
ＮＯ
基本
施策

具体的な施策 施策概要
実施状況
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 平成１８年度の具体的な取組

平成１９年度以降の取組予定
（拡充・縮小の有無）

実施・継続における課題 備考

1 １－１

保育サービスや施策など子
育てに関する総合的な情報
提供
①子育てサービスの一元的
な情報提供

・保育園などでの保育サービスをはじめ、
子育て関連の施設・団体、市の施策など
子育てに関する総合的な情報を、利用者
の利便性や分かりやすさに配慮しながら、
市広報誌、冊子、ホームページなど多様
な手段を活用して提供していきます。

A
ホームページの更新を初め、市
の広報誌への掲載、又、必要に
応じて冊子を配布しています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

2 １－１

保育サービスや施策など子
育てに関する総合的な情報
提供②子育てハンドブックの
配布

・子育て関連の施設・団体やサービス内
容、支援策や市窓口などを一冊にまとめ
たハンドブックを配布します。また、災害時
などの備えや避難場所の掲載など適宜、
情報の見直し・充実を図ります。

Ａ
平成１５年度作成のハンドブック
の改訂版を今年度作成。年度末
納品予定。

平成１８年度に作成したハンド
ブックの配布を行います。

〇青少年こども課

3 １－１

保育サービスや施策など子
育てに関する総合的な情報
提供③保育サービスの利用
相談

・情報提供とあわせて、利用者本位に立っ
たきめ細かな相談や説明を行います。

A 窓口にて常時対応しております。
引き続き実施します。
また、ホームページの充実にも努
めます。

〇青少年こども課

4 １－１ 保育園子育て支援センター
・保育園を地域の身近な子育て支援の拠
点とし、子育て相談や遊ぼう会、園庭開放
などを行います。

Ａ 市内保育園二園で実施中です。 引き続き実施します。 〇青少年こども課

5 １－１ ファミリー・サポート・センター
・子どもを預けたい利用会員と預かりたい
協力会員との相互援助活動の仲介・調整
を行います。

Ａ
利用会員・協力会員あわせて４１
５名で活動しています。（３月１日
現在）

会員数の拡大に努めます。 〇青少年こども課

6 １－１
保育園等施設保育サービス
①通常保育

・待機児童が発生していることから、入園
希望者数の動向を踏まえ、保育サービス
のさらなる拡充を図ります。

Ａ

市内保育園１１園にて保育実施
中
定員８７５名　受入９６６名（３/１現
在）

引き続き実施いたします。
３月１日現在で、４０名の入園待
機児童が発生しており、その解消
が必要になります。

〇青少年こども課

7 １－１
保育園等施設保育サービス
②延長保育

・希望者の受入れとともに、延長時間や時
間帯などのニーズにきめ細かく対応できる
ようサービスと体制の充実を図ります。

Ａ
市内保育園全１１園にて11時間
保育を実施中。
４園で１２時間保育を実施中。

引き続き実施いたします。 〇青少年こども課

8 １－１
保育園等施設保育サービス
③休日保育

・現在の利用状況とニーズを勘案しなが
ら、土曜日保育及び休日保育の拡充を図
ります。

Ａ
市内保育園全１１園にて土曜保
育を実施中。

平成１９年度に市社会福祉協議
会が開所する小規模多機能施設
の中で休日及び夜間の一時保育
サービスを実施予定。

〇青少年こども課

9 １－１
保育園等施設保育サービス
④夜間保育

・夜間の保育ニーズに対応するため、早
期実施を検討します。

Ｃ 実施予定なし

平成１９年度に市社会福祉協議
会が開所する小規模多機能施設
の中で休日及び夜間の一時保育
サービスを実施予定。

〇青少年こども課

10 １－１
保育園等施設保育サービス
⑤障害児保育

・障害を持つ児童の保育園での受入れ体
制のさらなる充実を図ります｡

Ａ 市内１０園で実施中 引き続き実施いたします。 〇青少年こども課

　　○実施状況　　　Ａ・・・前年度より実施中　　Ｂ・・・今年度着手（予定）　　Ｃ・・・来年度実施予定　　Ｄ・・・再来年度以降実施予定

　東松山市次世代育成支援行動計画　進捗状況取りまとめ結果
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11 １－１
保育園等施設保育サービス
⑥ショートステイ

・病気や冠婚葬祭など家庭の事情で一時
的に宿泊を伴う保育が必要な子どもの受
入れ体制の早期整備を検討します。

D 実施予定なし 実施に向けて、検討を進めます。
実施にむけて、ニーズの把握及
び施設の受け入れ態勢の整備が
必要になります

〇青少年こども課

12 １－１
保育園等施設保育サービス
⑦施設型病後児保育

・関係機関との連携を図り、病後の子ども
が安心して保育を受けられる体制の早期
整備を検討します。

Ｃ
実施に向けて、受入施設選定等
を進めます。

実施体制を整え、１９年度中の実
施を目指します。

実施にむけて施設の受け入れ態
勢の整備、医療機関等との調整
が必要になります

〇青少年こども課

13 １－１
保育園等施設保育サービス
⑧一時保育

・親の仕事の都合や親がリフレッシュした
い時などに子どもを預かる一時保育の拡
充を図ります。

A 市内保育園６園で実施中 引き続き、実施します。 〇青少年こども課

14 １－１
保育園等施設保育サービス
⑨幼稚園預かり保育

・園児が夕方まで安心して過ごすことがで
きるよう預かり保育を実施します｡

A
各幼稚園にて独自に実施してい
ます。

継続実施予定。 〇学校教育課

15 １－１
保育園等施設保育サービス
⑩家庭保育室

・希望者への施設の紹介やサービス提供
に関する助言など、家庭保育室の適切な
運営を支援します。

A
現在、市内の５つの家庭保育室
に対して、補助をしております。 引き続き、実施します。 〇青少年こども課

16 １－１
放課後児童クラブ
①放課後児童クラブ

・児童の放課後の交流や遊び場所として、
放課後児童クラブ活動を進めます。また、
埼玉県の運営基準を踏まえて、より良い
運営に努めます

A
公営４園、民営６園のクラブが市
内で運営されています。

引き続き、実施します。
新明小には放課後児童クラブが
ありません。

〇青少年こども課

17 １－１
放課後児童クラブ
②障害児への適切な対応

・障害を持つ児童が、放課後に安心して過
ごせるよう放課後児童クラブにおいて適切
に対応します。

A
各放課後児童クラブで障害児保
育を実施中。

引き続き、実施します。 〇青少年こども課

18 １－１
良質な保育サービス体制の
整備
①幼保連携

・保育園と幼稚園の有効活用・連携による
機能・サービスの向上を図るため、制度や
市民ニーズなどを踏まえながら、より望ま
しい幼保連携のあり方について検討を進
めます。

D 実施予定なし
幼保連携のあり方について、検討
を進めます。

〇青少年こども課

19 １－１

良質な保育サービス体制の
整備
②人材の育成・指導力の向
上

・保育・教育に関わる職員の人材育成・指
導力の向上を図るため、研修会への派遣
や勉強会などを行います。

A
研修会開催や研修派遣等を通じ
て、資質の向上に努めます。

引き続き、実施します。 〇青少年こども課

20 １－１
良質な保育サービス体制の
整備
③施設の整備

・施設の防犯・防災体制の強化と、施設の
バリアフリー化や老朽化などを踏まえた計
画的な改修を進めます。

A
公営施設について適宜改修を進
めるとともに、民間施設について
施設改修補助を実施します。

防犯体制の更なる充実について
検討します。

〇青少年こども課

21 １－１

良質な保育サービス体制の
整備
④保育サービスの第三者評
価制度や運営体制のあり方
の検討

・国の動向や検討が進められている県の
仕組みなどを考慮するとともに、制度の周
知状況などを踏まえて、第三者評価制度
の導入を検討します。また、多様な主体に
よる保育運営への参入など、運営体制の
あり方を検討します。

D 実施予定なし
運営体制について、検討を進めま
す。

〇青少年こども課
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保育園・放課後児童クラブ・支援
センター・児童センター等にて社
会福祉協議会主催の夏ボランティ
アの受け入れをしています。

継続実施予定。 〇青少年こども課

中学生チャレンジ体験の中で、市
内５中学の２年生が、近隣の幼稚
園、保育園を訪問し３日間の交流
の機会を持っています。家庭科の
領域の授業を通して、子育てにつ
いて学ぶ機会を作っています。

