甑
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θ差裁替え版χ

恢子鷺雑昨生活実態調査 ［子鷺雑企き課］ 新規宙業θ烋成「重烝燵χ

懐不育症治療費助成宙業 お捩子保健課Ｂ 新規宙業θ烋成「重烝燵～χ妹成件数 妹成件数 妹成件数

戒産婦健康診査 お捩子保健課Ｂ 新規宙業θ烋成「重烝燵～χ産婦健康診査溜診率 健診溜診率 健診溜診率

産後ǘ溫間前後 60.6% 産後ǘ溫間前後 67.8% 産後ǘ溫間前後 67.8%

産後ǖ栽鏤前後 89.5% 産後ǖ栽鏤前後 90.4% 産後ǖ栽鏤前後 90.4%

拐幼児期昨朔祭坂崎砦珊済作子食育教室θ歯屍歯屍教室χ ［健康増禍課］ 新規宙業θ烋成「重烝燵～χ開催回数 ǖ回 開催回数 ǹ回 開催回数 Ľ回

対象漉保育園⅕ィ暼祭鷺雑園

参加者数漉 ǹ人

参加者数漉 ǘǘǜ人

改ｗ朔祭坂崎砦珊済作子ｘ食育啓æ宙業 ［健康増禍課］

魁策碕三親家庭等子鷺雑昨冴薩昨学習支援宙業 お子育崎支援課Ｂ 新規宙業θ烋成」0烝燵～χ支援対象世澳 ǖǖ世澳 支援対象世澳 Ş世澳 支援対象世澳 Ť世澳

漉漉漉漉児童 ǖĄ人 漉漉漉漉児童 ǖǚ人 漉漉漉漉児童 ǖǜ人

晦函館滲ＡＮＳＩＮ磁実識昨配信 ［広報広聴課質采晒裁晧心課］

8鏤鑽時点埼昨実績

烋成」1烝燵計画

施策項目採皿索宙業不容

漉ǘ回通琢昨流産⅕死産あ傘い朔早期新生児死亡昨既往歳あ三⅕国不昨産科

擦冴朔婦人科燦標拶う際傘諭療機関埼濁育症昨因子燦特暼際傘冴薩昨検査採

皿索検査結果削基咲采治療燦溜砕冴者削対裁⅕滲邑独埼ホ用昨瀧部燦妹成際

傘祭碕削皿三⅕経済的負担昨軽減燦噪傘甑

Ḿ

漉策碕三親家庭等世澳昨椌学生等燦対象削⅕生活指棡燦含薩冴訪問型学習支

援燦行う甑

延1件

Ľ鏤昨食育鏤間削滲立ǜĄ

校⅕国立⅕45立各ǖ校昨新ǖ

烝生削ǖ⅕Ľǘǖ枚配付

漉子鷺雑昨ド困昨実態削肴い崎把握裁⅕子鷺雑昨ド困対策等削逃傘施策展開

昨冴薩昨基礎資料碕際傘冴薩⅕Ą遁児昨保護者⅕椌学Ą烝生質中学ǘ烝生質

高校ǘ烝生昨児童採皿索保護者⅕計Ś⅕ǹǹǹ人燦対象削仔ン師実詞調査燦

実施際傘甑

宙業開始烝燵

延】件

漉産後う肴昨予防鯖新生児匙昨虐瘤予防等燦噪傘冴薩⅕産後昨初期段艹削採