引き続き充実を図ります。 〇学校教育課

保育園・放課後児童クラブ・支援
センター・児童センター等にて社
会福祉協議会主催の夏ボランティ
アの受け入れをしています。

継続実施予定。 〇青少年こども課

市内の高等学校の生徒と小学校
の児童が学校行事等で交流して
います

引き続き実施してまいります。 〇学校教育課

24 １－２ 子どもの将来設計支援

・子どもが早くから自分の将来について、
具体的な目標を持ち、それを達成するた
めの行程や方策を考えられるよう、適切な
情報提供と進路相談を進めます。その機
会づくりとして、例えば、20歳の新成人に
対する｢成人式｣のように、大人への成長
の半分を迎えた時期の児童・生徒に対し
て、将来の夢を作文にするなどの｢２分の
１成人式｣を開くことも考えられます。

A

主に、中学校の特別活動の授業
の中で将来の生き方と進路の適
切な選択についての内容をとりあ
げています。また、将来に向けて
志を持たせる目的で｢立志式｣を
行った中学校もあります。

継続実施予定。 〇学校教育課

25 １－２
子どもの意見のまちづくりへ
の反映

・子どもの意見を反映したまちづくりに努
めます。そのために、市ホームページや座
談会などを通じて、小中高校生などから幅
広く意見を求めます

Ｄ 実施予定なし 実施に向けて、検討を進めます。
教育委員会、小・中学校、高校や
議会事務局等との調整が必要に
なります。

〇広報広聴課

26 １－３ 食育関連講座
・食の安全性に関する知識の普及や伝統
食も含めた手作り料理の習得など食生活
に関する｢きらめき出前講座｣を行います。

A

きらめき出前講座の要請により実
施しています。また、ソーレでの離
乳食、幼児食の講座に協力して
います。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

27 １－３ 親子クッキング
・子どもの料理体験や、親子が食事を考え
る機会となる親子クッキングを開催しま
す。

A
夏休み中に２回、保健センターで
実施しています。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

28 １－３ 食育授業
・総合的な学習の時間などの機会を通じ
て、正しい食事・栄養知識や伝統食文化
などに関する学習を進めます。

A
家庭科や保健の授業を通して、
食育に関する内容の授業を行っ
ています。

継続実施予定。 〇学校教育課

１－２ Ａ

幼い子どもとの交流・体験と
子どもについて考える授業
①中学生と乳幼児との交流
と、子どもについて考える授
業

・高校・幼稚園・保育園・小学校との連携
のもとに高校生と幼い子どもとの交流を積
極的に進めます。さらに、子どもを持つこ
とや子育てに関して考える機会を高校でも
設けるよう提案していきます。

・中学生が保育園や幼稚園を訪れ園児と
交流する機会を設けます。さらに、子ども
を持つことや子育てに関して考える授業を

行います｡

A１－２

23

22

幼い子どもとの交流・体験と
子どもについて考える授業
②高校生と子どもとの交流
と、子どもについて考える授
業
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29 １－３ 食育を踏まえた給食

・子どもの健康な体と心を育てることに留
意して給食を提供するとともに、献立や食
材について旬に合った地場産品(地産地
消)の活用を図ります

A

学校給食において、昨年に引き
続き東松山産ブロッコリーによる
シチューを計画したが量と品質の
確保が出来ず埼玉県産ブロッコ
リーを使用して実施した

前年同様に地場産品の活用を図
る

農産物は気候に左右される為、
時季に合った、量と品質の確保に
難がある。

　青少年こども課
〇教育総務課

30 １－４

豊かな心や健やかな体の育
成
①心の教育、いのちの大切さ
の教育

・道徳の時間や総合的な学習の時間での
心の教育、｢いのち｣の大切さの教育を行
うとともに、自然とのふれ合いの機会を設
けたり、各教科においても豊かな心の育
成を考慮して授業を進めます。

A

道徳等の授業を通して、生命の
尊さを理解し、かけがえのない自
他の生命を尊重しようとする態度
や、自然を愛護し、美しいものに
感動する豊かな心を育てていま
す。

継続実施予定。 〇学校教育課

31 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
②相談体制

・子どもの生活態度の変化に注意を払うと
ともに、気軽に相談できる環境とカウンセ
ラーなど専門家も含めた相談体制を整備
し、子どもと親へのきめ細やかな相談を行
います。

A

市立総合教育センタ－では、市内
在住の幼児、小・中・高校生及び
保護者、教職員等の教育相談を
行っています。

継続実施予定。 〇学校教育課

32 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
③文化や情操に関する学習

・コンサート鑑賞、演劇鑑賞など文化や情
操を養う学習を進めます。

A
市内小学校では、豊かな心の育
成を目指して、芸術鑑賞会を実施
しています。

継続実施予定。 〇学校教育課

33 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
④情報化社会への適応

・テレビ・雑誌・ゲーム・インターネットなど
について、その弊害や危険性などの理解
も含め、適切な利用に関する教育とメディ
アリテラシー*の習得を支援します。

A

総合的な学習の時間や技術・家
庭の時間を中心にして、リテラシ
－やマナ－等の習得を進めてい
ます。

継続実施予定。 〇学校教育課

34 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
⑤中学生海外派遣

・外国人との相互理解・相互交流を通し
て、異文化との協調・共生の態度を育て、
国際社会において信頼され、貢献できる
人材を育成します。

A
市内５中学校より、合計３０名の
生徒を派遣し、国際交流、国際理
解を図っています。

継続実施予定。 〇学校教育課

35 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
⑥スリーデーチャレンジ

・中学生が職場体験などを行うスリーデー
チャレンジを推進します。

A
市内５中学校の２年生全員が３日
間の職場体験を行い、職業観の
育成に努めています。

継続実施予定。 〇学校教育課

36 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
⑦健康教育

・健康に関する学習を行います。また、基
礎体力の向上、スポーツを通じた運動能
力の向上を図ります。

A

体育の授業を通して、運動や健
康・安全についての理解ととも
に、健康の保持増進のための実
践力の育成と体力の向上を図っ
ています。

継続実施予定。 〇学校教育課

37 １－４
豊かな心や健やかな体の育
成
⑧部活動の振興

・外部指導者を含め、適切な指導者を確
保することで、運動部・文化部の振興を図
ります｡

A

市内中学校へ計54名(運動部４８
名、文化部６名）の外部指導者を
配置し、部活動の充実を図ってい
ます。

継続実施予定。 〇学校教育課

38 １－４
確かな学力の向上
①多様な授業の支援

・少人数学級を進め、一人ひとりの習熟度
や個性にあわせた授業を行います。

A
市内小・中学校では、個に応じた
指導の充実を図るため、少人数
指導を行っています。

継続実施予定。 〇学校教育課
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39 １－４
確かな学力の向上
②地域の人材の活用

・地域住民の協力を仰ぎ、農業や昔の生
活の体験など多様な体験学習を推進しま
す｡

A
総合的な学習の時間や生活科の
授業等で、地域の方々の協力を
得、体験学習を進めています。

継続実施予定。 〇学校教育課

40 １－４
信頼される学校づくり
①教員研修

・教員研修を積極的に行い、教員の指導
力のさらなる向上に努めます。

A
市内小・中学校では、年度を通し
て、計画的、継続的に教職員研修
を行っております。

継続実施予定。 〇学校教育課

41 １－４
信頼される学校づくり
②ＰＴＡ・地域との連携

・ＰＴＡや自治会など地域との情報の共有
化や、さまざまな活動での相互協力など
連携を進めます。

A
ＰＴＡや地域の各種組織と連携し
て、特に児童生徒の登下校の見
守り等の協力を頂いています。

継続実施予定。 〇学校教育課

42 １－４
信頼される学校づくり
③施設の整備

・施設の防犯・防災体制の強化と、施設の
バリアフリー化や老朽化などを踏まえた計
画的な改修を進めます。

A

施設のバリアフリー化、監視カメラ
による防犯強化等を備えた新明
小校舎の改築工事の実施。新宿
小多目的トイレの改修。

松中の耐震補強実施設計。高坂
小屋内運動場・プール施設の改
築及び老朽校舎改築実施設計。

校舎改築等改修事業について
は、多額の事業費を要するため、
長期的な計画の中での財源確保
が課題である。

〇教育総務課

43 １－４
幼児教育
①幼保連携（再掲）

・保育園と幼稚園の有効活用・連携による
機能・サービスの向上を図るため、制度や
市民ニーズなどを踏まえながら、より望ま
しい幼保連携のあり方について検討を進
めます。

１８番の再掲

44 １－４
幼児教育
②人材の育成・指導力の向
上（再掲）

・保育・教育に関わる職員の人材育成・指
導力の向上を図るため、研修会への派遣
や勉強会などを行います。

１９番の再掲

45 １－４
幼児教育
③幼稚園・保育園・小学校の
連携

・幼児・児童の教育充実のために、幼児教
育振興協議会の一層の活用と、公開保育
や公開授業を通した研修・情報交換など
積極的な連携を図ります。

Ａ

幼児教育振興協議会が中心とな
り、夏季研修会、冬季研修会、
幼・保・小の三者連絡会を実施
し、一層の連携を進めています。

引き続き充実を図ります。
〇青少年こども課
〇学校教育課

46 １－４
幼児教育
④家庭児童相談室（再掲）

・家庭での養育や児童虐待、保育園・幼稚
園・学校での悩みに対して相談を行いま
す。

A

家庭児童相談室では、2名の専門
相談員と1名の専任職員、2名の
兼任職員で児童虐待を含めた相
談業務に当たっている。平成18年
12月31日現在、受付件数は89
件、内虐待としての取り扱いは20
件である。

引き続きこの体制で活動する。

児童のケースワーカーとなる専門
職員が必要なため、検討していき
たい。相談対応のため、相談員の
出勤日が大幅に増えているため、
人員増等検討が必要である。

〇青少年こども課

47 １－４
幼児教育
③施設の整備（再掲）

・施設の防犯・防災体制の強化と、施設の
バリアフリー化や老朽化などを踏まえた計
画的な改修を進めます。

２０番の再掲

48 １－４ 障害に応じた教育の推進

・ノーマライゼーションの考え方に基づき、
障害を持つ児童について、幼稚園や小中
学校などで、年齢及びその障害に応じた
教育を推進します。

A

市内小・中学校では、障害を持つ
児童・生徒に対して、配置要件に
鑑み、障害児介助員を配置し（29
名配置）、障害に応じた教育を推
進しています。

継続実施予定。 〇学校教育課
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49 １－４ 不登校対策の連携・支援

・不登校に関する相談や関係機関の紹
介、関係機関との連携による不登校児・生
徒への適切な対応を行います。また、不
登校に対する親や社会の理解・啓発に努
めます。

A
市立総合教育センタ－では、不登
校傾向のある小・中学生を対象に
ふれあい教室を開設しています。

継続実施予定。 〇学校教育課

50 １－５
子育て家庭への相談や学習
機会の提供

・子育てに関する学習や親自身の悩みの
解消を図るために、相談を受けるとともに
情報提供を行います。また、講座の開催
など子育て家庭の学習を支援します

A
計画的に専門家による講座を設
けたり、相談を受けたりしていま
す。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

51 １－５ 交流機会の提供
・親や子ども同士の出会いや親交を深め
ることなどができる交流機会の提供を行い
ます。

A
季節の行事、誕生会、身体測定
等のひろば事業を通して多くの親
子交流の機会を設けています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

52 １－５ 子育て支援ネットワークづくり

・｢地域での子育て｣を実効性あるものとす
るために、子育てに関わる施設や団体間
の連携をはじめ、自治会など地域団体も
含めた情報交換・共有ができるよう､ネット
ワークづくりを進めます。

A

情報コーナーに掲載することによ
り、情報交換や、又、情報共有が
できさらに、東松山サークルネット
ワークの支援も進めています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

53 １－５
児童センター事業
①催しの開催

・子どもの遊びや交流の支援を行います。 A
映画会・製作・納涼大会・ゲーム
大会・レクリェーション・ボランティ
ア活動・手作りおやつ会食等

継続実施予定。
各小学校にセンターだよりを配布
して行事のお知らせをし、参加を
募る。

〇青少年こども課

54 １－５
児童センター事業
②子育てサロン

・親子の仲間づくりを支援します。 A

　参加者アンケートを毎回実施
し、季節にあったプログラムや情
報交換、保健師による相談などを
実施。

開催場所を広げ、参加しやすくす
る。

①ボランティア不足
②適切な活動場所が見つからな
い

〇社会福祉協議会

55 １－５
図書館
①子ども向け図書

・幼児、児童向けの図書や、子育て関連
図書の充実を図ります。

Ａ
・幼児、児童向け図書４，８０６点
購入子育て関連図書は随時購入

前年同様に児童書や子育て関連
図書を購入する。

〇図書館

56 １－５
図書館
②お話し会

・幼児、児童向けお話し会を開催します。 Ａ

市立図書館では毎月第３水曜
日、高坂図書館では毎月第４木
曜日に幼児向けお話会実施。ま
た、ボランティアによる児童向け
お話し会を市立図書館で毎週土
曜日に実施。

引き続き前年同様に実施する。 〇図書館

57 １－５ ブックスマイル
・親子がふれ合う媒体の１つとして、絵本
の読み聞かせなどの紹介をします。

A
乳児健診、１歳半健診、両親学級
において、絵本の紹介と読み聞か
せの紹介を実施中。

引き続き充実を図ります。 〇保健センター

58 １－５
保育園子育て支援センター
（再掲）

・保育園を地域の身近な子育て支援の拠
点とし、子育て相談や遊ぼう会、園庭開放
などを行います。

４番の再掲

59 １－５
子育てサークルなど民間団
体への支援

・子育てサークルの周知・案内や活動の
場の提供、情報交換、ＮＰＯ*法人化の助
言など支援と連携を進めます。

A

子育て支援センターにおいてサー
クルの案内をしたり、又、サーク
ルやサークルまつりに物品等の
支援をしています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課
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60 １－５ 児童館機能の整備

・既存の公共施設などの低未利用部分の
有効活用や運用の改善を図りながら、年
齢層に応じた子どもや親子の遊び場の整
備を進めます。

A 児童センターにて親子教室の開催
継続実施予定。3歳児の親子を対
象。60組

〇青少年こども課

61 １－５ ｢つどいの広場｣の設置支援
・いつでも気軽に親子が集える場所である
｢つどいの広場｣を設置する子育て支援団
体・ＮＰＯなどへの支援を行います。

D つどい広場は未開設です 実施について検討します。
実施主体・実施場所等が未確定
です。

〇青少年こども課

62 １－５
中高年世代をはじめとした地
域の人々との連携

・中高年世代をはじめ地域の人々の経験
とパワーを発揮してもらうため、また、子ど
もの多世代交流を進めるため、地域の
人々に対して、一人ひとりができる子育て
支援への参加・協力を働きかけます。

A
子育て支援センターの運営等で、
きらめき市民大学の学生等の多く
に協力していただいてます。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

63 １－５ 子ども会への支援
・情報提供やリーダー育成など、子ども会
活動への支援と、子ども会同士や学校、
行政、地域などとの連携を進めます。

Ａ
７月大岡市民活動センターにて救
急救命講習会の実施

継続実施予定 〇生涯学習課

64 １－５
地域における文化・スポーツ
活動の振興

・指導者の紹介や練習場所確保の協力な
ど、文化サークルやスポーツ少年団の活
動の振興を図ります。

Ａ

各小学校に各種スポーツ少年団
の活動状況及び団員の募集案内
を行い団員確保に努めるととも
に、体育施設利用にあたっては、
減免措置を行っている。

前年度同様の取組予定 少子化による児童の減少。
　生活交流課
〇スポーツ課

65 １－５ 子育て支援フリーマーケット
・育児用品などのリユースと親同士の交流
を兼ねて、子育て関連商品に特化したフ
リーマーケットを定期的に開催します。

Ｃ

市の事業としては実施していない
が、市民団体である４Ｒアクション
実行委員会でフリーマーケットを
実施し、親子のコーナーを設けて
いる。
また、2006/10/7第７回環境フェ
アー時にフリーマーケット実施。参
加出店者５２名。環境フェアー参
加者約２,８００人。

子育て支援センター等とも連携し
ながら、市主催の環境フェアや４
Ｒアクション実行委員会によるフ
リーマーケットでの具体化を図る。

定期的な実施場所の確保。
野外での実施となる為、天候に左
右される。

〇環境保全課
〇廃棄物政策課

66 １－５
地域における環境学習プロ
グラムの整備・活用

・環境教育推進法の趣旨も踏まえ、環境
市民団体や事業者とのパートナーシップ
に基づいて、地域の資源や人材を活用し
た子ども向けの環境学習プログラムの体
系的な整備と活用を図ります。