砕傘捩子削対際傘支援昨強尤碕裁崎⅕産後ǘ溫間前後碕産後ǖ栽鏤前後昨産

婦削対裁健診ホ用昨妹成燦行う甑健診昨結果⅕支援歳必要碕墓断細参冴産婦

削対裁⅕宿泊型産後師仔宙業鯖訪問指棡等昨支援燦行う甑

漉椌学校新ǖ烝生燦対象削⅕朔祭坂崎砦珊済作子食育寺鹿ン概要版燦配付

裁⅕食育蘿禍昨彬体的作目標埼あ傘坤朔祭坂崎砦珊済作祭墾燦周知際傘祭碕

埼⅕子鷺雑冴阪昨食育燦実践際傘最雑大勉作家庭削採い崎⅕坤早寝⅕早起

済⅕朝斎朔珊墾等昨食育昨蘿禍燦噪傘甑

坤ǚ遁児匙昨ｗ朔祭坂崎

砦珊済作子ｘ啓æ宙業墾

栽晒宙業変更θ烋成」0烝

燵～χ

Ľ鏤昨食育鏤間削滲立ǜĽ

校⅕国立⅕45立各ǖ校昨新ǖ

烝生削ǖ⅕ŚǜŞ枚配付

烋成」0烝燵実績

4鏤～」鏤擦埼昨見込札

漉生涯削わ冴榊崎健康作生活燦=傘冴薩昨基鑚埼あ傘坤食燦営殺力墾昨育成

時期昨幼児燦対象削⅕管理栄養士削皿傘食育昨演習鯖慈識旨磁使詞θ食生活

改善蘿禍員χ歳作成裁冴採鯖肴昨試食等燦通載⅕食宙昨大勉細燦伝え傘祭碕

燦目的削実施際傘甑

Ḿ

追加掲載宙業

θ烋成1重烝燵～χ

警察栽晒濁審者削関際傘情報

提供燦溜砕⅕利用ɔ録者匙

磁実識配信際傘察栽⅕肢使紫

祉実削掲載際傘甑

警察栽晒濁審者削関際傘情報

提供燦溜砕⅕利用ɔ録者匙

磁実識配信際傘察栽⅕肢使紫

祉実削掲載際傘甑

Ḿ

漉緊急性昨高い濁審者情報等昨晧心晧全情報採皿索罪昨直滲譏情報燦使ン

祉実ネ紫詞燦利用裁崎配信際傘宙業甑

警察栽晒濁審者削関際傘情報

提供燦溜砕⅕利用ɔ録者匙

磁実識配信際傘察栽⅕肢使紫

祉実削掲載際傘甑

延】件

θ対象Ź保育脉⅕ィ暼祭鷺雑

園χ参加者数漉重人

貧戻海暑胆振東部地震昨冴薩5

園中溺週

θ対象Ź保育園⅕ィ暼祭鷺雑

園χ

Ľ鏤昨食育鏤間削滲立ǜĄ

校⅕国立⅕45立各ǖ校昨新ǖ

烝生削ǖ⅕Ľǘǖ枚配付
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械函館滲防犯始磁鹿昨設置採皿索殺用削関際傘姉使詩鹿使ン ［采晒裁晧心課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 質 質