Ａ

市の川特定区画整理事業地内の
雑木林（近隣公園予定地）で実施
してきた月例の体験学習事業「土
曜日の学校」を発展的に解消し、
新たに地域の保育園、学童クラ
ブ、小学校、総合福祉エリア、環
境ＮＰＯ、自治会などを幅広く対象
としたまちづくり体験事業を実施。

市の川周辺地区でのまちづくり体
験事業を継続（平成２０年度まで
の３か年）

青年会や自治会とのいっそうの連
携による地域の大人の参加促進

〇環境保全課
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67 １－５
｢持続可能な開発のための
教育の10年｣の推進

・地域に生息するホタルの保全から出発し
地域文化の保存継承へ、平和教育へと展
開するホタルの里づくりを通じて、持続可
能な開発のための教育の場となるフィー
ルドミュージアムの具体化を進めます

Ａ

昨年度実施した「ホタルと鎮魂展」
などの取り組みに引き続き、唐子
小学校での総合学習を中心とし
て、丸木美術館や唐子地区ハート
ピアまちづくり協議会などの連携
により、長崎で被爆した柿の木の
苗木を平和のモニュメントとして植
樹する「柿の木プロジェクト」を同
プロジェクトの事務局とともに実
施。

唐子小学校の総合学習を軸とし
た丸木美術館と地域との連携を
引き続き推進するとともに、柿の
木の植樹一周年を記念して、柿
の木プロジェクトをテーマとした企
画展を丸木美術館で開催予定。

総務課所管の平和施策との連携 〇環境保全課

68 １－６ 児童センターの活用
・子どもの遊び場やイベントなどの情報発
信拠点として児童センターの活用を図りま
す。

A 運営委員会の開催・リサイクル製作継続実施予定。
工夫したリサイクル製作を検討し
たい

〇青少年こども課

69 １－６ 公園の整備
・既存公園の改修や市街地の面整備にあ
わせた新規整備など計画的な公園の整備
を進めます。

Ａ
既設の公園修繕・改修を継続実
施、百足沼公園整備を計画

既設公園のバリアフリー化（継続
実施予定）

改修・整備に必要な財源確保 〇都市計画課

70 １－６ 児童館機能の整備（再掲）

・既存の公共施設などの低未利用部分の
有効活用や運用の改善を図りながら、年
齢層に応じた子どもや親子の遊び場の整
備を進めます。

６０番の再掲

小中学校の校庭、体育館につい
ては、市民に開放中である。

引き続き、全校の校庭・体育館を
解放して行く。

児童生徒数の減少に伴い、今後
発生が予想される空き教室の活
用。

〇教育総務課

９校１３講座の実施（２講座親子
参加型）

全小中学校にて実施できるよう依
頼

〇生涯学習課

72 １－６ 保育園・幼稚園の園庭開放
・既に実施済みの園のほか、未実施園で
の園庭開放の早期実施の検討など保育
園及び幼稚園の園庭開放を進めます。

A
市内保育園１園（私立）にて実施
済み

公立園での実施について検討す
る

防犯の観点からも、実施について
は慎重な検討が必要。

〇青少年こども課

71 １－６
学校施設の開放、小中学校
開放講座

・小中学校の校庭や体育館など学校施設
の開放・活用を進めます。また、小中学校
開放講座に親子参加型の講座を設けま
す。

A

8



ＮＯ
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　東松山市次世代育成支援行動計画　進捗状況取りまとめ結果

子育て講座英語で遊ぼう(31名)母
の日クッキング（18名）、父の日湯
のみ茶碗作り（18名）、ジュニア体
験(21名)、こどもチャレンジ(17
名)、囲碁教室（31名）

引き続き行う。
常時見直し・改善を行い、内容の
充実を図る。

中央公民館

こども体験教室（年４回実施「竹と
んぼ作り」「カザグルマ作り」「クリ
スマスリース作り」「門松作り」、参
加登録者１８人、延べ48人）

年４回程度予定
実施項目の選考と広報の徹底を
図りたい。

大岡公民館

盆太鼓教室全7回(参加者22名）
夏休み子ども体験スクール施設
見学(27名）工作教室(20名）おや
つ作り教室(19名）

引き続き実施します。
参加者が集まるよう内容や広報
の方法を再考する

野本公民館

小学生なんでもチャレンジ（13人）
親子陶芸（11人）親子クッキング(9
人）三世代交流（18人）クリスマ
ス・正月かざり（5人）

内容を充実し、引き続き実施しま
す

参加者が集まるような内容や周
知の方法を図る。

唐子公民館

剣道「形」教室全８回（参加者３
名）
おこと（ミニ筝）体験全６回（参加
者不足で実施できず）

引き続き実施します。
参加者が集まるよう内容や広報
の方法を再考する

高坂公民館

夏休み親子料理教室（１回・参加
者　１３名）
夏休み親子工作教室（２回・参加
者８名）
わいわいマジック教室（１回・Ｈ
19.2開催予定）

引き続き実施します。 教室の内容を更に充実させたい。
高坂地区市民活動セ
ンター

親子パン作り教室（２回、参加者１
５名）　親子ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ教室（４
回、参加者１４名）

引き続き実施します。 教室の内容を更に充実させたい。
平野地区市民活動セ
ンター

74 １－６ 空き店舗等民間施設の活用

・空き店舗を子どもの遊び場や子育て団
体の活動の場として活用するなど、民間
施設の活用について、民間への協力要請
や民間団体同士の連携支援を行います｡

D
空き店舗等の民間施設の活用へ
の協力、支援は実施できていませ
ん。

空き教室、空き店舗等子どもの遊
び場に活用できるよう検討してい
きます。

〇青少年こども課

75 １－６ ＮＰＯ等団体活動の支援

・地域ぐるみでの児童の健全育成を進め
るため、親の交流や子育て支援、遊びや
イベントをはじめ子どものための活動支援
などを行う市民団体・ＮＰＯの育成・支援を
行います。また、子どものために遊び場の
設置・運営をする団体への協力など多様
な遊び場づくりを支援します。

Ａ

東松山子育てネットワークを中心
に、子育てサークル代表者による
定例会やちびっこまつりなどの子
育てイベントを実施。

１７年度同様に定例会、イベントを
実施。

子育てサークルと子育て支援セン
ター「ソーレ」との連携

　青少年こども課
〇生活交流課

公民館等公共施設の活用

・子育てに関する教室・講座を実施してい
きます。例えば、学校週５日制に対応した
事業や子育て講座の拡充が考えられま
す。

73 １－６ A
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76 １－６
中高年世代をはじめとした地
域の人々との連携（再掲）

・中高年世代をはじめ地域の人々の経験
とパワーを発揮してもらうため、また、子ど
もの多世代交流を進めるため、地域の
人々に対して、一人ひとりができる子育て
支援への参加・協力を働きかけます。

６２番の再掲

77 １－６ 大学(生)との連携

・大学生が子どもの放課後・休日の遊び
や活動を支援するなど、良き先輩・子ども
のサポーターとして活躍してもらえるよう、
近隣の大学や市内在住の大学生との連
携策を検討します。

A

近隣の大学や市内在住の大学生
が夏のボランティア体験活動とし
て支援センター等の施設や子育
てサークルまつり等に子どものサ
ポーターとして活躍しています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

78 １－６
アダプト・プログラム(里親制
度)の普及促進

・道路や公園の美化・清掃など環境まちづ
くりの活動へ子どもの参画を促すきっかけ
づくりとして、アダプト・プログラム(里親制
度)の普及を促進します。

Ａ

松山中、南中、白山中（県の制
度）と東中が道路沿いの定期清
掃を引き続き継続している他、別
途松山中は掃除に学ぶ会の協力
により駅前の公衆トイレの清掃ボ
ランティアを実施

平成１８年度の活動を継続すると
ともに、地域の実情を踏まえた新
たな参画機会の提供と活動の促
進を図る

上唐子不動の滝周辺でのホタル
の里の拠点整備と南中学校との
連携促進

〇環境保全課

79 １－６
環境ＮＰＯによる参画型プロ
グラムの提供

・アクションリサーチの手法を取り入れた
参加型の環境学習プログラムを継続実施
するとともに、環境ＮＰＯの自主事業への
連続性を確保することで、子どもが提案・
自ら実践し、社会に参画する環境まちづく
り活動を展開します。