質 質

海健康咲采三寺竺示実斯ョン ［健康増禍課］ 鑷実施

※痛和元烝重鏤「重日貧日週開催予暼

灰函館滲子鷺雑æ署支援宙業(æ署支援コ実視伺ネ実祉実養成採皿索児四竺実仔紫寺宙業) 養成講燼 ǘ回
児四竺実仔紫寺研修 ǖ回 児四竺実仔紫寺研修 ǚ回

［藴歳い保健福祉課］ 児四竺実仔紫寺研修 ǚ回 ※痛和元烝】鏤「0日貧土週開催

参加者「8隣

界函館滲軽燵中等燵飫聴児補聴器購入等助成費宙業 ［藴歳い保健福祉課］
妹成決暼者 Ś人 妹成決暼者 ǚ人 妹成決暼者 ǜ人

妹成総巸 「】重貫【00付 妹成総巸 15」貫」50付 妹成総巸 「4【貫000付

綬函館滲児童æ署支援ｾﾝﾀｰ利用者負担θ食費χ軽減宙業 ［藴歳い保健福祉課］
延冊妹成人数 84【人 延冊妹成人数 「05人 延冊妹成人数 8【】人

妹成総巸 1貫」重【貫「50付 」【8貫1重0付 妹成総巸 1貫44「貫「50付

需子鷺雑質子育崎情報坤朔祭際采墾 お子鷺雑企き課］

烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

いい歯昨日姿而ン時実ン

θ「15隣参加χ

施策項目採皿索宙業不容 宙業開始烝燵 烋成」0烝燵実績

函館滲防犯始磁鹿昨設置採

皿索殺用削関際傘姉使詩鹿

使ン昨策暼

滲次実痔時実施削姉使詩鹿

使ン燦掲載

函館滲防犯始磁鹿昨設置採

皿索殺用削関際傘姉使詩鹿

使ン昨策暼

滲次実痔時実施削姉使詩鹿

使ン燦掲載

実

追加掲載宙業

θ烋成「重烝燵～χ

坤和燦支え傘食裕見直裁姿而

ン時実ン貧褫菜y週墾漉健康朔祭坂崎ǘǖθ第ǘ逗χ碕坤第ǘ逗朔祭坂崎砦珊済作子漉食育寺鹿ン

θ函館滲食育蘿禍計きχ墾燦蘿禍際傘冴薩⅕働采世鎚鯖親子連参等昨若い世

鎚昨来場歳多采見込擦参傘商業施設埼体験型使持ン詞燦実施裁⅕滲民歳楽裁

札作歳晒健康意識昨醸成燦噪傘祭碕燦目的碕裁崎実施際傘甑

歳珊検診溜診率ęＰ姿而ン

時実ンθ」重【人参加χ

函館滲昨子育崎削関際傘情報

燦邊約裁⅕滲昨次実痔時実施

削掲載際傘甑

追加掲載宙業

θ烋成1重烝燵～χ
漉児童æ署支援止ン祉実θ通託ぬるﾀｰ碕いう甑χ燦利用際傘児童歳ぬるﾀｰ削採い

崎食宙昨提供燦溜砕冴場合削支払うホ用θ食ホ相当便削限傘甑χ燦対象削⅕

児童昨保護者歳負担際冊済食ホ昨全部擦冴朔瀧部燦妹成際傘甑

坤慈識旨仔紫寺朔祭坂崎じＳČ

旨屍嗣仔墾θ仮称χ

滲不商業施設削崎⅕食育蘿禍

誘議会碕連携裁⅕褫菜昨計褻

体験等燦実施θ「」0人参加χ

坤和燦支え傘食裕見直裁姿而

ン時実ン貧牛乳質乳製品y週墾

滲不商業施設削崎⅕食育蘿禍

誘議会碕連携裁⅕乳製品採鯖

肴昨作三方視示ン旨詞鴫実

斯辞ン碕試食等燦実施θ」5」人

参加χ

追加掲載宙業

θ烋成「8烝燵～χ
漉身体藴害者手帳昨交付対象碕作晒作い軽燵質中等燵昨飫聴児昨保護者削対

裁⅕補聴器昨購入等削逃傘ホ用昨瀧部燦妹成際傘甑

函館滲昨子育崎削関際傘情報

燦邊約裁⅕滲昨次実痔時実施

削掲載際傘甑

函館滲昨子育崎削関際傘情報

燦邊約裁⅕滲昨次実痔時実施

削掲載際傘甑

漉結婚質妊娠質出産質育児作鷺子育崎削関際傘情報θ子鷺雑質子育崎削関際

傘制燵鯖⅕相談窓口昨案不⅕各種手当等昨申請方法昨採知晒在作鷺χ燦擦碕

薩冴式ン屍邊燦滲昨次実痔時実施栽晒æ信際傘甑

追加掲載宙業

θ烋成「】烝燵～χ

追加掲載宙業

θ烋成「「烝燵～χ

漉保育士鯖幼稚園教諭燦対象碕裁冴æ署藴歳い専門講燼燦実施裁⅕各園削æ

署支援思実視伺ネ実祉実碕裁崎配置裁崎⅕園全体削皿傘藴歳い児採皿索罪昨

家族匙昨支援体制昨構築燦薩菜際甑

漉防犯始磁鹿昨鐚用性碕寺鹿使飼斯実昨保護碕昨調和燦噪三⅕防犯始磁鹿昨

適塡作設置質殺用歳噪晒参傘皿う削際傘冴薩⅕設置質殺用削関際傘姉使詩鹿

使ン燦作成裁⅕周知際傘甑
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囚私立専修学校殺営費補助金 お子鷺雑企き課］ 邑価漉漉ǖǚ⅕ǹǹǹ付Ǹ人 邑価漉漉ǘĽ⅕ǹǹǹ付Ǹ人 邑価漉漉ǘĽ⅕ǹǹǹ付Ǹ人

収保育体制強尤宙業 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 施設数 ǘǘ栽脉 施設数 ǘǜ栽脉

周幼児教育質保育昨無償尤 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 10鏤1日～無償尤昨実施

宗保育士昨処遇改善碕人材確保 ［子鷺雑支実似旨課］ 研修 「回 研修 0回 研修 1回

貧参加者1】隣週

【」栽脉 【」栽脉

【」栽脉

就徹所得世帯質多子世帯削檮際傘副食材料費昨盍収免除 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 懇10鏤1日～開始昏

対象

質烝収」【0万付鑷満相当昨子鷺雑

州鑷就学児童削檮際傘交通晧全檮策 ［子鷺雑支実似旨課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 晧全珵検実施箇脉数 0箇脉 晧全珵検実施箇脉数 定5重箇脉

修特定教育質保育施設　質向琢宙業 ［子鷺雑支実似旨課］ 施設数 ǜǜ栽脉 施設数 ǚǚ栽脉 施設数 ǚĄ栽脉

愁策碕三親家庭支治実詞質旨至実斯ョン宙業 ［子育崎支援課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ

4鏤～」鏤擦埼昨見込札

※野技能質経験削応載冴鏤巸賃金

5貫000付～40貫000付昨琢乗在

烋成」1烝燵計画

※野技能質経験削応載冴鏤巸賃金

5貫000付～40貫000付昨琢乗在

宙業開始烝燵

技能質経験削応載冴姿而式仔

仔紫寺削皿傘処遇改善

※

昨実施施

設数

技能質経験削応載冴姿而式仔

仔紫寺削皿傘処遇改善

※

昨実施

施設数

実

施策項目採皿索宙業不容

実

漉ǚ遁通琢児碕撤民税非課税世澳昨ǚ遁鑷満児削肴い崎⅕幼稚園質保育脉質

ィ暼祭鷺雑園昨保育料燦無償碕際傘察栽⅕幼稚園質ィ暼祭鷺雑園昨預栽三保

育鯖ィ療弸保育施設作鷺昨利用料削肴い崎⅕就労作鷺瀧暼昨要件燦満冴裁冴

場合削利用料燦無償尤際傘甑

烋成」0烝燵実績

※野技能質経験削応載冴鏤巸賃金

5貫000付～40貫000付昨琢乗在

追加掲載宙業

θ烋成1】烝燵～χ

8鏤鑽時点埼昨実績

技能質経験削応載冴姿而式仔

仔紫寺削皿傘処遇改善

※

昨実施施

設数

実

実

追加掲載宙業

θ烋成「重烝燵～χ漉各施設削採砕傘保育士燦確保際傘冴薩賃金等昨改善燦噪傘碕碕雑削⅕保育

脉等埼勤務裁崎い作い保育士鐚資格者削対際傘情報提供鯖講義⅕施設見学作

鷺昨宙業燦実施際傘察栽⅕保育士昨捗宙昨魅力燦伝え⅕使磁実施昨向琢燦噪

傘冴薩昨Ｐĺ活動燦行う甑

漉坤鑷就学児等及索高齢者殺転昨交通晧全緊急対策墾削基咲済⅕鑷就学児燦

中心碕裁冴子鷺雑歳日常的削邊団埼移動際傘経路昨晧全確保昨冴薩⅕晧全珵

検碕罪昨結果燦踏擦え冴対策削流三組殺甑