Ａ

市として、都幾川鞍掛橋周辺の自
然環境を活用した２泊３日の野外
体験学習プログラム「河童会議」
を環境ＮＰＯ法人への委託事業と
して継続実施しているほか、環境
市民団体と市との協働での取り組
みを広く地域に周知するための手
立てとして新たに専用のホーム
ページを立上げ

「河童会議」については、財政的
な制約から平成１８年度をもって
打ち切り。環境まちづくりパート
ナーによる環境学習の情報を
ホームページを通じて提供

プログラム提供の拠点となる「場
≒施設」の確保

〇環境保全課

80 １－６
スリーデーマーチへの子ども
の参画

・中・高校生などにボランティアとして大会
運営に参画してもらい、ボランティア体験
や市内外の多くの人々との交流機会を提
供します。

Ａ

スリーデーマーチ開催にあたり、
事前に中・高校生のボランティア
を募集し、大会のスタートチェッ
ク、ゴールチェック等に携わっても
らうことで、国内外の多くのウォー
カーとの交流の機会を提供してい
る。

前年度同様の取組予定 多くのボランティアスタッフの確保 〇スポーツ課
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青少年相談員協議会活動への支
援。活動内容：①わんぱくキッズ
②ドッジボール大会③1～3年生
対象のオープン事業 青少年保護
育成会活動への支援。活動内容：
①こども工作クラブ②キッズシネ
マパラダイス③夏休みこどもマリ
ンセミナー

また、子育て支援センターでも館
内の季節の行事、七夕祭り、餅つ
き、鬼遊び等のイベントを開催し、
児童センターでも納涼大会、ジャ
ンボかるた大会を行っている。

引き続き団体の活動を支援する。

〇青少年こども課

２月４日にかるた大会実施（新か
るた２１世紀かるた使用）

継続実施予定 〇生涯学習課

82 １－６ スリーデーチャレンジ（再掲）
・中学生が職場体験などを行うスリーデー
チャレンジを推進します。

３５番の再掲

83 １－６ ボランティア体験
・夏のボランティア体験プログラムなど、子
どもがボランティアを体験する機会を提供
します。

A

　市内の中学生など、延べで１，１
４０人が夏のボランティアに参加。
未就園児でも参加できる「親子で
ちょっきんボラ」は延べ１８人が参
加

夏のボランティア申込のIT化。参
加人数の増加を目指す。

幼児でも参加・体験できるメ
ニューの提供

〇社会福祉協議会

84 １－６ 世代間交流の充実

・高齢者が培ってきた知識・経験・技術な
どを子どもたちに伝えます。また、子ども
が高齢者福祉施設などを訪問する機会を
設けて、高齢者などとのレクリエーション
や介護を体験することなどを通じて思いや
りの心を育みます。

Ａ

総合的な学習の時間や学校行事
等を通して、地域の高齢者と交流
する機会を作っています。中学生
チャレンジ体験の一環として高齢
者福祉施設で介護体験をしてい
ます。

引き続き実施します。

施設への訪問については、施設
側の受入態勢の整備及び、施設
と教育現場との連携が必要となり
ます。

　高齢介護課
　青少年こども課
〇学校教育課

85 １－６ ゆっくりウォーク
・障害者や高齢者などをサポートしながら
一緒に歩くことで交流の機会を提供しま
す。

A

第２９回日本スリーデーマーチ（平
成１８年１１月３～５日）に合わせ
て３日間実施。ウォーカー１０８
人、サポーター７７人参加（協力団
体除く）

引き続き実施 〇福祉課

埼玉県青少年課、埼玉県警察本
部、、青少年育成埼玉県民会議
等で作成したチラシを、7月5日の
「社会を明るくする運動」で配布
し、啓発に努める。

引き続き活動する。 〇青少年こども課

保健領域の学習や学級活動の時
間を通して,性に関する指導、たば
こや薬物の危険性等について授
業をしています。

引き続き充実を図ります。 〇学校教育課

１－６ A

86 １－７
性やタバコ・薬物等に関する
正しい知識の普及

・地域保健と学校保健の連携を図りつつ、
子どもの年齢にあわせた性やタバコ、薬
物などに関する正しい知識を学ぶ授業や
啓発活動を進めます。

A

81 イベントの開催
・子どもかるた大会など、より多くの子ども
たちと知り合い、楽しく過ごせるイベントを

開催します。
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87 １－７ 情報化社会への適応(再掲）

・テレビ・雑誌・ゲーム・インターネットなど
について、その弊害や危険性などの理解
も含め、適切な利用に関する教育とメディ
アリテラシー*の習得を支援します。

３３番の再掲

88 １－７ 相談体制（再掲）

・子どもの生活態度の変化に注意を払うと
ともに、気軽に相談できる環境とカウンセ
ラーなど専門家も含めた相談体制を整備
し、子どもと親へのきめ細やかな相談を行
います。

３１番の再掲

東松山駅及び高坂駅周辺に集ま
る青少年に声かけを行ったり、市
民に対しては、青少年の健全育
成への関心を高めていただくよう
啓発活動として「愛の一声運動
（青少年非行防止パトロール活
動）」を実施。7/18～9/8の15日
間、46団体、延べ1,010人参加が
あった。

定着してきた運動を、引き続き実
施する。

〇青少年こども課

登校時、下校時、長期休業中、夏
祭り等の機会に学校と地域の各
種組織が連携をして子ども達へ
の声がけ、見守りを進めていま
す。１２月から防災放送を使い、
子ども達の見守りを市民全体に
呼びかけています。

引き続き充実を図ります。 〇学校教育課

夏の愛の一声運動において､多く
の自治会の方が参加して青少年
に声がけしている．（松山地区、
高坂地区､高坂丘陵地区等）

今後も同様に実施。

多くの自治会役員が参加する年
末年始特別警戒活動の中にも､
青少年の健全育成を目指す声が
け運動を取り入れたい。

〇生活交流課

90 １－７ 有害環境対策

・埼玉県青少年健全育成条例の普及・啓
発に努めるとともに、有害物の除去などを
商店街や地域住民と協力しながら取り組
んでいきます。

A

埼玉県青少年健全育成条例の普
及・啓発のため11月30日、青少年
育成委員と市内29店舗をまわり、
有害図書の陳列等の指導及び協
力をお願いした。

引き続き実施する。

〇青少年こども課
　生活交流課
　商工観光課

91 １－７ 受動喫煙対策
・子どもや妊産婦が受動喫煙にあわない
よう、受動喫煙の危険性の周知や喫煙者
のマナー啓発に努めます。

A
パネルによる受動喫煙の危険性
を周知、職員の喫煙状況調査を
実施。

禁煙教室を実施します。
受動喫煙の健康被害について、
知識の普及、啓発を推進すること
が必要です。

〇保健センター

92 ２－１
母子健康手帳の発行と相
談・情報提供

・母子健康手帳の発行にあわせて、出産・
子育てに向けた相談や両親学級などの紹
介を行います。

A 窓口にて随時実施しています。 引き続き実施いたします。 〇保健センター

89 １－７ A

・自治会やＰＴＡ、学校、商店会・大型店な
ど関係団体が協力し、地域の見回り活動
と注意が必要な子どもへの適切な指導や
関係機関への連絡を行います。また、日
常的に子どもたちへの声かけなどが行わ
れる良好なコミュニティへ再生するため、
愛の一声運動などを通して地域住民の啓
発に努めます。

非行防止と地域での見守り
活動
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93 ２－１
子育てハンドブックの配布
（再掲）

・子育て関連の施設・団体やサービス内
容、支援策や市窓口などを一冊にまとめ
たハンドブックを配布します。また、災害時
などの備えや避難場所の掲載など適宜、
情報の見直し・充実を図ります。

２番の再掲

94 ２－１ 妊婦健診
・医療機関との連携を図り、妊娠月週数に
応じた健康診査を行います。

A
委託医療機関にて、妊婦一般健
診、ＨＢｓ抗原検査、ＨＩＶ検査、超
音波検査を実施中。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