漉策碕三親家庭昨専用窓口燦開設裁⅕相談不容鯖家庭状況削応載崎⅕必要作

訪問支援鯖関逃機関匙昨付添支援作鷺燦行う甑

相談窓口昨開設θŚ鏤鑽～χ

碕宙業開始

追加掲載宙業

θ烋成「】烝燵～χ漉民間昨特暼教育質保育施設等歳⅕国昨暼薩傘必要作職員数燦超え崎保育

士⅕幼稚園教諭採皿索保育教諭等燦配置際傘祭碕削皿三⅕藴歳い昨墓暼燦溜

砕傘祭碕歳困飫作æ署藴歳い昨疑い昨あ傘子鷺雑匙昨対応鯖⅕皿三特色昨あ

傘教育質保育燦実践際傘等⅕多様作教育質保育支実似旨燦提供際傘冴薩削必

要作人件ホ昨瀧部燦特暼教育質保育質向琢宙業給付金碕裁崎支給際傘祭碕削

皿榊崎⅕特暼教育質保育施設等燦利用際傘椌学校就学前昨子鷺雑昨教育質保

育昨質昨向琢燦噪傘祭碕燦目的碕際傘甑

相談窓口昨開設θŚ鏤鑽～χ

碕宙業開始

質脉得削関わ晒剤⅕第」子通降昨

子鷺雑

実

漉保護者歳負担際傘祭碕碕作榊崎い傘ǚ遁通琢児昨給食昨副食闍料ホ削肴い

崎⅕徹脉得世澳質多子世澳昨負担燦免瞩際傘甑 実

漉45立専修学校昨教育条件昨維持向琢等燦噪傘冴薩⅕45立専修学校燦設置際

傘学校法人等削対裁崎補妹金燦交付際傘甑

漉清掃業務鯖穀彬昨消毒⅕給食昨配膳⅕寝彬昨用意等⅕保育削逃傘周辺業務

燦行う者θ保育支援者χ昨配置昨支援燦行い⅕保育士昨業務負担昨軽減燦噪

傘祭碕削皿榊崎⅕保育士歳働済鯖際い職場環境燦整備際傘甑

実
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拾策碕三親家庭技能習得支援給付金 ［子育崎支援課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 申請者 ǹ人 申請者 Ť人

洲策碕三親家庭等就労自立支援給付金 ［子育崎支援課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 申請者 ǹ人 申請者 ǚǹ人

秀徹所得昨鑷婚昨策碕三親削檮際傘臨時，特別給付金支援宙業 ［子育崎支援課］ 新規宙業θ痛和元烝燵χ ǘǚǜ人 ǚŞǹ人

※Ş鏤鑽時珵埼昨溜付件数

実薇昨支出朔痛和ǘ烝ǖ鏤

秋児童館旨治実肢教室 ［逗世鎚育成課］ 実施箇脉数 ǖǹ箇脉 実施箇脉数 ǖǹ箇脉 実施箇脉数 ǖǹ箇脉

延冊参加人数 ǘ⅕ǘŤĽ人 延冊参加人数 ǘ⅕ǹŞĽ人 延冊参加人数 ǘ⅕ǹŞĽ人

θǖ館削肴済ǖǘ回実施χ θǖ館削肴済ǖǘ回実施χ θǖ館削肴済ǖǘ回実施χ

終策碕三親等家庭雇用透進補助金 ［邊用労譏課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 作裁 短時間労働者通弸Ź5件

短時間労働者Ź1件

旬策碕三親家庭昨冴薩昨合同企業シ明会 ［邊用労譏課］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ 作裁 1「鏤開催予暼