95 ２－１ 産婦訪問

・精神的に不安定な状態になる産婦など
に対して、産後１か月前後に助産師が家
庭を訪問し、保健指導や家庭生活への適
応状況の確認、育児支援を行います。

A
全産婦のうち希望者に対して実施
中。

引き続き実施し、育児不安の軽減
を図ります。

〇保健センター

96 ２－１ 両親学級

・妊娠・出産、育児に関する基本的な知
識、技術を学ぶとともに、親同士の仲間づ
くりを支援します。また、参加者の増加、特
に父親の参加の促進に努めます｡

A
１コース６回、年６コース保健セン
ターで実施しています。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

97 ２－１
相談体制
①親子教室(パンダ教室)

・就学前の心身の発育に心配のある子ど
もや、育児に不安を持つ親に対し、小集団
での活動を通じて発達を促します。また、
同じ悩みを持つ親同士の交流の場を提供
し、不安の軽減を図ります。

A
月１回遊びのテーマを決めて実施
しています。

引き続き実施いたします。必要に
応じて、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士等の専門職を配
置したり、卒業生に巡回相談を実
施します。

専門職や巡回相談のニーズの把
握が必要になります。

〇保健センター

98 ２－１
相談体制
②不妊相談

・不妊に悩むカップルに対して、不妊治療
などに関する関係機関の紹介や情報提供
を行います。

A 窓口、電話にて実施中。
不妊相談、検査等の実施機関に
ついて情報提供を実施していま
す。

〇保健センター

99 ２－１ がん検診
・成人保健事業として、女性の乳がん検
診・子宮がん検診を行います。

A
乳がん検診、子宮がん検診を実施し
ています。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

100 ２－２
ひがしまつやま健康プラン21
の推進

・ひがしまつやま健康プラン21に基づき、
子どもの健康づくりを進めます。

A
プランの目標や指標に合わせて
乳幼児の健診、健康相談等を実
施しています。

引き続き実施いたします。
平成２０年度にアンケート調査を
実施し、プランの中間評価を行な
います。

〇保健センター

101 ２－１
乳幼児健診
①乳児健診

・生後４か月児を対象に健康診査と育児・
栄養相談を行います。

A
月１回保健センターで実施してい
ます。

引き続き実施いたします。
未受診児の状況把握が必要にな
ります。

〇保健センター

102 ２－１
乳幼児健診
②１歳６か月児健診

・健康診査、歯科健診、育児指導や心理
相談などを行います。

A
月１回保健センターで実施してい
ます。

引き続き実施いたします。
未受診児の状況把握が必要にな
ります。

〇保健センター

103 ２－１
乳幼児健診
③２歳児歯科健診

・歯科健診や歯科指導、心理相談などを
行います。

A
月１回保健センターで実施してい
ます。

引き続き実施いたします。
未受診児の状況把握が必要にな
ります。

〇保健センター
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104 ２－１
乳幼児健診
④３歳児健診

・健康診査のほか尿検査や視聴覚検査、
歯科健診、相談、電話や訪問による事後
指導などを行います。

A
月１回保健センターで実施してい
ます。

引き続き実施いたします。
未受診児の状況把握が必要にな
ります。

〇保健センター

105 ２－１ 予防接種
・法定予防接種を保健センターまたは市
の委託医療機関で行います。

A
感染症予防のため、対象者に周
知し、勧奨を行い予防接種を実施
しています。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

106 ２－１
家庭訪問
①新生児訪問

・生後１か月前後に新生児の家庭を助産
師が訪問し、家庭生活への適応状況の確
認や異常の早期発見を図ります。

A
全出生児のうち希望者（保護者の
希望）に対し実施中。

新生児を含め、４ヶ月までの全出
生児を対象に訪問します。

里帰り出産後の長期滞在者への
対応が課題です。

〇保健センター

107 ２－１
家庭訪問
②保健師等による訪問

・乳幼児の健康などについて、家庭を訪問
し、相談・指導を行います。

A 左記の内容で実施中 引き続き実施いたします。 〇保健センター

108 ２－１
健康相談
①乳幼児健康相談(保健セン
ター・予約制)

・発達の経過をみる必要のある子どもを対
象に、心身の健全な成長を支援するため
健康相談を行います。

A
月１回保健センターで実施してい
ます。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

109 ２－１
健康相談
②乳幼児健康相談(地区)

・地区公民館などにおいて健康相談を行
います。

A
市内公民館などで実施していま
す。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

110 ２－１
健康相談
③赤ちゃん相談

・１歳未満の乳児の健康相談や離乳食の
指導などを行います。

A 年６回実施しています。 引き続き実施いたします。 〇保健センター

111 ２－１
健康相談
④こども相談

・就学前の幼児の健康相談を行います。 A 年６回実施しています。 引き続き実施いたします。 〇保健センター

112 ２－１
健康相談
⑤でんわ相談

・電話で妊産婦や乳幼児の健康相談など
を行います。

A 随時実施しています。 引き続き実施いたします。 〇保健センター

113 ２－１ 地域団体への支援
・地区別に組織されている愛育会による家
庭訪問などや、健康を守る会による健康
づくり活動を支援します。

A
母子愛育会１１７人、健康を守る
会　　２７３人の活動を支援してい
ます。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

114 ２－１
子どもの健康を確保する保
健講座

・子どもの保健に関する｢きらめき出前講
座｣を行います。

A

「子どもの発達と保健センター事
業について」というメニューを設け
ています。また、子育て支援セン
ターの講座に協力してます。

引き続き実施いたします。 〇保健センター
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115 ２－３
小児及び女性・周産期医療
機関の情報提供

・小児科や産科・婦人科の診療科目を有
する病院・診療所、休日当番医などの情
報提供などを行い、子育て家庭が適切な
医療機関情報を入手できるよう支援しま
す。

A
広報、ホームページ等で情報提
供をしています。

引き続き実施いたします。
〇保健センター
　青少年こども課

116 ２－３
小児救急の対処法などの普
及

・子どもが陥りやすい行為や危険に関する
知識と、その対処法に関して、子育てハン
ドブックなどで情報提供するとともに講座
を開催します。

A
支援センターのホームページを
通して、子育て支援の施策や啓
発に努めています。

引き続き実施します。 〇青少年こども課

117 ２－４ 子どもの人権に関する啓発
・子どもの権利条約など子どもの人権に関
する啓発紙を作成するなど、一人ひとりの
意識改革に努めます。

Ａ

比企郡市同和対策協議会で冊子
（「人権が尊重される社会を目指
して」）を作成し、平成１８年１１月
１日に全戸配付しました。

継続実施予定。 〇人権推進課

早期発見のため、①市民に対し
広報紙で呼びかける　②関係機
関から情報提供をいただく　③子
育て支援センターに家庭児童相
談員が出向き、子育てに不安を
感じている親を見つけ、早期から
の支援に努める。

平成19年度は啓発のため「きらめ
き出前講座」にメニューをのせる。
他は引き続き実施する。

〇青少年こども課

関係機関と連携しながら実施して
います。

引き続き実施いたします。 〇保健センター

119 ２－４
児童虐待防止対策
②相談体制

・児童虐待などに悩む人・家庭に対する家
庭児童相談室(青少年こども課内)での相
談をはじめ、関係機関への案内など悩み
の軽減や児童虐待の未然防止に努めま
す。

A

平成17年4月から法改正を受け職
員を1名増員し、家庭児童相談室
の相談体制の強化を図った。
年々増加する相談事案に対応し
ている。

引き続き相談、支援にあたる。

〇青少年こども課

120 ２－４
児童虐待防止対策
③被害に遭った子ども等の
保護

・ＤＶ被害者及び同伴児童を保護します。
また、ＤＶと児童虐待は家庭内で同時に起
こりうる暴力という観点から、県をはじめ福
祉、母子保健など関係機関が連携し児童
の健全な発達に向け支援を行います。

A

平成18年度からＤＶ相談が人権
推進課へ移管されたが、12月末
現在までに報告事案はない。

ＤＶ担当課からの要請には、引き
続き対応して参りたい。

〇青少年こども課

121 ２－４
児童虐待防止対策
④児童虐待防止ネットワーク

・児童虐待問題に対応するため、福祉・保
健・医療・教育・司法など関係機関が連携
し、子どもや家族への支援方法や対策を
協議し適切な対応を図ります｡

A

代表者会議1回開催（2月14日）、
実務者の研修会等で講演会開催
（1月24日、113名参加）、また個別
ケース会議は随時開催し関係機
関との連携を図り対応している。

児童虐待防止ネットワークを、法
定協の要保護児童対策地域協議
会への移行を検討する。 〇青少年こども課

118 ２－４ A
児童虐待防止対策
①早期発見

・関係機関との連携のもと、乳幼児健診及
び未受診家庭への訪問など保健施策とあ
わせた情報の把握や早期発見に努めま
す。
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122 ２－５
経済的な支援
①乳幼児医療費支給制度

・就学前の乳幼児の医療費(保険診療分
の一部負担)を助成します。

A

平成18年1月1日に年齢の引き上
げを実施し、支給対象年齢を就学
前から、通院にあっては小学校3
年生まで、入院にあっては中学校
3年生までとした。名称を「こども
医療費」と変更。平成18年12月31
日現在受給者数は就学前が
4,726人、小1～中3年生までが
2,731人となっている。

平成19年度は現行制度で実施す
る。

医療保険制度が改正し、就学前
まで健康保険の一部負担割合が
2割になることで、医療費助成額
が削減される分、制度拡大等今
後引き続き検討が必要。また、平
成20年1月診療分から県の補助
対象年齢が拡大される。

〇青少年こども課

123 ２－５
経済的な支援
②児童手当

・小学校第３学年修了までの児童を養育し
ている保護者に支給します。

A

児童手当法に基づき実施。12月
31日現在の受給者は4,593人。

平成19年4月1日法改正で3歳未
満に乳児加算を創設予定。平成
19年度の当初予算には改正予定
分を見込み要求。広報等受給者
への周知に留意したい。

〇青少年こども課

124 ２－５
経済的な支援
③児童扶養手当

・父親のいない家庭や父親が一定の障害
のある家庭の児童(児童が18歳に達した
年度末まで。ただし、児童に一定の障害
がある時は20歳まで)の母親、または、母
親に代わって児童を養育している保護者
に支給します。

A

児童扶養手当法に基づき実施。
平成18年12月31日現在の受給者
は556人。他に所得制限で全部停
止者が86人。

引き続き実施する。 平成19年度中に,平成20年4月実
施の手当減額情報に留意してい
きたい。

〇青少年こども課

125 ２－５
経済的な支援
④特別児童扶養手当

・心身に一定の障害のある20歳未満の子
どもを育てている家庭に支給します。

A 申請受付及び証書の交付 引き続き実施 〇福祉課

126 ２－５
経済的な支援
⑤ひとり親医療費支給制度

・ひとり親家庭、親がいないため親に代
わって、その子どもを育てている養育者家
庭、または、父(母)に一定の障害がある家
庭の医療費(保険診療分の一部負担)の一
部を支給します。(児童が18歳に達した年
度末まで。ただし、児童に一定の障害が
ある時は20歳まで)

A

県制度と同等で、条例で定めて実
施。ひとり親家庭等（父母等に人
数は624人、児童は610人）に対し
実施している。当市は受給者の利
益のため「こども医療費」が優先。

引き続き実施する。

〇青少年こども課

127 ２－５
経済的な支援
⑥遺児手当

・両親またはいずれかを亡くした義務教育
修了前の児童を養育している家庭に支給
します。

A

当市単独事業で、条例で定めて
実施。12月31日現在、受給者は
55人。児童数は84人。

引き続き実施する。

〇青少年こども課

128 ２－５
経済的な支援
⑦幼稚園就園奨励費補助制
度

・私立幼稚園に係る保育料等の一部を補
助します。

Ａ 基準に基づき補助しています。 引き続き実施します。 〇学校教育課

129 ２－５
経済的な支援
⑧幼稚園等保育料軽減事業

・幼稚園就園奨励費補助制度に該当しな
い家庭の保育料の一部を補助します。

Ａ 基準に基づき補助しています。 引き続き実施します。 〇学校教育課
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130 ２－５
経済的な支援
⑨就学援助制度

・就学が困難な家庭の給食費や学用品購
入費等の一部を援助します。

Ａ 基準に基づき補助しています。 引き続き実施します。 〇学校教育課

131 ２－５
経済的な支援
⑩奨学資金

・学資に困窮する中学校卒業者で高校等
への進学者に支給します。

Ａ 基準に基づき補助しています。 引き続き実施します。 〇学校教育課

児童扶養手当、ひとり親家庭等医
療費、母子寡婦福祉資金の貸し
付け等、経済的支援を実施。12月
31日現在対象者数666人。

引き続き実施する。 〇青少年こども課

雇用提供情報サービスを実施（就
職情報の提供）・内職相談実施

引き続き実施します 〇商工観光課

133 ２－５

特に配慮が必要な家庭への
支援
②東松山市障害者計画の推
進

・東松山市障害者計画に基づき、障害を
持つ児童のいる家庭や親に障害のある家
庭への支援や、ノーマライゼーションのま
ちづくりを進めます｡

A 計画に基づき業務を遂行 引き続き実施 〇福祉課

134 ２－５

特に配慮が必要な家庭への
支援
③外国人家庭・子どもへの支
援

外国人家庭や親のどちらかが外国人の家
庭について、各種相談や生活案内、関係
機関の紹介など必要な支援を行います。

A
毎週日曜と水曜日に日本語教室
を開催、及び随時窓口での対応
をしています

引続き実施いたします
子育て支援センター「ソーレ」にお
いても外国人家族との連携を広
げていきたい

〇生活交流課

135 ２－５

特に配慮が必要な家庭への
支援
④地域から孤立した家庭等
への支援

・地域との関わりを持たない・持てない子
育て家庭など自ら声を発しないような家庭
が、地域と関わるとともに地域からも積極
的に働きかけられるよう、関係機関・地域
と協力して、情報の把握と情報提供や相
談など必要な支援、環境の形成に努めま
す。

A

機関につながる子どもを持つ家庭
の情報は、児童相談のネットワー
クを通し得られる可能性がある
が、そうでない子育て家庭は情報
を得ずらい。保健師の家庭訪問
や、子育て支援センターに家庭児
童相談員を派遣し、相談を受け必
要な支援を行っている。子育て支
援センターは相談事業を柱のトッ
プに位置付けている。

引き続き実施する。
保育園、幼稚園等機関に繋がっ
ていない孤立した家庭の情報を
得ることは、難しい。

〇青少年こども課
　生活交流課

136 ３－１
第二次ひがしまつやま共生
プランの推進

・第二次ひがしまつやま共生プランに基づ
き、男女共同参画社会の形成に努めま
す。

Ａ
各課への進捗状況調査を実施
し、プランの推進にあたり働きか
けを実施。

継続実施予定。 〇人権推進課

137 ３－１ 地域や個人への啓発

・地域や個人に対して、子育て家庭への
理解及び一人ひとりができる支援につい
て理解を深めるための情報紙の発行や講
座の開催などを行い啓発に努めます

Ａ
情報紙ほっとらいんにおいて、情
報提供とともに子育て中の父母を
対象とした座談会を実施。

情報誌の発行により啓発に努め
る予定。

〇人権推進課

132 ２－５ A

・相談機能の強化を図りつつ、ひとり親家
庭及び寡婦の自立を図るため、就業支
援、子育てや生活の支援、経済的支援を
進めます｡

特に配慮が必要な家庭への
支援
①ひとり親家庭への支援
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ＮＯ
基本
施策

具体的な施策 施策概要
実施状況
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 平成１８年度の具体的な取組