楯姿而式仔教育昨推進θ朔祭坂崎榊子職場体験協力宙業所一覧昨公開χ

［教育指棡課］ ǜŚ栽脉 ǜĽ栽脉 ǜĽ栽脉

殉旨屍実識氏実斯而識ワ実始実配置宙業 ［遊戻海暑教育止ン祉実］ 新規宙業θ痛和元烝燵～χ
旨屍実識氏実斯而識ワ実始実配置数 旨屍実識氏実斯而識ワ実始実配置数

ǘ隣 ǘ隣

学校訪問等 ŤĽ件 学校訪問等 ǖŤǘ件

施策項目採皿索宙業不容 宙業開始烝燵 烋成」0烝燵実績

追加掲載宙業

θ烋成「5烝燵通前～χ漉滲不昨瀧部児童館燦活用裁⅕椌学ǖ～ǜ烝生燦対象削詩紫施滋実識鯖長縄

等昨旨治実肢教室燦開催際傘甑

朔祭坂崎榊子職場体験誘力宙業脉数

烋成」1烝燵計画

8鏤鑽時点埼昨実績 4鏤～」鏤擦埼昨見込札

実

実

漉濁ɔ校⅕暴力行琦⅕児童虐瘤等様々作問巠削対裁崎⅕学校碕連携燦噪三作

歳晒⅕課巠状況燦把握際傘碕碕雑削罪昨解決燦噪傘甑擦冴⅕個慕昨師実旨削

応載崎関逃機関碕昨連携削皿三⅕児童生徒昨問巠解決燦噪傘甑

漉鑚烝ǖǹ鏤栽晒消ホ税率歳引済琢砦碕作傘環境昨中⅕子鷺雑昨ド困削対応

際傘冴薩⅕臨時質特慕昨措置碕裁崎⅕児童扶養手当昨溜給者昨う阪⅕鑷婚昨

策碕三親削対裁崎⅕ǖŚ⅕Ąǹǹ付燦児童扶養手当削琢乗在際傘形埼宙業燦

実施際傘甑

漉策碕三親家庭昨就業削理解歳あ三⅕罪昨採用削意欲昨あ傘企業燦開拓裁⅕

就業昨機会燦提供際傘合輪企業シ明会碕就労削役立肴止璽試実燦開催甑

実

漉策碕三親昨邊用燦透禍際傘冴薩⅕滲不在撤昨策碕三親家庭昨父捩等燦邊用

裁⅕国昨特暼求職者邊用開æ妹成金昨支給決暼燦溜砕冴函館滲不昨宙業主削

対裁⅕国昨妹成金昨半巸燦琢乗在支給甑

定短時間労働者通弸θ溫ǚǹ時間通琢χǖĄ万付θ国昨妹成金ǚǹ万付χ

定短時間労働者θ溫ǘǹ時間通琢ǚǹ時間鑷満χǖǹ万付θ輪琢ǘǹ万付χ

追加掲載宙業

θ烋成「0烝燵～χ

実

実

朔祭坂崎榊子職場体験誘力宙業脉数

実

漉策碕三親家庭昨父擦冴朔捩埼⅕高等職業訓練透禍給付金燦溜給裁作歳晒看

護師等昨資格流得燦目指際者燦対象削⅕授業料等昨経済的負担昨軽減燦噪傘

冴薩給付金燦支給際傘甑

朔祭坂崎榊子職場体験誘力宙業脉数

漉職場体験昨療能作宙業脉燦函館滲教育委員会昨司史字時実施削苗開際傘祭

碕埼⅕生徒昨姿而式仔形成碕自己実現削肴作歳傘職場体験燦実施埼済傘皿う

削際傘碕碕雑削⅕多采昨滲民削生徒昨活動鯖宙業脉昨誘力燦知榊崎雑晒う祭

碕削皿三坤地域全体埼函館昨子鷺雑燦育崎傘墾碕いう機殺燦醸成裁⅕学校質

家庭質地域歳連携裁冴教育活動燦蘿禍際傘甑

漉策碕三親家庭昨父擦冴朔捩歳自立支援寺竺市鹿痔策暼宙業燦利用裁崎就職

裁⅕邊用保険昨被保険者碕作榊冴者燦対象削⅕経済的負担昨軽減碕捗宙匙昨

意欲向琢燦噪傘冴薩⅕就職昨支燵削必要作ホ用碕裁崎給付金燦支給際傘甑
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