平成１９年度以降の取組予定
（拡充・縮小の有無）

実施・継続における課題 備考

　　○実施状況　　　Ａ・・・前年度より実施中　　Ｂ・・・今年度着手（予定）　　Ｃ・・・来年度実施予定　　Ｄ・・・再来年度以降実施予定

　東松山市次世代育成支援行動計画　進捗状況取りまとめ結果

　企業研修（1月19日）を実施し、
事業者へ働きかけた。

継続実施予定。 事業者の協力体制が必要 〇人権推進課

実施予定なし
商工会と共同し、実施に向けて、
検討を進めます。

〇商工観光課

139 ３－１
事業所への啓発と支援
②優良事業所の表彰

・子育て家庭を支援している優良な事業
所に対する表彰制度について、選定基準
や表彰規定など具体的な方法も含めて検
討します。

Ｄ 実施予定なし
商工会と共同し、実施に向けて、
検討を進めます。

〇商工観光課

140 ３－１
事業所への啓発と支援
③事業所の行動計画策定の
支援

・事業所における次世代育成支援行動計
画策定の啓発を行います。

Ａ
県作成のパンフレット等を使用
し、制度の理解と普及､啓発に努
めた

18年度に引き続き実施します
厚生労働省との連絡調整が必要
となります。

　青少年こども課
〇商工観光課

埼玉県労働局（財）21世紀職業財
団作成のパンフレット等を使用し､
制度の理解と普及､啓発に努めた

18年度に引き続き実施します 〇商工観光課

毎月第３火曜日に女性相談を実
施し、相談及び関係機関の紹介
等を実施。

女性の相談窓口の開催日数を増
やし、充実を図る。

〇人権推進課

情報紙ほっとらいんにて、情報提
供。

パソコン教室を開催予定
参加者のニーズを掴むのが難し
い。（難易度、回数等）

〇人権推進課

雇用提供情報サービスを実施（就
職情報の提供）・内職相談実施

引き続き実施します 〇商工観光課

143 ３－２
若者の夢の実現の支援
①起業や就業支援

・創業資金融資制度の検討や就業相談を
行います。

Ａ 商工会を中心に相談・情報提供 引き続き実施します 〇商工観光課

144 ３－２
若者の夢の実現の支援
②資格取得支援

・資格取得講座の開催などの情報提供を
行います。

Ａ
県作成のパンフレット等を使用
し、制度の理解と普及､啓発に努
めた

引き続き実施します 〇商工観光課

145 ３－２ 成人式
・成人を迎えた新成人を祝うとともに、社
会人としての自覚に関する啓発を行いま
す。

Ａ
１月７日開催（該当者1,307人中８
６８人参加）

継続実施予定 〇生涯学習課

３－１142

141 ３－１

138

Ａ
・女性の職場復帰や再就職などで悩む人
について、相談・情報提供や講座の開催
に努めます。

仕事と子育ての両立
②再就職等の支援

仕事と子育ての両立
①男女の育児休暇の取得促
進

Ａ
・育児休暇制度などの情報提供や、育児
休暇などで悩む人について、相談・情報提
供を行います。

３－１
事業所への啓発と支援
①事業所への啓発

Ｂ
・育児休暇の取得促進や事業所内託児施
設の整備など、子育て家庭への支援を進
めるよう事業所に働きかけます。
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具体的な施策 施策概要
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　東松山市次世代育成支援行動計画　進捗状況取りまとめ結果

146 ３－２
子育て支援施策の周知・啓
発

・若者をはじめとした子育て家庭以外の人
に対しても、若者などが集まるイベントで
の広報や、市ホームページの活用など多
様な場面・手段を活用して、子育て支援施
策の周知と啓発に努めます。

A
広報誌等を通して、市の子育て支
援について啓発しています。

引き続き、実施してまいりたい。 〇青少年こども課

147 ３－３
東松山市都市計画マスター
プランの推進

・東松山市都市計画マスタープランに基づ
き、良好な市街地整備を進めます。

Ａ
東松山駅周辺整備、県道深谷東
松山線（まるひろ通り）整備、市の
川特定土地区画整理事業推進

実施中の事業継続と都市計画マ
スタープランの見直しに着手

市民の手づくりによるまちづくりの
推進

〇都市計画課

148 ３－３
子育て家庭にやさしい施設
の整備

・公共施設の新築、改修時には、子育て
家庭が使いやすい施設設計に努めます｡

A
施設改修時には、子育て家庭に
やさしい施設となるよう努めてい
ます。

引き続き、施設改修時の配慮に
努めます。

各施設の利用目的との整合性 〇住宅営繕課

149 ３－３
交通バリアフリー基本構想の
推進

・交通バリアフリー基本構想に基づき、関
係者と協力しながら東松山駅周辺のバリ
アフリー化、公共交通の乗り換えのしやす
さなど利便性向上に努めます。

Ａ
・第一小学校通線の拡幅工事
・駅前広場（東口・西口）の整備工
事

・第一小学校通線の拡幅工事
・駅前広場（東口・西口）の整備工事
・（仮称）東口駅舎の整備工事
・西口周辺道路のバリアフリー化工事

〇駅周辺整備推進室
　道路河川課

東松山駅前広場整備、都市計画
道路市の川通線整備

駅前東通線整備事業に新たに着
手

市民・商店街と一体となった取り
組みを推進すること。

〇都市計画課

市道第22号線（材木町）、市道第
66号線（桜山台他）、市道第72号
線（高坂）の舗装打換を実施｡

状況を見極め整備推進を図る。 〇道路河川課

151 ３－３ 公園の整備（再掲）
・既存公園の改修や市街地の面整備にあ
わせた新規整備など計画的な公園の整備
を進めます。

６９番の再掲

152 ３－３ 交通安全施設の整備
・学校・保育園・公共施設の周辺を中心に
安全な道路照明灯やガードレールなど安
全施設の整備を進めます。

Ａ

松二小周辺道路への安全表示
（路面）、市道第6418号線（神明町
1）への高視認性区画線工事、市
道第4420号線（石橋）ほか3路線
へのガードレール交換実施。

安全・安心を図るため、東松山駅
や学校周辺等を中心に整備推進
する。

〇道路河川課

153 ３－３ 公園安全施設の整備
・公園灯の整備や植栽の適切な管理など
を行い、公園の安全性向上を図ります。

Ａ
箭弓町第一公園、上沼公園など
植栽管理による公園内の見通し
確保

公園の安全性確保（継続実施予
定）

防犯と公園内景観について、市民
の合意

〇都市計画課

154 ３－３
安全・安心まちづくり情報の
提供

・民間団体による子育て安心マップ・危険
マップの作成などを支援したり、子育て家
庭への情報提供を行います。

D
現在、全市を網羅した子育て安心
マップ、危険マップの作成の支援
や情報提供はしていません。

関係各部署・学校と協議し、子育
て安心マップの作成や情報提供
を検討します。

　生活交流課
〇青少年こども課

３－３150 Ａ
・学校・保育園・公共施設の周辺を中心に
安全な道路・歩道の整備を進めます。

安全な道路・歩道の整備
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　東松山市次世代育成支援行動計画　進捗状況取りまとめ結果

155 ３－４
交通安全の推進
①交通安全教育の徹底

・子どもの交通ルールの理解と交通マ
ナーの向上を図るため、子どもの年齢に
応じた保育園や学校での交通安全教室の
開催と、継続的な学習を行います。

Ａ
子どもの発達段階に応じた交通
安全教育を行っています。

引き続き充実を図ります。
〇学校教育課
〇青少年こども課

156 ３－４
交通安全の推進
②地域の交通安全活動

・自治会やＰＴＡ、学校など関係機関の連
携のもと、地域における交通安全活動を
行い、交通安全意識と交通マナーの向上
を図ります。

A
市内小学校における交通安全教
室開催協力、市内交通安全母の
会及び交通安全協会の活動支援

引続き実施いたします 〇生活交流課

157 ３－４
交通安全の推進
③チャイルドシート使用の徹
底

・チャイルドシートの使用を徹底するよう啓
発・指導を行います。

A

乳児検診時に装着率調査及び着
用指導を実施し、使用向上を図る
と同時にパンフレット等で啓発を
行なう

引続き実施いたします 〇生活交流課

158 ３－４
犯罪から守る環境の整備
①防犯意識の啓発

・犯罪発生に関する情報提供や家庭・地
域の防犯意識の啓発を行います。

Ａ

東松山警察署より提供の事件情
報をホームページ等に掲載。自主
防犯パトロール団体代表者へ提
供。

18年度同様に情報提供を行う。
犯罪情報や不審者情報等の携帯
電話へのメール配信などの必要
性が高い。

〇生活交流課

159 ３－４
犯罪から守る環境の整備
②地域の防犯活動

・犯罪のないまちを目指し、自治会やＰＴ
Ａ、学校など関係機関の連携のもと、地域
における防犯活動を行います。

Ａ
自主防犯パトロール団体の組織
化と連絡会議の開催。防犯講演
会の開催。

18年度同様に連絡会議等を開
催。

地域におる防犯活動推進の際の
学校の協力体制

〇生活交流課

○集計結果　　

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８施策（再掲１１施策を除く）

A（実施中）・・・・・・・・・・・・・・  １３６施策

B（今年度実施予定）・・・・・・・・・  １施策

C（来年度実施予定）・・・・・・・・・  ３施策

D（再来年度以降実施予定）・・・  ８施策
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